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2019 年 3月 5日 

 

請願書 

“気候の非常事態を宣言し動員計画の立案実施を求める請願” 

 

都道府県並びに市区町村の首長の皆様 

 

 昨年は人類が気候が非常事態にあることを認識し、問題の根本的解決のため

に起ちあがった記念すべき年となりました。世界に頻発する極端な気象の大半

に人間起源の地球温暖化の影響が認められています。昨年夏の日本の猛暑は人

間起源の地球温暖化が無ければほぼ 100％起り得なかったことが気象研究所の

今田由紀子氏らによって明らかにされました。昨年 10月に公表された IPCCの

1.5℃特別報告書によれば、早ければ 2030年にもパリ協定の 1.5℃目標は突破さ

れるかもしれません。昨年末ポーランドで開催された COP24ではパリ協定の運

用指針を取りまとめることはできましたが、2030年にも予想される壊滅的気候

崩壊を回避する具体的な道筋は見えておりません。 

 このような危機的な状況下で、世界では地方自治体から気候非常事態を宣言

し、包括的な動員計画を立案実施する動きが燎原の火の如く拡がっています。既

にアメリカ、カナダ、オーストラリア、英国の 29の地方自治体（添付リスト参

照、1月 20日現在）が気候非常事態宣言を公表しています。この中にはロサン

ゼルス、ブリストル、ロンドン、バンクーバーなどの大都市も含まれています。

日本全国の自治体もこの動きに呼応するべきではないでしょうか。 

私たち、請願者一同は首長の皆様に以下の 3点を要望します。 

 

1. 気候危機が迫っていることを全力を挙げて市民に知らせる 

2. 2050 年までのなるべく早い時期までに温室効果ガスのゼロエミッションを

達成することを目標とする 

3. 気候非常事態宣言を公表し、包括的な気候変動の緩和策、適応策、そしてエ

シカル消費、持続可能消費の推進策などを立案し、実施する 

 

既に気候非常事態宣言を公表している自治体のリスト 

気候非常事態宣言、動員計画立案の世界動向 

Climate Emergency Declaration, and Mobilisation in Action (CEDAMIA)による 

2016年 12月 デアビン Derebin City 2018年 11月 サンタクルーズSanta Cruz 

2017年 2月 ヤラ Yarra City 11月 トラフォード Trafford 
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11月 ホ ーボー ケン Hoboken 

City 

12月 トットネス Totnes City 

2018年 2月 モンゴメリーMontgomery 12月 フルーム Frome City 

4月 ヴィンセント Vincent City 12月 フォレスト・オブ・ディーン

Forest of Dean District 

4月 ロサンゼルス Los Angels 12月 ロンドン London 

6月 バークレーCity of Berkeley 12月 ストラウド Stroud District 

7月 リ ッ チ モ ン ド City of 

Richmond 

12月 ブライトン・アンド・ホブ

Brighton and Hove City 

8月 ヴィクトリア・パーク 

Town of Victoria Park 

12月 オスウェストリーOswestry 

9月 モ ア ラ ン ド  Moreland 

City 

12月 マカンスレス Machynlleth 

11～12日 気候非常事態国際会議、デ

アビン市主催 

12月 ラングポート Langport 

10月 オ ー ク ラ ン ド City of 

Oakland 

2019年 1月 ス カ ボ ロ ー Borough of 

Scarborough 

10月 バイロン・シャイア Byron 

Shire 

1月 ブラッドフォード Bradford 

11月 ブリストル Bristol 1月 カークリーズ Kirklees 

11月 バラーラット Ballarat 1月 バンクーバーVancouver 

 

請願者氏名リスト（3月 1 日現在） 

（個人として署名しているのであり、署名者の所属組織が支持し、署名している

のではありません：順不同） 

 

山本 良一 東京大学名誉教授 

小林 喜光  

梶田 隆章 東京大学教授 2015年ノーベル物理学賞受賞者 

山形 俊男 東京大学名誉教授 

竹村 牧男 東洋大学学長 

宇野 治 公益財団法人日本環境協会常務理事／エコマーク事務局長 

川村 久美子 東京都市大学メディア情報学部教授 

庄子 幹雄 マサチューセッツ工科大学客員教授 

朴 恵淑 三重大学人文学部地域イノベーション学研究科教授 
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新宮 秀夫 京都大学名誉教授 

枝廣 淳子 幸せ経済社会研究所所長 

水谷 広 日本大学生物資源科学部教授／シンプルライフ普及センター理

事長 

中原 秀樹 IGPN国際グリーン購入ネットワーク会長 

足立 直樹 株式会社レスポンスアビリティ代表取締役 

林 良嗣 中部大学教授／ローマクラブフルメンバー／世界交通学会会長 

原田 さとみ エシカルペネロープ代表取締役 

タン・ウィシアン エイピーピージャパン㈱会長 

飯沼 光子 エイピーピージャパン㈱エグゼクティブディレクター 

山崎 遊 エイピーピージャパン㈱サステナビリティコーポレートコミュ

ニケーション シニアマネージャー 

鈴木 淳史 横浜国立大学環境情報研究院教授 

石田 秀輝 合同会社地球村研究室代表社員／東北大学名誉教授 

村上 亘 環境経営学会監事 

後藤 敏彦 認定 NPO法人環境経営学会会長 

杦本 育生 環境市民代表理事 

鈴木 榮子 花道家 

山本 勇 環境経営学会理事 

春日 文子 フューチャー・アース国際事務局グローバルハブ日本ディレクタ

ー 

鈴木 敦子 株式会社環境ビジネスエージェンシー代表取締役 

伊坪 徳宏 東京都市大学教授 大学院環境情報学研究科長 

平尾 雅彦 グリーン購入ネットワーク会長 

加藤 茂夫  

東 珠実 椙山女学園大学教授 

花岡 永子 大阪府立大学名誉教授 

長江 亦周 ㈱シンクロン CTO取締役 

弓野 健太郎 芝浦工業大学教授 

布柴 達男 国際基督教大学教養学部教授 

花田 眞理子 大阪産業大学大学院人間環境学研究科教授 

竹森 良一 株式会社 偶庵 編集長 

和田 喜彦  

薄羽 美江 一般社団法人日本エシカル推進協議会理事／株式会社エムシー

プランニング代表取締役 
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末吉 里花 一般社団法人エシカル協会代表理事 

池上 俊郎 大阪グリーン購入ネットワーク理事長 

西條 和芳 徳島県危機管理部消費者くらし安全局長 

恒藤 克彦 環境プランニング学会事務局長 

竹村 眞一 京都造形芸術大学教授／NPO法人 ELP代表 

中村 晴永 認定特定非営利活動法人環境経営学会理事・事務局長 

永田 佳之 聖心女子大学教授 

三宅 香  

金丸 治子  

森下 研 一般財団法人持続性推進機構 専務理事 

堀口 光 アジア生産性機構 工業部長 

阪口 功 学習院大学法学部教授 

前川 統一郎 環境経営学会理事 

西宮 祥行 株式会社アースクリエイト代表取締役 

明石 祥子 フェアトレードシテイくまもと推進委員会代表理事 

佐々木 宏 株式会社マルタマフーズ 取締役副社長 

正畠 宏一 TCO2株式会社代表取締役 

牧野 直樹 TCO2株式会社 

八坂 慶仁  

徳永 清徳  

松浦 知徳 富山大学大学院理工学研究部 教授 

山口 庸子 共立女子短期大学 生活科学科科長 教授 

西條 辰義 総合地球環境学研究所プログラムディレクター／高知工科大学

フューチャー・デザイン研究所所長 

加納 誠 東京理科大学 理学部 物理学科 

池田 元美 日本海洋学会の会員 

木俣 信行 環境経営学会 理事 

山本 喜昭 環境プランナーER 

佐々木 宏之 環境プランナーER 

横井 幸治 曙ブレーキ工業株式会社 先行開発部門 先行開発企画 スタッ

フエンジニア 

納口 俊通 環境プランナーERO／株式会社ベルエール代表取締役 

三浦 仁美 積水化学工業株式会社 経営戦略室 環境経営グループ 担当部

長 

松本 真由美 東京大学教養学部客員準教授 
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森田 一樹 東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻 

山口 真奈美  

木股 諭  

岡田 千尋 認定 NPO法人アニマルライツセンター 

八木 八千代 認定 NPO法人アニマルライツセンター 

中村 宗之 認定 NPO法人アニマルライツセンター 

吉岡 礼 認定 NPO法人アニマルライツセンター 

小池 美穂子 認定 NPO法人アニマルライツセンター 

新部 美由紀 認定 NPO法人アニマルライツセンター 

樽谷 俊彦 環境プランナーER 

出居 昭男 ㈱日立製作所 システム＆サービスビジネス統括本部 環境推進

本部 本部長 

奥田 徹也 ㈱日立製作所 システム＆サービスビジネス統括本部 環境推進

本部 環境戦略センタ センタ長 

遠矢 伸一郎 ㈱日立製作所 システム＆サービスビジネス統括本部 環境推進

本部 環境戦略センタ 主任技師 

藤田 誠一 ㈱日立製作所 システム＆サービスビジネス統括本部 環境推進

本部 環境戦略センタ 主任技師 

酒井 剛 環境新聞社 企画営業本部長兼事業部長 

川田 英明 北摂五郷の里 

辻村 太郎  

岡部 敏弘 芝浦工業大学連携大学院 客員教授 

植松 規浩 株式会社アルプクエルジャパン代表取締役社長 

深谷 将世  

千住 孝一郎  

大島 浩司 グリーンピープルズパワー株式会社・取締役 

壹岐 健一郎 有限会社リボーン＜エコツーリズム・ネットワーク＞代表取締役 

瀬戸内 千代  

森 摂 株式会社オルタナ代表取締役 オルタナ編集長 

山口 民雄 NPO法人循環型社会研究会 理事 

岩田 竜一 認定 NPO法人環境経営学会 

青木 修三 認定 NPO法人環境経営学会 

中石 和良 一般社団法人 日本ビオホテル協会 

羽鳥 達也  

川邉 剛 日本電池再生株式会社 



6 

 

白鳥 哲 映画監督 声優 俳優 

加渡 いづみ 四国大学短期大学部 教授／とくしまエシカル消費推進会議 会

長 

藤原 治 徳島県食品衛生協会会長 

梶原 樹 生活協同組合とくしま生協理事長 

小久見 正人 ㈱共通開発取締役営業部長 

坂本 有芳 鳴門教育大学准教授 

山口 幸子 (有)山口事務用品取締役／徳島商工会議所女性会副会長 

有本 幸泰 イオントップバリュ株式会社マーケティング本部 

安田 孝子  

小椋 昇明  

松下 義雄  

犬伏 伴都  

柿野 成美  

古谷 由紀子 サステナビリティ消費者会議 代表 

亀谷 寿長 株式会社日誠産業 営業部 部長 

細田 琢  

根本 志保子 日本大学経済学部 教授 

粟田 省三 株式会社パスポート 常務取締役 

古稲 計  

米田 幸生 日清食品ホールディングス㈱人事部付 

深津 学治 グリーン購入ネットワーク 事務局長 

川村 奈々 サステナブルライフスタイルアーティスト 

片岡 顯  

大喜多 一範 YKK株式会社 商品戦略室 チームリーダー 

茄子川 仁 株式会社事業革新パートナーズ 代表取締役社長 

野村 佐智代  

平川 すみ子 平川デザインオフィス 

高山 嗣生 株式会社エムエスジャパンサービス 

陶山 孝一 一般社団法人 DAC未来サポート文化事業団 理事 

鶴田 佳史  

原田 裕子  

木村 江述 株式会社ピー・ディー・エス 代表取締役 

田中 宏二郎  

田尻 幸雄  
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鈴木 隆則 一般社団法人環境と防災研究協会 代表理事 

藤田 淳 生活協同組合アイネットコープ埼玉 理事長 

寺島 政道  

清水 精二 NPO 法人木村秋則自然栽培に学ぶ会会長/㈱精華堂霰総本舗会

長 

本木 啓生 株式会社イースクエア 代表取締役社長 

松村 益子 一般社団法人日本経済人懇話会事務局長 

大橋 耐二  

炭谷 一志 環境プランニング学会 環境プランナー 

神谷 光徳 一般社団法人日本経済人懇話会会長 

繰生 紀夫  

山本 樹実加 一般社団法人 医療福祉国際促進協会 

赤松 正喜 日本経済人懇話会 

米満 真琴 日本経済人懇話会 

益田 文和 株式会社オープンハウス 

関 勝 新星冷蔵工業株式会社代表取締役社長 

中島 佳織 認定 NPO法人フェアトレード・ラベル・ジャパン 事務局長 

江間 泰穂 一般社団法人環境プランニング学会 副会長／税理士 

高橋 恵美  ㈱MDJ 松本デザイナース 

濱田 総一郎 株式会社パスポート 代表取締役社長 

今村 主税 山口県立大学 

大江 宏  

岡 靖敏 一般社団法人あだーじょ・代表理事 

岩川 恵理 一般社団法人あだーじょ・事務局長 

岸 義福  

松本 英明 日本生協連 ブランド戦略本部 

橋本 ふくみ  

中原 みどり  

高橋 陽子 公益社団法人日本フィランソロピー協会理事長 

野中 英昭 株式会社エネルガイズ 代表取締役 

遠藤 朗 株式会社エネルガイズ 顧問 

菊田 哲彦 株式会社リーテム RISMユニット ユニット長 

島田 広 弁護士 

鈴木 典子 ㈱オオスミ 取締役 

中島 彰良 ㈱リーテム CEO 
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深澤 拓方 一般社団法人 日本経済人懇話会 運営委員 

河登 一郎 （社）所沢市民ソーラー：監事 

松本 武士 地球温暖化防止活動推進員 

安部 みちる  

むとう ちづる ヘアメイクアーチスト 

坂本 祐三郎  

小西 広道  

平野 あや 株式会社オオスミ 

長野 由希子 GSSG SOLAR JAPAN KK 

川村 雅彦  

石井 迪男  

雪 美保子  

眞泉 晃善  

田中 悦子  

田中  信康 サンメッセ株式会社 執行役員副本部長 

東使 弘三郎 プリンス電機株式会社・企画業務部長 

海野 みづえ (株)創コンサルティング 代表取締役／環境プランニング学会 

理事 

石原 直 東京大学 名誉教授／環境プラニング学会 理事 

斉藤 幹雄 株式会社関東 

西森 義人  

鳩山 友紀夫 東アジア共同体研究所 理事長 

檜垣 通  

宮川 昌子 一般社団法人日本経済人懇話会 

平井 嘉朗 株式会社イトーキ 代表取締役社長 

原 孝章 株式会社イトーキ CSR推進部長 

吉岡 麻子 YKK（株） ファスニング事業本部 

山田 敦 株式会社サエラ 

市川 アダム博康  

藤解 和尚  

杉山 香林  

細川 幸一 日本女子大学教授 

中塚 記章  

三田 哲史  

宮川 世津子 国際機関東南アジア諸国連合事務局 
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大石 不二夫 神奈川大学 名誉教授／帝京大学 客員教授／日本経済人懇話会

会員 

谷口 昌己 一般社団法人 日本経済人懇話会 

伊藤 有希 株式会社ジョンソン設備管理 代表取締役 

當麻 進仁 青森県立青森高等学校 探求学習部主任 

保坂 俊 弁理士 

小車 勝利 株式会社とんぼ電工 代表取締役 

小川 和彦  

藤沢 稔  

今井 公文 株式会社今井産業 代表取締役社長 

種市 栄 Ｎ．Ｂ．Ｃ．部 部長 

中西 直子 日本経済人懇話会 

古川 ゆかり (株)ジェミオ 取締役総務部長 

猪俣 千丈 株式会社トラストプラン代表取締役 

吉村 治 金沢工業大学・教授 

森田 泰弘 （有）キセイテック 技術部長 

中山 信司 日本砿研株式会社 

白川 大智 ㈱トラストプラン技術職員 

森田 薫 生長の家神奈川教区講師会副会長 

山本 麻里子 サラヤ株式会社 

竹内 光男 東京サラヤ株式会社産学官連携事業部 

奈良岡 隆人 株式会社 大伸管工業所 

木田 豊 （NPO)日本ファイバーリサイクル推進協会 

中村 元彦 津軽藩ねぷた村 (株)青森県特産品センター 代表取締役社長 

塚原 安雅  

柿森 麻衣子 東京サラヤ(株) 

青木 一由 日本ファイバーリサイクル推進協会 EFL部会長 

奈良 進 ㈱津軽バイオマスエナジー 

稲野辺 健一 日本ハム株式会社 海外事業本部業務推進室 マネージャー 

寺山 善彦  

森本 暁明 エスアール総研 代表／環境プランナーER 

六鹿 太詞 日本経営オアシス 所長／環境プランナーER／中小企業診断士

／エネルギー管理士 

杉本 直樹 エシカルインスティテュートなごや 代表 

松島 義幸 ＭＰＳジャパン株式会社 代表取締役 
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河口 真理子  

金子 正彦 信州大学特任教授 

小堀 洋美 東京都市大学特別教授、(一社)生物多様アカデミー代表理事 

林 弘之 環境プランナーER 

福田 圭子  

本田 智則 （国）産業技術総合研究所 主任研究員 

三輪 昭子 エシカル インスティテュート なごや  副代表 

田村 茂俊  

川合 將義 高エネルギー加速器研究機構・名誉教授 

中島 佐智世 株式会社 リーテム エシカル推進室 

前田 健  

戸川 斉  

土屋 広志 株式会社ジェイアール総研サービス 営業事務Ｇ 担当課長 

間野 真樹  

松戸 裕子 営業部 グループリーダー 

廣田 亮介  

黒羽 芳幸 株式会社リーテム 生産管理部 グループリーダー 

秋谷 浩二  

岩宮 陽子 超越ガラス化研株式会社、株式会社超越化研 

菅間 智義 株式会社リーテム 

小川 豪  

浦出 陽子 株式会社リーテム 

寺岡 知佐  

川越 園子  

大川 泰弘 株式会社リーテム・環境カウンセラー 

藤田 利夫 東京大学名誉教授 

松下 英治 東京サラヤ株式会社 産学官連携事業部課長補佐 

清水 きよみ  

藤田 八暉 久留米大学名誉教授 

周 耀民 キヤノン電子株式会社 

清野 眞里惠 特定非営利活動法人 RE機構  理事長 

川村 弘文 ラサ工業株式会社 機械事業部 東京営業所 

工藤 千恵子  

工藤 廣 （株）ブルーモリス 代表取締役社長 

小林 彰人 株式会社リーテム 
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下川 俊博 ラサ工業株式会社 設計技術課 課長 

長 有紀枝 立教大学大学院 21世紀社会デザイン研究科教授 

東 真之  

庄田 卓治 NPO法人 ＲＥ機構 事務局長 

日下 隆寿  

小林 光雄 株式会社偶庵 代表取締役社長 

伊東 浩司 清水建設㈱ 地球環境部長 

太田 達哉 公益財団法人鉄道総研技術研究所 材料技術研究部研究員 

古川 柳蔵 東京都市大学 

田中 百合子  

宇塚 和子 水戸事業部 物流管理Ｇ グループリーダー 

心野 堅治 ㈱弘前丸魚 相談役 

依田 富男  

服部 静枝 京都精華大学人文学部 教授 

直井 真紀 東京サラヤ株式会社 

藤田 実樹  

安岡 務  

石田 健吉  

長谷川 宏  

橋本 旬史  

石川 恵  

橋本 真佐子  

大森 俊彦  

瀧川 昌弘  

平原 和也  

杉山 琢也  

篠崎 聡  

渡部 俊信  

桑原 貞志  

河村 大介  

益子 誉康  

青柳 彰浩  

澤田 宏一  

上村 正健 真言宗智山派僧侶 

伊熊 泰郎 神奈川工科大学名誉教授 
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樋口 和美 株式会社天の川 代表取締役 

中村 八大 株式会社イケヒココーポレーション 

森田 欣二郎 MEIC:森田環境・情報コンサルタント株式会社 

広中 和歌子 水と緑の惑星保全機構 理事長 

須藤 隆一 環境生態工学研究所 理事長 

藤井 絢子 菜の花プロジェクトネットワーク代表 

三橋 規宏 千葉商科大学名誉教授 

山口 温子 山本エコプロダクツ研究所 

 316名 

※3月 1日に公表した請願書を修正した 

 

【連絡先】 

山本良一 東京大学名誉教授 

      （一社）日本エシカル推進協議会名誉会長 

  国際グリーン購入ネットワーク名誉会長 

住所 〒140-0002 東京都品川区東品川 1-25-8 山本エコプロダクツ研究所 

電話 03-3472-0146／FAX 03-3472-3894 

      


