
緑の党グリーンズジャパンは「ストップ気候危機！自治体議員による気候非常事態・共同

宣言」をサポートしています。 

 ➡締切り 11/25（月） 

 

第一次共同宣言の発表は 

11/26（火）16:00～ 新宿駅東口広場にて、賛同議員のリレートーク形式で行われます。 

全国の自治体議員のみなさんに賛同を呼びかけます 

 

ストップ気候危機！自治体議員による気候非常事態・共同宣言 

「若者たちを中心としたグローバル気候ストライキが盛り上がり、グレタ・トゥンベリさ

んの国連気候行動サミットでの怒りの演説は、各国首脳・大人たちへの責任を問うもので

した。 

 一方、世界では、国や都市、自治体などの行政機関が気候変動の危機に対して非常事態

宣言を次々と発表して、気候変動を人類の危機として、緊急対応の必要性を市民に伝えて

います。宣言自治体は９月末時点で、世界で 1100 を超え、日本では 9 月 25 日に長崎県壱

岐市が初めて宣言し、10 月４日に鎌倉市議会が宣言を決議しました。 

 気候危機に対する日本政府の取り組みはきわめて不十分で、いまだに石炭火力にも依拠

しています。これまで、気候危機対策に後ろ向きなアメリカ政府に対し、全米市長会議な

ど米国内の自治体・企業も「各市が気候変動対策の取り組みを行うことで、米国全体で対

策に取り組むことと同じ効果が達成される」「パリ協定を支持し、自ら行動する」とする宣

言を発して行動して来ました。 

  私たちも、自治体や地域から行動を起こし、世界中の若者や国・地域と連携し、自治体

による気候非常事態宣言、CO２の削減と再生可能エネルギー拡大の取り組みを進め、対策

を前に進めましょう。 

 その決意の可視化とアピールのために、「ストップ気候危機！自治体議員による気候非常

事態・共同宣言」（共同宣言の会 HP）を呼びかけます。ぜひ、ご賛同ください。 

  2019 年 10 月 21 日 

 

＜賛同議員＞ 

2019.11.14 現在 245 人 *呼びかけ人 

 

●北海道 ＊広田まゆみ（北海道議） ＊国忠崇史（士別市議） ＊斉藤うめ子（ニセコ

町議） ＊富岡達彦（名寄市議） ＊鈴木かなみ（東川町議） 

▶東北  

●岩手県 吉田敬子（岩手県議） ＊戸塚美穂（紫波町議）  

●宮城県 ひぐちのりこ（仙台市議）  



●山形県 ＊草島進一（鶴岡市議）  

●福島県 ＊蛇石郁子（郡山市議） 齋藤仁一（喜多方市議） ＊蛭川靖弘（喜多方市議） 

＊佐原真紀（福島市議） ＊馬場 浩（南会津町議） 

 

▶北関東 

●茨城県 磯崎達也（茨城県議） ＊遠藤実（茨城県議） 結城しげる（取手市議） 岡

野孝男（石岡市議） 

●栃木県 ＊いでい昌子（宇都宮市議） ＊阿部和子（日光市議） 

●埼玉県 浅野目義英（埼玉県議） 辻 浩司（埼玉県議） ＊清野和彦（秩父市議） ＊

岩田京子（吉川市議） ＊濱田美弥（吉川市議） ＊猪股和雄（久喜市議） 川辺美信（久

喜市議） ＊川口啓介（川越市議） ＊伊藤正子（川越市議）  ＊渋谷登美子（嵐山町議） 

＊さいとう万紀子（羽生市議） ＊湯谷百合子（蓮田市議） 日高英城（北本市議） ＊

斎藤信治（白岡市議） ＊矢澤江美子（八潮市議） ＊松田 典子（越谷市議）  

 

▶東京 

●東京都 ＊山内れい子（東京都議） ＊奈須りえ（大田区議） 北澤潤子（大田区議） 

＊中村まさ子（江東区議） 千葉さきえ（江東区議） ＊川野たかあき（杉並区議） ＊

奥田雅子（杉並区議） けしば誠一（杉並区議） 新城せつこ（杉並区議） 奥山たえこ

（杉並区議） そね文子（杉並区議） ＊山本あけみ（杉並区議） ＊ひわき岳（杉並区

議） ＊五十嵐やす子（板橋区議） 小枝すみ子（千代田区議） 池尻成二（練馬区議）  

高口ようこ（練馬区議） きみがき圭子（練馬区議） やない克子（練馬区議） ＊金井

ひろし（目黒区議） ＊鴨志田リエ（目黒区議） 伊藤ひとみ（江戸川区議） 本西光枝

（江戸川区議） 田中さやか（品川区議） 吉田ゆみこ（品川区議） 高岡じゅん子（世

田谷区議） 田中みち子（世田谷区議） 金井えり子（世田谷区議） 塚田ひさこ（豊島

区議） 

 ＊橋本久雄（小平市議） 水口かずえ（小平市議） さとう悦子（小平市議） 山﨑とも

子（小平市議） 山浦まゆみ（小平市議） ＊坂井えつ子（小金井市議） ＊田頭祐子（小

金井市議） 重松朋宏（国立市議） 関口ひろし（国立市議） 小川ひろみ（国立市義） 

こはまかおる（国立市議） ＊山本ようすけ（立川市議）  ＊西埜なお美（府中市議） 前

川浩子（府中市議） 奥村さち子（府中市議） ＊中村のりひと（あきる野市議） ＊野

村羊子（三鷹市議） ＊高木さとこ（狛江市議） ＊平井里美（狛江市議） まつざき淑

子（狛江市議） 加藤功一（狛江市議） 田村ひろゆき（西東京市議） かとう涼子（西

東京市議） 後藤ゆう子（西東京市議） 大野まさき（多摩市議） 岩崎みなこ（多摩市

議） 岸田めぐみ（多摩市議） ＊白井なおこ（日野市議） 有賀精一（日野市議） 川

名ゆうじ（武蔵野市議） 西園寺みきこ（武蔵野市議） 内山さと子（武蔵野市議） 山

本ひとみ（武蔵野市議） 辻 淑子（あきる野市議） ＊白石えつ子（東村山市議） 村上



洋子（稲城市議） 木下やすこ（調布市議） 前田よしこ（八王子市議） きだあや（八

王子市議） わたべ真実（町田市議） 篠原ゆか（昭島市議） 林まい子（昭島市議） 小

西みか（清瀬市議） 布施ゆめ（清瀬市議） 岩永やす代（国分寺市議） 高瀬かおる（国

分寺市議） じつかわ圭子（東大和市議） 三原智子（福生市議） 山崎陽一（福生市議） 

ひだ紀子（青梅市議） 

 

▶南関東 

●千葉県 ＊菊岡たづ子（千葉県議） ＊伊藤とし子（千葉県議） ＊会津素子（成田市

議） ＊佐藤 剛（鎌ヶ谷市議） ＊林さえこ（柏市議） ＊高山としあき（八千代市議） 

＊増田 薫（松戸市議） ＊岡本ゆうこ（松戸市議） 戸張ともこ（松戸市議） 渡辺 忍

（千葉市議） 松井かよ子（千葉市議） ＊小坂さとみ（千葉市議） 相京邦彦（東金市

議） ＊川口えみ（佐倉市議） ＊五十嵐智美（佐倉市議） 桜田秀雄（八街市議）  ＊

小田川 敦子（白井市議） 秋本のり子（市川市議） ＊白井則邦（酒々井町議） 藤田 幹

（富里市議） 

  ●神奈川県 ＊大野トモイ（横浜市議）  

 

▶北信越 

●新潟県 ＊中山 均（新潟市議） ＊石附幸子（新潟市議） ＊加藤大弥（新潟市議） ＊

青木 学（新潟市議） 牧田正樹（上越市議）  荒井眞理（佐渡市議） ＊佐藤隆一（小

千谷市議） 長谷川有理（小千谷市議）  飯塚寿之（柏崎市議） 小木曽茂子（津南町議） 

●富山県 上野ほたる（富山市議） 島 隆之（富山市議）  

●石川県 ＊熊野盛夫（金沢市議） ＊喜成清恵（金沢市議）  

●長野県 ＊坂本紀子（飯島町議） ＊ますだ望三郎（安曇野市議） 河本明代（大鹿村

議）   

 

▶東海 

●岐阜県 ＊井上あけみ（多治見市議） 安藤直実（恵那市議） 小森忠良（岐阜市議） 

＊石井伸弘（北方町議）  

●静岡県 ＊杉山 淳（静岡県議） ＊松谷 清（静岡市議） ＊高橋隆子（伊豆の国市議） 

＊山下ふみこ（沼津市議） 江本浩二（沼津市議） 平野けん（沼津市議） 大場豪文（沼

津市議） ＊鈴木 恵（浜松市議） 鈴木久裕（掛川市議）  織部光男（菊川市議） 倉

部光世（菊川市議） 西下敦基（菊川市議） 森伸一（島田市議） 大石和央（牧之原市

議） 八木 勝（藤枝市議） 中田博之（吉田町議） 福世義己（吉田町議） 三上 元（湖

西市議）  

●愛知県 ＊石川 翼（安城市議） ＊白井えり子（日進市議）  城内しづ（刈谷市議） 

井上恭子（常滑市議） 鷹羽富美子（大府市議）  



●三重県 稲森としなお（ 三重県議） 楠谷さゆり（松阪市議） 

 

 ▶近畿 

●滋賀県 ＊冨波義明（滋賀県議） 是永 宙（高島市議）  

●京都府 吉高ゆかこ（京田辺市議） 山本しのぶ（木津川市議）  

●大阪府 ＊野々上 愛（大阪府議） ＊遠矢かえ子（高槻市議） 川口洋一（高槻市議） 

＊増田京子（箕面市議） ＊中西智子（箕面市議） 髙橋 登（泉大津市議） 光城敏雄（大

東市議） 佐々木きえ（河南町議） 中田みどり（島本町議） 木村 真（豊中市議）  

●兵庫県 ＊丸尾 牧（兵庫県議） 井奥まさき（高砂市議） ＊丸谷さとこ（明石市議） 

＊山崎けんいち（尼崎市議） ＊酒井 一（尼崎市議） ＊藤本邦彦（朝来市議） 高橋ひ

でのり（神戸市議） ＊よつや薫（西宮市議） 一色風子（西宮市議） 高橋あこ（伊丹

市議）  大津留 求（伊丹市議） ＊今里あけみ（姫路市議） 池田いつ子（稲美町議）  

●奈良県 阪本美知子（奈良市議） 

 

▶中国 

●岡山県 ＊大塚 愛（岡山県議） ＊光吉 準（鏡野町議） 鬼木のぞみ（岡山市議）  

●広島県 吉見 茂（安芸太田町議）  

●山口県 姫野敦子（岩国市議） 

 

▶四国 

●徳島県 ＊吉田益子（徳島県議） 

●香川県 ＊米田晴彦（香川県議） ＊太田あゆみ（高松市議） ＊植田まき（高松市議） 

三好東曜（綾川町議） 茂木邦夫（土庄町議） 鈴木美香（土庄町議） 

●愛媛県 武井多佳子（愛媛県議） あさぬま和子（愛媛県議） 浅野修一（宇和島市議） 

＊たぶち紀子（松山市議） 

 

▶九州・沖縄 

●福岡県 ＊堤かなめ（福岡県議） ＊荒木龍昇（福岡市議） ＊藤井芳広（糸島市議） 

＊村上さとこ（北九州市議） かねこかよ（飯塚市議） 笠利 毅（太宰府市議） 妹川征

男（芦屋町議） ＊だんした季一郎（筑紫野市議） 松﨑百合子（大野城市議）  

●佐賀県 ＊牧瀬昭子（鳥栖市議）  

●長崎県 ＊林田二三（東彼杵町議） ＊近藤隆二郎（小値賀町議）  

●大分県 ＊玉田輝義（大分県議） ＊原田孝司（大分県議）  

●宮崎県 松岡祐樹（日南市議） 

●鹿児島県 ＊野口英一郎（鹿児島市議） ＊小川みさ子（鹿児島市議） 
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