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はじめに 

菅義偉首相の脱炭素宣言を受け、グリーンピース・ジャパン（以下グリーンピース）は

2020年12月、グローバル市場調査会社イプソスを通して、全国47都道府県に居住する男
女1,000人を対象に、「気候変動問題、グリーンリカバリーに関する意識調査」を実施し
ました。貴省における脱炭素政策に活かしていただきたく、主要な調査結果とともに、

それに基づく提言を以下にまとめました。 

「気候変動問題、グリーンリカバリーに関する意識調査」の主な調査結果 

調査全体を通し、地球温暖化や自然災害、安定的な食料の供給といった日常生活に直結

する問題を重視する傾向が見られた。回答者の属性別では、特に女性と高年齢層がこれ

ら身近な問題を深刻に捉えている。女性は身近な問題を日常の努力で解決したいと考え
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る傾向が見られ、男性は政策に対する関心が高く、若者からはボランティアや個人で学

ぶ姿勢、投資への関心がうかがえる。年齢・性別にかかわらず、再生可能エネルギー

（以下再エネ）については、認知度の低さや、費用への不安、効果への疑問が見られる

が、一方で期待感も高いことがわかった。 

1. 日本政府の2050年カーボンニュートラル宣言について 

回答者の半数以上が日本の脱炭素宣言を認識している一方、ほとんどが2050年までに脱炭
素社会を実現できると感じていない。 

● 日本の脱炭素宣言の認知率は54%に上る中、「2050年までに温室効果ガスの排出実質ゼ
ロ」の実現可能性が高いとの回答は22%にとどまった。一方、「難しい・無理だと思う」が
約半数を占めた。 

● 日本の「2050年までに温室効果ガスの排出実質ゼロ」達成のため、現状のエネルギー計画
転換が必要とする回答は67%。 

● 温室効果ガスの排出実質ゼロに向け有効だと思う政策は、「再エネ推進」が59%で最多、次
いで「省エネルギーの徹底と高効率化」が45%と高い。 

2. 再生可能エネルギーについて 

回答者の多くは、「再エネ100%」は難しいと感じつつ、再エネが私たちの未来と認識し、
それをサポートする準備ができている。 

● 再エネ100%の社会について、68%が「望む」と回答。 

● 再エネ100%の社会を望まない人の理由で最多なのは「実現可能性が低いから」が半数以
上。これに「電力供給の不安定化を避けるため」「電気代などエネルギーコストの上昇を避

けるため」が続く。 

● 「再エネ100%の社会の実現可能性が低い」と思う理由では、「再エネだけでは安定供給で
きないから」が約半数で最多。これに「費用が高いから」が続く。 

● コストについては、日本政府による再エネのコスト低減の取り組みにもかかわらず、「世界

の多くの地域では再エネが、現時点で既に最も安価な電力源になっているから、国内でも最

終的に最も安いエネルギー源になるだろう」という考えに同意する回答は、わずか33%にと
どまった。 

● 「企業が再エネの電力を100%使用する目標を宣言し、再エネの利用に積極的に取り組むこ
とが必要だ」には約半数が同意した。（「同意しない」は9%と低く、「どちらともいえな
い」など中間的意見が44%となった。） 

● 再エネ政策に関する問（複数回答）では、「再エネの導入・普及に向け、政府の再エネ支援

政策がさらに必要だ」、「再エネのコスト低減など、再エネ転換へのハードルを下げるべき

だ」、「国の主導で 再エネ関連の技術の向上に取り組むべきだ」、「再エネ設備に対する 
地域受容性の向上が必要だ」などの再エネ転換を後押しする取り組みについて、それぞれ半

数が同意している。同意しないとの回答は、それぞれ10%にも満たなかった。 

● 54%が国の主導で再エネ関連の技術の向上に取り組むべきだと回答した。 
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3. グリーン・リカバリーについて 

● 「グリーン・リカバリー」という言葉の認知度は低かったものの、グリーン・リカバリーに

よるメリットへの期待は高い。 

● 74%がグリーン・リカバリーのメリットとして、「異常気象や自然災害に強い安全な社会」
「安定的で持続可能な食料の供給」を選んだ。 

● 世界で再エネ産業で働く人口は1,100万人を超え、既にエネルギー産業の雇用者数の20%弱に
上るが、回答者の80%以上がこうした現状を認識できていなかった。（53%が「わからな
い」、31%が「1,000万人以下」と回答。） 

● グリーン・リカバリーの政策が、新型コロナウイルス感染症拡大により低迷する日本と世界

の景気回復に「役立つ」と答えた理由のうち、「雇用創出につながる」が最多で、これに

「再エネ産業の競争力が高くなっているから」が続く。 

● グリーン・リカバリー推進を最も期待するのは、「省庁などの中央政府」。次いで「企

業」。期待する順3位までのトータルで見ると企業が最も高く63%。（中央政府はトータル
で52%、60代の中央政府への期待が大きい） 

● 日本におけるグリーン・リカバリー推進のハードルは、「再エネ産業に反対する産業界の利

害関係」と「グリーン・リカバリーに対する国民の認識不足」（いずれも18%）であると考
えられている。これに「政府の再エネに対する投資及び政策の不足」（16%）が続く。 

脱炭素化社会の実現に向けた5つの提言 

提言1：気候危機の実情、世界規模での脱炭素社会構築が喫緊の課題であることを広く発信 

［日中韓3カ国の脱炭素宣言］今回の調査では、日本政府の2050年脱炭素宣言の認知率
は54%にも上ったが、日中韓3カ国の脱炭素宣言の認知率はわずか23%だった。 
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世界全体の二酸化炭素排出量の3分の1を占めているアジアの3大経済国すべてが脱炭素宣
言したことは、世界各地で大きく報道されたが、日本での認知率は非常に低かった。日

中韓3カ国の脱炭素宣言は、脱炭素で遅れをとっている他のアジア諸国に脱炭素化推進に
繋がる。欧州と同様に、アジアがカーボンニュートラルな地域になるというビジョンを

浸透させる大きな一歩であり、こうした意義を発信していくことは極めて重要である。 

［日本の石炭：火力発電と融資］日本は世界的な脱石炭の潮流から大きく遅れをとって
おり、国連の度重なる勧告にも反して、G7各国の中でいまだに石炭火力からの脱却が進
まない唯一の国である。こうした日本の姿勢は、経済的に急落する石炭価格（および上

昇する再エネの価値）とは逆行するもので、今後、日本で多数の座礁資産が生じるリス

クを招いている。カーボントラッカー・東京大学未来ビジョン研究センター・CDPジャ
パンが2019年に発表した報告書では、パリ協定に基づく気温上昇の抑制を達成するに
は、全ての石炭火力発電施設を閉鎖する必要があると指摘。石炭火力発電所への資本投

資や、発電所運転によるキャッシュフローの減少による座礁資産リスクは710億ドル（約
7兆1,000億円）に上り、日本の消費者が電力価格上昇という負担を強いられかねないと
警告した上で、もし政府が速やかに石炭火力発電施設の計画と建設を中止すれば、290億
ドル分のリスクは回避できるとした1。今年5月に韓国で開催される「グリーン成長とグ
ローバルゴールズ2030のためのパートナーシップ（P4G）」では、韓国政府が海外への
石炭関連の投融資停止を発表するとの報道も既に多く、中韓で海外への石炭投融資の見

直しが加速する中、日本はますます取り残されることになる。これらの点からも気候危

機の回避には、石炭火力発電などの化石燃料関連産業への公的支援（投融資）を止める

ことが欠かせない。しかし、調査結果では、化石燃料関連産業への公的支援を支持する

回答は30%、反対は17%、中立が最も多く半数を超えた。 

 

これは日本では、欧州などのように、化石燃料の仕組みや知識が浸透しておらず、多く

の人が石炭産業の影響や日本が石炭にどの程度依存しているかなどを認知していないこ

とに起因すると考えられる。問題点自体を知らないため、国内産業を何であれ支援し、

1 https://www.kikonet.org/wp/wp-content/uploads/2019/10/Coal-Stranded-Asset-report_07_10_2019_Japanese_F.pdf 
https://sekitan.jp/wp-content/uploads/2019/10/Carbon-Tracker-Report_en_20191907.pdf 
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守っていく必要があると思っている人が一定数いるという表れではないだろうか。ま

た、半数以上が「どちらともいえない」と回答したが、人々の理解が十分に進んでいな

い中で、気候危機をさらに加速させる事業に公的資金が投じられていることは、公的資

金の使い方として、極めて不適当である。 

［鍵を握る環境省からの発信］2019年のCOP25で、日本の石炭政策に対する国際社会の
批判を目の当たりにした小泉進次郎環境大臣は、「国連事務総長による『石炭中毒』と

の批判は日本に向けたものだと認識している」とし、石炭火力の問題について、国際社

会と日本国内のギャップを埋めていくべきとの認識を示した。 

石炭火力の段階的廃止に向けて国民の理解を得るためには、気候危機の現状や、なぜ化

石燃料からの脱却を図る必要があるかを、今以上に全世代に向けて、広範囲に届く発信

していく必要がある。 

環境省のホームページだけでなく、新聞やテレビ、政府広報、各地の自治体のホーム

ページ、家庭に配布される広報誌など、様々な媒体を介しての情報発信を進め、環境省

ホームページを閲覧したことがない人々にも情報を伝える方法を模索していくことが求

められる。 

提言2：「脱炭素社会を実現する」というビジョン、道筋と明確な根拠を共有する 

〜日本政府の「2050年温室効果ガス実質排出ゼロ」目標については、ほとんどの国民が達成
できるとは思っていない 

 

今年1月19日に発表された帝国データバンクの「温室効果ガス排出抑制に対する企業の意
識調査」では、排出削減に取り組む企業は80％を超えたにもかかわらず、政府が掲げる
2050年までの温室効果ガス排出実質ゼロについては、「具体的な道筋が見えない」など
と懐疑的な見方が多く、「達成可能」と考えている企業は15.8％にとどまった2。 

これらの結果は、既に述べたように「2050年ネットゼロ」が実現可能な目標であるとい

2 https://www.tdb-di.com/2021/01/sp20210119.pdf 
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うビジョンが共有されていないことが影響していると思われる。日本政府の脱炭素宣言
に伴い、2030年の中間目標を大幅に引き上げ、政府が段階的な脱炭素をどのように実現
できるかを具体的に示すロードマップを策定し、そしてそれを助ける政策や規制を強
化、共有していくことが極めて重要だ。 

1月26日の世界経済フォーラム主催のオンライン会合「ダボス・アジェンダ」の重要会議
の一つ「気候適応とレジリエンス」に登壇した小泉環境大臣は、「2050年ネットゼロ」
目標の法制化を進めていることを国際社会に向けて発表した。脱炭素社会の重要性やそ
の役割に対する認識を、社会・国民が共有できるようにするとともに、脱炭素化に関す
る幅広い政策を国家戦略として明確に位置付け、一層強力に推進していくことが今まさ
に必要である。そして、「2050年ネットゼロ」が、温暖化による世界の平均気温の上昇
を地球が耐えられるレベルに抑えるための最低限の排出経路ラインであるということに
国民の理解と共感をさらに得られるようにし、同時に政府として実現させるための道筋
を示すことで、この問題の解決が見えてくると思っている。脱炭素社会実現には、社会
や経済のあり方を根本から見直す大改革が避けられず、簡単ではない道のりだが、私た
ちと将来の世代のために、この壮大な目標の実現に一緒に取り組むためのリーダーシッ
プが求められている。 

提言3：再生可能エネルギー100%を目指す 

〜 国民は再エネ100%の未来を望んでいる 

今回の調査では、再エネに関する知識不足や懸念は感じられるものの、「再エネの普及

は必要不可欠」という認識は多くの人々に共有されていることがわかった。 

 

「再エネ100%の社会の実現可能性が低い」と考える理由として、「再エネだけでは安定
供給できないから」や「費用が高いから」など、政府がこれまで進めてきた再エネ導入

拡大の取り組みへの懸念がうかがえる。また、再エネ100%の世界を望まない人の理由と
しても「実現可能性が低いから」が半数以上で、「電力供給の不安定化を避けるため」

「電気代などエネルギーコストの上昇を避けるため」など、再エネ100％への転換に対す
る懸念は「再エネ100%の社会」を望む、望まないに関わらず、ほぼ変わりないことがわ
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かった。このことからも、日本全体で再エネが普及し、安定供給が見込まれるようにな

り、再エネが安価に調達できる市場を実現することができれば、今以上により多くの

人々が、再エネ導入を望むようになると考えられる。 

ソニーなどRE100に加盟し、事業運営を100％再エネで調達しようとしている日本企業も
また、国内での再エネ電力調達を円滑にする規制改革を求めている3。 

これには、再エネに関する土地の有効活用、送電網の接続管理、地域貢献や利益還元の

仕組みなどを盛り込んだ再エネの適正な導入のための規制改革を進めるのと同時に、再

エネの技術はすでに一般に普及しているレベルになっていること、全国分散型で需給調

整システムの利用により安定した電力供給が可能であることを広く伝えていくことが不

可欠だ。同時に石炭火力発電設備を始めとした化石燃料や原子力への優遇策をやめ、公

平な電力市場を確保することでコストが下がっていけば、今以上に多くの人が再エネ

100%の社会を望むようになる。また、政府が再エネ100%に向けた具体的な長期シナリオ
を発信していくことで、国民の理解も深まるようになる。ただ、環境影響評価手続きの

要件に関しては、やみくもに緩和を進めるよりも、再エネ導入初期段階での問題などを

十分検討し、強化が必要な部分を見直していくことが求められる。 

後述の通り、脱炭素社会に向けたシナリオとして、2030年度には原発ゼロを前提に再エ
ネ50%以上を目指し、2050年までには再エネ100%の社会を目指すべきである。 

〜 多くの人々は原発の再稼働を望んでいない 

 

日本政府は、発電時に二酸化炭素を排出しない原発は、地球温暖化対策に有効でエネル

ギー自給率の向上に貢献できると考えている。昨年12月の経済産業省による基本政策分
科会において、日本のカーボンニュートラルを達成するための議論の叩き台として提起

された2050年の発電数値などからも、現政権は原子力が2050年の目標達成のために少な

3 https://japanclimate.org/news-topics/re-expansion-topleader/ 
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くとも何らかの役割を果たすことを意図しているようにみられる。しかし、二酸化炭素

削減策を原発に頼ることで、本来総力をあげて取り組むべき二酸化炭素排出ゼロのため

には欠かせない、省エネ促進と再エネ拡大がますます遅れることになってしまう。 

原発は事故の危険と常に隣り合わせである。事故が起きた場合、人や社会、経済に与え

る被害が計り知れないものであることを、私たちは2011年の東日本大震災と東京電力福島
第一原発事故から学んだ。福島第一原発事故では、事故発生から10年近くがたった今
も、数万人が避難生活を強いられている。核のごみ（高レベル放射性廃棄物）は、数万

年も隔離する必要があり、その方法も場所も決まっていない。しかも原発は、トラブ

ル、不祥事、裁判、自然災害などで計画通りの運転ができないことがよく起こる。その

度に、不足分を補うために火力発電を動かすことになる。トラブルがなくても、約1年ご
とに、定期点検を行うために、3カ月程度運転を停止しなければならない。その間のバッ
クアップのために、原発とともに火力発電も増加してきた。原発に頼ったばかりに、逆

に二酸化炭素の排出増につながっている。もちろん、原発には、「被ばく労働なしに成

立しない」という人道的な問題があることも忘れてはならない。 

小泉環境大臣は2019年9月に環境相に就任した際、初の記者会見で「どうやって原発を残
すかではなく、どうやって廃炉にしていくかを勉強したい」と発言した。日本のエネル

ギーミックスにおける原子力の役割について、政府内でも意見が分かれていることは周

知の事実だが、小泉環境大臣のような未来を担うミレニアル世代の政治家、そして復興

大臣政務官の時代から福島の復興に力を尽くしてきた大臣こそが先頭に立って、既に6％
（60TWh程度の発電量4）までに落ち込んだ原発の再稼働を止める時なのではないか。 

提言4：NDCの強化、再提出に向けた2030年の温室効果ガス削減目標の大幅な引き上げを 

昨年末、パリ協定の採択から5周年を記念してオンライン形式で行われた「気候野心サ
ミット」では、今年のCOP26の議長国であるイギリスをはじめ、多くの国々がさらに野
心的な中期目標を発表した。 

● イギリス：海外での化石燃料プロジェクトへの融資停止、2030年削減目標を1990年比
68％以上に引き上げ 

● EU：2030年温室効果ガス排出削減目標を1990年比55％以上に引き上げ 
● 中国：2030年までにGDP当たりの二酸化炭素排出量を2005年比で65％以上削減　 

このサミットで、菅総理は、2050年カーボンニュートラル宣言を踏まえ、エネルギー基
本計画と地球温暖化対策計画の見直し後、2030年までの新たな目標などを更新し、
COP26までに国連に再提出すると言及するにとどまったが、世界各国のNDCの再提出と
削減水準の引き上げなど、国内外のカーボンニュートラルを巡る動きはさらに勢いを増

している。 

東京都の小池百合子知事は1月27日の「ダボス・アジェンダ」の別会合に登壇し、2030年
までの10年間の行動が非常に重要と位置付け、都内の温暖化ガスの排出量を2030年まで
に2000年比で50%削減する方針（従来目標の30%削減からの引き上げ）を示した。ま
た、アメリカのバイデン新大統領は、気候変動対策として一連の大統領令に署名し、4月

4 https://www.renewable-ei.org/activities/column/REupdate/20201223.php 
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22日の「アースデー（地球の日）」に主要排出国の首脳らが参加する「気候サミット」
を開催すると発表した。そして、それまでにアメリカの新たな排出削減目標を発表する

だろうと既に公表している。温暖化対策を外交の柱に据えたバイデン大統領の動きは、

世界の脱炭素の流れを加速させるだろう。実際、主要排出国が互いにプレッシャーをか

けることで履行に向けて前進することは可能で、バイデン新政権の気候変動対策への積

極姿勢は、同盟国である日本にとっても歓迎すべき後押しとも言える。 

今回の意識調査でも、日本の「2050年までに温室効果ガスの排出実質ゼロ」達成のた
め、現状のエネルギー計画の転換が必要だと答えた人は67%にも及んだ。環境省は、世論
の期待に答え、地球温暖化対策計画の見直しと同時に、現状の日本政府のエネルギー政

策の転換を、他省庁とともに進めていく役割が期待される。具体的には、NDCの見直
し、特に2030年の中期目標の強化における政府間、省庁間会議などでの交渉、とりまと
めなど、今まで以上に中心的な役割が求められるだろう。 

 

グリーンピースは、2050年までに脱炭素社会を実現させるために、これから見直される
NDCに、最低限以下の内容を盛り込むことを提言する。 

● 2030年までに温室効果ガス排出量を2010年度の水準より少なくとも50％削減する 
● 2030年までに国内石炭火力発電を段階的に全面廃止する目標を約束する 
● すべての石炭火力発電設備および関連技術の輸出を停止する 
● 2030年までに再エネを全体の電力供給の50％以上にする 
● 原発への依存から脱却する 

提言5：環境省主導で、グリーン・リカバリーの推進を 

グリーン・リカバリーという言葉の認知率は22%と低く、日本での再エネ産業への認知度
もまだまだ低いせいか、世界の再エネ産業で働く人口が1,100万人を超え、既にエネル
ギー産業の総雇用者数の約20%にも上ることを、80%以上の人々が認識していなかった。 
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日本政府は、昨年12月に発表した「グリーン成長戦略」とその実行計画を通じ、洋上風
力、蓄電池、水素など14の重点分野で、2050年までに1,500万人の雇用を創出するとし
た。成長戦略による経済効果については、2030年に年約90兆円、2050年に年約190兆円
に上ると試算している。また、新型コロナ感染拡大を受けた追加経済対策経費19兆1761億
円の令和2年度第3次補正予算案に、脱炭素社会の実現に向けた2兆円の基金を創設する方
針を盛り込んだ。この予算は主に脱炭素化技術の開発を支援するための基金とされてい

るが、脱炭素化を進めていく上で技術のイノベーションのみに頼り続けるのは、賢明な

判断といえるかは疑問である。コロナ長期化で雇用喪失が進む中、再エネ産業などグ

リーン・リカバリーに関連した産業の雇用機会創出を重視した経済刺激策を優先すべき

ではないだろうか。現在の難局を乗り越えていくためには、国民の雇用不安を早期に解

消していくことが必要だ。2兆円という予算の有効活用は、グリーン・リカバリーを通
じ、⻑期的な脱炭素社会へ進めていく上の資金面での大きな助けとなり、政府の打ち出

す「グリーン成長戦略」や「脱炭素社会」への国民の理解と支持を得る大きな前進さえ

も見込める重要なものだ。 

こうした状況や今回の意識調査全体の結果に鑑み、貴省には以下の方策が含まれるグ

リーン・リカバリーを促進していただけるよう提言する。 

● 地域の中小企業向けの助成金や経済的なインセンティブを設け、政府主導でエネル

ギーの「地産地消」を推進する 
● 2050年脱炭素社会の実現に向けて、全ての経済的・社会的枠組みがカーボンニュート
ラルを前提に策定されることを保証する 

● グリーン・テクノロジーやグリーン産業への投資/支援を増やし、グリーン雇用増加の
ための人材育成支援とインセンティブを設け、社会全体が公平に移行できるよう保証

する 
● グリーン・トランジション（企業が低排出活動・低炭素移行計画等を実証するための

トランジションなど）推奨への助成金を監視するために新しい指針と制度を構築する 
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補論：脱炭素社会実現に向けた省エネ施策の役割 

〜 省エネ対策によるエネルギー需要低減で、再エネ100%の未来は実現可能 

日本政府の「2050年脱炭素宣言」では、温暖化対策、グリーン投資、そして再エネの導
入など供給サイドの話に言及が留まったが、エネルギーの需要がどうなるのかという根

本的な議論なしでは、問題は解決されない。供給サイドの議論に集中しがちだが、エネ

ルギーを合理的に使うことを議論することが、前提として必要なことを再認識するべき

と思われる。 

実際に今回の調査結果でも、温室効果ガスの排出実質ゼロに向け有効だと思う政策は、

「再エネ推進」が59%で最多、次いで「省エネの徹底と高効率化」も45%に上っている。 

 
 

「再エネへの100％転換」に懐疑的な意見の多くは、現状の電力需要減少のビジョンが見
えていないことも大きな要因と思われる。省エネの促進で大幅に減らしたエネルギー需

要は、再エネの導入拡大によりすべて賄うことを想定できる道筋やロジックを示すこと

が不可欠だ。それは、温室効果ガス排出量を減らし、やむをえず出てしまう排出分を吸

収量で相殺し、プラスマイナスゼロの状態にするカーボンニュートラル（気候中立）の

コンセプトとも相通じるものがあり重要だ。 
 
例えば、環境先進県として脚光を浴びる長野県は、最終エネルギー消費量を70%削減した
上で、再エネ生産量を3倍以上に拡大することで、2030年までに県内発電設備容量の再
エネ自給率162.9%、2050年までに284.2%を目指すロードマップを発表している5。現状
のエネルギー消費の実態を把握し、国としての省エネ目標を定めて、「エネルギー消費

を減らした上で再エネでまかなう」というコンセプトを強調しなければ、現状でのエネ

ルギー消費をそのまま再エネで置きかえるのは困難と思うのは当然だ。省エネは、政府

のエネルギー政策やエネルギーミックス議論において、「当然、前提」なのかもしれな

いが、グリーンピースの調査結果や活動では、国民や多くの地方自治体などでは十分に

5 https://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/kurashi/ondanka/shisaku/senryaku.html 
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伝わっていないと感じざるを得ない。徹底的な省エネ政策と再エネ拡大を両輪で進める

ことで、国民に対しても「100%再エネで賄うことは可能」ということを説得力のある具
体的な形で説明でき、国民も具体的に理解しサポートすることができるのではないか。 

省エネは全ての国民、自治体、企業が、脱炭素社会実現にむけて、すぐに取り掛かるこ

とのできる方策だ。日本は省エネ先進国として高い評価を受けてきたが、エネルギー需

要が高いのも事実で、日本で潜在的に大きな可能性があると言われている断熱分野な

ど、省エネの余地は、まだいたるところにあるといえる。 

貴省が発表した「令和元年度地方公共団体における 地球温暖化対策の推進に関する法律 
施行状況調査」によれば、「新築建築物における省エネ基準適合の推進及び建築物の省

エネ化（改修）」を実施している自治体はわずか9.2%にとどまっている。 

 
※都道府県・市区町村において、現在最も力を入れている地域の地球温暖化対策・施策  
(環境省：令和元年度地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査報告書より) 

 
今回の意識調査では、日本政府の政策として「省エネ建築やエネルギーの高効率化に対
する支援及び投資拡大」、「グリーン産業に携わる小規模個人経営者または中小企業に
対する財政支援」、「再エネ産業に対する資金支援」、「電気自動車のインフラ（充電
設備、水素ステーション）拡大」、「再エネのインフラ構築」について重要だと思う人
は60%程度もいることもわかった。 
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以上から、現在も進めているさまざまな省エネ・再エネ施策をますます充実・拡大して
いくことに世論は後押しをしてくれるものと思われる。また、省エネと再エネへの転換
は、気候変動対策だけでなく、経済的にも合理性があり、貴省が省エネ・再エネ施策を
今以上に進め、国民の信託に応えることを切に希望する。 

グリーンピースも「世界の脱炭素化」⽬指す国際環境NGOとして、これまで以上の決意
をもって、活動に取り組んでいくと言挙げするともに、日本の排出削減をはじめとする

気候変動対策において、貴省がさらなる力を発揮されるよう期待する。小泉環境大臣の

リーダーシップのもと、貴省が進めてきた「ゼロカーボンシティ」が「ゼロカーボン

ジャパン」としてさらに日本の脱炭素化社会の実現を後押しし、2030年温室効果ガス排
出削減量目標（NDC）改定、再エネ比率の拡大、脱原発、脱石炭に向けた取り組みの強
化、グリーン・リカバリーの推進をここに求める。 

 
以上 

 

 
 
国際環境NGOグリーンピース・ジャパン 
事務局長　サム・アネスリー 
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