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プロフィール
��鮎� 
NewENEオーガナイザー＆GreenTEA（��コミュニティ）の��
コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン�員

��期喘�で���を�り�しながら�ごす。

オーストラリアの�林�災の映�

�供がガスマスクをつける�が

喘�で���を使⽤する��の⾃�と重なり

⾃�の�む�奈川�で気���活動を開�。

�須賀で「気���の�⼤の��」である

⽯��⼒発電�が�から�てられることを知り

活動を開�しました。



３５０.org Japan

＆NewENE
PEOPLEPOWER＝��の⼒で
�⽯�料�業へのお金の流れを�える

��は4⽉22⽇のアースデーで⾏った
アクション＆�者�⾒の��。

⽇�のメガバンクが⽯��⼒に���

している現状を�え、���め５�で

株主提�を��しました。



【気候変動基礎クラス①】みんなで学ぼう！∼地球の温度が上がったワケ∼ 350.org Japan https://350jp.org/basic-class/#1



New�ENEが
松島⽯炭⽕⼒のことを知ったの
は、１０⽉に⼊ってすぐのこと。

�

「⾮効率の⽯炭⽕⼒」を
「アップサイクル」する事業の

�

「環境アセスメント」が開始され
たことをNGOを通じて。

�

１０⽉⼊ってすぐ知って
１０⽉末の市⺠意⾒募集終了まで

駆け抜ける⽇々が
ここから始まりました。



声を届けたいのに

郵送のみだった

��①



��②

自治体もこの計画を

「脱炭素」と

位置づけていた



NewENEがやってきたこと。

オンライン
webサイトの
⽴ち上げ！
SNSでの発信
を開始

英語でも発信



←⻑崎⼤学で講演会
40名の⽅が参加。改めて再エネ懐疑論・⽯炭⽕⼒
は必要では？などの質問をいただきディスカッシ
ョン

↑⻄海市役所（左）と⻑崎県庁（右）
…「事業者が⼤丈夫と⾔っている」という
⾔葉が何度も繰り返された。



←�者�⾒時
�から�かったこと

某���者の�が「GENESIS����」が
�まったとき、気����策このままでい

いのか、と思っていたが�題にならず

��アセスメントが�まってしまった。

��の��にも�わるため、�⽬したい。

←地元の�との�流
FFF��との�流など
��の若者は

気��常事���の��を

�めて�に�して働きかけ

ていたが、若者の声は

軽�されていたという。







８５５件
peoplepower

最終的には中間で県の担当者に
２２０件あまりを
直接⼿渡しで提出。
紙の量に県の担当者の⽅
が驚いてました！



�⼤３６�の�と⼀�に

���員の�と��に。

電源開発

本社前での

スタンディング

アクション



スタンディングでは、平日でも

駆けつけてくれた人がたくさん



COP26期間中であったため
電�開発が�しい

⽯��⼒の��アセスメント

を開�したことに�⽬

現在も��をとっている



��書（�問状）

１．CO₂排出削減量を明らかに
２．⽯炭⽕⼒を続けることは電源開発の株価につながる？
３．松島計画を2026年、本当に稼働できると思っている？
４．電源開発は再エネにシフトできないのか？（なぜ？）
５．⽔素やアンモニア混焼技術の課題点はクリアできる？
６．⼤気汚染物質の多さに対しての懸念を払拭できる？
７．松島計画の雇⽤⼈数「詳しく」教えてください。
８．電源開発は⽯炭を続けることにどれくらい補助⾦をもらって
いるのか
９．地元への利益は？
１０．どのような状況変化があれば松島計画を中⽌しますか？



回答は

不十分な

ものだった

��の855件
の�⾒がもっと

プレッシャーに

なると

思っていた



小さなwinがありました。
��⼤��⾒の��が予�より�れ、�⾒も�し踏み�んだものに。

��上へメールアクションも��した。電�をかけた�も��



��⼤�、

GENESIS����は
「国の⽬標と

��しなければ

再��の可�性」指�

メールアクション、スタンディングの結果



とはいえ、否�はして

いないのが現状。

�来、��省は

この事業を

「是�でいない」と

いうべきだと思い

��を�けています。



現在、

電源開発との対談＆

環境省との対談

を重ねています



⻑崎県知事意⾒が公表

 環境影響評価⼿続きを進めるにあたり、環境への影響について住⺠等より反対や懸念の
声が多数挙がっていることから、事業計画の初期から幅広く情報開⽰、提供、協議及び丁
寧に説明を⾏うとともに、関係⾃治体の施策を踏まえ、疑問や要望に対しては誠実に対応
した上で、その段階ごとに理解が得られるよう努め、本事業と地域との共⽣を図ること。

 CCSについて 将来的に�CCS（⼆酸化炭素回収・貯留）を実施する場合、貯留地の配置
や地中処分後の挙動などをはじめとする事業計画及びその概要に関する実現確実性につい
て、国内外における事例や最新の知⾒等を踏まえて慎重に検討するとともに、具体的かつ
分かりやすく説明すること。

 CO₂排出量について 地球温暖化対策に係る国内外の動向を踏まえ所要の検討を⾏い、
排出される⼆酸化炭素の削減に最⼤限取り組むとともに、その削減量について適切に説明
すること。



石炭火力、ないと困るの

では？の声に答えるために
東北⼤�授・�⽇⾹壽川さんに

「�州・��・⻄��の脱����」

を�算し、レポートにしてもらいました。



石炭火力債務証券化

東北⼤�東北アジア研�センター・

同⼤����科�研�科�授の�⽇⾹壽川�授と、

⼀��団����金�研��構の�井良�代�理事

（元上智⼤�地����研�科�授）が、

論��「⽇�における脱��トランジション・

ファイナンスの可�性

―⽯��⼒債����を中�に―」を共同論�で提�。



ビジネス全体の

意識が変わってほしい

「株主総会」アクションを実施



0628
Action！

（火）

気候危機はビジネスの話じゃないから。

⼀部の⼒のある⼈たちだけの問題じゃないから。

10:00∼12:00

東京プリンスホテル前にて、スタンディングアクションを決⾏

⽯炭⽕⼒の計画

をすすめている株主として

出資

サスティナビリティ

や気候危機対策は

重要だ！と発信

「2050年」に

CO₂を「実質」
ゼロを掲げる

「2050年」に

CO₂を「実質」
ゼロを掲げる

私たちは、J-POWERの主要株主に
（つまり、⽯炭⽕⼒の計画にお⾦の流れが発⽣していることについて）

気候危機の重要性を知ってもらうため

要望書（報告書）を発送しました。

⽯炭⽕⼒や化⽯燃料

OKな構造を維持する

ことを⼿助けしてる。
責任ある株主として対話は？



内容は⽇本では

報道や周知が不⾜してい

るレポートや

化学の声を詰めたもの

世界が脱炭素に

むかっているのは事実

当⽇は多くの株主

さんがもらってくれた！



株主と対話＆

レポートを配布する

スーツチーム 「気候危機対策はいま！」

市⺠の姿可視化チーム



６⽉にはオンライン勉強会も実施

 

オンライン40名

オフライン30名と

計70名がこのアクションに参加



政府

経産省

化⽯燃料

産業
産業界

【同質】

⽯炭新技術
アンモニア
と⽔素

原発推進

権⼒がある/決定権をもっている

⼥性 LGBTQ＋

⼀次産業
低所得

貧困

若者

国籍　途上国

病気

脱炭素に本気で取り組む企業

動物
将来世代

より深刻な被害/⽣きづらさを感じる⼈たちに決定権がない

⼒について、ほとんどの⼈が考えるのは、

上から下への流れです。

気候危機においては、化⽯燃料企業が頂点に

いると⾒るかもしれません。

この⼈たちは、政治家を味⽅につけます。
「クライメートレジスタンスハンドブック」より

男性社会
製鉄業

⾃動⾞産業

資本主義

でも、「権⼒の構造」を理解するのを助ける

別の⾒⽅があります。

⼒の逆三⾓形です。

⼒の逆三⾓形は、常に不安定になります。

私たちの地球を破壊する抑圧的なシステムは

不安定です。これだけの⼆酸化炭素や

その他の温室効果ガスを排出するのは

⾃然なことではありません。

➡不⾃然なシステムが存続するのは

「サポートの柱」が⽀えているから。



POWER…権力 特権 

公害 石炭

原発
政治

女性 若者
LG

BT
貧困

国籍、人種

障害、病気

 学歴、など

なかったことにされる声 



動きだしたことで

①��問題�決にむけて⼀�に活動ができる仲間が�えた

②「�い」と思っていた�⽯�料�業の�たちと����することができた

③��省の�⾒が�わった

④��が�れた∕株主提�がされるなど、⼤きな��に�がった

 
�⾃�が、気���に立ち向かっていく仲間にたくさん��い、「��の⼒で」

気����決のための１�を踏み�すことができました。



InstagramInstagram
はこちら！はこちら！

TwitterTwitter
はこちら！はこちら！

ご清聴ありがとうございました。

アクションで会いましょう！

＠350newenerationと�索 ＠350neweneと�索



350 New ENEration
で検索

応援よろしくお願いします！




