
タイムスタンプ 年齢
住んでいる都道
府県（海外の場
合は、国名）

気候変動を「危機」と
感じていますか？

現在の日本の環境政策についてどんな印象を持っていますか？ 2050年までにどんな社会を実現させたいですか？
菅首相が「2050年カーボンニュートラル」を宣言しました
が、どのように思われますか？

そのために政府に求める政策は何ですか？
ブンアン2石炭火力発電事業への投融資に関して、小泉大臣へ
何を伝えたいですか？

最後に、小泉大臣へメッセージをお願いします。

2021/1/13 17:09 10 東京都 非常にそう感じる
若い世代の議員さんがいないから不安(年配ばかりだと経済優先に
なるから

動物と人間が共存できる世界

まずは宣言をして頂きありがとうございます！嬉しかったで
す。
ですが、すぐに行動しなければならないのに、
なんだか総理も議員さん達もみんな他人事です。

まずは学校や役所に、国から強く働きかけて欲しいです。
気候変動についての授業をしてください。
当たり前のことを当たり前にやろう！
と、スローガンを毎日言う校長先生には呆れています。
気候変動を全く理解していませんし、そんなスピードでは間に
合いません。

石炭火力発電は逆戻りになってます！
これに支援するってことになる、
日本からの融資はとても恥ずかしいです。
小泉環境大臣もわかっていると思います。

ヴィーガン給食の導入をお願い致します！

2021/1/12 17:14 13 千葉県 非常にそう感じる 口だけでほとんど動いていない 未来に希望を作りたい 今の日本で出来るのかと思う 自衛隊などの資金を削減し、対策の資金にする もう一度考え直して欲しい 明るい、希望がある未来にして欲しい

2021/1/12 16:16 14 京都 非常にそう感じる
菅首相の脱炭素宣言でやっと1歩あゆみ出したという感じ。まだま
だ対策が必要。先進国で技術力のある日本だからこそ温暖化対策
に力を入れるべき

脱炭素
生物多様性

国民の関心が向けられてとても良かった。具体的に早急に行動
に移して欲しい

具体的な実現の為の研究支援。技術開発支援。再エネの大規模
な普及。プラスチックに対する踏み込んだ措置

日本国出資の政策金融機関であるJBICが融資をしているがそれ
に問題は感じないか。ベトナムも再エネに力を入れようとして
いる中先進国である日本が石炭火力発電に手を貸していいのか

若い力が未来を変えます。未来が長い若者の意見を是非国政に！頑
張ってください!!

2021/1/14 0:52 16 神奈川県 非常にそう感じる
ようやく最近2050年カーボンニュートラルを目指すことが宣言さ
れて、国を挙げて環境問題に取り組む姿勢になってきたのかなと
思う。

環境に優しい生活を、多くの人が「当たり前」のように送って
いる社会にしたい！！レジ袋が有料化されて、エコバッグ・マ
イバッグを持っていくことが当たり前になったように、政策の
面からも人々に「新しい当たり前」を根付かせるきっかけを
作っていってほしい。

素晴らしいと思います‼︎再生可能エネルギーへの投資を増やした
り、環境に配慮している企業へ補助金を出したりして、政府だ
からこそできる強大なサポートを行ってくれることを期待して
います。

再生可能エネルギーへの投資を増やしたり、環境に配慮してい
る企業へ補助金を出したりして、政府だからこそできる強大な
サポートを行ってくれることです。

どうして、これだけ地球温暖化を始めとした環境問題が起こっ
ている中で、わざわざ石炭火力発電に投資をするのかきちん
と、若者にもわかるように説明してほしい。その融資は止める
ことはできないのかも知りたい。

環境問題は深刻な問題です。私は高校生ですが、環境問題に関心を
持ち、調べています。そうした若者は意外とたくさんいます。私た
ちは、自分たちの未来のために、きちんとした環境対策を求めてい
ます。個人レベルでできることはもちろんやっていきますが、国と
して、大臣として、責任を持って、これからも仕事をしていただき
たいです。国民に、希望のある政治をしていってください。よろし
くお願いします。

2021/1/14 1:35 16 東京都 非常にそう感じる

レジ袋の廃止はプラスチックの使用削減や、プラスチックが環境
に与える影響について知るきっかけになるためいいことですが、
その意義が多くの人に伝わっていない印象を受けたので、これか
ら他の政策を行うにあたってよりわかりやすい説明が必要だと思
います！そして、パリ協定から既に5年が経過して本格的に国民の
生活から変革していかないと1.5度の上昇に抑えることが出来ない
にもかかわらず、抜本的で強力な政策があまり打ち出されていな
いように思います。そして何より、国民に気候変動や地球温暖化
への対策の必要性の危機感共有が大事だと思うのですが、そこが
進められていないように思います。

第1に、全ての電力を化石燃料に頼らずまた原子力のような高い
危険性のある発電設備に頼らずに、再生可能エネルギーなどで
発電されたものにしたいです。そして、発電以外の分野でも二
酸化炭素の排出量を無くし、未来の社会のために実質ゼロを確
実に成し遂げたいです。
第2に、みんながマイボトルを持ち歩いて、街中で水が補給でき
るような設備があったり、お店では過剰包装されてない商品、
また包装が全て生物分解性プラスチックのような循環可能な包
装の商品、量り売りのものしかないような社会にしたいです。
そして、今より大幅にプラスチック使用料が減っている社会を
目指したいです。

50年までに脱炭素、実質二酸化炭素排出ゼロを宣言されたのは
大きな意味があると思いますが、それを達成するには現在の二
酸化炭素排出量が増え続けている現状から、今すぐにガラリと
行動を国民全体が変えなければ実現できないという危機意識が
国民に行き渡っておらず、どう国民の意識を変えていくかがこ
こから重要になると思いました。ヨーロッパのように炭素税の
導入、再生可能エネルギーの取り入れの推進などが急ピッチで
進むような政策が必要です。

・国民への地球温暖化への対策の必要
性の共有、説明
・化石燃料による発電を行う企業への
再生可能エネルギーへの変革の推進
・炭素税や、二酸化炭素取引制度の導
入
・再生可能エネルギーと蓄電池の普及
・プラスチックによる過剰包装の廃止
とマイボトルの推進 等々

排出量ゼロを宣言したのにも関わらず、実態が伴っていないこ
とがとても残念です。今から火力発電所を作ってしまっては、
二酸化炭素の排出を増やし続けるか、立てたにもかかわらず、
運用反対によりすぐに停止することになると思います。今すぐ
に建設計画を止めていただきたいです。お願いします。

コロナの影響でこれだけ経済活動が抑えられているのにもかかわら
ず、排出量がわずか7%しか減っていないことに私は衝撃を受けま
した。それは、生活から大変革しなければ50年にゼロの目標を達
成することは大変難しいことを意味していると思います。そして、
コロナの今だからこそ、変革に舵を切るべきだと思います。私も小
さなことから、他の人に呼びかけるなど自分にできることをこれか
ら精一杯やります！ですが、個人個人の活動では、やはり地球温暖
化は止めることはできません。政府の政策による推進が大きな鍵を
握ります。未来の子供たちに今の私たちの活動の責任を押し付け、
その子たちが暑すぎて外で活動できなくなったり、荒れ果てた大変
な地球を見ることがないように、ぜひ国に強く働きかけてくださ
い！タイムリミットは2030年とも言われています。今すぐに変え
ていかないと、もう間に合わないところまで来ています。どうか、
すぐに動き始めていただきたいです！

2021/1/12 21:15 17 神奈川県 非常にそう感じる
不十分である。個人で無く、企業の取り組みをもっと強化させる
べき。

気候危機という言葉がない社会
評価するが、取り組みの強度や効果についてはまだ信用できな
い。

法改正、システムチェンジ、予算案の見直し

大事なのは富で無く地球です。未来を生きる私達、世界中でこ
れから生まれてくる子供達への責任を持って責務を全うしてほ
しいです。気候危機を恐れる時代を終わらせて欲しいです。持
続可能な地球無しには何も出来ません。

2021/1/12 23:33 17 福岡県 非常にそう感じる
目標だけはしっかり立っているが、具体性がない、行動を伴って
いない、国民生活の保護のためというより企業の利権拡大やビジ
ネスに走っているように感じる

脱炭素社会を可能な限り早い段階で実現、躊躇や現状よりまし
な策ではなく、抜本的な解決。自然環境と人間が調和した持続
可能な社会

目標を明確に示したことは喜ばしい事ですが、石炭火力の建設
計画もありますし、行政が率先して脱炭素をしようという気概
も見られません。口先だけではなく、実効性・即時性の対策を
進めてほしいです。

石炭火力の廃止、洋上発電の促進、ビル屋上の太陽光パネルの
設置、炭素税の導入、CO2回収技術の開発、再エネの最優先
化、CMなどを利用した気候変動の正しい知識を国民に浸透させ
る

カーボンニュートラルを目指すと宣言した国がこのような行動
をとることは、非常に情けないことです。石炭発電に対する投
資家の目は年々厳しくなっています。座礁資源ともなりかねな
い石炭発電をベトナムに設置することは彼らに不幸を招くこと
になりかねません。また、石炭火力のために地元では十分な説
明なしに農地の買収が行われたり、既に稼働しているブンアン1

では健康被害も出ていたりと、問題は山積みです。融資の即時
撤退と、ベトナムへの再エネ普及の努力を行ってください。

私達が望んでいるのは、今より少しエコな社会、CO2排出量が少な
い社会ではありません。CO2ネットゼロ！これ以外は解決策とは言
えません。段階を守る必要もありません、早ければ早いほどいいの
です。デッピングポイントというものを考慮して対策をとる必要が
あります。そして、企業の利益優先ではなく国民生活保護を目指す
気候変動対策を求めます。

2021/1/13 14:37 17 神奈川県 非常にそう感じる 遅い傾向にあると思う サスティナブルな社会 うれしい一方、本当なのか、透明性がないと思う
循環型社会が実現できるよう、オーガニック農家さんなどへの
支援をしてほしい。

利益よりも環境考えてほしい。
将来の日本をつくる子供達のことを一番に考えた行動をしてほし
い。

2021/1/12 13:00 18 神奈川県 非常にそう感じる
他国と比べ、非常に遅れている。国やメディアで気候変動につい
て取り上げる機会があまりにも少ないと感じる。

・安心して(気候変動のことを心配せずに)子どもが産める社会
・ヴィーガンやベジタリアンが当たり前になっている社会

提言自体はとても良いと感じる。ただ、もっと再生可能エネル
ギーなどを増やす必要があると考える。

畜産業を縮小したり、再生エネルギーを推進する政策。そして
より数値などで明確にゴールを設定する政策。

本当にそれでいいのか。本当に地球環境のことを考えてそれを
するのか考えて欲しいです。

「今」行動しないといけないです。そして工場型畜産業がもたらす
環境負荷を少しでも軽減してほしいです。よろしくお願いいたしま
す。

2021/1/12 13:28 18 東京都 非常にそう感じる 不十分だと思うし、今すぐにでも促進する必要がある。
パリ協定が無事達成されていて、四季がなくならず、40℃を越
える日もなく、豪雨や台風など「異常だ」と思う気候が増えて
いないと思いたい。

宣言をしたことは一歩前進したが、行動と結果が大切だと思
う。カーボンニュートラルにするといって、石炭火力発電に加
担しているのは間違っている。企業や市民との連携もとれてい
ない。「政治」という利点をもっといかすべき。

人、社会、自然にやさしいエネルギー政策の見直し。

私は普通の高校に通っている高校生ですが、政治家の人たちが
何をやっているのか、何を意図してこのような行いをしている
のか、石炭火力発電の問題点はなんなのかなど理解していま
す。それは文科省承認のたくさんの教科書とみなさんの発信を
見て勉強しているからです。
高校生でも「いけないことだ」とわかることをしないでくださ
い。

おつかれさまです。もしパリ協定を達成できなかったり、ぐずぐず
していると、小泉大臣のお子さまの代は運動会ができるかわかりま
せん。私は今高校三年ですが、台風やコロナがきっかけで二年連続
体育祭が中止になりました。悲しかったし、悔しかったです。

2021/1/12 19:08 18 東京都 非常にそう感じる
中途半端。オランダやベルギーなど西欧諸国に比べるとこれとい
う明確な指針も目標もわからない。検討・提示されているのかも
しれないがそれが一般大衆にまで届いていない印象。

エネルギーを生み出す資源も含めて日本だけで完結できるエネ
ルギー発電に100%置き換わっている社会。

威勢はいいが、果たしてさまざまな角度からアプローチした結果その考えに
至ったのか聞いてみたい。
この国では数十年も前から首都直下地震や南海トラフ巨大地震が起きると繰り
返し言われており、昨今は甚大な自然災害が毎年のように人々を苦しめている
状況だ。
自然災害と日常生活を切り離すことのできないこの国で、果たして総理の言う
「カーボンフリー」が、二酸化炭素排出量の抑制と緊急時のエネルギー調達を
両立できるのか疑問に思う。
確かに地震や大規模な台風など日本で起きるような巨大災害の発生が比較的少
ないヨーロッパではグリーンエネルギーは導入が簡単だろうが、それをそっく
りそのまま真似て日本で採用しようとしても上手くはいかないと想像する。せ
めて国家予算数年分もの被害総額を出すと言われている巨大地震が起きたとき
に、我々の生活に必要最低限なエネルギーは供給できるよう、現存する火力発
電などのエネルギー発電方法は少しは残しておくべきだろうし、加えて災害が
起きても被害を受けない・すぐに復旧できる・エネルギー源を自給自足できる
新しい発電方法を開発する必要もあると思う。

地球環境保護のため、なるべく多くの発電所をグリーンエネルギーを使ったも
のに置換するべきという考えに異論はないが、それでもいざという時のために
「最後の砦」を一定数残しておくべきだと強く思う。

一般企業では退職しているような超高齢の政治家ではなく、若
い人が失敗してもいいから出してくれる日本を若返らせてくれ
るような政策。

がんばってください。小泉大臣くらい若い方々が日本の政治を
引っ張っていってほしいです。上からの圧力やしがらみを振り
払って本当の日本のための政治を望みます。

家族で政治の話をすると、いつも両親、祖父母からお父様の政権が
いかに良いものであったか聞いています。お子様もお生まれになっ
て、それにまだまだお若くて、若者のため、日本のために動いてく
れる首相になってほしいです。僕は今年で高校を卒業しますが、ア
メリカ留学の経験から日本の教育はやはり遅れているように思いま
す。教育は、国の未来です。数十年後、日本がどんな国になってい
るかは今の教育にかかっています。ぜひもっと教育に力を入れてほ
しいです。そして、利己的な「保身のための政治」ではなく、国民
の生活向上を第一に「日本のための政治」を強く強く望みます。頑
張ってください。応援しています。

2021/1/12 21:06 18 大阪 感じない 口先だけ…というか、実際行動しているように思えない
人間だけでなく、世界中の動植物にとって快適な社会。本当の
意味の共存。

2021/1/12 22:11 18 大阪府 非常にそう感じる

先進国としては、全然進んでいないと思います。まず、他もそう
だけどもっと環境問題に詳しい人専門家とかが大臣になるべき！
あと企業や国民の環境への意識が低すぎると思います。最近、レ
ジ袋が有料化になったのは嬉しいけど、スーパーの包装とかペッ
トボトルとかプラスチックを減らせるような法律などを作って欲
しい。

脱炭素、脱プラスチック、脱原発社会
　本当にできるの？って思います。
政府だけじゃなく、企業や国民も一体となって進めるべき。

もっと気候変動、環境問題報道して下さい！！
罰則付きでプラスチックや二酸化炭素排出についての法律を
作って下さい。

最低すぎて笑うしかないです。。
何がしたいんですか？投資するんやったら、再生可能エネル
ギー投資して下さい。
今すぐ辞めさせて欲しいです。

今のところなんの実績も見受けられず口だけ、親の七光り環境大臣
だと思っています。大臣になったからには、しっかり国民の意見を
聞いて問題に取り組んでください。

2021/1/13 3:17 18 東京都 非常にそう感じる 非常に良くない
プラスチックフリー、コンポスト推奨、トイレットペーパーや
歯ブラシを竹製の物を増やす、ソープナッツ推奨、スーパーで
は量り売り

とても良いと思う
フードロス削減、プラスチックの削減、海洋ゴミ減らす、コン
ポスト推奨

しっかり実行お願いします。
地球は有限です。人間の手で地球の寿命を短くしています。
これからの人間の行動によって有限の地球の寿命を延ばせるかも知
れません。
よろしくお願いします

2021/1/13 20:51 18 東京都 非常にそう感じる
スローガンの様なものばかりで具体的な政策が進めれていない。
海外の地球環境を大事にする潮流に逆行している。

プラスチックゴミのない世界
人にも地球にも動物にも優しい環境
電気自動車の完全普及

政策は素晴らしいものだと思う。是非実行に向けて具体的に国
内外にアピールしていい結果を生み出し環境保全のリーダーで
いてほしい。

日本国民の環境に関する意識の向上
口先だけではない具体的行動

おそらく大企業との裏での駆け引きがあると思っています。大
企業に屈することなく世界に誇れる環境政策をして頂きたいで
す。

最近は、環境への意識の低い時代遅れの国という印象を受けます。
言葉だけでのパフォーマンスではなく実際に行動に移して世界に誇
れるクリーンな日本にして頂きたいです。そのため、どうか企業の
顔を伺わないでください！

2021/1/12 12:19 19 感じる 抜本的な政策を行なっていない。 自分の子孫を残していいと安心できる社会。
今のままでは難しい目標だと思う。抜本的に社会の仕組みを変
えなくてはならないのに、そのパワーが国民に伝わっていな
い。

電力不足、産業構造の変化などは私たちの生活を大きく変え
る。私たちが知らなくてはならないこと、私たちが協力できる
ことを力強く伝えなくてはならない。

2021/1/12 17:21 19 埼玉県 非常にそう感じる 全く何もしていない、ひどくなる一方。 民主的で、弱者にやさしい社会 到底できるとは思えない。

だれ一人置き去りにしない環境政策を本気で考えなければ誰も
ついて来ないしし、共感もしない。未来もない。今の政府にそ
れが出来るとは到底思えない。日本の若者は絶望している。有
識者や大企業ではなく、一般市民の声を聴くべき。

法的に禁止すべきです。誰に忖度しているんですか。

あなたのお子さんが幸せになるかどうかは、あなた次第です。
あなたは若者を含め社会的弱者の声を聴くべきだし、その責務を
負っている。そしてそれをあなたの言動に反映すれば、みんながあ
なたを支持するでしょう。
そうなって頂くことを期待します。

2021/1/12 17:35 19 ハンガリー 非常にそう感じる 世界の流れに逆行している 再生可能エネルギー100% 進歩だとは思う、けれど行動は伴っていない まずは火力発電と原子力発電への依存をやめること

私たちはあなた方が酷使した地球でこれから先何十年も生きて
いかなければなりません。あなた方の子供も孫もです。気候変
動が取り返しのつかないことになる前に、まだ間に合ううち
に、手を打ってください。「どうして私たちにこんな地球を押
し付けたんだろう」将来子供たちがこんなことを言わなくても
いい地球を残してください。資源は今生きている世代だけのも
のではありません。

今の日本の政治家は見たくないこと、聞きたくないことを無視し、
隠蔽するのが得意です。ですが気候変動に関しては今から数十年以
内に必ず無視できなくなる日が来ます。日本人は政治に関心を持た
ない人も多く、どう考えても受け入れられない事件があったとして
も、数百万人規模のデモンストレーションが起こるわけでもありま
せん。だから、気候変動に対する日本の状況を変えられるのは、小
泉大臣だけです。私が暮らすヨーロッパでは既に気候変動に対する
アクションが起こっています。日本もこの流れに乗ってください。



2021/1/12 20:25 19 茨城 非常にそう感じる
環境汚染の原因の一つのプラスチックに対して十分な政策が見ら
れない。

今の子供達、これから生まれてくる子が、地球温暖化がもたら
す災害を味わらずに済む、安心して暮らせるような社会。また
エコフレンドリーが根付いている社会。

宣言を聞けて嬉しい反面、自然エネルギーを促進するのではな
く石炭火力発電に協力的だったり、カーボンニュートラルに対
し矛盾を感じる。

石炭火力に頼るのを徐々にやめる、自然エネルギーの切り替え
を促進させる。

地球温暖化を加速させるCO2をさらに排出するような事業に対
し、反対をしてほしい。

私は2020年に環境問題に興味を持ち、私たちの使い捨てるプラス
チックは環境にも、地球にも、動物にも、また人間にも深刻な影響
を与えていることを知りました。プラスチックに対しては、マイボ
トルやミツロウラップなどを持ち運ぶなどをして買わない、使わな
いようにしています。大勢ではなくても、ひとりひとりの行動はと
ても大切だと思っているからです。ですが、今まで生きていて、日
本はプラスチックに寛容的だと思いました。
プラスチック袋が有料化されましたが、有料とはいえとても安価に
感じます。環境に大きな負荷を与えるのに、それらはとても安いで
す。プラスチック袋の代わりに、コンポスト、リサイクル可能なゴ
ミ袋や植物由来のゴミ袋などを促進させるのはどうでしょうか。私
たちの未来のために、環境に悪影響なものは、ぜひ待ったをかけて
ほしいです。

2021/1/13 10:22 19 埼玉県 非常にそう感じる
進展している点はよいが、政府は、「世界の波に乗る」という目
的で、気候変動の問題そのものに目を向け、解決していく」とい
う本質的な目的をもっているのか不安である。

気候変動によって人々が苦しまない社会。「あのとき何をして
いたんだ」と後悔しない社会。

大々的に打ち出してもらえたのはよいが、きちんと本質に迫る
政策をもっとしてほしいという期待と不安がある。

誰も置き去りにせず、科学者と若者の意見をしっかり反映させ
た政策、またEUエネルギー革命のような抜本的な政策を求めま
す。さらに、大量生産、大量消費に終止符を打ってほしいで
す。廃棄物を出さないサーキュラーエコノミーのシステムにし
てほしいです。また具体的な政策として、ペットボトルやプラ
容器などに預かり金（デポジット）制度を採り入れ、普及させ
ることを提案します。さらに、リユース容器で食品や日用品を
購入できたり、リユース容器での量り売りの場所を増やした
り、商品の過剰包装を止めたりすることを望みます。

もう一度考え直してください。

完全なる脱炭素化までに残された猶予はあとわずかです。恐怖の気
候危機が始まる前に、小泉大臣にお願いです。どうか、科学者と若
者の声を聞きながら、政治を動かしてください。政治が変わるしか
気候変動を食い止める方法はないのです。期待しています。

2021/1/13 23:19 19 神奈川県 非常にそう感じる
遅れている。
ゼロエミッション宣言をしたけど、実態は伴ってない感覚。

格差が是正された、みんなが当たり前の権利を享受できる社会 口だけ。本当にできるのか疑問に思う。 火力発電の建設停止。
本当に人類の未来のために必要なことなのか、もう一度考えて
欲しい

明るい未来のために頑張ってください。応援しています。
目先の利益だけでなく、もっと長いスパンで政策を考えて欲しいで
す。

2021/1/13 23:28 19 京都 非常にそう感じる 存じている範囲の環境政策ではかなり保身的な印象
私たちの生活で使用するエネルギーが再生可能エネルギーに
よって賄われ、それによって地域の経済が持続的に循環してい
る、緑に溢れた社会。

これまで極めて保守的であった日本政府が世界各国の目標と肩
を並べ、ようやくスタートに立ったのだと思う。

他国と比べ再エネやEVの導入など周回遅れしている場合もあ
る。「日本独自」とか「最先端の技術」「イノベーション」な
ど将来の希望に頼るのではなく、日本の気候や風土といった特
徴を生かしながら、世界各地域の先進的事例を取り入れていく
ようにして欲しい。また、より国民を巻き込んだ会議体をつ
くって、一緒に政策を作っていく制度を導入するべき

投融資は長期的に見て本当に負担にならないのか。石炭火力発
電所でCO2を排出し続け気温上昇に加担し、それによって豪雨
の降水量が増えて人命が脅かされたりするし、復興のために莫
大な費用もかかってくる。事前に阻止できる課題が目の前にあ
るのだからもう一度政府の立場から問題提起してください。

省庁間での利害関係の対立など難しいところはあるかもしれません
が、日本の環境政策の重要な局面を担う大臣としてしっかり対峙し
て変化を起こしていくことを期待しています。

2021/1/14 2:20 19 広島 非常にそう感じる 私たちが安心して将来も暮らすためには不十分 再生可能エネルギー100%が実現された世界 2050年じゃ遅すぎる
まずは目の前のNDCを引き上げて欲しい。石炭や原発に頼らな
いエネルギーミックスを検討してほしい。

気候変動は地球という一つの惑星全体の問題です。日本国内で
石炭火力発電所を減らせば良いわけではなく、海外の石炭火力
発電発電所も同じです。
石炭火力発電事業を進めるのではなく、再エネ事業をすすめて
ください。

これまで、小泉大臣が声を上げてくださったことで良い方向に変
わったことが沢山あると思います。これまで、声を上げてくださっ
てありがとうございます。ですが、まだまだ気候変動対策は不十分
なのが現実です。私たち若者が出来ることは全力でやるので、小泉
大臣も小泉大臣ができることを全力でやってください！
一緒に気候変動を止めましょう！！

2021/1/12 12:12 20 茨城 非常にそう感じる

・見て見ぬふり
・口先だけで何も変わっていない
・これから日本で生きる私達の将来が、大人達の行なってきた環
境破壊により脅かされている。

これから産まれてくる子供・孫世代や立場の弱い人が環境問題
により苦しむ未来を与えたくない。日本は環境に配慮したク
リーンな国だと誇れるようになりたい。

今まで政治家が環境問題について言及しているのを見たことが
なかった中、2050年という具体的な期限を設け宣言したのは日
本の政治家では珍しいと思った。その発言により環境問題に取
り組む大きな一歩を踏み出せたように思える。

更に具体的な政策、行動力を求めます。民間だけではどうにも
できないこともあります。まず、化石燃料による発電は直ちに
辞めていただきたいです。化石燃料には限りがありますし、そ
れにより二酸化炭素が大量に排出されます。かといって原子力
発電に頼るのも危険です。やめてください。人間がコントロー
ルできないものを制御すること自体困難ですし、原子力発電に
より多くの人が自分の土地に住めなくなり、大きな心の傷を負
いました。日本は資源の少ない国ではありますが、それでも再
生可能なエネルギーによる発電ができたのなら他の資源の少な
い国も真似することができます。それにより地球全体で環境に
配慮した発電を行うことができます。そのためにはどのような
発電方法が良いのか研究する必要があると思います。クリーン
な発電を研究する為にそこに注ぐ資金を増やしたり、人材を育
てることが求められると思います。

環境問題への取り組みが次第に活発になり、声をあげる若者も
増えているこの21世紀に石炭火力発電事業への投融資の話を聞
いた際にはとても驚きました。まずベトナムの方達が本当に必
要としているのでしょうか？そこに雇用が生まれることで多く
の人の生活が豊かになるのかもしれませんが、それは日本がた
だそう思っているだけでベトナムに住んでいる人々が本当に求
めているのでしょうか。ベトナムに住んでいる方の気持ちに寄
り添って考えていただきたいです。

私たちは本当にこの地球のタイムリミットが近いことに危機感を持
ち行動をしています。私自身snsを通して環境問題について話すこ
とはありませんでしたが、地球の危機を伝えるために微力ですが情
報を発信したりしています。私のように少しでも力になれれば、地
球と私達未来の為にと思い活動している人は増えてきています。日
本で環境問題や環境問題に対する政府の取り組みなどを話すことは
とても勇気のいることですが、本当に私達がどうにかしなくてはい
けないと意思を持ち、勇気を持って行動しています。そんな私達の
勇気ある行動や意見を踏み躙るようなことはしないでほしいです。
希望の持てる未来が全く見えません。小泉大臣にはぜひ私達の意見
を汲み取って頂きたいです。本当によろしくお願い申し上げます。

2021/1/12 13:55 20 兵庫県 非常にそう感じる
矛盾を感じることが非常に多い。口先でしか言っておらず、今の
政策を見ると地球環境よりも経済を守って発展させることを優先
しているようにしか見えない。

まず、日本国内が環境問題を自分1人の問題と認識できているよ
うな環境になって欲しい。そしてそれを国民一人一人が行動に
移せやすいように国が後押ししてくれるような社会になって欲
しい。

ようやく宣言してくれたと思いました。国民の前で宣言したか
らにはそれを矛盾することがない政策を行なって欲しいと思い
ました。

脱プラやレスミートなど日常に取り組みやすい政策を後押しし
て欲しいです。また国際的な面でも地球環境汚染につながるも
のに投資をせず、サステナブルなものを政府が先陣を切って実
践して欲しいです。

矛盾と怒り、呆れのみです。

環境大臣とは国内の環境問題だけでなく、世界の環境問題を考えて
改善政策を行っていくことではないでしょうか。政府機関の中に
「環境大臣」が設置されたことを今一度考え直してください。あな
たの判断、決断がこの国や世界の行く末を左右することを絶対に忘
れないでください。目の前の利益だけを追求するのではなく、長い
目を持ち未来を見据えてください。科学者の声に耳を傾けてくださ
い。私たちが住む地球がなくなってしまっては、元も子もないので
はないでしょうか。小泉大臣は日本の未来や国民を思って政治家に
なられましたか？もしそうであるならば、日本国民、地球に住む
人々のことまでも考えられるのでは。国会議員のあなたなら、環境
大臣のあなたなら考えられるはずです。地球を守れる選択をできる
はずです。どうか、あなたの置かれた位置付け、責任を考え直して
ください。それして今回下した石炭火力発電企業への融資をはじめ
とする非常に誤った判断を見直してください。

2021/1/12 15:56 20 福岡県 非常にそう感じる
全く機能していない、もっと真剣に環境問題に取り組んで欲し
い。

再生可能エネルギーで回る社会。動物、自然に優しい社会。
今のままでは不可能、もっと大胆に再生可能エネルギーに速や
かに転換していくべき。

政府から国民に企業に地球環境問題対策を働きかけ呼びかけ
る。政府から変わる。

世界が変わろうとしている中日本は地球温暖化の原因となる行
動ばかりしている。真剣に環境問題に対して働きかけてくださ
い。ブンアン2廃止。石炭火力発電廃止。

貴方が変わり、政府が変われば、寄り良い日本が未来が作れます。
どうかもっと真剣に速やかに地球環境問題に対して働きかけてくだ
さい。

2021/1/12 16:31 20 埼玉県 非常にそう感じる 世界に合わせようとしている クリーンで健康に良い社会 とても良い
小泉進次郎大臣ならもっともっと社会のため、未来のために活動で
きると信じています。共に頑張りましょう。

2021/1/12 16:53 20 神奈川県 非常にそう感じる
海外が取り組んでいるからついて行くために、やっと取り組んで
いる印象

人間の活動による負荷が、自然の浄化する力の大きさを越えな
い社会

具体的でないため、今のところは実現可能性が低いと思う 炭素税
国際的に環境への取り組みが進んでいる中で、抗うのはやめて
ほしい

私達の声に耳を傾けてくれていると期待しています。

2021/1/12 20:18 20 東京都 非常にそう感じる
技術レベルでは進んでいる体でいるようにみえて、個々人の意識
は低く、積極的な協力体制にないために政策も消極的。

政策で積極的に環境を守るのではなく綺麗にすることを目的と
し、個人レベルで環境への意識が社会に浸透している。技術向
上による環境政策も重要だが、一人一人が環境のために節度あ
る消費を行う。

現状企業に対する政策や国民への呼びかけ、その他法律等を一
国民として受け取る限り、本当に達成させられるのか、疑問に
思う。

プラスチック包装の規制・過剰包装の制限等、教育分野へのよ
り積極的な環境に関する項目の導入等

環境保全と開発事業を同時に進めることは困難なことであり、
多くの矛盾を含んでいる。しかし、環境が破壊されてしまって
は、手遅れであり、開発も意味がない。そのため、未来につな
がる事業提案が求められるのではないか。

日本のそして世界の未来は一つ一つの意識、行為によって、明るい
ものになるか暗いものになるか、変わると思います。大臣はじめ政
治を担う皆様、試行錯誤されていると存じます。国民も明るい未来
に向けて、共に行動を起こしたい、そのように思っています。どう
か強いリーダーシップを持って、環境政策によって明るい未来を導
き出してください。

2021/1/12 20:55 20 東京都 非常にそう感じる
ようやくヨーロッパ諸国に追いつくようカーボンニュートラルを
目標に掲げたが、具体的な措置に関しては民間のイノベーション
に頼る傾向がある。

国民の多くが実感として気候変動が危機だと感じられる社会
良い傾向。環境政策について経産省が反対し、実現に至らない
イメージがあるが、ようやく政府が環境問題に対して本腰を入
れたと思う。

個々の企業の自助努力に任せるのではなく、政府を主体とした
包括的な再エネパッケージなどの創設。

このまま石炭火力への投融資を続けたらまた化石賞を取ること
になる。

小泉大臣になってから積極的な情報発信や若者への働きかけが増え
たように思う。また、国務大臣の中で最年少だからこそ、若者に近
い目線で気候変動の重要性を真に理解し、環境政策を推し進めるこ
とができると思う。応援しています。

2021/1/12 23:14 20 神奈川県 非常にそう感じる 不満 具体的ではあるが、自動販売機の数を減らして欲しい。 頑張ってほしい。 再生可能エネルギーの利用拡大。 全生物のための地球を守るため、よろしくお願いします

2021/1/14 0:58 20 福岡県 非常にそう感じる
欧米諸国からの圧力を受けてようやく動き出したという印象で
す。

若者の声がもっと社会のあり方に反映される社会。未来の世代
のことまで考えた持続可能な社会。

宣言を出したことはすごく思う。しかし、具体的にどうやって
カーボンニュートラルを達成していくのかという政策が不十分
であるし、今のままでは到底達成できるとは思えない。とても
危機感を感じている。

・再生エネルギーへのパワーシフトを進めること
（国・地方自治体が所有する建物・施設を再エネの電力に変え
る。再エネの電力会社に助成金を出す。等）
・国内外に新たな火力発電所をつくらないようにすること

2050年までにカーボンニュートラルを発表しこれから気候変動
対策に力を入れていくというタイミングなのに、実際は日本の
企業・銀行が全く真逆のことをしている現状はとてもショック
でした。本当に悲しいし悔しい気持ちでいっぱいです。やは
り、企業もお金中心に動いているので、“今回のブンアン2のよ
うな事業に関わらない方が企業的にも有益である”というような
システムを作ることを今後政治に求めたい。

いつもお疲れ様です。環境問題のために働いてくださってありがと
うございます。私は今二十歳ですが、気候変動にとても危機感と焦
りを感じています。気候変動対策はこれからの時代を生きていく中
で必ず必要ない政策であることは誰しも分かっています。重要なの
はスピードです。深刻な気候変動を止められるタイムリミットは
刻々と近づいています。私たちにはもう時間がありません。私も他
力本願ではなく、自分にできることを精一杯やります。どうが日本
の環境大臣として小泉さんが気候変動という問題に真摯に向き合っ
てくださることを願います。
私たちの未来のために一緒に頑張りましょう。

2021/1/14 9:47 20 東京都 非常にそう感じる
2050年カーボンニュートラル宣言は出されたものの、具体的な対
策は何もされておらず、環境問題についての議論は後回しにされ
てしまっているようにに感じます。

二酸化炭素の実質排出量ゼロ、プラスチックフリー、ごみとし
て扱われるものが少ない循環型社会

宣言が出されたことはとても大きな一歩だと嬉しく思う反面、
カーボンニュートラルに近づけるような対策やそれについての
議論はあまりされていないように感じます。

再生可能エネルギーの導入、促進
石炭火力発電事業への投融資の中止
電気自動車の導入、促進

小泉大臣もご存知だとは思いますが、石炭火力発電は多くの二
酸化炭素を排出し、地球温暖化加速の原因になります。それだ
けではなく、兼ねてより問題視されている、大気汚染をはじめ
とした現地住民への深刻な健康被害の、さらなる悪化を後押し
することにもなります。近年の再生可能エネルギーのコスト低
下によって、石炭火力発電関連施設は座礁資産化するリスクが
あるとの報告も出てきています。
世界は脱炭素化へ向けて動いているのに、今新たに石炭火力発
電所を建設するメリットがあるようには、どうしても思えませ
ん。
どうか、石炭火力発電事業への投融資を、やめては頂けないで
しょうか？
よろしくお願い致します。

いつも国民のためにご尽力くださり、本当にありがとうございま
す。
日本政府が2050年カーボンニュートラルを宣言し、いよいよ日本
も本気で地球温暖化対策をしてくれるのかと、とても嬉しくなりま
した。
小泉大臣のご決断には、これからを担う世代の将来、美しい地球の
未来がかかっています。小泉大臣に動いていただければ、より多く
の方がこれらの問題に関心を持ち、問題解決のチャンスは増えてい
くと感じています。
小泉大臣の、未来ある地球のためのご決断を期待しています。どう
かよろしくお願い致します。

2021/1/12 14:37 21 大分県 非常にそう感じる
企業は動いてるけど、国民の意識が低い。知る、学ぶ機会が少な
い。

自然と共生した社会 素晴らしい
義務教育での環境教育
テレビなどメディアからの情報提供

2021/1/12 17:10 21 京都府 非常にそう感じる
非常に遅れている。積極的に取り組まれている様子も見受けられ
ない。

家、オフィス、工場などが、全てマイクログリッド、できれば
オフグリッドで電力が使える状態。

ただの理想論になってしまっている。

環境問題に取り組むには、国同士の連携が不可欠です。自国さ
えよければ、利益があればいいという考えでは、絶対に良くな
らない問題です。これから先50年、100年を考えた時、本当に
この政策はいいものだと言えますか？

今、若い世代を中心に環境問題に興味を持っている人は大勢いま
す。人々の声に耳を傾け、きちんと専門家の意見を聞いて、ニーズ
にあった政策を進めてください。

2021/1/12 17:39 21 三重県 非常にそう感じる 対処療法的で、外圧に弱い印象を受けます。 脱炭素の実現！ やっとステージに立てた感じ。こっからが本番だと思う。 強いリーダーシップを、お願いします！



2021/1/12 17:52 21 大阪府 非常にそう感じる
解決すべき重大な項目なはずなのに、政治にとっても国にとって
も環境政策はオマケ感がします。

日本国民全員が政治家であること。自然と私たち人間を含めた
動物と機械が調和している世界であること。"ゴミ"の概念がな
い世界。

当事者意識で取り組んでくれているのかな？と率直に思いま
す。私たち若者がその年まで健康で幸せに生きられるように、
またその時代の若者もそうでいれるために、政治家の方は国民
を引っ張って具体的な行動に移してほしいです。

ベトナム・ブンアン問題は本当に深刻だと思います。今すぐ止
めて欲しいです。

「大人の問題」でくくらず、なぜこの問題が出てくるのか説明
してほしいです。もし、この投融資が止められなかったら私た
ちの未来はどうなるのか、そしてこの投融資を止められる方法
を教えて欲しいです。そして教えるだけでなく、私たち国民の
行動を促して下さい。特に当事者意識のない国民に向けて。私
は"知らない"ということが何よりも問題で解決すべきことだと
思うからです。

この機会をいただき本当にありがとうございます。若者の声を聞い
ていただきありがとうございます。この小さな一つの声がきっと大
きな声となり、具体的な策へと繋がることを信じて送ります。

2021/1/14 9:27 21 東京都 非常にそう感じる
水素やCCSなどの技術が過度に期待され、省エネや再エネの積極
的導入、制度の見直しなどが不十分で国際的な流れにそぐわない
ものが多い印象を持っています。

危機を未然に防ぎ、問題をむやみに先送りにせず、迅速にかつ
適切な対策を取れるような柔軟な社会がいいと思います。

気候変動への対策をとる大きな流れができた一方で、パリ協定
と整合的でないものも多く、何のための宣言・パリ協定なのか
を再考する必要があるのではないかと感じました。

石炭火力発電に関するファクト資料のようなものは有意義だと
思いました。むしろ、普段の政策づくりの各段階においてその
ようなプロセスをとれるように、専門家が相互に情報をチェッ
クし合う仕組みが大切だと考えています。メディアや分科会の
委員の発言でさえ、エビデンスに基づかない (あるいは古いデー
タを利用しており、間違った印象を与える) ものが見られるので
対策が必要だと感じています。
また、国民を巻き込んだ議論も、議論の土壌を整えた後、議論
をどのように政策に生かすかを事前に明らかにしておくことが
大切だと思います。

投融資については何年も前から決まっていたことでしょうが、
だからこそ抜け穴なく投融資を止める流れをつくることが国際
的な評価につながるのではないかと思います。今一度、石炭火
力発電の外部性や座礁資産のリスクなどを考慮する必要がある
と考えます。

交流の場を積極的に設けてくださりありがとうございます。今後も
長期的にこのような機会がつくられるような仕組みをつくって頂け
ると幸いです。。

2021/1/12 12:11 22 埼玉県 非常にそう感じる

現状全くセクシーとは言えないと思います…表明やコメントなど
でスタンスは示しているものの、正直何をやっているのか不透
明。ベトナムブンアン2の石炭火力発電所の件でも昨年小泉大臣は
「首相官邸の決定に違反する」と言っていたのに今回の一連の動
きに対してなぜ環境省として、また環境大臣としてなぜ批判をし
ないのか。表面的なPRや会合だけではなく、他省庁との建設的な
話し合いを進め具体的なアクションにまで落とし込んで欲しいで
す。ただ、若い世代の声を聞き入れようとする姿勢は評価したい
です。

「温室効果ガス実質ゼロ」を国民・国家で達成する。消費行動
の過程で「環境に配慮する/した製品」を買う/売ることが当たり
前の社会へ。脱プラ

宣言したからには撤回、修正せず着実に実現できるようなアク
ションを政府全体でとっていただきたい。

再生可能エネルギーによる発電の積極的導入、電気自動車など
への切り替えに伴う技術開発や企業への補助金、企業へのレジ
袋やプラ規則厳格化、一部廃止、積極的な気候変動や環境問題
についての宣伝・発信、渋谷や新橋などに気候時計の設置

昨年批判していたのに今回黙殺したのはなぜか？

大臣就任前の社会に対する考え方や育休取得などに関しては今の政
界にはないような先を見据えたものであり、評価していました。そ
うした思考や行動力をお持ちなのにも関わらず、環境に関する取り
組みに関しては消極的であることを残念に思います。今年は活躍し
ていただきたい。

2021/1/12 14:25 22 東京都 非常にそう感じる 宣言はしているものの、本腰いれていない印象 火力発電ゼロ原発ゼロ。ゴミも少ない社会。 本当に実現するのか疑問に思っている
国内外の石炭の新設は絶対にやめてほしい。原発の再稼働など
もしないでほしい。

気候変動は地球全体の問題なので、国内だけでなく、国外の活
動についてもカーボンゼロを目指してほしい!

私達の未来を守ってください!

2021/1/12 17:22 22 広島 非常にそう感じる

政策が分かりやすい分かりにくいに関わらず、表面上だけのよう
に見えます。何かが隠されているように見えます。それは、いつ
も政策を発表するだけで、実現できていないからだと思います。
政治家の方々の発言や行動も政策と矛盾していて、説得力があり
ません。

これからひとりひとりが環境について考え、国規模で問題意識
を高めることで、解決策を試したり、見出していけたりしたら
いいと思います。

表面上だけの宣言で終わらせないように、実現に向けて取り組
んでほしいと思います。

市場に出回る製品のプラスチックの過剰包装を削減する政策を
求めます。

政府の意向と行動が明確に矛盾しています。脱炭素社会を目指
す、この宣言もまた表面上だけですか？目の前の利益だけでは
なく、現在の行動が将来にどのような影響を及ぼすのか、絶対
に考えるべきです。無責任が続けば、その将来すら無いかもし
れないのです。

国民の切実な声を聞いてください。

2021/1/12 20:29 22 神奈川県 感じる

主にレジ袋有料化に関して、愚の骨頂だと思っている。実際に製
造から廃棄までに使われるエネルギーを考えると紙袋よりポリ袋
の方が使われるエネルギーは少ないのにも関わらずポリ袋を有料
化するのは意味をなさないように感じる。また一般家庭において
ポリ袋は最終的にゴミ袋として使用されており、環境問題となっ
ているのはごく一部だと考えている。結果として一般家庭ではゴ
ミ袋を別途購入しており、最終的に消費されるポリ袋はさほど変
わらないと考えている。また、コロナが拡大している時期に延期
せずに有料化するのもナンセンスだと感じた。この問題は環境問
題にとどまらず、レジ袋が有料化されたことにより両手に持ちき
れる量だけ買う人がふえ、消費が抑制され、経済の衰退の一因に
もなると考える。

ー ー ー ー ー

2021/1/12 11:51 23 大阪府 非常にそう感じる
先進国と名乗っているがヨーロッパや他国と比べてとても遅れて
いる。資本主義ではあるので、企業は利益中心に考え、環境より
も儲けに走っている企業も少なくはないと思います

一人一人が環境を考え行動していてほしい。また、二酸化炭素
の割合や森林の増加、海のプラスチック数が減るようになって
いてほしいと思います

2050という数字は現状を考えれば妥当だとは思った。もっと早
く取り組むべきだが、カーボンニュートラムの取り組みにも時
間が要するので2050には確実にしていてほしいと思います

教育の改善はもちろんです。教育学部に所属しているが、そも
そもの知識量に差がありすぎます。これは多分、情報量を増や
したり、教育を与える機会が必要です。また、家畜の割合、肉
を食べる頻度が増えれば環境に悪いと言う事実も言うべきだと
思います。アメリカ人の環境保全に関わっている人曰く、交通
の二酸化炭素を減らしたところで、家畜で二酸化炭素の割合は
増え、パリ協定の目標を超えないそうです。経済も大事です
が、それで人類が苦しめば本末転倒、本当に今何をすべきかを
全面的に伝えて頂きたいと思います。

利益ばかりではなく、環境も考えてください。数年前から決
まっていただけでなく理由では市民は納得しません。詳しい理
由を述べていただきたいです。

日本は先進国と名乗るのなら、環境の面でも先進国としての働きを
するべきです。一緒に日本を変えましょう。

2021/1/12 11:57 23 神奈川県 非常にそう感じる
弱すぎる。プラスチックバックやストローなど廃止出来る部分か
ら政策が講じられるべき。

日本国内の循環した仕組み作り。国外に関与する前にまず国内
から取り組むべき。国内にも対処するべき問題はたくさんあ
る。

実現する気があるのか疑問だが動き出したのは良い傾向だと思
う。

プラスチック廃止、石油化学衣料見直し等
このご時世に火力発電を作るのは世の中の流れと逆行してい
る。

環境に配慮した持続可能な世界をまず日本で実現させましょう。日
本には里山など対処すべき課題が多くあります。

2021/1/12 13:20 23 兵庫県 非常にそう感じる 国民に意識と認識がない 持続可能な社会 今からすぐに早く取り組むべき
何をしたいのかわからない、信頼を失う行為
僕たちはどうすればいいのかわからない

2021/1/12 14:03 23 東京都 非常にそう感じる
他の国に比べて先進国と思えないほど遅れている。環境より経済
を優先しすぎている印象

再生可能エネルギーを拡大する。コストの問題が今まで重視さ
れてきたが、気候変動や自然災害などを見ると、再生可能エネ
ルギーの導入コストより環境、経済への便益の方が大きいと思
うが、専門家と話し合ってほしい。IT化が進み電気は1番重要な
課題であると思う。

長期的な視点を持ってください。

2021/1/12 18:02 23 新潟 非常にそう感じる
だいぶ数年前に比べれば、かなり変わってきている。ただ、「や
らされてる感」が拭えない。

難しいかもしれないが、化石燃料に頼らず、再生可能エネル
ギーに重きをおき、地球温暖化で受けた過去の傷口を癒してい
く社会

たとえ何の手段も現段階でなかったとしても、その発言をする
ことで人々の意識が変わるので、いいことだと思う。

環境問題に対する国民の知識や意識が少しでも高まるように、
学生だけではない社会人のための教育が必要だと思う。それを
マスコミに頼るだけではなく。

ブンアン2がどれくらい環境やそこに住む人々に悪影響を与える
か、詳細な情報が公式で発表されておらず、そのせいで、声を
あげる若者を批判する大人が多くいます。また、マスコミもわ
ざと人々の反感を煽るように記事の見出しを書いていたりしま
す。勇気を出して声を上げた若者達を守り、奮闘してくださる
ことを期待します。

忙しく、複雑な問題に立ち向かわねばならない立場で、苦労される
ことはあると思いますが、小泉大臣が行ってきたこと、行っている
こと、行うだろうことは、決して無駄にならず、地球にとって大変
意味のあることです。
頑張ってください。応援しています。

2021/1/13 14:59 23 東京都 非常にそう感じる 後手の後出し戦略。全てが遅く、危機感がない。
個人の人権を大切にする社会。
環境のみならず、ヘイトスピーチや、個人の意見を尊重し全て
の人が幸福を追求できる社会。

2050年までのカーボンニュートラルというが、2050年になった
ころには自然環境はズタズタ。遅くとも2030年にはカーボン
ニュートラル化しなければ2050年には後戻りできない状態に
なっていると考えられる。

2030年までのカーボンニュートラル実現に伴い、自然エネル
ギー研究への投資と法整備。さらに、環境保護団体と環境(特に
気象・汚染・エネルギー)に詳しい学者・研究者を交えた有識者
会議・議会の設立と定期的な意見交換会の開催。

言ってることとやってることがめちゃくちゃです。法的に問題
なくとも国際社会からどう思われるか、人道・人権の観点から
良い事とやってはいけない事の判断をしっかりきて欲しい。そ
して環境問題解決に舵を取る国際社会への関心と、それに接近
するための地球に住む人間の一人として「我々が加害者であ
る」の認識を持ち、行動してもらいたい。

公務は大変かと思いますが、我々の思いだけでなく環境問題は、発
展を続ける人類にとって避けては通れない普遍的なものです。目を
背けず、私たち若者やその子供代まで考えて、それを背負ってるこ
とを意識してこれからも頑張ってください。

2021/1/13 22:54 23 広島県 非常にそう感じる 他国に比べ遅れている印象 菜食が当たり前の社会、モノを無駄にしない社会 いいと思う
畜産は二酸化炭素を多く出すし、感染症が生まれるところでも
ある。畜産をせずとも菜食で食事が気軽にできる社会になるよ
うな政策

他にやるべき事があるはず

2021/1/13 23:38 23 東京 非常にそう感じる

EUに比べて本気度が低いと感じる。地球温暖化を食い止めるには
2030年までのこの10年の行動にかかっていることを考えると、目
標への具体的な道のりが不透明で、目標達成が本当にできるのか
疑問に思う。また、2050年までに二酸化炭素排出実質0という目標
は、そう簡単に達成できるものではなく、そして本気で実現しな
ければならない。今できることから考えるのではなく、目標から
逆算して今やるべきことを具体的に考えていく必要がある。その
具体的な道のりを示し、いち早く実現に向けて動いていかなけれ
ばならない。

自然と共生し、地球の資源やこの環境に感謝しながら、無駄な
くスマートに助け合いながら暮らせる社会

今のままでは実現不可能な、掲げただけの目標になってしまい
そうで怖いと感じる。具体的な政策や道のりを見たい。

再生可能エネルギー関係の支援や食品ロス発生の抑止となる政
策

実質0という掲げた目標と矛盾した行為ではないだろうか？地球
規模で必要なことは何かを考えたい。

このような機会をくださり、誠にありがとうございます。地球温暖
化というひっ迫した課題を解決するには、多くの人たちの意識の高
まりと行動変容が必要だと思います。そんななか、このように一意
見を受け取っていただける機会を設けてくださる小泉大臣がこの環
境分野の先頭に立ってくださっていることを希望に感じています。
未来を生きる、そしてこれから生まれてくる子どもたちが笑顔で暮
らせるように、今やらなければいけないことをやっていきたいで
す。どうぞよろしくお願いいたします。

2021/1/14 12:03 24 神奈川県 非常にそう感じる

具体的な政策がないと思います。また、環境政策についての対策
があったとしても、他のニュースに埋もれてしまっている印象な
ので、具体的な数字(目標)を掲げたうえで、もっと声を上げていく
べきです。

経済を回しながら、環境政策を打ち出すのは大変なことかも知
れないですが、消費物のほぼ全てがリサイクルとして、消費者
に届くような社会になってほしい。また、コンビニやスーパー
等にゴミの分別のボックスをおいてほしい(生ゴミ専用など)。

2050年ではなく、より速く実行してほしい

日本は声が小さい。他国では、意識を強くもち、呼びかけ合う
ことで周りに影響を与えてる印象を受けます。日本では、まだ
環境への意識が薄い人もいるので、国民に意識を持ってもらう
ためにも小泉大臣から発信してもらうことが必要になってきま
す。

必ず、止めていただきたい。先進国として、この事業に投融資
するのは間違ってると思いますし、これを認めてしまえば、環
境政策だけでなく政治としても発展途上になってしまいます。
今は経済に良い影響があるかも知れないですが、火力発電に力
を入れた見返りは将来必ず返ってきます。今やらなければ、環
境問題は収まりません。後になればなるほど、事態は深刻化
し、気づいた時には取り返しのつかないこと、また簡単に修復
できなくなってしまいます。どうかお願いします。

官僚の中でも、お若く、就任されてから間もないので、大変なこと
ばかりかと思います。しかし、小泉大臣には他の大臣にはない柔軟
性や新しいことに対しての行動力があると思っています。押しつぶ
されそうなこともあると思いますが、小泉大臣の考えをしっかり
持っていただき、曲げることなく責務を全うしていただきたいと思
います。私も一人の国民として意識を変えてやれることをしていき
ます。応援しています。

2021/1/12 21:20 25 千葉県 非常にそう感じる 手緩い レジ袋の税率1000%
コロナ対策でまいたお金をレジ袋に関税をかけて回収して欲し
いです。

レジ袋の税率1000%
▪レジ袋の税率1000%

▪農業用肥料の袋を紙袋に

2021/1/12 23:56 25 東京 非常にそう感じる

クールビズなど国民の協力は得ている。
再エネ普及(mix energy)は西欧よりも地形や規制の点からむずかし
い。
また発展途上国を利用したJMCはあまりよろしくない。

気温変化や異常気象がない社会。それによる格差が生まれない
社会。

いいと思うが、協力して減らした発展途上国のＣＯ２を日本の
減少傾向に加えるJMCは利用しないでほしい。

1、再エネ関係は農村や田舎などの地域で進められることが多いですが、そこで
の政治家と開発企業の汚職を目にしたこと耳にしたことがあります。再エネを
進めたい側を手玉に取って自分の利益のために住民の意思を操る人々があると
いうことは大変遺憾なことで、再エネ普及の障害となることがあります。行政
の設置の規則とともに、汚職を阻む政策を作ってほしいです。(まずは再エネ開
発地域での調査をしていってほしいです。)

2、日本の土地は凸凹していたり、土砂崩れなどの心配から風力また太陽光発電
などの土地が限られています。洋上風力発電も漁師の方との共存方法などがま
だ確立されず企業だけでは増設することが難しいです。行政や政府が様々なア
クターの意見を聞きながら、人々の生活に寄り添う再エネ普及を目指す政策を
進めてほしいです。

3、太陽光発電や風力は20年ほどで寿命を迎えます。その後の処理方法を、二次
環境被害・破壊が起きぬよう、政策でしっかり対策してください。

4、多くの再エネの土地が海外企業の再エネ開発企業に買い取られています。太
陽光発電を終えた20年後の土地の所有者は海外の方になり、田舎や農村の土地
が日本人の所有でなくなって行くと思います。その点の把握をお願いしたいの
と、将来を見越した政策をお願いしたいです。

環境破壊をやめたい先進国の一国として、世界に示しがつかな
いと思います。

西欧や中国と比べられても日本には日本の障害があると思います
が、まずは推し進めるだけではなく、再エネでは現場の調査をして
ほしいです。環境問題は今働かなくてはならないことですが、将来
を見越して動くことも大事だと思います。

2021/1/13 23:01 25 愛媛県 非常にそう感じる 国民の意識関心を引き寄せることができていない。 循環型の社会 大きな一歩だと思う 大企業だけでなく、個人の意識を高めるような政策が必要。 日本の政策と真逆の活動で、筋が通っていない。 良い方向に向かうことを期待しています。

2021/1/12 13:41 26 兵庫件 非常にそう感じる
表面上はよく見えるが、逆行してる取り組みを進めているからそ
こは意味がない

再エネ100%でも成り立つ社会 逆行してる部分を無くさないと実現できない 石炭火力発電に投資する動きを禁止。炭素税の導入 国内の自然災害の損失を防ぐには輸出も止める必要がある。
輸出も国内の新規稼働も止めないと人類の存続が危ぶまれていま
す。10年後には経済的損失も甚大になると思われるので止める動
きを共に進めましょう。



2021/1/13 1:39 26 山梨県 非常にそう感じる

世界の先進国と比べ、非常に遅れていると感じています。海外で
の石炭火力発電建設と原子力発電関連ばかりに予算が集中し、自
然エネルギー開発や環境アセスメント、野生生物保全関連の研究
開発費が減らされてしまっている気がしてなりません。特に野生
生物関連は研究者自体が軽く見られているのでとても悲しいで
す。

2021年現在、日本で食べられている魚介類をほとんど絶滅させ
ることなく食べることができ、波や風による自然エネルギーに
よる発電設備によって、国内の電力をほとんど賄うことが可能
になっている社会。自然環境や野生生物の多様性も今と同じレ
ベルに保たれていることを切に願います。

具体的に、どのような手順や順番で減らしていくかが明記され
ていないのが心配です。

可能であれば、科学者や専門家も議員や大臣として政策実行に
関われるよう法律を改正してほしいです。

石炭火力発電を始められる前に、もう一度日本や世界の科学者
と話し合いをしていただきたいです。

今、小泉大臣は狭い視野のみで環境政策を考えておられます。もっ
と広い視野で気候変動について学んだあとで政策を考えていただき
たいと思います。

2021/1/13 2:07 26 広島県 非常にそう感じる
優先度が余りにも低い。真摯に解決に取り組んでいる人に対し、
本当に申し訳なくなるほど。

目先の利益に囚われ地球を傷つける身勝手な行動をすることは
かなりダサいと、みんなが認識している社会にしたい。

それでは間に合わない。
出来上がったら、本当に本当に取り返しがつかなくなります。
お願いですから、真剣に考えてください。

政治家はかっこいいと思わせてください。気候変動への危機感は、
これから確実に高まります。どうか一刻も早く、正しい方向へ歩む
リーダーとして確認をひっぱってください。このままでは日本に住
むのが辛いです。

2021/1/13 11:46 26 愛知県 非常にそう感じる 海外に比べてもの凄く低い
一人一人が意識してお肉を食べない生活を送る＝”畜産”を減ら
す

日本はただえさえ海外より遅れているからもっと早く行動する
べき

しっかり目標を決めて発表すること(テレビや新聞で言えないよ
うな情報でも、真実をしっかり国民に伝えて危機感を持たせる

それより畜産業を重視した方が良い

大抵の人は危機感を持っていません。もっと国民一人一人に危機感
を持ってもらう為、テレビなど公の場で言いにくい情報もしっかり
と環境大臣の意識を持って伝えていって欲しいです。日本は海外よ
りも大分遅れをとっています。
日本の未来を救ってください！！！

2021/1/13 23:19 27 埼玉 非常にそう感じる
世界より遅れてる。先進国なのにCO2削減を妨げていて恥ずかし
い。

動物が苦しまない食生活が一般的になり（給食から牛乳廃止、
プラントベースより動物性のが値段も高くなる）電力は風力や
太陽光発電が主流になり、服はリサイクルが主流になり、地球
に優しいことをする会社がめちゃくちゃ儲かる社会

嬉しかったけど、口だけのやつにも聞こえました。行動が伴っ
てない

持続不可能なことは使っているお金を全て持続可能なものへの
投資へ変えて欲しい。
持続不可能なことをしているところで働いてる方へはあらかじ
め転職を促す、もしくは持続可能なことへ企業自体も転換する
よう促して欲しい

小泉大臣のお子さんと同じ年、同じ月に子どもを産みました。子ど
もが安全に楽しく生きていける地球を守るためにも石炭への投資を
今すぐやめさせてください。
そして学校給食から牛乳を廃止、動物性食品を食べさせない曜日を
設けてください。

2021/1/14 11:42 27 大阪府 非常にそう感じる ひどい、何もかも遅れています。
脱動物搾取。特に地球環境負荷に関わりが大きい畜産が一刻も
早くなくなってほしいです。

長すぎます！というかはやく畜産をなくしてほしい、鶏卵の賄
賂やばいですよ。

脱動物搾取。
まわりまわって、気候危機は世界の貧困層に負担がかかってき
ます。お金持ち優遇やめてほしいです。

はやくビーガンかベジタリアンになってほしいです。

2021/1/14 10:21 28 大阪 非常にそう感じる
言っていることとやっていることがバラバラという印象。今の政
策は掲げている目標に到達できるものでしょうか？

若者が環境を心配せず、（環境デモに参加することに時間を費
やすのではなく）自分の夢を追いかけられる社会、子供を安心
して産め（産みたいと思え）安心して育てられる社会。

諸外国に遅れての宣言でしたが、大きな一歩だったと思う。

実現できるように関連部署、団体などと急ピッチで進めないと
間に合わないと思う。発電を自然のもの（風力）にするなどの
研究はもちろん、二酸化炭素排出を国民全体がより危機感を
もって減らす行動をできる政策。（プラ袋有料だけではまだま
だ甘い）啓もうも含めて必要だと思う。

脱炭素を宣言している、また各国連動して目指している中裏で
出資していることはありえないと思う。今すぐやめてほしい。

気候変動のティッピングポイントは急速に近づいています。小泉大
臣のジャッジで未来が左右されます。今を生きる人のためだけでな
く、長期的な視点でご判断いただきたいです。お若い大臣で一般人
ではわからないようなしがらみや大変なこともたくさんあると思い
ますが、応援しています。若者、未来の人のための政策をよろしく
お願いいたします！

2021/1/12 19:32 29 東京 非常にそう感じる
危機感がなく、次世代に負担を強いることになると思う。具体性
がない、50歳代以上の人が決めている印象。

再生可能エネルギーが主体となっている社会。台風への不安が
少ない社会。

形だけの宣言で、脱炭素社会のためにエネルギー政策の切り替
えなど、具体的な議論がされていないと思う。

再生可能エネルギーへ切り替えた企業に手当金を出す政策、炭
素税、断熱材事業を促進する政策

石炭火力発電所を新たに作ると、将来の地球環境を破壊するこ
とにつながります。過ごしやすい地球、生活を子どもに残すた
めに、融資の見直しと撤回を求めます。

台風のせいで多くの人の命、家が失われていることに胸を痛めてい
ます。ここ数年の夏は、｢観測史上最大の台風｣や｢出歩くのが危険
な暑さ｣が続いていて、不安でいっぱいです。若者は、持続的に活
用できる、再生可能エネルギーを求めています。温室効果ガス排出
の削減目標の引き上げをしてください。

2021/1/12 19:15 30 京都 非常にそう感じる まだまだ政策が足りないように思います・・・ 再生可能エネルギー普及率７０％、プラスチック使用ゼロ
政策はとても良いと思うのですが、宣言に対してどういった政
策をとっていくのか不明瞭なので、中身を明確にしてほしいで
す

まず、再エネ普及率を増やしてほしいです。電力の他国依存を
辞めれば国内で使えるお金が増えるはずです。
プラスチック使用に対して企業に規制を出してほしいです。

諸外国がこぞって融資をやめていってるので、この政策にメ
リットを感じません。
融資をやめてほしいです。

これからも応援しています。日本は再エネ資源国第３位とゆうノル
ウェーの研究者の研究結果があります。今回の寒波での電力不足
や、ウイルスでの天然ガスや石油ガスなどのエネルギー輸入遅れな
どの問題を後回しにしないでほしいです。
また、コロナウイルスなどの新規ウイルスは環境問題や動物詐取な
どの問題が大きく影響しているとも言えます。アニマルウェルフェ
ア、お肉を減らすなどの広告キャンペーンも打って出てほしいで
す。お願いします

2021/1/12 23:04 30 宮崎県 全く感じない お金がない国の、精一杯の、はったり。 有能な政治家の、輩出を達成した社会。 コメントは差し控えさせていただきたい。 冗長で無意味なコメントをしない“努力”をする。できるかな？ 大日本帝国っぽくて、かっこいいと思います。 コメントは差し控えさせていただきたい。

2021/1/13 2:16 30 三重県 非常にそう感じる とても遅くて不十分に思います

畜産業、原発、使い捨てプラスチック製品の廃止。
学校給食をヴィーガン食に。
再生エネルギー100％
エネルギーや食品の地産地消
食品ロスをなくす。

もっと早くして欲しい
石炭火力や原発廃止し再生可能エネルギーへのシフト
国民の意見を聞く

すぐにでもやめて欲しいです
子供たちに美しい地球を残してください！
誰一人見捨てないでほしいです。

2021/1/12 11:49 31 岩手 非常にそう感じる 非常に遅れている。日本人であることを誇れない。 大量生産大量消費からの完全脱却

大きな企業や業界団体に忖度しているように見える。そういう
団体が先陣きって環境問題に取り組まなければ事態は改善しな
いのに。一国のトップなら、国民の本当の幸せのために、もっ
と強気でほんとうにやるべきことをやり、言うべきことを言っ
てほしい。

環境問題対策で収入減となりそうな業種への補助金（他業種、
新事業への事業転換のための給付のような）

この投融資の矛盾は、大人の事情では済まされません。本当に
環境のためになることをしない企業や金融機関は若者に応援さ
れません。若者たちは本質を見ています。

世の中の無駄を徹底的になくせば、環境問題も解決できるし、何よ
り無駄なお金がかからず、本当に支援が必要な人に支援が回るよう
になると思います。
あまりにも、無駄が多いです。
日本人であることをまた誇れるようにこの国を引っ張っていってく
ださい。

2021/1/12 20:29 31 東京 非常にそう感じる
弱い。経済産業省に主導権を握られていることも、その省の意向
が押し通されることも、日本の政治体制全体に絶望感と不信感を
覚えます。

コロナ、経済、環境問題全て繋がっています。政治家のみなさ
んがそのことを理解していないはずがないので、理解していな
がら今の状況を生んでしまったのでしょうか？国民にも政治家
にも責任があります。子どもたちに、安心して衣食住、学びの
場を提供できる、何よりどんな人にとっても「生き続けられる
社会」であることを望みます。そのためには現在の危機である
コロナ対策をしっかりとり、オリンピック中止を求めます。同
時に、経済と環境問題対策をセットで動かせる政策を推し進め
て欲しい。(原発、石炭火力を使うことはやめてください、自分
の国でなく、他国に売りつけることも恥です。やめてくださ
い。)

「宣言」とは、出せばいいものではなく、その宣言目標に向
かって努力しなければただの空虚な言葉です。「2050年カーボ
ンニュートラル」だけでなく、今の総理大臣からは今迫ってい
る危機を受け止めて解決しようという誠意が、残念ながら全く
感じられません。

一部の国民は「2050年カーボンニュートラル」を意識したライ
フスタイルをコロナ禍でも続けています。パリ協定の1.5℃目標
を達成するために残された時間が「あと4年しかない」というこ
とも知っています。しかし、どんなに個人が動いても政府や企
業が動かなければ早急なシステムチェンジには至りません。ど
うか、一刻も早くカーボンニュートラルにするための政策を科
学者と話し合ってください。成功している他の国から学べるこ
とは多くあります。話し合いの際には、ぜひ未来を生きる若者
の声も反映してください。

私たち国民の知らない問題がたくさんあり、妥協案を探して、
ブンアン2への投融資が決まったのかもしれません。小泉大臣、
政治家がいろいろ大変なのはわかっています。しかし、日本の
三大メガバンクへの抗議をした若者や国民は「妥協案を探して
くれ」とお願いしたのではないのです。
「やめてくれ」と伝えたかったのです。
彼らの、私たちの未来を奪う企業や事業に国のお金を投じるこ
とは、「死んでくれ」っていう意味でしょうか？「どうせ生き
られない世界になるから子どもを生まないでくれ」という意味
でしょうか？投資をやめる、という意向を見せて置きながら、
抜け穴を作ってまだ石炭火力発電を続けるというのなら、それ
しか道がない理由を全てお話ください。なぜ、石炭火力が必要
なのか、私たちや子どもたちに、教えてください。

日本全体で気候危機への意識が低いのは、これまで政治や社会問題に興味を持てなかった国民の責任

でもあると感じています。
しかし一方で、気候危機に必死に警鐘をならす学生や、一部の人々は、友人や家族からどう思われよ
うと、この問題に立ち向かおうと日々戦っています。小学生すらも、この問題について、しっかりと
考えることができます。ある19歳の学生は大学に進学したばかりでしたが休学し、環境活動家として
全国を回って、気候危機を高校・中学・小学校に伝えてくれています。学校で学ぶことはいくつに
なってもできますが、気候変動は待ってはくれないからです。このように、未来を前借りするように
して、「今」を投げ打って声をあげる若者がたくさんいます。
小泉大臣が、COPに出席して以来、批判を浴びながらも様々な働きかけをしてくれていることをあり
がたく思っています。しかし、1.5℃目標のために残された私たちのタイムリミットは、本当にすぐ

そこまで迫ってきています。今年コロナのなかで生まれた子どもたちの将来はどうなるのでしょう
か？一国民として、この国の政治家たちが、「何を守ろうとしているのか」私にはわかりません。
2018年、「自分が内閣にいることで、（環境について重要なことができるという）幻想を与えたくな
い。自分一人では何もできない」と、フランスの環境連帯移行相ニコラ・ユロ氏は自らラジオで辞任
を発表しました。
環境問題が、人類存続の鍵を握るほど大きな危機を迎えている今、行動を起こせない(問題を知って
いるのに動く気のない)政府を批判できるのは、国民の抗議活動だけではありません。

一人の国民としてお聞かせください、小泉大臣が守っているものはなんですか？
私たちを守っていただけますか？
あなたは一緒に子どもたちを守っていく仲間ですか？

2021/1/12 21:49 31 長野県 非常にそう感じる 遅れている 子どもたちが未来に希望を持てる社会 2050年では遅いと思う
・再生可能エネルギーへの転換
・経済成長よりも環境問題を最優先してほしい（地球上での生
活無くして、経済活動なんて成り立たないので）

利益は手段でしかありません。目先の利益のためだけに、地球
温暖化対策に逆行するような事業を進めたところで、将来、そ
の土地の人、世界中の人に幸せを生むのでしょうか。
近い未来だけでなく、長い目で考えてください。

息子は今1歳です。30年後、私が育ったような、美しい山と川に囲
まれ、澄んだ空気の中で、日本の四季の移ろいを感じる生活が送れ
ることを切に願います。世界中の子どもたちが、100年後も地球の
自然を愛せるように。そのための行動を今、すぐに、お願いしま
す。

2021/1/12 22:55 31 東京都 非常にそう感じる 時代を逆行してる。世界の恥さらし。
2050年までじゃ遅いです。って今すぐ発言できる大臣が増えて
ほしい。今すぐに。

愚の骨頂

水力、地熱、風力発電に切り替えて脱石炭石油原発で利益を生
む社会の流れを作ってほしい。水力等の発電に国が投資した
り、脱石炭等を掲示する企業に賞与や社会的地位を与えてほし
い。

とにかく石炭はもう選択肢にないと思って別の働き方をして。
若いのに時代に逆行しててがっかり。この点においては小泉純一郎
の方がマシだった。

2021/1/13 12:33 31 長野県 非常にそう感じる
今から頑張らないと厳しい状況のなかで、言葉だけで実際の結果
を出すための行動に全身全霊で動こうとはしていない印象

タバコの時と同じように、クリーンエネルギーが当たり前、自
然がないと人類は生きていけないという概念が当たり前のみん
なが幸せな社会

嘘は言わないで欲しい。実質ゼロというのではなく、クリーン
なエネルギー、二酸化炭素を排出しない社会を作る意思を持っ
ているのか聞きたい。

石炭火力発電の廃止、クリーンエネルギー発電の導入 ブンアン2石炭火力発電事業への投融資をやめて下さい。

自分の子供や孫にどんな生活を送って欲しいか、今一度自分の立場
に立ち意見を述べて欲しい。
いろんなしがらみや関係性もある立場だとは思うが、小泉大臣の子
供や孫世代のにあたるわたしたち若者が生きたい未来を、こうやっ
て懸命に伝えているという想いを感じるのであれば一緒に立ち向か
う勇気を振り絞って欲しい。

2021/1/13 20:36 31 札幌 非常にそう感じる

すごく頑張り始めていて讃えたいところだれど、１.５度目標には
到底不十分で、自分の将来に危機しか感じないし、その危機感を
政策をつくっている側の人も持って行動してほしい。危機感を感
じた政策の打ち出しに見えないです。

１.５度目標を達成して、全ての人が生き続けられる保証があ
る。そして、政治など全てに透明性がある全てにおいて公平性
がある状態。人種、ジェンダー、年齢などの社会構造の中に不
公平がない状態。

今年、どうやってCO2の全体排出量（輸入出にに出される排出
含む）を７.６％削減させるのかをまず、決めて行動してほし
い。29年後ではなく、今年、今という視点で動かずして、達成
はできないです。

まず、若者の声を聞くだけではなく、政策で答える姿勢システ
ムをつくる。
CO2吸収削減につながる動きに対して、お金が払われ、CO2を
出してしまうものには課税をさせる。
日本の森林を豊かにすることに対価がしっかり払われるシステ
ムをつくる。
気候緊急事態宣言をして、国民に気候危機が緊急事態であるこ
とをしっかりと教育する。
企業を含む、様々ところで国内外どこでもこれ以上、化石燃料
＆原発を増やさないとする。（原則もなし）
再エネ普及のために電力市場などのシステムを新電力特に再エ
ネが促進するようにする。逆に古い火力発電所に対しては、サ
ポートやめる。
製鉄所などで使われる石炭を水素に変える。
人類の危機をまずがれるために、今どんなに借金になるほどの
資産が必要だとしても、こう言ったことにしっかりお金を使
う。そうでないと政府も経済も壊れてしまうほどの災害で多額
なお金がかかるため。

１.５度目標に全く整合しません。私たちを殺す気ですか？自分
の将来の首を閉めるんですか？数えきれない人の命を奪う未来
につながる投融資です、やめさせるために勇気を持って止めさ
せてください。応援しています。

小泉さんもお若いですし、お子さんもいて今すぐ、本当に大きな変
化が必要だと自覚されていると思います。理解がない年寄りばかり
を相手に排除されずに大きな変化をつくることに苦戦していること
でしょう、でも、本気で何が必要かしっかり伝えられるの立ち位置
にいるのも小泉さんです。
あなたの勇気もった行動発言は目の前にいる権力をもったおじさま
たちは聞く耳をもたないかもしれませんが世界中の権力者そして、
市民があなたをバックアップすることになります。真実を曲げるこ
となく、本気で必要な変化のために声をあげていください。全人類
の命がかかっています、本気でCO2の排出を減らすために日本の歴
史を打ち破るほどの大きな変化をつくってください。原子力は無し
で！！！！それも未来の子にとても失礼な物質です。

2021/1/12 21:50 32 静岡県 非常にそう感じる
不十分。レジ袋有料化については遅すぎでしたが、次は過剰包装
をやめさせるための策を打ち出してください。

CO2排出量ゼロ。電力は全て再エネに移行

これほどまでに気候危機について叫ばれ、私たちが声をあげて
いるのになぜ逆のことをするのか少しも理解できません。小泉
大臣と同い年の我が子がいますが、子どもが天寿を全うできな
い未来に近づけてどうするのでしょうか。今すぐ事業凍結して
ください。

日本は本当に温暖化に関する意識が非常に低いと思います。日本ほ
どあらゆる商品を過剰に包装し、ゴミを出している国は世界的に見
ても少ないです。子どもたちの未来がかかっています。私は我が子
も、そのまた子も幸せに暮らせる未来がほしいです。そのために、
今から4年、CO2排出量を激減させるために、国中総出で努力する
よう策を打ち出してください。愛する我が子のために最善を尽くし
てください。小泉さんだったらきっとこの声を聞き、動いてくれる
と信じて送っています。どうかお願いします。

2021/1/12 15:37 33 神奈川県 非常にそう感じる 政治家の方の危機感がとても低いと感じる。
気候危機という言葉が無くなっていてほしい。そして、環境に
配慮した国として日本が世界をリード出来るくらいになってほ
しい。

宣言してくれたのは嬉しいが、宣言だけにならないでほしい。
具体的な対策を。2050年より早く。

炭素税。消費税を10%より、炭素税の方がよっぽど意味がある
と感じます。
また自然エネルギーの電力を使っている家庭へ確定申告による
減税！
国民に環境に配慮することが、生活的にお得だと思ってもらえ
るよう、環境に配慮した製品は消費税率を下げるなど。

いますぐやめて欲しいです。

小泉大臣、どうか日本が今より、気候危機に対する対策をより厳し
く真剣に取り組む国になりますよう、よろしくお願いします。

今子どもを産んだとしても、その子が私の年齢になる頃、生きてい
けない地球であってほしくありません。



2021/1/12 17:08 33 北海道 感じる
環境問題に着目していても、実践が遅く、情報をキャッチ出来る
場面がまだ少なく感じます。結果報告は分かっても、環境問題に
対する市民への伝え方が、分かりにくい。

1人1人がまずは環境問題を知り、危機感を感じて生活スタイル
や、消費の仕方を見直しを実践して今まで通りの資源や考え方
にこだわらずに柔軟な生活になる様にまず心掛ける。それがま
ず、環境問題を変えていくスタートになる。エンジンがかかり
やすくなると思います。

あとは、義務教育から環境問題について伝えて教えて知っても
らう必要があると思います。

宣言するのは分かりますが、どう伝えていけるか、市民の声を
どう受け止めるかが大切だと思います。世界全体で考えた時
に、１つのやり方にこだわらずに環境に関して最先端な国々と
一緒になって考える・積極的に参加していくことが必要だと思
います。

環境の危機はお金が無い事よりも大問題だと思っています。

市民には伝わるのか、どんな理解なのか、耳を傾けて、環境問
題に詳しい方々が日本にも沢山居る中、その方々と積極的に友
好関係を持って対策に協力してもらう力が必要だと思います。

この事に関してまだ詳しく存じ上げませんが、世界全体で考え
た時を想定して本当に今、必要な事は何かを常に発見し、見直
し、実践していって欲しいです。

大きな一歩より、1人1人の一歩が大きな一歩に繋がる。と環境に
ついて1年中、日本各地を周り、地球の危機を伝え続けている環境
活動家の『谷口たかひさ』さんの言葉が多く方々の一歩を動かそと
しています。

より多くの人のアイディアを取り入れて、地球環境改善に取り組み
たい姿勢を見たいし、私達も協力したいです。

これから地球に残っていく若い世代に伝える事、環境改善について
協力的である団体や活動家と手を取り合って、新たなアイディアを
取り入れて問題に取り組んで頂きたいと思います。

2021/1/13 21:45 33 京都府 非常にそう感じる 他国に比べると意識が雲泥の差。
30年前は大多数の人が他の動物のお肉食べてたんだよ、って
言ったら子どもや若者が引く社会。

今の政権じゃ到底無理！
政権交代。環境省にはヴィーガンの官僚しかいるべきじゃない
し、環境分野の博士課程や修士課程学んだ人が大臣になるべき
だと思う。

おかしいですよね？ なぜ貴方が環境大臣出来るのですか？

2021/1/14 10:00 33 東京 感じる
原発を増やしたり、国外に負担をかけたりと自分たちの首をしめ
る結果になるのではと漠然とした不安を感じます

ローカルな営みを基本とし、ゆるく楽しく域外や海外とつな
がっていられるような状態でありたい
自分の行動が誰かの苦しみを生まない社会

日本の取り組みとして恥ずかしくない内容であってほしいと思
う

金銭的な取引に偏ったり、他国の人々や自然に負担をかけたり
しない方針をとってほしい
自国の未来も他国の未来も良くなるような選択をしてほしい

この投資に日本は胸をはれるのでしょうか よろしくお願いします

2021/1/13 17:36 34 広島県 非常にそう感じる やる気がない、という印象です。
みんなが気候変動について当たり前に意識して行動している社
会。

もっと早くに実現できるようにしたい、と思う。30年もかけて
いたら、間に合わないのではないかという危機感がある。

・電気の自然エネルギー化推進
・過剰包装の規制
・生分解性プラスチックの開発、使用の推進
・使い捨てプラスチックの禁止
・リサイクルできるプラスチックを確実にリサイクルする仕組
みの構築
・森林保全、植林
・畜産規制
・大豆ミートの流通支援

時代遅れです。未来を見据えて行動してほしい。

年配の方が多い政治の世界のなかで、とても大変なお仕事をされて
いる思います。
若者の代表として、環境問題に真剣に取り組んでほしいです。
経済の発展も、文化の発展も、なにもかも地球環境の安定なくして
はあり得ません。
今、気候変動に真剣に向き合わなくては、間に合わないのではない
かという危機感があります。
どうか、国民全体に危機感を抱いてもえるよう、気候変動への対策
が具体的なものになるよう、力を貸してください。
どうか、私たちと共に声をあげてもらえればと思います。よろしく
お願いいたします。

2021/1/12 13:37 35 大阪市 非常にそう感じる
意味不明ーー！！
利益最優先としか思えないです。

植物、動物に優しい地球
自然最優先！！！！

遅いんじゃなうかなぁ、、、

工業畜産をなくしていってほしいです。
動物を食べると、新しいウイルスが出てくる危険性、、、地球
温暖化を進める原因、もっと早くメディアでたくさん取り上げ
てほしいです。
あと、食べるなら、スーパーに並ぶまでの背景も知るべきだと
思うので、意識を変えるような呼びかけみたいな事を求めま
す！！！！

何がしたいのでしょうか。
パフォーマンスではなく、本当に本当にどうしたらいいのか！？利
益じゃなく、本質的な部分をしっかり見てほしいです。

2021/1/12 18:47 35 静岡県 感じる 世界各国と比べて、かなり出遅れている。
日本製の電気自動車が日本中のみならず、世界各国で走ってい
る社会

意義があることだと感じる。 海上風力発電の普及に向けた補助金

原則、石炭火力発電事業への融資は行わないとしていた銀行に
は説明責任を果たしてほしいです。このような企業の融資方針
の沿わない決定がなされると、私たちがお金を預ける先や株式
投資を行う先を選びようがないため、環境保護に積極的な企業
にお金が集まらず脱炭素が遅れます。環境保護に積極的な企業
を選ぶ客観的な指標が普及して、環境教育が活発になれば、ダ
イベストメントへの理解が深まり、脱炭素が加速していくと思
います。

日本は広大な海に囲まれているため、海上風力発電に適していま
す。

2021/1/13 2:21 35 アメリカ合衆国 非常にそう感じる
世界中から遅れをとっていて恥ずかしいです。先進国でありCO2

排出国世界５位の私たちはもっと革新的な対策を取らないといけ
ません。

本当の意味で環境や他の生物と寄り添って生きている社会
具体策を提示するべき。50年までにでは遅い可能性がある。原
発はクリーンエネルギーではない。

石炭火力発電、原発の即刻停止。海外輸出、融資もなし。出来
ないのであれば炭素税で化石燃料の電力会社には正当な課税。

2050年の炭素ゼロ宣言と矛盾します。自分たちさえ潤えば良い
と言う汚い考え方をやめてください。気候変動は世界の問題
で、世界中で化石燃料を燃やすのをやめなくていけません。

そろそろ本気でカッコいいところ見せてください。期待していま
す。

2021/1/14 10:09 35 東京都 非常にそう感じる
やる気がない。自分の身の回りの子供の未来を本当に考えてない
んだなと感じる。

SDGsな、社会！
そんなやる気のない顔と言い方で言われても…。
と同時に遅すぎると、危機感を持ちました。

エシカルで環境に配慮したものを販売・開発している会社への
助成金。

恥ずかしくないのか。
私たちはあなたの子供も含めて、
みんなの未来を守りたいのです。
地球と共存したいのです。

2021/1/12 20:03 36 東京 非常にそう感じる 最近は取り組みが野心的なものも出てきている すべての人権が守られる世界 遅い
政府や議会のダイバーシティとステークホルダーの多様化、コ
ミュニケーションの透明化

環境団体との連携で反対を頑張ってほしい 頼みます。

2021/1/14 5:23 36 オーストラリア 非常にそう感じる なんのために環境対策を行うのかを国民が理解できていない。
国民が自発的に環境問題について考え、環境に配慮している会
社、商品、人などが正当な評価をされる社会。

達成必須だと思います。 再エネ事業への投資。

カーボンニュートラルを宣言しておきながら、なぜ今新たな石
炭火力発電事業に投資しなければいけないのか、説明をしてい
ただきたいです。
自分なりに調べてみましたがこの矛盾が分かりません。

気候変動は、個人が小さなエコ活動をしてももう間に合わないと
思っています。それでも私は自分の意思として日頃の小さなことか
ら積み重ねていきますので、小泉大臣には世の中を大きく転換させ
る舵取りをしていただきたいです。本当に応援していますし、協力
します。よろしくお願い致します。

2021/1/14 11:25 36 埼玉県 非常にそう感じる 着実にできることをやっていると思います。期待しています。 カーボンゼロ、循環型社会、分散型エネルギー
確実に達成できるように、一般の人でも分かりやすいロード
マップがほしいです。

1.クールチョイスに再エネ電気の選択を入れて欲しいです。す
ぐにできます。全国にいるJCCCAの推進員まで伝わると思いま
す。
2.学校教育の「生活」など生きることを学ぶ中に環境教育を取
り入れて欲しいです。
3.製品の原料調達、製造〜廃棄までの低炭素化を促して欲しい
です。

ブラックアウトを避けるための安定電源として、高効率石炭発
電+CCUSを否定していません。
しかしながら化石燃料の使用は確実に減らしていき、地中熱や
小水力など含め全ての再生可能エネルギーをメインにカーボン
ゼロを実現する方向性を確認し、
あくまで石炭火力をつなぎのエネルギーとして位置づけた中で
海外事業への投資判断して欲しい。

原子力発電は次世代に負の遺産を残すので廃止願います。
日本のこの冬の電力逼迫状況を鑑みても、つなぎのエネルギーとして高効率石炭発電+CCUSを進め、
災害大国日本には、分散型エネルギーとして各地域の特性にあった再生可能エネルギーが必要です。
20年以上取り壊し予定のない建物にはソーラーパネルの設置を促す、
地中熱を活用しそもそも使うエネルギーを減らす、
そしてクールチョイスに再エネ電気の選択を入れ認知を上げるなど、

私たちにできることはまだまだ沢山あります。

私にも小泉大臣のように幼児の子どもがいますが、α世代以降が生きるのに辛い環境だけは何として
も避けなければなりません。

大臣へ一方的に要望を出すだけではなく、私たちY世代Z世代も再エネ電気への切り替えや省エネ家電
への買い替え、家の断熱など
脱炭素に向けて効果的な方法を率先して実践することが必要だと思い、普及活動をしています。

相互に意見を交わし合い、国は大きな所への働きかけ、私たちは実践していく、そうして少しでも将
来に明るい希望を持ちたいです。
時に私たちのアプローチは情熱的になりすぎるかもしれませんが、環境業界のリーダーとして小泉環
境大臣に期待しています。
多くの障壁があることと思いますが、共に頑張りますのでどうぞよろしくお願い致します。

2021/1/13 1:04 37 東京都 非常にそう感じる
ぬるすぎる。もっと危機感を持って欲しい。総理大臣が肉を食べ
てる時点で興醒め。プラントベースやヴィーガンを広めて下さ
い。

動物搾取のない社会。ヴィーガニズムが浸透した社会。
体よく言ってるだけのように聞こえる。本気なら肉を食べない
だろう。

畜産を撤廃し、畜産農家の転職を支援、生活保障する政策。 利権に負けるな！改革して下さい。
かわいいお子さんの未来のために、既得権益や習慣、文化、伝統等
に縛られず常に新しい視点を持って取り組んで頂きたい。

2021/1/14 9:39 37 東京都 非常にそう感じる 世界から遅れをとっていて恥ずかしい
市民が大企業や政府のやっている環境への対策や影響などをこ
こまで心配しなくてすむ社会

遅い、内容が曖昧、原発推進は論外
具体的かつ、安全な政策。グリーンエネルギー、社会に向けて
の新たな雇用の創生

なぜ事前に止められないのか？政府として国の方針に真逆の融
資であるのになぜなんの対応もしないのですか？？

自民党は日本で一番最低な政党だと思いますし大臣には幻滅するこ
とばかりですが、現環境大臣ということで応援せざるを得ない国民
の気持ちをご理解いただきたい。それくらい逼迫した状況なので
す。ゆくゆく総理を目指すための足掛かりでしょうがそれでもいい
のでちゃんとやってください。国民は一挙一動監視しています。
(あなたに総理になんてなってほしくはないですが…

2021/1/12 12:47 38 鹿児島県 非常にそう感じる 遅すぎる、意識が低すぎる
日本全部で、資源を大切にすることが当たり前の社会。リサイ
クル100%、ゴミを出さない社会

初めは嬉しかったが、実は原発を推進したかっただけかと恐ろ
しくなった。

分解できないものは作ったらダメという政策
鹿児島県大崎のゴミに対する政策を推す
分別等が難しい人、高齢者向けの政策（分別の仕事をする人を
高給に）
プラスチックを段階的禁止

これからの子どもにどんな社会を残そうと考えていますか。 どうか日本をかえていってください

2021/1/12 16:31 38 神奈川 非常にそう感じる
エネルギー部門、その他産業部門においてまだまだ具体的な施策
が全然足りておらず、まず認識の時点から世界に比べ相当遅れて
いると感じる。

税収の適正徴収（具体的には産業、特に環境負荷の高い事業へ
の徴税強化、法人税などの優遇廃止、軍事費削減、官房機密費
などの使途不明金の解消と削減）と適正分配（環境政策への振
り分けと同時に低所得者や福祉への再分配の強化）による社会
リソースの適正化を行い、再生エネルギー中心のエネルギー供
給転換によるCO2ゼロ、また農業部門はじめとしたその他産業
部門、生活インフラ整備によるGHGの最大限の削減、再野生化
によりCO2吸収源の確保、持続可能な食料政策（プラントベー
ス推進、畜産の廃止）を実現し、々の生持続可能な食料政策
（プラントベース推進、畜産の廃止）を実現し、活や福祉、利
便性は向上させつつ、GHGゼロを実現させたい。

世界に遅れをとったが、宣言しないよりはしたほうがよい。し
かし、世界の潮流はすでに「2050年では遅い」のであり、ここ
10年以内のドラスティックな施策が将来を分ける。前倒しで有
効な施策をもっと取るべき。

各種金融業に対し、GHG排出企業への投資を規制する。適正な太陽光発電導入へのインセン
ティブと規制（太陽光導入については利潤ありきの環境破壊的導入をこれまで許し、環境アセス
メントや安全基準が十分と言えない。森林などCO2貯留源を切り倒しメガソーラーにする乱開発

は環境影響からも、またこれから気候変動により甚大化する災害対策としても好ましい状態では
ない。トータルで国土のどの部分をどう利用するのが環境保護に資するのかを調査研究評価する
事にもっと予算をかけ取り組むべき。消費地に近い都市部、市外部でのソーラー導入も選択肢を
増やすべき。風力もしかりであり、さらなる導入は必須だが環境破壊を防ぐ努力も最大限セット
で行う）。輸送部門のガソリン使用規制、企業への課税（炭素税的なもの）、省エネ産業、環境
負荷の低い技術開発、普及へのインセンティブ。住宅部門では速やかに断熱効率化住宅助成を拡
充し、都市計画に緑地、自転車や公共交通機関利用中心の交通インフラ、都市型ソーラーなどを
盛り込み、再開発地区から逐次導入する。（パリやアムステルダムなど海外の都市再開発モデル

を参考にするとよい）また、農業特に畜産部門のCO2,N2O排出の深刻さも重要課題であるた
め、代替肉産業などへの大幅助成と市民への啓発などを進め、脱畜産、プラントベース主体の食
生活への転換を行う。プラントベースについては人々の「おいしくない」「健康によくない」な

どの誤解に基づくマインドセットが大きな障壁になっているため、文化レベルでも健康面の正し
い情報拡散やレシピ啓発など取り組める余地が非常に大きいと言える。今まで畜産漁業が商業的
にプロモーションを行ってきたのと同量かそれ以上のプロモーションをかける必要がある。同時

に畜産業への優遇を廃止、産業転換には助成を行う。また、プラごみなど環境破壊的物質や食品
ロスなど廃棄部門での取り組みも必要で、廃棄物の外国押し付けをやめ、国内で循環型モデルを

作り、４Rの徹底と製造者排出責任の強化、規制強化、市民への廃棄物削減意識強化の啓発も強
く行う。いずれにしても、グローバルサウスの植民地的利用をやめ、適正取引にする、国産のエ
ネルギー・食料自給率の増加も必須の問題である。

ブンアン2石炭火力発電は環境負荷的には最も悪い事業モデル
で、これを今、発展途上国（という言い方も失礼だが）に売り
つけるのは負債を抱えさせ環境悪化を引き起こす詐欺的事業で
あり、決して支援になりえない。小泉大臣はこの件について石
炭火力輸出4要件への違反を指摘し批判を行っており、当然問題
は認識されていると思う。例外を認めず、今すぐ見直しを行い
廃止させていただきたい。「よくない事だかもう決まってし
まったので」と是正が行われない日本の悪い政治の流れをぜひ
断ち切って、世界に本気を見せてほしい。

本当にこのままでは未来がないという危機感を持って取り組んでい
ただきたい。気候変動の放置は、災害甚大化、多生物絶滅により作
物など根本的なリソースを失い食料安全保障へ重大な危機をもたら
し、居住区を失う人々が大量に発生し、パンデミックの頻発や高温
化による衛生環境悪化、伝染病媒介昆虫などの増加で公衆衛生上の
危機も高まる。近年科学者たちより、従来の影響見積もりよりさら
に深刻になるだろうとの予想が各部門で次々発表されている。不可
逆的転換点と予想されている2030年（これはもうすでに遅いとい
う説も高まっている）に向け、一年一年が非常に重要で、もう
「やってる雰囲気を出して実際には何も進んでない」ような状態で
は間に合わない。私たちの子供や孫の世代に私たちが享受したよう
な幸福は望めない社会を作らない為に、すでに危機の中にいる、有
事のリーダーであるという自覚を持って有効な施策を迅速に行って
ください。どうぞよろしくお願いいたします。

2021/1/12 19:44 38 東京 非常にそう感じる 経済成長優先の政策、持続可能な政策とは思えない。
脱成長、地産地消で循環する社会、未来を担う若者、女性、マ
イノリティがバランスよく在籍する議会、

具体策を国民に広く示してない。
経済優先な印象

再生エネルギー中心の社会を国を挙げて今すぐ強く進めてほし
い。
利権争いを無くしてほしい。

今すぐ融資している銀行に停止の勧告すべき。

国民の声を理解し、自らリサーチし、実行するのが民主主義の政治
家だと思ってます。本質的な意味を忘れないでください。
若者達が、大事な時間を割いて、さまざまな分野でのコミュニティ
を作り、次の世代への良い社会づくりと地球のために必死でアク
ションしています。その努力を無駄にしないでください。

2021/1/12 14:20 39 アメリカ合衆国 非常にそう感じる 目標を掲げたり、宣言するばかりで行動が伴っていない印象。 今の子供達が未来に希望がもてる社会。
宣言するのはいいのだが、言っていることと実際やっているこ
とが違いすぎて不安になる。

カーボンフットプリントの開示を求めるなど、企業に変革を促
してほしい。

石炭火力発電を輸出することに伴うリスクについてはどうお考
えですか?そして菅首相が脱炭素社会実現を宣言をしたばかりで
すが、そことの整合性はどう説明なされますか? 政府を信用し
たくても、それが難しくなってきているのが現状だと思いま
す。

個人の努力で出来る気候変動対策には限界があり、問題は解決はで
きません。企業や政治、社会の仕組みを変えていっていください。
将来一番被害を被るのは、この問題が深刻化した地球で生きなけれ
ばならない私達の子供世代です。子供達気持ちになって考えてみて
ください。

2021/1/12 21:17 39 東京 非常にそう感じる 世界から遅れている 動物にも環境にもやさしい社会 言ってるだけ

環境汚染には色んな理由があるが、大気汚染には畜産が大きく
関わっている。環境面もだが健康面でも、畜産(肉)と添加物だ
らけの日本の食のシステムを変え、体にも環境にもやさしいプ
ラントベースの食事を取るように変えていく姿勢が欲しい。
ヨーロッパを見習って欲しい。

環境を破壊する畜産業にメスを入れて欲しい。



2021/1/13 11:43 39 東京 非常にそう感じる

経済活動において、石炭火力発電とガソリン車を制限するのは簡
単なことではないことは理解しているが、金銭価値が変わりつつ
ある今だからこそ今までの慣例を抜本的に見つめ直し、先進国で
ある日本がGDPや財源の見直しなどから、経済活動とのバランス
を見直せるといいと感じる。

未来の地球人が安心して暮らせる社会。
経済活動（お金）だけが価値基準ではなく、幸せの再定義がさ
れている社会。
民族や宗教、文化を超えて、地球人として共に生きる社会。
まずは日本からもっと化学者を輩出していけるといい。（世界
情勢に無知）

経済活動において、石炭火力発電とガソリン車を制限するのは簡単
なことではないことは理解しているが、金銭価値が変わりつつある
今だからこそ今までの慣例を抜本的に見つめ直し、先進国である日
本がGDPや財源の見直しなどから、経済活動とのバランスを見直
せるといいと感じる。

2021/1/12 12:27 40 香川県 非常にそう感じる
遅々として進まない。熱心な市民団体、自治体、個人が動いてく
れているけど、国としての決定が全くされてないと感じる。危機
感が無さすぎる。

SDGsにある様々なポイントを達成に近い社会にさせたい。暮
らしと人権、アニマルライツ、自然環境を守るための経済に転
換させたい。

表向きの宣言にしか聞こえない。まずは2025年、そして2030年
の目標、道筋が必要。具体的決定や動きがない。

原発の廃炉を決める。自然エネルギーに転換させる。ガソリン
車の販売を禁止する、その道筋を明確にする。E Uなどは
2025、2030年を目処にしている。

国として、石炭火力発電への投融資には反対するとの立場を明
確に発信して下さい。メガバンクに対してだけでなく、世界に
対しても発信してください。気候危機を憂う多くの国々の人が
注目しています。これは裏切り行為だし、何もしないことは裏
切りに加担するのと同じです。

日本の環境政策に期待しています！100年前までの日本は環境負荷
の極めて少ない、エシカルでサスティナブルな社会を築いていまし
た。全てが良かったわけではないと思うけれど、日本の知恵は国際
社会に大変役立つはずです。応援しています！私も出来ることを周
りの人たちと頑張りたいと思っています。

2021/1/12 13:58 40 東京都 非常にそう感じる
小泉さんが環境大臣になって、ようやく日本の環境政策は後退を
やめて前を向き始めたと感じています。

人類が地球と共存し、貧富の格差無く、精神的に豊かな暮らし
ができる社会

ようやく一歩前進できたと思いますが、宣言で終わってしまっ
たら周回遅れの環境後進国日本から脱却できないので、脱炭素
ドミノの中身がとても重要だと思っています。

NDCは、最低でも2030年までに2010年比半減とすること、そ
してそれを実現するための具体策を小泉大臣の在任中、つまり
衆院総選挙までにしっかり決めてほしい。

将来的に座礁資産になることがわかっている案件にもかかわら
ず、政府系金融機関がリスクファイナンスを出すから、民間銀
行が上澄みのシニアポジションを取りにいく構図が改まらな
い。税金を負担している国民として、強い憤りを感じていま
す。
この案件は、脱炭素宣言の建前の裏側にある日本政府の本音が
透けて見える、そんな印象をマーケットに与えています。
日本政府のスタンスが中途半端なために、新たな座礁資産を生
み出して、財政面でも環境面でも日本や世界中の将来世代に負
の遺産を残すことになってしまいます。
石炭火力の輸出方針の議論が始まった去年の初夏と今とではま
た世界の状況が変わっていると思います。今年はIPCCの第6次
評価報告書第1作業部会報告書も初夏には出てきてCOP26に向
けて更に脱炭素の流れが加速しますよね。
今回、若者が勇気を出して声を上げました。
小泉さんがいつも記者会見で仰っているように、最新の状況に
照らしてどうあるべきかを改めて検討くださると信じていま
す。

脱炭素ドミノもカーボンプライシングもこれから数々の困難が伴う
と思いますが、小泉大臣ならやってくださると思っていますし、一
緒に実現したいと思います。多くを期待してすみません。頑張って
ください。私も頑張ります。

2021/1/12 14:51 40 東京都 非常にそう感じる 遅れている。 CO2ゼロ社会 具体的にどんどん進めて欲しい 地方自治体への働きかけ
撤退をお願いします。

人類危機です。時間がありません。
メディアにも訴えて下さい。

2021/1/12 17:31 40 徳島県 非常にそう感じる ごまかし、まやかし、裏切り、えこひいき

数百年後にはどんな思想でも受け入れられる中で個々人が幸せ
を存分に享受できる環境を提供できる社会を理想とする。その
社会に必要なことは「ポテンシャルを活かす教育」「超高福祉
国家」「経済と環境の調整」「超軍事力」「人口の減少」とし
ます。30年で実現できるいくつかの方法としては「怠惰な議論
と無責任な成長」が現在の延長線上であり最も現実的な手段で
す。続いて「権力の打倒と革命」「外圧による強制変革」「自
然環境の変化」などのチャンスがどれだけ訪れるかがポイント
だと思います。

おぞましい
「2050年カーボンニュートラル」の撤廃。環境負荷低減、経済
衰退をゴールとした新しい国家の形成。

ブンアン2石炭火力発電事業へ投融資することで気候への負荷は
高まりますか？
高まる→投融資する目的は何でしょうか？
高まらない→具体的な根拠はどのようなものでしょうか？

「信言は美ならず 美言は信ならず」

2021/1/12 11:48 41 東京都 非常にそう感じる
徐々に政策は始めているものの、消費者・国民に届いてこない。
速度も遅く、世界のスタンダードからもかなり遅れを取っている
印象。危機感を持っていない印象。

持続可能な社会を実現したい。地球資源を次世代へ残し、でき
れば再生をしていきたい。
これからの世代、子供達に「やるべきことをやったよ」と言え
るようにしたい。

宣言は素晴らしいと思います。宣言した菅首相はまだ地球温暖
化の大きな要因ともなっている肉食（ステーキ会食）などをし
ているとお聞きしました。もし、すでに改善されていたら謝り
ますが、やはり指揮をとる人がまずは正しい知識と模範となる
行動を示してもらいと思います。私も以前は、食べるものをは
じめ、生活習慣の多くものが地球環境に与えるインパクトを知
りませんでした。共に学び、日本と地球を変えていけたらと思
います。

学校教育に環境問題、持続可能な社会へ向かう授業を組み込
む。
環境と健康のためにも、学校給食をプラントベースに変える。
学校だけではなく、テレビや新聞などでも、現実問題と改善
策、進展具合などを万人に日常的に伝えてほしい。
具体的に消費者がどのようなアクションを日常的にすれば良い
のかも明確な提言が欲しい。例えば、プラントベースへ、持続
可能な電力への移行やエコバッグなどの推奨。

地球の未来のために断固反対です。このような投融資は日本の
イメージや扱いまで悪影響となるので取りやめて欲しいです。

大きなムーブメントを起こせる大臣にはぜひ頑張って欲しいと思い
ます。
私も含めて、完璧な人はいないと思います。一人一人が日常の中
で、地球に優しい選択を増やし、その動きが増えて、大きくなるこ
とを願います。
１００年後、２００年後と環境が悪化ではなく、より良い環境に再
生されていくように（もちろん）大臣だけでなく、私を含めた一人
一人が共に学びながら歩んでいけたらと思います。よろしくお願い
いたします。

2021/1/12 16:18 41 東京都 非常にそう感じる
先進国では最低レベル。何かの国際会議で具体的に日本はどんな
環境政策を実施していますか？という質問に対して小泉大臣は答
えられなかったのが情けない。

貧困、環境汚染、海洋汚染等を今より半分に減らす。 世界への良いアピールだったと思う。是非実行してほしい。
プラスチック製品を段階的になくしていく制作案や、自家用車
の運転機会の削減など。

辞めてほしい。
名ばかりのポストではなくもっと自覚をもって役職に取り組んでほ
しい。

2021/1/13 14:58 41 非常にそう感じる 外国に比べて遅れすぎ意識低すぎ利権優先 原発ゼロ。産業推進よりも自然との共存社会
遅すぎる。そしてそのかわりな原子量発電推進するのやめてほ
しい

原発ゼロ 結局利権と金優先、口だけ、地球のこと考えてない

福島原発で出た汚染土を再利用するなど馬鹿げた事はやめてほし
い。補完に金がかかるのが原因。結局金か？福島原発を石棺で早く
覆って欲しい。福島の緊急事態宣言はいつ解除できるの？日本の未
来を担う子どもたちを殺す気なのか？

2021/1/13 9:58 42 埼玉県 非常にそう感じる もっと急速に進めてほしい とにかく子供達が未来に不安無く暮らせる社会 具体的な内容が興味を持ってる人にしか伝わってない 国民が自分事として考えられるような政策 期待しています！子供達の為に

2021/1/14 11:53 42 埼玉県 非常にそう感じる 世界と比べるとまだ遅れていると感じます。
再生可能エネルギー拡大と、使い捨てプラスチックが削減され
た社会を望みます。

口だけではなく、ぜひ実現を。
家屋や建物に太陽光パネルを設置する際の補助金を増やしてほ
しいと思います。その他、環境に配慮した上で、風力や地熱な
どのエネルギーも最大限に活用してほしい。

現在ベトナムでも再生可能エネルギーが拡大しているとのこと
で、事業という面でも失敗ではないかと感じます。

環境問題においてアジアをリードする日本になってほしいので、そ
の為の政策を期待しています。

2021/1/12 20:03 46 山口県 非常にそう感じる 時代遅れ 持続可能な社会の実現 口先だけ 再エネ推進 止めるべき

Cだけ減らせば地球温暖化が止められるわけではない、菅総理は原
発も推進するつもりらしいが、原発は海水温を上昇させる。この話
は数々ある問題のうちの一つでしかなく、大臣にはもっと勉強して
欲しい。(国際的な場で恥をかかぬように)

2021/1/12 23:33 47 徳島 非常にそう感じる 全く機能してない 適地でない再エネ開発の全廃。 具体的に方法を示して欲しい
各都道府県や、自治体との連携を持って、地域ごとの環境に合
わせた小規模エネルギー循環の開発と実施。

すぐに撤退して下さい。
もうこれから先は潔く環境のプロにお任せして、育児休暇をお取り
になるのはいかがですか？　奥様も喜ぶと思います。

2021/1/13 7:52 47 神奈川県 非常にそう感じる

2050年を目標にということで政策をとっていると思うが、全く歯
止めが効かないこの状況で、2050年までに色々滅びてしまうので
はないかという危機感がある。そんなに先延ばしにしないで、早
急に大きな変革を始めなくては到底間に合わない状態であること
を、どの程度大臣が分かっていらっしゃるのか知りたい。

子どもに胸を張って残せる地球を目指して、世界中が、便利を
追求するだけの今の経済社会から、地球環境を真に考えて協力
していく体制を作る。

2050年なんて呑気なこと言ってないで、もっと早くどうにかし
てほしい。このままでは2030年までには気温の上昇により生物
は生きられなくなるといういわば地球がもたないと言われてい
るのをご存知か。

森林を守る人を育てる政策、プラスティック製品を作らない政
策、自然電力に全てを切り替える政策、ダムの廃止、などやっ
てもらいたいことは山ほどある

ふざけるな！

名ばかりではなくしっかり環境のことを考えて仕事をして欲しい。
私ならあなたを選ばなかったと思うが、こういう名前を与えられて
仕事を与えられているのだからしっかり働いて結果を出してほし
い。

2021/1/12 15:34 50 埼玉県 非常にそう感じる

As for the policy on plastic containers, it seems not enough. Japan 

is an island country, in which lots of people are making their living 

by oceans. However, plastic polution of the oceans are critical now. 

Please stop overwrapping by plastic, and encourage citizens to be 

more aware of eco bags and paper wrapping. Do it now, before it is 

too late.

A society with more greenery, more varieties of lives and more 

respect toward all livingthings.

We need to know the practical strategies about how to realize it , 

not slogans.

Make more citizens to join the movement by the support and 

understanding from government.

Before making decisions, Please think it carefully for the next 

generations. They are our future.

2021/1/13 13:33 50 神奈川県 非常にそう感じる どれ程の税金をどんな環境政策に使っているか分からない。
毎年の異常気象で日本だけでなく、世界中に被災者が増え続け
るにを心配しなくて良い世界。。

具体的な政策が伝わってこない。私たちの生活も変えなければ
ならない事があるはずなのに、何を求められているか何をすべ
きか分からない。

年度単位でどのような計画があり、私たち市民はどのように協
力していくべきか教えてほしい。地球や私たちの子供達、その
子供達の未来だから。

なぜこの投融資が必要なのか教えてほしい。納得できる説明
を。地球や子供達の未来の為のものだと実感したい。

地球の未来の為に透明性のある政策と市民の声を聞き続ける姿勢
を。環境政策は政府だけで実現できない。原子力政策についてもぜ
ひ見解をおうかがいしたいです。

2021/1/12 14:27 52 兵庫県 非常にそう感じる

カーボンニュートラルが2050では遅い！
2030を目指すくらいにしないと、企業が動かない。
かといって、絶対原子力発電に頼らないでください。
時代遅れです。
地熱発電も視野に入れてほしい。

原子力発電に頼らない、持続可能な再生可能エネルギーが普通
になる。
各企業や、各家庭で太陽光発電し蓄電して、自家消費できる企
業や家を増やす。
大量生産大量消費の考えをやめて、必要な分を生産、消費でき
る社会にする。便利な生活ではなく、必要なものを予約して消
費する社会に。

先すぎる。
2030を目指すべき。

企業に対して自家発電を促す。
家庭での自家発電を促す。

時代遅れな投資は、大きな損失となります。

政治家が、原発被害者や、水害被害者を自分ごととして捉えない
と、いつまでも、被害者の気持ちと被害を避けるための政策は行わ
れない。自分や家族が被害にあわないために、どうしたらいいのか
を想像する力を持ってほしい。自分達だけ裕福で安全な場所にいる
ようでは、なにもいいアイデアなど浮かぶはずはない。政治家な
ら、国民のことを自分ごとに考えてほしい。
いろいろな立場はあるだろうが、金持ちの収入が減るよりも、生活
困窮者が普通の暮らしができるような対策をするほうが、日本が良
くなるはず。その判断を間違えずにいたら、どう判断すべきかが自
ずとできる。

2021/1/12 15:43 52 宮崎県 非常にそう感じる
風力発電を進めていますが、日本の気候に合わない。まさか、失
敗前提で原発を動かす理由にするつもりでは。

全てのエネルギーが再生可能エネルギーになり、地産地消が当
たり前の動物にも優しい社会。

もっと具体的に示してほしい。プロセスもわからない。
自動車はもちろん、航空会社は2社に絞り、フライト本数をコロ
ナ前の40%を上限とする。飛行機は高価な乗り物にしなくては
いけない。

自国ではなく地球で考えなくてはいけない。
日本が一緒に石炭火力を動かすことになる。

環境問題の解決に向けてやると信じます。もしかしたら命懸けの仕
事にかもしれません。負けないでください。

2021/1/14 7:24 55 神奈川 非常にそう感じる 不充分過ぎる 最低でも現在のヨーロッパ環境先進国レベル 宣言したことだけは評価します。
環境政策は遅れているので、「今出来る対策」ではなく、「あ
らゆる対策」を！

間違っている

環境先進国が、何年も前から実現している政策は、最低でも実行で
きるはずです。日本もバックキャスティングしてほしいです。
世界にも向けて、追随するのではなく前を走ってほしいです。
ご自分のお子様の顔を見て行動してほしいです。

2021/1/12 22:02 57 愛知県 非常にそう感じる 何もしていない 持続可能な社会 本気で言っているようには聞こえなかったやる気はない リチウム電池開発支援と太陽光発電開発 中止 本気でやらないと日本は滅ぶ

2021/1/12 18:36 58 埼玉県 非常にそう感じる 経済優先で危機感を持っていない印象 プラスチックのない、空や土や海や川や森のきれいな日本 宣言したのみで、具体性に欠けている
火力発電と原発の即時中止と、全てのプラスチックの使用を規
制

今すぐ止めてください 私達の声を受け止め、未来に希望を持たせてください

2021/1/12 23:42 58 愛知県 非常にそう感じる
気候変動に対する認識が甘く大きなビジネスチャンスを逃してい
る

自然環境のもと誰もがゆとりを持って豊かな生活ができる 実現するために具体的なロードマップを示して欲しい

再生エネルギー推進として、ex.個別住宅を間借りし太陽光パネ
ル設置や蓄電池設置、燃料電池設置などからエネルギーを得て
電力会社に再生可能エネルギー由来の電力として売る（電力の
地産地消）。日本は世界で３番目の火山国でこれを利用しない
手はないと思います。国定公園法や国立公園法の景観に配慮し
て、アイスランドのように地熱発電所を設置する。（日本の技
術が使われていると聞いた記憶があります）

石炭火力発電事業は、カーボンニュートラルから逆行するもの
です。近年の夏の暑さは、外出するにもいのちの危険が伴うよ
うな異常なものです。子どもたちの未来のために気候変動を憂
いカーボンニュートラルを推し進める環境大臣として大きな役
割を果たす時です。その一歩として、ブンアン2石炭火力発電事
業への投融資に対する明確なメッセージの表明に期待していま
す。

環境大臣として、気候変動の現状を記者会見などで説明し、その具
体的解決策やロードマップを示してください。解決策として、新た
なビジネス創出や雇用の創出が考えられます。また、クリーンエネ
ルギーをベースロード電源とすることにも繋がりますので、多くの
市民やなんと言っても世界から支持が得られると思います。国家規
模の大転換を環境大臣として取り組むことができる巡りあわせは、
流石サラブレッド、持ってますね。

2021/1/12 18:36 59 愛媛県 非常にそう感じる 廻り道ばかりでストレートな政策がない。 押し寄せてくるだろう気候難民と共に生きる社会
炭素予算に基づく目標ではないため、中身がまだ分からない提
案。日本政府が1.5℃安定化目標を共有しているのかしていない
のか？を明確にしてほしい。

英仏などにならって直接民主制の気候市民会議を日本でも開催
して、その合意事項を権威にして政策を実行すること。

投融資は未来のコースを決めてしまうものであるため、いち早
く舵を切る行動がもっとも必要なジャンルです。

2018年のIPCC1.5℃特別レポートの中身を元に方針を立ててくださ
い。そして若者の抱く危機感をバネにして、大きなオーバーシュー
トをする経路は用いないことを一旦決めれば、それだけで自然と
CCUSを中心に議論をしようという経産省の意向は排除できます。

2021/1/12 17:26 66 東京都 非常にそう感じる 省庁毎 バラバラ 、利害関係優先
日本の元風景(美しい里山、豊かな四季、綺麗な湖水、海)復
活、地球規模の平等、穏やかな気候(気候温暖化防止)

具体的施策が？
具体的施策(タイムスケジュール含む)、技術開発予算確保、省
庁を横断した組織の設立

石炭火力発電はNG 投融資の即時停止
代替エネルギーの検討

省庁の壁を セクシーにぶっ壊す
我が国のカーボンニュートラルを強力に推進願います


