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1.Fridays For Futureとは

https://fridaysforfuture.jp/about-us

• 仙台の若者を中心に、気候変動・環境問題に
取り組んでいる

• 「気候正義」の実現を目指す

•Fridays For Future はスウェーデンのグレ タ
・トゥーンベリが2018年8月に行った「気候
のための学校ストライキ」がスタート

https://fridaysforfuture.jp/about-us


・金曜アクション＠仙台駅西口ペデストリアンデッキ



2.地球温暖化、気候変動の実態



出典：気象庁|世界の年平均気温(jma.go.jp) 出典：使える素材集検索／一覧| JCCCA 全国地球温暖化防止活動推進センター

2020年、世界の平均気温は産業革命前に比べ約1.2度上昇

原因は人間の経済活動が出す二酸化炭素、メタンなどの温室
効果ガス

http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_wld.html
https://www.jccca.org/oyakudachi/download-list


具体的な影響（1）気温上昇、熱波

‣2003年のヨーロッパを襲った熱波…1日で2000人が絶命。フランスだけで
1万4千人、大陸全体で3万5千人の死者

‣インド 2015年、熱波による死者が2005人。

‣ パキスタン 2015年、熱波による死者が1229人。熱中症や脱水症で計8

万人近くが治療を受ける。

‣ フランス 2019年 観測史上初の気温45度超え（45.9℃）、二度の熱
波で1500人の死者、猛暑を受けて原子炉が停止

‣ オランダ 2019年、7月22～27日の週だけで2964人の死者

‣ インド 気温が50℃を超える。

〇1980年以降、強烈な熱波の発生は50倍になっており、

今後も増えていく。



日本においても…

‣日本の平均気温は過去100年で1.3度上昇

‣真夏日（30度以上）、猛暑日（35度以上）が増
加

‣2010年には5万人を超える熱中症患者、1700人
以上の死者

‣ 2018年、92710人の熱中症による救急搬送、
1500人以上の死者



‣ 2018年 7月、 7月の歴代最高気温が埼玉県熊谷で更
新

（41.1℃）

‣ 2018年 8月、 8月の歴代最高気温が岐阜県美濃で更
新

（41.0℃）

‣ 2018年10月、10月の歴代最高気温が新潟県三条で更
新

（36.0℃）

‣ 2018年12月、12月の歴代最高気温が沖縄の宮古島で更
新

（29.8℃）



(2)自然災害の日常化

頻発する台風・豪雨

・日本だけでも…

‐2019年台風19号（ハギビス）、77名の死者。
120万人に避難指示。

‐令和2年7月豪雨。死者60人超、136万人に避
難指示。「50年に一度」の規模。

インフォビジュアル研究所（2020、太田出版）『図解でわかる
14歳から知る気候変動』p47



https://www.afpbb.com/articles/-/3249560

http://www.afpbb.com/articles/-/3249560
http://www.afpbb.com/articles/-/3249560
http://www.afpbb.com/articles/-/3249560


https://www.afpbb.com/articles/-/3249560?pid=21747130

http://www.afpbb.com/articles/-/3249560?pid=21747130
http://www.afpbb.com/articles/-/3249560?pid=21747130
http://www.afpbb.com/articles/-/3249560?pid=21747130


2017年夏
・カリフォルニア州で山火事が9000件発生。4000平方キロメートル以上が灰に。

・グリーンランドの山火事発生件数は2014年の10倍以上

・南アジアでは洪水が頻発し、4500万人以上が家を失う。

2018年夏
・強烈な熱波…ロサンゼルス42℃、パキスタン50℃、アルジェ
リア51℃。

・台風22号がフィリピンと香港に上陸。100人近い死者と10億ド
ルの被害。

・ノースカロライナ州にハリケーン・フローレンスが上陸。50 
人以上の死者と170億ドルの被害。



https://petokoto.com/articles/1161



3）飢餓
・干ばつ、地下水の枯渇など
による生産量の減少。

・2度上昇…地中海地域とイ
ンドの大半は窮地（デイビッド・ウォレ
ス・ウェルズ（2020））

・世界で8億人は栄養不良、
うち1億人は気候変動が原因。

・2017年春、ソマリア、南ス
ーダン、ナイジェリア、イエ
メンの4か国で同時飢餓が発
生し、年内の死者が2000万に
なると国連が警告。



4)水不足
・地球上の水の0.007％が70億
人の命を支えている。

・干ばつ、湖の干上がり、地
下水の枯渇、氷河の消失など
で不足。

・インドでは毎年20万人が水
不足や水汚染で命を落として
いる。

デイビッド・ウォレス・ウェルズ（2020））



5)感染症

・温暖化により蚊が生息域を拡げる
とマラリア、デング熱、日本脳炎な
どが拡大する恐れがある。

・2018年のマラリアによる死者は約
40万人。うち5歳未満は約26万人。
93％がアフリカでの発症。



6)「気候難民」
・2008年以降2200万人に達する。

・2050年までに1億4300万人に
達するとの世界銀行の予測も

→2050年には世界人口の68％が
都市に住むと予想。

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/01/unhcr.php

http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/01/unhcr.php
http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/01/unhcr.php


3.地球環境の現状について



「1.5℃の地球温暖化」

•2040年前後には1.5℃に達して
しまう。

•→気候変動による悪影響のリ
スクは1.5℃温暖化すると顕著
に大きくなる。（1℃の上昇で
もすでに被害が広がる中、気
候変動対策がより差し迫った
ものであることが警告さ
れ た。）



「2030年までに全世界

の二酸化炭素排出量を
2010年の排出量と比べ
て45%削減し、2050 年

頃に排出ゼロにするこ
と」2018 年 IPCC



ティッピングポイント（臨界点）
・自然環境の回復力は一定以上の負荷

がかかると、その回復力が失われ、不
可逆的かつ破滅的変化を引き起こす可
能性がある。その閾値（いきち）。

・世界銀行は2012年の報告書
「地球の気温上昇が2℃に近づ

き、それを超えれば、ティッ
ピングポイントを超える非直
線的な要素を生じさせる恐れ
がある」

気候変動対策が不可能にな
ってしまう…
それでもIPCCの報告書は考
慮していない。



プラネタリーバウンダリー

・ティッピングポイントの閾値を9領
域で定量化し、人類の安定的な生存
に向けた限界点を確定させたもの。J. 
ロックストームによる。

・SDGsにも大きな影響を与えている。
目標値となっている。



地球が吸収する二酸化炭素→
まだ地球の回復力は働いてい
る

（フィードバックプロセスは
環境への影響を減らす「負」
に働いている。）
→「正」になるとまずい。



氷床の融解
・通常の夏は氷床の表面は太陽熱の85％
を宇宙に反射する。

・2012年7月、4日間にわたる高気圧でグ
リーンランドの氷床全体の97％の表面が
ぬかるみとなる。50％以上の熱を吸収

・「クーラー」から「ヒーター」に…

→2週間で300EJのエネルギーを放出。
（全世界の年間エネルギー消費量は
600EJ）

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/news/14/6445/



森林の火災、山火事

・熱帯雨林は林冠により湿度と降雨を
自己生成する。（「負」のフィードバ
ック）

・湿気、降雨がなくなると、乾燥を作
り出すようになってしまう。

・アマゾン、オーストラリアで大規模
な火災が起きている。



サンゴの白化

・サンゴは「海の熱帯雨林」
と呼ばれ、海の多様な生態系
を守っている。

・二酸化炭素を「固定」し濃
度をコントロールしている。



生物多様性の喪失
・平均絶滅率の1000倍に達している。(年間100 
万種あたり0.1～1が平均値。人新生以降年間100 
万種あたり100以上）

・食物連鎖全体のバランスが崩れると転換点へ
の引き金がひかれ、生態系が突然別の状態にな
る。

→現在のペースで生態系を失い続けると今世紀
末に地球規模の転換点を迎えるとの分析も…
（カルフォルニア大学アンソニー・バーノスキ
ー



気候変動の被害は平等に降りかからない

・途上国、貧困層…

・地方、女性、障害者、移民、
未来世代…
甚大な被害をうけやすい

出典：気候正義とは| FoE Japan

世界の中で裕福な10％が個人消
費による温室効果ガスの約半分
を排出している
温室効果ガス排出量トップ10の
国だけで、世界の排出量の7割に
相当
100の企業が世界の温室効果ガス
の約71％

https://www.foejapan.org/climate/about/climatejustice.html


ホットハウス・アース（温室と化した地球）

ロックストローム「今は我々人間がコ
ントロールを握っているが、気温上昇
が2℃を超えた段階で地球のシステム
は友人から敵に変わる。人類の運命は、
均衡を乱した地球のシステムに完全に
委ねられる」



4. Fridays For Future Sendaiの取り組み



仙台パワーステーション

・2014年建設、2017年1月稼働開始

・年間67.2万トンのCO2を排出

＝19.3万世帯が排出するCO2に相当

→仙台市の世帯数が50.3万世帯。26%分の
CO2を排出することになる。

・石炭火力発電の中でも古い技術である
「亜臨界圧」という方式



近隣住民、生態系への影響

●健康リスク
多賀城市人口10万人あたり2.16人の早期死亡が推測される。

●生態系へのリスク
干潟を含む48haが国指定海浜鳥獣保護区蒲生特別保護地

区

仙台PSの煙突から排出されるばい煙には水銀などの有害

物質が含まれている





H.I.Sが宮城県角田市にパーム油発電所を建設・稼働

2019年8月から建設開始
2021年1月から本格稼働開始

・日本最大規模（年間約7万トンを燃やす）
…日本でのパーム油消費の約10%を占める
…3000ヘクタール（東京ドーム約600個分）もの

熱帯林の樹木を全て伐採

・二酸化炭素の排出…アブラヤシの栽培、加工、

輸送（燃焼による排出は含まない数値）によっ
て天然ガスによる発電とほぼ同量

・生物多様性の破壊

・生産地の住民の搾取
…児童労働、過酷な労働



反対の動きとH.I.Sの姿勢

環境団体らの声明、

日本・海外から約20万筆の署名

→HISは無視

受け取り拒否などの対応



SDGsを標ぼうするH.I.S.



要望書の提出

●

● （１）宮城県角田市に建設中のパーム油発電所を撤退してください。

● FIT制度で定める再エネ発電事業者への事業計画ガイドラインに沿い、

その他の法令や条例を遵守して事業を進めて参ります。 （２）本

件に関して、私たちとの面談の場を設定してください。

当事業とは関係のない旅行事業に対し営業の妨げとなる宣伝活動が計画され

ているほか、事実とは異なる内容や断片的に事象を切り抜いた情報を公に吹聴され

ている現状がございますため、面会はご遠慮させていただければと思います。
（３）健康被害の実態調査を行ってください。 周辺地

域に影響が及ばないよう設備対応を講じております。また、調査会社による環境調

査を行い、地域住民の皆様に説明会を実施しております。



私たちの取り組み ・要請書の提出
・現地での抗議アクション

＋支店前での抗議アクション



私たちの取り組み



川が濁ったことが問題に
なった岩手県遠野市

出典：読売新聞オンライ
ン2021.02.21
https://www.yomiuri.co.jp/pluralph
oto/20210221-OYT1I50016/

メガソーラーとは
出力1MW以上の大規模太陽光発電

2020年11月時点で稼働中のもので全国に
338基、45都道府県にある

計画段階で、日本最大規模となる長崎県宇久島のメガソーラー計画。
出典：NetIBNews 2019.04.04
https://www.data-max.co.jp/article/28017

大雨のあとに崩落した埼玉県日高市出典：東洋経済オンライン2021.02.16
https://toyokeizai.net/articles/-/409507

https://www.yomiuri.co.jp/pluralphoto/20210221-OYT1I50016/
https://www.yomiuri.co.jp/pluralphoto/20210221-OYT1I50016/
https://www.data-max.co.jp/article/28017
https://toyokeizai.net/articles/-/409507


まるもりまち こうや

宮城県丸森町耕野地区丸森町は宮城県の南端に位置し、南西は福島

県と隣接している。

豊かな阿武隈川を囲む 美しい自然と歴史の町

耕野地区： 世帯数 238世帯 人口 592人

(2021年2月末現在)

出典：丸森町HP 出典：丸森町観光案内所HP http://marumori.jp/blog/2017101527272/

仙台市

http://www.town.marumori.miyagi.jp/
丸
outli
森
ne/index.html

町

http://marumori.jp/blog/2017101527272/
http://www.town.marumori.miyagi.jp/outline/index.html


メガソーラー計画の概要

仙南プロジェクト、丸森プロジェ
クト

東京ドーム25個分の森林伐採

約12万枚のパネルを敷き詰める

林地開発許可制度の4要件



問題点①土砂災害（災害の防止の観点から）
丸森町の土壌をなしている真砂土（まさど）は、保水力が高い一方、簡単に崩れてしまう。

台風19号の被害を考えれば、パネルが敷き詰められ、

より保水力が失われた時、土砂災害のリスクが高ま
るのは明らか。



問題点➁水害（水害の防止の観点から）

・阿武隈川の氾濫など、水害の多い町

・小規模な台風でも、道路の水没などが発生

・5つの調整池を建設予定。放流経路に問題あり

調整池のイメージ
出典：Wikipediahttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%8E%9F%E8%AA%BF%E6%95%B4%E6%B1%A0

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%8E%9F%E8%AA%BF%E6%95%B4%E6%B1%A0


問題点➁水害（水害の防止の観点から）

小さな自然の沢、30cm四方の側溝に、1秒間に数万トンの水が流れる危険性



問題点➂井戸の枯渇（水の確保の観点か
ら）
丸森町耕野地区はほぼ全戸が井戸で生活している

別のメガソーラーで井戸が枯れてしまったという住民の

方は

「困ったなんてもんじゃない」と話す

出典：htps://www.youtube.com/watch?v=-Bzc-87pWM8

https://www.youtube.com/watch?v=-Bzc-87pWM8


問題点➃CO2の吸収源である木を切る、山

の形を変える（環境保全の観点から）



署名活動を実施
宮城県に林地開発許可制度の厳格な運用を求める

←change.orgでの
ネット署名

署名を著名人に呼びかけ

ジャーナリスト堀潤さん
のYouTube配信に出演
3/3→

緊急学習会の実施 2/27
→

←街頭署名 3/6

住民の方々が地域で集
めた分と合わせて約
3600筆提出



FIT（固定価格買取制度）の問題点

福島第一原子力発電所の事故を受けて、2012年に誕生した、再
生可能エネルギー源を用いて発電された電気を、国が定める価
格で一定期間電気事業者が買い取ることを義務付ける制度

→再エネが「儲かるビジネス」に

→国民負担の増大や未稼働案件の増加、地域とのトラブルなど
の課題が浮き彫りになり、2017年法改正。
→特に規制のなかったメガソーラーについても、規制がかかる

しかし、パーム油や、本件のようなケースが国の優遇政策に対
象になり続けている。



問題を社会化する運動で、町や国会議員を動か
す。
4/14 丸森町に住民の方々と申し入れ

丸森町議会が「全会一致」で耕野地区の太陽

光施設建設反対の意見書を宮城県に提出する

ことに

3/11 Choose Life ProjectとPEACE BOAT共催オンライ

ン
企画にFFFSendaiメンバーが出演
→出演していた山﨑議員、岩渕議員が現地視察、

申し入れ、情報共有を経て国会で本件について質問

⇒国レベルでの議論へ
アセス逃れ、FITの内容について

経産省、環境省などが議論することに



Act now!

Fin


