
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概 要】 

１ 背景 

近年，世界中で異常気象が発生し，日本各地においても猛暑や豪雨による自然災害

が頻発するなど，気候変動の影響が顕在化しています。 

 

   2015年に合意されたパリ協定では「平均気温の上昇幅を 2℃未満とし，1.5℃に抑え

るよう努力する」との目標が国際的に広く共有されました。 

また，2018年に公表された IPCC（国連の気候変動に関する政府パネル）の特別報告

書では，この目標の達成には「気温上昇を 2℃よりリスクの低い 1.5℃に抑えるために

は，2050年までに二酸化炭素の実質排出量をゼロにすることが必要」とされています。 

  

  こうした状況を踏まえ，パリ協定の目標達成及び SDGs の推進を図るため，2050 年

の二酸化炭素排出実質ゼロを目指し，「気仙沼カーボンニュートラル」に取り組むもの

です。 

   

２ 気仙沼カーボンニュートラルの取り組み 

・地域新電力会社「気仙沼グリーンエナジー(株)」と連携し，再生可能エネルギーの

利用拡大と地産地消を推進 

・公共施設への再生可能エネルギー及び省エネ・高効率機器の積極的導入 

・家庭向け創エネ・省エネ・蓄エネ機器の導入支援 

・脱炭素を意識したライフスタイルへの転換促進 

・市有林及び私有林の管理や森林整備 など 

■ 本市では，第 116回市議会の令和 3年度の市政運営の取組方針において，「脱炭

素社会の構築に向け，2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目指す」ことを表

明しました。 
 

■ これにより，全国 227番目の“ゼロカーボンシティ”となりました。 

県内では，宮城県に次ぐ 2番目の表明自治体です。 
 

■ 小泉環境大臣から激励のメッセージを頂戴しましたので紹介します。 

 

※ゼロカーボンシティとは，小泉環境大臣の呼びかけに賛同し，2050年までに二酸

化炭素実質排出ゼロに取り組むことを表明した地方公共団体をいいます。 
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2050年二酸化炭素排出実質ゼロ表明について 





北海道 山形県 群馬県 茨城県 千葉県 富山県 長野県 滋賀県 岡山県 熊本県

　札幌市 　山形市 　太田市 　常陸大宮市 　千葉市 　魚津市 　松本市 　湖南市 　岡山市 　熊本市

　石狩市 　米沢市 　館林市 　那珂市 　銚子市 　南砺市 　上田市 京都府 　津山市 　菊池市

　ニセコ町 　東根市 　藤岡市 　筑西市 　木更津市 　立山町 　小諸市 　京都市 　玉野市 　宇土市

　古平町 　南陽市 　上野村 　坂東市 　野田市 石川県 　佐久市 　福知山市 　総社市 　宇城市

岩手県 　朝日町 　神流町 　桜川市 　成田市 　金沢市 　東御市 　宮津市 　備前市 　阿蘇市

　久慈市 　高畠町 　嬬恋村 　つくばみらい市 　八千代市 　加賀市 　軽井沢町 　亀岡市 　瀬戸内市 　合志市

　二戸市 　川西町 　みなかみ町 　小美玉市 　山武市 山梨県 　立科町 　京田辺市 　赤磐市 　美里町

　葛巻町 　飯豊町 　大泉町 　茨城町 　我孫子市 　甲府市 　南箕輪村 　京丹後市 　真庭市 　玉東町

　普代村 　庄内町 茨城県 　城里町 　浦安市 　富士吉田市 　池田町 　大山崎町 　和気町 　大津町

　軽米町 福島県 　水戸市 　東海村 　四街道市 　都留市 　白馬村 　与謝野町 　早島町 　菊陽町

　野田村 　郡山市 　土浦市 　五霞町 東京都 　山梨市 　小谷村 大阪府 　久米南町 　高森町

　九戸村 　大熊町 　古河市 　境町 　世田谷区 　大月市 岐阜県 　大阪市 　美咲町 　西原村

　洋野町 　浪江町 　結城市 埼玉県 　豊島区 　韮崎市 　大垣市 　豊中市 　吉備中央町 　南阿蘇村

　一戸町 栃木県 　下妻市 　さいたま市 　葛飾区 　南アルプス市 静岡県 　吹田市 広島県 　御船町

　八幡平市 　鹿沼市 　常総市 　秩父市 　多摩市 　北杜市 　静岡市 　泉大津市 　広島市 　嘉島町

　宮古市 　大田原市 　高萩市 　所沢市 神奈川県 　甲斐市 　浜松市 　枚方市 　尾道市 　益城町

宮城県 　那須塩原市 　北茨城市 　飯能市 　横浜市 　笛吹市 　富士宮市 　東大阪市 香川県 　甲佐町

　気仙沼市 　那須烏山市 　取手市 　狭山市 　川崎市 　上野原市 　藤枝市 　阪南市 　高松市 　山都町

　富谷市 　那須町 　牛久市 　深谷市 　相模原市 　甲州市 　御殿場市 兵庫県 　善通寺市 宮崎県

秋田県 　那珂川町 　鹿嶋市 　入間市 　横須賀市 　中央市 　御前崎市 　神戸市 愛媛県 　串間市

　大館市 　潮来市 　日高市 　鎌倉市 　市川三郷町 　牧之原市 　明石市 　松山市 鹿児島県

　守谷市 　小川町 　藤沢市 　早川町 愛知県 　西宮市 福岡県 　鹿児島市

　小田原市 　身延町 　岡崎市 奈良県 　北九州市 　知名町

　三浦市 　南部町 　半田市 　生駒市 　福岡市 沖縄県

　開成町 　富士川町 　豊田市 和歌山県 　大木町 　久米島町

新潟県 　昭和町 　大府市 　那智勝浦町 長崎県

　新潟市 　道志村 　田原市 鳥取県 　平戸市

　柏崎市 　西桂町 　みよし市 　米子市 　五島市

　佐渡市 　忍野村 　武豊町 　北栄町 佐賀県

　粟島浦村 　山中湖村 三重県 　南部町 　佐賀市

　妙高市 　鳴沢村 　志摩市 島根県 　武雄市

　十日町市 　富士河口湖町 　南伊勢町 　松江市

　小菅村

　丹波山村
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2050年 二酸化炭素排出実質ゼロ表明 自治体

表明市区町村 (4,431万人)表明都道府県 (8,712万人)

＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体

 東京都・京都市・横浜市を始めとする275自治体（32都道府県、161市、3特別区、61町、18村）が

「2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロ」を表明。表明自治体人口約9,944万人※、GDP約441兆円。
※表明自治体人口（各地方公共団体の人口合計）では、都道府県と市区町村の重複を除外して計算しています。 （2021年2月22日時点）
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