
 
 

東京都公立大学法人 気候非常事態宣言 
 

 
 
本法人は、人類が深刻な気候危機に直面している現状に対し、2050 年までのカ

ーボンニュートラルを目指し、率先して持続可能な社会の実現に貢献すべく、ここに

気候非常事態を宣言する。 
 
 
 
1. 気候非常事態を打開するための緩和や適応のための実行計画を立案し、法人

運営をはじめ、教育や研究、学校生活等に反映させる 
2. 政府や自治体をはじめ、他の大学法人や関連団体、一般市民や企業などと広

く連携する 
3. カーボンニュートラルの実現に向けて、その担い手となる人材を育成する 
4. 三つの教育機関が連携・協力するとともに、教職員や学生も協働しながら、法人

全体で気候危機をはじめとした SDGs への取組を推進する 
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「東京都公立大学法人 気候非常事態宣言」発出の意義 

 

 

（背 景） 

今日、人口約 1,400 万人の東京は温室効果ガス（CO2 換算）を年間約 6,000 万トン放出し廃棄物を約 400
万トン排出している。20 世紀後半からの世界の加速度的な経済成長により、人類の排出する大量の温室効果

ガスによる地球温暖化が深刻化しており、その結果、100万種の生物種が絶滅の危機に瀕している。すなわち、

人為起源の地球温暖化は人類のみならず地球に存在するあらゆる生物の生存可能性の維持を困難にし始め

ている。 
このような中、2015 年のパリ協定採択と持続可能な開発目標（SDGs）の国連採択は、人類史において画期

的な出来事であった。IPCC（気候変動に関する政府間パネル）が 2018 年にまとめた「1.5℃特別報告書」※１ に

よれば、いわゆる「２℃目標」※２ よりも 1.5℃の方が気候リスクは大きく抑制できるとされており、世界の平均気温

の上昇を工業化前と比較して 1.5℃以下に抑制することが国際的なコンセンサスとなっている。 
しかし、2020 年に世界の平均気温は工業化前と比較して既に 1.2℃上昇していると WMO（世界気象機関）

により報じられるなど、地球温暖化による異常気象の発生をはじめ、生態系や社会経済への影響のリスクが高ま

ってきている。 
 
 
（世界や国内の動き） 

このような気候危機を打開するため、2050 年におけるカーボンニュートラル（温室効果ガスの排出量と吸収量

をプラスマイナスゼロの状態にする）の達成を目指すべく、既に世界各国が気候非常事態を宣言している。その

数は、国家では 16 か国、自治体では 34 か国の 1980 を超える自治体にのぼっている。 
我が国では、これまでに 90 を超える自治体が気候非常事態を宣言した。「2050 年までに CO2 排出実質ゼ

ロ」を表明した自治体は 400 以上にのぼる。東京都は、気候非常事態を宣言するのみならず、直ちに行動を起

こすことを呼びかけ、2019 年 12 月に「ゼロエミッション東京戦略」を公表した。2020 年 10 月 26 日には内閣総

理大臣が 2050 年カーボンニュートラルを表明し、11 月 19 日に衆議院、20 日に参議院が気候非常事態宣言

を可決した。 
今日、自治体や国家のみならず、大学、学協会、博物館、美術館、企業など様々な主体により気候非常事態

宣言がなされており、世界の 300 余りの大学が宣言を発している。 
 
 
（法人として宣言を発出する意義） 

本法人の使命の第一は、大都市における人間社会の理想像を追求することである。大都市の消費する巨大

な資源エネルギーが環境に及ぼす影響に鑑みれば、この気候の非常事態において率先して持続可能な都市

の実現に邁進することは、当然の責務である。本法人はこれまでもエコキャンパス・グリーンキャンパス活動を通

じて環境に配慮した取組を全学的に進め、環境イノベーションや都市環境政策などの研究を行ってきており、こ

うした取組を継続的に行うとともに気候非常事態にふさわしいものにさらに充実させる。 
 
 

※１ 気候変動の脅威への世界的な対応の強化と、持続可能な発展及び貧困撲滅の文脈のなかで、1.5°Cの気温上昇にかかる 
影響、リスク及びそれに対する適応、関連する排出経路、温室効果ガスの削減（緩和）等に関する特別報告書 
（出典：環境省 HP（https://www.env.go.jp/press/106052.html）） 

 
※２ 世界の平均気温の上昇を、工業化以前に比べ摂氏２度未満に抑えるという世界全体の目標 

（出典：環境省 HP（https://www.env.go.jp/info/hojin/doku/nies_chuchoki_4-ref.pdf）） 



 
 

Climate Emergency Declaration by 
the Tokyo Metropolitan Public University Corporation 

 
 
With humankind facing a serious climate crisis, the Tokyo Metropolitan Public 

University Corporation hereby declares a climate emergency in order to take the 

initiative in contributing to the realization of a sustainable society and to achieve carbon 

neutrality by 2050. 

 
We will: 

1. Develop action plans for mitigation and adaptation of the climate change and reflect 

these activities in our operations as well as in education, research, and campus life. 

2. Collaborate widely with government and local authorities, other university 

corporations and related organizations, the general public, and private sector 

corporations. 

3. Develop human resources who will tackle the challenge of achieving carbon 

neutrality. 

4. Collaborate and cooperate with three educational institutions and promote efforts 

for the Sustainable Development Goals (SDGs) including the climate change, by 

working with faculty, staff and students throughout the Corporation. 
 
 
 
July 16, 2021  
YAMAMOTO Ryoichi, 

Chairperson, Tokyo Metropolitan Public University Corporation 

OHASHI Takaya, 

President, Tokyo Metropolitan University 

KAWATA Seiichi, 

President, Advanced Institute of Industrial Technology 

WATANABE Kazuhito, 

Principal, Tokyo Metropolitan College of Industrial Technology 

 



The significance of issuing the Climate Emergency Declaration by 
the Tokyo Metropolitan Public University Corporation 

 

(Background) 

With a population of about 14 million, the Japanese capital of Tokyo currently emits approximately 60 million tons 

of greenhouse gases (CO2 equivalent) and 4 million tons of waste annually. Accelerating global economic growth since 

the latter half of the 20th century has resulted in serious global warming, attributable to greenhouse gases generated 

by humans. As a result, one million species are in danger of extinction. In other words, anthropogenic global warming 

is beginning to threaten the survival not only humans but all living creatures on the earth. 

Under these circumstances, the adoptions of the Paris Agreement and the SDGs by the United Nations in 2015 

marked a milestone in human history. The Special Report on Global Warming of 1.5°C*1 compiled by the 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in 2018 indicates that a 1.5 °C target would significantly reduce 

climate risks compared to the so-called 2 °C target*2. The international consensus is that humans must limit the 

increase in global average temperature to no more than 1.5 °C from pre-industrial levels. 

However, as reported by the World Meteorological Organization (WMO), the average global temperature in 2020 

had already increased by 1.2 °C from pre-industrial levels. The risk of ecological and socio-economic impacts including 

extreme climate events due to global warming is increasing. 

 
(Movements in Japan and overseas) 

In order to overcome this climate crisis, countries around the world have already declared a climate emergency, 

with the goal of achieving carbon neutrality (i.e., reducing net greenhouse gas emissions and absorption to zero) by 

2050. The declaration has been made by 16 countries and by over 1,980 local governments in 34 countries. 

In Japan, more than 90 local governments have declared a climate emergency so far. A goal of “Net Zero CO2 

Emissions by 2050” has been declared by more than 400 local governments. The Tokyo Metropolitan Government 

announced its “Zero Emission Tokyo Strategy” in December 2019, declaring the climate emergency and calling for 

prompt action. The Prime Minister announced 2050 carbon neutrality on October 26, 2020, and on November 19 and 

20, the House of Representatives and the House of Councillors passed a declaration of climate emergency. 

Today, a climate emergency has now been declared not only by local and national governments but also by various 

entities including universities, academic associations, museums, art galleries, and corporations. More than 300 

universities around the world have issued climate emergency declaration. 

 
(Significance of issuing a declaration as a university corporation) 

The primary mission of our corporation is to pursue a vision for human society in major cities. Given the impact on 

the environment of the huge volumes of resources and energy consumed by major cities, we view it as our natural 

responsibility to take the initiative in responding to this climate emergency and to strive to achieve sustainable cities. 

Our corporation has promoted environmentally friendly measures across the university through its eco campus and 

green campus activities. It has also pursued research on environmental innovations and urban environmental 

policies. We are committed to continuing to pursue these efforts and enhancing them as appropriate to meet the 

climate emergency. 

 
*1  Special Report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in 

the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty 
(Source: The website of the Ministry of the Environment; https://www.env.go.jp/press/106052.html) 

*2  The global goal of limiting the increase in average global temperature to less than 2 °C from pre-industrial levels 
(Source: The website of the Ministry of the Environment; https://www.env.go.jp/info/hojin/doku/nies_chuchoki_4-ref.pdf) 


