
⽇本の官⺠はベトナム・ブンアン 2⽯炭⽕⼒事業から撤退を  
署名とともに寄せられたコメント 

 
 
・実質ゼロと⾔いながら影で⽯炭⽕⼒を推進するなんて許せません！ 
・世界気候危機の中、ブンアンの⽯炭⽕⼒発電所建設を進めることは、気候正義に反す
るばかりでなく、世界の若者の未来を奪う許されざる⾏為です。すぐに建設を中⽌して
下さい。 
・もうこれ以上環境破壊に加担しないで下さい！！グリーンリカバリーに投資して下さ
い！！ 
・⽬先の利益ではなく、将来への責任を全うしてください。 
・ベトナム・ブンアン 2⽯炭⽕⼒事業から撤退お願いします。 
・私たち⼀⼈⼀⼈が、マイバックを持ったり、⽜⾁の消費を減らしたり、省エネをした
りと⽇々の⽣活でどれだけ頑張っても、新たに⽯炭⽕⼒発電が⼀つできるだけで、⼀⼈
⼀⼈の⾏動がなかったことになってしまうくらい温室効果ガスが排出されてしまいま
す。⽯炭⽕⼒発電の事業ではなくて再⽣可能エネルギーの事業に取り組んでください。
私たち若者の未来を奪わないでください。 
・菅⾸相が「50年にカーボンニュートラル」、梶⼭経産相が「⽼朽⽯炭⽕⼒廃⽌」と
⾔いながら、他⽅で海外に⽯炭⽕⼒を売りつける。これは地球環境全体でみれば、⽇本
の CO2排出を他国に振り向け、汚い物は他国へ・・・。あまりにも汚い姿勢です。 
・温暖化は近々の課題です。カーボンゼロは⽇本だけの問題ではありません。⽇本のメ
ッセージがこれでは、あまりに無責任すぎます。撤回してください。 
・負の遺産は残さないよう、お願いいたします。家族の顔を思い浮かべてください。⼦
どもの顔を思い浮かべてください。孫の顔を思い浮かべてください。友⼈の顔を思い浮
かべてください。あなた⽅が守るべきものはそうした⼈々です。よろしくお願いいたし
ます。国が⽂明国家であるかどうかの基準は、「弱者に接する態度」ただそれだけで
す。 
・気候⾮常事態宣⾔を出した国として、恥ずかしいことです。⽯炭発電に対しては投資
家の⽬も年々厳しくなっており、座礁資源になるとも指摘されています。また、⽯炭発
電は他の化⽯燃料より多くの CO2、⼤気汚染物質を放出します。ベトナムのためにも、
先の⻑い⽀援を考えて脱炭素電源の⽀援を進めてください。脱炭素は地球の存続にかか
わる重⼤な課題です。排出量ゼロ以外はありえません。できない、ではなく、どうする
か、を考えて早急な対応を望みます。 
・気候正義に反します。世界中の⼈の未来を守るために然るべき措置を取ってください 
・気候変動は極めて危機的状況です。⽯炭⽕⼒事業を⽀援するということは、気候変動
対策に逆⾏するという意志を⽰しているということです。私たちの国は環境政策の⾯で



⾮常に遅れをとっており、それはのちに国の競争⼒を落とすことに繋がります。過去の
常識にとらわれず、⻑いスパンでの発展を考えてくださるようお願いいたします。 
・どこを⽬指して、何を得て社会を良い⽅向へ動かすのか。もう⼀度社内で問い直して
ほしい。 
・本当に気候変動への対策の⽬標を達成しようと試みていますか？私にはそう思えませ
ん。経済が回らないから…って⾔い訳してる場合じゃないですよね。私たちが快適な暮
らしをしている分誰かが苦しんでいる、ということを忘れないで下さい。⾃分たちの会
社の利益が良いからってその⾏為はどこかの国の誰かの命を落としてるんですよ。 
・環境に優しいことに融資するのが今の現代社会において⼤切なことなのではないです
か？ 
・SDGsとか⾔ってますけど、⼩さなことを実践してる私たちの⾏動はあなた達の融資
によって全て⽔の泡みたいなもんですよ。 
・国⺠が⾏っていることを⾒てから融資を決めてください。 
・先進国だからこそ進んでやるべきなんです。 
・⽇本のお⾦が循環経済のために使われることを求めます。誰かが損したり、傷ついた
りするビジネスは時代遅れです。 
・未来の⼈類にとっての本当の利益を考えるこれからの政治、企業のあり⽅に国⺠は注
⽬しています。 
・⼈は地球環境を搾取し富を築いてきた。そうして築かれた富も不平等と不条理に帰す
る。 
・私たち⼈間のあり⽅を変えていくこの⼤転換の時代に、⽇本の政府や⼤企業が⽯炭⽕
⼒発電所を輸出していることは恥ずべきことではないか。途上国⽀援や SSGsの名の下
に、ましてや「環境ファンド」を利⽤して、現地のみならず世界中の気候変動の被害を
広げている。科学の声を聞き、今とるべき、2021年に求められる⾏動を取ることを要
求する。 
・公的⾦融機関である JBICが、ブンアン 2に対し 6億 3,600万⽶ドル（約 600億円）
の融資契約を締結したことは、パリ協定に違反し、菅⾸相が宣⾔した 2050年温室効果
ガス排出実質ゼロにも反します。⽇本の⽯炭⽕⼒優遇政策は、世界から厳しく⾮難され
ています。ブンアン 2への融資契約は直ちに撤回すべきです。 
・気候危機の現実を直視してください。お願いですから、世界中で気候変動を解決しよ
うと頑張っている⼈たちの努⼒を潰さないでほしいです。 
・気候危機は宣⾔するだけでは実現しません。⽇本政府は脱炭素社会の実現のために実
効性のあるエネルギー基本計画の⾒直しが求められています。この期に及んで原発や化
⽯燃料が電源構成の中核を占めているのでは⾮常事態宣⾔にも⽭盾します。残されてい
る時間はほんのわずかです。⾃然エネルギーをメインの電源にするよう政策の転換を強
く求めます。地球規模で気候危機を回避し地球環境を保全することが急務です。企業も



EMSをすすめ、他国にまで原発や化⽯燃料による発電所建設を進めることは即刻中⽌
してください。 
・気候危機に⽴ち向かうには、同じ⽬標（パリ協定）を⾒据えた国際協調が必要です。
短期的な課題解決や取り決めありきの判断ではなく、⻑期的視点に⽴った融資判断をよ
ろしくお願いします。 
 
・We need your strong and unequivocal leadership to avert catastrophic climate change. We 
urge you to reject support for Vung Ang 2 and for all coal and fossil fuel projects. 
・Funding fossil fuels will negate all attempts at a just transition. 
・Japan get your hands out of dirty energy. Go Clean! 
・Please, invest in renewables.  
・This coal project in Vietnam will contribute massively to dangerous climate change, therefore 
risking the lives of current and future generations. Please urgently consider withdrawing your 
support. 
・Please do as the UK have recently done and stop financing overseas fossil fuel projects.   
・Prime Minister Abe made an expensive promise over half a decade ago for VA2 that is a huge 
mistake. It's not too late to change course. 
・Such support violates the OECD Export Credit Group coal-fired electricity generation sector 
understanding and commitments signed onto at the Finance in Common summit. 
・Please stop financing climate-ruinous fossil fuels 
・Japan and Korea need to align domestic climate policy (net-zero goals) with international 
action.  
・The Age of coal is over. Don't risk your reputation by being the last believers in dirty energy. 
・Stop funding fossil fuels, in Vietnam, in Mozambique and everywhere in the world! 
・The temperatures have reached levels at which human beings cannot be able to survive in 
almost all parts of the world. Climate change is exercibated by the development of fossil fuels  
・Stop funding coal! 
・Start Japan's zero emission commitment with withdraw Vung Ang 2 and others CPP financing 
Coal has no future, stop wasting all the precious resources. 
・All new coal development sounds a death knell to the Paris agreement and preventing 
catastrophic climate change  
・You will be prosecuted for ignoring the reality of climate science and fueling the expansion of 
the coal sector.  
・This is unjust! 
・Save Climate Save Human Stop Coal Supporting and Funding  
・Japan can lead globally shifting to renewable energy 
・Clean Coal is Dirty Lie. Japanese Government and Financial Institution must stop any finacial 
and technical assistance for fired power plant projects in other countries. 
・Please be a leader of "Build Back Better" you proclaimed for the first time  



 
・Coal power plant caused severe impacts to people's health. We need clean air for our  life 
・Please listen and act upon our appeal 
・Withdraw 
・Walk the talk! Net zero mean no more funding to fossil fuels.  
・Stop financing for the Vung Ang 2 coal-fired power plant project in Vietnam 
・It is time to consider moving away from fossil fuels such coal in order to save the planet. The 
goverments in the world, including Japon need to understand that the more we use coal, the 
more our planet is in danger because of the climate change. No more coal. 
・Coal power is old-fashioned and incredibly destructive to the environment. Japan must stop 
funding the use of fossil fuels and instead invest in renewable energy sources. We also urge all 
private institutions to withdraw from the project. 


