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2015年のパリ協定成立を受けて、いま世界各国で、企業や自治体、NGOなど、国家政府以外の
多様な主体(non-state actors)が気候変動対策の中で大きな役割を果たすようになってきてい
ます。

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の「1.5℃特別報告書」公表以来、2050年までに脱炭
素社会の実現をめざすことが世界共通の目標となった今、企業や自治体などの役割は更に重要
になっています。

日本では、2018年7月に、気候変動対策に積極的に取り組む企業や自治体、NGOなどの情報
発信や意見交換を強化するため、ゆるやかなネットワークとして、「気候変動イニシアティブ(Japan
Climate Initiative)」を105団体の参加で設立し、今日までに参加団体数は6倍以上に拡大して
います。

宣言「脱炭素化をめざす世界の最前線に日本から参加する」にご賛同頂き、脱炭素社会の実現
に向けた真剣な取り組みを進める多くの企業、自治体、団体、 NGOなどの皆さんの参加を呼び
かけます。

お問い合わせ：気候変動イニシアティブ事務局

info@japanclimate.org
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もっと見る

イベント

【参加登録受付中】8/25 JCIウェビナ
ー「Race To Zero が参加要件を更新：
世…

気候変動イニシアティブ（JCI）は、下記のと
おり、UNFCCC（国連気候変動枠組条約事
務局）が進める国際キャンペーン「Race To
Zero」の更新された参加…

NEW

2022年7月26日

ニュース イベント

【資料・アーカイブ動画公開】 JCI連続ウ
ェビナー 第3回「石炭火力発電フェーズ
アウトへの挑…

  <Englsih page is HERE> 気候変動イニシ
アティブ（JCI）連続ウェビナー 第3回「石炭
火力発電フェーズアウトへの挑…

2022年7月11日

ニュース 周年報告

「気候変動イニシアティブ」4周年：到達
点と今後の展開

2022年7月6日、「気候変動イニシアティブ
（JCI）」は、設立4周年を迎えました。 この1
年間のJCIの発展と活動の成果、今後の展
開は以下のとおりです。 &l…

2022年7月6日
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私たちは、企業、自治体など非国家アクターの一員として、パリ協定が求める脱炭素社会の実現に向け、世界と共に挑戦
の最前線に立つことを約束します。

パリ協定は温室効果ガスの実質的な排出ゼロに向け、世界が初めて実現した画期的な合意であり、その実現の成否は
人類の存続にも関わります。同時にパリ協定がめざす脱炭素社会への転換は、新たな成長と発展の機会を生み出すもの
でもあります。また、脱炭素化への試みは、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標(SDGs）」の達成に向けた
努力とも、めざす未来を共有するものです。

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は2018年10月に公表した「1.5℃特別報告書」で、深刻な気候危機を回避する
ために、平均気温の上昇を 2℃未満ではなく、1.5 ℃以下に抑えることが必要であり、世界全体で二酸化炭素の排出を
2030 年までに半減し、2050 年までに実質ゼロにする必要があることを明らかにしました。

1.5℃目標が世界に広がる中で、日本政府も2020年10月に2050年カーボンニュートラルをめざすことを宣言し、2021
年4月には、2030年度までに温室効果ガス排出量46％削減をめざし、更に50％削減にもチャレンジすることを公表しま
した。

私たちは、エネルギー効率化と再生可能エネルギーの拡大を中心とする脱炭素社会の実現に向け、日本が世界の中でも
っと大きな役割を担うべきであり、それは可能だと考えています。日本政府には、2030年までの半減、2050年の実質排
出ゼロの達成を可能にする政策転換が求められます。とりわけ、2030年の再生可能エネルギー目標を40〜50％にする
とともに、石炭火力発電のすみやかなフェーズアウトを実現する必要があります。脱炭素社会をめざす取組の規模とテン
ポを高め、国際社会で範を示すことが、日本自体にとっても大きなメリットをもたらすものであると確信しています。

パリ協定の実現に向け、日本の非国家アクターは、日本政府の公的なコミットメントを超えた積極的な役割を果たそうとし
ています。既に多くの日本企業が、「SBT（科学と整合した目標設定）」やRE100などにコミットしています。合計すれば1億



人以上が居住する自治体が2050年ゼロエミッションを宣言するとともに、更に意欲的な2030年目標を設定し、その実現
に向けた先駆的な政策を導入しつつあります。

私たちは、1.5℃目標の実現に向けた世界のトップランナーとなるよう、自らの活動においてエネルギー効率化と再生可能
エネルギー利用を加速するとともに、国内外の非国家アクター間の連携を深め、2050年実質排出ゼロの実現に貢献する
取組みを強めていきます。

私たちは、気候変動の危機克服をめざす挑戦において、日本と世界の架け橋となっていきます。
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ソフトバンク株式会社 ソフトバンクグループ株式会社
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高砂熱学工業株式会社 株式会社 髙島屋

有限会社紋珠　高槻バイオチャーエネルギー研究所 株式会社 宝塚すみれ発電

拓住ホーム株式会社 株式会社 竹内庭苑

株式会社 タケエイ 株式会社 竹中工務店

ダッソー・システムズ株式会社 脱炭素化支援株式会社

Dutch- Japanese Maritime Desk株式会社 田辺三菱製薬株式会社

株式会社 地域計画建築研究所（アルパック） 有限会社 チェンジ・エージェント

チタン工業株式会社 株式会社 地方グリーンプロジェクト支援研究所

株式会社 チャレナジー 中外製薬株式会社

中外テクノス株式会社 中国ウィンドパワー株式会社

株式会社 ツカモトコーポレーション 株式会社 椿本チエイン

TIS株式会社 DIC株式会社

DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社 株式会社 ティーガイア

株式会社 T.K.J 株式会社 TBM

DSM株式会社 帝人株式会社

株式会社 テクノアソシエ 株式会社 テクノプランニング

デジタルグリッド株式会社 TERA Energy株式会社

テルモ株式会社 株式会社 電通

トーカドエナジー株式会社 東急株式会社

東急建設株式会社 東急不動産ホールディングス株式会社

東京製鐵株式会社 東京建物株式会社

株式会社 東芝 東横化学株式会社

株式会社 TREE 戸田建設株式会社

戸田工業株式会社 株式会社 トランスオーシャンプランニング

ナイス株式会社 株式会社 中島商会

長瀬産業株式会社 ナブテスコ株式会社

南海化学株式会社 南海電気鉄道株式会社

株式会社 ニコン 西松建設株式会社

ニチコン株式会社 株式会社ニチレイ

日軽パネルシステム株式会社 日産自動車株式会社

日清食品ホールディングス株式会社 日新製糖株式会社

株式会社 清製粉グ プ本社 株式会社 プ
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株式会社 日清製粉グループ本社 株式会社ニップン

日報ビジネス株式会社 日本カーボンマネジメント株式会社

日本ガス株式会社 日本テレネット株式会社

日本電気株式会社 日本特殊陶業株式会社

日本ハム株式会社 日本郵政株式会社

日本郵船株式会社 株式会社 ニフコ

日本板硝子株式会社 株式会社 日本イトミック

日本ウエスト株式会社 日本環境エネシステム株式会社

株式会社 日本環境認証機構 日本航空株式会社

日本コンベンションサービス株式会社 日本たばこ産業株式会社

株式会社 日本ハウスホールディングス 日本パレットレンタル株式会社

日本ヒューレット・パッカード合同会社 日本プラスト株式会社

日本ロレアル株式会社 株式会社 ニューラル

ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社 ネクストシフト株式会社

株式会社 のはら家電 株式会社 野村総合研究所

株式会社 ノルド社会環境研究所 株式会社 バーチャル・ハーモニー

株式会社 パイオラックス 株式会社 博報堂

パシフィックパワー株式会社 橋本総業ホールディングス株式会社

株式会社 長谷工コーポレーション 株式会社 パソナグループ

パタゴニア日本支社 パナソニック株式会社

合同会社 パレット PJP Eye株式会社

ピコットエナジー株式会社 菱中産業株式会社

株式会社 ビジネスブレイン太田昭和 日立Astemo株式会社

株式会社 日立システムズパワーサービス 株式会社 日立製作所

ひとしずく株式会社 HINODE ENERGY株式会社

ヒューリック株式会社 株式会社 ビオロジックフィロソフィ

booost technologies株式会社 株式会社 ファミリーマート

株式会社 ファンケル Four Twenty Seven

フォスター電機株式会社 株式会社 ふくしま新聞店

株式会社 フジクラ 藤崎電機株式会社

富士通株式会社 株式会社 富士通ゼネラル

富士フイルムホ ルデ ングス株式会社 プライムア スＥＶ ナジ 株式会社
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富士フイルムホールディングス株式会社 プライムアースＥＶエナジー株式会社

プライム・スター株式会社 ブラザー工業株式会社

プラスソーシャルインベストメント株式会社 株式会社 ブリヂストン

株式会社 プリプレス・センター 株式会社 ブルークレール

ブルードットグリーン株式会社 Bloomberg L.P.

株式会社 古川 古河電気工業株式会社

株式会社 プログレステック 株式会社 文化資本創研

文化シヤッター株式会社 株式会社 ベネッセホールディングス

株式会社 ポーラ・オルビスホールディングス 北信商建株式会社

株式会社 星広告 株式会社 北海光電子

前田建設工業株式会社 前田道路株式会社

マクセルホールディングス株式会社 株式会社 まち未来製作所

松下電建株式会社 株式会社 丸井グループ

みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 三井住友建設株式会社

三井不動産株式会社 三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス 三菱地所株式会社

株式会社 三菱総合研究所 株式会社 南相馬メンテナンス

ミネベアミツミ株式会社 三峰川電力株式会社

株式会社 宮城衛生環境公社 宮崎電力グループ

未来環境エネルギー計画株式会社 株式会社 未来創造部

株式会社 みんなのまちづくり 村田機械株式会社

明治ホールディングス株式会社 株式会社 明電舎

森永乳業株式会社 株式会社 ヤクルト本社

八千代エンジニヤリング株式会社 八基通商株式会社

株式会社 矢野経済研究所 株式会社 山櫻

株式会社 山全 山田建設株式会社

ヤマト住建株式会社 ヤマハ株式会社

ヤンマー株式会社 株式会社 ゆざウインドファーム

ユニ・チャーム株式会社 ユニプレス株式会社

株式会社 ユビニティー 株式会社 横浜環境デザイン

有限会社 吉村設備工業 株式会社 ヨネカワ

株式会社 ヨロズ ライオン株式会社
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株式会社 ヨロズ ライオン株式会社

楽天グループ株式会社 株式会社LIXIL

株式会社 リクルートホールディングス 株式会社 リコー

リコーリース株式会社 リニューアブル・ジャパン株式会社

リファインホールディングス株式会社 合同会社 LIMONE

りんかい日産建設株式会社 株式会社 Looop

ルネサスエレクトロニクス株式会社 株式会社 レオパレス21

合同会社 レオンメンテナンス 株式会社 REXEV

株式会社 レスポンスアビリティ 株式会社 レノバ

レンゴー株式会社 レンドリース・ジャパン株式会社

ロート製薬株式会社 ローム株式会社

Waara株式会社 YKK株式会社

YKK AP株式会社 若築建設株式会社

株式会社 ワコム ワタミ株式会社

ワタミエナジー株式会社 和のエネルギー株式会社

株式会社 ワンプラネット・カフェ

金融・投資機関

アセットマネジメントOne株式会社 アドバンス・レジデンス投資法人

尼崎信用金庫 アムンディ・ジャパン株式会社

いちごアセットマネジメント株式会社 伊藤忠リート・マネジメント株式会社

株式会社 愛媛銀行 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社

大阪商工信用金庫 オリックス・アセットマネジメント株式会社

株式会社 かんぽ生命保険 株式会社 グリッド＆ファイナンス・アドバイザーズ

株式会社ＫＪＲマネジメント GIキャピタル・マネジメント株式会社

CSRデザイン環境投資顧問株式会社 GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社

滋賀銀行 シティグループ証券株式会社

シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 信金中央金庫

株式会社 新生銀行 スイス再保険 日本支店

スイス損害保険会社 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 第一生命ホールディングス株式会社

大和 ウ セ ト ネジメ ト株式会社 大和 ウ リ ト投資法人
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大和ハウス・アセットマネジメント株式会社 大和ハウスリート投資法人

タカラPAG不動産投資顧問株式会社 但馬信用金庫

ドイツ証券株式会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社

日本生命保険相互会社 農林中央金庫

野村不動産投資顧問株式会社 播州信用金庫

BNPパリバ証券株式会社 HiJoJo Partners株式会社

富国生命投資顧問株式会社 ブルーベイ･アセット･マネジメント･インターナショナル･リミテッド

株式会社 みずほフィナンシャルグループ 株式会社 みちのく銀行

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

株式会社 三井住友フィナンシャルグループ 株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ

森ビル・インベストメントマネジメント株式会社 横浜信用金庫

楽天銀行株式会社

自治体
生駒市 近江八幡市

大木町 大阪市

大津市 小田原市

加賀市 鹿児島県

鹿児島市 神奈川県

川崎市 北九州市

京都市 京都府

草津市 神戸市

堺市 札幌市

滋賀県 下川町

吹田市 世田谷区

高松市 東京都

徳島県 豊中市

長野県 箱根町

浜松市 東広島市

福岡市 松田町

松山市 三重県
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松山市 三重県

港区（東京都） 山梨県

横浜市

その他

事業者団体

小田原箱根商工会議所 川崎商工会議所

全国商工会連合会

消費者団体

エフコープ生活協同組合 大阪いずみ市民生活協同組合

コープデリ生活協同組合連合会 特定非営利活動法人 コンシューマーズ京都（京都消団連）

埼玉県消費者団体連絡会 生活協同組合コープかごしま

生活協同組合パルシステム神奈川 生活協同組合ユーコープ

一般社団法人 全国消費者団体連絡会 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員
協会

日本生活協同組合連合会 パルシステム生活協同組合連合会

みやぎ生活協同組合

大学・研究機関

SLSV CES研究所 国立大学法人 京都大学 環境安全保健機構

一般社団法人 国際３E研究院 公益財団法人 自然エネルギー財団

上智大学地球環境研究所 聖心女子大学 グローバル共生研究所

公益財団法人 地球環境戦略研究機関（IGES） 千葉商科大学

東京大学未来ビジョン研究センター気候変動エネルギー転換ユニ
ット

文化施設・宗教団体

京都佛立ミュージアム 宗教法人 真宗大谷派

創価学会 宗教法人 本門佛立宗
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NPO/NGO等

一般社団法人 Earth Company NPO法人 アースライフネットワーク

一般社団法人 アーバニスト 赤木海事綜合法律事務所　

認定NPO法人 アクト川崎 一般社団法人 アクト・ビヨンド・トラスト

NPO法人 上田市民エネルギー 特定非営利活動法人 うつくしまＮＰＯネットワーク

一般社団法人 ウッドマイルズフォーラム 一般社団法人 エコエネ技術士ネット

NPO法人 エコワーク実践塾 一般社団法人 エシカル協会

一般社団法人 エネルギーから経済を考える経営者ネットワーク会
議

elsa

一般社団法人 大磯エネシフト 特定非営利活動法人 大阪環境カウンセラー協会

大阪ＹＭＣＡ NPO法人 オホーツク自然エネルギー・プラットフォーム

温暖化防止うらやす 公益財団法人 かごしま環境未来財団

kameplan architects 一般社団法人 環境エネルギー事業協会

特定非営利活動法人 環境エネルギー政策研究所 NPO法人 環境技術研究所

一般社団法人 環境金融研究機構 特定非営利活動法人 環境パートナーシップいわて

認定NPO法人 環境文明２１ NPO法人 環境ベテランズファーム

特定非営利活動法人 気候ネットワーク 特定非営利活動法人 気象キャスターネットワーク

NPO法人 北九環浄研 Climate Action Network Japan（CAN-Japan）

一般社団法人 くまお Climate Youth Japan

Climate Resource Exchange グリーン購入ネットワーク（GPN）

一般社団法人 グリーンビルディングジャパン（GBJ） 一般社団法人 群馬バイオマス活用協議会

原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟 高知県再生可能エネルギー普及協会

一般社団法人 国際海洋資源エネルギー利活用推進コンソーシア
ム

国際資源・エネルギー学生会議（IRESA）

一般社団法人 コレクティブ・アクション 一般社団法人 コンサベーション・インターナショナル・ジャパン

NPO法人 コンベンション札幌ネットワーク 特定非営利活動法人 サークルおてんとさん

The Association of Speedy Land Trust 非営利活動法人 埼玉自然エネルギー協会

特定非営利活動法人 サステナビリティ日本フォーラム 一般社団法人 産業環境管理協会

一般社団法人 CDP Worldwide-Japan 一般社団法人 滋賀グリーン活動ネットワーク

自然エネルギー市民の会 NPO自然エネルギー千葉の会

自然 ネルギ ネ トま もと 持続可能経済協会

https://japanclimate.org/member/earth-company/
https://japanclimate.org/member/akagi-maritime-sogo-law-office/
https://japanclimate.org/member/act-kawasaki/
https://japanclimate.org/member/woodmails-forum/
https://japanclimate.org/member/ecoene-pe-net/
https://japanclimate.org/member/osaka-environmental-counselors-association/
https://japanclimate.org/member/osaka-ymca/
https://japanclimate.org/member/japan-association-of-environment-and-society-for-the-21st-century/
https://japanclimate.org/member/kitakyu-environmental-cleanup-institute/
https://japanclimate.org/member/kumao/
https://japanclimate.org/member/green-building-japan/
https://japanclimate.org/member/gunma-biomass-katsuyo-kyogikai/
https://japanclimate.org/member/iresa/
https://japanclimate.org/member/conservation-international-japan/
https://japanclimate.org/member/cdp-worldwide-japan/
https://japanclimate.org/member/shiga-green-activity-network/
https://japanclimate.org/member/parep/
https://japanclimate.org/member/enet-matsumoto/


自然エネルギーネットまつもと 持続可能経済協会

一般社団法人 持続可能な森林フォーラム Citizens’ Climate Lobby Japan

NPO法人 シティ・ウォッチ・スクエア 公益財団法人 自動車リサイクル促進センター

NPO法人 循環型社会研究会 湘南・省エネネットワーキング

一般社団法人 消費者市民社会をつくる会（ASCON） 情報総合研究所

特定非営利活動法人 新エネルギーをすすめる宝塚の会 一般社団法人 シンク・ジ・アース

特定非営利活動法人 世界環境改善連合 公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン）

世界連邦運動協会 一般社団法人 ZEH推進協議会

NPO法人 セブン・ジェネレーションズ Sera Creations

一般社団法人 全国ご当地エネルギー協会 NPO法人 そらべあ基金

太陽エネルギーデザイン研究会 一般社団法人 太陽経済の会

一般社団法人 太陽光発電協会 一般社団法人 地域循環共生社会連携協会

一般社団法人 地球温暖化防止全国ネット 認定NPO法人 地球環境市民会議（CASA)

NPO地熱情報研究所 一般社団法人 電気自動車普及協会

一般社団法人 徳島地域エネルギー 一般社団法人 所沢市民ソーラー

一般社団法人 日本ＰＶプランナー協会 一般社団法人 日本ＲＰＦ工業会

一般社団法人 日本カーボンオフセット 日本気候リーダーズ・パートナーシップ（JCLP）

一般社団法人 日本気象環境機関 一般財団法人 日本気象協会

一般社団法人 日本キリバス協会 一般社団法人 日本ビオホテル協会

日本弁護士連合会 日本溶剤リサイクル工業会

一般社団法人 日本若者協議会 NPO法人 バイオマス産業社会ネットワーク

一般社団法人 場所文化フォーラム NPO法人 Peace & Nature

ピースボート 特定非営利活動法人 フォーエヴァーグリーン　

福井小水力利用推進協議会 Future Earth (Global Hub – Japan)

北海道グリーン購入ネットワーク 特定非営利活動法人 北海道グリーンファンド

一般社団法人 北海道再生可能エネルギー振興機構 特定非営利活動法人 芽吹

一般社団法人 more trees やまがた自然エネルギーネットワーク

山鼻綜合法律事務所 Youth For One Earth

横浜市地球温暖化対策推進協議会 リープ共創基金

NPO法人 Liko-net 一般社団法人 冷媒総合管理センター

https://japanclimate.org/member/enet-matsumoto/
https://japanclimate.org/member/the-japan-sustainable-forest-forum/
https://japanclimate.org/member/japan-automobile-recycling-promotion-center/
https://japanclimate.org/member/workers-club-for-eco-harmonic-renewable-society/
https://japanclimate.org/member/syonan-syoenetworking/
https://japanclimate.org/member/ascon/
https://japanclimate.org/member/world-environment-improvement-organization/
https://japanclimate.org/member/wwf-japan/
https://japanclimate.org/member/zeh/
https://japanclimate.org/member/japan-community-power-association/
https://japanclimate.org/member/solarbear-fund/
https://japanclimate.org/member/sun-based-economy-association/
https://japanclimate.org/member/citizens-alliance-for-saving-the-atmosphere-and-the-earth/
https://japanclimate.org/member/igigeothermal/
https://japanclimate.org/member/apev/
https://japanclimate.org/member/tokorozawa-peoples-solar/
https://japanclimate.org/member/japan-rpf-association/
https://japanclimate.org/member/jclp/
https://japanclimate.org/member/japan-kiribati-association/
https://japanclimate.org/member/forever-green/
https://japanclimate.org/member/fukui-small-hydropower-plant-promotion-council/
https://japanclimate.org/member/yamagata-renewable-energy-network/
https://japanclimate.org/member/yamahana-law-office/
https://japanclimate.org/member/youth-for-one-earth/


事務局団体

一般社団法人 CDP Worldwide-Japan 公益財団法人 自然エネルギー財団

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン）

2022年8月26日現在、 合計：712団体 
企業：532（ うち金融・投資機関：49 ）、 自治体：37 、 その他：143 （ うち大学・研究機関：9 、 事業者団体：3 、

消費者団体：13 、 文化施設・宗教団体：4 、 NPO/NGO等：114 ）

区　分：

 

テーマ：

 

ご参加について

参加申し込みフォームに入力して送信してください。 
代表者名を誰にするかは参加企業、自治体・団体のご判断におまかせします。

ウェブからのお申込みができない場合は、参加申込書（別紙ワードファイル）に記入して、事務局あてにメールでお送りくだ
さい。

●参加申し込みはこちらへ

参加申し込みフォーム
●メールでのお申し込み（参加申込書を記入して送信）

メールアドレス：office@japanclimate.org

ダウンロード：参加申込書（jci_registration.docx）

- - 検索

https://japanclimate.org/member/cdp-worldwide-japan/
https://japanclimate.org/member/renewable-ei/
https://japanclimate.org/member/wwf-japan/
https://japanclimate.org/contact/appli/
mailto:office@japanclimate.org
https://japanclimate.org/data/jci_registration.docx


「気候変動イニシアティブ」って何ですか？

気候変動対策に積極的に取り組む企業や自治体、団体、NGOなど、国家政府以外の多様な主体のゆるやかなネッ
トワークです。米国では、企業、州政府、自治体などが "We Are Still In" というネットワークを作り、トランプ政権のパ
リ協定の離脱表明後も、気候変動対策の強化に取り組んでいます。また、この米国での取組を受け、他の国々でも国
家政府以外の多様なアクターの横断的な組織をつくる動きが始まっています。「気候変動イニシアティブ」は、こうし
た国際的な動きと連携するものです。

どんなところが参加の対象ですか？

宣言に賛同し、具体的な取組みを実施している企業、金融機関、自治体、研究機関、NGOなど（個人を除く）です。
個々の参加でも、その連合体が参加するのでもかまいません。 

https://japanclimate.org/reference-info/


詳細な要件は、下記のPDF資料および申込フォームをご確認ください。 
ダウンロード：気候変動イニシアティブの参加要件（JCI-application-criteria_20210615__.pdf）

運営は誰が行っていますか？

円滑な運営のため、運営委員会（イクレイ日本、エネルギーから経済を考える経営者ネットワーク会議、CDP
Worldwide-Japan、自然エネルギー財団、WWFジャパン、日本気候リーダーズ・パートナーシップ、フロンティア・ネ
ットワーク）、事務局（CDP Worldwide-Japan、自然エネルギー財団、WWFジャパン）、代表（運営委員会により選
出）を置いています。それぞれの役割等については、運営要綱をご覧ください。 
ダウンロード： 気候変動イニシアティブ運営要綱（jci_outline_20210615）

会費はありますか？また何か決まった義務はありますか？

会費はありません。当面の間、活動に必要な財源は事務局が調達します。 
参加団体に決まった義務はありませんが、詳細な要件は、下記のPDF資料および申込フォームをご確認ください。 
ダウンロード：気候変動イニシアティブの参加要件（JCI-application-criteria_20210615__.pdf）

参加するにはどうしたらいいのですか？

参加申し込みフォームに入力して送信してください。 

参加申し込みフォーム： https://japanclimate.org/contact/appli/

代表者を誰にするかは参加企業、自治体、団体のご判断におまかせします。 
ウェブからのお申込みができない場合は、参加申込書（別紙ワードファイル）に記入して、事務局あてにメールでお送
りください。 
メールアドレスは、office@japanclimate.org です。 
ダウンロード：参加申込書（jci_registration.docx）

https://japanclimate.org/wp/wp-content/uploads/2022/04/JCI-application-criteria_20210615__.pdf
https://japanclimate.org/wp/wp-content/uploads/2021/06/jci_outline_20210615.pdf
https://japanclimate.org/wp/wp-content/uploads/2022/04/JCI-application-criteria_20210615__.pdf
https://japanclimate.org/contact/appli/
mailto:office@japanclimate.org
https://japanclimate.org/data/jci_registration.docx


 

末吉 竹二郎
国連環境計画・金融イニシアティブ特別顧問

一般社団法人 CDP Worldwide-Japan／公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン）／公益財団法人 自然エネルギー
財団

日本気候リーダーズ・パートナーシップ(Japan-CLP)／フロンティア・ネットワーク（TFN）／一般社団法人 エネルギーから経済を考える経
営者ネットワーク会議／一般社団法人 イクレイ日本

https://www.cdp.net/ja/japan/
https://www.wwf.or.jp/
https://www.renewable-ei.org/


　　

参加申し込みフォームに入力して送信してください。 
代表者名を誰にするかは参加企業、自治体・団体のご判断におまかせします。

ウェブからのお申込みができない場合は、参加申込書（別紙ワードファイル）に記入して、事務局あてにメールでお送りください。

●参加申し込みはこちらへ

参加申し込みフォーム
●メールでのお申し込み（参加申込書を記入して送信）

メールアドレス：office@japanclimate.org

ダウンロード：参加申込書（jci_registration.docx）

https://japan-clp.jp/
http://frontiernetwork.jp/
https://enekei.jp/
http://japan.iclei.org/index.html
https://japanclimate.org/contact/appli/
mailto:office@japanclimate.org
https://japanclimate.org/data/jci_registration.docx


PDFmyURL.com - convert URLs, web pages or even full websites to PDF online. Easy API for developers!

参加のお申し込みやご質問は下記メールアドレスへお問い合わせください

気候変動イニシアティブ事務局

info@japanclimate.org

Copyright© 2018-2022 Japan Climate Initiative. All Right Reserved.

ご記入いただいた個人情報は、気候変動イニシアティブ（Japan Climate Initiative; JCI）の活動にのみ使用いたします。個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、追加または削
除、利用停止、消去及び第三者提供停止などのお問い合わせは、気候変動イニシアティブ事務局（office@japanclimate.org）にて承ります。

免責事項

●気候変動イニシアティブは、本ウェブサイトに掲載する情報（本ウェブサイトからリンクしている、または本ウェブサイトにリンクされた第三者のウェブサイトや第三者が提供するサー
ビス等を含む）について、その作成、更新等には細心の注意を払っておりますが、それらの正確性、完全性、信頼性等についていかなる保証をするものではありません。

●本ウェブサイトの利用は、すべて利用者の責任において行われるものとし、本ウェブサイトの利用に起因または関連するトラブル、損失、損害等について、気候変動イニシアティブは
一切の責任を負いません。
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