
100%再生可能エネルギー実現に向けた
都市・地域間ネットワークの取組

自治体向け特別セミナー

「都市・地域から始まる脱炭素社会」

1イクレイ－持続可能性を目指す自治体協議会 河合 要子



世界の都市ネットワーク
イクレイは、持続可能な都市の実現を
目指す1,500以上の自治体で構成された
国際ネットワークです。

8.5
億人

世界ＧＤＰ80%

+25% 都市人口

世界のエネルギー
消費とCO2排出

75%

地球上の
都市
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ICLEI was found in 
1990 by 200 local governments 

from 
43 countries at the 
UN headquarters.

ICLEI’s vision is to:

Connect Leaders

Accelerate Actions

Provide Gateway to 
Solutions

イクレイは、1990年に43カ国から200自治体が国際連合本部に集まり、誕生しました。

イクレイの活動方針

リーダー達の連携を促進する

活動の促進に貢献する

ソリューションの開発と提供
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都市と自治体は、
世界が変わるのを待っているのではない。

私たちは、共に世界を変えようとしている。
これこそがイクレイの基調である。

Cities & Local Governments 
are not waiting 

for the world to change.

We are changing the world
together

and this is what really 
sets the tone of ICLEI.

朴元淳

ソウル市長
イクレイ会長

気候変動に関する世界
市長・首長協議会議長

Won Soon, Park

Mayor, Seoul Metropolitan City
President, ICLEI

Chair, World Mayors Council
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●イクレイ ― 持続可能性をめざす自治体協議会

設立：1990年（リオ・サミット準備過程）

持続可能な社会の実現を目指す世界各国の1,500以上の自治体で構成された
世界最大の自治体ネットワーク

www.iclei.org/japan

気候変動とエネルギーに関する「世界首長誓約」
都市の気候変動対策を加速する世界最大の連携

カーボン気候レジストリ
自治体のための気候変動対策
報告プラットフォーム

国際的な取組
地域の取組を加速し拡大するために、自治体の活動や連携を

促進する様々な国際的な取組を展開しています

ミッション
地球規模の持続可能性の明らかな改善を実現するために

自治体による世界的な運動を拡大すること

首長のための
気候サミット＠COP
先進的な気候変動対策に

取り組む自治体首長の集まり

COP21パリ

COP22マラケシュ

10の活動分野
• 持続可能な都市
• 低炭素都市
• 資源効率・生産性が高い都市
• 回復力のある（強靭な）都市
• 生物多様性の豊かな都市
• スマートシティ
• エコモバイル都市
• 幸福、健康、包摂的な地域社会
• 持続可能な地方経済と調達
• 持続可能な
都市・広域自治体間協力

国内会員都市
• 愛知県
• 飯田市
• 板橋区
• 川崎市
• 北九州市
• 京都市
• 京都府
• 熊本市
• さいたま市

• 札幌市
• 墨田区
• 仙台市
• 東京都
• 富山市
• 名古屋市
• 広島市
• 武蔵野市
• 横浜市

（2017年2月現在）

http://www.globalcovenantofmayors.org/
http://www.globalcovenantofmayors.org/
http://carbonn.org/
http://carbonn.org/
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「自治体首長による気候サミット」2015年12月4日＠パリ市庁舎

 600人超の自治体リーダー

 「パリ市庁舎宣言」を採択

 適応：参加型のレジリエンス戦略及び行動計画を
策定・実施（2020年までに）

 緩和： GHG排出を3.7 Gt/year 削減（2030年まで毎年）

 緩和：100％再生可能エネルギー
あるいは GHG排出を80％削減（2050年までに）



シエーナ
2015年までに100%
RE（電気）

野心的な都市・地域のエネルギー目標

バンクーバー
2050年まで
に100%RE

マルメ
2030年
までに
100%RE

アスペン
2015年までに100%
RE（電気）

ベクショー
2030年
までに
100%RE

オーストラリア首都特別地域
2020年までに100%RE（電気）

チェジュ
2030年までに
100%RE

バイロン
2025年まで
に100%RE

ストック
ホルム
2050年まで
に100%RE

インジェ郡
2045年までに100%
RE（電気）

バルセロナ
2055年までに
エネルギー自給

「100RE」：100%再生可能エネルギー 7



100%再生可能エネルギーを
目指す都市・地域ネットワーク
● 100％再生可能エネルギーへの転換を牽引する先進的な都市・地域

のネットワーク。2015年に発足。

 『100％再生可能エネルギー世界キャンペーン（Global 100% 
Renewable Energy Campaign）』に貢献するイクレイの取組。

 本ネットワークを通じて、地域の100％再生エネルギーを野心的に進め
る自治体の取組を国際的に発信し、志を同じくする都市や専門家との情
報交換・連携を推進することによって、参加自治体による再生可能エネ
ルギー政策を支援。
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世界をリードする自治体とのネットワークづくり、相互学習、協力の機会

ガイダンスとワークショップ

再生可能エネルギーとエネルギー効率の専門家へのアクセス

地域の解決策とサービスプロバイダを世界的にプロモート

地域で達成した実績の世界的認知

世界的な都市・地域チャンピオンとしての視野

100%RE都市・地域ネットワーク
参画の利点
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サーニッチ
ラーニング
都市

100%RE都市・地域ネットワーク
加盟都市

バンクーバー
2050年まで
に100%RE

マルメ
2030年
までに
100%RE

アスペン
2015年までに100%
RE（電気）

ベクショー
2030年まで
に100%RE

オーストラリア首都特別地域
2020年までに100%RE（電気）

チェジュ
2030年までに
１００%RE

バイロン
2025年
までに
100%RE

インジェ郡
2045年までに100%
RE（電気）

屏東県
ラーニング都市

ツワネ
ラーニング都市

①リーダー
②将来のリーダー
③ラーニング都市 10
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バンクーバー市（カナダ）

ブリティッシュコロンビア州で最大の都市（人口60万人）

基本構想
• 「世界で最もグリーンな都市」
• 「再生可能エネルギー100％都市」

経緯
• 「世界一のグリーン都市行動チーム」を組織（2009）
• 「輝ける緑の未来（自治体基本構想）」（2010）
• 「世界一のグリーン都市2020行動計画」（2011）
• 「再生可能都市戦略：2050年に至る我々の未来」（2015）
• 公約から7年間で500位圏外から世界第4位に躍進
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気候変動対策・エネルギー目標
 2050年までに市内エネルギー消費100％再生可能エネルギーで賄う
 2050年までにGHG排出を80％削減（2007年比）

「世界一のグリーン都市2020行動計画」
 「ゼロ・カーボン」・「ゼロ廃棄物」・「健全な生態系」
 建築分野：建築基準（厳しいエネルギー効率条件）
 交通分野：徒歩・自転車・公共交通・電気自動車の充電プログラム
 エネルギー分野：再生可能エネルギーの導入
 きれいな大気、きれいな水、地元食材
 グリーン経済への移行（ブランド戦略によるグリーン企業誘致）

アプローチ
 徹底した参加型の意思決定：基本構想の準備から計画策定まで市民と

の対話を繰り返す
 市民の意識啓発・オーナーシップの向上

バンクーバー市（カナダ）
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「政策目標はシンプルがよい：100％再生可能エネルギー」
グレゴール・ロバートソン市長 （バンクーバー市）
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「2020年までに地域内100%ＲＥ電力供給」
シェーン・ラテンベリー大臣 （オーストラリア首都特別地域）
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「2020年までに100%RE公共交通を実現」
ラン・マリー・グエン・ベルク副市長 （オスロ市）



100%RE都市・地域ネットワーク
加盟方法
簡単な手続

1. 申込書の提出
2. カーボン気候レジストリの登録

再生可能エネルギーに関する
イクレイコミュニティへようこそ！

都市や地域が、100%再生可能エネル
ギーの目標を最低１つの分野で有してい
るか、１００％再生可能エネルギーの実
現に向けて明確な政治的関心を有してい
るなら、あなたも100%再生可能エネル
ギー都市・地域ネットワークの一員に。

Connect with us and engage!
詳細はこちら（英語）: www.iclei.org/lowcarboncity/100RE 16

http://www.iclei.org/lowcarboncity/100RE


私たちは前進する！

© 2016 IISD Reporting Services
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ご清聴ありがとうございました。
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