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JCI 気候変動イニシアティブ Who we are

2018年設立時：105団体

2023年3月3日現在、 合計：730団体/organizations

企業/companies：551(うち金融・投資機関/financial institutions：54 )

自治体/local gov.：37 
その他/others：142(うち大学・研究機関/Universities &Research etc.：9 、事業者団

体/Business associations：3 、 消費者団体/consumers’ associations：13 、 文化施設・宗教団
体/cultural&religious group：4 、 NPO/NGO等：113 ）

Co-Representatives

Secretariat organizations

Takejiro Sueyoshi Sergio Kato

Partner organizations

JCIとは
様々なメンバーが日本からの気候変動対策を
一緒に考え、行動し、発信するグループです

We are…

Multi-stakeholders’ Climate Initiative, 

collaborating for climate actions



JCIのこれまでの活動 What we’ve done

政策提言/Advocacy for climate policy

学びや交流/Seminars & networking events

COP参加・日本の取り組みの情報発信・交流

Join COP, exchange actions globally



JCI：Race to Zero パートナー/Partner

企業/Companies

8307
(Japan: 66) 金融/FI’s

595
(Japan: 24)

教育機関/education

1125
(Japan: 2)

自治体/cities&regions

1188
(Japan: 78)

Net Zero 
Investment 
Consultants

Paris Aligned 
Asset Owners 

(PAAO)

Net Zero Asset 
Managers 
Initiative

Net Zero Insurance 
Alliance

他にも、スポーツ、ファッション、ウィス
キー、ワイン、医療機関などの業界に特化し
たパートナーがある。

Race to Zero Circle
マルチステークホルダー
（日本全体）



国連事務総長が歓迎したネットゼロのあり方提言

Consistent with;

1. 1.5℃経路で削減して残りを除去

Reduce emission by 1.5 trajectory, neutralize residual emissions by removal

2. 企業の責任範囲はスコープ1,2,3

Companies are responsible for scope 1,2,3

3. 削減クレジットは「バリューチェーンを超えた

緩和」として追加的に貢献。オフセットはNG。

Carbon credits cannot be used for offsetting, rather recommended to 

fund beyond value chain mitigation



JCIメッセージ発信＠G７ 賛同のお願い

• 今年5月に日本がホスト国となり広島で開催されるG7サミット
• ４月15・16日には札幌で、G7環境・エネルギー大臣会合が開催。
• 気候危機とエネルギー危機が同時に進む中で、G7諸国がこの危機にどのよう

に立ち向かうのか、その戦略の大枠を決める重要な会議。
• 日本政府は「GX基本方針」を決定し、これに基づくエネルギー政策、カーボ

ンプライシングの導入などを進める方針。

JCIでは、この機会をとらえ、日本政府に対し対策のいっそうの強化を求めると
ともに、日本の企業・自治体・NGOなどの取組みを世界に伝えるJCIメッセージ
を発信します。
賛同団体名は4月中旬に本ウェブサイトに公表・プレスリリースするとともに、
国内外メディア等を通じた発信、政府への提出などを予定しています。
一つでも多くの賛同をお待ちしています。

メッセージPDF版はこちら

about:blank


Call for Joining JCI Statement toward G7 Summit

• G7 Summit in Hiroshima, Japan (May, 2023)
• On April 15 and 16, the G7 Environment and Energy Ministerial Meeting will be held 

in Sapporo.
• Important meeting to set framework how G7 countries address simultaneous 

climate and Energy crisis. 
• The government of Japan set “Basic Policy for GX (Green Transformation)”.

JCI is calling on the Japanese government to further strengthen its climate measures.

Joint message:  Overcoming Two Crises with Renewable Energy and Carbon Pricing

- Supply the vast majority of electricity from renewable energy sources by 2035

- Early introduction of effective carbon pricing

- Standing at the forefront of the global challenge to achieve the 1.5℃ goal

The names of supporting organizations will be announced on this website and released in mid-

April, and the message will also be disseminated through domestic and international media and 

submitted to the government.

PDF version of the message is here

https://japanclimate.org/wp/wp-content/uploads/2023/02/JCI-message-G7-JP-2023.pdf


Call for Action: 世界に通じる日本へ声をあげよう

グローバルスタンダード踏まえたアクション
ーClimate Crisis回避
ー投融資
ーグローバルでビジネス展開
ー国際競争力維持

ビジネスと同軸化
ーESG「非財務」＝＞ 事業の将来のリスク回避・機会獲得 「将来財務」
ーテクノロジーの融合・新ビジネスモデル

個の動きを線・面に （産官学金 連携）
ー サプライチェーン全体、サプライヤ・デマンド 両サイド
ー 各事業セクター、産業界全体、更には経済・社会システム全体
ー 国境を越えて



Call for Action: Japan as Global Climate Leader

Actions need to align global standards and science
• Avoid Climate Crisis

• Investments

• Global Development in Business

• Maintain International Competitiveness

It is Business
• ESG as non-financial →  future-financial : avoid future business risks, 

gain future opportunities

• Utilize technologies, new business models

From individual action to line, and plan (Collaboration of 

industry-government-academia-finance )
• Whole supply chain, both side (suppliers, demand side)

• Sector-wide, Industry-wide, Economy/Social System-wide

• Beyond the country border
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