
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

炭素市場エクスプレス メールマガジン 第 44号（2020年 2月 14日発行） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

こんにちは、炭素市場エクスプレス事務局です。 

本メールマガジンは、炭素市場に関する最新の動向や国内外のイベント情報等についての情報

を毎月 2回程度配信しています。 下記リンクもあわせてご覧ください。 

 

ホームページ   https://www.carbon-markets.go.jp/ 

Facebook   https://www.facebook.com/jcm.oecc/ 

二国間クレジット制度（JCM） https://www.carbon-markets.go.jp/jcm/index.html 

 

◇トピックス――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆１．新着コラム！ 

 [1] 【開催報告】ケニアにおける JCMセミナー 

 

◆２．事務局からのお知らせ 

 [1] 第 4回日・ケニア合同委員会の開催 

 [2] JCM提案プロジェクト（タイ）「Installation of Co-Generation Plant for On-Site Energy 

Supply in Motorcycle Factory」へのパブリック・コメント（2020年 1月 28日～2020年 2月 26

日） 

 [3] JCM提案プロジェクト（パラオ）「Introduction of 0.4MW Rooftop Solar Power System in 

Supermarket」へのパブリック・インプット（2020年 1月 28日～2020年 2月 26日） 

 [4] JCM提案方法論（ミャンマー）「Power Generation by Waste Heat Recovery in Cement 

Industry」へのパブリック・インプット（2020年 1月 29日～2020年 2月 12日） 

[5] 第 4回日・エチオピア合同委員会の開催 

[6] JCM提案プロジェクト（ベトナム）「Installation of High Efficiency Kiln in Sanitary Ware 

Manufacturing Factory」へのパブリック・インプット（2020年 2月 4日～2020年 3月 4日） 

 

◆３．政府機関の発表 

[1] 2019年度「二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業」の採択案件の決定に

ついて（環境省） 

[2] 第 3回日本・ミャンマー環境政策対話の結果について（環境省） 

 

◆４．イベント・セミナー情報 

[1] 【2020年 2月 27日（木）14：00】二国間クレジット制度（JCM）セミナー －民間企業の JCM
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活用戦略策定に向けて－（環境省・IGES主催、東京） 

 

◆５．関連ニュース 

[1] 【開催報告】JCM ワークショップ in ラオス ～NDC と SDGs 達成に向けた JCM の貢献～

（IGES） 

[2] 【開催報告】インドネシアにおける気候変動対策と JCMに関するセミナー（IGES） 

 

 

 

◆１．新着コラム！―――――――――――――――――――――――――――――――― 

[1] 【開催報告】ケニアにおける JCMセミナー 

2020 年 1月 28日（火）、日本国環境省主催、ケニア共和国環境森林省共催にて、“Seminar on 

the Joint Crediting Mechanism (JCM) in Kenya”が在ケニア日本国大使館の協力のもとナイロ

ビ市内にて開催されました。本セミナーでは… 

 

【コラムの続き・写真などはこちらからご覧ください】  

⇒ https://www.facebook.com/jcm.oecc/ （炭素市場エクスプレス Facebookページ）  

投稿・ページへの「いいね！」お待ちしております。さらに「シェア」“友達”にもご紹介ください。 

 

【こちらでもご覧いただけます】  

⇒ https://www.carbon-markets.go.jp/columns/ （炭素市場エクスプレスホームページ） 

 

 

◆２．事務局からのお知らせ―――――――――――――――――――――――――――― 

[1] 第 4回日・ケニア合同委員会の開催 

第 4回日・ケニア合同委員会がナイロビで開催されました。 

 

【ケニアにおける最近の動向はこちらをご覧ください】 

⇒ https://www.carbon-markets.go.jp/jcm/initiatives/kenya.html 

 

[2] JCM提案プロジェクト（タイ）「Installation of Co-Generation Plant for On-Site Energy 

Supply in Motorcycle Factory」へのパブリック・コメント（2020年 1月 28日～2020年 2月 26

日）を開始しました。 

 

【タイにおける最近の動向はこちらをご覧ください】 

⇒ https://www.carbon-markets.go.jp/jcm/initiatives/thailand.html 
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[3] JCM提案プロジェクト（パラオ）「Introduction of 0.4MW Rooftop Solar Power System in 

Supermarket」へのパブリック・インプット（2020年 1月 28日～2020年 2月 26日）を開始しまし

た。 

 

【パラオにおける最近の動向はこちらをご覧ください】 

⇒ https://www.carbon-markets.go.jp/jcm/initiatives/palau.html 

 

[4] JCM提案方法論（ミャンマー）「Power Generation by Waste Heat Recovery in Cement 

Industry」へのパブリック・インプット（2020年 1月 29日～2020年 2月 12日）を開始しました。 

 

【ミャンマーにおける最近の動向はこちらをご覧ください】 

⇒ https://www.carbon-markets.go.jp/jcm/initiatives/myanmar.html 

 

[5] 第 4回日・エチオピア合同委員会の開催 

第 4回日・エチオピア合同委員会がアディスアベバで開催されました。 

 

【エチオピアにおける最近の動向はこちらをご覧ください】 

⇒ https://www.carbon-markets.go.jp/jcm/initiatives/ethiopia.html 

 

[6] JCM提案プロジェクト（ベトナム）「Installation of High Efficiency Kiln in Sanitary Ware 

Manufacturing Factory」へのパブリック・インプット（2020年 2月 4日～2020年 3月 4日）を開

始しました。 

 

【ベトナムにおける最近の動向はこちらをご覧ください】 

⇒ https://www.carbon-markets.go.jp/jcm/initiatives/vietnam.html 

 

 

◆３．政府機関の発表――――――――――――――――――――――――――――――― 

[1] 2019年度「二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業」の採択案件の決定につ

いて（環境省） 

1月 24日、2019年度「二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業」の採択案件と

して 10件を選定しました。これまでに採択した案件を含めた 2030年までの累積温室効果ガス

（ＧＨＧ）削減量は、約 1,400万トンを見込んでおります。 

今後も、優れた低炭素技術等による世界全体の温室効果ガスの排出削減を実現するため、二国

間クレジット制度をより一層推進していきます。 
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【環境省による報道発表はこちらをご覧ください】 

⇒ https://www.env.go.jp/press/107629.html 

 

[2] 第 3回日本・ミャンマー環境政策対話の結果について（環境省） 

本国環境省とミャンマー連邦共和国天然資源・環境保全省は、２月７日（金）にネピドーで「第３回 

日本・ミャンマー環境政策対話」を開催しました。同対話は、平成 30年８月に署名された両省間

の環境協力に関する協力覚書に基づき、今回３回目が開催されました。 

政策対話では、加藤鮎子環境大臣政務官が冒頭挨拶を行うとともに、「水質汚濁対策及び浄化

槽」、「海洋プラスチックごみ対策及び廃棄物管理」、「大気汚染対策」、「二国間クレジット制度

（JCM）」、「環境影響評価」について議論が行われ、各分野における今後の協力の方向性につい

て合意しました。 

 

【環境省による報道発表はこちらをご覧ください】 

⇒ https://www.env.go.jp/press/107701.html 

 

 

◆４．イベント・セミナー情報――――――――――――――――――――――――――――― 

[1] 【2020 年 2 月 27 日（木）14：00】二国間クレジット制度（JCM）セミナー －民間企業の JCM

活用戦略策定に向けて－（環境省・IGES主催、東京） 

本セミナーは、2013 年から開始された二国間クレジット制度（JCM）の成果と、パートナー国にお

ける脱炭素社会に向けた役割、そして、民間企業の JCM 活用機会拡大を目指した公開セミナー

です。本セミナーでは、JCM パートナー国のうち、ベトナム・チリ・ケニア・インドネシアの担当官が、

各国における JCM を含む市場メカニズムの制度の進捗状況を報告します。また、パネルディスカ

ッションでは、民間企業へのさらなる機会提供のために、パートナー国において温暖化対策の強

化が求められるセクターやプロジェクトについて議論を行います。 

 

【こちらより参加申し込みいただけます】 

⇒ https://www.iges.or.jp/jp/events/20200227 

 

【昨年のセミナーの様子はこちらをご覧ください】 

⇒ https://www.carbon-markets.go.jp/column/event_report/10410/ 

 

 

◆５．関連ニュース―――――――――――――――――――――――――――――――― 

[1] 【開催報告】JCM ワークショップ in ラオス ～NDC と SDGs 達成に向けた JCM の貢献～

https://www.env.go.jp/press/107629.html
https://www.env.go.jp/press/107701.html
https://www.iges.or.jp/jp/events/20200227
https://www.carbon-markets.go.jp/column/event_report/10410/


（IGES） 

公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）は、ラオス天然資源環境省（MONRE）気候変動局

（Department of Climate Change）と共催で、2020 年 1 月 21 日にラオス・ヴィエンチャンにて

JCM ワークショップを開催しました。本ワークショップでは、ラオスにおける低炭素発展のさらなる

普及に向けて、JCMの最新情報の共有及び NDCや SDGsへの貢献に対する理解を深めること

を目的として実施されました。 

 

【IGESによる開催報告はこちらをご覧ください】 

⇒ https://www.iges.or.jp/jp/events/20200121 

 

 

[2] 【開催報告】インドネシアにおける気候変動対策と JCMに関するセミナー（IGES） 

公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）は、インドネシア JCM事務局、インドネシア経済

担当調整大臣府と共催で、2020年 1月 23日にインドネシアにおける気候変動対策および JCM

に関するセミナーを開催しました。 

 

【IGESによる開催報告はこちらをご覧ください】 

⇒ https://www.iges.or.jp/jp/events/20200123 

 

 

 

◎●お問い合わせについて―――――――――――――――――――――――――――― 

炭素市場エクスプレスでは、二国間クレジット制度（JCM）や国際的な市場メカニズムに関する情

報を提供しております。 

JCMの制度や仕組み、プロジェクトの実施、クレジットの活用及び市場メカニズムの動向等につい

て、下記ページよりお気軽にご相談ください。 

⇒ https://www.carbon-markets.go.jp/contact/  

 

メールマガジン登録内容変更もしくは配信停止ご希望の方は、下記ページより手続きください。 

⇒ https://www.carbon-markets.go.jp/newsletter/ 

 

 

◎●発行・編集――――――――――――――――――――――――――――――――― 

炭素市場エクスプレス事務局 

一般社団法人海外環境協力センター（OECC） 

 〒105-0003 東京都港区西新橋 3-25-33 フロンティア御成門 3階（旧 NP御成門ビル） 
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 URL: https://www.carbon-markets.go.jp/  

お問い合わせフォーム：https://www.carbon-markets.go.jp/contact/  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

※このメールの記載内容の無断転載、無断複製を禁じます。 
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