――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
炭素市場エクスプレス メールマガジン 第 85 号（2021 年 10 月 28 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．イベントのお知らせ
[1] 【開催報告】太平洋・島サミット（PALM）参加国での先進的な脱炭素技術を導入するための二
国間クレジット制度（JCM）の活用に関するワークショップ（ウェビナー）
[2] 【開催報告】第 1 回「JCM x SDGs ウェビナー：ESG 金融の活用を通じた SDGs への貢献」（環
境省、OECC）
[3] 【開催告知】COP26 サイドイベント＠ジャパン・パビリオン：JCM 実施によるステークホルダーへの
様々なベネフィット（環境省・OECC） ***11/8（月）19:30-21:00 ライブ配信！***
◆2．事務局からのお知らせ
[1] JCM 提案プロジェクト（インドネシア）へのパブリック・コメント（2021 年 10 月 15 日～2021 年
11 月 13 日）を開始しました
[2] 【発行物】JCM 設備補助事業概要パンフレット “二国間クレジット制度（JCM）促進のための取
組み 令和 3 年度版（令和 3 年 10 月発行）”を掲載しました
◆3．報道発表
[1] 国連気候変動枠組条約第２６回締約国会議（COP26）ジャパン・パビリオンにおける展示及
びセミナーについて（環境省）
[2] 「地球温暖化対策計画」及び「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」の閣議決定並びに
「日本の NDC（国が決定する貢献）」の地球温暖化対策推進本部決定について（環境省）

◆1．イベントのお知らせ――――――――――――――――――――――――――――――
[1] 【開催報告】太平洋・島サミット（PALM）参加国での先進的な脱炭素技術を導入するための二
国間クレジット制度（JCM）の活用に関するワークショップ（ウェビナー）

日本国環境省及び外務省は、2021 年 9 月 22 日（水）に「太平洋・島サミット（PALM）参加国
での先進的な脱炭素技術を導入するための二国間クレジット制度（JCM）の活用に関するワークショッ
プ」を開催しました。
【開催結果はこちら】
⇒ https://www.carbon-markets.go.jp/column/event_report/11652/
[2] 【開催報告】第 1 回「JCM x SDGs ウェビナー：ESG 金融の活用を通じた SDGs への貢献」（環
境省、OECC）
環境省・OECC は、10 月 13 日（水）にウェビナー「第１回 JCM 設備補助事業の SDGs への貢献
と ESG 金融等における評価」を開催しました。
【イベントの録画及び発表資料はこちら】
⇒ https://www.carbon-markets.go.jp/jcmgp/esg_seminar2021.html
[3] 【開催告知】COP26 サイドイベント＠ジャパンパビリオン：JCM 実施によるステークホルダーへの
様々なベネフィット（環境省、OECC）
***11/8（月）19:30-21:00 開催！***
環境省と OECC は、英国・グラスゴー開催される COP26 に設置されるジャパンパビリオンにおいて、JCM
に関するサイドイベント（Youtube／Zoom ライブ配信あり）を開催します。
現在、二国間クレジット制度（JCM）は日本と 17 のパートナー国との二国間協定に基づき実施されて
おり、パートナー国での脱炭素技術の普及と GHG 削減を促進しています。パリ協定 6 条に基づき、定
量化した GHG 削減量の一部は日本の削減目標達成に活用されると共に、JCM はパートナー国の
NDC 実施にも貢献します。また、JCM の実施は GHG 削減だけでないコベネフィットを創出し、SDG を
含むパートナー国の持続可能な開発にも貢献しています。本イベントでは、JCM 関係機関による調査結
果及びパートナー国による最新情報を通じてこのような JCM の役割やベネフィットを紹介します。また、パ
ネルディスカッションでは JCM が創出するベネフィットを拡大していくための方策や展望について議論を行い
ます。
【イベント詳細は炭素市場エクスプレスでご覧いただけます】
⇒

https://www.carbon-markets.go.jp/jp_info/jp_info_event/y-

2021/20211108/index.html
【イベント情報はジャパン・パビリオンのウェブサイトからもご覧いただけます】
⇒ http://copjapan.env.go.jp/cop/cop26/exhibition/details/oecc/
【ライブ配信はこちら】
Youtube:
⇒ https://www.youtube.com/channel/UCgi2ONIz1XMpxT9tdMGKcnw

Zoom:
https://zoom.us/j/95162247531?pwd=aUJDV1M3bWU0bXZGZzZvQ3NWMjA3UT0
9
Meeting ID: 951 6224 7531
Passcode: 911419
◆2．事務局からのお知らせ―――――――――――――――――――――――――――――
[1] JCM 提案プロジェクト（インドネシア）へのパブリック・コメント（2021 年 10 月 15 日～2021 年
11 月 13 日）を開始しました
JCM 提案プロジェクト（インドネシア）「Introduction of Gas Co-generation System and
Absorption Chiller to Motor Parts Factory」へのパブリック・コメント（2021 年 10 月 15 日～
2021 年 11 月 13 日）を開始しました。
【詳細はこちら】
⇒ https://www.jcm.go.jp/id-jp/information/420
【インドネシアにおける最近の動向はこちら】
⇒ https://www.carbon-markets.go.jp/jcm/initiatives/indonesia.html
[2] 【発行物】JCM 設備補助事業概要パンフレット “二国間クレジット制度（JCM）促進のための取
組み 令和 3 年度版（令和 3 年 10 月発行）”を掲載しました
JCM 設備補助事業の概要を解説したパンフレット「二国間クレジット制度（JCM）促進のための取組
み 令和 3 年度版」が発行されました。
【パンフレットはこちらからダウンロードできます】
⇒ https://www.carbon-markets.go.jp/publications/

◆3．報道発表―――――――――――――――――――――――――――――――――
[1] 国連気候変動枠組条約第２６回締約国会議（COP26）ジャパン・パビリオンにおける展示及
びセミナーについて（環境省）
令和３年 10 月 31 日（日）～同年 11 月 12 日（金）に英国・グラスゴーで開催が予定されて
いる、国連気候変動枠組条約第 26 回締約国会議(COP26)の会場において、日本企業等による展
示やセミナーを実施する「ジャパン・パビリオン」を設置します。また、オンライン上で日本企業等の展示等を
行う「ヴァーチャル・ジャパン・パビリオン」を併せて設置します。
【報道発表はこちら】
⇒ https://www.env.go.jp/press/110105.html

[2] 「地球温暖化対策計画」及び「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」の閣議決定並びに
「日本の NDC（国が決定する貢献）」の地球温暖化対策推進本部決定について（環境省）
本日、「地球温暖化対策計画」及び「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」が閣議決定され、
また、「日本の NDC（国が決定する貢献）」が地球温暖化対策推進本部において決定されましたので、
お知らせします。
あわせて、令和３年９月３日(金)から同年 10 月４日(月)に実施した、「地球温暖化対策計画
（案）」、「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略（案）」及び「日本の NDC（国が決定する
貢献）（案）」に対する意見募集（パブリックコメント）の結果についてお知らせします。
【報道発表はこちら】
⇒ https://www.env.go.jp/press/110060.html

◎●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、メールにてお気軽にご相談ください。
⇒ info@carbon-markets.go.jp
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/
メールマガジンのバックナンバー（PDF）は下記サイトで公開しています（最新号を配信後に、前号がア
ップされます）。
⇒ https://www.carbon-markets.go.jp/newsletter/2021/
◎●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）
〒110-0016 東京都台東区台東 4-19-9 山口ビル 7・7 階
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
※このメールの記載内容の無断転載、無断複製を禁じます。

