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Climate change policy development in Japan
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Act on Global Warming 
Counter Measures (1998)

Adaptation 
Law (2016)

Carbon Neutral 
Declaration (2020)

1995                  2000                  2005                2010                    2015                      2020

UNFCCC 
entered into force 
in 1994

Kyoto Protocol 
entered into force 
in 2005

Paris Agreement 
entered into force 
in 2016
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• National government 
develops a plan for global 
warming countermeasures

• Local governments develop 
local action plans in line with 
national policy
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All local governments develop & implement local action plans

COP3 in 
Kyoto (1997)

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
日本では1990年代から気候変動対策に取り組んできている。特に、1997年に、京都議定書が採択されたCOP3をホストしたことを契機に、国内の体制整備が進んだ。
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Multi-level governance in Japan
Under Article 21 of the Act, local governments are required to formulate and implement comprehensive and systematic 
measures to control GHG emissions in line with the natural and social conditions of each area pursuant to the Plan for Global 
Warming Countermeasures. 

GoJ

LGs
(1,788 LGs)

• National policies 
 Emission reduction targets;
 Long-term strategy under the Paris Agreement;
 Plan for Global Warming Countermeasures; other

• Local climate change action plans
 Administrative operations 
 Area-wide policies 

Natural and social conditions of each area 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
COP3の翌年にあたる1998年には地球温暖化対策推進法が制定された。その下で、国が方針を示し、自治体はそれを参考に、また、地域の状況を勘案して、地域の実行計画を作って実施することになっている。現在でも、このようなマルチレベルガバナンスの体制が取られている。
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Japan Commitment to Net-Zero by 2050
(Declared on 26th October, 2020)

Policies for Net-Zero 2050

 Japan Commitment to Net-
Zero by 2050

 Plan for Global Warming 
Countermeasures and 
Long-Term Strategy

 New energy system with a 
Focus on Renewable Energy

 Regional Decarbonization 
Roadmap

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
日本は京都議定書の下で低炭素社会に向けて取り組んできたが、今では脱炭素社会に舵を切っている。それは、2020年10月のカーボンニュートラル表明が契機となった。2030年までに46％削減、2050年までに実質ゼロにするという目標を掲げており、これらの目標は、今では地球温暖化対策推進法に位置付けられている。政府は脱炭素を新しい成長戦略として捉え、環境と経済の好循環を生み出していくという方針を明確にしている。
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Plan for Global Warming Countermeasures:  
Key points

• Municipalities set promotion areas for renewable energy based on the amended Act on the Promotion 
of Global Warming Countermeasures
➔ Expand renewable energy that brings benefits to the local communities

• Expanding houses and buildings that are obliged to comply with energy-saving standards

Renewable energy, energy efficiency and conservation

• Supporting Innovation for 2050
➔ The 2 trillion yen fund supports research and development and social implementation in priority 

areas such as hydrogen and storage batteries.
• R&D and demonstration projects to support data centers to achieve energy conservation more than 30%

Industries, transportation, etc.

• Setting more than 100 decarbonization-leading areas by FY 2030 (Regional Decarbonization Roadmap)
• Reducing emissions in developing countries by using advanced decarbonization technologies etc.
➔ Contributing to reduction on a global scale through the "Joint Crediting Mechanism: JCM"

Cross-sectoral approach

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
政府のカーボンニュートラル表明を受けて、国の地球温暖化対策計画は2021年10月に改定された。主なポイントとして、再エネの推進、イノベーションの推進、地域脱炭素の推進、国際協力の推進、などが挙げられている。朱書き部分は地方脱炭素に向けたものであり、自治体に寄せられる期待の表れと言える。
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2050 Zero Carbon Cities in Japan
(As of October 31, 2022)

• 797 local governments including Tokyo, Kyoto, and Yokohama announced their commitment to net zero carbon emissions by 2050.

• These local governments represent 119 million people (94.6% of Japan's population).

CN declaration 
by GoJ

2019    2020                          2021                           2022                  

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
日本では、国が脱炭素政策を仕掛ける一方で、自治体でもボトムアップの動きも見られている。京都市や東京都が2019年に自主的に始めたゼロカーボンシティ表明が広がりを見せ、今では800近い自治体が表明している。このように、地域脱炭素は国と地方の両方の関心事として進められるものとなっている。
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Regional Decarbonization Roadmap
(Formulated on June 9, 2021)
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 The roadmap was formulated by the Council for National and Local Decarbonization.

 Actions closely related to local initiatives and the lifestyles of the people were discussed. 

• First of all, we will promote problem solving x decarbonizing regional development from 100 locations nationwide.

• Local entities take priority measures such as for self-consumption solar power generation, and energy saving in houses and buildings.

• Expanding to national and overseas markets like Domino Effect, creating sustainable and affluent regions nationwide.

• Key Initiatives: Utilizing Human Resources, Information, and Finance. Innovating Lifestyles and Rules.

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
効率的な地域脱炭素を如何に実現するかを考えるため、国がカーボンシティを表明した後、速やかに国・地方脱炭素会議が開かれた。国と地方の関係者が一堂に会し、検討した上で、地方脱炭素ロードマップを策定した。そこでは、脱炭素を切り口に地域の課題を同時に解決を目指すことや、モデル地域を100か所以上創出すること、重点プロジェクトを手厚く支援すること、などが位置づけられた。その上で、成功事例を創出し、その輪をドミノ倒しのように広げて、効率的に地域脱炭素を実現するとした。この戦略は、自治体によるゼロカーボンシティの輪も広がりも踏まえると、合理的と考えられる。



8

Multi-level governance for the Roadmap
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GoJ
(MOEJ)

LGs
(Selected LGs)

• System design for the regional decarbonization 
roadmap 

• Decarbonization leading areas action plans

GoJ
(MOEJ 

Regional 
Offices)

• Ten focal points for respective regions 

Regional offices of 
the Ministry of the Environment

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
地方脱炭素ロードマップを実施する上で、環境省の地方事務所にも、新たに役割が備わった。新たに部署が設置されると、そこが管轄地域の自治体の、先行地域の選定や予算執行の窓口となった。これにより、より手厚い支援がなされるようになった。
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Grants to Promote Regional Decarbonization 
Transition and Renewable Energy
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 Financial support to local governments that are willing to take actions in 
“Decarbonization Leading Areas (DLA)" or “Priority Measures“.

 Grants from GoJ: Max. JPY 5 billion per project
 Grants from GoJ: Max. JPY 2 billion per project

 Budget size: JPY 20 billion for FY2022; JPY 40 billion for FY2023.

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
また、資金面でも充実された。地域脱炭素移行・再エネ推進交付金が2022年度に新たに設立された。それぞれのプロジェクトに対して資金が提供される。今年度は200億円だったが、来年度予算の概算要求では2倍の規模となっている。
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Selected municipalities (FY2022)

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
今年度、先行地域については２回の公募が行われ、46件が採択されている。地理上の分布はこの通りである。
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Case 1:
Ishikari 

City
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Case 2:
Shikaoi
Town
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Case 3:
Akita 
Pref.
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Thank you for your attention.

More information is available at the MOEJ websites:

 Support Site for Creating a Decarbonized Region(only in Japanese) 
https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/

 Web Portal for Zero Carbon Development in Asia 
Under the “Domestic efforts in Japan”
https://www.env.go.jp/earth/coop/lowcarbon-asia/english/initiatives/

https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/
https://www.env.go.jp/earth/coop/lowcarbon-asia/english/initiatives/
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