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• Stefanie Schäfter, Research Associate, German Institute of Urban 
Affairs (DiFu) 

• Stéfan Le Dû, Sustainable Development Councilor, Embassy of France 
in Japan 

• Lasse Bruun, Head of Global Campaign Coordination, Climate Action 
Network (CAN) International 

• Dr. Tsuneo Takeuchi, Professor of Environmental Policy, Nagoya 
University Graduate School of Environmental Studies 

• Ryoichi Gohara, Director, Renewable Energy Shinshu-net 



3 自治体首長による気候変動サミット＠パリ市庁舎 
都市と地域による100%再エネグローバルネットワーク 

気候変動とエネルギーに関する世界首長誓約 



For accelerating local actions 

地域の取組を加速するために 
 

 Diverse forms of networks, 
programs and initiatives, etc. 
様々な形態のネットワーク、プログラム、イニシアティブ 

 

 Key functions / services 
本質的な機能は何か？ 

 

 Toward 100%RE 
100％再エネに向けて 
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Diverse forms of 
networks, programs 
and initiatives, etc. 
様々な形態のネットワーク、 
プログラム、イニシアティブ 



Key functions / services 
本質的な機能は何か？ 

 Platform for information exchange 
情報共有のためのプラットフォーム 

 Best practices / showcasing / mutual learning 
ベストプラクティス / ショーケース / 相互学習 

 Platform for capacity building 
能力開発のためのプラットフォーム 

 Training/mentoring トレーニング / メンターリング 

 Expert advice 専門家によるアドバイス 

 Annual conference / further networking 
年次会合 / さらなるネットワーキング 

 Marketing and public relations 
マーケティングと広報  

 Awarding 表彰制度 
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Toward 100%RE 
100％再エネに向けて 

 Public ownership on product and goal 
参加型によるビジョン形成・目標設定による「オーナーシップ」 

 Robust monitoring, evaluation and accountability 
しっかりとしたモニタリングと評価、情報公開 

 100%RE by when? Not tomorrow. Long-term vision 
and continuous actions. 
多くの自治体が関心を持っている。100％REは、明日まで
にというわけではない。長期的な視点と取組が重要。 

 Collaboration between different regions, some goes 
beyond 100% and provide RE to others. 
地域間の協力も重要。100％を超えるところもあり、域外
への供給源となりうる。  
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Comments from the floor (1) 
会場からのコメント（１） 

 

 Visioning and long-term strategy towards 100RE 
100REに向けたビジョン・長期戦略の必要性 

 Importance of mutual learning / new knowledge 
新しい知見を学びあうことの重要性 

 Division of roles and collaboration between national 
government, local government and various 
stakeholders 
国、地方自治体、さらには多様なステークホルダーによる
役割分担と協働 
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Comments from the floor (2) 
会場からのコメント（2） 

 Local governments can do many things for RE  
再生可能エネルギーの普及で地方自治体にできることは多
い 

 Need for obtaining the latest information, especially 
‘how others are doing, through national and 
international networks 
国内及び海外とのネットワークを通じて最新の情報を
キャッチ 

 Competition between local governments will 
accelerate the shit towards a sustainable society 
良い意味での自治体同士の競争が持続可能な社会への移行
を加速する 
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