
～～～ はじめに ～～～

今年 11 月に「持続可能な開発のための教育（ESD）に

関するユネスコ世界会議」が開催され、この 10 年の取組

の成果や 2014 年以降の方策等について熱心な議論が行

われました。

この会議の開催地であるあいち・なごやでは、安全・

安心で、円滑かつ快適な会議運営を地元としてサポート

するため、警備、救護、ボランティアといった体制構築

などの「会議支援」、公式歓迎行事やエクスカーションな

どにおける「あいち・なごやの魅力発信」に取り組むとともに、私たち一人ひとりが

ESD の大切さを再認識し、理解を深められるように「ESD の普及啓発・取組促進」を行

ってまいりました。会議の成果として、地元の名を冠する「あいち・なごや宣言」が

採択されたこと、また、会議の成功に対して関係者から高い評価をいただいたことは、

大変意義深いことと考えます。

本県では、環境をテーマとした国際博覧会である愛知万博と、生物多様性保全のた

めの新たな世界目標である愛知目標が採択された生物多様性条約第 10 回締約国会議

（COP10）が開催され、これらを通して県民の皆様に高い環境意識が培われています。

さらに、今回の ESD ユネスコ世界会議の成功を契機として、県民の皆様の高い環境意

識が環境に配慮した行動につながるよう、持続可能な未来のあいちの担い手を育成す

る「人づくり」を進めることで、「環境首都あいち」の実現を目指していきます。

今回の環境白書では、ESD ユネスコ世界会議に加え、今年５月に策定した県の環境

政策の指針となる第４次愛知県環境基本計画、資源循環や環境負荷低減のための優れ

た事例を表彰する制度である愛知環境賞の 10 年の歩みについて、それぞれ特集で紹介

しています。

この環境白書が、愛知の環境についての理解を高めていただき、また、県民、事業

者、民間団体の皆様がそれぞれの立場から環境をよりよくするための取組を進めてい

ただくきっかけとなれば幸いです。

平成 26 年 12 月

知事写真

知事署名
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