
―― はじめに ――

エネルギー資源や希少金属など地球上の天然資源には限界があり、また、

資源の利用に伴い温室効果ガスや廃棄物の排出など環境への影響も大きくな

ります。

2015 年９月の国連サミットでは、地球規模での人口増加や経済規模が拡大

する中で、気候変動を始めとするグローバルな問題の解決に向けて世界全体

で取り組む「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」が採択されました。この目標

（ゴール）の１つ「持続可能な生産・消費の実現」では、天然資源の利用を

抑制するとともに廃棄物や有害物質の排出など環境負荷を最小限に抑えることを目指しています。

こうした中、本県では、３Ｒの推進を始め、再生資源・未利用資源の活用促進、循環ビジネスの振興な

ど循環型社会に向けた取組を着実に進めているところです。

さらに、持続可能な社会の実現には、私たち一人ひとりが様々な環境課題と向き合い、省エネルギーや

省資源といった環境負荷を減らす行動につなげていくことが必要であるため、未来のあいちの担い手を育

成する「人づくり」に取り組んでいます。

今回の環境白書の特集では、循環型社会の形成に向けて平成 29 年３月に策定した「愛知県廃棄物処理

計画」と「あいち地域循環圏形成プラン」について、また、平成 28 年１月に発覚した食品廃棄物の不適

正事案を受け、再発防止に向けた取組をまとめた「食品廃棄物の不適正処理に係る再発防止対策」につい

て紹介しています。

さらに、平成 29 年度から新たに開始した高校生を対象とした人づくり事業「あいちの未来クリエイト

部」についても紹介しています。

この環境白書が、愛知の環境についての理解を深めていただき、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 29年 12月

発行月から１行下げ
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