
―― はじめに ――

 

平成から令和へと新しい時代の幕が開けました。日本一の産業県である本

県は、引き続き環境分野においてもトップランナーである「環境首都あいち」

を目指し、大気や水環境、地球温暖化、生物多様性の保全、資源循環など様々

な課題に向き合い、持続可能な社会づくりを進めております。

この持続可能な社会づくりを実現するための国際目標として、 年９月

の国連サミットで採択された「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」があります。

本県は、これまでもＳＤＧｓの理念に沿った様々な施策を実施しているところであり、 年７月１

日には、内閣府から持続可能な開発を実現するポテンシャルの高い都市として「ＳＤＧｓ未来都市」に選

定されました。

ＳＤＧｓは のゴール（目標）で構成されており、そのゴールの中には、気候変動や生態系など環境

に関わる課題が数多く含まれています。

今回の環境白書の特集では、特に近年、海洋生物への影響などで大きな問題となっているプラスチック

ごみ問題に対する取組について、また、目標年である 年が間近となった生物多様性に関する「愛知

目標」の達成に向けた国際連携の取組について紹介しています。プラスチックごみ問題に対する取組は、

ゴール 「つくる責任 つかう責任」やゴール 「海の豊かさを守ろう」の達成につながり、生物多様性

保全に向けた取組は、ゴール 「海の豊かさを守ろう」やゴール 「陸の豊かさも守ろう」の達成につ

ながります。さらに、ゴール 「パートナーシップで目標を達成しよう」は、どちらの取組にも大きく

関わっています。

ＳＤＧｓを達成するためには、より多くのゴールとのつながりを意識して取り組むことが求められてお

り、本県では、ＳＤＧｓ未来都市として、その理念を踏まえ、引き続き様々な施策を展開してまいります。

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。
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凡例

◆ 年（年度）の表記は、原則として西暦を使用し、公的文書の引用等の場合は和暦を使用しています。
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