G20大阪首脳宣言 （仮訳抜粋）
環境
38. 我々は，循環経済，持続可能な物質管理，3R（リデュース，リユース，リサイクル）及び廃棄物の価値化等の
政策やアプローチを通じた資源効率性の向上が，SDGs達成，及び，広範な環境問題に対処し，競争力及び経
済成長を向上し，資源を持続可能な方法で管理し，雇用を創出することに貢献することを認識する。我々は冷
却部門におけるイノベーションにおける民間部門との協力を奨励する。我々はまた，リサイクル製品の需要を
増やすために関係者と協力する。我々は，議長国を務める日本の下でG20資源効率性対話のロードマップが策
定されることを期待する。
39. 我々は，海洋ごみ，特に海洋プラスチックごみ及びマイクロプラスチックに対処する措置は，全ての国によっ
て，関係者との協力の下に，国内的及び国際的に取られる必要があることを再確認する。この点に関し，我々
は，海洋へのプラスチックごみ及びマイクロプラスチックの流出の抑制及び大幅な削減のために適切な国内的
行動を速やかに取る決意である。さらに，これらのイニシアティブ及び各国の既存の行動の先を見越して，我々
は，共通の世界のビジョンとして，「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を共有し，国際社会の他のメンバーにも
共有するよう呼びかける。これは，社会にとってのプラスチックの重要な役割を認識しつつ，改善された廃棄物
管理及び革新的な解決策によって，管理を誤ったプラスチックごみの流出を減らすことを含む，包括的なライフ
サイクルアプローチを通じて，2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減するこ
とを目指すものである。我々はまた，「G20 海洋プラスチックごみ対策実施枠組」を支持する。
40. 違法・無報告・無規制（IUU）漁業は，世界の多くの地域において，引き続き海洋の持続可能性にとって深刻な
脅威となっているため，我々は，海洋資源の持続的な利用を確保し，生物多様性を含め，海洋環境を保全する
ために，IUU漁業に対処する重要性を認識しIUU漁業を終わらせるという我々のコミットメントを再確認する。

G20 Osaka Leaders’ Declaration （Excerpts）
Environment
38. We recognize that improving resource efficiency through policies and approaches, such as circular economy,
sustainable materials management, the 3Rs(reduce, reuse, recycle) and waste to value, contributes to the SDGs, as
well as to addressing a wide range of environmental challenges, enhancing competitiveness and economic growth,
managing resources sustainably, and creating jobs. We encourage work with the private sector towards innovation
in the cooling sector. We will also work with stakeholders in order to increase the demand for recycled products.
We look forward to the development of a roadmap of the G20 Resource Efficiency Dialogue under the Japanese
Presidency.
39. We reiterate that measures to address marine litter, especially marine plastic litter and microplastics, need to be
taken nationally and internationally by all countries in partnership with relevant stakeholders. In this regard, we
are determined to swiftly take appropriate national actions for the prevention and significant reduction of
discharges of plastic litter and microplastics to the oceans. Furthermore, looking ahead beyond those initiatives
and existing actions by each member, we share, and call on other members of the international community to also
share, as a common global vision, the “Osaka Blue Ocean Vision” that we aim to reduce additional pollution by
marine plastic litter to zero by 2050 through a comprehensive life-cycle approach that includes reducing the
discharge of mismanaged plastic litter by improved waste management and innovative solutions while recognizing
the important role of plastics for society. We also endorse the G20 Implementation Framework for Actions on
Marine Plastic Litter.
40. As illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing remains in many parts of the world a serious threat to the
sustainability of the ocean, we recognize the importance of addressing IUU fishing for ensuring the sustainable use
of marine resources and conserving the marine environment including biodiversity, and reaffirm our commitment
to end IUU fishing.

