
1 

 

小泉環境大臣 
７月 22 日：G20 環境大臣会合 

セッション 1．Natural Capital to Protect and Manage 
 
１．Introduction 
○Thank you, Mr. President. First of all, I would like to express my 

deepest condolences for the victims of the recent terrible flooding in 
China, Germany and nearby countries. 

 
○Just as we have witnessed in such event, we face major global crises of 

not just climate change, but also the coronavirus pandemic and 
biodiversity loss. It is, therefore, essential to redesign our socio-
economic system to make it sustainable and resilient. 

 
○In doing so, G20 nations play a key role. This is why I am grateful to 

the Italian Presidency for organizing this much needed face-to-face 
ministerial meeting despite ongoing COVID-19 restrictions. After 
almost two years of absence in person, I am delighted to finally meet 
with all of you here today. 

 
２．Biodiversity 
○As we know, the global issues of the COVID-19 pandemic, climate 

change, and biodiversity loss are deeply interlinked. Both developed 
and developing nations urgently need to unite to tackle these 
challenges. 

 
○Redesigning our socioeconomic system and mobilizing all available 

resources for that purpose are imperative for the conservation of 
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biodiversity, which is the foundation of human existence, to create a 
society living in harmony with nature. Full political commitment is 
essential to reach an agreement of the “Post-2020 Global Biodiversity 
Framework.” 

 
○Now, let me introduce three biodiversity-related initiatives of Japan. 
 
○First, the goal of 30 by 30. Japan joined the High Ambition Coalition for 

Nature and People at the One Planet Summit. In addition to this global 
target, each of G7 countries including Japan committed to conserve or 
protect at least 30% of its own land and ocean by 2030 according to 
national circumstances and approaches. Japan, together with G20 
members, will do its utmost to halt and reverse biodiversity loss by 
2030. 

 
○Second, our collaboration with the private sector. The Ministry of the 

Environment and Keidanren, Japan’s largest business federation, have 
worked together for about 30 years to mainstream biodiversity. The 
number of companies which have included biodiversity in their 
management principles has almost doubled in the last 10 years to 
reach 255. This is the highest level in the world. 

 
○Many of these Japanese companies are contributing to biodiversity 

conservation through their cutting-edge technologies, products, and 
services. Our Ministry and Keidanren are collecting these good 
practices. We hope to share with the world concrete solutions that will 
contribute to achieving the “Post-2020 Global Biodiversity 
Framework.” 
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〇Third, the “Satoyama Initiative.” Through this initiative, we have 
accumulated local good practices promoting the sustainable use of 
local resources and biodiversity conservation. They also contribute to 
climate change countermeasures and the transition to a circular 
economy. Going forward, we plan to support developing countries in 
revising their national biodiversity strategies and action plans, with a 
view to supporting the achievement of the 30 by 30 goal through 
OECMs, based on the concept of the “Satoyama Initiative,”. 

 
〇Japan will continue to develop this initiative together with its many 

partners to provide solutions to realize a virtuous cycle between 
environmental protection and local economy revitalization. 

  Thank you, Grazie, Arigato. 
 

（日本語訳） 
１．はじめに 
○議⾧、ありがとう。はじめに、洪水により甚大なる影響を受けてい

る中国やドイツと周辺の国々にお悔やみ申し上げる。 
 
○我々は現在、コロナ禍と気候変動、そして生物多様性損失という三

つの世界的危機に直面。この重要な分岐点において、社会経済シス
テムを持続可能で強靭なものに再設計（リデザイン）することが必
要不可欠。 

 
○その取組において、G20 が果たすべき役割は極めて大きい。コロナ

禍の困難な状況下で、この会合を対面で開催いただいた議⾧国イタ
リアの尽力に深く感謝するとともに、多くの国の大臣や代表と約 2
年ぶりに直接顔を合わせることができたことの喜びを皆さんと共有
したい。 
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２．生物多様性関係 
○コロナ禍と気候変動、そして生物多様性損失という三つの世界的危

機は一体不可分に結びついている。先進国か途上国かを問わず、世
界が一致団結してこれらの危機を乗り越えていく必要。 

 
○人類の生存基盤である生物多様性を保全し、自然と共生する社会を

実現するために、今、経済社会のリデザインが必要であり、あらゆ
る手段をこの目的に向かって投入する必要がある。そのためにも、
まずは「ポスト 2020 生物多様性枠組」の合意に向けて、政治的に
も議論を後押ししていくことが重要。 

  
 
○日本が生物多様性に関して力を入れている３つの取組を紹介した

い。 
 
○第一に、「2030 年までに、地球上の陸と海の少なくとも 30％を

保護及び保全する」という目標（30by30）について。日本は、ワ
ンプラネットサミットの機会に、「自然と人々のための高い野心連
合（HAC：High Ambition Coalition for Nature and People）」に参加
した。さらに日本を含む G7 各国は、世界目標に加え、G7 各国が
国レベルで、各国の状況及びアプローチに応じて、2030 年まで
に、陸と海それぞれにおいて 30％保全に取り組んでいくこととし
た。日本は、G20 各国とともに、2030 年までに、生物多様性の損
失傾向を食い止め、回復に向かわせるべく全力で取り組んでいく。 

 
○第二に、民間との連携。環境省は、日本最大の経済団体である経団

連と約 30 年にわたり、生物多様性の主流化に向けて取り組んでい
る。生物多様性を経営理念に入れている企業の数は、ここ 10 年で
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255 社とほぼ倍増した。これは世界最高水準である。 
 
○これらの多くの日本企業は優れた技術、製品、サービスを活用し

て、生物多様性保全に貢献している。環境省と経団連では、こうし
た優良事例をとりまとめており、「ポスト 2020 生物多様性枠組」
の達成に貢献する具体的なソリューションを世界と共有したい。 

 
〇第三に、「SATOYAMA イニシアティブ」。地域資源の持続可能な

利用と生物多様性保全を進め、気候変動対策にも資するものや、サ
ーキュラーエコノミーへの移行を含む地域的な良き実践例を積み重
ねてきた。今後、「SATOYAMA イニシアティブ」を踏まえて生物
多様性国家戦略が改定されるよう、OECM による 30by30 実現の後
押しも含め、途上国を支援していく予定である。 

 
〇日本は、環境と地域経済再生の好循環への solution を提供するこ

のイニシアティブを、多くのパートナーとともに発展させていく。 
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セッション２．Joint Efforts for Sustainable and 
Circular Resource Use 

 
（１）Cricular Economy 
 
○Thank you president. The transition to a circular economy is one of the 

key pillars for redesigning our socio-economic system. Italy, where we 
have convened, relates to the circular economy in three significant 
ways. 

 
○First, Italy is famous for fashion. G20 members have made remarkable 

efforts in this field. For example, companies in Japan which are 
enthusiastic about promoting circular fashion is set to launch a 
corporate alliance in August. Aiming to achieve carbon neutrality by 
2050, we will promote the visualization of environmental impacts and 
the realization of circular fashion, in collaboration with the alliance.  

 
○Second, Italy is also known for its great cuisine. Reducing food loss and 

waste is a common mission of the humanity that comes with the joy of 
eating well. Japan has set a target of halving food loss and waste by 
2030. However, even so, as the amount of food loss will remain still 
larger than the food assistance provided by WFP, I feel that this target 
is not high enough. There should be a new and even more ambitious 
target. All countries are facing various issues in tackling food loss and 
waste, so let’s continue to discuss and solve them together. 

 
○Third, Italy is famous for football. Football is not just an exciting sport, 

but it presents opportunities to lead a circular economy. For example,  
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 Japan’s professional football association announced to stop using one 
way plastic by 2050. Here this is a soccer ball made from recycled 
plastics. You can assemble and dis-assemble. Children can enjoy 
playing soccer and having an opportunity to learn about marine 
plastics and circular economy. So if you are interested in, feel free to 
take a look at them after the meeting.  

 
○For our transition to a circular economy, sharing knowledge and 

experiences on best practices among G20 countries is crucial. I highly 
appreciate the development of a portal site to facilitate such 
information-sharing as stated in the communiqué. Japan will share our 
experiences in the public-private partnership called “Japan Platform 
for Circular Economy”, and cooperate with G20 countries to mobilize 
efforts towards the transition to a circular economy. 

 
 

（２）Marine Plastic Litter 
○Regarding the issue of marine plastic litter, I appreciate the Italian 

government to keep and further develop the momentum of the 
“Osaka Blue Ocean Vision”, and the G20 Implementation Framework 
for Actions on Marine Plastic Litter in this year’s G20. 

 
○Based on the Framework, the "Third Report on Actions against Marine 

Plastic Litter" was published under the leadership of Italian 
Presidency. All the valuable contributions are highly appreciated. 

 
○And as initiatives for the future, Japan shifts the position from neutral 

to support for the establishment of an Intergovernmental Negotiating 
Committee (INC) to discuss a new global instrument at UNEA5.2 
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planned in February next year. The Committee should include as wide 
participation as possible. 

 
○As marine plastic litter is an urgent issue, in parallel with the 

discussions at the INC, it is necessary to continue implementing 
practical measures aimed at "zero additional plastic waste by 2050". 

 
○Regarding domestic initiatives, back in June, we passed a new law that 
will facilitate the circulation of plastics from their design to their 
disposal.  
 
○For your reference, we have prepared pens made from marine plastic 

litter and a leaflet showcasing Japanese business initiatives to reduce 
microplastics. As shown in the progress made by the corporate sector 
in reducing marine plastic litter, it is crucial to further advance multi-
stakeholder efforts and their engagement. 

 
○Grazie, Arigato. 

 
（日本語訳） 
（１）循環経済関係 
 
○社会経済システムの再設計（リデザイン）において、循環経済への

移行は大きな柱の一つ。今、我々が一堂に会しているイタリアは、
サーキュラーエコノミーと大きく３つの関係があると考えている。 

 
○第一に、イタリアといえばファッション。G20 各国には優れた取組

があると承知しており、たとえば日本では、循環型ファッションの
推進に意欲的な企業が、企業アライアンスを 8 月に設立することを
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決定した。日本としては、2050 年カーボンニュートラルに向け
て、環境負荷の見える化や循環型ファッションに取り組むこととし
ており、本アライアンスとも連携して取り組んでいく。  

 
○第二に、イタリアといえば食事。食事を楽しむためにも、食品ロス

を減らしていくことは人類共通のミッションといえる。日本は、現
在、2030 年までに、食品ロス量を半減させる目標を掲げている。
しかしながら、この半減目標は国連世界食糧計画（WFP）による食
料支援量よりも多く、目標としては十分ではないと考えており、よ
り野心的で新たな目標を設定すべきと考えている。食品ロスについ
ては各国でも様々な課題に直面していると承知しており、ともに議
論しながら課題を解決していきたい。 

 
○第三に、イタリアと言えばサッカー。サッカーはスポーツとして大

変魅力的なだけでなく、サーキュラーエコノミーをリードしていく
可能性を秘めている。例えば日本のＪリーグは、2025 年までに使
い捨てプラスチックを使用しないことを表明した。また、これらは
リサイクルプラスチックから作ったサッカーボールである。組み立
てることも、解体することもできる。子どもたちにとってはサッカ
ーで楽しむと同時に、海洋プラスチックや循環経済について学ぶ機
会ともなる。ご関心あれば後でぜひご覧いただきたい。  

 
○サーキュラーエコノミーへの移行に当たっては、様々な取組事例の

知見や経験を G20 間で共有することが重要。本会合では、各国の
取組事例を情報共有するポータルサイトの策定が盛り込まれること
を高く評価したい。日本は、官民連携で立ち上げた「循環経済パー
トナーシップ」の取組を各国と共有するとともに、各国と協力し
て、サーキュラーエコノミーへの移行に向けた取組の結集を図って
まいりたい。 
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（２）海洋プラスチックごみ関係 
○また、海洋プラスチックごみ問題について、日本が提唱した、

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「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」
と、その実現に向けた実施枠組の取組のモメンタムを、今年の G20
でも維持、そして発展いただき感謝。 

 
○「G20 実施枠組」に基づき、今般、議⾧国であるイタリアのリーダ

ーシップの下、「第３次海洋プラスチックごみ対策報告書」を公表
できた。取組を共有していただいた方々の協力に感謝。 

 
○また、将来に向けた取り組みとして、新たな国際枠組を議論するた

めの政府間交渉会合（INC）ついて、これまでのニュートラルな姿
勢ではなく、来年 2 月の UNEA5.2 で設置されることを支持す
る。この INC は、多くの国が参加することが重要。 

 
○また、海洋プラスチックごみが喫緊の課題であることから、新たな

国際枠組の議論と並行し、各国・機関が、「2050 年までに追加的
なプラごみゼロを目指」した実質的な対策の継続が必要。 

 
○なお、国内での取組として、６月に、プラスチック製品の設計から

使用後の処理までのライフサイクル全体をカバーする新法を成立さ
せた。  

 
○また、今回、皆さんの手元に回収海プラごみを利用したペンと、日

本企業のマイクロプラスチック削減の取り組みの事例集をお配りし
た。海プラ削減に向けた企業の取組も進んでいることから、マルチ
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ステークホルダーの取り組みを後押しすることが重要だと考えてい
る。 

 
○グラッツェ、ありがとう。 
 


