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5. Marine Litter  
 
38. We recognize the valuable work done through the G7 Action Plan to Combat Marine 
Litter (G7APML). We reiterate our concern for the issue of marine litter, in particular plastic 
litter and microplastics, and reaffirm our commitment to fight this global threat. We are 
keenly aware of the need to fully and timely implement the 2030 Agenda and, in this 
context, of the importance of the Sustainable Development Goals, in particular 6, 12 and 14, 
and their relevant targets addressing marine litter directly and indirectly. We believe that 
moving towards a more resource efficient and circular economic model, including efficient 
resource use and sustainable materials and waste management systems, is an effective way 
to address marine litter. We acknowledge the socio-economic benefits of marine litter 
prevention and reduction measures, including in terms of employment generation, tourism 
development, sustainable fisheries, waste and wastewater management and other areas.  
 
39. We welcome and acknowledge the relevant United Nations Environment Assembly 
(UNEA) resolutions 1/6 and 2/11 on marine plastic debris/litter and microplastics, as well as 
the decision XIII/10 addressing impacts of marine debris in the framework of the Convention 
on Biological Diversity, and we look forward to the UNEA assessment of the effectiveness of 
relevant international, regional and sub-regional governance strategies and approaches to 
combat marine plastic litter and microplastics to be presented at UNEA 3 in December 2017. 
We acknowledge a number of international initiatives such as the Global Partnership for 
Marine Litter (GPML) and the recently launched Stop Plastic Waste International Coalition. 
We acknowledge and recognize the importance of the outcomes of the SDG14 conference in 
New York last week and look forward to the fourth Our Oceans Conference in Malta of 5-6 
October 2017.  
 
40. We are aware that in the context of the cooperation among international instruments 
and initiatives on marine litter and within their respective mandates, the Regional Seas 
Programmes (RSPs) are key to effectively establish and implement coherent and 
coordinated regional basin-wide approaches. We are also aware that the Regional Fisheries 
Management Organizations (RFMOs) may have an important role in addressing, at regional 
level, specific marine litter issues resulting from fishing activities.  
 
41. We are therefore determined to further implement the G7 Action Plan to Combat 
Marine Litter (APML) and call for strengthening the coherence, efficiency and effectiveness 
of existing international efforts, in particular the RSPs‘ activities to address marine litter, 
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while taking into account regional contexts, mainly through the following initiatives: a) 
Harmonization of science-based indicators and methodologies for monitoring and 
evaluation, including through research; b) Identification, development, implementation and 
outreach of broad and accessible databases; c) Identification and dissemination of best 
practices, especially on prevention and management of waste and litter from land based 
and sea based sources and on removal actions; d) Development of capacity building efforts; 
e) Identification, development and dissemination of measures for: cost-benefit assessments, 
partnerships to support cost recovery instruments, extended producer responsibility and 
promotion of investments in waste and water management infrastructures, including 
through cooperation with the private sector; f) Progressive reduction of single-use plastics 
and microplastics, including microbeads, to avoid the leakage of plastics to the marine 
environment, including through research on substitutes.  
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Ｇ７ボローニャ環境大臣会合 

コミュニケ（仮訳） 

 

 

５. 海洋ごみ 

 

1. 我々は、海洋ごみ問題に対処するためのG7行動計画（G7APML）を通じて

行われた価値ある作業を認識する。我々は、海洋ごみの問題、とりわけプラ

スチックごみ及びマイクロプラスチックに対する懸念を改めて表明し、この

地球規模の脅威との戦いに対する我々のコミットメントを再確認する。我々

は、2030アジェンダを完全かつ適時に実施する必要性と、この文脈において、

持続可能な開発目標、とりわけ海洋ごみに直接的・間接的に対処するゴール6、

12、14並びにこれらに関連するターゲットの重要性を明確に認識する。我々

は、効率的な資源利用、持続可能な物質及び廃棄物の管理を含む、より資源

効率性が高く、より循環的な経済モデルに向けて進むことが、海洋ごみに効

果的に対処する方法だと信じる。我々は、雇用創出、観光開発、持続可能な

漁業、廃棄物と廃水管理、及びその他の分野に関するものを含め、海洋ごみ

の防止及び削減方策の社会経済的便益を認識する。 

 

2. 我々は、海洋プラスチックごみ及びマイクロプラスチックに関する国連

環境総会（UNEA）決議1／6及び2／11、並びに生物多様性条約の枠組みにおけ

る海洋ごみの影響に対処する決定XIII/10を歓迎し認識するとともに、2017年

12月のUNEA 3で提示される予定の、海洋プラスチックごみ及びマイクロプラス

チックに対処するための国際的、地域的及び準地域的なガバナンス戦略及び

アプローチに関するUNEAの有効性評価に期待する。我々は、海洋ごみに関す

るグローバル・パートナーシップ（GPML）や最近発足したストップ・プラス

チックごみ国際連合など、多くの国際的イニシアティブを認識する。我々は、

先週ニューヨークで開かれたSDG14会議の成果の重要性を認識し、2017年10月

5日－6日にマルタで開かれる第４回アワー・オーシャン会合に期待する。 

 

3. 我々は、海洋ごみに関する国際文書やイニシアティブ間、及びそれぞれ

のマンデートの範囲内での協力の文脈において、地域海計画（RSPs）が、一

貫し協調のとれた地域海域規模のアプローチを効果的に確立して実施するた

めの鍵であることを認識している。我々はまた、地域漁業管理機関（RFMOs）

が、漁業活動に起因する特定の海洋ごみ問題に地域レベルで対処する上で重

要な役割を担いうることも認識している。 

 

4. したがって我々は、海洋ごみ問題に対処するためのG7行動計画（APML）
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をさらに実施することを決意し、地域の文脈を考慮しつつ、主に後述のイニ

シアティブを通じて、既存の国際的な取組、とりわけ海洋ごみの問題に対処

するRSPsの活動の一貫性、効率性及び有効性を強化することを求める。a）モ

ニタリング及び評価のための科学に基づく指標及び方法の調和（研究を通じ

たものを含む）、b）広範囲でアクセス可能なデータベースの特定、開発、実

施及び展開、c）特に陸域と海域を発生源とする廃棄物とごみの防止と管理、

回収・処理活動に関する優良事例の特定と普及、d）能力開発の取組の発展、

e）費用便益評価、費用回収手段を支援するパートナーシップ、拡大生産者責

任、廃棄物及び水管理インフラへの投資促進のための方策の特定、開発、普

及（民間部門との協力を通じたものを含む）、f）海洋環境へのプラスチック

の流出を避けるための、マイクロビーズを含む使い捨てプラスチックやマイ

クロプラスチックの漸進的削減（代替材料に関する研究を通じたものを含む）。 

 


