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クリーンかつグリーンな世界へ
２０１９年３月にナイロビで開かれた第 4 回国連環境総会では，2030 年を達成期限とする持続可能な
開発目標（SDGs）で定められたビジョンを実現するためには，世界が新たな開発モデルに向けた動きを
加速する必要があるという点で合意し，使い捨てプラスチック製品の大幅な削減への取組に関する宣
言も出されました。「私たちの地球はもう限界に達しており，私たちは今すぐ行動を起こす必要がありま
す。」と，ジョイス・ムスヤ UNEP（国連環境計画）事務局長代行が語ったように，地球環境は大変危機的
状況におかれています。２０１９年 9 月には国連気候行動サミット（UN Climate Action Summit 2019）が
予定されており，待ったなしの対応が求められています。
世界環境デーは１９７２年６月５日からストックホルムで開催され
た「国連人間環境会議」を記念して定められたものです。6 月 5 日及
び前後の期間には，世界各国で環境保全の重要性を認識しアクシ
ョンへとつなげていくことを目的とした様々なイベントが行われます。
６月は，日本でも環境庁により「環境月間」と定められています。
5 月 6 月は環境に
関するイベントが
目白押しです！

日 本

2018 年 の 世 界 環 境 デ ー の テ ー マ は ， Beat
Plastic Pollution（プラスチック汚染をなくそう）。
2019 年は air pollution（大気汚染）をテーマとし,
中国がホスト国を務めます。

世 界

5/30 ごみゼロの日
5/30～6/8 海ごみゼロウィーク

5/22
6/5
6/8
6/17

国際生物多様性の日
世界環境デー
世界海洋デー
砂漠化および
干ばつと闘う国際デー

2018 年世界環境デーに寄せる
グテーレス国連事務総長
のメッセージより
On World Environment Day, the
message is simple: reject single-use
plastic. Refuse what you can’t
re-use.
Together, we can chart a path to a
cleaner, greener world.
「世界環境デー」に発信すべきメッ
セージは単純です。それは使い捨て
プラスチックを拒絶することです。再
利用できないものは断ってください。
私たちが力を合わせれば，よりク
リーンかつグリーンな世界への道を
切り開くことができるのです。
2018 年世界環境デー（6 月 5 日）
事務総長メッセージ
国連広報センターHP

国際薬物乱用･不法取引防止デー

6月
26 日は International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking

薬物問題に取り組む国連機関
薬物の乱用は，健康を害し，家庭の崩
壊，地域社会の悪化を引き起こし，不正
取引からの収益は犯罪や暴力の資金と
なっています。これは地球規模の深刻な
問題であり，SDGｓ目標 3 では各国に対
し，麻薬乱用の予防と治療を強化するこ
と，目標 16 では，不法薬物，犯罪，腐
敗，テロリズムに取り組むことのできる平
和で公正，かつ包摂的な社会と制度の
構築支援を目指しています。

国連薬物犯罪事務所 （UNODC）
ウィーン本部の他，世界 60 か所に現地事務所を置き，
国連によるすべての薬物統制活動の先導を務めている。
麻薬委員会 （CND）
経済社会理事会の機能委員会の一つで，53 か国で構成される。国際的な
薬物統制に関する政府間の主な政策を決定し，事業活動の調整をはかる。

国際麻薬統制委員会 （INCB）
１３人の委員からなる準司法機関で，薬物が医療上・学術上以外に流用さ
れないよう生産・流通・消費を監視し，不正取引と乱用を防止している。

◆◇今月の注目資料◆◇
『Disability in the Arab Region 2018』
（アラブ諸国における障害に関する報告書 2018）
UNESCWA, 2018 172 p.
Doc. Sym. E/ESCWA/SDD/2018/1 国連書架 A2
・国連西アジア経済社会委員会（UNESCWA） ※ の障害を持つ人々に関するレポー
ト。域内での人口統計学的特性や社会経済情勢に関する統計をイラストやグラフ
などを用いてわかりやすく紹介し，分析しています。
・域内では障害を持つ人々の人権に対する理解が高まってきてはいるものの，農
村地域では特に，識字率や教育や雇用の状況では不利な状況に置かれていま
す。SDGｓの達成のためにも大きく関わる重要な課題です。
※西アジア経済社会委員会（United Nations Economic and Social Commission for Western
Asia）は 1973 年に設置された地域委員会。加盟国はエジプト，イラクなど 17 ヵ国・地域。

G20 大阪サミット 6 月 28 日～29 日

外務省公式 HP【https://g20.org/jp/】

G20 サミット（「金融・世界経済に関する首脳会合」）は，世界の主な先進・新興 20 か国・地域の首脳が参加
する毎年開催されているフォーラムです。 今回のサミットでは，自由貿易体制のルールや仕組みの見直し，
SDGs を中心とした気候変動やプラスチック汚染などの地球規模の問題への対処，デジタル経済の課題，高
齢化社会への対応などが議論される予定です。今回のサミットは，日本で行われる首脳会議としては史上最
大規模となり，大阪市での首脳会議のほか，8 都市で関係閣僚会合が開催されます。

G20 福岡財務大臣・中央銀行総裁会議
6 月 8～9 日 ヒルトン福岡シーホーク
世界経済の安定的かつ持続可能な成長の達成
に向けて世界を代表する国々が集結します。

福岡市でも
開催！

https://www.g20fukuoka.city.fukuoka.lg.jp
/
国連は，2017 年 12 月 20 日の国連総会におい
て，5 月 20 日を「世界ミツバチの日」と宣言する決
議（A/RES/72/211）を採択しました。
はちみつ，みつ蝋といった生産物はもちろん，
花粉を媒介し生態系を維持する立役者でもある
彼らの保護活動を行う日として設定されました。

5 月 20 日
世界ミツバチの日

この日は，養蜂技術の先駆者であるスロベニアの
アントン・ヤンシャ氏の誕生日に由来します。
農薬の使用や，土地利用の変化など人間の活動
により，ハチたちの群れは危機に瀕しています。新
緑の爽やかな時期，花々を飛び回る彼らの活動と
役割に思いをはせてみませんか？

詳細をお知りになりたい方は、ぜひ２階国際・
国連カウンターにお立ち寄りください！

九州国連寄託図書館
〒814-0001 福岡市早良区百道浜 3 丁目 7 番 1 号

福岡市総合図書館 ２階

TEL 092 (852) 0628 URL http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp

編集後記
世界が直面している問題を
論じるイベントのための資料
集めに，高校生がカウンター
をたずねてくることがここ最近
数回ありました。
世界を良くするためにどうし
たら良いか，真剣に悩み，考
える若者の姿にこちらも胸が
熱くなります。まず身近なとこ
ろから！今の自分にできること
を頑張ります！と力強い言葉
を残してくれました。

開 館 時 間 ：10:00～20:00
10:00～19:00 (日・祭日)
＊相談業務は 19:00(日・祭日 18:00)まで
休

み ：毎週月曜・毎月月末
（休日のときはその翌平日）
年末年始・図書特別整理期間

