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私たちができること
のために

～ 環境と調和そして共存へ ～



貧しくてご飯を食べることができない、 学ぶ
機会がない、病院に行けないなどで困っている
人がいない、みんなが幸せな世界にしよう！

みんなが栄養あるご飯が食べられて、 農作
物を安心して育てられる環境を作っていこ
う！

赤ちゃんからお年寄りまで、病気になっ
たらお医者さんに行ける、みんなが健康で
安心して暮らせる社会を目指そう！

みんながちゃんと学校へ行けて、学びた
いことを自由に学べる社会を作ろう！

女の子だって男の子と同じように暮らせ
て、みんながなりたい自分になれる社会を
目指そう！

国連加盟国が賛成した、2030年までに途上国・先進国関
係なく達成するべき目標です。世界が抱える問題を解決する
ための17の目標をアイコン別に紹介します。

SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）とは
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不平等をなくし、みんなが安心して自分
らしく暮らせる世界にしよう！

災害に負けない強いまち、みんなが安心
して暮らせるまちをつくろう！

みんなが豊かな暮らしをするために、物
をつくること、物を使うことに責任をもっ
ていこう！

人間の活動のせいで地球の気候が不安定
になり、災害が増えている。今自分に何が
できるかを考えよう！

世界全体では３人に１人がトイレのない生活を
している。みんながきれいな水とトイレのある清潔
な暮らしができる社会を目指そう！

世界のみんなが近代的なエネルギーを手頃
な価格で安心して使える社会にしていこう！

みんなが自分のやりたいことを目指して、 
豊かな暮らしのために安心して働ける世界
を目指そう！

世界のみんなが今より豊かな生産ができ
るように、 インフラを整え、役に立つ技術を
生みだせる社会にしよう！



SDGsは豊かで活力のある未来をつくるため、世界規
模で達成するべき17の目標です。私たちの活動は産業
廃棄物処理を通して、資源の有効活用を考え、適切な処理
をすることで人々の生活や安全を守っています。これら
の活動は実はSDGsに大きく関わっています。この冊子
でそれを確認し、さらに発展的な活動ができるように考
えていきましょう。

海をみんなできれいにし、 海の生き物たち
を守ろう！

水や森を大切にし、陸の生き物たちを守
ろう。 自然を守るためにも、身近な物を大切
に使おう！

平和でみんなが参加できる社会を作り、 す
べての人がルールを守って、安心して 暮ら
せる社会をつくろう！

世界中のみんなが、よりよい関係で過ご
せるようにみんなで一緒になって考えて、
がんばっていこう！

愛知県産業資源循環協会×SDGs



愛知県産業資源循環協会×SDGs

赤ちゃんからお年寄りまで、病気になったら
お医者さんに行ける、みんなが健康で安心して

暮らせる社会を目指そう！
Other Goals

すべての人が健康的な生活をおくるためには、企業や医療
機関が協働し、健康や福祉に取り組むことが必要です。日本
が直面する超高齢化社会の課題解決や有害化学物質の汚染に
よる疾病や死亡の低減が求められています。

 普通救命講習会の実施

 愛知県アスベスト対策協議会参画

 緊急通報、安否確認システムの導入

 女性部・使用済み切手の収集・寄付

すべての人に健康と福祉を
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Other Goals

みんながちゃんと学校へ行けて、
学びたいことを自由に学べる社会を作ろう！

経済的自立に必要なスキルを身に付けるためには、教育や
職業訓練が必要です。だれもが持続可能な世界のことを考え
られる人になり、実行できるような生涯学習も必要です。

 産業廃棄物処理に係る実務者研修会の開催

 安全衛生教育・研修の開催

 ホームページの更新

 機関誌「循環あいち」の発行

 小学校への朝日小学生 
新聞の提供

 廃棄物関連記事 
「切り抜きダイジェスト版」の発行

質の高い教育をみんなに
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Other Goals

女の子だって男の子と同じように
暮らせて、みんながなりたい自分に

なれる社会を目指そう！

日本は性差による格差は先進国で最下位、世界では100位
を下回ります。女性が能力を最大限に発揮し、社会に活かす
ためには、慣行や制度、考え方を変えていく必要があります。

 女性部の設立

 女性部・女性活躍推進セミナーの開催

 女性部・防犯講習会の開催

 他団体女性部との交流

ジェンダー平等を実現しよう
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Other Goals

みんなが自分のやりたいことを目指して、 
豊かな暮らしのために安心して働ける

世界を目指そう！

経済成長ばかりに目を向けて、働く人の安全や教育、報酬を
ないがしろにしてはいけません。経済成長と人間らしい生活
を送ることを両立させるために、本質的な豊かさや多様な働
き方を考える必要があります。

働きがいも　経済成長も

 総会・理事会・委員会・部会の活動 
（福利厚生委員会、安全衛生委員会の実施）

 安全衛生教育・研修の開催 
（新入社員・職長・事業主を対象に各々実施）

 安全大会の開催

親睦会の開催 
　（ゴルフ大会、ボーリング大会）
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Other Goals

災害に負けない強いまち、
みんなが安心して暮らせるまちをつくろう！

都市に暮らす人の数は世界人口の半分以上で、これからも
増え続けます。都市における大気汚染やゴミ問題、災害など
を解決し、人々がずっと住み続けるための都市計画や管理が
必要です。

住み続けられるまちづくりを

 愛知県内54市町村との災害協定締結

 不法投棄防止パトロールの実施

 藤前干潟などの 
不法投棄物撤去作業の実施

 法令講習会等の実施

 機関誌「循環あいち」の発行

災害廃棄物処理の 
　広域支援
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Other Goals

みんなが豊かな暮らしをするために、
物をつくること、

物を使うことに責任をもっていこう！

世界の人々は今、大量のエネルギー資源を使って大量の物
を生産・消費し、大量に廃棄しています。この問題を解決する
ために、廃棄物の削減とリサイクルの推進、資源とエネルギー
の有効利用、そのための技術開発が必要です。

つくる責任　つかう責任

 マニフェスト伝票の頒布

 電子マニフェスト運用支援

 「親子で環境・資源リサイクル体験ツアー」の開催

 ごみゼロ社会推進あいち県民会議参画

 不法投棄防止パトロールの実施

 藤前干潟などの不法投棄物撤去作業の実施



愛知県産業資源循環協会×SDGs

 大災害に備えた「愛産協　業務継続計画」の確認更新

 災害廃棄物処理の広域支援

愛知県災害廃棄物処理 
　図上演習参画

大規模災害時廃棄物対策 
　中部ブロック協議会参画

Other Goals

人間の活動のせいで地球の気候が
不安定になり、災害が増えている。
今自分に何ができるかを考えよう！

地球温暖化にともなう異常気象は、世界中で大きな災害を
もたらしています。気候変動への対策として、化石燃料の使
用を減らすこと、そして異常気象が引き起こす被害を可能な
限り小さくする必要があります。

気候変動に具体的な対策を
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Other Goals

海をみんなできれいにし、
 海の生き物たちを守ろう！

人が出す大量のゴミや排水が海を汚し、海の生き物を苦し
めています。地球上の水の97％を占める海。海に起きた異
変は、いずれ人間生活にも悪影響を及ぼします。海を常によ
り良い状態に保っておく必要があります。

海の豊かさを守ろう

 不法投棄防止パトロールの実施

 藤前干潟などの 
不法投棄物撤去作業の実施

 災害廃棄物処理の広域支援

 産業廃棄物処理業における 
リスクアセスメント研修会の開催
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Other Goals

水や森を大切にし、陸の生き物たちを守ろう。 
自然を守るためにも、

身近な物を大切に使おう！

産業の発達に伴い、自然が失われつつあります。
人間をはじめとするすべての生物がこの地球上で長く暮ら

していくために、自然環境と生物の多様性を守っていく必要
があります。

陸の豊かさも守ろう

 印刷物に 
バナナペーパーを使用

 もりの学舎自然学校における 
CSR活動に協賛
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Other Goals

世界中のみんなが、よりよい関係で
過ごせるようにみんなで一緒になって考えて、

がんばっていこう！

SDGsは個人や一部の国、団体だけでは達成できません。国
境、地域、産業分野、企業、職責、立場などあらゆる垣根を越え
て協力し、地球の危機に対処していく必要があります。

パートナーシップで目標を達成しよう

 総会・理事会・委員会・部会の活動

 青年部の活動、女性部の活動

 愛知県・名古屋市での 
イベント参加、協賛

 関係機関との連携 
 （公財）暴力追放愛知県民会議 
 （公財）愛知臨海環境整備 
  センター理事会 等（ ）



この冊子は「バナナペーパー」という紙を使用して印刷
しました。バナナペーパーは環境問題と、途上国の貧困
問題を解決したいという発想で生まれ、紙としては日本
で初めてフェアトレード認証を受けました。
一般的な紙の原料となる木が再生するのに10～30年

かかるところ、バナナは１年以内で再生します。原料に
オーガニックバナナの茎を使用するため、森林保護と生
物多様性を守ることにつながります。生産工程は木の紙
よりも簡易なので、より少ないエネル
ギーと水で生産できます。またアフ
リカで貧困に苦しむ人々の現地雇用
も生み出しています。
バナナペーパーはSDGsの17の目

標をすべて達成している紙です。

バナナペーパー

SDGsと私たちの活動の関わりが少しでも感じ
ていただけたでしょうか?
SDGsはサーキュラーエコノミー (循環型経済社

会)の具体的指標でもあります。廃棄物をただ処理
するだけでなく、資源やエネルギーに変えて社会
に戻していくことが持続可能な社会の実現でもあ
ります。そう考えると、我々の活動は、今もそして
2030年まで、いやそれ以降もなくてはならないも
のです。人々や世界、ひいては地球のためにずっと
挑戦し続けていくことが大切です。
みんなで協力して、さらに美しい地球を作ってい

きましょう。

あとがき
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