
平成 30年 11 月１日  

かながわ地球環境保全推進会議構成団体 各位 

 かながわ地球環境保全推進会議事務局長  

                     （神奈川県環境農政局環境部環境計画課長） 

マイエコ 10宣言（プラごみゼロ宣言バージョン）について（送付） 

 本推進会議における環境保全への取組につきまして、日頃格別のご協力を賜り厚くお礼申

し上げます。 

 さて、本推進会議は、「私たちの環境行動宣言 かながわエコ 10（てん）トライ」（以下、

エコ 10トライという。）を推進し、持続可能な社会を実現するため、マイエコ 10宣言の普及・

推進事業等を行っております。 

 このたび、「かながわプラごみゼロ宣言」を受けて、新たに「マイエコ10宣言（プラごみ

ゼロ宣言バージョン）」を作成しましたので送付いたします。ご確認の上、普及啓発等にてご

活用いただけますようお願いいたします。

 また、この宣言を作成するにあたり、本推進会議の推進する「エコ 10トライ」と国連の提

唱する「SDGs（持続可能な開発目標）」との関係性を整理しましたので、別紙のとおりご報告

させていただきます。合わせてご確認ください。 

【マイエコ 10宣言（プラごみゼロ宣言バージョン）は電子申請も可能です】 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f360478/index.html

（電子申請の手順については、別紙「電子申請方法」をご確認ください。） 

問合せ先 

かながわ地球環境保全推進会議事務局 

（神奈川県環境農政局環境部環境計画課） 

地球温暖化対策グループ 清水 

住所 〒231-8588  横浜市中区日本大通１

電話 045-210-4053（直通） 

FAX  045-210-8952 

電子ﾒｰﾙ agenda21@pref.kanagawa.jp 
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私たちの環境行動宣言かながわエコ 10トライ

プラスチックによる海洋汚染を防ぐため、16の「プラごみゼロ宣言」に関するメニューの中からできそうなことを 10個選んでみましょう！
そして、ぜひ実践しましょう！

☆HP からも宣言できます！（マイエコ 10 宣言 HP：http://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f360478/index.html） マイエコ10宣言

トライ！マイエコ10宣言《プラごみゼロ宣言バージョン》
てん

①プラスチック製

　ストローの使用は

　控える

⑤スーパーなどで食品

　を小分けにするポリ袋の

　使用を減らす

⑨海岸などでのレジャー

　のあとは、ごみを

　持ち帰る

⑬自分がどのくらい

　プラごみを出しているか

　考えてみる

②マイバッグを持参し、

　レジ袋はもらわない

⑥ごみの少なくなる

　ものを選んで買う

⑩海岸などの

　ごみ拾いに参加する

⑭プラごみがどのように

　リサイクルされるか

　調べてみる

③マイボトル、マイ箸
はし

を

　持ち歩く

⑦食品の保存の時は、

　ふたつき容器を使う

⑪使っているものの

　識別マークを確認する

⑮家族や友人にプラ

　ごみを減らすよう

　呼びかける

④お店でプラスチック製

　スプーンなどをもらわない

⑧買い物の時には、

　簡易包装を頼む

⑫プラごみは

　ルールに従って、分別

　して出す

⑯プラごみによる

　海洋汚染について調べて

　みる

宣言日（記入日）

年　　月　　日

氏名（ニックネーム可）

お住まいの市町村

年　　代

～19・20 ～29・30 ～39

40～49・50～59・60～69

70～

メールアドレス（任意）

月2回、環境情報を

メールマガジンにて

お送りします！

( 控え )

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑬ ⑭ ⑮ ⑯



私たちの環境行動宣言 かながわエコ10トライ
て ん

―宣言文―

　2018年夏、鎌倉市由比ガ浜でシロナガスクジラの赤ちゃんが打ち上げられ、胃の中からプラスチックごみが発見されました。

　神奈川県は、これを「クジラからのメッセージ」として受け止め、持続可能な社会を目指すSDGsの具体的な取組として、

深刻化する海洋汚染、特にマイクロプラスチック問題に取り組みます。

　2030 年までのできるだけ早期に、リサイクルされない、廃棄されるプラごみゼロを目指します。

■トライ！マイエコ10宣言

　私たち一人ひとりが、『環境にやさしいくらし方』を宣言し、実践するしくみです。

○マイエコ10宣言ＨＰ（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f360478/index.html) をご覧ください。

かながわ地球環境保全推進会議事務局　（神奈川県環境農政局環境部環境計画課地球温暖化対策グループ）

電話　045-210-1111（代表）　ファクシミリ　045-210-8952

１　コンビニエンスストア・スーパーマーケット・レストラン等と連携し、プラスチッ
ク製ストローやレジ袋の利用廃止や回収などの取組を進めていきます。

２　県内で行われる環境イベント等において、プラスチック製ストローの利用廃止や
回収などを呼びかけていきます。

３　海岸利用者に対して、海洋汚染の原因となるプラごみの持ち帰りを呼びかけてい
きます。

神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課調整グループ

電話 045-210-1111（代表）　ファクシミリ 045-210-8847



画　　面 操作説明

1

マイエコ10宣言
HP、新着「マイエ
コ10宣言（プラご
みゼロ宣言バー
ジョン）を掲載し
ました」をクリッ
ク

→プラごみゼロ宣
言バージョンに
ジャンプするの
で、「インター
ネット宣言」をク
リック

2

e-kanagawa電子申
請「電子申請（画
面入力）」をク
リック

3

e-kanagawa電子申
請利用規約「利用
規約に同意する」
をクリック

マイエコ10宣言（プラごみゼロ宣言バージョン）の電子申請方法

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

クリック

下部マイエコ10宣言（プラ
ごみゼロ宣言バージョン）

にジャンプ

クリック

クリック



画　　面 操作説明

4

16の行動メニュー
から10個を目標に
チェックしてくだ
さい。
※10個を超えて
も、10個未満でも
宣言可能です

5

基本情報を入力
し、「申込み内容
確認」をクリック

6

入力内容を確認
し、修正がある場
合には「修正す
る」、ない場合は
「申し込む」をク
リック

7

以上で、宣言完了
です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
入力後クリック

確認後クリック

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～



かながわ地球環境保全推進会議とＳＤＧｓの関係性

地球温暖化をはじめとする環境問題に対し、県民、企業、ＮＰＯ等、行政が協働して取組みを進め、「持続可能な社会かながわ」を
実現することを目的とする。この実現を目指す行動指針「私たちの環境行動宣言 かながわエコ10トライ」に基づく環境保全推進事業
等を行う。

かながわ地球環境保全推進会議とは

私たちの環境行動宣言
かながわエコ10トライ

ごみ
（廃棄物）

エネルギー

そら（空）

みず
（水）みどり・つち

（緑・土）

ライフ
スタイル

まちづくり

学び

持続可能な社会

８分野10項目の行動宣言
90の行動メニュー

かながわエコ10トライ

17のゴール
169のターゲット

神奈川で暮らすみんなで取
り組む地球環境保全に係る
行動指針

「誰一人として取り残さな
い」持続可能で包摂性のあ
る社会を目指す国際目標

ＳＤＧｓ

目指すゴール

持続可能な社会

私たち一人ひとりが課題を「自分ごと」として捉え、地球
上の多様な課題に取り組むという意味では「かながわエ
コ10トライ」と「ＳＤＧｓ」の方向性は同じ



かながわエコ10トライにおける行動宣言とＳＤＧｓが目指すゴールについて
かながわエコ10トライ SDGs（持続可能な開発目標）

分野 行動宣言の項目 17のゴール 169のターゲット

(1)エネルギー 再生可能エネルギーの利用や省エネルギー
の取組を拡大します

7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに
すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な
近代的エネルギーへのアクセスを確保する。

7.2 2030年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネル
ギーの割合を大幅に拡大させる。
7.3 2030年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。

(2)ごみ（廃棄物）

３Ｒの取組を拡大します
12 つくる責任つかう責任
持続可能な生産消費形態を確保する。

12.5 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用に
より、廃棄物の発生を大幅に削減する。

廃棄物の適正処理を徹底します
12 つくる責任つかう責任
持続可能な生産消費形態を確保する。

12.4 2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイ
クルを通じ、環境上適正な化学物質やすべての廃棄物の管理を実現し、
人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大
気、水、土壌への放出を大幅に削減する。

(3)そら（空） きれいな空気と星空をつくります
3 すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を
確保し、福祉を促進する。

3.9 2030年までに、有害化学物質、ならびに大気、水質及び土壌の汚染
による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。

(4)みず（水） 将来にわたってきれいで豊かな水を確保しま
す

6 安全な水とトイレを世界中に
すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な
管理を確保する。

6.3 2030年までに、汚染の減少、投棄の廃絶と有害な化学物・物質の放
出の最小化、未処理の排水の割合半減及び再生利用と安全な再利用の
世界的規模で大幅に増加させることにより、水質を改善する。

(5)みどり・つち（緑・土）

里地里山、森林、水辺の豊かな自然を守る
取組を拡大します

15 陸の豊かさも守ろう
陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、
持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の
劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する。

15.2 2020年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施を促
進し、森林減少を阻止し、劣化した森林を回復し、世界全体で新規植林及
び再植林を大幅に増加させる。

農林水産業への理解を深め、地産地消の取
組を拡大します

9 産業と技術革新の基盤をつくろう
強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な
産業化を推進するとともに、技術革新の拡大を図る

9.4 2030年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術および環境に配
慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善に
より、持続可能性を向上させる。すべての国々は各国の能力に応じた取り
組みを行う。

(6)まちづくり みんなが参加して環境と共生するまちをつく
ります

11 住み続けられるまちづくりを
包摂的で安全かつ強靱(レジリエント）で持続可能な
都市及び人間居住を実現する。

11.3 2030年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、すべての
国々の参加型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強
化する。

(7)ライフスタイル 環境に配慮したライフスタイルや事業活動を
拡大します

12 つくる責任つかう責任
持続可能な生産消費形態を確保する。

12.8 2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及
び自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする。

(8)学び 環境への関心を高め、学び、行動する人を増
やします

4 質の高い教育をみんなに
すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を
確保し、生涯学習の機会を促進する。

4.7  2030年までに.持続可能な開発と持続可能なライフスタイル・・・の教
育を通じて、すべての学習者が持続可能な開発を推進するための知識と
スキルを獲得するようにする。

※SDGsにおけるゴール及びターゲットは主なものを抜粋



かながわ地球環境保全推進会議の今後の取組

地球温暖化をはじめとする環境問題に対し、県民、企業、NPO等、行政が協働して取組を進め、「持続可能な社会かながわ」を実
現するため、推進会議は引き続き「私たちの環境行動宣言 かながわエコ10トライ」を推進する。そして、かながわエコ10トライの推進
する行動宣言はＳＤＧｓと軌を一にするものであるため、相互につながりをもって今後の取組を推進する。

今後の取組の方向性

県民

企業

行政

NPO等
実践行動
部会

企業部会

行政部会 事務局

県民部会

推進会議



世界の動き 神奈川県の動き

「私たちの環境行動宣言 かながわエコ10トライ」と「ＳＤＧｓ」の成り立ち

1993年
「かながわ地球環境保全推進会議」設立
→「アジェンダ21かながわ」採択・策定

2003年
「新アジェンダ21かながわ～持続可能な社会へ
の道しるべ～」を採択・策定

2015年
「新アジェンダ21かながわ」を改訂し、
「私たちの環境行動宣言 かながわエコ10
トライ」を策定

2011年
東北地方太平洋沖地震による災害等を契機に
「緊急行動宣言（緊急アジェンダ宣言）」を策定

ポスト2015開発アジェンダ策定へ向けた経緯
（www.post2015.jp/post2015.htmlより引用）

参考



ＳＤＧｓが目指す「持続可能な社会」の実現を支える「環境」

SDGsは「地球上の誰一人として取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、17の目標を定めている。相互
の関係について考えてみると、「環境」「社会」「経済」に分けて整理することができるが、そのうち持続可能な社会を実現する目標を支
えているのが、「環境」に関する４個の目標である。SDGs及びかながわエコ10トライの目指す持続可能な社会の実現のために「環境」
分野に取り組むことが重要である。

持続可能な社会を支える基盤＝「環境」

「未来を変える目標 SDGsアイデアブック」（一社）Think the Earthより引用

参考


