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●参考：国連総会により採決された決議（英文） 

 

International Year of Forests, 2011  

Sixty-first session 

Agenda item 53 （a）  

Resolution adopted by the General Assembly 

61/193. International Year of Forests, 2011 

The General Assembly, 

Reaffirming its commitment to the Non-legally Binding Authoritative Statement of Principles 

for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of 

all Types of Forests and Agenda 21, adopted at the United Nations Conference on 

Environment and Development, the United Nations Millennium Declaration adopted at the 

Millennium Summit in 2000, the Johannesburg Declaration on Sustainable Development and 

the Plan of Implementation adopted at the World Summit on Sustainable Development, held 

in Johannesburg in 2002, 

Recalling the Convention on Biological Diversity, the United Nations Framework Convention 

on Climate Change, the United Nations Convention to Combat Desertification in Those 

Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa, and 

other relevant conventions dealing with the complexity of forest issues, 

Recognizing that forests and sustainable forest management can contribute significantly to 

sustainable development, poverty eradication and the achievement of internationally agreed 

development goals, including the Millennium Development Goals, 

Recalling Economic and Social Council decision 2006/230 of 24 July 2006, 

Emphasizing the need for sustainable management of all types of forests, including fragile 

forest ecosystems, 

Convinced that concerted efforts should focus on raising awareness at all levels to strengthen 

the sustainable management, conservation and sustainable development of all types of forests 

for the benefit of current and future generations, 

1. Decides to declare 2011 as the International Year of Forests;  

2. Requests the secretariat of the United Nations Forum on Forests, Department of Economic 

and Social Affairs, to serve as the focal point for the implementation of the International 

Year of Forests, in collaboration with Governments, the Collaborative Partnership on 

Forests and international, regional and subregional organizations and processes as well as 

relevant major groups;  

3. Invites, in particular, the Food and Agriculture Organization of the United Nations, as the 

Chair of the Collaborative Partnership on Forests, within its mandate to support the 

implementation of the International Year of Forests;  
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4. Calls upon Governments, relevant regional and international organizations, and major 

groups to support activities related to the Year, inter alia, through voluntary contributions, 

and to link their relevant activities to the Year;  

5. Encourages voluntary partnerships among Member States, international organizations 

and major groups to facilitate and promote activities related to the Year at the local and 

national levels, including by creating national committees or designating focal points in 

their respective countries;  

6. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its sixty-fourth 

session on the state of preparations for the Year.  

83rd plenary meeting 

20 December 2006 
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●参考：国連総会により採決された決議（和訳） 

 

 

国際森林年 2011 

第 61 会期                                 

A/RES/61/193 

検討項目 53 （a）                                 

 

2007 年 2 月 6 日 総会により採択された決議 

［第 2 委員会の報告（A/61/422/Add. 1 および Corr.1）に基づく］ 

61/193. 国際森林年 2011 

 

配布：一般 

 

国連総会は、 

 国連環境開発会議で採択された「すべての種類の森林の管理、保全および持続可能な開発に

関する世界的合意のための法的拘束力のない権威ある原則声明」 と「アジェンダ 21」 、2000

年のミレニアム・サミットで採択された「国連ミレニアム宣言」 、ならびに、2002 年に南

アフリカのヨハネスブルクで開催された「持続可能な開発に関する世界サミット」で採択さ

れた「持続可能な開発に関するヨハネスブルク宣言」 と「持続可能な開発に関する世界サミ

ット」実施計画 を守る決意を再確認し、 

 「生物の多様性に関する条約」 、「国連気候変動枠組み条約」 、「深刻な干ばつおよび砂漠

化を経験している国、特にアフリカ諸国の砂漠化防止に関する国連条約」 、ならびに、森林

問題の複雑性に取り組むその他関連条約を想起し、 

 森林と持続可能な森林管理は、持続可能な開発、貧困の根絶、および、ミレニアム開発目標

を含む国際的に合意された目標の達成に貢献しうることを認識し、 

 2006 年 7 月 24 日の経済社会理事会決定 2006/230 を想起し、 

 脆弱な森林生態系を含め、すべての種類の森林を持続可能な形で管理する必要性を強調し、 

 現在と将来の世代の利益となるように、すべての種類の森林の持続可能な管理、保全および

持続可能な開発を強化するため、あらゆるレベルでの啓発に焦点を絞った協調的取り組みを

行うべきであると確信し、 

  

1. 2011 年を「国際森林年」と宣言することを決定する。 

2. 事務局経済社会局の国連森林フォーラム事務局に対し、政府、森林のための協調パー

トナーシップ、ならびに、国際機関、地域機関および小地域の機関とプロセスのほか、

関連の主要グループとも連携の上、同年実施のフォーカルポイントの役割を担うよう

要請する。 

3. 特に、森林のための協調パートナーシップの議長を務める国連食糧農業機関（FAO）

に対し、そのマンデートの範囲内で同年の実施を支援するよう招請する。 
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4. 各国政府、関連の地域・国際機関および主要グループに対し、とりわけ自発的貢献を

通じ、同年に関連する活動を支援し、それぞれの関連活動を同年と連動させるよう呼

びかける。 

5. 加盟国、国際機関および主要グループ間の自主的パートナーシップに対し、国内委員

会の創設または各国でのフォーカルポイント指定によるものを含め、地方と国家のレ

ベルで同年関連の活動に便宜を図り、これを促進するよう促す。 

6. 事務総長に対し、本決議の実施状況に関する報告を第 64 回総会に提出するよう要請す

る。 

  

 

第 83 回本会議 

 2006 年 12 月 20 日  
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●参考： 国連による広報資料「人々のために森林を称える」 
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●参考： 国連による広報資料「人々のために森林を称える」の仮訳 
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