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注１：本報告に掲載した我が国の地図は、必ずしも、我が国の領土を包括的に示すものではない。
注２： 森林・林業・木材産業とSDGsの関わりを示すため、特に関連の深い目標のアイコンを付けています。（関連する目標全てをつけ

ている訳ではありません。）




