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【実りのフェスティバル来場者アンケート調査結果概要】

《調査結果の概要》
◆ 「見える化」やカーボンフットプリントの認知度は１/４程度（26％）であるが、関心
度は非常に高い（94%）

◆ 商品選択に必要とされる表示は、「環境への配慮をマークで表示」（47％）、「環
境への配慮の内容をキーワードで表示」（45％）、シンプルさが望まれている

◆ 全体の９割程度（91％）が価格転嫁に対して許容する意向

◆ 「見える化」やカーボンフットプリントを導入した場合の価格転嫁の許容範囲とし
て、従来品の5～10％割高でも購入が全体では６割、女性の７割

《調査結果の概要》
◆ 「見える化」やカーボンフットプリントの認知度は１/４程度（26％）であるが、関心
度は非常に高い（94%）

◆ 商品選択に必要とされる表示は、「環境への配慮をマークで表示」（47％）、「環
境への配慮の内容をキーワードで表示」（45％）、シンプルさが望まれている

◆ 全体の９割程度（91％）が価格転嫁に対して許容する意向

◆ 「見える化」やカーボンフットプリントを導入した場合の価格転嫁の許容範囲とし
て、従来品の5～10％割高でも購入が全体では６割、女性の７割

地球温暖化対策が緊急の課題となっている現在、日本の農林水産業の生産現場や流通現
場でも、施肥量の適正化・省エネ化・化石燃料依存から再生可能エネルギーへの切替等、
様々な省ＣＯ２化が徐々に進展しています。

こうした工夫・努力・配慮を直接消費者にお伝えし、より省ＣＯ２効果の大きい商品を
選択していただけるよう、生産された生鮮食料品や加工食品にこうした情報を記載する
「省ＣＯ２効果見える化」の検討を進めているところです。

本調査は、農産物に温室効果ガス排出量等を記載したラベルをニンジンに貼ることによ
り、消費者に「省ＣＯ２効果の見える化」の具体的イメージたを与えた上で、アンケート
による購買意欲、行動や見える化に対するニーズを把握することを目的としています。

《調査概要》
実施主体 ： 農林水産省、(社)日本農業法人協会
調査場所 ： 農林水産祭 実りのフェスティバル （於 東京ビックサイト）
調査方法 ： 来場者に対する留め置き調査（机に回答用紙を設置し回答を回収）
調査日 ： 平成20年11月14日(金)～11月15日(土)
回収数 ： ３６４サンプル

（参考 今後の予定）
・今年度中に、全国の農業法人、産地直売所及び量販店の意向調査を実施、取りまとめを行います。

・本調査の成果については広く公表する他、経済産業省、国土交通省、環境省等と連携しつつ進めら

れている、政府の「見える化」や「カーボンフットプリント」の検討にも役立てていくことを目指し

ます。

参考資料１
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農林水産分野における温室効果ガス排出量「見える化」に関する
消費者の意識調査（中間報告）

平成20年12月12日

【実りのフェスティバル来場者アンケート調査結果】

農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課
社団法人 日本農業法人協会

社団法人 日本農業法人協会

Japan Agricultural Corporations Association
TEL :03-6268-9500
URL : http://www.hojin.or.jp

農林水産省 平成２０年度環境バイオマス総合対策推進事業

省CO2効果の見える化に関する問い合わせ先

農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課

The Environment Biomass Policy Division, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan

企
画
・制
作

TEL: 03-6744-2017
URL:http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo

左から、①ＣＯ２排出総量を表示、②排出削減効果を表示、③金､銀や☆の数を表示、④商品ではなく、店頭のポップ等に表示】

注１）本アンケートにおいては、温室効果ガス排出量等を記載したラベルをニンジンに貼り、実際に展示台に陳列、消費者が回答。

注２）CO2排出量14ｇは実測（ニンジン１袋400gの生産段階の燃油消費に係るＣＯ２排出量）。それ以外のラベルはサンプル表示。

様々なタイプの可視化（見える化）ラベル（一例）様々なタイプの可視化様々なタイプの可視化（見える化（見える化））ラベル（一例）ラベル（一例）
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アンケート調査の概要アンケート調査の概要アンケート調査の概要

【性別】 【年代別】 【職業別】

無回答
7%

女性
48%

男性
45%

40代
18%

50代
14%

60代
20%

10代
1%

無回答
7%

70歳以上
13%

20代
7%

30代
20%

会社員
25%

ﾊ ﾟｰﾄ・ｱﾙﾊ ﾞ
ｲﾄ
6%

会社役員
2%

公務員・
団体職員

15%

専業主婦
(夫)
24%

自営業
7%

学生
2%

無回答
9%

その他
10%

.

消費者アンケート調査風景

3

見える化・カーボンフットプリントに関する認知度・関心度見える化・見える化・カーボンフットプリントに関する認知度・関心度カーボンフットプリントに関する認知度・関心度

問１ あなたは、生産された生鮮食料品や加工食品にその生産・加工・流通等の段階で排出されたＣＯ２の量を「見える化」す
る表示（＝カーボンフットプリント）という言葉を知っていますか。またこうした表示に関心がありますか。

23%

3%

71%

3%

n=359

①知っているし、関心がある。 ②知っているが、関心はない。

③知らなかったが、関心はある。 ④知らなかったし、関心もない。

■ 認知度は１/４程度（26％）であるが、関心度は９割以上（94％）と非常に高い。今後
さらなる情報発信により、国民の理解の促進が期待される。

■ 性別では男性の認知度は３割（31％）で、女性の２倍以上となっている。

■ 認知度は１/４程度（26％）であるが、関心度は９割以上（94％）と非常に高い。今後
さらなる情報発信により、国民の理解の促進が期待される。

■ 性別では男性の認知度は３割（31％）で、女性の２倍以上となっている。

【凡例】

■：知っているし、関心がある。

■：知っているが、関心はない。

■：知らなかったが、関心はある。

■：知らなかったし、関心もない。

31%

14%

3%

3%

62%

82%

3%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男

女

女 n=173
男 n=162

【カーボンフットプリントに関する認知度・関心度】

（全体）

【カーボンフットプリントに関する認知度・関心度】

（性別）
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表示に対する感想（１）表示に対する感想（１）表示に対する感想（１）

問２ 展示台に陳列した商品に表示している環境負荷を表すマークや情報について、あなたのご感想を下記の選択肢から１
つだけ選んで下さい。

4%

21%

63%

7%
2% 3%

n=361

（１）表示の大きさ

①大き過ぎる ②やや大きい ③ちょうど良い ④やや小さい

⑤小さ過ぎる ⑥その他（ ）

（２）ロゴマーク

①マークの表す意味がとても良く伝わる

②マークの表す意味がだいたい伝わる

③マークの表す意味があまり伝わらない

④マークの表す意味が全く伝わらない

⑤その他（ ）

13%

28%

53%

53%

25%

14%

4%

3%

4%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男

女

女 n=174
男 n=163

【凡例】

■1 大き過ぎる

■2 やや大きい

■3 ちょうど良い

■4 やや小さい

■5 小さ過ぎる

■6 その他

【凡例】

■1マークの表す意味がとても良く伝わる

■2 マークの表す意味がだいたい伝わる

■3 マークの表す意味があまり伝わらない

■4 マークの表す意味が全く伝わらない

■5 その他

■ 今回提示した表示の大きさに対しては、全体の約６割が「ちょうど良い」、１/４（25％）が
大きいと回答。性別や年代別でもこの傾向に大きな違いはない。

■ ロゴマークの意味の伝達力については、全体の約３/４（75％）が「とても良く伝わる」も
しくは「だいたい伝わる」と回答。概ね伝達できているものと推察される。また、男性
（66％）より女性（81％）に対しての方が、意味が伝達している割合が高い。

■ 今回提示した表示の大きさに対しては、全体の約６割が「ちょうど良い」、１/４（25％）が
大きいと回答。性別や年代別でもこの傾向に大きな違いはない。

■ ロゴマークの意味の伝達力については、全体の約３/４（75％）が「とても良く伝わる」も
しくは「だいたい伝わる」と回答。概ね伝達できているものと推察される。また、男性
（66％）より女性（81％）に対しての方が、意味が伝達している割合が高い。

【表示の大きさについて】

（全体）

【ロゴマークについて】

（性別）
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表示に対する感想（２）表示に対する感想（２）表示に対する感想（２）

問２ 展示台に陳列した商品に表示している環境負荷を表すマークや情報について、あなたのご感想を下記の選択肢から１
つだけ選んで下さい。

0%

0%

0%

0%

6%

3%

6%

0%

4%

10%

5%

12%

19%

21%

67%

56%

66%

66%

46%

55%

46%

33%

28%

15%

26%

27%

11%

25%

4%

3%

0%

6%

7%

2%

8%

6%

4%

5%

0%

0%

3%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代
～

10代 n=　3
20代 n=25
30代 n=71
40代 n=62
50代 n=52
60代 n=74
70代 n=48

（３）表示する情報量

①情報量が多すぎる ②情報量がやや多い ③情報量はちょうど良い

④情報量がやや少ない ⑤情報量が少なすぎる ⑥その他

【凡例】

■1 情報量が多すぎる

■2 情報量がやや多い

■3 情報量はちょうど良い

■4 情報量がやや少ない

■5 情報量が少なすぎる

■6 その他

■ 今回提示した表示の情報量に対しては、全体の約６割（57％）が「ちょうど良い」、１/４
程度（24％）が、「情報量が少ない」と回答。

■ 年代別にみると、50代以上において、情報量が多すぎるもしくはやや多いと回答した
人の割合が増加。高齢者に提供する情報量は今後の検討課題といえる。

■ 今回提示した表示の情報量に対しては、全体の約６割（57％）が「ちょうど良い」、１/４
程度（24％）が、「情報量が少ない」と回答。

■ 年代別にみると、50代以上において、情報量が多すぎるもしくはやや多いと回答した
人の割合が増加。高齢者に提供する情報量は今後の検討課題といえる。

【表示の情報量について】

（年代別）

3%
12%

57%

20%

4% 4%

n=360

【表示の情報量について】

（全体）
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食品を購入する際に確認する情報食品を購入する際に確認する情報食品を購入する際に確認する情報

問３ 食品を購入する際に確認する情報について、該当するものを最大３つまで選んで下さい。

①品質表示（原材料名、内容量、保存方法、製造者/販売者）

②原産地

③製造年月日

④消費期限/賞味期限

⑤有機JASマークの有無

⑥（農林水産大臣賞など）授賞経験の有無

⑦栄養成分（カロリー等）

⑧特定保健用食品マークの有無

⑨容器包装の識別表示マーク

⑩環境配慮を示すその他のマーク

⑪その他（ ）

83%

71%

41%

63%

13%

1%

9%

5%

5%

6%

1%

0% 25% 50% 75% 100%

①品質表示
（原材料名、内容量、保存方法、製造者/販売

②原産地

③製造年月日　

④消費期限/賞味期限

⑤有機JASマ ークの有無

⑥（農林水産大臣賞な ど）授賞経験の有無　

⑦栄養成分（カロリー等）

⑧特定保健用食品マ ークの有無

⑨容器包装の識別表示マ ーク

⑩環境配慮を示すその他のマ ーク

⑪その他

n=363

■ 「品質表示」については８割以上が確認。

■ 「原産地」（71％）、「消費期限／賞味期限」（63％）も
回答割合が高い。

■ 環境関連の表示などについては、あまり確認されて
いない状況。

■ 「品質表示」については８割以上が確認。

■ 「原産地」（71％）、「消費期限／賞味期限」（63％）も
回答割合が高い。

■ 環境関連の表示などについては、あまり確認されて
いない状況。

【食品を購入する際に確認する情報】

（全体）

7

環境に優しい商品を選択するために必要な表示環境に優しい商品を選択するために必要な表示環境に優しい商品を選択するために必要な表示

問４ 環境に優しい商品を選択するために必要な表示について下記の選択肢から全て選んでご回答下さい。

①環境への配慮をマークで表示

②環境への配慮の内容をキーワード（“エコ”“ＣＯ２排出削減”等）で表示

③商品の様々な環境面における負荷量を数値で表示

④環境への配慮の内容について具体的な説明文を用いて表示

⑤表示は不要

47%

45%

24%

24%

1%

0% 25% 50% 75% 100%

①環境への配慮をマ ークで 表示

②環境への配慮の内容をキーワード（"エコ
""ＣＯ２排出削減"等）で 表示

③商品の様々な 環境面における負荷量を数
値で 表示

④環境への配慮の内容について 具体的な 説
明文を用いて 表示

⑤表示は不要

n=346

■ 「環境への配慮をマークで表示」（47％）もしくは「環
境への配慮の内容をキーワードで表示」（45％）の
回答割合が高い。

■ 商品への表示はシンプルさが望まれている。

■ 「環境への配慮をマークで表示」（47％）もしくは「環
境への配慮の内容をキーワードで表示」（45％）の
回答割合が高い。

■ 商品への表示はシンプルさが望まれている。

【環境に優しい商品を選択するために必要な表示】

（全体）
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食品を購入する際に参考にする情報源食品を購入する際に参考にする情報源食品を購入する際に参考にする情報源

問５ 購入する際に参考にする情報源について該当するものを最もよく利用する情報源から順に最大３つまで選んで下さい。

①テレビ

②ラジオ

③インターネットのホームページ

④メールマガジン

⑤新聞

⑥雑誌、タウン誌、専門誌

⑦家族や知人からの進め

⑧企業のカタログやパンフレット

⑨利用者や購入者の口コミ

⑩店内での店員の説明

⑪店頭での表示（例. ポスター、チラシ等）

⑫その他（ ）

62%

6%

31%

2%

45%

16%

13%

17%

15%

15%

40%

1%

0% 25% 50% 75% 100%

①テレビ　

②ラジオ　
③インターネットのホーム ページ　

④メールマ ガジン

⑤新聞　

⑥雑誌、タウン誌、専門誌　

⑦家族や知人からの進め

⑧企業のカタログやパンフレット

⑨利用者や購入者の口コミ

⑩店内で の店員の説明　
⑪店頭で の表示（例.　ポス

ター、チラシ等）
⑫その他

n=331

■ テレビからの情報収集が６割以上（62％）と最も高く、
次いで、新聞（45％）、店頭での表示（40％）。

■ ITの普及により、インターネットのホームページを情
報源とする割合も３割（31％）みられた。特に30代は
46％と高い。

■ テレビからの情報収集が６割以上（62％）と最も高く、
次いで、新聞（45％）、店頭での表示（40％）。

■ ITの普及により、インターネットのホームページを情
報源とする割合も３割（31％）みられた。特に30代は
46％と高い。

【食品を購入する際に参考にする情報源】

（全体）
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価格転嫁への許容価格転嫁への許容価格転嫁への許容

問６ 問４でお答え頂いたあなたが知りたい情報を生産段階から販売段階まで把握して提供するには手間がかかるため、従
来品に比べて価格が高くなることが考えられます。この価格の差についてどのようにお考えですか。あなたのお考えに
最も近いものを１つ選んでご回答下さい。

① 従来品が300円の場合、360円（20%高）までなら値段が高くても情報表示された商品を選ぶ。

② 従来品が300円の場合、330円（10%高）までなら値段が高くても情報表示された商品を選ぶ。

③ 従来品が300円の場合、315円（5%高）までなら値段が高くても情報表示された商品を選ぶ。

④ 従来品が300円の場合、306円（2%高）までなら値段が高くても情報表示された商品を選ぶ。

⑤ 従来品より少しでも高ければ、情報表示された商品であっても買わない。

⑥ その他（ ）

⑥その他
4%

⑤従来品より少し
で も高ければ、情
報表示された商品
で あって も買わな

い。
5%

④従来品より2%高
まで な ら値段が高
くて も情報表示さ
れた商品を選ぶ。

19%

③従来品より5%高
まで な ら値段が高
くて も情報表示さ
れた商品を選ぶ。

32%

①従来品より20%
高まで な ら値段が
高くて も情報表示
された商品を選

ぶ。
8%

②従来品より10%
高まで な ら値段が
高くて も情報表示
された商品を選

ぶ。
32%

n=340

11%

5%

27%

36%

30%

34%

18%

19%

8%

3%

6%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男

女

女 n=173
男 n=158

【価格転嫁への許容】

（全体）

【価格転嫁への許容】

（性別）

■ 全体の９割程度（91％）が価格転嫁に対して許容する意向であった。

■ 価格転嫁の許容範囲として、従来品の5～10％割高が全体では６割、女性の７割を占
めている。

■ 全体の９割程度（91％）が価格転嫁に対して許容する意向であった。

■ 価格転嫁の許容範囲として、従来品の5～10％割高が全体では６割、女性の７割を占
めている。
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見える化・カーボンフットプリントに関する意見･要望など（１）見える化・見える化・カーボンフットプリントに関する意見･要望など（１）カーボンフットプリントに関する意見･要望など（１）

問７ その他、地球温暖化対策の一環として食品表示することに対して、ご意見などがございましたら、下記の
欄にご自由にご記入下さい。

【表示について（１）】

■ CO2排出量表示は良いと思うが、どれくらいが標準値なの
かが明確でないといくら表示しても伝わりにくいのではない
か。まず、消費者に排出の基準値を広めてはどうか。

■ 「CO2削減」「エコ」という際、その前提として、どこにどれだ
けのCO2の負荷があり、どれだけどのようなエネルギーが
課せられているかを知らないので、マークや表示の意味す
るところが分からない。ただ、表示していることで、分からな
いながらも地球環境に配慮しているような気分にはなれる。
ただし、遠距離輸送の大産地が不利になることはないか。

■ 今日、初めてこの表示について知った。知ると、表示されて
いる方が安心で良いと思った。ちなみに見える化の表示は
１と２を組み合わせて表示するのはできるか、それが一番
分かりやすいと思う。

■ 表示の基準を何にするのか要検討。輸入品か国産品か、
露地物かハウス物かによって、何を基準にするか、どうす
れば消費者にとって分かりやすいか検討すべき。マークだ
けでは分かりにくいと思う。

■ CO2排出量を「g」表示されても、あまり理解できないので、
何か比較が必要だと思った。

■ 地産地消と温暖化対策等をセットで表示できるようにしたら
良い。

【表示について（１）】

■ CO2排出量表示は良いと思うが、どれくらいが標準値なの
かが明確でないといくら表示しても伝わりにくいのではない
か。まず、消費者に排出の基準値を広めてはどうか。

■ 「CO2削減」「エコ」という際、その前提として、どこにどれだ
けのCO2の負荷があり、どれだけどのようなエネルギーが
課せられているかを知らないので、マークや表示の意味す
るところが分からない。ただ、表示していることで、分からな
いながらも地球環境に配慮しているような気分にはなれる。
ただし、遠距離輸送の大産地が不利になることはないか。

■ 今日、初めてこの表示について知った。知ると、表示されて
いる方が安心で良いと思った。ちなみに見える化の表示は
１と２を組み合わせて表示するのはできるか、それが一番
分かりやすいと思う。

■ 表示の基準を何にするのか要検討。輸入品か国産品か、
露地物かハウス物かによって、何を基準にするか、どうす
れば消費者にとって分かりやすいか検討すべき。マークだ
けでは分かりにくいと思う。

■ CO2排出量を「g」表示されても、あまり理解できないので、
何か比較が必要だと思った。

■ 地産地消と温暖化対策等をセットで表示できるようにしたら
良い。

【表示について（２）】

■ ○％減より、具体的な数字を表示した方が分かりやすい。

■ 商品ごとに削減量、排出量が明記されても、正直に言うと
数も小さいし、温暖化対策に貢献しているという実感を持ち
にくい。「14gくらいならどっちでもいいかも」となりかねない
気もする。

■ CO2排出量などは、従来はどのくらいで、それを何％減らし
たか等、成果が分かるように表示した方が良い。

■ 表示数値を何かのベンチマークに置き換えた方が伝わりや
すいのでは。（例）自動車がxkm走る時に排出されるCO2と
同量等。

■ 表示の規格の統一が最も大切だと思う。

■ 一目で見て分かることが重要と思う（マーク等）。統一の規
格が出来なければ、商品でとの基準値を設定し、○％削減
とするとよいと思う。

■ CO2排出量を表示しても、それが多いのか少ないのか、分
からない。相対的な表示、比較できる数値があれば、環境
配慮度合いを判断できるが、競争になり過ぎると怖い。

■ CO2削減をどのくらいすべきかを一つ一つの商品に載せな
いと危機感を感じにくいのではないか。

【表示について（２）】

■ ○％減より、具体的な数字を表示した方が分かりやすい。

■ 商品ごとに削減量、排出量が明記されても、正直に言うと
数も小さいし、温暖化対策に貢献しているという実感を持ち
にくい。「14gくらいならどっちでもいいかも」となりかねない
気もする。

■ CO2排出量などは、従来はどのくらいで、それを何％減らし
たか等、成果が分かるように表示した方が良い。

■ 表示数値を何かのベンチマークに置き換えた方が伝わりや
すいのでは。（例）自動車がxkm走る時に排出されるCO2と
同量等。

■ 表示の規格の統一が最も大切だと思う。

■ 一目で見て分かることが重要と思う（マーク等）。統一の規
格が出来なければ、商品でとの基準値を設定し、○％削減
とするとよいと思う。

■ CO2排出量を表示しても、それが多いのか少ないのか、分
からない。相対的な表示、比較できる数値があれば、環境
配慮度合いを判断できるが、競争になり過ぎると怖い。

■ CO2削減をどのくらいすべきかを一つ一つの商品に載せな
いと危機感を感じにくいのではないか。
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見える化・カーボンフットプリントに関する意見･要望など（２）見える化・見える化・カーボンフットプリントに関する意見･要望など（２）カーボンフットプリントに関する意見･要望など（２）

【政策全般への意見･要望など】

■ 温暖化対策として生産者、消費者一体となって取り組む必
要性と、危機感をもっと農林水産省として民間の立場に
たっての努力をして欲しい。

■ 法律で義務化するべきである。

■ 利用者、事業者に対するベネフィットがないので、やろうと
していることは賛同できるが、駄目だと思う。

■ 国内農業の育成（エコに限らず）を国から消費者まで全体
で考える必要あり。

■ 農家に対して負担を与えない方法で取り組んで欲しい。

■ 自然の力、風力、太陽光、補助金出してドイツに負けない
施策を期待する。

■ よい試みだと思う。消費者が混乱しないように進めて欲しい。

【政策全般への意見･要望など】

■ 温暖化対策として生産者、消費者一体となって取り組む必
要性と、危機感をもっと農林水産省として民間の立場に
たっての努力をして欲しい。

■ 法律で義務化するべきである。

■ 利用者、事業者に対するベネフィットがないので、やろうと
していることは賛同できるが、駄目だと思う。

■ 国内農業の育成（エコに限らず）を国から消費者まで全体
で考える必要あり。

■ 農家に対して負担を与えない方法で取り組んで欲しい。

■ 自然の力、風力、太陽光、補助金出してドイツに負けない
施策を期待する。

■ よい試みだと思う。消費者が混乱しないように進めて欲しい。

【計算方法について】

■ CO2排出量を何と比べるかが問題。露地で旬時か従来の
栽培方法か。季節外れの（CO2排出多い）品物を求める消
費者のニーズに合せて、農家は栽培している。農家の努力
が消費者に分かるようにして欲しい。

■ 農産物の場合、吸収量も勘案して欲しい。工業製品に比べ
て、排出量は桁が違うような気がするが、その際の情報を
提供して欲しい。

■ 個々の数値も大事だが、全部自分で計算しなくてはならな
いので、一回（又は一食）当たりの総数値が良く分かった方
が良い。

【計算方法について】

■ CO2排出量を何と比べるかが問題。露地で旬時か従来の
栽培方法か。季節外れの（CO2排出多い）品物を求める消
費者のニーズに合せて、農家は栽培している。農家の努力
が消費者に分かるようにして欲しい。

■ 農産物の場合、吸収量も勘案して欲しい。工業製品に比べ
て、排出量は桁が違うような気がするが、その際の情報を
提供して欲しい。

■ 個々の数値も大事だが、全部自分で計算しなくてはならな
いので、一回（又は一食）当たりの総数値が良く分かった方
が良い。

【消費者意識・行動】

■ もう少し個々に関心が持てるよう、こういうフェスティバルの
機会が多いと良いと思う。

■ 一人一人が温暖化を考えながら、余分のものを使わない
（デパート等の包装）様、スーパーもエコバックを使う等、小
さなことから気をつけたいと思う。たくさん集まれば大きな
物になる。

■ 表示することにより、購入者や生産・販売に関わる人の意
識が変わってとてもよいと思う。

【消費者意識・行動】

■ もう少し個々に関心が持てるよう、こういうフェスティバルの
機会が多いと良いと思う。

■ 一人一人が温暖化を考えながら、余分のものを使わない
（デパート等の包装）様、スーパーもエコバックを使う等、小
さなことから気をつけたいと思う。たくさん集まれば大きな
物になる。

■ 表示することにより、購入者や生産・販売に関わる人の意
識が変わってとてもよいと思う。

【情報提供・PR】

■ たぶん説明や工夫をしても理解が広まることは少ないと思
う。もっと気軽に接する機会があってそれから表示の理解
を促しては。

■ まだまだ認識不足のことばかりであった。テレビやCMを通
してもっと情報を流して欲しい。

■ もっと積極的に広告した方が良いと思う。皆に伝えるので
PRして欲しい。

【情報提供・PR】

■ たぶん説明や工夫をしても理解が広まることは少ないと思
う。もっと気軽に接する機会があってそれから表示の理解
を促しては。

■ まだまだ認識不足のことばかりであった。テレビやCMを通
してもっと情報を流して欲しい。

■ もっと積極的に広告した方が良いと思う。皆に伝えるので
PRして欲しい。
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