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環境フェスティバルふくおか2019

2019年12月5日
環境フェスティバルふくおか2019実行委員会
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■ 「環境フェスティバルふくおか2019」実施概要

開 催趣 旨

地球温暖化の進行と気候変動がもたらす豪雨の頻発など異常気象の増加や

生物多様性の喪失，再生可能エネルギーに関する意識の変化，黄砂や微小

粒子状物質（PM2.5）などの越境大気汚染物質に対する不安の高まりなど，

環境問題に対する市民の関心はますます高まっている。

このような中，福岡市では「環境にやさしい行動の波を起こそう」という

スローガンのもと環境に配慮した行動の波を全市に広げる「エコ・ウェイブ

・ふくおか」を展開している。

「環境フェスティバルふくおか」はその核となる事業として，市民団体・

事業者・学校・行政等が連携して環境についての情報や体験を提供し，

「気づき」へつなげることにより，市民一人ひとりの環境保全活動・行動を

促進し，環境への負荷が小さいライフスタイルへの転換を図る。

本年度のコンセプト

実 施概 要

参加団体数等

■ 参加団体数 55団体
■ 出展ブース数 47ブース（実行委員会企画ブース11ブースを含む）
■ 来場者数 45,000人（昨年度 43,000人)

本年度のテーマは，

「私たちの未来に，今できることってなんだろう。」

多くの来場者が環境について考えるきっかけづくりをするとともに，環境

に配慮したライフスタイルを体験してもらう企画を盛り込んだフェスティ

バルを実施。

特に，本年度は「ごみ減量」をテーマにした取り組みを実施した。

■会場内では，商品等の手渡し用ビニール袋を禁止し，マイバックを
持参していない来場者にはエコバックを無料配布

■繰り返し使えるリユース食器の利用

■マイボトル利用促進のため，給茶機を設置

■雑がみの回収

■ 実 施 主 体 環境フェスティバルふくおか2019実行委員会
（事務局：福岡市環境局環境政策課）

■ 開 催 日 程 2019年10月26日（土）～27日（日）10：00～16：00
天気：両日とも晴れ

■ 開 催 場 所 福岡市役所西側ふれあい広場，北側緑地，指定車駐車場，
1階多目的スペース

■ 協 賛 企 業 イオン九州株式会社，エフコープ生活協同組合，
エプソン販売株式会社，
花王グループカスタマーマーケティング株式会社，
株式会社NTTドコモ九州支社，株式会社NTTファシリティーズ，
株式会社福岡クリーンエナジー，九州電力株式会社，
公益財団法人自動車リサイクル促進センター，
公益財団法人ふくおか環境財団，
公益社団法人福岡県産業資源循環協会福岡支部，
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社，西部ガス株式会社，
福岡市地球温暖化対策市民協議会 計 14社（団体）

■ 協 力 企 業 石井ピュアファーム，一般社団法人アースプロジェクト福岡
一般社団法人ホールフード協会，FVジャパン株式会社，
株式会社バズフック，株式会社リトルママ ，九州旅客鉄道株式会社，
健康住宅株式会社，特定非営利活動法人フードバンク福岡,
西日本鉄道株式会社，福岡市農業協同組合 計 11社（団体）
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■ 告知広報
チラシ・ポスター

■ A4チラシ

【作成部数】 86,000部

【配布先】
市内の幼稚園・保育園，市内の小学校・特別
支援学校の全児童生徒，情報プラザ など

【配布日】 9月12日（木）～

■ A3四つ折りリーフレット

【作成部数】 7,000部

【配布先】
情報プラザ，区役所，中学校，高等学校，大学・短大等，
専門学校，その他関連施設・関係団体 など

【配布日】 9月30日（月）～

【作成部数】 800部

【配布先】
市内の幼稚園・保育園，小学校，中学校，特別支援
学校，高等学校，大学・短大等，専門学校，区役所
その他関連施設・関係団体 など

【配布日】9月30日（月）～

■ B2ポスター
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■ 告知広報
市政だより

■ ９/1号（情報BOX）
プレイベント「ミレイヒロキと絵を描こう！」参加者募集

■ 10/15号（記事面）
「環境フェスティバルふくおか2019」開催告知

フェイスブック（福岡市の環境）

福岡市環境局ＨＰ

■プレイベント「ミレイヒロキと一緒に花を描こう！」参加者募集（8/26～）

■「子どもくるくる村」の参加者募集 (9/9～）

■「環境フェスティバルふくおか2019」開催告知（9/30～）

リトルママ

リビング福岡

■ ９/15号（情報BOX）
「子どもくるくる村」参加者募集

■「リトルママ」9/17号

・子育て世代のフリーペーパーイベント
スケジュール欄下1/3ページにて掲載。

・福岡県内8.6万部配布。

■「リビング福岡」10/19号

・オールターゲットのフリーペーパー
Evevt Navi 欄にて紹介。

・福岡市近郊35.2万部配布。

※（ ）は，発信日・「リーチ」数・「いいね！」数

■プレイベント「ミレイヒロキと一緒に花を描こう！」開催告知
（8/26～・213人・15件 ）

■プレイベント「ミレイヒロキと一緒に花を描こう！」開催報告
（10/9～ ・439人・26件 ）

■「環境フェスティバルふくおか2019」開催報告
（11/5～ ・253人・25件）



■ホームページ
一人一花運動，ミレイヒロキ，ばってん少女隊，（一社）ホールフード協会，
東福岡高等学校，（公財）自動車リサイクル促進センター，福岡FUN，
マチコト天神 など

■フェイスブック・インスタグラム・ツイッター
ミレイヒロキ，えとおとスケッチ，ミス・アースジャパン福岡，EPSON，
九州大学Quest，Saturday.&Ready など

■WEBマガジン
AFRO FUKUOKA

■西日本新聞折り込みチラシ
（公財）自動車リサイクル促進センター

5

■ その他 広報

TV

■ 10月26日（土） 12:00～13:00 生放送 てんじんNOW（TNC）

新聞

フェスティバル当日の様子を放送。
雑がみ回収や，ミレイヒロキのステージなどを生中継で紹介。
実際に「番組を見て来た」という方が多数来場された

■ 10月7日（月） 17:00～17:24 デイリーニュース（J-com福岡）
※再放送 同日21:00～,22:00～,23:00～, 8日（火）7:00～

プレイベント「ミレイヒロキと花を描こう！」の様子を紹介。

■ 10/26（土） 17:25～17:30 テレQニュース （TVQ）
フェスティバル開催の様子を紹介。

■ 10/31（木） 17:00～17:24 デイリーニュース （J-com福岡）
※再放送 同日21:00～,22:00～,23:00～, 11月1日（金）7:00～

フェスティバル開催の様子を紹介。

■ 10/28（月） 西日本新聞 朝刊
フェスティバル開催の様子を紹介。

■ 10/27（日） 読売新聞 朝刊

その他



■ プレイベント①

「ミレイヒロキと花を描こう！」

電車，バス等での忘れ物のビニール傘を，リサイクルのアート画材として活用するプレイベントを実施。
参加した子どもたちは黙々と集中して傘のペインティングに取り組み，華やかな傘を作り上げた。
捨てられてしまうビニール傘を再利用することで物を大事にすることの意義を伝えることができた。

また，ミレイヒロキが描いた花のデザインに色を塗り，オリジナルの花のモチーフも作成（フェスティ
バル当日のパネルに活用）。保護者も子どもと一緒に参加できる内容とした。

■日 時 10月5日（土）・6日（日） 11:00～，14:00～ 計4回
■会 場 福岡市美術館 アートスタジオ
■参加者 140名

・ビニール傘は全て，九州旅客鉄道（株），西日本鉄道（株）からの寄付によるもの。
・応募222通343人（抽選倍率 約２倍）。応募専用サイトを開設し，応募しやすい環境を整えた。
・終了後は，傘を乾かすために大濠公園で撮影会を実施。他の公園来場者にも喜ばれる結果となった。
（J-com取材あり）
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■ プレイベント②

「私たちのSDGs！」

環境やSDGsに関連する事業，研究成果のプレゼンテーションを実施し，その様子を撮影。
10月22日（月）から10月27日（日）に，市役所１階多目的ホールにて放映した。

■日 時 10月9日（水） 14:00～
■撮影会場 福岡市美術館 ミュージアムホール
■参加団体 9団体（登壇者30名）

参加団体（者） テーマ

１ 天神LFC ～Local Food Cycle 「天神から野菜を。SDGsについて。」

２ 筑紫女学園大学①篠﨑ゼミGirls   「軽減税率でプラスティックゴミが増加する！？」

３ 一般社団法人アースプロジェクト福岡 「ミス・アースプロジェクトの活動報告」

４ 筑紫女学園大学②AMHa（Another Mother‘s Hand 「想いの詰まった子供服に新しいストーリー，縁起を創造する。
CJ子ども服リユースプロジェクトの紹介」

５ 筑紫女学園大学③篠﨑children 「食べ物 無駄にしちゃいかーん」

６ 香蘭ファッションデザイン専門学校ファッションビジネス科 「ファッション業界におけるSDGs」

７ 福岡工業大学 森山ゼミ 塚本理晋 「アリ視点から繋がる川と陸」

８ 公益社団法人福岡国際ミズの会 森田大幹（九州大学４年）
「国際会議参加報告（International Conference on 
Sustainable 

Development 2019，NY）」

９ 福岡大学落語研究会 福々亭鈴音 「SDGs落語。ある親と子の会話から」

7



■ アート監修 ARTWORK By MireyHiroki
ビジュアルコンセプト

「環境・心」などをテーマに作品を製作するアーティストであり，「ミッキーマウス生誕絵画」など一瞬で目を引く花のデザインが高い評価を受け，世界的に
活躍する「ミレイヒロキ」をアート監修者として起用。市が取り組む「一人一花運動」との連携を図った。

・印刷物（チラシ，ポスター，リーフレット）

・会場内各サイン，メインステージ（サイドパネル含む），エントランス（バルーン）

・会場内テント（一部）

・ノベルティ（缶バッチ，オリジナルノート）
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■ ステージイベント①

緑のカーテンコンテスト 表彰式

■日 時 10月26日（土） 11:00～
■登壇者 受賞者 15名，プレゼンター（環境局長）
■内 容 室内の温度を下げる省エネ効果やヒートアイランド対策として

効果のある緑のカーテンに取り組んだ方を表彰

・家庭部門戸建の部，家庭部門集合住宅の部，団体部門の3部門を設定。

・従来の最優秀賞，優秀賞，新人賞と，今年度より「一人一花賞」を新設。

空き缶・びん協会絵画コンクール 表彰式

■日 時 10月26日（土） 11:30～
■登壇者 受賞者12名，プレゼンター（福岡市空き缶・びん対策協会会長）
■内 容 空き缶や空き瓶のポイ捨ての防止や，資源のリサイクルなどを推進する

ため実施したポスターコンクールの優秀者を表彰

・小学校低学年の部・小学校高学年の部，中学生の部の3部門を設定。

ユースオーケストラ

■日 時 10月26日（土） 10:20～
■出演者 東福岡高等学校，東福岡高等学校自彊館中学校 吹奏楽部
■内 容 「パプリカ」「しろくま」など全５曲を演奏

・曲に合わせて歌や踊りなどもあり，オープニングにふさわしいステージとなった。

FUKUOKAいーとプロジェクト

■日 時 10月26日（土） 11:45～
10月27日（日） 13:45～

■出演者 ばってん少女隊
■内 容 福岡を中心に活躍する「ばってん少女隊」のライブパフォーマンスを

実施
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■ ステージイベント②

絵本の読み聞かせライブ

■日 時 10月26日（土）・27日（日） 12:15～ ，14:30～
■出演者 えとおとスケッチ
■内 容 「腹ぺこあおむし」などの絵本を歌やウッドベースなどの演奏に

合わせ読み聞かせを実施
・ステージ前に親子専用のスペースを設置。多くの子どもたちが参加しながら

楽しめる内容となった。

電気楽器で遊ぼう！エレキギターとリズムセッション

■日 時 10月26日（土） 13:45～
10月27日（日） 10:30～

■出演者 石川雄一（EG），SAKURA（Vo &Perc），矢田イサオ（Keyb）
■内 容 ・自動車メーカーによる次世代自動車のメリットや利便性の紹介。

・給電デモンストレーションで行う電気楽器での演奏。
（エレキギター，電子パーカッション，キーボード）

・ステージ前に楽器を設置。演奏に合わせ楽器を鳴らすなど子どもから大人まで

楽しめる内容となった。

ミレイヒロキのアート教室
「福岡市を花でいっぱいに！」 「一人一花を咲かせよう！」

■日 時 10月26日（土）・27日（日） 13:00～
■出演者 「ミレイヒロキ」のヒロキ氏，

ミス・アースジャパン福岡大会ファイナリスト（2名）他
■内 容 ・ヒロキ氏による環境とアートに関するトーク

・子どもたちが作成した花のモチーフを使い，「福岡市の形」と
「一人一花ロゴ」のボードを制作

・当日，ステージ横で花のモチーフに色ぬりをした子どもたちも一緒に最後の

仕上げを行なった。
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■ ステージイベント③
エコトークショー

■日 時 10月27日（日） 11:30～
■出演者 福岡で活躍するインフルエンサー（3名），環境局環境政策課課長
■内 容 ・素朴な疑問に環境政策課課長が回答する形のトークショー

・インフルエンサーおすすめのエコグッズを紹介

フィナーレ

■日 時 10月27日（日） 15:45～
■出演者 環境局環境政策課課長，MC
■内 容 ・雑がみブースで回収した総量を発表

・イベントをきっかけに，これからも環境活動に取り組んで
もらえるようアナウンス

・目標100キロに対して，356キロを回収。

ECOファッションショー

■日 時 10月26日（土） 15:30～
■出演者 香蘭ファションデザイン専門学校
■内 容 古布などを衣装にリメイクし，ファッションショーを実施

・作品制作からショーの運営まで学生が行い，学生の環境意識醸成

につながった。
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■ 出展団体ブース
3Rゾーン

■ブース数 9ブース
■出展団体 公益社団法人福岡県産業資源循環協会福岡支部 他

省エネ・創エネゾーン

■ブース数 7ブース
■出展団体 福岡市地球温暖化対策市民協議会 他
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環境学習ゾーン

■ブース数 9ブース
■出展団体 イオン株式会社 他

自然保護ゾーン

■ブース数 4ブース
■出展団体 一般社団法人ふくおかFUN 他

U－30ゾーン

■ブース数 4ブース
■出展団体 福岡工業大学環境学生組織えこFIT 他

SDGsゾーン

■ブース数 3ブース
■出展団体 アジア太平洋都市サミット 他



■ 実行委員会企画ブース①

「雑がみ」の分別を体験するとともに「雑がみ」がリサイクルできることの認知を進めるため，「雑がみ」の
回収を行った。
・ポスターやチラシなどで積極的に「雑がみ」持参を周知するとともに，プレイベントなど，あらゆる機会を

とらえ呼びかけを行った。

・目標回収量は100キロであったが，2日間合計で356キロを回収した。

・エコッパをかたどったボードを作成し，回収量100gごとに緑色シール１枚を貼って回収量の「見える化」を

行った。

・持参者には，リサイクル紙でできたオリジナルノート，またはエコバッグを配布。

・「何が雑がみになるのか」「普段は，どこに持っていけばいいのか」など問い合わせが多く，市作成の

チラシを渡して説明を行った。

・回収した雑がみは，古紙として売却。売上金2,376円は「ふくおか応援寄付（環境市民ファンド）」へ寄付

した。

マイボトルの活用を促すために給茶器を設置し，無料で煎茶等を提供した。
（協力：FVジャパン株式会社）
・煎茶，麦茶，水（お湯）のHot，Coldの4種類を提供。
・2日間で約700杯の利用があった。
・マイボトル持参者も多く，列を成す時間帯もあった。

野菜の出汁を使用したベジブロスカレーや地元野菜を使用したハンバーガーの提供を
行った。
■ベジブロスフード販売
（運営：一般社団法人

ホールフード協会）
・ベジブロスカレー（270食）

・オーガニックケーキ，

グラノーラなど（65個）

・スープ（試飲のみ）

※野菜からの出汁取りワーク

ショップを実施。

■オーガニックフード販売
（運営：Saturday.& Ready）
・ハンバーガー（200個）

・レモンケーキ（400個）

・スープ（100食）
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雑がみ回収ブース

給茶機ブース 飲食ブース



■ 実行委員会企画ブース②

ゴミを出さない食事，物を大事に使うことを体験してもらうため，会場内の飲食提供はすべて
リユース食器を利用した。
・食事の前に，100円にて貸出，返却時に100円を返金する「デポジット制」により提供。

・使用食器枚数は次のとおり。

皿（白）270枚，皿（赤）100枚，コーヒーカップ 260個， 小カップ 20個，スプーン大 300本

※お箸・スプーン小は，準備はしていたが利用なし

・環境に配慮した特徴的な試みであり，来場者アンケートではリユース食器の使用に賛成の意見が

多かった。

来場者が自由に食器等を洗浄できる簡易シンクを設置。また専用コンポストを
設置し，食べ残し（生ごみ）の循環体験も提供した。
・食器を洗浄して返却された方は2割。食べ残しはほとんどなく，コンポスト内

の生ゴミは少なかった。

食べ物を無駄にしない意識の醸成とその定着を図っていくため，フードドライ
ブを実施。
・回収量は2日間合計で，151点・30.2kg 。

・食品ロスクイズは，990名が参加した。

・運営は，特定非営利活動法人フードバンク福岡が行った。

インフルエンサーがお勧めするデザイン性の高いエコバック等を販売
・運営は，株式会社バズフックが行った。
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リユース食器貸出・返却ブース

食器洗浄ブース

フードドライブブース

エコグッズの販売ブース

★会場内では，商品等の手渡し用ビニール袋を禁止し，マイバックを持参して
いない来場者にはエコバックを無料配布



■ 実行委員会企画ブース③

集客を図るとともに，マイバッグによる買い物を来場者に体験してもらうため
野菜等の販売を実施。

・環境に配慮した旬な野菜や，県産の野菜を販売。
・運営は，博多じょうもんさん市場（JA福岡市）（26日），石井ピュア

ファーム（27日）が行った。

・ハンドメイド品の販売や，衣服のフリーマーケットを実施。
・運営はリトルママが行った。

・内容は次のとおり

①活動紹介（Green Bird，ふくおか湿地保全研究会，特別支援学校博多

高等学校，那須野昭士さん）

②次世代自動車紹介（日産リーフ，ボルボ，MINI，ホンダクラリティ）

③SDGsの啓発動画（機関車トーマス等）

④福岡市の取り組み紹介（ヒアリ，福岡方式，3R，食品ロス等）

⑤九州デザイナー学院 制作動画

環境問題をテーマにしたイラスト動画（紙芝居風）や環境活動団体の紹介映像
等を放映。

■実施日 10月22日（月）～ 27日（日）7日間
■会 場 1階多目的ホール
■内 容 ・SDGsフォトコンテスト2018 受賞作の展示

（協力：国連広報センター，上智大学）
・「SDGs関連動画」の放映

［プレイベント「私たちのSDGs！」スピーチ，機関車トーマス
SDGs（国連），ユニセフ，環境省「Cool Choice」など。］

・海洋プラスティックゴミでできたオブジェ
（制作：柴田みなみ）の展示。

SDGsに関連するパネル展示，映像の放映，オブジェの展示を行なった。
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販売ブース

環境学習ブースSDGsブース



■ 次世代自動車 試乗会・展示会

・参加人数は568 名(うち試乗者数142名) 【内訳：26 日(土) 36組 52名・27 日(日) 41組 90名】

・エコドライブシミュレーターを実施

・試乗者にはノベルティとして「アルミストロー 」を配布。

・展示場内で給電デモンストレーション（電気楽器の演奏など）を実施。

・フェスティバル会場との連動を図るため「花柄」のテントを使用。

■実施日 10月26日（土） 10:00～16:00 ， 10月27日（日） 10:00～15:30
■会 場 指定車駐車場（市役所南側）
■内 容 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池時自動車の展示，試乗を通じて長所や利便性の

理解・促進を行った

［出展車両］
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■ SDGs 謎解き

会場内の回遊性を高めるために，九州大学謎解きサークル「Quest」制作の謎解きラリーを実施。

・参加者数は300名。

・インフォメーションで参加キットを配布し，雑がみブース，次世代自動車ブース，SDGsブース（市庁舎内）を回る設計を行った。

・ゴミ・リサイクルなどをテーマに作成。

・各ポイントに，「ヒント出し担当」として，Questメンバー，ミス・アース福岡ファイナリストを配置。

・年配者や低学年児童などにとっては，やや難解であったが，ゲームを通じてゴールへの達成感や，一生懸命に環境を考えるきっかけ作りとなった。

［参加キット］ ［問題パネル］
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■ 子どもくるくる村

・応募951通 1,657人に対し，当選者数720人（抽選倍率 約2.3倍）

・応募専用サイトを開設し，プレイベント「ミレイヒロキと絵を描こう！」と

同時に応募を受け付け，両方に応募する方も多く見受けられた。

■受付日時 10月26日（土） ①10:00～ ②10:50～ ③12:30～ ④13:20～ ⑤14:10～
10月27日（日） ①10:25～ ②11:15～ ③13:00～ ④13:50～

■内容（実施の流れ）
１ 集合
２ 受付（参加証持参）
３ 実施場所へ移動
４ あいさつ・お仕事の説明

■参加者数 10月26日(土) ①55人 ②65人 ③65人 ④66人 ⑤68人
10月27日(日) ①64人 ②53人 ③62人 ④57人 2日間合計555人

職業体験型リサイクル村「子どもくるくる村」で，循環型社会体験プログラムを実施した。
（運営：NPO法人 循環生活研究所）

18

５ お仕事体験
６ 給料支払い
７ お買い物・ゲームコーナー



■ 来場者アンケート① 回答者数：300人

来場者の属性

☆全ての年代にまんべんなくアンケートを
実施

☆80%が市内からの参加であった。
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◆年齢

①10代 ②20代 ③30代 ④40代 ⑤50代 ⑥60代 ⑦70代以上 合計

25 24 37 65 51 55 43 300

◆お住まい

①東区 ②博多区 ③中央区 ④南区 ⑤城南区 ⑥早良区 ⑦西区 ⑧市外 ⑨県外 ⑩未回答 合計
10代 2 1 8 3 3 4 1 1 1 1 25
20代 6 5 2 4 1 2 2 2 24
30代 7 6 7 5 2 1 3 3 3 37
40代 8 11 5 13 5 7 3 7 4 2 65
50代 6 10 4 9 5 5 2 7 1 2 51
60代 10 3 15 1 4 6 8 5 3 55
70代 7 9 10 4 2 4 2 4 1 43

計 40 46 54 36 18 29 18 32 13 14 300

①東区

13%

②博多区

15%

③中央区

18%
④南区

12%⑤城南区

6%

⑥早良区

10%

⑦西区

6%

⑧市外

11%

⑨県外

4% ⑩未回答

5%お住まい

①10代
9%

②20代
8%

③30代
12%

④40代
22%

⑤50代
17%

⑥60代
18%

⑦70代
以上

14%

年齢



☆市内の全小学生などに配布した
チラシの割合が昨年度の13％
から21％に増加している。

リピーター・認知方法
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■ 来場者アンケート② 回答者数：300人

◆過去にも「環境フェスティバルふくおか」に来たことはありますか

合計
10代 25
20代 24
30代 37
40代 65
50代 51
60代 55
70代 43

計 300

①来たことがある ②初めて来た

140
19
26
21
32
20
17
5

7
20

160
24
29
30
33
17

◆「環境フェスティバルふくおか2019」を何で知りましたか

①市政だより ②ホームページ ③ポスター ④SNS ⑤チラシ ⑥その他 合計
10代 7 1 2 2 15 3 30
20代 8 5 1 3 1 7 25
30代 20 2 1 1 10 8 42
40代 17 4 3 28 17 69
50代 27 6 4 3 4 15 59
60代 33 2 3 4 16 58
70代 32 2 3 2 9 7 55

計 144 22 14 14 71 73 338

①来たことがあ

る

53%

②初めて来た

47%

過去にも来たことがあるか

①市政だより

43%

②ホームページ

6%③ポスター4%

④SNS 4%

⑤チラシ

21%

⑥その他

22%

何で知ったか

☆来場経験は，例年の傾向と変わらず，
初めて来た人の割合が半分程度であった。

☆リピーターの割合が昨年度の48%から
53%に増加しており，市民に定着した環
境イベントになっていると思われる。


Sheet1

		来場者アンケート集計結果 ライジョ シュウケ ケッk								回答数：300人 カイトウス ニン



				◆年齢 ネン

				①10代 ダ		②20代 ダ		③30代 ダ		④40代 ダ		⑤50代 ダ		⑥60代 ダ		⑦70代以上 ダ イジョ		合計 ゴウケ

				25		24		37		65		51		55		43		300





				◆お住まい スマ

				①東区 ヒg ク		②博多区 ハカt ク		③中央区 チュ ク		④南区 ミン ク		⑤城南区 jyouンaン ク		⑥早良区 サワラ ク		⑦西区 ニs ク		⑧市外 シg		⑨県外 ケン		⑩未回答 ミキニュ カイト		合計 ゴウケ

		10代 ダ		2		1		8		3		3		4		1		1		1		1		25

		20代 ダ				6		5		2				4		1		2		2		2		24

		30代 ダ		7		6		7		5		2		1		3		3				3		37

		40代 ダ		8		11		5		13		5		7		3		7		4		2		65

		50代 ダ		6		10		4		9		5		5		2		7		1		2		51

		60代 ダ		10		3		15				1		4		6		8		5		3		55

		70代 ダ		7		9		10		4		2		4		2		4				1		43

		計 ケ		40		46		54		36		18		29		18		32		13		14		300

















































				◆過去にも「環境フェスティバルふくおか」に来たことはありますか カk カンキョ キt

				①来たことがある キ				②初めて来た ハジメt キt				合計 ゴウケ

		10代 ダ		20				5				25

		20代 ダ		7				17				24

		30代 ダ		17				20				37

		40代 ダ		33				32				65

		50代 ダ		30				21				51

		60代 ダ		29				26				55

		70代 ダ		24				19				43

		計 ケ		160				140				300



				◆「環境フェスティバルふくおか2019」を何で知りましたか カンキョ ナン シr

				①市政だより シセ		②ホームページ		③ポスター		④SNS		⑤チラシ		⑥その他 t		合計 ゴウケ

		10代 ダ		7		1		2		2		15		3		30

		20代 ダ		8		5		1		3		1		7		25

		30代 ダ		20		2		1		1		10		8		42

		40代 ダ		17		4				3		28		17		69

		50代 ダ		27		6		4		3		4		15		59

		60代 ダ		33		2		3				4		16		58

		70代 ダ		32		2		3		2		9		7		55

		計 ケ		144		22		14		14		71		73		338











































				◆環境フェスティバルに参加して、環境活動に取り組みたいと思いましたか カンキョ サンk カンキョ カツド トr オモ

				①すでに取り組んでいる トr				②ぜひ取り組みたい トr				③機会があれば取り組みたい キカ トr				④取り組もうと思わない ト クm オモワン				合計 ゴウケ

		10代 ダ		10				13				2								25

		20代 ダ		6				10				8								24

		30代 ダ		12				19				6								37

		40代 ダ		25				21				19								65

		50代 ダ		22				12				15				2				51

		60代 ダ		27				13				15								55

		70代 ダ		17				13				13								43

		計 ケ		119				101				78				2				300



				◆今後実践したい環境活動は何ですか コン ジッセン カンキョ カツド ナン

				①エコバッグの使用 シヨ		②ゴミの減量・リサイクル ゲン		③省エネ ショウ		④節水 セッs		⑤ゴミ拾い活動 ヒロ カツド		⑥自然保護活動 シゼン ホg		⑦その他 t		合計 ゴウケ

		10代 ダ		20		13		9		10		9		4				65

		20代 ダ		17		11		7		8		6		3				52

		30代 ダ		32		23		12		17		8		7				99

		40代 ダ		57		41		31		41		13		8				191

		50代 ダ		39		34		29		25		13		9		1		150

		60代 ダ		45		44		21		23		18		6				157

		70代 ダ		31		28		20		23		14		9				125

		計 ケ		241		194		129		147		81		46		1		839







































				◆雑がみも資源物としてリサイクルできることを知っていますか ザt シゲン シッt

				①以前から知っている イゼン シッt		②今回初めて知った コン ハジメt シッt		③知らない シラン

		10代 ダ		20		4		1		25

		20代 ダ		12		11		1		24

		30代 ダ		29		8				37

		40代 ダ		52		8		5		65

		50代 ダ		42		8		1		51

		60代 ダ		48		7				55

		70代 ダ		35		7		1		43

		計 ケ		238		53		9		300





















				◆お近くの資源物回収拠点を知っていますか チカk シゲン カ シッt

				①知っている シッt		②知らない シr		合計 ゴウケ

		10代 ダ		18		7		25

		20代 ダ		13		11		24

		30代 ダ		33		4		37

		40代 ダ		56		9		65

		50代 ダ		47		4		51

		60代 ダ		47		8		55

		70代 ダ		38		5		43

		計 ケ		252		48		300























				◆SDGsについて知っていますか シッt

				①以前から知っている イゼン シッt		②今回初めて知った コン ハジメt シッt		③知らない シラン		合計 ゴウケ

		10代 ダ		6		8		11		25

		20代 ダ		6		13		5		24

		30代 ダ		8		22		7		37

		40代 ダ		15		22		28		65

		50代 ダ		14		16		21		51

		60代 ダ		12		23		20		55

		70代 ダ		12		23		8		43

		計 ケ		73		127		100		300

















				◆「①以前から知っている」と答えた方にお尋ねします。SDGsについてどこで知りましたか イゼン シッt コタ カt タズン シr

				①学校 ガッコ		②職場 sy		③テレビ		④講演会 コウエン		⑤その他 t		合計 ゴウケ

		10代 ダ		3				3						6

		20代 ダ		3		1		2						6

		30代 ダ				2		4		1		1		8

		40代 ダ		4		4		4		2		4		18

		50代 ダ		2		7		5		1				15

		60代 ダ		2		1		8		3				14

		70代 ダ				1		6		4		3		14

		計 ケ		14		16		32		11		8		81























				◆今回の環境フェスティバルのステージイベントやリユース食器の利用など企画についてのご意見 コン カンキョ ショッk リヨ キカク イケン

				【フェスティバル全般について】 ゼン

				良いと思います イ オモ						（19名回答） メ カイト

				勉強になりました ベンキョ						（7名回答） メ カイト

				とても賑わっていて楽しむ事ができた ニギワッt タノs						（4名回答） メ カイト

				子供の学習にもなってありがたい コドm ガクシュ						（3名回答） メ カイト

				盛りだくさんで素晴らしい モr スバラシ						（2名回答） メ カイト

				様々な取り組みについて知る事ができて興味がわいた サm トr シr キョ						（2名回答） メ カイト

				楽しく環境問題について学べることは良いことだと思う タン カンキョ マナb イ オモ						（2名回答） メ カイト

				多くの方にイベントを知ってもらいたい オオk カt シッt						（2名回答） メ カイト

				考えるきっかけになりとても良いイベント カンガ ヨ

				改めて環境の大切さを学ぶきっかけになりました アラt カンキョ タ マナb

				学生の頃に学んだ時より深く学べた ガクセ コr マナンd トキy フカk マナb

				お祭り気分で環境のことが学べて楽しい マt キブン カンキョ マナb タノs

				今回新規取り組みもあり、興味を持たせる内容となっており面白い コン シンキ トr キョ モt ナイヨ オモシr

				子供の姿が多いことは嬉しい コドm スガt オ ウレs

				色々な物がリサイクルできることを知った イロイロ モノ シッt

				場内の音楽が欲しい jy オンガk ホシ

				【ステージイベントについて】

				子どもも楽しめて良かった コドm タノs ヨカッt						（2名回答） メ カイト

				ステージの読み聞かせが楽しかった ヨm タノs

				ステージでの絵本の読み聞かせ（歌）がとても良かった。来年もぜひ エホン ヨ キカs ウt ヨカッt ラ

				ギターでの演奏が楽しかった エンソ タノs

				ばってん少女隊良かった ショ タ ヨカッt

				【リユース食器について】 ショッk

				リユース食器は説明がもっと詳しいと良かった sy セツメ クワシ ヨカッt						（5名回答） メ カイト

				リユース食器は思いつかない事でいい企画だと思った sy オモ コト キカk オモッt						（4名回答） メ カイト

				リユース食器の利用が今後もっと広まっていくと良い sy リヨ コン ヒロマッt イ						（2名回答） メ カイト

				リユース食器はゴミの散乱防止に良いと思う sy サン ヨ オモ

				リユース食器を水で洗うのは節水の点から見ると要らない布で拭くなど別の方法が良いと思った sy ミz アラ セッス テン m イ ヌン フk ベt ホ イ オモッt

				リユース食器の値段がもう少し安くなれば嬉しい sy ネダン スコs ヤスk ウレs

				コップのリースはとても良い ヨ

				使い捨て食器を使わないのは良いこと ツカ ショッk ツカワン イ

				環境負荷軽減のためにリユース食器は促進していくべきだと思う カンキョ フk ケイゲ ショッk ソk オモ

				イベント自体でもゴミを出さないように工夫しているところを見ていきたい ジタ ダs クフ ミt

				【その他】 t

				SDGs謎解きラリーゲームの問題が難しい ナz モンダ ムズk						（2名回答） メ カイト

				エフコープのエコバッグが嬉しかった ウr						（2名回答） メ カイト

				子供くるくる村が非常に楽しかった コドm ムr ヒジョ タノシk

				野菜のショップでレジ袋を利用しないことが良かった ヤサ ブクr リヨ ヨカッt

				雑がみもリユースできることを広報していたのが良かった ザt コウホ ヨk

				無農薬有機栽培野菜、フルーツを使用した料理ブース、九州内で採れた魚介類を使用した料理ブースを導入させて頂きたい ムン ユウk ヤサ シヨ リョウr キュウシュ ナ ト gy シヨ リョ ドウニュ イタダ

				車を作って楽しかった クルm ツクッt タノs

				新車におけるリサイクル料金を上げること シン リョ ア

				下水道やマニュフェスト等のPR ゲス ト

				◆今後の環境フェスティバルで充実させてほしいことはありますか コン カンキョ 10z ホシ

				【イベント全般について】 ゼンパン

				このイベントをずっと続けて欲しい ツヅk ホシ								（4名回答）

				人が多く通路が狭く通りづらいところがあったので改善を希望 ヒt オ ツ セm 10r カイゼン キボ

				環境について子どもにもわかりやすいイベントを カンキョ コドm

				ライブ

				植樹や花いっぱい運動をもっとしてほしい sy ハン ウンド

				エコについてもっとPRしてほしい

				【ブースについて】

				食事のブースを増やして欲しい sy フヤs ホシ								（7名回答） メ カイト

				体験できる場を増やして欲しい タイケン バ フヤs ホシ								（2名回答） メ カイト

				環境学習系のブースを充実させて欲しい カンキョ ガk ケ ジュウジt ホシ								（2名回答） メ カイト

				ものづくりのブースを更に増やして欲しい サラ フヤs ホシ

				古着のリユースブースを増やして欲しい フルg フヤs ホシ

				実際に取り組める活動を教えてくれるブース ジッサ トr カツド オs

				【その他】 t

				節電、節水に役立つガーデニング方法。簡単なコンポストの作り方を知りたい セt セッス ヤk ホ カンタン ツクr シr								（2名回答） メ カイト

				観光会社と連携してエコバスツアーなどを企画実施させて欲しい カンコ カ レンケ キカk ジッs ホシ

				参加後にも継続して取り組める活動の紹介 サンk ケ ト クm カツド ショウカ

				西鉄、JRの様に公共事業をできるサービスを出して欲しい ニs ヨウ コウky ダs ホシ

				SDGsへの取り組み ト クm

				食品ロスを減らすためのリメイク料理のレシピのイベントや小冊子等パフォーマンス sy ヘラs リョ ショウサッs ト

				正しい分別ができたらリサイクル品との交換 タダシ ブン ヒン コウカン

				林業の分野での環境保護活動について リンギョ ブン カンキョ
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①10代	②20代	③30代	④40代	⑤50代	⑥60代	⑦70代以上	25	24	37	65	51	55	43	①学校	②職場	③テレビ	④講演会	⑤その他	14	16	32	11	8	お住まい

①東区	②博多区	③中央区	④南区	⑤城南区	⑥早良区	⑦西区	⑧市外	⑨県外	⑩未回答	40	46	54	36	18	29	18	32	13	14	過去にも来たことがあるか	①来たことがある	②初めて来た	160	140	何で知ったか

何で知りましたか	①市政だより	②ホームページ	③ポスター	④SNS	⑤チラシ	⑥その他	144	22	14	14	71	73	今後、環境活動に取り組みたいと思ったか

環境活動に取り組みたいと思ったか	④取り組もうと

思わない
1%

①すでに取り組んでいる	②ぜひ取り組みたい	③機会があれば取り組みたい	④取り組もうと思わない	119	101	78	2	

実践したい環境活動は	

①エコバッグの使用	②ゴミの減量・リサイクル	③省エネ	④節水	⑤ゴミ拾い活動	⑥自然保護活動	⑦その他	241	194	129	147	81	46	1	雑がみリサイクルのことを知っているか	①以前から知っている	②今回初めて知った	③知らない	238	53	9	資源物回収拠点を知っているか	①知っている	②知らない	252	48	①以前から知っている	②今回初めて知った	③知らない	73	127	100	


Sheet1

		来場者アンケート集計結果 ライジョ シュウケ ケッk								回答数：300人 カイトウス ニン



				◆年齢 ネン

				①10代 ダ		②20代 ダ		③30代 ダ		④40代 ダ		⑤50代 ダ		⑥60代 ダ		⑦70代以上 ダ イジョ		合計 ゴウケ

				25		24		37		65		51		55		43		300





				◆お住まい スマ

				①東区 ヒg ク		②博多区 ハカt ク		③中央区 チュ ク		④南区 ミン ク		⑤城南区 jyouンaン ク		⑥早良区 サワラ ク		⑦西区 ニs ク		⑧市外 シg		⑨県外 ケン		⑩未回答 ミキニュ カイト		合計 ゴウケ

		10代 ダ		2		1		8		3		3		4		1		1		1		1		25

		20代 ダ				6		5		2				4		1		2		2		2		24

		30代 ダ		7		6		7		5		2		1		3		3				3		37

		40代 ダ		8		11		5		13		5		7		3		7		4		2		65

		50代 ダ		6		10		4		9		5		5		2		7		1		2		51

		60代 ダ		10		3		15				1		4		6		8		5		3		55

		70代 ダ		7		9		10		4		2		4		2		4				1		43

		計 ケ		40		46		54		36		18		29		18		32		13		14		300

















































				◆過去にも「環境フェスティバルふくおか」に来たことはありますか カk カンキョ キt

				①来たことがある キ				②初めて来た ハジメt キt				合計 ゴウケ

		10代 ダ		20				5				25

		20代 ダ		7				17				24

		30代 ダ		17				20				37

		40代 ダ		33				32				65

		50代 ダ		30				21				51

		60代 ダ		29				26				55

		70代 ダ		24				19				43

		計 ケ		160				140				300



				◆「環境フェスティバルふくおか2019」を何で知りましたか カンキョ ナン シr

				①市政だより シセ		②ホームページ		③ポスター		④SNS		⑤チラシ		⑥その他 t		合計 ゴウケ

		10代 ダ		7		1		2		2		15		3		30

		20代 ダ		8		5		1		3		1		7		25

		30代 ダ		20		2		1		1		10		8		42

		40代 ダ		17		4				3		28		17		69

		50代 ダ		27		6		4		3		4		15		59

		60代 ダ		33		2		3				4		16		58

		70代 ダ		32		2		3		2		9		7		55

		計 ケ		144		22		14		14		71		73		338











































				◆環境フェスティバルに参加して、環境活動に取り組みたいと思いましたか カンキョ サンk カンキョ カツド トr オモ

				①すでに取り組んでいる トr				②ぜひ取り組みたい トr				③機会があれば取り組みたい キカ トr				④取り組もうと思わない ト クm オモワン				合計 ゴウケ

		10代 ダ		10				13				2								25

		20代 ダ		6				10				8								24

		30代 ダ		12				19				6								37

		40代 ダ		25				21				19								65

		50代 ダ		22				12				15				2				51

		60代 ダ		27				13				15								55

		70代 ダ		17				13				13								43

		計 ケ		119				101				78				2				300



				◆今後実践したい環境活動は何ですか コン ジッセン カンキョ カツド ナン

				①エコバッグの使用 シヨ		②ゴミの減量・リサイクル ゲン		③省エネ ショウ		④節水 セッs		⑤ゴミ拾い活動 ヒロ カツド		⑥自然保護活動 シゼン ホg		⑦その他 t		合計 ゴウケ

		10代 ダ		20		13		9		10		9		4				65

		20代 ダ		17		11		7		8		6		3				52

		30代 ダ		32		23		12		17		8		7				99

		40代 ダ		57		41		31		41		13		8				191

		50代 ダ		39		34		29		25		13		9		1		150

		60代 ダ		45		44		21		23		18		6				157

		70代 ダ		31		28		20		23		14		9				125

		計 ケ		241		194		129		147		81		46		1		839







































				◆雑がみも資源物としてリサイクルできることを知っていますか ザt シゲン シッt

				①以前から知っている イゼン シッt		②今回初めて知った コン ハジメt シッt		③知らない シラン

		10代 ダ		20		4		1		25

		20代 ダ		12		11		1		24

		30代 ダ		29		8				37

		40代 ダ		52		8		5		65

		50代 ダ		42		8		1		51

		60代 ダ		48		7				55

		70代 ダ		35		7		1		43

		計 ケ		238		53		9		300





















				◆お近くの資源物回収拠点を知っていますか チカk シゲン カ シッt

				①知っている シッt		②知らない シr		合計 ゴウケ

		10代 ダ		18		7		25

		20代 ダ		13		11		24

		30代 ダ		33		4		37

		40代 ダ		56		9		65

		50代 ダ		47		4		51

		60代 ダ		47		8		55

		70代 ダ		38		5		43

		計 ケ		252		48		300























				◆SDGsについて知っていますか シッt

				①以前から知っている イゼン シッt		②今回初めて知った コン ハジメt シッt		③知らない シラン		合計 ゴウケ

		10代 ダ		6		8		11		25

		20代 ダ		6		13		5		24

		30代 ダ		8		22		7		37

		40代 ダ		15		22		28		65

		50代 ダ		14		16		21		51

		60代 ダ		12		23		20		55

		70代 ダ		12		23		8		43

		計 ケ		73		127		100		300

















				◆「①以前から知っている」と答えた方にお尋ねします。SDGsについてどこで知りましたか イゼン シッt コタ カt タズン シr

				①学校 ガッコ		②職場 sy		③テレビ		④講演会 コウエン		⑤その他 t		合計 ゴウケ

		10代 ダ		3				3						6

		20代 ダ		3		1		2						6

		30代 ダ				2		4		1		1		8

		40代 ダ		4		4		4		2		4		18

		50代 ダ		2		7		5		1				15

		60代 ダ		2		1		8		3				14

		70代 ダ				1		6		4		3		14

		計 ケ		14		16		32		11		8		81























				◆今回の環境フェスティバルのステージイベントやリユース食器の利用など企画についてのご意見 コン カンキョ ショッk リヨ キカク イケン

				【フェスティバル全般について】 ゼン

				良いと思います イ オモ						（19名回答） メ カイト

				勉強になりました ベンキョ						（7名回答） メ カイト

				とても賑わっていて楽しむ事ができた ニギワッt タノs						（4名回答） メ カイト

				子供の学習にもなってありがたい コドm ガクシュ						（3名回答） メ カイト

				盛りだくさんで素晴らしい モr スバラシ						（2名回答） メ カイト

				様々な取り組みについて知る事ができて興味がわいた サm トr シr キョ						（2名回答） メ カイト

				楽しく環境問題について学べることは良いことだと思う タン カンキョ マナb イ オモ						（2名回答） メ カイト

				多くの方にイベントを知ってもらいたい オオk カt シッt						（2名回答） メ カイト

				考えるきっかけになりとても良いイベント カンガ ヨ

				改めて環境の大切さを学ぶきっかけになりました アラt カンキョ タ マナb

				学生の頃に学んだ時より深く学べた ガクセ コr マナンd トキy フカk マナb

				お祭り気分で環境のことが学べて楽しい マt キブン カンキョ マナb タノs

				今回新規取り組みもあり、興味を持たせる内容となっており面白い コン シンキ トr キョ モt ナイヨ オモシr

				子供の姿が多いことは嬉しい コドm スガt オ ウレs

				色々な物がリサイクルできることを知った イロイロ モノ シッt

				場内の音楽が欲しい jy オンガk ホシ

				【ステージイベントについて】

				子どもも楽しめて良かった コドm タノs ヨカッt						（2名回答） メ カイト

				ステージの読み聞かせが楽しかった ヨm タノs

				ステージでの絵本の読み聞かせ（歌）がとても良かった。来年もぜひ エホン ヨ キカs ウt ヨカッt ラ

				ギターでの演奏が楽しかった エンソ タノs

				ばってん少女隊良かった ショ タ ヨカッt

				【リユース食器について】 ショッk

				リユース食器は説明がもっと詳しいと良かった sy セツメ クワシ ヨカッt						（5名回答） メ カイト

				リユース食器は思いつかない事でいい企画だと思った sy オモ コト キカk オモッt						（4名回答） メ カイト

				リユース食器の利用が今後もっと広まっていくと良い sy リヨ コン ヒロマッt イ						（2名回答） メ カイト

				リユース食器はゴミの散乱防止に良いと思う sy サン ヨ オモ

				リユース食器を水で洗うのは節水の点から見ると要らない布で拭くなど別の方法が良いと思った sy ミz アラ セッス テン m イ ヌン フk ベt ホ イ オモッt

				リユース食器の値段がもう少し安くなれば嬉しい sy ネダン スコs ヤスk ウレs

				コップのリースはとても良い ヨ

				使い捨て食器を使わないのは良いこと ツカ ショッk ツカワン イ

				環境負荷軽減のためにリユース食器は促進していくべきだと思う カンキョ フk ケイゲ ショッk ソk オモ

				イベント自体でもゴミを出さないように工夫しているところを見ていきたい ジタ ダs クフ ミt

				【その他】 t

				SDGs謎解きラリーゲームの問題が難しい ナz モンダ ムズk						（2名回答） メ カイト

				エフコープのエコバッグが嬉しかった ウr						（2名回答） メ カイト

				子供くるくる村が非常に楽しかった コドm ムr ヒジョ タノシk

				野菜のショップでレジ袋を利用しないことが良かった ヤサ ブクr リヨ ヨカッt

				雑がみもリユースできることを広報していたのが良かった ザt コウホ ヨk

				無農薬有機栽培野菜、フルーツを使用した料理ブース、九州内で採れた魚介類を使用した料理ブースを導入させて頂きたい ムン ユウk ヤサ シヨ リョウr キュウシュ ナ ト gy シヨ リョ ドウニュ イタダ

				車を作って楽しかった クルm ツクッt タノs

				新車におけるリサイクル料金を上げること シン リョ ア

				下水道やマニュフェスト等のPR ゲス ト

				◆今後の環境フェスティバルで充実させてほしいことはありますか コン カンキョ 10z ホシ

				【イベント全般について】 ゼンパン

				このイベントをずっと続けて欲しい ツヅk ホシ								（4名回答）

				人が多く通路が狭く通りづらいところがあったので改善を希望 ヒt オ ツ セm 10r カイゼン キボ

				環境について子どもにもわかりやすいイベントを カンキョ コドm

				ライブ

				植樹や花いっぱい運動をもっとしてほしい sy ハン ウンド

				エコについてもっとPRしてほしい

				【ブースについて】

				食事のブースを増やして欲しい sy フヤs ホシ								（7名回答） メ カイト

				体験できる場を増やして欲しい タイケン バ フヤs ホシ								（2名回答） メ カイト

				環境学習系のブースを充実させて欲しい カンキョ ガk ケ ジュウジt ホシ								（2名回答） メ カイト

				ものづくりのブースを更に増やして欲しい サラ フヤs ホシ

				古着のリユースブースを増やして欲しい フルg フヤs ホシ

				実際に取り組める活動を教えてくれるブース ジッサ トr カツド オs

				【その他】 t

				節電、節水に役立つガーデニング方法。簡単なコンポストの作り方を知りたい セt セッス ヤk ホ カンタン ツクr シr								（2名回答） メ カイト

				観光会社と連携してエコバスツアーなどを企画実施させて欲しい カンコ カ レンケ キカk ジッs ホシ

				参加後にも継続して取り組める活動の紹介 サンk ケ ト クm カツド ショウカ

				西鉄、JRの様に公共事業をできるサービスを出して欲しい ニs ヨウ コウky ダs ホシ

				SDGsへの取り組み ト クm

				食品ロスを減らすためのリメイク料理のレシピのイベントや小冊子等パフォーマンス sy ヘラs リョ ショウサッs ト

				正しい分別ができたらリサイクル品との交換 タダシ ブン ヒン コウカン

				林業の分野での環境保護活動について リンギョ ブン カンキョ



年齢

①10代	②20代	③30代	④40代	⑤50代	⑥60代	⑦70代以上	25	24	37	65	51	55	43	①学校	②職場	③テレビ	④講演会	⑤その他	14	16	32	11	8	お住まい

①東区	②博多区	③中央区	④南区	⑤城南区	⑥早良区	⑦西区	⑧市外	⑨県外	⑩未回答	40	46	54	36	18	29	18	32	13	14	過去にも来たことがあるか	①来たことがある	②初めて来た	160	140	何で知ったか

何で知りましたか	①市政だより	②ホームページ	③ポスター	④SNS	⑤チラシ	⑥その他	144	22	14	14	71	73	今後、環境活動に取り組みたいと思ったか

環境活動に取り組みたいと思ったか	④取り組もうと

思わない
1%

①すでに取り組んでいる	②ぜひ取り組みたい	③機会があれば取り組みたい	④取り組もうと思わない	119	101	78	2	

実践したい環境活動は	

①エコバッグの使用	②ゴミの減量・リサイクル	③省エネ	④節水	⑤ゴミ拾い活動	⑥自然保護活動	⑦その他	241	194	129	147	81	46	1	雑がみリサイクルのことを知っているか	①以前から知っている	②今回初めて知った	③知らない	238	53	9	資源物回収拠点を知っているか	①知っている	②知らない	252	48	①以前から知っている	②今回初めて知った	③知らない	73	127	100	



環境活動について

☆すでに取り組んでいる人の割合が
昨年度の35％に比べ39％に増加
している。

☆「ぜひ取り組みたい」「機会があ
れば取り組みたい」の合計の割合
も昨年度とほぼ同じであり，きっ
かけづくりに寄与できていると思
われる。
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■ 来場者アンケート③ 回答者数：300人

◆環境フェスティバルに参加して、環境活動に取り組みたいと思いましたか

合計
10代 25
20代 24
30代 37
40代 65
50代 51
60代 55
70代 43

計 300

①すでに取り組んでいる

2

212
21
19
10
13

②ぜひ取り組みたい

6
10

④取り組もうと思わない

78
13
15
15
19
6
8
2

③機会があれば取り組みたい

101
13
13

12

119
17
27
22
25

◆今後実践したい環境活動は何ですか

①エコバッグの使用 ②ゴミの減量・リサイクル ③省エネ ④節水 ⑤ゴミ拾い活動 ⑥自然保護活動 ⑦その他 合計
10代 20 13 9 10 9 4 65
20代 17 11 7 8 6 3 52
30代 32 23 12 17 8 7 99
40代 57 41 31 41 13 8 191
50代 39 34 29 25 13 9 1 150
60代 45 44 21 23 18 6 157
70代 31 28 20 23 14 9 125

計 241 194 129 147 81 46 1 839

①すでに取り

組んでいる

39%
②ぜひ取り組み

たい

34%

③機会があ

れば取り組

みたい
26%

④取り組もうと

思わない1%

環境活動について

①エコバッグ

の使用

29%

②ゴミの減量・リ

サイクル23%
③省エネ

15%

④節水

18%

⑤ゴミ拾い活動

10%

⑥自然保護
活動
5%

⑦その他0.1%

実践したい環境活動は

☆「ごみ減量」につながる活動
（エコバックの使用やリサイク
ル等）への割合が，昨年度同様
50%以上となっている。
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資源回収について

■ 来場者アンケート④ 回答者数：300人

◆雑がみも資源物としてリサイクルできることを知っていますか

①以前から知っている ②今回初めて知った ③知らない
10代 20 4 1 25
20代 12 11 1 24
30代 29 8 37
40代 52 8 5 65
50代 42 8 1 51
60代 48 7 55
70代 35 7 1 43

計 238 53 9 300

◆お近くの資源物回収拠点を知っていますか

①知っている ②知らない 合計
10代 18 7 25
20代 13 11 24
30代 33 4 37
40代 56 9 65
50代 47 4 51
60代 47 8 55
70代 38 5 43

計 252 48 300

①以前から

知っている

79%

②今回初め

て知った

18%

③知らない

3%

①知っている

84%

②知らない

16%

雑がみについて

資源物回収拠点について

☆雑がみについて約80%の人が
以前から知っていると回答して
いる。

☆「今回初めて知った」人の割合
が18%となっており，会場内
で雑がみを回収した成果が表れ
ていると思われる。

☆資源物回収拠点について，昨年
度同様80%以上の人が知って
いると回答している。



SDGsについて

☆SDGsについて，「以前から知っている」割合が昨年度と同じく24%であり，引き続き，SDGsの啓発に取り組んでいく必要があると思われる。
☆テレビでSDGsを知った人が昨年同様約40%と最も多く，マスメディアで取り上げられる機会が増えていることが伺える。
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■ 来場者アンケート⑤ 回答者数：300人

◆SDGsについて知っていますか

①以前から知っている ②今回初めて知った ③知らない 合計
10代 6 8 11 25
20代 6 13 5 24
30代 8 22 7 37
40代 15 22 28 65
50代 14 16 21 51
60代 12 23 20 55
70代 12 23 8 43

計 73 127 100 300

◆「①以前から知っている」と答えた方にお尋ねします。SDGsについてどこで知りましたか

①学校 ②職場 ③テレビ ④講演会 ⑤その他 合計
10代 3 3 6
20代 3 1 2 6
30代 2 4 1 1 8
40代 4 4 4 2 4 18
50代 2 7 5 1 15
60代 2 1 8 3 14
70代 1 6 4 3 14

計 14 16 32 11 8 81

①以前から

知っている

24%

②今回初め

て知った

43%

③知らない

33%

①学校

17%

②職場

20%

③テレビ

39%

④講演会

14%

⑤そ

の他

10%

SDGsについて

どこで知ったか
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■ 来場者アンケート⑥ 回答者数：300人

◆今回の環境フェスティバルのステージイベントやリユース食器の利用など企画についてのご意見

【フェスティバル全般について】

良いと思います （19名回答）

勉強になりました （7名回答）

とても賑わっていて楽しむ事ができた （4名回答）

子供の学習にもなってありがたい （3名回答）

盛りだくさんで素晴らしい （2名回答）

様々な取り組みについて知る事ができて興味がわいた （2名回答）

楽しく環境問題について学べることは良いことだと思う （2名回答）

多くの方にイベントを知ってもらいたい （2名回答）

考えるきっかけになりとても良いイベント

改めて環境の大切さを学ぶきっかけになりました

学生の頃に学んだ時より深く学べた

お祭り気分で環境のことが学べて楽しい

今回新規取り組みもあり、興味を持たせる内容となっており面白い

子供の姿が多いことは嬉しい

色々な物がリサイクルできることを知った

場内の音楽が欲しい

【ステージイベントについて】

子どもも楽しめて良かった （2名回答）

ステージの読み聞かせが楽しかった

ステージでの絵本の読み聞かせ（歌）がとても良かった。来年もぜひ

ギターでの演奏が楽しかった

ばってん少女隊良かった
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				◆過去にも「環境フェスティバルふくおか」に来たことはありますか カk カンキョ キt

				①来たことがある キ				②初めて来た ハジメt キt				合計 ゴウケ

		10代 ダ		20				5				25
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		30代 ダ		17				20				37

		40代 ダ		33				32				65
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		70代 ダ		24				19				43

		計 ケ		160				140				300



				◆「環境フェスティバルふくおか2019」を何で知りましたか カンキョ ナン シr

				①市政だより シセ		②ホームページ		③ポスター		④SNS		⑤チラシ		⑥その他 t		合計 ゴウケ

		10代 ダ		7		1		2		2		15		3		30

		20代 ダ		8		5		1		3		1		7		25

		30代 ダ		20		2		1		1		10		8		42

		40代 ダ		17		4				3		28		17		69

		50代 ダ		27		6		4		3		4		15		59

		60代 ダ		33		2		3				4		16		58

		70代 ダ		32		2		3		2		9		7		55
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				◆環境フェスティバルに参加して、環境活動に取り組みたいと思いましたか カンキョ サンk カンキョ カツド トr オモ

				①すでに取り組んでいる トr				②ぜひ取り組みたい トr				③機会があれば取り組みたい キカ トr				④取り組もうと思わない ト クm オモワン				合計 ゴウケ

		10代 ダ		10				13				2								25

		20代 ダ		6				10				8								24

		30代 ダ		12				19				6								37

		40代 ダ		25				21				19								65

		50代 ダ		22				12				15				2				51

		60代 ダ		27				13				15								55

		70代 ダ		17				13				13								43

		計 ケ		119				101				78				2				300



				◆今後実践したい環境活動は何ですか コン ジッセン カンキョ カツド ナン

				①エコバッグの使用 シヨ		②ゴミの減量・リサイクル ゲン		③省エネ ショウ		④節水 セッs		⑤ゴミ拾い活動 ヒロ カツド		⑥自然保護活動 シゼン ホg		⑦その他 t		合計 ゴウケ

		10代 ダ		20		13		9		10		9		4				65

		20代 ダ		17		11		7		8		6		3				52

		30代 ダ		32		23		12		17		8		7				99

		40代 ダ		57		41		31		41		13		8				191

		50代 ダ		39		34		29		25		13		9		1		150

		60代 ダ		45		44		21		23		18		6				157

		70代 ダ		31		28		20		23		14		9				125

		計 ケ		241		194		129		147		81		46		1		839







































				◆雑がみも資源物としてリサイクルできることを知っていますか ザt シゲン シッt

				①以前から知っている イゼン シッt		②今回初めて知った コン ハジメt シッt		③知らない シラン

		10代 ダ		20		4		1		25

		20代 ダ		12		11		1		24

		30代 ダ		29		8				37

		40代 ダ		52		8		5		65

		50代 ダ		42		8		1		51

		60代 ダ		48		7				55

		70代 ダ		35		7		1		43

		計 ケ		238		53		9		300





















				◆お近くの資源物回収拠点を知っていますか チカk シゲン カ シッt

				①知っている シッt		②知らない シr		合計 ゴウケ

		10代 ダ		18		7		25

		20代 ダ		13		11		24

		30代 ダ		33		4		37

		40代 ダ		56		9		65

		50代 ダ		47		4		51

		60代 ダ		47		8		55

		70代 ダ		38		5		43

		計 ケ		252		48		300























				◆SDGsについて知っていますか シッt

				①以前から知っている イゼン シッt		②今回初めて知った コン ハジメt シッt		③知らない シラン		合計 ゴウケ

		10代 ダ		6		8		11		25

		20代 ダ		6		13		5		24

		30代 ダ		8		22		7		37

		40代 ダ		15		22		28		65

		50代 ダ		14		16		21		51

		60代 ダ		12		23		20		55

		70代 ダ		12		23		8		43

		計 ケ		73		127		100		300

















				◆「①以前から知っている」と答えた方にお尋ねします。SDGsについてどこで知りましたか イゼン シッt コタ カt タズン シr

				①学校 ガッコ		②職場 sy		③テレビ		④講演会 コウエン		⑤その他 t		合計 ゴウケ

		10代 ダ		3				3						6

		20代 ダ		3		1		2						6

		30代 ダ				2		4		1		1		8

		40代 ダ		4		4		4		2		4		18

		50代 ダ		2		7		5		1				15

		60代 ダ		2		1		8		3				14

		70代 ダ				1		6		4		3		14

		計 ケ		14		16		32		11		8		81























				◆今回の環境フェスティバルのステージイベントやリユース食器の利用など企画についてのご意見 コン カンキョ ショッk リヨ キカク イケン

				【フェスティバル全般について】 ゼン

				良いと思います イ オモ						（19名回答） メ カイト

				勉強になりました ベンキョ						（7名回答） メ カイト

				とても賑わっていて楽しむ事ができた ニギワッt タノs						（4名回答） メ カイト

				子供の学習にもなってありがたい コドm ガクシュ						（3名回答） メ カイト

				盛りだくさんで素晴らしい モr スバラシ						（2名回答） メ カイト

				様々な取り組みについて知る事ができて興味がわいた サm トr シr キョ						（2名回答） メ カイト

				楽しく環境問題について学べることは良いことだと思う タン カンキョ マナb イ オモ						（2名回答） メ カイト

				多くの方にイベントを知ってもらいたい オオk カt シッt						（2名回答） メ カイト

				考えるきっかけになりとても良いイベント カンガ ヨ

				改めて環境の大切さを学ぶきっかけになりました アラt カンキョ タ マナb

				学生の頃に学んだ時より深く学べた ガクセ コr マナンd トキy フカk マナb

				お祭り気分で環境のことが学べて楽しい マt キブン カンキョ マナb タノs

				今回新規取り組みもあり、興味を持たせる内容となっており面白い コン シンキ トr キョ モt ナイヨ オモシr

				子供の姿が多いことは嬉しい コドm スガt オ ウレs

				色々な物がリサイクルできることを知った イロイロ モノ シッt

				場内の音楽が欲しい jy オンガk ホシ

				【ステージイベントについて】

				子どもも楽しめて良かった コドm タノs ヨカッt						（2名回答） メ カイト

				ステージの読み聞かせが楽しかった ヨm タノs

				ステージでの絵本の読み聞かせ（歌）がとても良かった。来年もぜひ エホン ヨ キカs ウt ヨカッt ラ

				ギターでの演奏が楽しかった エンソ タノs

				ばってん少女隊良かった ショ タ ヨカッt

				【リユース食器について】 ショッk

				リユース食器は説明がもっと詳しいと良かった sy セツメ クワシ ヨカッt						（5名回答） メ カイト

				リユース食器は思いつかない事でいい企画だと思った sy オモ コト キカk オモッt						（4名回答） メ カイト

				リユース食器の利用が今後もっと広まっていくと良い sy リヨ コン ヒロマッt イ						（2名回答） メ カイト

				リユース食器はゴミの散乱防止に良いと思う sy サン ヨ オモ

				リユース食器を水で洗うのは節水の点から見ると要らない布で拭くなど別の方法が良いと思った sy ミz アラ セッス テン m イ ヌン フk ベt ホ イ オモッt

				リユース食器の値段がもう少し安くなれば嬉しい sy ネダン スコs ヤスk ウレs

				コップのリースはとても良い ヨ

				使い捨て食器を使わないのは良いこと ツカ ショッk ツカワン イ

				環境負荷軽減のためにリユース食器は促進していくべきだと思う カンキョ フk ケイゲ ショッk ソk オモ

				イベント自体でもゴミを出さないように工夫しているところを見ていきたい ジタ ダs クフ ミt

				【その他】 t

				SDGs謎解きラリーゲームの問題が難しい ナz モンダ ムズk						（2名回答） メ カイト

				エフコープのエコバッグが嬉しかった ウr						（2名回答） メ カイト

				子供くるくる村が非常に楽しかった コドm ムr ヒジョ タノシk

				野菜のショップでレジ袋を利用しないことが良かった ヤサ ブクr リヨ ヨカッt

				雑がみもリユースできることを広報していたのが良かった ザt コウホ ヨk

				無農薬有機栽培野菜、フルーツを使用した料理ブース、九州内で採れた魚介類を使用した料理ブースを導入させて頂きたい ムン ユウk ヤサ シヨ リョウr キュウシュ ナ ト gy シヨ リョ ドウニュ イタダ

				車を作って楽しかった クルm ツクッt タノs

				新車におけるリサイクル料金を上げること シン リョ ア

				下水道やマニュフェスト等のPR ゲス ト





				◆今後の環境フェスティバルで充実させてほしいことはありますか コン カンキョ 10z ホシ

				【イベント全般について】 ゼンパン

				このイベントをずっと続けて欲しい ツヅk ホシ								（4名回答）

				人が多く通路が狭く通りづらいところがあったので改善を希望 ヒt オ ツ セm 10r カイゼン キボ

				環境について子どもにもわかりやすいイベントを カンキョ コドm

				ライブ

				植樹や花いっぱい運動をもっとしてほしい sy ハン ウンド

				エコについてもっとPRしてほしい

				【ブースについて】

				食事のブースを増やして欲しい sy フヤs ホシ								（7名回答） メ カイト

				体験できる場を増やして欲しい タイケン バ フヤs ホシ								（2名回答） メ カイト

				環境学習系のブースを充実させて欲しい カンキョ ガk ケ ジュウジt ホシ								（2名回答） メ カイト

				ものづくりのブースを更に増やして欲しい サラ フヤs ホシ

				古着のリユースブースを増やして欲しい フルg フヤs ホシ

				実際に取り組める活動を教えてくれるブース ジッサ トr カツド オs

				【その他】 t

				節電、節水に役立つガーデニング方法。簡単なコンポストの作り方を知りたい セt セッス ヤk ホ カンタン ツクr シr								（2名回答） メ カイト

				観光会社と連携してエコバスツアーなどを企画実施させて欲しい カンコ カ レンケ キカk ジッs ホシ

				参加後にも継続して取り組める活動の紹介 サンk ケ ト クm カツド ショウカ

				西鉄、JRの様に公共事業をできるサービスを出して欲しい ニs ヨウ コウky ダs ホシ

				SDGsへの取り組み ト クm

				食品ロスを減らすためのリメイク料理のレシピのイベントや小冊子等パフォーマンス sy ヘラs リョ ショウサッs ト

				正しい分別ができたらリサイクル品との交換 タダシ ブン ヒン コウカン

				林業の分野での環境保護活動について リンギョ ブン カンキョ



年齢

①10代	②20代	③30代	④40代	⑤50代	⑥60代	⑦70代以上	25	24	37	65	51	55	43	①学校	②職場	③テレビ	④講演会	⑤その他	14	16	32	11	8	お住まい

①東区	②博多区	③中央区	④南区	⑤城南区	⑥早良区	⑦西区	⑧市外	⑨県外	⑩未回答	40	46	54	36	18	29	18	32	13	14	過去にも来たことがあるか	①来たことがある	②初めて来た	160	140	何で知ったか

何で知りましたか	①市政だより	②ホームページ	③ポスター	④SNS	⑤チラシ	⑥その他	144	22	14	14	71	73	今後、環境活動に取り組みたいと思ったか

環境活動に取り組みたいと思ったか	④取り組もうと

思わない
1%

①すでに取り組んでいる	②ぜひ取り組みたい	③機会があれば取り組みたい	④取り組もうと思わない	119	101	78	2	

実践したい環境活動は	

①エコバッグの使用	②ゴミの減量・リサイクル	③省エネ	④節水	⑤ゴミ拾い活動	⑥自然保護活動	⑦その他	241	194	129	147	81	46	1	雑がみリサイクルのことを知っているか	①以前から知っている	②今回初めて知った	③知らない	238	53	9	資源物回収拠点を知っているか	①知っている	②知らない	252	48	①以前から知っている	②今回初めて知った	③知らない	73	127	100	



25

■ 来場者アンケート⑦ 回答者数：300人

◆今回の環境フェスティバルのステージイベントやリユース食器の利用など企画についてのご意見

【リユース食器について】

リユース食器は説明がもっと詳しいと良かった （5名回答）

リユース食器は思いつかない事でいい企画だと思った （4名回答）

リユース食器の利用が今後もっと広まっていくと良い （2名回答）

リユース食器はゴミの散乱防止に良いと思う

リユース食器を水で洗うのは節水の点から見ると要らない布で拭くなど別の方法が良いと思った

リユース食器の値段がもう少し安くなれば嬉しい

コップのリースはとても良い

使い捨て食器を使わないのは良いこと

環境負荷軽減のためにリユース食器は促進していくべきだと思う

イベント自体でもゴミを出さないように工夫しているところを見ていきたい

【その他】

SDGs謎解きラリーゲームの問題が難しい （2名回答）

エフコープのエコバッグが嬉しかった （2名回答）

子供くるくる村が非常に楽しかった

野菜のショップでレジ袋を利用しないことが良かった

雑がみもリユースできることを広報していたのが良かった

無農薬有機栽培野菜、フルーツを使用した料理ブース、九州内で採れた魚介類を使用した料理ブースを導入させて頂きたい

車を作って楽しかった

新車におけるリサイクル料金を上げること

下水道やマニュフェスト等のPR


Sheet1

		来場者アンケート集計結果 ライジョ シュウケ ケッk								回答数：300人 カイトウス ニン



				◆年齢 ネン

				①10代 ダ		②20代 ダ		③30代 ダ		④40代 ダ		⑤50代 ダ		⑥60代 ダ		⑦70代以上 ダ イジョ		合計 ゴウケ

				25		24		37		65		51		55		43		300





				◆お住まい スマ

				①東区 ヒg ク		②博多区 ハカt ク		③中央区 チュ ク		④南区 ミン ク		⑤城南区 jyouンaン ク		⑥早良区 サワラ ク		⑦西区 ニs ク		⑧市外 シg		⑨県外 ケン		⑩未回答 ミキニュ カイト		合計 ゴウケ

		10代 ダ		2		1		8		3		3		4		1		1		1		1		25

		20代 ダ				6		5		2				4		1		2		2		2		24

		30代 ダ		7		6		7		5		2		1		3		3				3		37

		40代 ダ		8		11		5		13		5		7		3		7		4		2		65

		50代 ダ		6		10		4		9		5		5		2		7		1		2		51

		60代 ダ		10		3		15				1		4		6		8		5		3		55

		70代 ダ		7		9		10		4		2		4		2		4				1		43

		計 ケ		40		46		54		36		18		29		18		32		13		14		300

















































				◆過去にも「環境フェスティバルふくおか」に来たことはありますか カk カンキョ キt

				①来たことがある キ				②初めて来た ハジメt キt				合計 ゴウケ

		10代 ダ		20				5				25

		20代 ダ		7				17				24

		30代 ダ		17				20				37

		40代 ダ		33				32				65

		50代 ダ		30				21				51

		60代 ダ		29				26				55

		70代 ダ		24				19				43

		計 ケ		160				140				300



				◆「環境フェスティバルふくおか2019」を何で知りましたか カンキョ ナン シr

				①市政だより シセ		②ホームページ		③ポスター		④SNS		⑤チラシ		⑥その他 t		合計 ゴウケ

		10代 ダ		7		1		2		2		15		3		30

		20代 ダ		8		5		1		3		1		7		25

		30代 ダ		20		2		1		1		10		8		42

		40代 ダ		17		4				3		28		17		69

		50代 ダ		27		6		4		3		4		15		59

		60代 ダ		33		2		3				4		16		58

		70代 ダ		32		2		3		2		9		7		55

		計 ケ		144		22		14		14		71		73		338











































				◆環境フェスティバルに参加して、環境活動に取り組みたいと思いましたか カンキョ サンk カンキョ カツド トr オモ

				①すでに取り組んでいる トr				②ぜひ取り組みたい トr				③機会があれば取り組みたい キカ トr				④取り組もうと思わない ト クm オモワン				合計 ゴウケ

		10代 ダ		10				13				2								25

		20代 ダ		6				10				8								24

		30代 ダ		12				19				6								37

		40代 ダ		25				21				19								65

		50代 ダ		22				12				15				2				51

		60代 ダ		27				13				15								55

		70代 ダ		17				13				13								43

		計 ケ		119				101				78				2				300



				◆今後実践したい環境活動は何ですか コン ジッセン カンキョ カツド ナン

				①エコバッグの使用 シヨ		②ゴミの減量・リサイクル ゲン		③省エネ ショウ		④節水 セッs		⑤ゴミ拾い活動 ヒロ カツド		⑥自然保護活動 シゼン ホg		⑦その他 t		合計 ゴウケ

		10代 ダ		20		13		9		10		9		4				65

		20代 ダ		17		11		7		8		6		3				52

		30代 ダ		32		23		12		17		8		7				99

		40代 ダ		57		41		31		41		13		8				191

		50代 ダ		39		34		29		25		13		9		1		150

		60代 ダ		45		44		21		23		18		6				157

		70代 ダ		31		28		20		23		14		9				125

		計 ケ		241		194		129		147		81		46		1		839







































				◆雑がみも資源物としてリサイクルできることを知っていますか ザt シゲン シッt

				①以前から知っている イゼン シッt		②今回初めて知った コン ハジメt シッt		③知らない シラン

		10代 ダ		20		4		1		25

		20代 ダ		12		11		1		24

		30代 ダ		29		8				37

		40代 ダ		52		8		5		65

		50代 ダ		42		8		1		51

		60代 ダ		48		7				55

		70代 ダ		35		7		1		43

		計 ケ		238		53		9		300





















				◆お近くの資源物回収拠点を知っていますか チカk シゲン カ シッt

				①知っている シッt		②知らない シr		合計 ゴウケ

		10代 ダ		18		7		25

		20代 ダ		13		11		24

		30代 ダ		33		4		37

		40代 ダ		56		9		65

		50代 ダ		47		4		51

		60代 ダ		47		8		55

		70代 ダ		38		5		43

		計 ケ		252		48		300























				◆SDGsについて知っていますか シッt

				①以前から知っている イゼン シッt		②今回初めて知った コン ハジメt シッt		③知らない シラン		合計 ゴウケ

		10代 ダ		6		8		11		25

		20代 ダ		6		13		5		24

		30代 ダ		8		22		7		37

		40代 ダ		15		22		28		65

		50代 ダ		14		16		21		51

		60代 ダ		12		23		20		55

		70代 ダ		12		23		8		43

		計 ケ		73		127		100		300

















				◆「①以前から知っている」と答えた方にお尋ねします。SDGsについてどこで知りましたか イゼン シッt コタ カt タズン シr

				①学校 ガッコ		②職場 sy		③テレビ		④講演会 コウエン		⑤その他 t		合計 ゴウケ

		10代 ダ		3				3						6

		20代 ダ		3		1		2						6

		30代 ダ				2		4		1		1		8

		40代 ダ		4		4		4		2		4		18

		50代 ダ		2		7		5		1				15

		60代 ダ		2		1		8		3				14

		70代 ダ				1		6		4		3		14

		計 ケ		14		16		32		11		8		81























				◆今回の環境フェスティバルのステージイベントやリユース食器の利用など企画についてのご意見 コン カンキョ ショッk リヨ キカク イケン

				【フェスティバル全般について】 ゼン

				良いと思います イ オモ						（19名回答） メ カイト

				勉強になりました ベンキョ						（7名回答） メ カイト

				とても賑わっていて楽しむ事ができた ニギワッt タノs						（4名回答） メ カイト

				子供の学習にもなってありがたい コドm ガクシュ						（3名回答） メ カイト

				盛りだくさんで素晴らしい モr スバラシ						（2名回答） メ カイト

				様々な取り組みについて知る事ができて興味がわいた サm トr シr キョ						（2名回答） メ カイト

				楽しく環境問題について学べることは良いことだと思う タン カンキョ マナb イ オモ						（2名回答） メ カイト

				多くの方にイベントを知ってもらいたい オオk カt シッt						（2名回答） メ カイト

				考えるきっかけになりとても良いイベント カンガ ヨ

				改めて環境の大切さを学ぶきっかけになりました アラt カンキョ タ マナb

				学生の頃に学んだ時より深く学べた ガクセ コr マナンd トキy フカk マナb

				お祭り気分で環境のことが学べて楽しい マt キブン カンキョ マナb タノs

				今回新規取り組みもあり、興味を持たせる内容となっており面白い コン シンキ トr キョ モt ナイヨ オモシr

				子供の姿が多いことは嬉しい コドm スガt オ ウレs

				色々な物がリサイクルできることを知った イロイロ モノ シッt

				場内の音楽が欲しい jy オンガk ホシ

				【ステージイベントについて】

				子どもも楽しめて良かった コドm タノs ヨカッt						（2名回答） メ カイト

				ステージの読み聞かせが楽しかった ヨm タノs

				ステージでの絵本の読み聞かせ（歌）がとても良かった。来年もぜひ エホン ヨ キカs ウt ヨカッt ラ

				ギターでの演奏が楽しかった エンソ タノs

				ばってん少女隊良かった ショ タ ヨカッt

				【リユース食器について】 ショッk

				リユース食器は説明がもっと詳しいと良かった sy セツメ クワシ ヨカッt						（5名回答） メ カイト

				リユース食器は思いつかない事でいい企画だと思った sy オモ コト キカk オモッt						（4名回答） メ カイト

				リユース食器の利用が今後もっと広まっていくと良い sy リヨ コン ヒロマッt イ						（2名回答） メ カイト

				リユース食器はゴミの散乱防止に良いと思う sy サン ヨ オモ

				リユース食器を水で洗うのは節水の点から見ると要らない布で拭くなど別の方法が良いと思った sy ミz アラ セッス テン m イ ヌン フk ベt ホ イ オモッt

				リユース食器の値段がもう少し安くなれば嬉しい sy ネダン スコs ヤスk ウレs

				コップのリースはとても良い ヨ

				使い捨て食器を使わないのは良いこと ツカ ショッk ツカワン イ

				環境負荷軽減のためにリユース食器は促進していくべきだと思う カンキョ フk ケイゲ ショッk ソk オモ

				イベント自体でもゴミを出さないように工夫しているところを見ていきたい ジタ ダs クフ ミt

				【その他】 t

				SDGs謎解きラリーゲームの問題が難しい ナz モンダ ムズk						（2名回答） メ カイト

				エフコープのエコバッグが嬉しかった ウr						（2名回答） メ カイト

				子供くるくる村が非常に楽しかった コドm ムr ヒジョ タノシk

				野菜のショップでレジ袋を利用しないことが良かった ヤサ ブクr リヨ ヨカッt

				雑がみもリユースできることを広報していたのが良かった ザt コウホ ヨk

				無農薬有機栽培野菜、フルーツを使用した料理ブース、九州内で採れた魚介類を使用した料理ブースを導入させて頂きたい ムン ユウk ヤサ シヨ リョウr キュウシュ ナ ト gy シヨ リョ ドウニュ イタダ

				車を作って楽しかった クルm ツクッt タノs

				新車におけるリサイクル料金を上げること シン リョ ア

				下水道やマニュフェスト等のPR ゲス ト





				◆今後の環境フェスティバルで充実させてほしいことはありますか コン カンキョ 10z ホシ

				【イベント全般について】 ゼンパン

				このイベントをずっと続けて欲しい ツヅk ホシ								（4名回答）

				人が多く通路が狭く通りづらいところがあったので改善を希望 ヒt オ ツ セm 10r カイゼン キボ

				環境について子どもにもわかりやすいイベントを カンキョ コドm

				ライブ

				植樹や花いっぱい運動をもっとしてほしい sy ハン ウンド

				エコについてもっとPRしてほしい

				【ブースについて】

				食事のブースを増やして欲しい sy フヤs ホシ								（7名回答） メ カイト

				体験できる場を増やして欲しい タイケン バ フヤs ホシ								（2名回答） メ カイト

				環境学習系のブースを充実させて欲しい カンキョ ガk ケ ジュウジt ホシ								（2名回答） メ カイト

				ものづくりのブースを更に増やして欲しい サラ フヤs ホシ

				古着のリユースブースを増やして欲しい フルg フヤs ホシ

				実際に取り組める活動を教えてくれるブース ジッサ トr カツド オs

				【その他】 t

				節電、節水に役立つガーデニング方法。簡単なコンポストの作り方を知りたい セt セッス ヤk ホ カンタン ツクr シr								（2名回答） メ カイト

				観光会社と連携してエコバスツアーなどを企画実施させて欲しい カンコ カ レンケ キカk ジッs ホシ

				参加後にも継続して取り組める活動の紹介 サンk ケ ト クm カツド ショウカ

				西鉄、JRの様に公共事業をできるサービスを出して欲しい ニs ヨウ コウky ダs ホシ

				SDGsへの取り組み ト クm

				食品ロスを減らすためのリメイク料理のレシピのイベントや小冊子等パフォーマンス sy ヘラs リョ ショウサッs ト

				正しい分別ができたらリサイクル品との交換 タダシ ブン ヒン コウカン

				林業の分野での環境保護活動について リンギョ ブン カンキョ



年齢

①10代	②20代	③30代	④40代	⑤50代	⑥60代	⑦70代以上	25	24	37	65	51	55	43	①学校	②職場	③テレビ	④講演会	⑤その他	14	16	32	11	8	お住まい

①東区	②博多区	③中央区	④南区	⑤城南区	⑥早良区	⑦西区	⑧市外	⑨県外	⑩未回答	40	46	54	36	18	29	18	32	13	14	過去にも来たことがあるか	①来たことがある	②初めて来た	160	140	何で知ったか

何で知りましたか	①市政だより	②ホームページ	③ポスター	④SNS	⑤チラシ	⑥その他	144	22	14	14	71	73	今後、環境活動に取り組みたいと思ったか

環境活動に取り組みたいと思ったか	④取り組もうと

思わない
1%

①すでに取り組んでいる	②ぜひ取り組みたい	③機会があれば取り組みたい	④取り組もうと思わない	119	101	78	2	

実践したい環境活動は	

①エコバッグの使用	②ゴミの減量・リサイクル	③省エネ	④節水	⑤ゴミ拾い活動	⑥自然保護活動	⑦その他	241	194	129	147	81	46	1	雑がみリサイクルのことを知っているか	①以前から知っている	②今回初めて知った	③知らない	238	53	9	資源物回収拠点を知っているか	①知っている	②知らない	252	48	①以前から知っている	②今回初めて知った	③知らない	73	127	100	
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■ 来場者アンケート⑧ 回答者数：300人

◆今後の環境フェスティバルで充実させてほしいことはありますか

【イベント全般について】

このイベントをずっと続けて欲しい （4名回答）

人が多く通路が狭く通りづらいところがあったので改善を希望

環境について子どもにもわかりやすいイベントを

ライブ

植樹や花いっぱい運動をもっとしてほしい

エコについてもっとPRしてほしい

【ブースについて】

食事のブースを増やして欲しい （7名回答）

体験できる場を増やして欲しい （2名回答）

環境学習系のブースを充実させて欲しい （2名回答）

ものづくりのブースを更に増やして欲しい

古着のリユースブースを増やして欲しい

実際に取り組める活動を教えてくれるブース

【その他】

節電、節水に役立つガーデニング方法。簡単なコンポストの作り方を知りた （2名回答）

観光会社と連携してエコバスツアーなどを企画実施させて欲しい

参加後にも継続して取り組める活動の紹介

西鉄、JRの様に公共事業をできるサービスを出して欲しい

SDGsへの取り組み

食品ロスを減らすためのリメイク料理のレシピのイベントや小冊子等パフォーマンス

正しい分別ができたらリサイクル品との交換

林業の分野での環境保護活動について


Sheet1

		来場者アンケート集計結果 ライジョ シュウケ ケッk								回答数：300人 カイトウス ニン



				◆年齢 ネン

				①10代 ダ		②20代 ダ		③30代 ダ		④40代 ダ		⑤50代 ダ		⑥60代 ダ		⑦70代以上 ダ イジョ		合計 ゴウケ

				25		24		37		65		51		55		43		300





				◆お住まい スマ

				①東区 ヒg ク		②博多区 ハカt ク		③中央区 チュ ク		④南区 ミン ク		⑤城南区 jyouンaン ク		⑥早良区 サワラ ク		⑦西区 ニs ク		⑧市外 シg		⑨県外 ケン		⑩未回答 ミキニュ カイト		合計 ゴウケ

		10代 ダ		2		1		8		3		3		4		1		1		1		1		25

		20代 ダ				6		5		2				4		1		2		2		2		24

		30代 ダ		7		6		7		5		2		1		3		3				3		37

		40代 ダ		8		11		5		13		5		7		3		7		4		2		65

		50代 ダ		6		10		4		9		5		5		2		7		1		2		51

		60代 ダ		10		3		15				1		4		6		8		5		3		55

		70代 ダ		7		9		10		4		2		4		2		4				1		43

		計 ケ		40		46		54		36		18		29		18		32		13		14		300

















































				◆過去にも「環境フェスティバルふくおか」に来たことはありますか カk カンキョ キt

				①来たことがある キ				②初めて来た ハジメt キt				合計 ゴウケ

		10代 ダ		20				5				25

		20代 ダ		7				17				24

		30代 ダ		17				20				37

		40代 ダ		33				32				65

		50代 ダ		30				21				51

		60代 ダ		29				26				55

		70代 ダ		24				19				43

		計 ケ		160				140				300



				◆「環境フェスティバルふくおか2019」を何で知りましたか カンキョ ナン シr

				①市政だより シセ		②ホームページ		③ポスター		④SNS		⑤チラシ		⑥その他 t		合計 ゴウケ

		10代 ダ		7		1		2		2		15		3		30

		20代 ダ		8		5		1		3		1		7		25

		30代 ダ		20		2		1		1		10		8		42

		40代 ダ		17		4				3		28		17		69

		50代 ダ		27		6		4		3		4		15		59

		60代 ダ		33		2		3				4		16		58

		70代 ダ		32		2		3		2		9		7		55

		計 ケ		144		22		14		14		71		73		338











































				◆環境フェスティバルに参加して、環境活動に取り組みたいと思いましたか カンキョ サンk カンキョ カツド トr オモ

				①すでに取り組んでいる トr				②ぜひ取り組みたい トr				③機会があれば取り組みたい キカ トr				④取り組もうと思わない ト クm オモワン				合計 ゴウケ

		10代 ダ		10				13				2								25

		20代 ダ		6				10				8								24

		30代 ダ		12				19				6								37

		40代 ダ		25				21				19								65

		50代 ダ		22				12				15				2				51

		60代 ダ		27				13				15								55

		70代 ダ		17				13				13								43

		計 ケ		119				101				78				2				300



				◆今後実践したい環境活動は何ですか コン ジッセン カンキョ カツド ナン

				①エコバッグの使用 シヨ		②ゴミの減量・リサイクル ゲン		③省エネ ショウ		④節水 セッs		⑤ゴミ拾い活動 ヒロ カツド		⑥自然保護活動 シゼン ホg		⑦その他 t		合計 ゴウケ

		10代 ダ		20		13		9		10		9		4				65

		20代 ダ		17		11		7		8		6		3				52

		30代 ダ		32		23		12		17		8		7				99

		40代 ダ		57		41		31		41		13		8				191

		50代 ダ		39		34		29		25		13		9		1		150

		60代 ダ		45		44		21		23		18		6				157

		70代 ダ		31		28		20		23		14		9				125

		計 ケ		241		194		129		147		81		46		1		839







































				◆雑がみも資源物としてリサイクルできることを知っていますか ザt シゲン シッt

				①以前から知っている イゼン シッt		②今回初めて知った コン ハジメt シッt		③知らない シラン

		10代 ダ		20		4		1		25

		20代 ダ		12		11		1		24

		30代 ダ		29		8				37

		40代 ダ		52		8		5		65

		50代 ダ		42		8		1		51

		60代 ダ		48		7				55

		70代 ダ		35		7		1		43

		計 ケ		238		53		9		300





















				◆お近くの資源物回収拠点を知っていますか チカk シゲン カ シッt

				①知っている シッt		②知らない シr		合計 ゴウケ

		10代 ダ		18		7		25

		20代 ダ		13		11		24

		30代 ダ		33		4		37

		40代 ダ		56		9		65

		50代 ダ		47		4		51

		60代 ダ		47		8		55

		70代 ダ		38		5		43

		計 ケ		252		48		300























				◆SDGsについて知っていますか シッt

				①以前から知っている イゼン シッt		②今回初めて知った コン ハジメt シッt		③知らない シラン		合計 ゴウケ

		10代 ダ		6		8		11		25

		20代 ダ		6		13		5		24

		30代 ダ		8		22		7		37

		40代 ダ		15		22		28		65

		50代 ダ		14		16		21		51

		60代 ダ		12		23		20		55

		70代 ダ		12		23		8		43

		計 ケ		73		127		100		300

















				◆「①以前から知っている」と答えた方にお尋ねします。SDGsについてどこで知りましたか イゼン シッt コタ カt タズン シr

				①学校 ガッコ		②職場 sy		③テレビ		④講演会 コウエン		⑤その他 t		合計 ゴウケ

		10代 ダ		3				3						6

		20代 ダ		3		1		2						6

		30代 ダ				2		4		1		1		8

		40代 ダ		4		4		4		2		4		18

		50代 ダ		2		7		5		1				15

		60代 ダ		2		1		8		3				14

		70代 ダ				1		6		4		3		14

		計 ケ		14		16		32		11		8		81























				◆今回の環境フェスティバルのステージイベントやリユース食器の利用など企画についてのご意見 コン カンキョ ショッk リヨ キカク イケン

				【フェスティバル全般について】 ゼン

				良いと思います イ オモ						（19名回答） メ カイト

				勉強になりました ベンキョ						（7名回答） メ カイト

				とても賑わっていて楽しむ事ができた ニギワッt タノs						（4名回答） メ カイト

				子供の学習にもなってありがたい コドm ガクシュ						（3名回答） メ カイト

				盛りだくさんで素晴らしい モr スバラシ						（2名回答） メ カイト

				様々な取り組みについて知る事ができて興味がわいた サm トr シr キョ						（2名回答） メ カイト

				楽しく環境問題について学べることは良いことだと思う タン カンキョ マナb イ オモ						（2名回答） メ カイト

				多くの方にイベントを知ってもらいたい オオk カt シッt						（2名回答） メ カイト

				考えるきっかけになりとても良いイベント カンガ ヨ

				改めて環境の大切さを学ぶきっかけになりました アラt カンキョ タ マナb

				学生の頃に学んだ時より深く学べた ガクセ コr マナンd トキy フカk マナb

				お祭り気分で環境のことが学べて楽しい マt キブン カンキョ マナb タノs

				今回新規取り組みもあり、興味を持たせる内容となっており面白い コン シンキ トr キョ モt ナイヨ オモシr

				子供の姿が多いことは嬉しい コドm スガt オ ウレs

				色々な物がリサイクルできることを知った イロイロ モノ シッt

				場内の音楽が欲しい jy オンガk ホシ

				【ステージイベントについて】

				子どもも楽しめて良かった コドm タノs ヨカッt						（2名回答） メ カイト

				ステージの読み聞かせが楽しかった ヨm タノs

				ステージでの絵本の読み聞かせ（歌）がとても良かった。来年もぜひ エホン ヨ キカs ウt ヨカッt ラ

				ギターでの演奏が楽しかった エンソ タノs

				ばってん少女隊良かった ショ タ ヨカッt

				【リユース食器について】 ショッk

				リユース食器は説明がもっと詳しいと良かった sy セツメ クワシ ヨカッt						（5名回答） メ カイト

				リユース食器は思いつかない事でいい企画だと思った sy オモ コト キカk オモッt						（4名回答） メ カイト

				リユース食器の利用が今後もっと広まっていくと良い sy リヨ コン ヒロマッt イ						（2名回答） メ カイト

				リユース食器はゴミの散乱防止に良いと思う sy サン ヨ オモ

				リユース食器を水で洗うのは節水の点から見ると要らない布で拭くなど別の方法が良いと思った sy ミz アラ セッス テン m イ ヌン フk ベt ホ イ オモッt

				リユース食器の値段がもう少し安くなれば嬉しい sy ネダン スコs ヤスk ウレs

				コップのリースはとても良い ヨ

				使い捨て食器を使わないのは良いこと ツカ ショッk ツカワン イ

				環境負荷軽減のためにリユース食器は促進していくべきだと思う カンキョ フk ケイゲ ショッk ソk オモ

				イベント自体でもゴミを出さないように工夫しているところを見ていきたい ジタ ダs クフ ミt

				【その他】 t

				SDGs謎解きラリーゲームの問題が難しい ナz モンダ ムズk						（2名回答） メ カイト

				エフコープのエコバッグが嬉しかった ウr						（2名回答） メ カイト

				子供くるくる村が非常に楽しかった コドm ムr ヒジョ タノシk

				野菜のショップでレジ袋を利用しないことが良かった ヤサ ブクr リヨ ヨカッt

				雑がみもリユースできることを広報していたのが良かった ザt コウホ ヨk

				無農薬有機栽培野菜、フルーツを使用した料理ブース、九州内で採れた魚介類を使用した料理ブースを導入させて頂きたい ムン ユウk ヤサ シヨ リョウr キュウシュ ナ ト gy シヨ リョ ドウニュ イタダ

				車を作って楽しかった クルm ツクッt タノs

				新車におけるリサイクル料金を上げること シン リョ ア

				下水道やマニュフェスト等のPR ゲス ト





				◆今後の環境フェスティバルで充実させてほしいことはありますか コン カンキョ 10z ホシ

				【イベント全般について】 ゼンパン

				このイベントをずっと続けて欲しい ツヅk ホシ								（4名回答）

				人が多く通路が狭く通りづらいところがあったので改善を希望 ヒt オ ツ セm 10r カイゼン キボ

				環境について子どもにもわかりやすいイベントを カンキョ コドm

				ライブ

				植樹や花いっぱい運動をもっとしてほしい sy ハン ウンド

				エコについてもっとPRしてほしい

				【ブースについて】

				食事のブースを増やして欲しい sy フヤs ホシ								（7名回答） メ カイト

				体験できる場を増やして欲しい タイケン バ フヤs ホシ								（2名回答） メ カイト

				環境学習系のブースを充実させて欲しい カンキョ ガk ケ ジュウジt ホシ								（2名回答） メ カイト

				ものづくりのブースを更に増やして欲しい サラ フヤs ホシ

				古着のリユースブースを増やして欲しい フルg フヤs ホシ

				実際に取り組める活動を教えてくれるブース ジッサ トr カツド オs

				【その他】 t

				節電、節水に役立つガーデニング方法。簡単なコンポストの作り方を知りたい セt セッス ヤk ホ カンタン ツクr シr								（2名回答） メ カイト

				観光会社と連携してエコバスツアーなどを企画実施させて欲しい カンコ カ レンケ キカk ジッs ホシ

				参加後にも継続して取り組める活動の紹介 サンk ケ ト クm カツド ショウカ

				西鉄、JRの様に公共事業をできるサービスを出して欲しい ニs ヨウ コウky ダs ホシ

				SDGsへの取り組み ト クm

				食品ロスを減らすためのリメイク料理のレシピのイベントや小冊子等パフォーマンス sy ヘラs リョ ショウサッs ト

				正しい分別ができたらリサイクル品との交換 タダシ ブン ヒン コウカン

				林業の分野での環境保護活動について リンギョ ブン カンキョ



年齢

①10代	②20代	③30代	④40代	⑤50代	⑥60代	⑦70代以上	25	24	37	65	51	55	43	①学校	②職場	③テレビ	④講演会	⑤その他	14	16	32	11	8	お住まい

①東区	②博多区	③中央区	④南区	⑤城南区	⑥早良区	⑦西区	⑧市外	⑨県外	⑩未回答	40	46	54	36	18	29	18	32	13	14	過去にも来たことがあるか	①来たことがある	②初めて来た	160	140	何で知ったか

何で知りましたか	①市政だより	②ホームページ	③ポスター	④SNS	⑤チラシ	⑥その他	144	22	14	14	71	73	今後、環境活動に取り組みたいと思ったか

環境活動に取り組みたいと思ったか	④取り組もうと

思わない
1%

①すでに取り組んでいる	②ぜひ取り組みたい	③機会があれば取り組みたい	④取り組もうと思わない	119	101	78	2	

実践したい環境活動は	

①エコバッグの使用	②ゴミの減量・リサイクル	③省エネ	④節水	⑤ゴミ拾い活動	⑥自然保護活動	⑦その他	241	194	129	147	81	46	1	雑がみリサイクルのことを知っているか	①以前から知っている	②今回初めて知った	③知らない	238	53	9	資源物回収拠点を知っているか	①知っている	②知らない	252	48	①以前から知っている	②今回初めて知った	③知らない	73	127	100	
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