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日本財団18歳意識調査  「環境」 自由回答集

No 性別 Q1　環境省について、どういったイメージを持っていますか？

1 男性 環境をより良くするための部署

2 男性 よくわからない

3 男性 特に考えたことはない

7 男性 なし

9 男性 影が薄い

10 男性 特になし

12 男性 イメージがない

13 男性 地球温暖化対策を行っている。

17 男性 植林のイベントや災害時にその場所の環境について動いているようなイメージ

26 男性 大臣が小泉さんに変わったので内閣に新しい風をふかせて欲しいと思う

28 男性 なし

34 男性 具体的に環境について何をしているかは知らない

35 男性 とくになし

42 男性 しっかりと国民の生活をサポートしている

46 男性 原発や台風による処理物を迅速に対応してほしい

47 男性 特になし

48 男性 小泉大臣。

49 男性 とくになし

51 男性 環境を保護する

52 男性 これといって印象は無い

56 男性 特になし

59 男性 何やってるかわかんない

65 男性
様々な環境問題を解決しようとしているのは伝わるが、何をしているのかが国民にあまり伝わってないの
で頼りになっているか否かが判断し難いというイメージ

68 男性 最近はとても対応がいいと思っています

70 男性 環境汚染に対してどこまで真剣に取り組んでるのか気になる

71 男性 どんなことしてるのかいまいちわからん

76 男性 環境について扱っている啓蒙活動よくしている

77 男性 あまり何をしているか分からない組織

79 男性 環境活動に取り組んでいる

80 男性 環境問題を管轄している

81 男性 予算が少ない。あまり革新的なことをしてない。

86 男性 環境問題の改善や、地域の活性化などを支援する？

90 男性 よくわからない

91 男性 凄い

93 男性 わからない

95 男性 サボってそう

98 男性 怖い

99 男性 環境について考えている

100 男性 特にイメージが思い浮かばない。

108 男性 分からない

113 男性 わからない

121 男性 特にない

125 男性 なし

126 男性 あまり何をしているかパッとしたイメージがわかない

128 男性 なんとも

129 男性 よくわからない

130 男性 特になし

131 男性 特になし

134 男性 特になし

137 男性 わからない

139 男性 特にない

140 男性 環境保護を行っている

142 男性 特に持っていない

143 男性 省庁のなかでも余り話を聞かないところ

147 男性 特になし

148 男性 今は、あまりいいイメージがない、役に立っているかわからない

150 男性 環境について考えている

152 男性 わからない

153 男性 なにもしていない

154 男性 なにやってるかわかんない

155 男性 特になし

158 男性 日本の環境について考えている

159 男性 特になにも思わない
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161 男性 環境を守る

168 男性 特にない

171 男性  国家公務員だなー

173 男性 小泉さんに大臣が変わっても目立った事業がなされていない

175 男性 特に無い

187 男性 日本の自然環境の保全活動をさらに活性化してほしいと感じるイメージ

191 男性 とくにない

192 男性 わからない

193 男性 環境のことをやっている

197 男性 あまり良くない

198 男性 小泉さん

199 男性 名前は知ってるけど、実際の活動をあんまり聞かない

202 男性 特になし

203 男性 よくわからない

204 男性 環境に対して取り組んでいる。近しいところでは地球温暖化防止など。

213 男性 特に何もない。

219 男性 使えない、期待が持てない

221 男性 エコロジー

222 男性 何をしてんのかな？

223 男性 小泉進次郎

228 男性 環境の保全してるのかなーってかんじの漠然とした感じ

231 男性 環境問題に取り組んでる

232 男性 特になし

236 男性 特にイメージがない

240 男性 やさしい

242 男性 環境をよりよくしてくれる　しかしやっている事は国民に認識されていない

245 男性 国内外の諜報活動の隠れ蓑

251 男性 環境なんだなー

253 男性 えらい

254 男性 わからない

257 男性 特になし

258 男性 環境を綺麗にしてる

260 男性 特にない

264 男性 特にない

265 男性 小泉進次郎

276 男性 特になし

280 男性 特になし

282 男性 どういったことを行なっているのかはっきりしていない組織

285 男性 特にない

289 男性 環境を考えてる

290 男性 特にないです

295 男性 あまり知らない

298 男性 環境のために働く

300 男性 特にない

301 男性 小泉環境相

303 男性 なんとも

305 男性 小難しい

312 男性 環境問題を日本が率先して取り組んでほしい

313 男性 環境問題への対応をしているところ最近何をしているのかはよく知らない

315 男性 SDGsに関する取り組みを行っている

317 男性 何してるかわからない

318 男性 特にない

319 男性 特に何も

321 男性 特に無し

328 男性 とくになし

329 男性 特になし

330 男性 なし

334 男性 日本国内の環境を保全する省

335 男性 お堅い

336 男性 大臣が若いため少し不安

338 男性 なし

339 男性 分からない

347 男性 わからない

350 男性 環境に対する取り組みを行っている。
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353 男性 環境について日々改善を尽くしている

357 男性 成果が出てるかわからない

360 男性 仕事やれ

367 男性 あまりわからない

373 男性 特に持っていない

380 男性 日本の環境問題についてしっかりと考えてる

383 男性 よくわからない

385 男性 地球温暖化について取り組んでいる

386 男性 災害対策等の問題に取り組んでるイメージ。

388 男性 特にない

389 男性 災害等に見舞われた地域に経済的な支援を行っているようなイメージ。

390 男性 なにをしているのかわからない

397 男性 災害などの対策をしっかりとしてくれていると思う。

399 男性 なにをしているのかよくわからない

400 男性 特にない

406 男性 ダムとかの管理？

408 男性 ない

409 男性 特になし

416 男性 小泉進次郎

417 男性 素晴らしい

418 男性 よく知らない

421 男性 ない

422 男性 興味なし

425 男性 特にない

430 男性 大臣が環境のことをあまり理解していない。

431 男性 何をしているのか知らない

433 男性 何をしているかわからない

434 男性 特になし

437 男性 水質汚染問題の会議は政府内で行っているのに対し、実際に行動に移せられない感じがある

438 男性 分からない

439 男性 国内の環境問題に対して筆頭となり対処していく組織

441 男性 自然を大切にして欲しい

444 男性 特にない

447 男性 セクシー

448 男性 何をしているかも全く分からないため特に何もイメージがない

458 男性 概ね良いイメージがある

461 男性 自然環境の保護や世界遺産や日本遺産の選定などを行う国の機関

471 男性 あまりよく知らない

476 男性 よくわからないです

479 男性 特になし

489 男性 もっと活動的でもよい

496 男性 わからない

500 男性 わからない

506 男性 特になし

509 男性 地方まで手が回ってなさそう

511 男性 特にない

513 男性 わからない

515 男性 積極的な政策を打ち出せていない

517 男性 特になし

518 男性 環境庁　四大公害　再生可能エネルギー　小泉進次郎

519 男性 頑張って欲しいです

524 男性 特にない

526 男性 特になし

529 男性 特にない

538 男性 環境に関する仕事をしている

539 男性 公害とか環境アセスメントとか

541 男性 特になし

544 男性 何をしているのかパッとしない

545 男性
自分の勝手な偏見ではあるが、地球温暖化などの環境問題や公害について議論や対策をしているというイ
メージある。

547 男性 分からない

550 男性 小泉進次郎

552 男性 特になし

555 男性 機関
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557 男性 小泉大臣　環境保護の活動をしている

559 男性 新しく小泉さんが入った

561 男性 特になし

565 男性 特にこれといったイメージはない

566 男性 環境のことを守ってくれている

575 男性 とくになし

576 男性 取り組みが甘い

577 男性 地方の環境問題に取り組まないといけないので、大変そうなイメージ。

580 男性 災害の対応頑張ってる

581 男性 何をしているかあまり分からない。

585 男性 小泉進次郎

590 男性 特にない

593 男性 小泉

597 男性 特にない

598 男性 特になし

602 男性 セクシー発言

604 男性 よく分かりません

606 男性 環境も守ってる

607 男性 森林や動物の保護

611 男性 災害対策をしている

612 男性 詳しくは知らないが環境問題に対応していく省だと考えている

614 男性 特にない

615 男性 特になし

620 男性 小泉進次郎

621 男性 特になし

623 男性 よくわからない

626 男性 かたそう

628 男性 大臣の適正に疑問が残る

629 男性 災害関係に対して後手に回っている

631 男性 くわしく存じ上げない

632 男性 すごい

634 男性 格好いい

635 男性 環境問題に取り組んでいる

636 男性 いろいろなことをやっている

637 男性 よくわからない

639 男性 特になし

640 男性 あまり何を行っているのかわからない。

641 男性 あまりテレビで見かけることがない

642 男性 詳しくない

643 男性 とくにない

644 男性 何してるのか分からない

646 男性 よくわからない

649 男性 小泉　エコ

650 男性 よく分かりません

653 男性 環境保護を目指している

655 男性 なし

656 男性 小泉進次郎が大臣をしている

657 男性 よくわからない

659 男性 特に良い印象は無い。

663 男性 特になし

667 男性 環境について取り組んでいる

668 男性 あまり仕事していない

672 男性 何をしてるのかイマイチ透明さがない。

674 男性 災害が起きた時に動く所

677 男性 特にない

680 男性 環境系があんまり報道されない

683 男性 何に取り組んでるかよくわからない

687 男性 特にない

691 男性 気象庁

694 男性 悪いニュースしか聞かない

696 男性 特になし

699 男性 地道な努力はしていると思うが、核心に至っていない。

705 男性  特にない

707 男性 いいイメージはない
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714 男性 よく知らない

716 男性 特にない

718 男性 社会科に興味がなく、よく分からない。

719 男性 特にない

721 男性 エコの推進をもっとして欲しい

722 男性 よくわからない

724 男性 よく分からない

726 男性 特にない

728 男性 特に何も

729 男性 よくわからない

730 男性 地球環境や日本の環境問題に向き合っているイメージ

731 男性 すごそう

732 男性 わからない

733 男性 特に何も無い

738 男性 特になし

739 男性 汚職が多い

740 男性 環境を守っている

741 男性 クリーンなイメージ

743 男性 環境問題に関心を持つことへの呼び掛け

744 男性 賢い人が多い

745 男性 わからない

746 男性 不祥事

747 男性 環境問題を対応してるイメージ

748 男性 地球について考えている

749 男性 常にSDGsについて考えている感じがするが最近はあまりいいことを聞かないことが多い。

750 男性 特に無し

751 男性 知らない

752 男性 小泉さんが最近大臣になったところ

753 男性 特に目立った活動を聞かない

756 男性 特に

758 男性 わからない

759 男性 環境を保護するのかな程度のイメージ

760 男性 環境

761 男性 とてもよくやっている

762 男性 特にない

763 男性 印象ない

764 男性 特になし

765 男性 めっちゃくちゃ有能

766 男性 よくわからない。

767 男性 環境を守るなどの活動をおこなっている

769 男性 環境庁の上位互換

770 男性 しらない

771 男性 とくになし

772 男性 あまりなにをしているかわからない

774 男性 何をやってるのかいまいち知らない

775 男性 とくになし

776 男性 よくわからない

777 男性 環境問題に真摯に向き合っている

778 男性 良い

779 男性 あんまり動いていないイメージ

780 男性 地球を保護する

781 男性 大変そう

783 男性 パッとしない

784 男性 何をしているか分からない

785 男性 セクシー

786 男性 セクシー

787 男性 特にない

789 男性 とくに…

791 男性 とくになし

792 男性 国の機関

793 男性 とくにない

794 男性 特にないです

795 男性 仕事ちゃんとしてる？

796 男性 特に何も
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798 男性 国立公園の管理や、絶滅危惧種の動物等の保護

799 男性 地球のことを考えてくれている

800 男性 小泉ジュニア

801 男性 環境ついてどうするか色々と考えるところ

803 男性 もうちょっと頑張って

804 男性 緑色

805 男性 環境省については何も知らないのでどんなイメージも持っていない

806 男性 とくにない

809 男性 特になし

811 男性 特になし

812 男性 ヒアリ出没時に頑張ってくれた

815 男性 森林を守っている

816 男性 環境に配慮した政策

818 男性 あまり知らない

819 男性 特になんとも

820 男性 特にイメージはない。初めて聞いた。

822 男性 小泉大臣になってからクリーンに感じる

823 男性 無駄

824 男性 素晴らしいと思う。これからもずっとあってほしい。

825 男性 環境的

826 男性 夏に省エネとか言ってる

827 男性 環境、生体衛生等をイメージ。

828 男性 給料へらせ

831 男性 特に気にしてない

832 男性 よくわからない

834 男性 ハザードマップや、防災に対する情報を出しているイメージ

835 男性 特にない

836 男性 温暖化について考えるイメージ

837 男性 特になし

839 男性 特になし

841 男性 なし

842 男性 あまり知らない

845 男性 なし

846 男性 特に何も

847 男性 特にこれといったイメージがない

848 男性 環境問題について解決しようてしてくれている

849 男性 よくわからない

850 男性 分からない

851 男性 自然を守る

852 男性 特になし

853 男性
日本の環境問題解決へ向けて働いてくれていると思いたいが、官僚や政治家に対してはあまり良いイメー
ジをもてない

854 男性 特にない

855 男性 環境問題を扱ってる人たち

856 男性 特になにもない

857 男性 特にない

858 男性 環境問題についてなにかやってる。名前は聞くけどどういったことをしているのかは分からない

859 男性 とくになし

860 男性 特になし

861 男性 あまりイメージが持てない環境を改善しようとしているのかと思う

862 男性 やっていることはクリーンだけれど、他の省と同じようになにか不祥事が起きそうな気がする。

863 男性 排ガス規制とか色々やってそう

864 男性 そういえば、考えてみたこともなかった…

865 男性 環境に優しい

867 男性 特に無し

868 男性 特になし

869 男性
環境美化にもっと積極的に取り組む具体的な活動を、誰にでも、分かりやすいように提示して、実践して
ほしいです。

871 男性 頼りになる

872 男性 特にない

873 男性 何をしてるかわからない環境を良くするために何をしているのか見えてこない

874 男性 環境について考えているのかわからない

875 男性 日本の環境についていろいろとしているところ

876 男性 持ってない
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878 男性 特にない

879 男性 よく知らない

880 男性 あまり何をしているかわからない

881 男性 日本の環境整備をしている。固いイメージ

882 男性 あまりわからない

883 男性 何をしているかいまいち伝わらない

884 男性 セクシー

885 男性 何をしているのかわからない

886 男性 特にない

887 男性 特にない

888 男性 あまりイメージがない

889 男性 地球温暖化対策におわれているイメージ

890 男性 特に悪い噂もなく、着々と仕事をこなしているイメージ。

891 男性 環境の法を立案するイメージ

892 男性 よくわからない

893 男性 何をしているのかわからない

894 男性 意味の無いことをしている

895 男性
公害や災害などの分野、原子力政策などがあり、小泉進次郎さんが事務次官になっているとのイメージ。
あまり日常生活で聞くことがないイメージ。

896 男性 一番目立たない省のイメージ。大臣も代わりこれから期待が持てるところ。

897 男性 どんな仕事してるんやろうって

898 男性 地球環境のことについてよく考えているな～と思う

899 男性 よく分からない

900 男性 よく分からない

901 男性 なにも

902 男性 よくわからない

903 男性 特にない

904 男性 環境に関わる事全般に携わっている

905 男性 何してるか知らないむしろ何かしてるのかという疑問がある

906 男性 原発問題や地球温暖化など、日本の問題からグローバルな問題まで考える

907 男性 日本の環境問題を改善しようとしたり、環境保護に力を入れているイメージ。

908 男性 特になし

909 男性 何をしているのか、いまいちわかりにくい。

910 男性 環境保護の活動 海洋資源諸々

911 男性 環境についていろいろ対処してくれてるイメージ

912 男性 まともに働いていなさそう

913 男性 環境に対する政策や問題を解決する機関

914 男性 何をしているのか分からない，最近環境相が変わった点で期待

915 男性 特にこれといって思うところはないです。(何やってるのか明確に知りません)

916 男性 環境を大切にしている

917 男性 環境

918 男性 特になし

919 男性 特になんとも思わない

920 男性 よく知らない

921 男性 特に何も持っていない

922 男性 環境について考えている

923 男性 よく分からない

924 男性 強い印象がない

925 男性 気候変動への対策環境再生

926 男性 環境について力をだしている

927 男性 温暖化や公害などの環境問題に取り組んでいるイメージ。

928 男性 小泉進次郎が大臣になったけれども、なんだか頼りない感じ

929 男性 小泉氏が大臣をしている公害対策に力を入れている

930 男性 何もない

931 男性 特になし

932 男性 小泉進次郎さんがいる、具体的政策が分からない

933 男性 セクシー

934 男性 あまり表に出てこない

935 男性 大変そう

936 男性 環境について詳しい

937 男性 特になし

938 男性 何をしているか分からない

940 男性
あまりよくわからない。これといって目立つことを行っていないため？あまり興味を持ってこなかったた
め
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941 男性 環境について考えている

942 男性 すいませんが特にありません。思いつく物がないです。

943 男性 環境に関する取り組みをしているイメージ

944 男性 セクシー

945 男性 特になし

946 男性 良いイメージ

947 男性 名前の通り、環境のことで仕事して頑張っているイメージ

948 男性 ちょっと...

949 男性 わからない

950 男性 全然わからない

951 男性 特になし

952 男性 頑張ってる

953 男性 小泉さん

954 男性 世界的な部分もちゃんと考えてほしい

955 男性 なし

956 男性 特にないです

957 男性
最近小泉進次郎が環境大臣となったが、彼の行動や言動に期待しつつも心配である。原子力発電所の問題
を抱えていることもあって、期待したいと思う。

958 男性 少し悪いイメージ

959 男性 このまま頑張って頂きたい

960 男性 特にないです

961 男性 難しくてよくわからない

962 男性 公害対策などの決まりを定めている

963 男性 環境を大切にしている

964 男性 環境問題に取り組んでいる。

965 男性 あまり活躍していない

966 男性 もっと物事を広い目で見てほしい

967 男性 小泉進次郎「環境問題をセクシーに解決」

968 男性 期待できる

969 男性 面倒なヤツら

970 男性 日本の環境維持のための活動をする機関

971 男性 よく分からない団体環境のために尽くしてないと思う

972 男性 小泉進次郎の謎発言

974 男性 すごい

975 男性 地球温暖化の進むスピードが速くなっています

976 男性
朱鷺の保全活動など日本の環境問題にしっかりと取り組んでいる印象がある。また、マスメディアが環境
省を取り上げると小泉大臣の批判などマスメディアの閲覧数稼ぎと頭の悪さが気になる

977 男性 日本の環境が悪化しないように、工事会社の検査をしてる？

978 男性
感じ最高地方自治体の緑地科とは異なり、本来のありのままの自然を守っている。影薄いが、好感を持っ
ている

979 男性 わからない

980 男性 特になし

981 男性 あまり知らない

983 男性 政策などよく分からない

984 男性 特にない

985 男性 世界的には重要なことを行っているが、イマイチ存在感が薄い省庁

986 男性 地球規模で重要

987 男性 環境について

988 男性 小泉進次郎氏が大臣をやっている

989 男性 日本の環境問題についてよくやってくれていると思います。

990 男性 よくわからないけど、お金たくさん使ってそう

991 男性 日本の自然を守るイメージ二酸化炭素排出量を計算・調整・改正案を出すイメージ

992 男性
環境についての仕事をしている、というぼんやりとしたイメージ。より具体的には、科学者と連携して環
境基準を設定したり、それを破った会社などを処分しているんじゃないかというイメージです。

993 男性 小泉進次郎

994 男性 セクシーだよね

995 男性 イメージキャラクターが可愛い

996 男性 特になんとも

997 男性
深く考えた事は無いが、自然環境などを守るために、色々な活動をしていると思っているので、良いイ
メージ。

998 男性 今のままで満足

999 男性 今の環境に合った政策を行っていると思う

1000 男性 環境について熱心に取り組んでいる

4 女性 災害対策など

5 女性 二酸化炭素削減とかやってそう
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6 女性 環境

8 女性 よく分からない

11 女性 よくわからない

14 女性 硬い人

15 女性 わからない

16 女性 何をやっているかイマイチ分からない

18 女性 あまり分かりません。

19 女性 特にない

20 女性 複雑

21 女性 環境について考えてそう

22 女性 環境を司る省

23 女性 よくわからないイメージ

24 女性 なにをしてるかわからない

25 女性 ない

27 女性 環境に関してもうちょっとしっかりやって欲しいイメージ

29 女性 地球と人を守るために動いてる

30 女性 公害対策

31 女性 よくわからない

32 女性 考えたことない

33 女性 難しくてよくわからない。

36 女性 良い環境を作ってくれていると思います

37 女性 よくわからない

38 女性 環境保全に力をいれている

39 女性 これといったイメージはない。最近小泉さんが大臣になったくらいしか知らない。

40 女性 環境のためにうごいている

41 女性 わからない

43 女性 特にない

44 女性 良くも悪くもないイメージ、よく知らない。

45 女性 特になし

50 女性 新しい

53 女性 特になし

54 女性 どんな仕事をしているか知らない。

55 女性 原発やCO2削減による環境保護など、非常に幅広い分野を担当している省。

57 女性 会議はしているが具体的な政策はない。

58 女性 どうもない

60 女性 とくに

61 女性 仕事してない感

62 女性 とくになし

63 女性 わからない

64 女性 自然などを管理する省

66 女性 とくになし

67 女性 特になし

69 女性 何をしているのかわからない

72 女性 環境について話してる

73 女性 とくに

74 女性 環境を保護するための省

75 女性 かたそう

78 女性 わからない

82 女性 環境をよくして暮らしやすくしてくれているというイメージ災害とか公害にも携わっている

83 女性 知らない

84 女性 日本の行政機関のひとつ。環境の保全・整備、公害の防止など

85 女性 災害対策を行っている

87 女性
持続可能な社会を目指している、全ての人にとって大事な事をしている所だとは思うけれど、正直あまり
何をしてるのか知らないし親近感も湧かないイメージです。

88 女性 小泉さんがトップ

89 女性 何をしているのか、具体的なことが分からない

92 女性 どんな対策をしてるのかあまりわからない。

94 女性 特にない

96 女性 国の人

97 女性 あまりイメージはない

101 女性 具体的に何をしているか知らない

102 女性 特になし

103 女性 あまり知らない

104 女性 あまり良く分からない
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105 女性 よくわからない

106 女性 地球温暖化などの環境について活動している省庁

107 女性 あまりわからない

109 女性 環境についてよく考えているイメージです。

110 女性 何をやっているのかよくわからない

111 女性 小泉進次郎

112 女性 特にない

114 女性 あまり耳にしないためよくわかりません。

115 女性 わからない

116 女性 特に無い

117 女性 環境について管理している

118 女性 環境についての仕事

119 女性 特に何も無い。

120 女性 台風に対しての状況を正確に教えてくれる。

122 女性 あまりよくわからない

123 女性 地球温暖化の対策

124 女性 地球温暖化などさまざまなことを協議している

127 女性 すごい

132 女性 なにをやっているのかわからない

133 女性 環境問題について取り扱っている

135 女性 特になし

136 女性 よく分からない

138 女性 特になし

141 女性 環境を整備してくれてるのかなって思ってます。

144 女性 日本だけでなく世界の環境問題について考えてくれてそう。

145 女性 災害の対策

146 女性 何をしているかわからない

149 女性 地震による影響の対応までしていて大変そう

151 女性 頑張ってるイメージ

156 女性 ない

157 女性 よく分からない

160 女性 小泉進次郎

162 女性 あまり興味が持てない

163 女性 特になし

164 女性 環境保全？

165 女性 堅いイメージ

166 女性 環境を守っている何をしているのかはよく分からない

167 女性 興味無い

169 女性 環境を良くする？

170 女性 地球温暖化防止などの環境問題について取り組む機関

172 女性 公害対策などを行っている

174 女性 努力している

176 女性 分からない

177 女性 特になし

178 女性 何をしているかわからない

179 女性 小泉さんに頑張ってほしい

180 女性 あまり活動が分からない

181 女性 環境についての仕事をしてる

182 女性 よくわからない

183 女性 よく知らない。

184 女性 特にない

185 女性 よくわからない

186 女性 よく知らない

188 女性 小泉大臣の発言の曖昧さ

189 女性 日本の公衆衛生から自然保護まで幅広く環境を保つ活動をしているイメージ

190 女性 とくに

194 女性 特になし

195 女性 よく分からない

196 女性 環境について仕切っている

200 女性 環境保全について考えたりというイメージ

201 女性 どんなことをしているのかよく分からない。

205 女性 よく分からない

206 女性 特にない

207 女性 わからないです
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208 女性 とくになし

209 女性 日本全体だけでなく世界を見ながら仕事をする省

210 女性 わからない

211 女性 特に何もイメージを持っていない

212 女性 具体的に何をしているのかすぐには思い付かない

214 女性 どのような仕事をしているのか具体的にはわからない。

215 女性 わかりません

216 女性 特にありません

217 女性 あんまりわからない

218 女性 環境についての整備と管理

220 女性 何をしてるのか分かりづらい

224 女性 良く知らないです、何をしている所なのかわからないのでイメージが湧きません

225 女性 よくわからない

226 女性 あまりよくわからない

227 女性 何をしているかわからない

229 女性 特に何も思っていない

230 女性 何をしているかわからない

233 女性 特になし

234 女性 頑張れ

235 女性 環境について考えてる

237 女性 難しい、固い

238 女性 環境庁だった

239 女性 小泉進次郎

241 女性 先に向けてへの進展が見られない

243 女性 日本の環境について話し合いをしてくれているところ

244 女性 どういうことを環境省が取り組んでるか具体的にわからないからなんともいえない

246 女性 経済優先の政策に押されて、環境第一の政策が取り入れられずにいる

247 女性 SDGsについてもっと真剣に取り組むべきだと思う

248 女性 特に関心を持ったことはない

249 女性
グレタさんのスピーチが話題になり、環境について考えるきっかけとなったが、日本の環境省が具体的に
どのような政策を行なっているかはあまりよく知らない

250 女性 特になし

252 女性 環境のことをやっていそう

255 女性 よくわからない

256 女性 特にない

259 女性 なんとも思わない

261 女性 よくわからない

262 女性 放射能で汚染されたゴミを適当に処理していたのは感心できない。

263 女性 小泉進次郎環境大臣

266 女性 災害対策で頑張ってる

267 女性 環境について社会をよりよくしようとしているイメージ

268 女性 よく分からないが、あまり表に出ていないイメージ

269 女性 特になし

270 女性 よくわからない。

271 女性 特になし

272 女性 あまり分からない

273 女性 SDGsへの取り組み　取り組みの効果があるのか不安

274 女性 わからない

275 女性 何をしているのか活動内容が不明

277 女性 わかんない

278 女性 よくわかんないです。。

279 女性 なし

281 女性 この国をもっと良くして欲しい

283 女性 復興に力を入れている

284 女性 特にはないです

286 女性 興味無いけど、たまにニュースで聞く程度。

287 女性 わからない

288 女性 詳しい災害情報や気象について報道してくれる

291 女性 何もわかりません

292 女性 特になし

293 女性 何をやってるのかよくわからない

294 女性 特にもったいない

296 女性 あんま仕事してないイメージ
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297 女性
災害や環境とか原子力についての対策を考えたりしてるところだけど、正直、地球温暖化とか本当に効果
的なことをしてるイメージはない

299 女性 わからない

302 女性
最近は災害が多くあり、会見がメディアで報道されていたので、その時の印象はありますが、それ以外で
意識することは特にありません。

304 女性 緑色

306 女性 すばらしい

307 女性 特になし

308 女性 地球温暖化防止に努めている。

309 女性 よくわからない

310 女性 環境についていろいろ考えてくれているところ。

311 女性 堅苦しい

314 女性 特にありません

316 女性 自然を守るための活動をしている

320 女性 特にイメージはない。

322 女性 なにをしているのかわからない

323 女性 あまり知らない

324 女性 特にない

325 女性 分からない

326 女性 日本の環境のことについて考えている所。というイメージ。

327 女性 環境に関する仕事

331 女性 地球温暖化のことを色々話しとる

332 女性 特になし

333 女性 海外への働きかけが少ない

337 女性 よくわからない

340 女性 名前しか聞いたことがない

341 女性 特にない

342 女性 環境について考えてる

343 女性 小泉孝太郎がいるところ。何をしているかは知らない

344 女性 何をやっているかよく分からない

345 女性 地球温暖化に警鐘を鳴らしているが、具体的にどんな政策をとり行っているかは分からない。

346 女性 堅い、法律に縛られてる

348 女性 小泉純一郎

349 女性 特に何のイメージもない。

351 女性 環境守る機関

352 女性 環境問題に取り組んでる

354 女性 地球温暖化対策とかをしている

355 女性 環境のために働くところ

356 女性 災害

358 女性 SDGs

359 女性 行政機関災害時に対応する

361 女性 よくわからない

362 女性 環境汚染とか

363 女性 自然環境保護

364 女性 地球温暖化についての各国との協議を重ね、地球が良い方向にむけてうごいていくように働いている。

365 女性 わからない

366 女性 小泉進次郎さんが結婚したこと

368 女性 何をしているかよく分からない

369 女性 あまりよく知らない

370 女性 特になし

371 女性 特にない

372 女性 小泉進次郎

374 女性 特になし

375 女性 環境について考えている

376 女性 特に思い浮かばない

377 女性 小泉進次郎

378 女性 よく分からない

379 女性 とくになし

381 女性 よく知らない

382 女性 あまりよく知らない

384 女性 地球環境について世界と話し合っているところで、これからの日本にとって重要になる省

387 女性
日本だけでなく、今世界で問題になっている温暖化について考えたり、日本の環境問題について取り扱っ
ているイメージ

391 女性 環境問題の対策を国民と考え実現しているイメージ

392 女性 環境を守ってそう
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393 女性 大臣が若い人に代わり、革新的なことをしようとしているが何をやっているかはよくわからない。

394 女性 よくわからない

395 女性 あまり分からない

396 女性 環境問題についていろいろなことをやっている機関

398 女性 小泉さん

401 女性 分からない

402 女性 特に

403 女性 よくわからない

404 女性 環境問題の解決

405 女性 わからない

407 女性 きっちりしている

410 女性 何をしているのかよく分からない

411 女性 良いイメージは特にない。

412 女性 環境問題について具体的な策を持っていないイメージ

413 女性 災害に対応してくれる。

414 女性 公害対策の面から出来た組織

415 女性 特になし

419 女性 小泉進次郎

420 女性 環境のことについて議論している　ダムとか台風の災害とかに力いれてそう

423 女性 何をしているところなのかわからない

424 女性 とくに

426 女性 環境

427 女性 何をやっているか詳しくは知らないが、環境問題に対して尽力している

428 女性 もう少し、具体的な政策、活動をしてほしい

429 女性 環境に関しての問題に取り組んでいる

432 女性 特になし

435 女性 特になし

436 女性 わからない

440 女性 興味が無いからわからないです

442 女性 わからない

443 女性 環境問題について取り組む省庁

445 女性 特にわからない

446 女性 環境の問題について考える

449 女性 公害問題に取り組んでいる

450 女性 小泉さんに期待してます

451 女性 特にない

452 女性 特になし

453 女性 考えたことがない

454 女性 環境について考えているんだ

455 女性 公害対策とかやってる

456 女性 よく分からない

457 女性 ちょっとわるい

459 女性 特になし

460 女性 分かんない

462 女性 自然の保護

463 女性 環境に関して一生懸命に考えている所

464 女性 小泉進次郎さんが大臣をされているというイメージしかありません。

465 女性 地球をよくしてくれている

466 女性 環境のことを考えている

467 女性 庁から格上げされ重要度が増した機関

468 女性 特に何も。

469 女性 特になし

470 女性 特になし

472 女性 環境を良くしてくれるイメージ

473 女性 とくにない

474 女性 あまり考えたことない

475 女性 環境を守る

477 女性 特にない

478 女性 周りのことを整えてくれる大事な省でこれからも応援してます

480 女性 わからない

481 女性 よく分からない

482 女性 何をしているのかよくわからないニュースにもあまり見ない政府の省

483 女性 よく知らない

484 女性 特にない
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485 女性 小泉進次郎さん

486 女性 環境省についてはわかりません。

487 女性 小泉さんのイメージ

488 女性
環境問題を第一に取り組んでいるイメージ。最近、イメージキャラクターが萌えキャラ？なのをsnsで拝見
しましたが、なぜだろう？とは思います。

490 女性 環境について取り組んでる

491 女性 環境庁から環境省になった　環境アセスメントとかのアレ　あとエコノミクス甲子園のスポンサー

492 女性 環境についての情報の提供をしている。

493 女性 新しい人権と向き合っている

494 女性 環境について決めるところ

495 女性 よく分からない

497 女性 ない

498 女性 特になし

499 女性 特になし

501 女性 小泉進次郎のイメージ

502 女性 私たちが住みやすい環境になるように地球温暖化など様々な問題と向き合ってくださっていると思う。

503 女性 特にない

504 女性
原子力政策や公害対策など、自分たちの身の回りのことについて決めている機関なので、適当な人がいて
はいけないイメージ

505 女性 特には。

507 女性 災害時に色んなことしてるイメージ

508 女性 震災の復興支援をするところ

510 女性 台風被害を早く解決してもらいたい

512 女性 環境を良くしてくれるような制作を考えているというイメージ

514 女性 特になし

516 女性 なにを主にしているのか分からない

520 女性 何やってるかいまいちわからない

521 女性 クールビズなどをもっと進めてほしい

522 女性 進次郎はやめた方がいいと思う

523 女性 環境に対して向かっている。最近記者会見でメディアから誤解を受けるような放送をされた

525 女性 分からない

527 女性 環境に関する行政機関

528 女性
難しくてよく分からない所もありますが､環境汚染や問題について深く考えて行動してくださっているのか
なというイメージがあります。

530 女性 台風とか気象状態を教えてくれる

531 女性 日本の環境関連のことを考えているところ

532 女性 よくわからない

533 女性 環境

534 女性 特に考えたことがない

535 女性 あまり印象がない

536 女性 官僚

537 女性 特にない

540 女性 公害問題の対策

542 女性 環境のことを主に考えてくれる

543 女性 特に何も

546 女性 政府

548 女性 なんもおもわん

549 女性 よくわからないけど、環境を良くしようとする人たちの集まり？

551 女性 特にない

553 女性 環境について働いている

554 女性 わかんない

556 女性
堅いイメージはあるが、小学生の時に環境省についての授業があったのでその他の国の省庁に比べると親
しみがある。

558 女性 日本国民がより快適に生活できるように環境を整える政策をするところ

560 女性 特にない

562 女性 街の環境を守る

563 女性 たくさんの問題があるけど、頑張ってほしい

564 女性 ヨーロッパとくらべて、まだまだ環境問題解決について弱いところがある

567 女性 環境についての法律を考えている、対策を練っている

568 女性 自然のことについて関係してそう

569 女性 かたい

570 女性 特に何の印象も抱いていない

571 女性 自然や環境について取りまとめている

572 女性 自然を守る

573 女性 自然保護
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574 女性 イメージがわかない。

578 女性 何をしてるかわからない

579 女性 何も無い

582 女性 アピール不足

583 女性 地球にやさしい

584 女性 災害が起きたりした時に動いているんだろうなと思います

586 女性 環境を保護に努めている

587 女性 わからないです

588 女性 環境問題に取り組んでいる。

589 女性 わからない

591 女性 特にイメージはない

592 女性 温暖化などの対策

594 女性 まじめ

595 女性 環境のことを考えているところ

596 女性 具体的に何をしているのかよく分からない

599 女性 実現に期待したい案をいくつか出している

600 女性 とくになし

601 女性 環境についての、地域また世界規模の問題に取り組んでいる。

603 女性 分からない

605 女性 色々やってくれてるんだろうけど、テレビで放送されることが少ないからあまりパッとしない。

608 女性 特には何も

609 女性 小泉進次郎

610 女性 環境のことを司るイメージ

613 女性 特にない。ほとんど知らない。

616 女性 考えたことがない

617 女性 よくわかりません

618 女性 すごく一生懸命仕事してくれている

619 女性 汚染水どうするのか

622 女性 災害時に対応をする省

624 女性 環境保全への取り組みをしているところ

625 女性 小泉さん

627 女性 特にない

630 女性 自然環境の保全を行なっている

633 女性 いいと思う

638 女性 分からない

645 女性 慎重に事を進めているイメージ

647 女性 あまりよくわからない。

648 女性 特になし

651 女性 環境を保全する機関

652 女性 小泉進次郎議員

654 女性 大臣が代わったので期待したです

658 女性 気難しいイメージ

660 女性 あんまり身近ではない

661 女性 特にこれといった功績がわからない

662 女性 頑張ってる

664 女性 公害対策を初め、国民が暮らしやすい国づくりをしている

665 女性 特に何もない。

666 女性 名前しか聞いたことがない

669 女性 なにをしているところなのかよくわからないです。

670 女性 よくわからない

671 女性 とくに

673 女性 環境のことを考えている

675 女性 特にない

676 女性 特にない

678 女性 環境のことについて詳しく調べてる

679 女性 新たなる改善を期待している

681 女性 環境省自体があまりわからない。

682 女性 よくわからない

684 女性 よくわからない

685 女性 よく知らない。ほんとに環境について対策してるのかなあ

686 女性 よくわからない

688 女性 わからない

689 女性 特になし

690 女性 せくしー
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692 女性 四代公害

693 女性 環境のことについて多くのことを考えてくれているイメージ

695 女性 正直何をしているか全くわからない。授業で習う範囲しか知らない。テレビでもあまり報道されていない

697 女性 プラスチックゴミを減らして魚や人々が住みやすい環境をつくってほしい

698 女性 小泉さんが大臣してるとこ

700 女性 小泉

701 女性 あまりよく分からない。

702 女性 よくわからない

703 女性 公害対策のために作られた

704 女性 環境問題について対策を考えてはいるが、十分に実施出来ていないと思う。

706 女性 縁の下の力持ち

708 女性 特になし

709 女性 小泉大臣が頭悪い発言してる

710 女性 特になし

711 女性 環境庁から環境省に格上げされた、小泉進次郎大臣

712 女性 よくわからない

713 女性 しらない

715 女性 よく分からない

717 女性 日本の環境について考えている人たちのいるところ

720 女性 なし

723 女性 ・小泉さん・内容は何をやっているかよく分からない

725 女性 環境を守る人

727 女性 環境に関する仕事をしている

734 女性 よくわからない

735 女性 もうちょっと日本の環境を意識して欲しい

736 女性 環境について問題を解決している

737 女性 わからない

742 女性 小泉さんがいるところ

754 女性 よくわからない

755 女性 わからないです

757 女性 特になし

768 女性 難しそう

773 女性 頭が悪いのでよく分からない

782 女性 環境問題について日々議論している

788 女性 あまりよく知らないけど、日本のプラスチックゴミ問題に積極的に取り組んでいるイメージ。

790 女性 よくわからない。

797 女性 とくになし

802 女性 なにもない

807 女性 何ともない

808 女性 わからない

810 女性 大臣が小泉進次郎

813 女性 よくわからないけどポイ捨てをする人を減らし、エコな社会へみたいなことを行うと思う。

814 女性 特になし

817 女性 災害対策

821 女性 環境を綺麗にするために仕事をしてくれている。

829 女性 日本の環境について詳しくやっているところ。

830 女性 何をやってるのかわからない

833 女性 これといった成果がない

838 女性 何をやってるのか分からない

840 女性 正直そこまで何をしているのか分からない

843 女性 どうも思ってない

844 女性 イメージがわかない

866 女性 2011年の福島原発以来は経済産業省と協力しながら取り組んでいる感じがする

870 女性 分からない

877 女性 考えたことがない

939 女性 地球温暖化の対策や熱中症の対策をしているイメージ

973 女性 特に知らない

982 女性 環境問題を解決するところ省庁の中では目立たない印象を受ける


