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1 男性 再生可能エネルギーを増やしていったらいいと思います。

3 男性 資本家による再生可能エネルギーへの投資と石油利権に対しての癒着から離脱

6 男性 電力の節約など、小さなことからコツコツみんなでやるのが大事

11 男性 エコする

14 男性 世界各国での「温暖化対策」で、同じ考えを積極的に共有して実行する。

15 男性 二酸化炭素を出来るだけ出さない社会政策

16 男性 日々のゴミの分別や、細かなことを全体で行えば良いと思う。

18 男性 電気使用量の削減

22 男性 わかりません

23 男性 便利にするのは良いが、CO2を出さないような環境にしなければいけないと思う

27 男性 温室効果ガスの排出を実質0にする

36 男性 もうすでにおそい

38 男性 排出ガスなどの地球に有害な物質の発生を出来る限り少なくすること

40 男性 特になし

41 男性 国や国民こぞって全世界で協力しあいできることは努力する

43 男性 石油に代わる新エネルギーを見つける

47 男性 電気自動車のより多くの普及→電気エネルギー源を増やす

55 男性 日本の技術を広めること

63 男性 できるだけ煙とゴミを出さない、木などの植物を植えるべきだと思う。

65 男性
電気は当たり前になってきているので、火力発電は仕方ないと思う。だから、空いている土地に植林をして、
それを失業者や仕事を探している人が管理していくような形のものを政府が作る

69 男性 二酸化炭素軽減

70 男性 一人一人の意識

72 男性 真剣に向き合う

74 男性 木を植える

78 男性 ない

82 男性 日本のフロンガス排出規制

83 男性 分からない

86 男性 ポイ捨てをやめることともし車を買ったらハイブリッドカーにしたい

87 男性 なし

88 男性 原子力発電所の稼働

92 男性 世界で一丸となった対策。

93 男性 火力発電に変わる発電方法を増やす

94 男性 我慢すること

101 男性 発展途上国の温暖化に対する理解

103 男性 化石燃料の乱用をおさえる

106 男性 必要な量のみの生産

111 男性 地球に生きる民全員が一丸となって対策を練る

113 男性 政府を中心とした社会全体での取り組みが大事だと思う

123 男性 特にありません

127 男性 企業の努力が必要であると思う。

131 男性 レジ袋の完全有料化公共交通機関の利用増加

132 男性 冷暖房の使用を避ける

134 男性 必要でない

135 男性 わからない

138 男性 社会全体で温室効果ガス削減に取り組んでいく

140 男性 不可能

141 男性 植樹

148 男性 個人の排出量の削減、具体的にはレジ袋削減など。

150 男性 CO2削減

151 男性 ひとりひとりの意識改革

154 男性 二酸化炭素排出を抑える

155 男性 消費を減らす

158 男性 火力発電を減らす

159 男性 特になし

163 男性 公共交通機関を利用する

164 男性 もっと太陽光発電や風力発電などを推し進めるべきだ

166 男性 低コスト車両

172 男性 なし
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173 男性 特に無い

175 男性 再生可能エネルギーの開発

176 男性 みんなで取り組むこと

177 男性 二酸化炭素の排出を減らす

180 男性 よく分からない

181 男性 電気自動車の普及

183 男性 他に

185 男性 地球について知るべき

187 男性 節電

193 男性 車の排出ガスを減らす

202 男性 電気自動車の価格を抑えて普及させる

203 男性 原子力発電の推進

204 男性 ない

206 男性
個人ができることはあまり無いし大したことはないので、各国の政府同士で「守らなくてはいけない」ルール
を決めるべき

207 男性 車の燃費

211 男性 とくに

212 男性 プラスチックの削減

214 男性 二酸化炭素の排出を減らす

216 男性 良いと思うから

217 男性 一人一人が地球温暖化の深刻さを知り改善しようとする気持ちを持って生活するかも

221 男性 国民一人ひとりの意識の改善。

227 男性 省エネする

229 男性 もっと考えるべき

230 男性 車の排出ガスを減らす

231 男性 無駄な電気などを使わないように使わない物はコンセントを抜いたりする

239 男性 興味が無い

243 男性 なし

244 男性 全国民の意識改革

245 男性 知らない

250 男性 あまりエアコンをつかわない

251 男性 なんとかする

257 男性 これまで以上に環境を考えた製品などを開発すべき

261 男性 冷房の設定温度をなるべく高めに設定する

265 男性 プラスチックのさくげん

268 男性 節約する

272 男性 一つの国だけでなく全体で協力すべきだ

274 男性 各個人が生活の中で排出する二酸化炭素の量を減らすようにする

278 男性 原因を断言できるほど明確に解明すること

279 男性 すぐに対策するというよりは徐々に減らしていくべき

282 男性 一人一人の意識を変えていくこと

284 男性 温室効果ガスの減少

286 男性 みんな頑張ろう

289 男性 再生可能エネルギー

292 男性 一人一人の意識が大切

293 男性 リサイクルできるものは可能な限りリサイクルしていく。

295 男性 レジ袋を受け取らない

296 男性 火力発電に頼らない

298 男性 クリーンエネルギーや再生可能エネルギーへの転換

299 男性 再生可能エネルギーを開発する

303 男性 火力発電の稼働率低下

304 男性 二酸化炭素排出やめる

305 男性 特になし

307 男性 節電、ゴミを出しすぎない、車でなく自転車やバス、電車を使う

308 男性 3Ｒ

311 男性 人口を減らす

313 男性 余計な製造をしない事。

314 男性 私1人がやっても変わらない、と言った意識を1人ずつ変えていく必要があると思う。

317 男性 車を減らす
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318 男性 資源の削減

319 男性 なんとなく

321 男性 植物をたくさん植える

324 男性 二酸化炭素を減らす

325 男性 とにかく化石燃料の使用を控えるべき！

327 男性 節電

328 男性 個々の努力

329 男性 みんなで努力するべき

331 男性 排出量取引制度をなくす事これを国がやらないと対策できない

333 男性 節電

335 男性 ガソリン自動車以外の車を使う

338 男性 CO2の削減　森林保護

341 男性 ガソリン車を無くす

348 男性
個人が対策をしたときにもっとメリットがあれば、対策をする人が増えるのではと。長期的なリターンを見込
める人間が世の中から減っているので。

349 男性 資源の節約などをするべき

351 男性 社会全体でエコを推進すべき

352 男性 二酸化炭素を違う元素に変える

353 男性 森林火災の防止

354 男性 一人ひとりの努力

359 男性 ごみをすてないあ

361 男性 社会全体が協力すべき

362 男性 個人の取り組み

368 男性 ない

373 男性 特になし

375 男性 特になし

376 男性
企業の温室効果ガス削減は進んでると思うので、家庭で出るエアコンや車から出る温室効果ガスの削減(電気自
動車化の推進)また、再生可能エネルギーを増やす、そして、中国などの温室効果ガスを多く出している国への
呼び掛け

384 男性 プラゴミを減らすこと

387 男性 特にない

388 男性 対策の必要がない

393 男性 わからない

395 男性 温暖化は人類の活動のせいではないため、対策は必要ない。

396 男性 一人一人がエネルギーの削減に努める

400 男性 ゴミのポイ捨てを減らしたりリサイクルをしたりする

403 男性
今後のことを考え今のうちに作物が育てる事のできる惑星を探すのに並行して政府と科学者とで今後のことを
話し合い国民に問い掛け世界中の全員が地球温暖化の深刻さに気付いて行動すべきだと思う。

405 男性 クーラーなどの使い過ぎにキオつける

412 男性 わからない

413 男性 でんきをもっとつかう

414 男性 節電

415 男性 温室効果ガスのさくげん

416 男性 なし

419 男性 ガソリン車の利用制限。公共交通機関の発達。

424 男性 特に何

425 男性 温暖化しても人類が生きられるようにする

431 男性 政府主体

433 男性 冷たくする

445 男性
石炭火力発電を止めて、原子力発電や再生可能エネルギーでの発電に取り組むべき。しかし、それによって経
済成長が妨げられるようなことがあってはならない。

447 男性 ゴミの分別をしっかりし、二酸化炭素の排出を減らしていくことが必要だと考える。

451 男性 無駄にものを燃やしたりしない

452 男性 一人一人が必要のないゴミを出さないのが必要だと思う

453 男性 一斉に工場などの設備を停止する。

456 男性 二酸化炭素削減

466 男性 資源の無駄遣いを減らす

468 男性 特になし
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470 男性 二酸化炭素の削減

472 男性 一人一人の意識

474 男性 一人一人の意識

481 男性 資源の再利用

482 男性 わからない

484 男性 原因の究明

485 男性 電化製品はこまめに電源をきる。

492 男性 バイオ燃料の普及

495 男性 排気ガス削減

504 男性 排気ガスを減らす

505 男性 リサイクル、エコ

507 男性 温暖化に対する教育を施す

510 男性 社会全体が危機意識を持つ

518 男性 電気自動車の普及

522 男性 よくわからないから

526 男性 ゴミを分別する

529 男性 二酸化炭素の削減森林の増加

531 男性 企業の努力

533 男性 車の利用を減らす

535 男性 対策しない国には罰則を与える

536 男性 燃料電池車の普及や、再生可能エネルギーのさらなる推進

537 男性 ゴミ

538 男性 二酸化炭素の排出

539 男性

地球の自然サイクルであるなら、順応し、国を中心にして補助金などの対策を講じ、住めないレベルになった
ら宇宙移住計画がある意味解決策ではある。しかし、温室効果ガスが原因だとするとまずは、中国の温室効果
ガス排出量を減らすことに注力し、地球全体で、減らしていかなければならない。また、温室効果ガスを無害
なものに変える研究を進めるなどの対策が必要だと考える。

546 男性 深く考えていない

550 男性 1日一つはできるような簡単なことからやってみる

551 男性 人間が全滅すればいい

554 男性 ガスの電気化

567 男性 二酸化炭素排出量の削減

572 男性 電気の使用をできるだけ減らす

573 男性 再生可能エネルギーによる電源を増やす

576 男性 先ずはごみを減らすこと

577 男性 社会全体で温暖化に対する意識を変えていく必要がある

578 男性 石油をなるべく使わない

580 男性 自然エネルギーの活用

587 男性 わからない

590 男性 自動車が一人一人所持するのを防ぐ

592 男性 わからない

596 男性
温暖化に影響を与えていると思われるものについて社会全体で考えできる限りの行動を取ること。企業や政府
は自然環境への負担軽減、省エネルギー化にかける研究を積極的に行ったり、研究費を増やすこと。

597 男性 国家間の意思疎通と具体的な行動力口約束だけではダメだということ

599 男性 温室効果ガスを抑えるしかない

605 男性 分からない。

609 男性
例えば、名目上エコバックを入れる/エコバッグを取り出しやすいスペースを作ったリュックサック等、気持ち
の負荷を低くするための活動/商品を作る。企業が呼びかけてコンセプトを共有して作れるといいな、と感じま
すがどでしょうか。

611 男性 なし

615 男性 分からない

618 男性
再生可能エネルギーによる発電をすることが必要であると考える。また、自動車を電気自動車や水素自動車に
切り替えていくことも必要であると考える。

622 男性 わからない

624 男性 二酸化炭素削減

625 男性 特になし

628 男性 どうしようもない

629 男性 畜産業により排出される温室効果ガスの削減
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633 男性 わからない

636 男性 大きな機関の提案

637 男性 再生可能エネルギーの普及

641 男性 身近なことからできるのでそれを積極的に行う

645 男性 特にありません

648 男性 温室効果ガスの削減は当然のこと、科学がもっと進歩すべき

650 男性 化石燃料削減

655 男性 排出ガスを減らす

657 男性 ない

662 男性 企業が排出する温室効果ガスの削減

664 男性 何となく

669 男性 まず、車の電気化、工場の排出ガス

670 男性 分からない

681 男性 社会全体が考えなければいけない問題

688 男性 技術開発と自然保護の調和(共生)

690 男性 特にない

692 男性 できるだけ車を使わない

693 男性 地球のサイクルだと考えているためしょうがない。

694 男性 世界全体としてすぐに動き出せる方法を模索

698 男性 廃棄ガス削減緑を増やす

701 男性 国一体となって行動する

704 男性 一人ひとりが意識を持つこと

711 男性 日々の生活をかえる

721 男性 植林など一石二鳥のことなどを進めるべき

727 男性 排気ガスの削減や、再生紙などのゴミなどを出さない商品の開発

728 男性 二酸化炭素を減らす

729 男性 二酸化炭素の削減

731 男性 なるべくエコな生活を心がける

733 男性 二酸化炭素排出の削減など

735 男性 これ以上の進化、改革、便利化は必要ない。便利化し過ぎた結果、が温暖化だから。

743 男性 社会全体の意識改革

748 男性 人口を減らす

752 男性
先進国は今までに環境に対して悪影響を及ぼしてきたと思う。だから、発展途上国に温暖化対策をしろと言う
のはどうかと思う。

754 男性 人々一人一人の意識

756 男性 分からない

761 男性 一人ひとりの行動が大切

762 男性 電気自動車を増やすべき

769 男性 世界中に花を植えよう

771 男性 行きすぎた開発は抑えるべき

772 男性
中国に国連加盟国全てで、抗議しないと意味はないと思う。　グレタもアメリカだけに、文句言うなら、中国
にも言えばいいのに、

775 男性 二酸化炭素を出すこと自体は仕方がないと思うので、それを打ち消す方法を考えるべきだ。

778 男性 一人一人が自分にも関係のあることだと自覚しておく必要がある。また、意識して行動すれば良い。

782 男性
温暖化の原因となる物質を出す生産機構を別のものに変える日々の小さな気遣いを行えるよう国全体で対策を
打つ

783 男性 CO2の削減

784 男性 わからない

785 男性 ない

786 男性 ゴミの削減

787 男性 まずは協定達成のための手段を議論する

788 男性 ガス排出の軽減

789 男性 技術的問題

790 男性 国民の意識の改善

791 男性 人類が滅ぶ。

792 男性 特になし

794 男性 リサイクル

795 男性 一人一人の小さな意識

796 男性 発展国が中心に早急に温暖化対策の技術を発展させる
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797 男性
無駄なエネルギー排出を避け、日にち単位でエネルギーの使用量にも制限をかけるなどして皆で協力しあう必
要がある。

798 男性 まずは誰にでもできる分別などの細かい事を個人個人がする。

799 男性 エコ活動がひつよ

800 男性 なし

801 男性 なし

803 男性 ここですぐに簡単に答えを出せるような問題ではないと思います

804 男性 化石燃料に変わる資源の獲得

805 男性 二酸化炭素排出量制限

806 男性 ゴミを削減する

807 男性 なんとなく

808 男性 温室効果ガスの削減を図るべき

809 男性 国際的に強制力を持った条約等を作ることが良いのではと考える。

810 男性 意識の変化

811 男性 もう遅い

812 男性 わからない

813 男性 まずは二酸化炭素の量を減らすこと。あとは一人一人の意識だと思う

814 男性 各個人が温暖化への興味を持つこと

815 男性
まずは、政府機関が中心となり企業や個人に協力を呼びかけるべき。政府機関は、地球温暖化対策を行うよう
に呼びかけて、対策を行なったところにはそれなりの報酬をあたえるべき。どうしても企業は利益のことを考
えてしまうが、このように国からの支援があればやりやすい。また、CSRの活動ともなる。

816 男性 レジ袋や割り箸の有料化

817 男性 世界各国が足並みをそろえること

818 男性 ゴミ捨て

819 男性 ゴミをすてない

820 男性 世界各国が協力して再生可能エネルギーを多く使うべき

821 男性
国として対策に乗り出すのはもちろんだが個人個人も問題意識を持ってこまめに電気を消すなど一人一人がで
きることをやっていくべきだと思う

822 男性 自動車を電気自動車にする

823 男性 社会全体の意識改革

824 男性 Co2の削減、

825 男性 緑を増やす

826 男性 化石燃料にできるだけ頼らない体制を整えること

827 男性 わからない

828 男性 特になし

829 男性 節電

830 男性 特には無い

831 男性 意識改革

832 男性 排気ガスの削減

833 男性 息を吸うのを少し控える

834 男性 植林

835 男性 まずは身近な所から変えていくべきで、3Rを徹底することが必要

837 男性 分からない

838 男性 息をしない

839 男性 火力発電をへらす

840 男性 省エネ対策

841 男性 暖かくすればいい

843 男性
会社としてとかでなく、世界規模で温暖化に対して取り組み個人としてやるべきことを探すことが必要だと思
う。

844 男性 森を増やす

845 男性 法整備

846 男性 高効率電気製品の普及、ソーラーパネルを全世帯に設置、二酸化炭素を固形物にし使用する。

847 男性 CO2を減らすオゾン層の破壊を阻止すること

848 男性
どんなに小さい企業だったとしても、それぞれの人たちがゴミの分別などを気をつけていき、できれば技術開
発なども進めていく

849 男性
政府主導のもと、積極的に地球温暖化対策をした企業には減税をしたり、逆に問題のある企業には課税するよ
うにするべきだと思う。

850 男性 電気自動車の普及
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851 男性
まずは二酸化炭素濃度を下げて、工場の数も減らし、森林などを増やして、地球温暖化問題を解決してほし
い。

852 男性 エコカーをもっと安くする

853 男性 政府が中心となって取り組む

854 男性 5Rを意識すると

855 男性 国民一丸となって取り組むべきだと思います。

856 男性 なるべく化石燃料を使わずにバイオマス燃料などを使う

857 男性 個人の努力や企業政府の努力

858 男性 進んで電気自動車などの製品を使っていく。

859 男性 わからない

860 男性 二酸化炭素排出量を減らす

861 男性 ゴミと無駄を減らす

862 男性 分かりません

863 男性 二酸化炭素を吸って、酸素を吐く植物の繁殖促進。

864 男性 緑化

865 男性 発展途上国をなんとかする

866 男性 自動車の改良

868 男性 電気やガスなど身近なものを使う頻度を減らす古い文化を利用する

869 男性 エアコンの使い過ぎを避ける

870 男性 オゾン層を厚くする

871 男性 省エネ、交通公共機関の使用

872 男性 節電とかは置いておいて、動物をすぐに殺さない、自然を壊さない。自然を生かしていくこと

875 男性 排気ガスを減らす

876 男性 エコバッグ

877 男性 どの国も拒否しないでやるくらいのちょっとした対策を決める

878 男性 わからない

879 男性 削減

880 男性 緑を増やす

881 男性 一人一人の削減エアコンやガス、車など

882 男性 電気の力を使って二酸化炭素をあまり使わないようにする。

883 男性 各々が身近な資源の節約をまず心がけること。

884 男性 環境に優しい車にのる

885 男性 二酸化炭素を増やさない、もしくは減らしながら人類がこれからも発展するように技術開発が必要。

886 男性 世界全体が少しでも温室効果ガスの排出を減らすために新たに協定を結ぶ。

887 男性 電気自動車への切り替え等

888 男性 石油に変わる新しい資源の開発バイオエタノールなど

889 男性 クーラー廃止

890 男性 生産量を調整する

891 男性 特に無し

892 男性
今まで通りの暮らしをしつつ、意識を少しずつ変えていくこと。急激に「温暖化防止の為に」と締め付けるの
は逆効果だと感じる。

893 男性 プラスチックを減らす。政府が中心になって削減の方針を決めるべきだ。

894 男性 なかなか難しい

896 男性 自動車の二酸化炭素排出を抑えた自動車の普及、冷暖房を抑えて使う

897 男性 地球から出ていく

898 男性 エコ活動

899 男性 今は分からない

900 男性 社会全体が意識をするべき

901 男性 二酸化炭素の削減

902 男性 富を独占している人から税金を取る

903 男性 ひとりひとりが意識すること

904 男性 環境保全

905 男性 人ごとと思わず、身近にあるできることから始める

906 男性 わからない

907 男性 社会全体の協力

908 男性 わからない

909 男性 みんなが小さいことから積み重ねていくしかないと思う

911 男性 排気ガス削減

912 男性 自動車のハイブリッド化
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913 男性 日本は、この調子でいいと思う

914 男性 １人１人の努力が大切だと思う

916 男性 排出ガスを減らす。

917 男性 まずは、アマゾンの森林破壊の進行を止めること

918 男性 リサイクル、自動車の電動化

919 男性 なし

920 男性 なし

921 男性 個人個人の小さな節制の心掛け。

922 男性 世界の車のハイブリッド化

923 男性 自然エネルギーによる発電

924 男性 とくに

925 男性
自分は地球温暖化より世界平和もしくは、醜い物欲をなくして、調和の取れた世界こそ目指すべきところだと
思う

926 男性 徹底した空調管理 など

927 男性 節電や、電気作りをどのようにするか

928 男性 社会全体が動くこと

929 男性 まずは排出ガスを減らす技術を開発させる

930 男性 ひとりひとりが環境問題に対する意識を常に持つことが必要

931 男性 温室効果ガスを削減すること。

932 男性
環境のことを第一に考えた行政や、企業の取り組みを行い、国民全員が温暖化対策に対し、普段の生活におい
て環境に配慮しなければいけないという共通認識をもつような社会を築き上げること。

933 男性 簡単なとこでは節電が出来るはずだ。

934 男性 二酸化炭素をへらす

935 男性 なにもしない

937 男性 緑を守り再生可能エネルギーを作り出す

938 男性 今更何もできないと思う

939 男性 人間の数を減らす

940 男性 なし

941 男性 ディーゼル車の削減など

942 男性 一人一人が意識を持つ。

943 男性 ない

944 男性 分からない

945 男性 車の燃費

946 男性 国民一人一人がもっと興味を持つべき

947 男性 いつまでに温暖化ガス排出ゼロとか未来のことじゃなく、今できることを探すべき

948 男性 ごみ削減、省エネ

949 男性 社会全体で無駄なもの・ことを無くすこと。

950 男性 いろいろ

951 男性 国民一人一人が意識して、生活をする。

952 男性 技術革新によるCO2削減

953 男性 今のところは思いつかない

954 男性 地域単位で取り組む必要がある

955 男性 無駄なものは減らす対策

957 男性 ガソリンを極力使わない

958 男性 企業、国をあげて地球温暖化を止めるために、私利私欲を捨て、行動すべきだ

959 男性 無駄な二酸化炭素などを出さないようにそれぞれの会社が努力すべき

960 男性 わからないから

961 男性 レジ袋をもらわない。車の使用を控える。資源を無駄遣いしない。

962 男性 多くの権力者を味方につける。

963 男性 節電

964 男性
CO2排出削減のために、水素をエネルギーとした自動車の増加　植物を増やす運動　焼畑農業、化石燃料の燃焼
減少　フロンガス削減?先進国の削減意識

967 男性 温室効果ガスの排出を減らす。

968 男性 社会の成員全員が意識する

970 男性 減らせるところから減らしていく

971 男性 リサイクル

972 男性 国だけでなく、一人ひとりが意識を改めることが大切だ。

973 男性 排気ガスをへらす

974 男性 再生可能エネルギーの利用促進
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975 男性 国を挙げて対策を練る

976 男性 温室効果ガスを出さないようにする

977 男性 国際的に温室効果ガスの排出削減に向けて、一体になって動くこと。

978 男性 みんなでいしきする

979 男性 なるべくエコな生活をしようとしている

980 男性 排気ガス規制

981 男性 特になし

982 男性 出来るだけ車を使わない

983 男性 特になし

984 男性 温暖化対策としてされている全ての事柄の理想を早く現実にする。

985 男性 もっと周りの国も協力して削減を促していくべきだと考える。

986 男性 ゴミを減らす

987 男性 電気自動車にする

988 男性 自分の生活を見直す

989 男性 よくわからない

991 男性 二酸化炭素の排出を押さえる

992 男性 もっと危機感を持つ

993 男性 火力発電に代わる、再生可能エネルギーによる発電を可能にすること

994 男性 なし

995 男性 わからない

996 男性 環境を大切にする。地球温暖化は進んでいるが、地球の周期内であることも確かである。

997 男性 電気自動車の普及

998 男性 一人ひとりが、興味関心を持つこと、子供たちが自然の中で幼少期を過ごせるようにする事。

999 男性 節電

1000 男性
各家庭で排気ガスの出る車など使うのをなるべく減らしたり、ゴミをなるべく出さないよう心がけることから
始める

1004 男性 デモに参加する

1005 男性 わからない

1015 男性 再生可能エネルギーを充実させる

1017 男性 パフォーマンスにすぎない

1026 男性 各個人が温暖化に高い意識をもって生活する

1028 男性 二酸化炭素の排出量を抑制し自動車を電気自動車に節電や節水、身近に出来ることからすれば良いと思う

1035 男性 各国一丸となり温室効果ガスなどを削減

1046 男性 政府が負担の少ない方法を出す

1051 男性 ひとまず各国が一丸となり、対策を練る

1055 男性 科学者への援助

1063 男性 わからない

1064 男性 わかりません

1065 男性 車の使用を控える。電化製品をあまり使わない。

1067 男性 温暖化対策商品に対し、日用品も含めて軽減税率などの優遇をする

1070 男性 わからない

1072 男性 再生可能エネルギーを作り出す。

1077 男性 一人一人が意識する

1084 男性 ポイ捨てをやめる

1087 男性 日本において言えば、原子力発電所を今すぐ再稼働すること。

1090 男性 植樹活動や電気自動車の更なる普及

1096 男性 一人一人が自覚して、そして実際に行動に移すこと。

1097 男性 わからない

1098 男性 廃棄量を減らす

1105 男性 個人での小さな削減

1111 男性 政府が中心となって進めていくべき。

1127 男性 二酸化炭素を削減するためにもっと自然を保護すべきだと思う

1132 男性 節電

1152 男性 分からない

1154 男性 分からない

1157 男性 再生エネルギーの推進、活用

1158 男性 電気のコンセントを使っていないときは抜く

1161 男性 ゆったりとした暮らしを取り戻すこと
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1165 男性 世界的な法律

1167 男性 みんなで頑張る

1170 男性 再生可能エネルギーをより効率よくうみだし、利用を増やすべきだと思う

2 女性 植林活動を推進すべき、開発もいいが酸素を出す緑が必要と思う

4 女性 人的によって地球にダメージを与える事をしないようにする

5 女性 節約、リサイクル、分別

7 女性 木を植える

8 女性 一人一人の意識改革

9 女性 再生可能エネルギーの活用

10 女性 エコ

12 女性 できるだけ交通機関を使うことが必要

13 女性 わからない

17 女性 ゴミを減らすや3Rなど環境の問題を考える

19 女性 みんなが温暖化の危険性を理解すること

20 女性 車の利用を減らす

21 女性 温室効果ガスの削減

24 女性 排気ガスの削減

25 女性 分からない

26 女性 無駄なゴミを排出しない

28 女性 リサイクル

29 女性 なるべく徒歩や自転車で移動するなど

30 女性 わからない

31 女性 ない

32 女性 電気を使い物を減らしたり、発電方法を改善する。

33 女性 新しい技術を生かして二酸化炭素排出を削減すること

34 女性
日々の当たり前のことを少し気をつけるだけでも減らせる。社会一体となってそれぞれアプローチできるとこ
ろを行いたい

35 女性 二酸化炭素排出削減

37 女性 しらない

39 女性 二酸化炭素の排出量を減らすことをする

42 女性 社会全体が協力する

45 女性
一部が頑張ってもあまり意味がないと思うので、自分も含めみんながもっと現実をよく知って危機感を覚えな
ければいけないと感じた。

46 女性 ゴミを少しでも減らす。

48 女性 絶対にやらないといけないことだとは感じない

49 女性 冷ます

50 女性 クーラーの消し忘れ

51 女性 社会全体が他人事と思わず取り組むべき。

52 女性 個人レベルでの意識改革

53 女性 ひとりひとりが意識を持ち、政府が積極的に政策など進めていくべきだと感じた

54 女性 自然の浄化作用なので人類は滅んでもしょうがない

56 女性 温室効果ガスを減らす工夫をする

58 女性 発電方法の見直し

59 女性 森林の保護

60 女性 できるだけエネルギーを使わないようにする

61 女性 生活から排出されていく二酸化炭素や有害物質をあまり排出されないものを作っていくべき

62 女性 運動によるガスや電気の代わりになる物を作ることが出来れば良くなると思う

64 女性 特になし

66 女性 自動車等の排気ガスの削減

67 女性 世界全体でもっと深刻に考えるべき問題だと思う

68 女性 わからない

71 女性 工場からの二酸化炭素の排出量を制限したり、電気自動車の普及に努める。

75 女性 植物を植える使うエネルギー、特に電気などを削減するクリーンエネルギーをもっとつかえるようにする

76 女性 排気ガスを減らす

77 女性 個人の努力

79 女性 色々と削減するべき

80 女性 一人一人の意識を高める事。

81 女性 一人一人が行動に移す
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84 女性 特にわからない

85 女性 社会全体で取り組む

89 女性 二酸化炭素の排出を減少させる

90 女性 なし

91 女性 しらない

96 女性 なし

97 女性 エアコンの温度を28度に徹底する

98 女性 たいへん

99 女性 とくになし

100 女性 工場によるガスや汚水の排出を抑えるべき。

102 女性 具体的なCO2の削減、永久凍土の解凍の防止

104 女性 個々の理解

105 女性 特にない

107 女性 最悪の場合電気料金の値上げなどが必要だと思う。

109 女性 電気自動車を使う。エアコンの温度設定考える。みんなでそういう雰囲気作る。

110 女性 特になし

112 女性 わからないから

114 女性 特になし

115 女性 わからない

116 女性 植物を増やす

117 女性 わからない

119 女性 車の排気ガスを減らすために電気自動車などつくる

120 女性 わからない

121 女性
まず、ひとりひとりが温暖化に対しての知識を持ち、地球への負担を減らす意識を常に持つこと。国や企業は
国民がそうしやすいように制度や製品を地球を傷つけないようなものに変えていく必要がある。

122 女性 なし

124 女性 温室効果ガスの排出量を減らすためのシステム

125 女性 再生可能エネルギーへの転換

126 女性
日本のような二酸化炭素の排出量が多い国はもちろん、他の国も二酸化炭素の排出量の削減に務めるべきだと
思う。二酸化炭素の排出量が多い国は、自動車をあまり使わないなど少しでも努力するべきだ。

128 女性 なし

129 女性 わからない

130 女性 分別

133 女性 排気ガスを減らす

136 女性 現在利用しているエネルギーをより効率的に使う。

137 女性 無駄なゴミなどを減らす

139 女性 排出ガスを減らす

142 女性 車なども変えたり、工場の作業なども変えて一年に少しでも変える努力をすること

144 女性 ない

145 女性 個人がこつこつ省エネに務め、交通手段等を変えること

146 女性 わからない

147 女性
義務教育で、温暖化についてより詳しく教えるべきだと思う。自分一人なら大丈夫という考えが温暖化を進行
させることや、便利な世の中の反面でどのような悪影響があるのかを知らずに行きている人が多い。だから、
意識をそこに向けさせる必要があると考えます

149 女性 できるだけ公共交通機関を使う

152 女性 各家庭の電気の使用量や、自動車の利用量を減らす。

153 女性 1人1人が自覚を持ち、国政府全体でやっていかなければならない

156 女性 プラスチックを減らす

157 女性 コツコツと努力すること

160 女性
火力発電所をこれ以上増やさないことが必要。無駄な電力消費を洗い出して削減することが必要。それを国全
体で行うことが必要。

162 女性
温暖化の外因になってる事を一気にいきなりは無理だと思うから、少しづつでいいから減らして行かないとい
けないと思う。

165 女性 森林を植える

168 女性 排気ガスの排出が少ない車を作る。

169 女性 車を使うのを減らす

170 女性 なし



2020/1/31

日本財団18歳意識調査  「第２１回 - 気候変動 -」 自由回答集

No 性別 Q11　あなたは、温暖化対策に向けてどのような対策が必要だとお考えですか。

171 女性 生活の中に温暖化の対策ができるように考えて欲しい

174 女性 川にゴミを捨てない

179 女性 政府が企業に出資し、温暖化対策のものを作るべきだと思う。

182 女性 CO2削減

184 女性 特になし

186 女性 二酸化炭素の排出量を減らすべきだと思う

188 女性 節水節約

189 女性 科学技術

191 女性 ゴミを減らす、服なども環境によい素材を使う

192 女性 一人一人が向き合うべき

194 女性 木を植える

195 女性 自動車の排出ガスなど改善を要する

196 女性 該当なし

197 女性 私生活から気をつける

198 女性 温暖化のことをもっと知り1人だけじゃなく、社会全体が温暖化のことについて考えることが大事

199 女性
個人それぞれが活動するのではなく世界全体が協力し合い、それぞれの意見を聞き入れつつ解決していくこと
が大切だと思う

200 女性 ビニール袋を断る

201 女性 ペットボトルなどの資源のリサイクル排気ガスを減らすなどの活動

205 女性 一人一人が無駄なことをしないように気をつける。地球は人間のものでは無いということを自覚する。

208 女性 排気ガスなどを減らしゴミの分別をちゃんとする

209 女性 まずは1人1人が温暖化について知ることから始めるべき

210 女性 分からない

213 女性 社会全体で温暖化対策を意識する。

219 女性 個人個人が意識を持ちできることから少しでも始めること

222 女性 ゴミを減らす

223 女性 CO2の排出量の削減

224 女性 社会全体が意識しないと変わらない。東日本大震災の節電の時のようにCM等を利用した方が言いと思う

225 女性 わからない

226 女性 できることから積極的に始める

228 女性 ドラッグストアや携帯ストアの電気の使用量を減らすべきだと思う。

232 女性 影響力の大きい国家、政府、企業は特によく考えるべき

233 女性 廃棄ごみなどを減らし、今の生活を全員が改めるべき

234 女性 再生可能エネルギーをつく

235 女性 二酸化炭素を排出しない

236 女性
対策の為の設備が不足していると感じる。電気自動車はあるが給電所が少ない、太陽光パネルはあるが購入価
格と用途機会が比例していない、また、余電気の買い取り価格が下がる等一般の人間でも手を出しやすいと思
えるような対策が必要だと感じる。

237 女性 ない

238 女性 節水節電、自然エネルギーの活用。

240 女性 個人よりも企業や自治体がco2削減の努力をする

241 女性 一人一人の意識企業の対策

242 女性 森林を増やす

246 女性 エアコンの設定温度

247 女性
少しずつでも、リサイクルしたり、資源は有限だから大切にしていくことが、温暖化やその他の環境問題を良
くしていく上で大切だと考える。

248 女性 中国やアメリカがもっと減らす努力をすべき

249 女性 排出ガス

252 女性 なんでストライキをするのかわからないから

253 女性 何かと節約するのがいいと思う

254 女性 わからない

255 女性 節電などで電力の消費を抑えるなどできることからやっていくべきだと思う

258 女性 あまり分からない

259 女性 厳格な法整備と、温室効果ガス排出を伴わないエネルギー資源の開発

260 女性 政府が企業に対して規則を作ること

262 女性 ゴミを減らす

263 女性 極力車に乗らない
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264 女性 なし

267 女性 節電や節水のように一人一人が少しずつ対策をすればいいと思う。

269 女性 木をたくさん増やす

270 女性 車の排出ガスを削減すべきだとおもう

273 女性 家から小さなところから

276 女性 よく分からない

277 女性 特にない

280 女性 リサイクル

281 女性 発電に力を入れる。

283 女性 ビニル袋の使用ゼロなどできることから徹底していく

285 女性 特になし

287 女性 電気自動車など、日本の技術の高さ見十分に活かせる方法で苦しまずに減らしていく方法を考える

288 女性 温室効果ガス排出の削減科学技術の発展による解決

290 女性 再生可能エネルギーの活用

291 女性
まずは再生可能エネルギーの使用の増加だと思います。あとは節電・節水やリサイクルを強化すべきだと思い
ます。

294 女性 省エネ

301 女性 わからない

302 女性 国をあげて排気ガス排出について大幅な減量を打ち出す策を講じるべき

306 女性 エコバックの使用

309 女性 ない

310 女性 思い浮かばないです。

312 女性 歩くことやリサイクル

315 女性 リサイクルする

316 女性 まずは世界中の人々の温暖化への意識を生むところから必要だと思う

320 女性 それぞれの家庭で節電を行う

322 女性 ひとりひとりのこころがけ

323 女性 車を全てハイブリッドにする

326 女性 交通の便をよくする

330 女性 分からない

332 女性 節電

334 女性 わかりません

336 女性 リサイクルを心がける

337 女性 一人一人が温暖化という事実を真摯に受け止めてCO2の排出量を減らせるよう努力するべき

339 女性 エアコンを頻繁につけない、地球に優しい車を使う

340 女性 節電

342 女性 特になし

343 女性 省エネ対策

344 女性 ゴミの分別

345 女性 節約する

346 女性 二酸化炭素の排出を防ぐ

347 女性 車を使わないようにする

350 女性 わからない

355 女性 温暖化対策の方法をもっとたくさん知るところからはじめる必要があると思う。

356 女性 プラごみの削減、節電

357 女性 排気ガス削減

363 女性 特になし

364 女性 意識の改善

365 女性 国は当てにならないので、大企業などが率先してやるべきだ

366 女性
細かなことでも、気をつけていくこと。例えば、スーパーマーケットやコンビニエンスストアでの買い物の
際、現在は普通のことのようにレジ袋に入れるが、それを完全になくす。完全なエコバッグ化にする。など。

367 女性 身近な無駄遣いをなくすこと

369 女性 政府の指導

370 女性
電気自動車や水素自動車がもっと普及すればいいと思う。自転車を使うブームは来れば自動車使用量も減るの
ではないかと思う。

371 女性
環境に優しい商品の開発もそうだが私達もゴミを減らす、電気の使用量を少しでも減らすことによって社会全
体で大きな効果があると思う

372 女性 リサイクルを増やす
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374 女性 二酸化炭素の削減

377 女性 車を極力使わずに歩きや自転車を使って排出ガスを出さないようにする。

378 女性 学校教育の充実

379 女性 二酸化炭素を出さない

380 女性 社会の人ひとりひとりがゴミを街に捨てないとか、排水口に油を流さないとか意識することが必要。

381 女性 一人一人が意識できるような環境を作るべき

382 女性 政府なども介入すべきだが、個人ができることをやる

383 女性 ひとりひとりが考えて行動する。

385 女性 少しでも減るように意識する

386 女性 電気をつけたままにしないとか、無駄なゴミを出して二酸化炭素を増やさないなどの対策が必要だとおもう。

389 女性 リサイクルしてゴミを出しすぎないようにする。移動は自転車またはとほ

390 女性 特になし

391 女性 車やバイクの改造をしない

392 女性 わからない

394 女性
まずは地球温暖化がどのようなものなのか知り、地球は生命の星だということを体感する。そのために、学校
の授業や講演で、環境に関する話を専門家や活動をしている人たちにしてもらったり、実際に自然の中でキャ
ンプなどをして過ごしてみる。そして、一人一人が少しずつでも何か取り組めるようになるといいと思う

397 女性 一人一人が環境について考えること

398 女性 少しでもゴミを減らす

399 女性 お店で袋をもらうより自分でエコバッグを持っていく

401 女性 排気量を抑えるべき

402 女性 火力発電の割合を大きく削減する

404 女性 まずは各国が二酸化炭素排出量削減の目標を決めて、それに向かって国民全体で努力していくべきだと思う。

406 女性 二酸化炭素削減

407 女性 自動車などから出る排気ガスの量を減らして、空気を汚さないようにする

408 女性
一人一人が環境に良い選択を意識して選択し、車や工場など、二酸化炭素を多く排出しているものを全体的に
控えるように取り組む、そして植樹を盛んに行うようにする。

409 女性 わからない

410 女性 二酸化炭素を減らす

411 女性 わからない

417 女性 一人一人が気を使う

420 女性 無駄な排出をなくす

421 女性 これ以上自然破壊をしない。一人一人が節電などできることを心がける。

422 女性 要らない機械は動かさない

423 女性 ガスをあまりつかわない。

426 女性 節電

427 女性 一人一人が意識する

428 女性
温暖化を引き起こす要因となる行動を見定め、利用頻度を落としたり、国内で制限するなど環境についての意
識を持つ必要があると思う。

430 女性 無駄な電気を使わない

432 女性 企業が対策をすること。また、その制度を政府が整えること。

434 女性 身近なことから始められれば後に大きな結果になる

435 女性 ゴミ問題

436 女性 自転車に乗る

437 女性 日常生活を気をつける

438 女性 わからない

439 女性 地球に優しいものを使う

440 女性 温室効果ガスを減らすべき

441 女性 温室効果ガスの排出量削減。

442 女性 ゴミを捨てない

443 女性 特になし

444 女性 ハイブリッド車や電気自動車の普及と開発を進める

446 女性 節電

448 女性 わからない。エコっぽい暮らしを心がける。

449 女性 電気の使用量を減らす

450 女性 排出ガスを抑えた工場での生産
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454 女性 わからない

457 女性 社会全体の意識

458 女性 自然を増やす

460 女性 一人一人が取り組む

461 女性
そもそも地球温暖化かどうか分からないから、なぜ今こうなっているのかをはっきり解明すべきであると思
う。

462 女性 社会全体が知って納得して協力し合うこと

463 女性 ごみの分別徹底

464 女性 国と企業が協力し先んじて対策環境を構築すること。

465 女性 排出ガスを減らす。

467 女性 地道な努力

469 女性 分からない

471 女性 電化製品の使い方を見直してみること

473 女性 分からない

475 女性 再生可能エネルギーをもっと普及させたり、電気制限などを国で行うべき

476 女性 排出ガスを減らす

477 女性 発電方法として、温室効果ガスを出さないものを普及させる

478 女性 温室効果ガスを削減できるものの開発

479 女性 特にない

480 女性 わからない

483 女性 まずは自分が出来る範囲での温室効果ガス抑制を試してみるべき

486 女性 ごみの量を減らす

487 女性 電気をこまめに消す電気自動車・ハイブリット自動車を利用する

488 女性 わからない

489 女性 ゴミのポイ捨て禁止､プラスチック容器の廃止､

490 女性 必要最低限でいきていけばいいとおもう

491 女性 みんなが現状を知ること

493 女性 小さな事だとしても、全員が心がけるべきだと思う。

494 女性 特になし

496 女性 工業製品の省エネ化

497 女性 温暖化を進めないこと

498 女性 節約

499 女性 資源を無駄にせずリサイクルすること

500 女性 節電、ゴミを出さない

501 女性
日本の場合は発電方法を、折角自然に恵まれているのだから火力からバイオマスに変えていく必要があると思
う。

502 女性 なし

506 女性 わからない

508 女性 なるべく温室効果ガスを排出しないような生活をして行くべき。

509 女性 エコバッグ化などといった小さなことはもちろん、ゴミの消却なども今一度考える必要がある。

511 女性 なにもできない

512 女性 二酸化炭素削減

513 女性 一人一人の心遣い

514 女性 緑を増やすとか、ゴミの分別

516 女性 一人一人が未来のために協力する

519 女性 Co2を削減する

520 女性 レジ袋

521 女性 わからない

523 女性 自動車の電気化や、火力発電をもっと地球に優しいものに代用すべき

524 女性 環境のためにエコをすること

525 女性
個々の小さな対策も大切だが、政府や、社会、企業がもう少し大きく行って欲しい。それをやってると知れ
ば、私はその企業のものを出来るだけ使いたいと思います。個々でも、小さなことからやっていきたい。

530 女性 わからない

532 女性 わからない

534 女性 わからない

540 女性 ひとりひとりがなるべくCO2を出さないようにする

541 女性 電気をこまめに消したり、洗剤の使用量を減らしたりすること。

544 女性 わからない
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545 女性 交通機関を積極的に利用する。

547 女性 わからない

548 女性 有害のガスの発生を減らす

549 女性 企業の行動

552 女性 一人一人ができることを

553 女性 排気ガスを減らす

555 女性 電気自動車の開発

556 女性
国や企業がもっと国民に対して、温暖化の危険を分かりやすく重大的に知らせて、対策の重要性とともに、対
策方法を明示して欲しい

557 女性 わからない

558 女性 国民一人一人が意識すべき

559 女性 わからない

560 女性
ゴミの分別や、生活排水を減らすこと、ビニール袋をなるべく使わないことなど、自分でもできることを全員
が心がけることだと思う。

561 女性 なにかかいぜんすべき？

562 女性 温暖化を進める原因となるガス等を削減する

563 女性 ない

564 女性 ない

565 女性 森林を増やすこと

566 女性 わからない

568 女性 社会全体で改善する必要がある

569 女性 ゴミの量を減らし、電気自動車を増やすべきだと思う

570 女性 車をできるだけ使わない

571 女性 二酸化炭素を減らす

574 女性 車に乗るのを減らす

575 女性 行政が決まりを作るだけでなく、一人一人に地球温暖化について理解してもらうことが必要だと思う

579 女性 もうどうしようもない

581 女性 車などはできるだけ使わないで、公共の交通機関を使うよう心がけることが必要

582 女性 リサイクルを増やすディーゼル車を、減らす

583 女性 リサイクルや節電、企業での温暖化対策に対して国からの援助も必要になると思う。

584 女性 分からない

585 女性
将来のビジョンを明確にする必要がある。また、知識がない子供が訴えかけているといることを大人にはより
理解していく必要があると思う。

586 女性 一人一人ができることをやる

588 女性 よびかけ

589 女性 無駄な排気ガスを出さない

591 女性 出来ることから一人一人やる事も大切だが、行政でも具体的な対策を取るべきだと感じる

593 女性 一人一人の意識。

594 女性 一人一人が意識する

595 女性 政府が主体になって、普段乗る車を電気自動車へと変えていく

598 女性 わからない

600 女性 なるべく無駄な排気ガスを出さないようにすることが大事だと思う

601 女性 車や工場から排出される物質から、悪影響を与えるものを減らす

602 女性 エネルギーを使いすぎない

603 女性 エコ

604 女性 水の出しっぱなしなどの無駄遣いをやめ、社会全体で意識を高めて必要最低限の生活をすること

606 女性 森を増やす。つかう電力を減らせるような機械をつくる

607 女性 火力以外の新たな発電の確保街中の自然を増やす自然破壊によっての開拓を止める

608 女性 例えば、近くのお店に行くときには歩きや自転車を使うなど身近なところから対策をしていく必要がある。

610 女性 省エネ

612 女性 中国を説得する

613 女性 政府が企業の動きを促進

614 女性 二酸化炭素の排出量を減らす

617 女性 無駄に資源を使わない

619 女性 二酸化炭素の排出量を減らすこと

620 女性 ゴミを燃やさない

621 女性 3R

623 女性 一人一人が気をつける
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626 女性 エアコンの使用を控えたり、車を電気自動車にするなどと身近なところから始めるべきである。

627 女性 一人一人ができることをやる

630 女性 公共施設に耐震シェルター

632 女性 なし

634 女性 自動車に乗らない！節電する！

635 女性 自動車の排気ガス軽減

638 女性 あまり地球に良くないものを出さない

639 女性 一人一人が意識して行動することが必要だと思う。

640 女性 二酸化炭素を減らす

642 女性 脱炭素社会の確立

643 女性 人がみんな自覚意識するようにならないとどうにもならない

644 女性
二酸化炭素の削減、プラスチックなどのゴミ問題の改善、先進国が発展途上国や今発展しつつある国への産業
の協力

646 女性 大きなことは分からないが…社会全体が3Rなど、出来ることから始めていくこと。

647 女性 二酸化炭素排出量の削減

649 女性 分からない

651 女性 二酸化炭素削減、国民の理解

652 女性 一人ひとりが心がける

653 女性 リサイクル

654 女性 わからない

656 女性 森林伐採せず、緑を増やす努力をする。環境についての知識を多く持つ

658 女性 わからない

659 女性 みんなで気をつける

660 女性 エコな車をつくるべし

661 女性
小さいことからコツコツとやっていくことが大切だと思う。スーパーでのレジ袋制度をなくしエコバッグの普
及を高めるなど

663 女性 どうもできないと思う

665 女性 できるだけ、二酸化炭素や温室効果ガスを出さないものをつくるべき

666 女性 無駄な電力を消費しない

667 女性 電気自動車や、再生可能エネルギーの開発が必要だと思う

668 女性 色々な企業が協力する

671 女性 循環型社会を目指していくべきだと思う

672 女性 森林の保護

673 女性 社会全体での対策

674 女性 ない

675 女性 特になし

676 女性 一人一人が心がけるだけでなく国全体で目標を決めて動くべき

677 女性 そもそもの根本的な原因がわからないことにはどうしようもない

678 女性
電気自動車などを取り入れる！今はとても高価なものだけれど、もう電気自動車しか作らないようにしてしま
えば、石油なのがなくなる心配も軽減されるし、電気自動車の価格も少し下がるのではないかと思う

679 女性 企業と政府はもっと検討するべき

680 女性 まずは一人一人の理解と日常でできる事から排気ガス削減を目指すこと

682 女性 自然に気を使うこと

683 女性 ムダ使いをなくす

684 女性 一人ひとりが気をつける

685 女性 新しいエネルギーの開発

686 女性 日常生活の改善

687 女性 温室効果ガスが何かを認識し、それを出さないために何をやめればいいのかそれぞれ考える

689 女性 まず温暖化の事実を知り、それを広めていくこと。

691 女性 削減

695 女性
経済成長を緩める。どの国も自国の利益を優先していてはいつまでも対策が進まないので、日本が先陣を切っ
て取り組んでいくべきだと思う。

697 女性 ゴミを減らす

699 女性 CO2削減など

700 女性 車の排気ガスを削減するために電気や水素で走る車を増やす。

702 女性 一人一人がしっかり見つめるべき

703 女性 あまり車やバスを使わないとか

705 女性 ゴミ燃やしをへらす
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706 女性 一人一人が電気を消すことから始めることではないだろうか。

707 女性 エコエネルギーの活用

708 女性 不必要な電気を使わないもっと再生可能エネルギーを利用出来る技術を開発する

709 女性
一人一人が意識を持つ。と言っても、結局それは無理だと思います。なので、もっとニュースなので若者に分
かりやすくこういう事があると宣伝した方がいいのでは

710 女性 原因となるものを追求して徹底する

712 女性
自分に何ができるか誰でも出来ることから始めるのが大切だと思う。例えば公共交通機関を使ったり、徒歩や
自転車を使ったりする

713 女性 排気ガス

714 女性 特になし

715 女性 ビニール袋廃止食糧の廃棄を減らす海にゴミ、ポイ捨て　罰金　ex シンガポール

716 女性 森林をふやす

717 女性 ゴミの分別

718 女性 わかりません

719 女性 化石燃料の使用を控える。

720 女性 なし

722 女性 二酸化炭素を減らす

723 女性 温室効果ガス削減

724 女性 わからない

725 女性 車に乗りすぎない

726 女性
温暖化を深刻にとらえた一部の人が温暖化対策をしたところで、努力は全体の1ミリにも満たないから、中国や
アメリカなど排出量トップに国を中心に排出量を減らすことで国民にプラスになることや、リサイクルがめん
どくさいっていう部分もあるので、よりリサイクルがしやすい工夫をするべきだと思う。

730 女性 わからない

732 女性 ない

734 女性 リサイクル

736 女性 一人一人の意識改革

737 女性 緑を増やすべき

738 女性 わからない

739 女性 1人1人が自分の出来ることをやって対策するべき

740 女性 知らない

741 女性 ハイブリッドカーを増やす必要がある

742 女性 ゴミを少しでも減らし、捨てる時は分別をしっかりするなどの家庭や個人での対策が必要だと思う。

744 女性 日本は現状維持で十分だと思う。政府や企業の努力の賜物だ。

745 女性 行政の対策も必要だが、社会全体で一人ひとりが環境を考えて小さいことから考えるべきだと思う

746 女性 一人一人が温暖化対策について考えられる機会を増やす

747 女性 CO2の削減

749 女性 なし

751 女性
一人一人が心がけて良い方向にいくのならそれが一番いいのは確かだけど、国で何かルールを決めないとどう
しても防げないのではないかと思う

753 女性 ひとりひとりが地球温暖化について関心を持って改善して行けるようになればいいと思う

755 女性 わかりません

758 女性 わからない

759 女性 特になし

760 女性 3Rをもっと推奨すべき

764 女性 私たち一般人も割り箸を使わない、マイバッグをもつ、など簡単なことを当たり前にしていく。

766 女性 二酸化炭素や減らす

767 女性 まずは1人1人ができることをする

768 女性 身近な二酸化炭素排出を削減する

773 女性 人間によるガスの排出を減らす

774 女性 車を変える

776 女性 何においても無駄遣いをしないこと。

779 女性 節約する！

780 女性 政府が二酸化炭素を削減する法律を作る

781 女性 何を取っても真っ先に排気ガスの削減に取り組まなければいけない

1001 女性 食べ物を捨てたりだとか無駄にものをすてない！使えるものは使う

1003 女性 移動する時は自家用車ではなくでんしゃなどをつかう

1006 女性 車のハイブリッドカーなどをもっと推薦する
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1012 女性 積極的に3Cに取り組むことが必要だと考えている

1016 女性 自動車、航空機などによる排出ガスの削減など

1020 女性 節電など少しでもできることをやる

1021 女性 企業の地道な努力

1022 女性 車を使わずなるべく公共交通機関や徒歩、自転車で移動する

1024 女性 プラスチックを使わない（ビニール袋など）

1029 女性 ゴミを出さない

1038 女性 企業の温室効果ガス排出量の基準を定める法律を作る。

1039 女性
二酸化炭素や温室効果ガスを出しすぎないことも大切であるが、削減しても今のような状態を保てるような環
境作りを考えてもいいと思う。

1040 女性 二酸化炭素の排出量削減

1050 女性
ガスや電気をこの慣れきった世界からなくすのはまだ不可能だが、それらを削減することは必要だと考えてい
る。

1052 女性 小さなことでも一人一人が対策を行うこと

1068 女性 エネルギー利用を抑える必要がある

1091 女性 一人一人が現状をきちんと理解する。

1094 女性 ゴミを減らす

1099 女性 個々人の努力

1101 女性 二酸化炭素排出量を減らす

1112 女性 温室効果ガス排出量を減らす

1114 女性
自然のサイクルの中で起きていることだから対策もなにもないが、たしかに人々は二酸化炭素を出しすぎ、森
林伐採しすぎなところもあるのでそういう部分を対策していくのは、温暖化云々の前に環境保全するために必
要だと考えている

1119 女性 企業ごとに対策を作る。


