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１ 業務概要 

 

１－１ 業務の目的 

廃棄物の発生抑制（Reduce）、再使用（Reuse）、再生利用（Recycle）という「３Ｒ」の取り

組みを通じて、循環型社会の構築を推進するため「３Ｒ推進中部地方大会」を開催する。 
環境省中部地方環境事務所では、平成 21 年度から平成 23 年度の間、循環型社会の形成を目指

し、「中部地方における地域循環圏の構築に向けた検討」を、食品リサイクルループの構築をテー

マに進めた。この検討の中で、食品リサイクルへの取組を身近に感じられる形でより多くの方々

に知ってもらうことで、消費者等が食品リサイクル由来の農畜産物等を選択しやすくすることが

課題と指摘され、当事務所では、食品リサイクルの取組を表す愛称として「めぐりふーど」及び

そのシンボルマークを定め、昨年 10 月より運用を開始した。中部地方において食品リサイクル

の循環圏を確実に構築していくためには、事業者が新規かつ持続的に取り組める環境整備を整え

ることが必要不可欠であり、このシンボルマークを普及・活用することがその一助となると考え

ている。 
そこで、この大会では、食品リサイクルの取組を表す愛称「めぐりふーど」の普及を図り、食

品リサイクルの取組を身近に感じていただくための各種普及啓発イベント等を開催する。また、

あわせて、食品リサイクル以外のリサイクルやリサイクルより優先順位の高いリデュース・リユ

ースを含めた３Ｒの取組について推進する機運を醸成し更なる国民への浸透を図る。 
 
 

１－２ 業務の内容 

（１）普及啓発イベントの企画・運営業務（北陸地域） 

開催日時：平成 24 年 10 月 20 日（土）、21 日（日）10 時～17 時 
（21 日は 16 時まで） 
開催場所：富山県産業創造センター（高岡テクノドーム） 
内  容：めぐりふーど及び３Ｒに関する展示ブースの運営など 
※とやま環境フェア開催委員会主催の「とやま環境フェア 2012」と共同で開催。 
 
ア 展示ブースの企画・運営 
 展示ブース（とやま環境フェア 2012 の会場内に「2.7m×2.7m」のブース、２ブース）につ

いて、中部地方環境事務所の担当者、とやま環境フェア開催委員会の「とやま環境フェア 2012」
の担当者などと調整の上、必要な設営を行い、とやま環境フェアが終了後、速やかに撤去する。 
 
イ 展示パネルの作成 
中部地方環境事務所の担当者とデザイン等について相談の上、展示ブースに展示するパネル

を、10 枚以上（Ａ１）制作する。 
 
ウ 普及啓発グッズの制作 
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食品リサイクル愛称・めぐりふーど及び食品リサイクルの取組について、このイベントの来

場者への啓発を図るため、中部地方環境事務所の担当者とデザイン等について相談の上、例え

ば組み飴 5,000 個以上その他を制作する（なお、この普及啓発グッズは、「(2) 普及啓発イベ

ントの企画・運営業務（東海地域）」でも活用する。） 
 
エ 展示ブースにおけるアンケート調査 
消費者の食品リサイクルの認知度、食品リサイクル商品のイメージ・購買意向などを把握す

るため、アンケート項目などについて中部地方環境事務所と相談の上、アンケート調査を実施

し、その結果を集計・分析する。 
 
オ 「関連事業者相談コーナー」の設置 
展示ブース内に「関連事業者相談コーナー」を設置し、来場者に対して必要な情報提供等の

対応を行う。また、北陸三県における登録再生利用事業者２社に対し、同コーナーへの参加を

依頼・調整する。さらに、「関連事業者相談コーナー」への来場を促すためダイレクトメールに

て北陸三県の排出事業者等に 100 部以上発送する。 
 
カ イベント当日の職員の配置 
イベント当日は、展示パネル等の説明、来場者の誘導、アンケートの実施、「関連事業者相談

コーナー」での対応等のため、それぞれの開催日に各２名以上の人員を配置する。 
 
キ 事前打ち合わせ業務 
中部地方環境事務所担当官、とやま環境フェア開催委員会の「とやま環境フェア 2012」の事

務局と、必要に応じ打ち合わせを行う。 
 
 

（２）普及啓発イベントの企画・運営業務（東海地域） 

開催日時：平成 24 年 10 月～12 月の期間（店舗の営業時間内） 
開催場所：食品リサイクル推進サポーター等の各店舗内 
内  容：「食品リサイクル推進サポーターにおけるめぐりふーどＰＲイベント」実施の依頼及

び開催時における支援 
 
ア 「食品リサイクル推進サポーター等におけるめぐりふーどＰＲイベント」実施 
 少なくとも３社以上において、食品残さ由来の農畜産物を購入選択肢としていただくための

取組である「食品リサイクル推進サポーター等におけるめぐりふーどＰＲイベント」が実施さ

れるよう、食品リサイクル推進サポーター等（外食産業を含む）に依頼・調整を行う。 
 
イ 食品残さ由来の農畜産物のＰＲ、販売する場におけるアンケート調査 
「食品リサイクル推進サポーターにおけるめぐりふーどＰＲイベント」において、消費者の

食品リサイクルの認知度、食品リサイクル商品のイメージ・購買意向などを把握するため、ア

ンケート項目などについて中部地方環境事務所と相談の上、アンケート調査を実施し、その結

果を集計・分析する。 
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ウ イベント当日の職員の配置 
イベント当日は、普及啓発グッズの配布、アンケートの実施等のため、イベント実施１事業

者につき、１店舗１日、１名以上の人員を配置する。 
 
 

（３）各種メディア等を活用した広報に関する企画・運営 

広報期間：平成 24 年 10 月 
内  容：ＺＩＰ-ＦＭのＰＲプログラムによる広報 
 
ア プログラム枠の確保等 
ＺＩＰ-ＦＭにおいて、ナビゲーター等による、食品リサイクル愛称・めぐりふーど及び食品

リサイクルの取組にかかる５分間以上のＰＲプログラムが計５回以上放送されるよう、プログ

ラム枠の確保等を行う。 
 
イ ＰＲプログラムの読み原稿の作成 
中部地方環境事務所の担当者及びＺＩＰ-ＦＭと相談の上、ＰＲプログラムの読み原稿を作成

する。 
 
ウ 食品リサイクル推進サポーター等に対するＰＲプログラムへの参加依頼・調整 
中部地方環境事務所の担当者及びＺＩＰ-ＦＭと相談の上、食品リサイクル推進サポーター等

に対し、ＰＲプログラムへの参加を依頼・調整する。 
 
エ インターネット等による情報発信 
ＺＩＰ－ＦＭのホームページ及び食品リサイクル推進サポーター等のホームページにおいて、

視覚的に分かりやすい形での、イベントやラジオプログラムの告知や結果報告が行われるよう、

依頼・調整を行う。 
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２ 業務実施状況及び結果 

 

２－１ 普及啓発イベントの企画・運営業務（北陸地域） 

 
北陸地域には、食品リサイクル推進サポーターの登録がなく、また、これまで PR する機会が

なかったことから、「めぐりふーど」に対する認知度はほとんどないと考えられる。そのため、平

成 24 年 10 月に富山県高岡市で開催した「とやま環境フェア 2012」に出展し、消費者に対して

情報発信するとともに、関係機関への働きかけを行った。 
 

とやま環境フェア 2012 の概要 
日時 平成 24 年 10 月 20 日（土）～21 日（日） 10～17 時（21 日は 16 時終了） 
場所 富山県産業創造センター 高岡テクノドーム（富山県高岡市二塚 322 番 5） 
 

（１）展示ブースの企画・運営 

展示ブースは 2.7m×2.7m のブースを２ブース確保し、食品リサイクルの普及啓発に係る以下

の活動を実施した。 
 
１）パネル展示  

消費者に対して「めぐりふーど」を知って貰うためのパネルを展示。スタッフを配置して補

足説明を行うとともに、消費者からの質問等に対応した。 
「環境デーなごや 2011 中央行事」（平成 23 年度３Ｒ推進中部地方大会と連携）のブースで

使用したパネルの一部内容を活用して新たにパネルを作成した。食品リサイクルの紹介、めぐ

りふーどの紹介に加えて、消費者に具体的な内容を理解いただくため、平成 22 および 23 年度

の「中部地方における地域循環圏の構築に向けた検討業務」において実施した岐阜東南地域と

鳥羽地域の食品リサイクルモデル事業等を紹介するパネルを掲示、全体で 12 枚のパネルで構

成した（○数字はパネル番号）。 
①食品リサイクルって何だろう？？ ※昨年度制作版を使用 
②食品リサイクルの愛称とシンボルマーク ※昨年度制作版を使用 
③食品リサイクル推進サポーターの紹介 
④～⑥北陸地域の食品リサイクルの取組紹介（3 枚） 
⑦⑧岐阜東南地域モデル事業の紹介（2 枚） 
⑨⑩鳥羽地域モデル事業の紹介（2 枚） 
⑪循環型社会を形成するための法体系 
⑫食品リサイクル法の仕組み 等 
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展示ブースの状況 

  
 

２）事業者向け相談会 

ブース内にコーナーを設置し、食品リサイクル事業の推進に向けた個別相談を実施した。食

品リサイクル法において定期報告義務を有する北陸三県の事業系一般廃棄物の排出事業者（食

品スーパーチェーン、外食チェーン、ホテル・旅館等）等に郵送により案内を送付し、来場を

促した。 
期間中、会場にて 1 事業者から食品リサイクル事業に係る相談を受け、中部地方環境事務所

にて対応した。 
 

３）関係パンフレット等の配置 

中部地方環境事務所等で作成した食品リサイクルや３Ｒに係るパンフレット等を設置した。 
 

４）アンケート・クイズの実施 

展示ブース来場者に対して食品リサイクル

に対する関心や意向等を聞き取るための記入

式のアンケート調査を実施した。また、ファ

ミリー層が気軽に参加でき、楽しく回答しな

がら食品リサイクルを理解できるような子ど

も向けのクイズも実施した。なお、回答者に

は（３）に記載した普及啓発グッズを配布し

た。 
 

５）スタンプラリーへの対応 

「とやま環境フェア」主催者からの要請に

より、体験型企画への参加者に対してスタン

プを押印するスタンプラリーに参加した。な

お、スタンプ対象の体験型企画は前述のアン

ケート・クイズとした。 

クイズのシート 
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アンケート調査票 
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（２）展示パネルの作成 

展示ブースにて展示するパネル（A1 版カラー）は以下の 12 点を作成した。 
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（３）普及啓発グッズの制作 

普及啓発イベントへの参加促進や「めぐりふーど」の認知度向上のため、「めぐりふーど」シ

ンボルマーク入りのラムネ菓子 10,000 個と花の種 3,000 袋を製作した。花の種には、「めぐり

ふーど」のシンボルマークに加えて紹介文を掲載した。 
ラムネ菓子は北陸地域と東海地域（後述２－２）の普及啓発イベントで配布、花の種は東海

地域の普及啓発イベントで配布した。なお、ラムネ菓子は集客のためのグッズとして、花の種

は主に販売促進のためのグッズとして活用した。主な配布数は、以下のとおり。 
 

ラムネ菓子 

  
花の種（赤色ホウレンソウ、スイートピー） 
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普及啓発グッズの配布数 
 期間、配布か所数等 ラムネ菓子 花の種 
とやま環境フェア ２日間 810 個 ― 
めぐりふーど

フェア 
ひまわり農業協同組合 ２日間５店舗 6,000 個 1,600 袋 
戸田家 ２日間 1,500 個 1,000 袋 
ユニー １日 200 個 100 袋 
東海 １日 200 個 100 袋 

その他  1,290 個 200 袋 
計  10,000 個 3,000 袋 
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（４）展示ブースにおけるアンケート調査 

アンケート調査は、「めぐりふーど」のイメージ、食品残さ由来の農畜水産物の購入意向や条

件等を把握する内容とした。また、アンケート調査を通じて「めぐりふーど」を正しく知って

貰うことにも配慮した。 
アンケート調査概要 

実施日 平成 24 年 10 月 20 日（土）～21 日（日） 10～17 時（21 日は 16 時終了） 
対象 とやま環境フェア展示ブース来場者 
調査方法 記入式 
設問数 11 問（A4 版 1 枚） 
設問 Ｑ１．「めぐりふーど」のことを理解できましたか？ 

Ｑ２．「めぐりふーど」の取組はどちらでしょうか？ 
Ｑ３．「めぐりふーど」に取り組むメリットとして考えられるもののうち、ど

んなところが良いと思いますか？ 
Ｑ４．「めぐりふーど」に取り組む食品スーパー、ホテル・旅館、飲食店など

について、どのように思いますか？ 
Ｑ５．あなたの住まいの近くに「めぐりふーど」に取り組む食品スーパーがあ

った場合、利用しますか？ 
Ｑ６．今後、あなたが旅行をする際に「めぐりふーど」に取り組んでいるホテ

ル・旅館に泊まりますか？ 
Ｑ７．今後、あなたが外食をする際に「めぐりふーど」に取り組んでいる飲食

店を利用しますか？ 
Ｑ８．「めぐりふーど」の取組に対するご意見・ご感想などをお書きください。 
Ｑ９．あなたの性別は？ 
Ｑ１０．あなたの年齢は？ 
Ｑ１１．あなたのお住まいは？ 

回収数 340 サンプル 
 
Ｑ１．「めぐりふーど」のことを理解できましたか？ 
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Ｑ２．「めぐりふーど」の取組はどちらでしょうか？ 

「廃棄される食品などを・・・（選択肢から１つ選ぶ）」 

 
 
Ｑ３．「めぐりふーど」に取り組むメリットとして考えられるもののうち、どんなところ

が良いと思いますか？（当てはまるもの全てに○） 

 
（その他回答） 

「循環社会」、「正しく消費できない食べ物は、ゴミや何かになるしかない事がわか

る。」 
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Ｑ４．「めぐりふーど」に取り組む食品スーパー、ホテル・旅館、飲食店などについて、

どのように思いますか？ 

 
（その他回答） 

「取り組んだ方がいい。競合との差別化として。」、「とても立派である。」、「価

格とのバランスだと思います。」 等 
 
Ｑ５．あなたの住まいの近くに「めぐりふーど」に取り組む食品スーパーがあった場合、

利用しますか？ 

 
（その他回答） 

「身近にないので実感がなく、よくわからない。」、「値段による。」、「中身がわ

かれば買いたい。」、「近所にあれば利用すると思う。」 等 
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Ｑ６．今後、あなたが旅行をする際に「めぐりふーど」に取り組んでいるホテル・旅館に

泊まりますか？ 

 
（その他回答） 

「安ければ。」、「考えない。旅行業者まかせ。」 等 
 

Ｑ７．今後、あなたが外食をする際に「めぐりふーど」に取り組んでいる飲食店を利用し

ますか？ 
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Ｑ８．「めぐりふーど」の取組に対するご意見・ご感想などをお書きください。 

（主な回答） 

◇良いことだ（39件） 

 初めて「めぐりふーど」という言葉を聞きました。とても良いことだと思います。 
 環境を考えた今後の地球と人を考えるシステムだと思います。 
 余った食品も有効に活用している点が良いと思う。 
 ごみがごみでなく、資源となって、とても良い取り組みだと思う。 等 

◇推進して欲しい（24件） 

 「めぐりふーど」に取り組む店などが増えればいいと思います。 
 子どもたちの未来のために、ぜひ続けてほしいです。 
 私の勤めている所でもめぐりふーどを活用すればいいです。 
 少しでも多くの企業が取り組めば、自然とさらに多くの企業が取り組むと思う。 等 

◇応援したい（15件） 

 初めて知ったので、今後は意識していきたい。 
 とてもいいことだと思います。なるべく協力したいです。 
 自分も今後活動にできるだけ参加したい。 等 

◇勉強になった（10 件） 

 初めての言葉で、親切に教えてもらい勉強になりました。 
 地域のモデル事業を知り、大変参考になった。 
 環境に関心を持つことでもう一つ自分にプラスになりました。 等 

◇ＰＲを進めて欲しい（6 件） 

 消費者に普及することが大切と感じます。 
 マークを初めて知りました。もっと知られると良いと思います。 
 もう少し身近に感じたい。 等 

◇その他（6 件） 

 始めてシンボルマークを見ました。小学校などでも勉強してみるといいと思いました。 
 めぐりふーどとそうでない食品との値段にはどれくらい差があるのでしょうか。 
 価格により反映させられるシステムを立案してほしい。 等 

 

Ｑ９．あなたの性別は？ 
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Ｑ１０．あなたの年齢は？ 

 
 

Ｑ１１．あなたのお住まいは？ 
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 【アンケート結果のまとめ】 

・ アンケート回答者の９割以上が「めぐりふーど」を理解（「よく理解できた」と「だ

いたい理解できた」の合計）しており、普及啓発イベントが認知度向上に効果的であ

ることが確認できた。 
・ 「めぐりふーど」に取り組むメリットについて、９割近くが「ごみが減る」を選択し

ているが、次いで「消費者が環境活動に貢献できる」を選択している。すなわち、「め

ぐりふーど」が事業者による取り組みにとどまらず、消費者の環境貢献意欲を満たす

ものとして認知された。 
・ 「めぐりふーど」に取り組む食品スーパーに対して、「取り組みで生産した野菜や肉

を購入したい」は５割であるが、４割は「『めぐりふーど』に取り組む店で買い物し

たい」を選択している。「めぐりふーど」に関わる商品だけでなく、その事業者自体

を購買という形で応援したいという意向が読み取れた。 
・ 「めぐりふーど」に取り組むホテル・旅館や飲食店については、料金やサービスに関

わらず、優先的に利用したい意向が示された。 
 

 【今後の方向性】 

・ イベントにおいてパネル展示を用いて説明しつつ、アンケート・クイズを取りながら理解

を深めるという形での普及啓発活動は「めぐりふーど」の認知度向上や理解促進に効果的

であり、こうした活動が、消費者の行動に実際に影響を与えているか検証することが必要

になると考えられる。 
・ イベントを通じて、消費者が食品リサイクルに貢献したいと意識するようになった一方で、

実際に商品購入できる小売店等が身近に少ないことから、食品リサイクルに取り組み、食

品リサイクル推進サポーターとして登録し、「めぐりふーど」シンボルマークを掲示する

事業者の拡大に努めていく必要がある。 
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２－２ 普及啓発イベントの企画・運営業務（東海地域） 

（１）「食品リサイクル推進サポーター等におけるめぐりふーどＰＲイベント」実

施  

１）概要 

食品リサイクルの愛称である「めぐりふーど」の認知度を高め、食品残さ由来の農畜水

産物を消費者の購入選択肢にするため、中部地方環境事務所における 3R 推進中部地方大会

の一環として平成 24 年 10 月から 11 月にかけて「めぐりふーど」を PR するイベントを集

中的に実施した。 
食品リサイクル推進サポーターに依頼し、各社が自主的に実施する「めぐりふーど」の

キャンペーン（店頭における特定農畜水産物の販促活動等）を「めぐりふーどフェア」と

して指定した。PR グッズの提供や広報実施等の支援を行い、事業者の参加を促した。 
普及啓発イベントを実施したのは 4 グループで、実施場所は 9 か所となった。 
また、「めぐりふーどフェア」の実施団体には、来場者や商品購入者に対するアンケー

ト調査票の配布・回収を協力依頼した。 
 

めぐりふーどフェア実施状況 
実施者 場所 実施日 内容 
ひまわり農業協同組合 
豊川市農政企画協議会 
（株）ニューライフフジ 

ＪＡひまわりグリーンセンター音

羽店（愛知県豊川市） 
11月 3 日～4日 特売 

ニューライフフジ各店／岩田店、

曙店、たか丘店、西口店、二川店

（愛知県豊橋市） 

11月 3 日～4日 特売 

（株）戸田家 戸田家（三重県鳥羽市） 11月 3 日～4日 宿泊プラン 
ユニー（株） 
 

アピタ安城南店（愛知県安城市） 11 月 10 日 収穫体験 

（有）東海 
 

Task ファーム長久手農場（愛知県

長久手市） 
12 月 1 日 収穫体験 

 
  



 

 20

２）実施状況 

①ひまわり農業協同組合、豊川市農政企画協議会、（株）ニューライフフジ 

場所 ＪＡひまわりグリーンセンター音羽店（小売店：愛知県豊川市） 
ニューライフフジ各店／岩田店、曙店、たか丘店、西口店、二川店の５店舗（小売

店：愛知県豊橋市） 
実施日 平成 24 年 11 月 3 日（土）～4 日（日） 
内容 豊川エコポークの週末特売 
備考 ・ 11 月 3 日（土）には、ＪＡひまわりグリーンセンター音羽店の店頭にて豊川

エコポークのバーベキュー試食会を実施。 
・ ＪＡひまわりグリーンセンター音羽店では試食会場に食品リサイクルの紹介

パネルを設置し、豊川エコポークの購入者や試食体験者に対してアンケート

調査への協力を依頼した。 
・ ニューライフフジ各店では豊川エコポーク販売コーナーに食品リサイクルの

紹介パネルを設置、アンケート調査票および回収箱を留置した。 
ＪＡひまわりグリーンセンター音羽店 
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ニューライフフジ（たか丘店） 

  
ニューライフフジ（西口店） 
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②（株）戸田家 

場所 戸田家（旅館：三重県鳥羽市） 
実施日 平成 24 年 11 月 3 日（土）～4 日（日） 
内容 めぐりふーど食材を食べる宿泊プラン 
参加者 133 名 
備考 ・ 夕食バイキングにて「めぐりふーど」コーナーを設置。自家生産によるたい

肥を使用して栽培した野菜やマコモダケ、アテモヤ、また、全国初となる飼

料化事業による養殖マダイの料理を提供。 
・ アテモヤは鳥羽市が特産品化を目指すフルーツであり、収穫時期に合わせ

てイベントを開催し、初めて宿泊客に提供した。 
・ 養殖マダイも初めての提供となり、当日は在名テレビ局からの取材があ

り、後日、ニュースにて放送された。 
・ 夕食バイキング会場に食品リサイクルの紹介パネルを設置、アンケート調

査票を留置して、宿泊プラン利用者に対して調査への協力を依頼した。 
募集サイト 
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③ユニー（株） 

場所 アピタ安城南店（愛知県安城市） 
実施日 平成 24 年 11 月 10 日（土） 
内容 ＪＡあいち中央との共催によるさつまいも収穫体験イベント 
参加者 40 名 
備考 ・ アピタ安城南店での募集により店舗顧客に限定。 

・ ＪＡあいち中央農業祭と連携して実施したもので、当日はアピタ安城南店

に集合し、同店に納品している農家までバスで移動し、芋掘りを実施。 
・ 移動のバス車内で「めぐりふーど」について紹介するとともに、アンケー

ト調査票を配布し、協力を依頼した。 
募集チラシ 
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④（有）東海 

場所 Task ファーム長久手農場（愛知県長久手市） 
実施日 平成 24 年 12 月 1 日（土） 
内容 じゃがいも収穫体験イベント 
参加者 19 名 ※アンケート回答者 
備考 ・ （有）東海が運営する Task ファーム長久手農場にて収穫体験を実施（定員

25 組）。 
・ 同農場の出荷先である産直施設「あぐりん村」にて参加者の募集や当日の

受付を行った。 
・ 農場にて収穫体験後に食品リサイクルについて説明を行い、アンケート調

査票を配布して協力を依頼した。 
募集チラシ 

 

 

 

  
 



 

 26

（２）食品残さ由来の農畜産物のＰＲ、販売する場におけるアンケート調査 

とやま環境フェアと同様、食品リサイクルに対する関心や意向等を把握するとともに、「めぐ

りふーど」を正しく理解して貰うことを目的としてアンケート調査を実施した。アンケート調

査は、食品スーパー店内や食事会場、イベント途中に実施するため、とやま環境フェアのよう

にパネル展示や十分な説明が行えず、また、回答時間を短くすることが望まれたことから、調

査票に食品リサイクルの説明を加えるとともに、設問数を絞り込んだ。 
なお、調査協力の謝礼として、普及啓発グッズであるラムネ菓子と花の種を配布した。 

 
アンケート調査概要 

実施日 平成 24 年 11 月 3 日（土）～12 月 1 日（土） めぐりふーどフェア実施期間 
対象 めぐりふーどフェア来場者 
調査方法 記入式（戸田家とニューライフフジは店頭留置、他は記入を依頼） 
設問数 8 問（A4 版 1 枚） 
設問 Ｑ１．「めぐりふーど」のことを理解できましたか？ 

Ｑ２．「めぐりふーど」に取り組む食品スーパー、ホテル・旅館、飲食店など

について、どのように思いますか？ 
Ｑ３．あなたの住まいの近くに「めぐりふーど」に取り組む食品スーパーがあ

った場合、利用しますか？ 
Ｑ４．今後、あなたが旅行をする際に「めぐりふーど」に取り組んでいるホテ

ル・旅館に泊まりますか？ 
Ｑ５．「めぐりふーど」の取組に対するご意見・ご感想などをお書きください。 
Ｑ６．あなたの性別は？ 
Ｑ７．あなたの年齢は？ 
Ｑ８．あなたのお住まいは？ 

回収数 計 413 サンプル（以下、会場別の内訳） 
ＪＡひまわり  ：196 
ニューライフフジ：60 
戸田家     ：104 
アピタ     ：34 
Ｔａｓｋファーム：19 
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アンケート調査票 
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Ｑ１．「めぐりふーど」のことを理解できましたか？  

 
 

Ｑ２．「めぐりふーど」に取り組む食品スーパー、ホテル・旅館、飲食店などについて、ど

のように思いますか？ 

 
（その他回答） 

「食品残さは動物のお肉が含まれている場合、それを草食性の動物に与えることは問

題となると思っています。」、「すばらしいと思います。」、「応援したい。」等 
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Ｑ３．あなたの住まいの近くに「めぐりふーど」に取り組む食品スーパーがあった場合、

利用しますか？ 

 
（その他回答） 

「安ければ。」、「利用している店で取り組むなら利用する。」、「品質が良い物な

ら『めぐりふーど』でもそうでなくてもいい。」、「他品と比べ、多少の割高くらい

ですむなら買いたい。」 等 
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Ｑ４．今後、あなたが旅行をする際に「めぐりふーど」に取り組んでいるホテル・旅館に泊

まりますか？ 

 
 
Ｑ５．「めぐりふーど」の取組に対するご意見・ご感想などをお書きください。 

（主な回答） 

◇良いことだ（36件） 

 思っていたよりもゴミの量が多く、燃えるゴミになるよりたい肥になれば、ゴミは少

なく資源になり、とてもいいコトだと思います。 
 思っていてもなかなか自分ではできない事だから、こういう取組があることはとても

いいと思います。 
 生ゴミが減り、化学肥料を使わなくて済むので、とても良いことだと思います。 
 体験できると子どもにとってとても強く印象に残るので、とても良い機会になりまし

た。こういう取り組みをこれからも勉強していきたい、勉強させたいと思います。 等 
◇推進して欲しい（22件） 

 「めぐりふーど」に取り組む店を増やしていってほしい。 
 より良い循環型社会ができるよう、業者の方は頑張っていただきたい。 
 食材を残す所は最小限になるので賛成！ 
 全国に広まれば良いと思います。 等 
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◇応援したい（16件） 

 食品を再利用することは良いことだと思います。めぐりふーど、応援したいと思いま

す。 
 消費者も意識することが大切だと思います。 
 地産、地消、地元の商品を出来るだけ購入を考えています。リサイクルに賛成します。 
 大変な事だとは思いますが、取り組んでいる所はすごいですね！ 等 

◇楽しかった・美味しかった（15件） 

 楽しい一日でした。食べることを通じていろいろ学べました。 
 おいしくて安全な食べ物ができるのはうれしいです。 
 豚の脂身が甘くおいしかった。 
 アテモヤ、美味しかったよ。 等 

◇ＰＲを進めて欲しい（6 件） 

 「めぐりふーど」の PR をもっと推進した方が良い。 
 もっとアピールしてほしい。（現在どの店が取り組んでいるかわからない） 等 

◇勉強になった（4件） 

 子どもに良い勉強が生で体験できた。親も楽しかった。 等 
◇その他（9 件） 

 マークがカワイイ。 
 もっと詳しく説明してほしい。 
 食品リサイクルは無駄になるものを活用し、商品化できればいいと思いますが、コス

ト面が気がかりです。 等 
 
Ｑ６．あなたの性別は？ 
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Ｑ７．あなたの年齢は？ 

 

 

Ｑ８．あなたのお住まいは？ 
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【アンケート結果のまとめ】 

・ いずれの会場でもアンケート回答者の９割以上が「めぐりふーど」を理解（「よく理

解できた」と「だいたい理解できた」の合計）しており、イベントの内容を問わず、

認知度向上に効果的であることが確認できた。特に、アピタでは、イベント自体が食

品リサイクルに対する理解促進を主旨としており、移動のバスで説明を実施していた

ため、参加者の理解度が高くなった。また、Task ファームでも、参加者へのアンケー

ト依頼時に個別説明を実施していたことが大きく影響している。なお、留置式の調査

となった戸田家やニューライフフジでは、関心を持った人が回答していると認識する

必要もある。 
・ 「めぐりふーど」に取り組む食品スーパーに対する利用意向について、回答者全体で

は「取り組みで生産した野菜や肉を購入したい」が５割、「『めぐりふーど』に取り

組む店で買い物したい」が４割ととやま環境フェアと同じ回答傾向になった。会場ご

とに傾向の違いはあるものの、「めぐりふーど」に関わる商品だけでなく、その事業

者自体を購買という形で応援したいという意向が示される結果となった。 
 

【「食品リサイクル推進サポーター等におけるめぐりふーどＰＲイベント」の成果等】 

・ 会場ごとに多少の違いはあるものの、とやま環境フェアの回答結果と概ね一致する結

果となった。「めぐりふーどフェア」では、とやま環境フェアほど詳細な説明は行え

なかったが、食品リサイクルを自ら体験でき、食品リサイクルの認知度向上や理解促

進に貢献できるものであることが確認できた。 
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２－３ 各種メディア等を活用した広報に関する企画・運営 

昨年度に食品リサイクルの愛称「めぐりふーど」を決定し、シンボルマークを定めて以来、

中部地方環境事務所では各種啓発活動を実施してきた。しかし、メディアをはじめとする第

三者による情報発信は、環境情報タブロイド紙「Lisa」での原田さとみ氏の寄稿や東日新聞に

よる JA ひまわりのサポーター認定など、限定的であったことから、「めぐりふーど」の認知

度は、まだまだ低いと考えられた。 
そのため、マスメディアを活用した広報により「めぐりふーど」の発信力を飛躍的に高め

ることを目的として、FM ラジオ局にて連続ラジオプログラム枠を確保、中部地方環境事務所

提供による「めぐりふーど」PR プログラムを製作し、定期的な情報発信を行った。 
なお、ラジオは、新聞やテレビに比べて低コストで情報発信できる媒体であり、単発でなく複

数回のプログラムを実施しやすいことから、聞き手に繰り返し発信することで心に残る情報とな

りやすいというメリットが期待される。 
 

（１）プログラム枠の確保等 

連続ラジオプログラムは、「めぐりふーど」の概念を広く一般消費者に理解して貰うとともに、

関連商品（食品残さ由来の肥飼料により生産された農畜水産物）の購買活動を促進することを目

的とした。そのため、食品残さ由来の農畜水産物のメイン購入層として想定される子育て世代の

女性（20 歳代後半～40 歳代前半）をターゲットとし、地域聴取率の最も高い ZIP-FM を選定す

るとともに、家事や育児をしながら聞いていると予想される平日午前のプログラム枠を確保した。 
 

連続ラジオプログラムの概要 
１．対象 一般消費者（購入層の中心として想定される子育て世代の女性（20 歳代～40

歳代）） 
２．放送期間 平成 24 年 10 月 17 日～11 月 14 日（１か月間、全５回） 
３．放送時間枠 水曜日 10:01～10:06（５分間：うち音楽放送２分程度） 
４．放送局 ZIP-FM（周波数：77.8MHz） 
５．放送地域 名古屋市及びその周辺地域（聴取エリア：愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県、

静岡県） 
６．タイトル 環境省中部地方環境事務所 「CHECK THE MEGURI-FOOD」 

 ナビゲーター：空木マイカ 
７．構成 ・タイトルコール 

・本編トーク（２分程度） 
・1 曲オンエア（２分程度） 
・タイトルコール 

８．備考 月曜日から金曜日の 9:00～11:00 に放送する街のおいしい情報を発信するワ

イド番組「SMILE DELI」の枠内（SHORT PROGRAM）。 
なお、10 月 15 日～21 日の 9:00～11:00 における平均聴取率は 3.0 であった。 
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（２）ＰＲプログラムの読み原稿の作成 

ラジオプログラム制作にあたっては、各回の放送企画案を作成し、それをもとに制作会社で読

み原稿を作成した。ただし、ライブ感を出すため、必ずしも読み原稿どおりの放送を行うもので

はなく、アドリブの挿入を是とした。 
各回の放送企画案は以下のとおり。 

 
第１回 10 月 17 日 

□めぐりふーどについて理解して貰うことを目的に、その概念を紹介 

（放送内容案） 

・ 今月は３Ｒ推進月間。３Ｒとは、リデュース（Reduce）・リユース（Reuse）・リサイクル（Recycle）の頭文

字をとったもの（１つめのリデュースは、物を大切に使い、ごみを減らすこと。 ２つめのリユースは、

使える物は、繰り返し使うこと。そして、３つめのリサイクルは、ごみを資源として再び利用するこ

と）。  

・ このプログラムでは、リサイクルの取り組みの１つである「めぐりふーど」について紹介する。 

・ 食品スーパーで排出される生ごみには、野菜くず、魚のアラ、肉の脂身、総菜の売れ残りなどがあ

り、大規模なスーパーでは１日に 200kg にもなる。 

・ その生ごみを捨てないで、たい肥や家畜の餌にリサイクルすれば、廃棄物が資源になる。たい肥や

家畜の餌を使用して野菜や肉を生産し、それを元の店で取り扱えば食品のリサイクルの輪ができ

る。 

・ この食品のリサイクルの取組を環境省中部地方環境事務所では「めぐりふーど」という愛称を付け

て、この地方から全国に活動を拡げようとしている。 

・ 「めぐりふーど」は、スーパーや飲食店、ホテル、食品メーカーなど、食品を取り扱うあらゆる企業が

できる取り組みである。また、たい肥や家畜の餌を生産する企業やそれを使う農家などが連携して

初めて実現できる。 

・ 「めぐりふーど」の輪をつなげるには、生産された野菜や肉が売れることが必要不可欠。私たち消費

者が、こうした取り組みを行う企業の商品を選択することにより、初めて「めぐりふーど」は着実に進

む。 

・ 「めぐりふーど」にはシンボルマークがある。全国３７１点の応募作品の中から名古屋市在住の岡本

斤吾（おかもときんご）さんのデザインが採用された。シンボルマークは、環境省中部地方環境事務

所のホームページで確認することができる。 

・ 「めぐりふーど」に取り組んでいる企業は、店頭などでシンボルマークを掲示している。現在、店頭で

マークが確認できるのは、豊川市のひまわり農業協同組合のグリーンセンター音羽、豊橋市のニュ

ーライフ・フジ、三重県鳥羽市の戸田家など。 

・ 今月から１１月にかけて、各地で「めぐりふーど」の取り組みを実施している店舗で、「めぐりふーどフ

ェア」という PR イベントを実施する。来週からは各地で開催される「めぐりふーどフェア」について紹

介する。 
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第２回 10 月 24 日 

□めぐりふーどに取り組む旅館を紹介し、宿泊するだけでエコに貢献できることを知って貰う 

□めぐりふーどフェアを実施する団体の方に電話出演いただきライブ感を出す 

（出演：戸田家 副支配人 宍倉秀明氏） 

（放送内容案） 

・ 鳥羽市の「戸田家」は、早くから「めぐりふーど」に取り組んできたホテル。1992 年に生ごみ処理機を

導入して、たい肥を生産。このたい肥を使って、近隣の農家が野菜や果物を生産し、夕食の食材と

して利用している。宿泊客は泊まるだけでエコに貢献できる。 

・ ９月から調理場から出た野菜の端材を餌に利用して、養殖マダイの生産に取り組みはじめた。「めぐ

りふーど」で養殖魚の生産を行うのは全国発の試みである。順調にいけば来年には「めぐりふーど」

の養殖マダイが宿泊客に提供される予定である。 

・ 「めぐりふーど」で鳥羽市の新しい特産品の生産にも挑戦している。「アテモヤ」という南国のフルー

ツで、マンゴーよりも糖度が高く、森のアイスクリームと呼ばれている。国内では主に沖縄や奄美大

島などで生産しているが本州では珍しい。 

・ 戸田家では来月に「めぐりふーどフェア」を開催する。マダイやアテモヤをいち早く食べて貰ったり、

マコモダケという野菜や茶葉を餌にした豚肉など、「めぐりふーど」で生産された食材を堪能できる宿

泊プランを実施。詳細は戸田家の HP で紹介。 

 
第３回 10 月 31 日 

□めぐりふーどで生産された豚肉を紹介、食糧自給率の向上に繋がることを知って貰う 

□めぐりふーどフェアを実施する団体の方に電話出演いただきライブ感を出す 

（出演：ひまわり農業協同組合営農部畜産課 今泉則由氏） 

（放送内容案） 

・ 豊川市のＪＡひまわりでは、食品工場などから出る食品残さを液体飼料にして市内の養豚農家に提

供している。 

・ 従来の養豚の餌はトウモロコシなど外国からの輸入に頼っていて、国産豚肉であっても自給してい

るとはいえない。しかし、「めぐりふーど」による餌を与えれば、国産原料の割合を高くすることがで

き、食糧自給率の向上にも繋がる。 

・ ここで生産された豚は「豊川エコポーク」というブランド豚として地元で販売されている。肉の脂身が

甘いところに特徴があり、チャーシューや豚角煮にするとおいしい。 

・ 「豊川エコポーク」は豊川市の「グリーンセンター音羽」や豊橋市に５店舗ある食品スーパー「ニュー

ライフフジ」で購入できる。 

・ 放送当日（もしくは当該週末）は、これら店舗で「めぐりふーどフェア」を開催。「豊川エコポーク」の試

食販売を行っており、「めぐりふーど」を体験できる機会になる。 
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第４回 11 月 7 日 

□当地に本社を置く大手小売業が、めぐりふーどに最も積極的な企業の１つであることを紹介 

□めぐりふーどフェアを実施する団体の方に電話出演いただきライブ感を出す 

（出演：ユニー株式会社 環境社会貢献部 部長 百瀬則子氏） 

（放送内容案） 

・ アピタやピアゴでおなじみのユニー株式会社は、食品のリサイクル活動を全国各地で展開し、国内

で最も積極的に取り組んでいる小売業の一つ。今回は、ユニーのめぐりふーどに対する考え方をイ

ンタビューする。 

・ ユニーがめぐりふーどの取り組みで大切にしているのは、農家が使えるたい肥や家畜のエサを作

り、売れる野菜や肉を生産すること。 

・ ユニーでは、当初、たい肥などを作るノウハウがなかったため、ＪＡあいち経済連に指導をもらいな

がら取り組んだ。それには、農家がたい肥の原料として必要とする食品だけを選べるように予め分

別したり、冷蔵保存して鮮度を保つなどの取り組みが重要。 

・ めぐりふーどの成功には、消費者の協力が必要。ユニーでは、消費者に選んで貰えるように、美味

しくて新鮮で安全な野菜や肉を店頭に並べることに努めている。めぐりふーどの取り組みで生産され

た野菜などを生産農家の顔写真で紹介して販売している。 

・ また、こうした取り組みを消費者に知って貰うため、田植えや収穫体験などの農業体験を通じて、め

ぐりふーどの取り組みを紹介している。11 月 10 日には、アピタ安城南店が、お客様を対象とした農

業体験イベントを開催する。 

・ めぐりふーどは将来の地球を守っていく活動であり、このように農家や消費者などを繋ぐ輪をユニー

では大切にしている。 
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第５回 11 月 14 日 

□めぐりふーどの取り組みにより生産されたたい肥で栽培した野菜の魅力を紹介する 

□めぐりふーどフェアを実施する団体の方に電話出演いただきライブ感を出す 

（出演：Task ファーム長久手農場 朝原工氏） 

□全５回の総括をする 

（放送内容案） 

・ 朝原さんが働く Task ファーム長久手農場では、食品工場などから出た生ごみを使用した「たい肥」を

農地に入れて野菜を生産、長久手市の産直販売施設「あぐりん村」に出荷している。 

・ 朝原さんが、めぐりふーどにより生産された「たい肥」を使用しているのは、近年、化学肥料や農薬

の多用により環境汚染や農地の生産力低下が大きな問題となっているから。 

・ 農業を行ううえで、土作りは非常に重要となる。めぐりふーどにより生産された「たい肥」を投入した

農地は、土が軟らかく、空気や水を含みやすくなり、作物の生産に適したものとなる。そこで生産した

野菜は虫や病気に強くなるというメリットもある。 

・ 農地では、ジャガイモやタマネギを生産している。化学肥料や農薬投入が少なくすむため安全であ

り、また、豊かな土が野菜を美味しくしてくれる。 

・ １２月１には、「あぐりん村」と共同で、ジャガイモの収穫体験のイベントを開催する。沢山の人に参加

してもらいたい。 

【総括】 

・ 「めぐりふーど」は企業が実施する取り組みだが、消費者がめぐりふーどにより生産された農産物を

買ったり、食べたりすることによって、食品が循環する仕組みが初めてできる。 

・ また、消費者が「めぐりふーど」を応援することで、取り組む企業が増えることになる。 

・ 消費者が「めぐりふーど」を覚え、応援することて、ZIP-CITY がエコな先進地となるようにしたい。 
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（３）食品リサイクル推進サポーター等に対するＰＲプログラムへの参加依頼・調整 

前述のとおり、ラジオプログラムでは、放送日近くで行われる「めぐりふーどフェア」の実施

団体の方に電話出演いただき、PR をして貰った。めぐりふーどフェアの実施を依頼する段階か

ら電話出演を確約し、当該団体による「めぐりふーど」の取り組みを広く PR でき、「めぐりふー

どフェア」の集客力向上に期待感を持たせることで、食品リサイクル推進サポーター等が自主的

にイベントを実施するメリットを創出した。 
 
 

（４）インターネット等による情報発信 

ZIP-FM では、ホームページ内に番組ページが設置（http://zip-fm.co.jp/blog/meguri_food/）さ

れており、当ラジオプログラムのページにて放送終了後、その内容を文章で紹介した。 
 
 

（５）メディア等を活用した広報の結果 

ラジオプログラム放送直後に「めぐりふーどフェア」の参加が申し込まれる等、「めぐり

ふーどフェア」実施団体からは、反響があったとの報告があり、実施による一定の効果は確

認できた。ただし、ラジオプログラムが消費者の意識や行動にどのような影響を与えたかと

言う点では、定量的な把握ができていない。一般的にメディア活用による効果測定について

は、評価方法が難しいと言われているものの、今後も継続した情報発信を実施するのであれ

ば、メディア活用による効果検証方法について検討していく必要がある。 
ラジオプログラム実施による他の効果として、「めぐりふーどフェア」実施団体において、

食品リサイクル担当にとどまらず、組織全体の食品リサイクル推進に対する意識やモチベー

ション向上に繋がったという成果があった。食品リサイクルの普及拡大に向けては、こうし

たインセンティブ提供が重要である。 
今回のようなメディア活用による情報発信は、継続的に実施すること、複合媒体を活用す

ること（メディアミックス）が重要とされており、今後も消費者に多様な手法により活動を

継続していく必要がある。一方で、食品リサイクルに係る情報発信を消費者による購買や利

用という行動に繋げるには、中部地域最大の都市である名古屋市をはじめとして、食品リサ

イクル推進サポーターの登録数が不足しているとともに、既存登録団体による情報発信を促

進していく必要がある。 
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ラジオプログラム専用サイト
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３ とりまとめ 

 
本年度の３Ｒ推進中部地方大会は、開催目的を「めぐりふーど」の普及啓発に焦点をあて、「と

やま環境フェア」および東海地域の食品リサイクル推進サポーターが実施する「めぐりふーどフ

ェア」、FM ラジオ局による「連続ラジオプログラム」という３つの異なる広報事業を実施した。

これらのうち、「連続ラジオプログラム」と「とやま環境フェア」は、主に「めぐりふーど」につ

いて情報を持たない消費者を対象とした認知度を向上するための事業であり、「めぐりふーどフェ

ア」は、主に「めぐりふーど」を体験することで食品リサイクルに対する理解を醸成し、支援者

の増加を図るための事業である。こうした目的の異なる事業を効果的に組み合わせて実施するこ

とで、より相乗的な成果の創出を図った。 
その結果、「めぐりふーど」がこれまで以上に周知されるとともに、食品リサイクル推進サポー

ターのモチベーションの向上にも大きな影響を与えることができ、「めぐりふーど」普及の大きな

推進力になったと考えられる。 
一方で、「めぐりふーど」を消費者に定着させ、購買等の行動に結びつけていくには、継続的な

情報発信を行っていくことが望ましい。そのため、食品リサイクル推進サポーターとの連携を図

り、効果的な広報プログラムを検討し、継続的な情報発信を行っていく必要がある。同時に、消

費者が「めぐりふーど」を身近に触れられることが重要であり、食品リサイクル推進サポーター

の確保に引き続き努めていくとともに、サポーター自身による情報発信を促進していくことが必

要となる。 
これらを踏まえ、中部地方環境事務所では、今後も引き続き、食品リサイクルなどの３Ｒに係

る効果的な普及啓発、またそれにより３Ｒの取組そのものの推進を図っていくこととしてまいり

たい。 
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平成２４年度３Ｒ推進中部地方大会の企画・運営業務 

－食品リサイクルの取組を表す愛称「めぐりふーど」及びそのシンボルマークの普及を中心とし

た３Ｒの普及啓発－ 

 

平成 25 年３月 

環境省 中部地方環境事務所 廃棄物・リサイクル対策課 

（本調査は、請負業務として、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社が実施しました） 

※ 無許可の転載、掲載を禁じます。 

 
 

 


