
 

 

  

設問４.２ 電気・ガス・灯油代（おおよその平均的な１ヵ月の金額）について 

新電力事業者（PPS）と契約していますか ☐契約している ☐契約していない ☐わからない 

電気料金単価 円 CO2 排出係数 Kg-CO2/kWh 

※１ 灯油の季節毎の料金が不明な場合は、1 年分の料金または量を以下のいずれかでお答えください。 

A．年間の灯油代がわかる場合 円/年 

B．ホームタンクで購入している場合 タンク容量（   ）㍑ で （   ）回/年 

C．ポリタンク（18 ㍑）で購入している場合 缶/年 

設問５ 部屋と冷暖房について 

よく冷暖房する範囲は家のどの程度ですか ☐家全体 ☐半分くらい ☐一部 ☐一部屋のみ ☐使わない 

日常的に使用している暖房

器具（あてはまるものすべてに

☑） 

☐エアコン 
☐エアコン以外の電気暖房（電気ストーブ、セラミックファンヒーター、電熱床暖房等） 
☐ガス暖房（ガスストーブ、ガス床暖房、ガスファンヒーター等） 
☐灯油暖房（石油ストーブ、石油ファンヒーター等） 
☐夜間蓄熱暖房（床暖房、床設置型、電気蓄熱式セントラル等） 
☐温水暖房（温水セントラル、温水床暖房等） 
☐薪・木質ペレット 
☐部屋暖房を使わない（こたつ、ホットカーペットのみ） 

冷暖房の使い方 

※使用しない場合は記入不要 

 暖房 冷房 

設定温度は何℃ですか ℃ ℃ 

何カ月くらい使用しますか ヵ月 ヵ月 

1 日に何時間使いますか 時間 時間 

暖房時にどのような服を着ていますか ☐かなり厚手 ☐厚手 ☐薄着 ☐半袖 

設問６ 部屋、家電製品について 

白熱電球を使っている場所はありますか ☐はい ☐いいえ 

居間で使用している照明の種類 ☐白熱球 ☐蛍光灯 ☐細管蛍光灯 ☐LED 

テレビを点けている時間 時間/日 ポット・ジャーの保温 ☐している ☐していない 

衣類乾燥機の使用 ☐毎日 ☐2 日に 1 回 ☐週 1～2 回 ☐月 1～3 回 ☐使わない ☐持っていない 

冷蔵庫・ストッカーの保有台数 台 

冷蔵庫・ストッカーの使用

年数と大きさ 

種類 使用年数 定格内容量 

☐冷蔵庫 ☐ストッカー 年 ㍑ 

☐冷蔵庫 ☐ストッカー 年 ㍑ 

☐冷蔵庫 ☐ストッカー 年 ㍑ 

【結果】 

総評 

 

□ 大変頑張っています 
□ 頑張っています 
□ 平均です 
□ もう少し頑張りましょう 
□ かなり頑張りましょう 

専門家からのコメント 

 

お名前  

 
埼玉県家庭の省エネ相談会事業 

［受付期間 ～令和 5年 1月末まで］ 

先着150名様に 
QUOカードを 

プレゼント 
※事後アンケートまで協力いただいた方１世帯 1 回まで 

省エネ相談する （無料） 

高い料金をはらい続ける！！ 

電気代・ガス代が高い！ 

ご家庭のエネルギーの使い方や 

光熱費、みなおしてみませんか？ 
こ う ね つ ひ 

相談無料 

こ う り ゃ く 



  

以下の設問について、ご回答をお願いいたします。 

□事後アンケートを希望する   □事後アンケートを希望しない 

設問１ 世帯構成について 

 10 歳未満 10 歳～19 歳 20 歳～59 歳 60 歳以上 

男 人 人 人 人 

女 人 人 人 人 

設問２ お住まいについて 

家の造り ☐一戸建て ☐集合 ☐その他 家の所有 ☐持ち家 ☐持ち家でない 

屋根の日当たり ☐よい ☐少し陰る ☐悪い 太陽熱温水器 ☐利用している ☐利用していない 

太陽光発電 
☐設置している（   ）kW 

☐設置していない 

太陽光発電の 

設置年 

☐2010 年度以前 ☐2011 年度 

☐2012 年度   ☐2013 年度 

☐2014 年度   □2015 年度以降 

延べ床面積 
☐5 坪（15 ㎡） ☐10 坪（30 ㎡） ☐15 坪（50 ㎡） ☐20 坪（65 ㎡） ☐25 坪（80

㎡）☐30 坪（100 ㎡） ☐40 坪（130 ㎡） ☐50 坪（165 ㎡）以上 ☐わからない 

建築年代 
☐昭和 52（1977）年以前 ☐昭和 53 年（1978）年～平成 3（1991）年 

☐平成 4（1992）年～平成 12（2000 年） ☐平成 13（2001）年以降 ☐わからない 

断熱設計の配慮 ☐とても配慮した ☐一定配慮した ☐少し配慮した ☐配慮しなかった ☐わからない 

断熱ﾘﾌｫｰﾑ箇所 ☐窓 ☐壁 ☐天井 ☐床 

窓の断熱 ☐省エネ型複層ガラスか二重窓 ☐通常の複層ガラス ☐単板ガラス ☐わからない 

設問３ 熱源について 

ガスの種類 ☐都市ガス ☐LP ガス ☐使っていない 料理用コンロの熱源 ☐ガス ☐電気 

お風呂の熱源 ☐ガス ☐電気 ☐灯油 ☐薪・温泉 電気の夜間料金契約 ☐している ☐していない 

設問４ 電気・ガス・灯油代（おおよその平均的な１ヵ月の金額）について 

暖房や給湯などに灯油を使っていますか ☐使っている ☐使っていない 

 購入電気代 売電気代（発電）太陽光

発電で売電している方のみ 
ガス代 灯油代 1 年間で把握の場

合は次ページ※１へ 

冬の１ヵ月の料金 円 円 円 円 

春・秋の１ヵ月の料金 円 円 円 円 

夏の１ヵ月の料金 円 円 円 円 

 

基本情報 

お名前  

ご連絡先 メール：             電話： 

ご住所 ※事後アンケートまでご協力いただける方はご記入をお願いします。（先着 150 名様に QUO カードプレゼント） 

 

事前調査票 
メール：goto@kannet-sai.org FAX：048-749-1218       

※個人情報は、本事業の事務局となる特定非営利活動法人環境ネットワーク埼玉の「個人情報保護規定」に基づ
いて管理し、省エネ相談業務以外には使用いたしません。 

お問合せ 

事務局 

埼玉県地球温暖化防止活動推進センター 
T E L：０４８－７４９－１２１７（平日 9:00-16:50） 

：０４８－７４９－１２１８ 
〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和 5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎 3 階 

①事前調査票を提出 ②アドバイス受取 

省エネ対策実施 

③事後アンケートに協力 

県内のイベントやショッピングモール等での対面による相談会を実施します。イベント情報は、

随時HPにてお知らせしますので、お近くの会場にお越しください。 

 

省エネって面倒だけど、どんなメリットがあるの？ 

相談者 
熱中症や大型台風などの異常気象は、私たちの生活から出され

る二酸化炭素が大きく影響しています。 

省エネ相談を機に、ご家庭の省エネに取り組むことで、地球温

暖化防止にもなるし、お財布にもやさしいです。 

事務局 

え、お財布にやさしいってことは、浮いたお金を好きなこと

に使えるね！でも、省エネ相談って時間がかからない？ 

相談方法は２つ。事前調査票を書いて事務局へ送る方法と、イベ

ント等で対面相談する方法です。事後アンケートにもご協力いただ

ければ、先着 150 名様にクオカードをプレゼントします。 

 やってみよう～！ 

相談者 

事務局 

事前調査票は、ウェブからもダウンロードいただけます。 
https://www.kannet-sai.org/center/sai-ccca/syoene-soudan2022html 

相談者 


