
 

  

埼玉県家庭の省エネ相談事業 

実は今まで 

損してるかも！？ 

［実施期間：令和 3 年 12 月～令和 4 年 1 月末まで］ 

埼玉県マスコット「コバトン」 

先着150名様に 

QUOカードを 

プレゼント 
※１世帯 1 回まで 

設問４.２ 電気・ガス・灯油台（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 

 



 

事後調査票回答 

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 
TEL：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 

事前調査票 

※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。 

メール：goto@kannet-sai.org FAX：048-749-1218       

基本情報 

お名前  

ご連絡先 メール：             電話： 

ご住所 ※事後調査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） 

 以下の設問について、ご回答をお願いいたします。 

□事後調査を希望する   □事後調査を希望しない 

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 

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 ☐省エネ型服装ガラスか二重窓 ☐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・灯油台（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 灯油台 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 

 

冬は、暖房や給湯など一年間で一番多くのエネルギーを使う 

季節です。そのため、冬の省エネに取り組むことで 

ご家庭の光熱費を大幅に削減できるばかりでなく、 

地球温暖化の原因となっている二酸化炭素の削減にも 

つながります。 

 

埼玉県では、冬のご家庭のエネルギーの節約・省エネを 

応援するため、事前調査票をもとに各家庭の状況に合わせた 

省エネのアドバイスを行う“省エネ相談”を実施します。 

  

省エネアドバイス方法は書面やデータでのやり取りのため、 

感染症等を気にせず手軽にご参加いただけます。 

もちろん、直接アドバイスを受けたいと希望される方には、 

オンラインを活用した相談も可能です。 

先ずは添付の事前調査票をお送りください。 

WEB からもダウンロードできます。 

世帯当たりの用途別エネルギー消費 

出典）一般財団法人家電製品協会 HP 

埼玉県マスコット「さいたまっち・コバトン」 

アドバイス受取 

省エネ対策実施 

オンライン相談 

実施（希望者のみ） 
事前調査票を提出 

調査票受領 

チェック 

アドバイス 

送信・送付 

オンラインで 

気になるところを 

直接相談 

その後の状況につい

てアンケート 

相談者 

事務局 

（メール又はFAX） 

https://www.kannet-sai.org/center/sai-ccca/syoene-soudan2021.html 


