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アンケート調査 
アンケート調査の概要 

職員の新エネルギーに関するアンケートを実施した。 
 

 
●アンケート対象者 

町内の世帯（エネルギー利用実態調査票の配布） 
 

●配布・回収時期 

配布：平成18年8月14日 
回収：平成18年8月31日 

 
●アンケート票 

（資料－21ページ参照） 
 
 

アンケートの集計結果 

（１）回答数、回収率 

エネルギー利用実態調査227票の回答を得た。 
 

表１ アンケート回収結果 

 回収数 

世帯調査票 227
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（２）エネルギー利用実態調査の結果概要 

①世帯の人数 

アンケートに回答された世帯の世帯人数は、平均で3.58人／世帯となっている。 
 

図１ アンケート回答者の世帯人数 
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②居住地分布 

アンケートに回答された世帯の居住地は、下記のとおりである。 
図２ アンケート回答者の居住地分布 
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③回答者の属性 

○性別 

アンケート回答者の性別は、男性が59.9％、女性が40.1％となっている。 
 

図３ 回答者の性別 

 
 

○年齢 

年齢構成は以下のとおりとなった。 
図４ 回答者の年齢構成 
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④冷暖房機器の導入台数 

各家庭に導入された冷暖房機器の平均の導入台数は、以下の表のようになっている。町内の平

均的な家庭では、扇風機・エアコン類は約1台、ストーブ類は約3台、コタツは約1台、床暖房は

約3畳、ホットカーペットは約1畳を使用している。 
標高が高いためエアコン・クーラーがほとんど利用されていない。 
ストーブの燃料としては灯油が一般的であり、電気・ガス・薪ストーブはほとんど利用されて

いない。 
 

表２ 冷暖房機器導入台数 

 

  普及台数（台/世帯） 

床暖房 3.26

灯油ストーブ 2.67

扇風機 1.37

電気コタツ 1.21

ホットカーペット 1.20

電気ストーブ 0.52

エアコン・クーラー 0.26

ガスストーブ 0.18

薪ストーブ 0.09

その他 0.07

 
図５ 冷暖房機器導入台数 

 
 



 -資料編Ⅰ-7- 

⑤風呂の燃料 

風呂の燃料としては、灯油が約7割、ガスが約1割となっている。太陽熱や薪利用は少ない。 
 

表３ 風呂の燃料 

  % 

灯油 76.2%

ガス 14.5%

電気 6.2%

太陽熱 1.3%

薪 0.9%

その他 0.9%

 

 

図６ 風呂の燃料 
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⑥電気代 

1ヶ月当りの電気代は、夏期は6,000円～8,000円の回答が も高く、冬期は12,000円～15,000
円以上の回答が も多くなっている。夏期よりも冬期の方が高くなっている。 

 
図７ １ヶ月あたりの電気代（夏期） 

 
 

図８ １ヶ月あたりの電気代（冬期） 

 
 

表４ １ヶ月あたりの電気代（平均） 

 
 
 

  夏期 冬期 

平均金額 9,720 16,862
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⑦ガス代 

1ヶ月あたりのガス代は、夏期、冬期ともに2,000円～4,000円の回答が も多く、全体的に夏

期よりも冬期のほうが高くなっている。 
 

図９ 1ヶ月のガス代 

 
 

表５ 1ヶ月のガス代（平均） 

  夏期 冬期 

平均金額 4,606 5,313
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⑧灯油代 

年間の灯油代は、80,000円を超える世帯が多くを占めている。 
 

図１０ 年間の灯油代 

 
 

表６ 年間の灯油代（平均） 

  年間 

平均金額 74,555
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⑨自動車の保有台数 

各家庭の自動車の保有台数は、原付を含めて１世帯あたり平均で約3台である。 
 

表７ 自動車保有台数 

車種 
平均台数 

（台/世帯） 

普通乗用車 1.67

軽乗用車 0.65

普通貨物車 0.05

軽トラック 0.21

原付、二輪車 0.30

農業用トラクタ 0.10

その他 0.02

合計 2.99

 
 

世帯当り 3.0 台／世帯 
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⑩自動車燃料代 

一世帯当たりの自動車の燃料代としての回答は、15,000円～20,000円の回答が も多く、次い

で、10,000円～15,000円、20,000円～25,000円が多くなっている。 
 

図１１ １ヶ月の自動車燃料代 

 
 
 

表８ １ヶ月の自動車燃料代（平均） 

  1 ヶ月 

平均金額 20,776
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⑪省エネルギー行動 

各家庭での省エネルギー行動について、以下の項目の実施の有無を質問した。 
  ＜選択肢＞ 

① こまめな消灯などの節電行動をしている 
② 通勤・買い物など、自動車を利用の際、相乗りをこころがけている 
③ 自動車をなるべく使わずに、公共交通機関や自転車を利用している 
④ 家電製品、自動車の買い替えのときに省エネ機器や燃費の良いものを選んでいる 
⑤ 缶やビン、ペットボトルなどはリサイクルするようこころがけている 
⑥ 買い物の際、買い物袋を持参するなど、ビニール袋を受け取らないようにしている 
⑦ その他 
⑧ 何もしていない 

 
実施の有無をみると、①の節電行動、⑤のリサイクル行動の実施率が高く、約8割の家庭で実

行されている。また、④省エネ機器、⑥買い物袋持参の選択も、約4割の家庭で実行されている。 
 

図１２ 省エネルギー行動の実施状況 
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⑫新エネルギー利用機器の導入状況 

新エネルギーを利用した機器の導入については、6.8％（15件）の世帯で「導入している」と

の回答が得られた。 
導入機器は、ほとんどが太陽熱温水器であった。 

 

図１３ 新エネルギー導入の有無 

 
 

 

図１４ 導入している機器 
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表９ 太陽熱温水器を使っている地域 

地域 件数

離山 1

中軽井沢 3

古宿 2

大日向 1

油井 1

下発地 3

杉瓜 1  

 
使用上の問題点として寄せられた意見は、下記のようなものがあり、冬場は使えないという回

答が多い。 
 

＜意見＞ 
・ 冬場は雪がパネルの上にあると水温が下がるためあまり使えない。これを使用するための

凍結防止用で電気代がかかる。 
・ 冬場において太陽熱温水器の給湯力が落ちる。 
・ 集熱パネルの交換を約 10 年で行うこととなった。 
・ 地域的な気候条件。 
・ 日照時間が少なく思える。導入するのに金額が高い割合に補助が少ない。 
・ 機器の価格が高額。設置工事が大変。点検・維持等に関わる費用が高い。 
・ 夏期及び晴天しか利用できないので、もう少し経済的に年を通して利用できれば良い。か

らまつが秋になると舞い落ちてくるため清掃が大変。 
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（３）エネルギーに関するアンケートの結果概要 

１）エネルギー、環境問題に対する関心 

①関心の有無 

「近年、地球が温暖化する問題や、酸性雨、オゾン層の破壊など地球温暖化問題が話題となっ

ていますが、これらの環境問題について興味がありますか」という質問に対しては、「興味があ

る」と回答した回答者が全体の約88％を占めている。 
図１５ エネルギー・環境問題に対する関心 

 
 

②石油の枯渇について 

「このまま使い続けると、石油はあと約40年で枯渇すると言われています。このことをご存知

でしたか。」という質問に対しては、「知っていた」回答者が約66％となっている。 
図１６ 石油の枯渇問題について 
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③エネルギーに対する知識 

「各種エネルギーについて知っていたか」という質問については、「風力発電」、「太陽光発電」、

「太陽熱利用」の認知度が高いものの、「小水力発電」、「廃棄物発電」、「天然ガスコージェネレ

ーション」といった項目については、認知度が低くなっている。 
図１７ 各種エネルギーの認知度 

 

 
２）新エネルギーの導入意向 

①導入意向の有無 

「今後、新エネルギーを利用した機器をあなたの家に導入したいと思いますか」という質問に

対しては、「導入したい」という回答が約58％、「導入したくない」という回答が約5％、「すでに

導入している」という回答が約3％であり、「わからない」として判断を保留した回答者が約33％
となっている。 

図１８ 新エネルギー機器の導入意向 
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②導入したい新エネルギー機器 

新エネルギー機器のうち導入したいものとしては、「太陽光発電」が も多く、次いで、「クリ

ーンエネルギー自動車」、「太陽熱温水器」となっている。 
 

図１９ 新エネルギーの種類別導入意向 

 
 
 

③「導入したくない」理由 

新エネルギー機器を導入したくない理由としては、「価格」という回答が も多く、次いで、「機

器の性能に疑問があるから」となっている。 
 

図２０ 「導入したくない」理由 
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３）町の取り組みについて 

①取り組みに対する意見 

町が新エネルギーに対してどのようにすべきか、以下のような質問をした。 
  ＜選択肢＞ 

① 費用がかかっても、事業化を目指して積極的に導入を目指すべき 
② 無理のない範囲で、小型の設備を設置するべき 
③ 新エネルギーの普及促進のために住民や企業に、勉強会などの情報提供をすべき 
④ 住民や企業に対して補助事業等を行い、導入を支援するべき 
⑤ その他（自由回答） 

 
これに対しては、①の積極導入を期待する意見は少なく、④の導入を支援する意見が も多く

なっている。 
その他の意見としては、以下のような意見が寄せられている。 
・ 太陽光発電や温泉の湯を利用した施設や設備を企業に支援してもらい観光とエコの町軽井

沢にすべき。 
・ 新エネルギー導入の前に、現在のエネルギーの利用方法を見直すべき。 
・ ESCO 事業導入の検討。 
※ ESCO(Energy Service COmpany の略。エスコと読む)事業とは、工場やビルの省エネルギー

に関する包括的なサービスを提供し、それまでの環境を損なうことなく省エネルギーを実現し、

さらにはその結果得られる省エネルギー効果を保証する事業である。 

また、ESCO の経費はその顧客の省エネルギーメリットの一部から受取ることも特徴となって

いる。 

 
図２１ 町のとるべき姿勢について 
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②町が取り組むべきエネルギー 

町が取り組むべきエネルギーとしては、「太陽光発電」、「太陽熱利用」、「クリーンエネルギー

自動車」の順に多くなっている。 
 

図２２ 町が取り組むべきエネルギー 

 
 

③新エネルギーを導入すべき施設 

新エネルギーをどのような施設に利用して欲しいか、という質問に対しては、「教育施設」、「公

共施設」、「老人福祉施設」での利用を希望する回答が多く寄せられた。 
 

図２３ 新エネルギーを利用すべき施設 
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４）自由意見 

・ 町民に還元されるものであってほしい。 

・ 太陽光発電が一般的だが、当町は日照時間が少なく適していない。これに代わり、当町の自然

環境や立地条件を生かした、小河川を利用した水力発電と豊富な木材を利用したバイオマスや

暖房が有効である。また、リサイクル社会を目指して、家庭における廃油の活用が現実的なと

ころと考える。 

・ 国や県で、総合的に取り組むべきである。その結果をみて、町が選択すればよい。 

・ 軽井沢に適した新エネルギーの導入（太陽光や太陽熱は日照時間が少ない軽井沢には適さない

と思う）軽井沢らしく、なおかつ実用性のあるエネルギーがあればよい。 

・ 防犯灯や街路灯が少ない場所があるのでそのような場所にソーラー街路灯等の設置。（風力で

の街路灯・・・企業を通じて）冬期は企業に支援していただき建設課の除雪が少しでも少なく

なるように雪を溶かす装置を道路につけたり、通学路や歩道まで雪が溶けるような素材の舗装

等。（北海道のような）（老人や小さい子供のいる家庭は除雪が重労働です） 

・ 宇宙エネルギーを研究者と協力し、使えるようにしていただきたい。宇宙エネルギーは無限で

す。 

・ 新エネルギー導入に係る経費補助の検討が必要と思われる。 

・ さわやかな高原の町にクリーンな新エネルギーや地球に負荷をかけないエネルギー利用を積

極的に取り入れることは軽井沢町のイメージや評価を高めることはあっても批判されること

はないと思う。折しもガソリン、灯油が急騰している今、次世代のためにも大胆に且つ 100

年先を見据えた施策を推進させていただきたい。期待しています。 

・ 軽井沢の地域特性に合うものは何か。また費用、メンテナンス、効果等の資料があるのか、あ

るとしたら積極的な対応を図るべきだ。 

・ 町民が導入しやすいよう補助金制度は早期に行った方が良いと思う。 

・ 軽井沢町に適した新エネルギーを研究し、効率性の高い、新エネルギーがあれば、全町的に普

及推進を図るべく、事業化に向けた取り組みを望む。 

・ 軽井沢町は自然を売りにしているので新エネルギーも積極的に推進すべきだと思う。 

・ イニシャルコストが高いため導入が進んでいないと思いますので、補助事業等を行ったほうが

良いと思います。（住民等へ）町としては、積極的に取り組んでいただきたいです。 

・ 風力発電は景観上町民に受けられないと思う。太陽光発電は日照時間が足りない、設備投資が

高額と思う。薪ストーブ普及は良いと思う。補助金制度創設は拙速でなく慎重に行ってほしい。

温泉エネルギーが考えられないか。 
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アンケート票 

世帯調査 

１．エネルギー利用実態調査 

（町内に在住の方のみご回答ください。） 

あなたの家庭のエネルギー利用状況についておたずねします。 

以下の質問は、世帯の代表者が記入してください。 

★各質問ではあてはまる番号に○をつけてください。 

 

１．あなたの世帯についておたずねします。 

（１） 世帯の人数について 

 （   ）人（ご自身を含めて） 

 

（２） どの地区にお住まいですか 

 １．峠  町  ２．小  瀬  ３．旧軽井沢  ４．新軽井沢  ５．成  沢 

 ６．南 ケ 丘  ７．南軽井沢  ８．塩  沢  ９．離  山  10．中軽井沢 

11．古  宿  12．星  野  13．塩  壷  14．千ｹ滝中区  15．千ｹ滝西区 

16．借  宿  17．大 日 向  18．追  分  19．三 ツ 石  20．鳥 井 原 

21．油  井  22．馬  取  23．上 発 地  24．下 発 地  25．杉  瓜 

26．茂  沢  27．浅間台団地 28．風越団地  29．ニュータウン 30．つくしケ丘 

 

２．ご回答いただいた方自身についておたずねします。 

（１） 性別について 

１．男性      ２．女性 

（２） 年齢について 

 １．１０代  ２．２０代  ３．３０代 

４．４０代  ５．５０代  ６．６０歳以上 

 

３．あなたの家の冷暖房・給湯設備、自動車についておたずねします。 

（１）あなたの家の冷暖房機器についておたずねします。ご家庭で使用される機器の台数をご記入

ください。 

１．エアコン・クーラー （  ）台  ２．扇風機 （  ）台 

３．ガスストーブ・ファンヒーター （  ）台 ４．電気ストーブ （  ）台 

５．灯油ストーブ・ファンヒーター （  ）台 ６．薪ストーブ （  ）台 

７．電気コタツ （  ）台  ８．床暖房 （  ）畳 

９．ホットカーペット （  ）畳  １０．その他（          ） 

 

（２）あなたの家のお風呂で、主に使用している燃料はどれですか。一つだけ選んでください。 

  １．灯油  ２．ガス  ３．電気 

  ４．太陽熱  ５．薪   ６．その他（     ） 
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（３）あなたの家では 1 ヶ月あたりの電気代はどの程度ですか。夏期、冬期それぞれについて、  

一つだけ選んでください。 

① 夏期の電気代 

  １．4,000 円未満 ２．4,000～6,000 円 ３．6,000～8,000 円 

  ４．8,000～10,000 円 ５．10,000～12,000 円 ６．12,000～15,000 円 

７．15,000～18,000 円 ８．18,000～21,000 円 ９．21,000 円以上（概算    円） 

② 冬期の電気代 

  １．8,000 円未満 ２．8,000～10,000 円 ３．10,000～12,000 円 

  ４．12,000～15,000 円 ５．15,000～18,000 円 ６．18,000～21,000 円 

７．21,000～25,000 円 ８．25,000～30,000 円 ９．30,000 円以上（概算    円） 

 

（４）あなたの家では 1 ヶ月あたりのガス代はどの程度ですか。夏期、冬期それぞれについて、  

一つだけ選んでください。 

① 夏期のガス代 

  １．2,000 円未満 ２．2,000～4,000 円 ３．4,000～6,000 円 

  ４．6,000～8,000 円 ５．8,000～10,000 円 ６．10,000 円以上（概算    円） 

② 冬期のガス代 

  １．2,000 円未満 ２．2,000～4,000 円 ３．4,000～6,000 円 

  ４．6,000～8,000 円 ５．8,000～10,000 円 ６．10,000 円以上（概算    円） 

 

（５）あなたの家では年間の灯油代はどの程度ですか。一つだけ選んでください。 

  １．10,000 円未満 ２．10,000～20,000 円 ３．20,000～30,000 円 

  ４．30,000～40,000 円 ５．40,000～50,000 円 ６．50,000 円～60,000 円 

  ７．60,000～70,000 円 ８．70,000～80,000 円 ９．80,000 円以上（概算    円） 

 

（６）あなたの家には乗用車、貨物車、二輪車など車が何台ありますか。数字でご回答ください。 

車がない場合は『なし』とその他のところにご記入ください。 

  普通乗用車 （   ）台  軽乗用車   （   ）台 

  普通貨物車 （   ）台  軽トラック  （   ）台 

  原付、二輪車（   ）台       農業用トラクタ（   ）台 

その他（         ：   台） 

 

（７）あなたの家にある車の 1 ヶ月に使用する燃料代の合計はどの程度ですか。一つだけ選んでく

ださい。(最近の実績でお答えください) 

  １．0 円（自動車を利用していない） 

  ２．5,000 円未満 ３．5,000～10,000 円 ４．10,000～15,000 円 

  ５．15,000～20,000 円 ６．20,000～25,000 円 ７．25,000～30,000 円 

  ８．30,000～35,000 円 ９．35,000～40,000 円 10．40,000 円以上（概算    円） 
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４．エネルギーの利用についてお伺いします。 

（１） エネルギーの有効利用について、あなたの家で行っていることはありますか。いくつでも選

んでください。 

１．こまめな消灯などの節電行動をしている 

２．通勤・買い物など、自動車を利用の際、相乗りをこころがけている 

３．自動車をなるべく使わずに、公共交通機関や自転車を利用している 

４．家電製品、自動車の買い替えのときに省エネ機器や燃費の良いものを選んでいる 

５．缶やビン、ペットボトルなどはリサイクルするようこころがけている 

６．買い物の際、買い物袋を持参するなど、ビニール袋を受け取らないようにしている 

７．その他（                                 ） 

８．何もしていない 

 

 

５．あなたの家の新エネルギー機器についてお伺いします。 

（１） 新エネルギーを利用した機器には、「太陽光発電システム（太陽電池）」「太陽熱温水器」「ク

リーンエネルギー自動車」等がありますが、あなたの家庭にこれらの機器は導入されていま

すか。 

  （機器名には、「太陽熱温水器」「クリーンエネルギー自動車」等のようにご記入ください） 

 １．導入している（機器名：                  ） 

            （使用目的：                 ） 

 ２．導入しているが、使用していない（機器名：                ） 

 ３．導入していない 

 

（２） （１）で１または２と回答された方にお伺いします。新エネルギーを利用した機器を使用す

る上で、問題となっていることはありますか。具体的にお答え下さい。 
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２．新エネルギーに関するアンケート 

 

★各質問ではあてはまる番号に○をつけてください。 

 

６．エネルギー、環境問題などについておたずねします。 

（１）近年、地球が温暖化する問題や、酸性雨、オゾン層の破壊など地球環境問題が話題となって

いますが、これらの環境問題について興味がありますか。一つだけ選んでください。 

  １．興味がある  ２．興味がない  ３．わからない 

 

（２）このまま使い続けると、石油はあと約４０年で枯渇すると言われています。このことをご存

知でしたか。 

  １．知っていた  ２．知らなかった 

 

（３）風、太陽、廃棄物などから得られるエネルギーは、「新エネルギー」と呼ばれています。あ

なたは今まで、以下のようなエネルギーについてご存知でしたか。ご存知だったものをいく

つでも選んでください。 

 １．太陽光発電  ２．太陽熱利用  ３．風力発電    

４．バイオマスエネルギー（間伐材、家畜の糞尿等を利用したエネルギー） 

５．小水力発電  ６．廃棄物発電  ７．クリーンエネルギー自動車 

８．天然ガスコージェネレーション（熱と電気を同時に供給するシステム） 

９．その他（            ） 

 

（４）今後、新エネルギーを利用した機器をあなたの家に導入したいと思いますか。一つだけ選ん

でください。 

１．導入したい  ２．導入したくない  ３．すでに導入している  ４．わからない 

  

（５）（４）で、「導入したい」を選んだ方におたずねします。具体的にどのようなエネルギーを

利用したものを使いたいですか。２つまで選んで下さい。（１つでも結構です） 

１．太陽光発電  ２．太陽熱温水器 ３．風力発電 

４．クリーンエネルギー自動車 

５．木材を利用した暖房（ペレットストーブ等） ６．その他（           ） 

 

（６）（４）で、「導入したくない」を選んだ方におたずねします。なぜ導入したくないのか、そ

の理由を選んでください。（いくつでも結構です） 

１．現状の機器に満足しているから    ２．価格が高いから 

３．機器の性能に疑問があるから     ４．手入れや操作が難しそうだから 

５．新エネルギーとは何かわからないから  

６．その他（                              ） 
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（７）新エネルギーの導入に関して、町はどのようにすべきだとお考えですか。２つまで選んでく

ださい。（１つでも結構です） 

１．費用がかかっても、事業化を目指して積極的な導入を目指すべき 

２．無理のない範囲で、小型の設備を設置するべき 

３．新エネルギーの普及促進のために町民や企業に、勉強会などの情報提供をすべき 

４．町民や企業に対して補助事業等を行い、導入を支援するべき 

５．その他（                                ） 

 

（８）町として、どのようなエネルギーに取り組むことが有効だと思いますか。３つまで選んでく

ださい。（１つあるいは２つでも結構です） 

１．太陽光発電  ２．太陽熱利用   ３．風力発電 

４．木材を利用した発電 ５．木材の熱利用（暖房など） ６．小水力発電 

７．廃棄物発電  ８．クリーンエネルギー自動車     

９．天然ガスコージェネレーション（熱と電気を同時に供給するシステム） 

10．その他（    ） 11．なし 

 

（９）町は、新エネルギーをどのような施設に利用したらよいと思いますか。３つまで選んでくだ

さい。（１つあるいは２つでも結構です） 

  １．学校などの教育施設   ２．老人福祉施設 

  ３．役場、公民館などの公共施設  ４．観光施設 

  ５．キャンプ場    ６．スポーツ施設 

  ７．防犯灯や街路灯   ８．町内の各家庭で利用  

  ９．その他（          ） １０．なし 

 

 

７．町の新エネルギーに対する取り組みについて、ご意見がございましたらご記入ください。 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

 

 

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 

 
 


