
「市民発電とみんなのエネルギー」等についてのアンケート調査等のお願い 

 

 

 平素より、地球温暖化対策やエネルギー問題等の対処にご尽力されていることに感謝を申し上げます。 

 さて、今年の１１月１日（全体会）と１２月１３日（分科会）に「第３０回三多摩自治体学校 in府中」実

行委員会等の主催で、毎年、三多摩の各自治体で順次開かれている「三多摩自治体学校」が「市民の学び舎２

０１４＠ふちゅう」と題して府中市で開催されます。 

府中市も後援し、高野府中市長も１１月１日の全体会に登壇する予定です。１２月１３日は午前、午後にわ

たり１０を超える分科会が予定されていますが、その一つとして昨今のエネルギー事情を背景に「市民発電と

みんなのエネルギー」分科会を設けることになりました。 

 

日 時； １２月１３日（土）午後１時半～４時半まで 

場 所： 府中市の中央文化センター第三会議室（所在地 府中市府中町２－２５ 定員３５名） 

テーマ： 「市民発電：実情を見すえ更なる地域連携を求めて」 

内 容： （１）アドバイザーによる基調報告 

（２）経験団体等によるパネル討論 

（３）参加者による全員参加型の討論 

 

現在、「市民発電とみんなのエネルギー分科会」実行委員会を結成して準備中です。なお、両日にわたり全

体会と午前、午後のどの分科会に参加しても受講料は１０００円です。 

 

ついては１２月１３日の上記分科会を中心に、三多摩の各自治体の関連部署の職員の方々に受講をお願いす

るとともに、各自治体の「市民発電とみんなのエネルギー」等に関連した状況把握のアンケート調査を実施さ

せていただくことになりましたので、ご多忙中とは存じますが協力いただけますよう、よろしくお願いいた

します。 

 

 質問内容によっては、一つの部署だけでは確認できない項目もあろうかと思いますが、関連部署に問い合

わせるなどしていただき、なにとぞ、平成２６年１０月１日（水）までに、回答をいただければ幸いです。 

  

また、ご回答の内容により、さらに詳しくお聞きしたい自治体にはご連絡させていただくこともありますの

で、その際には、よろしくお願いいたします。また締切り前後には、電話などをさせていただきますので、

よろしくお願い致します。 

 ご質問につきましては、下記にメールを頂ければ、数日内に対応させていただきます。 

 

回答いただいた自治体で、E-mailアドレスをご記入いただいた方には、取りまとめた結果を添付ファイル

でご送付いたします。 

 

平成２６年１０月１日（水）までに、回答用紙にご記入の上、ご返送ください。お手数ですが、写しが必

要な場合は、コピーをお願いします。なお回答用紙は、府中市「自然エネルギーを考える会」のホームペー

ジ（http://www.fuchu-sengen.jimdo.com/）からもダウンロードできます。 

 

 

〒１８３－０００１ 府中市浅間町３－１８―１ ６０１ 宮井迅吉方 

第３０回三多摩自治体学校 in 府中 “市民発電とみんなのエネルギー”分科会実行

委員会 

 

ホームページ    http://www.fuchu-sengen.jimdo.com/ 
e-mailアドレス   j-miyai@aa.pial.jp 

 

 

 

 

http://www.fuchu-sengen.jimdo.com/
http://www.fuchu-sengen.jimdo.com/
mailto:j-miyai@aa.pial.jp


（アンケート回答用紙） この用紙以下 4枚をご返送ください。 

 

1． 自治体の概要 

（１）地方自治体名、担当部局課名 

自治体名 

 

 

 

担当部・担当課名 

 

 

 

 

（２）住所、ご担当者名、連絡先（Tel/Fax/E-mail） E-mailも今後のご連絡上是非、ご記入下さい。 

住所 

〒 

 

 

Tel/Fax 

 

 

担当者職

名・氏名 

   

 
E-mail 

 

 
２．全般的な問題について 

（１）貴自治体で課題となっているエネルギー等の問題にはどういうものがありますか。 

（該当項目（ ）に○印をお願いします。複数回答可。） 

  

ア（  ）住民からの放射能についての問合わせ イ（  ）省エネの推進 ウ（  ）公共施設の電力

の契約問題  エ（  ）太陽光パネルの設置についての問い合わせ オ（  ）太陽光パネル設置に関す

る補助金額・予算の問題 カ（  ）公共施設の屋根の利用問題 キ（  ）公立学校への太陽光パネル

の設置問題 ク（  ）生徒への環境教育 ケ（  ）この問題での市民や団体との連携 コ（  ）こ

の問題での市内企業との連携 サ（  ）その他のエネルギー関連課題 

 

（２）上記のうち特に差し迫った問題はどういうものですか。 

具体例とその対応：（簡単に） 

 

 

 

 
（３）この３年間に貴自治体内で広域停電を経験したことがありますか。 

（該当項目（ ）に○印をお願いします。） 

ア（  ）ある  イ（  ）ない  ウ（  ）わからない 

  
（４）貴自治体の施設で使う大口電力について、東京電力以外との契約を行っていますか。 

（該当項目（ ）に○印をお願いします。） 

 
ア（  ）行っている  イ（  ）行っていない  ウ（  ）わからない 

 

（５）市民からの太陽光パネルの購入や電気料金、省エネ等の問合せの相談窓口はありますか。（兼任窓口も

可）（該当項目（ ）に○印をお願いします。） 

 

ア（  ）ある  イ（  ）ない 

 

（６）エネルギー問題等に関連して隣接した自治体と協議をしたような事案はありますか。（該当項目（ ）に○

印をお願いします。） 

 

  ア（  ）ある  イ（  ）ない 

 

 

 



（７）エネルギー問題等に関連した情報収集は、下記の何で行っていますか。（該当項目（ ）に○印をお願いしま

す。複数回答可） 

 

 ア（  ）マスメディア イ（  ）専門雑誌・書籍 ウ（  ）インターネット・ブログ・メルマガ等 

ヱ（  ）講演会・シンポジウムへの参加 オ（  ）展示会 カ（  ）その他の勉強会 キ（  ）

市民からの情報提供  ク（  ）エネルギー問題に関連した自治体内外の連絡会議等 ケ（  ）その他 
 

（８）貴自治体の地球温暖化対策推進計画や環境基本計画等で、太陽光パネルや太陽熱温水器等の普及に関す

る数値目標を決めていますか。 
（該当項目（ ）に○印をお願いします。） 

  

  ア（  ）決めている  イ（  ）決めていない 

 

（９）上記（８）でア 決めている をご回答いただいた場合、この目標の定期的な見直しは行っていますか。 

（該当項目（ ）に○印をお願いします。） 

 

ア（  ）行っている  イ（  ）行っていない 

   

（１０）エネルギー問題で国や都に要望することがあればご記入下さい。 

 

 

 

 

 
３．世帯への太陽光パネルや太陽熱温水器の設置について 

 
（１）貴自治体では市内の世帯家屋の太陽光パネルや太陽熱温水器の導入に関して申請にもとづく自治体独自

の助成金制度はありますか。（該当項目（ ）に○印をお願いします。） 

 

  ア（  ）ある  イ（  ）ない 

  

（２）上記（１）で ア ある をご回答いただいた場合、(括弧)内に数値をご記入下さい。 

 

ア. 助成金額はパネルで１ｋｗあたり（      ）万円で一世帯あたり最大（    ）万円である。 

  イ.太陽熱温水器では（                              ）である(支給条件、上限額を記入下さい)。 

          

 

（３）上記（１）で ア ある をご回答いただいた場合、昨年度の実績で、貴自治体の予算総額はニーズに

対してどうですか。（該当項目（ ）に○印をお願いします。） 

 

  ア（  ）ほぼ適当  イ（  ）やや不足  ハ（  ）大きく不足  二（  ）利用が少ない 

  

（４）上記（１）で イ ない をご回答いただいた場合、今後、制度を導入する計画はありますか。（該当項

目（ ）に○印をお願いします。） 

 

  ア（  ）ある  イ（  ）ない 

 

（５）貴自治体では市内の太陽光発電パネルを導入している家屋の数を把握していますか。 
（該当項目（ ）に○印をお願いします。） 

 

 ア（   ）把握している  イ（  ）把握していない 



（６）上記（５）で ア 把握している をご回答いただいた場合、(括弧)内に数値をご記入下さい。 

 

最新のデータで全家屋数（    ）中 （     ）世帯導入している。 
 

（７）上記（５）で イ 把握していない  をご回答いただいた場合、下記に該当するときは(括弧)内に数

値をご記入下さい。 

把握していないが、参考になる数値はある。その内容は 
 

 ア．太陽光助成金を受けた世帯の累計数 （       ）年以降（      ）世帯           
 イ．電力会社等に問い合わせた数字 （     ）世帯    
 ウ．その他 （ご記入ください              ） （   ）世帯 

 
（８）上記（５）で イ 把握していない をご回答いただいた場合、今後、独自に把握したいと考えていま

すか。（該当項目（ ）に○印をお願いします。）。 

 

ア（  ）把握したい  イ（  ）把握するつもりはない  ウ（  ）未定  

 

４．公共施設等へ太陽光パネルの設置ついて 

 

（１）貴自治体では公共施設等で太陽光パネルを設置していますか。（該当項目（ ）に○印をお願いします。） 

 

ア（  ）設置している  イ（  ）設置していない 

 

（２）上記（１）で ア 設置している をご回答いただいた場合、つぎの(括弧)内に数値をご記入下さい。 

 
 ア. 全施設（       ）中  （        ）箇所が設置している。 
 イ. そのうち（       ）箇所は、発電事業者に屋根貸ししている。 
 ウ. 総発電容量は         （      ）KW である。 

 

（３）貴自治体の公共施設への今後の太陽光パネルの設置の予定はどうですか。(括弧)内に数値を記入下さ

い。 

 ア. １年後には             （      ）箇所、設置される予定である。  
イ. ３年後には             （      ）箇所、設置される予定である。 

 ウ.（  ）年後には           （       ）箇所、設置される予定である 

 

５．学校等へ太陽光パネルの設置ついて 

 

（１）貴自治体で公立の小中学校で太陽光パネルを設置していますか。該当項目（ ）に○印をお願いします。） 

 

ア（  ）設置している   イ（  ）設置していない 

 

（２）上記（１）で ア 設置している をご回答いただいた場合、(括弧)内に数値をご記入下さい。 

 
  全学校（     ）校中（        ）校が設置している。 

 

（３）上記（１）で ア 設置している をご回答いただいた場合、設置している場所はつぎのどの場所です

か。（括弧）内に数値を記入して選択して下さい。 

 

  ア.屋上（  ）箇所 イ.壁部分（  ）箇所 ウ.軒先（  ）箇所 ヱ.その他（  ）箇所 

 

 

 

 



（４）貴自治体の学校等への今後の太陽光パネルの設置の予定につき(括弧)内に数値を記入下さい。 

 

  ア. １年後には           （      ）箇所、設置される予定である。 
イ.  ３年後には           （      ）箇所、設置される予定である。 
ウ. （ ）年後には         （       ）箇所、設置される予定である 

 

６．市内の団体や企業等について 

 

（１）貴自治体のなかで市民が共同で発電する等を実施し、または計画している団体はありますか。 
（該当項目（ ）に○印をお願いします。） 

 

ア（  ）ある  イ（  ）ない  ウ（  ）わからない 

 

（２）上記（１）でア ある をご回答いただいた場合、可能な場合、つぎの(括弧)内にご記入下さい。（複

数記入可） 

  その団体のお名前（                           ） 
 
  連絡先（                                ）（可能ならばご記入下さい） 
 
（３）上記（１）でア ある をご回答いただいた場合、その団体と貴自治体につき、お答え下さい。 

（該当項目（ ）に○印をお願いします。） 

 

ア（  ）名前を知っている程度  イ（  ）連絡がある  ウ（  ）具体的に連携している 
 

（４）貴自治体のなかに、再生可能エネルギー事業等を業として実施し、または実施をめざして関心をもつ企

業等はありますか。（該当項目（ ）に○印をお願いします。） 
 
ア（  ）ある  イ（  ）ない  ウ（  ）わからない 
 

（５）上記（４）でア ある をご回答いただいた場合、(括弧)内にご記入下さい。（複数記入可） 

 
  その企業のお名前（                                  ） 
            
（６）最後に、貴自治体のエネルギー問題への取り組みを担当部署として自己採点したとき、下記のどれにあ

たるでしょうか。（該当項目（ ）に○印をお願いします。） 

 

  ア（  ）良いほう  イ（   ）ふつう  ウ（   ）遅れている  ハ（   ）わからない 

 

７．三多摩自治体学校 in府中について 

（１）現時点で貴自治体の担当部署として、１２月１３日の「市民発電とみんなのエネルギー」分科会に参加

できそうでしょうか。（該当項目（ ）に○印をお願いします。） 

 
ア（  ）参加する予定  イ（  ）参加できない  ウ（  ）未定 

 

８．その他ご意見等 （自由にご記入下さい。） 

 

 

 

 

 

アンケートへのご協力ありがとうございました！！ 


