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はははは    じじじじ    めめめめ    にににに 

 

 

 個性と魅力に満ち，誰もが心豊かに安心して暮らせるまちづくりを進めていく

うえで大切なのが，市民の皆様のご意見やニーズを的確に把握させていただくこ

とです。そうした観点から，京都市では，平成 11 年度から，毎回 3,000 人の方

を対象に，市政の重要課題についてアンケート調査を実施しています。 

 平成 24 年度の第 1 回目の今回のアンケートでは，「再生可能エネルギーの普及

と省エネルギーの促進」について市民の皆様のご意見をお伺いしました。 

 この調査で得た結果は，京都市の地球温暖化対策やエネルギー政策に生かし

てまいります。 

 最後になりましたが，調査にご協力いただきました市民の皆様に心からお礼申

し上げます。 

 

 

 

 

（注）○百分比の合計は端数処理の関係で 100％にならないものもあります。 

○複数回答の百分比の合計は 100％になりません。 
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調 査 概 要 
 

１．調査テーマ  再生可能エネルギーの普及と省エネルギーの促進 

２．調査目的    本市の地球温暖化対策やエネルギー政策に活かすため 

３．調査対象   20歳以上の市民 3,000人 

（住民基本台帳及び外国人登録データから無作為抽出） 

 

４．調査方法   回答用紙への記入方式（郵送） 

 

５．調査期間   平成 24年 8月 10日（金）～平成 24年 8月 24日（金） 

 

６． 回収状況   回収数 1,282（回収率 42.7％） 

うち有効回答数 1,282（有効回収率 42.7％） 

 

７． 回答者属性 

  <区別内訳>          <性別年齢別内訳>             <職業別内訳>   

職業 人数 ％％％％    

自営業 

自由業 

人 

176 

%%%%    

11113.73.73.73.7    

会社員 

公務員 365 22228.8.8.8.5555    

主婦 

主夫 328 22225.5.5.5.6666    

学 生 16 1.1.1.1.2222    

無 職 293 22222.92.92.92.9    

その他 87 6.6.6.6.8888    

無回答 17 1.31.31.31.3    

計 1282 100.0100.0100.0100.0    

区 人数 ％％％％    

北 
人 

110 

%%%%    

8.8.8.8.6666    

上 京 72 5.65.65.65.6    

左 京 148 11.11.11.11.5555    

中 京 97 7.67.67.67.6    

東 山 39 3.03.03.03.0    

山 科 126 9.89.89.89.8    

下 京 61 4.84.84.84.8    

南 83 6.56.56.56.5    

右 京 173 13.513.513.513.5    

西 京 124 9.79.79.79.7    

伏 見 232 18.18.18.18.1111    

無回答 17 1.31.31.31.3    

計 1282 100.0100.0100.0100.0    

年代 男 女 無回答 全体 ％％％％    

20歳代 
人 

36 

人 

60 

人 

0 

人 

96 

%%%%    

7.7.7.7.5555    

30歳代 58 119 0 177 11113.3.3.3.8888    

40歳代 86 105 0 191 11114.4.4.4.9999    

50歳代 64 123 2 189 11114.4.4.4.7777    

60歳代 137 163 4 304 22223.3.3.3.7777    

70歳代 133 176 2 311 24.24.24.24.3333    

無回答 1 1 12 14 1.11.11.11.1    

計 515 747 20 1,282 100.0100.0100.0100.0    

百分比百分比百分比百分比    40.240.240.240.2    58.58.58.58.3333    1.61.61.61.6    100.0100.0100.0100.0        
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結果結果結果結果のあらましのあらましのあらましのあらまし    
 
 平成 24 年度第 1 回市政総合アンケートは，「再生可能エネルギーの普及と省エネルギーの促進」

についてをテーマに，市民の皆様のご意見を伺いました。 

 

【【【【１１１１    省省省省エネルギーとエネルギーとエネルギーとエネルギーと節電節電節電節電についてについてについてについて】】】】    

１１１１    現在現在現在現在，，，，省省省省エネルギーやエネルギーやエネルギーやエネルギーや節電節電節電節電にににに取取取取りりりり組組組組んでんでんでんでいいいいるるるるかかかか    

・大いに取り組んでいる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０．８％ 

・負担にならない程度に取り組んでいる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８２．１％ 

・取り組んでいない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３．７％ 

→ 省省省省エネルギーやエネルギーやエネルギーやエネルギーや節電節電節電節電にににに取取取取りりりり組組組組んでんでんでんでいるいるいるいる方方方方がががが９９９９割以上割以上割以上割以上    

    

    

２２２２    省省省省エネルギーやエネルギーやエネルギーやエネルギーや節電節電節電節電についてについてについてについて，，，，頻繁頻繁頻繁頻繁にににに行行行行っているっているっているっている取組取組取組取組はははは何何何何かかかか    

・照明やテレビをこまめに消す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６６．５％ 

・冷暖房は控えめにする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６４．３％ 

・省エネルギー型の家電製品を利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８．６％ 

・白熱電球の代わりに電球型蛍光灯やＬＥＤを使う・・・・・・・・・・・・・・・１３．５％ 

・使わないときは電化製品のコンセントを抜く・・・・・・・・・・・・・・・・・３０．７％ 

・冷蔵庫に食料品を詰めすぎない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６．５％ 

・水を出しっ放しにしない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９．３％ 

・風呂には家族が続けて入る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８．７％ 

・住居の断熱効果を高める・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２．７％ 

・環境について学ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０．８％ 

・出かけるときは，徒歩，公共交通機関，自転車を利用する・・・・・・・・・・・２４．７％ 

・環境家計簿をつける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０．１％ 

・太陽光発電，太陽熱や蓄電池を使用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２．３％ 

・グリーンカーテンを設置する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４．４％ 

・打ち水をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５．８％ 

・その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０．６％ 

→ 「「「「照明照明照明照明やテレビをこまめにやテレビをこまめにやテレビをこまめにやテレビをこまめに消消消消すすすす」」」」がががが7777割近割近割近割近くくくく，「，「，「，「冷暖房冷暖房冷暖房冷暖房はははは控控控控えめにするえめにするえめにするえめにする」」」」が６が６が６が６割以上割以上割以上割以上    

    

    

    特特特特にににに今年心今年心今年心今年心がけているがけているがけているがけている取組取組取組取組はははは何何何何かかかか    

・照明やテレビをこまめに消す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９．４％ 

・冷暖房は控えめにする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７．８％ 

・省エネルギー型の家電製品を利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２．１％ 

・白熱電球の代わりに電球型蛍光灯やＬＥＤを使う・・・・・・・・・・・・・・・・４．９％ 

・使わないときは電化製品のコンセントを抜く・・・・・・・・・・・・・・・・・・８．１％ 

・冷蔵庫に食料品を詰めすぎない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３．４％ 

・水を出しっ放しにしない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２．１％ 

・風呂には家族が続けて入る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１．３％ 

・住居の断熱効果を高める・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１．１％ 

・環境について学ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０．６％ 

・出かけるときは，徒歩，公共交通機関，自転車を利用する・・・・・・・・・・・・４．４％ 
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・環境家計簿をつける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０．１％ 

・太陽光発電，太陽熱や蓄電池を使用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１．２％ 

・グリーンカーテンを設置する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１．７％ 

・打ち水をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１．０％ 

・その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０．８％ 

→ 「「「「冷暖房冷暖房冷暖房冷暖房はははは控控控控えめにするえめにするえめにするえめにする」」」」が４が４が４が４割近割近割近割近くくくく，「，「，「，「照明照明照明照明やテレビをこまめにやテレビをこまめにやテレビをこまめにやテレビをこまめに消消消消すすすす」」」」が２が２が２が２割近割近割近割近くくくく    

    

    

３３３３    省省省省エネルギーやエネルギーやエネルギーやエネルギーや節電節電節電節電についてについてについてについて，，，，取組取組取組取組をををを行行行行っていないっていないっていないっていない理由理由理由理由はははは何何何何かかかか    

・実行しても，効果が実感できない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３．３％ 

・仕事や家事に忙しく実行する暇がない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０．４％ 

・手間や負担がかかる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０．８％ 

・その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９．２％ 

→ 「「「「実行実行実行実行してもしてもしてもしても，，，，効果効果効果効果がががが実感実感実感実感できないできないできないできない」」」」がががが３３３３割以上割以上割以上割以上    

    

    

４４４４    今後今後今後今後 5555 年間年間年間年間にににに実行実行実行実行したいとしたいとしたいとしたいと思思思思うううう取組取組取組取組はははは何何何何かかかか    

・照明器具のＬＥＤ化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０．５％ 

・省エネ型家電（エアコン・冷蔵庫・テレビ等）への買い替え・・・・・・・・・・４２．５％ 

・ＥＶ（電気自動車）・ＰＨＶ（プラグインハイブリッド車）やエコカーへの買い替え・・・・・・１２．２％ 

・住宅の高断熱リフォーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４．９％ 

・太陽エネルギーの利用（太陽光発電・太陽熱利用）設備の導入・・・・・・・・・１１．９％ 

・蓄電池や HEMS（住宅用エネルギーマネージメントシステム）の導入・・・・・・・・３．１％ 

・高効率給湯設備への買い替え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５．１％ 

・公共交通機関の利用や家電製品の使用回数の見直しなど， 

使用するエネルギーを減らす・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５．９％ 

・その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１．４％ 

・全て実行している・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１．０％ 

・特にない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３．８％ 

→ 「「「「照明器具照明器具照明器具照明器具ののののＬＥＤＬＥＤＬＥＤＬＥＤ化化化化」」」」が６が６が６が６割以上割以上割以上割以上    

    

    

【【【【２２２２    再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー，，，，市民協働発電市民協働発電市民協働発電市民協働発電についてについてについてについて】】】】    

５５５５    再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー（（（（太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電，，，，太陽熱利用太陽熱利用太陽熱利用太陽熱利用，，，，ペレットストーブペレットストーブペレットストーブペレットストーブ，，，，薪薪薪薪ストーブストーブストーブストーブ等等等等））））    

をををを導入導入導入導入しているしているしているしているかかかか    

・導入している・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４．５％ 

・導入していない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９４．１％ 

→ 「「「「導入導入導入導入していないしていないしていないしていない」」」」が９が９が９が９割以上割以上割以上割以上    
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６６６６    家庭家庭家庭家庭にににに再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを導入導入導入導入したいとしたいとしたいとしたいと思思思思ううううかかかか    

・導入したい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３．１％ 

・費用が安くなれば導入したい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８．５％ 

・導入したいが，理由があり導入できない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８．６％ 

・導入するつもりはない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２．４％ 

 

・わからない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５．７％ 

→ 「「「「導入導入導入導入したいしたいしたいしたい」，「」，「」，「」，「費用費用費用費用がががが安安安安くなればくなればくなればくなれば導入導入導入導入したいしたいしたいしたい」」」」合合合合わせて４わせて４わせて４わせて４割以上割以上割以上割以上    

    

    

７７７７    「「「「市民協働発電制度市民協働発電制度市民協働発電制度市民協働発電制度」」」」にににに参加参加参加参加したいしたいしたいしたいとととと思思思思ううううかかかか    

・参加したい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７．３％ 

・参加したくない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３．２％ 

・その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６．６％ 

→ 「「「「参加参加参加参加したいしたいしたいしたい」」」」が４が４が４が４割近割近割近割近くくくく    

    

    

８８８８    参加参加参加参加したいしたいしたいしたい理由理由理由理由はははは何何何何かかかか    

・地球温暖化対策や再生可能エネルギーの拡大に貢献したいため・・・・・・・・・６０．０％ 

・地域や社会に役立ちたいため・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１．５％ 

・還元が期待できるため・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５．９％ 

・その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１．７％ 

→ 「「「「地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策やややや再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの拡大拡大拡大拡大にににに貢献貢献貢献貢献したいためしたいためしたいためしたいため」」」」が６が６が６が６割割割割    

    

    

９９９９    参加参加参加参加したくないしたくないしたくないしたくない理由理由理由理由はははは何何何何かかかか    

・制度・仕組みがわからず，不安なため・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３．０％ 

・参加資金を用意できないため・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１．４％ 

・興味・関心がないため・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１．７％ 

・大きな還元が期待できないため・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５．０％ 

・その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６．７％ 

→ 「「「「制度制度制度制度・・・・仕組仕組仕組仕組みがわからずみがわからずみがわからずみがわからず，，，，不安不安不安不安なためなためなためなため」，「」，「」，「」，「参加資金参加資金参加資金参加資金をををを用意用意用意用意できないためできないためできないためできないため」」」」がががが    

それぞれ３それぞれ３それぞれ３それぞれ３割以上割以上割以上割以上    

    

    

【【【【３３３３    今後今後今後今後のののの地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策についてについてについてについて】】】】    

10101010    「「「「DO YOU KYOTO?DO YOU KYOTO?DO YOU KYOTO?DO YOU KYOTO?」」」」というというというという合言葉合言葉合言葉合言葉をををを知知知知っているっているっているっているかかかか    

・知っている・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８．４％ 

・聞いたことはあるが，意味は知らない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４．３％ 

・知らない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５．３％ 

→ 「「「「知知知知っているっているっているっている」」」」が３が３が３が３割近割近割近割近くくくく    
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11111111    地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止のためのためのためのため，，，，現在現在現在現在のライフスタイルをのライフスタイルをのライフスタイルをのライフスタイルを見直見直見直見直そうとそうとそうとそうと思思思思ううううかかかか    

・大いに見直したい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６．３％ 

・できる限り見直したい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６７．６％ 

・見直したいと思わない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９．０％ 

・既に十分取り組んでおり，見直す必要がない・・・・・・・・・・・・・・・・・１４．６％ 

→→→→    「「「「大大大大いにいにいにいに見直見直見直見直したいしたいしたいしたい」，「」，「」，「」，「できるできるできるできる限限限限りりりり見直見直見直見直したいしたいしたいしたい」」」」合合合合わせて７わせて７わせて７わせて７割以上割以上割以上割以上    

    

    

12121212    地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策のののの推進推進推進推進とととと，，，，生活生活生活生活のののの利便性利便性利便性利便性についてについてについてについて，，，，どちらをどちらをどちらをどちらを優先的優先的優先的優先的にににに取取取取りりりり組組組組むべきだとむべきだとむべきだとむべきだと思思思思うかうかうかうか    

・生活やライフスタイルが多少不便になっても， 

地球温暖化対策にしっかりと取り組むべき・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２．９％ 

・生活やライフスタイルは維持しつつ，地球温暖化対策に取り組むべき・・・・・・５６．２％ 

・地球温暖化対策も重要であるが，生活やライフスタイルが 

不便になるのは避けるべきだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０．６％ 

・わからない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５．９％ 

・その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２．０％ 

→ 「「「「生活生活生活生活やライフスタイルはやライフスタイルはやライフスタイルはやライフスタイルは維持維持維持維持しつつしつつしつつしつつ，，，，地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策にににに取取取取りりりり組組組組むべきむべきむべきむべき」」」」が６が６が６が６割近割近割近割近くくくく    

    

    

13131313    地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策のためにのためにのためにのために，，，，家計家計家計家計のののの負担負担負担負担がががが増増増増えてもよいとえてもよいとえてもよいとえてもよいと考考考考ええええるかるかるかるか    

・負担してもよい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３．４％ 

・少しなら負担してもよい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５２．１％ 

・全く負担したくない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１．１％ 

・わからない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６．４％ 

・その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５．５％ 

→ 「「「「負担負担負担負担してもよいしてもよいしてもよいしてもよい」，「」，「」，「」，「少少少少しならしならしならしなら負担負担負担負担してもよいしてもよいしてもよいしてもよい」」」」合合合合わせてわせてわせてわせて６６６６割近割近割近割近くくくく    

    

    

14141414    どういったものにならどういったものにならどういったものにならどういったものになら負担負担負担負担してもよいとしてもよいとしてもよいとしてもよいと思思思思ううううかかかか    

・省エネ型家電や，エコカーへの買い替え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６３．１％ 

・断熱効果を高めるリフォームや太陽光発電システム・ 

太陽熱利用システム等の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９．０％ 

・環境に関する税の導入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０．９％ 

・地球温暖化防止のために活動している団体・事業などへの寄付・・・・・・・・・・６．９％ 

・交通渋滞の著しい地域などに入ってくる自動車の利用者からの料金の徴収・・・・３６．９％ 

・再生可能エネルギー固定価格買取制度導入に伴う賦課金 

（電気料金への上乗せ）の負担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４．５％ 

・その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１．４％ 

→ 「「「「省省省省エネエネエネエネ型家電型家電型家電型家電やややや，，，，エコカーへのエコカーへのエコカーへのエコカーへの買買買買いいいい替替替替ええええ」」」」が６が６が６が６割以上割以上割以上割以上    
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15151515    力力力力をををを入入入入れてれてれてれて取取取取りりりり組組組組むべきとむべきとむべきとむべきと思思思思うことうことうことうことはははは何何何何かかかか    

・環境に配慮したまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６４．０％ 

・環境にやさしいライフスタイルへの転換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９．６％ 

・環境に配慮したエネルギーの利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３．８％ 

・ごみ減量化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５．８％ 

・フロン類対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０．８％ 

・建築物の省エネルギー化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５．０％ 

・環境に配慮した事業活動・市民活動への支援・・・・・・・・・・・・・・・・・１６．１％ 

・学校や地域環境学習の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１．４％ 

・情報提供や広報の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６．６％ 

・わからない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３．７％ 

・その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１．６％ 

→ 「「「「環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したまちづくりしたまちづくりしたまちづくりしたまちづくり」」」」が６が６が６が６割以上割以上割以上割以上    


