
　・建てる時に断熱設計を意識しましたか。　　　１．意識した　　２．意識しなかった　　３．分からない

　・痛み具合や補修・改修について
　　１．痛んだところはない。または、そのつど補修している。
　　２．老朽化している。また、腐ったり白蟻被害などが発生している。　　　３．分からない

　・建物の平面はどのような形ですか。
　　１．どちらかというと長方形に近い平面　　　２．Ｌの字・Ｔの字など複雑な平面
　　３．分からない

　・１階と２階の壁面が一致しますか。（右図参照）
　　１．２階壁面の２階外壁の直下に１階の内壁または外壁がある。または、平屋建て。
　　２．２階外壁の直下に１階の内壁または外壁がない
　　３．よく分からない

　・屋根葺材には何が使用されていますか。（　　　　　　　　　　　　　　）

　・大きな窓が連続していますか。　　　１．連続している　　２．連続していない

■ご使用の燃料と給湯設備について（該当する番号とカッコ内に○をつけてください）
　・コンロのエネルギー源　　　１．電気　　２．都市ガス　　３．プロパンガス

　・給湯器のエネルギー源　　　１．電気（エコキュートですか？　はい・いいえ）　　
　　　　　　　　　　　　　　　２．ガス（エコジョーズですか？　はい・いいえ）
　　　　　　　　　　　　　　　３．灯油（エコフィールですか？　はい・いいえ）
　　　　　　　　　　　　　　　４．太陽熱
　　　　　　　　　　　　　　　５．その他（　　　　　　　　　　　　　　）

■ご使用の暖房機器設備について（使用している設備すべてに○をつけてください）
　・電気ストーブ　　電気こたつ　　電気蓄熱暖房機　　電気床暖房
　・石油ストーブ　　石油ストーブ（FF式）　　石油ストーブ（煙突式）　　石油ファンヒーター
　・石油温水式床暖房　　石油温水式パネル暖房　　石油温水式温風暖房
　・薪ストーブ　　ペレットストーブ　　　　　　・ヒートポンプ式セントラル空調システム　　　　
　・その他（　　　　　　　　　　　　　　）

■太陽光発電の設置について　　　１．設置している（　　　　）kW　　　２．設置していない　

■お住まいの冬の状況について（当てはまるものに○をつけてください）

壁がある

２階外壁

壁がない

１階外壁

２階外壁

１階外壁

朝はストーブをつけても部屋がなかなか暖まらない

朝起きたとき、部屋の中でも吐く息が真っ白な日
がある

朝起きるのが寒くてつらいことがある

家族は、家の中でも厚着をしている

押入がジメジメしている

サッシからしんしんと冷えているのがよくわかる

窓ガラスの結露がひどい

窓のサッシが凍って開かない朝がある

窓からの隙間風が冷たい

とにかく家の中が寒い

風の強い日は家の中でもスース－する

土日の連休は会社などより家にいる方が寒い

冬は使わない部屋がある

水道管凍結防止の水抜きを一冬に何度もする

暖房機が５台はある

電気やガス、灯油の暖房費がかかる

トイレが寒くて長居できない

脱衣室や風呂が寒いので決死の思いで入浴するこ
とがある

足元が寒くて手足が冷たくなる

廊下に出ると床が氷のように冷たい

＊＊＊＊＊ありがとうございました＊＊＊＊＊＊

建物の壁面

無 料
［山形版］

環境省補助事業

検索山形県のエコ住宅

こんなお悩みをお持ちの方、エコ住宅に興味のある方は、この案内パンフレットに付いている
「調査票」にご記入の上、事務局にお送りください（詳しくは裏面へ）

調査票をご提出いただいた方には、窓に貼る「断熱シート」をプレゼント。

窓ガラスの
結露がひどい

とにかく
家の中が寒い 省エネの方法が

知りたい

太陽光発電の
効果ってどうなの？家の耐震が

不安……

平成25年８月～平成26年２月申込受付期間

山形県地球温暖化防止活動推進センター（NPO法人環境ネットやまがた）
お問い合わせ先（やまがたエコ住宅・エコリフォーム コンソーシアム事務局）

〒990-2421　山形県山形市上桜田３－２－37
TEL 023-679-3340　FAX 023-679-3389
Ｅ-mail eco-house@eny.jp　　HP http://eny.jp/ecohouse/  

　山形のような寒冷地では、夏よりも冬期間のエネルギー消費が多くなります。
　住宅の断熱性能を高める、太陽光発電などの再生可能エネルギーを使うなどの対策を行うと、光熱費や二酸化
炭素（CO2）の排出が少ない、地球にやさしい住宅になります。
　また、冬暖かい住宅になり、快適性が高まることで、体にもやさしい住宅になります。
　
　お住まいを新しく建てる方、リフォームをお考えの方、お住まいが寒くて困っている方、エコ住宅に興味のあ
る方、耐震に不安のある方……まずはご連絡ください。
　家の中の快適性を高めるポイントなど住まいづくりのヒントをお教えします。

「エコで快適な住まい」づくりのヒントを教えます

「やまがたエコ住宅・エコリフォームコンソーシアム」は、産学官NPOの共同による非営利団体です。
「山形版　住宅のエコアドバイス」は、平成25年度環境省補助事業として実施しています。

断熱リフォーム診断」実施中　～ご自宅の診断をしてみませんか？～
　ご希望の方には、ご自宅を訪問し現地を確認した上で、その住宅に適した断熱リフォーム提案を行う「断
熱リフォーム診断」を実施しています。
　診断は事前に診断日を調整の上３～４名程度で伺い、現地確認を行います。その後、診断結果を記載した
診断書をお送りします。
　なお、図面をお持ちの方でご希望の方には耐震診断も受診いただくことができます。
・県内の木造住宅であり、ご自宅の図面（平面図等）をお持ちであることが要件になります。
・図面は診断前にお預かりしますが、診断日もしくは後日お返しします。
・診断にあたってご提供いただいた情報は個人情報保護法に基づき適切に管理します。
受診を希望される方は、コンソーシアム事務局までご連絡ください。



■「山形版　住宅のエコアドバイス」の流れ

ステップ１ 調査票への記入、提出

この案内パンフレットに添付している調査票にご記入の上、FAX・メール・郵送のいずれ
かの方法で事務局にご提出ください。
調査票はホームページからダウンロードすることもできます。また、ホームページから直
接回答いただくことも可能です。
ホームページ　http://eny.jp/ecohouse/

ステップ２ 住宅アドバイスシートの作成

　　ご提出いただいた調査票を元に、「住宅アドバイスシート」を作成します。
　　作成した「住宅アドバイスシート」は、郵送でお送りします。
なお、「住宅アドバイスシート」と一緒に、窓に貼る「断熱シート」もお送りしますので、
ご活用ください。

ステップ３ アンケートへのご記入

　　「住宅アドバイスシート」と一緒にアンケートをお送りしますので、ご記入にご協力ください。

※「山形版　住宅のエコアドバイス」は、環境省補助事業として実施しており、営業活動などは一切い
たしません。
※住宅アドバイスシートの内容は、調査票等の情報を元にしたものです。今後の参考となるものであり、
効果等を保障するものではありません。
※アドバイスは、以下の住宅に対するものですので、あらかじめご了承ください。
　・平屋・２階建ての戸建て木造住宅（事務所・店舗併用を含む）
　・在来軸組木造・枠組壁工法（ツーバイフォー工法）
　・伝統的構法木造、木質系プレハブ住宅は対象外

「やまがたエコ住宅・エコリフォームコンソーシアム」とは？「やまがたエコ住宅・エコリフォームコンソーシアム」とは？「やまがたエコ住宅・エコリフォームコンソーシアム」とは？「やまがたエコ住宅・エコリフォームコンソーシアム」とは？「やまがたエコ住宅・エコリフォームコンソーシアム」とは？

　山形県における住宅の温暖化対策に関する普及・啓発や情報の収集・発信するため、産学官NPO

の共同により設立しました。地球温暖化対策の推進に重要な課題である家庭部門におけるエネル

ギー消費量の削減を図るため、住宅の温暖化対策の普及について関係者が連携し、促進していく

ことを目的としています。

　今年度は、環境省補助事業である、「地域活動支援・連携促進事業」の一環として、「山形版　

住宅のエコアドバイス」を行っています。

検索山形県のエコ住宅

「山形版　住宅のエコアドバイス」調査票
以下の内容にご記入の上、事務局までFAX・メール・郵送のいずれかの方法でお送りください。なお、この
アドバイスの対象となる住宅は、案内パンフレットに記載したとおりですので、あらかじめご了承ください。

　　＜提出先＞　やまがたエコ住宅・エコリフォーム コンソーシアム事務局（環境ネットやまがた）
　　　　　　　　住所　〒990－2421　山形県山形市上桜田３－２－37
　　　　　　　　FAX　023－679－3389　　　Ｅ-mail　eco-house@eny.jp　　

※個人情報の取り扱いについて
　調査票にご記入いただいた情報は、本事業の運営を目的とした利用に限定し、関係者以外の第三者への提供は一切致し
ません。なお、本事業の全体的な結果、成果の取りまとめを行うため、ご記入いただいた情報の一部を統計的に処理する
ことがございますが、個人が特定できる状態で外部に公表することは一切ございません。
　また、営業活動などは一切いたしません。

窟 沓虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞
■基本情報
・お 名 前　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　・世帯人数　　　（　　　　）人
・住　　所　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・電話番号　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・現在の状況について当てはまるものに○を付けてください。
　　　（　　）家の新築を考えている　　　　　　　　　　　　（　　）今住んでいる家のリフォームを考えている
　　　（　　）新築にするかリフォームをするか迷っている　　（　　）新築もリフォームも予定はない

■知りたいこと又は興味のあること（番号に○を付けてください。複数回答可。）
　１．冬暖かい家にする方法　　　　２．家の耐震性能
　３．自然エネルギー設備　＊以下の中で知りたい項目に○を付けてください。
　　　　　（ 太陽光発電パネル ・ 太陽熱温水器 ・ 薪ストーブ ・ ペレットストーブ ）
　４．給湯機器　　　　　　　　　　５．節電の方法　　　　　　６．ガスや灯油の省エネ
　７．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■上記で選んだ項目などについて、どんな内容が知りたいかお書きください。
今のお住まいやこれからのお住まいで悩んでいることや知りたいこと、実施してみたいこと、改善したいこと……
などご自由にお書きください。

　※当てはまるものに○を付けてください。（　　）新築の場合　　（　　）リフォームの場合　　（　　）決まっていない

■お住まいについて（各項目の該当する番号に○をつけてください。また、カッコ内にご記入ください）
　・延べ床面積　＊近い番号に○を付けてください。
 １．20坪（60㎡）未満　 ２．20坪（60㎡）　 ３．30坪（90㎡）　 ４．40坪（120㎡）　
 ５．50坪以上（150㎡以上）　 ６．分からない
　・建　築　年 （　　　　　　年）もしくは（築　　　年）　　・階　　　数　　　（　　　階建て）
　・建　て　方 １．在来軸組木造　　２．枠組壁工法（ツーバイフォー工法）　　３．その他（　　　　　　　）
　・増　改　築 １．実施した　（　　　　　年実施）　　２．実施していない
 ⇒実施した規模はどれくらいですか？（　　　　畳分）　　　階数は？（　　　　階）
　・主要窓ガラス １．１重サッシ１枚ガラス　　　２．１重サッシ２枚ガラス　　
 ３．２重サッシ１枚ガラス　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　）
　・主要窓サッシ種類　　　１．アルミ　　２．プラスチック　　３．アルミ＋プラスチック　　４．木製

←ここを切り離して、そのままお送りください。FAXでの送信の場合は、裏面の余白にもお名前を記載してお送りください。

裏に続く
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