
 1/8

 

安曇野市の環境施策及び地球温暖化対策に 
関するアンケート調査（事業所用） 

 
 

貴事業者におかれましては、日頃から市政につきましてご理解とご協力をいただき、厚くお礼申

し上げます。 

安曇野市では、2008 年 3 月に環境に関する方策をとりまとめた「安曇野市環境基本計画」を、

2012 年 3 月に「安曇野市地球温暖化対策実行計画」を策定し、見直しや改訂を重ねながら、事業

者・市民・関係機関・行政の連携のもと、環境保全や温室効果ガス排出量の削減などに取り組んで

きているところです。 

近年、環境については、地球温暖化が進行し農林水産業等への影響も発生してきている状況にあ

り、持続可能な社会の実現に向けて、世界共通の目標（SDGs）のもと、地球温暖化対策、生活環

境、自然環境の保全へのより積極的な取り組みが求められてきています。 

このような状況のなか、市では今年度、「環境基本計画の中間見直し」「地球温暖化対策実行計画

（区域施策編）の策定」を進めています。特に、安曇野市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

については、安曇野市の環境に関する重要課題と位置付け、2050 年ゼロカーボン達成に向けて、市

全体の温室効果ガス排出量の削減目標と、それを達成するための取り組みを定めることとなります。 

このアンケートは、上記の計画策定にあたり、市内の事業者の皆さんの環境や地球温暖化に関わ

る取り組み状況やご意見を伺い、計画の内容に反映させることを目的として実施するものです。ご

多忙のところ誠に恐縮ですが、ご協力いただきますようお願いいたします。 

なお、本調査は市内にある事業所から無作為に選ばせていただいた 1,000 事業所を対象に実施す

るものです。また回答いただいた内容については、すべて統計的に処理し、本来の目的以外に使用

することは一切ありませんので、ご理解いただきますよう重ねてお願い申し上げます。 

 

   令和 4 年 5 月 

                             安曇野市長   太田 寛 

ご回答に際してのお願い 
 

 質問は選択式または記述式です。選択式の場合は、あてはまる番号に○印をつけ 
てください。質問によって回答数を指定している場合がありますのでご注意くだ

さい。 
 回答は、貴事業所のお考えや、ご意見を記入してください。 
 ご記入いただいたこの調査用紙は、同封した返送用封筒（切手不要）に入れ、 
 ５月３０日（月）までに投函してください。 

この調査について、ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。 

 

 

 

 

担当：安曇野市 市民生活部 環境課 環境政策担当 

住所：〒399-8281 安曇野市豊科 6000 番地 

電話：0263-71-2492 
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 貴事業所についておたずねします  

問 1 回答者の属性 

貴事業所の「所在地域」・「業種」・「従業員数」・「延べ床面積」・「事業年数」について教えてくださ

い。（○は各 1 つずつ） 
 

ａ．所在地域 
１．豊科地区 ２．穂高地区 ３．三郷地区 

４．堀金地区 ５．明科地区  

ｂ．業種＊1 
（○はひとつ） 

１．農業・林業、漁業 ２．鉱業・採石業・砂利採取業、建設業 

３．製造業 ４．電気・ガス・熱供給・水道業 

５．情報通信業、運輸業・郵便業 ６．卸売業・小売業 

７．宿泊業・飲食サービス業  

８．金融業・保険業、不動産業・物品賃貸業、学術研究、専門・技術 
サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、 
医療・福祉、複合サービス事業、サービス業（その他分類されない
もの）、公務、その他 

ｃ．従業員数＊2 
（派遣社員・パート・

アルバイト等を含む） 

１．１～９人 ２．１０～１９人 ３．２０～２９人 ４．３０～４９人 

５．５０～９９人 ６．１００人以上 7．３００人以上  

ｄ．延べ床面積＊3 
１．100ｍ2 未満 ２．100～499ｍ2 ３．500～999ｍ2 

４．1,0０0～4,999ｍ2 ５．5,000～9,999ｍ2 ６．10,000ｍ2 以上 

ｅ．事業年数 
１．1 年未満  ２．1 年以上 5 年未満 ３．5 年以上 10 年未満 

４．10 年以上 20 年未満 ５．20 年以上 30 年未満 ６．30 年以上 

＊1：業種が複数にまたがる場合（例：製造業と小売業等）は、主となる業種を１つ選択し、ご回答ください。  
＊2：安曇野市内に複数の事業所等がある場合には、その合計従業員数に該当する番号をご回答ください。 
＊3：安曇野市内に複数の事業所等がある場合には、その合計面積に該当する番号をご回答ください。 

 環境の取り組み状況についておたずねします  
 

問２ 環境保全の取り組み状況（現在と今後） 

貴事業所における、環境保全に関する取り組みの現在及び

今後の実施意向を教えてください。（○は各 1 つずつ） 
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い ◆事業全般における環境に関する取り組み 

１ 長野県SDGs推進企業登録制度に登録する (１) (２) (３) (４) 

２ SDGs コンパスに取り組む (１) (２) (３) (４) 

３ 国際的イニシアティブ（CDP,RE100,SBT,TCFD）＊１を表明する (１) (２) (３) (４) 

４ ESG 投資＊2 をする (１) (２) (３) (４) 

◆「自然環境」に関する取り組み 

５ 有機農産物や間伐材などを供給する又は使用する (１) (２) (３) (４) 

６ 地元の農林水産物を購入するなど、地産地消を推進する (１) (２) (３) (４) 

７  多くの生物が生息・生育できる環境づくりを行う(ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ等) (１) (２) (３) (４) 

８  建築物などを自然景観や環境に配慮した構造や色にする (１) (２) (３) (４) 
 

どのような事業所が回答されたかの集計

や傾向の分析などに活用します。 

施策の検討に使用します。 

＊１：気候変動や温室効果ガス削減などに率先して取り組むプログラムや目標のこと。 
＊２：環境（Environment）・社会（Social）・企業統治（Governance）の要素に着目し、優れた企業に投資すること。 
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◆「生活環境」に関する取り組み 
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９ 行政と公害防止協定や環境保全協定を締結する (１) (２) (３) (４) 

10 水質汚濁物質を低減する (１) (２) (３) (４) 

11 雨水の利用や水の再利用を行う (１) (２) (３) (４) 

12 節水などにより水使用量を削減する (１) (２) (３) (４) 

13 大気汚染物質（ばい煙、ばいじん など）を低減する (１) (２) (３) (４) 

14 騒音・振動を低減する (１) (２) (３) (４) 

15 悪臭を低減する (１) (２) (３) (４) 

16 化学物質・農薬等の使用量や排出量を削減する (１) (２) (３) (４) 

17 放射性物質や放射線量について測定または除染する (１) (２) (３) (４) 

◆「資源循環」に関する取り組み 

18 原材料投入量の削減など省資源を推進する (１) (２) (３) (４) 

19 廃棄物の発生抑制を推進する（リデュース） (１) (２) (３) (４) 

20 廃製品・容器包装を回収し再使用を推進する（リユース） (１) (２) (３) (４) 

21 再生資源を原材料として再利用することを推進する（リサイクル） (１) (２) (３) (４) 

22 印刷・コピー・事務用品等を削減する (１) (２) (３) (４) 

23 環境配慮型製品の購入・使用を行う (１) (２) (３) (４) 

24 包装等を簡素化する (１) (２) (３) (４) 

25 書類のペーパーレス化を実施する (１) (２) (３) (４) 

26 生ごみ処理機などによる減量化や堆肥化をする (１) (２) (３) (４) 

◆「地球環境」に関する取り組み 

27 冷暖房の設定温度を適正化する (１) (２) (３) (４) 

28 クールビズ・ウォームビズを実施する (１) (２) (３) (４) 

29 断熱材などの利用により建築物の熱損失を抑制する (１) (２) (３) (４) 

30 敷地や建物（屋上・壁面）を緑化する (１) (２) (３) (４) 

31 パソコンやコピー機の電源をこまめに切る (１) (２) (３) (４) 

32 使用していない部屋、不要な照明の消灯を徹底する (１) (２) (３) (４) 

33 省エネ型機器・設備を導入する (１) (２) (３) (４) 

34 エネルギー使用量などを把握する (１) (２) (３) (４) 

35 省エネルギーに関する計画や目標を作成する (１) (２) (３) (４) 

36 省エネルギー診断を活用する (１) (２) (３) (４) 

37 ノー残業デーを設定する (１) (２) (３) (４) 

38 ＥＳＣＯ事業＊3 を導入し、事業所全体の省エネを行う (１) (２) (３) (４) 

39 マイカー自粛などにより自動車の利用を控える (１) (２) (３) (４) 

40 アイドリングストップなどのエコドライブを実践する (１) (２) (３) (４) 
 

＊3：顧客の光熱水費等の経費削減を行い、削減実績から対価を得るビジネスのこと。 
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◆「地球環境」に関する取り組み 
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41 共同輸送・配送による輸送の合理化を図る (１) (２) (３) (４) 

42 グリーン電力証書＊4 やカーボンオフセット＊5 を活用する (１) (２) (３) (４) 

43 自社の屋根や敷地を貸して太陽光発電等を設置する（PPA モデル）  (１) (２) (３) (４) 

44 従業員に対する環境教育を実施する (１) (２) (３) (４) 

45 地域住民等に向けて環境に関する見学やイベントを開催する (１) (２) (３) (４) 

46 ＩＳＯ14001＊6 の認証を取得する (１) (２) (３) (４) 

47 エコアクション 21＊7 の認証を取得する (１) (２) (３) (４) 

◆「環境学習・環境保全活動」に関する取り組み 

48 地域の環境保全活動などへ参加・協力・支援をする (１) (２) (３) (４) 

49 道路や公園などの美化活動に参加する (１) (２) (３) (４) 

50 河川清掃や森づくりなどに参加する (１) (２) (３) (４) 

51 環境報告書やインターネットで環境情報を公開する (１) (２) (３) (４) 

52 環境フェア・イベントなどへの出展・参加をする (１) (２) (３) (４) 

53 環境保全活動への資金等の援助をする (１) (２) (３) (４) 

＊４：再生可能エネルギー（グリーン電力）の環境価値を「証書」という形で表したもの。 
＊５：日常生活や経済活動の中で排出される二酸化炭素(カーボン)を、他の場所で行われる CO2 削減活動に投資するこ

とで埋め合わせ(オフセット)するというもの。 
＊６：国際標準化機構（ＩＳＯ）が発行した環境マネジメントシステムに関する国際規格の総称。 

＊７：環境省が持続可能な社会を築くため、事業活動の中で省エネルギー・省資源などの取り組みを行い、継続的に改善

し、公表する仕組みを運用する事業者を認定する制度。 

 

問３ 重点的に取り組んでいる SDGs について 

SDGs の環境に関する目標の中で、重点的に取り組んでいるものを 1～5 位までお答えください。 
 

(１) 飢餓をゼロに (２) すべての人に健康と福祉を (３) 質の高い教育をみんなに 

(４) 安全な水とトイレを世界中に  (５) エネルギーをみんなにそしてクリーンに (６) 産業と技術革新の基盤をつくろう  

(７) 住み続けられるまちづくりを  (８) つくる責任つかう責任 (９) 気候変動に具体的な対策を  

(10) 海の豊かさを守ろう (11) 陸の豊かさも守ろう (12) パートナーシップで目標を達成しよう  

(13) 取り組んでいない   
 

1 位  2 位  3 位  4 位  5 位  

 

 地球温暖化についておたずねします  

問４ 身のまわりの地球温暖化の影響について 

最近の気候・気象の変化を受け、貴事業所において地球温暖化の影響や、将来の不安要素はあり

ますか？あると答えた方は、その具体的な内容も教えてください。 
 

(１) 影響あり・不安要素あり (２) 影響なし・不安要素なし 

■実際に生じている影響や不安要素をお書きください ※上記の（１）の方のみお答えください 
 

 地球温暖化対策実行計画の現況 

評価などに活用します。 
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問５ 長野県の 2050 年ゼロカーボン宣言・ゼロカーボン戦略と削減目標について 

長野県は2050年ゼロカーボン達成を宣言するとともに、ゼロカーボン戦略を策定し、温室効果

ガス総排出量を2030年度に2010年度比60％削減を目標としていることをご存じですか？ 
 

(１) 知っていて内容もよく知っている (２) 聞いたことがあるが内容はよく知らない 

(３) 聞いたことも内容も知らない  

 

問６ 地球温暖化対策に関する施策について 

昨今、様々な世界情勢の影響などから、今後海外からのエネルギー資源の安定供給が懸念される

状況となっています。この問題に対し、貴事業所では何らかの対応策を検討または実施していま

すか？（いくつでも回答可） 
 

(１) 休業曜日の変更 (２) サマータイムの導入 (３) 勤務時間の変更 

(４) 在宅勤務の導入 (５) 自家発電設備の導入 (６) より一層の節電 

(７) 特に検討・実施していない (８)その他（                      ） 
 

 環境に関する機器等についておたずねします  

問７ 省エネ・再生可能エネ設備や自動車の導入状況 

貴事業所における省エネルギー・再生可能エネルギー設備

や自動車の導入状況を教えてください。（○は各 1 つ） 
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１ 太陽光発電 (１) (２) (３) (４) 

２ 太陽熱温水器＊1 (１) (２) (３) (４) 

３ ソーラーシステム（太陽熱高度利用システム）＊2 (１) (２) (３) (４) 

４ 風力発電 (１) (２) (３) (４) 

５ 小水力発電 (１) (２) (３) (４) 

６ バイオマス（廃油、ごみ、木）発電・熱利用 (１) (２) (３) (４) 

７ 薪ストーブ (１)  (２) (３) (４) 

８ 木質ペレットストーブ (１)  (２) (３) (４) 

９ 地熱発電 (１) (２) (３) (４) 

10 省エネ型冷蔵冷凍空調一体システム＊3 (１) (２) (３) (４) 

11 省エネ型自然冷媒機器（冷凍・冷蔵、ショーケースなど）＊4 (１) (２) (３) (４) 

12 高効率空調機（ヒートポンプ）＊5 (１) (２) (３) (４) 

13 電気式高効率給湯器（エコキュートなど）＊6 (１) (２) (３) (４) 

14 ガス式高効率給湯器（エコジョーズなど）＊7 (１) (２) (３) (４) 

15 燃料電池コージェネレーションシステム＊8 (１) (２) (３) (４) 

＊1：建物の屋根の上に設置する集熱器とタンクが一体となったもの。 
＊2：建物の屋根の上に設置する集熱器とタンクが分離したもの。 
＊3：空調や複数の冷蔵・冷凍用ショーケース等の熱源を 1 台にまとめ、同時に制御できる一体型の機器。 
＊4：温室効果が小さい自然冷媒（水、空気、二酸化炭素等）を使用したエネルギー効率の高い冷凍・冷蔵、ｼｮｰｹｰｽなど。 
＊5：大気など周囲の熱を取り込んで別の場所へ移動させて放出する「ヒートポンプ」を使った高効率な空調機。 
＊6：空気の熱で湯を沸かすことができる電気給湯機のうち、冷媒として、二酸化炭素を使用している機種。 
＊7：熱交換器を 2 つつけることで、潜熱を回収することができる省エネルギーなガス式の給湯器。  
＊8：ＬＰガスから取り出した水素と空気中の酸素で発電し、発電時の排熱を給湯に利用するもの。 

温室効果ガスの削減目標の

設定に使用します。 
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16 ガスコージェネレーションシステム＊9 (１) (２) (３) (４) 

17 ＬＥＤ照明 (１) (２) (３) (４) 

18 電気使用量の表示機器（省エネナヒﾞ＊10 など） (１) (２) (３) (４) 

19 エネルギーマネジメントシステム＊11（BEMS 、FEMS） (１) (２) (３) (４) 

20 地中熱利用 (１) (２) (３) (４) 

21 蓄電池設備 (１) (２) (３) (４) 

22 ハイブリッド自動車＊12 (１) (２) (３) (４) 

23 プラグインハイブリッド自動車＊13 (１) (２) (３) (４) 

24 電気自動車＊14 (１) (２) (３) (４) 

25 燃料電池自動車（水素自動車）＊15 (１) (２) (３) (４) 

＊9：ＬＰガスを燃焼させて発電し、その排熱を給湯や暖房に利用するもの。 
＊10：消費電力の総量を金額に換算して表示する機器システムで、分電盤に測定器を設置するもの。 
＊11：ビルや工場などの機械・機器などのエネルギー消費機器をネットワーク化し、自動制御するシステム。 
＊12：２つ以上の動力源を合わせ、走行状況に応じて動力源を同時又は個々に作動させ走る自動車。 
＊13：コンセントから直接充電できる機能を持ったハイブリッド自動車。 
＊14：外部電源から車載のバッテリーに充電した電気を用いて、電動モーターを動力源とする自動車。 
＊15：燃料電池を搭載した電気自動車。 
 

問８ 再生可能エネルギー設備の発電容量 

「問７」の「1～9」において「導入済み」と回答した機器の「発電容量・年間発電量・出力・集熱パ

ネル面積・利用形態」をお答えください。（枠が足りない場合は、欄外または別紙に記入ください） 
 

エネルギー設備の種類 発電容量・年間発電量／出力等 利用形態 

 発電容量 / 出力 

年間発電量 

集熱パネル面積 

[    ]kW 

[    ]kWh/年 

[    ]ｍ2 

(１)自家消費 (２)売電・売熱 

(３)両方 

 発電容量 / 出力 

年間発電量 

集熱パネル面積 

[    ]kW 

[    ]kWh/年 

[    ]ｍ2 

(１)自家消費 (２)売電・売熱 

(３)両方 

 発電容量 / 出力 

年間発電量 

集熱パネル面積 

[    ]kW 

[    ]kWh/年 

[    ]ｍ2 

(１)自家消費 (２)売電・売熱 

(３)両方 

 

問 9 自動車の保有状況について 

貴事業所で保有している車の台数をお書きください。また、保有している車のうち、エコカーの台

数をお答えください。 
 

■保有台数（     ）台  

■保有しているエコカーの台数  

(１) ハイブリッド自動車（     ）台 (２) プラグインハイブリッド自動車 （     ）台 

(３) 電気自動車（     ）台 (４) 燃料電池自動車（     ）台 
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問 10 エネルギーの使用量について 

貴事業所の令和３（2021）年度の 1 年間のエネルギー使用量についてお答えください。 
※使用量については概算で結構です。令和 3 年度の情報が分からない場合は、データ年度の「令和３年度」

を二重線で消し、直近の他の年度分を記入ください。 
 

 エネルギー使用量（年間） データ年度 

電気（買電のみ、自家発電を除く） kWh 令和 3 年度 

ガソリン ﾘｯﾄﾙ 令和 3 年度 

軽油 ﾘｯﾄﾙ 令和 3 年度 

灯油 ﾘｯﾄﾙ 令和 3 年度 

液化石油ガス（LPG）・プロパンガス 
kg・m3 

※該当する単位に〇を付ける 
令和 3 年度 

液化天然ガス（LNG） 
kg・m3 

※該当する単位に〇を付ける 
令和 3 年度 

その他（               ）  令和 3 年度 

・その他の燃料については、（ ）内に具体的な燃料名および単位を記入してください。 
・正確な数字をお答えいただくのが難しい場合は、分かる範囲で結構です。 
・貴事業所で使用していないエネルギーに関しては、空欄にしてください。 

 
問 11 温室効果ガスについて 

貴事業所では、温室効果ガスの排出量を把握していますか？また、温室効果ガス排出量の削減に

向けて、業界団体又は事業所としての削減目標や方針を定めていますか？ 
 

(１) 把握している (２) 把握していない 

■削減目標や方針の設定について 

(１) 定めている (２) 現在検討中である (３) 今のところ予定はない 

(４) その他（                                   ） 

 
問 12 温室効果ガス削減への課題について 

貴事業所で地球温暖化防止に関する取り組みの妨げとなっていることは何ですか？ 

 

(１) 設備投資に伴う資金 (２) 専門的な知識を持つ人材の不足  (３) 地球温暖化防止の情報が少ない  

(４) 環境基準がないため具体的な目標が立てにくい  (５) 本事業所には関係ないと考えている 

(６) その他（                                  ） 

 

問 13 松本平ゼロカーボン・コンソーシアムについて 

今年２月に脱炭素社会の実現に向け、松本地域の産学官の力を結集させ、地域性と事業性とが両

立したエネルギー自立地域の形成が促進される事業の展開を支援することを目的として、「松本

平ゼロカーボン・コンソーシアム」が設立されました。貴事業所の参加状況を回答ください。 
 

(１) すでに参加している (２) 現在、参加を検討中である 

(３) 今まで会の存在を知らなかった (４) 今のところ参加予定はない 

(５) その他（                                  ） 
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 安曇野市の環境行政についておたずねします  

問 14 市に期待する地球温暖化対策について 

安曇野市や事業者全体で取り組むべきことは何だと思いますか？（いくつでも回答可） 
 

(１)省エネ意識をさらに向上させる 

(２)市独自の目標を掲げ、市全体で達成に向けて取り組む 

(３)地球温暖化対策に関する条例の制定 

(４)市職員が率先して地球温暖化対策の取り組みを推進する 

(５)地産地消・エシカル消費を徹底したまちづくりを推進する 

(６)ビジネススタイル・ライフスタイルを見直す（自動車利用を必要最低限とするなど） 

(７)３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）をすすめ、廃棄物を削減する 

(８)ハイブリッド車や電気自動車などのクリーン自動車を利用する 

(９)公共交通機関の利便性を向上させる 

(10)歩行者や自転車が利用しやすいまちづくりを推進する 

(11)気候・風土にあった省エネ型住宅を増やす 

(12)省エネ型家電・省エネ型設備などを導入する 

(13)省エネ機器・再生可能エネルギー利用技術の開発を支援する 

(14)太陽光発電などの再生可能エネルギー利用をすすめる 

(15)補助金事業を充実させる（太陽光発電以外の再エネメニューの追加など） 

(16)二酸化炭素を吸収するための森林の整備をすすめる 

(17)植樹など花や緑を増やす活動をすすめる 

(18)地球温暖化についての情報提供や広報活動を充実させる 

(19)地球温暖化防止活動に積極的に参加する 

(20)学校や事業所、地域などにおける環境学習を充実させる 

(21)その他（                                  ） 
 
問 15 安曇野市の環境施策について 

環境の保全や地球温暖化などに関する意見・要望、情報など、ご自由にお書きください。 
 

 

 

計画策定や今後の環境行政に 

活用します。 


