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〔アンケート回答用紙〕 

 

【アンケート提出先】 

財団法人日本環境衛生センター 環境科学部 環境対策課 西尾、並木 宛 

〒210-0828 川崎市川崎区四谷上町 10-6 
FAX 番号：044-288-4850  e-mail：kagaku@jesc.or.jp 

 

環境技術実証事業 小規模事業場向け有機性排水処理技術分野 
平成 22 年度事業に関するアンケート 

 

環境技術実証事業を円滑に推進するために、本アンケート調査を行っております。ご回答頂い

た内容は、本年度当事業における拡大 WG 会合で検討する予定です。ご協力賜れれば幸いです。 
なお、頂いた個人情報は、当事業を円滑に運営する目的のためにのみ使用させて頂きます。 
 
所属・氏名 （企業・団体の場合は、企業・団体名、部署および担当者名） 

 

 

住所 〒 

 

電話番号  

FAX 番号  

電子メールアドレス  

 
【回答時のお願い】 

以下の設問では、括弧（  ）内はご自由にご記入下さい。 

□枠の部分は該当する項目を選択して下さい。選択した場合は、□枠内に○印等を記入して、

他の□枠と区別して下さい。 

 
１．実証対象技術について 

①実証された技術名をご記入下さい。 
（                                         ） 
②技術が実証された年度をお答え下さい。  

 (a) 平成 15 年度  
 (b) 平成 16 年度  
 (c) 平成 18 年度  
 (d) 平成 19 年度  
 (e) 平成 20 年度  
 (f) 平成 21 年度 

 
２．当事業への参加目的について 

①当事業に参加された目的をお答え下さい。 ※複数回答可  
 (a) 公的機関での評価として  
 (b) 技術の広告として  
 (c) 企業の広告として  
 (d) 試験価格が安価であるため  

別紙１ 

参考資料３ 
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 (e) 製品の性能確認の一環として  
 (f) 売り上げの向上のため  
 (g) 企業の知名度向上のため  
 (h) その他  

② ①で『(h) その他』を選択された方は、その内容をご回答下さい。 
（                                         ）  
③ ①で選択された目的の中で、最も重視するものを１つお答え下さい。 ※１つだけ選択  

 (a) 公的機関での評価として  
 (b) 技術の広告として  
 (c) 企業の広告として  
 (d) 試験価格が安価であるため  
 (e) 製品の性能確認の一環として  
 (f) 売り上げの向上のため  
 (g) 企業の知名度向上のため  
 (h) その他 

 
３．「実証」の内容に関する理解について 

①「実証」の意味は、対外的（販売業者、ユーザーなど）に理解されていると感じますか。  
 (a) 理解されている  
 (b) 理解は進んでいると思うが、完全に把握されていない  
 (c) 理解されていない  

② ①で『(c) 理解されていない』を選択された方に伺います。どのようにすれば、理解が進むと

お考えですか。 
（                                         ） 
 
４．本事業の成果の活用について 

①本事業の成果（実証試験結果、ロゴマーク）をどのように活用したいと考えていますか。  
 (a) 同一基準での評価として  
 (b) 公的試験結果として  
 (c) 企業広告（販売用資料）として  
 (d) その他  

② ①で『(d) その他』を選択された方は、その内容をご回答下さい。 
（                                         ） 
 
５．実証済み技術に対する問い合わせについて 

①ユーザーなどの顧客から実証済み技術について問い合わせがありましたか。  
 (a) 実証事業を通じて問い合わせがあった  
 (b) 実証試験結果報告書に関して問い合わせがあった  
 (c) ロゴマークについて問い合わせがあった  
 (d) 問い合わせはなかった  
 (e) その他  

② ①で『(e) その他』を選択された方は、その内容をご回答下さい。 
（                                         ） 
 
６．実証試験結果報告書の利用方法について 

①実証試験結果報告書を利用していますか。  
 (a) 利用している  
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 (b) 利用を検討している  
 (c) 利用していない  

② ①で『(a) 利用している』又は『(b) 利用を検討している』を選択された方に伺います。どの

ような方法で利用をしていますか（考えていますか）。 ※複数回答可  
 (a) 実証試験結果報告書の印刷物を配布している  
 (b) 実証試験結果報告書（PDF ファイル）を WEB 上に掲載している  
 (c) 実証試験結果報告書を WEB 上で引用している  
 (d) 実証試験結果報告書をカタログ等へ引用している  
 (e) 実証試験結果報告書をカタログ等へ添付している  
 (f) 実証試験結果報告書の印刷物配布を検討している  
 (g) 実証試験結果報告書（PDF ファイル）の WEB 掲載を検討している  
 (h) 実証試験結果報告書の WEB への引用を検討している  
 (i) 実証試験結果報告書のカタログ等への引用を検討している  
 (j) 実証試験結果報告書のカタログ等への添付を検討している  
 (k) その他  

③ ②で『(k) その他』を選択された方は、その内容をご回答下さい。 
（                                         ） 
④ ①で『(c) 利用していない』を選択された方に伺います。利用していない理由をお答え下さい。 
（                                         ） 
⑤実証試験結果報告書の利用に関して、当事業に対するご要望があれば、ご記入下さい。 
（                                         ） 
 
７．実証事業ロゴマーク（ETV マーク）の利用方法について 

① ETV マークを利用していますか？  
 (a) 利用している  
 (b) 利用を検討している  
 (c) 利用していない  

② ①で『(a) 利用している』又は『(b) 利用を検討している』を選択された方に伺います。どの

ような方法（WEB、カタログなど）で利用をしていますか（考えていますか）。※複数回答可  
 (a) ETV マークを WEB 上で使用している  
 (b) ETV マークをカタログ等で使用している  
 (c) ETV マークを技術（製品）へ貼付している  
 (d) ETV マークの WEB 上への使用を検討している  
 (e) ETV マークのカタログ等への使用を検討している  
 (f) ETV マークの技術（製品）への貼付を検討している  
 (g) その他  

③ ②で『(g) その他』を選択された方は、その内容をご回答下さい。 
（                                         ） 
④ WEB サイトでロゴマークの掲載を行っている場合には、その WEB ページの URL をご記入

下さい。 
（                                         ） 
⑤ ①で『(c) 利用していない』を選択された方に伺います。利用していない理由をお答え下さい。 
（                                         ） 
⑥ ETV マークの利用に関して、当事業に対するご要望があれば、ご記入下さい。 
（                                         ） 
 
※【お願い】カタログ等にロゴマークを掲載した場合には、そのカタログ等を郵送していただけませんか。 

PDF 版もある場合には、それもメールに添付していただけませんでしょうか。 
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カタログ等郵送先：〒210-0828 川崎市川崎区四谷上町 10-6 
財団法人日本環境衛生センター 環境科学部環境対策課 西尾、並木 宛 

メール送信先：kagaku@jesc.or.jp 

 
８．新 ETV マーク（仮称）について 

① ETV マークは、本年度より分野別に掲載項目を追加できることとなりました。ETV マークの

ご使用にあたり、記載すべきと考える項目はありますか。詳細は、平成 22 年度環境技術実証

事業実施要領の第１１章 ロゴマークの使用（http://www.env.go.jp/policy/etv/h21_07.html）、
別紙２ 環境省環境技術実証事業のロゴマーク（http://www.env.go.jp/policy/etv/h21_08.html）
をご参照下さい。 ※複数回答可  
 (a) 分野名（小規模事業場向け有機性排水処理技術分野）  
 (b) 「第三者実証」  
 (c) 性能値（例えば、BOD 除去率、SS 除去率など）  
 (d) 実証された年度  
 (e) 実証機関名  
 (f) その他  
 (g) なし  

② ①で『(c) 性能値』を選択された方に伺います。記載すべきとお考えの性能値をご記入下さい。 
（                                         ） 
③ ①で『(f) その他』を選択された方は、その内容をご回答下さい。 
（                                         ） 
④新 ETV マーク（仮称）の利用に関して、当事業に対するご要望があれば、ご記入下さい。 
（                                         ） 
 
９．その他 

①本事業の実施方法（工程、諸手続き、費用など）について、ご意見があればご記入下さい。 
（                                         ） 
②本事業の実施方法（実証要領、実証項目、実証方法など）について、ご意見があればご記入下

さい。 
（                                         ） 
③今後、新たに展開すべき実証対象技術があればご提案下さい。 
（                                         ） 
④環境省、実証運営機関、実証機関で公開されている情報について、公開方法の改善などのご意

見があればご記入下さい。 
（                                         ） 
⑤本事業に期待すること、要望すること、改善すべきことなどを含め、本事業に対するご意見、

お気づきの点などがあれば、ご自由にご記入下さい。 
（                                         ） 
 

ご協力ありがとうございました。 
 

http://www.env.go.jp/policy/etv/h21_07.html
http://www.env.go.jp/policy/etv/h21_08.html
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〔アンケート回答用紙〕 
 

【アンケート提出先】 

財団法人日本環境衛生センター 環境科学部 環境対策課 西尾、並木 宛 

〒210-0828 川崎市川崎区四谷上町 10-6 
FAX 番号：044-288-4850  e-mail：kagaku@jesc.or.jp 

 

環境技術実証事業 小規模事業場向け有機性排水処理技術分野 
平成 22 年度事業に関するアンケート 

 

環境技術実証事業を円滑に推進するために、本アンケート調査を行っております。ご回答頂い

た内容は、本年度当事業における拡大 WG 会合で検討する予定です。ご協力賜れれば幸いです。 
なお、頂いた個人情報は、当事業を円滑に運営する目的のためにのみ使用させて頂きます。 
 
所属・氏名 （企業・団体の場合は、企業・団体名、部署および担当者名） 

 

 

住所 〒 

 

電話番号  

FAX 番号  

電子メールアドレス  

 
【回答時のお願い】 

以下の設問では、括弧（  ）内はご自由にご記入下さい。 

□枠の部分は該当する項目を選択して下さい。選択した場合は、□枠内に○印等を記入して、

他の□枠と区別して下さい。 
 
１．当事業への参加目的について 

①当事業に参加された目的をお答え下さい。 ※複数回答可  
 (a) 公的機関での評価として  
 (b) 技術の広告として  
 (c) 企業の広告として  
 (d) 試験価格が安価であるため  
 (e) 製品の性能確認の一環として  
 (f) 売り上げの向上のため  
 (g) 企業の知名度向上のため  
 (h) その他  

② ①で『(h) その他』を選択された方は、その内容をご回答下さい。 
（                                         ）  
③ ①で選択された目的の中で、最も重視するものを１つお答え下さい。 ※１つだけ選択  

 (a) 公的機関での評価として  
 (b) 技術の広告として  
 (c) 企業の広告として  
 (d) 試験価格が安価であるため  
 (e) 製品の性能確認の一環として  

別紙２ 
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 (f) 売り上げの向上のため  
 (g) 企業の知名度向上のため  
 (h) その他 

 
２．本事業の成果の活用について 

①本事業の成果（実証試験結果、ロゴマーク）をどのように活用したいと考えていますか。  
 (a) 同一基準での評価として  
 (b) 公的試験結果として  
 (c) 企業広告（販売用資料）として  
 (d) その他  

② ①で『(d) その他』を選択された方は、その内容をご回答下さい。 
（                                         ） 
 
３．新 ETV マーク（仮称）について 

① ETV マークは、本年度より分野別に掲載項目を追加できることとなりました。ETV マークの

ご使用にあたり、記載すべきと考える項目はありますか。詳細は、平成 22 年度環境技術実証

事業実施要領の第１１章 ロゴマークの使用（http://www.env.go.jp/policy/etv/h21_07.html）、
別紙２ 環境省環境技術実証事業のロゴマーク（http://www.env.go.jp/policy/etv/h21_08.html）
をご参照下さい。 ※複数回答可  
 (a) 分野名（小規模事業場向け有機性排水処理技術分野）  
 (b) 「第三者実証」  
 (c) 性能値（例えば、BOD 除去率、SS 除去率など）  
 (d) 実証された年度  
 (e) 実証機関名  
 (f) その他  
 (g) なし  

② ①で『(c) 性能値』を選択された方に伺います。記載すべきとお考えの性能値をご記入下さい。 
（                                         ） 
③ ①で『(f) その他』を選択された方は、その内容をご回答下さい。 
（                                         ） 
④新 ETV マーク（仮称）の利用に関して、当事業に対するご要望があれば、ご記入下さい。 
（                                         ） 
 
４．その他 

①本事業の実施方法（工程、諸手続き、費用など）について、ご意見があればご記入下さい。 
（                                         ） 
②本事業の実施方法（実証要領、実証項目、実証方法など）について、ご意見があればご記入下

さい。 
（                                         ） 
③今後、新たに展開すべき実証対象技術があればご提案下さい。 
（                                         ） 
④環境省、実証運営機関、実証機関で公開されている情報について、公開方法の改善などのご意

見があればご記入下さい。 
（                                         ） 
⑤本事業に期待すること、要望すること、改善すべきことなどを含め、本事業に対するご意見、

お気づきの点などがあれば、ご自由にご記入下さい。 
（                                         ） 
 

ご協力ありがとうございました。 

http://www.env.go.jp/policy/etv/h21_07.html
http://www.env.go.jp/policy/etv/h21_08.html

