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日常生活 CO2 情報提供ツール（仮称）の入力項目一覧（例） 

 

１．CO2 家計簿（仮称）の入力項目一覧（例） 
日常生活 CO2 情報提供（仮称）ツールのうち、CO2 家計簿機能は、居住地域（都道府県）、電

気、ガス、水道、ガソリン、食料品、日用品、医療費の月々の金額を入力し、排出量算定結果を表

示することとする。 
 

表 CO2 家計簿（仮称） 入力項目例（電気・ガス・水道等） 

 質問内容 選択肢 

 都道府県 （選択式） 

北海道～沖縄県 

 今月の電気代 （選択式） 

1,000～100,000 円 

 今月の上下水道代 （選択式） 

1,000～100,000 円 

 今月のガソリン代 （選択式） 

1,000～100,000 円 

 今月の灯油代 （選択式） 

1,000～100,000 円 

 今月の軽油代 （選択式） 

1,000～100,000 円 

 今月のガス代 （選択式） 

1,000～100,000 円 

 ガス （選択式） 

都市ガス/LP ガス 

 
表 CO2 家計簿（仮称） 入力項目例（くらし･かいもの） 

 質問内容 選択肢 

 今月の住居費 （選択式） 

1,000～1,000,000 円 

 今月の通信費 （選択式） 

1,000～1,000,000 円 

 今月の食費 （選択式） 

1,000～1,000,000 円 

 今月の日用品費 （選択式） 

1,000～1,000,000 円 

 今月の被服費 （選択式） 

1,000～1,000,000 円 

 今月の保険・医療費 （選択式） 

1,000～1,000,000 円 
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２．くらしの CO2 見える化の入力項目一覧（例） 

 
表 くらしの見える化 入力項目例（すまい） 

 質問内容 選択肢 

 居住者数 （選択式） 

1～20 人 

 都道府県 （選択式） 

北海道～沖縄県 

 部屋数 （選択式） 

1～5 以上 

 住居タイプ 

（選択式） 

一戸建て（平屋）、一戸建て（2階建て）、一戸

建て（3階建て）、アパート・マンション、コー

ポ 

 断熱設備 （チェックボックス） 

複層ガラス、断熱材の使用 

 再生可能エネルギー設備 
（チェックボックス） 

太陽熱利用、太陽光発電、排熱利用、雨水・

排水利用、風力発電、地熱利用、燃料電池 

 
表 くらしの見える化 入力項目例（キッチン・給湯） 

 質問内容 選択肢 

 給湯 （選択式） 

ガス、電気 

 コンロ （選択式） 

ガスコンロ、電気コンロ、IH、なし 

 調理コンロ 口数 
（選択式） 

電気コンロ 1口～5口、IH 1 口～5口、ガス

1口～5口、なし 

 冷蔵庫 

（選択式） 

冷蔵庫のみ、冷蔵/冷凍庫 201～205ℓ 、冷蔵/

冷凍庫 251～300ℓ 、冷蔵/冷凍庫 301～350ℓ 、

冷蔵/冷凍庫 351～400ℓ 、冷蔵/冷凍庫 401～

450ℓ 、なし 

 使用年数 （選択式） 

1 年～12 年、12 年以上、わからない 

 食器洗い機 
（選択式） 

食器洗い機（電気）、食器洗い機（ガス）、な

し 

 1 日の使用時間 （入力式） 

＜三桁数＞分 

 電子レンジ・オーブン 

（選択式） 

単機能レンジ、オーブンレンジ、スチームオー

ブンレンジ、ガス高速オーブンレンジ、ガス

オーブン、なし 

 1 日の使用時間 （入力式） 

＜三桁数＞分 
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 炊飯器 

（選択式） 

マイコン炊飯器 3 合～5.5 合（電気）、マイコ

ン炊飯器 5.5 合～8 合未満、IH 炊飯器 3 合～

5.5 合（電気）、IH 炊飯器 5.5 合～8合未満（電

気）、ガス炊飯器 3合～5.5 合、ガス炊飯器 5.5

合～8合未満、ガス炊飯器 8合以上、なし 

 1 日の使用時間 （入力式） 

＜三桁数＞分 

 使用後は保温を切る （チェックボックス） 

□ 

 電気ポット （選択式） 

1ℓ 、1ℓ ～3ℓ 、3ℓ 以上、なし 

 1 日の使用時間 （入力式） 

＜三桁数＞分 

 使用後は保温を切る （チェックボックス） 

□ 

 

表 くらしの見える化 入力項目例（居間・寝室） 

問 質問内容 選択肢 

 テレビの大きさ 

（選択式） 

液晶テレビ 14 型以下、液晶テレビスタンダー

ド 15V 型、液晶テレビスタンダード 20V 型、

液晶テレビワイド 20V 型以下、液晶テレビワ

イド23V型、液晶テレビワイド25V型～30V型、

液晶テレビワイド32V、液晶テレビワイド37V、

液晶テレビワイド 40V 型、液晶テレビワイド

42V 型以上、プラズマテレビ・ワイド 37V 型、

プラズマテレビ・ワイド 42V 型、プラズマテ

レビ・ワイド 50V 型、プラズマテレビ・ワイ

ド 60V 型、なし 

 テレビの使用時間 （入力式） 

＜三桁数＞時間/1 日 

 ビデオ/DVD 

（選択式） 

HDD(500GB 未満)のみを有するもの、HDD(500GB

以上)のみを有するもの、HDD(500GB 未満)と

VTR を有するもの、HDD(500GB 以上)と VTR を

有するもの、なし 

 ビデオ/DVD の使用時間 （入力式） 

＜三桁数＞時間/1 日 

 パソコンの種類 （選択式） 

デスクトップ、ノート、なし 

 使用後は電源を切る （チェックボックス） 

□ 

 パソコンの使用時間 （入力式） 

＜三桁数＞時間/1 日 

 プリンターの種類 （選択式） 
なし、インクジェット、レーザー 

 使用後は電源を切る （チェックボックス） 

□ 
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問 質問内容 選択肢 

 プリンターの使用時間 （入力式） 
＜三桁数＞時間/1 日 

 エアコン 

（選択式） 
冷房能力 2.2kW 寸法フリー、冷房能力 2.2kW
寸法規定、冷房能力 2.5kW 寸法フリー、冷房

能力 2.5kW 寸法規定、冷房能力 2.8kW 寸法

フリー、冷房能力 2.8kW 寸法規定、冷房能力

3.6kW寸法フリー、冷房能力3.6kW寸法規定、

冷房能力 40kW 寸法フリー、冷房能力 4.0 
kW 寸法規定、冷房能力 4.5kW、冷房能力

5.0kW、冷房能力 5.6kW、冷房能力 6.3kW、

冷房能力 7.1kW、なし 

 使用年数 （選択式） 

1 年～12 年、12 年以上、わからない 

 エアコンの使用時間 （入力式） 

＜三桁数＞時間/1 日 

 ガスヒーター 
（選択式） 

７畳用、９畳用、１１畳用、１３畳用、１５

畳用、１５畳以上用  

 使用年数 （選択式） 

1 年～12 年、12 年以上、わからない 

 ガスヒーターの使用時間 （入力式） 

＜三桁数＞時間/1 日 

 床暖房 
（選択式） 

なし、6畳、10 畳、20 畳、30 畳、40 畳、50

畳、50 畳以上 

 床暖房の種類 （選択式） 

電気/ガス 

 蛍光灯照明器具 （入力式） 

＜二桁数＞個 

 電球 （入力式） 

＜二桁数＞個 

 省エネ電球の数 （入力式） 

＜二桁数＞個 

 
 

表 くらしの見える化 入力項目例（洗濯・乾燥） 

問 質問内容 選択肢 

 洗濯機 
（選択式） 

洗濯乾燥機、全自動洗濯機、二層式洗濯機、 

ドラム式、なし 

 洗濯機の大きさ （選択式） 

5.5kg 以下、5kg～8kg、8kg 以上、なし 

 使用年数 （選択式） 

1 年～12 年、12 年以上、わからない 

 洗濯機の使用時間 （入力式） 

＜三桁数＞時間/1 日 

 乾燥機 （選択式） 



 5

問 質問内容 選択肢 
洗濯乾燥機（電気）、洗濯乾燥機（ガス）、乾

燥機（電気）、乾燥機（ガス）、なし 

 使用年数 （選択式） 

1 年～12 年、12 年以上、わからない 

 乾燥機の使用時間 （入力式） 

＜三桁数＞時間/1 日 
 
 

表 くらしの見える化 入力項目例（バス・トイレ） 

問 質問内容 選択肢 

 温水洗浄便座 （選択式） 

なし、あり 

 使用後はフタを閉める （チェックボックス） 

□ 

 お湯はり頻度 （入力式） 

回数 

 沸かす前にお湯をためてい

る 
（チェックボックス） 

□ 

 シャワー使用時間 （入力式） 

毎日＜三桁数＞分 

 
 

表 くらしの見える化 入力項目例（旅行・移動） 

 質問内容 選択肢 

 路線 
（選択式） 

国際航空、国内航空、JR、私鉄、地下鉄、バ

ス 

 企業名 （選択式） 

（路線に応じた）企業名 

 出発地 （選択式） 

（路線に応じた）空港名、駅名、バス停名 

 到着地 （選択式） 

（路線に応じた）空港名、駅名、バス停名 

 片道/往復 （選択式） 

片道/往復 

 
表 くらしの見える化 入力項目例（自動車） 

問 質問内容 選択肢 

 企業名 （選択式） 

自動車メーカー名、分からない 

 カテゴリ 

（選択式） 

軽自動車、ミニバン、コンパクトカー、スポー

ツセダン、スポーツワゴン、セダン、プレミ

アムセダン、スポーツカー、ワゴン、ステー

ションワゴン、SUV、クーペ、オープン、ハイ

ブリッド、電気自動車、ソーラーカー、キャ
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ンピングカー、トラック 

 走行距離/月 （入力式） 

○km 

 


