
うちエコ診断実施機関⼀覧（2019年9⽉24⽇現在 89機関） 都道府県コード順

診断窓⼝名称 診断窓⼝所在地 診断窓⼝連絡先

診断実施機関　企業・団体名 診断実施機関所在地 診断実施機関連絡先

公益財団法⼈北海道環境財団 北海道札幌市中央区北4条⻄4 伊藤・加藤ビル4F 011-218-7811

公益財団法⼈北海道環境財団 同上 同上

北海道ガス株式会社 北海道札幌市中央区⼤通⻄7-3-1 011-207-7238

北海道ガス株式会社 同上 同上

富良野市うちエコ診断実施機関 北海道富良野市弥⽣町1番1号 0167-39-2308

富良野市 同上 同上

札幌市うちエコ診断実施機関 北海道札幌市中央区北1条⻄8丁⽬PRセンタービル 011-222-5555

株式会社ピーアールセンター 同上 同上

北海道下川町うちエコ診断実施機関 北海道上川郡下川町幸町63番地 01655-4-2511

北海道下川町 同上 同上

北⾒⽯油販売株式会社 北海道北⾒市卸町1丁⽬7番1 0157-36-3151

北⾒⽯油販売株式会社 同上 同上

旭川うちエコ診断実施機関 北海道旭川市宮前１条３丁⽬３－３０ 0166-74-4151

特定⾮営利活動法⼈旭川NPOサポートセンター 同上 同上

⼀般財団法⼈　北海道国際交流センター 北海道函館市元町14-1 0138-22-0770

⼀般財団法⼈　北海道国際交流センター 同上 同上

岩⼿県地球温暖化防⽌活動推進センターうちエコ診断実施機関 岩⼿県盛岡市盛岡駅⻄通1-7-1 019-606-1752

特定⾮営利活動法⼈環境パートナーシップいわて 岩⼿県盛岡市厨川5-8-6 019-681-1904

宮城県うちエコ診断実施機関 宮城県仙台市⻘葉区柏⽊1-2-45 フォレスト仙台5階 022-301-9145

公益財団法⼈みやぎ・環境とくらし・ネットワーク 同上 同上

(株)北洲既存住宅検診センターうちエコ診断実施機関 宮城県仙台市泉区⻑命ヶ丘3-32-5 022-342-5788

株式会社北洲 同上 同上

株式会社　三創　うちエコ診断実施機関 宮城県仙台市宮城野区燕沢東1丁⽬10－30 022-388-1391

株式会社三創 同上 同上

 秋⽥うちエコ診断実施機関（⼀般社団法⼈ あきた地球環境会議） 秋⽥県秋⽥市中通6-1-65 PPビル４階 018-874-8548

⼀般社団法⼈あきた地球環境会議 同上 同上

宮城県

2017年11⽉15⽇〜2020年3⽉31⽇

募集時期︓随時
対象︓秋⽥県在住2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

現在募集の予定なし

秋⽥県

募集時期︓随時
対象︓宮城県在中
要件︓登録時研修に参加し、当実施機関の要件に合致した⽅

岩⼿県

都道府県 診断実施機関認定期間 うちエコ診断⼠の募集について

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇ 現在募集の予定なし

2018年４⽉１⽇〜2021年3⽉31⽇ 現在募集の予定なし

2018年４⽉１⽇〜2021年3⽉31⽇ 現在募集の予定なし

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇ 現在募集の予定なし

2017年6⽉27⽇〜2020年3⽉31⽇

2019年4⽉1⽇〜2022年3⽉31⽇ 現在募集の予定なし

現在募集の予定なし2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

現在募集の予定なし

北海道

2019年7⽉24⽇〜2022年3⽉31⽇ うちエコ診断⼠資格を保持している⽅

現在募集の予定なし2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

現在募集の予定なし

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇
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うちエコ診断実施機関⼀覧（2019年9⽉24⽇現在 89機関） 都道府県コード順

診断窓⼝名称 診断窓⼝所在地 診断窓⼝連絡先

診断実施機関　企業・団体名 診断実施機関所在地 診断実施機関連絡先
都道府県 診断実施機関認定期間 うちエコ診断⼠の募集について

⼭形県うちエコ診断実施機関
（特定⾮営利活動法⼈環境ネットやまがた） ⼭形県⼭形市上桜⽥3-2-37 023-679-3340

特定⾮営利活動法⼈環境ネットやまがた 同上 同上

NPOひがしね　うちエコ診断実施機関 ⼭形県東根市本丸北1丁⽬2-22 090-2958-9755

特定⾮営利活動法⼈NPOひがしね 同上 同上

株式会社リビングソーラー 福島県いわき市⿅島町下⽮⽥字沢⽬4-10 0246-84-6777

株式会社リビングソーラー 同上 同上

クールアースいばらき　うちエコ診断実施事務局 茨城県⽔⼾市元吉⽥町1736-20 029-248-7431

⼀般社団法⼈茨城県環境管理協会 同上 同上

栃⽊県地球温暖化防⽌活動推進センター
（⼀般財団法⼈栃⽊県環境技術協会） 栃⽊県宇都宮市下岡本町2145-13 028-673-9101

⼀般財団法⼈栃⽊県環境技術協会 同上 同上

⾸都圏ネットうちエコ診断実施事務局
（特定⾮営利活動法⼈環境ネットワーク埼⽟） 埼⽟県さいたま市浦和区北浦和5-6-5 埼⽟県浦和合同庁舎3 048-749-1217

特定⾮営利活動法⼈環境ネットワーク埼⽟ 同上 同上

⽥島⽯油株式会社 埼⽟県深⾕市瀬⼭558 048-583-2521

⽥島⽯油株式会社 同上 同上

1985うちエコ診断事務局 埼⽟県さいたま市緑区中尾1250-7 048-637-1116

⼀般社団法⼈Forward to 1985 energy life 同上 同上

武州ガスうちエコ診断実施機関 埼⽟県川越市⽥町32番地12 049-241-9027

武州⽡斯株式会社 同上 同上

イオンリテール株式会社うちエコ診断実施機関 千葉県千葉市美浜区中瀬1-4 043-212-6138

イオンリテール株式会社 同上 同上

株式会社天野さく泉建総 千葉県船橋市前原東4-19-9 047-472-1650

株式会社天野さく泉建総 同上 同上

かもめガスうちエコ診断実施機関 千葉県船橋市咲が丘1-4-17 047-434-8671

かもめガス株式会社 同上 同上

茨城県

現在募集の予定なし

現在募集の予定なし2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇ 現在募集の予定なし

現在募集の予定なし

2018年４⽉１⽇〜2021年3⽉31⽇ 現在募集の予定なし

⼭形県

福島県

埼⽟県
1.暮らし省エネマイスター資格を取得していること
　（うちエコ診断⼠として登録するときに未取得の場合は、その直近に⾏われる
　　暮らし省エネマイスター検定を受検する事）
2.1985地域アドバイザー拠点に登録している、もしくは今後、登録する意思のある
　企業・団体に所属していること
3.当法⼈が主催する登録時研修に参加すること
4.年間5件以上、受診者を⾃ら募り診断を⾏うこと

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

栃⽊県

現在募集の予定なし

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

現在募集の予定なし

現在募集の予定なし

現在募集の予定なし2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

現在募集の予定なし

2018年４⽉１⽇〜2021年3⽉31⽇ 現在募集の予定なし

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

千葉県
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うちエコ診断実施機関⼀覧（2019年9⽉24⽇現在 89機関） 都道府県コード順

診断窓⼝名称 診断窓⼝所在地 診断窓⼝連絡先

診断実施機関　企業・団体名 診断実施機関所在地 診断実施機関連絡先
都道府県 診断実施機関認定期間 うちエコ診断⼠の募集について

京和ガス株式会社 千葉県流⼭市江⼾川台東1-254 04-7155-1500

京和ガス株式会社 同上 同上

うちエコ診断実施機関EC千葉ネット 千葉県⽊更津市祇園4-21-12 090-8485-8587

特定⾮営利活動法⼈ 環境カウンセラー千葉県協議会 千葉県千葉市緑区⼟気町1584-76 國井⽅ -

⼩泉グループ 東京都杉並区荻窪4-32-9 アネックスビル7階 03-3393-2538

株式会社⼩泉 東京都杉並区荻窪4-32-5 03-3393-2511

ＪＡグループうちエコ診断実施機関 東京都千代⽥区⼤⼿町1-3-1 JAビル 03-6271-8357

全国農業協同組合連合会 同上 同上

⼀般社団法⼈JBN 東京都中央区⼋丁堀3-4-10 京橋北⾒ビル東館6階 03-5540-6678

⼀般社団法⼈JBN 同上 同上

パルシステム⽣活協同組合連合会 東京都新宿区⼤久保2-2-6 ラクアス東新宿5階 03-6233-7238

パルシステム⽣活協同組合連合会 同上 同上

⽇本フリーランスインテリアコーディネーター協会
JAFICAうちエコ診断実施機関 東京都千代⽥区⻄神⽥２-２-７　５階 03-6804-6299

⽇本フリーランスインテリアコーディネーター協会（JAFICA） 同上 同上

株式会社ECOT　うちエコ診断実施機関 東京都葛飾区奥⼾1-3-15-505 080-9522-9035

株式会社ECOT 同上 同上

川崎市地球温暖化防⽌活動推進センター
（認定特定⾮営利活動法⼈アクト川崎） 神奈川県川崎市⾼津区溝⼝1-4-1 ノクティ2 ⾼津市⺠館内 044-813-1313

認定特定⾮営利活動法⼈アクト川崎 神奈川県川崎市中原区井⽥杉⼭町24-8 -

神奈川県うちエコ診断協会 神奈川県藤沢市藤沢607-1 藤沢商⼯会館SFIC No.9 0466-21-7250

⼀般社団法⼈⾃然流の会 同上 -

全国うちエコ診断実施機関　住まいの構造改⾰推進協会 神奈川県横浜市鶴⾒区鶴⾒中央4-33-1ナイスビル5階 045-501-5614

NPO法⼈住まいの構造改⾰推進協会 同上 同上

おだわらスマートシティプロジェクト事務局うちエコ診断実施機関 神奈川県⼩⽥原市荻窪300 0465-33-1472

⼩⽥原市 同上 同上

神奈川県

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

募集時期︓随時
対象︓おだわらスマートシティプロジェクトの個⼈会員及び事業者会員

現在募集の予定なし

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

募集時期︓随時
対象︓地域問わず
要件︓インテリアコーディネーター有資格者、建築⼠等住⽣活についての知識を有
する⽅。

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇ 現在募集の予定なし

現在募集の予定なし

現在募集の予定なし

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

募集時期︓随時
対象地区︓全国
要件︓当協会会員の社員であり、うちエコ診断⼠「登録」研修会を受講された⽅

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

2017年10⽉30⽇〜2020年3⽉31⽇

現在募集の予定なし

募集時期︓平成30年１⽉１⽇~平成31年３⽉31⽇
対象︓⼤分県在住、東京都・神奈川県在住
要件︓うちエコ診断⼠資格試験に合格した者

2019年4⽉1⽇〜2022年3⽉31⽇ 現在募集の予定なし

2017年５⽉31⽇〜2020年３⽉31⽇ 現在募集の予定なし

募集時期︓随時、令和元年7⽉1⽇〜令和2年2⽉28⽇
対象︓JBN会員に所属する者
要件︓うちエコ診断⼠として認定された者

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

千葉県

東京都
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うちエコ診断実施機関⼀覧（2019年9⽉24⽇現在 89機関） 都道府県コード順

診断窓⼝名称 診断窓⼝所在地 診断窓⼝連絡先

診断実施機関　企業・団体名 診断実施機関所在地 診断実施機関連絡先
都道府県 診断実施機関認定期間 うちエコ診断⼠の募集について

株式会社ビルド　うちエコ診断実施機関 神奈川県横浜市緑区上⼭1-14-11 045-934-1589

株式会社ビルド 同上 同上

神奈川県地球温暖化防⽌活動推進センター 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2　かながわ県⺠センター 045-321-7453

特定⾮営利活動法⼈かながわアジェンダ推進センター 神奈川県横浜市港北区綱島⻄2丁⽬6番17-504号 -

近代ホームうちエコ診断実施機関 神奈川県横浜市港南区港南台4-21-17 045-833-2622

近代ホーム株式会社 同上 同上

新潟県うちエコ診断実施機関
（新潟県地球温暖化防⽌活動推進センター) 新潟県新潟市⻄区曽和1182 025-264-2144

公益財団法⼈新潟県環境保全事業団 同上 同上

㈱ぱるえむうちエコ診断実施機関 新潟県上越市春⽇新⽥1-14-38 025-543-5358

株式会社ぱるえむ 同上 同上

富⼭県うちエコ診断実施機関 富⼭県富⼭市⾈橋北町4-19 富⼭県森林⽔産会館2階 076-431-4607

公益財団法⼈とやま環境財団 同上 同上

⽯川県うちエコ診断実施機関 ⽯川県⾦沢市鞍⽉2丁⽬1番地 076-266-0881

公益社団法⼈いしかわ環境パートナーシップ県⺠会議 同上 同上

⼀般社団法⼈⻑野県環境保全協会
（⻑野県地球温暖化防⽌活動推進センター） ⻑野県⻑野市新⽥町1513-2 82プラザ⻑野 026-237-6625

⼀般社団法⼈⻑野県環境保全協会 同上 同上

⼀般社団法⼈⻑野県環境保全協会
（⻑野市地球温暖化防⽌活動推進センター） ⻑野県⻑野市新⽥町1513-2 82プラザ⻑野 026-237-6681

⼀般社団法⼈⻑野県環境保全協会 同上 同上

岐⾩県地球温暖化防⽌活動推進センターうちエコ診断実施機関 岐⾩県岐⾩市曙町4-6 058-247-3105

⼀般財団法⼈岐⾩県公衆衛⽣検査センター 同上 同上

神奈川県

現在募集の予定なし

岐⾩県

現在募集の予定なし

募集時期︓随時
要件︓東京・神奈川にて活動できる⽅

現在募集の予定なし

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

⽯川県

現在募集の予定なし2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

現在募集の予定なし

現在募集の予定なし

募集時期︓随時
対象︓岐⾩県内またはその近郊在住の者
要件︓1．当実施機関が実施する登録時研修を受講した者
　  　   2．積極的に当実施機関の診断実施に協⼒できる者

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

新潟県

2018年４⽉１⽇〜2021年3⽉31⽇

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

2017年12⽉28⽇〜2020年3⽉31⽇

⻑野県

富⼭県

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

現在募集の予定なし2019年4⽉1⽇〜2022年3⽉31⽇

募集期間:平成29年５⽉22⽇〜平成32年3⽉31⽇
対象:うちエコ診断⼠認定者で診断のできる⽅。
当診断実施機関が実施する登録時研修会に参加できる⽅。
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うちエコ診断実施機関⼀覧（2019年9⽉24⽇現在 89機関） 都道府県コード順

診断窓⼝名称 診断窓⼝所在地 診断窓⼝連絡先

診断実施機関　企業・団体名 診断実施機関所在地 診断実施機関連絡先
都道府県 診断実施機関認定期間 うちエコ診断⼠の募集について

ふじのくに うちエコ診断事務局
（静岡県地球温暖化防⽌活動推進センター） 静岡県静岡市葵区⿊⾦町12-5 丸伸ビル2階 054-271-8806

特定⾮営利活動法⼈アースライフネットワーク 同上 同上

特定⾮営利活動法⼈静岡県新エネルギー推進機構
（浜松市地球温暖化防⽌活動推進センター） 静岡県静岡市葵区追⼿町44番地の１ 054-252-9023

特定⾮営利活動法⼈静岡県新エネルギー推進機構 同上 同上

静岡ガス株式会社 静岡県静岡市駿河区⼋幡1丁⽬5-38 054-284-7980

静岡ガス株式会社 同上 同上

愛知県うちエコ診断実施機関
（愛知県地球温暖化防⽌活動推進センター） 愛知県名古屋市東区東桜2-4-1 052-934-7295

⼀般社団法⼈環境創造研究センター 同上 同上

新城市 愛知県新城市字東⼊船6-1 0536-23-7690

愛知県新城市 同上 同上

豊橋市うちエコ診断実施機関 愛知県豊橋市⻄幸町字浜池333-9　豊橋サイエンスコア内 0532-44-1111

株式会社サイエンス・クリエイト 同上 同上

中部⽇化サービス(株)うちエコ診断実施機関 愛知県北名古屋市徳重御宮前62 0587-26-0090

中部⽇化サービス株式会社 同上 同上

エクスピーエナジーうちエコ診断実施機関 滋賀県⼤津市本宮1丁⽬1-1　三幸本宮ビル302 050-5832-4960

エクスピーエナジー合同株式会社 同上 同上

滋賀県うちエコ診断実施機関 滋賀県草津市⽮橋町字帰帆2108 077－569－5301

公益財団法⼈淡海環境保全財団 同上 同上

京都府地域センターうちエコ診断実施機関 京都府京都市中京区⻄ノ京内畑町41-3 075-803-1128

特定⾮営利活動法⼈京都地球温暖化防⽌府⺠会議 同上 同上

レーベンうちエコ診断機関 京都府京都市中京区⻄ノ京池ノ内19-9井上ビル3F 075-803-3977

株式会社レーベン 同上 同上

2018年４⽉１⽇〜2021年3⽉31⽇

現在募集の予定なし

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

募集時期︓　随時
対象︓　滋賀県地球温暖化防⽌活動推進員及び滋賀県または
　　　　　滋賀県地球温暖化防⽌活動推進センター職員
要件︓　①うちエコ診断⼠の認定を受けている者、
　　　　　②滋賀県地球温暖化防⽌活動推進員として活動している者の
　いずれの条件も満たす者、もしくは、その他センター⻑の認める者
　⇒別途、開催する登録時研修会受講必須

2019年4⽉1⽇〜2022年3⽉31⽇ 現在募集の予定なし

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

募集時期︓令和元年10⽉31⽇〜令和元年11⽉30⽇
対象︓京都府内で活動される⽅
要件︓登録時研修に参加し登録を認められた者
京都市内での診断がほとんどです。

募集期間︓随時
対象︓静岡県在住者

現在募集の予定なし

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

現在募集の予定なし2019年4⽉1⽇〜2022年3⽉31⽇

2017年8⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

要件︓うちエコ診断⼠資格保持者
対象︓浜松市内在住の⽅

現在募集の予定なし

2017年５⽉31⽇〜2020年３⽉31⽇
募集時期︓随時、平成30年7⽉1⽇〜平成31年3⽉31⽇
対象︓滋賀県在住
要件︓家庭の省エネ⼿法に精通していること。（⾯談において確認を⾏います。）

静岡県

愛知県

滋賀県

京都府

現在募集の予定なし

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇
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うちエコ診断実施機関⼀覧（2019年9⽉24⽇現在 89機関） 都道府県コード順

診断窓⼝名称 診断窓⼝所在地 診断窓⼝連絡先

診断実施機関　企業・団体名 診断実施機関所在地 診断実施機関連絡先
都道府県 診断実施機関認定期間 うちエコ診断⼠の募集について

⼀般財団法⼈⼤阪府みどり公社 ⼤阪府⼤阪市中央区南本町2-1-8 06-6266-1271

⼀般財団法⼈⼤阪府みどり公社 同上 同上

株式会社ジーネットうちエコ診断実施機関 ⼤阪府⼤阪市中央区南新町1-2-10 06-6946-1914

株式会社ジーネット 同上 同上

株式会社尚輝 ⼤阪府⼤阪市中央区平野町1-6-9 06-6228-2177

株式会社尚輝 同上 同上

PESSESうちエコ診断実施機関 ⼤阪府⾨真市⼤字⾨真1048 06-6908-2710

パナソニックESソーラーエナジー販売株式会社 同上 同上

ダイキンHVACソリューション近畿株式会社 ⼤阪府⼤阪市浪速区難波中⼆丁⽬10番70号なんばパークスパークス 06-6647-8886

ダイキンHVACソリューション近畿株式会社 同上 同上

公益財団法⼈ひょうご環境創造協会 兵庫県神⼾市須磨区⾏平町3-1-18 078-735-2738

公益財団法⼈ひょうご環境創造協会 同上 同上

川⻄市うちエコ診断協会 兵庫県川⻄市多⽥桜⽊１丁⽬2-14 072-792-2600

吉永建設株式会社 同上 同上

奈良県うちエコ診断実施機関 奈良県奈良市あやめ池北3丁⽬12-27 0742-49-6730

特定⾮営利活動法⼈奈良ストップ温暖化の会 同上 同上

三浦産業㈱　お家のエコ度相談所 奈良県⼤和郡⼭市南郡⼭町468 0743-53-2617

三浦産業株式会社 同上 同上

株式会社⼤⻄商会 和歌⼭県和歌⼭市湊通丁南4-8 073-424-7301

株式会社⼤⻄商会 同上 同上

松房電機 和歌⼭県和歌⼭市直川87-3 073-461-2121

有限会社松房電機 同上 同上

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇ 現在募集の予定なし

現在募集の予定なし

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

募集時期︓随時
対象︓川⻄市で活動出来る⽅
要件︓次の３つの要件を全て満たすこと
　　　　(1)うちエコ診断⼠の認定を受けていること
　　　　(2)北摂地域に在住していること
　　　　(3)当事務局の開催する登録時研修に参加できること

現在募集の予定なし

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

現在募集の予定なし

2018年４⽉１⽇〜2021年3⽉31⽇ 現在募集の予定なし

2019年4⽉1⽇〜2022年3⽉31⽇ 現在募集の予定なし

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

2017年９⽉25⽇〜2020年３⽉31⽇

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

奈良県

募集時期︓随時
対象︓兵庫県内での診断が実施できる⽅
要件︓当協会が実施する登録時研修会に参加できる⽅。

2019年4⽉1⽇〜2022年3⽉31⽇

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

現在募集の予定なし

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

現在募集の予定なし

現在募集の予定なし

兵庫県

⼤阪府

和歌⼭県
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うちエコ診断実施機関⼀覧（2019年9⽉24⽇現在 89機関） 都道府県コード順

診断窓⼝名称 診断窓⼝所在地 診断窓⼝連絡先

診断実施機関　企業・団体名 診断実施機関所在地 診断実施機関連絡先
都道府県 診断実施機関認定期間 うちエコ診断⼠の募集について

うちエコ診断・エコサポしまね 島根県松江市殿町8番地3　島根県市町村振興センター2階 0852-67-3262

公益財団法⼈しまね⾃然と環境財団 島根県⼤⽥市三瓶町多根1121番地8 同上

うちエコ診断 コアラッチ 島根県益⽥市⼄吉町イ９４－８ 080-9758-4466

特定⾮営利活動法⼈コアラッチ 島根県益⽥市⼄吉町イ９４－８ 同上

岡⼭県診断実施機関 岡⼭県岡⼭市北区下⽯井2-2-10 086-224-7272

公益財団法⼈岡⼭県環境保全事業団 岡⼭県岡⼭市南区内尾665-1 086-298-2122

広島県うちエコ診断実施機関 広島県広島市中区広瀬北町9-1 082-293-1512

⼀般財団法⼈広島県環境保健協会 同上 同上

徳島市うちエコ診断実施機関 徳島県徳島市幸町2-5 088-621-5213

徳島市 同上 同上

うちエコ診断・エコみらいとくしま 徳島県徳島市⻄新浜町２丁⽬3-102 088-678-6091

特定⾮営利活動法⼈環境⾸都とくしま創造センター 同上 同上

せとｅｃｏ・かがわ うちエコ診断実施事務局
（⾹川県地球温暖化防⽌活動推進センター） ⾹川県⾼松市⻲井町9-10 県信ビル内 087-831-7773

公益財団法⼈⾹川県環境保全公社 同上 同上

愛媛県地球温暖化防⽌活動推進センターうちエコ診断実施機関 愛媛県松⼭市 町2番31号 089-925-2661

公益社団法⼈愛媛県浄化槽協会 同上 同上

DCMダイキ株式会社うちエコ診断実施機関 愛媛県松⼭市美沢⼀丁⽬９番１号 089-927-1111

DCMダイキ株式会社 同上 同上

株式会社アリックス 愛媛県宇和島市朝⽇町４丁⽬6-5 0895-25-5520

株式会社アリックス 同上 同上

ぶちエコ⼭⼝診断実施機関 ⼭⼝県下関市⻑府野久留⽶町6番41号 083-245-0373

藤井物産株式会社 同上 同上
⼭⼝県 2018年４⽉１⽇〜2021年3⽉31⽇ 現在募集の予定なし

⾹川県

徳島県

2017年6⽉27⽇〜2020年3⽉31⽇

現在募集の予定なし

2017年９⽉21⽇〜2020年３⽉31⽇

2019年4⽉1⽇〜2022年3⽉31⽇

募集期間︓平成28年8⽉26⽇〜平成31年3⽉31⽇
・うちエコ診断⼠有資格者
・愛媛県内に在住で、県内で診断活動ができる⽅
・登録時研修会に参加できる⽅
（事前に登録審査させていただきます。）

愛媛県

2019年4⽉1⽇〜2022年3⽉31⽇ 現在募集の予定なし

2018年４⽉１⽇〜2021年3⽉31⽇ 現在募集の予定なし

島根県

2017年９⽉20⽇〜2020年３⽉31⽇ 現在募集の予定なし

現在募集の予定なし

広島県

現在募集の予定なし

岡⼭県 2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

募集期間︓平成29年6⽉27⽇〜平成32年３⽉31⽇
うちエコ診断⼠有資格者

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇ 現在募集の予定なし

2017年８⽉31⽇〜2020年３⽉31⽇ 現在募集の予定なし
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うちエコ診断実施機関⼀覧（2019年9⽉24⽇現在 89機関） 都道府県コード順

診断窓⼝名称 診断窓⼝所在地 診断窓⼝連絡先

診断実施機関　企業・団体名 診断実施機関所在地 診断実施機関連絡先
都道府県 診断実施機関認定期間 うちエコ診断⼠の募集について

福岡県地球温暖化防⽌活動推進センターうちエコ診断実施機関 福岡県福岡市東区松⾹台1-10-1 092-674-2360

⼀般財団法⼈九州環境管理協会 同上 同上

好きっちゃ︕︕北九州うちエコ診断実施機関 福岡県北九州市⼩倉北区真鶴⼀丁⽬5-26 093-561-8000

九州ヂャニターサービス株式会社 同上 同上

佐賀県地域センターうちエコ診断実施機関 佐賀県佐賀市鍋島町⼤字⼋⼾溝1307-10 0952-37-9192

特定⾮営利活動法⼈温暖化防⽌ネット 同上 同上

うちエコ診断⻑崎事務局 ⻑崎県⻑崎市元船町17-1 095-820-4868

公益財団法⼈ながさき地域政策研究所 同上 同上

中九州うちエコ診断実施機関 ⻑崎県⻑崎市⽵の久保町20番9号2階 095-801-3627

⼀般社団法⼈環境まちづくり社中 同上 同上

⼤分県うちエコ診断実施機関 ⼤分県⼤分市⽣⽯4-1-20 ⼤鉱ビル5階 097-574-6139

特定⾮営利活動法⼈⼤分県地球温暖化対策協会 ⼤分県⼤分市⾼崎2-17-5 097-546-3734

⿅児島県地域センターうちエコ診断実施機関 ⿅児島県⿅児島市七ツ島１-１-10 099-284-6013

⼀般財団法⼈⿅児島県環境技術協会 同上 同上

⽇本ガス㈱うちエコ診断実施機関 ⿅児島県⿅児島市中央町8番地２ 099-250-5117

⽇本⽡斯株式会社 同上 同上

沖縄県地球温暖化防⽌活動推進センター　うちエコ診断実施機関 沖縄県南城市⼤⾥字⼤⾥2013 098-945-2686

⼀般財団法⼈沖縄県公衆衛⽣協会 同上 同上

募集時期︓令和元年10⽉〜12⽉
対象︓　　福岡県在住者
要件︓　　うちエコ診断⼠資格を有し、診断事務局に未登録の者

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

⻑崎県

⿅児島県

現在募集の予定なし

募集時期︓随時
対象︓⻑崎県在住

2018年４⽉１⽇〜2021年3⽉31⽇ 現在募集の予定なし

沖縄県 2018年9⽉25⽇〜2021年3⽉31⽇

以下の要件を全て満たす⽅
１　うちエコ診断⼠の認定を受けていること
２　沖縄県地球温暖化防⽌活動推進員であること、または、沖縄県地球温暖化
防⽌活動推進員への委嘱を希望すること
３　沖縄県内在住であること

2017年９⽉13⽇〜2020年３⽉31⽇ 現在募集の予定なし

福岡県

2017年4⽉28⽇〜2020年3⽉31⽇

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇ 現在募集の予定なし

募集時期︓令和元年１１⽉１⽇〜令和元年１１⽉３０⽇
対象︓　　⼤分県在住
要件︓　　別途開催する登録時研修を受講した者、
　　　　　　実施機関の規定に沿って診断が⾏える⽅

佐賀県 2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇
募集時期︓随時、令和元年8⽉1⽇〜令和2年3⽉31⽇
対象︓　　  佐賀県在住
要件︓　　  登録時研修を受講した者

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇

2017年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇⼤分県
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