
 

令和元年度独自の家庭向けエコ診断の認定に関する募集要領 

 

令和元年７月 10 日 

一般社団法人 地球温暖化防止全国ネット 

 

一般社団法人地球温暖化防止全国ネット（以下「全国ネット」という。）は、環境省から

令和元年度低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進事業委託業務（家庭エコ診断制度

の管理・運営等業務）を受託し、独自の家庭向けエコ診断の認定を実施しています。 

独自の家庭向けエコ診断の認定に関する内容、対象者、応募方法、審査及び認定等を本募

集要領に記載しておりますので、応募申請される方はご熟読くださいますようお願いいた

します。 

 

1. 目的 

民間事業者等が、環境省の保有する「うちエコ診断ソフト」とは異なる独自の診断ソフ

ト又はシミュレーションツール等に基づき、CO2 排出量削減対策を提案し、事後に成約状

況の把握等により効果の把握まで行う診断を「独自の家庭向けエコ診断」として認定する

ことで、低炭素ライフスタイルへの転換を促進し、家庭部門からの CO2 削減を実現するこ

とを目的としています。 

 

2. 認定の内容 

（1）認定の要件 

＜診断手法＞ 

ア 診断では、受診世帯における家庭部門のエネルギー消費に伴う CO2 排出量を提

示すること 

イ 診断では、排出分野別(例えば、給湯、暖房等)の排出量または排出割合を提示

すること 

ウ 診断では、排出分野別の CO2 削減対策とその削減量を提示すること 

エ 診断で使用するソフトの主要ロジックや排出係数等が提示できること 

＜運用管理＞ 

ア 診断機関においては、診断者の養成教育を行うこと 

イ 診断実施においては、中立的な診断の実施と倫理規定の遵守が行われているこ

と 

ウ 診断実施においては、個人情報の適切な管理が行われていること 

エ 診断実施においては、消費者問題への適切な対応が行われていること 

オ 診断実施においては、診断者に対して規範の遵守を徹底するよう適切な管理が

行われていること 



カ 年度末ごとに診断件数および削減効果についての取りまとめ、その結果を制度

運営事務局に報告できること 

 

  ＜その他＞ 

ア 別紙１に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できるものであること 

イ 個人情報の取り扱いに同意できること 

ウ 家庭エコ診断制度について相応の理解があると認められること 

 

（2）申請者 

  認定の申請ができる者は、以下のいずれかの者とします。 

ア 民間企業 

イ 独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第１項に規定する独立行

政法人 

ウ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人  

エ 都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合  

オ 法律により直接設立された法人 

カ その他制度運営事務局が適当と認める者 

 

（3）認定期間 

認定の有効期間は、当該認定が行われた日から起算して２年を経過した日以後におけ

る最初の３月 31 日が経過するまでの期間とします。 

 

（4）事業報告 

認定を受けた独自の家庭向けエコ診断の申請者は、診断件数および診断実施による削

減効果について、年度毎の実績を２月 28 日までに取りまとめ、制度運営事務局が定めた

様式により、制度運営事務局に報告していただきます。また、３月１日から３月 31 日に

実施した診断については、４月１日までに診断件数のみを制度運営事務局に報告してい

ただきます。 

 

3. 応募方法等 

（1）提出書類 

応募に当たり以下の書類を提出してください。 

① 認定申請書【様式１】 

② 実施計画書【様式２】 

③ 申請者(共同事業者による申請の場合は代表事業者)の企業パンフレット等業務 

概要がわかる資料及び定款又は寄附行為 



④ 申請者(共同事業者による申請の場合は代表事業者)の経理状況説明書（直近２決

算期の貸借対照表及び損益計算書（応募の申請時に、法人の設立から１会計年度

を経過していない場合には、申請年度の事業計画及び収支予算を、法人の設立か

ら１会計年度を経過し、かつ、２会計年度を経過していない場合には、直近の１

決算期に関する貸借対照表及び損益計算書を提出すること。） 

⑤ 暴力団排除に関する誓約書【別紙１】 

⑥ 個人情報の取り扱いの同意書【別紙３】 

 

※ ①②については、様式を家庭エコ診断制度ポータルサイトよりダウンロードして

ください。 

※ 提出書類の作成にあたっては、必ず「独自の家庭向けエコ診断実施要綱」を一読

の上、作成してください。 

※ 地方公共団体の場合は③、④、⑤の提出は不要です 

 

（2）受付期間 

令和元年７月 10 日から令和２年３月 31 日まで 

 

（3）提出部数 

３．(1)① １部 

３．(1)② ２部 

３．(1)③ １部(※地方公共団体の場合は提出不要です) 

３．(1)④ １部(※地方公共団体の場合は提出不要です) 

３．(1)⑤ １部(※地方公共団体の場合は提出不要です) 

３．(1)⑥ １部 

 

（4）提出方法 

持参又は郵送でお願いします。 

なお、郵送する場合は、書留郵便等の配達の記録が残る方法でお願いします。 

 

(5）提出先 

5．に記載している宛先まで提出をお願いします。 

 

(6）提出にあたっての注意事項 

① 持参する場合は、平日の 10 時から 17 時まで（12 時～13 時は除く）にお願いしま

す。 

② 郵送の場合は、封書の表面に「独自の家庭向けエコ診断申請書等在中」と記載し、



受付期間中に必着するよう発送をお願いします。 

③ 提出書類は、提出後は返却いたしません。 

④ 提出書類は、独自の家庭向けエコ診断の審査、認定後の運営管理、その他家庭エコ

診断制度の運営業務以外の目的に申請書に無断で使用しません。 

独自の家庭向けエコ診断の認定に係る提出書類等については、別紙１に示す暴力

段排除に関する誓約事項に誓約の上、提出をお願いします。 

 

4. 審査及び認定 

（1）審査方法 

応募者より提出された実施計画書等をもとに、以下の項目及び家庭エコ診断制度運営

委員会において了承された、独自の家庭向けエコ診断の認定に関する審査基準について

書類審査及びヒアリング審査を行い、認定を行います。 

また、2．（1）認定の要件に適合しない提案については、その後の審査を行わないもの

とします。 

尚、審査結果に対する御意見は対応致しかねます。審査結果より付帯条件、あるいは申

請された計画の変更を求めることもありますのでご了承ください。 

 

【審査内容】 

∙ 募集要領や独自の家庭向けエコ診断実施要綱に定める各要件を満たしていること。 
∙ 必要な書類が添付されていること。 

∙ 書類に必要な内容が記載されていること。 

∙ 診断手法（診断に利用するソフトを含む）が、２．（１）に掲げる要件を満たしてい

ること。 

 

（2）認定結果の通知 

結果は応募申請書等が到達してから原則として３０日以内に全国ネットより通知しま

す。 

 

（3）認定結果の公表 

  認定を受けた独自の家庭向けエコ診断は家庭エコ診断ポータルサイトで公表します。 

    

（4）不正に対する認定の取消し等 

応募書類に虚偽の内容を記載した場合等においては、認定の取消の措置をとることが

あります。 

 

 



5. 問い合わせおよび申請書類等の提出先 

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町１-12-３ 第一アマイビル ４階 

一般社団法人 地球温暖化防止全国ネット(家庭エコ診断制度運営事務局) 

家庭エコ診断グループ 

 

TEL：03-6273-7785   FAX：03-5280-8100 

お問い合わせ受付時間 10 時から 17 時(土・日・祭日を除く) 

 



 

別紙１ 

 

年  月  日 

 

 一般社団法人 地球温暖化防止全国ネット 
   理事長 高 田   研  殿 

 

住    所             

氏名又は名称             

代表者の職・氏名         印 

 

 

暴力団排除に関する誓約書 

 

 

当社（法人である場合は当法人）は、下記のいずれにも該当しません。また、当該契約

満了までの将来においても該当することはありません。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることと

なっても、異議は一切申し立てません。 

以上のことについて、本誓約書の提出をもって誓約します。 

 

記 

 

（１）法人の役員等（役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）

の代表者）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同

法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である。 

 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。 

 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。 

 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している 



 

別紙 2 

個人情報のお取り扱いについて 

 

応募様式にご記入いただく情報は、「個人情報」に該当しますので、一般社団法人 地球温

暖化防止全国ネット（以下、「全国ネット」）が、記入いただきました個人情報の保護のため

に必要なセキュリティ対策を講じ、適切に取扱います。 

具体的には、以下のように対応させていただきますので、ご同意の上で同意書（別紙３）

のご提出をお願いいたします。 

 

 

1. 個人情報の取扱いは、全国ネットの「個人情報保護規程」に従って対応いたします。規

程については、ウェブサイトをご確認ください。 

 

2. 入力いただいた個人情報は以下の目的に利用します。 

(1) 独自の家庭向けエコ診断実施の運営管理のための連絡 

 

3. 入力いただいた個人情報の利用について 

(1) 2. に示す利用目的の範囲を超えて、当該個人情報を利用することはありません。 

(2) 2. に示す目的のため、令和元年度低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進事業

委託業務（家庭エコ診断制度の管理・運営等業務）の委託元である環境省へ提供いたし

ます。 

  



 

別紙３ 

 

年  月  日 

 

一般社団法人 地球温暖化防止全国ネット 
  理事長 高 田   研  殿 

 
住    所             

氏名又は名称             

代表者の職・氏名         印 

 

個人情報の取り扱い同意書 

 
 
当社（法人である場合は当法人）は、下記の個人情報の取り扱いに同意します。 

 
記 

 
1. 全国ネットの「個人情報保護規程」による個人情報の取り扱いについて 

 
2. 個人情報の利用の目的 

(1) 令和元年度低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進事業委託業務（家庭エコ診

断制度の管理・運営等業務）（以下、「本業務」という。）の運営管理のための連絡へ

の使用。 

 
3. 個人情報の利用範囲 

(1) 2. に示す利用目的の範囲での、当該個人情報を利用。 
(2) 2. に示す目的のため、本業務の委託元である環境省へ提供。 

 
 
 

 

 

 


