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1．診断事業の目的・内容 

   

（１）診断事業の目的 

本診断は、電力需要の逼迫を背景に推進されている事業活動の CO2 削減・節電対策に加え、

事業者のサプライチェーンにおける温室効果ガスの排出量削減に関連する取組の一つとして、

事業者が支援する従業員の家庭での取組について、その一助なる「家庭エコ診断」を実施する

ことで、効果的な CO2 削減・節電対策の促進を行うことを目的とします。10 月 20 日以降に応

募いただいた方には、冬期の対策のための診断を行います。 

なお、本事業は、環境省「平成 23 年度サプライチェーンにおける温室効果ガス排出削減のた

めの従業員の家庭における取組支援事業」の一環として実施するものです。 

 

（２）家庭エコ診断の内容 

本診断では、従業員の家庭におけるエネルギー使用状況等に関する事前アンケートを環境省

が指定する診断事務局へ提出していただき、診断事務局から派遣される診断員が事前アンケー

ト及び診断時のヒアリングにより、従業員の家庭のエネルギー使用状況、CO2 排出状況を診断

し、各家庭に応じた CO2 削減対策・節電のために有効な対策とその費用や効果等に関する情報

を提供します。 

また、一定期間後、従業員に対する福利厚生、CSR 活動等で取り組んでいる CO2 削減・節電

対策の効果も含んだ効果検証を行い、従業員の取組を各事業者の取組への貢献として、環境省

において成果を取りまとめ、事業者名を含めて広報していく予定です。 

 

（３）受診事業者の費用負担 

 診断を行う診断員派遣に係わる費用、診断費用及び効果分析に係わる費用は環境省が負担い

たします。診断を実施する診断会場（会議室等）は事業所内でご用意いただきます。 

 

（４）診断事業の流れ 

診断事業の主な流れは、図１に示すとおりです。また、図１において、事前・事後アンケー

トの配布及び回収に際して、受診者（従業員）の個人情報保護の観点から、部署名・氏名等を

事業所外部に出さないような診断方法を希望される場合には、部署名及び氏名の代わりに、受

診番号への変換を窓口部署で行っていただき、家庭エコ診断を進めることも可能です。具体的

には、総合事務局、又は地域事務局にご相談ください。 
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図 1 家庭エコ診断の主な流れ 

 

２．募集対象事業者 

首都圏（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び静岡

県）を中心とした事業者の従業員 

 

３．応募方法 

（１）冬期公募期間等 

募集区分 公募期間 診断期間 

冬期募集 
平成 23年度 10月 20日（木） 

    ～12月 22日（木） 

平成 23 年 11 月 1 日（火） 

  ～平成 24 年 1 月 13 日（金） 

（ただし、状況に応じてそれ以降も実施） 

※１ 申込日より 2週間後を目安に診断日を調整させていただきます。 

※２ 診断の内容、期間等の詳細は、受診事業所と実施する診断機関とで調整のうえ決定い

たしますが、実施する日程ついては、ご希望に添えない場合もございますので予めご了

承下さい。 
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（２）応募方法 

「募集要領」「応募様式」をご確認いただき、応募様式１又は応募様式２に必要事項をご記

入の上、総合事務局又はお近くの地域事務局の提出先まで、郵送又は宅配便にてご提出くださ

い。なお、提出部数は正１部となります。 

なお、応募様式の提出にあたっては、複数の事業所で実施を予定されている場合には、応

募様式１にて総合事務局へご提出いただき、一つの事業所で実施される場合には、応募様式

２をご使用の上、お近くの地域事務局にご提出ください。 

 

（３）提出先 

総合事務局（複数の事業所で家庭エコ診断を実施される場合） 

宛先 一般社団法人 地球温暖化防止全国ネット 「従業員家庭における家庭エコ診断総合事務局」 

住所 〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町 9-17 神田第三中央ビル５F 

地域事務局（一つの事業所で家庭エコ診断を実施される場合） 

茨城県 
(社)茨城県公害防止協会 「従業員家庭における家庭エコ診断 茨城県地域事務局」 

〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町 1736-20 

栃木県 
(財)栃木県環境技術協会 「従業員家庭における家庭エコ診断 栃木県地域事務局」 

〒329-1198 栃木県宇都宮市下岡本町 2145-13 

群馬県 
NPO法人地球温暖化防止ぐんま県民会議 「従業員家庭における家庭エコ診断 群馬県地域事務局」 

〒371-0016 群馬県前橋市城東町二丁目 3番 8号 城東パーキング 1階コミュニティホール内 

埼玉県 
NPO法人環境ネットワーク埼玉 「従業員家庭における家庭エコ診断 埼玉県地域事務局」 

〒336-0021 埼玉県さいたま市南区別所１-１-１６ ２階 

千葉県 
(財)千葉県環境財団 「従業員家庭における家庭エコ診断 千葉県地域事務局」 

〒260-0024 千葉県千葉市中央区中央港 1-11-1 

東京都 

(財)東京都環境整備公社（クール・ネット東京） 「従業員家庭における家庭エコ診断 東京都地

域事務局」 

〒163-8001 東京都新宿区西新宿 2-8-1 都庁第 2庁舎 9階中央 

神奈川県 

(川崎市を除

く) 

NPO法人かながわアジェンダ推進センター 「従業員家庭における家庭エコ診断 神奈川県地域事

務局」 

〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 2-24-2 かながわ県民センター・アジェンダ 21  

かながわ環境情報相談コーナー内 

川崎市 
NPO法人アクト川崎 「従業員家庭における家庭エコ診断 川崎市地域事務局」 

〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口 1-4-1 ノクティ 2 高津市民会館内 

山梨県 
NPO法人フィールド '２１ 「従業員家庭における家庭エコ診断 山梨県地域事務局」 

〒400-0035 山梨県甲府市飯田４丁目 1-21 

静岡県 
NPO法人アースライフネットワーク 「従業員家庭における家庭エコ診断 静岡県地域事務局」 

〒420-0033 静岡県静岡市葵区昭和町 6-3 ダイエービル 3階 

 

○郵送又は宅配便にてご提出下さい。ご持参、電子メール等では受け付けません。 

○提出された書類等は、返却いたしませんので予めご了承下さい。 

○提出された申請書類については、秘密保持には十分配慮するものとし、診断以外には無断で使

用いたしません。  

 

４．受付後の手続き 

地域事務局より応募書類を受領した旨を電子メール又は FAX で様式１及び様式 2 に記入され
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た「５．ご連絡先」へご連絡いたします。受診事業所と担当する地域事務局とで調整のうえ、

具体的な日程及び診断場所等の詳細を決定してください。 

※応募書類提出後、1 週間程度しても受領確認の連絡がない場合は、総合事務局へお問い合わ

せください。 

 

５．その他 

（１）情報の取り扱い 

①応募申請書に記載された情報は、環境省、事務局、担当の家庭エコ診断員限りの取り扱い

といたします。 

②個々の診断結果及び集計結果は、事務局より受診事業者へ報告するとともに、環境省へ提

出いたします。 

 

（２）診断結果等の著作権の取り扱い 

診断結果は、事務局から受領していただけますが、その著作権は、環境省へ帰属いたしま

す。 

 

６．お問い合わせ先 

一般社団法人 地球温暖化防止全国ネット（全国地球温暖化防止活動推進センター） 

〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町 9-17 神田第三中央ビル５F 

「従業員家庭における家庭エコ診断」総合事務局 

電話：03-6273-7785 

e-mail:jyugyoin-kateieco@jccca.org 

mailto:03-6273-7785/jyugyoin-kateieko@jccca.org
mailto:03-6273-7785/jyugyoin-kateieko@jccca.org
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個人情報のお取り扱いについて 

 

ご記入いただく情報は、家庭エコ診断の実施方式により、「個人情報」を含む場合があります。 

この場合、総合事務局を担う一般社団法人地球温暖化防止全国ネット及び各都県における地域

事務局を担う団体において、記入いただきました個人情報の保護のための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、ご記入くださいますようお願いいたします。 

 

1. 個人情報の取扱いは、「個人情報のお取り扱いについて」に従って対応いたします。 

2. ご記入いただいた個人情報は、以下の目的のために利用します。 

（1）診断事業に関するご連絡 

（２）診断後のアンケートのお願い及びアンケートの発送 

3. ご記入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、お客様の個人情報を利用することはありません。

それ以外の目的で個人情報を利用する場合は、改めて目的をお知らせし、同意を得るも

のといたします。 

（2） 個人情報を取り扱う業務を総合事務局、地域事務局及び診断員以外の外部事業者に委

託する予定はありません。 

（3） 第三者への提供の予定はありません。 

（4） 利用目的終了後は、一般社団法人地球温暖化防止全国ネットが責任を持って廃棄致し

ます。 

 

【個人情報の取扱いに関するご連絡先、苦情・相談窓口】 

※開示、訂正、利用停止等のお申し出は、下記窓口までご連絡ください。 

一般社団法人地球温暖化防止全国ネット 

電話：03-6273-7785、FAX：03-5280-8100、E-mail：jyugyoin-kateieco@jccca.org 

URL：http://www.zenkoku-net.org/ 


