
募集地域 申込先の地域事務局名 運営団体 所在地 電話番号 FAX番号

北海道 北海道地域事務局 公益財団法人 北海道環境財団 札幌市中央区北4条西4-1 伊藤・加藤ビル4F 011-218-7811 011-218-7812

青森県 青森県地域事務局 特定非営利活動法人 青森県環境パートナーシップセンター 青森市新町1-13-7 和田ビル3階 017-721-2480 017-723-7631

岩手県 岩手県地域事務局 特定非営利活動法人 環境パートナーシップいわて 盛岡市盛岡駅西通1-7-1 いわて県民情報交流センター（アイーナ）5F 019-606-1752 019-606-1753

宮城県 宮城県地域事務局 公益財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク 仙台市青葉区柏木1-2-45 フォレスト仙台5F 022-301-9145 022-219-5710

秋田県 秋田県地域事務局 一般社団法人　あきた地球環境会議 秋田市中通6-1-65 PPビルディング4F 018-874-8548 018-874-8548

山形県 山形県地域事務局 特定非営利活動法人 環境ネットやまがた 山形市上桜田3-2-37 023-679-3340 023-679-3389

福島県 福島県地域事務局 特定非営利活動法人 超学際的研究機構 福島市中町8-2 福島県自治会館7階 024-525-8892 024-523-4567

栃木県 栃木県地域事務局 財団法人 栃木県環境技術協会 宇都宮市下岡本町2145-13　 028-673-9101 028-673-9084

群馬県 群馬県地域事務局 特定非営利活動法人 地球温暖化防止ぐんま県民会議 前橋市城東町2-3-8　 027-237-1103 027-232-1104

埼玉県 埼玉県地域事務局 特定非営利活動法人 環境ネットワーク埼玉 さいたま市浦和区北浦和5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎3階 048-749-1217 048-749-1218

千葉県 千葉県地域事務局 一般財団法人 千葉県環境財団 千葉市中央区中央港1-11-1　 043-246-2180 043-246-6969

東京都 東京都地域事務局 公益財団法人　東京都環境公社 新宿区西新宿2-8-1　東京都庁第二本庁舎16階中央 03-5388-3421 03-5388-1375

神奈川県
（川崎市を除く）

神奈川県地域事務局 特定非営利活動法人 かながわアジェンダ推進センター 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター3F 045-321-7454 045-321-7454

川崎市 川崎市地域事務局 特定非営利活動法人 アクト川崎 川崎市高津区溝口1-4-1 ノクティ2　高津市民会館内 044-813-1313 044-813-1350

新潟県 新潟県地域事務局 財団法人 新潟県環境保全事業団 新潟市西区曽和1182　 025-264-2144 025-239-5755

静岡県 静岡県地域事務局 特定非営利活動法人 アースライフネットワーク 静岡市葵区昭和町6-3 ダイエービル3F 054-271-8806 054-254-7052

富山県 富山県地域事務局 財団法人 とやま環境財団 富山市舟橋北町4-19 富山県森林水産会館2階 076-431-4607 076-431-4453

石川県 石川県地域事務局 社団法人 いしかわ環境パートナーシップ県民会議 金沢市鞍月2-1 いしかわエコハウス内 076-266-0881 076-266-0882

福井県 福井県地域事務局 特定非営利活動法人 エコプランふくい 福井市日之出2-2-16 エコプランふくい内 0776-30-0092 0776-21-1261

長野県 長野県地域事務局 一般社団法人 長野県環境保全協会 長野市新田町1513-2　82プラザ長野 026-237-6625 026-238-9780

岐阜県 岐阜県地域事務局 一般財団法人　岐阜県公衆衛生検査センター 岐阜市曙町4-6 058-247-3105 058-248-0229

三重県 三重県地域事務局 財団法人　三重県環境保全事業団 津市河芸町上野3258 059-245-7517 059-245-7518

滋賀県 滋賀県地域事務局 公益財団法人 淡海環境保全財団 大津市松本1-2-1　 077-524-7168 077-524-7178

京都府 京都府地域事務局 特定非営利活動法人 京都地球温暖化防止府民会議 京都市中京区柳馬場通二条上ル六丁目283-4　 075-211-8895 075-211-8896

大阪府 大阪府地域事務局 一般財団法人 大阪府みどり公社 大阪市中央区南本町2-1-8　創建ビル５F　 06-6266-1271 06-6266-8665

兵庫県 兵庫県地域事務局 財団法人 ひょうご環境創造協会（ひょうごエコプラザ） 神戸市中央区東川崎町1-1-3　神戸クリスタルタワー5階 078-371-7710 078-371-7750

奈良県 奈良県地域事務局 特定非営利活動法人 奈良ストップ温暖化の会 奈良市二条町2-5-3　 0742-35-6730 0742-55-8368

和歌山県 和歌山県地域事務局 特定非営利活動法人 わかやま環境ネットワーク 和歌山県和歌山市毛見996-2 073-499-4734 073-499-4735 

鳥取県 鳥取県地域事務局 特定非営利活動法人　ＥＣＯフューチャーとっとり 鳥取市若葉台北1-1-1 鳥取環境大学　サステイナビリティ研究所内 0857-52-2700 0857-52-2700

島根県 島根県地域事務局 公益財団法人 しまね自然と環境財団 松江市東津田町1741-3 いきいきプラザ島根3F 0852-32-5260 0852-32-5265

岡山県 岡山県地域事務局 公益財団法人 岡山県環境保全事業団 岡山市北区下石井2-2-10　 086-224-7272 086-224-7273

山口県 山口県地域事務局 財団法人 山口県予防保健協会 山口市吉敷下東1-5-1　 083-933-0018 083-924-9458

徳島県 徳島県地域事務局 特定非営利活動法人環境首都とくしま創造センター 徳島市東沖洲1-23 088-664-6016 088-664-6033

香川県 香川県地域事務局 財団法人 香川県環境保全公社 香川県高松市亀井町9-10  香川県信用組合ビル5F 087-831-7773 087-834-4555

高知県 高知県地域事務局 特定非営利活動法人 環境の杜こうち 高知市旭町3-115 こうち男女共同参画センター3F 088-822-5554 088-802-2205

福岡県 福岡県地域事務局 一般財団法人 九州環境管理協会 福岡市東区松香台1-10-1　 092-674-2360 092-674-2361

佐賀県 佐賀県地域事務局 特定非営利活動法人 温暖化防止ネット 佐賀県佐賀市駅前中央 1-8-32 佐賀市民活動プラザ内 0952-37-9397 0952-37-9397

長崎県 長崎県地域事務局 財団法人 ながさき地域政策研究所 長崎市元船町17-1　長崎県大波止ビル１階 095-820-4868  020-4623-5633(095-818-2763)

熊本県 熊本県地域事務局 特定非営利活動法人 くまもと温暖化対策センター 熊本市中央区桜町3-35 産交ビル1F 096-356-4840 096-356-4842

大分県 大分県地域事務局 特定非営利活動法人 大分県地球温暖化対策協会 大分市生石4-1-20 大鉱ビル5F 097-574-6139 097-574-6121

鹿児島県 鹿児島県地域事務局 財団法人 鹿児島県環境技術協会 鹿児島市七ツ島1-1-5 099-284-6013 099-284-6257

沖縄県 沖縄県地域事務局 財団法人 沖縄県公衆衛生協会 南城市大里字大里2013　 098-945-2686 098-945-3973

                                   【別紙２】うちエコ診断実施事務局一覧              　　　                            


