
■令和2年度 省エネルギー相談地域プラットフォーム構築事業

　 交付決定事業者一覧（52事業者） 【都道府県順（メイン支援対象地域）】

事業者名 支援対象地域 交付決定金額（円） 本店所在地

特定非営利活動法人 循環型社会創造ネットワーク 青森県 3,847,873 青森県八戸市

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 6,496,035 岩手県盛岡市
特定非営利活動法人 環境会議所東北 宮城県 6,500,000 宮城県仙台市
株式会社あきぎんリサーチ＆コンサルティング 秋田県 6,497,730 秋田県秋田市
特定非営利活動法人 環境ネットやまがた 山形県 6,471,964 山形県山形市
特定非営利活動法人 うつくしまＮＰＯネットワーク 福島県 6,438,930 福島県郡山市
栃木県 栃木県 2,481,300 栃木県宇都宮市
特定非営利活動法人 地球温暖化防止ぐんま県民会議 群馬県 6,499,931 群馬県前橋市
特定非営利活動法人 環境ネットワーク埼玉 埼玉県 5,200,000 埼玉県さいたま市
特定非営利活動法人 ＮＰＯテクノサポート 千葉県 5,195,859 千葉県市原市
一般社団法人 ＮＩＤ技術士エコネット 東京都 2,346,729 東京都江東区
一般社団法人 資源エネルギー研究協会 東京都 4,550,000 東京都新宿区
一般社団法人 自然と文化創造コンソーシアム 東京都 4,898,524 東京都世田谷区

千葉県 1,500,000
一般社団法人カーボンマネジメントイニシアティブ 東京都 6,400,270 東京都板橋区

宮城県 2,871,376
山形県 1,997,400
福島県 1,978,360
埼玉県 2,513,084
千葉県 2,161,705
神奈川県 2,271,339
京都府 1,951,480
大阪府 2,964,968

一般社団法人 エコウェーブ２１ 神奈川県 2,547,760 神奈川県藤沢市
一般社団法人 エネルギーから経済を考える経営者ネットワーク会議 神奈川県 4,715,716 東京都千代田区

埼玉県 2,795,720
千葉県 3,638,360

一般社団法人 環境省エネ推進研究所 新潟県 6,500,000 新潟県新潟市
一般社団法人 新潟県設備設計事務所協会 新潟県 2,426,336 新潟県新潟市
一般社団法人 地域資源循環システム協会 富山県 6,496,020 富山県富山市
一般社団法人 富山ふるさと省エネ協会 富山県 4,866,544 富山県中新川郡立山町
一般社団法人 いしかわエネルギーマネジメント協会 石川県 6,002,000 石川県金沢市
一般社団法人 ふくいエネルギーマネジメント協会 福井県 6,498,346 福井県福井市
山梨県商工会連合会 山梨県 6,490,400 山梨県甲府市
一般社団法人 長野県経営支援機構 長野県 6,488,600 長野県長野市
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター 岐阜県 2,854,350 岐阜県岐阜市
一般社団法人 中東遠タスクフォースセンター 静岡県（掛川市・菊川市・島田市） 5,189,620 静岡県掛川市
一般社団法人 静岡県環境資源協会 静岡県 6,500,000 静岡県静岡市

神奈川県 3,172,243
一般社団法人 環境創造研究センター 愛知県（岡崎市・豊田市・みよし市） 6,498,832 愛知県名古屋市
株式会社 百五総合研究所 三重県 6,442,996 三重県津市
公益財団法人 三重県産業支援センター 三重県 4,534,758 三重県津市
一般社団法人 エナジーセーブデザイン協会 滋賀県 2,281,032 滋賀県大津市
堺市 大阪府（堺市） 1,500,000 大阪府堺市
一般社団法人 省エネプラットフォーム協会 大阪府 6,500,000 大阪府泉大津市

滋賀県 2,226,122
京都府 3,999,999
兵庫県 2,519,384
奈良県 2,471,988
和歌山県 2,517,903

特定非営利活動法人 ワット神戸 兵庫県 4,985,208 兵庫県神戸市
株式会社 みのりアソシエイツ 兵庫県 3,558,548 兵庫県神戸市

大阪府 2,673,552
とっとり環境エネルギーアライアンス 合同会社 鳥取県 5,798,764 鳥取県鳥取市
一般社団法人 エコエネ技術士ネット 岡山県 5,200,000 岡山県倉敷市
システム計装 株式会社 広島県 5,182,752 広島県広島市
公益財団法人 香川県環境保全公社 香川県 2,509,752 香川県高松市
宮地電機 株式会社 高知県 6,500,000 高知県高知市

徳島県 4,000,000
愛媛県 2,677,212

一般社団法人 ゼブ推進協議会 福岡県 4,550,000 福岡県福岡市
地元電力 株式会社 福岡県 2,242,152 福岡県福岡市
株式会社 グリーンエキスパート 福岡県 3,807,700 福岡県福岡市

佐賀県 1,266,820
長崎県 1,500,000
大分県 1,441,240
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一般社団法人 エネルギーマネジメント協会 福岡県 6,500,000 福岡県北九州市
岡山県 4,000,000
広島県 3,999,997
山口県 3,999,997
佐賀県 3,999,996
長崎県 3,999,997
熊本県 3,999,997
大分県 3,999,997

一般社団法人 熊本環境革新支援センター 熊本県 2,586,232 熊本県熊本市
一般社団法人 ヒューマンアンドエコロジー 熊本県 5,180,672 熊本県合志市
株式会社 九南 宮崎県 5,072,120 宮崎県宮崎市

鹿児島県（曽於市・志布志市） 1,423,700
一般社団法人 環境省エネセンター 鹿児島県 4,024,935 鹿児島県鹿児島市
一般社団法人 グリーン省エネ推進センター 鹿児島県 2,261,000 福岡県福岡市
特定非営利活動法人 沖縄県環境管理技術センター 沖縄県 4,189,357 沖縄県那覇市
一般社団法人 沖縄県未来エネルギー整備協会 沖縄県 5,200,000 沖縄県沖縄市
一般社団法人 沖縄ＣＯ２削減推進協議会 沖縄県 6,500,000 沖縄県那覇市

長崎県 3,111,069
熊本県 2,747,316
大分県 3,140,633
宮崎県 3,111,069
鹿児島県 3,111,069
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