平成28年度省エネ支援サービス
省エネルギー相談地域プラットフォーム事業者一覧
プラットフォーム事業者名

対象地域

窓口情報

公益財団法人 釧路根室圏産業技術振興センター

北海道釧路市
北海道釧路町
北海道弟子屈町
北海道鶴居村
北海道白糠町

〒084-0905 北海道釧路市鳥取南7丁目2番23号
TEL：0154-55-5121（平日 9：00～17：00）
URL：http://www.senkon-itc.jp/

公益財団法人 室蘭テクノセンター

北海道室蘭市
北海道登別市
北海道伊達市

〒050-0083 北海道室蘭市東町4丁目28番1号
TEL：0143-45-1188（平日 9：00～17：00）
URL：http://www.murotech.or.jp

青森県八戸市

〒031-0801 青森県八戸市江陽二丁目18-8
オフィスR2F
TEL：0178-41-2400（平日 9：00～17：00）
URL：http://www.npo-cross.jp/

特定非営利活動法人 循環型社会創造ネットワーク

〒376-0122 群馬県桐生市新里町野598
TEL：027-212-2002（平日 9：00～17：00）
URL：http://www.gunma-repare.com

一般社団法人 ぐんま資源エネルギー循環推進協会

群馬県

一般社団法人 群馬県技術士会

〒379-1617 群馬県利根郡みなかみ町湯原803
群馬県みなかみ町 TEL：0278-72-2689（月、火、金、土 9：00～17：00）
URL：http://g-cei.com

神奈川県

神奈川県

〒 231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
TEL：045-210-4083（平日 8：30～17：15）
URL：http://www.pref.kanagawa.jp/

神奈川県
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 千葉県柏市
千葉県流山市

〒250-0032 神奈川県小田原市風祭245
（株）鈴廣蒲鉾本店内
TEL：090-8506-1025（平日 10：00～18：00）
URL：http://www.enekei.jp

一般社団法人 地域資源循環システム協会

富山県

〒930-0871 富山県富山市下野16
（富山大学工学部敷地内）
TEL：076-471-8495（平日 9：00～17：00）
URL：http://www.rrr.or.jp

石川県

〒920-0856 石川県金沢市昭和町12-6
KIDIビル4階
TEL：076-225-7337（平日 9：00～17：00）
URL：http://iema.jp

山梨県

〒400-0035 山梨県甲府市飯田2-2-1
山梨県中小企業会館3F
TEL：055-235-2115（平日 8:30～17:15）
URL：http://www.shokokai-yamanashi.or.jp/

一般社団法人 いしかわエネルギーマネジメント協会

山梨県商工会連合会
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省エネ支援の体制

組織概要

相談窓口：3名
専門家：4名

当プラットフォームは、釧路地域内における中小企業の省エネ対策につい
て、顔の見える継続的なアドバイスを行っています。
身近な専門家として、経験豊富なエネルギー管理士及び地元金融機関に所
属する中小企業診断士にも参画いただき、さらに、支援対象地域自治体とも
連携して支援を行っています。

相談窓口：7名
専門家：9名

当プラットフォームは、企業の立場に立った省エネ支援を行っています。
経験豊富な専門家による企業の状況に応じた適切な支援が可能で、さらに、
企業と専門家の両方の立場から効果的・効率的に支援を推進できる体制を
取っています。

相談窓口：3名
専門家：3名

当プラットフォームは、省エネルギー診断、診断後の検証（実態把握）実施、
コストをかけない省エネルギー対策（運用改善）提案、高効率機器等の設置
（設備更新）に向けた助成金活用等の相談等を受け付けております。
また、各事業者ごとの継続的な省エネルギー対策実施のためのマニュアル
（管理標準）作成など、きめ細かなサポートを行います。

相談窓口：6名
専門家：22名

当プラットフォームは、多くの有資格者や専門性に優れた人材により構成さ
れています。
また、支援希望者の実情に応じて、多くの専門家と連携を図りながらワンス
トップで課題を解決しています。
さらに、群馬県をはじめとする行政機関、金融機関及び民間団体・企業と連
携し、県内全域にわたる支援の充実を目指しています。

相談窓口：2名
専門家：10名

当プラットフォームは、省エネ診断、省エネ改善に経験豊富な専門家や、経
営改善、作業改善等に経験豊富な専門家を抱えているのが特徴です。
専門家10名とも技術士資格を保有しており、さらにエネルギー管理士、中小
企業診断士、弁理士等の資格も保有しています。

相談窓口：8名
専門家：17名

当プラットフォームは、平成22年度から中小規模事業者を対象に、省エネル
ギーに関する診断を実施しています。
プラットフォーム内にエネルギー管理士の資格を持つ職員がいることや、日
本技術士会神奈川県支部や神奈川県中小企業診断協会の協力で、様々な
経歴を持つ専門家（技術士、中小企業診断士）と連携していることが特徴で
す。

相談窓口：4名
専門家：10名

当プラットフォームは、平成26年度事業より省エネルギー相談地域プラット
フォームとして活動を行っており、製造業からサービス業までの幅広い中小
企業、福祉法人に対して支援活動を行った実績があります。
各種エネルギー関連の専門家に加え、企業経営相談にも対応できる専門家
による支援が可能です。さらに、地元自治体、商工会議所及び商工会との連
携も密にしながら活動を行っています。

相談窓口：3名
専門家：48名

当プラットフォームは、エネルギー分野の専門家をはじめ、建築士や中小企
業診断士等様々な専門家と連携を取っており、建築物、設備、経営といった
あらゆる面から、省エネに対する取組みを支援しております。
また、省エネを実践するにあたり活用できる補助金についても、より多くの情
報を提供できるよう、日々情報収集しております。

相談窓口：3名
専門家：12名

当プラットフォームは、省エネ相談や診断の申込みがあった中小企業に対し
て、経験豊富な専門家（エネルギー関連・建築・中小企業診断士等)と連携
し、施設ごとの状況に合わせた内容で、運用改善や設備更新等の提案やア
ドバイスを、分かりやすく具体的に行います。

相談窓口：5名
専門家：12名

当プラットフォームは、商工会を母体として組織されており、これまでの経営
指導のノウハウを活かし、「省エネルギー」を「企業の経営力アップ」に繋げて
いくアドバイスを行っています。
エネルギーの専門家だけでなく、必要に応じ中小企業診断士を派遣し、経営
に関するあらゆる問題に対応できるのが特徴です。
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省エネルギー相談地域プラットフォーム事業者一覧
プラットフォーム事業者名
公益財団法人 さかきテクノセンター

一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター

一般社団法人 静岡県環境資源協会

株式会社 浜松新電力

特定非営利活動法人 泉州建築設計協会

対象地域

窓口情報

省エネ支援の体制
相談窓口：2名
専門家：7名

当プラットフォームは、事業所訪問と現場内のウォークスルーを行い、現場で
気付いた点などをレポートにまとめ、報告会を行い、具体的な診断、計測、
改善提案という流れで省エネ支援を行います。
また、生産性の向上・効率化の一助として、事業所全体の理解の下、省エネ
活動に取組んでいただけるよう支援を行います。

長野県坂城町

〒389-0603 長野県埴科郡坂城町大字南条4861-35
TEL：0268-82-0001（平日 8：30～17：00）
URL：http://www.sakaki-tc.or.jp/

岐阜県

〒500-8148 岐阜県岐阜市曙町4丁目6番地
TEL：058-247-3105
（平日 8：45～17：30（お盆・年末年始除く） ）
URL：http://www.koeiken.or.jp/

相談窓口：8名
専門家：21名

当プラットフォームは、現場での省エネ支援に欠かせない技術的側面からの
アドバイス等を、専門機関（省エネルギーセンター東海支部等）から紹介され
た実績ある専門家の協力により高いレベルで実現しています。
また、地域金融機関のネットワークを活用して、多様な業種への省エネ情報
の展開を図るとともに、支援先との信頼関係を構築し、支援先に寄り添った
支援を行います。

静岡県

〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町44-1
静岡県産業経済会館6階
TEL：054-252-9023（平日 9:00～17:00）
URL：http://www.siz-kankyou.jp/

相談窓口：2名
専門家：12名

当プラットフォームは、エネルギー管理士等の専門家によるPDCAサイクル
による運用改善の実施から、メーカー等の技術的な専門家の支援による設
備の更新に関する計画策定、実行支援まで行います。

静岡県浜松市

〒432-8036 静岡県浜松市中区東伊場二丁目7番1号
TEL：053-455-5077
（平日 9:00～12:00、13:00～15:00）
URL：http://www.hamamatsu-e.co.jp/

相談窓口：5名
専門家：13名

当プラットフォームは、再生可能エネルギーや地産電源によるエネルギー地
産地消を進める地域に根ざした電力会社を母体としています。
製造業が多い地域特性に合わせ、経営面から助言する中小企業診断士や
金融機関、電気及びガスエネルギーで豊富な経験を有する専門家が、浜松
市内の中小企業の省エネ化を支援いたします。

相談窓口：3名
専門家：11名

当プラットフォームは、設計事務所の集団で構成されています。建築や設備
のプロの目線で、省エネに関する相談をはじめ診断、そして実施に向けてご
支援させていただきます。
設備設計者を中心に支援体制を構築し、その他にも、地域商工会議所の経
営指導員、司法書士及び税理士など経営指導の専門家とも連携をとり、皆
様の様々なお悩みをサポートいたします。

相談窓口：4名
専門家：13名

当プラットフォームは、日本技術士会中国本部、地域自治体・商工会議所等
と連携し、中国地域2県（最終的に5県を目指す）で活動しています。
技術士・エネルギー管理士等の専門家チームが、高度の専門力、省エネ活
動経験、経営支援実績を生かし、中小企業事業者の経営改善につながる省
エネ、継続した省エネ活動の自走化に向けた支援を行っています。

相談窓口：1名
専門家：15名

当プラットフォームは、昨年度だけで13社に対して年130回もの専門家派遣
を行い、きめ細かな省エネ支援を行った実績があります。
省エネの計画支援からはじまり、企業の体制作り（省エネ行動のマニュアル
策定支援など）まで行いますので、中小企業に則した支援が行えます。

相談窓口：2名
専門家：11名

当プラットフォームは、沖縄県内において、15社（24事業所）に対して省エネ
補助金申請支援（交付25件）を行った実績があります。
省エネの専門家としてエネルギー管理士及び電気主任技術者、経営の専門
家として司法書士及び社会保険労務士が中小企業の省エネ化を支援いたし
ます。

相談窓口：3名
専門家：2名

沖縄地域の省エネルギー相談地域プラットフォームとして、中小企業の支援
を実施しています。
また、省エネルギーに関する診断、運用改善・設備導入、補助金の活用等に
ついて、各企業の実態に応じたアドバイスを行います。

大阪府岸和田市

〒596-0044 大阪府岸和田市西之内町27-5
（株）壇建築計画事務所内
TEL：072-444-1605（平日 9:00～17:00）

・岡山本部
〒711-0936 岡山県倉敷市児島柳田町456-232
TEL：086-441-3375（平日 9：00～17：00）
一般社団法人 エコエネ技術士ネット
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岡山県
山口県

・山口支部
〒747-0107 山口県防府市中山347
TEL：0835-36-0289（平日 9：00～17：00）
URL：http://www.ecoene-pe.net

一般社団法人 エネルギーマネジメント協会

一般社団法人 沖縄CO2削減推進協議会

一般財団法人 沖縄県環境科学センター

福岡県
大分県
山口県

〒804-0003 福岡県北九州市戸畑区中原新町2番1号
北九州テクノセンタービル8階
TEL：093-873-1333（平日 9：00～17：00）
URL：http://enea.jp

沖縄県

〒900-0037 沖縄県那覇市辻3-1-40
TEL：098-988-6301（平日 9：00～17：30）
URL：http://www.nonrisk.co.jp

沖縄県

〒901-2111 沖縄県浦添市字経塚720番地
TEL：098-875-5208（平日 9：00～17：00）
URL：http://www.okikanka.or.jp/
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