
No. 申請者名 建物名 所在地 建物⽤途 ZEBの分類

1 ⾼知県三原村 三原村⽴中央公⺠館 ⾼知県 集会所等 Nearly ZEB

2 深⽥電機（株） ⼩牧営業所 愛知県 事務所等 『ZEB』

3
リコージャパン（株）・MULプ
ロパティ（株）

リコージャパン（株）和
歌⼭⽀社

和歌⼭県 事務所等 『ZEB』

4 久⽶島町 久⽶島博物館 沖縄県 集会所等 Nearly ZEB

5 (株）奥村組
（株）奥村組技術研究所
管理棟

茨城県 事務所等 Nearly ZEB

6 丸⼭⽊材⼯業（株） 丸⼭⽊材⼯業（株）社屋 岐⾩県 事務所等 Nearly ZEB

7 島根県益⽥市 益⽥市⽴桂平⼩学校 島根県 学校等 Nearly ZEB

8 ⽇本電設⼯業（株） ＮＤＫ千葉ビル 千葉県 事務所等 Nearly ZEB

9 重光ホールディングス（株） 重光商事（株）本社社屋 ⽯川県 事務所等 Nearly ZEB

10 （株）⽚岡電気⼯事 カタオカビル ⾼知県 事務所等 Nearly ZEB

11 社会福祉法⼈新潟太陽福祉会 太陽の村管理棟 新潟県 事務所等 Nearly ZEB

12 （株）F・K （株）F・K社屋 北海道 事務所等 『ZEB』

13 （株）阿部建設 （株）阿部建設上越⽀店 新潟県 事務所等 Nearly ZEB

14 福島県 須賀川⼟⽊事務所 福島県 事務所等 Nearly ZEB

15
（株）ゼンショーホールディン
グス

はま寿司市川菅野店 千葉県 飲⾷店等 Nearly ZEB

16 社会福祉法⼈友和福祉会 ひがしの⼤空保育園 沖縄県 学校等 Nearly ZEB

17
三井住友ファイナンス＆リース
（株）・（株）野嵩商会

ユニオン経塚店 沖縄県 百貨店等 Nearly ZEB

18 東洋測量設計（株） 東洋測量設計新事務所 栃⽊県 事務所等 Nearly ZEB

19 （株）にしはら なかぐすく⽇の出園 沖縄県 病院等 Nearly ZEB

2019年度（平成31年度）業務⽤施設等におけるネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB化）・省CO2促進事業

 『ZEB』・Nearly ZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業
採択者⼀覧

ZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業のうち



20 神成防災（有） 神成防災社屋 富⼭県 事務所等 『ZEB』

21
⼀畑住設（株）・松江⼀畑交通
（株）

⼀畑住設本社管理棟 島根県 事務所等 Nearly ZEB

22 （株）三晃空調
SANKO⼤阪研修セン
ター

⼤阪府 事務所等 『ZEB』

23 （有）みどり調査設計
（有）みどり調査設計社
屋

沖縄県 事務所等 『ZEB』



No. 申請者名 建物名 所在地 建物⽤途 ZEBの分類

1 福島⼯業（株） 福島⼯業（株）本社ビル ⼤阪府 事務所等 ZEB Ready

2 医療法⼈仁泉会 朝倉医療総合施設 ⾼知県 病院等 ZEB Ready

3 ⼤和⾼⽥市 ⼤和⾼⽥市庁舎 奈良県 事務所等 ZEB Ready

4 富⼭県 富⼭県⽴⼭荘 富⼭県 ホテル等 ZEB Ready

5 （株）栃⽊駅前開発 栃⽊ステーションホテル 栃⽊県 ホテル等 ZEB Ready

6 岩⼿地所（株） 岩⼿地所北上駅前ビル 岩⼿県 事務所等 ZEB Ready

7 積⽔化学⼯業（株） MINASE INNOVATION CENTER ⼤阪府 事務所等 ZEB Ready

8 （株）テスク （株）テスク本社ビル 愛知県 事務所等 ZEB Ready

9 （株）アリスト ラシク⾦沢 ⽯川県 ホテル等 ZEB Ready

10 富⼭県氷⾒市 ⻄部中校区⼩中⼀貫校 富⼭県 学校等 ZEB Ready

11 サンシステム（株） サンシステム本社ビル 東京都 事務所等 ZEB Ready

2019年度（平成31年度）業務⽤施設等におけるネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB化）・省CO2促進事業

ZEB Ready普及に向けた先進的省エネルギー建築物⽀援事業
採択者⼀覧

ZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業のうち



No. 申請者名 建物名

1 みずほ信託銀⾏（株）・⽇本リート投資法⼈ イトーピア清洲橋通ビル

2 三菱UFJ信託銀⾏（株）・⽇本リート投資法⼈ 藤和東五反⽥ビル

3 （株）丸杉 フロンティア丸杉ビル

4 （株）タマヤクリエイト ⼼斎橋アニーズビル ⼤阪府

2019年度（平成31年度）業務⽤施設等におけるネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB化）・省CO2促進事業

テナントビルの省CO2改修⽀援事業
採択者⼀覧

所在地

東京都

東京都

岐⾩県

既存建築物における省CO2改修⽀援事業のうち



No. 申請者名 建物名 所在地

1 社会福祉法⼈おあしす新川
特別養護⽼⼈ホームおあしす新川（あお
ぞら）

富⼭県

2 社会福祉法⼈湖北真幸会 特別養護⽼⼈ホーム湖北⽔⿃の⾥ 滋賀県

3 （株）ホテルリッチ酒⽥ ホテルリッチ＆ガーデン酒⽥ ⼭形県

4
三菱UFJリース（株）・国⽴⼤学法⼈群
⾺⼤学・三機⼯業（株）・オリックス・
ファシリティーズ（株）

群⾺⼤学昭和キャンパス 群⾺県

5 国⽴⼤学法⼈三重⼤学 三重⼤学上浜団地⼯学部第⼆合同棟 三重県

6 社会福祉法⼈麗沢会 ケアハウス麗沢 岩⼿県

7 社会福祉法⼈萱垣会 特別養護⽼⼈ホーム第⼆光の園 ⻑野県

8 社会福祉法⼈名栗園 総合ケアセンター太⾏路 埼⽟県

9 社会福祉法⼈アパティア福祉会 児童養護施設・乳児院エスぺランス四⽇市 三重県

10 〈協）⾼森ショッピングセンター ⾼森ショッピングセンターアスカ 熊本県

11 医療法⼈睦会 ⽼⼈保健施設ひかり苑 岡⼭県

12 学校法⼈北杜学園 北杜学園中央校舎本館 宮城県

13 社会福祉法⼈永寿荘 特別養護⽼⼈ホーム扇の森 埼⽟県

14 医療法⼈同友会 共和病院 ⼤阪府

15 （株）⽇医リース・董仙会 介護⽼⼈保健施設和光苑 ⽯川県

16 （株）アイワード （株）アイワード本社ビル 北海道

17 社会福祉法⼈⽇野の郷 特別養護⽼⼈ホーム楽寿園 兵庫県

18 社会福祉法⼈むつみ会 ケアハウス⽊屋瀬 福岡県

19 社会福祉法⼈みささぎ会 つどうホール ⼤阪府

20 社会福祉法⼈成光苑 せっつ桜苑 ⼤阪府

2019年度（平成31年度）業務⽤施設等におけるネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB化）・省CO2促進事業

⺠間建築物等における省CO2改修⽀援事業
採択者⼀覧

既存建築物における省CO2改修⽀援事業のうち



21 共友リース（株） 第⼆瑞光の⾥ 愛知県

22 社会医療法⼈壮幸会 介護⽼⼈保健施設ハートフル⾏⽥ 埼⽟県

23
三菱UFJリース（株）・社会福祉法⼈⼋
康会・⼤和エネルギー（株）

特別養護⽼⼈ホーム楽⽣苑 京都府

24 医療法⼈社団清秀会 ケア・センターひまわり 静岡県

25 （株）⽇医リース・医療法⼈社団慶桜会 東可児病院 岐⾩県

26 三菱電機クレジット（株） ⾼齢者総合福祉施設海⼭園 京都府

27 社会福祉法⼈桜岳会 社会福祉法⼈桜岳会桜島苑 ⿅児島県

28 社会福祉法⼈のじぎく福祉会 介護⽼⼈保健施設神⼾⻑者町⽩寿苑 兵庫県

29 社会福祉法⼈北⽃会 特別養護⽼⼈ホーム⼤宮園 三重県

30 社会福祉法⼈⼩⽮部福祉会 ケアハウスおやべ 富⼭県

31 社会福祉法⼈宝塚御殿⼭福祉会 介護⽼⼈福祉施設夢御殿⼭ 兵庫県

32 学校法⼈九州学院 学校法⼈九州学院 熊本県



No. 申請者名 施設名 国⽴公園名

1 ⼀般社団法⼈休暇村協会 休暇村瀬⼾内東予 瀬⼾内海

2 ⼀般社団法⼈休暇村協会 休暇村南伊⾖ 富⼠箱根伊⾖

3 浦島観光ホテル（株） ホテル浦島 吉野熊野

4 （株）⽯原商店 新舞⼦ガーデンホテル 瀬⼾内海

5 鶴雅リゾート（株） あかん遊久の⾥鶴雅 阿寒摩周

6
（株）スマート・リソース・（株）勝
浦御苑

海の蝶 伊勢志摩

7 丸⼭商事（株） 下⽥ビューホテル 富⼠箱根伊⾖

8
（株）スマート・リソース・⻄野⽬産
業（株）

ホテル⼤雪 ⼤雪⼭

9
（株）スマート・リソース・ラッコン
トホテル（株）

狗賓 ⼤⼭隠岐

10 （株）吉池旅館 吉池旅館 富⼠箱根伊⾖

11 （有）宿まる⽂ 宿〇⽂ 富⼠箱根伊⾖
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国⽴公園宿舎事業における省CO2改修⽀援事業
採択者⼀覧



No. 申請者名

1 鈴⿅市

2 岡⼭市

3 周南市

4 神⼾市

5 周南市

6 上天草・宇城⽔道企業団

7 松江市

8 ⻄伊⾖町

9 ⽴⼭町

10 豊⽥市

11 滋賀県

⼾⽥⼭ポンプ場

2019年度（平成31年度）業務⽤施設等におけるネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB化）・省CO2促進事業

上下⽔道施設の省CO2改修⽀援事業
採択者⼀覧

施設名

庄野送⽔場

⾟⾹加圧ポンプ場

豊⽥配⽔場

朝国共同施設

布施畑ポンプ場

中⼭中継ポンプ場

⼋代浄⽔場

⽵⽮ポンプ場

先川浄⽔場、野畑中継ポンプ場

第Ⅰ⽔源導⽔ポンプ場、⽶道ポンプ場、上⽔道管理セ
ンター


