
No. 申請者名 建物（施設）名 建物所在地 建物用途 ZEBの分類

1 兵庫県伊丹市 伊丹市役所庁舎 兵庫県 事務所等 ZEB
Ready

2 岩手県軽米町 かるまい交流駅 岩手県 集会所等 ZEB
Ready

3 愛媛県松野町 松野町新庁舎及び防災拠
点施設 愛媛県 事務所等 Nearly

ZEB

4 高知県大豊町 大豊町教育施設 高知県 学校等 ZEB
Ready

5 株式会社京都プラザホテ
ルズ

広島プラザホテル海田市駅
前 広島県 ホテル等 ZEB

Ready

6 倉敷商工会議所 新倉敷商工会館 岡山県 事務所等 ZEB
Ready

7 宮城県白石市 白石市文化体育活動セン
ター 宮城県 集会所等 ZEB

Ready

8 北海道大樹町 大樹町役場庁舎 北海道 事務所等 ZEB
Ready

9 社会福祉法人美健会 地域密着型特別養護老
人ホーム　久辺の里 沖縄県 病院等 ZEB

Ready

10 富山県氷見市 新文化交流施設 富山県 集会所等 ZEB
Ready

11 福岡県久留米市企業局 久留米市企業局合川庁
舎 福岡県 事務所等 ZEB

Ready

12 社会福祉法人福陽会 介護付有料老人ホームよ
つば 長崎県 病院等 ZEB

Ready

13 芙蓉総合リース株式会社 株式会社LIXILビバ SVH
福岡東店 福岡県 百貨店等 ZEB

Ready

14 渡辺パイプ株式会社 渡辺パイプ 株式会社 函
館SC 北海道 事務所等 『ZEB』

令和2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

レジリエンス強化型ZEB実証事業　採択者一覧表



No. 申請者名 建物（施設）名 建物所在
地 建物用途 ZEBの分類

1 社会福祉法人秋田県民生協会 秋田県民生協会セントラルキッチン 秋田県 飲食店等 ZEB
Ready

2 株式会社阿部建設 株式会社阿部建設新社屋 新潟県 事務所等 ZEB
Ready

3 個人 ジムキ文明堂本社 沖縄県 事務所等 『ZEB』

4 石原電機工業株式会社 石原電機工業株式会社新本社
屋 岐阜県 事務所等 『ZEB』

5 岐阜県各務原市 各務原市役所新庁舎 岐阜県 事務所等 ZEB
Ready

6 カネカソーラーテック株式会社 カネカソーラーテック事務所棟 兵庫県 事務所等 『ZEB』

7 株式会社クールトレード 糸プロジェクトホテル 愛媛県 ホテル等 Nearly
ZEB

8 株式会社熊谷組 株式会社熊谷組福井本店 福井県 事務所等 Nearly
ZEB

9 株式会社倉谷アルミ工作所 株式会社倉谷アルミ工作所事務
所 富山県 事務所等 『ZEB』

10 株式会社クリーンシステム 株式会社クリーンシステム管理棟 山形県 事務所等 『ZEB』

11 株式会社高知銀行 高知銀行南支店 高知県 事務所等 Nearly
ZEB

12 株式会社鴻池組 KONOIKEテクノセンター管理棟 大阪府 事務所等 『ZEB』

13 栄産業株式会社 栄産業株式会社四万十営業所モ
ダンパック四万十 高知県 百貨店等 Nearly

ZEB

14 佐藤工業株式会社 佐藤工業株式会社つくば技術セン
ター 茨城県 事務所等 Nearly

ZEB

15 静岡製機株式会社 静岡製機株式会社本社屋 静岡県 事務所等 『ZEB』

16 社会医療法人寿量会 熊本機能病院サービス付き高齢者
向け住宅 熊本県 病院等 ZEB

Ready

17 昭和電業株式会社 昭和電業株式会社本社ビル 大阪府 事務所等 『ZEB』

18 鈴与商事株式会社 鈴与商事株式会社甲府支店 山梨県 事務所等 Nearly
ZEB

19 株式会社SEESAA スクールIE富山東部校 富山県 事務所等 『ZEB』

20 東京都多摩市 多摩市立中央図書館 東京都 集会所等 ZEB
Ready

令和2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　採択者一覧表



21 中部薬品株式会社 Ⅴ・drug藤枝茶町店 静岡県 百貨店等 Nearly
ZEB

22 戸田建設株式会社 筑波技術研究所カーボンマイナス
棟 茨城県 事務所等 『ZEB』

23 日光ケミカルズ株式会社 コスモステクニカルセンター 東京都 事務所等 ZEB
Ready

24 日本電設工業株式会社 NDK新潟ビル 新潟県 事務所等 Nearly
ZEB

25 株式会社八十二銀行 株式会社八十二銀行岩村田支
店 長野県 事務所等 『ZEB』

26
東日本電気エンジニアリング株式
会社 TEMS青森SC青函SC 青森県 事務所等 ZEB

Ready

27 久永情報マネジメント株式会社 久永情報マネジメント新本社ビル 鹿児島県 事務所等 ZEB
Ready

28 株式会社藤井組 藤井組新社屋 富山県 事務所等 Nearly
ZEB

29 フジッコ株式会社 フジッコ東京FFセンター 東京都 事務所等 ZEB
Ready

30 有限会社府中屋 府中屋新社屋 愛知県 事務所等 Nearly
ZEB

31 有限会社フロンティアーズ 若狭コンドミニアムホテル 沖縄県 ホテル等 Nearly
ZEB

32 株式会社前田住設 前田住設本社ビル 北海道 事務所等 Nearly
ZEB

33 医療法人美之会 医療法人美之会人工透析診療
所 宮城県 病院等 Nearly

ZEB

34 山口電気工事株式会社 山口電気工事株式会社新社屋 兵庫県 事務所等 『ZEB』

35 ロイヤルホームセンター株式会社 ロイヤルプロ藤沢並木台 神奈川県 百貨店等 Nearly
ZEB

36 株式会社和田ホールディングス 和田組本社ビル 大分県 事務所等 Nearly
ZEB

37 渡辺パイプ株式会社 渡辺パイプ株式会社延岡ＳＣ 宮崎県 事務所等 『ZEB』



No. 申請者名 建物（施設）名 都道府県

1 社会福祉法人愛信会 高齢者総合福祉設森の園 愛媛県

2 社会福祉法人愛燦会 介護老人福祉施設長寿の里・津島 愛知県

3 医療法人宇水会 介護老人保健施設オアシス宇佐 大分県

4 岡山医療生活協同組合 綜合病院岡山協立病院 岡山県

5 株式会社勝浦ホテル三日月 ホテル三日月 千葉県

6 社会福祉法人加茂福祉会 特別養護老人ホーム平成園 新潟県

7 医療法人ガラシア会 介護老人保健施設ニューライフガラシア 大阪府

8 医療法人社団記念医会芦田内科 医療法人社団記念医会芦田内科 兵庫県

9 社会福祉法人久英会 軽費老人ホームゆのそ苑 福岡県

10 医療法人銀門会 介護老人保健施設甲州ケア・ホーム 山梨県

11 社会福祉法人楠会 特別養護老人ホーム香樹の里 神奈川県

12 株式会社ＫＩＳ 本社ビル 熊本県

13 医療法人社団健正会 静岡アオイ病院南館 静岡県

14 医療法人社団幸信会 介護老人保健施設ウェル青葉 滋賀県

15 国際航業株式会社 二日町プラザ 宮城県

16 株式会社三晃社 三晃社本社ビル 愛知県

17 学校法人三幸学園 東京スイーツ＆カフェ専門学校 東京都

18 学校法人三幸学園 横浜スイーツ＆カフェ専門学校 神奈川

19 社会医療法人寿人会 木村病院東館 福井県

20 医療法人社団誠恵会 介護老人保健施設みやびの里 埼玉県

令和2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

民間建築物等における省CO２改修支援事業



21 社会福祉法人泚山会 特別養護老人ホーム柏柳の里 新潟県

22 社会福祉法人正友会 特別養護老人ホーム満濃荘 香川県

23 社会福祉法人高岡南福祉会 特別養護老人ホームはるかぜ 富山県

24 社会福祉法人直心会 特別養護老人ホーム望箭会 大分県

25 学校法人同志社 同志社大学室町キャンパス寒梅館 京都府

26 医療法人並木会 介護老人保健施設メディコ平針 愛知県

27 株式会社日医リース 特別養護老人ホーム松寿苑 愛知県

28 社会福祉法人八幸会 介護老人福祉施設こぼしの家 滋賀県

29 社会福祉法人原田ヒカリ会 養護老人ホームひかり苑 広島県

30 社会福祉法人東加茂福祉会 特別養護老人ホーム巴の里 愛知県

31 ひろぎんリース株式会社 学校法人崇徳学園本館棟 広島県

32 ひろぎんリース株式会社 生協さえき病院 広島県

33 株式会社福銀リース 介護老人保健施設福井ケアセンター 福井県

34 株式会社福銀リース 医療法人慈豊会田中病院 福井県

35 医療法人福仁会 福仁会病院 福井県

36 有限会社フローラ商事 フローラビル 栃木県

37 株式会社ベルモニー ベルモニー会館末広 徳島県

38 社会福祉法人豊寿会 障がい者総合福祉施設あいそら羽島 岐阜県

39 社会福祉法人北桑会 高齢者総合福祉施設豊和園 京都府

40
北陸電力ビズ・エナジーソリューション株式
会社 軽費老人ホームケアハウス婦中苑 富山県

41
北陸電力ビズ・エナジーソリューション株式
会社 特別養護老人ホーム二上万葉苑 富山県

42
北陸電力ビズ・エナジーソリューション株式
会社 富山県健康増進センター 富山県

43 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 土浦厚生病院 茨城県



44 社会福祉法人明東会 特別養護老人ホームおさなぎ 山形県

45 医療法人社団悠愛会 介護老人保健施設メルヘン 山形県

46 社会医療法人黎明会 美里リハビリテーション病院介護医療院 熊本県



ID 申請者名 建物（施設）名 都道府県

1 桜橋１特定目的会社 桜橋IMビル 大阪府

2 株式会社三晃社 三晃社本社ビル 愛知県

3 松戸公産株式会社 プチモール二ツ木 千葉県

令和2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



ID 申請者名 建物（施設）名 国立公園名

1 浦島観光ホテル株式会社 ホテル浦島なぎさ館 吉野熊野

2 株式会社下田大和館 下田大和館 富士箱根伊豆

3 株式会社ズイカインターナショナル グランフェニックス奥志賀 上信越高原

令和2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

国立公園宿舎施設の省CO２改修支援事業



No. 申請者名 施設名

1 大津市企業局 曽束加圧設備

2 神戸市水道局 藤原ポンプ場

3 周南市 桜南団地ポンプ所

4 立山町 千垣水源地取水ポンプ

5 成田市 並木町配水場

6 福山市 伊勢丘ポンプ所

7 横浜市水道局 鶴見配水池

8 横浜市水道局 中尾配水池

令和2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
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