
令和4年度 建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業

新築建築物のZEB 化支援事業（レジリエンス強化型の新築建築物ZEB実証事業）及び

既存建築物のZEB 化支援事業（レジリエンス強化型の既存建築物ZEB実証事業）　採択者一覧

No. 申請者名 建物（施設）名 建物所在地 建物用途 ZEBの分類

1 社会福祉法人育賛会
特別養護老人ホーム楽寿

園
沖縄県 病院等

ZEB

Ready

2 医療法人社団井上会 熊本光洋台病院・光乃里 熊本県 病院等
ZEB

Ready

3 社会福祉法人大津びけん会 特別養護老人ホーム光の里 滋賀県 病院等
ZEB

Ready

4 山形県上山市 上山市立南小学校 山形県 学校等
Nearly

ZEB

5 山形県上山市 上山市体育文化センター 山形県 集会所等
ZEB

Ready

6 関西プラスチック工業株式会社
関西プラスチック工業株式会

社事務所棟
岡山県 事務所等

ZEB

Ready

7 医療法人岐阜勤労者医療協会 新みどり病院 岐阜県 病院等
ZEB

Ready

8 鞍手町 鞍手町新庁舎 福岡県 事務所等
Nearly

ZEB

9 札幌市 （仮称）動物愛護センター 北海道 事務所等
ZEB

Ready

10
一般財団法人四国電気保安協

会

四国電気保安協会本部・

香川支部
香川県 事務所等

Nearly

ZEB

11 塚田電気工事株式会社
塚田電気工事株式会社新

社屋
宮城県 事務所等 『ZEB』

12 鳴門市 鳴門市庁舎 徳島県 事務所等
ZEB

Ready

13 広島市
広島サッカースタジアム（仮

称）
広島県 集会所等

ZEB

Ready

14
美保テクノス株式会社

個人事業主
美保テクノス本社屋 鳥取県 事務所等

ZEB

Ready

15 合同会社琉休 （仮称）具志堅ホテル 沖縄県 ホテル等 『ZEB』



令和4年度 建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業

新築建築物のZEB 化支援事業（新築建築物のZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業）及び

既存建築物のZEB 化支援事業（既存建築物の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

No. 申請者名 建物（施設）名
建物所在

地
建物用途 ZEBの分類

1 NNホールディングス株式会社 西日本土木 株式会社 高田本社 大分県 事務所等 『ZEB』

2 株式会社愛媛銀行 愛媛銀行西条支店 愛媛県 事務所等 『ZEB』

3 沖縄県労働金庫 沖縄県労働金庫名護支店 沖縄県 事務所等 『ZEB』

4 加賀建設株式会社 加賀建設㈱新社屋 石川県 事務所等 『ZEB』

5 株式会社かみくぼ住宅 かみくぼ住宅事務所 徳島県 事務所等 『ZEB』

6 閑林工業株式会社 閑林工業株式会社本社 愛知県 事務所等
Nearly

ZEB

7 株式会社クシモトアソシエイツ 本社社屋 三重県 事務所等
Nearly

ZEB

8 株式会社クラウン電装 株式会社クラウン電装本社 新潟県 事務所等 『ZEB』

9 群馬県農業共済組合
群馬県農業共済組合 東部支所

(仮称)
群馬県 事務所等 『ZEB』

10 株式会社CFホーム CFホーム新社屋 神奈川 事務所等
Nearly

ZEB

11 菅原建設株式会社 菅原建設株式会社本社ビル 茨城県 事務所等 『ZEB』

12 杉政貿易株式会社 杉政貿易ショールーム 富山県 百貨店等 『ZEB』

13 株式会社田子重 スーパー田子重　神戸店 静岡県 百貨店等
Nearly

ZEB

14 中部薬品株式会社 V・drug春日井熊野店 愛知県 百貨店等 『ZEB』

15 東亜建設工業株式会社 技術研究センター第二実験棟 神奈川 事務所等 『ZEB』

16 東北ボーリング株式会社 東北ボーリング本社 宮城県 事務所等 『ZEB』

17
株式会社トリドールホールディング

ス
丸亀製麵鈴鹿店 三重県 飲食店等 『ZEB』

18 美濃工業株式会社 美濃工業株式会社本社事務所 岐阜県 事務所等 『ZEB』



令和4年度 建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業

国立公園利用施設の脱炭素化推進支援事業　採択者一覧

No. 申請者名 建物（施設）名 国立公園名

1 株式会社あさやホテル あさやホテル 日光国立公園

2
株式会社関電エネルギーソリューショ

ン

Hotel&Resorts

MINAMIAWAJI
瀬戸内海国立公園

3 株式会社第一滝本本館 第一滝本館 支笏洞爺国立公園

4 株式会社滝本イン 滝本イン 支笏洞爺国立公園

5 テルメン観光株式会社 糠平館観光ホテル 大雪山国立公園

6 株式会社ホテルサンシャイン鬼怒川 ホテルサンシャイン鬼怒川 日光国立公園

7
三井住友ファイナンス＆リース株式会

社
定山渓ビューホテル 支笏洞爺国立公園

8 株式会社リロバケーションズ 湯守釜屋 日光国立公園

9 株式会社リロバケーションズ 奥日光ホテル四季彩 日光国立公園

10 株式会社和心亭豊月 和心亭豊月 富士箱根伊豆国立公園



令和4年度 建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業

上下水道・ダム施設の省CO2改修支援事業　採択者一覧

No. 申請者名 施設名

1 大津市企業局 瀬田加圧ポンプ場

2 川口市上下水道局 横曽根配水ポンプ場

3 静岡市上下水道局 中島・下島ポンプ場

4 吹田市水道部 津雲配水池太陽光設備

5 横浜市水道局 恩田配水池ポンプ場

6 横浜市水道局 鶴ヶ島配水池ポンプ場

7 山口県企業局 川崎ポンプ場



令和4年度 建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業

既存建築物における省CO2改修支援事業（民間建築物）　採択者一覧

No. 申請者名 建物（施設）名 都道府県

1 社会医療法人愛育会 福田病院 熊本県

2 株式会社カインズ カインズ嵐山町店 埼玉県

3 株式会社カインズ カインズ銚子店 埼玉県

4 社会福祉法人克信会 特別養護老人ホーム金沢弁天園 茨城県

5 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 れいんぼう川崎 神奈川

6 医療法人社団城南会 介護老人保健施設シルバーケア城南 富山県

7 社会医療法人仁生会 細木病院南館 高知県

8 医療法人仁泉会 介護老人保健施設なかだ 青森県

9 社会福祉法人水明会 特別養護老人ホーム水明園 広島県

10 株式会社スマートリソース プラザホテルむつ 東京都

11 社会福祉法人成光苑 特別養護老人ホーム高槻けやきの郷 大阪府

12 社会福祉法人清祥会 特別養護老人ホームこすもす 石川県

13 社会福祉法人同朋会 生活の家桜美寮 岐阜県

14 株式会社日医リース 門司田野浦病院 東京都

15 株式会社フジ フジグラン丸亀店 愛媛県

16 株式会社平和堂 アル・プラザ鯖江 滋賀県

17 北陸電力ビズ・エナジーソリュ―ション株式会社 特別養護老人ホーム有磯苑 富山県

18 北陸電力ビズ・エナジーソリュ―ション株式会社 特別養護老人ホーム常楽園 富山県

19 社会福祉法人枚方療育園 ビアンエトール恭愛 大阪府

20 社会福祉法人松園福祉会 特別養護老人ホームあすなろ園 岡山県
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既存建築物における省CO2改修支援事業（テナントビル）採択者一覧

No. 申請者名 建物（施設）名 都道府県

1 第四北越リース株式会社 中央ビルディング 新潟県



令和4年度 建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業

既存建築物における省CO2改修支援事業（空き家）　採択者一覧

No. 申請者名 建物（施設）名 都道府県

採択者なし


