
令和3年度（第１回） 既存建築物省エネ化推進事業　採択事業一覧 別紙
No. 事業名 代表提案者名
1 中央総業ビル　既存建築物省エネ化推進事業 中央総業株式会社  代表取締役  原　健一

2 飛鳥の郷省エネルギー事業
三井住友ファイナンス＆リース株式会社  代表取締役  橘　正
喜

3 葵ガーデンビル省エネ改修工事 三重産業株式会社  代表取締役  神野　重行

4 伊予銀行　波止浜支店　省エネルギー改修工事 株式会社　伊予銀行  代表取締役  三好　賢治

5 伊予銀行　郡中支店　省エネルギー改修工事 株式会社　伊予銀行  代表取締役  三好　賢治

6 よもぎの里愛の丘省エネルギー事業 社会福祉法人喜楽会  理事長  吉川　友子

7 やすらぎの郷省エネルギー事業
三井住友ファイナンス＆リース株式会社  代表取締役  橘　正
喜

8 甘露苑省エネルギー事業 社会福祉法人誠々会  理事長  甘利　広子

9 特別養護老人ホーム玉樹省エネルギー事業 社会福祉法人紬会  理事長  小野里　勝一

10 王子光照苑高齢者あんしんセンター既存建築物省エネ化推進事業 社会福祉法人　光照園  理事長  鈴木　文子

11 やすらぎ園省エネルギー事業 海南海草老人福祉施設事務組合  管理者  寺本　光嘉

12 株式会社トマト銀行岡山南営業部省エネ化事業 株式会社トマト銀行  取締役社長  髙木　晶悟

13
大谷大学体育館　高効率機器（空調・照明・全熱交換機）及び日射調整
フィルムによる省エネ事業

学校法人真宗大谷学園  理事長  但馬　弘

14 東福六万寺省エネ改修工事 社会福祉法人青山会  理事長  竹本　美則

15 葛城市新庄健康福祉センター　既存建築物省エネ化推進事業
三井住友ファイナンス＆リース株式会社  代表取締役  橘　正
喜

16 牧村本社ビル省エネ改修工事 共友リース株式会社  代表取締役  小川　明

17 介護老人保健施設三恵苑　省エネ改修工事 医療法人杏仁会  理事長  松尾　晃樹

18 特別養護老人ホームハレルヤ省エネルギー事業 社会福祉法人ハレルヤ  理事長  塩味　正雄

19 久留米ビジネスプラザESCO事業
株式会社久留米ビジネスプラザ  代表取締役社長  北原　明
彦

20 仁摩保育園省エネ改修事業 社会福祉法人仁摩福祉会  理事長  石橋　秀利

21 ひだまり久世省エネルギー事業 社会福祉法人城陽福祉会  理事長  石田　實

22 アパホテル伊勢崎駅前南省エネ改修工事 ひと・コミュニケーションズ株式会社  代表取締役  小池　進

23 特別養護老人ホーム 財部寿豊苑　省エネ改修工事 社会福祉法人豊の里  理事長  清水　由紀子

24 特別養護老人ホームにいがた新生園新館　省エネ改修工事 社会福祉法人仁成福祉協会  理事長  小林　脩

25 住友林業株式会社熊本支店　省エネ改修工事 住友林業株式会社  代表取締役社長  光吉　敏郎

26 静岡県自動車整備振興会総合会館改修事業 一般社団法人静岡県自動車整備振興会  会長  杉山　智彦

27 介護老人保健施設松恒園省エネルギー事業 医療法人社団鳥巣病院  理事長  鳥巣　正吉

28 良和ハウス本社事務所　省エネ改修事業 株式会社良和ハウス  代表取締役  和田　伸幸

29 大同大学S棟省エネ改修工事 学校法人大同学園  理事長  武藤　大

30 高齢者総合支援センター泉心荘　既存建築物省エネ化推進事業 社会福祉法人泉心会  理事長  小泉　隆一郎

31 太陽苑　省エネ改修工事 社会福祉法人千寿会  理事長  永田　義邦

32 志賀の里様省エネ改修工事 医療法人　湖青会  理事長  青木　裕彦

33 ホテルアジア会館 省エネ改修工事 一般財団法人アジア会館  会長  牟田　博光

34 福寿荘省エネルギー事業 社会福祉法人紘健会  理事長  園田　篤子

35 大阪音楽大学　H号館省エネ改修工事 学校法人 大阪音楽大学  理事長  中村　孝義

36 若久園省エネルギー事業 社会福祉法人久英会  理事長  中尾　一久

37 社会福祉法人愛光園山川事業所ホームあすか省エネ改修工事 社会福祉法人　愛光園  理事長  川俣　恵一

38 ホクネツ株式会社東松山支店省エネ改修工事 ホクネツ株式会社  代表取締役社長  松本　聖心

39 曙橋SHKビル　設備改修工事 株式会社 祥平館  代表取締役  齊藤　源也

40 放光寺浄水場管理本館棟省エネ化事業 久留米市企業局  久留米市企業管理者  徳永　龍一

41 松村病院省エネ改修事業 医療法人　若草会  理事長  松村　英夫

42 介護老人保健施設だいせん　省エネ改修工事 医療法人　大泉会  理事長  佐々木　甫

43 神田高野ビル　省エネ設備改修工事     高野　健

44 アイデスビル　改修事業 アイデス株式会社  代表取締役  中井　範光

45 尚和園アンシャンテ　省エネ改修工事 株式会社日医リース  代表取締役  小早川　英樹

46 三幸学園千葉校２号館省エネ改修事業 学校法人　三幸学園  理事長  昼間　一彦

47
京都産業大学11号館　高効率機器（空調・照明）及び屋上断熱防水・日
射調整フィルムによる省エネ事業

学校法人　京都産業大学  理事長  大城　光正

48 金光藤蔭高等学校本館様省エネ改修工事 学校法人関西金光学園  理事長  湯川　彌壽善

49 豊生園省エネルギー事業 社会福祉法人愛生会  理事長  東尾　隆志

50 与野中央病院　省エネ改修工事 医療法人社団恵仁会  理事長  関場　秀高

51 アサンプション国際幼稚園　省エネ改修工事 JA三井リース株式会社  代表取締役  北森　信明

52 フレックス大手前ビル　省エネ改修工事 株式会社サンフレックス  代表取締役  藤岡　卓

53 靖國神社斎館・社務所省エネ改修工事 宗教法人靖國神社  宮司  山口　建史

54 レグルスビル　省エネ改修工事 株式会社レグルス  代表取締役  岩本　和憲

55 姫路NKビル　省エネ改修工事 JR西日本不動産開発株式会社  代表取締役  國廣  敏彦

56 特別養護老人ホーム矢掛荘省エネ化事業 社会福祉法人メルヘンドルフ福祉会  理事長  永山　久人

57 専門学校YICリハビリテーション大学校　省エネ改修工事 学校法人YIC学院  理事長  井本　浩二

58 箕面市庁舎　本館・別館　省エネ改修工事 箕面市  市長  上島　一彦

59 伊東の丘省エネ改修工事
社会福祉法人 農協共済 中伊豆リハビリテーションセンター
理事長  野中　康

60 金光藤蔭高等学校北館様省エネ改修工事 学校法人関西金光学園  理事長  湯川　彌壽善

61 南知多病院省エネルギー事業 医療法人共生会  理事長  田中　誠

62 損保ジャパン函館ビル　省エネ改修事業
SOMPOコーポレートサービス株式会社  代表取締役  戸田
光一

63 広陵町　総合保健福祉会館　省エネ改修工事 広陵町  町長  山村　吉由

64 介護老人保健施設ぬるみず　設備及び外皮の省エネ改修工事 スリーベネフィッツ株式会社  代表取締役  河津　宏昭


