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平成３１年４月２４日 

       

一般財団法人エルピーガス振興センター 

 

平成３０年度「災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の 

推進事業費補助金（石油ガス災害バルク等の導入に係るもの）」補助金確定について 

 

一般財団法人エルピーガス振興センターは、平成３０年度「災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛

的な燃料備蓄の推進事業費補助金（石油ガス災害バルク等の導入に係るもの）」の補助金を下記の通り８５

件交付いたしました。 

平成３０年度補正、３１年度の申請をお待ちしておりますので引き続き宜しくお願い致します。 

№ 申 請 者 所在地 
(申請者がリース会社の場合)  

設 置 先 
所在地 

1 伊賀市 三重県     

2 株式会社福山臨床検査センター 広島県     

3 社会福祉法人永寿会 茨城県     

4 医療法人滝田会 茨城県     

5 株式会社秋田総合開発 秋田県     

6 医療法人幕内会 茨城県     

7 株式会社コンド電機 福島県     

8 社会福祉法人大泉会 宮城県     

9 日本サーモスタット株式会社 東京都     

10 株式会社真岡製作所 栃木県     

11 株式会社コガワ計画 島根県     

12 君津市 千葉県     

13 南牧村 群馬県     

14 岩本 英煕 東京都     

15 株式会社ランドスタッフ 新潟県     

16 遠鉄タクシー株式会社 静岡県     

17 医療法人社団秀林会吉見病院 富山県     

18 社会福祉法人迫川会 宮城県     

19 社会福祉法人聖徳会 神奈川県     

20 社会福祉法人大崎誠心会 宮城県     

21 宇多賀賢見神社 徳島県     

22 羽後ガス株式会社 秋田県     

23 社会福祉法人 泉和会 宮城県     

24 株式会社フクエキ 福岡県     

25 株式会社ヤチネン 栃木県     

26 社会福祉法人緑翠会 熊本県     

27 株式会社豊後プロパン 大分県     

28 株式会社八幡屋 福島県     

29 社会福祉法人ひかり福祉会 滋賀県     
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30 社会福祉法人南陽恵和会 山形県     

31 社会福祉法人ウォームハート 秋田県     

32 社会福祉法人協同の苑 兵庫県     

33 株式会社めぶきリース 茨城県 丸彦製菓株式会社 栃木県 

34 静銀リース株式会社 静岡県 
ファミリー・ホスピス  

池上ハウス 
東京都 

35 社会福祉法人ルピナス会 埼玉県     

36 株式会社真岡製作所 栃木県     

37 株式会社丸松青果 山形県     

38 株式会社アンビックス 北海道     

39 美郷町役場 島根県     

40 丸善自動車工業株式会社 山梨県     

41 社会福祉法人桐友学園 千葉県     

42 社会福祉法人健慈会 岩手県     

43 白老ガス株式会社 北海道     

44 飯山 達也 神奈川県 
ファミリー・ホスピス  

鴨宮ハウス 
神奈川県 

45 佐宗 孝義 東京都 
ファミリーホスピス  

東林間ハウス 
神奈川県 

46 首都圏リース株式会社 東京都 医療法人社団 順洋会 東京都 

47 株式会社ガス＆ライフ 宮城県     

48 医療法人絆 栃木県     

49 社会福祉法人西養寺福祉会 岐阜県     

50 医療法人社団聖稜会 静岡県     

51 株式会社ドリームホープなかよし 秋田県     

52 金剛株式会社 熊本県     

53 社会福祉法人光養会 滋賀県     

54 有限会社泊観光タクシー 青森県     

55 塩尻市 長野県     

56 医療法人服和会 愛知県     

57 社会福祉法人救世軍社会事業団 東京都     

58 静銀リース株式会社 静岡県 藤枝商工会議所 静岡県 

59 東白川村 岐阜県     

60 ゆい株式会社 沖縄県     

61 株式会社シバサキ 埼玉県     

62 菊乃関工業株式会社 山口県     

63 株式会社コスメ・ニスト 群馬県     

64 向ヶ丘グリーンハイツⅡ管理組合 神奈川県     

65 社会福祉法人とちのみ会 栃木県     

66 株式会社タカラ・エムシー 静岡県     

67 㐧一マルヰガス株式会社 熊本県     

68 株式会社松美造園建設工業 秋田県     
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69 医療法人社団広見会 静岡県     

70 医療法人養気会 宮崎県     

71 シオタニ株式会社 石川県     

72 有限会社キコウベネッセレ 石川県     

73 医療法人敬英会 大阪府     

74 医療法人和幸会 大阪府     

75 天恵製菓株式会社 長野県     

76 富士工器株式会社 愛知県     

77 株式会社杏林堂薬局 静岡県     

78 有限会社浅野保温 愛知県     

79 東亜ガス株式会社 静岡県     

80 医療法人和幸会 大阪府     

81 Ｔ&Ｄリース株式会社 東京都 
地域密着型特別養護老人ホーム 

ビオスの丘三郷アネックス 
奈良県 

82 医療法人小塚産婦人科 三重県     

83 Ｔ&Ｄリース株式会社 東京都 
介護老人保健施設 

アルカディアウェル 
宮城県 

84 社会福祉法人わち福祉会 京都府     

85 丸糸殖産株式会社 大阪府     

以 上 
 


