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日本ＬＰガス団体協議会 事務局 

 

平成２７年度「石油製品利用促進対策事業費補助金（石油製品利用促進
対策事業のうち、石油ガス災害バルク等の導入に係るもの）」交付決定に
ついて 
 

日本ＬＰガス団体協議会は７月２７日「石油製品利用促進対策事業費補助金（石油

製品利用促進対策事業のうち、石油ガス災害バルク等の導入に係るもの）」の交付を決

定しました。 

今回は９６件の補助金申請について審査し９６件の補助事業を選定しました。 

交付の決定をした事業は以下の通りです。 

尚、交付決定額が予算額に達しなかったため、第２回公募を実施します。受付期間は

８月３日（月）から８月３１日（月）までです。   

№ 申請者 所在地 管理者 

1 株式会社 福島屋 東京都  

2 医療法人社団 昌静会 埼玉県  

3 大垣扶桑紡績 株式会社 岐阜県  

4 社会福祉法人 湯河原福祉会 神奈川県  

5 有限会社 はしもと 富山県  

6 嬬恋村 群馬県  

7 沼田市 群馬県  

8 エルピー 株式会社 滋賀県  

9 芭食サービス 株式会社 大阪府  

10 三宅町 奈良県  

11 中津川市 岐阜県  

12 リコーリース 株式会社 東京都 
社会福祉法人 

いきいき福祉会 

13 社会福祉法人 藤の実会 埼玉県  

14 株式会社 千雅 東京都  

15 株式会社 松本商会 埼玉県  

16 ダイベア 株式会社 大阪府  

17 ダイベア 株式会社 大阪府  

18 株式会社 いわま薬局 秋田県  

19 株式会社 いわま薬局 秋田県  
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№ 申請者 所在地 管理者 

20 宮坂建設工業 株式会社 北海道  

21 川島町 埼玉県  

22 宗教法人 萬勝寺 兵庫県  

23 株式会社 鵜飼 岐阜県  

24 医療法人 宏友会 山形県  

25 有限会社 ｉ あい 青森県  

26 株式会社 相場商店 秋田県  

27 正浩商事 株式会社 愛媛県  

28 社会福祉法人 つちや社会福祉会 神奈川県  

39 有限会社 自動車事故防止協会 大分県  

30 十八総合リース 株式会社 長崎県 一般社団法人 あきの会

31 社会福祉法人 秀愛会 富山県  

32 社会福祉法人 芦別慈恵園 北海道  

33 アサヒサンクリーン 株式会社 静岡県  

34 前橋市 群馬県  

35 医療法人 長清会 山形県  

36 株式会社 菅野食品 宮城県  

37 株式会社 ライフサクライ 北海道  

38 株式会社 ライフサクライ 北海道  

39 福島県 二本松市 福島県  

40 株式会社 藤岡クロスパーク 群馬県  

41 宗教法人 長福禅寺 静岡県  

42 医療法人社団 祐人会 宮城県  

43 株式会社 ナルケ自動車 宮城県  

44 有限会社 安田工務店 宮城県  

45 有限会社 幸寿  青森県  

46 
プロムナード大宮春野コミュニ

ティーセンター管理組合 
埼玉県 

 

47 二戸ガス 株式会社 岩手県  
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№ 申請者 所在地 管理者 

48 社会福祉法人 弘仁会 大阪府  

49 社会福祉法人 白百合福祉会 香川県  

50 社会福祉法人 光養会 滋賀県  

51 Ｔ＆Ｄリース 株式会社 東京都 株式会社 城北 

52 Ｔ＆Ｄリース 株式会社 東京都 
特定非営利活動法人 

なでしこ 

53 社会福祉法人 揺籃会 北海道  

54 飯南町 島根県  

55 有限会社 オガネサン清藤水産 北海道  

56 株式会社 ワイエスフーズ 北海道  

57 有限会社 やすらぎ 沖縄県  

58 ゆい 株式会社 沖縄県  

59 医療法人財団 愛野会 兵庫県  

60 熊本県地域婦人会連絡協議会 熊本県  

61 株式会社 京浜工業所 東京都  

62 武甲酒造 株式会社 埼玉県  

63 有限会社 ぴゅあサポート 静岡県  

64 社会福祉法人 わかば福祉会 富山県  

65 
株式会社 ファッションクロス

フルシマ 
埼玉県 

 

66 医療法人 六正会 秋田県  

67 松江市 島根県  

68 松江市 島根県  

69 松江市 島根県  

70 岐阜市 岐阜県  

71 岐阜市 岐阜県  

72 株式会社 常盤堂おこし本舗 東京都  

73 
社会福祉法人 横浜市福祉サー

ビス協会 
神奈川県 
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№ 申請者 所在地 管理者 

74 医療法人 西川病院 埼玉県  

75 有限会社 ベルカンパニー 宮城県  

76 有限会社 ポプラ 宮城県  

77 ＡＮホールディングス 株式会社 岩手県  

78 株式会社 佐々木香料店 東京都  

79 株式会社 コスメ・ニスト 群馬県  

80 有限会社 旭液輸送 千葉県  

81 森川 忠 千葉県  

82 社会福祉法人 若水会 東京都  

83 株式会社 マルキ 埼玉県  

84 Ｔ＆Ｄリース 株式会社 東京都 有限会社 有明商店

85 Ｔ＆Ｄリース 株式会社 東京都 医療法人 元秀会 

86 Ｔ＆Ｄリース 株式会社 東京都 株式会社 マルジュー

87 Ｔ＆Ｄリース 株式会社 東京都 
宗教法人 カトリック

東京大司教区 

88 Ｔ＆Ｄリース 株式会社 東京都 医療法人 安達同済会

89 株式会社 佐藤興産 青森県  

90 茨城通運 株式会社 茨城県  

91 医療法人 聖誠会 青森県  

92 
特定非営利活動法人 里・つむぎ

八幡平 
岩手県 

 

93 株式会社 鹿野静商店 宮城県  

94 
株式会社 大宮スイミングスク

ール 
埼玉県 

 

95 株式会社 三成ワークス 岡山県  

96 有限会社 トラベルシリウス 岡山県  

 


