
再生可能エネルギー事業計画認定情報より、岩手県内の発電出力1,000kW以上の太陽光発電および風力発電設備を認定されている事業者を抜粋
（経済産業省　資源エネルギー庁の公開しているデータより）

発電事業者名 代表者名 事業者の住所 発電設備区分 発電出力（kW） 発電設備の所在地 新規認定日 廃棄費用の積立状況
代表住所

合同会社金ヶ崎あぐり振興メガソーラー 小野寺　俊博 奥州市水沢区東大通り３－３－３３太陽光 1,983.0 岩手県胆沢郡金ケ崎町永沢石持沢２８６－１ 2012年8月23日 -
株式会社ジュリアン 木村　忠弘 胆沢郡金ケ崎町永栄上宿２６－３太陽光 1,500.0 岩手県胆沢郡金ケ崎町永栄飛鳥田後１２－１ 2012年8月23日 開示不同意
合同会社ユーラスエナジー釜石 林　勝 岩手県釜石市橋野町第１４番地割１３－５風力 42,900.0 岩手県釜石市橋野町第１４番地割１３－５ 2012年8月24日 開示不同意
コスモエコパワー株式会社 水井　利行 東京都品川区大崎１－６－１　ＴＯＣ大崎ビルディング風力 1,200.0 岩手県岩手郡葛巻町江刈第７地割１２３－２ 2012年9月5日 開示不同意
有限会社共同産業 高橋　優 胆沢郡金ケ崎町西根荒屋敷３－１太陽光 1,260.0 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根遠谷巾９－４ 2012年9月19日 -
日本家畜貿易株式会社 小森　うた子 北海道帯広市昭和町東５線１１３太陽光 1,247.8 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根遠谷巾９－１ 2012年9月19日 開示不同意
株式会社ジェイウインド 森本　成 東京都中央区銀座６－１５－１ 風力 21,000.0 岩手県岩手郡葛巻町０ 2012年9月28日 開示不同意
岩手県 石田　知子 岩手県盛岡市内丸１１番１号 風力 1,980.0 岩手県二戸市浄法寺町山内１４５ 2012年10月17日 -
株式会社エプセム 東　日出市 埼玉県川口市南前川２－２５－１６太陽光 1,990.0 岩手県一関市東山町田河津袴腰１－８２他 2012年10月30日 0-20%
株式会社フロマージュ 久保田　定 仙台市青葉区一番町４－４－３３トレンドビル太陽光 1,998.0 岩手県盛岡市玉山区下田字生出８６２－１ 2012年11月6日 0-20%
北良株式会社 代表取締役社長　笠井　健北上市和賀町後藤２－１０６－１６０太陽光 1,986.0 岩手県北上市口内町金成９ 2012年11月19日 開示不同意
北良株式会社 代表取締役社長　笠井　健北上市和賀町後藤２－１０６－１６０太陽光 1,900.0 岩手県花巻市円万寺字堰田１－１ 2012年11月19日 開示不同意
株式会社青森ポートリー 代表取締役　青野　正太郎三戸郡階上町蒼前東２－９－４６太陽光 1,500.0 岩手県九戸郡洋野町有家第９地割黒坂１０７－２０ 2012年12月25日 0-20%
株式会社サン・エナジー洋野 玉澤　修 九戸郡洋野町種市第３９地割３９－３太陽光 10,000.0 岩手県九戸郡洋野町種市第４３地割１００－６３ 2013年2月1日 開示不同意
ディー・ティーエナジー合同会社 髙山　知也 東京都千代田区丸の内三丁目１番１号　東京共同会計事務所内太陽光 20,000.0 岩手県九戸郡洋野町水沢第１１地割字太田１９－１１ 2013年2月4日 開示不同意
ソーラーパワー久慈株式会社 取締役社長　高階　和彦久慈市枝成沢第１８地割１２７－４太陽光 1,432.2 岩手県久慈市枝成沢第１８地割１２７－４地内 2013年2月7日 20-40%
株式会社カガヤ 加賀谷　輝雄 盛岡市玉山区芋田字武道９－９５太陽光 1,450.0 岩手県滝沢市字砂込８８５ 2013年2月8日 -
株式会社伊藤組 代表取締役　伊藤　智仁花巻市山の神７９７－１ 太陽光 1,958.6 岩手県花巻市石鳥谷町好地第１１地割 2013年2月15日 開示不同意
株式会社カガヤ 加賀谷　輝雄 盛岡市玉山区芋田字武道９－９５太陽光 1,784.0 岩手県岩手郡岩手町大字土川第１地割４２８－１ 2013年2月18日 -
二葉運送株式会社 細川　忠彦 紫波郡矢巾町大字高田第１４地割１－１太陽光 1,456.0 岩手県紫波郡紫波町平沢字幅２８－１ 2013年2月22日 開示不同意
株式会社プリンスホテル 小山　正彦 東京都豊島区東池袋３－１－５ 太陽光 1,250.0 岩手県岩手郡雫石町西根柏木平１６－２、２４ 2013年2月28日 0-20%
富士興産株式会社 保谷　尚登 東京都千代田区神田東松下町１３太陽光 1,450.0 岩手県岩手郡岩手町大字久保第８地割４９－３他 2013年3月4日 -
富士興産株式会社 保谷　尚登 東京都千代田区神田東松下町１３太陽光 1,450.0 岩手県岩手郡岩手町久保第８地割４９－３ 2013年3月4日 -
北上市 高橋　敏彦 太陽光 1,500.0 岩手県北上市上江釣子１２地割５２－１、５３～６７、６８－１、１７３－１、１７４～１８６、１８８～１９０、１９４－１、１９６－１2013年3月7日 0-20%
北上市 高橋　敏彦 太陽光 1,388.5 岩手県北上市北鬼柳９地割１～１２、１４－２、９５、９６、１０１～１０４、鳩岡崎７地割３５－２、６０～６８、８７～１０６2013年3月7日 0-20%
株式会社日本テレビワーク２４ 石塚　功 東京都千代田区二番町３－４ 太陽光 1,995.4 岩手県胆沢郡金ケ崎町永沢石持沢４０９他 2013年3月15日 0-20%
株式会社日本テレビワーク２４ 石塚　功 東京都千代田区二番町３－４ 太陽光 1,991.8 岩手県九戸郡洋野町大野第５９地割字天摩沢４７－１ 2013年3月15日 0-20%
株式会社シリウス 佐藤　幸夫 盛岡市東安庭２－１２－１５ 太陽光 1,799.2 岩手県紫波郡矢巾町大字和味第一地割２８０ 2013年3月15日 -
隼電気株式会社 平間　修一 仙台市若林区大和町５－３０－２２太陽光 1,000.0 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根長根前１－１ 2013年3月15日 開示不同意
盛岡ソーラー合同会社 奥　浩 岩手県盛岡市中央通１－２－２ 太陽光 1,500.0 岩手県盛岡市玉山区下田字生出８９３－１ 2013年3月18日 0-20%
ＩｃｈｉｎｏｓｅｋｉＳｏｌａｒＰｏｗｅｒ１合同会社 グラパット・パームブッスリー東京都港区芝公園１－２－９　花井ビル５階太陽光 20,800.0 岩手県一関市萩荘字栃倉南６０－１、６０－３、６０－５、７２－１、７２－２、７２－３、７２－４、７２－５、字赤猪子２７０－３１、２７４－２、２８１2013年3月19日 0-20%
ＳＳＪメガソーラー６５合同会社 陳　鋭 東京都千代田区神田三崎町２－４－１　ＴＵＧ－Ｉビル９Ｆ太陽光 10,000.0 岩手県奥州市江刺田原字根木町２４７－８５ 2013年3月19日 運転開始前
サニーヘルス株式会社 西村　峯満 長野市稲葉１６６１番地 太陽光 1,500.0 岩手県一関市川崎町門崎字妻神３３０－１ 2013年3月19日 開示不同意
雫石太陽光発電合同会社 粟国　正樹 岩手郡雫石町小日谷地７４－１ 太陽光 18,480.0 岩手県岩手郡雫石町沼返１９－４６ 2013年3月25日 0-20%
五葉山太陽光発電合同会社 藤谷　雅義 岩手県大船渡市日頃市町下甲子２２－１太陽光 18,000.0 岩手県大船渡市日頃市町上甲子１９－１６ 2013年3月26日 20-40%
合同会社一関東山 平田　英之 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号　霞が関コモンゲート西館２２階　株式会社Ｋエナジー内太陽光 1,999.0 岩手県一関市千厩町清田字夘南田６２－１ 2013年3月26日 0-20%
合同会社一関東山 代表社員　平田　英之 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号　霞が関コモンゲート西館２２階　株式会社Ｋエナジー内太陽光 1,500.0 岩手県一関市東山町長坂字南磐井里１－１ 2013年3月26日 0-20%
ＳＳＪメガソーラー６合同会社 安藤　まこと 東京都千代田区神田三崎町２－４－１　ＴＵＧ－Ｉビル９階太陽光 1,998.0 岩手県滝沢市湯舟沢６９－１ 2013年3月29日 -
ブルーエナジーブリッジファンドＸ合同会社 野坂　照光 東京都港区元赤坂１－１－７ 太陽光 1,996.3 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根高谷野原７９－１７２１ 2013年3月29日 -
日本再生可能エネルギーオペレーター合同会社北川　久芳 東京都港区虎ノ門１－２－８　リニューアブル・ジャパン株式会社内太陽光 1,995.0 岩手県九戸郡軽米町小軽米第一地割字釜谷平１６－７０ 2013年3月29日 開示不同意
ＯＫＹソーラー・ワン株式会社 髙山　知也 東京都千代田区丸の内３－１－１東京合同会計事務所内太陽光 1,990.0 岩手県奥州市前沢区字新城８５、９１－１２、１２９、１３１－１、１３２－１、１３３－２、－５、１４６、５８－１５、８２－１、１１９、１２１－１、－２、１２２、１２３、１２４－１、１２５－３、１２７、１３５－１他２筆2013年3月29日 開示不同意
ＳＳＪメガソーラー５４合同会社 陳　鋭 東京都千代田区神田三崎町２－４－１　ＴＵＧ－Ｉビル９Ｆ太陽光 1,980.0 岩手県滝沢市湯舟沢３２９－３５ 2013年3月29日 運転開始前
リニューアブルインフラ２号合同会社 荒川　真司 東京都千代田区九段南３－７－７成和綜合会計事務所内太陽光 1,908.5 岩手県紫波郡紫波町佐比内１０８－４ 2013年3月29日 -
北三陸再生可能エネルギー株式会社 小山　亥一郎 盛岡市津志田西１－２－２３ 太陽光 1,250.0 岩手県久慈市小久慈町第６０地割 2013年7月29日 開示不同意
有限会社介護施設あお空 代表取締役　大久保　博宮古市向町２－３４ 太陽光 1,990.0 岩手県宮古市田老字小堀内５６‐６ 2013年9月10日 -
株式会社平成電設 佐藤　博行 一関市滝沢字苦木８２－９他 太陽光 1,000.0 岩手県一関市滝沢字苦木８３－１他１２筆 2013年10月21日 開示不同意
エコプレクサス洋野プロジェクト合同会社 塩月　雄二 岩手県九戸郡洋野町種市第２３地割６２番地８太陽光 1,990.0 岩手県九戸郡洋野町大野第５７地割字蒲の口１８－４５ 2013年12月20日 0-20%
岩手トラックターミナル株式会社 代表取締役社長　佐久間　啓文紫波郡矢巾町流通センター南２－４－３５太陽光 1,100.0 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２－４－３５ 2014年1月15日 開示不同意
株式会社光通信 代表取締役　玉村　剛史港区白金台二丁目２６－１０ 太陽光 1,260.0 岩手県北上市和賀町岩崎新田２地割１４２－１ 2014年2月6日 -
平泉ソーラーエナジー合同会社 北川　久芳 東京都千代田区丸の内３－１－１　東京共同会計事務所内太陽光 10,080.0 岩手県西磐井郡平泉町平泉字黄金沢８ 2014年2月17日 0-20%
株式会社山善 代表取締役　山本　善一盛岡市黒石野２－４４－４５ 太陽光 1,391.2 岩手県二戸市仁左平字放森２２ 2014年2月17日 -
岩手県 石田　知子 岩手県盛岡市内丸１１－１ 太陽光 1,009.0 岩手県北上市相去町高前壇７６ 2014年2月20日 0-20%
合同会社ＳＳ岩手一関 大内　正紀 千代田区神田錦町３－１１ 太陽光 1,980.0 岩手県一関市花泉町花泉字大又前３２－１ 2014年2月21日 100%-
株式会社栄開発 春山　栄治 北上市村崎野２２－１５４－４ 太陽光 1,500.0 岩手県花巻市東和町中内６区１３ 2014年2月21日 -
合同会社軽米尊防ソーラー 本郷　雅和 岩手県九戸郡軽米町大字軽米第８地割９９太陽光 31,520.0 岩手県九戸郡軽米町大字小軽米第２０地割字尊坊３－１３2014年2月28日 運転開始前
奥州万年の森ソーラー合同会社 花房　穣 岩手県奥州市水沢区大町３３番 太陽光 11,880.0 岩手県奥州市前沢区字石田９８－１ 2014年2月28日 -
京王電鉄株式会社 代表取締役会長兼社長　永田　正新宿区新宿３－１－２４ 太陽光 1,980.0 岩手県宮古市重茂第２５地割１４－６ 2014年2月28日 -
神奈川中央交通株式会社 堀　康紀 平塚市八重咲町６－１８ 太陽光 1,500.0 岩手県胆沢郡金ケ崎町三ヶ尻東浦４５－１ 2014年2月28日 -
株式会社シリウスＥＨＣ 佐藤　幸夫 盛岡市東安庭二丁目１２－１５ 太陽光 1,200.0 岩手県紫波郡矢巾町和味第１地割２７９ 2014年2月28日 0-20%
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ＳＳＪメガソーラー６０合同会社 星野　正法 東京都千代田区神田三崎町２－４－１　ＴＵＧ－Ｉビル９Ｆ太陽光 1,120.0 岩手県奥州市胆沢区若柳字慶存２３－２ 2014年2月28日 0-20%
株式会社久保田本店 代表取締役　久保田　定仙台市青葉区一番町四丁目４－３３太陽光 1,000.0 岩手県一関市花泉町金沢字永沢前２７－５ 2014年2月28日 0-20%
北上太陽光発電所株式会社 髙井　裕之 東京都中央区京橋２－１６－１ 太陽光 1,500.0 岩手県北上市相去町平林１４－５ 2014年3月5日 0-20%
北上太陽光発電所株式会社 髙井　裕之 東京都中央区京橋２－１６－１ 太陽光 1,500.0 岩手県北上市相去町平林１４－５ 2014年3月5日 0-20%
ＳＳＪメガソーラー６３合同会社 星野　正法 東京都千代田区神田三崎町２－４－１　ＴＵＧ－Ｉビル９Ｆ太陽光 1,080.0 岩手県奥州市胆沢区若柳字下田９－９ 2014年3月5日 0-20%
株式会社城洋 角田　城治 兵庫県姫路市白浜町宇佐崎南一丁目６８番１太陽光 1,982.0 岩手県滝沢市字大石渡１５３－１ 2014年3月6日 -
東北エネルギー合同会社 代表社員　叶　警春 館林市苗木町２４９７－７ 太陽光 1,498.5 岩手県一関市花泉町油島字北ノ沢１４９－１ 2014年3月10日 -
東北エナジー有限責任事業組合 土門　高大 岩手県盛岡市月が丘２－８－１２太陽光 1,000.0 岩手県滝沢市湯舟３２１－４０ 2014年3月10日 -
合同会社バイテック・漁火館滝沢市メガソーラー赤津　忠祐 品川区東品川３－６－５ 太陽光 15,000.0 岩手県滝沢市後３９４ 2014年3月13日 開示不同意
ニューデジタルケーブル株式会社 代表取締役　佐野　浩一花巻市西宮野目１１－１ 太陽光 1,980.0 岩手県九戸郡軽米町大字小軽米２６－９２－３７ 2014年3月13日 開示不同意
一関市メガソーラー合同会社 北川　久芳 東京都千代田区丸の内三丁目１番１号　東京共同会計事務所内太陽光 8,000.0 岩手県一関市厳美町字田代１－７ 2014年3月14日 開示不同意
ＯＲソーラー・サーティーン合同会社 髙山　知也 東京都千代田区丸の内３－１－１東京共同会計事務所内太陽光 19,500.0 岩手県九戸郡洋野町有家第９地割字黒坂１０７－１１ 2014年3月17日 0-20%
ソーラーパワーネットワーク株式会社 ピーター・グッドマン 東京都千代田区九段南２－２－１太陽光 1,287.0 岩手県花巻市東宮野目第９地割５９ 2014年3月17日 -
株式会社フジショウ 藤原　新吾 大里郡寄居町用土５３９８－１８ 太陽光 1,000.0 岩手県一関市千厩町清田字融実３８他４筆 2014年3月17日 100%-
株式会社金澤電気工業所 代表取締役　金澤　英治一関市桜木町６－１２ 太陽光 1,000.0 岩手県一関市千厩町清田字鳥喰７０－６ 2014年3月17日 開示不同意
株式会社ケーユージェーインダストリー 代表取締役　城内　治 久慈市夏井町夏井第１３地割５７－１太陽光 1,969.5 岩手県久慈市夏井町夏井１３－５７－１ 2014年3月18日 0-20%
神奈川中央交通株式会社 堀　康紀 平塚市八重咲町６－１８ 太陽光 1,000.0 岩手県胆沢郡金ケ崎町六原森合４７－１他９筆 2014年3月20日 -
コムシスクリエイト株式会社 山崎　喜道 東京都品川区東五反田２－１７－１太陽光 18,750.0 岩手県胆沢郡金ケ崎町永沢不同沢１ 2014年3月24日 0-20%
合同会社洋野種市 牧野　達明 東京都港区虎ノ門１－２－８リニューアブル・ジャパン株式会社内太陽光 10,000.0 岩手県九戸郡洋野町種市第４地割字続石９９－１ 2014年3月24日 運転開始前
新生信託銀行株式会社 栗原　美江 東京都中央区日本橋室町２－４－３太陽光 7,500.0 岩手県滝沢市大石渡４１２－１ 2014年3月24日 開示不同意
合同会社モンゴルの森支援メガソーラー 職務執行者　設楽　厚夫奥州市水沢区東大通り三丁目３番３３号太陽光 1,995.0 岩手県奥州市前沢区字石田２０３ 2014年3月24日 -
合同会社プロスペクト陸前高田 藤澤　信義 東京都渋谷区千駄ヶ谷１－３０－８太陽光 1,500.0 岩手県陸前高田市横田町字舞出４８－１ 2014年3月24日 0-20%
ソーラーパワーモジュール株式会社 藤原　志朗 大阪府堺市堺区神石市之町１３－８－２０２太陽光 1,000.0 岩手県胆沢郡金ケ崎町永栄蜘頭３２－１ 2014年3月24日 開示不同意
シン・エナジー株式会社 乾　正博 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町住吉宮町３－７－１４太陽光 1,000.0 岩手県和賀郡西和賀町沢内字川舟２２地割４ 2014年3月24日 開示不同意
シン・エナジー株式会社 乾　正博 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町３－７－１４太陽光 1,800.0 岩手県一関市厳美町字上ノ台１３７－５ 2014年3月25日 -
合同会社里山支援メガソーラー 小野寺　俊博 岩手県奥州市水沢東大通り三丁目３－３３太陽光 1,800.0 岩手県一関市厳美町字上ノ台１３７番１６ 2014年3月25日 -
シン・エナジー株式会社 乾　正博 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町３－７－１４太陽光 1,800.0 岩手県一関市厳美町字上ノ台１３７－１７ 2014年3月25日 -
合同会社軽米東ソーラー 一般社団法人軽米東ソーラー職務執行者　本郷雅和岩手県九戸郡軽米町大字軽米第８地割９９太陽光 54,345.6 岩手県九戸郡軽米町大字山内第４地割字駒板１１１－１ 2014年3月28日 -
合同会社軽米西ソーラー 本郷　雅和 岩手県九戸郡軽米町大字軽米第８地割９９太陽光 33,000.0 岩手県九戸郡軽米町大字山内第４地割字駒板１１０－１ 2014年3月28日 -
Ｓｕｎ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｈｉｋａｒｉ　ＶＩ合同会社 粟国　正樹 東京都港区虎ノ門３－２２－１０－２０１太陽光 20,160.0 岩手県宮古市津軽石第１３地割３５１－１ 2014年3月28日 -
エコプレクサス山田プロジェクト合同会社 影山　友道 東京都港区芝公園１－３－１留園ビル６階太陽光 20,000.0 岩手県下閉伊郡山田町豊間根第１１地割４７－１２ 2014年3月28日 運転開始前
岩手三陸太陽光発電合同会社 大野　泰伸 東京都港区海岸一丁目５番２０号太陽光 14,700.0 岩手県大船渡市三陸町吉浜字上野１２５－１ 2014年3月28日 運転開始前
岩手三陸太陽光発電合同会社 大野　泰伸 東京都港区海岸一丁目５番２０号太陽光 14,700.0 岩手県大船渡市三陸町吉浜字上野１２５－１ 2014年3月28日 運転開始前
コナジージャパン株式会社 代表取締役　大高　秀行千代田区有楽町１－７－１　有楽町電気ビル太陽光 14,480.0 岩手県一関市萩荘栃倉南６０－４ 2014年3月28日 運転開始前
箱石ソーラー合同会社 本郷　雅和 東京都千代田区丸の内三丁目１番１号　東京共同会計事務所内太陽光 11,255.4 岩手県宮古市箱石第４地割４１－３５ 2014年3月28日 -
洋野ソーラーエナジー合同会社 北川　久芳 千代田区丸の内３－１－１東京共同会計事務所内太陽光 10,712.5 岩手県九戸郡洋野町種市第７４地割字松ヶ沢１３７－１ 2014年3月28日 運転開始前
Ｔｓｕｂａｋｉ　Ｓｏｌａｒ合同会社 影山　友道 東京都港区芝公園１－３－１留園ビル６Ｆ太陽光 9,900.0 岩手県九戸郡洋野町中野第１地割字下向９５－１ 2014年3月28日 運転開始前
エフビットコミュニケーションズ株式会社 代表取締役　吉本　幸男京都市南区東九条室町２３ 太陽光 9,900.0 岩手県盛岡市玉山区好摩字和台４５－３ 2014年3月28日 運転開始前
合同会社開発１０号 塩谷　一樹 千代田区一番町９－８ノザワビルディング６Ｆ　税理士法人シリウス内太陽光 9,520.0 岩手県一関市厳美町字猿鼻４８－２他１４筆 2014年3月28日 0-20%
未来創電侍浜合同会社 北川　久芳 千代田区丸の内３丁目１番１号東京共同会計事務所内太陽光 8,500.0 岩手県久慈市侍浜町堀切第１１地割５５－３６ 2014年3月28日 0-20%
日本再生可能エネルギーオペレーター合同会社北川　久芳 東京都港区虎ノ門１－２－８リニューアブル・ジャパン株式会社内太陽光 7,920.0 岩手県一関市花泉町金沢字有壁沢３－３ 2014年3月28日 開示不同意
合同会社ＨＭＴソーラー 髙山　知也 東京都千代田区丸の内三丁目１番１号　東京共同会計事務所内太陽光 6,000.0 岩手県八幡平市松尾寄木第１地割４９５番３ 2014年3月28日 運転開始前
日鉄鉱業株式会社 小山　博司 東京都千代田区丸の内２－３－２太陽光 1,997.0 岩手県釜石市甲子町第３地割２２５－４４ 2014年3月28日 開示不同意
シン・エナジー株式会社 乾　正博 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町３－７－１４太陽光 1,995.4 岩手県胆沢郡金ケ崎町三ケ尻嶋田１２－１ 2014年3月28日 開示不同意
合同会社一関藤沢 古田　謙一 港区虎ノ門一丁目２番８号リニューアブル・ジャパン株式会社内太陽光 1,995.0 岩手県一関市藤沢町増沢字成石１７－１ 2014年3月28日 0-20%
合同会社ＩＬＣ支援メガソーラー 和川　洋行 岩手県奥州市水沢区東大通り三丁目３番３３号太陽光 1,994.8 岩手県奥州市水沢区黒石町字下柳７９－７ 2014年3月28日 -
ソーラーパワーモジュール株式会社 代表取締役　藤原　志朗大阪市中央区南本町２－１－１ 太陽光 1,994.0 岩手県胆沢郡金ケ崎町六原野中１－２３ 2014年3月28日 開示不同意
ＳＳＪメガソーラー６２合同会社 陳　鋭 東京都千代田区神田三崎町２－４－１ＴＵＧ－Ｉビル９Ｆ太陽光 1,990.0 岩手県花巻市石鳥谷町戸塚第１地割１０ 2014年3月28日 運転開始前
合同会社吉高鈴ヶ沢 中島　毅 東京都港区虎ノ門一丁目２番８号　リニューアブル・ジャパン株式会社内太陽光 1,990.0 岩手県一関市藤沢町藤沢字吉高３２９ 2014年3月28日 0-20%
合同会社吉高鈴ヶ沢 中島　毅 東京都港区虎ノ門一丁目２番８号　リニューアブル・ジャパン株式会社内太陽光 1,990.0 岩手県一関市藤沢町大籠字平場４８番 2014年3月28日 0-20%
有限会社福士鉱業所 代表取締役　大山　裕昭上閉伊郡大槌町吉里吉里第８地割３９番地１太陽光 1,990.0 岩手県紫波郡矢巾町和味第１地割８５－７２ 2014年3月28日 0-20%
有限会社光パワー 重田　康光 東京都港区六本木４－１－１６　六本木ハイツ９０３太陽光 1,990.0 岩手県宮古市川井第１地割１－６５ 2014年3月28日 -
宮古発電合同会社 根岸　良子 盛岡市大通３－７－１ 太陽光 1,980.0 岩手県宮古市田老字向山４１－１ 2014年3月28日 0-20%
株式会社新田組 新田　貞治 久慈市八日町１－２０ 太陽光 1,979.4 岩手県八幡平市大更１４地割１－２ 2014年3月28日 -
種市電工株式会社 代表取締役　松橋　武志九戸郡洋野町種市第２５地割１９－２太陽光 1,978.0 岩手県九戸郡洋野町種市１５地割字鹿糠浜１３４－１ 2014年3月28日 0-20%
有限会社介護施設あお空 代表取締役　大久保　博宮古市向町２－３４ 太陽光 1,900.0 岩手県下閉伊郡田野畑村真木沢７５‐１ 2014年3月28日 -
野口商事株式会社 代表取締役　野口　知秀栗原市築館源光１２－３０ 太陽光 1,750.0 岩手県一関市萩荘字栃倉南６０－７ 2014年3月28日 -
株式会社叶屋 代表取締役　叶　経道 双葉郡浪江町大字権現堂字新町８０太陽光 1,750.0 岩手県一関市萩荘字栃倉南６０－６ 2014年3月28日 -
大和エネルギー株式会社 濱　隆 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目１番４３号太陽光 1,731.6 岩手県花巻市横志田１地割１９２－１ 2014年3月28日 80-100%
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再生可能エネルギー事業計画認定情報より、岩手県内の発電出力1,000kW以上の太陽光発電および風力発電設備を認定されている事業者を抜粋
（経済産業省　資源エネルギー庁の公開しているデータより）

発電事業者名 代表者名 事業者の住所 発電設備区分 発電出力（kW） 発電設備の所在地 新規認定日 廃棄費用の積立状況
代表住所

有限会社リベスト 相原　一徳 奥州市江刺区愛宕字橋本２４３ 太陽光 1,500.0 岩手県花巻市横志田２地割２２９－１ 2014年3月28日 開示不同意
釜石楢ノ木平太陽光発電株式会社 代表取締役社長　西山　勝栄釜石市鈴子町１２－７ 太陽光 1,500.0 岩手県釜石市唐丹町字山谷１７０－１６０ 2014年3月28日 -
株式会社レインボー 代表取締役　高城　圭一遠田郡美里町北浦字蓮沼浦１１１太陽光 1,490.0 岩手県一関市真柴字柳沢１５５－２８ 2014年3月28日 0-20%
有限会社サンウッドガス 代表取締役　岩崎　有光遠野市青笹町糠前第１７地割字天王６２－２６太陽光 1,423.2 岩手県遠野市上郷町佐比内１７地割６－１他２２筆 2014年3月28日 100%-
宮古発電合同会社 根岸　良子 盛岡市大通３－７－１ 太陽光 1,320.0 岩手県宮古市津軽石第２地割３７－１ 2014年3月28日 0-20%
株式会社喜志 岩本　英敏 堺市中区毛穴町９２－１ 太陽光 1,250.0 岩手県奥州市胆沢区小山字前四ツ屋５３９ 2014年3月28日 -
シン・エナジー株式会社 乾　正博 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町住吉宮町３－７－１４太陽光 1,250.0 岩手県胆沢郡金ケ崎町六原字蟹子沢１２－１ 2014年3月28日 開示不同意
ＳＳＪメガソーラー６６合同会社 星野　正法 東京都千代田区神田三崎町２－４－１　ＴＵＧ－Ｉビル９Ｆ太陽光 1,120.0 岩手県奥州市胆沢区若柳字愛宕４８８－１ 2014年3月28日 0-20%
リコーリース株式会社 中村　徳晴 東京都江東区東雲１－７－１２ 太陽光 1,100.0 岩手県胆沢郡金ケ崎町永栄上宿１１４ 2014年3月28日 -
日鉄鉱業株式会社 小山　博司 東京都千代田区丸の内２－３－２太陽光 1,000.0 岩手県釜石市甲子町第３地割２２５－４ 2014年3月28日 開示不同意
株式会アセットイノベーション 代表取締役　中澤　加那子 太陽光 1,000.0 岩手県花巻市横志田２地割１９９ 2014年3月28日 0-20%
株式会社　村上商事 太陽光 1,000.0 岩手県陸前高田市米崎町字川向６１－４１ 2014年3月28日 -
合同会社岩手紫波太陽光発電 金子　太妥志 東京都千代田区内幸町１－１－１太陽光 1,000.0 岩手県紫波郡紫波町東長岡字上常川１４ 2014年3月28日 -
株式会社レインボー 高城　圭一 遠田郡美里町北浦字蓮沼浦１１１太陽光 1,000.0 岩手県一関市東山町長坂字久保２－１ 2014年3月28日 開示不同意
コスモエコパワー株式会社 野地　雅禎 東京都品川区大崎１丁目６番１号ＴＯＣビルディング風力 18,000.0 岩手県盛岡市玉山字大平１－１４ 2014年4月25日 -
株式会社福重企画 代表取締役　福重　剛 仙台市太白区柳生１丁目１０－１３太陽光 1,238.6 岩手県奥州市水沢区黒石町字谷地２０６－１ 2014年5月21日 開示不同意
Ｊ＆Ａ　Ｅｎｅｒｇｙ合同会社 本郷　雅和 東京都千代田区丸の内３－１－１東京共同会計事務所内太陽光 14,500.0 岩手県遠野市松崎町光興寺３地割１４５－８８ 2014年6月9日 運転開始前
花巻ソーラー株式会社 代表取締役　三木　浩 花巻市東和町安俵１区２１９－１ 太陽光 1,485.0 岩手県花巻市東和町安俵１区１３－２ 2014年12月17日 0-20%
北日本石油株式会社 代表取締役　渡邉　勇人中央区日本橋蛎殻町一丁目２８番５号太陽光 1,000.0 岩手県花巻市北湯口第１７地割６９－１他１９筆 2015年1月7日 開示不同意
ＳＢＩエナジー株式会社 中塚　一宏 東京都港区六本木一丁目６番１号太陽光 1,217.1 岩手県遠野市青笹町中沢１７地割６４ 2015年1月14日 -
国際航業株式会社 土方　聡 東京都千代田区六番町２番地 太陽光 1,000.0 岩手県北上市和賀町岩沢８地割８－１６ 2015年1月19日 0-20%
株式会社マルサ 代表取締役社長　佐藤　直也北上市成田２６－８３－１２ 太陽光 1,890.0 岩手県北上市稲瀬町金附２６５ 2015年1月22日 -
日本再生可能エネルギーオペレーター合同会社北川　久芳 東京都港区虎ノ門１－２－８　リニューアブル・ジャパン株式会社内太陽光 1,000.0 岩手県北上市和賀町後藤４地割１２８－４ 2015年1月23日 -
株式会社不動産管理センター 松下　英雅 福井県敦賀市松島町２９番地２１号太陽光 1,980.0 岩手県花巻市東和町下浮田２区１３０－１ 2015年1月28日 0-20%
合同会社ＲＪソーラー 中島　毅 東京都港区虎ノ門１－２－８リニューアブル・ジャパン株式会社内太陽光 1,995.0 岩手県北上市相去町上寒田清水２－５ 2015年2月5日 -
宮古くざかいソーラーパーク合同会社 榊田　剛 東京都千代田区丸の内三丁目１番１号　東京共同会計事務所内太陽光 18,000.0 岩手県宮古市区界第２地割１１１番５６ 2015年2月9日 開示不同意
株式会社エンバイオ・ホールディングス 代表取締役　西村　実 千代田区鍛冶町二丁目２番２号 太陽光 1,500.0 岩手県紫波郡紫波町山屋字日影１１ 2015年2月9日 0-20%
ハドソンソ－ラージャパン１合同会社 福岡　武彦 東京都港区芝公園１－２－９　花井ビルディング５階ＶＥＣＴＯＲ　ＣＵＡＴＲＯ　ＪＡＰＡＮ株式会社内太陽光 1,000.0 岩手県胆沢郡金ケ崎町永沢下原後１２－１ 2015年2月9日 -
株式会社アジアインフォネット 佐井　強 東京都港区芝大門１－３－８　ＶＯＲＴ芝大門Ⅱ４階太陽光 1,990.0 岩手県八幡平市大更第１地割２３８－２ 2015年2月12日 開示不同意
ＳＳＪメガソーラー６９合同会社 陳　鋭 岩手県九戸郡軽米町大字高家第４地割５３－２太陽光 36,000.0 岩手県九戸郡軽米町大字高家第４地割字湯沢７２－１　他６１筆2015年2月13日 運転開始前
ケセンエナジー株式会社 代表取締役　篠村　浩二大船渡市赤崎町字亀井田４番地１太陽光 1,998.9 岩手県気仙郡住田町上有住字新田９４－１４９ 2015年2月13日 -
ブルーエナジーブリッジファンドＷ合同会社 野坂　照光 東京都港区元赤坂１－１－７ 太陽光 1,990.0 岩手県一関市花泉町金沢字大森３０－５ 2015年2月13日 -
日鉄鉱業株式会社 小山　博司 東京都千代田区丸の内２－３－２太陽光 1,990.0 岩手県釜石市甲子町第１地割９０－１６ 2015年2月13日 開示不同意
Ｓｕｎ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｈｉｋａｒｉ　Ｖ合同会社 エドワーズ・ヤノ・ケヴィン・ギャレス東京都港区芝公園１丁目３番１号　留園ビル６階太陽光 34,500.0 岩手県遠野市小友町１１地割１５９－２ 2015年3月2日 -
日本再生可能エネルギーオペレーター合同会社北川　久芳 東京都港区虎ノ門一丁目２－８ 太陽光 1,990.0 岩手県一関市花泉町金沢字鹿伏２０－７８ 2015年3月3日 開示不同意
合同会社玉山メガニッコウ 菅原　英守 東京都港区芝公園１－１－１２　芝公園ビルディング６階太陽光 40,000.0 岩手県盛岡市渋民字山屋２２－１ 2015年3月5日 運転開始前
株式会社ジャパンパワーサプライ 柿岡　啓介 東京都港区六本木４－２－３５　アーバンスタイル六本木三河台２Ｆ太陽光 1,990.0 岩手県遠野市松崎町光興寺３地割１４５－５６ 2015年3月6日 運転開始前
広成建設株式会社 代表取締役　小形　慎一郎福島市宮代字宝田前２番地の１１太陽光 1,970.0 岩手県紫波郡紫波町佐比内字中屋敷１４１－２ 2015年3月6日 0-20%
大和エネルギー株式会社 代表取締役　松嶋　秀和大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３太陽光 1,425.0 岩手県一関市大東町摺沢字魚集６１－７ 2015年3月6日 80-100%
Ｉｗａｔｅ　Ｍｉｚｕｓａｗａ　Ｓｏｌａｒ合資会社 小岩　永幸 東京都港区虎ノ門５－１－５ 太陽光 15,180.0 岩手県奥州市水沢区佐倉河字中半入川原２－１ 2015年3月9日 -
合同会社一関大東 北川　久芳 東京都港区虎ノ門一丁目２番８号　リニューアブル・ジャパン株式会社内太陽光 37,500.0 岩手県一関市大東町鳥海字安原１－１２８ 2015年3月17日 運転開始前
株式会社エプセム 代表取締役　東　日出市埼玉県川口市南前川２－２５－１６太陽光 1,980.0 岩手県一関市千厩町清田字新地４６－２ 2015年3月17日 -
ＳＳＪメガソーラー８８合同会社 星野　正法 東京都千代田区神田三崎町２－４－１　ＴＵＧ－Ｉビル９Ｆ太陽光 1,760.0 岩手県一関市真柴字矢ノ目沢６４－１ 2015年3月17日 -
ＹＳエネルギー株式会社 代表取締役社長　佐藤　進川口市本町３－２－２１－７０２ 太陽光 1,990.0 岩手県一関市千厩町清田字新地４１－１ 2015年3月23日 -
ＳＳＪメガソーラー６８合同会社 陳　鋭 東京都千代田区神田三崎町２－４－１　ＴＵＧ－Ⅰビル９Ｆ太陽光 6,000.0 岩手県奥州市江刺田原字大日２５ 2015年5月1日 運転開始前
野口建設株式会社 野口　典秀 宮城県栗原市築館源光１２番２４号太陽光 1,140.0 岩手県一関市花泉町永井字北小茂８－２ 2015年6月17日 0-20%
合同会社ＫＥパワー２０ 石田　亮 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号　霞が関コモンゲート西館２２階　株式会社Ｋエナジー内太陽光 1,600.0 岩手県西磐井郡平泉町平泉字八日講１５６－３ 2015年6月24日 運転開始前
かたがみパワー株式会社 小林　悟 秋田県潟上市昭和大久保字北野細谷道添７２番－６６太陽光 1,280.0 岩手県一関市室根町矢越字馬場８９－１ 2015年9月16日 -
ＪＲ東日本エネルギー開発株式会社 代表取締役社長　山本　康裕港区新橋三丁目３－１４田村町ビル９階風力 7,480.0 岩手県九戸郡軽米町大字山内第１５地割字松木沢１０９－１2015年10月14日 運転開始前
株式会社アジアインフォネット 代表取締役　佐井　強 東京都港区芝大門１－３－８　ＶＯＲＴ芝大門Ⅱ４階太陽光 1,990.0 岩手県一関市真柴字宇南田１８ 2015年11月6日 開示不同意
岩手県　電気事業管理者 石田　知子 岩手県盛岡市内丸１１－１ 風力 25,300.0 岩手県二戸郡一戸町女鹿字新田４２－２１ 2015年12月7日 -
株式会社マルエイ 代表取締役社長　澤田　栄一岐阜県岐阜市入舟町４－８－１ 太陽光 1,250.0 岩手県滝沢市鵜飼姥屋敷１０６－５ 2016年1月18日 -
株式会社久慈グランドホテル 代表取締役社長　新田　貞治岩手県久慈市川崎町１０－１５ 太陽光 1,500.0 岩手県北上市和賀町岩崎７地割１１－１ 2016年3月16日 -
株式会社ジェイウインドくずまき 森本　成 東京都中央区銀座６－１５－１ 風力 44,600.0 岩手県岩手郡葛巻町江刈第２４地割字五日市３０－８９ 2016年3月23日 運転開始前
合同会社グリーンパワー住田遠野 坂木　満 東京都港区赤坂１－１１－４４　赤坂インターシティ３階風力 99,750.0 岩手県遠野市小友町２６地割１５１ 2017年1月23日 運転開始前
くろしお風力発電株式会社 代表取締役　鈴木　威美日立市幸町３－２－２ 風力 1,990.0 岩手県九戸郡軽米町大字晴山第２７地割字上栃沢２５－１ 2017年2月3日 運転開始前
株式会社ユーラスエナジーホールディングス 代表取締役　稲角　秀幸港区虎ノ門４－３－１３　ヒューリック神谷町ビル７階風力 98,600.0 岩手県釜石市橋野町第１４地割１６－１他１４筆 2017年2月16日 運転開始前
合同会社ＪＲＥ折爪岳南１ 中川　隆久 東京都港区六本木６－２－３１　六本木ヒルズノースタワー１５階風力 44,180.0 岩手県二戸市白鳥字馬飼沢３６－２ 2017年3月3日 運転開始前
ＳＧＥＴ岩泉ウインドファーム合同会社 北川　久芳 東京都千代田区丸の内３－１－１　東京共同会計事務所内風力 46,000.0 岩手県下閉伊郡岩泉町上有芸字水堀２２－２１ 2017年9月22日 運転開始前
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再生可能エネルギー事業計画認定情報より、岩手県内の発電出力1,000kW以上の太陽光発電および風力発電設備を認定されている事業者を抜粋
（経済産業省　資源エネルギー庁の公開しているデータより）

発電事業者名 代表者名 事業者の住所 発電設備区分 発電出力（kW） 発電設備の所在地 新規認定日 廃棄費用の積立状況
代表住所

岩手県企業局 石田　知子 岩手県盛岡市内丸１１－１ 風力（陸上風力リプレース） 1,980.0 岩手県二戸市浄法寺町山内７９－２５ 2019年3月4日 運転開始前
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