
再生可能エネルギー事業計画認定情報より、秋田県内の発電出力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 太陽電池の合計出力（kW） 新規認定日 廃棄費用の積立状況
代表住所

株式会社ユーラスエナジー秋田港 代表取締役　高瀬　達秀秋田市向浜１－５－８ 風力 18,000.0 秋田県秋田市向浜地先 - 2012年7月31日 開示不同意
合同会社ユーラスエナジー西目 林　勝 秋田県由利本荘市西目町出戸字奥ノ台３－２４風力 30,000.0 秋田県由利本荘市西目町出戸字奥ノ台３－２４ - 2012年8月24日 開示不同意
株式会社秋田ウインドパワー研究所 代表取締役社長　眞鍋　修一秋田市山王臨海町３－３１ 風力 1,990.0 秋田県秋田市新屋町字下川原周辺 - 2012年9月14日 開示不同意
株式会社ウイネット西目 代表取締役　鈴木　亨秋田市飯島字砂田１０７番４号 風力 1,990.0 秋田県由利本荘市大字西目字海土剥地内 - 2012年9月14日 開示不同意
株式会社ウイネット向浜 代表取締役　鈴木　亨秋田市飯島字砂田１０７番４号 風力 1,990.0 秋田県秋田市向浜２丁目 - 2012年9月14日 開示不同意
株式会社秋田ウインドパワー研究所 眞鍋　修一 秋田市山王臨海町３番３１号 風力 6,000.0 秋田県秋田市向浜１－１－１、他 - 2012年9月21日 開示不同意
株式会社ジェイウインド 森本　成 東京都中央区銀座六丁目１５－１風力 24,750.0 秋田県にかほ市秋田県にかほ市 - 2012年9月28日 開示不同意
株式会社ヤマサ興産 佐藤　雅俊 大仙市大曲花園町１０－１１ 太陽光 1,000.0 秋田県男鹿市船越字内子２９４－５７２ 1,000.0 2012年10月5日 0-20%
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　秀幸港区虎ノ門四丁目３番１３号 風力 7,650.0 秋田県鹿角市十和田大湯字田代平６１ - 2012年10月9日 開示不同意
さくら風力株式会社 盛高　健太郎 千代田区内神田２－１５－９ 風力 1,990.0 秋田県秋田市新屋町字関町後地先 - 2012年10月9日 開示不同意
一般社団法人このうら市民風力発電 代表理事　小出　浩平秋田市飯島字砂田１０７－４ 風力 1,990.0 秋田県にかほ市飛字高森２９－１ - 2012年10月9日 開示不同意
株式会社酉島製作所 原田　耕太郎 高槻市宮田町一丁目１番８号 風力 1,500.0 秋田県にかほ市象潟町大須郷字雨谷地２６４ - 2012年10月9日 -
男鹿風力発電株式会社 大久保　貴由 秋田県男鹿市払戸字大樋１６ 風力 28,800.0 秋田県男鹿市払戸字大樋１６ - 2012年10月16日 開示不同意
くろしお風力発電株式会社 石田　桂 茨城県日立市幸町３－２－２ 風力 9,950.0 秋田県秋田市浜田字滝の沢９８－２０他 - 2012年10月16日 開示不同意
一般社団法人秋田未来エネルギー 代表理事　鈴木　亨 北海道札幌市中央区北五条西２丁目５番地　ＪＲタワーオフィスプラザさっぽろ２０Ｆ風力 1,500.0 秋田県秋田市飯島字堀川２４７地内 - 2012年10月17日 開示不同意
一般社団法人あきた市民風力発電 代表理事　鈴木　亨 秋田市飯島字砂田１０７番地４号風力 1,500.0 秋田県秋田市新屋町字砂奴寄３－１地内 - 2012年10月17日 開示不同意
株式会社エムウインズ八竜 高橋　恵一 東京都品川区大崎二丁目１番１号風力 28,000.0 秋田県山本郡三種町大口字釜谷 - 2012年10月22日 -
特定非営利活動法人北海道グリーンファンド 鈴木　亨 北海道札幌市中央区北五条西２丁目５番地　ＪＲタワーオフィスプラザさっぽろ２０Ｆ風力 1,500.0 秋田県潟上市天王字浜山２－２ - 2012年10月22日 -
株式会社日立パワーソリューションズ 安藤　次男 茨城県日立市幸町３－２－２ 風力 1,200.0 秋田県能代市落合字大開５－１１２ - 2012年10月22日 -
富士グリーンパワー株式会社 穴澤　尚樹 日野市富士町１番地 風力 1,850.0 秋田県由利本荘市西目町出戸外１字浜山外１ - 2012年11月7日 -
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構細野　哲弘 東京都港区虎ノ門二丁目１０番１号風力 1,500.0 秋田県男鹿市船川港船川字芦沢２１９ - 2012年11月13日 -
新秋木工業株式会社 佐々木　健次郎 秋田市向浜１－８－２ 太陽光 1,000.0 秋田県秋田市向浜１－８－２ 1,058.6 2012年11月26日 開示不同意
東北自然エネルギー株式会社 取締役社長　阿部　聡仙台市青葉区一番町三丁目７－１風力 14,400.0 秋田県能代市浅内字西山地内 - 2012年11月27日 -
ＥＮＥＯＳ株式会社 大田　勝幸 東京都千代田区大手町一丁目１番２号風力 1,500.0 秋田県秋田市土崎港相染町字土浜２０－１ - 2012年12月25日 開示不同意
株式会社にかほ市民風力発電 本郷　雅和 秋田県秋田市飯島字砂田１０７番４号風力 7,490.0 秋田県にかほ市馬場字冬師山４－５８ - 2013年1月7日 開示不同意
株式会社雄物川風力 小林　一誠 秋田県秋田市向浜一丁目３番７号風力 1,990.0 秋田県秋田市新屋町字天秤野１７１－２ - 2013年1月9日 開示不同意
ＥＮＥＲＧＹ・ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ株式会社 小野　隆史 秋田市新屋扇町７－４１ 太陽光 1,450.0 秋田県秋田市河辺大沢字中島１１５ 1,450.0 2013年1月10日 -
一般社団法人グリーンファンド秋田 半澤　彰浩 北海道札幌市中央区北五条西２丁目５番地　ＪＲタワーオフィスプラザさっぽろ２０Ｆ風力 1,990.0 秋田県にかほ市芹田字門脇１３９－１ - 2013年2月14日 開示不同意
株式会社風の王国・潟上 菅原　孝次郎 潟上市昭和乱橋字下畑５０ 太陽光 1,990.0 秋田県潟上市天王字天王２８１ 1,990.0 2013年2月15日 -
山佐株式会社 佐野　慎一 新見市高尾３６２－１ 太陽光 1,641.0 秋田県潟上市天王字北野１－２５他 2,000.0 2013年2月15日 0-20%
ＥＮＥＯＳ株式会社 大田　勝幸 東京都千代田区大手町一丁目１番２号太陽光 1,999.0 秋田県秋田市土崎港相染町字土浜２０－１ 3,134.4 2013年2月18日 開示不同意
ＥＮＥＯＳ株式会社 大田　勝幸 東京都千代田区大手町一丁目１番２号太陽光 1,999.0 秋田県秋田市土崎港相染町字土浜２０－１ 3,134.4 2013年2月18日 開示不同意
サンパワー株式会社 沢木　則明 男鹿市船川港船川字海岸通り２－６－２太陽光 1,990.0 秋田県潟上市天王字江川１５５－２ 2,217.6 2013年2月18日 0-20%
バンチャックソーラーｙｉｅｌｄ－ｃｏ合同会社 髙山　知也 岡山県勝田郡奈義町上町川２５０番地８太陽光 9,000.0 秋田県にかほ市大竹字ササメキ１５－２ 13,161.0 2013年2月28日 開示不同意
株式会社ソラエネ 齊藤　徹 男鹿市船越字一向２０７－２１９ 太陽光 1,250.0 秋田県男鹿市船越字一向２０７－２１９ 1,650.0 2013年3月6日 開示不同意
秋田市 穂積　志 太陽光 1,500.0 秋田県秋田市河辺豊成字虚空蔵大台滝１－１他 1,500.0 2013年3月7日 0-20%
合同会社ＳＯＵＳＥＩ 佐藤　嘉和 秋田県大館市餅田字前田１０－１太陽光 1,500.0 秋田県にかほ市樋目野字中物見山６８－１０ 1,869.0 2013年3月8日 開示不同意
ＳＧＥＴ秋田メガソーラー合同会社 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 1,996.0 秋田県北秋田市脇神字高村岱１－１他 2,667.8 2013年3月11日 40-60%
羽後風力発電株式会社 見上　伸 茨城県日立市幸町３－２－２ 風力 1,990.0 秋田県由利本荘市石脇地内 - 2013年3月19日 開示不同意
米代川風力発電株式会社 三上　伸 茨城県日立市幸町３－２－２ 風力 1,990.0 秋田県能代市能代町下浜地内 - 2013年3月19日 開示不同意
米代川風力発電株式会社 見上　伸 茨城県日立市幸町３－２－２ 風力 1,990.0 秋田県能代市大森山地内 - 2013年3月19日 開示不同意
三藤エネルギー株式会社 須藤　修 にかほ市象潟町字下浜山７－３ 風力 1,990.0 秋田県にかほ市象潟町芹田字長根 - 2013年3月19日 -
三藤エネルギー株式会社 須藤　修 にかほ市象潟町字下浜山７－３ 風力 1,990.0 秋田県にかほ市象潟町関 - 2013年3月19日 -
株式会社風の王国・男鹿 菅原　廣悦 男鹿市脇本脇本字前野１－１ 風力 7,480.0 秋田県男鹿市船越字一向地内 - 2013年3月21日 -
山佐株式会社 佐野　慎一 新見市高尾３６２－１ 太陽光 9,590.0 秋田県にかほ市黒川字大谷地３５－４ 14,995.8 2013年3月25日 0-20%
大館自然電力合同会社 川戸　健司 文京区本郷４－９－２２ 太陽光 1,960.0 秋田県大館市板沢字甲向板沢１－４０他 2,190.5 2013年3月26日 20-40%
株式会社インスパイア 平野井　景一 秋田市泉字登木２２８－１－２０３太陽光 1,500.0 秋田県南秋田郡井川町赤沢字地獄沢３７ 1,500.0 2013年3月27日 開示不同意
株式会社Ａ．パワー 安藤　政則 東田川郡庄内町提興屋字中島８０風力 1,990.0 秋田県山本郡三種町浜田字七ツ森地内 - 2013年3月29日 -
コープ東北グリーンエネルギー株式会社 倉田　秀昭 秋田県秋田市土崎港北６－１－３０風力 7,485.0 秋田県秋田市下浜羽川字寺ノ下９０ - 2013年6月11日 開示不同意
株式会社ソリンコ 齊藤　徹 秋田県南秋田郡井川町北川尻字下田面替場１１－１太陽光 1,990.0 秋田県潟上市天王字北野６４ 2,196.0 2013年9月17日 0-20%
株式会社極光 渡部　慶哲 山本郡三種町志戸橋字新田３－３６太陽光 1,500.0 秋田県山本郡三種町森岳字上台２８－１ 1,500.0 2013年10月22日 開示不同意
日本製紙ウェンティ風力株式会社 代表取締役　佐藤　裕之秋田市中通五丁目１－５１ 風力 7,485.0 秋田県秋田市新屋町字砂奴寄３－１ - 2013年10月30日 -
能代パワー発電株式会社 代表取締役　佐藤　肇治能代市扇田字柑子畑１－１ 風力 1,990.0 秋田県能代市比八田字金ケ台５－１ - 2013年11月8日 開示不同意
能代パワー発電株式会社 代表取締役　佐藤　肇治能代市扇田字柑子畑１－１ 風力 1,990.0 秋田県能代市扇田字下悪戸１４２－１ - 2013年11月8日 開示不同意
東日本旅客鉄道株式会社 深澤　祐二 東京都渋谷区代々木２－２－２ 太陽光 1,320.0 秋田県潟上市天王字追分７８－２他１５筆 1,320.0 2013年11月8日 0-20%
羽後風力発電株式会社 見上　伸 茨城県日立市幸町三丁目２番２号風力 7,480.0 秋田県秋田市下浜桂根浜田１３３－３ - 2013年11月22日 開示不同意
株式会社いわき風力 取締役社長　小林　一誠由利本荘市岩城勝手字中瀬１３６－１風力 1,998.0 秋田県由利本荘市岩城勝手字中瀬１３６－１ - 2013年11月22日 開示不同意
株式会社雄物川風力 小林　一誠 秋田県秋田市向浜１丁目３番７号風力 1,998.0 秋田県秋田市新屋町字天秤野１７０ - 2013年11月22日 開示不同意
大林ウインドパワー三種株式会社 代表取締役社長　坂本　郡司港区港南二丁目１５番２号 風力 1,990.0 秋田県山本郡三種町浜田字大森５６－５１ - 2013年11月28日 開示不同意
大林ウインドパワー三種株式会社 代表取締役社長　坂本　郡司港区港南二丁目１５番２号 風力 1,990.0 秋田県山本郡三種町浜田字太平５９－５７ - 2013年11月28日 開示不同意
大林ウインドパワー三種株式会社 代表取締役社長　坂本　郡司港区港南二丁目１５番２号 風力 1,990.0 秋田県山本郡三種町浜田字大平５９－６０ - 2013年11月28日 開示不同意
株式会社ユーラス由利高原風力 代表取締役　高瀬　達秀由利本荘市西目町出戸奥ノ台３－２４風力 51,000.0 秋田県由利本荘市西目町西目上幅２３－２７他１４１筆 - 2013年12月26日 開示不同意
合同会社伊東ソーラーデベロップメント 赤津　忠祐 港区六本木六丁目１０番１号 太陽光 31,680.0 秋田県由利本荘市岩城二古字繋４－２ 39,016.2 2014年1月16日 開示不同意
株式会社大雄産業 沢木　フミ子 秋田市寺内イサノ３５ 太陽光 1,000.0 秋田県潟上市天王字江川１５５－２ 1,092.0 2014年2月6日 0-20%
東日本旅客鉄道株式会社 深澤　祐二 東京都渋谷区代々木２－２－２ 太陽光 1,890.0 秋田県潟上市天王字大長根１１５－１他８筆 1,890.0 2014年2月14日 0-20%
ＥＮＥＯＳ株式会社 大田　勝幸 東京都千代田区大手町一丁目１番２号太陽光 1,980.0 秋田県男鹿市船川港船川字芦沢１９４－１ 2,395.4 2014年2月21日 開示不同意
中田建設株式会社 代表取締役　見上重新秋田市山王５丁目９番２号 太陽光 1,000.0 秋田県能代市落合字古悪土１－２１７ 1,000.0 2014年2月21日 0-20%
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山佐株式会社 佐野　慎一 新見市高尾３６２－１ 太陽光 1,980.0 秋田県潟上市天王字上狼縁３６－２３ 2,566.8 2014年2月28日 0-20%
山佐株式会社 佐野　慎一 新見市高尾３６２－１ 太陽光 1,980.0 秋田県潟上市下浜山１７０－１ 3,744.1 2014年2月28日 0-20%
山佐株式会社 佐野　慎一 新見市高尾３６２－１ 太陽光 1,980.0 秋田県山本郡三種町豊岡金田狐台２９－１ 4,809.9 2014年2月28日 0-20%
株式会社ベストスカイ 小林　勉 南秋田郡五城目町高崎字雀舘下川原１６０太陽光 1,500.0 秋田県秋田市下新城中野字街道端西２４１－２４ 1,800.4 2014年2月28日 100%-
大園　英彦 太陽光 1,250.0 秋田県秋田市下新城中野字街道端西２４１－４６ 1,418.5 2014年2月28日 0-20%
有限会社グリーンコム 鈴木　稔 北秋田市川井字横呑沢５－１３０太陽光 1,000.0 秋田県北秋田市坊沢横道沢２３－１２７ 1,094.4 2014年2月28日 -
秋田国見山風力発電株式会社 見上　伸 秋田県秋田市中通二丁目１番３６号　マグナスビル６０５風力 7,480.0 秋田県秋田市下浜長浜平台２７－１ - 2014年3月4日 開示不同意
大和リース株式会社東京本店 森川　年人 千代田区飯田橋３－１３－１ 太陽光 1,500.0 秋田県潟上市天王字蒲沼９２－４ 1,758.7 2014年3月5日 20-40%
株式会社ナイス 齋藤　寛之 秋田県秋田市新屋豊町３－４８ 太陽光 1,000.0 秋田県秋田市御所野堤台３‐１‐１ 1,098.9 2014年3月7日 開示不同意
株式会社エレックス東北 三宅　正貢 名古屋市天白区島田３－６０８－１太陽光 1,999.2 秋田県北秋田市脇神字南陣場岱１他 2,473.0 2014年3月17日 -
ＩＰ秋田ソーラー発電合同会社 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 1,990.0 秋田県秋田市土崎港古川町字相染境１－１他 2,556.4 2014年3月17日 開示不同意
ＩＰ秋田ソーラー発電合同会社 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 1,990.0 秋田県秋田市土崎港古川町字相染境１－１他 2,556.4 2014年3月17日 開示不同意
山佐産業株式会社 代表取締役　佐野　慎一新見市高尾３６２番地の１ 太陽光 1,890.0 秋田県北秋田市米内沢長野岱１１０－８ 2,143.0 2014年3月17日 0-20%
日立キャピタル信託株式会社 木村　良平 東京都港区西新橋１－３－１ 太陽光 1,980.0 秋田県北秋田市上杉字金沢１７８－７９５ 2,699.1 2014年3月20日 80-100%
八雲エネルサ株式会社 小松　光彦 秋田県秋田市中通５－１－５１　北都ビルディング７階太陽光 1,320.0 秋田県山本郡三種町外岡字根岸道下６－１ 1,467.1 2014年3月20日 -
株式会社あきた食彩プロデュース 加藤　敬 秋田県秋田市中通５丁目１番５１号　北都ビルディング５階太陽光 1,320.0 秋田県山本郡三種町外岡字田中１７６ 1,585.9 2014年3月20日 0-20%
株式会社大山組 大山　重雄 神奈川県横浜市南区山谷６９番地太陽光 1,890.0 秋田県能代市大森字菅ノ沢３ 3,207.6 2014年3月24日 運転開始前
大仙市 市長　栗林　次美 太陽光 1,702.0 秋田県大仙市強首字上野台２３－１ 2,277.0 2014年3月24日 0-20%
株式会社せんぼくおひさまプロジェクト 代表取締役　日高　英樹仙北市田沢湖生保内字牛沢５５ 太陽光 1,470.0 秋田県仙北市田沢湖卒田字黒倉２３９－１ 1,470.0 2014年3月24日 100%-
合同会社ＪＲＥ能代三種 赤津　忠祐 港区六本木６－２－３１六本木ヒルズノースタワー１５階太陽光 13,860.0 秋田県能代市浅内字大舘南沢６４－８ 16,878.8 2014年3月27日 開示不同意
日立ウィンドパワー株式会社 大嶋　秀明 東京都港区西新橋一丁目３番１号風力 1,990.0 秋田県秋田市新屋町天秤野１５３－５ - 2014年3月27日 -
八雲エネルサ株式会社 小松　光彦 秋田県秋田市中通５－１－５１　北都ビルディング７階太陽光 1,980.0 秋田県山本郡三種町外岡字田中２３２ 3,391.7 2014年3月27日 -
京セラＴＣＬソーラー合同会社 荻野　広明 千代田区神田練塀町３ 太陽光 15,000.0 秋田県大仙市協和船沢字木戸ヶ沢１－１他１９６筆 16,216.2 2014年3月28日 開示不同意
山佐株式会社 佐野　慎一 新見市高尾３６２－１ 太陽光 10,000.0 秋田県にかほ市黒川字大谷地３５－４、－５、字金田５４、５５、５６、５７、５９、６０、６１、６２、６３－１、６４－１、字大畑１－２、－３、２、３、４、６、７、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７他２２筆11,885.4 2014年3月28日 0-20%
株式会社ヤマガタ 山縣　静 茨城県日立市久慈町２丁目８番２０風力 1,990.0 秋田県由利本荘市浜三川字西大台１０４番１ - 2014年3月28日 -
株式会社バイテックエネスタ 今野　宏晃 東京都品川区東品川３－６－５ 太陽光 1,500.0 秋田県大館市二井田字羽貫谷地１－２ 1,872.0 2014年3月28日 開示不同意
株式会社大潟共生自然エネルギー 代表取締役　高橋　浩人南秋田郡大潟村字中央１－１７ 太陽光 1,500.0 秋田県南秋田郡大潟村西４－２ 1,959.0 2014年3月28日 0-20%
有限会社バスケの街能代企画 代表取締役　保坂　能見能代市字寿域長根４８番地２ 太陽光 1,000.0 秋田県能代市河戸川字西山１ 1,092.0 2014年3月28日 -
東日本旅客鉄道株式会社 深澤　祐二 東京都渋谷区代々木２－２－２ 風力 1,990.0 秋田県秋田市下浜羽川字上野１－４ - 2014年4月25日 開示不同意
あきた丸ごと開発株式会社 笹谷　博久 大館市泉町６－２２ 太陽光 1,490.0 秋田県北秋田市阿仁吉田上野道下３６－７ 1,499.0 2014年5月21日 0-20%
株式会社タクミ電機工業 伊藤　拓美 大館市櫃崎字大道下１４－３ 太陽光 1,500.0 秋田県北秋田市小森湯ノ岱７４－１ 1,512.0 2014年5月28日 -
風の松原自然エネルギー株式会社 大森　三四郎 能代市河戸川字北西山４８－１ 風力 23,000.0 秋田県能代市浅内字下西山２－２ - 2014年6月11日 開示不同意
風の松原自然エネルギー株式会社 大森　三四郎 能代市河戸川字北西山４８－１ 風力 16,100.0 秋田県能代市浅内字砂山２１－２ - 2014年6月11日 開示不同意
株式会社由利本荘ウィンドパワー 村岡　淑郎 由利本荘市一番堰１８１ 風力 1,990.0 秋田県由利本荘市大浦字舟沢６－１ - 2014年7月22日 -
株式会社市民風力発電 鈴木　亨 北海道札幌市中央区北五条西２丁目５番地　ＪＲタワーオフィスプラザさっぽろ２０階風力 5,000.0 秋田県男鹿市北浦相川字小屋ケ沢１－１ - 2014年8月1日 運転開始前
株式会社いわき風力 取締役社長　小林　一誠大阪市住之江区南港北１－７－８９風力 1,998.0 秋田県由利本荘市松ケ崎十郎橋台３４－５３ - 2014年9月2日 開示不同意
あきた丸ごと開発株式会社 笹谷　博久 大館市泉町６－２２ 太陽光 1,980.0 秋田県大館市釈迦内上堰１～３、６、８～１１、１２－１～４、１３～１７、２１～２５、２８～２９、３１、４０～４１、４２－１～３、４３、４８～５９1,980.0 2014年11月4日 0-20%
地域エネルギー開発株式会社 代表取締役　大谷　明港区新橋３－３－１４　田村町ビル８階風力 7,470.0 秋田県由利本荘市西目町出戸字小猿田８－２ - 2014年11月10日 運転開始前
株式会社サンライエネ 代表取締役　照井　美栄子横手市平鹿町上吉田字朴田８８－３太陽光 1,890.0 秋田県北秋田市脇神字佐助岱４７－１ 2,250.6 2014年11月19日 0-20%
株式会社ユーラス東由利原風力 高瀬　達秀 秋田県由利本荘市薬師堂字中道２４６番地風力 41,600.0 秋田県由利本荘市川西池の原２４－１ - 2014年11月27日 開示不同意
三共ホールディングス株式会社 代表取締役　安倍　秋一にかほ市平沢字出ヶ沢１－１ 太陽光 1,980.0 秋田県潟上市天王字追分西２６－３ 2,499.8 2014年12月2日 開示不同意
飛風力発電株式会社 須藤　修 秋田県にかほ市象潟町下浜山７番地３風力 1,990.0 秋田県にかほ市飛字釜木森２８－１ - 2014年12月10日 運転開始前
株式会社桜庭不動産 代表取締役　桜庭　博大館市有浦４丁目７番１５号 太陽光 1,000.0 秋田県潟上市天王字大長根１６－１ 1,767.1 2015年1月28日 -
ビッグステップ株式会社 下田平　真樹 岐阜県瑞穂市馬場春雨町１丁目３１番地太陽光 1,989.5 秋田県秋田市河辺戸島字北ノ沢駒坂台８２－２ 2,986.8 2015年2月5日 -
株式会社工房杉の子 代表取締役　齋藤義則青森市中央２－１－１７ 太陽光 1,500.0 秋田県潟上市天王字棒沼台１０２－１ 1,892.1 2015年2月9日 -
東日本旅客鉄道株式会社 深澤　祐二 東京都渋谷区代々木２－２－２ 太陽光 1,320.0 秋田県秋田市保戸野桜町４９４－２、４９６、－１、４９７、－１、４９８－１、－３、－４、－９、５３８－２、－３、５４２、５４３－１、－２、－４～８、５５１～３、５５１－１、－２、５５４－１、－４、５７３－２他６１筆1,320.0 2015年2月9日 0-20%
株式会社ビッグ・インテック 髙口　勇人 愛知県名古屋市東区相生町８３ 太陽光 1,000.0 秋田県男鹿市船越字内子２９４－１９７ 1,118.4 2015年2月9日 開示不同意
若美風力開発株式会社 大村　昭一 東京都千代田区内幸町１－１－６風力 23,800.0 秋田県男鹿市野石字大場沢下１－１５５ - 2015年2月10日 -
八峰風力開発株式会社 藤谷　雅義 東京都千代田区富士見二丁目１０－２風力 19,950.0 秋田県山本郡八峰町峰浜沼田字川端１ - 2015年2月10日 -
株式会社桜庭不動産 代表取締役　桜庭　博大館市有浦４－７－１５ 太陽光 1,000.0 秋田県潟上市天王字細谷長根３２－４１ 1,189.3 2015年2月12日 -
ウインドステーション三種合同会社 中島　等 秋田県山本郡三種町鵜川字大曲東家の下１－３風力 7,470.0 秋田県山本郡三種町浜田字中台２－１ - 2015年2月13日 -
株式会社ラ・マルセイズ 代表取締役　下間　俊悦男鹿市船越字杉山２５－２０ 太陽光 1,000.0 秋田県男鹿市脇本脇本字後野９－１ 1,000.0 2015年2月13日 -
株式会社ジェイウインド 森本　成 東京都中央区銀座六丁目１５－１風力 16,100.0 秋田県由利本荘市水林国有林５７林班ト - 2015年2月17日 開示不同意
ウェンティ・パル八峰合同会社 佐藤　裕之 秋田県山本郡八峰町八森字和田表１２１風力 4,900.0 秋田県山本郡八峰町峰浜目名潟字大沼１５－８ - 2015年3月4日 -
有限会社エレテックサポート 三宅　正貢 秋田県秋田市山王二丁目１番５３号太陽光 1,477.4 秋田県北秋田市李岱字上岱１３ 1,477.4 2015年3月4日 -
有限会社エレテックサポート 取締役　三宅　正貢 名古屋市天白区島田３－６０８－１太陽光 1,000.0 秋田県北秋田市阿仁前田字倉ノ岱８４－１ 1,583.5 2015年3月4日 -
株式会社角屋ハウジング 秦　孝延 山梨県上野原市上野原２６番地 太陽光 1,000.0 秋田県秋田市河辺戸島字北ノ沢駒坂台８２－６ 1,203.6 2015年3月6日 -
ＪＲ東日本エネルギー開発株式会社 中島　等 東京都港区新橋３－３－１４ 太陽光 1,980.0 秋田県にかほ市象潟町関字館森１０３－１ 1,980.0 2015年3月9日 0-20%
Ｅｎｅｒｇｙ　Ｇａｔｅ合同会社 若松　徹 東京都千代田区神田練塀町３番地太陽光 12,000.0 秋田県秋田市河辺松渕字東沢７８－１ 16,117.9 2015年3月10日 -
ＤＯＷＡエコシステム株式会社 飛田　実 東京都千代田区外神田４－１４－１　秋葉原ＵＤＸビル２２階太陽光 1,000.0 秋田県大館市花岡町字落合沢５５ 1,305.9 2015年3月10日 0-20%
飛風力発電株式会社 須藤　修 秋田県にかほ市象潟町字下浜山７－３風力 1,990.0 秋田県由利本荘市西目町出戸字猿田４９－５ - 2015年4月20日 運転開始前
秋田琴丘ウインドファーム合同会社 本郷　雅和 東京都港区東新橋一丁目９番１号風力 7,485.0 秋田県山本郡三種町鯉川字小長次田５５－１ - 2015年5月20日 -
ビッグステップ株式会社 代表取締役　下田平　真樹瑞穂市馬場春雨町１－３１ 太陽光 1,980.0 秋田県仙北郡美郷町六郷東根字南鎧ケ崎８－１ 1,980.0 2015年6月22日 運転開始前
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 1,980.0 秋田県秋田市添川字湯沢２５６－１４ 2,722.5 2015年9月16日 80-100%
株式会社ジェイウインドにかほ 森本　成 東京都中央区銀座６－１５－１ 風力 41,400.0 秋田県にかほ市馬場字冬師山４－５１ - 2016年1月21日 -
株式会社にかほ高原風力発電 古田　謙一 東京都大田区羽田１－１－３ 風力 7,490.0 秋田県由利本荘市西目町出戸字荒田１－４０ - 2016年3月23日 -
株式会社由利本荘ウィンドパワー 代表取締役　村岡　淑郎由利本荘市一番堰１８１番地 風力 1,990.0 秋田県由利本荘市大浦字鳥屋８１ - 2016年3月25日 -
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再生可能エネルギー事業計画認定情報より、秋田県内の発電出力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 太陽電池の合計出力（kW） 新規認定日 廃棄費用の積立状況
代表住所

秋田潟上ウインドファーム合同会社 職務執行者　佐藤　裕之潟上市天王字持谷地１番地６１号風力 65,990.0 秋田県秋田市下新城中野字街道瑞西２３４－２１ - 2016年3月28日 -
一般社団法人グリーンファンド秋田 代表理事　半沢　彰浩札幌市中央区南１条西６丁目１５－１　札幌あおばビル１０階風力 1,990.0 秋田県にかほ市院内滝尻２－１ - 2016年3月28日 運転開始前
株式会社由利本荘ウィンドパワー 代表取締役　村岡　淑郎由利本荘市一番堰１８１ 風力 1,990.0 秋田県由利本荘市親川字濁川６ - 2016年10月18日 -
株式会社Ａ－ＷＩＮＤ　ＥＮＥＲＧＹ 代表取締役　千田　邦宏秋田市大町２－４－４４ 風力 39,950.0 秋田県潟上市天王字浜山３ - 2017年1月4日 -
中田建設株式会社 代表取締役社長　見上　重新秋田市山王５－９－２ 風力 1,990.0 秋田県能代市大森山１－１９ - 2017年2月16日 運転開始前
株式会社峰浜風力発電 鈴木　亨 秋田県秋田市飯島字砂田１０７番４号風力 1,990.0 秋田県山本郡八峰町峰浜目名潟字佐之助川原１８４－１- 2017年3月14日 -
秋田洋上風力発電株式会社 幾島　渉 東京都中央区日本橋２－７－１ 洋上風力 88,200.0 秋田県能代市河戸川字西山下１－１ - 2018年5月28日 運転開始前
秋田洋上風力発電株式会社 幾島　渉 東京都中央区日本橋２－７－１ 洋上風力 54,600.0 秋田県秋田市下新城中野字街道端西２３４－１ - 2018年5月28日 運転開始前
ユニサンプロＢ合同会社 藤縄　雅 東京都中央区銀座８－８－５　陽栄銀座ビル５Ｆ太陽光 1,360.0 秋田県秋田市山内字丸木橋１６０ 2,412.4 2018年10月15日 運転開始前
東北自然エネルギー株式会社 阿部　聡 宮城県仙台市青葉区一番町３－７－１風力（陸上風力リプレース） 14,400.0 秋田県能代市浅内字砂山２１－２３ - 2019年3月4日 運転開始前
株式会社秋田ウインドパワー研究所 廣渡　圭 秋田県秋田市山王臨海町３－３１風力（陸上風力リプレース） 6,800.0 秋田県秋田市新屋町字三ツ小屋２９３－２ - 2019年3月18日 運転開始前
白神ウインド合同会社 大森　三四郎 秋田県能代市河戸川字北西山４８－１風力（陸上風力リプレースを除く） 32,200.0 秋田県能代市朴瀬字藤切台２８９ - 2020年3月17日 運転開始前
白神ウインド合同会社 大森　三四郎 秋田県能代市河戸川字北西山４８－１風力（陸上風力リプレースを除く） 27,600.0 秋田県能代市須田字青山下夕浜１－８７ - 2020年3月17日 運転開始前
白神ウインド合同会社 大森　三四郎 秋田県能代市河戸川字北西山４８－１風力（陸上風力リプレースを除く） 23,000.0 秋田県山本郡八峰町峰浜高野々字浜ノ谷地３－４ - 2020年3月17日 運転開始前
白神ウインド合同会社 大森　三四郎 秋田県能代市河戸川字北西山４８－１風力（陸上風力リプレースを除く） 13,800.0 秋田県山本郡八峰町峰浜水沢字大槻野東又２５２ - 2020年3月17日 運転開始前
合同会社伊東ソーラーデベロップメント 赤津　忠祐 東京都港区六本木六丁目１０番１号風力（陸上風力リプレースを除く） 7,200.0 秋田県由利本荘市岩城二古字繫４ー２ - 2020年3月27日 運転開始前
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