
再生可能エネルギー事業計画認定情報より、山形県内の発電出力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ＪＲＥ酒田風力 赤津　忠佑 港区六本木６－２－３１六本木ヒルズノースタワー１５階風力 16,000.0 山形県酒田市宮海字南砂畑４－３６ 2012年9月12日 -
株式会社ウインドパワーさかた 加藤　聡 酒田市東町１－１－８ 風力 1,990.0 山形県酒田市大浜２ 2012年9月18日 -
コスモエコパワー株式会社 野地　雅禎 東京都品川区大崎１－６－１　ＴＯＣ大崎ビルディング風力 1,200.0 山形県東田川郡庄内町狩川字小割１６－１、他 2012年9月21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１－６－１　ＴＯＣ大崎ビルディング風力 1,200.0 山形県東田川郡庄内町狩川字小割１６－１、他 2012年9月21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１－１－８ 風力 1,500.0 山形県東田川郡庄内町狩川字柳原１１８ 2012年9月25日 -
庄内風力発電株式会社 見上　伸 茨城県日立市幸町３－２－２ 風力 14,560.0 山形県飽海郡遊佐町比子服部興野１５－１２１他１２０筆 2012年11月1日 開示不同意
庄内風力発電株式会社 見上　伸 茨城県日立市幸町３－２－２ 風力 1,800.0 山形県酒田市大字宮野浦字袖岡 2012年11月1日 開示不同意
株式会社庄内環境エネルギー 加藤　聡 酒田市東町１－１－８ 風力 1,990.0 山形県酒田市大浜２丁目地先 2012年11月5日 -
株式会社庄内環境エネルギー 加藤　聡 酒田市東町１－１－８ 風力 1,990.0 山形県飽海郡遊佐町大字白木国有林１１３９林班イ小班脇2012年11月5日 -
コスモエコパワー株式会社 野地　雅禎 東京都品川区大崎１－６－１　ＴＯＣ大崎ビルディング風力 1,500.0 山形県酒田市大浜２－１８８地先 2012年11月5日 開示不同意
庄内町 原田　眞樹 東田川郡庄内町余目字町１３２－１風力 1,500.0 山形県東田川郡庄内町狩川字小縄１５３ 2012年11月7日 100%-
コスモエコパワー株式会社 野地　雅禎 東京都品川区大崎１－６－１　ＴＯＣ大崎ビルディング風力 6,000.0 山形県酒田市宮海大字南浜１８３－２０ 2012年12月13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１－６－１　ＴＯＣ大崎ビルディング風力 3,000.0 山形県酒田市大浜２－１８５ 2012年12月13日 開示不同意
株式会社山本製作所 山本　丈実 東根市大字東根甲５８００－１ 太陽光 1,884.2 山形県東根市東根甲５８００－１ 2013年1月21日 -
野口鉱油株式会社 野口　三郎 天童市鎌田１－１３－１ 太陽光 1,564.8 山形県東根市大字長瀞字草野３０００－４ 2013年2月18日 -
株式会社ＰＯＷＥＲ　Ｅ　ＮＥＸＴ 代表取締役　遠藤　正幸天童市中里７－３－３３ 太陽光 1,995.0 山形県天童市今町狐原１８３－１山形浄化センター地内 2013年2月21日 0-20%
株式会社みはらしの丘上山発電所 清野　寿啓 山形市平清水１－１－７５ 太陽光 1,194.5 山形県上山市金瓶蔵王みはらしの丘　土地区画整理事業地内１０７街区2013年3月7日 開示不同意
パシフィコ・エナジー山形合同会社 小川　聡 東京都港区六本木３－２－１　六本木グランドタワー太陽光 16,000.0 山形県飽海郡遊佐町藤崎字茂り松１５４－１ 2013年3月11日 開示不同意
酒田港メガソーラーパーク合同会社 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 18,158.0 山形県酒田市宮海字南浜１－１１７ 2013年3月12日 0-20%
株式会社ゆざウィンドファーム 加藤　聡 酒田市東町１－１－８ 風力 6,900.0 山形県飽海郡遊佐町比子地内 2013年3月19日 -
東北おひさま発電株式会社 後藤　博信 長井市屋城町７－１ 太陽光 1,900.0 山形県長井市寺泉字清水堀前３０１１ 2013年3月29日 0-20%
山形県企業管理者 髙橋　広樹 山形県山形市松波２－８－１ 太陽光 1,000.0 山形県村山市楯岡笛田３－５６４２－１ 2013年8月22日 0-20%
ＹＭＧ合同会社 本郷　雅和 千代田区丸の内３－１－１国際ビル９階東京共同会計事務所内太陽光 20,000.0 山形県東置賜郡川西町大字大舟字桜ノ下３０５－４ 2013年10月10日 -
町野建設株式会社 町野　伸也 東田川郡三川町大字成田新田字前田元３４２太陽光 1,000.0 山形県酒田市十里塚字村東山北７－１ 2013年10月30日 0-20%
株式会社ひまわり・サンパワー 代表取締役　田丸　久喜東京都大田区下丸子２－１４－３太陽光 1,900.9 山形県南陽市竹原鈴之切２７８７－１１ 2013年12月16日 0-20%
株式会社情野建設工業 代表取締役　情野　剛 米沢市大字三沢２６１０６－４ 太陽光 1,900.9 山形県米沢市大字李山字糠山１２１２４ 2013年12月20日 開示不同意
Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ株式会社 情野　剛 山形県米沢市大字三沢２６１０６－４太陽光 1,000.0 山形県酒田市臼ケ沢１３ 2014年1月16日 20-40%
川西ソーラーファーム合同会社 粟国　正樹 東京都港区虎ノ門３－２２－１０－２０１太陽光 49,000.0 山形県東置賜郡川西町玉庭稲場下６９８４－１ 2014年1月30日 運転開始前
株式会社情野建設工業 代表取締役　情野　剛 米沢市大字三沢２６１０６－４ 太陽光 1,439.2 山形県米沢市大字李山字長峰二山１０７９５－１ 2014年2月6日 100%-
株式会社柿崎工務所 柿崎　力治朗 新庄市若葉町５－５ 太陽光 1,000.0 山形県天童市大字乱川字下川原１１０２－１ 2014年2月6日 開示不同意
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 1,000.0 山形県村山市杉島字前田２３０－１ 2014年2月6日 開示不同意
株式会社スズデン 鈴木　達ノ助 山形市釈迦堂１４７９ 太陽光 1,000.0 山形県米沢市大字浅川字袖窪１４０１ 2014年2月14日 開示不同意
有限会社高山工務店 代表取締役　高山　栄 米沢市大字三沢２６０９９－３３ 太陽光 1,909.4 山形県米沢市直江石堤３６４５－３他２２筆 2014年2月21日 開示不同意
有限会社高山工務店 高山　栄 米沢市大字三沢２６０９９－３３ 太陽光 1,000.0 山形県東置賜郡高畠町大字中島字五輪窪１０８２－１ 2014年2月21日 開示不同意
東北おひさま発電株式会社 後藤　博信 長井市屋城町７－１ 太陽光 1,750.0 山形県長井市伊佐沢字関山１１４１－１ 2014年2月28日 0-20%
アグリパーク電力株式会社 代表取締役　荒井　正幸上山市小倉１９６４－１２６ 太陽光 1,500.0 山形県上山市小倉字大森１９６４－４８ 2014年2月28日 -
クリーンサービス株式会社 前田　英樹 山形県酒田市北新橋１丁目１２－１３太陽光 1,000.0 山形県酒田市西田８－８ 2014年3月4日 開示不同意
ＮＫＣむらやまソーラーパワー株式会社 代表取締役社長　二見　健太郎村山市大字富並字大沢４０８３－１太陽光 1,827.8 山形県村山市大字土生田字落合２６４７－１ 2014年3月7日 -
庄内スマートエナジー株式会社 町野　昌弘 東田川郡三川町大字成田新田字前田元３４２太陽光 1,000.0 山形県飽海郡遊佐町菅里字十里塚１９３－５ 2014年3月17日 0-20%
株式会社メコム 安部　弘行 山形市香澄町２－９－２１ 太陽光 1,000.0 山形県山形市大字松原字原４２００－４ 2014年3月17日 0-20%
庄内バイオマス発電株式会社 阿部　敦 酒田市下安町１８－１０ 太陽光 1,000.0 山形県飽海郡遊佐町大字杉沢字荷敷５２－６ 2014年3月20日 -
株式会社ハイブリッド発電所米沢 渡部　秀之 山形県米沢市竹井２５８８－４５８太陽光 1,890.0 山形県米沢市大字李山字南原パイロット６－２６５７－１ 2014年3月24日 -
株式会社庄内自然エネルギー発電 代表取締役　新田　嘉七新宿区新宿６－２４－２０　ＫＤＸ新宿６丁目ビル６階太陽光 13,860.0 山形県飽海郡遊佐町吉出字金俣４－１０２４ 2014年3月28日 0-20%
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 1,931.4 山形県最上郡最上町大字向町字前森２１３５－１４２ 2014年3月28日 80-100%
株式会社トーヨーエネルギーファーム 岡田　吉充 相馬市中村１－２－３ 太陽光 1,713.6 山形県米沢市八幡原３-４４５２－６ 2014年3月28日 開示不同意
合同会社遊佐・高萩 塩谷　一樹 千代田区一番町９番地８　ノザワビルディング６階税理士法人シリウス内太陽光 1,675.0 山形県飽海郡遊佐町杉沢字中山７－１ 2014年3月28日 開示不同意
庄内スマートエナジー株式会社 代表取締役　町野　昌弘東田川郡三川町大字成田新田字前田元３４２太陽光 1,000.0 山形県飽海郡遊佐町藤崎字簀垣下８－１ 2014年3月28日 0-20%
株式会社メガソーラ山形 代表取締役　辻　庄悦 山形市八日町１－３－５０ 太陽光 1,000.0 山形県東田川郡庄内町常万字一本木西５１－２ 2014年3月28日 開示不同意
株式会社安藤組 安藤　政則 東田川郡庄内町提興屋字中島８０風力 1,990.0 山形県東田川郡庄内町沢新田字中谷地１４７ 2014年5月1日 -
ベスト株式会社 代表取締役　石井　吉雄仙台市若林区文化町１７－３ 太陽光 1,890.0 山形県最上郡最上町大字志茂字小横川山１６７８－１３他３筆2014年5月21日 開示不同意
株式会社サンパワータカハタ 代表取締役　井出　大史南陽市小岩沢２８７－２ 太陽光 1,986.7 山形県東置賜郡高畠町大字糠野目字本町一１５４２－３他１９筆2014年9月29日 開示不同意
酒田市 丸山　至 風力 6,900.0 山形県酒田市十里塚字村東山南地先 2014年10月30日 運転開始前
有限会社こやな川 代表取締役　秋葉　弘雄東置賜郡高畠町大字安久津２１８０－３太陽光 1,000.0 山形県東置賜郡高畠町大字安久津字学屋１９９１－２他２５筆2014年11月12日 0-20%
株式会社スズデン 鈴木　達ノ助 山形市釈迦堂１４７９ 太陽光 1,990.0 山形県南陽市釜渡戸字小田切山５２８７－３ 2014年12月2日 開示不同意
山形県企業局 髙橋　広樹 山形県山形市松波２－８－１ 風力 6,900.0 山形県酒田市浜中字八間山 2014年12月11日 運転開始前
株式会社ＰＯＷＥＲ　Ｅ　ＮＥＸＴ 代表取締役　遠藤　正幸天童市中里７－３－３３ 太陽光 1,500.0 山形県寒河江市日田字前野１４２－１ 2015年1月14日 0-20%
株式会社ＰＯＷＥＲ　Ｅ　ＮＥＸＴ 代表取締役　遠藤　正幸天童市中里七丁目３番３３号 太陽光 1,840.0 山形県山形市長谷堂字木落山４１４６－１８９ 2015年2月9日 0-20%
株式会社スズデン 代表取締役　鈴木　達ノ助山形市釈迦堂１４７９ 太陽光 1,000.0 山形県米沢市大字浅川字袖窪１３７３－３８ 2015年2月12日 -
エービーエムエナジー合同会社 代表社員　吉野　徹 米沢市窪田町窪田５８５－２ 太陽光 1,250.0 山形県米沢市大字川井字元立４８８７－１３４ 2015年3月6日 開示不同意
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大石田町太陽光発電所合同会社 影山　友道 東京都港区芝公園１丁目３番１号　留園ビル６階太陽光 100,000.0 山形県北村山郡大石田町次年子家ノ下８８３ 2015年3月9日 運転開始前
株式会社ワールドカップ 代表取締役　松田　鐘文鳥取市扇町７５－２ 太陽光 1,995.0 山形県西村山郡朝日町大字中沢字下原１０８－２ 2015年6月10日 開示不同意
天狗山ソーラーパーク合同会社 池田　卓也 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 200,000.0 山形県西置賜郡飯豊町大字小白川竜ケ嶽３３１６－１ 2015年6月19日 運転開始前
沼田建設株式会社 代表取締役　金田　孝司新庄市大字鳥越１７８０－１ 太陽光 1,000.0 山形県新庄市大字鳥越字南沢山神沢１７８０－１ 2016年10月27日 -
株式会社グリーンサービス 代表取締役　小野寺　良信酒田市大浜二丁目２－２４ 太陽光 1,000.0 山形県飽海郡遊佐町北目字高瀬川４－１ 2016年11月17日 -
ＡＫエナジー合同会社 髙橋　晃 山形県飽海郡遊佐町江地字出戸１８３太陽光 1,000.0 山形県飽海郡遊佐町杉沢字田中７８－１ 2016年11月17日 -
株式会社コデンパワーエンジニアリング 恒石　隆顕 埼玉県北足立郡伊奈町西小針６－１０８太陽光 1,032.3 山形県飽海郡遊佐町遊佐字前田１８－１ 2016年11月21日 -
株式会社スズデン 代表取締役　鈴木　達ノ助山形市釈迦堂１４７９ 太陽光 1,650.0 山形県米沢市赤芝町字馬場河原１６２０－２ 2016年12月26日 開示不同意
いちごＥＣＯエナジー株式会社 代表取締役　五島　英一郎東京都千代田区内幸町１－１－１風力 7,390.0 山形県米沢市大字板谷字鉢森５２５－１ 2017年1月23日 運転開始前
株式会社日立製作所 東原　敏昭 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号風力 1,990.0 山形県東田川郡庄内町狩川字中島２５１ 2017年1月27日 -
加藤総業株式会社 代表取締役社長　加藤　聡酒田市東町１－１－８ 風力 7,480.0 山形県東田川郡庄内町狩川字鶴ケ峯２－１５８他２０筆 2017年1月30日 運転開始前
株式会社大商金山牧場 代表取締役社長　小野木　重弥東田川郡庄内町家根合字中荒田２１－２風力 7,480.0 山形県東田川郡庄内町狩川字座頭塚１０－３８他１６筆 2017年1月30日 運転開始前
株式会社Ａ’ｓ．パワー 安藤　政則 山形県東田川郡庄内町提興屋字中島８０番地風力 7,480.0 山形県東田川郡庄内町狩川字大桐峯２－２０ 2017年1月30日 運転開始前
合同会社ＪＲＥ鶴岡八森山 代表社員　中川　隆久 港区六本木６－２－３１　六本木ヒルズノースタワー１５階風力 13,620.0 山形県鶴岡市小波渡字大台１－２ 2017年2月13日 運転開始前
株式会社阪神住建 岩崎　圭祐 大阪府大阪市福島区吉野１丁目２１番１４号太陽光 1,386.0 山形県上山市みはらしの丘１５－１、１５－２ 2018年3月7日 100%-
株式会社阪神住建 岩崎　圭祐 大阪府大阪市福島区吉野１丁目２１番１４号太陽光 1,980.0 山形県上山市みはらしの丘４丁目１８番 2018年3月8日 100%-
株式会社グリーンサービス 小野寺　良信 山形県酒田市大浜２－２－２４ 太陽光 1,500.0 山形県上山市高野字手白山３６－２ 2018年10月15日 運転開始前
株式会社スズデン 鈴木　達ノ助 山形県山形市釈迦堂１４７９ 太陽光 1,500.0 山形県上山市小倉字大森１９６６－１０ 2018年10月15日 運転開始前
ＲＥＰ１７３合同会社 小林　雅人 神奈川県藤沢市藤が岡１－１－Ａ３－６０１号太陽光 1,990.0 山形県米沢市口田沢字西深沢３１２７－１ 2019年3月4日 運転開始前
株式会社スズデン 鈴木　達ノ助 山形県山形市釈迦堂１４７９番地太陽光 1,000.0 山形県上山市永野字浦山２１８６－１ 2019年3月13日 -
株式会社マキサンコム 真木　伸一 大阪府大阪市中央区農人橋１－４－３４信金中央ビル７階太陽光 1,998.0 山形県米沢市直江石堤１８５３９－１ 2019年3月20日 0-20%
株式会社エコスタイル 木下　公貴 大阪府大阪市中央区道修町１丁目４－６太陽光 1,700.0 山形県米沢市舘山５－１１６２－１ 2019年3月25日 運転開始前
ライジング株式会社 五十嵐由浩 山形県鶴岡市城南町１５－５ 太陽光 1,831.5 山形県鶴岡市由良字由良沢３８ 2020年2月5日 運転開始前
ｙｈ株式会社 松田　貴道 横浜市港北区新横浜３－１－４　プラスタリアビル３０１太陽光 1,350.0 山形県長井市寺泉字平山渡道上一３０７１－１ 2020年3月4日 運転開始前
ライジング株式会社 五十嵐由浩 山形県鶴岡市城南町１５－５ 太陽光 1,039.5 山形県鶴岡市藤沢字荒沢１２５－９ 2020年3月4日 運転開始前
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 風力 34,000.0 山形県米沢市万世町刈安字明神峠二２３９６３ 2020年3月17日 運転開始前
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