
高知県内の新エネルギーによる発電施設一覧

発電設備
区分

発電所名称
県内事業
者発電出
力（kW）

県外事業
者発電出
力（kW）

発電事業者名 発電設備の所在地 備考

バイオマス 土佐発電所 6,250 土佐グリーンパワー株式会社 高知市仁井田新築 木質燃料を地域から購入する
宿毛バイオマス発電所 6,500 株式会社グリーンエネルギー研究所 宿毛市平田町戸内字扇 木質燃料を地域から購入する

高知工場第１発電所 20,205 住友大阪セメント 須崎市押岡
石炭との混焼により、地域からの木
質燃料の購入に加え、建設資材廃
棄物も利用

風力 大豊風力発電所 1,200 高知県公営企業局 長岡郡大豊町中村大王
甫喜ヶ峰風力発電所 1,500 高知県公営企業局 香美市土佐山田町平山

梼原町風力発電所 1,200 梼原町 高岡郡梼原町太田戸
町営風力発電：環境モデル都市に
指定

葉山風力発電所 20,000 株式会社葉山風力発電所 高岡郡津野町黒川カヲノ松 事業会社を津野町内に設立

大月ウィンドファーム 12,000 
株式会社大月ウインドパワー
（所在地　大月町）

幡多郡大月町芳ノ沢
大月町に毎年寄付を行っており、町
では自然保護や地域の活動に活用
する基金として積み立て

大洞山風力発電所
合同会社グリーンパワー大月
所在地　東京
（現在建設中　33,000kW）

幡多郡大月町
発電所の観光への活用について大
月町と協定を結び、今後地域への
利益還元についても協議
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ユーラス大豊風力
発電所

ユーラス大豊風力
（H30年より建設開始予定
18,370kW）

長岡郡大豊町杖立山
事業会社を大豊町内に設立し、利
益に応じて町へ収益の一部を寄付
する意向有り

小水力 名村川発電所 420 四国電力 安芸市下山 非FIT売電
吉良川発電所 256 四国電力 室戸市吉良川町 非FIT売電
松葉川発電所 320 四国電力 高岡郡四万十町壱斗俵 非FIT売電
新改発電所２号機 800 四国電力 香美市土佐山田町大法寺 非FIT売電
桐見ダム管理用発電 600 高知県 高岡郡越知町五味 県営ダムの管理用（非FIT売電）
中筋川ダム管理用発電 300 国土交通省 宿毛市平田町黒川櫛ヶ崎山 国営ダムの管理用（非FIT売電）
津賀発電所３号機 550 四国電力 高岡郡四万十町津賀 非FIT売電

白滝発電所 60 大川村ふるさとむら公社 土佐郡大川村朝谷
発電電力は近接施設で使用（非FIT
売電）

梼原町小水力発電所 53 梼原町 高岡郡梼原町川西路
町営水力発電：環境モデル都市に
指定（非FIT売電）

大平発電所 150 住友共同電力株式会社 土佐郡大川村小麦畝字赤滝 職員が町内に居住し、地域の活動にも参加

山田分水工発電所 90 山田堰井筋土地改良区
香美市土佐山田町中野字上
小島

売電収入は老朽化した水門や水路
の整備費に充てる

馬路村小水力発電所 145 馬路村 安芸郡馬路村 収益は地方創生施策等へ活用
太陽光 県内事業者太陽光発電 69,199 

県外事業者太陽光発電 117,518 
合計 141,648 117,668 

1,000kW以上の事業者の合計（44件）
1,000kW以上の事業者の合計（34件）

高知県公営企業局は補助金により
地域での再エネ導入を支援
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1000ｋW以上の事業計画認定状況（Ｈ29.11月末時点）

株式会社NTTファシリティーズ 1,980.0 高知県高知市浦戸字赤田３８８－１０
有限会社都不動産 1,993.9 高知県高知市久礼野字大スミ２６４
イーアンドイー電力株式会社 1,999.0 高知県高知市五台山字タナスカ４９８９
悠悠ホーム株式会社 1,250.0 高知県高知市春野町仁ノ３４１７－１
株式会社ＮＴＴファシリティーズ 1,980.0 高知県高知市春野町仁ノ字大畔田２２６７
和住株式会社 1,995.0 高知県高知市春野町西畑字高森１９６７
株式会社トサソーラーカンパニー 1,980.0 高知県高知市春野町西分字北胴ヶ奈路３６９５
ソラエコーポレーション株式会社 1,980.0 高知県高知市春野町西分字北胴ヶ奈路３６９５
有限会社トレイジャー 1,000.0 高知県高知市神田字治国谷１６４６－９５
ハヤカワ電線工業株式会社 1,000.0 高知県高知市神田字落合２３５７－８８６
株式会社サンクチュアリ 1,990.0 高知県高知市仁井田字古田３３９８－１
有限会社トレイジャー 1,000.0 高知県高知市朝倉乙１１５２－６２
株式会社サンシャイン三豊 1,000.0 高知県高知市朝倉乙１１５２－７２
株式会社セブンシーズ・コーポレーション 1,980.0 高知県高知市長浜６２４０
株式会社セブンシーズ・コーポレーション 1,348.0 高知県高知市長浜字カイカラ３６１－１　ほか
浅井電機エネルギー株式会社 1,980.0 高知県高知市長浜字赤田５４１０－７ほか
株式会社ｃｒｏｓｓ３６ 1,000.0 高知県高知市土佐山都網２２１７－２
テス・エンジニアリング株式会社 22,500.0 高知県室戸市羽根町字加僧山乙３８６６－１
株式会社ビーイーソーラーツー 1,250.0 高知県室戸市室津字大久保ノ前１０５２－１
株式会社四電工 1,990.0 高知県安芸市穴内乙２１１４
こうち安芸メガソーラー株式会社 1,980.0 高知県安芸市穴内乙２１１４
こうち安芸メガソーラー株式会社 1,980.0 高知県安芸市穴内乙２１１４
四国広瀬産業株式会社 1,000.0 高知県南国市十市字大ナロ６０５４－１
和住株式会社 1,500.0 高知県南国市植田字日ノ谷７
有限会社今倉商店 1,000.0 高知県南国市明見字亀前４２８
株式会社NEO 1,997.0 高知県土佐市宇佐町宇佐字小河内３０８１
株式会社NEO 1,997.0 高知県土佐市宇佐町宇佐字小河内３０８１
株式会社NEO 1,000.0 高知県土佐市宇佐町宇佐字小河内３０８１
株式会社Ｉpower土佐 1,320.0 高知県土佐市東鴨地字徳利ケ鼻１２０
荒川電工株式会社 1,320.0 高知県土佐市北地字原ヶ崎２－１ほか
株式会社タナック 1,980.0 高知県土佐市蓮池字石橋４４１１
株式会社タナック 1,990.0 高知県土佐市蓮池字堂ノ後４５２６
株式会社コーワ 1,990.0 高知県土佐市蓮池字枇杓柄４２０１ほか
スズカ電工株式会社 1,000.0 高知県須崎市浦ノ内灰方字鳴川６８９－３
株式会社アバンギャルド発電所 1,000.0 高知県須崎市浦ノ内灰方字鳴川６９８
スズカ電工株式会社 1,000.0 高知県須崎市浦ノ内灰方字鳴川７１１
株式会社元はじめ発電所 1,000.0 高知県須崎市浦ノ内灰方鳴川６９８
株式会社ほくたい 1,960.0 高知県須崎市多ノ郷磯ブチ乙７６－２
四国メーコー株式会社 1,993.8 高知県宿毛市平田戸内３３８６－３５
若宮汽船株式会社 1,493.9 高知県宿毛市平田町戸内２２８６
難波ホールディングス株式会社 1,500.0 高知県宿毛市平田町戸内３３８６－８
ＪＰＳ第１４号合同会社 1,500.0 高知県土佐清水市浦尻４１６－１２ほか
株式会社ソレイユ 1,996.0 高知県土佐清水市浦尻字ナゴヲサ３０５他
株式会社サンネオイー 1,000.0 高知県土佐清水市宗呂字松山丙４３８０
高知県土佐くろしおソーラー発電株式会社 1,500.0 高知県土佐清水市清水字東谷８５２－２
株式会社福原砕石 1,955.5 高知県四万十市古津賀字東谷ハナ３７３９－８
株式会社楓商店 1,498.3 高知県四万十市古尾字北ノ川グチ２９１
ＪＰＳ第１０号株式会社 1,399.4 高知県四万十市江ノ村字エラ２３２０－１
株式会社アドバンテック 30,000.0 高知県四万十市荒川カフス川山２００２－１７ほか
CleanGreenJapanFIT1有限責任事業組合 1,990.0 高知県四万十市三里字シヨギ原1619字スカザキ
有限会社フェニックス 1,860.0 高知県四万十市双海１６９０－３
株式会社NTTファシリティーズ 1,980.0 高知県香南市香我美町山北字福光４９
株式会社ビーイーソーラーファイブ 1,960.0 高知県香南市香我美町中西川字奥西谷８６
株式会社ＮＴＴファシリティーズ 1,320.0 高知県香南市野市町中ノ村字長尾３６９－１
合同会社JRE高知香美 7,300.0 高知県香美市土佐山田町角茂谷字立瀧4162-9
有限会社都不動産 1,999.0 高知県香美市物部町柳瀬字ホゼブリ３３１９－２
日本再生可能エネルギーオペレーター合同会社 1,700.0 高知県安芸郡東洋町７４４－２
高知なはりソーラー発電合同会社 1,675.0 高知県安芸郡奈半利町字平山乙４１０９
株式会社天空芸西 1,500.0 高知県安芸郡芸西村清水１９３６ほか
有限責任事業組合サンライトミタニ電力 1,500.0 高知県安芸郡芸西村西分乙一番訳１２７２－２

長岡郡 坪井工業株式会社 1,990.0 高知県長岡郡本山町大石字僧防田２３８５－２
土佐郡 こうち名高山ソーラーファーム株式会社 1,000.0 高知県土佐郡土佐町地蔵寺３４６２－４

和住株式会社 1,980.0 高知県高岡郡中土佐町久礼字椎ノ木ノ本６５１
株式会社ヨンコーソーラー 9,500.0 高知県高岡郡佐川町加茂字板家ノ上１８１１他
株式会社高知メガソーラー 1,996.0 高知県高岡郡佐川町字石切坂甲１１６７
株式会社森木産業 1,996.0 高知県高岡郡佐川町字石切坂甲１１７１ほか
こうち・さかわメガソーラー株式会社 1,000.0 高知県高岡郡佐川町大字乙１９６９－１
株式会社海陽 1,495.2 高知県高岡郡佐川町中組字ヲホビゾ１８９０－７
こうち・ひだかメガソーラー株式会社 1,320.0 高知県高岡郡日高村沖名３１３２
株式会社ナチュラルエナジーサプライ＆イニシアティブ 1,920.0 高知県高岡郡日高村沖名字東池田３９７４－１
株式会社ソレイユ 1,500.0 高知県高岡郡四万十町作屋字寺田６５他
高知エコエネルギー株式会社 1,500.0 高知県高岡郡四万十町作屋字寺田７３他
ハレオンジャパンエネルギー株式会社 1,990.0 高知県高岡郡四万十町仁井田字ドウメン５３３
有限会社鈴木 1,000.0 高知県高岡郡四万十町土居字山添４９１
高知エコエネルギー株式会社 1,980.0 高知県高岡郡四万十町奈路３１９－２、ほか
株式会社あおぞら窪川 1,420.0 高知県高岡郡四万十町本堂６－１
株式会社ナチュラルエナジーサプライ＆イニシアティブ 1,300.0 高知県幡多郡三原村宮ノ川字下モ畑谷山
有限会社今倉商店 1,000.0 高知県幡多郡黒潮町佐賀字串３１８６－３

1000kW以上の県内事業者44件 69,199.6 出展：経済産業省資源エネルギー庁       _
1000kW以上の県外事業者34件 117,518.4 再生可能エネルギー電子申請サイト

高知県新エネルギー推進課で加工_

発電事業者名
県内事業者
発電出力

（kW）

県外事業者
発電出力

（kW）
発電設備の所在地代表住所

室戸市

安芸市

南国市

須崎市

宿毛市

土佐清水市

四万十市

香南市

香美市

安芸郡

幡多郡

合計７８件

高知市

土佐市

高岡郡
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