
1000ｋW以上の太陽光発電の事業計画認定状況（Ｈ30.11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
有限会社トレイジャー 1,000.0 高知県高知市春野町東諸木字勘助谷　ほか
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
株式会社NTTファシリティーズ 1,980.0 高知県高知市長浜字赤田５４１０－７
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
土佐山太陽エネルギー株式会社 1,000.0 高知県高知市土佐山都網字ホヲシ山２２０７－２
合同会社ダイナミックエナジー 1,999.0 高知県高知市薊野字大カケ山４６０
合同会社　高知室戸ソーラーパワー 22,500.0 高知県室戸市羽根町字加僧山乙３８６６－１
エフビットコミュニケーションズ株式会社 1,990.0 高知県室戸市室津字向ノ谷５８３－２
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
株式会社タカハタ 1,000.0 高知県南国市下島丙１９０－２
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
義村　謙二 1,990.0 高知県南国市植田字大脇２２１－１
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
株式会社土佐商事 1,396.4 高知県土佐市蓮池１１５０
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
コーワ土佐市メガソーラー発電所 1,990.0 高知県土佐市蓮池字枇杓柄４２０１ほか
ソーラーエナジー株式会社 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
ソーラーエナジー株式会社 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
有限会社太陽プランニング 1,328.0 高知県香美市香美市香北町海久保西谷　ほか
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
高知ソーラー合同会社 25,740.0 高知県香美市土佐山田町北滝本字カバジリキ１１１他１０４筆

義村　謙二 1,999.0 高知県香美市土佐山田町宮ノ口字池林１３０６－１
合同会社グリーンイノベーション 1,999.0 高知県香美市物部町柳瀬字ホゼブリ３３１９－２

東洋町 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
株式会社奈半利ソーラー発電所 1,984.8 高知県安芸郡奈半利町字池里乙４７０５－１
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

本山町 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
いの町 株式会社近澤建設 1,197.0 高知県吾川郡いの町大内字ウサ谷３８８８

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
谷本　俊雄 1,990.0 高知県土佐郡土佐町田井字八十良５１６４－６

中土佐町 グローバル工業 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
株式会社プリメールリーシング 1,000.0 高知県高岡郡四万十町魚ノ川字見小野３１０－１
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
合同会社H.D.O 1,999.0 高知県高岡郡四万十町仁井田字ドウメン５３３
株式会社スーラジ 1,000.0 高知県高岡郡四万十町大井野字松ケ谷山５６９－１
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

三原村 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
黒潮町 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49件(30.3末比+3件） 119,372.0 出典：経済産業省資源エネルギー庁       _
1000kW以上の県外事業者45件（30.3末比+8件） 115,949.2 再生可能エネルギー電子申請サイト
※　色付きは前回資料からの変更点、1行全部は新規 から（抜粋）　　　　　　　　　　　　　　　　
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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

奈半利町

芸西村

土佐町

佐川町

日高村

合計９４件

高知市

土佐市

四万十町

資料３

- 2 -


