
資料２－１

事業者名 発電出力

電源開発株式会社
大間風力発電所建設事業 青森県下北郡大間町

合計 19,500kW
（1,950kW級 × 10基）

新苫前ウィンビラ発電所 北海道苫前郡苫前町
合計　32,200kW
（2,300kW × 14基）

由利本荘海岸風力発電事業 秋田県由利本荘市
合計　24,000kW
（3,000kW × 8基）

新葛巻風力発電事業・葛巻風力発
電事業

岩手県岩手郡葛巻町
岩手県下閉伊郡岩泉町

合計　82,800kW
（新設2,300kW × 27基、既設再開発
2,300kW × 9基）

幌延浜里風力発電事業 北海道天塩郡幌延町
合計　34,500kW
（2,300kW × 15 基）

新仁賀保風力発電事業 秋田県にかほ市
合計　71,300kW
（新設2,300kW × 21基、既設再開発
2,300kW × 10基）

高森高原・筍平牧野風力発電事業
岩手県二戸郡一戸町
岩手県二戸市

合計　46,000kW
（2,300kW × 20基）

せたな大里風力発電事業 北海道久遠郡せたな町
合計　50,600kW
（2,300kW × 22基）

根室フレシマ風力発電所 北海道根室市
合計　34,500kW
（2,300kW × 15 基）

由利高原風力発電事業 秋田県由利本荘市
合計　20,000～63,000kW
（2,000～3,000kW × 20～21基）

市浦風力発電事業 青森県五所川原市
合計　34,000～51,000kW
（2,000～3,000kW × 17基）

東由利原風力発電事業 秋田県由利本荘市
合計　45,000kW
（2,000～3,000kW × 13～15 基）

三望苑風力発電事業 秋田県由利本荘市
合計　24,000kW
（2,000～3,000kW × 8基）

釜石広域風力発電事業拡張計画
岩手県釜石市、遠野市、
大槌町

合計　105,000kW
（2,000～3,000kW × 52基）

徳島県上勝町・神山町ウインド
ファーム設置計画

徳島県勝浦郡上勝町
名西郡神山町

合計　60,000kW
（1,300～3,000kW × 20基）

北海道浜頓別Ⅲ風力発電所 北海道枝幸郡浜頓別町
合計　36,000kW
（3,000kW × 12基）

常呂・能取風力発電事業
北海道北見市
北海道網走市

合計　45,000kW
（2,000～3,000kW × 20 基）

野辺地陸奥湾風力発電事業 青森県上北郡野辺地町
合計　40,000kW
（2,000kW × 20基）

横浜町風力発電事業 青森県上北郡横浜町
合計　42,000kW
（2,000kW × 21基）

六ヶ所村千歳風力発電事業 青森県上北郡六ヶ所村
合計　44,000kW
（2,000 × 22基）

風力アセス審査済案件一覧

株式会社ユーラスエナ
ジーホールディングス

日本風力開発株式会社

事業名



事業者名 発電出力事業名

尻別風力発電所
北海道寿都郡寿都町
北海道磯谷郡蘭越町

合計　30,000kW
（2,000kW × 15 基）

月越原野風力発電事業
北海道寿都郡黒松内町、寿
都町、島牧郡島牧村

合計　50,000kW
（2,000kW × 25 基）

沖山風力発電所建設計画 和歌山県海南市
合計　13,800kW
（2,300kW × 6基）

有田風力発電所建設計画 和歌山県有田市
合計　28,000kW
（2,000kW × 14基）

度会・南伊勢風力発電所建設計画
三重県度会郡度会町、南伊
勢町

合計　34,500 kW
（2,300 kW × 15基）

姫神ウィンドパーク事業 岩手県岩手郡岩手町
合計　30,000kW
（1,500kW × 20基）

石狩湾新港ウインドファーム事業
北海道石狩市
北海道小樽市

合計　30,000kW
（2,000kW～3,600kW × 複数基）

株式会社ワット 柳山ウインドパーク設置事業 鹿児島県薩摩川内市
合計　27,600kW
（2,300kW × 12基）

松前風力開発株式会社 松前北部風力発電事業 北海道松前郡松前町
合計　40,000kW
（2,000kW × 20基）

銭函風力開発株式会社 銭函風力発電事業 北海道小樽市
合計　30,000kW
（2,000kW × 15基）

株式会社システムズ 北能代風力発電事業 秋田県能代市
合計　20,000kW
（2,300kW × 9基）

三井造船株式会社 印南風力発電事業 和歌山県日高郡印南町
最大 30,000kW
（2,000kW級 × 最大15基）

八峰風力発電所 秋田県山本郡八峰町
合計　20,700kW
（2,300kW × 9基）

新郷村風力発電所 青森県三戸郡新郷村
合計　20,000kW
（2,000kW × 10 基）

宮古岩泉風力発電事業 岩手県宮古市
合計　222,500kW
（2,500kW × 89 基）

石狩湾新港洋上風力発電事業 北海道石狩湾新港
合計　最大100,000kW
（2,500kW × 40 基）

石狩コミュニティウインドファー
ム

北海道石狩市
合計　20,000kW
（2,000kW ×10基）

木地挽山風力発電事業 北海道北斗市
合計　20,000kW
（2,000kW × 10基）

蚕飼山ウインドシステム発電事業
宮城県登米市
岩手県一関市

合計　40,000kW
（2,000kW × 20 基）

三ツヶ峰ウインドシステム発電事
業

山口県山口市
島根県鹿足郡吉賀町

合計　40,000kW
（2,000kW × 20 基）

ＣＥＦ福島楢葉ウインドファーム事業
（仮称）

福島県楢葉町
合計　40,000kＷ
（2,500kＷ × 16基）

ＣＥＦ福島黒佛木ウインドファーム事
業（仮称）

福島県双葉郡川内村
合計　65,000kＷ
（2,500kＷ × 26基）

安藤建設株式会社

クリーンエナジーファクト
リー株式会社

エコ・パワー株式会社

日本環境コンサルタント
株式会社

株式会社グリーンパワー
インベストメント

株式会社市民風力発電

株式会社ジャネックス



事業者名 発電出力事業名

株式会社新エネルギー技
術研究所

つがる南風力発電事業 青森県つがる市
合計　23,000kW
（2,300kW × 10基 ）

風の松原自然エネルギー
株式会社

能代地区における風力発電事業 秋田県能代市
合計　55,200kW
（2,300kW × 24基）

くろしお風力発電株式会
社

横浜町雲雀平風力発電事業
青森県上北郡横浜町、
野辺地町

合計　32,200kW
（2,300kW × 14基）

大和エネルギー株式会社 西予風力発電事業 愛媛県西予市
合計　20,000kW
（2,000kW × 10 基）

有限会社稚内グリーン
ファクトリー

天北風力発電所 北海道稚内市
合計　30,000kW
（10～15基）

幡豆吉良ウインドシステ
ム株式会社

幡豆吉良ウインドシステム発電事
業

愛知県西尾市
合計　20,000kW
（2,000kW × 10 基）

株式会社シーテック
ウインドパーク南伊吹風力発電事業
（仮称）

岐阜県大垣市
不破郡関ケ原町

合計　48,000kＷ
（3,000kＷ × 16基）

株式会社ユーラスエナ
ジーホールディングス

(仮称)蒲野沢ウインドファーム
青森県下北郡東通村

合計　33,000kW（2,000～
3,000kW級風力発電機を最大11
基設置）

株式会社ユーラスエナ
ジーホールディングス

[2](仮称)小田野沢IIウインド
ファーム 青森県下北郡東通村

合計　42,000kW（2,000～
3,000kW級風力発電機を最大14
基設置）

株式会社グリーンパワー
つがる

(仮称)ウィンドファームつがる風
力発電事業 青森県つがる市

合計　126,500kW（2,300kW級風
力発電機を55基設置）

四国風力発電株式会社
（仮称）僧都ウインドシステム発
電事業

愛媛県南宇和郡愛南町
合計　最大19,200kW（2,400kW
級風力発電機最大８基設置）

くろしお風力発電株式会
社

（仮称）津軽十三湖風力発電事業 青森県つがる市、中泊町
合計　34,500kW（2,300kW級風
力発電機を15基設置）

中部風力発電株式会社
松阪市白猪山ウィンドシステム発
電事業

三重県松阪市
合計　22,000kW（2,000kW級風
力発電機を11基設置）

株式会社輝光
(仮称)中九州風力発電所設置事業 宮崎県東臼杵郡諸塚村、西

臼杵郡五ヶ瀬町
合計　18,000kW（1,500kW級風
力発電機を12基設置）

掛川風力開発株式会社 (仮称)掛川風力発電事業 静岡県掛川市
合計　20,000kW（2,000kW級風
力発電機を10基設置）

サミットウインドパワー
株式会社

(仮称)鹿嶋第二風力発電所新設事
業

茨城県鹿嶋市
合計　18,000kW（3,000kW級風
力発電機を６基設置）

株式会社ユーラスエナ
ジーホールディングス

(仮称)伊達風力発電事業拡張計画
北海道伊達市

合計　最大50,000kW　（2,000
～3,000kW級風力発電機を最大
25基設置）

合計 240 万kW

事業者名 発電出力

日立造船株式会社 むつ小川原風力発電事業 青森県上北郡六カ所村
合計　最大126,000kW　（2000
～3,000kW級風力発電機を最大
42基設置）

資源エネルギー庁
浮体式洋上超大型風力発電機設置
実証事業

福島県沖約18km
合計　14,000kw（7,000kW×2
基）

事業名

風力アセス審査中案件一覧



事業者名 発電出力事業名

串間ウインドヒル株式会
社

串間風力発電所（仮称） 宮城県串間市
合計　最大67,500kw（2,000～
2,500kW×27基程度）

岩手県 高森高原風力発電事業（仮称） 岩手県二戸郡一戸町
合計　最大25,300kw（2,500kW
×11基）

前田建設工業株式会社 安岡沖洋上風力発電事業 山口県下関市安岡沖
合計　最大60,000kw（3,000kW
×20基、3,600kW×16基又は
4,000×15基）

株式会社ユーラスエナ
ジーホールディングス

（仮称）大豊風力発電事業 高知県長岡郡大豊町
合計　最大27,500Kw（2,500kW
×11基程度）

株式会社ユーラスエナ
ジーホールディングス

（仮称）石巻風力発電事業 宮城県石巻市
合計　最大16,000～20,000kw
（2,000～2,500×8基）

日本風力開発株式会社 若美風力発電事業 秋田県男鹿市
合計　最大21,000kw（2,000～
3,000×最大7基）

グリーンパワー株式会社 平戸南風力発電事業 長崎県平戸市
合計　最大38,000kw（2,000×
最大19基）

グリーンパワー株式会社
日本風力開発株式会社

宇久島風力発電事業 長崎県佐世保市
合計　最大100,000kw（2,000×
最大50基）

株式会社新エネルギー研
究所

（仮称）浜中風力発電事業 北海道浜中町
合計　23,000kw（2,300×10
基）

株式会社グリーンシェル
ター

（仮称）南越前・敦賀風力発電事業 福井県敦賀市 合計　20,700kw（2,300×9基）

エコパワー株式会社 中紀ウィンドファーム事業 和歌山県有田郡、日高郡
合計　最大90,000kw（2,000～
3,000×最大30基）

株式会社ガイアパワー 槇川正木ウィンドファーム事業 愛媛県宇和島市、南宇和郡
合計　25,000kw（2,500×10
基）

株式会社大林組 上北小河原風力発電 青森県上北郡六カ所村
合計　最大24,000～36.000kw
（2,000～3,000×最大12基）

サミットエナジー株式会
社

（仮称）大潟村風力発電所新設事業 秋田県南秋田郡大潟村
合計　100,000kw（2,500kW×40
基）

エコパワー株式会社 北海道北檜山ウィンドファーム事業 北海道久遠郡せたな町
合計　最大120,000kw（2,000～
3,000×最大60基）

エコパワー株式会社
株式会社秋田ウインドパ
ワー研究所

秋田向浜ウィンドファーム事業 秋田県秋田市
合計　最大30,000kw（2,000～
3,000×最大10基）

エコパワー株式会社 住田ウィンドファーム事業 岩手県気仙郡住田町
合計　最大165,000kw（2,000～
3,000×最大55基）

合計 111 万kW


	勧告対象事業

