
都道
府県 自治体名 事業者名 出力

（MW）

北海道

稚内市 稚内市 5
湧別町 シャープ 1.5
湧別町 神戸物産 10
紋別市 ソーラーウェイ 1.2
網走市 三井物産 1.6
北見市 シャープ 1.5
北見市 北見石油販売 1.5
釧路市 日本アジアグループ（釧路星が浦発電所） 2
釧路市 日本アジアグループ（釧路音別発電所） 1
釧路市ほか JFEエンジニアリング 5
音別町 柳月 1
白糠町 ユーラスエナジー 20
白糠町 王子グリーンリソース 1.3
幕別町 日本アジアグループ 1
中札内村 日本アジアグループ 2
本別町 日本アジアグループ 1
帯広市 コープさっぽろ 1.2
帯広市 永光建設 2
江別市 道東電機、ソーラーフロンティア 1.5
江別市 伊藤組土建 1.5
札幌市 土屋ホールディングス 2
安平町 ソーラーウェイ 1.5
白老町 SBエナジー 2.7
白老町 伊藤組土建 1
伊達市 北海道電力 1
苫小牧市 神戸物産 10
苫小牧市 三井不動産 23
標津町 シャープ 8
苫東 シャープ 4
苫東 SBエナジー 100
浦河町 日本再生トラスト 1
浜中町 光と風の研究所、JA浜中町 1
恵庭市 伊藤組土建（柏陽町） 1.5
恵庭市 伊藤組土建（北柏木町） 1.5
恵庭市 伊藤組土建（北柏木町） 1.5
北広島市 伊藤組土建 1.5

青森県

八戸市 東北電力 1.5
八戸市 アオモリパイル 1
八戸市 極東開発工業 1.5
八戸市 大和ハウス工業（大和エネルギー） 1.5
階上町 青森ポートリー 1.5
六ヶ所村 サイサン、森和エナジー 2

三沢市
三沢市ソーラーシステムメンテナンス事業
協同組合 1.955

エネルギープロダクト 1.5
サイエンテック 10

岩手県

奥州市 スカイソーラージャパン

一関市 ウエストHD 1
一関市 リニューアブル・ジャパン（川崎町） 1.5
一関市 リニューアブル・ジャパン（千厩町） 2
盛岡市 NTTファシリティーズ 1.8

ジュリアン 1.5

秋田県
男鹿市

男鹿市

宮城県

大衡村 トヨタ自動車G 10～ 20
仙台市 東北電力 2
仙台市 JX日鉱日石エネルギー 1
仙台市 橋本店 1.5
石巻市 東光電気工事ほか 10
東松島市 三井物産 2
岩沼市 日立、丸紅 32
岩沼市 日本製紙 1.95
登米市 ユナイテッド・アース 8
多賀城市 JFEエンジニアリング 3
大崎市 JRE岩出山 1.7
大崎市 住まい工房アイム 1.5
大郷町 JRE大郷 1
松島町 アイ・ティー・エス ファーム 2
名取市 成田鋼業 1.5
大和町 仙台青葉会 2

ユーラスエナジー 20
山形県 村山市 山形県 1

都道
府県 自治体名 事業者名 出力

（MW）

福島県

南相馬市 東北電力 1
南相馬市 双日、大成建設、東芝 20
南相馬市 東芝（上記案件含む） 100
南相馬市 加藤道路 1.5
相馬市 吉野石膏 2
相馬市 トーヨーエネルギーファーム、トーヨー建設 2
泉崎町 森トラスト 2
泉崎町 森トラスト（第二期） 10
いわき市 GSユアサ 1
いわき市 関彰商事 2
いわき市 いわき陸運 1
棚倉町 ユニ・チャーム

西郷村 エルナー、JA三井リース 2
田村市 東日運送 1.5
郡山市 日本国際通商支援協同組合 2
郡山市 糀屋 1

トランスバリュー信託 2
ユーラスエナジー 16
日本ソーラー 20.25
乃木坂トラスト 8
矢田工業 1.5

栃木県

大田原市 藤井産業 2.5
大田原市 藤井産業 1.7
矢板市 シャープ 2
矢板市 SBエナジー 2
鹿沼市 藤井産業 1.7
真岡市 大林組 1
真岡市 コマツ栃木 2
栃木市 スカイソーラージャパン

佐野市 協和 2
佐野市 東京石灰工業 2.5
佐野市 東武鉄道 1
足利市 足利メガソーラー 1.75
那須烏山市 東京太陽光建材 1
芳賀町 JFEエンジニアリング 13

那須塩原市 バイテック、三井住友トラスト・パナソニック
ファイナンス 1.75

高根沢町 荒川建設 2
アストラ 2
サンブライト 2
ソーラーネットワークス 2
そら 5
ユーエムエー 1
関東伊丹電機 1.5
東邦企業 2

茨城県

水戸市 茨城県（水戸浄水場） 1
水戸市 くにうみアセットマネジメント 30
美浦村 ウエストHD 1.7
つくば市 美樹工業 1.5
つくば市 エス・バイ・エル 1.25
つくば市 前田建設工業 2
坂東市 LIXIL 3.75
鉾田市 インターアクション 1
笠間市 第一実業 1.5
神栖市 JFEホールディングス 10
神栖市 日本石油輸送 2
土浦市 JX日鉱日石エネルギー 2
結城市 ハウステック 1.5

ポジック 1
ゆうき農園 1.87
上野グリーンソリューションズ 1.3
渡辺興産 2
日本テクノ 2
明光 1

群馬県

太田市 太田市 1.5
榛東村 SBエナジー 2.4
安中市 NTTファシリティーズ
安中市 ビッグカメラ（クリーンエネルギー研究所） 4.2
板倉町 群馬県企業局 2.25
桐生市 ソーラーウェイ 1.1

埼玉県
行田市 埼玉県（行田浄水場） 1.2
久喜市 NHK 2

都道
府県 自治体名 事業者名 出力

（MW）

埼玉県

鶴ヶ島市 養命酒製造 1.99
寄居町 ホンダ 2.6
寄居町 サイサン 2.7
川島町 プロロジス 2
桶川市 ウエストHD 1.4
白岡市 関電工 1.5

千葉県

市原市 新昭和 2
木更津市 新昭和 2
佐倉市 NTTファシリティーズ 2.025
千葉市 2
富里市 関電工、日本国土開発、日比谷総合設備 1.87
野田市 ミサワホーム 1

東京都 大田区 羽田太陽光発電 2

神奈川県

川崎市 東京電力 7
川崎市 東京電力 13
厚木市 オーイズミ 2
愛川町 神奈川県 2
相模原市 相模原市 1
大井町 古川、シャープ、東亜道路工業 2.2

山梨県

北杜市 北杜市 2
北杜市 NTTファシリティーズ 2
甲府市 東京電力 10
甲斐市 三井物産、東京海上アセット、明電舎 5
韮崎市 三井物産、東京海上アセット、明電舎 5

新潟県

胎内市 ウエストHD 1.5
阿賀野市 新潟県 1
阿賀野市 新潟県 1
新潟市 昭和シェル石油 1
燕市 窪倉建設 1
上越市 国際石油開発帝石 2

長野県

松本市 信州ビバレッジ 1.5
富士見町 シャープ 9.2
富士見町 富士見メガソーラーエンタプライズ 2
飯田市 中部電力 1

静岡県

静岡市 中部電力 8
静岡市 JFEエンジニアリング 10
菊川市 ヨシコン 1
菊川市 富士工業、京セラ 2
掛川市 ユニ・チャーム

浜松市 三立木材 1
浜松市 シーテック 2
浜松市 須山建設 1
浜松市 応用電機 1.6

愛知県

豊橋市 シーテック 1
田原市 三井物産ほか 50
名古屋市 中部鋼鈑 1
武豊町 中部電力 7.5

岐阜県 美濃加茂市 ヤマザキマサック 2

三重県

三重県内 近鉄 20
津市 伯東、カナディアンソーラー 2
津市 JFEエンジニアリング 3
伊勢市 三交不動産 5
桑名市ほか 30～ 35
松阪市 松阪メガソーラー 2

富山県
富山市 北陸電力 1
砺波市 オリックス 1.5

石川県

珠洲市 北陸電力 1
羽咋市 重光商事 2
志賀町 北陸電力 1
内灘町 プロスペックHD 2

福井県
福井県内 関西電力 1
坂井市 北陸電力 1

京都府
京都市 SBエナジー 4.2
久御山町 大林組 1

奈良県
大淀町 近鉄 3
吉野町 シャープ 2.6

大阪府

大阪市 ガスアンドパワー 1.8

大阪市 住友商事、ジュピターテレコム、住友電工ほ
か 10

堺市 関西電力 10
堺市 関西電力、シャープ 18
堺市 日新 1.27

都道
府県 自治体名 事業者名 出力

（MW）

大阪府

和泉市 大阪いずみ生協 2.3
泉大津市 SBエナジー 18.9
泉南市 大阪府（南部水みらいセンター） 2
岬町 シャープ 2
岬町 ユーラスエナジー 10

和歌山県

和歌山市 NKワークス 2
和歌山市 ウエストHD 2
串本町 三井物産、東京海上アセット 1.8

兵庫県

佐用町 極東産機 1
加東市 太陽セメント工業 2
加西市 太陽セメント工業 1.5
明石市 エナジーバンクジャパン 1.7
高砂市 旭硝子 5
稲美町 日本毛織 9.8
稲美町 神戸物産 1.8
稲美町 神戸物産 2
稲美町 神戸物産 2
淡路市 ユーラスエナジー 30～ 40
淡路市 兵庫県、淡路市 1
丹波市 エクセディ、住金物産 1.8
高砂市 タクマ 2

岡山県

笠岡市 ウエストHD 1.75
浅口市 日本アジアグループ 2
瀬戸内市 くにうみアセットほか7社 250
津山市 マーチャント・バンカーズ 1.6
津山市 エスアールジータカミヤ、アンフィニ 1.6

鳥取県

玉野市 環境発電 1
倉敷市 JFEエンジニアリング 6
大山町 ソーラーウェイ 1.3
米子市 SBエナジー、三井物産 39.5
米子市 ナノオプトニクス・エナジー 3

広島県

福山市 中国電力 3
尾道市 NTTファシリティーズ
竹原市 ビットアイル 1.5
世羅町 ウエストHD 1
呉市 寺田倉庫 6
東広島市 2

山口県

萩市 ウエストHD 1.5
長門市 ヤマネ鉄工建設 1.3
山陽小野田
市 三井不動産 13

宇部市 中国電力 3
防府市 ルネサンス・エコファーム 1
下松市 JX日鉱日石エネルギー 1.75
山口市 三井物産、東京海上アセット 3.5
山口市 エス・バイ・エル 1.7
田布施町 三井物産、東京海上アセット 3

香川県

下関市 長府製作所 1.09
坂出市 日本アジアグループ 2
三豊市 オリックス 2
観音寺市 ユニ・チャーム

徳島県

松茂町 SBエナジー 2.8
小松島市 SBエナジー 2.8
阿南市 ガイアパワー 2
徳島市 日清紡HD 1.75
徳島市 ソーラーウェイ 2

愛媛県
松山市 四国電力 4.3
東温市 松山観光ゴルフ 1

高知県 高知市 荒川電工 2

福岡県

北九州市 西部ガス 1.5
北九州市 日本アジアグループ 2
北九州市 大和ハウス 2
飯塚市 九州ソーラーファーム6合同会社 2.3
飯塚市 芝浦グループHD 1.754
飯塚市 日本バルカー工業 1.88
糸田町 京セラ 1.5
嘉麻市 芝浦グループHD、九州リースサービス 2
宗像市 サニックス 2
東峰村 ウエストHD 1.5～ 2
福津市 MMエナジー 2
福岡市 福岡市（西部（中田）埋立場） 1
みやま市 九州ソーラーファーム7合同会社 23

都道
府県 自治体名 事業者名 出力

（MW）

福岡県

大牟田市 西部ガス 1
大牟田市 九州電力 3
大牟田市 九州新エネルギー機構 18.1
鞍手郡 ミサワホーム 2

佐賀県

佐賀市 芝浦グループHD 1.2
唐津市 ウエストエネルギーソリューション 2
唐津市 スカイソーラージャパン 2
嬉野市 SBエナジー 1.6
神埼市 NTTファシリティーズほか 12
武雄市 九電工 1

長崎県

松浦市 未来エネルギー

佐世保市 ハウステンボス 2.1
長崎市 SBエナジー 2.8
大村市 キューデン・エコソル 13.5

大分県

国東市 九州メガソーラー 10
大分市 三井造船、三井不動産 17
大分市 日揮 26.5
大分市 丸紅 81.5

熊本県

南関町 芝浦グループHD 3.3
合志市 東京エレクトロン九州 1.25
合志市 熊本製粉 1
菊陽町 三菱商事、三菱総研 2
宇土市 スカイソーラージャパン 2
上天草市 日本アジアグループ 1
天草市 共栄建設 1.999
長洲町 LIXIL 3.75
熊本市 平田機工 1
益城町 再春館製薬所 1.775
芦北町 コアテック、サンエジソン 8
芦北町 大林組、松下組 15
錦町 三井物産、東京海上アセット、明電舎 2.2
水俣市 河村電器産業 1.134
荒尾市 SBエナジー 14
荒尾市 ヒラオカ石油 2

宮崎県

都農町 日本アジアグループ 1
国富町 ソーラーフロンティア 2
国富町 昭和シェル石油 2
国富町 ソーラーフロンティア、矢野産業 2.2
国富町 ソーラーフロンティア、矢野産業 1.1
清武町 ソーラーフロンティア 1
都城市 JR九州 2
川南町 宮崎ガス 2

鹿児島県

日置市 大和電機 1
いちき串木
野市

さつま自然エネルギー 3.4

鹿児島市 京セラ、IHI、みずほCB 70
鹿児島市 日本ガス 1
垂水市 リニューアブル・ジャパン 5～ 6
肝付町 リニューアブル・ジャパン 1
奄美大島 竹山産業開発 1.4
阿久根市 大林クリーンエナジー 2.8
志布志市 南和 1.4
曽於市 徳石建設 1
薩摩川内市 九州おひさま発電 1.1

沖縄県 宮古市 沖縄電力 4

全国のメガソーラー一覧表（11月5日現在）
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