
 

 

 

令和３年度福島沖での浮体式洋上風力発電システムの実証研究事業（風車及び浮

体等の撤去実証に係るもの）の実施体制について 

 

 

令和３年５月１３日 

資源エネルギー庁 

省エネルギー・新エネルギー部 

新エネルギー課 

 

 

令和３年度福島沖での浮体式洋上風力発電システムの実証研究事業（風車及び浮体等の撤去実証

に係るもの）について、株式会社吉田組（法人番号 2140001062214。以下「乙１」という。）、ジャ

パン マリンユナイテッド株式会社（法人番号 8020001076641。以下「乙２」という。）、日揮株式

会社（法人番号 9020001036818。以下「乙３」という。）、日本風力開発株式会社（法人番号

1010401038471。以下「乙４」という。）及び大成建設株式会社（法人番号 4011101011880。以下「乙

５」という。）と委託契約（令和３年４月１日）を締結した。事業に係る実施体制は以下のとおり。 

 

  



【乙１】 

 

事業者名 住所
契約金額
（税込み）

業務の範囲

公益社団法人　日本海難防止協会（再委託先） 東京都港区虎ノ門1丁目1番3号　磯村ビル6階 未定 航行安全委員会の運営

㈱近藤海事（再委託先） 北九州市若松区北湊町3番24号 未定
風車・浮体等の曳船手配、台船上でのウィ
ンチ作業

㈱吉田組船舶（再委託先） 兵庫県姫路市広畑区正門通3丁目6番の2 未定
起重機船及び多目的台船等傭船、船舶に
伴う機材の手配、船員の手配

進光海運(有)（再委託先） 福岡県北九州市戸畑区銀座2丁目6－27－3F 未定

小名浜一本釣り漁業生産組合（再委託

先）
福島県いわき市小名浜字諏訪町6番地の5 未定

小名浜機船底曳網漁業協同組合（再委託

先）
福島県いわき市小名浜字辰巳町40 未定

いわき市漁業協同組合（再委託先） 福島県いわき市久之浜町久之浜字館ノ山9 未定

相馬双葉漁業協働組合（再委託先） 福島県相馬市尾浜字追川196 未定

㈱吉辰工業（再委託先） 福島県いわき市平字愛谷町3丁目8-3 未定

㈱山根組（再委託先） 兵庫県西宮市今津曙町11-21 未定

未定（再委託先） 未定 未定

㈱大隅工業（再委託先） 千葉県千葉市中央区星久喜町568-2 未定

未定（再委託先） 未定 未定

未定（再委託先） 未定 未定

未定（再委託先） 未定 未定

未定（再委託先） 未定 未定

西日本テクノス（再委託先） 若松区大字安瀬47-1 未定

未定（再委託先） 未定 未定

未定（再委託先） 未定 未定

㈱日立製作所（再委託先） 東京都千代田区丸の内1丁目6-6 未定 風車・洋上変電所の解体指導

住友重機械マリーンエンジニアリング㈱

横須賀（再委託先）
神奈川県横須賀市夏島町19番地 未定

未定（再委託先） 未定 未定

㈱三洋海事（再委託先） 神奈川県横須賀市船越町6-17 未定

未定（再委託先） 未定 未定

未定（再委託先） 未定 未定

未定（再委託先） 未定 未定

横須賀市東部漁業協同組合（再委託先） 神奈川県横須賀市平成町3丁目4 未定

未定（再委託先） 未定 未定

㈱渋谷潜水工業（再委託先） 神奈川県平塚市根坂間821-11 未定

未定（再委託先） 未定 未定

未定（再委託先） 未定 未定

早川運輸㈱（再委託先） 神奈川県横浜市中区本町5-49 未定

未定（再委託先） 未定 未定

未定（再委託先） 未定 未定

未定（再委託先） 未定 未定

未定（再委託先） 未定 未定

㈱丸紅（再委託先）
東京都中央区日本橋二丁目7番1号　東京日本
橋タワー

未定
風車・浮体等及び陸上設備の保守、維持管
理

ClassNK

（一般社団法人　日本海事協会）（再委

託先）

東京都千代田区紀尾井町4-7 未定

NKKK

（日本海事検定協会）（再委託先）
東京都中央区8丁目堀1丁目9-7 · 未定

㈱ウエザーニューズ（再委託先） 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3幕張テクノガ-デン 未定 気象情報等の提供

未定（再委託先） 未定 未定

未定（再委託先） 未定 未定

未定（再委託先） 未定 未定

未定（再委託先） 未定 未定

未定（再委託先） 未定 未定

未定（再委託先） 未定 未定

未定（再委託先） 未定 未定

未定（再々委託先） 未定 未定

未定（再々委託先） 未定 未定

未定（再々委託先） 未定 未定

未定（再々委託先） 未定 未定

未定（再々委託先） 未定 未定

未定（再々委託先） 未定 未定

未定（再々委託先） 未定 未定

未定（再々委託先） 未定 未定

未定（再々委託先） 未定 未定

未定（再々委託先） 未定 未定

未定（再々委託先） 未定 未定

未定（再々委託先） 未定 未定

未定（再々委託先） 未定 未定

未定（再々委託先） 未定 未定

未定（再々委託先） 未定 未定

未定（再々委託先） 未定 未定

未定（再々委託先） 未定 未定

未定（再々委託先） 未定 未定

未定（再々委託先） 未定 未定

未定（再々委託先） 未定 未定

未定（再々委託先） 未定 未定

未定（再々委託先） 未定 未定

未定（再々委託先） 未定 未定

未定（再々委託先） 未定 未定

未定（再々委託先） 未定 未定

未定（再々委託先） 未定 未定

未定（再々委託先） 未定 未定

未定（再々委託先） 未定 未定

係留チェーン・アンカー、海底ケーブル撤去
作業

風車・浮体等の海上での切断・回収・運搬
作業、作業用船舶手配（解体作業海域）

洋上工事時の警戒船、交通船（解体作業海
域）

海中ROV工事等（係留チェーン・アンカー、
海底ケーブル撤去作業）

送電ケーブルの撤去・処分

撤去後の海底面の確認調査

マリンワランティサーベイ

東京湾航路測量

産業廃棄物処理

風車・浮体等の曳船、多目的台船等の運
用・船上作業

起重機船及び多目的台船等の運用・船上
作業

洋上工事・曳航時の警戒船、交通船の運
用

風車・浮体等の解体作業、作業用港湾施設
の手配（解体作業海域）

洋上工事・曳航時の警戒船、交通船

台船上での鳶作業（設備設置・修理等）

海中生成物の除却

台船等の船内環境の維持管理

風車・浮体等の切断・回収・運搬作業、作
業用船舶手配



 

  

乙1

未定 未定

未定 未定

公益社団法人　日本海難防止協会 未定 未定
NKKK

（日本海事検定協会）

㈱近藤海事 未定 未定 ㈱ウエザーニューズ

㈱吉田組船舶 未定 未定 未定

進光海運(有) 未定 未定 未定

小名浜一本釣り漁業生産組合 未定 未定 未定

小名浜機船底曳網漁業協同組合 未定 未定 未定

いわき市漁業協同組合 未定 未定 未定

相馬双葉漁業協働組合 未定 未定 未定

㈱吉辰工業 未定 未定

㈱山根組 未定 未定

㈱大隅工業 未定 未定

㈱西日本テクノス 未定 未定

㈱日立製作所 未定 未定

住友重機械マリーン
エンジニアリング㈱　横須賀

未定 未定

㈱三洋海事 未定 未定

横須賀市東部漁業協同組合 未定 未定

㈱渋谷潜水工業 未定

早川運輸㈱ 未定

㈱丸紅 未定

ClassNK
（一般社団法人　日本海事協会）

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定



【乙２】 

 
 

 

 

【乙３】 

 

 

  

事業者名 住所
契約金額
（税込み）

業務の範囲

三井E&S造船株式会社（再委託先） 東京都中央区築地五丁目６番４号 4,400,000

未定（再委託先） 未定 未定

未定（再委託先） 未定 未定

未定（再委託先） 未定 未定

未定（再々委託先） 未定 未定

2MW浮体の喫水調整

事業者名 住所
契約金額
（税込み）

業務の範囲

未定（再委託先） 未定 未定
架空送電、陸上変電、地下埋設送電
設備の解体、撤去、処分

未定（再委託先） 未定 未定 変電所建屋の解体、撤去、処分
未定（再々委託先） 未定 未定
未定（再々委託先） 未定 未定
未定（再々委託先） 未定 未定
未定（再々委託先） 未定 未定
未定（再々委託先） 未定 未定
未定（再々委託先） 未定 未定
未定（再々委託先） 未定 未定
未定（再々委託先） 未定 未定
未定（再々委託先） 未定 未定
未定（再々委託先） 未定 未定

架空送電、陸上変電、地下埋設送電
設備の解体、撤去、処分



【乙４】 

＊再委託なし 

 

 

  乙４ 

 

 

 

【乙５】 

＊再委託なし 

 

 

  乙５ 

 

 

 

 

事業者名 住所
契約金額
（税込み）

業務の範囲

事業者名 住所
契約金額
（税込み）

業務の範囲


