
 

 

 

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４年５月１９日 

資源エネルギー庁 
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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。）と委託契約を完了（令和４年３月３１日付）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 14,806,000 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 1,674,640,000
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 1,531,743,950
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 122,267,285 洋上工事・曳航時の警戒船、交通船
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 3,585,780 同上
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 2,788,940 同上
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 1,997,600 同上
㈱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 2,934,800 同上
㈱富川企画（再委託先） 東京都多摩市桜ケ丘2-40-10 8,167,500 同上
㈱山根組（再委託先） 兵庫県西宮市今津曙町11-21 112,296,203 台船上での鳶作業（設備設置・修理等）
㈱大隅工業（再委託先） 千葉県千葉市中央区星久喜町568-2 56,233,348 海中生成物の除却
オフショアウインドファームコンストラクション㈱（再委託
先）

東京都中央区京橋1丁目7-1 · 1 60,720,000 台船等の付属機械損料（維持管理）

㈱西日本テクノス（再委託先） 若松区大字安瀬47-1 ▲ 11,975,442
風車・浮体等の切断・回収・運搬作業、作業用船
舶手配

㈱イボキン（再委託先） 兵庫県たつの市揖保川町正條379 ▲ 117,827,567 浮体等の切断・回収・運搬作業、処理
㈱ＭＥＳファシリティーズ（再委託先） 東京都中央区築地5丁目6番4号 ▲ 4,816,801 浮体切断に伴う機械手配、産廃処理等
㈲飛龍興産（再委託先） 福岡県宗像市神湊579 42,570,000 浮体切断、回収、運搬に伴う補助作業
㈱日立製作所（再委託先） 東京都千代田区丸の内1丁目6-6 16,863,000 風車・洋上変電所の解体指導
ITHジャパン㈱（再委託先） 千葉県八千代市大和田新田476-1 6,050,000 風車・洋上変電所の解体指導及び機械損料
㈱日立物流東日本（再委託先） 茨城県ひたちなか市稲田1096-34 2,376,000 風車・洋上変電所の解体に伴う資材運搬
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 9,099,019
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）

はこぶね㈱（再委託先）
東京都千代田区内神田2-5-5 ヒューリック大手町北ビ
ル 4F

126,500,000 同上

(有)古河機工（再委託先） 福島県いわき市四倉町上仁井田南細谷39-40 7,018,347 海底ケーブル撤去、安全設備の設置
大矢運送㈱（再委託先） 東京都江東区新木場1丁目12-19 · 71,633,980 浮体解体時のクレーン作業
㈱海洋技術サービス（再委託先） 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目13-2 4,165,400 浮体底面確認（潜水作業）
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 28,330,500 洋上工事時の警戒船、交通船（解体作業海域）
横浜市漁業協同組合（再委託先） 神奈川県横浜市柴町397 18,339,090 同上
東洋船舶工業㈱（再委託先） 東京都千代田区大手町2丁目6-4 常盤橋タワ-25階 8,103,700 同上

㈱渋谷潜水工業（再委託先） 神奈川県平塚市根坂間821-11 125,950,000
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）

早川運輸㈱（再委託先） 神奈川県横浜市中区本町5-49 48,851,000 送電ケーブルの撤去・処分

極東建設㈱（再委託先） 沖縄県那覇市港町2-16-1 7,700,000
送電ケーブルの撤去・処分（なぎさ部）
水陸併用バックホウ（機械および作業）

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

125,180,000 風車・浮体等及び陸上設備の保守、維持管理

ClassNK（日本海事協会）　（再委託先） 東京都千代田区紀尾井町4-7 27,846,500 マリンワランティサーベイ
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 · 1,005,189 同上

㈱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 3,432,000 気象情報等の提供

三国屋建設㈱（再委託先） 茨城県神栖市知手中央2-1-2 25,456,750 東京湾航路測量・交通船
㈱三幸企画（再委託先） 福島県いわき市小名浜字林ノ上247-126 1,981,100 産業廃棄物処理
㈱エコプランニング（再委託先） 宮城県石巻市鹿又字山下西89 8,416,980 産業廃棄物処理
㈱鈴勇商店（再委託先） 千葉県市川市新井3-14-5-307 ▲ 117,452,498 スクラップ処理
㈱TES（再委託先） 広島県安芸郡坂町横浜西2丁目4番32号 ▲ 7,700,000 スクラップ処理
高戸睦雄（再々委託先） 福岡県北九州市若松区花野路3丁目2番1号 28,820,000 近藤海事(台船用　曳船）
㈱白浦（再々委託先） 福岡県北九州市門司区恒見町21番8号 28,883,025 近藤海事（海上作業員）
㈲善徳丸建設（再々委託先） 佐賀県藤津郡太良町大字大浦丙792-5 260,759,400 近藤海事（福島沖クレーン船）
福島海運㈱（再々委託先） 福岡県京都郡苅田町磯浜町1-3-9 119,726,262 近藤海事（多目的台船　曳船）
グリーンシッピング㈱（再々委託先） 北九州市門司区港町1-5 80,580,786 近藤海事（風車曳航　曳船）
㈱新日本海洋社（再々委託先） 横浜市西区みなとみらい3-6-1 23,666,082 近藤海事（風車曳航　曳船）
三洋海運㈲（再々委託先） 北九州市若松区迫田町5-53 47,941,850 近藤海事(台船用　曳船）
内海船舶㈲（再々委託先） 広島県福山市今津町二丁目1番29号 27,181,000 近藤海事(台船用　曳船）
崎永海運㈱（再々委託先） 長崎市浪の平町4番11号 19,052,000 近藤海事(台船用　曳船）
㈱サンオーシャン（再々委託先） 大阪市港区築港3丁目6番1号 6,875,000 近藤海事(台船用　曳船）
セイホ工業㈱関東支店（再々委託先） 横浜市神奈川区二ツ谷10-9 49,764,000 近藤海事（横須賀沖クレーン船）
㈱マサキマリン（再々委託先） 大阪市西区境川2丁目5-27 59,410,263 近藤海事（風車曳航　曳船）
㈲マサト（再々委託先） 北九州市門司区白野江3丁目8-20 1,809,600 近藤海事（海上作業員）
エンジニアリングヒロ㈱（再々委託先） 東京都江東区辰巳3丁目21-16 26,191,704 近藤海事（海上作業員）
興洋マリン㈱（再々委託先） 横浜市泉区中田南2丁目2-11 11,110,850 近藤海事（風車曳航　曳船）
二光商運㈱（再々委託先） 東京都港区海岸3-26-1 2,750,000 近藤海事(台船用）
春風海運㈱（再々委託先） 福岡県北九州市門司区港町9番4号 61,794,678 ㈱吉田組船舶（起重機船　曳航）
㈱武丸海運（再々委託先） 和歌山県和歌山市築港3丁目2番地 35,249,500 ㈱吉田組船舶（起重機船　曳航）
㈱近藤海事（再々委託先） 北九州市若松区北湊町3番24号 49,416,851 ㈱吉田組船舶（起重機船　曳航）
㈱関西港湾工業（再々委託先） 大阪府大阪市此花区梅香３－２８－９ 18,528,735 ㈱吉田組船舶（資材台船）
㈱藤原コーポレーション（再々委託先） 大阪府堺市中区平井742-7 30,733,156 ㈱吉田組船舶（起重機船作業　作業員）
KEホールディングス㈱（再々委託先） 札幌市手稲区前田7条7丁目1-2 7,286,863 ㈱吉田組船舶（起重機船作業　作業員）
海洋開発興業㈱（再々委託先） 大阪府大阪市大正区千島1丁目12-12 55,440,000 進光海運（福島沖　鋼製警戒船）
㈱NEO（再々委託先） 福岡県直方市大字感田2433番地1 9,999,000 西日本テクノス（浮体内部電気工）
㈱加藤工業（再々委託先） 福岡県みやま市高田町濃施141番地6 66,080,000 西日本テクノス（浮体解体　鳶鍛冶）
㈱三連工業（再々委託先） 福岡県福岡市東区多の津5-21-10 44,330,000 西日本テクノス（浮体解体　鳶鍛冶）
㈱MESファシリティーズ（再々委託先） 東京都中央区築地5丁目6番4号 21,230,000 西日本テクノス（浮体解体　鳶鍛冶）
ベイ・プラント㈱　（再々委託先） 千葉県市原市泉台1-16-1 2,145,000 西日本テクノス（浮体解体　鳶鍛冶）
㈱ヒロテック（再々委託先） 広島市佐伯区石内南5丁目2番1号 2,838,000 西日本テクノス（浮体解体　鳶鍛冶）
大東コーポレーション㈱（再々委託先） 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台4丁目1番地 11,011,000 ㈱ＭＥＳファシリティーズ（クレーン作業作業員）
ウエルテックダイサン㈱（再々委託先） 東京都江戸川区小松川3丁目4-1 1,694,000 ㈱ＭＥＳファシリティーズ（クレーン作業作業員）
太平興産㈱（再々委託先） 東京都千代田区内幸町2-2-2 1,881,000 ㈱ＭＥＳファシリティーズ（産業廃棄物）
㈱和光サービス（再々委託先） 千葉県白井市河原子327 1,414,270 ㈱ＭＥＳファシリティーズ（産業廃棄物）
㈱バイオテック（再々委託先） 長野県南佐久郡川上村大字居倉588番地71 11,566,500 ㈱ＭＥＳファシリティーズ（産業廃棄物）
㈱国徳工業（再々委託先） 大阪府堺市堺区神南辺町1丁目54-1 104,238,860 ㈱イボキン（鳶鍛冶）
㈱タケエイ（再々委託先） 東京都港区芝公園2-4-1 2,206,600 ㈱イボキン（産業廃棄物）



 

 

 

  

乙1

高戸睦雄 春風海運㈱ (有)古河機工

㈱白浦 ㈱武丸海運 大矢運送㈱

公益社団法人　日本海難防止協会 ㈲善徳丸建設 ㈱近藤海事 ㈱海洋技術サービス

㈱近藤海事 福島海運㈱ ㈱関西港湾工業 横須賀市東部漁業協同組合

㈱吉田組船舶 グリーンシッピング㈱ ㈱藤原コーポレーション 横浜市漁業協同組合

進光海運(有) ㈱新日本海洋社 KEホールディングス㈱ 東洋船舶工業㈱

小名浜一本釣り漁業生産組合 三洋海運㈲ 海洋開発興業㈱ ㈱渋谷潜水工業

小名浜機船底曳網漁業協同組合 内海船舶㈲ 早川運輸㈱

いわき市漁業協同組合 崎永海運㈱ 極東建設㈱

㈱吉辰工業 ㈱サンオーシャン 丸紅㈱

㈱富川企画 セイホ工業㈱関東支店 ㈱国徳工業 ClassNK（日本海事協会）　

㈱山根組 ㈱マサキマリン ㈱タケエイ NKKK（日本海事検定協会）

㈱大隅工業 ㈲マサト ㈱ウエザーニューズ

オフショアウインドファームコンストラクション㈱ エンジニアリングヒロ㈱ 三国屋建設㈱

㈱西日本テクノス 興洋マリン㈱ 大東コーポレーション㈱ ㈱三幸企画

㈱イボキン 二光商運㈱ ウエルテックダイサン㈱ ㈱エコプランニング

㈱ＭＥＳファシリティーズ ㈱NEO 太平興産㈱ ㈱鈴勇商店

㈲飛龍興産 ㈱加藤工業 ㈱和光サービス ㈱TES

㈱日立製作所 ㈱三連工業 ㈱バイオテック

ITH-ジャパン㈱ ㈱MESファシリティーズ

㈱日立物流東日本 ベイ・プラント㈱　

住友重機械マリーン
エンジニアリング㈱　横須賀

㈱ヒロテック

はこぶね㈱



【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 3,760,378 2MW浮体の喫水調整

一般財団法人　日本海事協会（再委託先） 東京都千代田区紀尾井町4-7 125,371 船級検査

乙２

三井E&S造船株式会社

一般財団法人 日本海事協会

事業者名 住所
契約金額
（税込み）

業務の範囲

（株）アビーズ（再委託先） 山形県天童市大字干布４３６番地 173,910,000 陸上架線・鉄塔・基礎撤去工事
（有）源興業（再委託先） いわき市石森１丁目７番地の１ 3,762,000 特高開閉所解体工事

（株）きんでん（再委託先） 大阪市北区本庄東2-3-41 1,210,000
陸上架線・鉄塔撤去工事アドバイス
業務

（株）巴商会（再委託先） 福島県いわき市平赤井畑子沢1-72 1,595,000 SF6回収・破壊処理作業費

乙３ （株）アビーズ

（株）源興業

（株）きんでん

（株）巴商会



【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


