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第2章 第一種事業の目的及び内容 

2-1   第一種事業の目的 

東日本大震災の経験を経て、わが国では国民全般にエネルギー供給に関する懸念や

問題意識がこれまでになく広まったため、エネルギー自給率の向上や地球環境問題の

改善に資する再生可能エネルギーには、社会的に大きな期待が寄せられている。 

また、青森県では、むつ小川原地域等 13 市町村を「環境・エネルギー産業創造特区」

（以下、創造特区と略す）に指定することにより、他の地域に先駆けて思い切った規

制緩和の導入を実現し、先駆的なプロジェクトの導入を推進している。事業実施想定

区域が位置する横浜町及びむつ市も、この創造特区に含まれており、プロジェクトの

具体化を図ることにより、地域経済の活性化及び雇用の創出を促進し、環境・エネル

ギー産業フロンティアの形成が進められている。なお、創造特区では、民間事業者が

国有林野を風力発電等の用に供する場合の面積の上限を緩和する特別措置が設けられ

ており、風力発電等自然エネルギーの導入促進が期待されているところである。 

本事業は、このような社会的・地域的な要請に応えるため、横浜町及びむつ市のす

ぐれた風力エネルギーの利活用を図り、海外に依存しない純国産エネルギーの安定供

給に寄与する。また、地球温暖化防止対策や低炭素社会の実現に向けた地球環境の保

全と、風力発電機のメンテナンス作業、部品工場の誘致、土木工事等の新規産業の育

成・雇用の促進を通じ、地元経済の成長へ貢献することを目的とする。 

 

2-2     第一種事業の内容 

2-2-1   第一種事業の名称 

（仮称）むつ横浜風力発電事業 

 

2-2-2   第一種事業により設置される発電所の原動力の種類 

風力（陸上） 

 

2-2-3   第一種事業により設置される発電所の出力 

出力：最大 225,000kW 

基数：3,600～5,000kW 級×45 基 

 

2-2-4   第一種事業の実施が想定される区域及びその面積 

事業の実施が想定される区域（事業実施想定区域） 

：青森県上北郡横浜町字太郎須田・向平、むつ市近川 他 

（図 2-2-1 参照） 

事業の実施が想定される面積：約 4,979ha  



 

 

2-2(3) 

図 2-2-1 事業実施想定区域の位置 
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2-2-5   運転開始時期 

平成 40 年 8 月までに運転開始予定 

 

2-2-6   第一種事業により設置される発電所の設備の配置計画の概要 

配置：風況や搬入路等について現在検討中であり、具体的な配置計画は未定。 

構造：3枚翼プロペラ型風力発電機（図 2-2-2 参照） 

 

2-2-7   電気工作物その他の設備に係る事項 

変電設備  ：図 2-2-3 参照 

系統連系地点：図 2-2-3 参照 

 

2-2-8   工事の実施に係る期間及び工程計画の概要 

工事期間：未定（東北北部エリア 電源接続案件募集プロセスの進捗具合による） 

工程計画：現在検討中 

 

 

図 2-2-2 風力発電機概略図 
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図 2-2-3 系統連系地点等の位置  
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2-2-9   その他の事項 

(1)  事業実施想定区域の設定 

本配慮書における事業実施想定区域の設定は、図 2-2-4 に示すフローに従った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図 2-2-4 事業実施想定区域の設定フロー 

 

 

 

※「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会報告書（資料編）」（環境省総合環境政

策局、2011 年）によると、風力発電機から約 400ｍまでの距離にある民家において苦情等が多く発生して

いる調査結果が報告されていることから、概ね 400ｍ未満になると影響が懸念される。また、近年ではメ

ーカーが生産する風力発電機の大型化が進んでいる。これらを踏まえ、本事業では最低でも 500ｍの離隔

を確保することとした。 

 

2.風況が良いこと（図 2-2-5 参照） 

事業実施想定区域設定エリア周辺は、NEDO の局所風況マップによると年平均風速で

7m/s 以上（地上高 70m）の風速が得られる地域となっている。 

5.変電設備及び系統連系地点になるべく近いこと（図 2-2-3 参照） 

本事業では、変電設備等の建設を図 2-2-3 に示す位置に予定している。 

4.自然環境法令等の規制区域に配慮すること（図 2-2-8 参照） 

事業実施想定区域設定エリア周辺は、保安林、農用地区域及び鳥獣保護区が事業実

施想定区域内に含まれるが、国立公園、国定公園、県立自然公園等、自然環境法令等

の規制区域とはなっていない。 

1.環境・エネルギー産業創造特区に指定されていること 

青森県は、むつ小川原地域等 13 市町村※を「環境・エネルギー産業創造特区」に指

定しており、これらの地域では風力発電等自然エネルギーの導入促進が期待されてい

る。 
※むつ小川原地域及び八戸市（計 13 市町村） 

八戸市、十和田市、三沢市、むつ市、平内町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、 
おいらせ町、六ヶ所村、東通村 

3.住居等の保全対象施設が含まれていないこと（図 2-2-7 参照） 

事業実施想定区域設定エリア周辺は、「中野沢」、「有畑」、「鶏沢」、「旭町」、「向平」

等の幾つかの地区があり、市街地等の住居が集まる範囲を除外した。 

なお、本事業の方針としては、方法書以降の手続きにおいて、住居等の保全対象施

設から風力発電機までの離隔を 500m 以上確保※する予定である。 

事業実施想定区域の設定 
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図 2-2-5 NEDO 局所風況マップ（地上高 70m）  
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図 2-2-6 NEDO 局所風況マップ－風配図（地上高 70m）  
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図 2-2-7 主な地区の分布状況  
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図 2-2-8 自然環境法令等の規制状況  
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(2)  複数案を設定しない理由 

本配慮書では、事業実施想定区域の設定にあたって、前項（1）のとおり、創造特区

の比較的広域な範囲から事業実施想定区域を絞り込むプロセスを経ている。このため、

自然公園地域や住宅等の環境保全上配慮が必要な施設への風力発電機による直接的な

影響について、重大な環境影響の回避・低減を行うことが可能である。また、方法書

以降の手続きにおいて、事業実施想定区域を絞り込み対象事業実施区域を決定する予

定であり、この手法は「計画段階配慮手続に係る技術ガイド」（環境省計画段階配慮技

術手法に関する検討会、平成 25 年 3 月）において、「位置・規模の複数案」の一種と

みなすことができると考えられる。 

本計画では、発電所の原動力の出力を最大 225,000kW（3,600～5,000kW 級×45 基）

とし、構造に関しては普及率が高く発電効率が最も良いとされる 3枚翼のプロペラ型

風力発電機を想定している。しかしながら、本計画の詳細な風況や工事・輸送計画等、

多くは検討段階にあり、具体的な風力発電機の配置や構造については、現地調査結果

等も踏まえつつ絞り込んでいく予定であるため、「配置・構造に関する複数案」の設定

は現実的でないと考えられる。 

なお、事業主体が民間事業者であること、風力発電事業の実施を前提としているこ

とから、ゼロオプションに関する検討は現実的でないと考えられるため、本配慮書で

はゼロオプションは設定しなかった。 
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(3)  近隣の風力発電事業との位置関係 

事業実施想定区域及びその周辺で稼働または事業計画のある風力発電事業の分布状

況を図 2-2-9 に示す。 

事業実施想定区域及びその周辺には、表 2-2-1 に示すとおり、事業実施想定区域外

に稼働中の風力発電事業が 4件、配慮書段階の案件が 4件、評価書段階の案件が 4件

分布している。 

 

表 2-2-1 近隣の事業の状況 

№ 区分 事業名称 事業者 事業場所 事業規模 

① 

稼働中 

小田野沢ウインドファーム 
株式会社ユーラスエナジー

ホールディングス 
下北郡東通村 

出力：13,000kW 

(1,300kW×10 基)

② 横浜町菜の花風力発電所 
株式会社ウインドパワー 

よこはま 
上北郡横浜町 

出力：1,990kW 

(1,990kW×1 基) 

③ 大豆田風力発電所 
株式会社ユーラスエナジー

ホールディングス 
上北郡横浜町 

出力：10,500kW 

(1,750kW×6 基) 

④ 吹越台地風力発電所 
日本風力開発ジョイント 

ファンド株式会社 
上北郡六ヶ所村 

出力：20,000kW 

(2,000kW×10 基)

⑤ 

事業計画 

(配慮書) 

（仮称）青森県横浜町 

地点風力発電事業 
エコ・パワー株式会社 

上北郡横浜町、 

六ヶ所村 

出力：50,000kW 

(2,000～3,450kW 

×25 基)

⑥ 

青森六ヶ所北・六ヶ所南・ 

野辺地における風力発電事業 

（仮称） 

SB エナジー株式会社 

上北郡六ヶ所村、

野辺地町、横浜

町、東北町 

出力：64,000kW 

(2,000kW×32 基)

⑦ 
（仮称） 

陸奥湾洋上風力発電事業 

青森風力開発株式会社 

日本風力開発株式会社 

上北郡横浜町及

び野辺地町の沿

岸域及び沖合 

出力：800,000kW

(4,000～8,000kW

×最大 200 基)

⑧ 
（仮称） 

横浜町洋上風力発電事業 

青森風力開発株式会社 

前田建設工業株式会社 

上北郡横浜町 

向平～吹越海岸沖 

出力：80,000kW 

(4,000～8,000kW 

×10 基)

⑨ 

事業計画 

(評価書) 

（仮称）冷水峠風力発電事業 
株式会社ユーラスエナジー

ホールディングス 

むつ市、 

下北郡東通村 

出力：31,500kW 

(2,100kW×15 基)

⑩ 下北風力発電事業 
株式会社グリーンパワー 

インベストメント 

むつ市、下北郡東

通村、上北郡横浜

町、六ヶ所村 

出力：140,800kW

(3,200kW×44 基)

⑪ 横浜町風力発電事業 日本風力開発株式会社 上北郡横浜町 
出力：42,000kW 

(2,000kW×21 基)

⑫ 
（仮称） 

小田野沢Ⅱウインドファーム 

株式会社ユーラスエナジー

ホールディングス 
下北郡東通村 

出力：31,500kW 

(2,100kW×15 基)

出典：国立研究開発法人 新エネルギー・産業開発総合開発機構「日本における風力発電設備・導入実績」 

（閲覧日：2017 年 10 月） 

環境影響評価情報支援ネットワーク「手続き中の環境アセスメント事例」（閲覧日：2017 年 10 月） 

青森県「アセス新着情報」（閲覧日：2017 年 10 月）  
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図 2-2-9 事業実施想定区域近傍における風力発電事業の分布状況 
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