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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 

我が国は、エネルギー源の中心となっている化石燃料に乏しく、その大宗を海外からの

輸入に頼るという根本的な脆弱性を抱えており、エネルギーを巡る国内外の状況の変化に

大きな影響を受けやすい構造を有している。また、化石燃料の燃焼に伴って排出される温

暖化ガスの削減が環境問題として、地球規模で急務となっている。 

一方、2011 年 3 月の東日本大震災によって起きた福島第一原子力発電所の事故及びその

後の国内すべての原子力発電所が停止するに至った問題は、我が国のエネルギー基本計画

そのものを見直さなければならない状況を喚起した。 

このようなエネルギーを取り巻く状況下にあって、次世代のエネルギー電源構成を支え

る重要なエネルギー供給源として期待されているのが、太陽光、風力、地熱等をはじめと

する再生可能エネルギーであり、再生可能エネルギーの導入拡大は我が国の喫急の課題と

なっている。その中で、2012 年 7 月、再生可能エネルギーの固定価格による全量買取制度

が施行されることとなり、再生可能エネルギーの更なる普及・促進が図られることとなっ

た。 

また、2014 年 4 月にはエネルギー基本計画が閣議決定されたことを受け、経済産業省に

より「長期エネルギー需給見通し」が策定され、再生可能エネルギーの 2030 年の導入目標

量が掲げられた。とりわけ風力発電については、再生可能エネルギーの中においても、経

済性、効率性及び環境性に特に優れたポテンシャルの高い電源であり、この導入量を達成

するためにも、今後、既に開発が進んでいる陸上での風力発電に加えて、再生可能エネル

ギーの大規模導入を可能とする風況適地な洋上での風力発電の実施が求められているとこ

ろである。 

本事業は、事業者がこれまで培ってきた風力発電に関する経験・知識等を十分に活かし、

環境への負荷の少ない風力発電所を設置し、得られたクリーンなエネルギーを地域に供給

する地域自給型かつ純国産の再生可能なエネルギーの導入を推進することによって、ひい

ては、我が国のエネルギー需給の改善と地球温暖化対策に貢献することを目的とする。 

また、本事業では、2014 年 5 月に施行された「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再

生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律」（農山漁村再生可能エネルギー法）の適

用を図り、青森県を代表するホタテの養殖、ナマコ漁、刺し網漁等をはじめとした地域の

農林水産業の振興・発展に寄与し、地元漁業と洋上風力発電が共存共栄できる関係を構築

することも、その目的とする。 
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2.2 第一種事業の内容 

2.2.1  第一種事業の名称 

（仮称）陸奥湾洋上風力発電事業 

 

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（洋上） 

 

2.2.3  第一種事業により設置される発電所の出力 

風力発電所出力  ：最大 800,000kW※（計画段階における想定の総出力） 

風力発電機の基数：単機出力 8,000kW 級を最大 100 基設置又は単機出力 4,000kW 級を

最大 200 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 

1. 事業実施想定区域の概要 

(1) 事業実施想定区域の位置 

青森県上北郡横浜町及び野辺地町の沿岸域及び沖合 

（第 2.2-1 図 参照） 

 

(2) 事業実施想定区域の面積 

約 20,767.0ha 

※このうち、風力発電機設置予定範囲は約 13,483.8ha。（第 2.2-1 図 参照） 

 

 

                                                        
※ 風力発電所出力及び単機出力は、現時点における風力発電機の開発状況を踏まえて設定したものであるため、

今後の風力発電機の開発状況次第で変更の可能性がある。未確定ではあるものの、現時点で 12,000kW 級の

風力発電機の開発構想もあり、この場合の設置基数は 90 基程度、総出力は最大で 1,080,000kW 程度となる

可能性がある。 
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第 2.2-1図(1) 事業の実施が想定される区域  
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第 2.2-1図(2) 事業の実施が想定される区域（衛星写真）
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2. 事業実施想定区域の設定の背景及び今後の方針 

青森県上北郡横浜町及び野辺地町の沿岸域及び沖合を事業実施想定区域に設定した。

設定に当たっては、好風況が見込まれること、地元の漁業協同組合等との協議を開始して

いる背景を考慮した。また、住宅等から 500m の範囲※を事業実施想定区域から除外した。 

設定した事業実施想定区域の区域内又は周囲には法令等の制約を受ける場所が存在す

ることから、配慮書以降の手続きにおいて関係機関と事業の実施に関する協議を実施する。

また、環境保全上留意が必要な範囲については、現地調査結果を踏まえて環境保全の観点

からの配置の検討を行う。 

なお、事業実施想定区域内における区画漁業権の範囲については、養殖（ほたて等）

が行われていることから、関係者への配慮のため風力発電機の設置予定範囲から除外した。 

 

(1) 風況 

事業実施想定区域の周囲の風況は第 2.2-2 図のとおりである。 

「洋上風況マップ（全国版）」（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機

構（NEDO））から、高度 80m（平均海面からの高さ）において好風況が見込まれる。 

 

(2) 地元との調整状況 

漁業権の設定範囲は第 2.2-3 図のとおりである。事業実施想定区域内には共同漁業権及

び区画漁業権の設定範囲が存在する。 

現時点で、関係する全ての自治体及び漁業協同組合（横浜町及び野辺地町）との協議

を開始しており、環境影響評価の手続きの開始及び事業計画に関する説明を実施した段階

である。なお、前述のとおり、事業実施想定区域内における区画漁業権の範囲については、

養殖（ほたて等）が行われていることから、関係者への配慮のため風力発電機の設置予定

範囲から除外した。 

 

(3) 法令等の制約を受ける場所及び今後の方針 

事業実施想定区域の周囲における、法令等の制約を受ける場所は第 2.2-4 図のとおりで

ある。 

・事業実施想定区域内には、「水産資源保護法」（昭和 26 年法律第 313 号）に基づく保

護水面が分布することから、今後、事業の実施について管理者との協議を実施する。 

・「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」（平成 14 年法律第 88 号）

に基づく鳥獣保護区は事業実施想定区域の周囲に存在するが、区域内に分布しない。

鳥獣保護区の指定状況は、第 2.2-1 表のとおりである。 

・事業実施想定区域の周囲には、「海岸法」（昭和 31 年法律第 101 号）に基づく海岸保

                                                        
※「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、平成 23 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。 



2.2-5 

(7) 

全区域が分布することから、今後、事業の実施について海岸管理者との協議を実施す

る。 

 

第 2.2-1 表 鳥獣保護区の指定状況 

指定 名 称 区 分 面 積 (ha) 期 限 

国 小 湊 集団渡来地 4,518 平成 33 年 10 月 31 日 

青森県 

有 畑 森林鳥獣生息地 665 平成 42 年 10 月 31 日 

ヒバリ平 森林鳥獣生息地 451 平成 41 年 10 月 31 日 

夜越山 森林鳥獣生息地 1,505 平成 42 年 10 月 31 日 

大和山 森林鳥獣生息地 2,110 平成 43 年 10 月 31 日 

〔「青森県鳥獣保護区等位置図（平成 29 年度）」（青森県 HP、閲覧：平成 29 年 11 月）より作成〕 

 

(4) 環境保全上留意が必要な場所の確認及び今後の方針 

事業実施想定区域の周囲における、環境保全上留意が必要な場所は第 2.2-5 図のとおり

である。 

・事業実施想定区域の周囲には学校、医療機関、福祉施設及び住宅等が分布すること

から、これらの施設の周囲 500m の範囲※については、事業実施想定区域から除外し

た。なお、「500m の範囲」は現時点で設定する最低限の離隔であり、風力発電機の設

置位置及び住居からの更なる離隔については、今後、配慮書以降の手続きにおいて検

討する。 

・事業実施想定区域の一部には、藻場が分布することから、今後、当該範囲における

現地調査を実施し、環境影響の回避又は低減の検討を行う。 

 

上記(1)～(4)の設定背景等を踏まえて設定した事業実施想定区域を第 2.2-6 図に示す。 

 

 

                                                        
※「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、平成 23 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。 
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第 2.2-2図 事業実施想定区域の周囲の風況  

「洋上風況マップ」（NEDO HP、 

閲覧：平成 29 年 11 月）より作成 

注：平均海面から 80m の高度における風速を示す。 
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第 2.2-3図 漁業権の設定範囲  

「海洋台帳」（海上保安庁 HP、閲覧：平

成 29 年 11 月）より作成 
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第 2.2-4図(1) 法令等の制約を受ける場所（鳥獣保護区及び保護水面）  

「海洋台帳」（海上保安庁 HP、閲覧：平成 29

年 11 月） 

「青森県鳥獣保護区等位置図（平成 29 年度）」 

（青森県 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

より作成 
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第 2.2-4図(2) 法令等の制約を受ける場所（海岸保全区域）  

「陸奥湾沿岸海岸保全基本計画」（青森県、平

成 29 年）」            より作成 
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第 2.2-5図(1) 環境保全上留意が必要な場所（学校、医療機関、福祉施設及び住宅等）  

「私立幼稚園一覧」「私立学校の一覧」、「小・中学校一覧」（青森県 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

「あおもり医療情報ネットワーク」（青森県 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

「保育所（園）」（横浜町 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

「保育園一覧」（野辺地町 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

「青森県健康福祉関係施設名簿（平成 28 年 4 月 1 日現在）」（青森県健康福祉部、平成 28 年） 

「青森県内の有料老人ホーム」（青森県 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

「ゼンリン住宅地図 青森県上北郡横浜町」（株式会社ゼンリン、平成 25 年） 

「ゼンリン住宅地図 青森県上北郡野辺地町」（株式会社ゼンリン、平成 28 年） 

「ゼンリン住宅地図 青森県東津軽郡平内町」（株式会社ゼンリン、平成 27 年） 

     より作成  
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第 2.2-5図(2) 環境保全上留意が必要な場所（藻場）  

「第 5 回 自然環境保全基礎調査 海域生物環

境調査」（環境庁、平成 9～13 年） より作成 
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第 2.2-6図 事業実施想定区域  
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3. 複数案の設定等について 

(1)複数案の設定について 

風力発電機を配置する可能性のある範囲を包括するよう、事業実施想定区域を広めに

設定しており、以降の手続きの中で環境影響の回避・低減も考慮し、必要に応じて区域の

絞込みを検討する。 

上記のとおり、配慮書以降の手続きにおいて事業実施区域を絞り込む予定であり、こ

のような検討の進め方は「計画段階配慮手続に係る技術ガイド」（環境省計画段階技術手

法に関する検討会、平成 25 年）において、「位置・規模の複数案からの絞り込みの過程」

であり、「区域を広めに設定する」タイプの「位置・規模の複数案」の一種とみなすこと

ができるとされている。 

また、現時点では発電所の原動力の出力を最大 800,000kW（8,000kW 級を最大 100 基又

は 4,000kW 級を最大 200 基）としており、形状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車を想定している。一方、本計画段階において詳細な

風況や工事・輸送計画等については調査中であり、具体的な風力発電機の配置や構造につ

いては、現地調査等も踏まえて検討するため、「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。 

 

(2)ゼロオプションの設定について 

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るため、本配慮書ではゼロオプション

を設定しない。 
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2.2.5  第一種事業に係る電気工作物その他の設備に係る事項 

1. 発電機 

本計画段階で設置を想定する風力発電機の概要は第 2.2-2 表のとおりである。 

また、風力発電機の概略図は第 2.2-7 図のとおりである。 

風力発電機の基礎構造については、現時点では着床式（モノパイル式）で検討を進め

ているが、今後の検討によって水深の深い地点に風力発電機を設置する事となった場合に

は、浮体式に変更となる可能性がある。 

 

 

第 2.2-2 表 風力発電機の概要 

項  目 諸  元 

定格出力 
（定格運転時の出力） 

8,000kW 級又は 4,000kW 級 

ブレード枚数 3 枚 

ローター直径 

（ブレードの回転直径） 
130～167m 

ハブ高さ 

（ブレードの中心の高さ） 
平均海面より約 85～100m 

最大高さ 
（ブレードの最高到達点） 

平均海面より約 150～183.5m 

基礎構造（想定） 着床式（モノパイル式）又は浮体式 
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第 2.2-7 図(1) 風力発電機の概略図（着床式（モノパイル式）） 
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「NEDO 再生可能エネルギー技術白書（第 2 版）」（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、

平成 26 年） より作成 

第 2.2-7 図(2) 風力発電機の概略図（浮体式） 
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2. 変電施設 

設置位置、構造等の詳細は現在検討中である。 

 

3. 送電線 

設置位置、構造等の詳細は現在検討中である。 

 

4. 系統連系地点 

現在検討中である。 

 

 

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 

1. 発電機の配置計画 

本事業の風力発電機の配置は現在検討中であるが、第 2.2-1 図に記載した事業実施想定

区域内に設置する計画である。 

風力発電機の基数については連系線の容量により決定されることとなるが、本計画段

階では総発電出力は最大 800,000kW※を想定しており、この場合の基数は第 2.2-3 表のと

おりである。 

 

第 2.2-3 表 風力発電機の出力及び基数 

項  目 

風力発電機の出力及び基数 

単機出力 8,000kW 級の場合 単機出力 4,000kW 級の場合 

基数 最大 100 基 最大 200 基 

総発電出力 最大 800,000kW※ 

 

 

 

                                                        
※ 風力発電所出力及び単機出力は、現時点における風力発電機の開発状況を踏まえて設定したものであるため、

今後の風力発電機の開発状況次第で変更の可能性がある。未確定ではあるものの、現時点で 12,000kW 級の

風力発電機の開発構想もあり、この場合の設置基数は 90 基程度、総出力は最大で 1,080,000kW 程度となる

可能性がある。 
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2.2.7  第一種事業に係る工事の実施に係る期間及び工程計画の概要 

1. 工事計画の概要 

(1) 工事内容 

風力発電事業における主な工事の内容を以下に示す。 

・基礎工事 

・風力発電機設置工事（風車輸送含む） 

・電気工事：送電線工事、所内配電線工事、変電所工事、建屋・電気工事、試験調整 

 

(2) 工事期間の概要 

工事期間は以下を予定する。なお、営業運転開始は平成 36 年度を予定している。 

建設工事期間 ：着工より 1～36 か月目（平成 33 年度～平成 35 年度を予定） 

営業運転開始 ：着工より 37 か月目（平成 36 年度を予定） 

※上記の期間のうち、海上の荒天が想定される冬季の建設工事は休工である。 

 

(3) 工事工程の概要 

主要な工事工程の概要は第 2.2-4 表のとおりである。 

 

第 2.2-4表 主要な工事工程の概要 

項  目 期間及び工程 

1．基礎工事 着工より 1～24 か月目（予定） 

2．風力発電機設置工事 着工より 12～36 か月目（予定） 

3．電気工事 着工より 1～36 か月目（予定） 

 

(4) 輸送計画 

本計画段階では、風力発電機を海上輸送する計画であるが、ルートは未定である。ただし、

今後の検討により、陸域に一時的に仮置きする可能性があるが、具体的なルートは未定であ

る。 
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2.2.8  その他の事項 

1. 事業実施想定区域周囲における他事業 

事業実施想定区域周囲における他事業は、第 2.2-5 表及び第 2.2-8 図のとおりである。環

境影響評価手続き中（平成 29 年 11 月 1 日時点）の事業が 12 件、稼働中の事業が 11 件存在

する。 

 

第 2.2-5表(1) 事業実施想定区域周囲における他事業 

事業名 事業者名 発電所出力 備考 

1 横浜町菜の花風力発電所 ハヤブサエナジー（株） 
1,990kW 

（1,990kW×1 基） 

・稼働中 

・運転開始：平成 26 年 2 月 

2 
（仮称）冷水峠風力発電事

業 

（株）ユーラスエナジーホール

ディングス 

31,500kW 

（2,100kW×15 基） 
・環境影響評価手続き中 

3 下北風力発電事業 
（株）グリーンパワーインベス

トメント 

最大 140,800kW 

（3,200kW×44 基） 
・環境影響評価手続き中 

4 大豆田風力発電所 
（株）ユーラスエナジーホール

ディングス 

10,500kW 

（1,750kW×6 基） 

・稼働中 

・運転開始：平成 15 年 10 月 

5 二又風力発電所 日本風力開発（株） 
51,000kW 

（1,500kW×34 基） 

・稼働中 

・運転開始：平成 20 年 5 月 

6 吹越台地風力発電所 
前田建設（株） 

日本風力開発（株） 

20,000kW 

（2,000kW×10 基） 

・稼働中 

・運転開始：平成 27 年 3 月 

7 
横浜町はまなす風力発電

所 
ハヤブサエナジー（株） 

1,990kW 

（1,990kW×1 基） 

・稼働中 

・運転開始：平成 26 年 2 月 

8 六ヶ所村風力発電所 日本風力開発（株） 
30,000kW 

（1,500kW×20 基） 

・稼働中 

・運転開始：平成 26 年 2 月 

9 六ヶ所村風力第二発電所 日本風力開発（株） 
2,850kW 

（1,425kW×2 基） 

・稼働中 

・運転開始：平成 26 年 2 月 

10 横浜町風力発電事業 日本風力開発（株） 
42,000kW 

（2,000kW×21 基） 
・環境影響評価手続き中 

11 
（仮称）横浜町雲雀平風力

発電事業 
くろしお風力発電（株） 

32,200kW 

（2,300kW×14 基） 
・環境影響評価手続き中 

12 
むつ小川原ウインドファ

ーム 
エコ・パワー（株） 

31,500kW 

（1,500kW×21 基） 

・稼働中 

・運転開始：平成 15 年 1 月 

13 
野辺地ウィンドファーム

発電所 
（株）ユーラスエナジー野辺地 

50,000kW 

（2,000kW×25 基） 

・稼働中 

・運転開始：平成 20 年 2 月 

14 
（仮称）むつ小川原風力発

電事業 
日立造船（株） 

57,000kW 

（3,000kW×19 基） 
・環境影響評価手続き中 

15 
野辺地陸奥湾風力発電事

業 
日本風力開発（株） 

36,000kW 

（2,000kW×18 基） 
・環境影響評価手続き中 

16 
六ケ所村千歳風力発電事

業 
日本風力開発（株） 

44,000kW 

（2,000kW×22 基） 
・環境影響評価手続き中 

17 睦栄風力発電所 青森風力開発（株） 
10,000kW 

（2,00kW×5 基） 

・稼働中 

・運転開始：平成 26 年 11 月 

18 野辺地風力発電所 エコ・パワー（株） 
800kW 

（400kW×2 基） 

・稼働中 

・運転開始：平成 10 年 1 月 

19 雲雀平風力発電事業 青森風力開発（株） 
最大 36,000kW 

（2,000-3,600kW×10 基） 
・環境影響評価手続き中 
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第 2.2-5表(2) 事業実施想定区域周囲における他事業 

事業名 事業者名 発電所出力 備考 

20 豊原風力発電事業 青森風力開発（株） 
最大 18,000kW 

（2,000-3,600kW×5 基） 
・環境影響評価手続き中 

21 豊畑放牧場風力発電事業 青森風力開発（株） 
最大 18,000kW 

（2,000-3,600kW×5 基） 
・環境影響評価手続き中 

22 
（仮称）青森県野辺地地点

風力発電事業 
エコ・パワー（株） 

最大 30,000kW 

（2,000-3,450kW×10 基） 
・環境影響評価手続き中 

23 
（仮称）青森県横浜町地点

風力発電事業 
エコ・パワー（株） 

最大 50,000kW 

（2,000-3,450kW×25 基） 
・環境影響評価手続き中 

注：表中の番号は、第 2.2-8 図の番号に対応する。 

「環境アセスメント環境基礎情報データベース」（環境省 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

「風力発電所一覧」（経済産業省 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

日立パワーソリューションズ HP（閲覧：平成 29 年 11 月） 

エコ・パワー株式会社 HP（閲覧：平成 29 年 11 月） 

日本風力開発株式会社 HP（閲覧：平成 29 年 11 月） 

より作成 
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第 2.2-8図 事業実施想定区域周囲における他事業 

環境アセスメント環境基礎情報データベース」（環境省 HP、

閲覧：平成 29 年 11 月） 

「風力発電所一覧」（経済産業省 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

日立パワーソリューションズ HP（閲覧：平成 29 年 11 月） 

エコ・パワー株式会社 HP（閲覧：平成 29 年 11 月） 

日本風力開発株式会社 HP（閲覧：平成 29 年 11 月） 

より作成 

注：1．環境影響評価手続き中の事業を示す位置

は、公開された情報を基に、おおよその

範囲を示したものである。 

2．既設の事業については、風力発電機の位

置を示した。 


	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
	2.2 第一種事業の内容
	2.2.1 　第一種事業の名称
	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
	2.2.3 　第一種事業により設置される発電所の出力
	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
	1. 事業実施想定区域の概要
	(1) 　事業実施想定区域の位置
	(2) 　事業実施想定区域の面積

	2. 事業実施想定区域の設定の背景及び今後の方針
	(1) 　風況
	(2) 　地元との調整状況
	(3) 　法令等の制約を受ける場所及び今後の方針
	(4) 　環境保全上留意が必要な場所の確認及び今後の方針

	3. 複数案の設定等について
	(1) 複数案の設定について
	(2) ゼロオプションの設定について


	2.2.5 　第一種事業に係る電気工作物その他の設備に係る事項
	1. 発電機
	2. 変電施設
	3. 送電線
	4. 系統連系地点

	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
	1. 発電機の配置計画

	2.2.7 　第一種事業に係る工事の実施に係る期間及び工程計画の概要
	1. 工事計画の概要
	(1) 　工事内容
	(2) 　工事期間の概要
	(3) 　工事工程の概要
	(4) 　輸送計画


	2.2.8 　その他の事項
	1. 事業実施想定区域周囲における他事業




	cover1: 
	wcover1: 
	cover2: 
	wcover2: 
	cover3: 
	wcover3: 
	cover4: 
	wcover4: 
	cover5: 
	wcover5: 
	cover6: 
	wcover6: 
	cover7: 
	wcover7: 
	cover8: 
	wcover8: 
	cover9: 
	wcover9: 
	cover10: 
	wcover10: 
	cover11: 
	wcover11: 
	cover12: 
	wcover12: 
	cover13: 
	wcover13: 
	cover14: 
	wcover14: 
	cover15: 
	wcover15: 
	cover16: 
	wcover16: 
	cover17: 
	wcover17: 
	cover18: 
	wcover18: 
	cover19: 
	wcover19: 
	cover20: 
	wcover20: 
	cover21: 
	wcover21: 
	cover22: 
	wcover22: 


