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第2章 対象事業の目的及び内容 

2.1 対象事業の目的 

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緊の課題と

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、この導入目標量を

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、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 対象事業の内容 

2.2.1 特定対象事業の名称 

（仮称）陸奥湾洋上風力発電事業 

 

2.2.2 特定対象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 特定対象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） 

         ※設備利用率は 20％以上を想定する。 

風力発電機の基数：単機出力 4,200kW～9,500kW を最大 191 基 

         ※4,200kW を使用する場合は最大の 191 基となるが、単機出力が増

加する場合は、総出力に合わせて基数を調整する。例えば、単機

出力が 9,500kW の場合は、基数は約 85 基となる。 

 

2.2.4 対象事業実施区域 

対象事業実施区域の位置を第 2.2-1 図に示す。 

なお、対象事業実施区域の検討経緯については、第 7 章にその詳細を記載する。 

対象事業実施区域：青森県上北郡横浜町及び野辺地町の沿岸域及び沖合 

対象事業実施区域の面積：約 25,674.3ha 
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第 2.2-1 図(1) 対象事業実施区域の位置及び周囲の状況  
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第 2.2-1 図(2) 対象事業実施区域の位置及び周囲の状況（上空からの写真） 
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2.2.5 特定対象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. 発電所の設備の配置計画 

本事業の風力発電機の配置は現在検討中であり、第 2.2-1 図に記載した「対象事業実施

区域」内に設置する予定である。詳細な配置は、今後の現地調査、関係機関及び漁業関係

者との協議、許認可等の状況を基に決定する。 

 

2. 発電機 

設置する風力発電機の概要は第 2.2-1 表、外形図及び基礎構造は第 2.2-2 図のとおりで

ある。 

風力発電機の基礎構造については、着床式（モノパイル式又はジャケット式）を想定し

ている。 

 

第 2.2-1 表 風力発電機の概要（予定） 

項  目 諸  元 

定格出力 
（定格運転時の出力） 

4,200～9,500kW 

ブレード枚数 3 枚 

ローター直径 

（ブレードの回転直径） 
117～180m 

ハブ高さ 

（ブレードの中心の高さ） 
平均海面より約 112m 

最大高さ 
（ブレードの最高到達点） 

平均海面より約 170.5～202m 

基礎構造（想定） 
着床式 

（モノパイル式又はジャケット式） 
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第 2.2-2 図(1) 風力発電機の外形図及び基礎構造（着床式）  
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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 2.2-2 図(2) 風力発電機の外形図及び基礎構造（着床式） 

 

風力発電機基礎部分 
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2.2.6 特定対象事業の内容に関する事項であって、その変更により環境影響が変化

することとなるもの 

1. 工事に関する事項 

(1)工事概要 

対象事業実施区域における主要な工事は、以下のとおりである。 

 ・基礎工事 

 ・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 

 ・風力発電機設置工事（輸送含む。） 

 

(2)工事工程 

工事工程の概要は、第 2.2-2 表のとおりである。 

 

工事実施時期  ：平成 33 年 4 月～平成 36 年 3 月を予定（36 か月） 

運転開始時期  ：平成 36 年 4 月を予定（着工より 37 か月目） 

※海上荒天の多い冬季については、基本的には建設工事を実施しない方針である。 

 

第 2.2-2 表 工事工程（予定） 

工程 期間 

1．基礎工事 平成 33 年 4 月～平成 35 年 3 月（予定） 

2．電気工事 平成 33 年 4 月～平成 36 年 3 月（予定） 

3．風力発電機設置工事 平成 34 年 4 月～平成 36 年 3 月（予定） 

注：上記の工事工程は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 
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(3)主要な工事の方法及び規模 

①  基礎工事及び風力発電機設置工事 

基礎工事では、風力発電機建設地における基礎地盤の整地や基礎構造物の設置など

を 1 日当たり作業船 3 台程度で施工することを予定している。基礎工事に使用する主

な重機の種類は、第 2.2-3 表のとおりである。 

風力発電機等の大型部品については、可能な限り工場において組立を行ったうえで

風力発電機建設地に搬入する。陸上のヤードにおいて組み立てを行う場合には、風力

発電機設置専用船を用いて順次 1 基ずつ支持構造物に設置を行うことを想定しており、

1 日当たりの設置基数は 1 基程度である。なお、組立ヤードは、青森港の港湾施設内の

空地を活用する予定である。 

基礎工事及び風力発電機設置工事に当たっては、可能な限り低騒音型、低振動型の

重機を用いる計画である。 

 

第 2.2-3 表(1) 基礎工事に使用する主な重機の種類（モノパイル式基礎） 

使用重機 仕様 台数 

起重機船 1,800t 吊級 1 台／日 

台船 5,000t 積級 2 台／日 

注：上記の使用重機は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

 

第 2.2-3 表(2) 基礎工事に使用する主な重機の種類（ジャケット式基礎） 

使用重機 仕様 台数 

自己昇降式作業台船 800t 吊級 1 台／日 

起重機船 1,800t 吊級 1 台／日 

台船 5,000t 積級 1 台／日 

注：上記の使用重機は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

 

第 2.2-3 表(3) 風力発電機設置工事に使用する主な重機の種類 

使用重機 仕様 台数 

自己昇降式作業台船 1,600t 吊級 1 台／日 

注：上記の使用重機は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 
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②  電気工事 

電気工事は、東北電力株式会社の連系変電所と各風力発電機を接続する配電線工事

等からなる。風力発電機をつなぐ海底ケーブルは埋設を標準とし、地質等の影響で埋

設できない場合は防護管等による施工を行う計画である。 

変電所の位置（案）は第 2.2-3 図のとおりである。 

 

【海底ケーブルの埋設について】 

海底ケーブルの敷設のイメージ図は第 2.2-4 図のとおりであり、主にウォータージェ

ット式ケーブル埋設機もしくは遊泳式埋設機（ROV）を用いて行う。 

双方とも、水流で海底を掘削してケーブルを海底 1m 程度の深さに埋設する方式であ

る。水流は埋設機後方に向け噴出させるものの、発生した汚濁は海底に鎮静するため、

光ケーブルの敷設同様、汚濁の拡散は限定的であり、影響はないと考える。 
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第 2.2-3 図 変電所の位置（案）

変電所の位置（案） 
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第 2.2-4 図 海底ケーブル敷設（案） 
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2. 交通に関する事項 

大型部品（風力発電機等）の搬入は青森港を経由して、対象事業実施区域へ海上輸送

する予定である。大型部品（風力発電機等）の搬入ルートを第 2.2-5 図に示す。 
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第 2.2-5 図 大型部品（風力発電機等）の搬入ルート 
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3. その他の事項 

(1)工事用仮設備の概要 

工事期間中は、風力発電機の組立に使用する港（青森港）の近傍に、仮設の工事事務

所を設置する予定である。 

 

(2)工事中用水の取水方法及び規模 

大量の工事中用水は使用しない計画である。 

 

(3)工事中の排水に関する事項 

仮設の工事事務所からの生活排水は、公共下水道を利用し排水する。また、トイレは

汲み取り式にて対応することで計画する。 

 

(4)工事に伴う産業廃棄物の種類及び量 

工事の実施に当たっては、風力発電機等にかかる大型機器は可能な限り工場組立とし、

現地での工事量を減らすこと等により廃棄物の発生量を低減し、産業廃棄物は可能な限り

有効利用に努める。 

また、有効利用が困難なものについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭

和 45 年法律第 137 号）及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12

年法律第 104 号）に基づき適正に処分する。 

 

(5)残土に関する事項 

基礎工事において、海域の掘削工事等を行わないため、掘削ずり及び残土は発生しな

い。 

 

(6)材料採取の場所及び量 

工事に使用する骨材は、市販品を利用することから、土砂、骨材採取等は行わない。 

 

(7)対象事業実施区域周囲における他事業 

対象事業実施区域の周囲における他事業は、第 2.2-4 表及び第 2.2-6 図のとおりである。

環境影響評価手続き中の事業が 14 件、環境影響評価手続き終了段階の事業が 1 件、稼働

中の事業が 12 件存在する（平成 30 年 6 月 15 日時点）。 
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第 2.2-4 表(1) 対象事業実施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 六ヶ所村二又風力発電所 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） 
38,000kW 

（3,600kW×12 基） 
・環境影響評価手続き終了 

11 
横浜町雲雀平風力発電事

業 
よこはま風力発電（株） 

32,200kW 

（2,300kW×14 基） 

・稼働中 

・運転開始：平成 30 年 2 月 

12 
むつ小川原ウィンドファ

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×最大 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 
六ヶ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 

（2,000kW×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 

〔「環境影響評価情報支援ネットワーク」（環境省 HP、閲覧：平成 30 年 6 月）より作成〕 
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第 2.2-4 表(2) 対象事業実施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）青森県野辺地町地

点風力発電事業 
エコ・パワー（株） 

最大 30,000kW 

（2,000-3,450kW×最大

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×最大

25 基程度） 

・環境影響評価手続き中 

24 横浜町洋上風力発電事業 
青森風力開発（株）、前田建設

工業（株） 

最大 80,000kW 

（4,000～8,000kW×10

基程度） 

・環境影響評価手続き中 

25 
（仮称）むつ横浜風力発電

事業 
むつ横浜風力開発（株） 

最大 225,000kW 

（3,600～5,000kW 級×

45 基） 

・環境影響評価手続き中 

26 

青森県六ヶ所北・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） 

最大 64,000kW 

（2,000kW 程度×最大

32 基） 

・環境影響評価手続き中 

27 上北小川原風力発電事業 株式会社大林組 
最大 36,000kW 

（最大 3,000kW×12 基） 
・環境影響評価手続き中 

〔「環境影響評価情報支援ネットワーク」（環境省 HP、閲覧：平成 30 年 6 月）より作成〕 
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第 2.2-6 図 対象事業実施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 30 年 6 月） 

「（仮称）むつ横浜風力発電事業に係る計画段階環境配慮

書」（むつ横浜風力開発株式会社、平成 30 年） 

「（仮称）横浜町洋上風力発電事業に係る計画段階環境配

慮書」（青森風力開発株式会社、前田建設工業株式会社、

平成 30 年） 

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。 

3．第 2.2-4 表の「27 上北小川原風力発電事業」に

ついては、公開される情報が確認できず、具体

の位置を特定できなかったことから、図示して

いない。 


	第2章 対象事業の目的及び内容
	2.1 対象事業の目的
	2.2 対象事業の内容
	2.2.1 特定対象事業の名称
	2.2.2 特定対象事業により設置される発電所の原動力の種類
	2.2.3 特定対象事業により設置される発電所の出力
	2.2.4 対象事業実施区域
	2.2.5 特定対象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. 発電所の設備の配置計画
	2. 発電機

	2.2.6 特定対象事業の内容に関する事項であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
	1. 工事に関する事項
	(1) 工事概要
	(2) 工事工程
	(3) 主要な工事の方法及び規模
	①  基礎工事及び風力発電機設置工事
	②  電気工事


	2. 交通に関する事項
	3. その他の事項
	(1) 工事用仮設備の概要
	(2) 工事中用水の取水方法及び規模
	(3) 工事中の排水に関する事項
	(4) 工事に伴う産業廃棄物の種類及び量
	(5) 残土に関する事項
	(6) 材料採取の場所及び量
	(7) 対象事業実施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: 


