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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 

近年の地球環境問題、とりわけ二酸化炭素等の温室効果ガスの排出による地球温暖化問題への

対応は国境を越えた喫緊の課題であり、低炭素社会への移行が求められている。2015 年に開か

れた COP21(国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議)では、「パリ協定」が採択され、地球温暖

化問題への対応加速に向けた国際的な合意がなされている。COP21 に先立ち日本が提出した約束

草案では、2030 年度に温室効果ガス排出量を 2013 年度比で 26.0%削減するという目標が掲げら

れており、石油をはじめエネルギーの大半を海外からの輸入に頼る我が国においては、エネルギ

ー安全保障を確保する観点からも、エネルギー自給率の向上、供給源の多様化に取り組む必要が

ある。 

国内では、2030 年に実現を目指すエネルギーミックスの水準として、再生可能エネルギーに

よる電源構成比率 22～24%が掲げられており、太陽光、風力など再生可能エネルギーを主力電源

とする取り組みが進んでいる。 

北海道では、「北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例」に基づく「北海道省エネルギー・

新エネルギー促進行動計画」を策定し、早期より新エネルギーを主要なエネルギー源の一つとす

ることとしている。風力発電を含む新エネルギー導入拡大に必要な条件整備と導入目標等を示し

た「新エネルギー導入拡大に向けた基本方向」(平成 26 年 3 月)では、道内における新エネルギ

ー導入の加速化により、地域と経済の活性化及び我が国のエネルギー拠点としてのエネルギーの

多様化と温室効果ガスの削減等に貢献することが示されている。 

これら社会的要請もふまえ、本事業は、再生可能エネルギーである風力による電気を供給する

ことにより、我が国のエネルギー自給率の向上、地球温暖化防止への寄与、風力発電を通じて地

域の活性化への貢献及び地域との共存を目指して取り組むものである。 
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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)北海道小樽余市風力発電所 

 

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（陸上） 

 

2.2.3 特定対象事業により設置される発電所の出力 

・風力発電所の出力（総発電出力）  ：最大 116,100kW* 

・風力発電機の基数         ：最大 27 基* 

・単機出力             ：4,300kW～5,500kW* 

*方法書段階の想定。基数は単機出力によって変更する。 

【配慮書段階】風力発電所の出力（総発電出力）：最大 116,100kW 

風力発電機の基数：最大 27 基,単機出力：4,300kW 

 

2.2.4 対象事業実施区域 

・所在地 ：北海道小樽市、余市郡余市町の行政界付近 

・関係地域：北海道小樽市、余市郡余市町(図 2.2-1 参照) 

・面積  ：1,067.3ha*想定（うち、輸送ルート・工事用道路検討範囲 23.5ha） 

*方法書段階の想定。 

【配慮書段階】事業実施想定区域：1,443.9ha 

 

対象事業実施区域及びその周囲の状況を図 2.2-1～図 2.2-2 に、対象事業実施区域及びそ

の周囲にて計画中の風力発電事業の状況を表 2.2-1 及び図 2.2-3 に示す。なお、対象事業実

施区域及びその周囲には、既設の風力発電事業はない。 

 

表 2.2-1 対象事業実施区域及びその周囲にて計画中の風力発電事業 

No. 
手続き 

段階 
開始年月 事業名称 事業者 発電所出力 

1 配慮書 
令和元年

8 月 

(仮称)北海道石狩湾沖洋上風力発

電事業 

コスモエコパワー 

株式会社 

最大 1,000,000kW 

（8,000kW～12,000kW×最大 125 基） 

2 配慮書 
令和 2 年

7 月 
(仮称)石狩湾洋上風力発電事業 

シーアイ北海道 

合同会社 

最大 1,000,000kW 

（5,000kW～15,000kW×最大 200 基） 

3 配慮書 
令和 2 年

7 月 
(仮称)石狩・厚田洋上風力発電事業 

石狩湾洋上風力 

発電合同会社 

最大 1,330,000kW 

（9,500kW～12,000kW×最大 140 基） 

4 配慮書 
令和 2 年

8 月 

(仮称)石狩湾沖洋上風力発電所建

設計画 
株式会社 JERA 

最大 520,000kW 

（8,000kW～14,000kW×最大 65 基） 

出典：「環境アセスメントデータベース EADAS」 

(環境省ホームページ https://www2.env.go.jp/eiadb/ebidbs/ 令和 2 年 9 月 5 日閲覧) 

「北海道の環境影響評価情報」(北海道ホームページ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ksk/assesshp/relevant_proje

cts.htm 令和 2 年 8 月 26 日閲覧) 

 

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 

現時点で想定している風力発電機の配置計画として、「風力発電機配置検討範囲」を図 2.2-4

に示す。なお、風力発電機の具体的な配置及び送電線ルートについては、今後の現地調査の結

果、関係機関及び地権者との協議をふまえて決定する。  
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図 2.2-1 

対象事業実施区域の位置及び

その周囲の状況（広域） 
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図 2.2-2 

対象事業実施区域の位置及び

その周囲の状況(航空写真) 注)1.航空写真の撮影年：平成 30 年 

 

写真撮影方向の景観 
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図 2.2-3 対象事業実施区域

及びその周囲にて計画中の風

力発電事業 

出典：「環境アセスメントデータベース EADAS」 

(環境省ホームページ https://www2.env.go.jp/eiadb/ebidbs/ 

令和 2 年 9 月 5 日閲覧) 

「北海道の環境影響評価情報」(北海道ホームページ  

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ksk/assesshp/relevant_projects.htm 

令和 2 年 8 月 26 日閲覧) 
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図 2.2-4(1) 風力発電機の

配置検討範囲 



2-7 

(9) 

  

図 2.2-4(2) 風力発電機の

配置検討範囲(拡大図) 

輸送ルート・工事用道路として使用する場合には、

北後志東部広域農道→林道を経由し接続する予定 

輸送ルート・工事用道路として使用する場合には、

北海道道 1092 号→林道を経由し接続する予定 
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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) 主要設備に関する項目 

  (a) 風力発電機の単機出力及び基数 

風力発電機の単機出力及び基数(予定)を表 2.2-2 に示す。 

風力発電機は最大 27 基とし、使用する機種の単機出力によっては、基数を変更予定である。

なお、今後の環境影響評価の結果や関係機関及び地権者との協議の結果等をふまえて最終的

に決定する。 

 

表 2.2-2 風力発電機の単機出力及び基数(予定) 

項  目 諸  元 

単機出力 4,300kW～5,500kW 程度 

基数 最大 27 基 

総発電出力 最大 116,100kW 

注)1.方法書段階の想定 

 

  (b) 風力発電機の概要 

風力発電機の概要(予定)を表 2.2-3 に示す。また、風力発電機の概略図(予定)を図 2.2-5

に示す。なお、設置する機種については検討中であり、今後の環境影響評価の結果等をふま

えて決定する。 

 

表 2.2-3 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） 
4,300kW～5,500kW 程度 

ブレード枚数 3 枚 

ローター直径 

（ブレードの回転直径） 
約 117m～約 158m 

ハブ高さ 

（ブレードの中心の高さ） 
約 84m～約 121m 

最大高さ 

（ブレード回転域の最大高さ） 
約 143m～約 200m 
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図 2.2-5 風力発電機の概略図(予定) 

 

  (c) 変電設備及び送電線 

本事業により発電した電力は、連系点に設置予定の変電施設を経由し、北海道電力株式会

社の特別高圧線に連系する計画である。 

系統連系点、変電設備及び送電線の配置や設備構成については、関係機関、地権者、設計

業者及び施工業者等との協議、検討結果をふまえて決定する。  

ハブ高 

(約 84m～約 121m) 

最高点（地上高約 143m～約 200m） 

※ブレード到達範囲

は、使用する風力発電

機の機種により変わる 

ローター直径 

(約 117m～ 

約 158m) 

地面 

地面から 

ブレード下端までの高さ 

(約 20m～約 52m) 
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 (2) 工事に関する事項 

  (a) 工事内容 

本事業に係る主要な工事は、以下のとおりである。 

造成・基礎工事等：機材搬入路及びアクセス道路整備、ヤード造成、基礎工事等 

据 付 工 事 ：風力発電機据付工事（輸送含む） 

電気・計装工事 ：送電線工事、所内配電線工事、変電所工事、建屋・電気工事、 

計装工事 

 

  (b) 工事期間及び工事工程 

工事開始は令和 6 年 3 月、運転開始時期は令和 11 年 3 月を予定している。 

詳細な工程計画は、今後の系統連系協議、各種調査、設計を経て決定する。現段階で想定

している工事期間の概要を表 2.2-4 に示す。 

 

 

表 2.2-4 工事期間の概要 

 
注)1.上記の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。 

注)2.冬季(12 月～2 月)は休工を予定している。 

  

月数

項目 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

月数

項目 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 (ヵ月目）

土木工事
（搬入管理道路・造成関連）

土木工事
（搬入管理道路・造成関連）

土木工事
（風力発電機基礎）

5年目 6年目

1年目 2年目 3年目

4年目

電気工事

据付工事
（風力発電機据付)

検査、試運転試験

土木工事
（風力発電機基礎）

据付工事
（風力発電機据付)

電気工事

検査、試運転試験

▲ 着工
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  (c) 工事用道路 

輸送路拡幅工事、仮設道路及び管理用道路工事の検討にあたっては、地形条件や植生条件

等をふまえた上で、既存の作業道や林道等を極力活用し、改変面積の最小化に努める予定で

ある。道路標準断面図(例)を図 2.2-6 に示す。 

 

 

図 2.2-6 道路標準断面図(例) 

 

  (d) 風力発電機設置地点の造成・基礎工事 

風力発電機設置地点では、樹木伐採や風力発電機組立ヤードの造成工事、風力発電機の基

礎地盤の掘削工事等を行う。造成・基礎工事に使用する建設機械及び台数(例)を表 2.2-5 に

示す。 

また、風力発電機設置のための作業ヤード平面(例)を図 2.2-7 に、風力発電機の基礎構造

(例)を図 2.2-8 に示す。 

  

盛土高 

5,000 

水路敷 

500 5,000 

2,000 2,000 切土高 

10,000 

切土高 

10,000 

1,000 

保護路肩 

500 

路肩 

500 

路肩 

500 

送電線管路埋設範囲 

1,000 

盛土高 

5,000 

送電線管路埋設範囲 

保護路肩 

500 
水路敷 

500 5,000 

2,000 2,000 

路肩 

500 
路肩 

500 

切土・盛土の小段の設定については、「林道

技術基準の解説」(平成23年4月、林野庁)p.45

～49より、以下のとおりとした。 

＜切土＞切土法面が10ｍを超える場合、小段

を5～10ｍ毎に設置することが標準とされて

いる。対象事業実施区域内は、保安林である

ことから改変面積を縮小化するため、10ｍ毎

に小段を設置することを標準とする。 

＜盛土＞盛土高が5ｍを超える場合、5ｍ毎に

小段を設置することを標準とする。 
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表 2.2-5 造成・基礎工事に使用する建設機械及び台数(例) 

建設機械 仕様 台数 

バックホウ 0.4m3～0.7m3 160 台/月 

ブルドーザ 15t 級 80 台/月 

振動ローラー 10t 80 台/月 

キャリアダンプ 11t 160 台/月 

ダンプトラック 10t 235 台/月 

散水車 4t 125 台/月 

コンクリートポンプ車 8t 12 台/月 

コンクリートミキサー車 4t～8t 300 台/月 

ユニック車 4t 75 台/月 

杭打機クローラークレーン 120t 55 台/月 

全周回転掘削機 40t 55 台/月 

ラフテレーンクレーン 25t,50t 60 台/月 

オールテレーンクレーン 100t～200t 30 台/月 

 

 

図 2.2-7 風力発電機設置のための作業ヤード平面（例） 

 

図 2.2-8 風力発電機の基礎構造(例)  

最大 R52000 

50000 

R28000 

最小 R22000 

最大 R32000 

R16000 

最小 R6000 

横倒し組立寸法 89200 

直接基礎 杭基礎 
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  (e) 工事中の排水 

基礎工事の掘削時の濁水及び降雨時の排水は各作業ヤードに設置する沈砂池に集約し、上

澄み液（沈砂池排水）は、近接する土壌に浸透させる計画である。なお、排水場所は土壌浸

透能の大きい林地を選び、急傾斜地は避ける等の配慮をする。 

また、工事期間中は、対象事業実施区域内又はその近隣に仮設の工事事務所を設置するが、

生活排水は排出しない計画である。なお、トイレは汲み取り式のものを設置する計画である。 

 

  (f) 産業廃棄物 

工事に伴い発生する廃棄物は、再資源化に努めて最終処分量を極力減ずる他、「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、適正に処理する。 

 

  (g) 残土 

造成工事に伴い発生する掘削土等は、原則として対象事業実施区域内で埋め戻し及び盛土

などに極力利用するものとし、場外への搬出は行わない計画である。 

 

  (h) 風力発電機据付工事 

風力発電機の組立は大型クレーン車(1,200t級油圧クレーン、200t級油圧クレーン及び 60t

ラフテレーンクレーン)を用いて行う計画である。 

なお、造成・基礎工事等と同様に、作業に使用する建設機械は可能な限り低騒音型、低振

動型を用いる計画である。 

 

  (i) 緑化 

改変部分のうち、切盛土法面は可能な限り、緑化（種子吹付等）又は植栽を実施し、法面

保護及び修景を図る計画であるが、最終的には地権者や関係機関等との協議をふまえた上で、

適切な手法を検討する。 

 

  (j) 温室効果ガス 

温室効果ガスの排出削減のため、工事関係車両の省燃料運転・アイドリングストップ等の

指導徹底や、低公害車使用の推進等の対策を講ずる。 

  



2-14 

(16) 

 (3) 交通に関する事項 

  (a) 風力発電機等の輸送計画 

風力発電機の輸送ルートは、岩内港まで海上輸送し陸揚げ後、陸路にて対象事業実施区域

まで輸送する計画である。 

現在、風力発電機等の大型部品の輸送ルートについては、複数のルートを候補として検討

している。 

輸送ルートの候補としては、図 2.2-9 に示すとおり、岩内港まで海上輸送し陸揚げ後、一

般国道 276号～一般国道 393号～北海道道 36号(余市赤井川線)～北海道道 1092号(栄町温泉

線)経由するルート及び一般国道 276 号～一般国道 5 号～北海道道 1092 号(栄町温泉線)を経

由するルートについて検討中である。 

また、輸送ルート上の積み替え場所についても併せて検討中である。 

なお、今後の検討結果によっては、輸送計画を変更する可能性がある。 

 

  (b) 工事関係車両の主要な走行ルート 

工事関係車両の主要な走行ルートは、輸送ルートと併せて現在検討中である。北海道道

1092 号(栄町温泉線)～輸送ルート・工事用道路検討範囲（西側）を通るルート及び北後志東

部広域農道(フルーツ街道)～輸送ルート・工事用道路検討範囲（北側）を通るルートを検討

している。 

工事関係車両の種類及び台数(予定)を表 2.2-6 に示す。 

 

表 2.2-6 工事関係車両の種類及び台数(予定) 

工事関係車両 仕様 台数 

ダンプトラック 10t 235 台/月 

ユニック車 4t 75 台/月 

コンクリートポンプ車 8t 12 台/月 

コンクリートミキサー車 4t～8t 300 台/月 

重量運搬車 10t 10 台/月 

通勤車等 小型車 50 台/日 
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図 2.2-9 風力発電機の輸送計画 

岩内港 

国道 229 号 
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余市赤井川線 

北海道道 753 号 
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国道 5 号 

国道 393 号 

国道 5 号 
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 (4) その他 

  (a) 土地利用に関する事項 

対象事業実施区域は「森林法」（昭和 26 年法律第 249 号）に基づく保安林に指定されてお

り、現時点の事業計画をもとに北海道森林管理局及び石狩森林管理署との協議を実施してい

る。 

また、対象事業実施区域の一部は、「都市計画法」(昭和 43 年法律第 100 号)に基づく市街

化調整区域に指定されており、今後、小樽市建設部と協議を実施していく。 

上記の協議結果をふまえて土地利用の検討を行う。 

風力発電機の設置にあたり、既存林道を最大限活用することで、改変を低減しつつ、道路

の造成、拡幅が必要となる場合でも、土地の改変及び樹木の伐採範囲を最小限にとどめられ

るよう計画していく。 

 

  (b) 温室効果ガスの削減量 

本事業に伴う二酸化炭素の削減量及び排出量を表 2.2-7 に示す。 

現時点で想定する発電所出力（総発電出力 116,100kW）の場合、約 6 万世帯分※1の電力供

給量に相当し、本事業の稼働による系統電力の代替に伴う二酸化炭素の削減量は約 19 万

t-CO2/年（トドマツ林約 11 万 ha が一年間に吸収する二酸化炭素量に相当※2）である。 

 

表 2.2-7 二酸化炭素の削減量及び排出量 

項 目 二酸化炭素削減量又は排出量 

本事業の風力発電による二酸化炭素削減量 (A) 約 200,000t-CO2/年 

本事業の風力発電設備による二酸化炭素排出量 (B) 約 8,000t-CO2/年 

本事業の稼働に伴う二酸化炭素削減量 (A-B) 約 192,000t-CO2/年 

注)1.二酸化炭素の削減量又は排出量は、以下のとおり算出した。 

・本事業の風力発電による二酸化炭素削減量(A) 

総発電出量(116,100kW)×年間時間(8,760 時間)×設備利用率(30%*1)×北海道電力の二酸化炭素排出原単位

(0.656kg-CO2/kWh*2)÷1000 

・本事業の風力発電設備による二酸化炭素排出量(B) 

総発電出量(116,100kW)×年間時間(8,760 時間)×設備利用率(30%*1)×風力発電の二酸化炭素排出原単位

(0.026kg-CO2/kWh*3)÷1000 

2. *1：風力発電機の可用性、環境条件等を加味し、発電量から算出した。 

*2：「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)-平成 30 年度実績-R2.1.7 環境省・経

済産業省公表」(環境省ホームページ https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/calc 令和 2 年 7 月 19 日閲覧)

の北海道電力の調整後排出係数をもとに設定した。 

*3：「日本における発電技術のライフサイクル CO2排出量総合評価」(平成 28 年 7 月、一般財団法人電力中央

研究所)の 40MW/陸上設置ウィンドファーム 0.026kg-CO2/kWh をもとに設定した。 

3. 現時点では改変面積が未定のため、事業実施に伴う樹木伐採による寄与分は含まれていない。 

 

 

 
                                            

※1 「原子力・エネルギー図面集  一世帯当たりの電力消費量の推移」（平成 25 年、電気事業連合会）をもとに一世帯当たりの

電力消費量を 300kWh/月として算出。 

※2 「北方系森林における二酸化炭素固定量の推定」（平成 9 年、森林総合研究所北海道支所）のトドマツ林 1ha 当たり 1.7t-CO2/

年の値から算出。 
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