
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

応は国境を超えた緊喫の課題であり、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。 

風力をはじめとする再生可能エネルギーは、低炭素の国産エネルギー源とされ、国の「エネルギ

ー基本計画(平成 26年 4月)」及び「長期エネルギー需給見通し(平成 28年 7月)」においても、「有

望かつ多様で重要な低炭素の国産エネルギー源」として位置付けられており、従来の化石燃料に代

わるエネルギー供給源として、その積極的な導入が期待されている。 

北海道は、「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。 

本事業を計画している石狩市は、「第 2 次石狩市環境基本計画」(平成 23 年 3 月、石狩市)を策定

しており、環境施策として持続可能な社会の構築を基本的方向に設定し、公共施設への再生可能エ

ネルギー設備の導入、再生可能エネルギー設備導入の情報提供等の効率的なエネルギー利活用を推

進している。また、「石狩市地球温暖化対策推進計画」(平成 19 年 2 月修正、石狩市)において、市

民一人当たりの CO2排出量を平成 32 年に基準年(平成 13 年)の 10％削減を目標に掲げている。達成

に向けた具体的な取り組みとして、再生可能エネルギー、LNG(液化天然ガス)エネルギーのような低

炭素型エネルギーの活用など地域内に賦存する低炭素型エネルギーのベストミックスによるスマー

トエネルギーの推進と、LED 等の CO2削減効果の高い省エネ設備の積極的な導入の創エネ・省エネ両

輪の推進を必須としている。 

このような状況を踏まえ、温室効果ガスの排出量削減と再生可能エネルギーによる電力供給事業

を促進するとともに、地元経済への貢献を目的として風力発電を導入することとした。 
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2.2 対象事業の内容 

2.2.1 対象事業の名称 

（仮称）石狩望来風力発電事業 

 

2.2.2 対象事業により設置される発電所の原動力の種類 

風力発電機(陸上) 

 

2.2.3 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)：4,999kW 

風力発電機の基数      ：2基 

なお、対象事業における風力発電所の出力は最大 5,000kW 未満であり、「環境影響評価法」(平

成 9年法律第 81 号)(第 1種事業 10,000kW以上、第 2種事業 7,500kW以上 10,000kW未満)及び「北

海道環境影響評価条例」（平成 10 年条例第 42号）（第 1種事業 10,000kW以上、第 2種事業 5,000kW

以上 10,000kW未満）における風力発電所の規模要件を下回っているため、当該法及び当該条例の

対象外である。 

 

2.2.4 対象事業実施区域 

対象事業実施区域は、石狩市厚田区望来周辺とした。図 2.2-1～図 2.2-3に示す。 

 

2.2.5 対象事業の主要設備の配置計画その他の土地の利用に関する事項 

風力発電機、管理用道路等の設置計画は、図 2.2-2のとおりである。 

風力発電機の配置計画の検討にあたっては、風力発電機を尾根より低い位置に配置すると、尾

根線に風が当たることで生じる乱流の影響を受け、故障や事故を誘発する恐れがある。このため

風力発電機を安全に運転管理する観点から、風の乱れが少ない尾根部を基本として配置すること

とした。その上で、周辺の居住宅からの離隔の確保や自然度の高い植生の改変の回避、既存道路

の活用による改変区域の最小化を図る等により、環境影響の低減に努めた。本事業に係る対象事

業実施区域面積約 25.7haのうち風力発電建設及び管理用道路用地は約 1.4haとなる。 

 

対象事業実施区域：約 25.7 ha 

改変面積：約 1.4ha 〔内訳〕 ・風力発電機：約 0.7ha 

 ・管理用道路：約 0.7ha（延長約 0.7㎞） 

（うち約 0.7haは工事終了後に緑化） 

※四捨五入の関係で、合計が一致しない場合がある。 
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図 2.2-1(1) 対象事業実施区域の位置(広域) 

  

 

対象事業実施区域 

対象事業実施区域 
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図 2.2-1(2) 対象事業実施

区域の位置(広域) 

準備書段階の対象事業実施区域について、方法書段階と異なった範囲となっているが、現地

調査において確認されたハイタカの営巣地への影響を回避・低減するため、また事業性を考

慮した配置計画の検討の結果、同区域の設定範囲となっている。 
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図 2.2-2 対象事業実施区域

の位置(拡大) 

準備書段階の対象事業実施区域について、方法書段階と異なった範囲となっているが、現地

調査において確認されたハイタカの営巣地への影響を回避・低減するため、また事業性を考

慮した配置計画の検討の結果、同区域の設定範囲となっている。 
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図 2.2-3 対象事業実施区域

位置図(周辺状況) 

民有林林道 春別線 

送電線 土取場 

周辺の住居等 尾根部 尾根部 

撮影地点 
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2.2.6 工事の実施に係る工法、期間及び工程計画に関すること 

 (1) 工事期間及び工事工程 

本事業の工事期間及び工事工程は以下に示すとおりである。 

 

  (a) 工事期間 

2020年から 2021 年のうち、(b)に示す工事期間を予定。 

上記期間内で、(b)に示す工期を確保する。なお、上記期間は現段階での予定であり、事業計

画の進捗等に応じて変動する可能性がある。 

 

  (b) 工事工程 

工事工程の概要を表 2.2-1に示す。工事期間は運転開始までの約10か月程度を予定している。 

 

表 2.2-1 建設工事の工程 

月数 
 
項目 

0     2     4     6     8     10 

主要工程 ▼着工             運転開始▼ 

造成・基礎工事  

輸送組立・配線  

電気工事  

試運転   

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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 (2) 主要な工事の方法及び規模 

  (a) 土木工事 

  ① 土木工事 

土木工事としては、取付け道路及び風力発電機組立用作業ヤード(供用後のメンテナンス用

管理ヤードとしても使用する)の樹木伐採を含む造成工事、風力発電機基礎構築工事等を行う。

地形等を十分考慮し、工法の選定、建設機械の配置、資材搬入方法等の工夫により、改変面積を

最小限にとどめる。改変区域図を図 2.2-4に示す。 
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図 2.2-4 改変区域図 
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  ②  緑化に伴う植栽計画 

本事業による改変面積の内訳を表 2.2-2 に示す。また、道路部の標準構造図を図 2.2-5 に

示す。改変部分のうち、切盛法面は、当該地盤(土質)に応じた工法にて緑化を基本として実施し、

法面保護並びに修景等に資する。改変面積約 1.4haのうち、約 0.7haは工事終了後に緑化を行う。 

植栽の施工例は図 2.2-6a に示すとおりである。緑化にあたっては、用地管理者及び専門家

等との協議を行い、植生の早期回復や安全性確保の観点等から、適切な手法について検討を行う

こととする。また、緑化に用いる種子は、国、北海道における標準配合を基本とし、配合につい

ては、用地管理者と協議の上決定する。 

 

表 2.2-2 改変面積の内訳 

改変総面積 約 1.4ha 

管理ヤード、道路、変電所等として供用後に利用する面積 約 0.7ha 

緑化対象面積  約 0.7ha 

 法面部 約 0.4ha 

 平地部 約 0.3ha 

 

 

 
図 2.2-5 道路標準断面図（例） 
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a.緑化施工写真（例） b.風力発電機の据付工事（例） 

図 2.2-6 主要な工事の方法等 

 

  (b) 風力発電機据付工事 

風力発電機の据付工事の例を図 2.2-6 bに示す。風力発電機の組立は大型クレーン車を使用し、

1基あたりの組立に係る工事期間は 16日程度を予定している。 

 

  (c) 電気工事 

電気工事は、北海道電力望来線へ連系させるための開閉所工事、開閉所と各風力発電機を接続

する送電線工事等からなる。送電線は、工事用道路沿いに地中埋設することを基本とし、地形等

の要因により地中埋設が困難な場合には、コンクリート柱を設置し架空送電線とする計画である。 

工事の実施に際しては、既存の道路を利用するなど、改変を抑えて計画する。 

 

 (3) 工事用資材等の運搬の方法及び規模 

工事用資材等の搬出入に係る車両の台数を表 2.2-3 に、工事期間中の関係車両の走行ルートを

図 2.2-7 に示す。風力発電機の運搬道路として、港湾道路から市道を通り国道 231 号を北上し、

一般道道 527 号から対象事業実施区域へ輸送する計画である。 

その他の工事用資材等の搬出入車両についても、国道 231 号を北上し、一般道道 527 号から対

象事業実施区域へ向かう既存道路を使用する計画である。 
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表 2.2-3 工事用資材等の搬出入に係る車両の台数 

主な工事 往復台数 

工事関係車両の最大時 
工事用ヤード造成 

風力発電機基礎工事 

大型車：152 台/日 

小型車：15台/日 

 

建設工事において走行台数の多くを占める車両は、風力発電機基礎工事にコンクリートを輸送

するコンクリートミキサー車となる。風力発電機基礎のコンクリート打設に要するコンクリート

ミキサー車の台数としては、基礎の形状・サイズ、周辺のコンクリートプラントの状況により、

打設方法は異なるが、1日当たりの車両台数が最も多くなる 1回打ち(1回で全量打設する)の場合、

風車基礎１基あたりで 150 台程度、ポンプ車を 2 台程度使用しての施工となるが、このミキサー

車が最大となるコンクリート打設日は、各基礎 1 日のみとなる。本サイトは、風力発電機 2 基の

設置であり、全基合計とした場合においても、ミキサー車が最大となるコンクリート打設日は 2

日にとどまる。 

また、風力発電機の輸送は、1 基あたり延べ約 10〜15 台の車両で行う。1 日あたりでは、その

うち最大 1〜2台の車両による輸送を予定する。なお、特殊車両による大型部品の陸上輸送は夜間

に実施する計画である。 
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図 2.2-7 工事用車両の 

主要な走行ルート 

主要道道 11 号 

月形厚田線 

主要道道 81 号 

岩見沢石狩線 

主要道道 28 号 

当別浜益港線 

一般国道 275 号 

一般国道 337 号 

主要道道 44 号 

石狩手稲線 

一般国道 231 号 

港湾道路 市道 

一般道道 527 号 

望来当別線 

一般道道 225 号 

小樽石狩線 

農道 
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 (4) 工事用道路及び付替道路 

工事用道路の配置計画は、図 2.2-4 に示したとおりである。工事用道路の検討にあたっては、

地形条件や植生条件等を踏まえた上で、可能な限り既存の道路を活用し、改変面積の最小化に努

めた。また、既存道路のカーブ部分の拡幅等(伐採・造成・鉄板敷設等)は最小限にとどめ、各風

力発電機の設置箇所に至る道路を整備することとした。 

 

 

 (5) 工事中の排水に関する事項 

各ヤード及び工事用道路には必要に応じて仮設沈砂池を設置し、降雨時の排水は土砂等を沈降

させながら地下に自然浸透させる。 
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2.2.7 切土、盛土その他の土地の造成に関する事項 

 (1) 土地の造成の方法及び規模 

主要な土地造成工事の方法及び規模、ならびに改変区域図については、「2.2.6 (2) 主要な工

事の方法及び規模」に記載したとおりである。 

 

 (2) 切土、盛土に関する事項 

造成工事における切土及び盛土の位置は図 2.2-4 に示したとおりである。これらの切土、掘削

及び盛土の量は、表 2.2-4 のとおりである。なお、工事に伴い発生する掘削土等は対象事業実施

区域内での再利用に努め、残土を発生させない方針である。 

 

表 2.2-4 掘削、盛土における計画土量 

工事種類 計画土量 処理方法 

切土、掘削 11千 m3 

－ 利用土工事 
盛土工（搬入路及びヤード造成） 11千 m3 

盛土工（土捨て場） 0 千 m3 

残土量 0 千 m3 

注）土量は基本設計より算出したものであり、詳細設計時には土量変化率等を考慮しバランスを図る。 

 

 (3) 樹木伐採の場所及び規模 

造成にあたり、土工を伴う造成区域の伐採を行う予定である。 

 

 (4) 工事に伴う産業廃棄物の種類及び量 

対象事業実施区域における工事に伴う産業廃棄物の種類及び量を表 2.2-5に示す。 

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

大型機器の梱包材等の廃棄物の発生量を低減する。 

産業廃棄物は「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 5月 31日法律第 104

号）に基づき可能な限り有効利用に努め、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 12 月 25 日法律第 137 号）に基づき、専門の産業廃棄物処理会社

に委託して適正に処分する。 

 

表 2.2-5 工事に伴う産業廃棄物の種類及び量 

廃棄物 発生量 有効利用量 処分量 処理方法等 

伐採木 150t 150t 0t 
中間処理施設（再利用）及び用材として

業者が回収 

木くず 0.8t 0.8t 0t 中間処理施設（再利用） 

廃プラスチック 1.4t 1.4t 0t 中間処理施設（再利用） 

金属くず 2t 2t 0t 中間処理施設（再利用） 

紙くず 0.6t 0.6t 0t 中間処理施設（再利用） 

コンクリート殻 12t 12t 0t 中間処理場にて粉砕（再利用） 

  

2-15 

(17) 



2.2.8 土石の捨場又は採取場に関する事項 

 (1) 土捨場の場所及び量 

切土、掘削工事に伴う建設発生土は、構内敷均やヤード造成等の盛土にすべて再利用すること

から、残土は発生せず土捨て場は設置しない予定である。 

 

 (2) 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、本案件に限定される土砂、骨材採取等は

行わない予定である。 
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2.2.9 供用開始後の定常状態における操業規模に関する事項 

 (1) 主要機器等の種類及び容量 

設置を予定する風力発電機の概要を表 2.2-6、概形図を図 2.2-8に示す(基礎構造は、地質調査

の結果をふまえて決定する）。 

風力発電機は風車メーカーの工場内にて塗料を塗布した状態で納入されるため、建設時の塗装

は実施しない。塗料については、超速硬化型で耐久性に非常に優れたものを使用するため、降雨

や剥離による有害物質の流出は防止されている。 

なお、塗装状態の確認は少なくとも年 1 回の定期点検時及び修理時(不定期)における目視点検

により行うこととしている。再塗装を行う必要性が生じた際は、使用する塗料を最小限にしなが

ら、対象物以外に付着しないよう養生して作業するものとする。 

 

表 2.2-6 設置予定の風力発電機の概要 

項 目 諸 元 

風力発電機 

発電機出力 3200kW 

ブレード枚数 3枚 

ローター径 103m 

ハブ高 85～98.3m 

高さ 136.5～149.8m 

 

 

  

図 2.2-8 風力発電機の概形図 

 

  

ハブ高 
(約 85～98.3m) 

最高点（地上高 136.5～149.8m） 

ブレード到達範囲 

最低点（地上高約 30～48m） 

※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化する 
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