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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 

持続可能な社会に向けた地球環境問題への関心が世界的に高まる中、化石燃料に依存しない再生

可能エネルギーの普及拡大は至上命題となっており、「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第 5

次評価報告書」においても、再生可能エネルギーは気候変動を緩和する役割を担うとされ、より一

層の普及拡大が世界的に求められている。 

このような状況下「地球温暖化対策計画」が平成 28年 5月に閣議決定され、2030年度に 2013年

度比で 26％、2050年度までに 80％の温室効果ガスの排出削減を目指すことが示されている。また、

平成 30 年 7 月に「第 5 次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

「2030 年に向けた基本的な方針と政策対応、及び 2050 年に向けたエネルギー転換・脱炭素化への

挑戦」が策定された。その中で、再生可能エネルギーについては主力電源化に向けた取り組みが求

められている。 

本事業の対象事業実施区域にあたる三重県では、「三重県新エネルギービジョン」（平成 24年 3月

策定、令和 2年 3月改定）において、2030年に 28.8万 kW（2015年は 7.3万 kW）の風力発電の導入

目標を掲げるとともに、2019年（令和元年）12月には、「ミッションゼロ 2050 みえ」の中で、脱

炭素社会の実現に向けて取り組むことを宣言している。 

また、風力発電事業の導入推進施策について、津市では、「津市環境基本計画（平成 30 年 3 月）」

及び「津市地球温暖化対策実行計画（平成 26 年 3 月）」、伊賀市では、「伊賀市環境基本計画（平成

19年 3月）」及び「伊賀市地球温暖化対策実行計画（平成 28年 3月）」で取り組んでいる。 

さらに、津市においては、平成 26年 3月の「津市地域新エネルギービジョン」の中間見直しの中

で、平成 29 年度における風力発電の導入量を、平成 24 年度の 4.7 万 kWから 6.5 万 kWとする目標

を掲げている。 

このような再生可能エネルギーを取り巻く状況の下、弊社は、三重県の青山高原エリアにおいて、

2003 年 3 月より「青山高原風力発電所」および 2016 年 3 月・2017 年 2 月より「新青山高原風力発

電所」、風力発電機基数合計 60基、総発電出力 95,000kWを運営しており、低炭素社会への実現に向

けて寄与してきた。（このうち、「青山高原風力発電所」における 2003 年度から 2019 年度まで（17

年間）の平均年間発電電力量は、約 31,924ＭＷｈ/年であり、これを「発電による CO２削減量」に換

算※すると約 13,600t-CO２/年となる。） 

本リプレース事業は、既存の「青山高原風力発電所」の風力発電機を撤去するとともに更新設置

の予定であり、良好な風況を活用した風力発電事業を継続することにより、これまでと同様、持続

可能かつ効率的で環境調和のとれたクリーンな電力を生み出すとともに、風力発電所の工事・メン

テナンス等において地元企業との協業や地元人材の雇用等の社会経済活動を推進して参りたい。 

また、既存の風力発電所は、青山高原および東海自然歩道からの景観の一部を形成するに至って

おり、本リプレース事業後も室生赤目青山国定公園の自然との共生を目指すとともに、地元地域を

はじめ中部地方の皆さまより幅広く認知され、当該地域の観光資源としての一役を担って参りたい。 

さらには、風力発電所周辺での清掃活動、地域イベントへの協力、風力発電所内の管理用道路の

林業施業への活用等を通じて、地域との良好な関係を維持するとともに、地域社会の発展に貢献で

きるよう努めるとともに、新青山高原風力発電所構内に設置したＰＲ施設「風のめぐみの館」を地

元地域をはじめ三重県内外の方々に幅広くご利用いただき、日本における再生可能エネルギーの普

及に貢献して参りたい。 

 
※ 中部電力ミライズ株式会社における調整後 CO２排出係数（2019 年度）：0.426t-CO２/MWｈによる換算 
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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）青山高原風力発電所リプレース事業 

 

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（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 

風力発電所の総発電出力  ：最大 15,000kW※ 

風力発電機の基数：2,300kW級を最大 7基 

輸送における道路制約および組立工事における敷地制約等を考慮して、単機出力 2,300kW 級の

風力発電機を使用する計画とした。また、風力発電機を最大 7 基設置することにより、風力発電

所の総発電出力は、最大 15,000kW（リプレース前の既存発電所と同様）とした。 

 

2.2.4 対象事業実施区域 

対象事業実施区域の位置及びその周囲の状況は図 2.2-1のとおりである。 

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（三重県津市、伊賀市）：（図 2.2-1 参照） 

対象事業実施区域の面積：約 57ha 

 

 
※ 今後、風力発電機の単機出力及び基数を決定するが、最大出力が風力発電所出力を上回る場合は、これを上回らない

よう出力調整することにより対応する。 
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図 2.2-1(1) 対象事業実施区域の位置及びその周囲の状況（広域）  

「国土数値情報行政界データ」（国土

数値情報ダウンロードサービス HP、

閲覧：令和 2 年 9 月）  より作成 
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図 2.2-1(2) 対象事業実施区域の位置及びその周囲の状況（衛星写真） 

2011 年 5 月撮影 
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図 2.2-1(3) 対象事業実施区域の位置及びその周囲の状況（地形図） 

「国土数値情報行政界データ」（国土

数値情報ダウンロードサービス HP、

閲覧：令和 2 年 9 月）  より作成 
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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 

現段階における発電所の設備の配置計画は図 2.2-2のとおりである。 

ただし、配置計画は今後の現地調査の結果、関係機関並びに地権者との協議や許認可等を踏ま

え決定するため、変更の可能性がある。 
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図 2.2-2(1) 発電所の設備の配置計画 
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図 2.2-2(2) 発電所の設備の配置計画（既存の設備とリプレース後の設備） 
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2. 発電機 

設置する風力発電機の概要は表 2.2-1、概略図は図 2.2-3、基礎構造は図 2.2-4のとおりである。

なお、基礎構造は、地質調査の結果を踏まえて決定する。 

風力発電機は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、建設時に対象事業

実施区域内で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る。また、塗料中の揮発性有機化合物

（VOC）については、塗装後一定期間養生することで、供用時の飛散はない。 

なお、塗装状態は、年１回以上実施する定期点検時および設備修理時（不定期）における目視点

検等により確認する。再塗装の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 2.2-1 風力発電機の概要（予定） 

項  目 諸  元 

定格出力 2,300kW 級 

ブレード枚数 3 枚 

ローター直径 

（ブレードの回転直径） 
約 82m 

ハブ高さ 

（ブレードの中心の高さ） 
約 78m 

最大高さ 

（ブレード回転域の最大高さ） 
約 119m 

カットイン風速 約 2.5m/s 

定格風速 約 14m/s 

カットアウト風速 約 25～34m/s 

定格回転数 約 18rpm 

設置基数 最大７基 

耐用年数 20 年 
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図 2.2-3 風力発電機の概略図（2,300kW級） 
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図 2.2-4 風力発電機の基礎構造（直接基礎の例） 

 

 

 

 

 

（単位：mm） 

（単位：mm） 
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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。 

＜既設風力発電機の撤去＞ 

・風力発電機撤去：風力発電機解体工事、航空障害標識撤去工事、風力発電機基礎撤去工事、 

埋設ケーブル撤去工事 

＜リプレース風力発電機の建設＞ 

・土木工事   ：工事用道路工事、風力発電機敷地造成工事、風力発電機基礎工事 

・送変電工事  ：埋設ケーブル工事（変電所－風力発電機間他） 

・風力発電機工事：風力発電機組立工事（搬入を含む） 

・電気工事   ：風力発電機電気工事、試験調整 

 

(2)工事工程 

工事工程の概要は、表 2.2-2のとおりである。 

・既設風力発電機撤去期間：2023年 4月～2024年 12月（予定） 

・土木工事期間 ：2023年 5月～2024年 9月（予定） 

・送変電工事  ：2024年 3月～2024年 10月（予定） 

・風力発電機工事：2024年 4月～2024年 11月（予定） 

・電気工事   ：2024年 5月～2024年 11月（予定） 

・試験調整期間 ：2024年 12月～2025年 3月（予定） 

・営業運転開始 ：2025年 3月（予定） 

 

表 2.2-2 工事工程（予定） 

着工後の年数 
１年目 

（2023年 4月～2024年 3月） 

２年目 

（2024年 4月～2025年 3月） 
月数 

項目 
６か月 １２か月 １８か月 ２４か月 

既設風車 

撤去工事 

風車解体     

航空障害標識撤去     

風車基礎撤去     

埋設ケーブル撤去     

土木工事 

風車基礎工事     

工事用道路拡幅     

風車敷地造成工事     

送変電工事 埋設ケーブル工事     

風車工事 

風車組立工事     

電気工事     

試験調整     

注 1：上記の工事工程は現時点の想定であり、今後変更する可能性がある。 

      2：表では風力発電機を風車と表記している。 
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(3)主要な工事の方法及び規模 

①  既設風力発電機の撤去 

クレーン車を用いて既設の風力発電機・航空障害標識を解体し、ダンプトラック等により搬

出する。また、既設の風力発電機の基礎、風力発電機間および変電所と風力発電機との間を接

続している地下埋設ケーブルを撤去する。 

 

②  土木工事 

a. 土木工事 

既存の管理用道路を工事用道路として使用するための部分的な拡幅、既存の風力発電機敷地

を組立用工事敷として使用するための部分的な切盛土、これらに伴う樹木伐採、整地、風力発

電機基礎工事等を実施する。 

 

b. 緑化に伴う修景計画 

上記の部分的な改変部分について、在来種を用いた緑化（種子吹付け等）により、法面保護

および修景等を実施する。（土地管理者等と協議の上で決定する。） 

 

③  送変電工事 

風力発電機間および変電所と風力発電機との間を接続するための、地下埋設ケーブル工事を

実施する。 

なお、変電設備および中部電力パワーグリッド株式会社の送電線と連系するための架空送電

線・開閉設備は、既存の設備を流用する予定である。（図 2.2-5参照、今後の詳細検討により、

設備補修や一部設備の更新等を実施する。） 

 

④  風力発電機工事 

トレーラー、自走台車、起立台車等を用いて、風力発電機資器材を風力発電機敷地に搬入し、

クレーン車を用いて風力発電機の組立工事を実施する。 
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図 2.2-5 電力会社との連系用送変電設備 
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2. 交通に関する事項 

(1)工事用道路 

大型部品（風力発電機等）の搬入ルートは図 2.2-6のとおりである。大型部品（風力発電機等）

を松阪港（三重県）で水切りし、一般国道 23号、一般国道 165号、一般県道 755号、一般県道 512

号を経由して対象事業実施区域に至るルートを使用する計画である。なお、風力発電機の一部部

材については、一般国道 165 号の一部区間について農免道路とグリーンロードに迂回する計画で

ある。 

また、風車発電機の一部部材は、一般国道 165号の青山トンネル手前付近の積替え場において、

起立台車等に積替え、青山トンネルを通過させる予定である。工事用資材等の積替え場について

は、住宅からの距離を十分確保する。 

大型部品（風力発電機等）の輸送は、1基あたり延べ 10台程度の車両で行う。うち 1日あたり

の最大輸送台数は 10台程度を予定している。また、特殊車両による大型部品の陸上輸送は輸送許

可内の時間に近隣に配慮して実施する。 

なお、上記の搬入ルートは現時点での想定であり、今後、関係機関等との協議により決定する。 

 

(2)コンクリートミキサー車・ポンプ車の走行ルート 

風力発電機基礎工事におけるコンクリート打設のためのミキサー車やポンプ車（以下、「コンク

リートミキサー車等」という。）の走行ルートは、図 2.2-7のとおりである。 

津市方面からは、一般国道 165 号を西進した後、また、伊賀市方面からは、一般国道 165 号を

東進した後、一般県道 512号を経由して、対象事業実施区域に至るルートを使用する計画である。 

なお、コンクリートの調達工場および走行ルートは現時点での想定であり、今後、詳細検討に

より決定する。 
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図 2.2-6 大型部品（風力発電機等）の搬入ルート 
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図 2.2-7 工事関係車両の主要な走行ルート 
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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、対象事業実施区域内もしくはその近隣に仮設の工事事務所を設置する予定であ

る。 

 

(2)騒音及び振動の主要な発生源となる建設機械の種類及び仕様 

現時点では詳細検討を実施していないため、騒音及び振動の主要な発生源となる建設機械の種

類及び仕様の決定に至っていないが、現時点で使用が想定される主な建設機械の種類及び仕様は

表 2.2-3のとおりである。 

なお、建設機械の選定にあたっては、可能な限り排出ガス対策型、低騒音型の建設機械を用い

る計画である。 

 

表 2.2-3 建設工事での使用を想定する主な建設機械の種類及び仕様 

主な建設機械 仕様 

バックホウ 0.2～1.4 m3 

ブルドーザー 8～40t 級 

キャリアダンプ 10t 

ダンプトラック 10t 

ユニック車 4t 

振動ローラ 3～10t 

コンクリートポンプ車 100 m3/h 

コンクリートミキサー車 10t 

ラフタークレーン 16～25ｔ 

吹付け車 － 

モーターグレーダー 3.1ｍ 

ロードローラー 10ｔ 

タイヤローラー 10ｔ 

アスファルトフィニッシャー 幅 2.0～4.5m 

油圧クレーン 1,200ｔ 

油圧クレーン 200ｔ 

ラフタークレーン 70t 

ラフタークレーン 16～25ｔ 

 

(3)工事中用水の取水方法及び規模 

工事中の用水は、給水車により現地に必要容量を搬入し、散水、車両洗浄等の用水として使用

する予定である。これらの用水の調達先は未定である。 
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(4)工事中の排水に関する事項 

①  雨水排水 

降雨時の排水は、各風力発電機敷地等に設置する沈砂池（図 2.2-8 参照）に集積し、土砂等を

沈降させながら地下に自然浸透させる等、適切に処理を行うとともに、沈砂池の容量を超える場

合には上澄みを排水し、ふとん篭やフィルター材等を介して流速を抑えた上で拡散して自然放流

させることを計画している。 

 

平面図 

 

 

側面図 

 

 

図 2.2-8 濁水処理設備（沈砂池）の例 

 

（単位：mm） 

 

（単位：mm） 

 



2.2-19 

(21) 

②  生活排水 

対象事業実施区域内もしくはその近隣に設置予定の仮設工事事務所からの生活用水は、手洗水

やトイレの排水等が想定される。手洗水は微量であるため、浸透枡等を設け自然浸透させる等、適

切に処理する。また、トイレは汲み取り式にて対応することを計画している。 

 

(5)土地利用に関する事項 

本事業に際しては、既存の管理用道路や風力発電機敷地等を有効活用することにより、工事用

道路や組立用工事敷として新たに改変する土地の面積をできる限り少なくできるよう計画を進め

る予定である。土地の改変については、関係機関と協議の上、必要な手続きを実施する。 

 

(6)樹木伐採の場所及び規模 

本事業に際しては、既存の管理用道路や風力発電機敷地等を有効活用することにより、新たな

土地の改変に伴う樹木の伐採をできる限り少なくできるよう計画を進める予定である。 

また、風力発電機の輸送時や組立時に支障となる樹木についても、枝切り等で対応し、樹木伐

採をできる限り少なくできるよう計画を進める予定である。 

 

(7)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い、廃プラスチック、金属くず、コンクリート殻、廃油・廃

グリス、木くず（伐採木含む。）、紙くず等の廃棄物が発生するが、それぞれの発生量は現時点で未

定である。 

工事の実施にあたっては、風力発電機等の大型機器類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「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、可能な限り有効利用に努め、廃棄物

の処分量を低減する。 

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）に基づき適正に処分する。 

 

(8)残土に関する事項 

本事業に際して、風力発電機の基礎工事、工事用道路の拡幅、組立用工事敷の整備等により、土

砂（発生量は未定）の発生が予測されるが、既存の風力発電機基礎撤去後の埋戻し土として利用す

る等により、原則として対象事業実施区域内で処理し、場外へ搬出しない計画である。 

 

(9)主要な建物等 

対象事業実施区域外（三重県内）に運転管理事務所を設置し、平日の昼間は管理員が常駐し、運

転状況の監視および巡視等を実施する予定である。 

 

(10)材料採取の場所及び量 

工事に使用する骨材は、市販品等を利用することから、土砂及び骨材採取等は行わない予定で

ある。 
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2.2.7 当該地域で稼働または検討中の他の風力発電事業 

当該地域で操業中の主な風力発電事業は、表 2.2-4 及び図 2.2-9 のとおりである。また、環境

影響評価手続き中の風力発電事業は、表 2.2-5及び図 2.2-9のとおりである。 

 

表 2.2-4 既設風力発電事業 

稼働年月 
事業者名 

［風力発電所名］ 
設置場所 

定格出力 

(kW) 
基数 

総出力 

(kW) 

2003 年 3 月 
株式会社青山高原ウインドファーム 

［青山高原風力発電所］ 

津市 

伊賀市 
750  20 15,000 

2016 年 3 月(第Ⅰ期) 

2017 年 2 月(第Ⅱ期) 

株式会社青山高原ウインドファーム 

［新青山高原風力発電所］ 

津市 

伊賀市 
2,000  40 80,000 

2006 年 2 月 
株式会社シーテック 

［ウインドパーク美里］ 
津市 2,000  8 16,000 

2010 年 2 月(第Ⅰ期) 

2010 年 12 月(第Ⅱ期) 

株式会社シーテック 

［ウインドパーク笠取］ 

津市 

伊賀市 
2,000  19 38,000 

リプレース 

工事中 

株式会社シーテック 

［ウインドパーク久居榊原］ 
津市 1,500  2 3,000 

 

 

 

表 2.2-5 環境影響評価手続き中の風力発電事業 

事業名 （仮称）ウインドパーク布引北風力発電事業 

事業者名 株式会社シーテック 

発電所出力 64,000kW（2,300kW×28 基） 

備 考 環境影響評価準備書手続き中 

 

事業名 （仮称）平木阿波ウィンドファーム事業 

事業者名 株式会社グリーンパワーインベストメント 

発電所出力 最大 24,000kW（3,000kW×最大 8 基） 

備 考 環境影響評価方法書手続き終了 

 

事業名 （仮称）ウィンドファーム津芸濃事業 

事業者名 株式会社グリーンパワーインベストメント 

発電所出力 最大 48,000kW（3,000kW 級×最大 16 基） 

備 考 環境影響評価方法書手続き終了 

 

なお、リプレース前とリプレース後の風車の概要は表 2.2-6のとおりである。 
 

表 2.2-6 リプレース前とリプレース後の風力発電機の概要 

項  目 リプレース前 リプレース後（予定） 

定格出力 750kW 2,300kW 級 

ブレード枚数 3 枚 3 枚 

ローター直径（ブレードの回転直径） 50.5m 約 82m 

ハブ高さ（ブレードの中心の高さ） 50.0m 約 78m 

最大高さ（ブレード回転域の最大高さ） 75.3m 約 119m 

「環境影響評価情報支援ネットワーク」(環境省 HP、閲覧：令和 2 年 9 月） 

「環境アセスメントデータベース EADAS（イーダス）」（環境省 HP、閲覧：令和 2 年 9 月）より作成 
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図 2.2-9 対象事業実施区域周囲の風力発電事業 

「環境アセスメント環境基礎情報データベースシ

ステム」（環境省 HP、閲覧：令和 2 年 9 月） 

より作成 
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