
 

2-1 
(3) 

第一種事業の目的及び内容 

第一種事業の目的 

風力発電をはじめとする再生可能エネルギーは、環境基本計画（平成 30 年 4 月）において、多様な

再生可能エネルギー源を活用することで、地域のエネルギー収支を改善し、足腰の強い地域経済の構

築に寄与し、再生可能エネルギーに関連する事業等を併せて行うことにより新たな雇用を生み出し、

地域の活力の維持・発展に貢献するものとされている。 

福島県では、東日本大震災及び原子力災害からの復興・再生を着実にすすめるため、震災前の平成

21 年に策定した福島県総合計画「いきいき ふくしま創造プラン」を全面的に見直し、「福島県総合計

画 ふくしま新生プラン」（平成 24 年 12 月）を策定している。本計画では、再生可能エネルギーを復

興・再生の牽引役として位置づけ、飛躍的に推進するとされている。 

また、震災前の平成 23 年 3 月に策定した「福島県再生可能エネルギー推進ビジョン」を見直した

「福島県再生可能エネルギー推進ビジョン（改訂版）」（平成 24 年 3 月）では、福島県の再生可能エネ

ルギー導入推進の基本方針や目標、施策を示し、「県内のエネルギー需要量の 100%以上に相当する量

のエネルギーを再生可能エネルギーで生み出す県」との目標を掲げている。 

さらに、本事業の関係市町においては、「新二本松市総合計画 二本松を元気に！新 5ヵ年プラン」

（二本松市）や「第 5次川俣町振興計画 後期基本計画」（川俣町）など、各自治体においても、再生

可能エネルギーの導入に向けた取り組みが推進されている。 

こうした社会情勢を鑑み、本地域における風力発電所の設置を推進し、得られたクリーンエネルギ

ーを供給することで地球環境保全及び地域の活性化に貢献することを目的とする。 

 

第一種事業の内容 

第一種事業の名称 

（仮称）麓山風力発電事業 

 

第一種事業の実施が想定される区域及びその面積 

事業実施想定区域の概要 

事業の実施が想定される区域：二本松市、川俣町（図 2.2-1、図 2.2-2 及び写真 2.2-1 参照） 

事業の実施が想定される面積：約 1,050ha （風力発電機の設置対象外の面積：約 275ha） 
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図 2.2-1 事業実施想定区域の位置 

事業実施想定区域 
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図 2.2-2 事業実施想定区域の周囲の状況 
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写真 2.2-1 事業実施想定区域の航空写真 

川俣町 

二本松市 

資料：NTT 空間情報,DigitalGlobe Inc. 
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事業実施想定区域の検討手法 

前述のとおり、本事業では、福島県にて平成 24 年に策定された「福島県再生可能エネルギー推

進ビジョン（改訂版）」や、関係市町による風力発電等の再生可能エネルギーの導入促進が図られ

ていることを踏まえ、本地域における風力発電所の設置を推進し、得られたクリーンエネルギーを

供給することで地球環境保全及び地域の活性化に貢献することを目的としている。 

本事業の事業実施想定区域は、以下の検討を踏まえて設定した。 

 

○風況条件による抽出 

事業実施想定区域周辺における風況マップを確認し、好風況となるエリアを抽出した。 

○社会インフラ整備状況等の確認 

既存の道路等が整備されている地域においては、道路の拡幅や林道の新設を低減することが可

能となる。改変面積の削減は環境面及びコスト面で重要であることから、既存のアクセス道路が

存在する範囲を確認した。 

上記の確認に加え、地形、土地利用状況、施工可能性等の制約条件を考慮し、事業実施想定区

域を設定した。 

○法令等の制約を受ける場所及び環境保全上留意が必要な施設等の確認 

社会インフラ整備状況等を考慮して設定した事業実施想定区域において、法令等の制約を受け

る場所等（自然公園地域（国立、国定、県立自然公園）、農用地区域、保安林等）の状況、環境保

全上留意が必要な施設等の状況を確認した。 
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○事業実施想定区域の検討フロー 

 

（1）風況条件による抽出（図 2.2-3） 

NEDO の局所風況マップから、風況条件が良いと思われる場

所を抽出 

 
 

（2）社会インフラ整備状況等の確認（図 2.2-4） 

既存の道路等の状況を確認し、事業実施想定区域を設定 

 

 

（3）法令等の制約を受ける場所及び環境保全上留意が必要

な施設等の確認（図 2.2-5） 

法令等の制約（自然公園地域（国立、国定、県立自然公園）、

農用地区域、保安林等）状況を確認 

生活環境及び自然環境に配慮するため、学校、病院・診療

所・住宅等の施設、鳥獣保護区等、自然環境保全上の配慮が

必要な場所を確認。 

 

 

 

事業性配慮 

環境性・ 
事業性配慮 

規制配慮 

環境性配慮 
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事業実施想定区域の設定根拠 

事業実施想定区域の設定にあたっては、風況条件による候補地の抽出を行ったうえで、社会イン

フラ整備状況、法令等の制約を受ける場所及び環境保全上留意が必要な施設等を確認し、事業実施

想定区域の検討を行った。 

検討の経緯を以下に示す。 

 

風況条件による抽出 

本計画段階において検討対象としたエリアは、図 2.2-3 に示すとおりであり、二本松市と川俣

町の市町境界付近である。このうち、局所風況マップ（NEDO：国立研究開発法人 新エネルギー・

産業技術総合開発機構）から好風況が見込まれる区域を事業実施想定区域として抽出することと

した。当区域は地上高 70m における年平均風速が約 6m/s 以上であり、風力発電に適した風況で

あると考えられる。 

 

社会インフラ整備状況等の確認 

候補地周辺のアクセス道の状況は、図 2.2-4 に示すとおりであり、風況条件により抽出した事

業実施想定区域の東側に国道 114 号、南側に国道 459 号、西側に国道 349 号が存在する。また北

側と南側の事業実施想定区域の間には主要地方道である原町二本松線が存在し、そこから区域に

至る林道や公道が存在する。 

以上の既存道路を利用することにより、道路の新設や拡幅面積等を低減することが可能であり、

施工時の資材等の搬入路として適した環境であると考えられる。 

 

法令等の制約を受ける場所及び環境保全上留意が必要な施設等の確認 

事業実施想定区域及びその周辺（図 2.2-5 の範囲内）において、以下に示す法令等の制約を受

ける場所及び環境保全上留意が必要な施設等を確認した。 

・自然公園地域（国立、国定、県立自然公園）、農用地区域、保安林等 

・住宅、学校、病院、福祉施設等、生活環境の保全上配慮すべき施設 

・鳥獣保護区等、自然環境保全上の配慮が必要な場所 

 

事業実施想定区域及びその周辺における法令等の制約を受ける場所は、図 2.2-5（1）及び（2）

のとおりである。事業実施想定区域内には、農用地区域、埋蔵文化財、土砂災害警戒区域及び砂防

指定地が存在する。本事業では、法令等の制約を受ける場所において土地の形質の変更等が生じる

場合には、今後必要な許認可の取得を進める計画である。 

事業実施想定区域及びその周辺における生活環境の保全上配慮すべき施設の状況は、図 2.2-5

（2）のとおりであり、住宅、認定こども園、学校及び福祉施設が存在する。 

事業実施想定区域及びその周辺における自然環境保全上の配慮が必要な場所の状況は、図 2.2-

5（1）及び（2）のとおりであり、鳥獣保護区、史跡・名勝・天然記念物、巨樹・巨木林及び自然林

が存在する。 
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図 2.2-3 事業実施想定区域周辺の風況（地上高 70m）  

風速（m/s） 

資料：「局所風況マップ」（新エネルギー・産業技

術総合開発機構 HP、閲覧：平成 31 年 4

月） 
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図 2.2-4（1） 社会インフラ整備状況 

資料： 

1.「数値地図（国土基本情報）道路中心線」（国土

地理院） 

2.「環境アセスメントデータベース（イーダス）」

（環境省 HP、閲覧：令和元年 5月） 
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図 2.2-4（2） 社会インフラ整備状況(拡大図) 

資料： 

1.「数値地図（国土基本情報）道路中心線」（国土

地理院） 

2.「環境アセスメントデータベース（イーダス）」

（環境省 HP、閲覧：令和元年 5月） 
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図 2.2-5（1） 法令等の制約を受ける場所及び環境保全上留意が必要な施設等の状況 

資料は表 2.2-1（1）に記載した。 
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図 2.2-5（2） 法令等の制約を受ける場所及び環境保全上留意が必要な施設等の状況 

※住宅は、事業実施想定区域の端部から 2km 範囲内について、ゼンリン住宅地図（川俣町、二本松市）より所有者名称が確認された

住宅を示す。住宅等は、基盤地図情報における建築物の外周線を示す。 

この地図は、福島県の測量成果を使用したもので

ある。 

（令和元年 6 月 4日付け元森第 753 号にて承認） 

 

資料は表 2.2-1（2）に記載した。 
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表 2.2-1（1） 図 2.2-5（1）の出典資料 
資料：1.「国土数値情報 自然公園地域」（国土交通省、平成 22 年度） 

2.「福島県立自然公園及び自然環境保全地域位置図」(福島県、平成 22 年) 

3.「国土数値情報 農業地域」（国土交通省、平成 27 年度） 

4.「阿武隈川森林計画区 第 5次国有林野施業実施計画図」（関東森林管理局 福島森林管理署、平成 26 年度） 

5.「福島県森林計画図」（福島県) 

6.「福島県 土砂災害警戒区域等の指定箇所」（福島県 HP、閲覧：令和元年 5月） 

7.「県北建設事務所管内図」（福島県県北建設事務所、平成 29 年） 

8.「福島県文化財センター白河館・まほろん文化財データベース」(福島県 HP、閲覧：令和元年 5 月) 

 

 

 

表 2.2-1（2） 図 2.2-5（2）の出典資料 
資料：1.「市内の小学校」（二本松市 HP、閲覧：令和元年 5月） 

2.「市内の中学校」（二本松市 HP、閲覧：令和元年 5 月） 

3.「市町村立学校一覧」（福島県 HP、閲覧：令和元年 5 月） 

4.「保育所・幼稚園・認定こども園・小規模保育所・認可外保育所一覧」（二本松市 HP、閲覧：令和元年 5月） 

5.「保健福祉部 関連施設等名簿」（福島県保健福祉部、平成 30 年） 

6.「ゼンリン住宅地図 201710 川俣町、201712 二本松市」 

7.「基盤地図情報 建築物の外周線」（国土地理院、閲覧：令和元年 5 月） 

8.「平成 30 年度 福島県鳥獣保護区等位置図」（福島県 HP、閲覧：令和元年 5月） 

9.「福島県内の文化財」(福島県 HP、閲覧：令和元年 5 月) 

10.「指定文化財」(二本松市 HP、閲覧：令和元年 5 月) 

11.「自然環境情報 GIS 提供システム巨樹・巨木調査」（環境省 HP、閲覧：令和元年 5 月） 

12.「自然環境情報 GIS 提供システム 植生調査」（環境省 HP、閲覧：令和元年 5月） 
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第一種事業に係る電気工作物その他の設備に係る事項 

発電機 

設置する風力発電機の概要（予定）は、表 2.2-2 及び図 2.2-6 に示すとおりである。 

 

表 2.2-2 設置する風力発電機の概要（予定） 

項目 諸元 

発電機出力（定格出力） 2,350～4,200kW 級/基 

ブレード枚数 3 枚 

ローター直径 約 92～約 117m 

ハブ高さ 約 85～約 98m 

全高 約 130～約 157m 

 

 

※基礎形状は未定 

図 2.2-6 設置する風力発電機の概要 

 

変電施設 

現在検討中である。 

 

送電線 

現在検討中である。 

 

系統連系地点 

北側と南側の事業実施想定区域の間に位置する東福島変電所を利用する予定である。（図 2.2-4

参照） 
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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（陸上） 

 

第一種事業により設置される発電所の出力 

最大 96,600kW（定格出力 4,200kW 級風力発電機を最大 23 基程度設置） 

（※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、

これを下回るよう出力制限により対応する。） 

 

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 

発電所の設備の配置計画及び基礎構造は、今後の現地調査の結果、許認可協議等を踏まえた概略

設計及び詳細設計において検討する計画であり、現時点で詳細は未定である。 

 

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 

工事期間は未定である。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。また、現時点で想定される工事内容は、下記のとおりである。 

○道路工事 

○造成・基礎工事 

○据付工事 

○電気工事 

 

なお、風力発電機の輸送には、事業実施想定区域周辺に存在する公道及び既存の林道を使用する

ことを想定しているが、現時点ではルートは未定である。 
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その他の事項 

複数案の設定について 

本事業の事業実施想定区域は、風況条件及び地形、土地利用状況、施工可能性等の制約条件に加

え、環境保全上留意が必要な施設等の状況を考慮し、比較的広域な範囲から事業実施想定区域を絞

り込む過程を経ている。また、この区域は現時点で改変の可能性のある範囲を包含するよう設定さ

れており、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」（平成 25 年 3 月 環

境省計画段階技術手法に関する検討会）において、「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、現時点では配置等は未定のため「配置・構造に関する複数案」は設定しなかった。 

今後の環境影響評価手続においては、施工可能性の検討、地権者や関係機関との協議を踏まえ位

置・規模等の熟度を高めるとともに配置・構造等の検討を行うことで、環境へ配慮した計画の作成

を進めることが可能であり、重大な環境影響の回避又は低減が可能である。 

なお、本事業は風力発電施設の設置を前提としており、ゼロ・オプションの検討は非現実的であ

ると考えられるため、対象としなかった。 
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