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第1章 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 
事業者の名称      ：西九州風力発電株式会社 

代表者の氏名      ：久原 研 

主たる事務所の所在地  ：佐賀県唐津市二タ子 3-1番 1号 

 
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。石油をはじめエネルギーの大半を海外からの輸

入に頼るわが国においては、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 27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。 

佐賀県では、平成 17 年 3 月に「佐賀県新エネルギー・省エネルギー促進条例」を制定しており、

最近のエネルギーを巡る大きな情勢変化に伴うエネルギーの効率的な使用、及び佐賀の自然や産業

を生かした「地産地消」の新しいエネルギーを生産し、地球環境問題の解決への貢献による持続的

発展が可能な循環型社会を目指している。また、平成 30年 3月には、再生可能エネルギー等の普及

拡大に向けた先端的な取り組みとして「佐賀県再生可能エネルギー等先進県実現化構想」を策定し、

県内の技術・研究シーズ等を活かし、県内外の再生可能エネルギー導入拡大を通じて CO2 の排出を

削減することにより、環境と産業振興への貢献を目指している。 

なお、本事業の事業地にあたる唐津市では、平成 24年 7月に「唐津市再生可能エネルギーの導入

等による低炭素社会づくりの推進に関する条例」を制定し、エネルギー使用の合理的な使用に役立

てる社会システムの構築を推進し、再生可能エネルギーの導入に伴うエネルギー産業の振興及び人

材の育成を目指している。さらに、本条例を元とした「唐津市再生可能エネルギー総合計画」を平

成 25年 6月に策定しており、先進的な再生可能エネルギー開発の取り組みを可能とする地域として、

新たなエネルギー産業を支える方針の明確化、研究や教育、ビジネスをとおした他地域との人材交

流を促進することで、地域の発展や新技術の開発を目指している。 

このように本事業は、地球温暖化問題に対する国の政策や佐賀県、唐津市の取り組みにも即した

ものであるとともに、低炭素の国産エネルギー源の活用によるエネルギー自給率向上への寄与、及

び、風力発電施設の建設及び供用に伴う地元経済活性化への貢献も期待される事業である。 
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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）加部島風力発電事業 

 

2.2.2 対象事業により設置又は変更される発電所の原動力の種類 

風力(陸上) 

 

2.2.3 対象事業により設置又は変更される発電所の出力 

風力発電所の出力(総発電出力)：最大 7,500kW未満 

風力発電施設の基数      ：最大 3基 

 

2.2.4 事業実施想定区域 

事業実施想定区域は、佐賀県唐津市呼子町加部島とした。 

事業実施想定区域の位置図を図 2.2-1～図 2.2-2に示す。 

 

2.2.5 対象事業により設置又は変更される発電所の設備の配置計画の概要 

風力発電施設の配置計画案を図 2.2-7 に示す。配置予定箇所に関しては、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を踏まえて決定する。 
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図 2.2-1 事業実施想定区域 

位置図(広域) 
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図 2.2-2 事業実施想定区域

位置図（詳細） 
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2.2.6 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) 主要機器等に関する事項 
風力発電施設の概要を表 2.2-1、標準的な風力発電施設の概略図を図 2.2-3に示す。 

なお、下記諸元はあくまで現時点のものであり、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踏まえて決定する。 

 

表 2.2-1 風力発電施設の概要 

項  目 諸 元 

定格出力（定格運転時の出力） 最大 4,000kW級 

ブレード枚数 3枚 

ローター直径(ブレードの回転直径) 最大 120m 

ハブ高さ(ブレードの中心の高さ) 最大 115m 

風力発電施設の高さ 最大 175m 
 

 

 

 

 

  

 

図 2.2-3 標準的な風力発電施設の概略図 

ハブ高 
(最大 115m) 

最高点（地上高 最大 175m） 

※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 

(最大 120m) 

地面 
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 (2) 工事に関する事項 
  (a) 工事内容 

事業実施想定区域における主要な工事は、以下のとおりである。 

土木工事：道路工事、造成・基礎工事 

風力発電施設建設工事：輸送工事、据付工事 

電気工事：変電設備・送電線の設置工事 

試運転試験：試運転調整 

 

  ① 土木工事(道路工事) 

輸送路拡幅工事、仮設道路・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踏

まえた上で、可能な限り既存の道路、農道等を活用し、改変面積を極力小さくする予定である。

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）は極力少なくするよう配置予

定箇所に至る道路を整備することとする。 

 

  ② 土木工事(造成・基礎工事) 

風力発電施設の据付工事作業ヤード(一部を運転開始後のメンテナンス用管理ヤードとしても

使用)を敷設するための樹木伐採を含む造成工事、風力発電施設の基礎構築工事等からなる。設

計の段階においては地形等を十分に考慮し、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、改変面積を極力小さくする予定である。なお、基礎杭の使用、不使用についてはボー

リング調査、基礎設計をした上で決定する。 

 

  ③ 風力発電施設建設工事(据付工事) 

風力発電施設の据付工事は、大型クレーン車を使用し、据付工事に必要な工事期間は風車 1基

あたり約 10日程度を予定している。なお、風力発電施設のブレードの据付方法には、地上部で 3

本のブレードを組み上げてから吊り上げる方法（地組み工法）と、ブレードを 1本ずつ吊り上げ、

上部で組み上げる方法（1 本付け工法）があり、据付工事用作業ヤードの確保面積により、選定

していく。 

 

  ④ 風力発電施設建設工事(輸送ルート) 

風力発電機等の大型資材の搬出入路及びその他の工事用資材等の搬出入路は、未定であるが、

現時点での大型資材の搬出入路は唐津港、呼子、加部島のいずれかの港を利用し、資材等を搬入

する計画としている。加部島内の主な輸送ルートを図 2.2-4に示す。 
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図 2.2-4 大型部品（風力発電機等）の搬入ルート 

 

  ⑤ 電気工事 

電気工事は、九州電力(株)の送電線へ連系させるための変電設備、変電設備と風力発電施設を

つなぐ構内送電線工事及び風車内配線工事等からなる。変電設備は九州電力(株)の 66kV 送電線

の隣接用地に設置し、当該送電線に連系させる予定である。 

 

  (b) 工事工程 

表 2.2-2 に示す工事工程を現時点では予定している。 

 

表 2.2-2 工事工程（予定） 

 
 
 
 
 
 
 

注)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。 
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2.2.7 事業実施想定区域の絞り込みの検討経緯 

 (1) 基本的な考え方 
事業実施想定区域の設定にあたっては、計画段階における検討対象エリアを設定し、同エリア

内において、図 2.2-5に示す検討フローの各種条件等により検討を行った。 

 

 

事業性の配慮 

（風況条件） 

【検討対象エリアの設定：風況条件】 

既存の風況調査結果から、風況条件が良いと思われる場所を事業

候補地として抽出設定する。 

 

 

法令等の配慮 

【法令等の規制を受ける区域への配慮】 

自然公園区域、自然環境保全区域等、鳥獣保護区の状況を確認し

事業実施想定区域の設定にあたっては、これらの状況を配慮す

る。 

 

 

環境の配慮 

【環境保全上留意が必要な施設等への配慮】 

住居並びに、学校、病院、福祉施設の状況を確認し、事業実施想

定区域の設定にあたっては、これらの状況を把握する。 

 

 

事業実施想定区域を選定 

 

図 2.2-5 事業実施想定区域の検討フロー 
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 (2) 事業実施想定区域の設定根拠 
  (a) 検討対象エリアの設定 

事業実施を想定する検討対象エリアは、以下の条件・背景を踏まえ佐賀県唐津市呼子町加部島

とした。 

 

・既往の風況「局所風況マップ」(独立法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO))にお

いて、図 2.2-6に示すとおり、6.5m/s以上の風況が加部島の広い範囲に分布する。 

・本事業の事業地にあたる唐津市では、平成 24年 7月に「唐津市再生可能エネルギーの導入

等による低炭素社会づくりの推進に関する条例」を制定し、エネルギー使用の合理的な使用

に役立てる社会システムの構築を推進し、再生可能エネルギーの導入に伴うエネルギー産業

の振興及び人材の育成を目指している。 

・さらに、本条例を元とした「唐津市再生可能エネルギー総合計画」を平成 25年 6月に策定

しており、先進的な再生可能エネルギー開発の取り組みを可能とする地域として、新たなエ

ネルギー産業を支える方針の明確化、研究や教育、ビジネスをとおした他地域との人材交流

を促進することで、地域の発展や新技術の開発を目指している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-6 風況の分布状況 
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  (b) 事業実施想定区域の絞込み 

事業想定区域の選定においては、以下の条件を配慮し候補地を抽出した。 

 

   1) 法令等の規制を受ける区域への配慮 

事業想定区域及びその周辺における法令等の規制を受ける場所の分布状況は以下に示すと

おりである。 

 

・自然公園法及び県立自然公園条例：加部島のほぼ全域が国定公園に指定されているため、事

業実施想定区域は、国定公園の第 1種特別地域、第 2種特別地域を除く範囲とした。 

・自然環境保全法及び佐賀県環境の保全と創造に関する条例：抽出した事業候補地には、自然

環境保全地域は存在しない。 

・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律：加部島は鳥獣保護区に指定されてい

ないが、同法第三十五条第一項に規定する特定猟具使用禁止区域（銃器）に加部島全域が指

定されている。 

・森林法：加部島には保安林は存在しない。 

 

   2) 環境保全上留意が必要な施設等への配慮 

事業候補地内における環境保全上留意が必要な住居、学校、病院、福祉施設の分布状況は図 

2.2-7 示すとおりである。 

事業実施想定区域は、環境保全上留意が必要な住居、学校、病院、福祉施設を含まない範囲

とした。 

 

  (c) 事業実施想定区域の設定 

風況の状況及び上述の 1)～2）の検討結果を踏まえた上、加部島内の主な輸送ルートを考慮

し、現時点での風力発電等の設備を配置する可能性がある事業実施想定区域は図 2.2-7に示す

とおりである。 

なお、事業実施想定区域は国定公園の第 3種特別地域に指定されていることから、今後の手

続においては、詳細な現地調査等を行った上で、重大な環境影響が懸念される地域については、

環境影響への回避・低減を図る。 
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図 2.2-7 事業実施想定区の

絞り込み結果 
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2.2.8 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、風況調査結果及び地形、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

含するように設定されており、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。 

今後、環境影響評価手続における調査結果等を踏まえて具体的な風力発電機の配置や構造を

検討するため、現段階では複数案を設定することが現実的ではないことから「配置・構造に関

する複数案」の設定は行わない。環境影響評価手続において調査結果等を踏まえつつ、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。 

 


