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工事概要
事業名 留寿都風力発電事業
工事場所 留寿都村字旭野、字登
工事工期 2020年7月1日～2024年3月31日（予定）
工事内容 ・村道整備

・新設道路、風車ヤード造成
・風力発電設備 15基
・二次変電所、送電線、連系変電所
・管理棟建築



工事概要（位置図）

風車の設置場所は、登、
旭野地区の尾根沿いに
15基配置します



工事概要（拡大図）

●：風力発電設備
－：送電線

↑喜茂別町へ

風力発電設備から北電双葉開閉所への送電線は、
高福林道から村道泉川旭野線、旭野北鈴川線に埋
設し、喜茂別町へ向かいます



工事概要（風車配置、村道整備）

－：村道整備

新設道路・ヤード

二次変電所

・大型資材運搬可能な村道整備をします（青線）
・風車へつながる道路を新設します（緑線・橙線）
・風車を組み立てるヤードを造成します（緑線・橙線）



工事概要（風力発電機の外形）
 定格出力：4,200ｋｗ
 基数：15基
 ブレード枚数：3枚
 ローター直径：117m

 ハブ高さ：85.0m、98.3m

 風車高さ：143.5m、156.8m

ハブ高さ（タワー高さ）の位置に発電機があり
直径117ｍのブレード（羽根）が回転して発電します



工事概要（風力発電機の基礎）
 構造：鉄筋コンクリート＋杭打ち
 基数：15基 村有地内 8基（杭打ち5基）

その他 7基（杭打ち2基）

風力発電機を支持する基礎はコンクリートで構築します
地盤の支持力が足りない場所は支持層まで杭を設置します



工事概要（道路の構造）
標準断面図

道路の車道部を4～8ｍの幅で砕石を敷きならして整備します
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試運転調整
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電気工事

環境影響評価
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▼運転開始

2024年3月

▼工事着工 2020年7月

工事概要（工程）



２０２１年 工事実績
 土木工事（村道整備、新設道路工事、造成工事） 進捗 土木工事全体の99.5％
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2021.10.26 撮影

・T01～T08風車ヤードを造成
・No.1～5道路を整備
・高福林道を拡幅整備

写真①



２０２１年 工事実績
 土木工事（村道整備、新設道路工事、造成工事） 進捗 土木工事全体の99.5％

写真①

2021.10.6 撮影

写真②
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ヤード
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・T09～T12風車ヤードを造成
・No.5道路を整備
・高福林道を拡幅整備

写真②



２０２１年 工事実績
 土木工事（村道整備、新設道路工事、造成工事） 進捗 土木工事全体の99.5％

2021.10.26 撮影

写真③
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二次変電所

・T13～T15風車ヤードを造成
・No.5、6道路を整備

写真③



２０２１年 工事実績
 電気工事（送電線埋設・鉄塔・変電所） 進捗 電気工事全体の54.0％

・構内新設道路
・高福林道
・泉川旭野線
・旭野北鈴川線
・喜茂別町
・道道695号線

保護管・ケーブルを埋設



２０２１年 工事実績
 電気工事（送電線保護管埋設工事）

送電線を入れる保護管３条と
通信線を入れる保護管１条を設置



２０２１年 工事実績

・喜茂別町 鉄塔 全13基のうち、9基が完成

 電気工事（送電線埋設・鉄塔・変電所） 進捗 電気工事全体の54.0％



２０２１年 工事実績

・構内二次変電所 杭工事が完成

 電気工事（送電線埋設・鉄塔・変電所） 進捗 電気工事全体の54.0％

二次変電所



２０２１年 工事実績

・喜茂別町 連系変電所 基礎工事が完成

 電気工事（送電線埋設・鉄塔・変電所） 進捗 電気工事全体の54.0％

連系変電所



工事内容 ２０２２年
 土木工事（風車基礎工事）
 電気工事（送電線工事、接地工事、変電所工事）

※人・車両・物資の動き

・人 →150人／日

・車両
連絡車（普通）→50台／日

・物資
生コンクリート等（大型）
砕石等（大型）

→100台／日

土工事 橋梁補強 維持管理

村道泉川旭野線整備

一部舗装

新設道路造成

基礎工事

風車基礎工事

電気工事 埋設

構内送電線 管路埋設

ケーブル敷設

ｹｰﾌﾞﾙ敷設

泉川旭野線　ケーブル敷設

自営送電線 ｹｰﾌﾞﾙ敷設

旭野北鈴川線　ケーブル敷設

ｹｰﾌﾞﾙ敷設

鉄塔組立　架空ケーブル敷設

ｹｰﾌﾞﾙ敷設

基礎工事・建屋工事 機器据付 試運転調整

二次変電所

機器据付 試運転調整

連系変電所

管理棟建築工事

建屋建築

2022年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

項　　目



工事内容 ２０２２年
 土木工事（風車基礎工事）

●既設村道整備

・風車部材輸送車両を通行させるため既設橋梁を補強

●風車基礎工事

・T01～15風車ヤードで風車基礎15基を構築

 管理棟建築工事

●登小学校跡地に管理棟を新築



工事内容 ２０２２年
 電気工事（送電線工事、接地工事、変電所工事）

●送電線工事

登開拓2号線
・各風車からの送電線を埋設
高福林道、泉川旭野線、旭野北鈴川線
・二次変電所から喜茂別町への送電線を埋設
喜茂別町
・山間部に鉄塔（残4基）を建て、架空送電線を架設

●接地工事
・各風車からの接地線を埋設

●変電所工事
・各風車からの電気を集めて電圧を上げる二次変電所を構築
・電気を北電施設へ送るために電圧を上げる連系変電所を構築



工事内容 ２０２２年

：風車基礎構築、二次変電所構築送電線ケーブル敷設

：送電線ケーブル敷設

二次変電所から喜茂別町への送電線を埋設

各風車ヤードで風車基礎を構築
二次変電所を構築
各風車から二次変電所への送電
線を埋設

二次変電所

登小学校跡地に管理棟を建築

橋梁補強



作業時間

終１８：００

休 工：日曜日
（状況により作業する場合
があります）

長期休工：お盆、GW、冬期間
（状況により作業する場合
があります）

（作業内容により残業する場合があります）

始８：００



車両通行 ２０２２年度

主な工事車両

作業員連絡車 50台程度/日

工事車両は、登開拓2号線方向、泉川旭野線方向の
両側から入場、退場となる

生コン車・砕石運搬ダンプトラック 最大100台程度/日



管理棟建設工事
管理棟設置場所（予定）



風車基礎工事

鉄筋組立状況例

風車基礎例



電気工事

電気ケーブル施工例



電気工事

変電所例
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