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6.  検討会の実施 
6.1  実施状況 

平成 29 年度では、「風力発電施設立地検討のためのセンシティビティマップ検討会」

（以下、「検討会」という。）を 2 回実施した。これは、平成 28 年度から数えて、第 4 回

及び第 5 回検討会である。 

検討会では、①センシティビティマップの公開情報、②運用方法、③操作性について検

討を行い、仕様の確定を行った。 

また、検討会の開催にあたっては、委員との連絡調整、各検討会での内容検討や資料作

成、また会場設営・準備、会議の進行補助、資料の印刷、会場手配、議事録の作成、日程

調整及びお茶の提供を行った。 

検討会委員を表 6-1 に、第 4 回及び第 5 回検討会の概要を表 6-2 に示す。 

第 4 回及び第 5 回の検討会資料及び議事録は資料編に収めた。なお、検討会資料中のデ

ータは開催当時のものであり、その後更新されたものもある。 

 

 

表 6-1 検討会委員一覧 

氏  名 所     属 

石原 茂雄 一般社団法人 日本風力発電協会 環境部会副部会長 

浦 達也 公益財団法人 日本野鳥の会 自然保護室 主任研究員 

澤 祐介 一般社団法人 バードライフ・インターナショナル東京 事業開発部長 

関島 恒夫 新潟大学農学部 生産環境科学科 教授 

仲村 昇 公益財団法人 山階鳥類研究所 鳥類標識センター 研究員 

由井 正敏 東北鳥類研究所 所長 
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表 6-2 検討会実施概要 

検討会実施日 議題 議題の詳細内容 

第 4 回検討会 

平成 29 年 9 月 19 日 

（１） 平成 29 年現地調査結果 

（２） 重要種の選定方法・ランクの見直し 

（３） センシティビティマップの評価方法 

（４） センシティビティマップの公開方法 

（５） 今後の予定 

①センシティビティマップの公開

情報 

②運用方法 

③操作性について検討 

第 5 回検討会 

平成 29 年 12 月 21 日 

（１） 現地調査結果 

（２） センシティビティマップの評価 

（３） センシティビティマップの公開 

（４） 今後の予定 

①センシティビティマップの

公開情報 

②運用方法 

③操作性について検討 
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6.2  第 4 回検討会の概要 
(1)  日時・場所 

日 時：平成 29 年 9 月 19 日(火)13：30－16：00 

場 所：航空会館 801 会議室 

 

(2)  出席者 
検討会委員（敬称略、五十音順） 

石原 茂雄 一般社団法人日本風力発電協会 環境部会副部会長 

浦 達也 公益財団法人日本野鳥の会 自然保護室主任研究員 

澤 祐介 一般社団法人バードライフ・インターナショナル東京事業開発部長 

関島 恒夫 新潟大学農学部生産環境科学科 教授 

仲村 昇 公益財団法人山階鳥類研究所鳥類標識センター 研究員 

由井 正敏 東北鳥類研究所 所長 

 

環境省 

自然環境局野生生物課 

課長    堀上 勝 

課長補佐  中島 慶次 

計画係長  有山 義昭 

計画係員  新井 愛那 

大臣官房環境影響評価課 

課長補佐  井上 直己 

専門官   會田 義明 

係長    久保井 喬 

大臣官房環境影響審査室 

室長補佐  伊藤 史雄 

審査官   若松 佳紀 

審査官   中島 周三 

 

事務局  

いであ株式会社 6 名 

 

合計 22 名 

 

(3)  議事 
（１） 平成 29 年現地調査結果 

（２） 重要種の選定方法・ランクの見直し 

（３） センシティビティマップの評価方法 

（４） センシティビティマップの公開方法 
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（５） 今後の予定 

 

資料 

・議事次第 

・出席者名簿 

・座席表 

・風力発電施設立地検討のためのセンシティビティマップ検討会設置要綱 

・資料１：平成 29 年現地調査結果（A3・35 頁） 

・資料２：重要種の選定方法・ランクの見直し（A3・12 頁） 

・資料３：センシティビティマップの評価方法（A3・9 頁） 

・資料４：センシティビティマップの公開方法（A3・9 頁） 

・資料５：今後の予定（A4・1 頁） 

・参考資料：第 3 回検討会議事録（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 第 4 回検討会実施状況 
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6.3  第 5 回検討会の概要 
(1)  日時・場所 

日 時：平成 29 年 12 月 21 日(木)10：00－12：00 

場 所：環境省第 2 会議室 19 階 

 

(2)  出席者 
検討会委員（敬称略、五十音順） 

石原 茂雄 一般社団法人日本風力発電協会 環境部会副部会長 

浦 達也 公益財団法人日本野鳥の会 自然保護室主任研究員 

澤 祐介 一般社団法人バードライフ・インターナショナル東京事業開発部長 

関島 恒夫 新潟大学農学部生産環境科学科 教授 

仲村 昇 公益財団法人山階鳥類研究所鳥類標識センター 研究員 

由井 正敏 東北鳥類研究所 所長 

 

環境省 

自然環境局野生生物課 

課長    堀上 勝 

課長補佐  中島 慶次 

計画係長  有山 義昭 

計画係員  新井 愛那 

大臣官房環境影響評価課 

課長    熊倉 基之 

専門官   會田 義明 

大臣官房環境影響審査室 

室長補佐  伊藤 史雄 

審査官   中島 周三 

 

事務局  

いであ株式会社 6 名 

 

合計 20 名 

 

(3)  議事 
（１） 現地調査結果 
（２） センシティビティマップの評価 
（３） センシティビティマップの公開 
（４） 今後の予定 
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資料 

・議事次第 

・出席者名簿 

・座席表 

・資料 1：現地調査結果（A3・8 頁） 

・資料 2：センシティビティマップの評価（A3・9 頁） 

・資料 3：センシティビティマップの公開（A3・24 頁） 

・資料 4：今後の予定（A4・1 頁） 

・参考資料：事業者向け説明会・チラシ、環境アセスメントデータベース・パンフレッ

ト、第 4 回検討会議事録（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 第 5 回検討会実施状況 

  


