
「第１回 みやぎ洋上風⼒発電等導⼊研究会」を開催します 
 
 県では，東⽇本⼤震災の経験をもとに，エネルギー供給源の多様化や⾃⽴・分散型エネル
ギーの確保を図るため，地域特性を踏まえた再生可能エネルギーの積極的な導入に取り組ん
でいます。 

このたび，県内沿岸地域への風⼒発電導入の利点や課題について，県内の風況特性のほか，
新たな産業創出や漁業協調などを含めた様々な角度から整理し，関係者間でそれらの認識の
共有化を図りながらその可能性を探ることで，導入に向けた気運の醸成及び課題解決のため
の環境整備を図るため，関係⾏政機関や海域利⽤者，⼤学研究機関などによる「みやぎ洋上
風⼒発電等導入研究会」を設置することとしました。 

第１回研究会を下記のとおり開催いたします。本県が主催して，洋上風⼒発電等に関する
有識者や関係者が⼀堂に会する初めての研究会となりますので，ぜひ取材してくださいます
ようお願いします。 

記 
１ ⽇  時  平成２８年９⽉９⽇（⾦）午後１時３０分から午後４時３０分まで 
２ 会  場  ホテルメトロポリタン仙台 ３階 星雲 

（仙台市⻘葉区中央１丁目１－１） 
３ 参集範囲  研究会委員（別添名簿のとおり）及び傍聴希望者（風⼒発電関連企業等） 
４ 予定人数  １１５名程度 
５ 内  容 
 （１）挨拶  宮城県知事 村井 嘉浩 

（２）議題 
①みやぎ洋上風⼒発電等導入研究会の設置について 

   ②講演：「再生可能エネルギー政策の最新動向と風⼒発電の現状」 
経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課  

  課⻑ 松山 泰浩 氏 
   ③話題提供・事例紹介： 

「⽇本における洋上風⼒発電と将来展望」 
   国⽴⼤学法人東京⼤学⼤学院工学系研究科 教授 石原 孟 氏 

「洋上風⼒発電と漁業協調」 
 ⼀般社団法人海洋産業研究会 主席研究員 塩原 泰 氏 

 

   
写真提供：JWPA⽇本風⼒発電協会 

記 者 発 表 資 料 
平 成 ２ ８ 年 ９ 月 ６ 日 ( 火 ) 
環境生活部再生可能エネルギー室 
再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 推 進 班 
担当：長船・尾形（内線２６５４） 



（１）研究会委員

所属 役職 氏名

１ 経済産業省 東北経済産業局 資源エネルギー環境部 部長 中　村　　　仁

２ 環境省 東北地方環境事務所 次長 常　冨　　　豊

３ 国土交通省 東北地方整備局 港湾空港部 部長 中　島　　　洋

４ 海上保安庁 宮城海上保安部 部長 岩　渕　　　洋

５ 気象庁 仙台管区気象台　気象防災部 部長 藤　田　　　司

６ 宮城県漁業協同組合 代表理事理事長 小　野　喜　夫

７ 宮城県沖合底びき網漁業協同組合 代表理事組合長 鈴　木　廣　志

８ 宮城県近海底曳網漁業協同組合 代表理事組合長 菅　野　静　春

９ 仙台湾水先区水先人会 会長 阿　部　直　行

１０ 一般社団法人日本風力発電協会 専務理事 中　村　成　人

１１ 一般社団法人海洋産業研究会 主席研究員 塩　原　　　泰

１２ 一般社団法人東北経済連合会 常務理事事務局長 齋　藤　幹　治

１３ 国立大学法人東京大学 大学院 工学系研究科 教授 石　原　　　孟

１４
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
新エネルギー部 風力・海洋グループ

統括研究員 伊　藤　正　治

１５
国立研究開発法人水産研究・教育機構
東北区水産研究所

所長 秋　山　秀　樹

１６ 一般社団法人東北地域環境計画研究会（東北鳥類研究所） 会長（所長） 由　井　正　敏

１７ 東北電力株式会社 宮城支店 支店長 大　森　　　聡

１８ 株式会社日本政策投資銀行 東北復興・成長サポート室 室長 金　内　雅　人

１９ 株式会社三井住友銀行 東北法人営業部 部長 高　橋　恒　歩

２０ 株式会社七十七銀行 地域開発部 部長 遠　藤　禎　弘

２１ 仙台市 まちづくり政策局 防災環境都市推進室 エネルギー政策担当課長 加　藤　博　之

２２ 石巻市 生活環境部 環境課 課長 阿　部　浩　樹

２３ 塩竈市 産業環境部 環境課 課長 菊　池　有　司

２４ 気仙沼市 市民生活部 環境課 課長 小野寺　知 幸

２５ 名取市 生活経済部 クリーン対策課 課長 渡　辺　良　一

みやぎ洋上風力発電等導入研究会 委員名簿（敬称略）

Ｈ２８．９．６現在
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２６ 多賀城市 市民経済部 生活環境課 部次長兼課長 松　岡　秀　樹

２７ 岩沼市 市民経済部 生活環境課 課長 白　石　和　幸

２８ 東松島市 復興政策部 復興政策課 課長 高　橋　宗　也

２９ 亘理町 町民生活課 課長 南　條　守　一

３０ 山元町 町民生活課 課長 大和田　紀　子

３１ 松島町 企画調整課 課長 千　葉　繁　雄

３２ 七ヶ浜町 環境生活課 課長 大　内　武　男

３３ 利府町 生活安全課 課長 村　田　政　文

３４ 女川町 企画課 課長 佐　藤　雅　裕

３５ 南三陸町 環境対策課 課長 小　山　雅　彦

３６ 宮城県 環境生活部 部長 佐　野　好　昭

３７ 宮城県 農林水産部 次長 宮　川　耕　一

３８ 宮城県 土木部 次長 櫻　井　雅　之

（２）オブザーバー委員

所属 役職 氏名

１
経済産業省 資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課

課長 松　山　泰　浩

２ 国土交通省 港湾局 海洋・環境課 課長 佐々木　　　宏

３ 国立大学法人東北大学 大学院 環境科学研究科 准教授 村　田　　　功


