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令和３年度 第３回京丹後市美しいふるさとづくり審議会  

 

会議録 

 

 

１．開催日時 

令和４年１月１１日（火）午後１時３０分～午後４時３０分 

２．開催場所 

京丹後市役所峰山庁舎 ２０１.２０２.２０３会議室 

３．出席者 

   ＜審議会委員＞ 

奥谷委員（会長）、中江委員（副会長）、荒田委員、川﨑委員、田中委員、 

西田委員、畑中委員、増田委員、俣野委員、木原委員 

 ＜アドバイザー＞ 

深町先生（京都大学）、三好先生（京都府立大学）、野間先生（滋賀県立大学）、 

丸山先生（名古屋大学） 

＜地元代表＞ 

上羽豊栄連合区長、永島徳光区長、小倉上宇川連合区長、冨岡鞍内区長 

＜事務局＞ 

市民環境部 柳内部長 

生活環境課 志水課長、中山課長補佐、給田係長、山下主査、村松主事、高橋 

    市長公室丹後市民局 松本局長 

４．次第  

（１）開会 

（２）挨拶 

（３）議事 

 （仮称）丹後半島第一・第二風力発電事業計画段階環境配慮書について 

①答申素案の確認・検討（市） 

（４）その他 

（５）閉会 

５．公開又は非公開の別 

公開 

６．傍聴人 

あり（３７名、報道関係者５名） 

７．要旨（議事経緯） 

   以下のとおり 
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■開会 

事 務 局：それでは、定刻となりましたので、ただ今より令和３年度第３回京丹後市美

しいふるさとづくり審議会を開会させていただきます。本日はご多用の中、ご

参集及びオンラインでのご参加を賜りまして誠にありがとうございます。審議

会の事務局を担当しております市民環境部長の柳内と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。それでは、開会にあたりまして奥谷会長よりご挨拶を頂

戴いたします。 

会  長：本日は、新年早々ではございますけれども、早くも第３回の審議会であり、

大勢の傍聴の方もいらっしゃっております。前回は１２月２１日現地の宇川の

方に行かせていただき、そこで現地の実情を確認し、区長さんからこれまでの

災害の歴史などを伺いまして、審議会の委員の皆様もその実情を共有すること

ができたものと思っております。現地視察を踏まえて、第２回の審議会でお示

しさせていただいた答申案について、少し見直した方が良いのではないかとい

うご意見をいただきました。２１日以降、委員の皆様方やオンラインでご参加

のアドバイザーの皆様方からもご意見をいただきまして、本日答申案として皆

さんにお示しをさせていただきます。 

第１回の時にも挨拶で申し上げましたけれども、美しいふるさとづくり条例

を作りました際には、まさかその先にこのような大きな課題が待ち受けている

とは思っておりませんでした。その条例の理念を今一度思い起こしてですね、

この丹後半島の自然と文化にもう一度目を凝らして、耳を澄まして、その上で

審議会としてのこの計画段階環境配慮書に対する意見というのを今日はまと

めていきたいと思っております。オンラインでご参加の木原委員、それから、

それぞれアドバイザーの先生方、委員の皆様方も忌憚のないご意見をよろしく

お願いしたいと思います。 

事 務 局：ここで本日の審議会の成立について確認をさせていただきます。本日はオン

ラインでご出席の京都府地球温暖化防止活動推進センターの木原委員を含め

まして、美しいふるさとづくり条例施行規則第１６条第２項の規定による委員

の過半数の出席ありますので、本会議が成立していることをご報告いたします。 

本日は多くの傍聴者及び報道機関の皆様がお越しになっております。受付時

に配布しました傍聴時の留意事項をご理解の上、傍聴を行っていただきますよ

うお願いいたします。次に本日は第１回目の審議会にオンラインでご参加くだ

さいました、アドバイザーの丸山先生にお越しいただいておりますので、ご紹

介をさせていただきます。名古屋大学大学院の丸山康司先生です。 

それでは議事に入ります前に、本日の流れをご説明いたします。本日は先の

第１回第２回審議会に引き続き「（仮称）丹後半島第一・第二風力発電事業計画

段階環境配慮書」をご審議いただきますが、今回をもって最終審議とさせてい
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ただく予定としております。まず、事務局より参考人として入っていただいて

おりますアドバイザーの選定に係る現状報告をさせていただき、次に、第２回

審議会以降に委員や参考人の皆様からいただいたご意見やご助言を踏まえ、事

務局で作成いたしました答申素案について第２回でお示しした答申素案との

比較表を用いて説明をさせていただきます。 

なお、本日の議事資料につきましては事前にお送りさせていただきましたが、

一部に誤植等がございましたことから、修正後のものを改めて机の上に配布さ

せていただいておりますのでご了解をお願いいたします。 

それでは、議事に入って参ります。ここからは京丹後市美しいふるさとづく

り条例施行規則第１６条の規定により議事進行を奥谷会長にお世話になりた

いと思います。奥谷会長よろしくお願いいたします。 

会  長：それでは、皆さんどうぞ宜しくお願いいたします。先ほど事務局からご説明

がありましたけれども、「（仮称）丹後半島第一・第二風力発電事業計画と事業

計画段階環境配慮書」についての審議は今回が最終となります。このことを念

頭に置いていただいて、忌憚のないご意見をどんどんおっしゃっていただきた

いと思っております。 

まず議事に入ります前に、会議録の確認者を１名指名させていただきます。

これまでの流れの名簿順ということで、前回木原委員にお願いしましたので、

今回は田中委員にお願いいたします。 

それでは、議事に入ります。アドバイザー選定の状況について、事務局から

報告をお願いいたします。 

事 務 局：市民環境部生活環境課の給田と申します。アドバイザー選定の状況につきま

して、資料１を用いて報告をさせていただきます。 

◆資料１の説明 

会  長：事務局よりアドバイザー選定の現状につきましてご報告をいただきました。

報告につきましてご質問等があればお願いいたします。前回の審議会から、専

門分野の先生がいらっしゃらないと私どもも十分な専門的な知見というもの

が分からないということでお願いをし、年末年始にも関わらず、多くの先生方

のご協力を得ることができました。続いて、答申案の審議に入っていきたいと

思います。これまでの審議を踏まえて作成した答申案について事務局から説明

をお願いします。 

事 務 局：市民環境部生活環境課の山下と申します。それでは資料２と資料３を用いて

説明させていただきます。 

◆資料２・資料３の説明 

会  長：事務局から答申案について説明をしていただきました。ご自由にご意見ご質

問などいただきたいと思いますが、前回の審議会をご欠席されていた丸山先生
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が今日わざわざ遠くからお越しいただいておりますので、丸山先生のご意見を

お願いいたします。 

アドバイザー：前回は欠席して申し訳ありませんでした。一通り拝見したところですね、か

なり踏み込んだコメントをされているところもあるかと思いますが、概ね委員

の方々のご懸念が反映されているのではないかなと思います。おそらく一番大

きいところが（１）のところで若干トーンが後退した感じをお持ちの方もいら

っしゃるかと思うのですが、私もここへ一言申し上げさせていただいたところ

で、「市として事業の中止を求め」というところを分割したということについ

てのコメントをさせていただきました。 

ご存じかと思うのですが、アセスメントそのものは事業の可否を決定する制

度ではなくて、あくまでその環境影響に対して審査をするということになって

おります。もっと言うと、コミュニケーションの制度なのですね。ですから、

審議会の役割というのは事業者に対してアドバイスをするとういことが基本

的な建て付けになっています。もちろん、その結果を踏まえて、何か別の枠組

みの中で市長さんなりが中止を求めるということはありえるんですけれども、

審議会からアドバイスして中止を求めるっていうのは、それを前面に出すとい

うのはよろしくなくて。もちろん重大かつ深刻な環境の懸念がある場合はやめ

ることも考えてくださいねというふうに言うことはアドバイスとしてあり得

るわけで。答申案はそういう文言に、今変更されているというふうに思います。

その上で若干気になっていることがあります。「懸念」ということをどう考え

るかですね。これは要するに、客観的にはかなり影響を合理的に防げるという

場合もあれば、その対応なりがいい加減で、言っていることが信用できないと

いう場合もあって、ちゃんと影響を回避されると客観的に言えるけれども、そ

れでも心配だ、みたいな時にどういう扱いなのかというのは心配ではあります。

実際問題としてかなり極端な想定をされ、ご懸念が寄せられるケースっていう

のは現実にあるので、今の文言だとそういう極端な想定でも懸念は懸念として、

中止を求める理由にもなるように読めてしまうので、そこは若干気になってい

ます。あとは例えば風況のことですとか利益の分配ですとか、必ずしも環境影

響評価の主旨には入っていないようなことも意見として入っているのですが、

コミュニケーションのための制度ということで、事業者側にこういうメッセー

ジを出しておくということは、良いのではないかなと思います。環境影響以外

に関したことだから、もちろん１００点満点の回答がされないことはあり得ま

すけれども、それを織り込んだ上で、でもこういう意見を出しておくというの

もあり得るのではないかなと思いました。そんなところです。 

会  長：ありがとうございました。丁寧にご説明いただいてわかりやすかったかなと

思います。その他ご意見、どなた様からでも結構ですが、オンラインのアドバ
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イザーの先生方からいかがでしょうか。いろいろご意見をいただきまして本当

に年末年始ありがとうございました。ご意見や補足的なご意見があれば説明を

して頂けるとありがたく思います。 

アドバイザー：配慮書のやり直しを求めるということではないですよね。 

会  長：事務局の方からお答え頂けますでしょうか。 

事 務 局：はい。配慮書のやり直しを求めるものではなく、次の段階の方法書に向けて

の意見ということで作っております。 

会  長：野間先生のご意見がはっきりと聞き取れなかったのですけれども、他の先生

の方の意見もお聞かせいただいて、また野間先生に意見をお願いします。チャ

ットでも結構ですのでおっしゃっていただけたらと思います。全般的事項（１）

は、はっきりとしたことが書かれてあるけれども、それ以降、個別事項になっ

た時のその文言がどうかという様なことを仰っておられたのかなと思いまし

たが、ご意見の主旨までしっかりと聞けませんでしたので、また聞かせていた

だくようにいたします。三好先生お願いします。 

アドバイザー：地形と地質についてなんですけれども。２番の個別的事項で、地質に関する

一番基本的な情報が欠けているように思います。第４紀の断層については書い

てあるのですけれども、そもそも地質が何かというところが抜けています。こ

の辺りは第３紀層という地質的にその地質自体が非常に脆弱な地質体が入っ

ていますので、そういうことも明文化するべきだと思います。それから、最後

の方ですね。保安林のことについてなんですけれども。この文章によると、保

安林の機能への悪影響はできるだけ小さくするという書き方なのですけれど

も、保安林の解除ということも見込まれるのでしょうか。それとも保安林の範

囲に入らずに事業を進めるということなのでしょうか。もし、保安林の解除を

することになるのであればそれなりのレギュレーションというのも必要にな

ってくると思うのですが、それはどちらで考えてらっしゃるのか、方針につい

ても教えていただけたらありがたいと思います。 

会  長：三好先生ありがとうございました。その他要請事項の（７）ですね。事務局

の方でお答えいただいてもよろしいでしょうか。 

事 務 局：保安林の関係ですけども、現在事業者から示されています配慮書において、

事業実施想定区域に保安林が含まれております。その前提でもってこの項目を

設けているのですけども、保安林の解除、事業想定区域に含まれている保安林

を実際に解除することになるかどうかについては、事業者が今後調査を進めて

明らかになってくることかなと考えております。ですので、現時点において保

安林の解除をすることになるかどうかについて、はっきりと申し上げることが

できません。以上です。 

アドバイザー：ありがとうございます。もし保安林の解除が可能性として含まれているので
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あれば、レギュレーションをしっかりと行うということについてしっかりと触

れておくべきだと思います。 

会  長：三好先生からご指摘いただきました地質についての記述とそれから保安林の

部分ですね。三好先生の方からもう一度、こういう言葉でというご意見をいた

だいて事務局の方でまとめていただけたらと思います。その他いかがでしょう。

深町先生お願いします。 

アドバイザー：私の方からは、最初の全体的事項のところで、この答申案自体が今後に向け

てということなのですけれども、すでにいろいろな新聞記事などを見ますと、

信頼関係、コミュニケーションとか地域の方とのやり取りの中で十分な良いコ

ミュニケーションが出来ているかというと、すごく心配な状況があります。こ

の文章ですとそういった懸念があまり伝わらないような感じがしております。

今はどうでもよいけれど、今後そうしたらいいのでしょうかというような感じ

にも受け取れてしまうのです。表現上はこれが限界なのでしょうか。というと

ころをお聞きしたいです。 

もう一つはクマタカの話で、調査の期間について言及はしているのですけれ

ども、私は直前にクマタカの研究者の方々にお話しを聞いているのですけども、

今は環境省の指針などに基づいて当然２年以上の調査は必要になるですが、内

部構造とかかなり詳しい調査が必要でその影響の与え方も立地だとか状況に

応じてかなり違って、影響評価の仕方や対処の仕方が違ってくるので、そうい

った部分もしっかり検討するというニュアンスがしっかり伝わるといいかな

と思いました。今のところは以上です。 

会  長：ありがとうございました 深町先生からは（１）についての表現が、今後に

向けてという形にも捉えられるのだけれども、現在の事業者とのやり取りから

すると、信頼関係とかコミュニケーションが十分取れているかと言うと心配な

状況であって、前回から深町先生はこのまま進めていいのかということをおっ

しゃっておられたのですけれども、これ以上表現が何とかならないのかという

ことですね。それともう一つ、個別事項の（５）の所のクマタカですけれども、

２年以上の調査期間を設けることというだけでは少し足りないのではないか

なということでございます。事務局から特に（１）につきまして説明をお願い

できますでしょうか 

事 務 局：一般的事項の（１）についてですけども、繰り返しにはなるのですが、環境

アセスメント、環境影響評価の第一段階である配慮書についての意見を申し述

べるという形になりますので、今回環境アセスメントの意味合いをはっきりと

明示をした上で、重大な影響云々というような表現をさせていただいておりま

す。審議会の答申としては、我々としては十分な内容になっているのではない

かなというふうに考えておるわけですが、一方では先生ご指摘の地元説明会等
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のやり取りにおいてもいろんなご意見が出る中で、現状としまして、アセスは

アセスでこういった形で意見を出していく、一方で事業者の責務としてしっか

りと市民の皆さんに事業説明を今後も引き続きやっていくという部分があり

ますので、少しその辺は切り離して考えてもらった方がいいのかなというふう

には思っております。 

アドバイザー：もちろん手続きの法律がとか手順というのはあると思うのですけれども、一

番大事なのはやはり地域の方々との信頼関係をもって十分に話し合いながら

ですね、いろいろな意見はあるのでどれが正しいとかいうことではなくて、重

要なのはやはりどんどん地域の方が置いていかれているような形で無視され

てしまっていると感じるような状況で、これが手続きの流れだからスケジュー

ルだからというように進んでいくのは一番誰にとっても良くないことだと思

います。その辺のスケジュール感とかですね、次の段階に行くその前に、どれ

だけ私たちがやるべきことや大事なことにしっかり向き合えるか、業者の方に

しっかりそのあたりが通じているのか、やっぱり地元と向き合うときの説明会

というのはとっても大事なところだと思います。そこを本当に大事にしていた

だいているかどうかというところで非常に懸念が深まってしまっていると思

います。そういった部分を別ですよとしてしまうのが本当に審議会のあるべき

姿なのか、ということをきちっと考える必要があるのではないかなと私は思っ

ております。以上です。 

会  長：ありがとうございました。事務局からお願いします。 

事 務 局：貴重なご意見です。深町先生のおっしゃることもそのとおりでありまして、

現在、事業者が説明会を行っている最中ではありますけれども、市民からはも

っと色々な場所で様々な対象に対しての説明会を開催して欲しいとの意見や

要望が事業者に出されている現状にございます。そういう意味で、今回につき

ましては、（１）ではなくて（２）の方にしっかりと市民団体と幅広い関係者

を対象とすることというようなことも入れさせていただいております。市民等

から説明会の要望があった場合は真摯に対応してくださいよということも事

業者に対してしっかりと言っていくという形に変えさせていただいておりま

す。また、あわせて柳内部長がお話をさせていただきましたけれども、この場

だけではなくてそういった部分は事業者に対して市民の方からのこういった

意見があったということは伝えさせていただく中で、しっかりとした対応を行

っていただくことは伝えていきたいと思っております。 

アドバイザー：ぜひ伝えるだけではなく実行に移る形でお願いできればというふうに思いま

す。よろしくお願いいたします。 

会  長：ありがとうございます。クマタカにつきまして、また正確な文言を深町先生

と相談させていただいて、事務局の方で文章の修正をお願いします。オンライ
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ンの木原委員どうぞ。 

委  員：答申の内容に関しては先生方の意見を盛り込まれて事務局の方で丁寧に作っ

ていただいているなと思いました。ありがとうございます。その上で私の方か

らは答申からちょっとはみ出た部分で発言をさせていただきたいなと思って

おりますので、これは答申案の議論の後にもう一度発言の機会をいただきたい

と思います。 

会  長：小倉区長さんどうぞよろしくお願いします。 

地元代表：上宇川連合区長の小倉です。５番の動物植物生態系についての③ですが、天

然鮎の１０年間の調査ということで、地元からお願いして答申の方に盛り込ん

でいただき本当にありがとうございます。ただし、地元区としてはこの調査の

方法について非常に関心を持っております。これまでの調査は、本当に地域に

根ざした調査を地元の先生方が丁寧に細かくやっておられました。過去の研究

の中での調査の方法論を方法書の段階で具体的な形でどういったふうに提示

されるかということに非常に関心を持っています。ですから地元区としては前

回の１２月２１日時の地元の意見として、もう前倒しで調査をしてほしいとい

うふうにお願いをしています。とりあえず、その前倒しの調査というよりも地

元の研究者の方、漁協関係者の意見を可能な限り早い段階で意見聴取し話し合

いをしていただきたいということをぜひ盛り込んでいただきたいと思います。

文言としては研究者、漁協関係者の意見を聞き、調査方法を可能な限り早い段

階で十分に検討することというふうに変えていただけたらありがたいと思い

ます。以上です。 

会  長：事務局の方でそのように盛り込ませていただきます。 

地元代表：豊栄連合区の永島です。意見じゃないんですけど。文字の間違いじゃないか

と思うんですけど。先ほど２ページの下から４行目に“洗堀”という言葉が出

てきますね。この“くつ”は手偏の“掘”じゃないんですか。 

事 務 局：修正させていただきます。 

会  長：どうもありがとうございました。 

委  員：この答申についてではないのですが、ここで意見として言わせていただきま

す。観光公社として出させていただいているのですが意見を原稿にまとめてき

ているので読み上げをさせていただきたいと思います。改めまして、観光公社

から本審議会に参加している者の立場として発言させていただきます。先ほど

の丸山先生のアセスとはということを鑑みて意見の方を聞いていただいて考

えていただければと思います。去る１月６日に観光公社の支部長会議を開催い

たしました。観光業者の立場から今回の事業計画をどのように捉えるのかとい

った観点で意見交換を行いました。本来なら観光公社会員の皆さんから広く意

見を聞くことが必要だと思いますけれども、諮問から答申までの期間がわずか



9 

 

２ヶ月、しかもこのカニシーズンの真只中ということで、理事会や総会の開催

が不可能でした。支部長会議とはいえ、全員の出席は叶わず一部の役職員によ

る意見交換となりましたが、その時の主な発言内容等を紹介させていただきま

す。なお観光公社の総意ではありませんので、ご理解とご留意をお願いいたし

ます。結論から申し上げますと、今回の大規模な風力発電施設の建設事業は京

丹後の観光振興や社会経済にとってメリットはほとんど感じられない、デメリ

ットの方が大きいように思われるというのが、出席者８名の意見でした。また、

京丹後市は２０５０年ゼロカーボンシティの宣言を行いＳＤＧｓ未来都市に

選定されていますけれども、それらのことと今回の大規模発電施設の建設の問

題とは議論のレベルを異にするものとする出席役員の発言を前提に意見を交

わしました。なお、以前奥谷会長からもご発言がありましたが、この審議会の

根拠となっている京丹後市美しいふるさとづくり条例の前文には、「丹後半島

の脊梁山地は、市内を縦断する幾多の清流の源となるほど、豊かで美しい自然

環境を形成し、育んでいる。中略しまして、この自然環境に暮らす私たちにと

っては、恵み豊かな環境を享受する権利を有するとともに誇るべき財産として

保全し、将来の世代に引き継ぐ責務を有しており、私たちの行動および活動全

般を環境負荷の少ないものに改めていくことが求められていると規程されて

います。また、京丹後市観光立市推進条例にも、観光立市を実現するためには、

暮らしそのものが観光資源となる、住んでよし、訪れてよしの魅力ある観光地

を目指すことが不可欠であるとも定められています。以上のことから、このよ

うな理念や精神を大切にしていくことが、将来における京丹後の持続可能な観

光振興にとってはまず重要だという意見が大半でした。 

最後に、繰り返しになりますけれども今回の審議期間はわずか２ヶ月でした。

私の意見が観光公社を代表することになりますので、このような重大な問題の

場合は発言の責務がすごく重大で、発言を求めていただくのはありがたいです

けれども、理事会や総会を開く必要も出てきますので、今後はちょっと配慮い

ただきたいと思います。すごく感性的な個人的な意見になりますけれども、た

またまですけれども今朝孫が持ってきて読んでと出した本が「ことりをすきに

なった山」という“マクレーラン”という方の本だったんです。今朝出会った

詩も「いいけしき」という“まどみちお”の詩だったんです。水が横たわって

いる水平に木が立っている、垂直に山が座っている、実に水平に実に垂直にこ

の平安を故郷にしているのだ。ぼくたちありとあらゆる生き物がという詩だっ

たんです。今日の審議会の前にこの山のお話、木も何も生えてないところから

水が出て、鳥がそこにタネを落として、木が生えてっていう自然がいかに大事

かという本を読みました。人間は豊かに発展して、持続していくことは大事な

ことですけれども、いつから自然に対する畏敬の念を忘れてこんなに横暴にな
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ったのかなというそれは私の感想ですが心が痛みます。ですから、今宇川の住

民の方たちにすると大事な先祖さんからいただいた地域の大切なところを切

り開き、そこに住む人々がいる中で、この方達の幸せやその環境を破壊してま

でこれは進めていく必要があるのかなと思います。本当にこのリスクコミュニ

ケーションというか、事業者の方からもそういうことの提示とか、地域の貢献

へというものが感じられないと思います。後半は私の単なる感想意見になりま

すけれども発言させていただきました。 

会  長：田中委員、大変貴重なご意見をありがとうございました。では続いて冨岡区

長様お願いします。 

地元代表：鞍内区長の冨岡です。前回の審議会から参加させていただきましてありがと

うございます。川の流れ、川の水の音とか 五感を使ってまず自分で感じてい

ただきたいという言葉が心に染み渡りました。 

先日、１月８日ですけれども宇川が日本海に注ぐ丹後町と高嶋の河口に行っ

て水の音に耳を傾け風景をじっくり見てきました。年末に雪が降ったのですが、

その雪解け水を集めて勢いよく豊かな水量で日本海に向かって垂直にではな

く上野方面の護岸に沿って、高嶋へ砂浜を横切りながら３００ｍほど力強くグ

ングン進みながらようやく日本海へ合流していました。全長１８ｋｍの長い旅

を終えて、今まさに日本海に注がんとするその様子を間近に３６０度見回して

してみますと、澄める川瀬や青き海、緑の山や白き砂、これは宇川中学校の校

歌ですが、まさにそのままであるということに気付いて感動いたしました。ち

なみにその鞍内の約１ｋｍ上流にある小脇の水力発電には取水口と放水口の

有効落差が５０ｍ強あり、全長３，０００ｍの水路式の水力発電所が大正９年

に建設されておりまして、今も発電されています。発電可能なくらいに冬の雪

解け水ですとか、夏の前のその梅雨時期の山々の木々が持つ保水力がその機能

を発揮しているお陰だというふうに思っております。 

宇川上流というのはその宮津市の木子などから始まって太鼓山や金剛童子

山の角突き山、汐霧山の水を集めて弥栄町の地域で集まって丹後町に入ってか

らは竹久僧川、小脇川、御山川の支流を合わせて特に標高約１２０ｍの野間地

域から標高約４０ｍの鞍内までは急峻な山々を縫うようにして流れています。

宇川は夏になると、鮎の友釣りを楽しむ人ですとか、巻網を使って少年のよう

な心に戻って川の中を無心になって追いかける文化が今なお残っています。宇

川の住民は今までいくどとなく大洪水の洗礼を受け、水の力の脅威を思い知ら

されながらも、水美しい河鹿鳴く真澄の流れの自然の恵みを受け、鮎と共に生

き、綺麗な水で米作りを行っています。 

水の力の脅威と河鹿鳴く真澄の流れは今日までの微妙なバランスの中で保

たれてきたに過ぎず、バランスを崩すことは今まで耐えに耐えてきたものが一
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気に堰を切ったように崩壊する危険性を大いに孕んでいると言わざるを得ま

せん。かつて上流の国営農地の開発の際、大雨も降っていないのにシルトの濁

りが川面を覆って悲しい思いをしました。軽トラで１８キロ以上、上流の地点

まで原因を調べに行って関係機関に改善を要望してきた先人たちや先輩たち

の苦労を決して忘れてはいけないと思います。宇川と本庄浜に注ぐ筒川は“が

わ”ではなく“かわ”と呼ばれています。美しい宇川を末永く伝えて行こうと

する先人の祈りが込められているというふうに思います。我々は五感をフルに

研ぎ澄まして、その志にそむかないよう見守っていく大きな責務があるという

ふうに思います。以上です。 

会  長：富岡区長、どうもありがとうございました。今回の審議会はですね、環境ア

セスメントに基づく環境配慮書への意見をまとめるということで、田中委員も

おっしゃったように大変タイトなスケジュールの中で進めざるを得ないわけ

です。けれども今富岡区長さん、それから小倉区長さん、そして先ほど田中委

員もお話しいただいたような、地域の人たちの自然の中での文化の蓄積である

とか暮らしのあり様ですとか、そういったことがベースにあってこその審議会

であると思っておりますので、環境配慮書への意見としては全てを盛り込むこ

とは難しいけれども、その想いだけはここに一堂に会している皆さん、京丹後

市民、それから丹後半島に住んでいらっしゃる色々なお立場の方に、住民の方

も含めてですね、共有していくことが大事ではないかなというふうに思いまし

た。今お話しされたように、丹後半島を区切って考えることはできない。京丹

後市だけで考えることはできず宮津側も伊根町の側も自然は繋がっているわ

けですから。大変貴重なお話をいただきまして本当に有難うございました。小

倉区長さんどうぞ。 

地元代表：１月５日にこの修正版の素案というものいただきまして、早速区長さんがた

に集まっていただいて、７日の金曜日に素案についても共有をして課題整理し

た上で上宇川連合区長会としての新たな意見をまとめました。この配慮書に対

する意見には盛り込まれてない部分が３点あります。そのことについてお伝え

します。 

まず一点目ですけれども、風力発電事業による森林の造成開発により動物の

生息環境は改変され作業道は動物の移動経路にもなる。鹿熊等の集落道路への

出没増加が懸念されます。実施想定区域の動物の生態行動調査を行い、集落の

家に被害を与えるリスクについても評価してください。理由としましては、こ

の実施想定区域の隣接集落、八畑、吉永、遠下、鞍内で 熊の目撃情報がござい

ます。京都府の熊目撃情報マップでは令和３年で八畑が１１月に２回、吉永が

５月１１月 、平が１０月に２回。年々、熊が集落に出てくるというのが最近の

状況でございます。過去には遠下、鞍内でも熊が目撃をされております。また、
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上宇川の住民が吉永遠下線で鹿と衝突して車が大破するという事故も起きて

います。これは専門的な知見としてなんですけれども、風力発電事業建設に伴

う作業道や建設ヤードの森林伐採が進むと動物の生息地が分断され、人里への

出没の深刻化が懸念されるという熊の生態研究の専門家の意見がございます。

この意見を言われたのは、兵庫県の森林動物研究センターの横山教授でござい

ます。彼女は去年の２月２７日に行われた研究センターのシンポジウムで発言

をされて YouTubeでも公開をされています。以上、動物の獣害のリスクについ

ての評価をお願いしたい。 

２点目はですね、依遅ヶ尾山系のドクターヘリの運航に影響のないよう、発

電施設の配置について関係機関と十分に協議調整を行ってください。理由とし

ては宇川地区へのドクターヘリの運行は依遅ヶ尾山の南側をほとんど飛来し

てきます。鞍内地内にも救急搬送で着陸したことがございます。大きな風車が

建ちますと鞍内地内に着地することが非常に困難ではないかという不安があ

ります。このことが理由の大きなものです。ドクターヘリの運航について、影

響のないようにということ。 

３点目は環境アセスメントの図書というのは法に基づく縦覧期間終了後も

公表を継続するということを事業者の方は言っておられました。ただ、図書の

電子縦覧にあたっては、現在のところ印刷ができません。継続してそのアセス

の図書を公表されること。それから電子縦覧にあたっては印刷可能にするなど

積極的な事業者としての情報提供を行っていただきたいということを盛り込

んでいただきたい。理由としては非常に多くの住民の方からそういった声が聞

こえております。合わせて答申に盛り込んでいただきたいと思います。事例と

しましては新温泉町長が方法書の段階においての意見としてインターネット

の図書の公開に関わる意見を知事に出されております。この点についてもお願

いしたいと思います。以上です。 

会  長：小倉区長様ありがとうございました。事務局の方で何かお答えできる範囲で

お願いいたします。まず獣害対策ですね。確かにそのことは抜けておりました。

ドクターヘリと３番目については事業者への求めになりますね。 

事 務 局：獣害対策とドクターヘリの運航については、本日の答申案の中に書かれてい

ないので、これは入れさせていただきます。３つ目の電子縦覧の印刷について

も、今までの説明会でも市民の方から意見が出ており、そのことを入れていく

ことは可能かと思っております。 

会  長：そのほかご意見いかがでしょうか。野間先生どうぞ。 

アドバイザー：２点申し上げたいと思います。全般的事項の（１）のところでは、今後の調

査のプロセスおよびその結果において、とあるのですけれども、現時点におい

て配慮書も含めてですね。現時点で判明した事実も判断材料と思いますので、



13 

 

「今後の」の前に「現時点で明らかになっている結果および」を入れて、今分

かっていることも判断材料となるという意味の文言があると良いと思います。 

それから、個別の項目の方法書に書き込むべき方法というのは色々あるわけ

なのですが、法アセスのことで決まりきったマニュアルがあるという性格のも

のではないわけです。弾力的にその地域の特性を明らかにするために必要なこ

とを適切に行いなさいということが決められているわけで、ある程度ふさわし

い方法をということが任されている面が多い制度ともいえるわけです。特に、

生態系のところでは、配慮書に書かれていることはあまりないんですけれども、

生態系の環境影響評価というのは、この地域の生態系の特性を適切に把握でき

ることを相違工夫し考えてくださいという主旨が求められていますので、現状

では陸上部分と言いますか、植生などを中心に分かっていることから書かれて

いるわけなのですが、森林と川の水、鮎を中心とする水生の生物との関係とい

うのは、前回今回の議論でも大きなポイントかと思いますので、そういう陸上

と水中の関係も含めた生態系の特性を解析できる方法を考えてくださいとい

う表現がふさわしいのではないかと思います。 

あと一つ、専門家や地域住民等からの聞き取り等の方法というのが随所にあ

るんですけれど、それを行いなさいと読めるようなところもあります。特に前

の案はそうだったんですけれど、それを色々入れていただいたんですが、専門

家や地域住民からすでに知られていることを聞き取ったうえで適切な方法を

計画するようにしてくださいといった主旨が十分読み取れるような表現にな

るといいかなと思いました、以上です。 

会  長：野間先生どうもありがとうございました。事務局の方で可能な限り反映させ

ていただければと思います。どうしても語尾が「調査予測及び評価を行うこと」

で終わっているところが多くて、「それらを踏まえて適切な方法を計画してく

ださい」というように押さえたらどうかという主旨だったかと思います。もう

一度見直しましょう。 

会  長：深町先生どうぞ。 

アドバイザー：野間先生のお話にもあったのですけど、今回色々配慮事項を、基本になるよ

うな指針というのは決められていると思うのですが、特に文化的な話だとか表

現を見ますと、単に調査をしてください、というようなところで終わっていま

す。私自身も国の道路とか環境アセスの会議にも出席していますが、現在のや

り方としては、その案件に対して必要なことは文化的な観点も含めて評価対象

に入れていくというのが当たり前になってきていると思います。ですから、こ

の単に調査しておしまいというのではなくて、文化財だとかいろんな地域の歴

史、文化的なことに大事なものがあったときはそういったことにもきちっと配

慮するということが、明確に指摘される方がより現在のアセスの方向にあって
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いるんじゃないかと思います。以上です。 

会  長：深町先生、どうもありがとうございました。個別事項の（８）ですかね。 

語尾のところでは、それぞれ、配慮すること留意することというふうになって

おりますが、深町先生、更に何かこういう表現のほうがいいというのがありま

すでしょうか。個別事項の（８）文化財等についての所の語尾について、どう

いった表現であれば良いかというのがありましたら教えていただけないでし

ょうか。 

アドバイザー：調査して、配慮事項をしっかり検討することってところまであるといいかな

というふうに思います。 

会  長：①の所は「調査を行うこと」ではなくて「調査を行い適切に配慮すること」

こうした方が良いということですね。それでは事務局の方で修正をお願いいた

します。その他、みなさんご意見いかがでしょうか。小倉区長さんどうぞ。 

地元代表：５ページの一番上に書いたのですけども。前のページから言うとまた鮎のこ

となるんですけど、「なお 事業計画が国の認可を受け工事着手した以降の調査

において、天然鮎との生息環境に何らかの影響が生じている調査結果となった

場合の必要な保全措置をあらかじめ提示すること」と書いてあるんですけれど

も、正直言いまして、地元としたら、工事された後にそういった鮎の生息環境

に影響が出てしまったら、もうかなりの河川が、疲弊しているということにな

るといえます。地元としてはもう工事を中止していただきたいというのが思い

なんです。ここは保全措置をあらかじめ提示すると書いてあるんですけども、

地元の立場からすると被害が出ている、影響が出ているのに、保全とはなんだ

ろうと疑問に思うので、必要な措置をあらかじめ提示することの方が、地元と

してはありがたいかなと。ですからこれはもう中止も含めてということはあえ

てその文言は入れなくても必要な措置をあらかじめ提示すると、そういった影

響が出た場合どうするか、どう考えるのかということですね。そのぐらいにし

ていただけた方がありがたいかなと思います。ただ保全措置となりますと代替

なのか、他の対策を考えるのかなんですけど、過去の色んな上宇川での経験か

ら言いますと、それはできなかったということがありますので、その文言をも

うちょっと工夫していただきたいなと思います。以上です。 

会  長：小倉区長ありがとうございました。事務局の方でここのくだり、「なお、事

業計画が国の認可を受け工事着手した以降の調査において」と入っているんで

すけどいかがでしょうか。 

事 務 局：おっしゃる通り保全だけではできない可能性もありますので、またこの辺の

表現を考えさせてもらいます。 

会  長：事務局の方で検討いただくということにいたします。他にご意見いかがでし

ょうか。ひとまず、答申案についてはここまでご意見をいただいたということ
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で。たくさんのご意見をいただきまして本当に有難うございました。あとは事

務局と私の方に一任をいただいてですね、盛り込んでまいりたいと思っており

ます。荒田委員どうぞ。 

委  員：確認したいのですが。先ほど専門家の先生からもありましたので繰り返しの

部分になりますが、２ページの１の（１）、今一番言いたいところなのかなと

思うんですが、下から２行目の「災害等への重大な影響を回避できない場合に

は必要な事業計画の見直しを検討すること」とあります。環境アセスの制約上

こういった表現になるというのかどうかわからないのですが、重大な影響を回

避できない場合に、事業計画の見直しを検討してください、考えてくださいと

いう表現よりも事業計画の見直しを行ってください、見直しを行うこと等の表

現にできないものかなと考えますが、いかがでしょうか。 

会  長：事務局の方でお答えをいただけますでしょうか。事業計画の見直しを検討す

るとなっている事業計画を見直しされたいとか、見直しを行ってくださいとい

うことですけれども。 

事 務 局：ここは微妙な表現になっていまして、やはり相手方に、限定してやることっ

ていうこと自体、環境アセスの部分でなかなかはっきりと言いにくいという部

分がありまして。それをするためにはっきりとした根拠をこちら側が持って、

それに対して言っていくという形でしかないっていうことも色々な先生から

お伺いをしております。表現が難しい部分がございますので、その辺も含めて

また相談させていただきながら、最終決定をさせていただけたらと思います。 

会  長：言葉というのは非常に難しくて、さらにこの環境アセスメントの制度に則っ

たやり方ということになっているというのがむず痒いところです。お気持ちは

大変よくわかりますので、事務局と検討させていただきます。答申案について

のご意見一旦閉めさせていただいてもよろしいでしょうか。この後も気が付か

れた事などありましたら、事務局の方にお伝えいただければと思います。 

木原委員、何かお話があるとおっしゃっていましたがいかがでしょうか。 

委  員：まず答申案については、参加させていただいて大変勉強になりました。あり

がとうございました。様々な懸念が示されて、今後の事業計画を作っていくに

あたって重要なコミュニケーションのベースとなるというところかなと思い

ます。それに関して、異論はありません。ただ、一個一個のサイトについての

評価と再生可能エネルギーをどうするかについての議論は、分けて議論する必

要があるかなと思い、先ほどは発言を差し控えていたところです。今すごく私

が懸念をしているのは、今回の件が再生可能性エネルギーとか風力発電そのも

のに対してつなげて考えられてしまわないだろうか、とらえられてしまわない

だろうかというところについて、ものすごく強い懸念を持っています。 

これは今資料がないので、また改めて資料を基に議論をした方がいいかなと
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思いますが、この審議会は答申に関しては先ほどのもので結構かなと思います

が、審議会の役割としては風力発電をこれからどうしていくのか、もっと言え

ば京丹後市のエネルギー政策をどうするのかというところにも、当然関わって

いかなければならない。それは審議会としての今回の答申を超えた部分での役

割ではないかと思っています。そして、データ上風力発電がないと日本はエネ

ルギーが足りないということは分かっている、これはもうはっきりと分かって

いる話です。今後１０年少しでガソリン車は販売禁止、少なくともヨーロッパ

ではガソリン車やディーゼル車は販売禁止になる。そういった車はもう作れな

いという状況になることはもう分かっている。灯油も家庭用の暖房として燃や

してはいけないことになることももう分かっている。ヨーロッパのいくつかの

国や地域ではもう灯油暖房使ってはいけないという話になってきている。今後、

化石燃料が使えなくなるという状況が分かっているので、ここで再生可能エネ

ルギーを導入しないという話はあり得ないと。今回のサイトの話じゃないです

よ。エネルギー政策の話、一般的なエネルギーの発電として、風力発電を導入

しないという話はないだろうと。もし、導入しないとなれば、それは京丹後市

の機械金属工業をどうするのか、あるいは観光業どうするんだ、どうやって京

丹後まで来てもらうんだというところも含めてそこをあきらめるという話に

なる。多分そこまでの議論はまだできていないと思います。風力発電を、例え

ば作っていくとなったときに、議論が必要なのはそこに示される懸念だけでは

なくて、風力発電を建てなかったときのものすごく大きな懸念があるわけで、

そこを加味して結局我々としては選択をしていくしかない。ですので、今回の

風力発電とは別の話として、子供たちにどういったエネルギーを残していくの

かという話が必要かと思います。子供たちよろしくねというには時間が足りな

いわけですよね。少なくともあと数年、１０年以内にＣＯ２の排出量を半減さ

せなければならない、３０年以内にゼロにしないといけないということが分か

っているいる中で、それをどうやっていくかという議論が並行して必要になる

のだと思います。それは、ここの地域ではなくて別の地域の山でやってくれと、

それはひとつの選択肢としてあり得ると思いますが。あるいはもうエネルギー

はガソリン車が走れない電気も足りないとなったときにそれをあきらめると

いう選択肢もあると、それはもちろん思いますけれど、そこまでの議論が尽く

されているようには思えないですし、インターネットの書き込みなんかを見て

いると市民さんのなかには安易に「もう今あるエネルギーの範囲でやっていけ

ばいいか」みたいな書き込みがあってちょっと悲しく思っています。それは産

業とかも含めて、相当まずい状況になるぞ、どこまでの覚悟をもって再生可能

エネルギーの導入をするのか、そして再生可能エネルギーを導入した時の便益

をどう最大化していくのか、再生可能エネルギーを入れるということが不可欠
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なのであれば、それはどういった形でやるといいのか、現状維持では絶対に無

理なので、変わることをどこまで許容するのか、どの範囲だったら許容して子

供たちに次のエネルギーこうですよと示せるのか、ちょっと相当重たい議論が

必要だと思います。何を言っているかというと、このサイトに関しての答申と

いうのはこれで結構かと思いますが、これがエネルギー政策の全体として風力

発電いらないよね、という風潮になることを強く懸念しております。それはた

ぶん無理です、であるならば、どうするのかという議論を並行してやらないと

いけない。新聞報道を見ると、住民さんから風力発電の今回のものには反対で

す、ただ５０年後の未来のエネルギーを考えましょうというのがご意見として

出されたというのを聞きまして、それはすごく素敵な話だなと、未来志向の意

見が出されて素敵だなと思います。ただ、付け加えるならば５０年後では全然

間に合わない、１０年後になんとかなっていないとまずいっていう状況の中で

急ぎの議論をする必要がある。今回の審議会の議論を聞いていて、少ししんど

いと感じました。このサイトの話とエネルギー政策全体の話、あるいはリスク

をゼロにするのか、でもそれは無理だよなと行ったり来たり住民さんの間でも

してしまっていないかなという、それを整理するのもこの審議会の役割かなと

思うので発言させていただきました。かなり強い懸念を感じているというとこ

ろです。以上です。 

会  長：木原委員ありがとうございました。ご意見、確かに承りました。第１回の時

から木原委員はそのことを仰っておられてですね、この３回の審議会では答申

案を練り込むということに集中をしてまいりましたけれども、決して私も会長

として、木原委員のご意見を忘れたわけではございません。事務局の方でこの

後のスケジュールであるとか今後のそういったエネルギーについての議論で

すね、お答えいただけましたらと思います。 

事 務 局：この後のスケジュールということで説明をさせていただきます。さきほど奥

谷会長からも確認をしていただきましたように、本日の議論を踏まえまして事

務局で本日の答申案を修正いたします。その後会長に確認をいただいたもので

最終の答申とさせていただくということになります。この答申を持ちまして、

来週１７日の午前９時１５分から、市役所の方で中江副会長同席のもとで奥谷

会長から中山市長に答申書を手渡しいただく予定としております。 

その後、提出を受けました答申を元にしまして、令和４年１月２１日までに

市長意見を作成し、京都府知事に送付をしていくという流れになっております。

また、同時に市ホームページの方でもその答申につきまして公開をしたいと考

えているところです。 

さきほどの木原委員のご意見に基づきまして、確かにこの審議会の場では環

境アセスに基づく制度論というところが必要かと思いますけども、京丹後市の
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中で再生可能エネルギーを導入活用していくためには、自然環境を守りながら

どう進めていくのがよいのか、といったところは市民の方、事業者の方を含め

てまだ議論が何も始まってない状況にあります。現在市の方で進めているロー

ドマップの作成と合わせて、そういった議論をさせていただく場を持つ必要が

あると強く感じております。以上になります。 

会  長：ありがとうございました。小倉区長どうぞ。 

地元代表：確認したいんですが、中山市長に答申をお渡しになるのはいつでしょうか。 

事 務 局：来週１７日です。 

地元代表：市のホームページでその答申が公開されるのはいつごろになりますか。 

事 務 局：２１日までに京都府に意見として回答ということになりますので、その同日

になるかというふうに考えております。 

会  長：そのほか、スケジュールや事務局からロードマップ作りについて議論をして

いきたいとのことですが、なにかご意見ご質問ありますでしょうか。ご質問や

ご意見など追加したいことなどございませんでしょうか。オンラインの先生方

もいかがでしょうか。深町先生どうぞ。 

アドバイザー：木原さんのおっしゃったことは再生可能エネルギーをどうするかということ

は、大変重要な視点かとは思うんですけれども、ただ再生可能エネルギーの問

題というのがすべてのことに優先してあるものではなくて、例えば温暖化の話

と生物多様性をどうするとか、地域の文化をどう大事にしていくとかという色

んなものがうまく折り合いをつけながら、道を見つけていくということですの

で、必ずしも風力発電が丹後に必要なのかというようなところで、やっぱり地

域の中でしっかり主張していくことですし、特にエネルギー問題というのはそ

れをいうなら、まず京都市とか大都市でどう再生可能エネルギーを生み出せる

かっていうところもしっかり考えて、都市の人口を支えるために地方で地域の

大事なものを失ってまで供給するということはあってはならないので、広域レ

ベルで色んなことも考えながら、どの地域にとっても納得がいくような再生可

能エネルギーだとか、地域にあるものを大事にして活かしていくということを

ぜひ審議会の中で検討していただけるといいなと思いました。以上です。 

会  長：深町先生ありがとうございました。木原委員どうぞ。 

委  員：深町先生ありがとうございました。まったくその通りだと思います。今のと

ころに全く反論はないのですが、一方でその議論がないと、簡単に中止という

のも言えないだろうと思うんですね。もう一度言いますが、今回のサイトに関

して懸念があるというのは、承知をいたしました。勉強になりました。私も風

力発電その他が何にも優先するとは全く思っておりません。かつその地域の資

源を使うのであれば、その地域にベネフィットが享受されるようなものである

べきだとも思っています。ただ、このままいくと日本のエネルギーは全然足り
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ないということははっきり見えている。すべてのところにとって良いという話

はその通りだと思うのですけれど、再生可能エネルギーをどれくらい入れない

のか、入れないとすると何をあきらめるのか、それは日本が工業国であること

をあきらめるという話と色々重なってくると思います。その辺も含めて何が一

番いいかというのは簡単に答えを出せない。そこも含めてまずいですよねとい

った話だとご理解いただけるとありがたいと思います。私は再生可能エネルギ

ーを地域の自然とかをつぶしてまで建てろとは全く思っていません。一方で建

てないとまずいだろうと思っています。答えがなくて困っています。また、ぜ

ひ議論をさせてください。エネルギー事情は相当難しい状況にあって、そこを

なんとかしないと、社会の在り方そのものを変えなければならないという話に

なって、それはそれでかまわなので、そこまで含めた合意形成がいるというの

が発言の主旨です。優先するとは思っていないです。 

会  長：木原委員、ありがとうございました。野間先生、何かございますか。 

アドバイザー：宮津市側では府立公園が１０数年前に作られましたけれど、それから竹の発

電所もできたと伺っていますが、この地域でもそういう取り組み、今でいうと

ＳＤＧｓというか、以前から取り組みの蓄積があると思いますので、そういう

ことも相対との関係というようなお話も伺えたらとうれしいと感じました。以

上です。 

会  長：ありがとうございました。宮津市と伊根町の動向というのは事務局でどのよ

うに把握されていますでしょうか。 

事 務 局：宮津市と伊根町の状況ですけども、宮津市も伊根町もこの審議会のような議

論の場は持たないと聞いております。役所内の関係部署に意見を照会して、宮

津市、伊根町としての意見をまとめて京都府に出すということになります。そ

の主旨としては、やはり事業によって環境に影響が生じないようにしっかりと

した計画にしていただきたいといったことが根本にある意見書になるという

ことでした。それから、宮津市、伊根町において住民説明会が昨日一昨日と行

われており職員が同席しておりますので、そういった場で出された意見を首長

の意見として盛り込んだものを京都府の方に出していきたいといったことを

確認しております。以上です。 

会  長：ありがとうございました それぞれの市町ごとに、自治体としての意見を求

められるということはもちろんでございますけれども、この審議会では３回に

亘って、地元の区長さん、また現地調査も含めてですね、私どもが見聞きして

きた丹後半島の自然のありよう、それからその文化のありようというものは、

本当につながっていると思いますのでそのことの共有はしつつ、それぞれの自

治体の意見を尊重しつつ、共有と個別の意見ということを念頭に置きながら、

また見守っていきたいと思っております。事務局の方もそれぞれの市町の担当
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の方との連携連絡を私からお願いをいたします。 

それでは答申案に対しての複数の修正箇所がございますので、事務局の方で

まとめていただき、私も入って検討させていただいた上で最終の答申としてま

とめさせていただきます。本日また大変みなさん熱心にご議論をいただきまし

て、本当にありがとうございました。進行を事務局の方にお返しします。 

事 務 局：奥谷会長、ありがとうございました。また委員の皆さん、アドバイザーの皆

さん 本日も熱心に審議をしていただきお礼を申し上げます。 

今後の審議会の予定につきましては先ほど申し上げました通り「（仮称）丹

後半島第一・第二風力発電事業計画段階環境配慮書」の審議は今回で終了とな

りますので、この後事務局と会長とで最終の調整をさせていただきます。 

引き続きとなり大変恐縮なんですが、「（仮称）京丹後市磯砂山風力発電事業

に係る計画段階環境配慮書」がまた新たに公告縦覧に付されるという情報が入

ってきています。３月を予定しているということです。それが出てからですと

時間が短くなりますので、来月、「（仮称）京丹後市磯砂山風力発電事業に係る

計画段階環境配慮書」につきまして、この審議会の場で議論を始めさせていた

だきたいと思っております。大変お忙しいなかにはなると思いますけれども引

き続き、委員の皆さん、アドバイザーの皆さんご協力をよろしくお願いしたい

と思います。 

これをもちまして本日の審議会を終了とさせていただきます。ご多用の中大

変ありがとうございました。 

 

 

会議録確認者                 

 


