
ＪＰＩのビジネスセミナーサイト。 建設、土木、設計、社会資本整備、不動産、港湾、物流、海事 エネルギー、電力、

ガス、燃料、環境、廃棄物、ＩＴ、情報通信、コンテンツ、著作権、医療、大学関連　等ビジネスに必要な情報を提供。

セミナーキーワード検索

お探しのキーワードで検索してください。
(セミナー番号、セミナータイトルや内容、講
師名などで検索できます）

検索開始  クリア

会員ログイン

こんにちはゲストさん。
ログインはこちらから。
新規会員登録はこちらから。
カート内容はこちらです。

セミナーカテゴリー

政策・PPP  復興庁

男女参画  消費者庁

その他

情報通信  総合通信

その他

民事  その他

海外事業  その他

関税  国際  その他

初等教育  科学技術

高等教育･大学施設

その他

医政  医薬食品

老健･介護  その他

食料産業  その他

経済産業・知財

通商政策  産業技術

製造産業  商務情報

資源・LNG  その他

総合政策  都市再開発

道路  住宅  鉄道

海事  航空  その他

総合環境政策

地球環境  自然環境

その他

No.12411     開催日/時間  2014年5月27日(火) 09:30-11:30

事業化にあたって留意すべき点と今後の動向

洋上風力発電等海洋再生可能エネの事業化における

法的課題とステークホルダーとの利害調整

～ 海洋・沿岸域管理法制度　ステークホルダーとの合意形成 再エネ法等 ～

申し込みをする カートに入れる

分野名 経済産業省関連/資源・LNG

講義概要 　海洋再生可能エネルギーは、買取価格も固まり将来の再生可能エネルギーの柱になることが

期待されている。しかし法制度は十分に整備されているとはいえず事業化にあたっては課題が多

い。そこで海の管理法制度を概説し、海洋再生可能エネルギーを事業化する際の法的課題、ス

テークホルダーとの利害調整・合意形成を図る上での留意点、再エネ法上の課題と展望を詳述

する。

講義項目 １.　海の管理法制度

　　　(1)海の管理法制度の概要

　　　(2)海洋再生可能エネルギー事業に適用される法律とその課題

　　　(3)海洋再生可能エネルギーの事業化における留意点

２.　ステークホルダーとの利害調整・合意形成

　　　(1)海洋再生可能エネルギー事業に関わるステークホルダー

　　　(2)合意形成の現状と課題

　　　(3)漁業関係者との合意形成をいかに図るか

　　　(4)環境影響評価の利用と課題

３.　洋上風力発電にかかる再エネ法上の課題と展望

　　　(1)洋上風力発電の現状

　　　(2)固定価格買取制度における調達価格に関する課題と展望

　　　(3)送電網の接続に関する課題と展望

４.　関 連 質 疑 応 答

５.　名 刺 交 換 会

　　　講師及び参加者間での名刺交換会を実施いたします。

講　師 鎌田法律事務所　 弁護士 　鎌田　智　氏

＜略歴＞

【1985年】　防衛大学校理工学部土木工学科 卒業

　　　　　　　陸上自衛隊 入隊

【1988年】　陸上自衛隊退官

【1990年】　司法試験合格

【1993年】　弁護士登録、藤林法律事務所

【2005～2007年】　グッドウィル・グループ株式会社法務　部長

【2007年】　鎌田法律事務所 開設

【2012年】　第一東京弁護士会　常議員

【　現在 】　海事保佐人、第一東京弁護士会環境保全対策委員会　委員、

　　　　　　　第一東京弁護士会総合法律研究所会社法研究部会　会員、

　　　　　　　第一東京弁護士会総合法律研究所倒産法研究部会　会員

講　師 弁護士法人 鈴木康之法律事務所　 弁護士 　松谷　真之介　氏

＜略歴＞

【2001年】　慶應義塾大学法学部 卒業

【2009年】　慶應義塾大学大学院法務研究科 卒業、司法試験 合格

【2010年】　司法修習 修了、弁護士登録
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防衛政策  その他

 

 

 

 

 

 

【2010年】　司法修習 修了、弁護士登録

【　現在 】　弁護士法人鈴木康之法律事務所 勤務

　　　　　　　第一東京弁護士会　環境保全対策委員会　委員

　　　　　　　第一東京弁護士会　業務改革委員会　委員

開催日 2014年5月27日(火) 09:30-11:30

主催者 日 本 計 画 研 究 所

会場 東京都 / ＪＰＩカンファレンススクエアⅡ

港区南麻布5丁目2番32号 / 興和広尾ビル

03-5793-9761

http://www.jpi.co.jp/company/acces.shtml

(会場へのアクセスについては、正確を期すため、直接会場へおたずね下さい) 

※事前登録なしに当日参加の方は、開催要領等変更の有無を上記にお問い合わせください。

参加費 セミナー参加費

1名 ： 32,910円　（資料代・消費税込）

2名 ： 60,820円 (社内または関連会社で同時お申込みの場合)

問い合わせ先 JPI（日本計画研究所）　東京都港区南麻布5-2-32　興和広尾ビル

Tel:03-5793-9761 Fax:03-5793-9766

申し込みをする カートに入れる

このセミナーと関連の深い出版物など

商品画像 商品名 出版社 著者 定価

平成21年版　原子力安全白書

佐伯印刷
原子力安全委員

会　

2,415円

(税込)

　本白書では、こうした「環境の時代」に大きな貢献が

期待される原子力の安全確保について、この10年を

今一度振り返ることから始め、これからの10年で予測

される変化と今後の課題を整理し、どのような対応が

必要.....→詳細をチェック

2010年版　エネルギー白書

新高速印刷株式

会社

経済産業省　 3,150円

(税込)

　今年のエネルギー白書では、各国のエネルギー安

全保障政策について定量的に分析するとともに、再生

可能エネルギーについて、国内外の導入動向や政策

展開を紹介することとしました。.....→詳細をチェック

経済産業省名鑑　2013

時評社
4,500円

(税込)

《概要》 ●経済産業省本省、外局、地方支分部局等

の全幹部職員を網羅 ●入省後の「主要経歴」をすべ

て紹介 ●生年月日、出身地、出身校、主要著書・論

文、趣味、血液型等を掲載 ●主要幹部の「顔写

真」.....→詳細をチェック

スマートコミュニティ 未来をつくるインフラ革命

時評社
監修：柏木 孝夫

　

1,575円

(税込)

少子高齢化が進み、エネルギーのパラダイムシフト

が求められつつあるいま、国民のライフスタイルも大

きく変化しようとしている。その変化を社会インフラの

面から支え、情報通信ネットワーク等でより効率的な

都市生.....→詳細をチェック

生き活きシニアのつくりかた『生涯現役主義』

時評社
監修：　長崎 昇

　本田 茂樹　

1,575円

(税込)

超高齢化社会が明るく輝くために、国、自治体、企業

はどのような対策を取っているのか。急速に進む高齢

化に対して“生涯現役”をつらぬくための官・産・学に
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おける施策を紹介。.....→詳細をチェック

日本の未来を託す！

時評社

小野田寛郎、俵

孝太郎、土居征

夫、米盛幹雄 前

書き：日野原重

明　

1,575円

(税込)

東日本大震災後発生後、さらに活力を奏しつつしつつ

ある我が国において、焦土の中から立ち直り、世界屈

指の経済大国の礎を築いた有識者が、政・経ほかあ

らゆる側面から、いかに日本を建て直すべきか語り尽

くす。.....→詳細をチェック

スマートコミュニティ　新たなビジネスモデルを世

界に

時評社
監修：柏木 孝夫

　

1,575円

(税込)

「未来をつくるインフラ革命」「省エネ・新エネがつくる、

超少子高齢化のなかで人にやさしい」に続く、小社刊

「スマートコミュニティ」シリーズの第３弾 過去２作が、

エネルギーや超高齢化というわが国が抱える各

課.....→詳細をチェック

セミナートップへ>>　

 ページ上部へ

 取引表記義務項目 　  プライバシー・リーガル　 サイトマップ
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