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審議会等の会議結果報告書 

要点記録 

会 議 の 名 称 茅野市環境審議会 

開 催 日 時 平成 29年 10月 11日（水） 午後１時 30分から午後３時 30まで 

開 催 場 所 茅野市役所 議会棟 大会議室 

出 席 者 

【審議会】定成寛司会長、小池正雄副会長、望月克治委員、伊藤一人委員、岩

下泉委員、土橋英一委員、中野昭彦委員、森元隆委員、仙波道則委員、小林幹

治委員、槇原圭司委員 

【事務局】後藤環境課長、宮下環境保全係長、宮坂公害衛生係長、笠原主査、

三井主任 

欠 席 者 ６名 

公開・非公開の別 公開 傍聴者の数 0人 

議題及び会議結果 

発言者 協議内容・発言内容（概要） 

 １ 開会 

 ２ 会長挨拶 

 ３ 会議事項 

 （１）審議会の公開について 

事務局 会議の公開については、審議会の透明性を向上し、市民の市政への理解と信

頼を深めていただくことにより、公正で開かれた市政を実現するため、「市の

会議の公開に関する要綱」により原則公開としているので、公開でよろしいか。 

会長 意見はあるか。 

委員全員 （意見なし） 

会長 本件は公開とする。 

 （２）【第５次茅野市総合計画】目指すべき将来像候補について 

会長 会議事項（２）について事務局に説明をお願いする。 

事務局  （資料１を用いて説明） 

 この将来像の候補は、今後の総合計画審議会や第５次茅野市総合計画策定全

体ミーティング等での意見を踏まえて最終案を決めていく。 

 この資料の内容について何か意見はあるか。 

委員 「技」という言葉を入れた意図は何か。「技」に込められた意味として「産

業、稼ぎ出す、活力の源」とあるが、この背景について教えてほしい。 

事務局 この案を作る際に、工業的な、あるいは伝統技能という意味で「技」は茅野

市の特色の一つであり、また、「人」「技」「歴史」が「八ヶ岳」と並んである、

そこに意味があるという意見があって、ここに入っている。 

委員 資料４の第２次茅野市環境基本計画の目指すべき環境都市像（案）として、

「八ヶ岳の豊かな自然」とあるが、第５次茅野市総合計画のところにはこの「豊

かな」という言葉がない。このことについての議論があった上で「豊かな」と

いう言葉をなくしたのか。 

事務局 資料１の将来像候補については、先日の会議でも「豊かな」という言葉が入

った方が良いのではないかという意見もあった。ただ、「自然」と「技」と「人」
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と「歴史」というように、言葉が長くなっているので、少し長過ぎるのではと

いう意見もあり、今はまだ検討中である。この審議会の中で「豊かな」という

言葉が入った方が良いというご意見があれば、その旨会議等で伝えるようにす

る。 

委員 個人的には、ぜひ入れてほしい。本当に「豊か」であり、それは私達の財産

である。このことを市民の皆様に分かっていただくように表現すべきだと思

う。 

委員 「八ヶ岳の自然」だけでは勿体ないと思う。茅野市には蓼科高原もあるので、

「八ヶ岳の自然」と「蓼科高原の緑」というような文言を入れても良いのでは

ないか。また、茅野市に住んでいる人なら「歴史」とは「縄文」のことだと分

かると思うが、それ以外の人は「歴史」という言葉をなぜわざわざ入れるのか

と考えるのではないか。 

事務局 今いただいたご意見も伝える。 

会長 他に意見はあるか。ないようなので事務局は次第３（３）について説明をお

願いする。 

事務局 （資料２、資料３を用いて説明） 

会長 何か意見はあるか。 

委員 このアンケートには再生可能エネルギーの普及促進という項目があるが、普

及促進に賛成の意見ばかりではない。自由記述の項目には、反対の意見がかな

りある。霧ヶ峰のメガソーラーについても反対意見が出ているし、建物の屋根

にソーラーをつけることは特に問題はないが、やはり地面に設置する太陽光発

電施設に関しては茅野市として今後目をつぶっていくわけにはいかないので

はないか。そういった意味で、このアンケートは片手落ちだと思う。 

事務局  茅野市には再生可能エネルギー発電施設の設置等に係るガイドラインがあ

るが、このガイドラインは今年度自然エネルギー推進室から環境課に移管され

た。東日本大震災以降、国でもどんどん再生可能エネルギーを普及していこう

という施策の下に進んできたが、茅野市では問題が起きていている事案も多

く、環境課へガイドラインを移管することによって、なんでも推進するのでは

なく、発電事業を行うなら少なくとも周辺の環境や防災面で悪影響のないよう

にやっていただくというように市としての姿勢を切り替えてきている。平成

11年度と平成 28年度にアンケートを実施した際には、まだ切り替えができて

いなかったが、今後このようなアンケートを実施する場合はこのような考え方

を踏まえて行う。また、どのように規制を強化するかは検討中である。 

委員 伊藤委員の意見に同調する。環境基本計画では「八ヶ岳の豊かな自然」と謳

っているにもかかわらず、守屋山では太陽光発電施設の設置のために皆伐に近

いような伐採が行われている。伐採をしてまで再生可能エネルギーを進めるの

か、どのように規制をしていくのか、そのことが全く分からないまま審議する

ということが非常に歯がゆい。自然を守るということは、森を守るということ、

水を守るということ、それから災害を防ぐということである。森林を皆伐した

りして、果たして環境を守っていると言えるか。その重さというものは、今、

この時点ではなく、将来に関わってくる問題である。都会から来た事業者が、

太陽光発電は「国が進めていることだから」「環境のためにやるのだ」という

肩書で商売をするということに非常な憤りを感じることがある。このことを踏

まえて、伊藤委員が言ったことを市にはぜひ検討してほしい。 
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委員  大型の施設については環境審議会でもこれまで審議してきたが、小型の施設

であっても数多くできてしまうと結果として大型になってしまう。規模の問題

と、景観の問題、それから総量規制について、ガイドラインの見直しにあたっ

てどのように進められているか。 

事務局 ガイドラインの見直しの観点としては、防災と景観、それから総量規制がで

きるかという問題もある。防災については比較的基準を設定しやすいが、景観

については線引きが難しい側面がある。総量規制についてはやはり難しい問題

である。現在これらの点についても整理しながら進めているところである。 

委員 太陽光発電施設については、諏訪の６市町村の中で一早く原村が規模規制を

した。議員、住民、役場の関係者が極めて短期間に動いたということである。

原村では、ぽつんぽつんとある田畑でおじいさんおばあさんが農業をできなく

なって設置されているが、ピカピカ光ってどうにもならず、みんなが立ち上が

った。いくつかの施設を視察したが、太陽光発電施設からは異常な低周波音も

出ている。茅野市でも大騒ぎにならない内に、議会や関係課がそろって早い動

きをすることが必要ではないか。何でも反対ではないが、北大塩が反対してい

る施設など規模が大きすぎる。伊那の方にも東京の業者が大規模な施設を設置

している。区長に聞いてみると規制はかかっておらず、やはり「検討はしてい

ます」「これから立ち上げます」ということを言う。反対は出ると思うが、相

当早く、強い規制をしていかなければいけない。太陽光発電施設は、20 年、

30年もたせることを計算して設置するから、当然 5年後 10年後に騒いでも遅

いのである。このことを踏まえて進めてほしい。 

事務局 踏まえて検討を進めていく。 

委員 茅野市では、観光を主として市を活性化させようという動きがある。しかし、

観光客が「良い森だ」「良い景観だ」と思った瞬間にきらっと光るものが出て

くる。それは、観光を求める人にとってはニーズに合わないと思う。その意味

で、太陽光発電施設については何らかの規制が必要だと思う。 

もう一つ、ぜひこの計画に入れていただきたいのは、外来種の問題である。

今まではあまり言われてこなかったと思うが、日本全国かなりアレチウリがは

びこっている。取っても取っても駄目で、そういった意味ではこの問題は今後

もずっと続くと思う。孫、ひ孫、というようにずっと取り組んでいかなければ

いけない。この点やはりＰＲしていかなければならないし、当然計画にも「外

来種の駆除」を入れてほしい。 

事務局 外来種、生物多様性については、現在の環境基本計画を策定する時にはあま

り問題になっておらず、今の、新しいトレンドだと思っている。今回の計画に

は盛り込みたい。今後もずっと取り組んでいかなければならない問題だと思

う。 

委員 外来生物は明治の頃に日本に入って定着しているものもあり、長い時間をか

けて周りの生態系と調和していくこともあるかと思うが、アレチウリやオオキ

ンケイギク、オオハンゴンソウは侵略的外来生物であり、他の植物の生育を阻

害し、かつ、繁殖力が非常に強いため問題になることが多い。生物多様性の観

点からも今の段階からしっかり対応していかなくてはならない。国・県でも取

り組んでいるので、今回の計画でも盛り込んでいただきたいと思う。 

委員 太陽光発電施設については、設置を止めさせるために住民協定を作りたいと

いうところも出てきている。笹原区では設置を止めさせるために取り決めをし
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ているが、その上の方に、どこに家があるのだろうというくらいの広い面積で

設置されている。そうであるから、総量規制ということも、茅野市全体という

ことではなくて、区域を分けて考えていかないと、一箇所集中というか、どう

しても山の方が日が長いのだろうと思うが、そこを狙われてしまう。また、農

家の人たちが年を取って耕作できなくなってしまったところや、里山もそうで

あるが、全く手を入れられなくなったところも目をつけられてしまう。茅野市

は八ヶ岳の方に向かってとても広いので、全部太陽光発電施設になってしまう

可能性もあると思う。なんとかしてほしい。 

委員 外来生物の問題は、それまでのその地域における農地や森林との関わり、そ

ういったものが切断される中で起こってきていると思う。特に綺麗な水が湧い

て景観も良いような、棚田があったり畑があったりというところで高齢化等に

より耕作されなくなって荒れてしまい、オオハンゴンソウやアレチウリ、オオ

キンケイギクが凄い勢いで繁殖してしまう。そこに野生生物も出てきて、悪循

環になっているように思う。 

白井出区や笹原区では、集落の中では太陽光はもうこれ以上は設置しないと

いうことをしているのだけれど、その少し外側の耕作放棄等で鹿も出てきてど

うしようもなくなった土地を１反、10 アール 100 万円くらいで取引されて設

置されている。ひどい例になると、それをインターネットで売り出して、とん

でもない人が買う。ただ、５条転用で農地ではなくなっているから、農地に関

わる規制もできない。「豊かな自然」ということを謳うのであるなら、しっか

りとした枠組みが必要ではないかと思う。 

委員 茅野市はこれから観光で伸びていこうとしているが、たとえば奥蓼科や蓼科

高原といった観光地に、ソーラーパネルの間をくぐって行くことになる。御射

鹿池に行く途中もそのような状況であるが、パネルの間をくぐって行っても感

動は減ってしまう。「エリアによる規制」ということは考えられないか。 

事務局 区域を分けることについては、防災に関しては既存の枠組みの中での区域分

けがあるが、景観に関しては人の主観によるところが大きいので、大変難しい

ところがあると考えている。 

委員 以前審議会で豊平の太陽光発電施設について審議した際には、なるべく道か

ら見えないように植栽してほしいとの意見を出した。道路や観光バスから見え

るか見えないかということがかなり大きな問題ではないかと思う。その点も考

えてもらいたい。 

委員 茅野市では夏場にとても人が増えるが、それは登山のためである。赤岳の頂

上からも太陽光発電施設はすごく光る。私は昨年と今年に赤岳に登っている

が、茅野市の方を見下ろすと、ピカッと、わ！眩しい！というくらい光る。そ

うであるから、今議論されている観光道路から何見えるか見えないかは意味が

ないと思う。私も移住組であるが、茅野市に移住したのはやはり山が好きで、

いつでも登山できるからである。都会に住んでいる人が登山に来て、あぁ良い

なと感じているところに、ピカッと光るとムッと思う。総合計画のタイトルの

ところに「八ヶ岳の自然」とあるが、結局八ヶ岳の自然を満喫している時に太

陽光が光る。そうであるから、根本的には小林委員が言ったような総量規制や、

何年を目途にそれ以降は一切設置させないといった方向で考えていかなけれ

ばいけないと思う。 

委員 ぜひ事務局に努力願いたい。 
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外来生物の件であるが、資料３の 13 頁（環境を考えた行動をしない理由）

に「何をしてよいかわからない」という回答が平成 28年度で 67.4％あり、平

成 11 年度より増えている。このような人たちへの呼びかけを環境課が音頭を

取ってやってほしい。「何をしてよいかわからない」人を少なくし、市民が「私

はこのような活動をして環境保全に貢献している」と胸を張れるように進めて

いってほしい。 

委員 私は長野県地球温暖化防止活動推進員として活動していて、県内の環境イベ

ントでも小中学生にクイズをしたりしているが、こども達は非常に真面目に考

えていると感じている。どうして生命を奪うような異常降雨が起こるかなど温

暖化問題に関連させて説明すると、非常に関心度が高いし、危機感を持ってい

る。「地球温暖化対策計画」の閣議決定では 2050年には 80％、2030年には 26％

の温室効果ガスの排出削減を掲げているが、これは家庭では 40％減らさなけ

ればいけないことになる。実際にはそのようなことができるわけがないとは思

うが、やらなければならないという課題があり、どうあるべきかということを

突き詰めていかなければならない。観光の面からアプローチするにしても、自

然を壊さないためにはここまでは絶対に規制する、スイスのように徹底的に行

う、という考え方を打ち出していくような姿勢がこれから必要なのではないか

と思う。 

委員 太陽光発電施設の問題もそうであるが、基本的に茅野市のこの先の環境のこ

となので、「まちづくり」をどのようにしていくかということにつながる。ド

イツが省エネとよく言われているが、実際に行ってみると、太陽光発電ではな

い。小水力発電であり、また、ドイツが原発をなくす原理は、使うエネルギー

を半分にするということなのである。使うエネルギーを半分にすれば、原子力

を現在半分使っていてもそれが要らなくなるという発想である。ドイツでは、

家もどんどん改修しているし、ある地域では、今年 2017 年から、暖房等に関

して他所からエネルギーを入れなければいけない家はもう作ってはいけない

という法律を作っている。太陽光発電については、家だけで良いとは思うが、

現実には土地が使いようがなく、また、高齢化ということもあるので、農業振

興をしなければならない。規制だけをするのではなく、総合的な施策を進めな

いといけない。農地を持っている人にだけ負担を負わせるのではなく、その人

が農地を活かせる何かをしていく。農地には大抵水が流れているので、ドイツ

でエネルギーを作っているのはほとんどが小水力発電である。農地の間を流れ

ている水のところに小水力発電をどんどん普及すれば、そこからお金が入って

くる。そのお金で農地を活かしたりすることが可能になる。さらに言うと、昔

風の水車が並んでいたら、観光に打ってつけである。みんなが見に来る。その

ような風景であれば山の上から見ても違和感もないし、茅野市の自然にはぴっ

たりだと思う。このように、太陽光を規制することが目的であるけれども、全

体的にみんなが良い方向になっていくような環境政策と都市計画を作ってほ

しい。再生可能エネルギーを推奨しないということではなく、推奨はしなけれ

ばならない。そのあたりボタンをかけ違えている気がするので、もう一度考え

てほしい。 

委員 資料２の８頁の「あなたは茅野市の環境に満足していますか」という質問に

対しては、平成 11年度より平成 28年度が満足している比率がかなり上がって

いる。これからも満足している人が半数を超えるようにするためには何が必要
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か、委員の皆様のご意見を伺いたい。 

委員 何か環境に良いことをしたいのだけれど何をして良いか分からない人たち

へのＰＲが必要だと思う。クリーンウォーク等も各地区で行っているが、アレ

チウリの駆除等もう少しターゲットを絞った方が良い。市民がこぞって地域を

なんとか綺麗にしていこうということをＰＲして、皆が参加すれば良くなる。

缶拾いやごみ拾いをした人はごみを捨てない、ということである。環境に興味

がある、そのような人を一人でも多く増やしていく。そのようなＰＲをしてい

くことが一番の解決策かと思う。 

委員 小中学生のアンケートの回答では、水の問題に関して色々な意見を述べてく

れている。大人はあまり感じないけれど、こども達は歩いて学校に通っている

から水路や川を見ている。宮川や上川を見て、遊ぶところもないし、アレチウ

リが生い茂っていたり、川にも入れない。完全に切断されていて、そこに汚い

水が流れている。やはり「環境に優しい」「豊かな自然」と言う時は、総決算

として流れ出している「水」が大事である。その「水」を綺麗にしていくよう

な枠組みを考えていく必要があるのではないか。そういった地道なことをしっ

かり行っていく中で、市民の満足度も上がっていくと思う。 

委員 続いて、次第の３（５）（６）について事務局に説明をお願いする。 

事務局 （資料４、資料５を用いて説明） 

委員 パブリックコメントの応募資格５「市内に別荘等を有する方」の意見をぜひ

聞いてほしい。別荘を持っている人はかなりこういったことに関心が高い人が

多いと思う。ただ、残念なことに別荘には応募期間の 11月から 12月にかけて

は人がいない。人がいるのは夏場かゴールデンウィークである。どのように応

募数を増やすか事務局に努力してほしい。 

委員 政府の温暖化対策計画においては、BEMS（ビルエネルギーマネジメントシス

テム）や ZEB（ネット・ゼロ・エネルギービル）等様々な対策が示されている。

こういったものを取り込める項目も環境基本計画には盛り込んでほしい。 

事務局 勉強させていただく。別荘の方のパブリックコメントの件については、パブ

リックコメントは今回だけではなく複数回行う予定であるが、環境基本計画の

策定のスケジュールもあるので、別荘の人たちが多くいる時期に合わせて実施

することは難しい。ホームページで意見を募る等他の方法を検討したい。 

 ４ その他 

会長 それでは、以上で本日の審議を終了し、次第の４、その他に移る。 

事務局 本日皆さんからいただいたご意見は、パブリックコメントの資料及び計画書

に反映させるように検討を進めていきたい。また、パブリックコメントの前に

もう一度審議会を開催し、この資料とともにもう少し計画の内容について踏み

込んだ議論をしていただければと考えている。 

会長 皆さんよろしいか。 

委員全員 （異議なし） 

 ５ 閉会 

会長 それでは長時間にわたり、ご審議ありがとうございました。 

閉会のことばを小池副会長にお願いする。 

副会長 以上をもって、平成 29年度第４回茅野市環境審議会を終了する。 

 


