
1 
 

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 31 年２月 27 日（水） 午前 10 時から 

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、島崎政久委員、仲沢祐二委員、 

小林幹治委員、槇原圭司委員 

【事務局】 

平沢環境課長、宮下環境保全係長、笠原主査 

欠 席 者 ５名 

公開・非公開の別 一部公開 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、市の要綱により原則公開としている。本日の審議案件

に関しては、議題①については申請者の企業情報に触れることが考えられ、公

開とした場合に今後の営業活動上不都合が生じる可能性があるため、非公開と

し、議題②については公開とすることが良いと考えるがいかがか。 
会長 何か意見はあるか。 
一同 異議なし 
会長 本件は一部公開とする。 

 (２) 議題 

 ① ～非公開情報に関する審議のため、会議録も非公開とする～ 

 ②太陽光発電設備の適正化を図るための条例化について 

事務局 資料説明 

・太陽光発電設備設置の適正化に係る茅野市生活環境保全条例改正の概要 

・パブリックコメントの実施について 

会長 委員から質問、意見ありますか。 

委員 対象を発電出力 10ｋＷ以上としているが、およそどのくらいの規模か、パネ

ルの枚数にすると何枚かなど分かる範囲で教えてもらいたい。 

事務局 小林委員から教えていただいたところ、１パネルあたり 250Ｗ程とのことであ

るので換算すると、パネル４枚で１ｋＷ、40 枚で 10ｋＷになる。 

委員 割と小規模なものまで対象になってくるという認識でよいか。 

事務局 事業として行う全量売電のものを想定しており、10ｋＷ以上を対象としてい

る。 

委員 手続きの中で近隣住民の理解を得るように努めることと、あいまいな表現にな
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っているが、どの段階までいけばクリアになるのか。 

事務局 このことについてはこれから検討していくことにはなるが、財産権の関係もあ

り同意を得ることとするのは難しいと考えている。基本的には理解を得られる

よう努めることと考えている。設置者の一方的理由で協議を打ち切るようなこ

とは困るという解釈で、双方の妥協点を見つけてもらうように考えている。議

事録の提出を求め、市で判断していくことになる。 

委員 環境審議会が関わるものはどの範囲になるのか。 

事務局 環境審議会に諮問する案件はこれまでと同じく 3000 ㎡以上の土地の形状変更

に関わるものとなる。 

委員 住民説明会などでの承認を得なくても審議案件になるということか。 

事務局 今回条例改正し提出を義務付ける届出と、茅野市生活環境保全条例第 25 条に

基づく許可申請とは別のものになる。 

そのため 3000 ㎡以上の土地の形状変更を伴う太陽光発電設備の設置を行う場

合は両方の手続きが必要になる。審議会には住民説明会が終わった段階でお諮

りすることになる。 

委員 インターネットで他県や他市町村の条例やガイドラインを調べたが、50ｋＷで

区切っているところやエリア指定をして区域分けをしているところなど様々

である。これまでの項目の整理やいろいろな展開を考えていかなければならな

い。条例制定で規制していくには相当精力的に取り組む必要があると感じた。

個人的には長野市や上田市が先進的であると感じている。 

委員 環境審議会で審議する案件は 3000 ㎡以上の土地の形状変更を伴うものである

とのことだが、今回届出の対象とする中で 3000 ㎡に満たない 10ｋＷ以上の太

陽光発電はかなりの数があるのではないか。それらについては市の担当の部署

が書類を確認し届出を受け付けるということか。 

例えば 100ｋＷ以上は審議会に諮問する等の考えはないか。 

事務局 3000 ㎡以上の土地の形状変更という基準は変更しない予定である。 

今までガイドラインという指導要綱に基づき提出してもらっていた 10ｋＷ以

上の太陽光発電について、条例に位置付けることで届出の提出を義務付ける形

をとる。基準を設けて届出をしてもらい違反する行為については、ＦＩＴ法に

おいて法令等を遵守することとなっていることから、国の認定を受けたもので

あっても取り消すことができる規定となっているため、実効性が担保されると

考えている。 

委員 現在いろんな場所で太陽光発電が問題になっているので、まずは地域住民の理

解がないとまずいと思う。 

それを前提として審議会にかけることが良いと思っている。 

委員 パネルについて質問があったので補足したい。 

最初の頃は１パネル 100Ｗほどであったが、現在は 200～300Ｗほどになってい

る。寸法については規格が様々ある。中国系、台湾系、ヨーロッパ系など様々

あるが 990mm×1650mm が多い。畳 1枚より若干小さいくらい。規格については

もめていて統一にはならないのではないか。 

またギラギラ反射の少ない単結晶のパネルは２割くらい値段が高いのでなか

なか普及していない。 

２月はじめに新聞に掲載された笹原区の規制について知りたいので調べても

らいたい。規制区域内外で対応が違うとのことだが、現地を歩いてもどこが規
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制区域なのかがわからない。 

次に住民説明会について、開催すれば良いのか。個人的には説明会について強

制力が不足しているように思う。同意、承諾を求めるのか、説明会にどの程度

強制力を持たせるのか踏み込んでいかなければいけないのではないか。権利の

関係もあり難しいとは思うが、逃げ道にされるのではないかと心配している。

また、住民説明会の範囲としての該当区、隣接区、半径 100ｍの範囲などにつ

いてどのように考えているのか。 

事務局 笹原区の規制については、平成 28 年頃に区内において太陽光発電の設置が増

えてきたことから、一定の区域内を明記し区域内では事業をやらないようにし

ようという取り決めをしたと聞いている。 

今回新聞に載った規制については、当時決めた区域の外についても、区が管理

している道水路や土地がある場所で太陽光事業を行う際には、管理や草刈りな

どについて区と約束をする協定のようなものを事業者にお願いしていく内容

であると聞いている。 

住民説明会の対象範囲については今後検討していく。 

委員 笹原区の規制では 18 項目の規制項目や承諾条件もあると聞いており強制力が

あるのではないかと思う。茅野市の条例とそれぞれの区の規制を同じにするこ

とはできないと思うが、参考にするために入手してもらうことはできないか。

事務局 審議会の資料とできるかについては笹原区に確認が必要となる。確認がとれれ

ば情報を共有できる。 

委員 現在米沢地区では太陽光について大反対をしている。一方晴ヶ峰の太陽光は進

んでおり場所によって温度差があると感じている。こういった中で 10 年、30

年後を考えた時に厳しい条例を作らないといけないのではと思う。 

権利の関係上難しいとは思うし、太陽光発電にならざるを得ない背景も分かる

が、他市町村の強い規制の条例等を参考にしながら強制力のある条例にしてい

くことが必要ではないか。 

事務局 強制力の強い条例を作ることは可能だが、他法令との兼ね合いもあるため、詳

細な規制内容については弁護士などアドバイザーとも相談のうえ検討してい

く。裁判を起こされたときに負けてしまうような条例では意味がないので、相

談しながら規制について考えていく。 

委員 観光資源や自然資源を守るためには国や県、市が主体となって将来像を考え、

規制していかなければいけないのではないか。 

また伐採について制限がないことが心配である。ここ何年間でも開発行為で大

きく伐採が行われている。茅野市は緑を失ってまで太陽光や開発を進めるべき

なのか。東北信地域は松くい虫でそれどころではないが、世の中の自然がどん

どん失われてしまっている。 

どこかのセクションがグランドデザイン、自然を守っていくことをもっと考え

ていかなければならないのではないか。 

委員 事前協議について内容公開はされるのか。また、事前協議の経過において事業

内容が変更することもあるとは思うが、そのことについて公開することは考え

ているか。 

事務局 公開するする予定はない。 

委員 上田市では設置を避けるべき場所、災害防止の観点から避ける場所などエリア

分けをして規制している。また住民理解がなければ進めることができないこと
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になっている。 

再生可能エネルギーの普及という立場ではなく、太陽光事業は規制の対象にな

っている現状がある。行政で管理していかなければならない状況ではないかと

思う。 

茨城県は先進的な取組をしている。参考にしてもらい、茅野市も今までのガイ

ドラインの延長ではなく、規制の方向に進まなければいけないのではないか。

委員 先ほどの質問について、一般的に 10ｋＷはおよそ 100 ㎡とのことであるので

補足させていただく。 

高崎市は建物屋根の太陽光についても届出の対象にしている。届出制にするこ

とで、市としては市内の自然エネルギーについて把握できる。このことで自然

エネルギーを活用している街であることをアピールすることもできるかもし

れない。 

国のＦＩＴ法において条例に規定されたのは、遵守していないところは認定を

受けることはできないし取り消すこともある、となっているが、この対象が市

の条例と解釈して良いのか。例えば、住民説明会や市への届出を行わず国への

認定申請を受け工事を行う段階でこのことが判明した場合、国に申し立てをす

れば認定を取り消してくれるという認識で良いか。 

事務局 国では法令上取り消すことができるとなっている。すぐ取り消すということで

はなく、改善命令等でも対応がされなければ取り消すということができるとい

うこと。取り消しは国の判断になる。 

委員 国の指導により、後から住民説明会などが実施されれば事業は粛々と進んでい

くということか。そういった意味でもある程度の住民の同意は必要ではないか

と思う。 

また、近隣住民等の範囲については今後検討していくとのことだが、笹原区の

事例にもある通り生活に影響を及ぼす範囲について対象にするべきではない

か。霧ヶ峰の太陽光計画では下流地域の住民が反対をしている事例もある。今

後近隣住民等についての捉え方をよく検討してもらいたい。 

委員 説明会についてお聞きする。議事録の提出義務はあるのか。いつ、どこで実施

したのかを報告するだけで良いのか。 

事務局 議事録を提出してもらう。様式等については今後検討していく。 

現在考えているのは、説明した側が作成した議事録をそのまま出してもらうの

ではなく、受けた側の署名があるものにしたいと考えている。そうすることで

説明会の内容について相対で承諾する形になるのではないかと考えている。 

委員 説明会を実施し、反対の場合はどうするのか。同意が得られない場合、理解を

得られるように努めれば良いのか。 

事務局 説明会で要望があればなるべく応えてもらい、どちらかが歩み寄って妥協点を

見いだしてもらえるよう指導していく。 

現在のガイドラインでの運用でも何度も説明会を実施したり工事が遅れてい

るところもあるが、行政指導をしていく中で双方の理解が得られるようにして

いくことが市としての立場だと考えている。 

委員 審議会の権限について考えた時に、努力規定について意見することはできる

が、事業者に義務を課すことはできない。そのことで、甘い考えでいる事業者

もいたかもしれない。審議会としてどこまで権限を持つことができるのかその

辺りについてお聞きしたい。 
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事務局 審議会の答申については許可する際に事業者に伝え、審議会の意見に沿った形

で事業を進めてもらえるよう要請をしている。 

答申そのものを許可条件にすることはできず強制力はないが、最大限実施して

もらえるよう事業者にお願いしている。 

委員 太陽光についてはひとつの事業として位置付け、規制していかないといけない

のではと感じている。急傾斜地への設置や廃棄物の関係など今後住民とのトラ

ブルも多くなるのではないか。 

当初は遊休農地をビジネスとして活用していく側面もあったとは思うが、他市

町村でもあるように、太陽光そのものの条例として展開していくべきではない

か。 

委員 審議会に諮問する案件は 3000 ㎡以上の土地の形状変更を伴うものとのことだ

が、太陽光発電事業については 3000 ㎡に満たないものも諮問案件とすること

はできないか。事業者が審議会にて事業を説明するというハードルがあること

が太陽光抑制や良い事業を実施してもらえることにも繋がるのではないか。こ

のことについて検討の余地はあるのか。 

また景観の保全についてだが、パネルの反射光は近隣の住宅等にまぶしさがな

いかについて問題となっているが、笹原地区のように太陽光発電が多数設置さ

れると上から見た時には影響があるのではないか。 

例えば、事業者としては採算がとれないといけないので安価な反射光の多いパ

ネルを選ぶことが多いが、費用がかかったとしても反射光の少ないパネルに変

更するよう指導することは可能なのか。 

事務局 審議会の諮問案件にするかについては届出に係る事項を審議会案件とするこ

とはふさわしくないと考えている。 

反射光については、できるだけ影響の少ないパネルしてもらえるように指導は

していく。審議会の意見を受けて反射光の少ないパネルに変更したという事例

もある。 

委員 条例改正で届出制にするとのことだが、許可制にすることはできないのか。 

規制を強化するには許可制が有効ではないかと思う。 

事務局 許可制とは一律禁止の中で、申請があった場所についてのみ行為を許可すると

いうことになる。太陽光発電については国で進めているという側面もあるた

め、許可制にすることはふさわしくないのではないかと考えている。また、許

可制にすることは財産権等にもふれるため他自治体でも許可制の導入はとり

やめたという話も聞いている。 

委員 ドイツでは事業者の権利と住民の権利を認めたうえで許可制としている。この

ことから茅野市でも許可制にすることは可能であると思う。ただ、許可しなか

った時に事業者から訴えられると裁判で負けることもあるかもしれない。許可

制にすること自体は問題ない。罰則がないから意味がないというよりは、住民

の意識を高めることにもなるため許可制にする意味はあるのではないか。許可

制にすることになれば区域指定も必要になると思う。もう一度検討してもらい

たい。 

委員 太陽光の設置によって、保水力が低下してしまうのではないかと心配してい

る。笹原、白井出地区はあれだけたくさん設置されており保水力は低下してい

ると思う。 

最近は市内で毎年のように大雨による被害がある。規模によっては貯水池の設
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置を義務づけるような基準を決める必要があるのではないかと思うので、検討

してもらいたい。 

委員 茅野市内で太陽光発電が実施される場合、多くの場所で農地が関わっているの

で農業委員会も関係している。今後、反射光の問題などシビアな問題も出てく

ると思うので他部局と連携して対応することが必要になってくる。 

条例改正にあたっては、広く市民から意見を聞くことも大切だが、市役所内の

他部局との連携、情報交換を密にし、意見を汲み上げながら進めてもらいたい。

委員 事務局は許可制とすることは難しいと考えているとのことだが、これまでの話

を聞いていて条例に基づく届出制としても太陽光に歯止めはかからないので

はないかと思う。歯止めをかけるには許可制にするしかないと思うので許可制

とすることを検討してもらいたい。 

裁判になった時に財産権について争った場合、事業者の計画が公共の福祉に反

していれば負けることはないのではないか。 

委員 ＦＩＴ法も変わってきており国としても規制に向いてきている。地域が決めた

ルールに従わなければ、国も認めない、地域の条例に反していれば国が対応し、

取り消しもできることになっている。国が推奨しているからというだけで許可

制はふさわしくないとすることはどうかと思う。 

公共の福祉に反することの解釈については、他人に迷惑をかけないという考え

方なので双方の思いになる。裁判では難しい判断になると思う。 

会長 長時間にわたってご審議ありがとうございました。 

最後に観光産業を重要産業と考えている茅野市として環境に十分配慮した条

例になることを願っている。 

本審議会で出た意見、パブリックコメントで市民から寄せられた意見を反映

し、良い条例改正につなげてもらいたい。 

 ４ その他 

 ５ 閉会 

副会長 長時間にわたりご審議ありがとうございました。 

以上をもちまして、平成 30 年度第５回茅野市環境審議会を終了する。 

 


