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函南町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例（素案） 

に対する意見公募（パブリックコメント）の実施結果について 

 

１ パブリックコメント実施概要 

⑴ 対象案件  函南町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例（素案） 

⑵ 意見公募期間  平成 31年４月 26日（金）から令和元年５月 27日（月）まで 

⑶ 意見を提出できる方 

① 町内に住所を有する方 

② 町内に通勤または通学している方 

③ 町内に事務所または事業所を有する方 

④ 本件に利害関係を有する方 

⑷ 条例（素案）の公表方法  町ホームページ 

⑸ 意見の提出方法 

① 持参 

② 郵送 

③ ファックス 

④ 電子メール 

⑹ 意見に対する回答方法  町ホームページにて公表 
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２ 意見書提出者数及び 件数  １９人  ６６件 

件 区分 意見内容 町の考え方 

１ 定義 利害関係者について「利害関係者」が誰なのかあい

まい。 

自然災害などで事故が起きた場合など、町の負担

が必要な可能性がある以上、利害関係者は函南町

民全てと言える。そうであれば「函南町民」とすべ

きで、それでは範囲が広すぎるのであれば「該当地

区に隣接する区の住民」といった表現にすべきで

はないか。 

利害関係者のうち、地元自治会等については、事業地

の全部又は一部を含む地元自治会と事業により生活

環境などに影響を及ぼすおそれのある自治会と定義

しており、隣接する自治会や下流域の自治会も含むも

のと解釈していただければと考えています。 

２ 事業者の責

務 

良好な関係を保持するよう努めるについて「努め

る」だけでは条件があいまい。「協定を結ぶ」「文章

で承諾を得る」などの明確な条件が必要ではない

か。 

承諾書等の提出については事業者に対し、過大な責務

となるので、行政手続きでそこまで求めることはでき

ないものと考えています。 

３ 事業者の責

務 

撤去費用の積立について、事業者自身が積み立て

るのでは倒産（計画倒産を含む）のリスクがあり、

地元の負の遺産として残る可能性がある。積立を

求めるのであれば、町として預かるべきではない

か。善良な事業者であれば社内に積み立てるのも、

預かってもらうのも違いはないはず。 

供託等で資金を集める方法はあるかもしれないが、私

有財産権もあり、町がその資金を使って撤去するのは

困難であると考えます。そのため撤去、処分のための

費用については経済産業省や県のガイドラインを参

考に、当町の条例においても自らの責任において適切

な処理を行わなければならないと規定することとし、

条例に違反する場合、経済産業省へ情報提供を行う等

により対応することとなります。 

４ 定義 「地元自治会等」について、利害関係者と同様、範

囲があいまい。 

１と同様に考えています。 

５ 説明会の実 説明会を実施し、結果を町長に報告するだけでは、 説明会の実施につきましては、説明会を開催し、町長
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施 おざなりな説明会になる可能性がある。そうしな

いためには「自治会の承認を文章で得る」といった

ような正当な説明会が行われたことを証明するた

めの一定な基準が必要である。 

に報告するよう義務付け、地元自治会等の理解を得る

よう事業者に指導していきたいと考えています。 

６ その他 条例化の時期が遅すぎるように思う。 町では、平成 30年 12月に公表された県の太陽光発電

設備の適正導入に向けたモデルガイドラインを参考

に条例案の検討をしてきました。併せて近隣市町の状

況を確認しながら作業を進め、この時期となりまし

た。 

７ 定義 利害関係者とは何処までの範囲なのか。 １と同様に考えています。 

８ 事業者の責

務 

突然の事業撤退という事も考えられる中で、撤去

費用などについても担保する必要があると思う。 

３と同様に考えています。 

９ 事業者の責

務 

本件は「町民の理解と納得」を基本に対応するこ

と。場合によって町の景観や防災対策が大幅に変

わる可能性がある。関係する人の納得が得られな

いまま事業が進められるようなことがあってはな

らない。 

この条例は、災害の発生を防ぎ、町民の安全・安心で

生活しやすい環境を構築することを目的としており、

地元自治会等に対して、十分な理解が得られるよう説

明会の実施を義務付けています。 

10 その他 再生可能エネルギーを利用する発電施設は他の発

電施設に比べ、比較的安価で設置することができ

る。このため、しっかりした計画が無いまま事業が

進められる可能性がある。すなわち、事業そのもの

の継続性が懸念される。(採算面のみが強調され、

電力供給事業としての責務が二義的にならないか

心配。) 

着手前の届出で、事業計画や保守点検及び維持管理方

法を確認します。また、毎年稼働状況等についても報

告を義務付けます。 

11 その他 条例の「文章」に違和感がある。町としての意見を 条例では、素案と違う表記となります。 
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述べている文章の末尾があいまいな表現になって

いる。町としての基本方針なのであれば毅然とし

た姿勢で表現すべき。 

例)講ずることとしています。→講ずること。 

12 目的 前文(条例制定の理由)でも述べ、本文中でも「自然

環境、景観、及び防災との調和」を挙げ、「町民の

安全・安心で生活しやすい環境を構築する」と述べ

ており賛成。 

ご意見ありがとうございます。 

13 定義 条例(案)は再生可能エネルギー源を「太陽光」と

「風力」に限定している。当面問題となるのはこの

２例と考えられる。従って、この定義の範囲選択は

賛成。 

ご意見ありがとうございます。 

14 定義 施設設置の可否を判断する地元住民を「地元自治

会等」とし「事業により生活環境等に影響を受ける

おそれのある自治会」まで含めたことは良いと思

う。但し「生活環境に影響を受ける自治会」の選定

をどのようにするのかがあいまいである。「影響を

受けるおそれのある自治会」の選定方法を明確に

すべきではないか。例)計画が公表された後、一定

期間(2か月程度)町民の意見を求め、そのうえで町

長が判断する。 

事業計画ごとに防災、環境面等で影響のある区域を設

定し、柔軟な対応をとっていきたいと考えています。 

15 適用事業 「敷地面積が 1,000㎡以上の太陽光発電」とある。

少し小さいように思われるが慎重に対応するとい

う姿勢と理解する。 

既存の町の景観条例や土地利用指導要綱と整合を合

わせています。 

16 抑制区域 「抑制区域」としてあらかじめ決めておくことは ご意見ありがとうございます。 
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重要。素案にある(1)～(5)は賛成である。 

17 説明会の実

施 

素案では「説明会の実施」とその結果を「町長に報

告」とあるが「地元住民の理解をどのように担保す

るのか」がない。「地元住民の同意書を添付のうえ

町長に報告」とすべき。 

２と同様に考えています。 

18 稼働状況等

に関する報

告 

「管理体制の確立と報告」 

・電気主任技術者の選出(電気事業法との関連)・土

木関係技術者の選定・保全計画書の作成と提出 

「苦情処理の窓口」 

事業を展開すれば必ず何らかの苦情が提起され

る。苦情を受け付ける窓口は常に明らかにしてお

くべき。 

着手前の届出の中で、事業概要書及び維持管理に係る

計画書を提出していただき、工事施工者、設計者、設

備保守点検実施者、維持管理実施者を明確にするよう

考えています。 

また、利害関係者から苦情等があった場合、事業者は

誠実な対応に努めることを事業者の責務としていま

す。 

19 その他 設置直後に「営業権」を譲渡することを禁止する。

設置した直後にその権利を譲渡し、今まで積み上

げられてきた地元住民との約束をあいまいにする

ことが考えられる。このため、一定期間(例：10年)

その営業に責任を持たせる。 

本条例の中で「営業権」を譲渡等することを禁止する

ことは、現時点で困難だと判断します。町では届出の

中の事業計画等で、事業の妥当性等を判断していきた

いと考えています。 

20 稼働状況等

に関する報

告 

事業地に設備を放置したまま廃業することを禁止

する。「稼働状況等に関する報告」の項で「…処分

費用の積み立て状況の報告」を求めており、施設撤

去費用の確保が指摘されている。しかし、これは

「費用の積み立て状況を報告」することであり、費

用負担が担保されているものではない。 

３と同様に考えています。 

21 その他 太陽光発電事業をしようとする事業者の中には、

必ずしも電力事業に精通している人がいるとは限

着手前の届出で、事業の計画や保守点検及び維持管理

方法を確認します。また、毎年稼働状況等に関する報
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らない。営業運転をする中で、不測の事態の発生や

施設の老朽化等により採算に問題が発生すること

が考えられる。こういったときの事業者の対応が

心配。 

告を義務付けます。なお太陽光発電施設には、電気主

任技術者の資格を持つ者が維持管理することになっ

ています。 

22 事業者の責

務 

採算が低下したとき、施設をそのままにして廃業

することはないか。その結果、撤去のための費用を

自治体が負担するようなことがないか心配。 

３と同様に考えています。 

23 事業者の責

務 

事業者が倒産などすれば撤去費用は払えなくなる

可能性があると思うため、法的に可能なら撤去費

用を事前に「供託」などの方法で確実に確保するこ

とが出来ないか。 

３と同様に考えています。 

24 抑制区域 町長は、必要があると認めるときは変更すること

ができる。抑制地域は規則で定める。など内容を書

き加えたほうが、様々な状況に迅速に対応するこ

とが可能になるのではないか。 

ご意見と同様に、条例の中で明記していきます。 

25 同意の制限 伊東市美しい景観等と太陽光発電設備設置事業と

の調和に関する条例第 11条(同意)２項には、市長

は…省略…ただし、太陽電池モジュールの総面積

が 12,000㎡以下の…と具体的に例外も書かれてい

る。伊東市の条例は、様々な教訓を基に制定された

ものと思うため、伊東市の条例と足並みをそろえ

た方が良いのではないかと思う。ただ、なぜ

「12,000 ㎡と定めたのか」理由を確認する必要は

あると思う。※実効性の高い条例を制定させてほ

しい。 

伊東市ではモジュールの面積が 12,000 ㎡以上のもの

を大規模発電の定義としていると伺っています。町で

は面積による基準は設けず、事業地の全部または一部

が抑制区域に入っていれば同意しないものとします。 
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26 その他 太陽光発電自体は再生可能エネルギーで良いこと

と思うが、メガソーラーとなると環境への影響が

大きく、各地で災害の原因になったり、倒産して廃

棄されたりして問題となっている。慎重に検討し

条例案を早急に施行して欲しい。 

適正な事務手続きを経て、早急な施行を目指していき

ます。 

27 定義 定義「地元自治会等 事業地の全部又は一部を含

む地元自治会と事業により生活環境等に影響を及

ぼすおそれのある自治会をいいます。」 

近隣関係者「事業地の全部又は一部に隣接する土

地又は建築物を所有し、又は使用する者をいいま

す。」 

に関して、範囲が曖昧なので抜け道が出来るので

はないか。 

１と同様に考えています。 

28 その他 調整池の定期的浚渫、事業撤退や倒産に備えての

原状回復手立てや資金の担保が必要。その点もし

っかりできるよう条例に盛り込んでほしい。 

供託等で資金を集める方法はあるかもしれないが、私

有財産権もあり、町がその資金を使って撤去するのは

困難であると考えます。そのため撤去、処分のための

費用については経済産業省や県のガイドラインを参

考に、当町の条例においても自らの責任において適切

な処理を行わなければならないと規定することとし、

条例に違反する場合、経済産業省へ情報提供を行う等

により対応することとなります。調整池については、

届出時の保守点検や維持管理計画で確認、指導してい

きます。 

29 事業者の責

務 

・科学的根拠も踏まえたデータを示すなど、開発事

業者には事業地隣接地区だけでなく、もっと広域

本条例では地元自治会等に対して説明会を開催し、理

解を得るよう努めなければならないとしています。個
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な地域住民への丁寧な早期の説明会開催を義務化

すること。 

・山林を削るような大規模な開発には多数の住民

による賛同がなければ安易に物事が進められるこ

とのないようにする。 

町民が知らない所で物事が進められることの無い

函南町にして欲しい。 

人の資産に制限のない範囲で、町民の理解が得られる

ような条例の整備としたいと考えています。 

30 その他 今後函南町がやるべきことは自然環境を守ること

だと思う。災害への影響、景観の問題、動物への影

響など計り知れない。 

町民の安全・安心で生活しやすい環境に寄与すること

を目的に本条例を整備するものです。 

31 その他 函南町民が安心安全に、そして豊かな自然を守る

ためにはこの条例を早く施行すべき。事業者に対

して NOと言える状況にするべき。私たちに選択権

がなくてはならない。函南町としてどんな未来を

描く必要があるか再度皆で考えていかねばならな

いと思う。 

適正な事務手続きを経て、早急な施行を目指していき

ます。条例では、事業者は自治会等に説明会を開き十

分な理解を得るよう努めなければならないとしてい

ます。 

32 目的 緑あふれる山並みと富士山が見える景色が好きで

移住したためその景観が崩れてしまうのは非常に

嫌である。大きなソーラーパネルを作ることで壊

される自然は戻すことが難しいと思うためそれに

伴う災害など大事に至らぬよう条例を作ってほし

い。 

町の豊かな自然環境と再生可能エネルギー発電事業

が良好に調和できるよう、条例を整備するものです。 

33 その他 条例が始まるのが 10月だとするとそれまでに工事

が始まってしまった場合条例の意味が無くなって

しまう。条例が始まるまでの間に今回のような事

現在の関係法令や町の土地利用指導要綱で、事務手続

き上そのような対応は難しいと考えます。 
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業の許可を出さないという事にしてほしい。 

34 その他 素案はそれが作られることで影響ある人達への配

慮が足りていない。ソーラーを設置することで光

害が懸念される地域への是非は必ず入れてほし

い。 

14と同様に考えています。 

35 その他 ・建物が熱せられエアコンの使用頻度が増える。 

・森を眺めると眩しい。 

・景観を損ねることで地価価値が落ちるのではな

いか。 

31と同様に考えています。 

36 その他 「非常時防災電源供給」の項目を設ける。又は「町

の責務」「事業者の責務」に以下内容を追加してほ

しい。 

理由：大規模災害時に電力会社からの電力が長時

間止まる場合にメガソーラーは地域の非常電源と

して稼働可能なため。 

内容：大規模災害時等の大規模停電時に、事業者は

地元に、町民に、非常時の電源・電力を供給するも

のとする。また町は、これらの非常時防災電力を遠

方の町中央部にも供給できるように事前にそのた

めの非常時電源線または非常時電源ルートを確保

し非常時に備えるものとする。 

太陽光発電施設から売電や蓄電はできると考えます

が、不特定多数への電力供給は法律や技術的な課題を

多く含むため、困難であると考えます。 

37 その他 「事業の存続または FIT 後の事業」の項目を設け

る。又は「町の責務」「事業者の責務」に以下内容

を追加してほしい。 

理由：FIT(固定買取制度)終了後は売電価格も低下

36と同様に考えています。 



10 

 

し、事業者の売電事業効率が悪くなる。その時点か

らは発電電力を地元に直接還元し、電力の地産地

消を目指し、あらたな事業形態を考慮する必要が

あるため。 

内容：FIT以降、事業者は地元に電力の地産地消を

目指し、直接電力を供給することを事前に検討す

る。また町は、電力の地産地消を目指し、必要な電

源ルート、電源切替ルート、また蓄電装置の準備を

行い、効率よく地元に事業者の発電する電力を提

供できる環境を整えることとする。更に、直流配

電・直流送電・直流電源車(EV 等)直流家電機器の

時代を鑑み、現状の交流配電線のみならず、事業者

の発電する太陽光直流電力を、効率よく直接利用

できるように事業者及び町共に、直流電力配電に

関係する必要な準備を行うものとする。 

38 その他 「エスクローの設定」 

理由：経済的な変動等により事業の存続が困難と

なった場合に備えるため。 

内容：エスクローとは契約当事者の間に第三者で

ある金融機関が入り、譲渡金額を決済することで

代金決済などといった取引の安全性を確保する仲

介サービスのことで第三者寄託と訳される。発電

事業の場合、発電事業の存続が困難となった場合

に、当初の契約でエスクローを設定することによ

り、事業者の事業が破綻しても、発電事業を継続す

本条例の中でエスクロー設定を定めることは現時点

で困難であると考えます。 
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る次の事業者が決まり、すみやかに発電事業が存

続するように配慮する。またエスクロー設定が困

難な場合は、当該発電所が経営破綻した場合、町が

(又はその外郭団体が)その資産を引き継ぐことが

出来るように考慮する。 

39 事業者の責

務 

事業者の責務について、よく努めるという文面を

見たが、これでは努めたが至らなかったとしても

責任を伴わない印象がある。努めるのは当然とし

て、結果、何をもって責任となすか明記されるべき

だと思う。 

２と同様に考えています。 

40 同意の制限 判断基準が明確に示されていない。厳格な基準は

定められなくても、後々問題発生を起こさないた

め是非の判断基準を明確にしておくことが重要。 

様々なケースが想定される中で、判断基準を明確に示

すことは難しいと考えています。なお判断には土地利

用調査委員会等を活用していきたいと考えています。 

41 立入調査 調査結果（不備がある場合）に対する改善命令権が

欠落している。万が一不備があると明らかになっ

た場合、その不備を改善するために行政処置がな

されなければ町(町民・自然環境・景観 等)が大変

なる損失を被ることとなる。なお立ち入り調査は

年一回定期と年一回不定期の二本で推進すること

が望まれる。 

本条例は、指導、助言、勧告までであり、命令までは

考えていません。立入調査は、必要と認めたときに実

施するものと考えます。 

42 その他 条例発布以前の許認可案件についても立ち入り調

査を行い、結果不備があるものについては行政処

置を行使出来る附則条項を付しておくことが必

須。問題発生時の解決策を行使できるようにして

おくことが重要であると考える。本内容はリスク

条例施行後については必要に応じて立入調査をして

いく考えです。条例の施行前の案件についての適応は

難しいものと考えています。 
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回避の一策となると考える。上記は一例であるが

万が一不測の事態が生じた場合に改善できる手段

を残すことが条例の本質になると考える。 

43 施行期日 この条例の審議中はあらたなメガソーラーの認可

発行を停止するべきではないか。条例発効予定の

10 月までの仮条例を制定するべき。他地域での事

例を見ていると、条例前に滑り込ませた許可申請

は条例には関係ないことになっている。そこで許

可された事案に対して反対運動が起き事業取消に

なった場合、それ相応の賠償金が発生しているこ

とが多い。それを防ぐためにも今すぐに審議中の

許可停止の仮条例を制定するべき。 

申請中や既存のメガソーラー事業に対し、不利益とな

るような内容を条例で遡及適応させるようなことは

困難だと考えます。 

44 その他 住民への説明及び理解がないまま着工されること

に疑問を感じる。メガソーラーパネル設置による、

自然環境や景観等の影響が考えられる。条例に則

した工事及び設置がされるかの検討も十分なされ

たうえでの決定を望み、先ずは条例施行までの着

工禁止を望む。 

43と同様に考えています。 

45 説明会の実

施 

函南町の住民にとって日々の暮らしに関わる大き

な問題。自然環境への影響について、住民への説明

がもっと必要ではないか。また広大なメガソーラ

ー設置への影響は函南町だけではない。他の市町

村から認証をとる算段は盛り込まれているのか。

調和にほど遠い条例にならぬよう多くの意見を集

められる工夫を求める。 

本条例では届出の前に地元説明会を義務づけていま

す。それらの説明会の中で意見を聞くとともに第三者

機関である土地利用調査委員会から意見集約してい

きたいと考えています。 
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46 定義 ・「生活環境に影響を及ぼす恐れのある自治会をい

います。」の部分、誰が影響を及ぼすと判断するの

かが不明。事業者が影響なしと判断したら地元自

治会への説明は不要と解釈できる。 

・生活環境には日々生活の中で目にする「景観」が

含まれると考える。 

修正案：「事業地の全部又は～景観を含め生活環境

等に～自治会を言います。」 

「景観」も生活環境に含まれるものと考えています。 

47 事業者の責

務 

積み立ての状況をチェックする体制についての記

載が不足している。 

修正案：「事業継続中は事業を～積み立てるものと

します。その積立の状況を年度ごとに函南町へ報

告することとします。また、事業終了を予定する場

合は～努めることとしています。」 

不足はないと認識しています。 

48 

 

抑制区域 災害を引き起こすきっかけとなる可能性がある施

設を警戒区域近くに設置することに不安がある。 

個人の財産に制限をかけることになりますので、難し

いものであると考えます。 

49 説明会の実

施 

・説明会実施だけで問題なしと解釈できる。 

・説明会の内容、説明会で出た質問に対する回答あ

るいは改善案を地元自治会等に再提示し、地元自

治会等の了解を得ることが必要と考える。 

修正案：「事業者は～地元自治会等に説明を実施す

る。質問事項への回答及び改善策、説明内容、質問

などに対する回答を含めた説明結果を～ならない

こととします。」 

条例では説明会を実施し、理解を得るよう努めなけれ

ばならないと記載します。 

50 立入調査 ・利害関係者の関与が必要。 利害関係者や地元自治会等からの意見も含め「必要が
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・「必要があると認めるとき」の判断材料が町長の

みの判断だけでなく、利害関係者や地元自治会な

どから要望があった場合も立ち入らせるべきでは

ないか。 

あると認めたとき」に立入調査を実施することと考え

ています。 

51 公表 ・事業者だけでなく、事業者に関係した施工業者の

公表が必要。 

・公表だけでは問題が起きた状態で事業が継続さ

れ、被害拡大を防げない可能性がある。 

・改善確認が出来るまで事業中止を明確にしてほ

しい。 

修正案：「町長は、勧告を～当該勧告の内容を公表

し、改善が確認できるまで事業を中止するととも

に経済産業省に～できるとします。また、事業中断

により、地域環境や生活環境等に影響が懸念され

る場合、事業者は地域環境や生活環境の維持に努

める。」 

施工業者の公表は考えていません。条例の中で事業者

に対し指導、助言、勧告により対応していきたいと考

えています。 

52 抑制区域 不適切な場所に不適切な規模で開発が行われたた

めに近隣住民が子や孫の代まで命と財産を脅かさ

れる不安を押し付けるのはおかしい。特に洪水や

土砂災害の原因となりうる場所は重大問題。土砂

災害警戒区域だけでなく、その上に位置する斜面

及び下流に避難所がある場所は大規模な開発をす

べきではない。 

48と同様に考えています。 

53 その他 危険なソーラー発電施設の開発が行われないよう

にするための条例は必要不可欠だと思う。素案に

２と同様に考えています。 
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「地元自治会等、土地所有者及び～保持するよう

努めるものとしています」とあるが、事業者の説明

を努めることだけでは不十分だと思う。本来なら

ば、開発による災害のリスクを背負うことになっ

てしまう近隣住民の同意が必要ではないか。 

54 その他 条例施行までの間は、現時点でこの条例に関係す

る可能性があると思われる事業は進めない方がい

いのではないか。10 月になって条例が施行された

ときに、これは危険な開発だったとなっても、切っ

てしまった森は元通りにならない。安心して住み

続けられる函南町を願う。 

33と同様に考えています。 

55 届出及び同

意 

既に相当の費用も費やしており、森林法に基づく

林地開発許可を施行日以前に取得したものは条例

適用除外にするべき。 

本条例の中で適用除外の事項は現時点で検討してい

ません。また、申請中や既存のメガソーラー事業に対

し、不利益となるような内容を条例で遡及適応させる

ようなことは困難だと考えます。 

56 目的 平成 28年度末に県が策定した「ふじのくにエネル

ギー総合戦略」では太陽光を「新エネルギー導入拡

大の原動力として、引き続き導入の拡大を図る」と

し、2020 年度末時点で 200 万ｋW を導入目標とし

ている。本条例の制定は、県が進めている新エネル

ギーの拡大方針との間に不一致があるのではない

か。 

本条例は、再生可能エネルギー発電事業を抑制するた

めのものではなく、町民の財産である緑豊かな自然環

境と、町民の安全・安心で生活しやすい環境との調和

を保った再生可能エネルギー発電事業を行ってもら

うためのものです。 

57 目的 森林法等の既存法令及び静岡県太陽光発電設備の

適正導入に向けたガイドライン検討会が策定した

モデルガイドラインに従って事業を実施すれば、

県の太陽光発電設備の適正導入に向けたモデルガイ

ドラインが公表されたことに伴い、自然環境や富士山

等の眺望景観及び防災環境の保全と再生可能エネル
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条例にて企図している目的は達成できるはずであ

り、改めて条例を制定する意味が不明瞭である。 

ギー発電事業との調和を図るため必要な事項を定め

るとともに、災害の発生を防ぎ、町民の安全・安心で

生活しやすい環境を保全するため、条例を制定するも

のです。 

58 稼働状況等

の報告 

素案の「稼働状況等に関する報告」において、「稼

働状況及び使用済み設備の撤去、処分費用の積み

立て状況について、翌年度の 4 月末までに町長に

報告しなければならないこととします。」とある

が、事業者が設備を適切に維持管理することはと

もかくとして、太陽光の稼働状況等についてまで

報告させる意味が不明瞭である。 

県の太陽光発電設備の適正導入に向けたモデルガイ

ドラインを参考に、当町においても処分費用の積立を

担保するため、稼働状況の報告を求める趣旨となって

います。 

59 同意の制限 事業規模などの大雑把な分類によって一律に規制

するのではなく、県・市・町と防災・排水問題を協

議し、地元住民の理解を得ながら進めている事業

に対しては同意すべきと考える。この点素案の「同

意の制限」においては「ただし、事業地及びその周

辺区域の状況等により明らかに支障がないと判断

される場合は同意できるものとします。」とされて

いるが、このままでは行政の裁量が広く恣意的な

運用も可能となるため、同意の判断基準を明らか

にすべきである。 

様々なケースが想定される中で、判断基準を明確に示

すことは難しいと考えています。 

60 届出及び同

意 

素案では、着手の 60日前に届出し、同意すること

とされているが、着手の定義が無い。着手とは「森

林法における林地開発許可など、他の法令におい

て必要とされている許認可に関し、法令上の図書

着手しようとする日の 60 日前までとありましたが、

平成 30 年 12 月に静岡県が策定したモデルガイドラ

インを参考に「事業に係る法令の規定に基づく許認可

等の申請又は届出の前までに」と変更しました。 
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を関係行政庁が受理していること」等と具体的に

定義して明確にすべきである。 

61 届出及び同

意 

届出を受けての同意の成否が判明するまでの期間

が明示されておらず、いわゆる「握りつぶし」の状

態が発生しないか危惧される。同意についての応

答期間を明示すべき。 

同意・不同意の判断は個々の案件によって審査する期

間が異なると考えられるので、応答期間の定めは、設

けていません。 

62 その他 今回パブリックコメントに付された素案の審議過

程に関しては、平成 30 年 12 月までの定例会資料

しか公表されておらず、平成 31年 3月の定例会資

料が公表されていないため、審議の最新情報が不

明である。パブリックコメントを実施するのであ

れば、最新情報について公表することは必須であ

る。 

本条例の策定に際して、事前に広く町民等に対して意

見を求める場として、ご理解いただきたいと考えま

す。 

63 その他 素案には過程措置の記載もなく、具体的案件への

適用の有無など事業者が事業の実現可能性を判断

するために必要な情報が不十分である。このよう

な素案を元にパブリックコメントを求め、条例制

定をするという手続きは不適当であり、条例の詳

細が決まった後、再度パブリックコメントを実施

するべきである。素案では予測可能性が見通せな

い。 

62と同様に考えています。 

64 抑制区域 抑制区域の範囲が広すぎ、基準が不明確ではない

か。森林資源や自然災害予防、生活環境の保全、景

観保全、文化遺産保全と極めて広汎で抽象的な区

域となっており、投網を掛けるような規制になる

自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和

に関する条例であり、自然環境との調和を図る上で必

要な抑制区域として考えているものです。 
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おそれがある。森林法や砂防法など個別法律との

整合性も明らかでない。 

65 施行期日 素案の施行期日について「この条例は相当の周知

期間を設け、令和元年 10月 1日から施行する」と

あるが、周知期間とは公布から施行までの期間の

ことか。令和元年 10月 1日の施行を前提とすれば、

現時点でパブリックコメントを実施しているよう

では相当の周知期間が確保できないのではない

か。 

周知期間とは公布から施行までの期間で、およそ３ヶ

月を見込んでいます。 

66 定義 既に進行している事業については、条例による規

制を予測せずに実施しているため、事業者の予測

可能性と既に投下した資本に配慮すべきであり、

基本的には条例の適用対象とすべきではない。具

体的には、既に着手している案件には適用される

べきではなく、この着手についても「森林法におけ

る林地開発許可など、他の法令において必要とさ

れている許認可に関し、法令上の図書を開発行政

庁が受理している事」等とすべきである。太陽光の

大型案件等は、林地開発許可、環境アセスメント等

について長期間を必要とすることが多く、着工が

遅くなる可能性があるからである。よって「着手」

の定義を明確にしたうえ、相応の経過措置を設け

るべきである。 

60と同様と考えます。 

 


