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第５回北杜市太陽光等再生可能エネルギー発電設備設置に関する検討委員会会議録 

 

１ 会議名  

第５回北杜市太陽光等再生可能エネルギー発電設備設置に関する検討委員会 

 

２ 開催日時 

平成３０年５月９日（水）午後２時００分～午後５時０９分 

 

３ 開催場所 

 北杜市役所 北館 大会議室 

   

４ 出席者（敬称略） 

  出席委員 

鎗野達男（市内に住所を有する者） 

学正博次（市内に住所を有する者） 

弘田由美子（市内に住所を有する者） 

塙喜一郎（市内に住所を有する者） 

渡部義明（市内に住所を有する者） 

三浦剛（市内に住所を有する者） 

長田富丈（市内に住所を有する者） 

高尾康太（佐々木周代理、太陽光等再生可能エネルギー発電事業者） 

大友哲（太陽光等再生可能エネルギー発電事業者） 

相吉正一（市議会の議員） 

加藤紀雄（市議会の議員） 

志村清（市議会の議員） 

井出一司（市議会の議員） 

進藤正文（市議会の議員） 

栗谷真吾（市議会の議員） 

坂本清彦（学識経験者） 

篠原充（学識経験者） 

松本真由美（学識経験者） 

  欠席委員 

金丸正幸（太陽光等再生可能エネルギー発電事業者） 

佐藤長英（学識経験者） 

事務局 

   土屋裕（建設部長） 

   小尾民司（農業委員会事務局長） 

   小泉雅人（生活環境部環境課長） 
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   小澤永和（産業観光部農政課長） 

浅川知海（産業観光部林政課長） 

植松宏夫（建設部まちづくり推進課長） 

日向武彦（生活環境部環境課新エネルギー推進担当） 

小林晋（産業観光部林政課林政担当） 

吉田武（建設部まちづくり推進課景観まちづくり担当） 

浅川和喜（建設部まちづくり推進課景観まちづくり担当） 

鳥原弘達（建設部まちづくり推進課景観まちづくり担当） 

  会議録署名委員 

松本真由美 

鎗野達男 

 

５ 議事 

  太陽光発電設備（設置）に関する課題について 

  （１）自然環境の保全に係る事項 

  （２）景観の保全に係る事項 

  （３）生活環境の保全に係る事項 

  （４）発電事業者の責任に係る事項 

 

６ 公開・非公開の別 

  公開 

 

７ 傍聴人の数 

 ２５名    報道関係者 ５社 

 

８ 内容 

  １）開会 

２）委員長あいさつ 

  ３）議事 

４）閉会 

 

（事 務 局） 本日はお忙しい中、ご出席いただきまして誠にありがとうございます。進行はま

ちづくり推進課長の植松宏夫が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

本日は１７人のご出席をいただいております。設置要綱第７条第３項により、会

議は成立していることをご報告いたします。また、本日は金丸委員、佐藤委員より

欠席のご連絡をいただいております。事業者については自然電力株式会社の佐々木

委員の代理として同社の高尾様にご出席をいただいております。なお、大友委員に
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つきましては他の会議があり、終わり次第出席をするとの連絡をいただいておりま

す。また、佐藤委員は体調を崩されまして、本業にも支障をきたしていると聞いて

おります。本委員会のご出席もままならないということで、委員の引継ぎについて

事務所の中でご推薦をいただけるということでございます。できる限り早い段階で

後任の方を選任したいと考えています。 

本委員会の公開については、前回の会議において公開をすると決定しております

ので公開とさせていただきます。また、傍聴人ですが、本日の委員会の開催につい

て事前に公表を行なったところ、２５名の傍聴希望者がありましたのでご報告いた

します。傍聴人の皆様には傍聴要領を遵守されますようお願いいたします。また本

日の報道関係者については、山梨日日新聞、八ヶ岳ジャーナル、日本工業経済新聞、

東洋経済新報社、ＹＢＳです。報道関係者からは写真撮影、録音、テレビ撮影の申

し出がありましたがこれを許可してもよろしいでしょうか。 

（ 一同 ） 異議なし 

（事 務 局） それでは報道関係者は事務局の指示に従い、議事に支障のないようにお願いいた

します。では、次第に従い進めてまいりたいと思います。なお、本日の会議の予定

は予めご通知に記載しましたが、概ね２時間としまして午後４時の終了を予定して

おりますのでご協力よろしくお願いいたします。 

それでは、開会のことばを坂本副委員長にお願いしたいと思います。よろしくお

願いします。 

（副委員長） 年度が変わりまして、初めての委員会ということになります。皆さん今日も活発

に意見交換できるようご協力をよろしくお願いします。それでは只今より第５回北

杜市太陽光等再生可能エネルギー発電設備設置に関する検討委員会を開会いたしま

す。 

（事 務 局） ありがとうございました。委員長より挨拶をいただきます。篠原委員長お願いい

たします。 

（委 員 長） 本日はゴールデンウィーク明けで何かと忙しない中でございますが、大変お忙し

い中を第５回目の検討委員会にご出席をいただきまして誠にありがとうございます。

また、先ほど副委員長からもありましたように、年度が変わりまして最初の委員会

ということですが、今日は本当に肌寒い日となりまして、先月は初夏を飛び越え猛

スピードで真夏日を記録したわけでございますが、そんな気温の変化にも関わらず

周りの風景を見ますといつもと変わらぬ新緑の景色が見渡せます。自然界の摂理と

いいますか、植物のたくましさを感じるところでございます。 

さて、本日は市民委員の皆さまからご提示された資料に基づいて最後の確認、審

議の場となると思います。また、前回の委員会の中において委員の皆さまからも議

事進行についてはピッチを上げてもらいたいという意見もございましたので、本日

はスピード感を持って議事の進行を努めさせていただきたいと思っておりますが、

進行が乱れては困りますので、気温の変調にも適応する自然のプロセスのように調

整を図りながら議事の進行に努めてまいりたいと思っておりますので、どうか委員
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の皆さまにはご協力をお願い申し上げましてご挨拶とさせていただきます。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

（事 務 局） ありがとうございました。議事に入る前に事務局の紹介をさせていただきます。

４月の人事異動で担当者が変わりましたので順番に紹介をさせていただきます。 

【事務局紹介】 

（事 務 局） 次に議事に入ります。議長については設置要綱第７条第２項の規定により委員長

が議長となるとしております。篠原委員長、議長としての議事進行をお願いします。 

（ 議長 ） それでは議長を務めさせていただきます。スムーズな進行ができますようご協力

をお願い申し上げます。 

次に会議録についてでございますが、北杜市審議会等の会議の公開に関する要綱

第８条の規定によりまして、会議の会議録を作成しこれを公開することとなってい

ます。会議録には会議で指名する者２名以上の署名が必要となっております。会議

の署名には松本委員と鎗野委員にお願いしたいと思いますのでよろしくお願いいた

します。 

では、前回と同じように手元の資料に基づいて議題を進めていきますが、移る前

に注意事項といたしまして、発電施設の個々の案件に関する非難及び誹謗中傷等の

発言は一切ないようお願いいたします。また、本日の議題が終了するよう委員の皆

さまには発言はできる限り簡潔にお願いするとともに、議題とかけ離れました発言

等については話の途中においても注意や制止を促す場合があることをお伝え申し上

げますのでくれぐれも注意をいただきたいと思います。 

議事の進め方ですが、各項目ごとに住民が直面しているとされている、①から始

まる番号の順番で一つ一つ質問や意見の発言を求めてまいります。 

まず始めに、「（１）自然環境の保全に係る事項」にまいります。①から始めま

すが、それぞれの朗読は省略しますのでそのように進行のご協力をお願いします。

それでは「①皆伐により土砂災害の危険が増加している。」という件について、ご

意見ご発言を議場に求めます。（委員Ａ）。 

（委員Ａ）  その前に、（委員Ｂ）が作成ということで今資料が２枚提出されているんですが、

説明をしていただいたほうがいいのかなと。 

（ 議長 ） それについて事前に（委員Ｂ）からお伺いしているのですが、今日行う議題の中

の「（４）発電事業者の責任に係る事項」のところでその説明をしたいということ

を申し受けていますのでそのようにお願いします。 

       それでは元に戻ります。ご意見ご質問等ございましたらお願いいたします。（委

員Ａ）どうぞ。 

（委員Ａ）  ここに自然環境の保全の関係で４つの項目が挙げられていますが、これらについ

ては何か例えば皆伐による土砂災害の懸念が増加しているとか、水害の危険が増加

しているとか、言ってみれば非常に抽象的な表現がされているわけですね。ところ

が我々に託されたものは、条例化ということもそれも含めた中でこれを検討してい

くという重大な任務が課せられているわけです。そうなりますと立法事実、すなわ
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ち条例を作る必要性はどうなのかということをきちんと掌握しなければならないと

思うわけですが、せっかくこれを提案された皆さんから、もう少し具体的な説明が

ほしいなと思うんですが。例えば「③周辺地域の気温が上昇している。」と。何と

なく上昇しているのかなという感じはするんですが、果たしてこれが生活にどうい

う影響を与えるのか、そういう問題が全くわからないわけです。そうなりますと、

最終的な段階で判断をする場合それらができないので、できたら具体的なものがあ

りましたら説明をいただきたいなと思います。 

（ 議長 ） 関連ということですので（委員Ｃ）。 

（委員Ｃ）  今、（委員Ａ）から抽象的なところがあると、それは私も同感なわけですが、今

日議題の中にある（１）から（４）までの中でもページの後のほうにも抽象的なと

ころがかなりあるんですよ。それは私は今日来ている皆様方に集計といった何かを

聞かなければならないなと思っていたところでちょうど（委員Ａ）から発言が出ま

したから、この後のそういう形の中で抽象的な「だろう」というようなことではな

くて、こうだというものがなければ、我々として審議ができないだろうと。もしそ

こができないのであれば専門家を入れるとか、そのような形の中で議論を進めてい

っていただきたい。以上です。 

（ 議長 ） （委員Ａ）、（委員Ｃ）より意見がございましたが、市民委員の皆さまからはこ

の資料の只今の意見による補足や説明をできる方は…。（委員Ｂ）。 

（委員Ｂ）  ぜひ３回目のスライドの説明を思い出していただきたいと思うんですけれども、

あのときにこれを見ながら具体的に土砂災害、例えば２０１５年にクリーンエナジ

ー清里で土砂災害が起こった、畑が土砂で埋まったことがあったというお話をさせ

ていただいたと思います。それから水害に関しては、毎年実際に雨の度に水に埋ま

っているというお話もさせていただいたかと思いますが、多分１２月でかなり前な

ので皆さんちょっと記憶が飛んでいるかとは思います。ここのところに関しては表

なので非常に簡単に書かせていただいています。実際に皆伐により土砂災害の危険

が増大するというのは、これはどちらかというと常識的な部分かなと思ってあまり

詳しくは書きませんでしたが、森林が失われることによって保水力が低下して土砂

災害というのは全国で山のように起こっている。これは日々のニュースを見ていれ

ばわかると思います。実際に、２０１５年の７月に市のやっていらっしゃるクリー

ンエナジー清里で大規模な土砂災害が起こって畑が埋まったという事実がございま

す。 それから、小さい土砂が流れたというのはあちこちの太陽光の設置場所で起

こっています。実際に私が住んでいる所から２００ｍの所ですけれども、緩い傾斜

ですが６月の、台風とか大きい雨ではなくて、梅雨のちょっとした雨で土砂が下の

家に流れ込んだということがございました。ですからこの辺はすべてをここに具体

的に書くというのはなかなかできないので口頭で説明させていただいているんです

けれども、実際に土砂災害が起こっていますし、そして今起こっていなくてもこれ

だけ皆さんよくご存知のように森林が失われたことによって土砂災害が全国で起こ

っているという事実を考えれば、森林が失われることによってどういった影響が出
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るかというのはお分かりになるかと思います。 

一つこれに関連して言わせていただくと、太陽光というのは過剰にものすごい敷

地を使うわけです。他のＬＮＧの発電所と比べると約５００倍の土地を使います。

そして元々太陽光というのは屋根の上ということを想定してこのＦＩＴというのが

始まったわけですけれども、実際に行なわれているのは地上、特に一番設置しやす

い森林を伐採してということがものすごく行なわれています。実際に今北杜市で太

陽光が設置された面積を見ますと、既に１６７ｈａ、このうち約８０％くらいが森

林だと思われるんですが、これについてははっきりした数字はありません。ただ、

以前環境部の部長が議会で答弁されたときに、１１１ｈａだったと記憶しておりま

す。その当時の太陽光の敷地面積が約１３０ｈａでしたから、かなりの面積が失わ

れている。これだけの森林が失われることによって当然こういった森林の機能は失

われるということでこのように書かせていただいています。 

（ 議長 ） （委員Ａ）どうぞ。 

（委員Ａ）  私が質問したのは色々これを詰めていきますと、個々にやっていくと最終的な積

み上げで判断すると思いますから、個々に質問しているわけですから、これについ

ては、例えば条例化によって財産権を制限する条例まで、もしかしたら我々として

は提案しなければならない。こんなことも踏まえた質問であるわけです。個々にも

っと具体的に、例えば周辺地域の気温が上昇していると言いますけど、どのくらい

上昇したのか、それによって生活圏に影響するのか、生活圏を脅かすのか、ここま

で検討していかないとやはり財産権を制限するという判断はしにくいと思うわけで

す。そういう形で質問しているわけです。特に①でお話があったわけですが、全国

にはそういう例があるとか、言ってみれば非常に抽象的な部分でもう少しやはり私

としては具体的なものをもって判断したいと思うわけですけれども、今の段階では

そこまでしか説明ができないということであるならそれで結構です。 

（ 議長 ） 今理解できないところで止まっていますが、今の話で説明しても大変だと思いま

すのでこれに関わる抽象的な資料がもしあれば、それはまた後日提出することは可

能ですか。 

（委員Ａ）  私が言ったのは、要するにそこまで真剣に議論していかないとこれは判断できな

いよと私は思っているんですね。そういう思いから質問したのですが、今の段階で

そこまでであるならそれで結構です。時間の無駄になりますから。 

（ 議長 ） ではよろしいということですので。（委員Ｂ）どうぞ。 

（委員Ｂ）  少し感覚的に私がわかりにくいのかもしれませんけれども、森がなくなる、その

森の保水力であるとか、それ自体に疑問があるということでしょうか。私は空気は

人間に必要と言っているのとほとんど同じなので、それをここで具体的に説明せよ

となるとこれの話があまりにも無理があるかなと思うわけです。 

（委員Ａ）  当然伐採されますと、保水力が下がります。しかしながら、我々は北杜市に適応

できることを、条例化を踏まえた上で検討していくということですから、全国的な

一般的なことはわかるんですが、もう少し踏み込んで北杜市としてどうなのかとい
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うことを我々は議論して理解した上でやるべきじゃないかなと私は考えていたので、

そういう質問をさせていただいたんですが、ここではそれで結構です。 

（ 議長 ） 今、副委員長から意見があるようですがよろしいでしょうか。 

（副委員長） 今のお話をお聞きしておりまして、私もエンジニアなものですから、（委員Ｂ）

が仰っている内容は今のままだと少しあくまで主観的な部分が抜け出せないと思い

ます。やはりこの場で第三者的な学術論文なり、そういったしっかりとした根拠を

示していただく必要があるのかなと。先ほど言った保水力云々という話、これも太

陽光が設置されたことによりということで… 

（委員Ｂ）  それではなくて、ここでは森林が失われているという… 

（副委員長） 太陽光に限らずということでよろしいでしょうか。 

（委員Ｂ）  太陽光によって皆伐をされるので、その結果こうなるということを言っているわ

けです。太陽光イコールで繋げているのではなくて… 

（副委員長） ではすみません、それも含めてですね、あと周辺地域の気温が上昇という、その

辺の具体的な研究論文なりそういったものも提示していただく… 

（委員Ｂ）  すみません、皆さん前々回の説明がすっかり頭から消えているようなんですけれ

ども、気温の上昇に関して「Ｎａｔｕｒｅ」に発表された数字を出させていただき

ました。スライドでお見せして、紙でお渡ししてないので。副委員長はいらっしゃ

らなかったですね。なのでそれは仕方がないとは思いますけれども、あの時点で私

は説明をさせていただきました。それで、アリゾナのソーラーパークで１年間の太

陽光の周辺地域３ヶ所でチェックした結果、夜の温度が４℃上昇したと、そういう

数字を出させていただいています。それから実際に住んでいらっしゃる方、近隣の

方は夜の温度が非常に高く、エアコンを入れなければいけないといったことも具体

的にお話を聞いています。その説明もさせていただいています。 

（ 議長 ） （委員Ａ）の先ほどの意見にもございましたように、重要な事項ということです

ので抽象的な内容ということでなくて、具体的な実体をもった調査を行なったので

あれば、そういったものを用意できるようであれば準備をしていく必要があること

を申し上げたというふうに留めたいと思います。他はございませんか。（委員Ｄ）。 

（委員Ｄ）  （委員Ａ）、（委員Ｃ）からご指摘がありますように、我々が今やっているのは

因果関係がどうのというところになれば、我々が学術的な意味での知見が若干あっ

たとしても認められる。ただ、絶対忘れてはいけないのは、先ほどから（委員Ｂ）

がご指摘しているように、１２月２６日に現地を視察した、そのときにあった事実

をどういうふうに記録するか、教えて貰わなかったらわからないのだったら自分で

調べればいいわけです。そういう姿勢がなければいけないのと、逆にこういうふう

に進められているということに対して放置しているということ自体が無責任な話で、

それを早く救済しなければいけないというのが普通の市民の務めです。それを説明

して理解できなかったらその間は放っておけという関係で我々はこういう委員会を

やっているわけではないんです。因果関係がどうのこうのというのはどっちでも構

いません。言われるように、上位法がどうだとか、そういう問題は詰めていけばい
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いわけです。たまたま委員が交代されるかもしれないということなんで、そこは知

見を聞けばいいわけです。 

それと実際に温度の問題に関しては、あとで説明ができる時間があればいいと思

いますけども、視察のときに調べられた（委員Ｅ）はデータを既にお持ちです。裁

判所に出しているデータがあるわけです。それを委員長含め前の事務局が、視察し

ちゃいけない、そういうことは拒否しようというようなことがあったものだからこ

こで二転三転するわけです。そのへんです。なおかつ、このところを究明する感覚

をどうしてお持ちになれないんですか。それだけはぜひ全員反省して取り組んでい

ただければと思います。 

（ 議長 ） （委員Ａ）どうぞ。 

（委員Ａ）  私が聞いたのは、皆さんが研究されて提案されていますので、そのような資料を

お持ちなら説明してほしいということでお聞きしたわけです。我々も何も調べてい

ないわけではなくて、自分たちなりに調べてはいるんです。でもやはり限界があり

ましたので、さっき言いましたように、やはり最終的にはそこでやればいいという

わけではなくて、その都度その都度詰めていってそれらを通して最終判断をしなけ

ればならない。条例化、財産権の制限を場合によっては、しなければならないとい

うことになりますと、例えば気温が上昇しているというお話があったんですが、今

建てられた誰々さんがそう言っていましたとか、そうであろうかなとは思うんです

が、きちんとした判断材料が少し薄いなと思いましたので、（委員Ｂ）なり皆さん

がそういう資料をお持ちかどうか、私はあれば説明してほしいという気持ちで申し

上げましたので、もしないならないでそういう理解をしますので結構です。 

（委員Ｄ）  （委員Ａ）は持っているんですか。 

（委員Ａ）  持っていないから聞いているんです。 

（ 議長 ） よろしいですか。繰り返しになるので、今仰った内容でもって準備できるものが

あれば準備していくということで先ほど言いましたとおりですので、この件につい

てはこれ以上議論する必要はないと思います。（委員Ｅ）どうぞ。 

（委員Ｅ）  副委員長が太陽光の評価をやっておりますよね。そのときに周辺の温度や太陽光

パネルの表面温度の測定はしていないんでしょうか。 

（副委員長） 我々が測定する中で、太陽光パネルを２５度（気温）の環境下に置いて出力を測

定することはしていますが、温度試験というものもあります。一定の太陽光を当て

て温度の上昇値を見ると。ただ、それは当然太陽光の光のエネルギー１，０００Ｗ

のエネルギーを受けるわけですから、これはパネル自体の温度は上がります。すべ

ての電気がエネルギーに変換されるのであれば熱上昇はありませんけれども、一部

のエネルギーは熱と化してエネルギーが変換されるというところで温度上昇は当然

あります。ただ、その環境として私が申し上げたのは先ほど（委員Ｂ）が仰ってい

ましたが、そういう資料があるということであれば私はそちらの資料を見せていた

だきたいというふうに思っております。 

（ 議長 ） よろしいですか。すごく長くなって申し訳ないですけど、先ほどから言っている
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内容についてはずっと同じことを喋っています。ここに挙げるものについてはもし

できれば調査案件であれば、ないのであればこれから調査をして数字を積み上げて

いくとかそういったものを準備するような気構えが、この検討委員会に出す資料と

しては必要ではないのかなというところで終わっているような気がします。準備で

きているようであればそれをまた資料に残して、どこかで提示できる場所があれば

してもらうということでよろしいのではないかと思いますのでどうでしょうか。こ

れ以上ここで吟味する必要がありますか。 

（委員Ｄ）  先ほど森林の伐採の話が出ました。当然太陽光のために伐採したのかどうのこう

の問題がありますけども、林政の担当の方が今日来られていますけども、林政課で

言える森林の伐採の実績値、それからどういうふうに変遷しているのか、そういう

資料は基本的にあるはずです。そういうものは是非前もってまえびろに発表してい

ただく。補足資料として大変参考になるわけですから、それが太陽光に関連するか

どうかというのはこれはまた違った次元の問題です。ただ、基礎資料として必要な

ものはオープンにしていく、そういう視点でぜひ事務局関係の方々のあなた方もこ

この一員だという気構えでもって積極的に資料の提供をお願いします。 

（ 議長 ） 只今の（委員Ｄ）の発言については市民委員だけでなく、関係する個所において

基づく調査内容等資料がございましたらこれも提出すべきじゃないかというご意見

ですので、これもまた先ほどに通じていることでございますので、①から④の件に

ついてはよろしいでしょうか。皆さんのご意見をこれで終わりたいと思いますがこ

れでよろしいですか。どうぞ。 

（委員Ｅ）  実際に今（委員Ａ）が温度上昇に関して３回温度上昇と言っていましたので、私

は温度が上がるのかと副委員長に聞いたら実際に温度が上がると。しかしこのあと

は確実なデータというものはないんですが、素人考えで、真夏の車のボンネットの

上で目玉焼きが焼けるというくらい反射率というのはすごくあると思うんです。そ

れは太陽光パネルも同じように反射するんだよということであれば、あの面積全部

がヒートスポットになってしまう。それをじゃあどうやって具体的に資料で出せと。 

       これは非常に難しい問題だと思います。先ほど（委員Ｂ）の仰ったような「Ｎａ

ｔｕｒｅ」に載っている。あれがやはり一流の資料じゃないのかなと私は思います。

以上です。 

（ 議長 ） 個別案件に基づく内容については非常にこの検討委員会に前もって持ち出すのも

難しいところがございますが、もしそういった形でもって、一般的な資料があるの

であればそれが利用できるのであれば利用したほうがいいかと思います。（委員Ｆ）。 

（委員Ｆ）  気温上昇に関しては間違いなく「Ｎａｔｕｒｅ」の論文がありますから、それを

全員に配布していただいたらどうでしょうか。 

（ 議長 ） （委員Ａ）の意見から始まった意見交換が色々となっているわけですが、（委員

Ａ）が承諾しているようですのでよろしいですか。 

（委員Ａ）  要するに私が言いたいのは、自分も納得して話を前に進めたいなと思っていまし

たので、そういう資料がもしあるならば。自分で調べろと言われましたけどね、そ
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れなりに調べても限界がありましたので、皆さんが調べてあったら欲しいので、も

しいただけるのならそれをもって説明をしていただきたい。 

（ 議長 ） 理解を得たところで意見が繰り返されていますので、申し訳ないですがこれは先

ほど話された内容と同じと解しまして、①から④については以上で終わらせていた

だきます。 

       続きまして、「北杜市の誇る景観への配慮がない」という「（２）景観の保全に

係る事項」に移りたいと思います。こちらはこのあと①から⑦までございますので、

これについてご発言がある方は求めます。（委員Ｃ）。 

（委員Ｃ）  次の項目に入るわけですが、この景観というのは非常に難しい部分だと思います。

景観に対する各々の考え方は違うという部分がまず第一にあって、一つの基準があ

った中で色々な話が論議できるわけですが、なかなかその人の感じというものがあ

りますから難しい部分がある。ただ、他のこれは景観の配慮がないとかというよう

な先ほどの抽象的な形になっても、私が納得する中で今からどうするかというとこ

ろの判断材料にしていきたいなという考え方の中で、今、景観についての考え方、

皆さんの意見をお聞きしたい。 

（委員Ｇ） 今の（委員Ｃ）のことにも関連するんですが、先ほどの前段の議論にもあったよう

に（委員Ａ）が指摘したように、具体的な判断材料を数値で示せと。これも一理あ

ると私は思うんですが、今、（委員Ｃ）が言われたように景観ということになると、

さらにそれぞれの受け止め方ですから、難しい判断になると思います。 

      「①工事現場の足場のような見苦しい設置」と。見苦しいかどうかというのはそれ

ぞれの判断が違ってくる。それから「⑤眺望を遮り、圧迫感のある高さの設備があ

る。」と。眺望をどこからどこまで遮っているのかという判断も難しいし、圧迫感

がある高さというのも、圧迫感とはそれぞれの考え方だということで、私は市内を

歩いて色々取材した経験があるんですが、こここそ北杜市が誇る景観を守るために

そういう心配があるということをよく理解していただくことが必要じゃないかなと

思います。 

観光客が多くみえていますけども、ペンションにせっかく来たのにパネルが乱立

する森を見に来たんじゃないと多く聞きますよね。いわゆるそういう人の感じ方で

すから、なおさらここはこれから作られるであろうところにブレーキを掛けるため

にもこういう観点は必要だと。先ほどの全体の説明で議論があったようなことをさ

らに追求していくということになると、ここはなおさら難しい判断になると思うん

ですよね。ですから、私たちは北杜市内に住んでいるわけですから、大勢の市民の

皆さんの声も日々聞いているだろうし心配する声も聞いている。そのことをこの北

杜がそれぞれそれこそ自然を守っていくと。観光心というか、そういうことだから

いわゆる財産権との対立となると思いますけども、それに勝る、守らなければなら

ないものは財産権の主張があるでしょうけども、北杜市が誇る景観を守ることに重

きを置いていくようにすべきだなというふうに思います。 

さっき崩落の例が示されましたけれども、（委員Ｅ）の一角の問題もあります。
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私たちは、１、２ヶ所でもそれは５、１０、２０ヶ所でも起こる可能性があるとい

うふうに考えて、これから作られてしまっていくことへの一定の規制というのは、

くどいようですけども景観や自然を守るということについては、行ったこともない

遠くの市の条例を作って規制するわけではなく北杜市の条例を作るわけですから、

私たちもなおさらここは大事に守るべきことだというふうに私は思います。以上で

す。 

（ 議長 ） （委員Ｃ）どうぞ。 

（委員Ｃ）  （委員Ｇ）の話も一理あるわけですが、基本的に景観のところだけを捉えていく

と、ここには皆さんからお示しをいただきました資料の中で、北杜市の要綱、山梨

県のガイドライン、経産省のガイドラインがあるわけですよね。ある程度国や県か

ら一つのものをもってこの景観という話をしているんだろうと思いますから、法令

については我々が調べるのか、それともわかっているのは事務局で、こういうよう

な考え方を県や国が示しているというものがあったら出してもらえるのが早いかな

と思います。 

（ 議長 ） それはこの場で求めますか。 

（委員Ｃ） もし今わかれば。わからなければ後で結構です。 

（ 議長 ） 事務局側で①から⑦に関する、市あるいは県、経産省これに関する何らかのもの

がまずあるかというところでの説明はできますか。 

（事 務 局） ここに書いてあることがすべてだと思うんですけれども、やはり先ほどからのよ

うに景観というところで基準がなかなか見出せないところがあります。当然景観条

例のときに高さとか後退距離とかという議論がかなりありましたけれども、基準が

ないということがありまして、例えば高さが２ｍがいいのか１．５ｍがいいのか、

そういった基準がないというところで景観条例の指導でもできるだけ低く、できる

だけ後退というところになっています。景観の文言もすべて少し曖昧な捉え方にな

っているというのが現状だと思っています。以上です。 

（ 議長 ） ここに書いてある資料については、市民委員の皆様がここに書かれているコメン

ト、関わる個人の主観的なご意見等があると思います。北杜市、山梨県、経産省に

ついては、地域社会における広く客観的なものに基づいた条例になっていると思い

ます。その辺を対象として、何かご意見があったらご発言ください。（委員Ｂ）ど

うぞ。 

（委員Ｂ）  景観に関して基準がないというのは、今までまちづくり審議会とか色々傍聴して

そういうご意見がたくさん出ていることに私自身ははっきりいって驚いています。

景観というのは数値で示せるようなものではないです。ただ、それを大事にしよう

ということで景観法が制定され、そして全国でこういった景観行政団体ができて景

観条例というものができたと思っています。 

       逆にお聞きしたいんですけれども、絵葉書のど真ん中に例えば富士山の真下に太

陽光パネルがずらっと並んでいるのを売ろうと思いますか。それを見て観光客の方

が来たいと思いますか。やはり１０、２０人の方が見聞きしたときに、富士山を見
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苦しいと思う人が何人いるか。そこの下に単管パイプが丸出しのパネルが出たら美

しいと思う人が何人いるか。そういった相対的なものです。でもその中で多くの方

が美しいと思うものはだいたい似ているので、全国で見ても絵葉書の真ん中に電信

柱が写っているのは見たことがないと思います。これを、基準がないから何もでき

ないと言っていたら、景観条例というもの自体が存在の意味がないと私は思います。

それはあなたの主観でしょと言われればそうかもしれませんけれども。逆にお聞き

したいんですが、前回見に行きました、中央高速のすぐそばの高さが４、５ｍくら

いの太陽光パネルの前のお家。（委員Ｃ）にお聞きします。そこにぜひ住みたいと

思いますか。 

（委員Ｃ） 自分の所へ太陽光が来るというところでなかなか難しい問題もあると思いますが、

逆に言えばそこは話し合いだと私は思っています。基本的にさっきから出ています

ように、財産権の問題がありますから、そこの話し合いによってどうしても作ると

いうことであれば、そこでパネルを低くしてもらいたいとか、こうしてもらいたい

という話の中でやるしかないかなと。それを駄目だという話ができるのであれば私

はしっかりしますが、なかなかそこが難しい。それは財産権の問題です。 

（ 議長 ） （委員Ｂ）どうですか。 

（委員Ｂ） そこに関しては、今お話が条例化するかしないかに関しては財産権がどうのという

話にずっとなっているんですけれども、元々は市民がこういった問題に直面してい

ます。みんながこれで困っています。だから私たちが今まで４年間色んな活動をし

たり、署名を集めたり国に話をしに行ったりしています。こういった問題がありま

すということを具体的にお話をしているんです。ですから、条例ができるかできな

いか、財産権に当たるか当たらないか、という話にも今いってしまっているので、

まずこれに皆が困っているということを理解していただきたいと思っています。 

（ 議長 ） 個人的なやり取りもありましたが、申し訳ないですけども何回も申し上げますが

市民委員皆さまが仰ったように、個人的に係る主観的なものが書かれています。北

杜市、山梨県、経産省については、地域社会における客観的な形でもって基づいた

条例ということになっておりますので、これを比較しながら進めていかなければな

らないというふうに思います。このやり取りを続けても細かい部分でかなり意見が

建設的に交わされるというよりかは衝突になるのではないかと思いますので、これ

以上進めていくのはどうかなと思います。（委員Ｅ）何かありますか。 

（委員Ｅ）  ちょっと整理する意味で発言させてください。先ほどの話にもありましたが、（ま

ちづくり推進課職員）が仰られた意見は事務局として仰られているんですか。それ

ともまちづくり推進課として仰られているんですか。つまり、環境に関する条例に

関しては生活環境部の管轄ですよね。少し説明だけしますけども、２月２３日に第

５回の環境審議会というのがありました。そのときに、パブリックコメントも出さ

れています。その中に森林や景観に関している意見が相当出ました。その審議会の

内容は当然アップされていますので皆さんご覧になれると思いますけども、そこで

の審議の結論としては、環境審議会だけではいかないと。太陽光がこの問題に関わ
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っているということは誰もが知っている。そういう意味で、関連するような審議会

にも十分意見を通して、その意見を皆さん市全体で話をするようにしたい。という

のは、生活環境部環境課の管轄する北杜市環境基本計画に関わる意見ということで

管轄課があるはずです。そこに出されている意見が１５名から６９件出ています。

そのうち３０件くらいは太陽光に関係する景観の問題です。それを抜粋して、この

委員の皆さん方にも周知を徹底するようなデータなり資料を、今のレベルの皆さん

ですから我々も含めて勉強する資料として、是非提出をお願いしたいと思います。

委員長からもお願いしてください。 

（ 議長 ） 今、（委員Ｅ）から意見がありましたが、お答えできる方はいらっしゃいますか。 

（事 務 局） 資料については当然パブリックコメントで公表もしており資料提出もできますの

で、次回に提供させていただきます。 

（ 議長 ） （委員Ｆ）どうぞ。 

（委員Ｆ）  自然環境の保全もそうなんですけど、この景観保全についても景観が損なわれて

いる現状が容認できるのかできないのかということをしっかりと皆さん議論してい

ただいて、やはり今のままでいいのか悪いのかというところがまず出発点だと思う

んですね。その上でもし条例化が必要であれば、そこは皆さんで知恵を出し合って、

どんな資料がいるとか色々と工夫をしながらやっていくわけで、まずは現状を放置

していいのか、ということに市においてお話していただくのがいいんじゃないかと

思うんです。その上で条例化が必要であれば、そのためには何が必要かという議論

に入っていったほうがいいと思うんですけどね。以上です。 

（ 議長 ） 項目をここでもって一つ一つ片付けていくには、まだ市民委員の皆さまからの資

料に基づく議論をしているだけですので、前からも申し上げていますが、まだまだ

この先、国の関係機関ですとか色んな意見を聞きながら、最終的に市に対する提言

をまとめ上げなければならないと思いますので、ここにおいてはこの項目に対する

質問、あるいは補足意見等に止めておいたほうがいいかと思いますがどうでしょう

か。委員の皆さまご意見どうぞ。 

（委員Ｂ）  基本に戻りますが、なぜここでこれだけの項目を出しているかというのは、要す

るに指導要綱や景観条例で、できるだけできる限りということで、曖昧な形で条例

であっても指導要綱であっても規定されているために、できる限りの高さというの

にはものすごく大きな差があって、４ｍくらいのものもあれば、１ｍくらいのもの

もあります。できる限り後退といっても４０ｃｍくらいのものもありますし、５ｍ、

１０ｍのものもある。そういったことで実際には、市民にとっては問題がそのまま

放置されている状態だということをこの具体性のない言葉によって、こういったも

のももたらされている。それから遮蔽するというふうに書かれていても、実際遮蔽

するに十分である植栽がない、その事実をぜひ皆さんに理解していただきたい。そ

れを、いやそんなことはないということがあるのであれば逆に言っていただきたい

ですけれども、こういった事態になっていて、せっかくガイドラインや景観条例、

指導要綱で書かれていても、住民にとって問題が解決されていないという事実をわ
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かっていただきたいです。 

（ 議長 ） （委員Ｈ）どうぞ。 

（委員Ｈ）  先ほど（委員Ｃ）の仰った意見のところで、ここで私たちが景観に関して色々太

陽光に絡まる話で７項目ぐらい出ていますが、実際には景観条例というのは太陽光

の要綱が出る前に北杜市としてあるんですね。目的として今、目の前にあるのを読

んでみると、「景観まちづくりを進め、もって北杜市の美しく風格のある風景づく

りの推進及び愛着と誇りの持てる郷土の実現を図ることを目的とする」ということ

で、この北杜市は景観の良い所でありそれを守っていこう、伸ばしていこうという

ことだと思います。平成２３年に成立した条例ですが、そのあとに太陽光に対する

要綱ができて、要するに太陽光ができてきた。太陽光も先ほど（委員Ｂ）が仰った

ように景観を妨げ、ある意味では邪魔するように見えるものだと私は思います。景

観条例が既にあることを踏まえて太陽光に関わる条例をもし作るとしたら、少なく

ともそういう考え方、太陽光に絞って、景観と太陽光という対比でもって詰めてい

こうじゃないかという提案なわけですね。ですから、先ほど仰った景観が財産権に

関わるという、それは景観条例ができたときに既に話をしていなければいけないこ

とです。既に言われたんだと思いますけどね。だから（委員Ｃ）の先ほどの言い方

のところでは、条例化、財産権に絡んだような言い方ですが、改めて具体的に（委

員Ｂ）が仰ったように、景観を妨げることもあるのでこういうふうな数字でもって

セットバックしたほうがいいとか、あるいは山並みが見えるところにはできるだけ

隠したほうがいいんじゃないかとか、もしそういうアイデアでもって太陽光との関

わりで景観というものを考えていく必要がありますよと。既に条例があるんですか

ら、それにむしろ条例のほうが太陽光を無視して立派なものができちゃったじゃな

いですか。私はそれは合わせていこうということだと思うんです。そういう意見で

す。 

（ 議長 ） （委員Ｃ）。 

（委員Ｃ）  景観条例がある、太陽光の要綱よりは条例の方が先だと。これはその通りでわか

るわけですが、私が言うまでもなく太陽光の要綱よりは条例の方が強いわけですか

らね。あった中で皆さんがこうやって問題の列挙をしていますよというところから

考えたときに、その条例がある中でのそういうことであれば、次に考えられるのは

皆さん言うように、セットバックしなければ、とかそういうことについては、また

そういう強いものでやっていかなければならないんじゃないかなと。景観条例でで

きないのであれば。要綱でそれを押さえて景観条例でできない。じゃあそうすると

また一つ上の条例で押さえなければそれができなくなっちゃうんじゃないかなと私

は考えています。 

       それともう一つここで確認だけしておきますが、太陽光という絡みの中での話、

この委員会は太陽光「等」再生可能エネルギーという、ここのところだけは一応承

知をしておいてください。 

（ 議長 ） （委員Ｉ）どうぞ。 
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（委員Ｉ）  私自身の考えとしては、市民委員の方が提出してくださった資料に対しての諸問

題といわれている部分に関して私も問題だと思っているので、これをどう制止して

いくかということは検討していかなければいけないなと思っています。前も少しお

聞きしたんですけど、私は市内に住んでいますが、（委員Ｊ）に関してはここに住

んでいるわけではないので、県外に住んでいる方として、この間の視察も含めて実

際に太陽光が作られている現状を見た上で北杜市の景観をどう感じているのか、一

つの意見として伺えればいいなと思っています。よろしくお願いします。 

（ 議長 ） （委員Ｊ）お願いします。 

（委員Ｊ）  ありがとうございます。私は景観問題は風力発電設備については学術的に関わっ

てきました。太陽光発電については正直なところ初めてです。先日見学もさせてい

ただいて、考えなければいけないのは現時点で問題とされている案件や設備への対

応、そして、今後入ってくるであろう新設備への対応、それぞれの対応が変わって

くると思います。ですからそれを整理して考えなければならない問題点が色々提示

されていますけれども、市がそれぞれの問題に対して何が具体的にどういうことを

やられてきて、こういうことを法的にやれるんじゃないか、というその辺りのこと

を、法律家の方がいらしたらそれぞれの対応についてもっと踏み込んだ議論ができ

ると思っています。 

       実際、景観問題は非常に主観によるところが大きいですが、風力発電よりも太陽

光発電はより住民の方が住んでいる地域に入っているものなので、パブリックコメ

ントでも景観問題の懸念について書いていらっしゃる市民の方が大変多かったとい

うことは、やはり事務局、市の担当者の方もこれはしっかり真摯に受け止めなけれ

ばならないと思います。市としてそれぞれ問題とされている案件の発電所に行かれ

たり、話し合いの場を持たれたり指導されてきた。一生懸命限られた人数の中でや

ってこられたことは伺ってますが、もう一歩踏み込んで対応していかなければなり

ません。どうしても再生可能エネルギーは地域社会と共存していかないと持続可能

な社会を築いていくとは言えないので、この辺りのことは私は法律家の先生をぜひ

次回お越しいただいて、これまで市としてどのような対応を問題とされる案件に対

してやってこられたのかということと、あとは、やってきたんだけれどもどういう

ところが問題として残っているかとか、そのところをより具体的に明らかにしてい

ければと思っています。 

       海外や日本の他の地域で太陽光に限らず景観問題に対して解決の道筋を見出した

という事例もありますが、それが北杜に合うかというところがあって、それぞれそ

の町によって相当特色も違いますし、その辺りが非常に難しいんですが、もう一歩

踏み込んで、解決の方向に持っていかないといけないと考えています。 

（ 議長 ） ありがとうございました。北杜市の中でも時系列の表を見ますと、（委員Ｊ）

が仰ったように、色んな会議が開かれて、その度に課題が提議されて、指導要

綱であったり条例であったりというふうに改案されてきたりという部分もあろ

うかと思います。今後もそうしなければいけないということで、この検討委員
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会もあって、意見を取りまとめて提言を審議していくということになっており

ますので、それこそまさにここでもって、ある程度私どもも市民委員もいらっ

しゃいますし、事業者もいらっしゃいますので、（委員Ｊ）の仰るように、こ

この場でもって今のようなことをもう一度話をして提言をしていくという場で

すので、ぜひそういうふうにこの場を私たちどもが完成してほしいと。 

（委員Ｊ）  そうですね。市民委員の方から色々と課題が出されてきて重々これは問題だ

と思うんですが、市として対応してきて、こういうことをやってきたんだけれ

どもこういう課題がある、という細かい問題点を知りたいのです。市がこれま

でこういう対応をしてきて、なおかつこういう課題があって踏み込めないんだ

とか、そのところが少しわかりにくいというところがあって、その課題整理を

もう一歩踏み込んでやっていただかないと、解決策がなかなか見いだしにくい

と感じています。条例化にする、景観条例を改正するなど、どう解決策を出し

ていいのか、市の側の対応として課題として抱えていらっしゃることを整理し

ていただきたいです。 

（ 議長 ） この検討委員会ができるまでの直近の部分で構わないんですけど、ここに検

討委員会が開かれるようになった経緯みたいなものを事務局では把握している

でしょうから少し紹介していただければ。直近でいいと思います。遡るとまた

たくさんあるようですから。 

（事 務 局） 最初にこの会の目的を言ったときに、平成２９年第２回の市議会定例会にお

いて審議された特別委員会での議論を踏まえる中で、再生可能エネルギー、特

に太陽光についてですが、担当者の枠にとらわれず、市民・事業者・議会・学

識経験者を交えた中で、推進と規制、また条例化も踏まえた中で調査・研究・

検討を行なっていただきたいということで委員会を立ち上げました。当然今ま

でも市が先ほど言ったように、まず設置要綱があり、そのあとに指導要綱があ

り、また景観条例ということで指導してきましたが、どうしても太陽光設備に

対して禁止することができないと。先ほど景観条例もの話もありましたが、景

観条例とは上乗せ条例であります。当然建築物を建てる時に、例えば意匠であ

ったり、色であったりそういったものも規制しています。 

       景観条例は太陽光を決して禁止するものじゃないです。適正導入という言葉

は嫌いだと思うんですけども、導入するのであれば、景観にマッチした導入を

してほしい、というようなところで景観条例があります。景観条例も指導要綱

も、どうしても事業者の協力によるものもあります。条例にすることによって、

まず太陽光の届出が義務化されたということが一番大きな問題で、それは届出

がないと法律により罰則があります。そういった段階を踏みながら、一番言わ

れるのが、先ほど景観というのは非常に主観があって、人それぞれであって、

太陽光が迷惑施設なのか色々考え方があるんですけれども、当然止めることが

できないので、さっき言ったようにできるだけ低くとか、できるだけ道路から

離すとか、人が歩いても見えないように植栽をするとか、そういった指導をし
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てきました。それに協力を得て対応してくれる事業者もいれば、先ほど木を植

えても本当に小さくて、いつになったら大きくなるのかというところもあると

思います。 

       今の太陽光について、どうしても上位法令がないということを散々言ってい

るんですけれども、今、市としてもできる限りのことをやってきた状況の中で、

今回検討委員会を立ち上げまして、その中で皆さんにご検討いただいておりま

す。また、検討の内容を提言をいただくとしております。 

（ 議長 ） （委員Ｊ）よろしいですか。もう少し足りないですか。何かが条例を改変し

てもそれでも駄目なんだという、そこに何があるんだといお聞きしているよう

に聞こえるんですけど、その辺はまだはっきり今の説明では伝わりませんか。 

（委員Ｊ）  要するに、やはり行政指導としても限界があるということが一番の課題とい

うことでしょうか。本当はもっと改善してほしいんだけれども既に建っている

案件については難しいということでしょうか。 

（事 務 局） 色んな業者がいまして、当然指導要綱や条例に則ってやってくれる事業者も

います。またそうでない事業者もいるというところで、逆にそういうやってく

れない業者に対してどうしたらいいか、というところがあると思うんですけれ

ども、なかなかそこに指導要綱では限界があるというところでございます。以

上です。 

（ 議長 ） どうでしょう。まだ唸っているようですが。 

（委員Ｊ）  承知しました。 

（委員Ｂ） それに関連するかわかりませんが、山梨県の適正導入ガイドラインにおいて、

遵守すべき事項ということで、敷地面積２，０００㎡以上の場合は緑地割合が

２０％以上、水平投影面積３，０００㎡以上の場合は１５％以上の残置森林ま

たは造成森林というふうにガイドラインには書かれています。ただ実際に私が

見たところ、そういった現場はほとんどないと。林地開発に係っているもの以

外のものに関しても、そういったものは見られていないというふうに理解して

いますが、実際どのように指導されているのか、指導された結果、そういうこ

とになっていないというのはなぜなのか、事務局の方教えていただけますでし

ょうか。 

（ 議長 ） 事務局は返答できますか。よろしいですか。どうぞ。 

（事 務 局） ご存知だと思いますけれども、林地開発になった場合、許可制になりますの

で当然遵守しなければならない。それ以外についてはパーセントが課せれない

らないという現状がありますので、やはりそこについては事業者に指導はする

んですけれども、それが限界だと思っています。 

（ 議長 ） （委員Ｂ）。 

（委員Ｂ） ということは、指導してもこれはガイドラインで法令ではないので任意協力が

現実に得られていないということでよろしいですか。 

（事 務 局） はい。 
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（ 議長 ） 先ほどの（１）、（２）について①から⑦のご意見を伺っておりますが、先

ほど（委員Ｂ）のご意見がありました、ここにある項目によって、どのような

弊害があるかというようなこと。これについては先ほどの（１）と同じように

（委員Ｃ）からもご指摘がありましたように、具体的な何か資料がないかと少

し似通っているというところもあるかと思います。ここにある「市の誇る景観

への配慮がない」中での①から⑦までの項目について、こういう状態の中では

どのような弊害があるとか、観光や色々な産業に影響があるとか、生活にどの

ような弊害が生じるというようなものも付け加えた中で、もう少し項目を厚く

していって、提言の中に活かしていけるようにしていけばいいのかなと思うの

ですがいかがでしょうか。（委員Ａ）どうぞ。 

（委員Ａ）  この会の進め方で、さっき委員長が仰いましたよね。委員の皆さんから提出

された資料について提案されたことに対して質疑をしながらやっていくと。こ

れがすべてではなくて、それによって足りない部分はまたその後やっていくと。

これは正しいことですね。そこで、（委員Ｂ）の仰ったように、このままでい

いんですかということですよね。この状態をこのまま続けておいて、あと３，

５００件くらい増えてしまうんじゃないかというものをこのまま放置していい

のかという質問がありましたよね。そこが一番大事なことじゃないのかと思う

んですね。ですからまずこれを検討していただいて、特に市民委員の７人の皆

さんが、我々より一生懸命調べていただいて活動する中でまとめた資料ですか

ら、せっかく提案されたからこれを参考にしてこれを元にやってください。そ

こで次のステップに行くということで。できたら今のままでいいのかこれじゃ

困るなというのが一般的な感覚なんですが、どこがどう困るのかということは

我々委員としてきちんと掌握したいと思っていますので、できるだけわかる範

囲でもう少し具体的なものが説明いただければ、我々もこれから研究していく

上で助かるなという感じがしますので、ぜひその点よろしくお願いします。 

（ 議長 ） それでは（委員Ａ）からも、①から⑦の件に関しての課題によってどのよう

な事態が起きる可能性があるとか予見できるとかお聞きするとか、そういった

ものを加えて厚みのあるものにして提言の材料としていくべきではないか、と

いうことでこの件に関してはよろしいでしょうか。次に移りますが。どうぞ。 

（委員Ｃ）  意見ではないんですが、メンバーの中で今日発言しているのが市民委員の皆

さん、または我々、学識経験の方という形なんですが、事業者の話があって、

そこも含めて聞いた中で前に進んでいかないと。我々は知識として提供しても

らいたい。そこら辺を少し意見を聞いてください。 

（ 議長 ） 今、（委員Ｃ）からそういう意見がありましたが。それでは（委員Ｋ）どう

ぞ。 

（委員Ｋ）  事業者等の表も出していただいていますけれども、私どもは市外の事業者と

いう立場でそこに対して何かできるかということで参加をさせていただいてお

ります。基本的に太陽光の事業に関しては２０年間そこに設置をして、最も近
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くにお住まいになられる方々が影響を受ける事業になりますので、私どもとし

ても景観等に関しては非常に配慮した上で事業をやっていくのが最も重要だと

思っております。先ほどの議論の中でいきますと、景観に関しては具体的にそ

の基準を設けて、フェンスは絶対何ｍ下げるとか決めきることは難しいという

ことであれば、例えばある程度の規模の事業に関しては、こういうような委員

会の設置をして、市民の方の意見も踏まえてその景観に対して指導をやるのか、

アドバイスをやるのか、どのくらいの強さのものができるかわからないですけ

れども、そういったものを間にかませることで、ある程度公開されることで事

業者に責任感が生まれるという面もあると思いますし、そういった方法をとっ

て主観でしか判断できないのであれば、なるべく多くの方の目で見て、そうい

うものを判断するという方法もあるのかなと今思っております。その中で既に

設置済みのものや低圧の小規模のものまですべてにそういった手段がとれるか

どうかというと、私どもとしてもどういった手段があるかというのは、もう少

し考えていきたいなと思っております。 

（ 議長 ） 事業者の委員からのご意見でした。（委員Ｌ）どうぞ。 

（委員Ｌ）  事業者側からの考え方として色々考え方があるのですが、まず設置工事をや

っている事業者と発電事業者と２つに分かれると思うんです。それで、うちの

会社の場合、両方やっているんですが、要するに土地を買ったり借りるなりし

て設置をする人たちは、土地の値段があって事業の利益率の問題もあって、例

えば景観のためにパネルの枚数を減らす、高さを低くする、後退する、フェン

スを設置する、緑地帯を設ける場合に、それだけ景観に配慮すればするほど利

益が減るという問題があって、なかなか実際に発電している方はそういうふう

にしたがらないと。ただ、私たちのような工事をしている側の人間からすると、

地元ですからどういう問題があるかというのは理解しているので、そういう改

善をしようと努力はしているけども利益を減らすことによって改善する。要す

るにそこの駆け引きが難しい。だから今結構苦労しているんですね。 

       お金を儲けようとすればするほど景観を犠牲にしなければならないので、利

益を減らすというのは会社の経営が苦しくなるのでそこのところが一番難しい

問題です。経営が苦しくなることによって自社の管理もできなくなって、崩壊

してしまう可能性があるんですね。倒産しちゃうと管理もできなくなって、そ

のあと滅茶苦茶になると。だからそこで一番重要なのは、どちらかというと市

内よりは市外や県外の業者、投資してくる投資家に対してもう少し周知したほ

うがいいんじゃないかと思います。北杜市に住んでいない人は理解していない

ですよね。都会から来ると景観なんかよくわからないというところがあるので

理解されていないと思うんですよ。もう少し指導するというか、周知活動が必

要かなと私は思うんですよね。遠くから来る投資家に対して、北杜市はこうい

う考え方だから理解してほしいと。条例の届出すらしていない方もいるわけで

すよね。だからそういう人に周知するのにどうしたらいいか、そこのところの
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まず市の指導とか周知とか理解してもらう活動が重要かなと。そこからスター

トして、最終的に規制をしていけばいいのかなと。実際にやっている人たちは

わかっていてやっているので、ただ収入が減るのが嫌だというだけなので、そ

こをうまく理解しあうしかないかなと思います。以上です。 

（ 議長 ） それでは、今の（委員Ｌ）の意見も一番最初の案件にもありましたように、

住民と事業者相互の周知という問題はあとで話さなければならない部分に関わ

ってくると思います。それではどうでしょう。この件についてはよろしいです

か。終了して「（３）生活環境の保全に係る事項」に移りたいのですがよろし

いでしょうか。ではこの件に入ります。（委員Ｅ）どうぞ。 

（委員Ｅ）  事務局にお聞きしたいんですけど、今日配られた資料がありますよね。その

中に市内事業者、市外事業者、パーセンテージが出ています。 

（ 議長 ） （委員Ｅ）、その件については最後の（４）のところで（委員Ｂ）からまず

説明を行いますのでそうしてください。 

（委員Ｅ）  わかりました。失礼しました。 

（ 議長 ） それでは戻りますが、「（３）生活環境の保全に係る事項」の①から⑥の６

項目について質問ご意見ございましたらお願いします。（委員Ｃ）どうぞ。 

（委員Ｃ）  全体的な話が出ちゃっていますから色々ここでやっても。お聞きしたいなと

思うのは、専門家のようなことだと思うんですよ。低周波の関係がよくわから

ないというのがあるんですよね。どういう感じなのか。皆さん方、大変である

のであれば、こういうところは確認して今日話をしなければ、なかなか進まな

いかなと。これは先ほど少し話が出たように、太陽光のパワコンの低周波もあ

るだろうし、もしかしたら風力発電の話も出るかもしれない。そういう部分に

ついて私の素人なりの考え方ですが、風力発電についても低周波の話は聞いて

いますから、そういうところをしっかりと私は聞いておきたいということがあ

りますから。そこについて委員長、配慮をお願いしたいと思います。 

（ 議長 ） （委員Ｃ）からありました質問ですが、パワコンの低周波についてどうです

か。（委員Ｂ）。 

（委員Ｂ）  今日、具体的な数字とかそういったものは持ってきておりませんが、総務省

のホームページを見ていただくと、パワコンの低周波についてかなり詳しく載

っております。実際、太陽光パネル、太陽光電池そのものは電磁波も低周波も

出しませんけれども、パワコンに関しては電磁波もありますし騒音もあります。

一般的に聞くとエアコンの室外機のようなもので、低周波の騒音の被害という

のはあります。「４０ｍくらい離すこと」みたいなことが書いてあったと思う

んですけども、実際に住んでいらっしゃる方、私も何人も聞きましたけれども、

低周波ですから大きな音ではないですけれども、ブゥーンという何とも言えな

い頭が痛いような音が近くに住んでいる場合はあるということは聞いておりま

す。これはパワコンなのでパワコンの位置をどこに置くかという部分です。 

（ 議長 ） （委員Ｃ）よろしいですか。 
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（委員Ｃ）  そこについては感覚の話になってしまう。逆にいえば距離が離れればいいと

いう、今の段階ではそんな理解をしていればいいわけですね。 

（委員Ｂ）  私もそこまで専門家でないのであれですけれども、総務省のホームページで

は何ｍということが書かれていますし、これは離れれば離れるほど当然被害が

少なくなるわけですから、離れればいいという前提で国のガイドライン等につ

いてもパワコンについてはこういった距離を離すことということが書かれてい

るんだと思います。 

（ 議長 ） （委員Ｌ）どうぞ。 

（委員Ｌ）  私の事例なんですけども、パワコンの機種を変えたという事例があるんです

よ。要するに、メーカーによって音がうるさいパワコンもあれば、静かなもの

もあるんですね。それで、私のお客さんで近所に迷惑になるからこの音じゃ駄

目だから他のメーカーに変えたいといって変えた事例があります。だから、距

離を離せばいいという問題ではなくて、機種のメーカーの何がこういう音が出

るとか、メーカーによって違うんですね。だから一概に距離だけでは言えない

と。どのメーカーが音がうるさいとかうるさくないとか。逆にメーカーごとに

こういうふうな音が出るというのは出しちゃっていいと思うんですよ。そうす

るとメーカーが静かなものを作るので。ただ、音がうるさいほうが効率がいい

という技術的な面もあるんですね。人間の耳でうるさい音は。 

       最初、私が家に付けたときに、うるさくて業者に変えてくれと言ったことが

あったんですね。家に付けるとピーピーうるさいじゃないですか、耳鳴りがし

ていて。それで、最近の住宅用は音はほとんどしなくなったんですね。ただ効

率が少し悪くなったというそういう問題。だから、事業目的の場合はうるさい

のを選ぶんですね。そこをよく理解していただければなと思います。要するに

機種によって音が違う、一概に距離だけじゃないということです。そこだけは

理解してください。 

（ 議長 ） （委員Ｃ）どうぞ。 

（委員Ｃ）  騒音の話が出ましたが、低周波はどういう考え方をしているんですか。 

（ 議長 ） 低周波と騒音というのは切り離した話ですか。 

（委員Ｃ）  音が出ているというのと低周波の感じがイメージがわからないんですよ。 

（委員Ｌ）  低周波というのは風力の場合の話じゃないですか。 

（委員Ｂ）  騒音の中の低周波という話ですか。 

（ 議長 ） マイクで説明できる方どうぞ。 

（委員Ｈ）  私は耳が悪かったので耳鼻科でよく調べたんですけれども、皆人間は低周波

から高周波から中周波といって、波の振幅の大きさで、例えば高周波の場合は

コウモリは聞こえているけど人間には聞こえていないということがあります。

私は耳が片側悪くて低周波があまり聞こえていないんです。だから、例えば家

でよくあるんですけれども、換気扇が回っていて、家内はうるさいといいます

が私は全然わからないです。だから、さっき（委員Ｌ）が機械を変えればと言
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っていても、聞いている人が変われば得意とする領域が違う、聞こえている領

域が違うので人によって違う。実際、私はこの前、皆さんと視察に回ったとき

に、白井沢のすぐそばを通ったら（委員Ｉ）が低周波がうるさい、音がうるさ

いと仰っていましたが私は全然感じませんでした。そのくらい人によって違う

こともありますけども、それは圧倒的に多くの人が聞こえるエリアの音もあり

ますけども、色々そういうふうに人間には聞こえ方がそれぞれによって違うと

いうこともあります。 

（委員Ｃ）  わかりました。少し私が勘違いしておりました。 

（ 議長 ） 副委員長どうぞ。 

（副委員長） 今のお話で、低周波なのか、それとも全体的な騒音の話なのかというところ

で、これは騒音ということでよろしいんですよね。低周波に限って言ってしま

う必要がないですよね。おそらく（委員Ｌ）が仰っていたのが全体的な騒音で

すよね。ちなみによく低周波は風力で言われますけども、風力の低周波という

のはブレードがよじれたときに発生する音が低周波になるということで、一般

的にパワコンの話ではないです。パワコンでも確かに色んな音が出ているので

低周波も出ているとは思いますけども、ここは一般的な騒音ということでいっ

たらよろしいんじゃないかと思いますが。 

（ 議長 ） （委員Ｃ）。少し副委員長からも説明がありましたが、低周波と騒音は、騒

音の中にある低周波もあり、他に騒音もあるということで解されたほうがよろ

しいかと思いますがそのようなことで。 

（委員Ｃ）  それはそれで大丈夫です。 

（ 議長 ） （委員Ｇ）どうぞ。 

（委員Ｇ）  今説明されて私もわかりましたが、とにかくこの表を見ても騒音については

山梨県のガイドラインには対策が示されていて、「家屋に隣接した場所への設

置を避ける」、遠ざけると。それから、国の経産省も「発電設備の稼働音が地

域住民や周辺環境に影響を与えないよう、適切な措置を講ずるよう努めること」

というふうに県も国も対策を求めているわけですから、こういう被害があるん

だということは共通の認識だということを言われたように、業者の方も色々機

種を変えるとか工夫をされているということですからこういう被害があれば影

響があるということは確かだというふうにまとめられたらどうかと思います。 

       それから、先ほどの議論の中で（まちづくり推進課職員）が大事だと、指導

要綱には限界があると言いましたよね。（まちづくり推進課職員）だけ担当が

残っていただいたんで、やはりこれが実感だと思うんですよね。事態に直面し

ている市の職員の皆さんの。指導要綱に限界があるというのはなかなか市長の

議会による答弁では引き出せないと思います。実際に苦労されている職員の皆

さんはこのことはもちろん実感されているんじゃないかなと。私は先ほどつく

づく大事な言葉だと思って。（委員Ｂ）がフォローしましたけど判断基準が現

在は曖昧で、県のガイドラインには強制力はないんですということで、結論を
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急ぐわけではないですが、このまま放置していいのかどうかということの議論

の中には、やはり今の議論が始まっている項目の中に、先ほどのこの話の始め

にあったパワコンの騒音被害については北杜市の対策は空欄ですから、やはり

何らかの対策は必要じゃないかなと改めて思いました。 

（ 議長 ） （委員Ｃ）どうぞ。 

（委員Ｃ）  音というものについての規制というものがありますよね。これは私の認識は

間違っていないということでよろしいですか。このくらいのここまでだという

ことがあるということでよろしいですね。 

（ 議長 ） それは公害防止の中の騒音のということですね。 

（委員Ｃ）  それは太陽光であろうが風力であろうが、それに当てはまるときはそれを遵

守しなければならない。そういうことでよろしいですね。 

（ 議長 ） 今、（委員Ｇ）からの話で、山梨県、経済産業省のガイドラインに定めがあ

るというか条項があるという部分について、北杜市の指導要綱や景観条例には

ないというところがあってというご指摘ですが、それについてはもう少し厚く

北杜市も景観条例や指導要綱で条文を組み込んだほうがいいんじゃないかとい

うご発言がありました。これについても今後、（３）のところでは提言の中に

留めていかなければならないのかなというふうに思います。他にございますか。

どうぞ。 

（委員Ｅ）  話が戻るんですが、今仰ったように低周波というのは例えば風力からも出ま

す。しかし低周波は人の耳には聞こえません。だいたい２０ｋＨｚ以下という

ことになっていますので、人の耳には聞こえない。けれども、遠くまで届きま

す。それをまた皆さんが一度調べてみてはいかがでしょうか。ネットでいくら

でも出てきますので。以上です。 

（ 議長 ） それでは「（３）生活環境の保全に係る事項」ですが、あといくつか。どう

ぞ。 

（委員Ｉ）  このタイミングでこの発言が相応しいかどうかわからないんですけれども、

５ページの⑤のフェンスのことは確か義務化されて設置をしなければならない

というルールになったと思いますが、そういうルールになったとしたら指導要

綱には限界があるということではありますけども、この「設置に努めること」

という部分を「設置をすること」という形に変えていくということをまずすぐ

にできる対策の一つじゃないかなと思うんですけど、そこの考えを。 

（ 議長 ） （委員Ｂ）どうぞ。 

（委員Ｂ）  ちょうど私も忘れていました。フェンスに関して、市民委員で今回のＦＩＴ

改正に基づいてフェンスと標識に関してはすべて義務化されました。そして、

既に設置されているものについても猶予期間の１年がこの３月３１日で終わり

ましたので、４月１日からすべての設備についてはガイドラインに基づいたフ

ェンスと標識がなければならない。これがなければ違法になります。 

       ということで、当然すべてではないんですけれども、今の段階で市民委員で
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１０１ヶ所調べました。その結果、フェンスに関しては７割しか設置がありま

せん。１０１ヶ所のうち、７１ヶ所フェンスがありました。ないものは７ヶ所、

そして２３ヶ所についてはありますがガイドラインの、例えば手が触れられな

いとかそういったことに遭わない、また不完全な簡易的なものであったり、ロ

ープであったり、そういったものは２３件ありました。 

       フェンスの質問なのに申し訳ないんですが、標識に関しては２４ヶ所しかあ

りません。５２ヶ所は標識すら、全くありません。２５ヶ所に関してはガイド

ラインで定められた内容が洩れておりまして、不完全なものでした。 

       このあとの事業者責任のところで言おうと思っていたんですが、残念ながら

現実としてはこれは指導要綱でもガイドラインでもなく任意協力を得るもので

はない、義務ではありますがそれも履行されていないというのが事実です。 

（ 議長 ） 副委員長どうぞ。 

（副委員長） 今、（委員Ｂ）が仰ったことの補足ですけども、標識に関しては２０ｋＷ以

上の設備で地上設置に限ると。 

（委員Ｂ）  すみません補足していただいて。これは私たちが見たのはすべてだいたい５

０ｋＷ未満、４９．５ｋＷくらいのものと、それ以上のものです。ですから、

標識が義務化されていないものは見ておりません。 

（ 議長 ） 北杜市の条例は少し改案しなければならないということになるかと思います

が。（委員Ｉ）どうぞ。 

（委員Ｉ）  そういった意味で事務局に聞きたいのですが、今言った指導要綱のところが

義務化されたということであれば、「努めること」ではなくて「設置すること」

というような改正はすぐにできることなのかなと思いますが、そこの見解を求

めます。 

（ 議長 ） 事務局どうぞ。 

（事 務 局） ＦＩＴ法において、遵守事項にフェンスと表示については本来なら今年の３

月３１日までにすることになっています。要綱の別表の具体的事項には設置す

ることと記載してございます。こちらでも４月１日からフェンスと標識につい

てはパトロールをしておりまして、順次その状況を見る中で、国に通報する準

備を今しているところでございます。以上です。 

（ 議長 ） 手元の資料に記載してはございませんが、実施しているということでよろし

いですね。他はございませんか。この項目については７ページに⑦、⑧がござ

いますがよろしいですか。 

       それでは最終の議題となりますが「（４）発電事業者の責任に係る事項」と

いうところでこちらについては項目が①から⑧の８項目ございます。（委員Ｂ）

の配布された資料はどのタイミングで説明しますか。最初でよろしいですか。 

（委員Ｂ）  それでは配布資料に関してご説明させていただきます。最初のページの部分

は内容とは若干異なるんですけど、新たに経産省で設備導入認定情報が公開さ

れました。ここでだいぶ数字が変わっていますので、そこを最初に説明させて
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いただきます。ＦＩＴ法の改正と共に非常に忙しかったのか、経産省は２０１

７年３月から全く公表されていなかったんですが、この３月末に２０１７年９

月末時点の導入件数と認定件数が更新されました。これの最大の違いはＦＩＴ

法が改正されたことによって、今度は電力会社と接続契約をしていないものに

ついては自動的に失効というふうになりました。その失効したものをバッサリ

と除いた状態です。少しわかりにくいんですが、認定情報の細かい事業者名が

出る公表というのは、これは審査が終わったものなので、こちらの数とは全然

合っていません。これはあくまでも個別の情報を出さないのでトータルの北杜

市の数量として導入件数がどれだけか、認定件数がどれだけかというものが出

ています。この中で大きく異なるのが、今まで今後３，５００件という話をし

ていたんですけれども、それが今トータルで上のほうを見ていただくと今まで

言っていた数字で合計しますと、認定件数が４，９９６件でした。それが今回

２，８１３件、これだけ実際に改正ＦＩＴ法に基づいて接続契約をしなかった

業者が約２，０００件あったということで、そこに関しては失効しました。そ

の結果、２，８１３件が今認定です。そうすると、未稼働案件についてはあと

１，２４６件。３，５２８件から１，２４６件ですから非常に減ったというこ

とで大変喜ばしいことではありますが、ただ１，２４６件も決して少ない数字

ではないです。そして、この１，２４６件に関しては、基本的には低圧に関し

てはほぼ皆さん接続契約をしています。ただ余程大量の分割案件だとか、５０

ｋＷ以上の高圧の案件についてはこれは今後の送電線の張替え工事に係ってき

ますのでまだ接続契約はしていませんが、経産省に対しては、送電線の増量工

事をプロセス工事と呼ぶんですが、プロセス工事に参加しているということを

表明した人たちです。ですから、より４，９９６件のときと比べると、まずこ

の人たちはかなり事業化すると考えていたほうがいいのではないかと思います。

前の４，９９６件に関しては、実際には古い認定については土地の確保ができ

ていない、単なる計画だけというのもたくさん含まれていたのですが、そうい

ったものが全部なくなったというふうにザクッと考えていただけたらよろしい

かと思います。 

       そして次に、発電事業者の所在地割合というのは、私が市から今まで設置届

出台帳を開示請求していまして、３月３１日の受付の分までを集計しました。

１月のスライドでもお話はしたんですけども、これを見ますと市内事業者が地

上設置型で３９６件、出力にしますと２０，６５３．１ｋＷ。市外事業者が１，

０３３件、出力が９０，８３０．１ｋＷということで、なぜｋＷをこれだけ言

っているかというと、面積に比例するからです。この件数というのは非常にわ

かりづらくて１件で１ＭＷをやっているところもあれば、３０件で低圧の分割

をやっている人もあるので、件数というのは必ずしも全体の大きさを表してい

るわけではないので、出力を見ていただきますと、全体の８１．５％が市外事

業者で占められている。これだけなかなか皆さん開示請求をしないとわからな
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いと思うので、今後の廃棄の問題であるとか、先ほど少し（委員Ｌ）が景観に

関して市外の人たちはわかっていないんじゃないかというお話をされたと思う

んですけれども、皆さん特に議員の方々は市内の方々を守ろうとしていらっし

ゃることを感じるんですけども、実際にやってらっしゃる方はほとんど市外だ

ということをぜひ理解していただきたくて、この数字をまとめさせていただき

ました。 

       さらに、次のページを見ていただきますと、事業者が一体どれくらいいるか。

先ほど事業者にそういった情報が周知されていないんじゃないかという話があ

りましたが、事業者の数がものすごく多いんですね。実際に、注２を見ていた

だくと、全事業者数は約６１８あります。これを開示請求した時点で６１８と

いうことなんですが、なぜ「約」と書いてあるかというとあまりにも転売が多

いからです。どんどん変わっていくので私も追いきれないです。例えば、分割

案件を１０件やっている１つの業者が１０件売ってしまうと、事業者数は１０

倍になります。ですから、そういったことがものすごく頻繁に行なわれている

ので「約」ということで書かせていただきました。そのうち、規模の大きさか

ら上位２０社をリストアップしました。個別名称は言えないということで番号

だけ出しているので少しわかりにくいとは思うんですけれども、実際例えば、

同じ５ＭＷでも１つで５ＭＷをやっているところもあれば、１０２件で５ＭＷ

のものすごい量の分割案件をやっている会社もあります。そしてこの全体の中

で市内事業者は４つしかないです。この「市外」というところに丸が付いてい

るところがほとんどだと、ぜひわかっていただきたい。特にこの１０２ヶ所を

やっているところとか４０ヶ所、４８ヶ所やっているところは私も実際に追っ

ていますが、転売目的です。どんどん名前が変わっていきます。 

       ですからそういったことも、今後の廃棄問題とかこういったことを事業者の

責任の中で話すときに、ぜひ頭の中に入れていただいて、その事業者が２０年

間やるとはとても思えないということです。具体性がないと思われる方がいら

っしゃいましたら、設置届出台帳も閲覧もできますし、開示請求もできますの

で、どんな方たちがやっているのかぜひ見ていただきたいです。そして個人事

業者という中でも家族総出で一族郎党全部で分割しているとか。そこにはお子

さんも入っているとか。その人たちがどれだけの発電に対する知識があって、

責任をもって２０年間やっていくのか。そういったことは非常に疑わしいとい

うことがあります。何回も申し訳ないんですけど、私も設置届出台帳を見て、

私が職員の人だったら、やっているのが嫌になるだろうなと気の毒だなと思い

ました。地球温暖化やエコとかではなくて、お金のため、ビジネスチャンスに

寄って集ったハイエナのように見えるんです。もちろんすばらしいいい業者の

方も一部にいらっしゃいます。ただ、残念ながら一部です。ほとんどがとにか

く投資のために群がっているようにしか見えない。それは私の主観だと思われ

るんであれば、ぜひ皆さんも見てみてください。どんな事業者かよくわかると
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思います。 

（ 議長 ） 只今（委員Ｂ）から配られた資料、これは（４）の項目の補足資料というふ

うに捉えてよろしいですか。（委員Ｇ）どうぞ。 

（委員Ｇ）  時間がないということですが、質問を３件したいんですがいいですか。認定

件数が約４割減りましたよね。私もびっくりしましたが。これは３月に発表さ

れたのが去年の９月時点の数ということですよね。今年の３月時点はまだわか

らないと思うんですが、今後もさらに減っていく見込みというふうに考えてい

らっしゃるのかが一つ。それから、極端に減った傾向というのは山梨県の傾向

なのか全国的な傾向なのかわかればということ。最初に説明された、減った原

因が接続契約をしていないのが認定が取り消されているんだということでした

が、もう一度息を吹き返すみたいな稼働するものもあるのかどうか。素人的な

質問ですみませんがその３つを教えていただきたいと思います。 

（委員Ｂ）  これは２つ減り方があって、失効と取消しというのが違います。失効はその

時点になったら自動的にバサッと減るのでそこで終わりです。行政上の取消と

いう場合はそこに聴聞であるとか、そういった手続き上のものがありますので

時間が掛かります。例えば、今、不適切案件で情報提供してそれで取消しに係

るかどうかというのは下手したら半年や１年掛かってくるようなものです。今

回バサッと減ったのは、失効ですから３月３１日で接続契約しなかったからな

くなったので、このことは終わりで復活はしません。ただ、細かい話を言うと

経過措置というものがありまして、例えば３月３０日に認定を取った人が、４

月１日に接続契約ができないというのは当たり前なわけですから、７月から３

月末までに認定を取った人は半年間の猶予があります。ですから、そこはさら

に減る可能性はあります。ただ、この数を調べると１００件もないですからそ

れは非常に少ないと思います。逆に、９月末時点ですから、そのあとにどんど

ん認定申請をしている人がいます。北杜市だけの情報はわからないんですけれ

ども、確か前回の国の有識者会議でも出ていましたが、今年は駆け込みが非常

に多い。特に２週間前の申請の駆け込みは、昨年の１５０％高かったというこ

とです。ですから、新たに増えてくる部分も当然あります。ただ、その１００

件のうち一部が減る可能性もありますし、送電線工事で既に共同負担金を払っ

て工事をしますよ、という契約をしていても２年間あるわけですから、その間

に会社の事情が変わってやめますという事業者がゼロではないです。ただ今回

のように大量に減るということはないと思います。 

       山梨県に関してですが、申し訳ないんですが全国はまだ見ていません。山梨

県に関しては、大月市が異常だったんでそこだけを見ましたが、大月市は７，

０００件以上の認定がありました。ただ、実際に導入しているのは１００件も

なかったです。これに関しては９月末時点でまだ６，５００件くらいの認定が

残っています。これは取消しに係る可能性があるので、少し時間が掛かるよう

な噂を聞いています。全国はわかりません。すみません。 
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（ 議長 ） よろしいですか。事業者の皆さんどうですか。具体的に課題が８項目ござい

ますので、これらについてどうなんだろうというご発言があれば。 

（委員Ｋ）  一つは先ほどお話したとおり、ある程度の規模の発電所においても、何らか

事業者が表に出ずに最後まで事業を進められてしまう。そういった状態ですと、

事業者自体に責任感が生まれないというのがあるかもしれないので、本当に大

きい事業になると環境アセスメントになりますけど、ミドルクラスや高圧に入

ってくるようなものに関しては、その計画段階で事業者の自主的な説明会のみ

ならず、例えば委員会でその一つ一つを審議するような形で、皆さんに名前が

知られるような形で、ある程度の責任感を持ってもらうというような方法が一

つあるかなと思います。 

       あと、先ほど（委員Ｌ）が仰られていたような、実際発電事業を行なってい

る投資をしている会社と、開発をする業者と、２０年間メンテナンスを地元の

近くでやっていく業者というのが分かれている場合が大半で、そこでその投資

をしている会社に責任感を持ってもらうというのは確かに難しいところはある

かなと言うのは正直に思っております。メンテナンスに関しても国の方で義務

化されていて、きちんと２０年間責任を持ってやってくださいということを言

っている部分があるので、特に２０年間の責任、もっとメンテナンスの計画と

か、そういったものをある程度市でも把握できるような手立てをするというの

が一つ、運営面での安心感を得るというところでは方法があるかなと思います。 

（ 議長 ） いいですか。（委員Ｂ）どうぞ。 

（委員Ｂ）  この事業者に関してですけれども、確かにその管理会社、実際に所有する発

電事業者としてやる会社と、設置事業者というのは違う場合があります。ただ、

最終的にその事業の責任者はあくまでも所有していてそこから出てくる電力を

売っている発電事業者です。そして、管理会社というのはこれはマンションの

管理と同じで、今まで私が聞いてきた中で、２年契約であるとか２年更新であ

るとか、必ずしも２０年間同じ会社がやるとは限りません。その管理費用によ

っては、そこで契約が終わりということも実際にあります。既に私が住んでい

るすぐそばで管理会社が逃げてしまったということで、２年間ほど放置された。

事業者は全くそういった知識がないので、工事の途中でどうしたらいいかわか

らなくなってそのまま放置されたということもあります。 

       ぜひわかっていただきたいのは、この発電事業というのは今まで電力会社が

独占だったものがＦＩＴができたことによって突然始まった新規参入です。そ

して、個人でも誰でもできる本当に簡単な事業ということで、簡単にお金が儲

かるということなんです。ですから、いわゆる企業団体による自制だとか自主

規制、それから道義的なものは全く残念ながら存在しないと私は思っています。

通常の企業であれば、業界団体が法律以上に社会的な責任を持って色々な規制

をかけていくんですけれども、実際太陽光発電業界に加盟しているのは１３８

社です。ただ、発電事業者というのは全国に何十万とあります。その人たちは
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今まで会社を経営したことがない個人であったり、あらゆる業者です。もうす

べての業者と言っていいと思います。決して発電事業であるとか、そういった

ことに知識がある人も当然いますけども、ないのがほとんどです。例えば、安

全性に関して非常にずさんな工事が多い。単管パイプを突き刺しただけという

のが山のようにあります。ただ、実際にＪＩＳ規格８９５５を守らなければい

けないんです。守ったことを担保する仕組みがないだけで、実際に事故が起こ

ってそれを守っていないということになればその事業者は責任問題です。それ

すら知らない人がほとんどだから、実際昨年の７月にそれがさらに明らかにな

って強度計算をしていない場合、単管パイプやコンクリートの架台以外は認め

られないことになりました。ただ実際見て皆さんわかるように、そうでない所

が圧倒的に多い。一番最初のときに違法かどうかというお話がありましたが、

違法かどうか私たち市民のレベルでは残念ながら強度計算書が出ているかどう

かというのは確認できない。ただ明らかにこれは危ないなと思われるものは、

たくさんあるというのが事実です。 

       ですから、非常に皆さんに理解いただきたいのは、この俄かにＦＩＴで初め

てできた事業者の人たちというのは、過去に他にあった、例えば自動車業界で

あるとか建設業界であるとか、そういった永続的な企業とは違うということを

ぜひ理解していただきたいんです。この中で廃棄の問題というのもありますけ

れども、廃棄料は５％で調達価格の中に含まれて事業者に渡されています。た

だ事業者がどんどん変わるんです。例えば３年経って、３年間の分の貰った廃

棄料を次の人に渡すんですか。順番に渡していきますか。そういうことが本当

に行なわれるかどうかは全くわからない。そこで転売してしまえば過去の払っ

た廃棄料が終わってしまう可能性が非常に高いわけです。これは発電事業者に

責任があるのか、こういったシステムを作ってしまった国の責任なのかという

のは大きな問題ではありますが、事実としては転売が繰り返されるものだとい

うことです。この間私は小淵沢町の１００件を調べました。そのうち２０件は

設置届出台帳から全部名前が変わっていました。そういったことがあるという

ことをご理解ください。 

（ 議長 ） （委員Ｈ）どうぞ。 

（委員Ｈ）  項目の⑥、太陽電池のパネルが火災を起こす可能性があると書いてあります

けれども、私自身化学を４５年やっていて、いわゆる色々含まれる有害物質を

含めて気になっています。先ほど（委員Ｂ）の仰った廃棄の問題というのも非

常に問題だと思います。風でパネルが飛んで火事など危ない。太陽が当たって

いる限りそこで発電しているわけですね。それを触った、あるいは消防が行っ

た、そこでは実際たくさん問題があって、昨日調べたら去年の９月８日に総務

省が太陽光発電設備の廃棄処分に関する実態調査と勧告、今年の１月２４日に

ＦＩＴ発電事業の適正化ということで、資源エネルギー庁がこういう書類を出

していますが、まず火災の問題というのは先ほども言いましたように非常に二
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次災害が起こる。水害も含めて色んな所で飛んで。例えば雪でも。パネルは薄

く相対的に軽いんですけれども、風を受けやすいです。そういうものが二次災

害に繋がる。意外とその周りの人が住民も含めてあまり危険のリスクを知らな

いで近寄っていく、そういう問題もあるということです。総務省が仕切ってい

たことですが、環境省に対して勧告で太陽光パネル特有の感電の危険があると

いうことで、危険性と防止措置の実施や周知徹底を環境省に勧告して、それく

らい世の中に色々な所で問題が起こっていると。 

       もう一つ廃棄の問題があると、私そちらのほうを詳しく調べてきたんですが、

このテーブルではあまり廃棄のことは書いてありませんが、実際は廃棄の問題

はどんどん出てきています。色々調べた中で、２０１５年から比べて日本中の

廃棄の量が２０４０年には３００倍になるんです。要するにパネル自身の時限

も含めて、そろそろ止めて捨てるかというふうなところが３００倍になるんで

す。その廃棄を正しくできること、あるいはリサイクルに関すること、（委員

Ｊ）も勉強されているのでブログで見ましたけれども、特にリサイクルのほう

がどうやってリサイクルをするのかまだ出来上がっていないんです。だけども

世の中にどんどんパネルが広がっていると。経産省もＮＥＤＯを使って２０４

０年の前には実現できるようにというふうな感じで少し逃げ腰な。実際は２０

４０年頃にグッと出てくるけど、それから量としては減っていくと。だからリ

サイクルの設備を造ったとしても、それほど永続的にどんどんいいビジネスに

なっていかないかもわからない、そんな感じの問題はありましたよね。 

       あと、有害物質というのはパネルの間にシリコン系とかＣＩＳというものが

あります。銅（Ｃｕ）、インジウム（Ｉｎ）、セレン（Ｓｅ）のものをＣＩＳ

と言うんですけれども、その中に鉛やセレン、カドミウムなどがパネルの中に

使われています。実際には特に外国から輸入したようなパネルなんかは何が入

っているのか教えてくれない。委員長も本当にお仕事だと思いますけども、廃

棄の段階で知らないまま廃棄する。あまり水漏れしないような設備で比較をす

るべきかどうかという判断をするデータが出てこないという問題もあります。

そういうことがあって、私自身は今後とも、もう少し勉強していこうと思って

いるんですが、将来非常に電気を作ってお金になって、その後は未来永劫もつ

ものはありませんから、必ずどこかで命がなくなるわけですね。そのときにど

うするかというアイデアや設備がまだできていないです。（委員Ｊ）は私以上

の経験があると思いますけれども、私はそういうことでこれから先も廃棄の問

題というのは非常に大事だと思います。 

（ 議長 ） ありがとうございました。時間がきていますが、もしもう少しよろしければ

ありますか。短めでお願いします。（委員Ｌ）。 

（委員Ｌ）  今の廃棄の問題というのはこの委員会で議論するのにふさわしい問題かどう

かというのを私は感じているんですね。というのは国の政策に関わる部分とい

うか、２０年後の売電制度というのがまだ決まっていないとか、あと住宅用の
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今４８円で高く売っているのがもう２年後には終わるんですね。そのあといく

らで買い取ってもらえるとか、国の制度に関わる部分がかなり多いので、そこ

の部分は指導要綱に関わる部分で、２０年後の廃棄でもって政策が相当変わる

と思うんですよ。３０年使うとか４０年使うとか、売電がいつまでできるかと

か。私はそれのほうが重要だと思っているので、議論する要件として、もう少

し目先の景観とかのほうがどっちかというとすぐ先のことなので、そっちのほ

うが重点的に議論したほうがいいのかなと感じています。廃棄のことを議論し

だすとなかなか収拾がつかなくなるので、政策の議論になっちゃうのでどうか

なと委員長に。そこのところの整理をしたほうがいいのかなと感じています。

以上です。 

（ 議長 ） それでは色んな意見をいただきました。また丁寧な説明もいただきました。 

      前回、そして今回市民委員の皆さまから提出された課題について質疑応答、あ

るいはご意見等いただきました。議事録には記載されておりますので、この中

での市民委員の皆さまの課題に関することで北杜市の指導要綱あるいは景観条

例について改正すべき点、また委員からも何件か同じ意見がございましたが、

具体的なものあるいは調査してできるような数字があれば積み上げたりすると

いう準備にもあるかと思います。また次回以降行なわれる検討委員会では、こ

れらについての関連性は出てこないかもしれませんが、最終的なまとめのほう

でおそらくこの辺の課題が登場してまた話し合われると思いますので、準備と

しては色んな調査等ができるようであれば進めていただいたらいいなと思いま

す。 

       それでは本日の議題についてはすべて終了しました。次回の議題についてご

意見をまとめたいと思いますが、一つだけ提案をさせていただきたいと思いま

す。これまで市民委員の皆さまに現地視察や市民委員の作成した資料に基づく

議論をしてまいりましたので、次回は再生可能エネルギーの施策や推進に関係

する方々をこの場にお呼びいたしましてお話を伺ったり質問したりして、もう

少し検討委員会の議論に厚みをもたせたいなというように思っておりますが、

次回はそのような形で進めたいと思いますがよろしいでしょうか。 

（委員Ｂ）  議長からご提案がございましたが、この現状を考えて、今まで視察を含めて

３回やらせていただきました。その間非常に時間が掛かっていて、本当に忸怩

たる思いです。４月になってからも日ごとに相談が増えて、実際にこの問題点

を見てこのまま皆さん放置してよいと本当にお思いなんでしょうか。それを考

えた場合に、厚みをもたせるそんな余裕は、私たちには残念ながらないんです。

日々泣く人が増えていくんです。最終的にこの景観が個人の主観であってと仰

いました。ですから、個人の主観でここから出て行く人も私は何人も知ってい

ます。ここに土地を買おう、ぜひここに住みたいと思っていた人でやめた人も

たくさんいます。そういうことを考えたときに、私は次回はこれで皆さんが本

当にこのまま放置したいと思うのでなければ、もう提言をまとめることに入り
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たいと思います。そんな１０年後、２０年後でいいような問題では全くないと

思っています。 

       ですから、私の提案としては提言案をここでゼロからやっていくのは非常に

難しいと思いますので、別に市民委員が提言を出すという意味ではなくて、何

か叩き台がなければ話がこれだけの人数で、てにをはをやっていたらとてもじ

ゃないですけど何年掛かっても終わらないと思うので、私たちのほうから提言

案を叩き台として出させていただいて、そこに対して皆さんのご意見をいただ

いて内容を検討していくということはいかがかと思います。 

（ 議長 ） （委員Ａ）どうぞ。 

（委員Ａ）  確かこの問題は現在進行形でどんどんできちゃっているので、やはり結論を

出すのは急がなければならないということはその通りだと思います。しかしな

がら、安易に事を進めるのもやはり問題があると思います。そこで私が一つお

願いをしたいのが、佐藤委員が残念ながら体調を崩したということで、今まで

佐藤委員の発言は最初の会議での発言しか聞いていないんですね。そこで現状

の問題点はすべて把握したわけではないんですが、市民委員の皆さんの努力も

あった中で、また我々も自分なりに調べた中で、ある程度把握しているという

状況であります。極端に言えば、個人として自分の前に太陽光ができたら良い

か悪いかといったらできないほうがいいよ、というのは個人的な見解です。し

かしながら、これはあくまで個人的な見解であって、果たして規制の対象まで

それを拡大できるかどうかというのは非常に難しい問題です。 

       そこで、今まで現状把握に対して対比するものとして法律論があります。佐

藤委員が最初の会議の中で基本的なことは言っていただきました。例えば条例

を作ってもやはり最後に避けられない問題があるとか。それから条例を作る場

合は、立法事実すなわち条例を作る必要性をきちんと説明できなければいけな

いというようなことは言われていたんですが、佐藤委員が駄目なら代わる人を

という話がありますので、ぜひ法律的に条例と指導要綱のこういう話の中で説

明をいただいて、ここで議論しなければなと思っております。 

（ 議長 ） 今回出されている市民委員の方に対しての法律的な立場でもってのご意見を

伺うようなことを次回行ないたいということですか。 

（委員Ａ）  市民委員とかではなくて、市民委員の皆さんが出したのはあくまで今日検討

した資料の一つですから、それとあと我々も皆さんも調べたりしているわけで

すが、それに対して、最終的には法律論に入っていくわけですから、そこをき

ちんと掌握した中でやっていくほうが議論も詰めていきやすいのではないかと

思います。せっかくたまたま弁護士の先生がいながら全くの発言もなかったし、

我々も質問したいんだけれどもできていないという実態ですから、ぜひそこの

ところの場を設けてほしいなということです。 

（ 議長 ） そうすると議題としては、法律の専門家に対しての質疑応答みたいな形をと

らせていただきたいという、色んな広い意味での法律について意見をいただき



33 

 

たいということですね。そのような意見もございましたが。（委員Ｃ）どうぞ。 

（委員Ｃ）  （委員Ｂ）が仰ったように、急がなければならないということは私も十分理

解ができたわけですが、今、（委員Ａ）がいうような形、条例のほうの対応が

あると。要綱でできない、なかなか難しいからというと、であればやはりどこ

にいくかというと条例だよという形になるかと思います。ただ条例だという考

え方をしたときには上位の法律に何かがあるよと、そういう部分ではある意味

しっかりやっていかないと大変な怪我を負うというような責任があるのかなと

思っています。我々がここで提言をしたとしても、議会の流れの中でそここを

説得できるかどうかの問題もあるということ。 

       もう一つは、急いでいることはよくわかるんですが、再生エネルギーという

検討委員会の名称からして太陽光だけが再生エネルギーではないわけですよね。

だから、市長のほうが求めているものが太陽光＋α。例えば風力にしても水力

にしてもあると思うんですよ。やはりそこの論議はこの委員会でしておかなけ

ればならない。そんな考え方を持っているわけです。急ぐことはわかります。

階段は登らなければならないということがあります。私はそういう再生エネル

ギーはやはり論議するべきだろうと。そして要綱ではなかなか難しいから条例

にしたらどうするか、それで今、法律がどうなるかと、こういう流れがあるの

かなと思っています。 

（ 議長 ） それは先ほどした国の関係者をまず呼んでという… 

（委員Ｃ）  そうです。できなければ、結局今言ったように太陽光については市民委員の

皆さんは非常に努めていただいたものですから、ある程度の形のものがわかっ

て、当然我々も一緒に行きましたから現状がだいたいわかりました。ただ風力

にしても水力にしても若干ないというのは出ているわけですよ。そうすると、

そこについてもまた若干の話はしていかなければならないし、再生エネルギー

というものは必要か必要じゃないか、そもそも論という話になってくると思い

ますが、そういうこともあるからそこをやってもらいたいです。 

（ 議長 ） （委員Ｄ）どうぞ。 

（委員Ｄ）  ２つ。まず佐藤委員の代わりをどうするか。最初に事務局から説明があった

ように、個人なのか法律事務所の問題なのか知りませんが、次回にその代理人

の方が来られなかったらまた時間が無駄になるんで来てもらうのは確定。それ

を既にこの中から決めてしまえばいい。例えば今までずっとの経緯がわからな

い人がいたってしょうがないわけですから、傍聴人の中には【（傍聴者）】さ

んがいらっしゃいます。しっかりした資格のある専門委員として加わっていた

だいて、そのあとで当然弁護士の方が来られたらそこで話をすればいい。 

       時間がない。このまま放っておいたら我々はこの現状の加担者になる、犯罪

者ですよある面では。そういう認識をまず持ってもらう。そういう意味では委

員長の提案があるから、自然エネルギーとか再生エネルギーの問題に関しては、

それはこの委員会を主催するオープンに市民に対して開かれた講演会をやれば
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いいわけです。我々は次回の委員会が時間が掛かってしまうというのは、形式

上の意味で議事録とか事務的な処理が３週間くらい掛かるから、それ以上短縮

できないという物理的な問題があるというわけであって、講演会をやるのに物

理的な制限は何もないわけですから、やって、逆に市民がどれだけ興味がある

のか、どういうふうな意見が出るのか、そこを我々も委員として真摯に受け止

めるような度量がなければこんなことをごちゃごちゃやっているだけで話をす

るような問題じゃないという認識を持っておりますのでよろしくお願いします。 

（ 議長 ） （委員Ｉ）どうぞ。 

（委員Ｉ）  皆さんのお話を聞いて、スピード感を持ってというのはずっと前から言って

いたんですけれども、そうして、もしまとめて皆さんで合意形成を図るとした

ら、例えば専門家の法律に詳しい方の話を聞くというのであれば、事前に市民

委員の方に叩き台を作ってもらった上で、その叩き台を元にここは法律的にど

うなんですかという意見をしていけばそれはスピード感を持ってやれる形なの

かなと私は思います。そういった意味で（委員Ｂ）がご意見で言ってくれたよ

うな形で叩き台を作って、なおかつ６月に議会が始まっちゃうんで色々な事務

手続き等ありますけど、私の希望としてできれば５月中にもう１回できたらい

いなというふうに思っているんですけど。そこの取り計らいをお願いします。 

（ 議長 ） （委員Ｍ）どうぞ。 

（委員Ｍ）  今日の市民委員の皆さんの提案は私は同感だから全然発言をしませんでした。 

      そして昨年の６月に議員の有志で条例案の提案をしました。そこには問題もあ

ったと思いますが。検討委員会を立ち上げて５回目の会議をして、今日は全体

的な意見ですが北杜市の財産は自然環境や景観ですよね。それを大事にしてい

かなければ北杜市の将来は私はないと思っています。ですから、条例化自体に

皆さん賛成だと思っていますが、その主本がどこまで規制をするとか、例えば

（委員Ａ）が言ったように民法上の財産権の侵害、そこまで私は求めています。

今の状態は、住民説明会もなくて合意形成もなくて、一方的に設置をしている

業者、一部だとは思いますが善良な業者もいるかと思いますが、今の現状はど

うですか。ＦＩＴ法ができてもう６年経つんですよ。やはり次回は条例化を含

めて案を。立地を避けるべきエリア、例えば災害のハザードマップの危険な所

に太陽光を作ってもらっていいですか。やはりそういう基本的なことを決めな

いと、もう待ったなしなんですよ。先ほどのデータでもありますが、まだ何千

件もあって、このまますれば北杜市の自然環境は破壊されていくと私は思って

います。議会でも何回も質問して、あと少しの差でできないような状態になっ

ていますから。 

       この前１２月に８ヶ所見てどうですか。もう全然高さの制限も守っていない

し、今の指導要綱だったら努力義務だけなんですよ。そこは行政の方も職員も

指導しづらいと思いますよ。だから事業者の（委員Ｌ）や（委員Ｋ）さんにも

あったように、きちんとしたことをしないと北杜市の自然財産はどうなってし
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まうんでしょうか。もう一度そこを再認識しながら市民委員の皆さんが出した

ことについて次回は論議してもらって、条例化をどうするか、叩き台を出して

もらいたいと私は思います。ぜひよろしくお願いします。 

（ 議長 ） 確認ですけど、再生可能エネルギーの重要性や有効性ということも議論の中

で踏まえるようになっていますが、私は議長をやっている上での公平性を保た

なければならないんですが、今も総体的な話を聞いていますと、再生可能エネ

ルギーを否定するような場面しか出てきていないので、私自身もそうなると公

平性が保てているのかなというふうに思っているところがございます。最初に

申し上げたように、関係機関をお呼びしてここで話を伺うということも議論の

最初に皆さまにも何回も申し上げていると思いますので、ぜひこれは私議長の

公平性を保つ意味でも次回来ていただいて、再生可能エネルギーが何の必要も

ないのに国の施策によってここまで進められているというふうに私は考えられ

ません。何かやはりそれなりの理由があって進められたものだと思いますし、

そこももう一度皆さんよく知ってもらった上で、改めて一つの天秤と考えてく

ださい。いるいらないの感覚みたいになってしまうのかもしれませんが、公平

性を保つためにはそういった方に来てもらって話を聞くというのも大事だと思

います。仮に市民委員の皆さんがいらないと言っても、例えば議員の委員の皆

さんの中にも話を聞きたいという人もあるわけですから、ぜひ私としては議長

の立場として公平性を保つためにも次回はここで関係する方に来ていただいて、

皆さんに質疑応答していただいて、さらに見識を高めていただきたいなと思う

のですがどうでしょうか。 

（委員Ｂ）  一つ大きな誤解があると思うんですけれども、再生可能エネルギーがいらな

いとかそういった話は一切していないと思います。私は今まで自分の言った記

憶がないわけじゃないと思うんですけれども、そういうことは言っていません。 

       国の方とも随分話をしました。２月のときに国の有識者会議のトップの方、

電力中央研究所の方５名がこちらにいらっしゃって、私たち太陽光発電を考え

る市民ネットワークで視察をしました。丸一日かけて委員会で視察をした箇所

の倍以上見ました。彼らは当然マクロ的に再生可能エネルギーというものを将

来的にやっていかなければいけない。ただ、こういった形の再生可能エネルギ

ーの推進は一切考えていないということを仰いました。このＦＩＴというのは

劇薬で、この劇薬の副作用が北杜市では全部出ているというふうに仰っていま

す。 

       私たちはこの設置の仕方、ステップに問題がある。実際に東日本大震災とい

う大きな未曾有の災害が遭って、慌てて作ってしまったＦＩＴという法律の穴

だらけの一番の悪い面を私たちは今味わっているんです。別に再生可能エネル

ギーを推進してはいけないとかいらないと言っているわけでは全くないです。

本来太陽光というのは、屋根の上の空いたスペースであるとか、下水処理場と

か、いわゆるスペースをどうやって利用するかという意味ではある意味すばら
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しい考え方だったと思います。ただ森を削って伐採して、実際ＣＯ２を吸収す

る一番必要な森をこれだけ伐採してまでやることなのか。そこにあまりにも儲

かるシステムを作ってしまったので、とんでもない結果になっているんです。

ですから、再生可能エネルギーがいるいらないという議論は、残念ながら今ま

で一度も出ていないと私は思っています。 

       そして、先ほど（委員Ｃ）が水力風力と仰いました。今まで私がここに来て

から５年間、水力風力に関して住民からの問題は出ていたでしょうか。その問

題が今喫緊の課題でしょうか。風力は今、認定情報を見る限り１件しかありま

せん。専門は（委員Ｄ）でしょうけれども、この地域で今の風力の技術では全

くペイしないので、風力発電はここにはないです。そういった状態の中で、小

水力発電をこれに問題視している人がいるでしょうか。 

       では議員の方々、市民を代表していらっしゃいます。４、５年間これだけ多

くの問題が出ている中で、そして私たちも本当に多くの自分の時間を使って太

陽光問題に取り組んでいます。別にこんなことをするほど暇ではないんです。

でもこれをやらなかったら北杜市の将来はないと思っています。そういうつも

りでここに出てきています。ですからそのことを本当に考えて、再生可能エネ

ルギーが日本に必要かどうかとかそういった議論ではないんです。この設置の

仕方に大きな問題があるから、それは国では一律に解決できない。 

       先ほど（委員Ｌ）が廃棄に関しては国の問題だと仰いました。確かに廃棄を

どうするかは国の問題です。でも実際に廃棄されないで放置されてしまった場

合、これが５年後、１０年後その問題が出たときに、一番困るのは北杜市なん

です。ですから、ここで必要があれば国に対しての提言をするべきだと思って

います。私たちは既に何度も廃棄に対して国でそういったリサイクルであると

か廃棄料であるとか、そういったものを国で担保する仕組みを作るべきだとい

う提言を何回もしています。そういったことも含めて、国に対する提言も県に

対する提言も考えた上で、北杜市として北杜市でしかできないことは何かとい

うことを考えるべきだと思います。そういった提言の叩き台を作りたいと思っ

ております。 

（ 議長 ） 市民委員の中で（委員Ｂ）だけなのかもしれませんが、直接関係機関の方に

聞いたということですが、中にはそういう方と直接お話されたい方も委員の中

にはいらっしゃるんじゃないですか。いらっしゃらないですか。 

（委員Ｃ）  再生エネルギーが問題があるかどうかという話ではなくて、再生可能エネル

ギーを何とかやはりここで言っていいかどうかは別として、先ほど（委員Ｂ）

が仰ったように３．１１の災害が遭って、それを踏まえた中でこういう問題が

出ていると。そちらのほうの災害をなくしていこう、それには代わるべき再生

エネルギーが必要だよと、こういうことなんですよね。だから、問題があるか

ないかではなく、逆に言えば、太陽光が駄目であれば違う形のものが出てくる

可能性があるわけですよ。水力にしたり。だから、風力がペイできるかできな
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いかは私はよくわからない。そういう形も含めた中で私は聞きたいと。そうい

うところを勘違いしないでいただきたい。問題があるからそれをやらないとい

う話ではないと、そういうことでよろしいんじゃないかなと思うんですよ。だ

から、（委員Ｂ）も仰ったように再生エネルギーを否定しているわけじゃない

よという話ですから、そこのところで我々は色々な再生エネルギーの方法があ

ると。そこを聞いてもいいんじゃないかなという提案をしたということです。 

（ 議長 ） 私もそういう意味ですので、必要があるということならば余計色んなお話を

伺いたいなと思いますが、なぜそれがいけないのかということについて、（委

員Ａ）。 

（委員Ａ）  ともかく先ほども言いましたように、現実にどんどんできているという実態

を見ますと、これは急がなければならないということは事実だと思います。し

かしながら原点に戻りますと、一番最初のこの検討委員会設置の趣旨がありま

すよね。その中に、市としては再生可能エネルギー全体について検討してほし

いというものを受けていますから、これを我々も受けて理解した上での話です。

それと、我々の任期は来年の３月３１日までというものがあります。そういう

中で進めてきて、スケジュールもあったわけですね。それを理解した上で進め

てきているわけであります。市民委員の皆さん方の非常に時間がない、焦る気

持ちはわかりますけど、しかしながら我々には責任がありますからやるべきこ

とをやって、そしてきちんとした提言をしていくということが必要だと思いま

す。そこで、今までは会議の時間に２ヶ月とか経ってしまっていますが、そう

じゃなくてそこを詰めながらきちんとやはりお互いが満足できる議論をし、情

報を得て最終決定をするという形で進めていただけたらどうでしょうか。事務

局はどんなふうに考えていますか。 

（ 議長 ） 事務局にということですが、たくさん資料に書かれて配られているんですが、

今言われていることは仰るとおり、私も申し上げましたが再生可能エネルギー

の重要性や有効性また課題などがないということでこの検討委員会はあるわけ

です。そこをもう一度冷静に皆さん考えていただきたいですが、事務局。 

（事 務 局） 今、（委員Ａ）が仰ったとおり、我々もこの命題に推進と規制があり、再生

可能エネルギーを調査研究して最終的には提言してもらいたいということでご

ざいますので、その中で議論をお願いしたいと思います、よろしくお願いしま

す。 

（ 議長 ） （委員Ｆ）どうぞ。 

（委員Ｆ）  喫緊の課題としては、太陽光の乱開発問題というのがあると思いますから、

やはりそれを最優先で議論して、そのあと他の再生エネルギーについて議論す

ればいいと私は思うんで、一番急いでいる問題を先に片付けてからということ

でよろしいんじゃないですか。 

（ 議長 ） 今は問題を片付けるということの話ではなくて、再生可能エネルギー全般に

ついて、重要性や有効性、推進ということもありますので、関係する方を呼ん
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でお話を伺いたいという場面です。（委員Ｌ）どうぞ。 

（委員Ｌ）  先ほどの廃棄の関係なんですけども、私は２５年太陽光をやっているんです

ね。それで、２０年で廃棄すると誰が決めたのかなと、そこのところから専門

家に聞きたいですよ。要するに、太陽光発電はもっともつんです。３０、４０、

５０年と。それで廃棄しないでメンテナンスしながら長期に使って環境にいい

エネルギーとして太陽光を私はやっているつもりなんですよ。そこで廃棄する

仕方を議論するよりは、専門の方を呼んで長期で発電するための利率や本当は

何年もつのかとか。私は４０年ものの太陽電池を今使っているので、そういう

ことを考えると廃棄することに対して、廃棄しなければならないと決めている

こと自体が問題だと思っていますからね。そこのところを考えてどうにかして

いただきたいと思います。 

（ 議長 ） 関係者を呼んでいただきたいという意見も複数あります。また、法律関係者

の方も呼んでというご意見も先ほどございましたので、次回、法律関係者の新

しい方を呼んで、その辺はいっぺんにというか、法律関係者も含め質疑応答も

できると思います。どうでしょうか皆さん、時間もだいぶ過ぎています。ここ

で議論するようなことではなくて、次の機会に一回もったらどうかと思います

が。 

（委員Ｂ） 何度も申し訳ありませんが、私としては反対します。再生可能エネルギーがい

いかどうか技術的ににどうか、これは北杜市が考える問題でしょうか。国がエ

ネルギー政策として考えればいい問題ではないですか。再生可能エネルギーそ

のものに反対しているとかそういうことは言っていません。廃棄の技術がどう

のということをここで議論してどうなるんでしょうか。そして多くのこの零細

事業者、事業者とも言えないような人たち、（委員Ｌ）など、この方たちはご

自分のことだけを仰います。６１８社あるんです。その人たちを全員代表して

いるでしょうか。実際に短期的な投資としてやっている人たち、２０年経って

ＦＩＴが終わったらやめると、私が話した何十社の方たち全員そう仰いました。

そのときに、太陽電池が使えなかったとしてもＦＩＴが終わったらやめるんで

す。当然それは撤去するか誰かに売るか廃棄するか、何かをしなければならな

いんです。 

       廃棄の問題は国の有識者会議でもこの間のパブリックコメントでも全部出て

いましたが、今後最も検討しなければならない課題だと言っています。それよ

りも、特に議員の皆さんが非常にこういうところに後ろ向きになるのはびっく

りするんですけれども、市民の皆さんを代表しているんです。市民の皆さんが、

本当に今苦しんでいるんです。皆さんいつ自分の隣にできるか、自分がいつ太

陽光のパネルに囲まれるか、自分の土地がタダ同然になるか、全く売れなくな

るか、それを日々心配して暮らしているんです。再生可能エネルギーというも

のは日本にいるのかいらないのかどうするのか、そんなことを議論するのに今

まで２ヶ月に１回とかこれだけの時間を使ってきています。それをやっている
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余裕はありません。本当に市民のために議員さんはいらっしゃるんです。市民

一人ひとりの問題を解決するためにあるんです。この２回、私たちは問題点を

話してきました。これを見て今解決する必要がないと皆さん仰るんですか。 

（ 議長 ） （委員Ａ）どうぞ。 

（委員Ａ）  （委員Ｂ）の発言の中で、私は大変侮辱されたというか、発言の中で非常に

気になるところがあるんですが、ここにいる６人のことではないと思いますが、

議員は後ろ向きでという話がありましたよね。我々はこれを後ろ向きだとかと

いうことは、要するにこのことについて放置しているみたいなことに聞こえち

ゃいますし、住民の意見を代表していないみたいな話もあったんですが、我々

は我々なりに必死にやっていますよ。そこは少し発言として私は個人的にはい

かがかなと思います。 

（ 議長 ） 委員は委員同士尊重しあうように意見を持ってください。 

（委員Ａ） もう一つ、（委員Ｂ）の言いたいこともわかります。私も見ていれば一般の市

民感覚としてはやはり太陽光がこれ以上増えていくのはどうかなというのはよ

く聞きます。ですから、何とかしなければならないということは感じています。

しかしながら、やはり行政も法律の中で仕事をしているという実態もあります

から、そして決める以上は責任を持たないと。我々が言ってここで提言をして

しまえば、これで責任が逃れられますけど、行政はそれに対して対応しなけれ

ばならないという厳しい一面があるわけですね。そういう中で我々はどうして

いくべきかということを考えているわけです。しかしながら急ぐということも

わかりますから、ですから今までを見ると、だいたい２ヶ月とか結構会議の間

隔があるわけですね。皆さん方がいいなら行政もそこは努力してもらってもう

少し時間を縮めながら、両方の要望が通るような感じでこの会議を進行してい

ただけないかと思います。 

（ 議長 ） 期間が縮まっていけば次の会議を行うということが可能ですか。 

（委員Ｂ）  反対です。 

（ 議長 ） 社会的に有益性があるものかどうかということについては、国の施策で行な

っている以上、有益性がなければやらないと思うんですよ。ここについては全

くここで無視するということについては果たしていいのかどうか、それを私は

何回も公平性があるのかどうか説いているんですよ。 

（委員Ｄ）  委員長の仰ることは一部わかります。当然良かれと思って講演の先生にも声

をかけていらっしゃると思います。それを「僕の意見を潰されたよ」というよ

うじゃ顔も立たないですからやりましょうよ。それは構わないですよ。ただし、

今日この場で次回の委員会をいつにやるんだというのを決めちゃいましょうよ。

第２回の委員会のときに、（委員Ａ）も（委員Ｇ）も皆さんの予定を聞いて、

この会議が終わったら次回はいつにやるんだよというのを決めましょうと議事

録に入っているじゃないですか。議事録というのは紙切れじゃないですよ。言

ったことに対して責任を持って、事務局はこの内容をきちんとフォローするの



40 

 

が仕事じゃないですか。それをほったらかしといているからこんなわけのわか

らないことで３０分も無駄な時間を潰しているわけですよ。 

       だからさっき言ったように、委員会として講演会をやるかどうか、それは委

員長の権限で構いません。ただ私が思うのは、市民の皆さんにも再生エネルギ

ーに関して、色々この委員会のことも含めて考えているんだというんだったら

オープンにしましょうよ。せっかくいい先生が来てやるのに、こんな２０名く

らいでやるのはもったいないですよ。ふれあいホールでやればいいじゃないで

すか。そういうふうな形で広めていくことによって市民の声が聞こえてくる。

さっき（委員Ａ）が、議員が市民の声を聞いている聞いていないと。その場に

行って聞いたらわかるでしょう？（委員Ａ）と言ってくれる人がいるのかいな

いのかであなたはどんなことかわかりますよ。尊重するしないの問題ではあり

ません。そういうふうに考えて、今日（委員Ｊ）のご予定を聞いて次回いつや

るか。その前に、間に講演の先生の都合を聞いて講演会を開くのか、それを決

めてください。 

（ 議長 ） 講演会ではなく、あくまでも検討委員会として招聘させていただくようなこ

とで。私も５月中に定期総会や通常総会が非常に多いと思うんですが、どこま

で話し合いをできるかというところがあるんですがどうでしょうか。 

（事 務 局） 事務局とすれば、委員会の中で開催日を決定すれば、それに従ってやります

のでよろしくお願いします。ただ、会議室等が埋まっていれば場所が移動する

可能性があります。 

（ 議長 ） 皆さんだいぶ下を向いているようですけど、５月は非常に会議が多いような

状況だと思うんですが。どうぞ。 

（委員Ｂ）  こういったことは議長権限ですべてが決まるんでしょうか。色んな意見が出

たと思います。次回にそういった再生可能エネルギーというものがどういうも

のかという講演会なのか、検討委員会なのかわかりませんけれども、そういっ

たものを聞く会にするのか。それとも、次回に向けて提言案の叩き台を出して、

それを通すということではないんです。それを出して皆さんで議論して、そこ

で先ほど（委員Ａ）が仰ったように法律的にできるできない、そういったこと

を何もない中で聞くのではなくて、市民としてどういうものが今必要か。こう

いうものがあれば今の問題が解決できるということを出して、それに対してそ

れを法律的にどういう問題がある、それから市民側議員側皆さんからもそれに

対する意見を出す。そういうことによってやったほうが、私たちこの１回をや

るためには本当に多くの事務局の方、市の職員の方、これだけ貴重な時間を使

っています。お金もたくさん使っています。そういったことを私は再生可能エ

ネルギーというものはどういうものであるかというものを聞く会にするにはあ

まりにもったいないと思いますので、ぜひ決を採っていただきたいと思います。 

（ 議長 ） （委員Ａ）。 

（委員Ａ）  要するに、この検討委員会の設立趣旨に書いてあることを委員長は提案した



41 

 

わけですから、ここはやるならやったほうがいいと思うんですが、ただそれは

皆さんお急ぎですから、例えば次の会議のときでもいいですから、その期間を

短縮すれば解決するんじゃないですか。あるいは今までのやり方を見ると、次

の会議までだいたい１ヶ月以上掛かっていますよね。それを短縮した中でやっ

ていけば解決するわけでありますから、あえてそこで（委員Ｂ）がむきになっ

て反対する理由は私はないのかなと思うんですよ。そこで日程の問題なんです

が、事務局にもぜひやってほしいということ、あと弁護士さんがいるかいない

かということはものすごく大事なことなんですね。これから条例化するかとか

指導要綱でするかとか色んな関係の中で。ですからぜひ次には代わりの方に来

ていただいて、きちんと質問をしてお答えできる体制をとってほしいと思いま

す。よろしくお願いします。 

（ 議長 ） （委員Ｇ）どうぞ。 

（委員Ｇ）  決を採るという話になってきて恐縮ですけど、今の２つ提案、次回と次々回

のことを両方いっぺんにできないのかどうか。早くやるということはもちろん

ですが、６月議会といっても日程はまだ正式に決定してないのですが、３０日

間全部議員が縛られるわけではないし、７日間ないし８日間くらい必ず日はあ

るはずですよね。また議会のことを言うとあれですが、午後の場合は１時半開

会で５時くらいを目処にやっているんですね。東京からみえる方もいらっしゃ

いますけど、２時から４時ではあまりにも時間が短いと思います。毎回オーバ

ーして５時になっているわけで、時間の延長と、中身も私は絶対出口のところ

で揉めるというと失礼ですけども。条例を作る必要があるという提言を出しま

しょうとなったらその提言を誰が作るのか。あるいは条例を誰が準備するのか。

この委員会ではその仕事は任されていないですよね。じゃあ誰が作るかと叩き

台までここで議論をして、そこに弁護士の先生の知恵を入れて、第１条は無理

じゃないかとか、第２条は条項との関係でどうかということの議論をここで一

緒にしていくかどうかということも含めてやはりやらなければいけないから、

その叩き台を次回の日までにもし提案してもらえるのであれば提案してもらっ

て、その話も始めるということで。２回にいっぺんというわけではないですが。

委員長もそこに座られていると、ずっとこの委員会の会中に自らの意見を言う

立場がなかったから、そういう意味では委員長に座っていただいたお返しでは

ないんですが、意見を言う立場も必要だと思うんですが… 

（ 議長 ） すみません、ちょっといいですか。そういうこともあるかもしれませんが、

私はそれは大丈夫です。ただ、このままいきますと、設置に関する検討委員会

といっても抑制するわけではないので、推進をしなければならないこともある

とさっきから言っているんです。皆さん推進するということについての意見を

するのは嫌いですか。（委員Ｄ）はご意見伺ったのでわかりました。だけど、

そこも避けて通れない部分だということを言っているんです。ここで話し合わ

ないと公平性を保てないんじゃないかということを言っているんですよ。単に
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その話をしたくない、反対だというのは私はおかしいなと思って述べています。

意見を述べたいからというのも個人的にはありますが、それは私も委員の立場

としてはグッと胸に入れています。そういう人たちを呼んで議論をしたいとい

う人が１人でもいらっしゃるんだったら、これを多数決でもって廃止するとか

行なうというのはそれはまたおかしい話ですので、そこは少し皆さんの意見を

いただきたいと思いますが。（委員Ｌ）何かありますか。 

（委員Ｌ）  今のご意見で条例化する場合に法律の先生が必要ということですけども、例

えば条例化するためにはすごく時間掛かると思うんですね。それで、緊急性が

あるということであれば、先ほど言いましたが市外の人たちが景観に対して理

解がないので、そこのところをどういうふうに周知していくのかとか、手法で

すよね。条例化以外の早くできることを例えば提案するとかは私はそっちのほ

うが現実的かなと。要するに、理解のない業者に対して理解してもらうように。

私としては弁護士の先生を決めることももちろん必要なんですけど、そういう

ことも必要かなと思いますが。順番として色々やることがあると思うんですが、

どうなんでしょう。 

（ 議長 ） その点については総括する中で出てくると思いますが、関係者を呼んでそこ

に弁護士の先生がいらっしゃって、それに関わる話をするのはそれはいいと思

うんですけど、総括するのはまだ早いと思います。まだ期間があり、皆さんの

意見を提言化するので。だけど私は今までやってきた中で、推進をするという

面についての話が一度も出ていないということを言っているわけです。それで、

議長の権限でお話をしているわけでもありません。このまま本当に時間だけ過

ぎていくんですけど…。 

（委員Ｆ）  北杜市の場合は間違いなく推進されています。これだけ太陽光発電が設置さ

れているというのは、まさに推進されているわけで。私も太陽光の発電に関し

て反対しているわけではないんですね。再生可能エネルギーとして、太陽光発

電は大変すばらしい技術だと思います。ただ問題は、推進にあたって生活環境

や自然環境を破壊するようなことがあってはならないということを議論してい

るわけで、生活環境や環境破壊を起こさないための推進をどうやったらいいか

という議論をすればいいだけの話ですから、別に道は外れていないと思うんで

すね。 

（ 議長 ） ですので、今まで国がこういった施策を推進してきた理由、あるいは詳しい

内容をもっと知りたいという委員もいらっしゃるので、関係者を呼ぶというこ

とで、何回も何回も前からこの会議では先延ばしをされてきたような記憶があ

ります。（委員Ｆ）、私は知りたくないということではなくて、知りたいとい

う方が委員の中にはいらっしゃるんですよ。そういう場を作りたいと言ってい

るんです。 

（委員Ｅ）  関係者って誰ですか。 

（ 議長 ） 国の関係者です。事務局でご説明をお願いします。 
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（事 務 局） 今予定しているのは、国でＦＩＴ法を所管しています資源エネルギー庁、県

でいえば山梨県。また、５０ｋＷ未満の発電設備の認定代理機関である一般財

団法人太陽光発電協会などを考えております。以上です。 

（ 議長 ） （委員Ｎ）。 

（委員Ｎ）  今まで過去４回５回この会議を重ねてきて、先ほど皆さんが仰られたことも

重々わかりました。なぜこうなってきたのか、私も自分の家の屋根に付けたり

して、再生可能エネルギーというものには推進というか興味があります。議論

が白熱する中で、先ほど（委員Ｇ）が仰いました、叩き台を作った中で平行し

てそのお話を聞くというのは、私は何もなくて聞くよりも、具体的なもの事例

事象をもって話を聞いてそれはどうなのか、というふうな考え方もあると思う

んです。それも合わせて理解していただいてそんなふうに進めてもらい、また

開催時間をもう少し早めにするとか期間を短く何度も開催できるようにすると

か、多分叩き台を作ってもすぐにはいいよというわけには必ずいかないものな

ので、色んな各方面から、例えば推進ということも含めた中で決定していかな

ければならないなと思います。ですので、ぜひ両立両分というふうなことでい

かがかなと思いますけど。 

（ 議長 ） 先にそういった意見を取りまとめた中でする、ということもよろしいかなと

思いますが、これ以上私がここで発言をしていきますと、また強行強権的立場

ということに捉えかねませんので、どうでしょうか。 

（委員Ａ）  何回も何回も同じことを言ってすみません。ともかくこれは現在進行形で急

いだほうがいいというのは確かにその通りです。ですから、今までの会議も１

ヶ月以上経っているんで、議会もあるけど議会も毎日やっているんじゃありま

せんから、それは都合が空いているときを日程をとっていただいて、できるだ

け事務局と相談しながら短縮してやっていただくということでご努力を。委員

長ご提案の再生可能エネルギーについても設立と趣旨にもあるし、あくまでブ

ラックとかグレーで太陽光を見てはいけないんで、やはりそうでない部分の説

明もいただくというようなことを段階で踏む中で進めていただきたいと思いま

す。それについては次回の会議の期間の短縮についても十分検討をいただきた

いと思います。 

（ 議長 ） それでは期間の短縮をするということで次回関係者をお呼びして、次の期間

を短くして開催して進めていくということでよろしいでしょうか。 

（委員Ｈ）  議会の議事録をずっと見ていくと、毎回そういうことを話しているんです。

それで実際実現していないんです。だから、今日今ここで具体的な日にちを決

めて次はどうしましょうと言ってください。 

（委員Ｅ）  それに関して少し補足をよろしいですか。第２回会議録の３０ページ目に、

事務局の方は「この２０人全員がいい日というのは非常に難しい。」と。「会議にな

るとどうしても委員長が召集しますので、当然委員長の予定が最優先されると思い

ます。」というふうに返答されています。ですから、委員長自ら私はこの日とこの
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日は空いているんですよと。その中で皆さんができるだけ大勢集まれる最大公約数

を決める。それが今まで委員長と事務局の間の阿吽の呼吸だったんじゃないですか。

ですからまず委員長の空いている日を言ってください。いかがですか。 

（ 議長 ） どうぞこちらに来てください。個人情報ですから。 

（事 務 局） 次回の日程ですけど関係者の依頼をしますが、その依頼をするかしないによって、

その関係者の予定の確認がありますので、呼ばないということであれば今日決めら

れると思います。そこだけを確認させてください。 

（ 議長 ） 委員長の都合だけではないということでしたので、どうでしょう。５月というの

がだいたいどうですか、できるんですか。 

（委員Ｂ）  先ほど（委員Ａ）からむきになってと仰いました。そういうふうに聞こえるかも

しれませんけれども、１０月からずっと期間を短縮してということを言っています。

それでも１ヶ月にいっぺんではとても少ないということで、最初に２週間にいっぺ

んくらいできないかというような意見が市民から出たと思います。今（委員Ｅ）が

仰るように、ずっと出ているんです。それでも２ヶ月間空いたこともあります。議

会の予定というのは誰が見てもわかっている。決まっています、３月６月９月１２

月。カレンダーも１月に見れば全部わかります。それでも一度もできなかったんで

す。ですから、期間を短くしたら講演等両方やってもいいかと言われてなぜ私がこ

れほど反対をするかというと、今までできた例が１回もないからです。２月は議会

もないのに２ヶ月も空いたんですよ。そういったことを考えたら、申し訳ないんで

すけど信用できないです。ですから５月中に講演会と次の提言案の叩き台を出すと

いうのを５月に２回やっていただけるんだったら検討します。ただそれができない

のであれば、今決められないのであれば、また６月に議会があるから７月、８月は

お盆があるから９月、９月は議会があると、どんどん延ばしていくような気がしま

す。 

（ 議長 ） ５月に２回というのは今回も含めてということですか。 

（委員Ｄ）  次回の叩き台を話をする日にちを今日決めましょうと。もう１回の講演会は先生

の都合がわかんないと決まんないじゃないですか。 

（ 議長 ） 講演会というか検討委員会ですね。 

（委員Ｅ）  市民委員は日程を決めるのにいつも蚊帳の外ですから、我々のことを配慮してい

ただかなくても私は結構だと思います。 

（ 議長 ） 皆それは平等にやっていますので、人数はこれだけ大勢いますから民主主義

のやり方に則って日程を決めさせていただいておりますので。無理なことは無

理です。５月中にできるかどうかについて、今までできたかできないかといわ

れるとそれは実績がなければなかったということですが、できる限り努力をす

る。６月にもう１回やるということではどうでしょうか。５月にあと２回とい

うのは少し厳しいと思います。 

（委員Ｄ）  委員長は５月の何日に空いているのですかと。それを今日決めちゃえばいい。

それが次回の叩き台を決めるような… 
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（事 務 局） 日程の関係でございますけれども、確かに皆さん仰ることも理解できるんで

すが、特に議員の皆さんについても議会の関係についても、６月に議会と委員

の皆さん仰っていますけども、当然５月から日程的なものは入ってきますし、

今ここでまだ６月議会の日程も決定していない状況でございます。ですので、

ここで５月の幾日が空いているかというのはお返事もできないので、こちらに

ついては委員長と事務局にぜひお任せいただいて、日程を調節する中で早急に

開催するということが１点。 

       今まで時間が掛かっておりましたのは、やはり議事録の問題もございまして、

どうしても私ら職員がテープ起こしをして一字一句間違いのないように議事録

を作っているという事情もございます。そういった点もご理解いただきながら、

早急に開催させていただくということでご理解よろしくお願いいたします。 

（ 議長 ） 事務レベル的な問題もあったようですが、どうですか。短縮する努力をする

ということですので、どうかご了承いただきたいなと思いますが、駄目だ無理

だという話ではございませんので、マンパワーの関わることですのでご承知お

きいただきたいなと思いますが。どうでしょうか、私が頭を下げても駄目でし

ょうか。 

（委員Ｄ）  頭を下げるとかの問題じゃないです。 

（ 議長 ） それでは次回については先ほど申し上げた内容で、講演会ではございません、

検討委員会として関係者をお呼びして行うということで、なるべく早めな日程

の調整をしていただきたいと思います。 

（委員Ｂ）  それだけではなくて、次の２回分の話を決めてくださいという話を何回もし

ていると思います。 

（委員Ａ）  それは今議長が言ったじゃないですか。 

（委員Ｂ）  でも今１回分の講演会の話… 

（ 議長 ） 講演会じゃないです。検討委員会です。講演会ということで今言っていませ

ん。 

（委員Ｇ）  それまでに叩き台ということで間に合わせられますか。 

（委員Ｄ）  別に日にちが決まればそれは議事録よりも難しい問題を我々はやるんですよ。

そのくらい手伝ってよ。 

（委員Ｅ）  議事録なんか外部に任せてもいいじゃないですか。まとめなくても。喋った

ことは全部録音されているわけでしょ？ 

（委員Ａ）  よくよくわかりますけど、皆さんの都合があると同時に、やはり事務局にも

我々にも都合があるわけですから、それを上手く調整して事務局と委員長にお

任せするというしかないじゃないですか。ここで議論しても。それで、相当皆

さんの意見は言っていますから伝わっていると思いますので、そのことを十分

理解し、また聞く中で、ぜひ調整をしていただくと。この辺で決めないと、い

つまでも決まらないんじゃないかと思います。ぜひそんな点でお願いします。 

（委員Ｂ）  申し訳ないですけれども、１ヶ月以内に２回ができないのであれば、その講
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演会はやめていただきたいです。 

（ 議長 ） 講演会ではないです。検討委員会です。 

（委員Ｂ）  再生可能エネルギーが必要かどうかを皆さんのお話を聞く会というのは時間

の無駄以外の何ものでもないです。そういったことを今まで残念ながら努力の

結果が見られなかったことから考えれば、今の喫緊の課題を解決することを最

優先にしていただいて、その間に次の推進の方をそのあとに呼ぶというのも当

然できるわけですから。何度も言っていますけれども、再生可能エネルギーの

良し悪しを今まで言ったこともないですし、推進してはならないという発言は

一度もなかったと思います。決を採らないということなので、こういったずっ

と長々と反対することになるんですけど、私は反対です。 

（ 議長 ） 今まで規制についての話をしてきたんで、推進の話もここでしておかないと

公平にならないということですからね。 

（委員Ｇ）  推進の話と今、委員長が仰いました。そういう希望というか提案は１回は必

要だと思います。後々振り返ったときに、今わかりやすく言えば、事後論が議

論された上でこういう決が出たよとならないために、そういう時間は交渉する

べきだと私は思います。さっき提案したように、次回５月中にできるだけ早く

やってもらうときに、条例の叩き台をぜひ間に合わせていただいて、後半の１

時間くらいはその説明をしてもらって持ち帰ると。で、できるだけ６月の議会

に重ならないように６月の早い時期に叩き台についての２回目をやるという形

はできないんでしょうかとさっき提案していただいてもらったんですが。今日

はもう講演だけ、その次が叩き台というふうに別にこだわらなくてもいいんじ

ゃないかと思います。２回をいっぺんにやったほうが縮まると私は思います。 

（ 議長 ） 次回の中で関係者に検討委員会の中で質疑を行い、また叩き台を作る時間を

持つと。そのような日程でどうでしょうか。 

（委員Ｅ）  それに関して、会議時間というのを２時間以上掛かっても構わんと。場合に

よって４時間掛かってもいいよと。 

（ 議長 ） 時間延長についてはどうでしょうか皆さん。すでに今日もこのような形でも

っておりますので、ご理解いただきたいと思います。闇雲に約３時間というよ

りはきちんと３時間という時間でもって通知を申し上げるということでどうで

しょうか。今（委員Ｇ）からご発言がございましたが、どうかこのような内容

でもって次回を開催させていただきと思いますのでよろしくお願いします。よ

ろしいですか。 

（委員Ｅ）  もう一つ。先ほど申し上げたように委員長の予定が最優先される。この言葉

は私今回で２回目なんですけど、いつまでにやると日にちの尾を決めましょう

よ。５月中にやるやらない、それをまず決めましょうよ。 

（ 議長 ） それは私が最優先というふうに言っていますので結構私も合わせているとこ

ろもございまして、先ほどの事務局からもお話がございましたように、議事録

を作る都合上とか色々なものがあって、今まではなかなかスムーズにできなか
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ったということもございますので、ここで何日というのは非常に難しい。私の

一存で都合を合わせろといっても皆さん無理だと思います。ですので、何とか

早急に日にちを５月中にできるように努力をするというところでご勘弁願いた

いと思いますが、何とかよろしくお願いします。 

（委員Ｄ）  叩き台を作る身からしたら、いつまでに作らなければいかんのかわかんなか

ったら作りようがない。それを考えてください。 

（委員Ａ）  今回２つのことを一緒にやるということは、資源エネルギー庁の先生の日程

もありますし、私が先ほど言っているように、法律的な問題なんか絶対弁護士

に次回参加してほしいし、どっちかというと中心な議論をしてほしいと思って

いますので、そう人たちの日程もあるのでそう簡単には決められないのはわか

ります。ですから、今皆さんの意見が出たんでそれらを忖度していただいて、

やはりできるだけご意向に合うような会議の日程をとっていただくということ

で収めていただきたいなと。今６月に議会があるということはわかっているん

ですけど、議会の日程は我々もわかっていません。ですから今この段階で何と

もいえない状況であります。ですからそういうことを相対的に考えた中で、委

員長と事務局にお任せすると。これしかないじゃないですかね。よろしくお願

いします。 

（ 議長 ） 只今（委員Ａ）からお話がございました。お呼びする日程の都合も合うかど

うかわからないのでこれから日程調整をしなければなりませんので、お任せい

ただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。 

（ 一同 ） 異議なし 

（ 議長 ） それでは本日の議題についてすべて終了しましたので事務局にお返しします。

ご協力ありがとうございました。 

（事 務 局） 委員長どうも議長としての議事進行ありがとうございました。それでは閉会

の言葉を副委員長お願いいたします。 

（副委員長） お疲れ様でした。非常に長くなりましたので簡単に。これで第５回の北杜市

太陽光等再生可能エネルギー発電設備設置に関する検討委員会を閉会いたしま

す。 

（事 務 局） ありがとうございました。 

 

９ 閉会 

 

会議終了 午後５時０９分 

 

 

 


