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審  議  経  過 

１．開会 

 

２．市長挨拶 

   

    司会： 市では，公開する審議会等の会議録への発言者の氏名記載につ

いて，会議において承認を得られたものについては，記載する方針と

しています。 

      これまで，会議録公表前に全委員に確認いただき，了承をもらうこ

とを条件として，氏名記載を全会一致で承認いただいておりました

が，これまで同様，議事録公表前に全委員に確認いただき，了承をも

らうことを条件に氏名記載を承認いただきたい。 

      

【全会一致で承認】 

 

【新任委員自己紹介】 

     ・堤 茂信 委員 

     ・森 信二 委員 

 

３．議題 

 

協議事項 

１）守谷市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例（案） 

について 

 

  鈴木会長： それでは協議事項として諮問事項であります「守谷市太陽光発

電設備の適正な設置及び管理に関する条例案」を議題といたしま

す。 

まず，事務局から条例案及びパブリックコメントの意見書に対

する回答案について，説明を願います。 

 

【事務局より説明】 

 

鈴木会長： 事務局の説明が終わりました。質疑の前に堤委員から提出され

ました資料の内容について，堤委員説明お願いします。質疑等が

ありましたらお願いします。 

 

堤委員： 事前に気が付いたところを資料でお出しをさせていただきまし

たので，冒頭ご説明をさせていただきたいと思います。 



今回パブリックコメントの意見が出ておりまして，全体のトーン

としては，原案どおりでほぼほぼ包括されているのかなというふ

うに理解をしているところでございます。ただちょっと表現のと

ころで，もう少し丁寧な表現であったほうがいいのではないかと

いう箇所が何箇所かございましたので，その部分について説明い

たします。まず市の考え方案の第１条関係のところですけれど

も，「４つの基本理念と思われますが」というところは「４つの基

本理念を指すものと思われますが」少し丁寧に言っております。

「再掲することは考えておりません。」ここは「再掲する必要はな

いと考えます」というふうに言った方が丁寧ではないかという意

見でございます。次，第６条で，「改正ＦＩＴ法の規定を書かなく

ていいのか」ということに対してこの部分はもう少し丁寧に「他

の法令により定められた電気事業者としての規定は上位適用さ

れます」というふうに言っておけば聞く方も安心なのかなという

ことで，こういった意見を付せさせていただきました。それから

「補償義務を設けてはどうか」というところについては，ここは

「民事的交渉になるので」最後のところですね，「条例で補償義務

を設けることは適当ではないと考えます」というふうに言った方

が丁寧ではないかなという意見でございます。もう一つが第１５

条関係ここは，第三者の侵入防止について心配されているわけで

すけれども，どの条例等の規定が適用になるのかということを，

もう少し丁寧に変えたほうがいいのかなと思いまして，最後のと

ころでございますけれども，侵入防止対策として，様式上は維持

管理事業に関する標識，これは提出することになっているので，

「侵入防止対策として，維持管理事業に関する標識の内容がわか

る図書の提出を義務付けており，そこで適正な表示がなされるか

確認をします」というふうに言った方が丁寧なのかなということ

で，特に原案をどうこうということではなく，この意見に対する

回答ですね，少し丁寧にしたほうが良いのではないかなという意

見でございました。 

 

鈴木会長： ありがとうございました。ほかに質疑のある方。 

 

高橋委員： 私の方からですね，直接的に審議にかかわる問題，いわゆる農

地転用の問題がありますので，その辺のところを詳しく説明をい

ただければと思います。７条のところに設置抑制区域というよう

なことで，掲示されておりますけれども，いわゆる農用地・農振

農用地との２種類の農用地があるわけでございますけれども，実

際にはその判断基準として，どういうふうに考えたらいいのか，

方向性を示していただければと思います。 



実際には農地法の中でもこんな縛りは実際にはないと思いま

すので，おそらくこれが実際に判断基準になってくるのかなとい

うふうに想像されますので，この場において，ある程度方向性を

示していただくことと合わせて農業委員会等と協議もしっかり

やっていただいて，実例ができてしまって，間違っていたあるい

は違ってまずかったというような実例が出ないうちに対応でき

るようにしていただければいいのかなと思います。そういうこと

で分かる範囲で結構でございますので，ご指導いただければと思

います。 

 

事務局： まず農地転用への考え方ですけれども，当然農地転用に関しま

しては，まずこちらの許可を取っていただくのが先になりますの

で，その上でそこに施設等ができるというような段階になってか

らの話になるものと考えております。 

また，例えば農用地の専用地域とかあると思います。そこを外

してまで行う場合があるかというようなこともあると思います

が，今の段階では，こちらの７条にもあるように，まず法令等を

重視しておりますので，定めとしてあるものに関しましては，そ

ちらを適宜適用した上での考え方が基本と考えております。 

その上で農地転用で対応できる場合ですとか，仮に農地法の縛

りが消えてしまっている場合については，農地転用をした上での

話ですけれども，設置ができるものとなります。ただ全体的な区

域で考える場合とかあるいは，区域として農業を振興すると言わ

れたところについては，その限りではないと考えておりますの

で，そういった事例が仮に出た場合につきましては，事前にまず

農業委員会，さらには経済課の方とも協議をした上で対応を考え

ていきたいと考えております。 

 

高橋委員： ぜひ，農業委員会と厳密な打ち合わせをして下さい。 

それと今話した中で，いわゆる申請が上がった段階で審議され

るという中で，設置ができるということになった後に，農地転用

の話になるという二段構えていくということですね。 

 

事務局： 確かにこちらは６０日前までに提出していただきますが，その

時点で例えば農地転用になってなかった場合っていうのは，これ

担保がないものですから，やはりあくまでもまず先に農地転用の

方の協議を進めていただいた方が先かなと考えております。ただ

もちろん事前にお話は何日前でもよろしいわけですから，お話は

あると思いますので，そういった中でまず農地転用の考え方はど

うなのかとか，どちらが先になるかというのがあると思うので，



提出的には同時進行になることもあると思います。 

 

高橋委員： 農業委員会として判断材料がない中で先に農地転用という話は

なかなか難しいと思います。やはり今言われたように，同時並行

的にやはり審議をしていくということが望ましいのかなという

気がいたします。 

そういうことでよろしくお願いしたいと思います。 

   

鈴木会長： 「第７条の法令等により」ということは，農地転用関係も入っ

てくるのだということで理解をしてほしいということですね。 

ただ，今高橋委員がおっしゃったように，審査をどこでするの

か農地転用が終わった後に勝手にやられたら等，その辺のところ

はきちんとしておかないと，一番重要なのはそこです。 

住宅地については，自治会とかいろいろな組織がありますの

で，その中で何だっていうことで，すぐ手を挙げて声をあげます

が農地の場合は個人のものということで，意外とそのままいって

しまって，後でトラブルになるということがありますので，この

辺十分に農業委員会の方とも話し合って進めてほしいなと思い

ますね。 

 

堤委員： 同じ第７条のところで少し重なる質問になるかもしれません

が，設置抑制区域っていうのが書いてあって，条例なので緩やか

な言い方で事業者に協力を求めるものとするというふうになっ

ていて，お伺いしたいのは，法令等によって自然環境の保全区域

として，指定されているにもかかわらず，市としては，強制力を

持ってそこには作らせないということは，できないのかどうか。 

これだと，できないように読めるのですが，（２）のところです

ね，自然災害の発生が危惧されるっていうのは，まさに人命にも

場合によっては，かかわるようなところだと思うのですが，この

あたり強い指導力を持って抑制ができないのかということで，少

し解説をしていただきたいと思います。 

 

事務局： 大変危惧されるところだと考えております。ただ，まず自然災

害の発生が危惧されるところ，こちら例えば守谷市では急傾斜地

とかいうようなところもございますし，また法令等による自然環

境の保全区域，例えば歴史的なところを有しているものですと

か，その他規制がかかっているところでございます。まずここは

規制が仮に外れるということが現にできるかどうかということ

もありますので，そういった太陽光発電設備を理由への強い規制

が掛かっているところにおいては，難しいところがあるのかなと



いうふうには考えております。ただ一方で，県の方でもかなり景

勝に関する問題で許可をしなかったために，裁判で争うようなケ

ースもあって，ここについてデリケートな表現にせざるを得ない

のかなというところではございますが，だからといって，それを

容認することではなく，あくまでこれは表記上のことですので，

実際法令で強い縛りがあるものにつきましては，まず，それが外

れるっていうふうには難しいものがあるという前提において，こ

ういう表記をしたところです。また，自然環境や或いは災害時に

危惧される場合につきましては，市長の方からも，おそらくどう

なのかというご意見というのは必ず出ると思いますので，そこに

つきましては粘り強く，さらに強硬にやるのだというようなとこ

ろにつきましては，市も簡単にそれで，「はい分かりました」では

なく，一つ一つその事実と状況を説明しながら，ここにはそれは

難しいのだという形で持っていきたいと，事業主はそれで引くの

かっていう話もあるかと思うのですが，実際にはＦＩＴ法という

上位法で，電気事業者への事業認可をするのが経済産業大臣です

けれども，当初は再生エネルギー太陽光を進める中でどんどん認

可をしていった。ところが実際それが認可したものの実際，かな

り動いていなかったり，２年の契約単価の縛りがありますが結果

的には結べなかったというような事例も出てきて，今はあくまで

もできるような状況にならなければ認可がおりないようになっ

てきております。そういったこともあって，事業者への縛りって

いうのも強くなってきており，当該市町村の条例をきちんと遵守

しているのかどうかとか，きちんと地域への説明が十分されてい

るかどうかといったことについては先ほど申し上げたように，自

治体の方に国から，きちんとその事業者がルールを守っているか

どうかということに対して，もし違反している場合には速やかに

報告せよという話にもなっております。例えば市がこういう懸念

をされている中で，なかなかうんと言わないと，また協定や事業

計画の提出を義務づけているにもかかわらずその先も行かない

のに，まず進めていくような場合にはですね。当然それは報告を

させていただくことで，国からの指導もあると，そうなると国と

の単価契約ですから，改善勧告なり或いは最悪の場合には，停止

ということもありますから事業をする側にとっては，甚だメリッ

トがあるものではないというふうに考えております。やはり設置

するにあたっては，市町村と，また地域とも友好な関係を築きそ

の市町村の条例に沿った形で，長期的に安定した運営をしていく

というのがこの条例の趣旨でありますし，そこを尊重することで

事業者にとってもメリットがあるものだというふうに考えてお

りますので，ここを粘り強く説明していくことで理解をいただい



ていきたいと考えています。 

 

鈴木会長： よろしいですか。ここで条例を作るということは，末端の規制

をしっかりしていくということで，上位法との関係も強めていけ

るという判断でよろしいわけですね。 

 

清野委員： 一番基本として，この条例の適用範囲が５０キロワット以上と

いうことになっていますけど，この根拠は先ほど説明されたよう

に，県のガイドラインでも入っていますので，いいと思いますけ

ども，現実問題として守谷市内で具体的な案件として上がってき

た申請中を含めて５０キロワット以上と以下でどれぐらいある

のか教えてください。 

 

事務局： 現在ＦＩＴ法の認可を受けて，まだ未実施が７つございます。

茨城県のガイドラインを含めて対象となっておりますが，本来そ

ちらから，市の方にお話があるけれども，事例は今のところはあ

りません。 

ただ先ほどお話したように，その中には屋根につけるタイプで

事業認可を受けている物も含まれておりますので，それについて

は市への提出義務がないものですから，そちらについては，具体

的になっているかどうかは分からないですけれども，現況としま

しては，市に５０キロワット以上に関しては今のところありませ

んが，５０キロワット未満ということで４９キロワットというの

が２つあり，１つは，本来は提出義務はないのですが，ガイドラ

インに沿った形での提出をお願いしまして，そちらからは既に設

置計画書をいただいております。 

もう１つは今協議中で，計画書を提出することで了解をいただ

いておりますので，その書類についてのやりとりを担当者と行っ

ているところです。     

また，今後ですけれども，可能性として，定例議会での一般質

問にもあった地区で，現在開発行為を行っているところですが，

廃止した後に実施したいというお話はあります。もちろん先に開

発行為を廃止しなければ，先に進めない話なので，具体的な協議

には，入っていないというところです。現況の太陽光発電設備５

０キロワット以上の状況になっております。 

 

清野委員：  やはり５０キロワットというのは，先ほど概ねですけど面積

でいうと５００平方メートルですから，一般的な感覚でいうとか

なりの面積ではあるのです。これはパネルの面積になりますか。 

 



事務局： あくまでも敷地面積です。ただ敷地面積に限らず，５０キロワ

ット以上であれば該当ということで，仮に，１０平方メートルが

１キロワットというのはあくまで目安ですので，そこにはこだわ

ってはおりませんが，ガイドラインに沿って５０キロワットとい

うのが大体通常５００平方メートル程度から敷地面積等は必要

になってくるものと考えております。 

 

清野委員： 分かりました。そもそも，この条例の趣旨といいますか，制定

するに至った理由はおそらく住民とのトラブルを未然に防止す

るとか，そういったことがやっぱり一番大きいのではないかと思

います。ただ現実問題としてそうないと思います。 

おそらく５００平方メートル以上はないと思いますけど，私は

市が積極的にそういった前向きに指導することによって，環境，

市民の生活に対するトラブルを防止するとともに自然エネルギ

ーの普及にもつながっていくのだろうと思います。そういった意

味では，私はもう少し市の指導する余地を広げるという意味で，

茨城県のガイドライン私も読んでみたのですけど，一番最後に書

いてあるのは，その他ということで最後に１０キロワット以上５

０キロワット以下についても，収支を踏まえて適正な運用を図る

というような配慮規定を設けているのです。 

条例じゃなくても，規則でもいいですけども，そういった市が

積極的に介入できる余地をどこかに作っておいたほうがいいの

ではないかと，おそらく具体的な案件としては５０キロワット以

下のものが多いと思いますので，その時に，何かトラブルがあっ

たとき，このままだと５０キロワット以下は市は知らないという

条例になりかねないです。５０キロワット以下については，やっ

ぱり指導できるような余地を，残しておいたほうが良い。 

それが本当に前向きな姿勢になるのかなと思いますので。場

所はどこでもいいですけど，そういう趣旨を，どっかに入れて

もいいかと思います。 

 

事務局： やはり現場の声ですが，直接接しておりまして，やはりパワー

コンディショナーの性能で４９．５キロワットとか４９キロワッ

ト以下にしているっていうケースが多いのをよく感じておりま

す。提出逃れというのは変ですけれども，本当にそれが必要だっ

たということも，もちろんあると思いますが，今までも，やはり

ガイドラインには入っていませんが，提出してくださいといった

ことで，協力をいただいておりますので，実際条例に関しても５

０キロワットじゃないからいいよっていうことではなく，やはり

それなりの規模の施設が出る際には，私どもの方としても，それ



に準じた形で計画書の提出なりお願いしていきたいと考えてお

ります。 

ちなみに今も例えば公害防止法とか公害防止条例で騒音や振

動に関する特定建設作業等の届け出というのがあるんですけど，

これに該当していなくても，運用として提出いただいているケー

スがほとんどです。該当していない本来提出しなくてもいいもの

ですけど，例えばそういう騒音や振動を少なくとも，その可能性

があるあるいは地域の方からの問い合わせがあると思われるも

のにつきましては，業者さんとも相談して，こちらから依頼する

ことで協力をいただいております。 

概ねほとんどの事業者の方は，やはり条例や規制がない範囲外

であっても少なからず条例がある場合には協力しようというと

ころを持っていらっしゃいますので，そこは，条例の規制値以下

だから見過ごすとかフリーにするというより，きちんとそれ以外

であっても，そのおそれがあるあるいは地域の方への説明や不安

があるものに関しては，是非協力いただきたいということは，こ

れまでも条例外でも行ってきているので，その考え方のもとで対

応していきたいと考えています。 

 

飯田委員： 地域住民の方への説明のことで，施行規則の様式第１号をみま

すと，ポスティングというのがありますけど，これはおそらく郵

送で資料を送るとか，資料をポストの中に入れるとかというよう

な意味なのかなと思ったのですが，そのような場合に，なかなか

この地域住民の方の意見とかそういうのを聞くことは難しいの

ではないかと思ったのですが，その辺はどうなのでしょう。 

 

事務局： おっしゃるとおりです。まずその説明に関していきなりポステ

ィングというのは，あり得ないと考えております。 

例えば，この意味での様式にあるポスティングですが，例えば

考えられるのは，施工時期とか開始日をあらかじめ説明したもの

と変わったとか，或いは日程が延長になったとか，あるいは管理

会社あるいはその電話を受けるあるいはその担当の者に変更が

あったとか，そういった意味での形としてのポスティングという

ことは考えておりますが，もし，仮にこれでやりましたよといっ

た場合には，先ほどもパブリックコメントでのご意見があったよ

うに説明の不足と考えておりますので，その際に私どもの方から

指導してきちんとまずその内容を，どういう形でのポスティング

なのか事情をよく把握した上で，そこは指導していきたいと考え

ております。 

あくまでもポスティングしてこれでいいですよねといった場



合については，いやそうではなくてというような形で，その経緯

に至った話を交えた上で判断していきたいと考えております。 

 

森委員： １点意見を申し上げさせていただきたいと思います。今回の条

例の目的は，市民の安全の確保が目的となっていると思うのです

が，インターネットとかで太陽光パネルの住民とのトラブルとか

で見みますと，必ず一番最初に光の害のことが書かれていまし

て，そんな中でパブリックコメントでも出てきている１つの意見

として，「交通事故が発生した場合の」というものが懸念されて出

てきていたと思うのですが，やはり交通事故が発生してしまって

は，尊い命が失われるようなことがあっては遅いので，例えば，

車で運転する際に光が届くだとかそういうふうな意見が出た際

には，なかなかそれを，冬至から夏至まで年間通じてどの道に届

くだとか，かなり遠くまで届くと思いますので調べることは困難

だと思いますが，そういった市民から声等が上がった際には，こ

の条例の１８条の中で市長は指導することができるということ

が書かれておりますので，太陽光パネル事業者に対して，例えば

遮へい板等を設けさせるだとか，そういったことで交通事故の発

生防止に関する指導をしていただければなと願っております。 

お願いいたします。 

 

事務局： 貴重なご意見ありがとうございます。おっしゃる通りだと思い

ます。ここにつきましては，やはり反射されることが想定される

道路及びその住宅地等に関しても，一般に使用される方の通勤通

学等が考えられる道路につきましては，そういった考え方を持っ

て対応に当たりたいと思います。必要に応じてその際にはきちん

と必要な図書の提出を求めていきたいと考えていきます。 

 

堀内委員： ８条ですかね，住民の説明とか，町内会とか，そういったとこ

ろですけど，市と協議する時の前提条件で「説明をしました」，

「ある程度理解してもらいました」という判断になるのか。この

説明するときの時点で市の判断がどのように反映された状態で，

町内会なり住民なり近隣なりに，その業者が説明することになる

のか。「市の方ではもう進めて良いといってます」と言われれば

確かにそうなのかなと住民の方は思うと思うのです。その立場の

優位性みたいなものが，その住民と事業者と市で，それをどのよ

うに調整されていくのかお聞かせいただきたいと思います。 

 

事務局： 確かに難しい問題ではございます。事業者側としてはおそらく

許可制ではないので届け出さえしてしまえば，というところもな



きにしもあらずで，そういう事業者もないとは言えません。 

説明をいただくというのが，結果的には義務になってくるとい

うことが今回の条例で大きな点の一つだと思いますので，まずそ

こで事業者が地域に，どのような説明をしたのか把握できるとい

う意味では，大きなものがある。あなた方はどのように説明をさ

れましたか，その上でどのような反応があったのですかというの

が，今回の６０日前に提出いただく設置計画書に添付されるもの

ですので，ここをもって，できるだけ省略したいと考えているの

かどうなのか，きちんと誠意をもって当たっているのかというの

は，ここで判断ができるのかなと，そのうえでその説明に対する

報告書を義務付けておりますので，様式第３号になりますけど，

規則の５条関係になります。この設置計画書等に関する説明報告

書の様式になりますけど，その事業者が先ほど説明したように，

町内会でこういう説明をしました。そして町内会からはこのよう

な要望がありましたよと記載し，最後に町内会の代表の方に署名

いただくようになっております。ここで，いやそれはそういう話

じゃなかったとか，そういうふうにもなりますので，まずそれが

相違なかったかどうかという確認には成り得るかなというふう

に思っています。 

あくまでも届出ですから，出してそのまま進めていくというよ

うなこともできなくはないかもしれません。ただ，少なくとも情

報を得て対応してるわけですから，それを見過ごすことはできま

せんし丁寧に対応をいただけないということであれば，この条例

の趣旨に沿って勧告並びに指導といった形の対応となりますし，

そこに従っていただけない場合には公表ということもあります。

さらにそれでも度重なる場合や悪質な場合については，何度も言

うようですが，経済産業省に通報という制度があります。こうな

ってしまうと，運営する側にもデメリットが非常に大きいもので

すから，なるべくそこは避けたいと考えていると思います。こう

いった幾つかの段階というか，相手にとっては障害かもしれませ

んけれども，そういう壁を設けることで，できる限りその地域の

方々の不安を払拭していくような形に持っていきたいと，そうい

う対応をお願いするなど対応していきたいと考えております。 

 

浅井委員： 国で決めたものが県にきて，市へ回ってくるその中で，私が聞

きたいのは，国が決めたことに対して守谷市で今回審議したこと

が変えられるのか，例えば農業のお話も出ましたが，農業につい

ても，みんなオートメンション化してます。工場と同じように，

家畜を飼うにしてもなんにしても，それだって電気をどんどん必

要とするわけです。そうじゃないと世界の国にも置いきぼりにな



ってしまうわけで，競争できないわけです。それを，こういうも

のができているから駄目なのですとなってしまうのか。そうする

と，今の国は，ある程度基本を出してくれましたけど，その話し

合いの場も持っていますという形になっているのか，そこら辺を

きちんと知りたいなと思います。よろしくお願いします。 

 

事務局： まず国の方の考え方ですけれども，国としては確かに再生可能

エネルギーを普及推進していきたいという考えが前提にあって，

そのうえで発電事業を行う事業者はこうですよ，或いはこういう

責務がありますよ，そのためには，こういう単価で契約しますと

いう法律ができているということなのです。今までは，推進に重

きがあったと思いますので認可はしました。発電事業者になるこ

とは認めますと言いながら結果的には動いていないというのは，

地域との摩擦の問題，或いは事業者自身の方での問題があったの

かもしれませんが，中にはそのように地域との問題やその設置に

関するトラブルとかそういったことで，設置まで至らなかったと

いうケースも少なからずあったとは聞いております。ですから，

国は，事業は認めるけれども実際この場所でそれをやるに当たっ

てはきちんと地域との話し合いをしなさいというのがスタンス

ですので，トラブルがあったまま事業スタートというのは，なか

なか難しいというお話だと思います。 

そのうえで，今は認可も先ではなくて，きちんとここでやれま

すというふうになってから認可をしますというように，ある程度

その事業が担保されてから初めて国も認可を下ろすという形に

なってきたということなのです。今までは認可を受けてなければ

こういう土俵に立てなかったのですが，今国の方でも今後は電気

事業者としての単価契約を結ぶに当たっては，実際認可が下りる

までは，当該市町村との調整がどこまでいって，それが本当に事

業に結びつくかどうかというところが担保されない限りは認め

られないというように変わってきておりますので，益々そういう

意味では地域との協力とか，調整なしには事業者にはなり得な

い，一方で既に事業の認可をもらいながら，なかなかできないと

最初に設けた期限，あなたが発電した電気を幾らで買いますとい

う単価が，期限を変えてしまうと今度はまた新たにその単価契約

を結ばなくてはならなくなりまして，そうすると今，電気の単価

契約価格自体も落ちてきているので，事業としてはなるべく早く

やらないと損になってしまうわけです。逆にそれができなくなる

と事業当初の計画と見合わないと撤退するケースもあるので，こ

の辺は事業者もよく考えたうえで，今後は，その事業を考えてい

くと思います。真剣にそこに取り組むのかどうなのか，とりあえ



ず，かつては山を買ってしまえば大規模にできると，この単価で

やれば元が取れるというような考え方で行ってきたものが，そう

いう地域でのトラブルとかいろいろなこともあってなかなかで

きなくなってきたという現状があるということで，事業者の方も

今新たに電気事業をやるということは，考え方が変わってきてい

ると思いますので，国から許可をもらったからすぐ事業開始とい

う話ではないというふうに考えております。 

当然今の流れとしては，地域との共存共栄でなければ今後発電

事業というのは立ち行かないと考えております。 

 

鈴木会長： それでは，審議をまとめたいと思います。 

いろいろ意見が出ましたので，取りまとめていきます。 

パプリック・コメントの意見につきましては，回答は対応的に

は大きな問題はないが，もう少し丁寧な回答にする。 

それと，もう少し危惧される問題を見込んだうえで指導をお願

いしたい。 

あと，副会長から意見が出ました５０キロワット以下というこ

とは，多少の差でも申請しますというようなことなのですが，実

際下げることは可能なのか。今の中での対応でいくことで良い

か。 

 

清野委員： 茨城県のガイドラインがありますから，下げるのは無理だと思

います。 

 

鈴木会長： 文面を入れるかどうかですが，審議会からの意見の中に，行政

できちんと指導するよう答申することでよろしいですか。 

 

事務局： 今後も現状にそぐわないような申請状況であれば，当然考えて

いかなければならない。ずっとこのままでいきますという話では

ありません。 

 

鈴木会長： 場所とか，それによっても大分違ってくる，小さい面積だが，

ここは非常に問題があるとか，事前に相談に来てもらわないと，

あとは設置者が設置する場合には，町内会等いろいろなところ

の対応をしっかりしてもらいたいということ，それと設置した

けど光の問題で交通事故の問題とかいろいろ出てくる。水害の

問題もあり，その辺については危ないなと思った時にはチェッ

クを入れるということでよろしいでしょうか。皆さんの意見を

集約するとこうなります。条例を運用する中でしっかり配慮し

ていく。この審議会の意見を十分踏まえて，原案どおりというこ



とで進めさせてもらいましてよろしいでしょうか。 

それでは，賛成の方は拍手でお願いします。 

 

【（拍手多数）で承認】 

 

事務局： 守谷市環境審議会から市への答申につきましては，別紙のとお

り意見を付して答申いたします。 

答申書に付する意見につきまして，１つ目が５０キロワット未

満についても，今後検討していくこと。 

２つ目として問題が生じないよう地域住民に丁寧な説明をす

るよう業者に指導すること。 

３つ目としまして光害等により事故等が発生しないよう配慮

するよう業者に指導すること。 

この３点の意見を付して答申させていただきます。 

 

鈴木会長： この内容でよろしいでしょうか。 

 

【異議なし】 

 

【守谷市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例（案）について決定】 

 

 

２．その他 

 

【事務局より説明】 

     

今後の条例制定までのスケジュールについて説明 

    １０月 庁議に付議 

    １１月 臨時議会にて上程 

    １２月 議会にて条例議決後施行 

 

 

３．閉会 

 

 


