
- 1 -

300124

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（案）

パブリックコメント

平成 30年 1月 24日
氏名 森篤 （65歳）
住所 伊東市宇佐美 403-2
電話 0557-48-9534

区分 条例(案)の概要 意見

*市ホームページ記載の通り

総論 ■条例制定の趣旨、目的及び内容をよく理解するために、例え

ば次のような資料を合わせて公表すべきです。

○伊東市における太陽光発電(稼働、計画)の場所と規模

○数値(モジュール面積 12,000㎡など)の根拠
○「伊東市土地利用事業等の適正化に関する指導要綱」では対

処できない理由及びこれまでに対処できなかった事例

○土地利用全般ではなく、「太陽光発電」に特化した条例を制

定する理由

【理由】

パブコメを募集するに当たっては、「意見」を言う側に立て

ば、説明のための資料を合わせて公表した方が一層中身の濃い
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意見が言い易くなるのではないでしょうか。間違っても、疑問

点を行政当局に聞くこと、即ち事案に対する質疑がパブリック

コメントの本旨であると勘違いしてはならないと思います。で

きるだけ、市民等に内容をよく理解してもらったその上で「意

見」を聞くこと、言うことが大事だと考えます。

何故、事案の質疑になってしまってはならないか及びそのた

めには事案の説明のための資料の公表が大事かと考えるかにつ

きましては、特段の理由を説明するまでも無いことだとは思い

ますが、「伊東市パブリックコメント手続実施要綱」の中にも、

「パブリックコメント手続き」を定義して、「市の重要な政策

の形成過程において、その政策に関する次条に規定する事務事

業の案の趣旨、内容その他必要な事項を公表し、広く市民等か

ら意見、情報及び専門的な知識（以下「意見等」という。）を

求め、これに対して提出された意見等を考慮して意思決定を行

う手続をいう。」とありますし、また、同要綱の別の項では、「実

施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、作

成した趣旨、目的、背景等当該計画等の案を理解するために必

要な資料を併せて公表するよう努めるものとする。」とありま

すことからも明らかであると思います。

■条例(案)のパブリックコメントでは、概要と合わせて条例条

文を公表すべきです。

【理由】

もし、条例条文を公表しても理解できる人は少ないだろうか

ら、概要を示せば十分だと考えていることがあればそれは大き
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な誤りです。市民等の中には色々な視点、立場、知識をもつ方

がいますから、概要と合わせて条例条文を示すことにより、色

々な方が意見を言う場面が一層増えるのではないでしょうか。

そもそも、条例は、条文の組み合わせでその全体像が明らか

になるものですし、条文の文字の使い方によっては別の意味に

なってしまうこともあります。こういう条例をつくりたいと思

っても、条文の書き方、組み合わせの仕方によって、意図する

ところと違う条例になってしまうこともあり得ます。できるだ

け正確に条例の内容を把握するには条例条文を知らなくてはな

りません。その上で、意見を言うこと、聞くことが大事だと思

います。そういうことを求めるのがパブリックコメントではな

いでしょうか。

パブリックコメントでは、意見を言うことを市民等に求める

ばかりではなく、意見を言い易くなるような行政当局の努力と

工夫が大事だと思います。今回の条例(案)の概要は、その時宜

的な重要性を考えると、あまりに簡単過ぎるのではないでしょ

うか。条例条文が公表されていないが故に、公表されているの

が概要だけであるが故に、一層十分な意見を言おうとするため

には、その前にいくつかの質疑をしなくてはならなくなる場合

も出てくるのではないかと思います。それではパブリックコメ

ントの趣旨に著しく背くものになってしまう可能性がありま

す。

公表された条例(案)に記載がないが故にそれを記載すべしと

意見を言ったのに、それは条例で記載することにしていますと

いうような回答がもしあれば、あまりに不誠実な対応といわざ

るを得ません。
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１ 制定の趣旨、 太陽光発電については、再生可能エネルギーとし ■調和を図る具体的な方策として、条例中に太陽光発電事業は

目的 て地球温暖化対策に資するなどの理由から全国的に 伊東市の諸計画、構想等に則るものとする旨を記載すべきです。

設置件数が増加している状況であり、本市において

も大規模な太陽光発電設備の設置が進んでいる状況 【理由】

＊条文が公表さ であります。 条例の目的に、「本市の美しい景観、豊かな自然環境及び市

れていませんの しかしながら、設置に伴い、大規模な森林伐採等 民の安全・安心な生活環境と太陽光発電設備設置事業との調和

で、どの項目に による景観の著しい変化、土砂災害の発生、動植物 を図る」とあるところですが、「調和」は具体的には何によっ

関わる事項かわ の生息環境への影響等が懸念されるとともに、周辺 てはかられるかを考えますと、市民及び事業者に対して客観的

からないもの(意 住民への説明不足等が問題となっている事例や反対 かつ政策論的に説得力を持つのは、太陽光発電事業が、伊東市

見)もこの項に記 運動が起きている事例もあります。 の諸計画、構想等に則っとっていなければならないことだと思

載しています。 これらを踏まえ、本市の美しい景観、豊かな自然 います。もし、時々の恣意的（必ずしも悪い意味ではありませ

環境及び市民の安全・安心な生活環境と太陽光発電 んが）な対処によって「調和」を図ろうとするならば将来に禍

設備設置事業との調和を図るため、伊東市美しい景 根を残すことは明らかです。

観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条 もっとも、この諸計画、構想がどうとでも取れる内容であれ

例（案）を制定します。 ば「調和」もどうとでも取れるものになり、結局画餅になって

しまうわけですから、方向性のある、あるいはメリハリのある

諸計画、構想の内容でなければならないことは言うまでもあり

ません。

■惹起された問題に対処するための方策としての条例制定であ

るのみならず、伊東市の経営理念を念頭に制定する条例である

ことを目的、あるいは前文に明確に記載すべきです。

【理由】

法的整備等が追い付かないために、いくつもの問題、課題が



- 5 -

惹起され、必要に迫られて本条例を制定しようとすることは十

分理解するところですが、一方で、伊東市の経営理念（例えば

豊かな自然を護る）を宣明するよい機会ではないでしょうか。

また、それを明らかにすることで、太陽光発電事業との「調和」

の意味が一層はっきりしてくるのではないでしょうか。

公表されている条例(案)の記述がそのまま条文として記載さ

れるなら、極めて一般的な、美辞麗句的な記述となってしまう

のではないかと思います。

■手続きを定める条例であることも明示すべきです。

■具体的な手続きを条例に記載すべきです。

■手続きにおいて、本条例及び法令を遵守すべきこと、その上

で法令違反は相応に対処することも明示すべきです。

【理由】

公表されている条例(案)には、具体的な規制(抑制)に係る項

目や住民説明会の開催などの項目がありますことから、全くの

理念条例、基本条例の類いでないことは明らかです。本条例に

よって、目前に惹起された太陽光発電に係る具体的な諸問題に

も対処するため行政執行をしようとするものですから、本条は

手続きを定める条例であることも明示すべきだと思います。

それにしては手続きに関わる項目がだいぶ不足していると思

われますので、具体的な手続きに関わる項目を記載すべきだと

思います。
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当然のことですが、手続きは護られなけれなりませんから、

また、そのための本条例制定ですから、本条例及び関係法令等

を遵守すべきことを明示しておく必要があります。

条例違反及び法令違反は相応に対処することが必要だと思い

ます。特に確信的な違反については厳しく対処する必要がある

と思います。

２ 条例の概要 本条例は、自然環境の保護、自然災害の防止、安

全・安心な生活のために、太陽光発電設備設置事業

を抑制する区域を定めるものとし、同区域内におい

て太陽光発電設備設置事業を実施しようとするとき

には、事前に地域住民等に説明会を実施するととも

に、市長の同意を得ることとします。

（太陽電池モジュールの総面積が１２，０００㎡超 ■(電気的な意味での)太陽光発電事業と調和を図るべき観点か

の事業については、市長は同意しないものとしま ら問題視することがこの条例の主眼なのではなく、それに伴う

す。） 土地開発等について調和を図ることが主眼であることを明示す

べきです。

■それには、「モジュール面積」を持ち出すのではなく、「土地

の開発(あるいは利用)面積」を基準にすべきです。

【理由】

「モジュール面積」は「発電出力」から換算されている訳で

すから、条例上には出てこないとしても、「発電出力」が規制

の基準となっていることになります。しかし、太陽光電池(セ

ル)は今後の技術革新により発電効率が向上するものと推測で
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きることから、例えば、同じ「モジュール面積 12,000 ㎡」で
も、現在と数年後では、発電出力が違ってくることになります。

もし、「モジュール面積 12,000㎡」が「発電出力 2メガワット」
から換算されているのだとしたら、数年後には「モジュール面

積 12,000 ㎡」では、「発電出力」が 2 メガワット以上となるこ
とは容易に推測できます。そうなりますと、「モジュール面積

12,000㎡」とした大本の根拠が崩れしまうことになり、数値そ
のものが意味を持たなくなります。

従いまして、伊東市の経営理念に基づき「調和」図るための

ある程度普遍的な「土地の開発(あるいは利用)面積」を基準に

すべきだと思います。

「土地の開発(あるいは利用)面積」を直接の基準にして市長

が同意しないとしてしまうことは問題があると考えるかも知れ

ませんが、もし問題があるとすれば、「モジュール面積」とし

たところで同じことではないでしょうか。

また、市長は事業者に対し、必要に応じて調査、指

導、勧告、公表等をすることができる旨を規定して

います。

■事業の変更(拡大)に関する項目を条例に記載すべきです。

【理由】

公表されている条例(案)には変更に関する記載がありません

ので、具体的な内容について、はじめから意見を言うには勉強

する時間がありませんのでなかなか困難です。条例条文を公表
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していれば意見も言い易いと思います。

⑴本条例におけ ア 「太陽光発電設備」とは、太陽光を再生可能エ

る用語の定義 ネルギー源とする設備（送電に係る電柱等を除く。）

をいいます。

イ 「太陽光発電設備設置事業」とは、太陽光発電

設備を設置する事業又は太陽光発電

設備を設置するために行う樹木の伐採、土地の造成

等による区画形質の変更を行う事

業をいいます。

ウ 「事業者」とは、太陽光発電設備設置事業を行

う者をいいます。

エ 「事業区域」とは、太陽光発電設備設置事業を

行う一団の土地（継続的又は一体的に事業を行う土

地を含む。）をいいます。

オ 「地域住民等」とは、事業区域に隣接する土地 ■「周辺区域」の定義を明示すべきです。

や建築物の所有者、周辺地区に居住する住民及び事

業区域と周辺区域が活動範囲に含まれる地縁団体、 【理由】

太陽光発電設備設置事業の実施に伴い影響を受ける 「周辺区域」がどの程度までを指すのかわかりませんので、

ことが懸念される農林水産業その他の事業を営む者 定義付けをすべきだと思います。ケースバイケースで具体的な

で組織する団体をいいます。 「周辺区域」が異なるとの考えもあろうかと思いますが、それ

では勢い恣意的(悪い意味ばかりではありませんが)な使われ方
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をされる場合がありますので、定義しておくべきだと思います。

⑵抑制区域の指 市長は、以下に掲げる事由により必要があると認め ■次のように記載すべきです。

定 るときは、太陽光発電設備設置事業を抑制する区域 「市長は、別表 1の区域を太陽光発電設備設置事業を抑制す
（「抑制区域」）を指定することができることとしま る区域（「抑制区域」）として指定する」

す。

（具体の区域は規則にて規定します。※別表１をご 【理由】

覧ください。） 具体の「抑制区域」を規則委任してしまっては、抑制区域は

市長の判断によって比較的容易に変更可能と捉えることができ

ます。「抑制区域」の設定は、本条例の核心の一つですから、

議会の議決が必要となる条例本文中に入れ込むべきです。

ア 豊かな自然環境が保たれ、地域における貴重な

資源として認められること

イ 土砂災害その他自然災害が発生するおそれがあ

ること

ウ 本市を象徴する魅力的な景観として良好な状態

が保たれること

エ その他太陽光発電設備設置事業により、周辺地

域に影響を及ぼすおそれがあること

⑶本条例の適用 本条例の規定は、次のいずれかに該当する事業につ

除外 いては適用しません。
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ア 事業区域が１，０００㎡以下であるもの

イ 総発電出力が５０キロワット未満であるもの

ウ 建築物に太陽光発電設備を設置するもの

エ 太陽光発電設備設置事業以外の事業を行ってい ■この項を削除すべきです。

る敷地内において新たに実施するもの

【理由】

例えば放牧場、キャンプ場などの事業を行っているところで

太陽光発電事業を行うことは十分に考えられます。この時、何

故本条例適用除外となるのか理由がわかりません。既に既存の

事業を行っているので新たな土地開発はおこらないと考えてい

るとすれば必ずしもそうとばかりは限らないと思います。わざ

わざ適用除外にするよりも本条例が適用できるとしておいた方

が、いいのではないでしょうか。

⑷同意の要件等 事業者は、太陽光発電設備設置事業を実施しようと ■条例制定の趣旨、目的をこの項に合わせて次のように修正す

するときは、あらかじめ地域住民等に対して説明会 ることも検討すべきです。

を実施するとともに市長の同意を得なければならな 「本市の美しい景観、豊かな自然環境及び市民の安全・安心

いこととしますが、事業区域の全部又は一部が抑制 な生活環境を護るため、太陽光発電設備設置事業を禁止する(あ

区域内に位置する場合、市長は同意しないものとし るいは認めない」

ます。

【理由】

別表１の「景観計画区域」は市全域ですから、全市が「抑制
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区域」になり、抑制区域内での事業は市長は同意しないのです

から、実質、基本原則として「伊東市は太陽光発電事業を禁止

する(あるいは認めない)」ということになります。

しかし、一方で、条例制定の趣旨、目的は、「本市の美しい

景観、豊かな自然環境及び市民の安全・安心な生活環境と太陽

光発電設備設置事業との調和を図る」ことですから、基本的に

は太陽光発電事業というものを(調和の図れる限りにおいて)認

めていることになります。全市を抑制区域としてしまったので

は条例制定の趣旨、目的と矛盾するのではないでしょうか。

条例の構成は、例外規定(ただし書き)がありますので、実際

には、場合によっては太陽光発電事業は可能になるのですが、

このままでは、基本原則を閑却した「ただし書き」のための条

例制定の趣旨、目的になってしまうのではないでしょうか。

条例制定の趣旨、目的の方が基本原則だとすれば、実質「伊

東市は太陽光発電事業を禁止する(あるいは認めない)」となる

ような条文は矛盾するのではないでしょうか。

■「あらかじめ」とはいつの時点を指すの明示すべきです。

【理由】

住民への説明会開催は、本条例中でも重要な項目だと思いま

すので、いつからいつまでの間に開催しなければならないかを

明示すべきだと思います。

ただし、以下の全てに該当する事業については、 ■「同意できる」ではなく、「同意する」場合を詳細に制限列
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市長は同意できるものとします。 挙すべきです。

【理由】

太陽光発電事業を同意できる場合のことを言うのですから、

この項は、本条例の核心の一つだと思います。それ故、条例の

構成及び条文をもう少し明確にしておかなければならないと思

います。列挙した場合以外は同意しないということを明示すべ

きだと思います。

また、同意できる条件を示しているのですから、ア～ウを全

て満足する事案については、同意しない理由がないことになり

ます。少なくとも条例中には、それでも同意しない根拠があり

ません。ここはいわゆる「ことができる規定」ではありません

ので、明確に「同意する」条件とすべきではないでしょうか。

ア 太陽電池モジュールの総面積が１２，０００㎡ ■当初は 12,000 ㎡以下で稼働しその後合算して 12,000 ㎡超と
以下であるもの なる場合は、事業の変更に関する市長の同意も明示すべきです。

【理由】

本条例(案)には事業の変更に関する記載がありませんので、

「同意できる」場合の規定が曖昧では不完全な条例になってし

まう可能性があります。

イ 規則で別に定めるもの（※別表２をご覧くださ ■技術的な基準も規則で定めるべく委任規定を記載すべきで

い。） す。

【理由】
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この条例(案)では、土地の開発に関する技術的な基準に係る

項目の記載がありません。技術的な基準の規則委任についても

記載がありません。当然のこととして、同意できる技術的な基

準を定めておかなければならないと思います。

ウ 本条例の目的に照らして支障がないと認められ ■「支障がない」とはどういうことかを具体的に制限列挙して

るもの 記載すべきです。

なお、市長は、同意に当たり本条例の目的を達成

するために必要な条件を付することができることと 【理由】

します。 支障がないと認めるのは市長ですから、具体的な記載がない

ままでこの条文が稼働しますと、恣意性の高い条例となり、「行

政手続法」に抵触する場合も考えられます。それ以前に市民に

とっても事業者にとっても、(市長の意志ではなく)伊東市の意

志が奈辺にあるかを理解することが難しくなります。

例えば、諸計画、構想に整合していること、関係法令をクリ

アーしてること、本条例に則った手続きが遅滞なくされてるこ

となどが考えられます。

(関係法令のクリアーは言うまでもないことですが、見込みで

あるいは手続き未済では、市長は同意しないということです)

■「必要な条件」は、行政指導ではなく、条例上の同意のため

の必要条件であることを明示すべきです。

【理由】

「必要な条件」は補完的なものだと思われますが、事業者が「条

件」をのめない場合は市長は同意するのかしないのかが判然と
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しません。

⑸届出 事業者は、太陽光発電設備設置事業を実施しようと ■何の行為をもって(いつの時点で)本条例が適用される事案と

するときは、着手しようとする日の６０日前までに、なるのか明示すべきです。

必要な事項を届け出なければならないこととしま ■必要な書類を明示すべきです。

す。 ■着手とは何を指すか具体的な行為を明示すべきです。

【理由】

手続きの詳細に関してはこの条例(案)には明示がありません

ので、市民及び事業者は具体的な場面を想起することができな

いことから条例に明示すべきだと思います。

⑹報告及び立入 市長は、本条例の施行に必要な限度において、事 ■計画期間、工事期間、稼働期間、事業終了後の太陽光発電設

調査の実施 業者に対し報告や資料の提出を求めたり、職員に事 備撤去時についても適用される条文であることを明示すべきで

業区域に立ち入らせ、調査及び関係者への質問をさ す。

せることができることとします。 【理由】

このままではいつの期間のことを言っているのかわかりませ

んから、この項が適用される期間を明示すべきだと思います。

⑺指導、助言及 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対 ■指導、助言、勧告を言葉の定義を以て区別すべきです。

び勧告の実施 して、必要な措置を講じるよう指導、助言、勧告を ■指導、助言、勧告へ移行する時期(きっかけ)を明示すべきで

行うことができることとします。 す。

■「命令」ができるようにすべきです。

【理由】

条例(案)のままでは実際にどのようにして適用されるのかわか
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りませんので、それぞれ明示すべきだと思います。また、「命

令」は「勧告」よりも重い対処だと思いますが、「命令」につ

いても記載すべきだと思います。

⑻公表 勧告を受けた事業者が、正当な理由がなく従わな ■「公表」一種の罰則ですが、それ以上に厳しい罰則を課すべ

いときは、事業者の氏名、住所、当該勧告の内容を きです。

公表することができることとします。

【理由】

公表は社会的制裁の一つだと思われますが、事業者に条例遵

守を働きかけるには、実際に適用することを念頭にもっと厳し

い罰則規定を盛り込むべきだと思います。

⑼施行期日 本条例は、相当の周知期間を設け、平成３０年７ ■公布後直ちに施行するとすべきです。

月１日から施行することとします。

【理由】

条例(案)の趣旨、目的にも記載のあるとおり、既に具体的な

問題が惹起されているが故に本条例を制定するのでありますか

ら、公布後直ちに施行すべきだと思います。

周知期間は猶予期間と同じであり、駆け込みを促すことと同

じとなり、条例制定の趣旨に反するのではないでしょうか。

（その他） ■維持管理に関する規定を掲載すべきです。

■事業終了時の撤収に関する規定を掲載すべきです。

【理由】

太陽光発電事業は数十年単位で継続して行われることから、
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維持管理、終了時撤去に係る項目についても条例に記載すべき

だと思います。

＜別表１＞ 規則で定める「抑制区域」について

⑴豊かな自然環境が保たれ、地域における貴重な資

源として認められるものであること。

ア 鳥獣保護区域

イ 農業振興地域の整備に関する法律（農業振興地

域内農用地区域）

⑵土砂災害その他自然災害が発生するおそれがある

こと。

ア 砂防指定地

イ 急傾斜地崩壊危険区域

ウ 地すべり防止区域

エ 土砂災害（特別）警戒区域

オ 河川区域

カ 保安林

⑶本市を象徴する魅力的な景観として良好な状態が

保たれること。

ア 自然公園法 国立公園（特別地域、普通地域）
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イ 文化財保護法（有形文化財、史跡名勝天然記念

物、埋蔵文化財包蔵地）

ウ 森林法（地域森林計画対象民有林）

エ 伊東市景観計画区域

⑷その他太陽光発電設備設置事業により、周辺地域 ■「伊東市水道水源保護条例」とありますが、この条例中のど

に影響を及ぼすおそれがあること。 ういう区域かを明示すべきです。

ア 伊東市水道水源保護条例

イ 都市計画法 用途地域 【理由】

条例名をあげても何をいっているのかわかりません。

※ 市域全域が「抑制区域」に該当します。

＜別表２＞ 規則で別に定めるもの ■１キロメートルの計測は、どの地図上で(あるいは実測で)事

・ 既設の太陽光発電設備設置事業の事業区域から 業区域のどの地点間のことをいうのか明示すべきです。

１キロメートル以上の間隔を有するもの

【理由】

数メートルのことで適用されるか否かが決まる場合もありま

すので、市民、事業者の双方にとって死活問題となる場面も想

定できます。判断は一義的に決まるようにしておくべきです。


