
１．意見募集期間 令和４年10月18日（火）～令和４年11月16日（水）

２．募集方法 メール、郵便、ファクシミリ又は窓口へ持参

３．意見数 32件（意見者数９人）
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再エネ発電設備による人の生命・身体や財産への侵害、又は環境や景
観保全上の支障がある場合は、そもそも建設すべきではありません。
市として許可しないでください。そもそも、住民の反発が起こるよう
な場所での開発はすべきではありません。住民の反発がある地域での
建設を許可しないようお願いしたいです。

本条例では、市域を、人の生命、身体及び財産に重大な影響を及ぼす
おそれがあることから、原則、再生可能エネルギー発電設備を設置で
きない「禁止区域」、自然環境、景観、生活環境等の保全の観点か
ら、市長の許可を必要とする「抑制区域」、これら以外の区域で市長
への届出を必要とする「その他の区域」に区分するとともに、事業者
の責務として、関係法令を遵守し、近隣住民等と良好な関係を保つよ
う努めることや、災害の発生の防止及び豊かな自然環境、景観、生活
環境等の保全のために必要な措置を講ずることを規定することで、本
市における再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理を図っ
ていくこととしております。

金沢市における再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例（仮称）骨子（案）についての
パブリックコメントでのご意見の概要と金沢市の考え方

ご意見の概要 金沢市の考え方

①骨子案全体について

金沢市は「ゼロカーボンシティー」を宣言しているのに、この目標達
成において、本条例によって再生可能エネルギー発電設備の導入が大
幅に遅れるようにならない条例にして頂きたい。

本条例の目的については、再生可能エネルギー発電設備の適正な設置
及び管理について、市民の安全で安心な生活環境を確保し、かつ、自
然環境、景観、生活環境等と調和した再生可能エネルギーの利用を推
進することとしております。

再エネの地産地消でトップを走る浜松市は4年前に「適正な再生可能エ
ネルギーの導入等の促進に関する条例」というのを作っています。今
回の金沢市の条例が、「適正な設置および管理」という規制のみに焦
点を当てているのに対し、「適正な導入の促進」のための施策です。
導入促進の視点も欲しいなあと思いました。
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条例骨子案第3項目の(例)としている太陽光発電の住宅屋根、屋上設置
設備や発電出力20KW未満は対象外というのは単なる例か、限定された
ならその理由は何か明示されたい。

個人や事業者の建築物の屋根等に設置される発電設備や一定規模以下
の発電出力の設備については、関係法令や他自治体の規定等を踏ま
え、環境や景観等への影響が少ないものと考えられること等から、本
条例の適用対象外としております。

②目的・基本理念について

「条例制定の背景」に「住民の生命、身体、財産に重大な影響を及ぼ
す恐れを取り除き、災害の発生防止する」ことを明記するべきであ
る。

災害の発生の防止及び豊かな自然環境、景観、生活環境等の保全への
十分な配慮については、本条例の基本理念の一つとして規定すること
としております。

条例骨子案には目的として、2050年に向け温室効果ガス排出量ゼロの
目標とあるが、これを単に目標と謳うには希薄さがある。再生可能エ
ネルギーに切り替える大きな目的として、温室効果ガス排出の抑制、
地球温暖化対策の更なる推進が前提であるので、それをきちんと目的
として記述するべき。

本条例では、基本理念として、再生可能エネルギー発電設備の適正な
設置及び管理については、再生可能エネルギー源を利用することが、
温室効果ガスの排出量の削減を促進するともに、エネルギーの供給に
係る環境への負荷の低減を図る上で重要となっているとの認識の下、
安定的かつ効率的に再生可能エネルギー電気を発電するように行われ
なければならない旨を規定することとしております。

③対象となる再生可能エネルギー発電設備について

地球温暖化ガス削減のための再生可能エネルギーとして太陽光、風
力、水力、地熱、バイオマス等を用いた発電があるが、全般的な規定
を定めようとなると設備内容が広範囲であるため規定する法律、基準
も多岐にわたる。そのため包括的かつ概略的な規定にならざるを得な
い。金沢市が制定を目指すなら可能性が多い御所町で起きたような地
すべりが予想される土地に計画された太陽光発電設備規制に限定して
条例を制定すべきと考えます。

本市においては、既に、風力、水力、バイオマスをエネルギー源とす
る再生可能エネルギー発電設備が存在することから、将来の設置可能
性も考慮し、かつ、市民の安全で安心な生活環境の確保、自然環境、
景観、生活環境等との調和、再生可能エネルギー発電設備の維持管理
などが適切に行われるよう、太陽光以外のエネルギー源による発電設
備についても本条例の対象としております。
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まず、設置に関する条例ができるのは大切な事だと思います。
3.の、「規則で定める再生可能エネルギー発電設備については対象
外」とありますが、どのような規則でしょうか。例は書かれています
が、具体的にはよくわからないです。小水力発電などは、”水力発
電”にはいるのでしょうか？

規則は条例で規定する事項の詳細について定めるものです。なお、水
力発電については、発電出力が100キロワット以下の設備を対象外とし
ます。

対象となる再生可能エネルギー発電設備を「太陽光発電」、「風力発
電」、「水力発電」、「地熱発電」、「バイオマス発電」の５種類に
限定し、制限を掛けている条例の制定を目指しているように思える。
他の種類の再生可能エネルギー発電もある。この５種類それぞれの特
色を生かして、金沢市では積極的に導入を促進すべきである。

本条例の目的については、再生可能エネルギー発電設備の適正な設置
及び管理について、市民の安全で安心な生活環境を確保し、かつ、自
然環境、景観、生活環境等と調和した再生可能エネルギーの利用を推
進することとしております。

金沢市の御所町で計画された太陽光発電所への対応が問題となってい
るため、先ずは「太陽光発電所」に限定した条例で良いと考える。金
沢市内における再生可能エネルギーのポテンシャルを考えると、業者
が事業化を目指して直ぐに導入を検討できるのは、太陽光発電である
からです。金沢市は、どの方向（促進なのか、抑制なのか）を目指し
ているのか、市民にもっと広報すべきである。

本市においては、既に、風力、水力、バイオマスをエネルギー源とす
る再生可能エネルギー発電設備が存在することから、将来の設置可能
性も考慮し、かつ、市民の安全で安心な生活環境の確保、自然環境、
景観、生活環境等との調和、再生可能エネルギー発電設備の維持管理
などが適切に行われるよう、太陽光以外のエネルギー源による発電設
備についても本条例の対象としております。また、制定後は本条例や
関連施策について理解や協力が得られるよう、積極的な広報周知に努
めていきたいと考えております。
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④発電設備設置区域の区分化について

条例案の抑制区域は「自然環境、景観、生活環境及び歴史的・文化的
価値の保全の観点から、市長の許可を必要とする区域」と記載するの
みで、市長の許可を必要とする区域について規定する規則の例とし
て、景観形成区域（景観法）住居系地域や商業系地域（都市計画法）
を挙げるのみで、「住民の生命、身体、財産に重大な影響を及ぼす恐
れを取り除き、災害の発生を防止すること」を目的とした設置の抑制
措置が取られるとはまったく読み取れない。（禁止区域）あるいは
（抑制区域）に「住宅地に対する急傾斜地ならびに軟弱地盤の地域」
を明記する必要がある。

私は再生可能エネルギーの必要性は重々承知しており、本条例が適正
な再生可能エネルギーの普及促進に主眼があるのは理解できるが、
「住民の生命、身体、財産を守る」という観点からするとどうか。私
たちの地域は地滑り防止区域や急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒
区域でも、また景観形成区域でもなく、さらに生活環境・歴史的文化
的保全区域でもないが、軟弱な地質の急傾斜地直下に住宅が建ち並ん
でおり、条例ではこうした地域も、禁止区域に準じた制限が必要であ
る。

「禁止区域」は法的に指定された場所・区域が該当し、設置できない
ことが明確となっています。一方で「禁止区域」ではないが住民の生
命、身体、財産に大きな影響を及ぼす恐れがあるケース（例えば御所
町二丁目地内の2号当初計画）があると思います。この場合「抑制区
域」として扱うことになるかと思いますが、事業者に対しては高い
ハードル（詳細な地質調査や斜面安定の解析など具体的な行為）を課
す必要があると思います。住民の安全・安心を担保するための技術的
基準は必要であり、規則やガイドライン等に定めるようお願いしま
す。

本条例では、再生可能エネルギー発電設備の設置場所が抑制区域であ
る場合、市長は、本条例や規則で規定する基準に該当する場合でなけ
れば、設置許可をしてはならないこととしており、自然環境、景観、
生活環境等について十分に配慮しながら、再生可能エネルギー発電設
備の適正な設置及び管理を図ってまいります。
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市の最大の責務は住民の生命、身体、財産を守ること。このことを明
記しなければならない。市の責務は、「住民の生命、身体、財産を守
ること、ならびに再生可能エネルギー発電設備の適正設置等に関する
基本的かつ総合的な施策の策定及び実施」でなければならない。

地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域に
おける行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものである
ことから、本条例の基本理念にのっとり、再生可能エネルギー発電設
備の適正な設置及び管理に関する施策に市民等の意見を十分に反映さ
せるよう努めるとともに、施策の実施に当たっては、市民等の理解と
協力を得るよう努めたいと考えております。

市の責務に「住民の生命、身体、財産を守ること」を明記せず、設置
の「禁止区域」、「抑制区域」に「住宅地に対する急傾斜地ならびに
軟弱地盤の地域」を明記もせず、「市が実施する本条例に関する施策
への協力」を定めるのは言語道断。市民の協力は市民の自発性に依存
するものであり、市が市民に強要するべきものでない。また、地球温
暖化仮説についても有力な懐疑論が存在し、温室効果ガスによる環境
破壊が唯一絶対の真実であると確認されているわけではない。「温室
効果ガスについての理解」ならびに「市が実施する本条例に関する施
策への協力」を市民の責務とすることは、日本国憲法第１９条が定め
る「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」に反し、憲
法違反である。市民の責務は削除する必要がある。

貴重なご意見として承ります。

骨子案第４項目の禁止区域、抑制区域区分に関して太陽光発電に対す
る適用法令が例示されたものでありほぼカバーをしているが、農地
法、環境影響評価法等も加えるべきである。

貴重なご意見として承ります。

再生可能エネルギー、それぞれの設置可能地域を表した地図を作って
ください。ひとつひとつ条件はことなるため、別々の作成が必要だと
思います。

区域を分かりやすく周知することも重要であると考えておりますの
で、ご意見の趣旨を踏まえ検討してまいります。

⑤各主体の責務について
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＜５．各主体の責務＞という項目に、「市民」が入っていることに違
和感を覚えます。
「温室効果ガスについての理解や排出量の削減、市が実施する本条例
に関する施策への協力」が市民の「責務」であるという書き方です
が、市民は「協力を求められる」ものであり、協力を得られるように
するのが市と事業者の「責務」なんじゃないですか？ 前項の計画説明
や協議のプロセスも重要ですが、それだけでなく、再エネ拡大の重要
性を市民に訴え、啓蒙する場を積極的につくっていくとか、再エネ導
入が地元住民にもメリットになることを示していくとか、やるべきこ
とは多いと思います。

これまでも本市における温暖化対策や再生可能エネルギーの利用推進
等については、広報周知に努めてまいりましたが、本条例の制定を機
に、これまで以上に行政、事業者、市民等が連携して温室効果ガス排
出削減等に向けた取り組みを推進していくよう、関連施策のさらなる
実施、周知等に努めてまいります。

⑥再エネ設備の適正設置等のための基本となる事項について

建設した後の維持管理や廃棄後の原状復帰などは売却先に任せて後は
野となれ山となれ、儲けを確保したらその後の責任は放棄する、この
ような悪質な事業者にはそれ相応のペナルティを課すとともに、建設
主体から除外することも明記してほしい。

本条例の手続きを遵守していない事業者に対しては、勧告や措置命令
を行うとともに、市及び関係機関等が連携して適切に対応していきた
いと考えております。

本市の市街化調整区域や都市計画区域外には自然環境豊かな中山間地
が存在します。
この場合「その他の区域」として扱うことになるかと思いますが、安
易な開発が地域の貴重な自然環境の破壊につながらないか心配です。
一定規模以上の開発については、事業者に対して環境アセスメントを
義務化するなど自然環境保護のための規制を課すことができれば良い
と考えます。また、発電設備を廃止する場合には、事業者に対して森
林に戻す等の条件を付せられないでしょうか。

自然環境との調和や発電設備廃止後の措置については、重要な課題で
あると認識しており、ご意見の趣旨を踏まえ検討していきます。

再エネ特措法に係るFIT認定について、これまでの開発計画に関する国
の技術的審査は不十分であると感じます。特に、事業者のレベルや誠
意、信頼感は千差万別であり、条例に規定されている事業計画に対し
て市の指導、協議は非常に重要な業務になると考えます。
引き続き、国・県および市関係部署が連携を密にして取り組んでいた
だきたいと思います。

条例制定後には、本条例に基づき、引き続き、国・県・市及び関係機
関と連携協力して再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理
に取り組んでまいります。
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適切な維持管理が設備の長寿命を担保し、周辺への悪影響の未然防止
につながることから、事業者に求める維持管理報告だけではなく、市
が直接現地を確認することも必要であると思います。

事業者が再生可能エネルギー発電設備を適切に維持管理し、安定的か
つ効率的に再生可能エネルギー電気を発電していくよう、必要に応
じ、現地確認や指導、助言等の行政指導を行っていきたいと考えてお
ります。

第6項目の⑦ので事業廃止時に市長へ届出となっているが、太陽光パネ
ル等の廃棄処理の規定を明記すべきであり、事業開始時に廃棄の場合
に備えて合法的に処分する条項担保する規定を盛り込む必要がある。

太陽光パネル等の廃棄処理については、重要な課題であると認識して
おり、ご意見の趣旨を踏まえ検討してまいります。

6. に、再エネを設置していく時に、「近隣関係者向け説明会を開催」
とありますが、近隣関係者とはどの範囲となるのでしょうか。町会役
員など、一部の方だけでOKとなるようなことはないようにしてほしい
です。住民説明会を、複数回行うと決めてほしいです。また、説明会
の中で反対の声があがった時、計画の撤退もきちんと選択してもらえ
るような基準（住民の何割以上の賛同が得られなければ撤退する等）
が欲しいです。

近隣関係者は、事業区域が含まれる町会区域内の居住者及び事業者、
発電事業により影響を受けると市長が認める者などとしており、再生
可能エネルギー発電設備の設置について適切な周知が図られるよう、
いただいたご意見も参考に検討してまいります。

再生可能エネルギー発電設備の適正設置等のための基本事項として、
当該事業計画に関する近隣関係者である市民と協議するにあたり、必
ず事前に市民に公開し、事後承諾のような説明、また説明会を開くこ
とはしない、という文言を加える。

本条例では、事業者は、再生可能エネルギー発電設備の設置に関する
許可申請又は届出を市に行う前に、市との事前協議や事業計画の概要
を示す標識の設置、さらには近隣関係者向け説明会の開催等を行わな
ければならない旨規定することとしております。

区域指定を見ると、基本的に１）災害防止と２）住民との摩擦回避が
規制の目的であるように思われます。認可手続きを見ると、２）につ
いては、業者に対し、市長との協議に並行する形で、住民の納得が得
られるように事業計画の説明を徹底し、必要なら協議の場を持つこと
を義務付けている（認可申請の前提としている）と読み取れますが、
これは住民の合意が得られなければ認可しないという解釈でよいので
すか？そうだとすると、住民の意見はどのような形で集約されるので
しょうか。誰かが住民の意見を集約するのですか？金沢市は、この説
明や協議に介在するのですか？

本条例では、事業者は、再生可能エネルギー発電設備の設置に関する
許可申請又は届出を市に行う前に、市との事前協議や事業計画の概要
を示す標識の設置、さらには近隣関係者向け説明会の開催等を行わな
ければならない旨規定するとともに、意見を申し出た近隣関係者と協
議を行うものとしております。事業者と近隣関係者との協議について
は、自主的に合意に至ることを基本とし、繰り返し協議を行ったにも
かかわらず、合意に至らない場合、事業者や近隣関係者の要請に基づ
き、必要に応じて、市が協議の調整を行うものとしております。
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パブコメをまとめて整理していただいた上で、事前に公開し、数か所
で住民説明会を開催したうえでその意見も含めて検討し条例案として
市議会に上程すべきである。

本条例の制定に当たっては、関係者への説明や環境審議会等でのご意
見も参考にしております。パブリックコメントのご意見に対する本市
の考え方については、今回の内容でご確認願います。

⑦その他

全国の市町村レベルで太陽光発電設備設置のみを規制する単独条例
は、既に200以上あり出力、開発面積、地盤急傾斜地、地質条件を規定
する所もある。
土砂流出や濁水の発生、景観への影響、動植物の生息・生育環境の悪
化などの問題を考え太陽光発電設備等の適正な設置と自然環境との調
和を図ることが必要と考える。金沢市としては、すでに施行されてい
る自治体の事例を参考に制定案を決めるべきである。

本条例は、すでに施行されている他自治体の条例等を参考にするとと
もに、本市の状況も踏まえ策定しております。

バイオマス発電という言葉が書かれていますが、今、原料のペレット
を海外から輸入している例などがあり、まったくカーボンニュートラ
ルではないと指摘がされています。市内または県内で原料を調達した
上でのバイオマス発電とすると、規定してほしいです。

貴重なご意見として参考にさせていただきます。

各地方自治体において県単位ですでに再生可能エネルギーに関する条
例を策定している所も多々あるが、石川県においては再生可能エネル
ギー推進計画のみで、今後県との連携なくしては、地球温暖化対策の
促進には結びつかないので、市民、事業者、支援団体、大学、研究機
関、市町村、国との連携、協働していくとの文言をしっかり条例に盛
り込んでもらいたい。

再生可能エネルギーの活用など地球温暖化対策の取り組みの推進につ
いては、県市などの行政、事業者、市民等との協働が不可欠であるこ
とから、本条例の制定を機に、これまで以上に連携協力を強めていき
たいと考えております。

再エネ発電事業において、エネルギーの供給の契約の可能性として、
該当するエネルギーに占める割合が高いエネルギーを利用するという
事をとりいれる。

貴重なご意見として承ります。もう一歩踏み込むなら、再生可能エネルギー事業の受け入れによる地
元還元の仕組みを目に見える形で示せるといいですね。たとえば発電
の一部を近隣住民に割安で提供するとか、地元の公共施設への無償供
給とか。エネルギーの地産地消のメリットをデモンストレーションで
きるといいなあと思います。


