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 政策などの名称 可児市太陽光発電事業と地域との調和に関する条例（案）

可児市パブリックコメント（意見募集）の結果公表

　 意見募集結果及び寄せられた意見に対する市の考え方について、次のとおり公表します。

意見募集の集計結果

 今後の参考とするもの

 意見募集期間 令和2年9月12日 ～ 令和2年10月1日

 意見の件数（提出者数） 人

その他  意見として伺ったもの

意見などの概要とそれに対する市の考え方

意見などの概要
意見の
取扱い
の分類

意見などに対する市の考え方

 意見の取扱い
 （対応内容の分類）

分類 分類内容 件数

修正  案を修正するもの

既記載  既に案に盛り込んでいるもの

参考

2

3

4

第１条　目的

① 太陽光発電は、可児市再生可能エネル
ギー戦略において重要な位置を占めているた
め、「この条例は」の次に、「可児市再生可能
エネルギー戦略のもと」を挿入すべきである。

② 第一種低層住居専用地域に大規模な太陽
光発電設備の設置を許容していることは、都
市計画との整合性がない。太陽光発電設備が
工作物とされ、建築基準法の規制対象になら
ないことは、都市計画の縛りから自由になるこ
とを意味しない。それを踏まえて、｢地域と調和
した太陽光発電事業が行われ｣の前に、「市の
都市計画との整合性を確保しつつ」と挿入す
べきである。

③ 太陽光発電設備は、可児市内に限らず隣
接市町にも影響を及ぼすため、この条例がカ
バーする範囲を可児市民に限定するべきでは
ない。「市民」を｢市及び隣接市町の周辺関係
者｣と改めるべきである。

①その他

②その他

③その他

①「可児市再生可能エネルギー戦略」は、地域の特性に
応じたエネルギー利用、民間活力を主体とした産学官連
携の進展、再生可能エネルギー事業を核とした地域活性
化の展開など、市の方向性を示したものです。
  一方、本条例案は、事業者が太陽光発電事業を実施す
る際の手続き、市の指導・助言権限などを定めたもので、
目的が異なるため、原案どおりとします。

②太陽光発電設備は建築物に該当しないため、建築物の
種類などを規制する都市計画法を根拠とした立地規制は
できません。よって、「都市計画との整合性」は確保できる
ものではないと考えるため、原案どおりとします。

③条例は市の区域内でのルールであり、「隣接市町の周
辺関係者」を規定することは適切でないと考えます。隣接
市町の住民であっても周辺関係者に該当する場合は、周
辺関係者に含めて運用する予定であり、原案どおりとしま
す。

1
条例名称

　条例の名称を「可児市太陽光発電設備の適
正な設置・運営・廃棄による暮らしと自然環境
の保全に関する条例」とし、条例の内容を正確
に分かりやすくした名称にすべきである。

その他 　原案の名称で条例内容を的確かつ簡潔に表現できてい
ると考えます。

5
第１条　目的

  第1条にある「実施」の内容を「…実施（設置・
運営・廃棄）に関して…」と明記すべきである。

その他 　「実施」の中に設置・運営・廃棄を含めており、それぞれ
の項目は各条文で規定しているため、原案どおりとしま
す。
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意見などに対する市の考え方

　第4条において「…周辺関係者と良好な関係
を保つよう努めなければならない。」とあるが、
これは「努力義務」なのか。国のガイドラインに
よれば、「努力義務として記載されているもの
についても、それを怠っていると認められる場
合には、再エネ特措法第12条（指導・助言）等
の対象となる可能性がある。」とされているた
め、もう一歩踏み込むべきであり、「保たなけれ
ばならない。」とすべきである。

その他 　努力義務であっても国の指導・助言の対象となりうるた
め、原案どおりとします。

12
第５条　市民の責務

　隣接市町の住民等についても、この条例が
カバーする範囲に入る場合は、市民同様の責
務を負うべきであり、「市民」とあるのを、｢市民
(隣接市町の周辺関係者を含む)」と改めるべき
ある。

その他 　条例は市の区域内でのルールであり、「隣接市町の周辺
関係者を含む」を規定することは適切でないと考えます。
隣接市町の住民であっても周辺関係者に該当する場合
は、周辺関係者に含めて運用する予定であり、原案どおり
とします。

11
第４条　事業者の責務

9

10

第４条　事業者の責務

① 資源エネルギー庁が作成している事業計
画策定ガイドラインは網羅的に事業者の責務
を定めているため、法令や条例に詳細に規定
されていない事項について事業者を指導する
根拠となり得るものであり、「関係法令及び」に
続けて｢資源エネルギー庁作成の事業計画策
定ガイドライン（太陽光発電）並びに」を加える
べきである。

② 可児市再生可能エネルギー戦略は、太陽
光発電設備を災害時の非常用電源として市民
に開放するなど、新たな雇用創出や地域課題
の解決に貢献できることを謳っているため、第
2項として、｢事業者は、平成26年3月策定の可
児市再生エネルギー戦略の趣旨を尊重し、太
陽光発電設備を災害時の非常用電源として市
民に開放するなど新たな雇用創出や地域課
題の解決にも積極的に関与するよう努めるも
のとする。｣を加える。

①その他

②その他

①ガイドラインは、あくまでも指針であり、法的拘束力のあ
る関係法令や条例と同列に扱うべきものではありません。
よって、原案どおりとし、規則においてガイドラインを遵守
することを規定する予定です。

②「可児市再生可能エネルギー戦略」は、地域の特性に
応じたエネルギー利用、民間活力を主体とした産学官連
携の進展、再生可能エネルギー事業を核とした地域活性
化の展開などの市の方向性を示したものです。
  一方、本条例案は、事業者が太陽光発電事業を実施す
る際の手続き、市の指導・助言権限などを定めたもので、
目的が異なるため、原案どおりとします。

8
第２条　定義

  第2条第4号の「実施」も「…実施（設計・施
工、保守・点検及び維持・管理並びに廃棄処
分）に関して…」と明記すべきである。

その他 　「実施」の中に設計・施工、保守・点検及び維持・管理並
びに廃棄処分を含めており、それぞれの項目は各条文で
規定しているため、原案どおりとします。

6

7

第２条　定義

①本条例案の対象は、設置だけでなく、その
後の管理運営と事業廃止から施設廃棄処分ま
でを含むため、第 2号の文末に（設置後の管
理運営・事業廃止・施設廃棄処分を含む）を加
えるべきである。

②太陽光発電設備は、可児市内に限らず隣
接市町にも影響を及ぼすため、この条例がカ
バーする範囲を可児市民に限定するべきでは
ない。第 5号の「周辺関係者」に｢隣接土地が
隣接市町に所在する場合、その周辺関係者を
含む｣と加えるべきである。

①その他

②その他

①第2号で定義している「事業」の中に設置・管理運営・事
業廃止・施設廃棄処分を含めており、それぞれの項目は
各条文で規定しているため、原案どおりとします。なお、
「事業廃止・施設廃棄処分」について、廃止の定義が不明
確であったため、事業の終了に係る手続きをより明確にす
るよう、第20条を修正します。

②条例は市の区域内でのルールであり、「隣接土地が隣
接市町に所在する場合、その周辺関係者を含む」を規定
することは適切でないと考えます。隣接市町の土地所有者
などであっても周辺関係者に該当する場合は、周辺関係
者に含めて運用する予定であり、原案どおりとします。
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19
第８条　技術基準

　パブリックコメントで示された条例案では規則
で規定される技術基準の詳細が分からないた
め、「施行規則」の内容についても条例案と
セットで提示すべきではないか。

参考 　ご意見として賜ります。

17

18

第７条　抑制区域の指定

① 第一種低層住居専用地域等の都市計画
区域に大規模太陽光発電設備を設置すること
は、都市計画法上違法であるから、抑制区域
に指定する合理性と必要性があるため、第3号
として、｢都市計画区域｣を加え、第3号を第4号
に繰り下げるべきである。

②抑制に従わない場合には、詳細かつ合理
的な説明を求めることにより抑制の実を挙げる
よう図るべきであり、 抑制に従わない事業者に
説明義務を課するなどの手続規定を加えるべ
きである。

①その他

②その他

①太陽光発電設備は建築物に該当しないことから、建築
物の種類などを規制する都市計画法を根拠とした立地規
制をすることはできません。市民の住環境などに対する懸
念は、協議によって調整を図るため、原案どおりとします。

②事業区域に抑制区域が含まれる場合は、第９条（申請
前協議）に基づく申請書類において事業者にその理由を
記載してもらい、協議において事業区域から抑制区域を除
外することを求めていきます。よって、原案どおりとします。

14

15

16

第７条　抑制区域の指定

  太陽光発電施設が建築物でなく電気工作物
で立地規制ができないにしても、事業者の無
秩序な開発を抑止するため、最低限第1種低
層住居専用地域を抑制区域とすべきである。
また、環境省による「生物多様性の観点から重
要度の高い湿地」に選ばれた市内の湧水湿地
群を保全するため、　その地域を規則で抑制
区域にすべきである。そのため、可児市の条
例案について、次のように修正及び加筆方鋭
意検討願います。
①第7条（抑制区域の指定）市長は、・・・事業
者に対し抑制区域を事業区域に含めないよう
求めることができる。→求めるものとする。（修
正）

②第1項第1号「良好な住環境を保護する必要
のある第一種低層住居専用地域」を加える。
（加筆）

③第3号自然環境の区域  規則で定めるときに
希少湿地を加える。（加筆）

①修正

②その他

③その他

①事業者に対して、抑制区域を事業区域に含めないよう
求めていく市の姿勢をより明確にするため、「求めるものと
する」に条文を修正します。

②太陽光発電設備は建築物に該当しないことから、建築
物の種類などを規制する都市計画法を根拠とした立地規
制をすることはできません。市民の住環境などに対する懸
念は、協議によって調整を図るため、原案どおりとします。

③提案された市内の湧水湿地群などの希少湿地を含め、
抑制区域を追加する場合は、予め範囲を定めるとともに、
所有者などの同意を得て、告示する手続きを規則で定め
る予定です。

13
第７条　抑制区域の指定

　第一種低層住居専用地域などは抑制区域と
して欲しい。住居専用地域は良好な住環境を
守ることを目的として定められた地域であるた
め太陽光発電事業を行う場所では無いとの認
識である。
  禁止できないことは承知しているが、せめて
自宅周辺が太陽光パネルだらけになって欲し
くないとの思いからお願いする所存である。

その他 　太陽光発電設備は建築物に該当しないことから、建築物
の種類などを規制する都市計画法を根拠とした立地規制
をすることはできません。市民の住環境などに対する懸念
は、協議によって調整を図るため、原案どおりとします。
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24

25

26

第11条　環境影響調査

①第11条第1項第１号「…事業区域面積１ｈａ
以上に環境影響調査の実施」とあるが、調査
期間は1年間か。調査はどのような内容で、学
識者、専門家の知見などが反映されるか。ま
た、施設が稼働後の環境影響調査も定期的に
行うべきである。

②環境影響評価の内容、基準などを定めた
「環境影響評価条例」を新設、もしくは現在の
環境基本条例にその内容を規定することを提
案する。

③同条（２）「周辺への影響が大きいと市長が
認めるとき…。」とあるが、具体的に、希少な動
植物の生育・生息が認められるところ、景観、
住民の生活環境との関係と明記すべきであ
る。

①その他

②参考

③その他

①調査の内容については、１年間を通じた調査ではなく、
文献などで生育が確認できているものについて調査対象と
します。調査により新たな希少動植物が確認された場合、
それを含めて報告させ、事業区域の見直しや移植などの
対策を求めていきます。その際、必要に応じて学識者など
の助言をいただくよう考えています。事後調査は、市が必
要であると判断した場合、協定に盛り込むことを予定してい
ます。

②提案していただいたご意見は、今後の参考とさせていた
だきます。

③具体例としては、希少動植物生育地域や景観・住民の
生活環境へ重大な影響があるところが想定されますが、柔
軟に対応できるようにするため、原案どおりとします。

23 第11条　環境影響調査

　事前の調査だけでは、不十分の場合があり
得るため、第3項として、「事業者は、前項の報
告後も、事業の廃止・施設の廃棄までの間に、
市長が必要と認めた場合、環境影響調査を行
わなければならない」と加えるべきである。

その他 　希少植物が開発前の調査で確認された場合、保全を求
めていきますが、やむを得ず保全されず記録のみ報告さ
せることも考えられます。事後調査は、市が必要であると判
断した場合には、協定に盛り込むことを予定しているため、
原案どおりとします。

22
第10条　周辺関係者への周知

　第3項「事業者としての意見を市長に報告し
なければならない。」とありますが、事業者の意
見のみで周辺関係者の意見をどう扱うかが不
明瞭である。
　周辺関係者の意見をどのように吸い出し、反
映させるか明瞭にする必要があると思われる。

その他 　事業者は、周辺関係者への説明会などで出された意見
を集約し、第12条に規定する設置協議の際に、市へ報告
することを規則に規定する予定です。市は、それにより周
辺関係者の意見を把握し、事業者との協議の参考にしま
す。

20

21

第10条　周辺関係者への周知

①事業者には、設備設置だけでなく、設置後
の管理運営・事業廃止・施設廃棄処分を含め
て周知すべきである。そのため、第 1項に、｢太
陽光発電事業｣とある部分について、定義に
「設置後の管理運営・事業廃止・施設廃棄処
分を含む」を加える場合は、別とする。定義に
おいて明示しない場合は、「設置後の管理運
営・事業廃止・施設廃棄処分を含む」を加える
べきである。

②周辺関係者が求める場合には、事業者は、
周辺関係者と協議の上、太陽光発電事業に
関し、関係住民協定を締結させるのが双方に
とって有益であり、かつ、住民自治に沿う。そ
のため、第 3項に、｢周辺関係者が求める場
合、事業者(最初に売電事業を開始する事業
者を含む)は、周辺関係者と協議の上、太陽光
発電事業に関し、協定(以下｢関係住民協定｣
という)を締結するものとする｣を加え、第3項を
第4項に繰り下げるべきである。

①その他

②その他

①第12条第１項の規定による協議を「設備設置」協議とし
ており、この協議において設置・管理運営・事業廃止・施設
廃棄処を含めており、それぞれの項目は各条文で規定し
ているため、原案どおりとします。なお、「事業廃止・施設廃
棄処分」について、廃止の定義が不明確であったため、事
業の終了に係る手続きをより明確にするよう、第20条を修
正します。

②周辺関係者が事業者との協定の締結を望む場合は、市
との協議により事業者の理解が得られれば、市との協定に
盛り込むことを予定しています。よって、原案どおりとしま
す。
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31
第14条　着工

　周辺関係者が事業者との協定の締結を望む
場合は締結しなければならないし、締結前に
工事の着工をしてはならない旨の記載があっ
ても良いかと思う。

その他 　周辺関係者が事業者との協定の締結を望む場合は、市
との協議により事業者の理解を得て、市との協定に周辺関
係者との協定締結を盛り込むことを予定しています。よっ
て、原案どおりとします。
　また、周辺関係者との協定締結を着工の前提条件とする
ことで、周辺関係者が被告として訴えられる可能性が高ま
ります。市は、そうした事態を好ましくないと考えます。

30
第13条　協定の締結

　第13条について、事業者は、地域住民・地
域コミュニティ団体とも協定を締結するよう規定
すべきである。
　持続的なまちづくりを展開していくとき、事業
者とのやり取りを通じて地域住民が協定書づく
りを行っていく中で、「愛着とこだわり」を育んで
いく。地域住民・地域コミュニティ団体が事業
者と協定を締結することは、太陽光発電はじめ
再生可能エネルギーを通して、自治体と住民
が協働して「地域自治力」を育んでいくと考え
る。市は、地域住民・地域コミュニティ団体など
が戸惑うことが無いよう、協定書のひな形を
作っておくべきである。

その他 　全ての地域住民・地域コミュニティ団体が、事業者との協
定を望むとは限らないため、条例に規定することは考えて
いません。
　地域住民・地域コミュニティ団体が事業者との協定の締
結を望む場合は、市との協議により事業者の理解を得て、
市との協定に地域住民・地域コミュニティ団体との協定締
結を盛り込むことを予定しています。よって、原案どおりとし
ます。
 　なお、協定書についての相談は、随時対応させていた
だくことを予定しています。

29
第13条　協定の締結

　国は、「地域との共生」に重きをおいている
が、考え方として、「長期間にわたり地域の中
に設置する太陽光パネル」である。市長と事業
者との協定書は言うまでもないが、日々太陽光
パネルと隣り合わせの地域住民が諒解できる
よう地域とも協定書の締結が必要である。（地
域によっては、協定書作成が困難な場合もあ
りうる。ひな形（様式）を作っておくなど対処を
お願いしたい。）

その他 　全ての地域住民が、事業者との協定を望むとは限らない
ため、条例に規定することは考えていません。
　地域住民が事業者との協定の締結を望む場合は、市と
の協議により事業者の理解を得て、市との協定に地域住
民との協定締結を盛り込むことを予定しています。よって、
原案どおりとします。
 　なお、協定書についての相談は、随時対応させていた
だくことを予定しています。

28
第13条　協定の締結

　周辺関係者が事業者との協定の締結を望む
場合は締結しなければならないし、締結前に
工事の着工をしてはならない旨の記載があっ
ても良いかと思う。

その他 　周辺関係者が事業者との協定の締結を望む場合は、市
との協議により事業者の理解を得て、市との協定に周辺関
係者との協定締結を盛り込むことを予定しています。よっ
て、原案どおりとします。
　また、周辺関係者との協定締結を着工の前提条件とする
ことで、周辺関係者が被告として訴えられる可能性が高ま
ります。市は、そうした事態を好ましくないと考えます。

27
第12条　設備設置協議

　市長は、事業者の設備設置だけでなく、設
置後の売電事業の全体計画を審査すべきで
あるため、第1項に、｢設置に関する計画｣とあ
る部分を、｢設置(管理運営・事業廃止・施設廃
棄処分を含む)｣と改めるべきである。

その他 　設備設置協議では、設置だけでなく維持管理や事業の
終了などに関する協議も行い、それらに関する計画書も事
業者に提出を求めることを規則において定める予定である
ため、原案どおりとします。
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35

36

第20条　廃止

① 売電事業の廃止だけでなく、施設の廃棄処
分について明示するべきであるため、見出し
に廃止とあるのを、｢事業廃止・施設廃棄｣とす
るか、｢廃止など｣とする。

②廃止方法によっては、周辺住民の生活環境
に影響を及ぼす場合があるため、廃棄物処理
法を遵守すれば事足りるわけではない。その
ため、第4項として、｢事業者は、事業廃止後の
施設について、関係法令に従い、社会的相当
な方法で周辺関係者との協調のもとに太陽光
発電施設を廃棄処分しなければならない。｣と
加える。

①修正

②その他

①廃止の定義が不明確であったため、事業の終了に係る
手続きをより明確にするよう、第20条については、次のとお
り修正します。

　（事業の終了等）
第20条　事業者は太陽光発電事業を終了しようとするとき
　は、終了する30日前までに、その旨を市長に届け出なけ
　ればならない。
２　事業者は太陽光発電事業を終了しようとするときは、事
　業計画に定める終了に伴う措置及び市長が別に定める
　措置を講じなければならない。
３　事業者は太陽光発電設備の撤去を完了したときは、そ
　の完了の日から起算して30日以内に、その旨を市長に
　届け出なければならない。

②事業者の責務において、関係法令を遵守することを規
定していること（第４条）、事業者は太陽光発電事業を終了
しようとするときは、事業計画に定める終了に伴う措置及び
市長が別に定める措置を講じなければならないと規定して
おり（第20条第２項）、市が必要に応じて指導・助言するた
め、原案どおりとします。

32

33

34

第18条　承継

① 下記②と③の修正を提案することから、略
語を使用するのが便宜であるため、第1項の
「事業者の地位を承継した者｣の次に、｢以下、
(事業承継者)という｣を挿入する。

②大規模太陽光発電事業は、資金運用の手
段として使われることが多く、設置事業者が設
置工事完了後、ほぼ同時期に売電事業を第３
者に売却することになるので、当該第３者を含
めて協議の当事者とすべきである。そのため、
第2項として、｢最初に売電事業を開始する事
業承継者は、第12条1項の協議に参加しなけ
ればならない｣と追加する。

③ 売電事業者が事業の途中で事業を移転す
る場合には、第13条の事業協定を引き継ぐこ
とを明示する必要があり、関係住民協定書も引
き継ぐことをを明示する必要がある。そのた
め、第3項として、「売電事業開始後の事業承
継者は、第10条3項の関係住民協定書及び第
13条の事業協定書を引き継ぐものとする。」を
追加する。

①その他

②その他

③その他

①次の②③の理由により条文の追加はしないため、原案ど
おりとします。

②事業承継の対象となるのは、協定を締結した後であり、
第12条の設置協議中に、申請事業者と売電事業者が異な
ることが明らかな場合は、設置協議の変更手続きをするよう
指導していきます。

③「地位の承継」とは、前事業者が行った協定などを含め
て新しい事業者が承継することになり、当然にその事業者
に対応を求めることになるため、原案どおりとします。
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41
法律による規制基準・専門家による審査委員会

　太陽光発電事業は、 普及の期間が短く歴史
的な検証が少ない施設です。例えば、パネル
下の表面が数年の間に乾燥することで風によ
る粉塵の発生と被害の程度などは、地形など
によっても異なり、法律による規制基準などは
作成されているのか。それだけに、市は、 専
門家による審査委員会を設置して審査するこ
とを条例に書き込むことを求める。
　なお、この審査委員会には、市民からの問い
合わせ、疑問などを積極的に受け入れ、専門
家としての科学的な知見を有することとする。
委員には、常勤と非常勤で構成すべきであ
る。可児市では、これまでに新滝ヶ洞溜池の汚
染水問題で専門家が参加しての論議が進み、
経験もある。これらをこの条例設置に生かすこ
とが望まれる。

その他 　太陽光発電事業は、電気事業法による規制や、建築物
に設置する場合は建築基準法の規制を受けます。また、
資源エネルギー庁が事業計画策定ガイドラインを作成して
おり、事業者はこれを遵守しなければなりません。
　太陽光発電事業の審査について専門家による審査委員
会を設置しなくても、必要に応じて専門家の助言を受ける
ことを考えています。

40
第24条　公表

　公表の項目には、市長は、 公表や国への報
告とともに「事業の中止を求めることができる」
も明記されたい。

その他 　中止させるのではなく、国の指導により適正に事業が行
われるよう対応していく考えであるため、原案どおりとしま
す。

37
第20条　廃止

　第20条「…廃止する日の30日前までに…」に
ついて「…廃止する日の３か月前までに…」に
変更すべきである。また、「…廃止する日の30
日前までに…」の内容は通告を意味している
のか、施設や廃棄物などの処理まで含めてい
るのか。

修正 　廃止の定義が不明確であったため、事業の終了に係る
手続きをより明確にするよう、第20条については、次のとお
り修正します。これにより、発電事業の終了前に届出を受
け、設備撤去に向けた指導を行うことができるため、届出の
期日を30日前のままとします。

　（事業の終了等）
第20条　事業者は太陽光発電事業を終了しようとするとき
　は、終了する30日前までに、その旨を市長に届け出なけ
　ればならない。
２　事業者は太陽光発電事業を終了しようとするときは、事
　業計画に定める終了に伴う措置及び市長が別に定める
　措置を講じなければならない。
３　事業者は太陽光発電設備の撤去を完了したときは、そ
　の完了の日から起算して30日以内に、その旨を市長に
　届け出なければならない。

38

39

第20条　廃止

①廃止の届け出は30日前でも良いと思う。だ
が撤去工事などに関する周辺関係者への周
知や配慮が別途必要に思う。

②第2項「事業計画に定める廃止に伴う措置
及び市長が別に定める措置」の中に撤去に関
する取り決めも含めていただけること期待す
る。

①その他

②その他

①事業者は太陽光発電事業を終了しようとするときは、事
業計画に定める終了に伴う措置及び市長が別に定める措
置を講じなければならないと規定しており（第20条第２
項）、市が必要に応じて指導・助言するため、原案どおりと
します。

②事業の終了に際して、事業者には、設備の速やかな撤
去を求めるとともに、廃棄物については関係法令に従った
適正な処理を行うよう規則に明記します。
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　条例は、法令の範囲内で定める市のルールであり、法令
を超える規制をすることはできません。
　市では、市民の生命及び財産の保護の観点から、本条
例案を作成しました。この条例の制定により、事業計画の
段階から市で確認し、適正な事業の実施を指導・助言でき
るようになります。条例に従わず、適正な対応をしない事業
者に対しては、許認可権限がある国と連携して対応を行い
ます。

47
開発事業者に対する規制強化実施による地域住民への安心、安全の確保・促進について

　条例案は問題ある事業者に充分対応できる
とは考えられず、適正な規制を伴う条例として
頂きたい。条例案からは「事業者のモラル」に
頼る、あるいは「事業者‘性善説’」による市の
対応姿勢が見え隠れする。
　条例は、地域住民の暮らしの安心、安全を
確保すべく制定されるものと考えるので、善処
方宜しくお願い致したい。

その他

46
事業者への周知

　条例が制定された際には事業者へ条文、施
行規則、要綱などの周知の徹底をすべきであ
る。

その他 　条例が施行された場合、すでに再生可能エネルギーの
固定価格買取制度の認定を受けている事業者に対して
は、速やかに文書にて周知を行います。また、新たに申請
を検討している事業者については、広報やホームページ
での周知を行います。

44

45

パブリックコメントの当該条例案への反映（実効性）について

①条例案に対するパブリックコメントの意見か
ら、条例案中に盛り込まれる可能性はあるの
か。パブリックコメントは「聞き置き」の制度、「訓
令に基づく、前へ進めるための手続き」で形骸
化していると言わざるを得ないのではないか。
この疑念払拭に当たり、条例案に対する様々
な意見提出が予想されるため、真摯に耳を傾
け、条例案への盛り込みをしてもらいたい。そ
れにより市行政が市民のために存在し、機能
していることの証左になると確信する。

②過去のパブリックコメントで条例案への反映
や市行政の意思決定に具体的に供された実
績事例あればお示し頂きたい。

①その他

②その他

①パブリックコメントは、施策の企画立案過程において市
民の皆様などの意見を表明していただき、意見を反映させ
る仕組みです。いただいたご意見の内容を精査した上で、
条例案を作成していきます。

②過去のパブリックコメントの結果（令和元年度、令和２年
度）については、ホームページで確認することができます。

43
再生可能エネルギー事業に関する担当部局の創設

　市は「再生可能エネルギー戦略」を策定し、
再生可能エネルギー、太陽光発電設置を災
害対策・防災力の強化や地域経済の活性化、
地域コミュニケーションの強化など、持続的な
まちづくりとして位置付けている。そして、持続
可能なまちづくりとして、民間事業者のエネル
ギー事業を“まちの顔”として位置付け、ビジョ
ンを持って、市、市民、事業者が協働して取り
組んでいくため、太陽光発電事業をはじめ再
生可能エネルギー事業についての担当部局
を新たに作ることを提案する。

その他 　環境課が再生可能エネルギー事業についての担当部局
であるため、新たに担当部局を設ける予定はありません。

42
災害時の地域への電力供給

　可児市は、平成26年3月に「可児市再生可
能エネルギー戦略～エネルギーを使った新た
な地域活性化への挑戦～」を策定し、その中
で「地域の防災力の向上や地域コミュニケー
ションの強化など、本市が抱える課題解決に
つながる可能性がある」とある。災害などによる
停電時において、「地域への電気供給の協力
に努める」と謳えないか。

その他 　電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関
する特別措置法により、10kw以上50kw未満の太陽光発電
設備には非常用電源の設置が義務とされていますが、
50kw以上の設備は義務とされていません。そのため、災害
時の電力供給は、努力義務であっても事業者に法に基づ
かない不利益を強いることになります。事業者及び市との
協議により、事業者の理解が得られれば、協定に含めて運
用していきたいと考えます。よって、原案どおりとします。
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