
衆院選立候補予定者各位御中 

 日頃の、住民の命と暮らしを守るための各位の御活動に敬意を表します。 

 突然のお願いで失礼しますが、私は「メガソーラーを考える奈良の会」の代表をしています八木健彦とい

います。 

現在エネルギー問題は世界的にも大きな問題となっており、今回の総選挙でも大きな争点になろうかと思

います。原発問題、気候危機と CO２削減、再生可能エネルギー推進の課題等が絡まり合ってきますが、現在

奈良で大きな問題になっているものとして、再生可能エネルギー推進のあり方があります。すなわち、平群

町や山添村で建設されようとしているメガソーラーは、自然と環境の保全、住民の安全と暮らしという観点

からみて相応しいものなのかどうかということです。しかもメガソーラーの問題は全国各地で問題化してお

り、もはや国政上の問題になっていると言えます。 

 そこで、私たちは今回の衆院選に際して、奈良県の各区から立候補を予定されている皆様方にアンケート

を実施し、県民の皆さんに総選挙での投票に役立ててもらいたいと、考えるにいたりました。お忙しい中、

急な話で誠に恐れ入りますが、私たちの趣旨をご理解いただき、是非ともアンケートにご協力賜りたく、お

願い申し上げます。  2021 年 10 月９日 

  

●なお、アンケートへのご回答はは ikatanoyeah@gmail.com にご送信下さい。  

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

 

                                「メガソーラーを考える奈良の会」代表 八木健彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



大規模林地開発を伴うメガソーラー事業等 

に関するアンケートのお願い 

        
 間近に迫りました、衆議院総選挙に立候補を考えておられる方々にお伺いをいたします。  

 再生可能エネルギー普及という名の下、全国各地の山間部において大規模太陽光発電（メガソーラー）や風力発

電の建設がどんどん進められています。現在日本の山間部に 500 kw 以上の 太陽光発電施設が約 1 万カ所近

く設置され 、今後も倍増する勢いです。 

 ここ奈良の地に於きましても、平群町、山添村に 大規模な メガソーラー発電が 建設、又は建設されようとしてい

ます。 2050 年 カーボンニュートラルの名の下、再エネ、原発、火発等、日本各地で実に色々な動きがあります。 

つきましては以下の質問にお答え頂ければ大変嬉しいです。 

 お忙しい中でしょうが、ある意味この国の有りようを決める重大な問題と思っています。ご回答宜しくお願いします。  

 尚、ご回答、ご意見につきましてはメールでお願いできれば嬉しいです。ご回答につきましては何らかの形で奈良

県下住民にお知らせする所存です。 

 

質問項目 

 

１．再生可能エネルギーの必要性についてはご異議無いものと思いますが、再エネと原発依存の

関係について、いかがお考えでしょうか？ 
  （ご意見） 

 

 

２．大規模太陽光発電（メガソーラー）の開発の是非についていかがお考えでしょうか？ 
  （ご意見） 

 
 

以下具体的にお聞きします。 

 

３．FIT 法の改正について 

今や社会問題と化した森林を大規模に開発して行われるメガソーラーや風力発電の根本 的な

問題は FIT 法にあると思います。 

     

 売電権の転売に法的制限をもうける 
現行の FIT 認定制度では、事業を継続する能力や意思が乏しい事業者であっても売電権の認定さえ

受ければ、売電権を転売することに何ら法的規制が無いため、FIT の権利が高額で転売されています。

投機目的から、安易な森林開発による大規模な乱開発が進み、その結果、土砂災害や景観被害など

地元住民とのトラブルが全国各地で起こっています。FIT の権利転売を制限し不適格な事業者の参入

を防止する法改正する必要があると思います。 

 



 売電価格設定を売電開始時期等により見直す 
2017 年に FIT 法が改正されましたが、2012〜2014 年度認定の高額な売電価格が転売後も維持さ

れ、事業者の投資や投機目的にされています。適正な価格見直しを行い投機目的等の事業者を

排除すべきと考えますが、いかがでしょうか？ 

 

３．について 
＜そう思う。 そう思わない。どちらとも言えない。＞ 
 

その理由、ご意見。  

 

 

４．森林法の改正について 
 森林の持つ災害防止機能、水源涵養といった公益的機能は、全国民の共有する資産であり、開発により

破壊された森林の機能回復は非常に困難です。このため、森林法では厳しい許可基準を定めていますが、

現行の森林法ではメガソーラー等の開発を念頭にされていないと言われています。 

 

 森林法第１０条の二 開発行為の許可権変更 
同法第２項では、「都道府県知事は、前項の許可の申請があった場合において、次の各号（水害等

おそれが無いなど４項目）のいずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならない。」

と規定されています。 

     同法第１０条の二第６項に規定されている「森林審議会」や「市町村長」の意見を聞かなければならな

い旨の規定はされていますが、許可の要件になっていません。知事が、これらの意見具申を行なった

上、場合によっては許可を行わないよう「許可することができる」と法改正すべきではないでしょうか？ 

 開発許可の取り消し規定を設ける 
全国のメガソーラー建設では林地開発許可を得た事業であっても、調整池の未設置や利益優先の

あまりの手抜き工事が原因と考えられる土砂災害や水害が全国各地で発生しています。 

林地開発の許可には取消しの規定がないため、事業者の中には、行政の指導に素直に応じず、不

適切な開発行為を改めない事例が、全国的に散見されます。 

許可制度の実効性を担保するためには、許可の取消し規定(手続き)を設  

ける法改正が必要と思われますがいかがでしょうか？ 

 

４．について 
 ＜そう思う。 そう思わない。どちらとも言えない。＞ 

その理由、ご意見。 

 
 

５．環境アセス法の改正について 

 
 実効性のあるアセス法に改める 

国の環境影響評価法の現状は、事業者に対して何ら強制力が担保されていないため、実効性が不十分 

と言わざるを得ません。現状の環境アセス法は、単なるセレモニーでしかないことを認めているに等しく、 

法の形骸化を招くものと言わざるを得ません。 



環境アセス法に実効性を持たせるためには、罰則の規定を含めて、改正が不可欠であると考えますがい 

かがお考えでしょうか？ 

 

５．について 
 ＜そう思う。 そう思わない。どちらとも言えない。＞ 

その理由、ご意見。 

 
 

６．その他 
現在、自治体条例を設けていないところも結構あり、又、内容にもばらつきがあります。国が統一的な基

準を示しばらつきのないように指導すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか？   

又、事故の処理や使用済パネル、関連機器、土壌の復旧、等の後始末の責任を明確にし、売電事業者

に義務づけるべきと思いますがいかがでしょうか？ 

 
６．について 

＜ご意見＞ 
 

 

以上です。ありがとうございました。 

  



アンケートは奈良選挙区の 10 名の方々にお送りし、猪奥美里様、西川正克様、宮本次郎様、高

石早苗様、の４名からご回答を頂きました。（返却順） 

以下にお示ししますので、参考にしていただければ幸いです。 

 

 

○ 奈良２区 立憲民主党：いおく美里 候補 

 

１．持続可能性に欠け、高コストの原発依存はやめるべきである 

２．自然環境を破壊するメガソーラーのあり方は再検討すべきである 

 

３．FIT 法の改正 そう思う 

 

４．森林法の改正 そう思う 

 

５．環境アセス法の改正 そう思う 

 

６．その他 売電事業者に義務付けるべきだと考える。 

 

 

○奈良３区 日本共産党：西川まさかつ 候補 

    

１． 政府は原発頼みのエネルギー政策を加速しようとしています。原発は、放射能汚染という最

悪の環境破壊を引き起こします。 原発に固執するエネルギー政策は、「老朽原発を延命」し

ても、近い将来新増設が必要となります。原発の新増設を前提としたエネルギー政策は電力

供給の面でも破綻します。再生エネルギーの潜在量は、現在の電力需要の５倍です。省エネ

と再エネこそ気候危機打開の道です。  

２． 再生エネルギー普及の障害となっているのが、メガソーラーや大型風力発電などの乱開発で

す。森林破壊、土砂崩れ、住環境の悪化、健康被害などの危険を広げていることが問題で

す。 環境を守る規制を強化し、乱開発をなくします。「新たな開発」ではなく、既存の施設、建

築物、未利用地などの活用をすすめます。  

３．そう思う   

４．そう思う  

５．そう思う   

６．国がメガソーラーの立地規制などを法律で定めることには意義があると考えます。しかし、せっ 

かく地方自治体でいい条例を作っても、逆に国の規制緩和などの法律によって骨抜きにされる

場合もあります。民主的な国会や政府や政府をつくることと合わせて考える必要があるのでは

ないでしょうか。  

 

 



○奈良２区 日本共産党：宮本次郎 候補 

 

１．原発は、福島の原発事故でも明らかなように、放射能汚染という最悪の環境破壊を引き起こし 

ます。また、原発の使用済み核燃料から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の処理（無害 

化）は現在の科学では出来ません。 

このように危険な原発に依存するのではなく、再生可能エネルギー政策を強めるべきです。再 

生可能エネルギーの潜在量は、現在の電力需要の５倍といわれています。省エネと再エネこそ 

気候危機を打開する確かな道です。 

 

２．再生可能エネルギー普及の障害は、メガソーラーや大型風力発電などの乱開発です。森林破 

壊による住環境の悪化や災害の危険などの問題が各地で起きています。私が居住する平群町 

でも、住宅地上流の山林４８㌶（甲子園球場の１２.５倍）にメガソーラー開発が計画され、多くの 

住民が災害や環境悪化を懸念して、反対の住民運動が行われています。 

 森林を伐採しての再エネは本末転倒です。自然や住環境を守る規制を強化して、乱開発をな 

くす必要があります。太陽光発電施設は、自然を範囲する開発ではなく、既存の施設や建築物、 

未利用地などでの活用をすすめるべきです。 

 

３．そう思う 

４．そう思う 

５．そう思う 

６．国がメガソーラーの立地規制などを法律で定めることは必要不可欠です。その場合、真に住民 

の思いに沿ったものになるようにすべきだと考えます。そうでなければ、すでに住民の願いに沿 

った条例を制定している自治体の条例が骨抜きにされることになります。民主的な国会や政府 

や政府をつくることと合わせて考える必要があるのではないでしょうか。 

  「事故の処理や使用済パネル、関連機器、土証の復旧、等の後始末の責任を明確にし、売 

電業者に義務付けるべき」は、全面的に賛成です。 

 

○奈良２区 自由民主党：高市早苗候補 

１．2050 年カーボンニュートラルや 2030 年度温室効果ガス 46％減という目標を 達成するため、 

また安定的で安価なエネルギーの確保と脱炭素化のためには、 脱炭素電源の原子力の持続 

的な活用が必要です。 安全性の確保を最優先に国民の懸念の解消に全力をあげたうえで、ま 

ずは 原子力規制委員会の審査基準を満たしたものについては、立地自治体等関係者の 理 

解と協力を得ながら再稼働を進めます。 

２．太陽光発電設備の導入に当たっては地域の皆様の理解を得るべく、自然環境への 影響や防 

災対策上の評価を十分に行った上で、住民の方々とのコミュニケーション をとり、地域と共生し 

  た形での導入でなくてはなりません。慎重に対応するべきです。 

３．そう思わない 

  土地や設備といった発電事業の売買については契約自由の原則もあり、発電 事業の譲渡

を制限することは難しい問題と認識しています。他方、認定事業者の 変遷を公表することなど



で、一定の透明性を高めることもできるのではないかと 考えており、今後、政府にも提案してい

きます。 また、再エネ特措法では、事業の譲渡等によって認定事業者の変更があった 場合、

事業を譲り受けた事業者にも関係法令遵守等の認定基準が課せられている はずです。仮に

事業を譲り受けた事業者が森林法等の関係法令に違反した場合、 再エネ特措法に基づき厳

格に対応していくよう政府にも求めていきます。 さらに、FIT 認定時の調達価格を維持したま

ま長期間運転を開始しない「未稼 働案件」については、これまで ①2017 年 4 月施行の改正

再エネ特措法では、期限までに送配電事業者との接続契約を締結できていない未稼働案件の

認定の失効、 ②2018 年 12 月には、期限までに運転開始準備段階に至らない事業用太陽

光に 対する適時の調達価格の適用、 など、累次の対策が講じられています。加えて、政府と

も連携し、昨年成立した、 「エネルギー供給強靱化法」において、認定から一定期間経過した

後も事業が実施されない場合、認定を失効させる制度を措置しています。 

４．そう思わない 

林野庁は令和元年に有識者による検討会を設けて太陽光発電の特殊性を踏ま えた林地開発 

許可の災害の防止等の許可基準を整備しており、「現行の森林法 ではメガソーラー等の開発

を念頭にされていない」との指摘は当たりません。 (１点目について）都道府県知事がこの基準

に照らして許可を行う際には、 森林法に基づき、専門的見地から森林審議会の意見を聴取す

るとともに、地域を 代表する市町村長の意見を聴取し、これらの意見を踏まえ判断する仕組み

と なっております。 (２点目について）林地開発許可の要件である調整池の整備を実施しない

ような 場合には、都道府県知事は、行政指導のほか、森林法に基づき事業者に対して 中止

命令や復旧命令といった監督処分により不適切な行為を是正させることが 可能です。また、必

要に応じて許可を取り消すことも可能であり、意見の趣旨は 満たしています。 以上のことから、

現段階での法改正の必要性はないと考えます。 

５．そう思わない 

環境影響評価法は、事業者の実施したアセスメントの結果を踏まえて、個別 事業の許認可等 

の審査に反映させることによりアセスメント手続の実効性を 確保する仕組みとなっています。  

このため、御指摘のとおり、環境影響評価法そのものにおいては、罰則規定を 定めていませ 

んが、電気事業法において再エネに係るアセスメントの実効性を 確保する仕組みが措置され 

ています。 

６．再エネ特措法では、自治体が定めた条例を含む関係法令の遵守を認定基準 として定め、違 

反した場合には、必要に応じて認定を取り消すこととされて います。地域の特性や事情が様々

であることから、国が法令等で一方的・一律 的に基準を求めることは適切ではなく、自治体と

連携したい対応が望ましいと 考えています。このため、国が自治体の条例策定を後押しする

ため、本年 8 月 から、自治体へ条例データベースの提供を開始しています。 また、太陽光

発電に関し、発電事業終了後に放置・不法投棄されないかという 懸念に対応するため、政府と

連携し、約 80 万件のすべての事業用太陽光について 廃棄等費用の確保を担保するための

仕組みを昨年 6 月に成立した改正再エネ 特措法で措置し、現在施行の準備を進めています。

なお、廃棄物の処理及び 清掃に関する法律にもしっかり従った形で適切な処理が着実に実施

されるよう 取り組むこととしています。また、太陽光パネルのリサイクル技術開発に取り 組ん

でいるところであり、安全な処理方法や資源の有効活用に向けた取組を 進めてまいります。 

 


