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1調査の趣旨

二反野地区民及び緩町民の安心.安全な暮らしを確保するため、必要な事項につ
いて調査等を行うことを目的とする。

2 調査特別委員会の設置

(1)設置決議
二反野地区メガソーラー建設計画等調査特別委員会の設置に関する決議
令和元年8月8日、令和元年第7回(8月)緩町議会(臨時会)において、

賛成多数で可決

(2)委員会の名称及び定数

①委員会の名称 二反野地区メガソーラー建設計画等調査特別委員会
②定数 10人

(3)委員長、副委員長、, 委員の指名
①委員長

②副委員長

③委員

松本俊二

松浦光宏

兒玉千歳

児玉 信

日高幸一

橋本由里

日高憲治

池田和昭

青木 實

山田由美子

3調査事件

(1)大規模太陽光発電所建設計画等に関する事項について

(2)建設予定地区及び績町民に関する事項について
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4委員会の開催状況

回数 日時・場所 協議内容等

第1回 令和元年8月8日(木)

開会11時11分

閉会11時13分

議会第1会議室

1特別委員会の委員長及び副委員長の

選任について

2その他

第2回 令和元年

開会

8月16日(金)

11時4 0分

閉会12時4 2分

議会第1会議室

1特別委員会の調査方針について

2 今後のスケジュールについて

3 その他

第3回 令和元年8月2 6日(月)

開会1 5時0 0分

閉会16時4 2分

二反野地区建設予定地

1現地調査

第4回 令和元年9月2日(金)

開会14時0 0分

閉会15時0 0分

議会第1会議室

1参考人意見徴収

2 その他

第5回 令和元年9月2 7日(金)

開会15時3 8分

閉会16時3 2分

3階南第2会議室

1 町プロジェタトチームの対応状況に

QV�-C

2参考人招致(事業者側)の予定につい

て

第6回 令和元年10月2 8日

開会10時0 0分

閉会11時3 8分

議会第1会議室

(月� 1参考人意見聴取

①二反野地区メガソーラー建設計画に

係る土地の提供について

2その他

第7回 令和元年12月16日

開会13時0 0分

閉会13時4 5分

議会第1会議室

(月� 1町の対応状況

2 その他

所管事項

調査

令和2年2月14日(金)

開会10時0 0分

閉会11時0 0分

新富町役場

1新富町自然環境、景観等と再生可能

ェネルギー発電事業との調和に関する条

例について

第8回 令和2年2月2 8日(金)

開会loBき0 0分

閉会11時06分

議会第1会議室

1所管事務調査結果報告

2 町の対応状況について(進捗状況)

3 その他

第9回 令和2年11月3 0日(月)

開会15時15分

閉会16時10分

役場3階南第2会議室

1参考人意見聴取

①続漁業協同組合

②J A続町

2 その他
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第10回 令和5年3月3日(金)

開会12時19分

閉会12時4 5分

議会第1会議室

1建設計画進捗状況及び今後の予定

2 その他

第11回 令和5年3月2 0日(月)

開会16時3 0分

閉会17時0 0分

議会第1会議室

1調査報告書のまとめ

5 参考人、執行機関の出頭等

(1)証人として出頭を求めたもの、証言を求めた事項

①役職、氏名 �■地区自治公民館
②役職、氏名 �■地区自治公民館
o出頭を求めた日時令和元年9月2日(金)14時

o証言を求めた事項

・ 二反野地区と業者の関わり

.二反野地区での話し合い状況

③役職、氏名

④役職、氏名

⑤役職、氏名

⑥役職、氏名

役場建設課長中原修一

役場ュネスコェコパーク推進室長入田賢一

役場農林林耕課長兒玉良次

教育委員会社会教育課長高松俊秀

⑦役職、氏名役場企画財政課長竹下豚郎
o出頭を求めた日時令和元年9月27日(月)15時3 8分
o証言を求めた事項

.町プロジェクトチームの対応状況

⑧役職、氏名 �■地区

⑨役職、氏名 ■地区

⑩役職、氏名 �■地区
o出頭を求めた日時 令和元年10月28日(月)10時00分
o証言を求めた事項

.二反野地区メガソーラー建設計画に係る���■について

⑩役職、氏名 (欠席)

�� ��ほ前
(代� �������・)

o出頭を求めた日時 令和2年11月30日(月)15時00分

o証言を求めた事項

・事業計画等について

⑩役職、氏名
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⑩��. &� ����� �� ��

o出頭を求めた日時令和2年11月30日(月)15時0 0分

o証言を求めた事項

・事業計画等について

\

6記録、資料の収集

(1)

①続町

o提出を求めた記録及び参考資料

・太陽光発電に係る林地開発許可基準の在り方に関する検討会報告書(中間

とりまとめ素案)令和元年8月【太陽光発電に係る林地開発許可基準の在

り方に関する検討会】

・ 土地開発行為届出書に対する勘告通知(写し)

(令和元年10月25日付け績ェコ発第60号)

.新富町自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する

条例及び同施行規則

.埼玉県日高市の太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例等の資料

・太陽光発電施設等に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会報告

書201 9年3月【太陽光発電施設等に係る環境影響評価の基本的考え

方に関する検討会】

・太陽光発電に係る林地開発許可基準の在り方に関する検計会報告書(中間

とりまとめ)令和元年9月【太陽光発電に係る林地開発許可基準の在り方

に関する検討会】

7

8

o提出された資料

・続町太陽光発電所建設配慮書

③続町農業協同組合

o提出された資料 二反野地区メガソーラー建設計画調査回答

委員派遣(所管事項調査)

派遣委員委員長松本俊二 委員日高幸-

派遣先 官崎県児湯郡新富町

派遣内容令和2年4月1日施行の「新富町自然環境、景観等の再生可能ェネ

ルギー発電事業との調和に関する条例」について

調査の内容と結果

本調査事項に関して、4回にわたって行った参考人等への尋問等による,正言、提

出された記録などの調査に基づき、明らかとなった事実及び本委員会としての判断

を調査事項について記載する。
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(1)大規模太陽光発電所建設計画等に関する事項について

(2)建設予定地区及び緩町民に関する事項について

ア前提となる経緯
二反野地区民、績町漁業協同組合、続町がメガソーラー設備は設置されること

により、自然生態系、農業(畜産業)への影響、メガソーラー設備を設置した
ことによる自然災害の発生などに不安がある。この不安を払しよくするために
あらゆる想定を行い、現状維持が図られたままでの事業着ェ、事業開始、事業

完了まで行われるように対策をとること。

の担当者

イ明らかとなった事実

【令和元年9月2日第4回委員会】

.平成31年3月31日の二反野地区総会に

が参加。

.��������■の社員が林地開発に関する同意書を取りにまわっ

た。

.平成30年7ガ21日の二反野地区臨時総会で地区から反対の意思が示され

た。

.20年間という事業期間住み続ける住民のストレス、農業への影響などが計り

知れないと地区住民は不安を持っている。

.大淀川左岸地区事業として二反野地区の受益地が除外された場合には代替え

地が必要となるが、代替え地が確保できるのか、できない場合に二反野地区が

抱える影響がどうなるか懸念されている。

・事業主によると、林地開発に関する同意書は令和元年8月末の時点で約半分

の世帯からとれている。

【令和元年9月27日第5回委員会】

(町担当課の対応状況)

・事業主からの、景観条例に関する届出書を預かっている状態

・法定外公共物管理条例に関する里道、水路等の払い下げ申請は未提出

・開発に伴う流出抑制対策に関する書類が提出されている。

.事業者は計画区域内の町道を2メートルから4メートルに拡幅して町に寄付

すると提案。

.事業者は続町の自然を守る条例に関すろ土地開発届出書を令和元年9月6日

付けで提出。町は審査して9月11日付けで受領。9月25に自然環境保全審
議会を開催。この後、事業者は環境社会影響調査を実施し報告書を町へ提

出、町が有識者等で構成する審議組織で審議する予定。審議組織は町長へ提

言する。

.農林振興課は、農業振興地域除外申請及び農地法転用申請及び大淀川左岸地
区事業の代替え地等について進捗状況を説明

.埋蔵文化財関係の試掘は農地転用許可後に実施

.国土利用計画法に関する10, 000 m2以上の売買について、買い主が町へ届出
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.町は公正.公平な立場、中立的なスタンスで書類審査等を行うことを申し合
わせている。届け出、許可申請は条件が整えばすべて許可する方針。

【令和元年10月28日第6回委員会】

(地権者等の参考人意見聴取)

・参考人は、前田前町長から農振地域でも太陽光発電施設設置ができる旨の話
を2～3年ほど前に聞いている。

.大淀川左岸事業の代替え地が見つからずに事業着ェができない状態

.国富町内のメガソーラー事業でも問題は起きていない
・事業者は大雨などのリスクに関して、県が定める基準により調整池を作る予

定

.参考人は、太陽光発電事業は畜産農家への影響はないと聞いている。
・発電事業は公共性も高く、固定資産が増えることにより町にも利益があると

思うが、二反酎地区住民の意見が分かれていることが心配。

【令和元年12月16日第7回委員会】

(現状把握)

.令和元年10月25日付けで、������������に対し、環
境社会影響調査を実施するよう町から勧告書を通知されている。これに対し
12月2日に社長他関係者が来庁され、環境社会影響調査の筒略化を要望され
た。12月19日に町長を含め改めて指定した調査を要求する予定。

.大淀川左岸地区事業の代替え地については、宮崎県や関係市町と協議し、ル
ール策定中。

・町は、環境社会影響調査の中で地区民全員の合意を得るよう伝えている。調
査初期段階では地区民の3分の1でも、最終的には全員の合意となるようお願
いしている。

【令和2年2月28日第8回委員会】

(所管事務調査報告)

.委員2名は新富町再生ェネルギ、 -規制条例についてヒアリングされた内容に

っいて当委員会で報告。緩町も新富町などを参考に条例制定を急ぐべき。
・議会報編集委員会が福岡県東峰村の視察の中で時間雨量に対応する調整池の
考え方や、その最大雨量の継続時間等を考慮すべきと思う。

・委員からの意見として、急斜面への設置やェ事中に事業区域内の泥水が河川
へ流出することなども条例に記戴するべき。

-緩町自然を守る条例は届け出制の条例であるので、新たに作る条例について
は規制するための内容を制定するイメージになる。

【令和2年8月27日全員協議会】

・ 二反野地区太陽光発電設置事業者の変更

(%) ���M (���)さを)
�)理由：権利及び全権限を譲渡したため
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【令和2年11月30日第9回委員会】
(参考人意見聴取)

・大雨の時などに事業区域内から続南川へ濁水が出ることが心配との意見が出
された。

・業者主催の説明会に業者が遅れてきたうえに、お誇びもなく名刺を配った。
・きれいな績南川を守ってもらいたいとの要望が出された。。

【令和3年5月25日議会全員協議会】
.二反野地区メガソーラーの提訴予告

事業者が令和3年5月20日付けで、町長あてに提訴予告
【内容】�����������■が町へ里道私い下げ申請をし

たが、申請が受理されなかったことにより関係機関への補正書類の
提出期限が過ぎることとなり本件事業を断念せざるを得なくなった
ことについて、町へ損害賠償を求めるもの

【令和3年8月27日議会全員協議会】
(二反野地区メガソーラーの提訴予告後の動きと条例案について)
①提訴後の動き

����������������-mmm
・ソーラーシュアリング(営農型)：農地に支柱を立てて営農を継続し上
部空間で太陽光発電を行う。

事業規模：約23ha

営農：主にお茶、他に傾斜地等では果樹やイモなどの根菜類を栽培する予
定。盛り土切土はほとんど行わず、現状地のまま活用。調整池は設置
せず、雨水等は地下浸透

手続き：農振除外、農地転用、大淀川左岸事業受益地場外新生党の手続き
は不要

②条例案

・太陽光発電事業の規制：建築物の屋根、屋上は設置可能。それ以外のと
ころは対象事業区域及び発電出力の規模によっては、許可制を導入

.禁止区域の設定：ェコパークの生物圏保存地域(コアゾーン、バッファゾ

'̶�)

・抑制区域の設定

・事業区域と発電出力の上限設定 、
・事業者義務の要件：説明会の実施、環境アセス、手続等の届け出、事業終
了後の適正処理 �

【令和3年9月令和3年第8回(9月)緩町議会(定例会)1
・『続町の良好な自然環境等の保全と太陽光発電事業の活用との調和に関する条
例』(令和3年績町条例第15号)を可決

なお、二反野地区メガソーラー計画はこの条例の対象とならない。

-7-



【令和4年7月29日議会全員協議会】

(事業主体の変更など)

・事業主体が■

渡

発電設備:

農業シェアリング： (

権利譲

I)

【令和4年12月2日議会全員協議会】

(事業主体の変更など)

i,ンガルグ、�������■ (�■ ��) �
������n (��� ��)

・町への手続き状況

①条例(緩町の良好な自然環境等の保全と太陽光発電事業の活用との調和に
関する条例)に基づく事業計画届け出書提出は継続協議中

②続町環境社会影響調査および事前計画書提出は継続協議中

③農地法許可申請は、受理前の事前審査中

が行う。環境社会影響調査報告

【令和5年3月3日第10回委員会】
(進捗状況について)

・事業者は■

書を町へ提出済み。

-農業は��������■が実施し、サカキ栽培を行う計画
・農業経営をするため農業振興地域除外申請は行わない。転用申請は太陽光設
備の支柱部分やパワーコンディショナーの設置箇所など約2G0 m2 くらいにな

る。

.3月から績町環境社会影響評価審査会を実施。この審査会での意見を受けて二
反野地区説明会を開催する。説明会での意見を計画に反映、協議・報告
, 自然環境保全審議会を開催し、承認されれば条例第18条の許可申請し、町力S
設置の可否を判断。その後に農地法関係の許可を行うことになる。
.九州電力への繁ぎ込みは2025年3月を予定

ク 委員会としての判断

令和元年より以前から事業者等よって二反野地区でのメガソーラー建設が計
画されていた。これにより事業者が二反戰地区で地権者等に林地開発に関す

る理解を求め同意書の収集が行われた。

地区住民からは大規模な太陽光発電設備に関する知識等も少なく、農畜産業
への影響、環境破壌等に不安を感じるようになった。

町中心部や緩町漁業協同組合においても、メガソーラー建設区域から流れ出

す雨水による自然災害、続南j 11における濁水による漁業への影響や景観や環

境破壊の恐れを懸念する声が上がった。

中でも、最大規模の時間雨量が長時間継続した場合にその雨水が続南川の右
岸を破壌し、川をせき止めた場合町中心部が浸水する恐れがあることなどか
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ら自然災害など環境への影響調査を行うべきと町執行部からの意見があっ
た。

このような開発行為に関して、今まで続町が進めてきた「自然生態系を生か
し育てるまちづくり」を守り続けるために、必要な制限を設ける必要があ
る。

【総括】

前述のように二反野地区メガソーラー建設計画が、緩町の自然、環境、産業、
町民に災害などの悪影響を及ぼすことのないように被町の自然生態系を生かし
育てるまちづくりが確保されることについて、事前にしっかり調査、確詔をし
ていくことが重要である。

また、事業主の内容が何度も変更されるなど、地区住民をはじめ議会や緩町に
おいても不安を感じる事象が生じている。様々な観点から不安が払しよくされ
ることが事業計画を進めるうえでの大前提である。
なお、令和3年第8回(9月)続町議会(定例会)で『績町の良好な自然環境等の

保全と太陽光発電事業の活用との調和に関する条例』(令和3年緩町条例第15
号)が可決されていろ。

【提言】

績町は先人から照葉樹林を守り、この恩恵を受けた照葉樹林文化を育みなが
ら、自然生態系農業による安心安全な食生活を目指すなどのまちづくりを推進
してきた。

今回、大規模な太陽光発電事業が計画されたことを受けて、環境社会影響調査
が初めて実施された。これにより、自然環境などへの影響が検証されていくこ
とになるが、ェ事が着ェされ、太陽光発電事業が運用されないとわからない面
も多々あると思われる。 �
新たに『緩町の良好な自然環境等の保全と太陽光発電事業の活用との調和に関

する条例』(令和3年緩町条例第15号)が制定され令和3年10月1日から施
行された。この条例により、安心安全な太陽光発電事業が、績町にも、町民に
も大きな財産となるよう運用されていくことが望まれる。
少子高齢化が進む中で、農林業を含めた土地の利活用が問題となっている。大

規模な農地があっても、高齢化、人手不足、機械化ができるかなどの様々な課
題もある。

このような中で太陽光発電は現状において魅力的な事業であるとは思われる
力s、環境社会影響調査により、績町の自然環境が守られ、災害を発生させない
と確認、確約され、二反野地区民全員、また緩町民が事業に賛同されたうえで
の事業着ェを提言する。

【結論】

二反野地区のすべての住民の理解が得られ、績町の豊かな自然環境、自然生態
系農業など町民の豊かな生活のための産業.生産基盤、快適な景観が、大規模
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な太陽光発電事業により損なわれることなく調和していけるよう緩町、町民、

事業者等が協力し合い、自然生態系農業の町、ュネスコェコパータの町として

次世代に継承していけるように十分な配慮を望む。

9調査経費

(1)調査経費に関する議会の議決の状況

(2)決算見込み額

令和2年度分 (単位：円)

事業名 節 内容 金額

議員活動費 報酬 証人等出席実費弁償 9,300
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1 0 その他

(1)参考資料

続町の良好な自然環境等の保全と太陽光発電事業の活用との調和に関する条例
(令和3年績町条例第15号)

o緩町の良好な自然環境等の保全と太陽光発電事業の活用との調和に関する条例

令和3年9月30日条例第15号

緩附の良好な自然環境等の保全と太陽光発電事業の活用との調和に関する条例

目次

第1章総則(第1条一第8条)

第2章太陽光発電事業の実施に必要な手続等

第1節太陽光発電設備設置の禁止及び抑制区域(第9条'第10条)

第2節対象事業に係る事業者の義務等(第11条一第17条)

第3節特定事業の許可等(第18条一第25条)

第4節町の調査、指導、命令等による是正措置(第26条一第31条)

第3章補則(第32条)

附則

第1章総則

(目的)

第1条この条例は、緩町の風土が育んできた豊かで貴重な自然環境、潤いのある快適な生活環境その他の

景観資源及び町民の暮らしを支える生産基盤(以下「自然環境等」という。)の保全と、急速に普及が進む太

陽光発電事業との調和を図るために必要な事項を定めることにより、町民が長年守り続けてきた緩町の自

然環境等を保全し、当該事業に起因する災害の発生を抑止し、事業終了後の適正な処理を促すことで、ユ

ネスコェコパークに選定された緣町の良好な自然環境等を次世代に継承することを目的とする。

(基本理念)

第2条緩町の良好な自然環境等は、長年にわたり、地域の自然と、歴史、文化等の発展及び人々の生活、経

済活動等との調和により形成されたものであることに鑑み、町民共通のかけがえのない資産として、現在及

び将来の附民がその恵沢を享受できるよう、その保全及び活用が図られなければならない。

2太陽光発電設備の設置及びその利用に当たっては、附民の意向を尊重するととも！こ、地域の自然環境等の

保全と調和し、かつ、当該設備の持続的な利用が図られるよう十分に配慮されなければならない。

(定義)

第3条この条例において、次の各号に揭げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)太陽光発電設備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(平成23年

法律第108号。以下「再ェネ特措法」という。)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備(送
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電に係る鉄柱等は除く。)のうち太陽光を再生可能ェネルギー源とするものをいう。ただし建築基準法

(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根又は屋上に設置するものを除く。

(2)太陽光発電事業太陽光発電設備を設置して(当該設備の設置に伴う立木の伐採及び切土、盛土、埋

土等の造成ェ事を含む。)これを利用し発電を行う事業をいう。

(3)事業者町の区域において、太陽光発電事業を行う者をいう。

(4)事業区域太陽光発電事業の用に供する土地の区域をいう。

(5)事業計画太陽光発電設備の設計、設置、利用及び撒去に関する計画をいう。

(6)対象事業太隔光発電事業のうち、発電出力が10キロワット以上の事業をいう。

け)特定事業対象事業のうち、事業区域の面積が2,000平方メートル以上又は発電出力が100キロワッ

卜以上の事業をいう。

(8) 土地所有者等事業区械の土地の所有者及ぴ占有者並びに管理者をいう。

(9)地域住民事業区域に隣接する土地又は建築物の所有者、事業区域が活動範囲に含まれる地方自治

法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体その他これに類する団体及ぴ太陽

光発電事業の実施に伴い影響を受けることが懸念される農林水産業その他の事業を営む者で組織する

団体をいう。

(事業区域の面積又は発電出力)

第4条既に計画若し〈は実施されている太陽光発電事業の事業区域に隣接し又は近接する区域で、当該事

業と一体的に事業を行う場合においては、これらの事業区域の面積又は発電出力を合計した数値を一の事

業区域等とする。

(附の責務)

第5条附は、第2条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、この条例の適正かつ円滑な運用

が図られるよう必要な措置を講じるものとする。

(事業者の責務)

第6条事業者は、太陽光発電事業を実施しようとするときは、基本理念にのっとり、自然環境等の保全との調

和に十分な配慮をするとともに、当該地域に関わる町民等の意見を聴き、その意見を尊重しなければならな

レ。

2事業者は、太陽光発電事業の実施に当たり、関係法令を遵守するとともに、自然環境等の保全及び災害防

止のために必要な措置を講じなければならない。

3事業者は、町に対して、太陽光発電事業の活用による地域の活性化に資する取組に関して提案を行い、そ

の実現に努めるものとする。

(町民の責務)

第7条町民は、基本理念にのっとり、地域における自然環境等に関する理解を深め、その保全に努めるものと

する。

(土地所有者等の責務)
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第8条土地所有者等は、基本理念にのっとり、自然環境等を損ない、又は災害の発生を助長するおそれのあ

る太陽光発電事業を実施する事業者に対して、当該土地を使用させることのないようIこしなければならな

レ。

第2章太陽光発電事業の実施に必要な手続等

第1節太陽光発電設備設置の禁止及び抑制区域

(設置の禁止)

第9条何人も、ュネスコェコパークの生物圏保存地域(19フ6年ュネスコの「人間と生物圏計画」)の核心地域、

緩衝地域において太陽光発電設備(国又は地方公共団体が設置するものを除く。)を設置してはならない。

2何人も、績附において事業区域の面積が50,000平方メートル以上又は発電出力が2,500キロワット以上の

太陽光発電設備を設置してはならない。

(抑制区域)

第10条町長は、良好な自然環境等の保全及び災害の防止のため、及び太陽光発電設備の設置を抑制する

ため、次に揭げる区域を抑制区域に指定する。

(1)砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地の指定地

(2)文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項第5号の文化的景観、同法第27条第1項の重

要文化財、同法第93条第1項の周知の埋蔵文化財包蔵地及び同法第109条第1項の史跡名勝天然記

念物の指定地

(3)森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の規定により地域森林計画を立てた民有林及ぴ同法

第25条第1項の保安林の区域

(4)自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第3号の国定公園の区域

(5)地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域及びこれに準する区域

(6)河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項の河川区域及ぴ同法第54条第1項の河川保全区域

(7)都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域の区域

(8)急傾斜地の崩壌による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩

壌危険区域及びこれに準ずる区域

(9)農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の農業振興地域に指定され

た農用地の区域

(1①土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7

条第1項の土砂災害警戒区域及びこれに準ずる区域

(11)鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の

鳥獣保護区の区域

りの景観法(平成16年法律第110号)第8条第2項第1号の景観計画区壞

り3)宮崎県における自然環境の保護と創出に関する条例(昭和49年条例第18号)第22条第1項の自然

環境保全地域の指定地
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り4)宮崎県野生動植物の保護に関する条例(平成18年条例第84号)第23条第1項の重要生息地の指

定地

(15)緩町文化財保護条例(昭和49年条例第6号)第6条第l項の績町指定の有形文化財、史跡、名勝、天

然記念物の指定地

2抑制区域においては、太陽光発電設備(国又は地方公共団体が設置するものを除く。)を設置してはならな

しべ。ただし、前項各号の法令等が定める要件によって太陽光発電設備の設置、利用が可能で、町長がこの

条例の目的に照らして支障がないと認める場合は、この限りでない。

3前項ただし書によって、抑制区域内において太陽光発電設備を設置しようとする者は、当該法令等に基づ

<.許認可、承認等を得るほか、本条例の各規定を遵守しなければならない。

第2節対象事業に係る事業者の義務等

(対象事業に係る事業者の義務)

第11条対象事業に係る事業者にの節におし、て単【こ「事業者」という。)は、太陽光発電設備の設置及ぴ利用

について、本項第1号から第3号に関しそれぞれ各号に記載した条項を遵守しなければならない。

(1)太陽光発電事業に係る事業区域及びその周辺地域における良好な自然環境等の保全

ア績町照葉の里景観条例(平成19年条例第4号)に基づき、当該事業が景観に与える影響を検討する

ととも(こ、良好な自然環境等の保全のために植栽など必要な措置を講じること。

イ事業区域内の立木を伐採する場合は、当該伐採が事業区域への進入路、挑水施設等の設置のため

の必要最小限度のものであること。

ウ太陽光発電設備の設置に伴う土砂の流出等による濁水の発生の防止のために必要な措置を講じる

ェ太陽光発電設備の設置ェ事の施ェに使用するェ事車両による騒音及ひ振動の防止について必要な

措置を講じること。

才太陽光発電設備の適切な利用、管理、撒去及び組分について必要な措置を講じること。

力太陽電池モジュールを構成する太陽電池セルは、黑若し〈は濃紺又は低彩度かつ低明度の色彩と

し低反射で模様が目立たないものを使用すること。

キ, 住宅等に隣接してパワーコンディショナーを設置する場合は、防音壁の設置その他のパワーコンディ

ショナーから生じる騒音及び低周波音を軽滅するための措置を講じること。

(2)太陽光発電設備の設置に係る防災上の措置

ア事業区域において、切土、盛土、埋土等の造成(以下「造成jという。)を行う場合は、当該造成が事業

区域への進入路、排水施設等の設置のための必要最小限度のものであること。

イ事業区域内の雨水その他の地表水を排除することができるよう必要な挑水施設を設置すること。

ウ排水路、河川その他の緋水施設の放流先の施設の能力に応じて必要がある場合は、雨水等を一時

的に貯留する調整池その他の施設を設置すること。

(3)太陽光発電事業の安全性等
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ア事業者が再エネ特措法第9条第1項の規定による事業計画の認定の申請をした場合にあっては、当

該認定を受けているか、又は認定を受けることが確実であると見込まれること(以下「認定事業者」とい

7o)o

イ認定事業者以外の事業者は再ェネ特措法第9条第3項の認定における再生可能ェネルギー発電設

備の設計に関する技術的基準の例による基準に適合したものであること。

2事業者は、規則の定める対象事業の規模に応じて「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」(環境省令和2年

3月)に基づ〈■査を実施しその実施状況について同ガイドライン添付のチェックシートに記入しこれを作成

しなければならない。

3事業者は、太陽光発電設備の設置ェ事に着手する前に、規則で定めると二ろにより、第1項についての計画

(以下「設置時事業計画届出書jという。)及び前項のチェックシートを町長に届け出なければならない。

4前項の届出にあたって事業者は、その内容について町長と協議しなければならない。この場合町長は、必

要があると認めるときは、第4節の是正措置を講ずることができる。

(説明会の実施)

第12条事業者は、太陽光発電設備の設置ェ事に着手する前に、地域住民等に対し、太陽光発電事業に関

する説明会を実施しなければならない。

2事業者は、地域住民等から事業計画に対する自然環境等の保全又は災害防止等の見地からの意見の申

出を受け付ける期間、受付場所その他規則で定める事項を定め、前項の内容と共にこれを周知しなければ

ならない。

3事業者は、前項の期間内に地域住民等から同項の意見の申出があったときは、規則で定めるところにより、

当該意見に対する見解を記載した書面を作成し当該意見を申し出た者にこれを交付の上、その者と誠意を

もって協議しなければならない。

4事業者は、第2項の意見の申出があったときは、規則で定めるところにより、速やかに町長に報告しなけれ

ばならない。

5事業者は、第3項の協議を行ったときは、規則で定めるところにより、速やかにその結果を町長に報告しなけ

ればならない。

6事業者が前項の報告後に事業計画を変更しようとするときは、規則で定めるところによる。

(設置ェ事完了の届出)

第13条事業者は、太陽光発電設備の設置ェ事を完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに設置

ェ事完了届及び設置時事業計画の遵守状況を附長に届け出なければならない。

(管理計画及び管理記録の届出)

第14条事業者は、太陽光発電事業を実施している間、事業区域又は自然環境等への被害が生じないよう太

陽光発電設備及び事業区域を適正に管理しなければならない。

2事業者は、太陽光発電設備に関し電気事業者による再生可能ェネルギー電気の調達に関する特別措置法

施行規則(平成24年経済産業省令第46号。以下「施行規則」という。)第5条第1項第3号が規定する保守
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点検及び維持管理に係る実施計画(以下「管理計画」という。)を策定し(認定事業者以外は、この例によ

る。)、太陽光発電設備の設置ェ事が完了するまでに、町長に届け出なければならない。

3事業者は、每年、規則で定めるところにより管理計画の実施内容の記錄を町長に届け出なければならない。

4前2項の規定による附長への届出は、100キロワット未満の太陽光発電設備を設置した事業者には適用し

なし、。ただし町長が必要と語めたときは、これを届け出させることができる。

(異常発生時の対応)

第15条事業者は、災害によって事業区域又は当該災害に起因する自然環境等への被害が生ずるおそれが

あると認められるときは、速やかに現地を確認し、早急に必要な措置を講ずるととも【こ、当該事態について、

地域住民その他影響が及ぶ可能性のある者に周知し、かつ町長に通報しなければならない。

2町長は、事業者から前項の通報を受けた場合又は同項の被害と同様な被害が生じると想定される場合にお

いては、当該事業者に対し、当該事態が生ずることを防止するために必要な措置を講ずることを求めること

力べできる。

3軒長は、前項の場合において、同項の事態が事業者以外の者の行為によるものであるときは、当該者に対

し同項の措置を講ずることを求めることができる。

(事業終了の届出)

第16条事業者は、太陽光発電事業の実施を終了したときは、規則で定めるところにより、速やかに町長に届

け出なければならない。

(事業終了後の適正処理)

第17条事業者は、太陽光発電事業の実施を終了したときは、太陽光発電設備その他当該事業に用いた設

備等を速やかに撒去して適正に処理し及び当該事業区域の自然環境を原状に回復する措置を講じなけれ

ばならない。

2 土地所有者等は、太陽光発電事業の実施を終了したときは、当該事業区域の自然環境を原状に回復する

措置を講ずるように努めなければならない。

第3節特定事業の許可等

(特定事業の許可申請)

第18条事業者が特定事業に該当する太陽光発電設備を設置しようとするときは、当該設備の設置工事に着

手する前に、当該事業に係る設置時事業計画を定め、設置申請書に事業計画書その他規則で定める因書

を添えて町長に提出し、町長の許可を得なければならない。

2前項の事業計画書(こは、次に揭げる事項その他規則で定める事項を記載しなければならない。

(1)事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事

業所の所在地)

(2)事業区域の位置及び面積

(3)太陽光発電設備の設計及び施ェ方法

(4)現場管理者の住所及び氏名

(5)設計者の住所及び氏名
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(6)設置ェ事の着手予定日及び完了予定日

け)事業終了予定日

(8)法令に規定する許認可等を受けている場合にあっては、当該許認可等があったことを証ずる書類の写

L

(9)前各号に揭げるもののほか、規則で定める事項

(事前協議)

第19条前条第1項の規定による申請をしようとする者は、当該申請をする前(こ、規則で定めるところにより、

設置時事業計画等について町長と協議しなければならない。

2前項の者は、前項の協議をする前(こ、第12条の説明会を実施しなければならない。

(許可の基準等)

第20条町長は、第18条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容が次のいずれに

も適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(1)第11条第1項の要件を全て満たしていること。

(2)第11条第2項のチェックシートの全ての要件を満たしていることただし事業区域が20,000平方メー

トル以上、又は発電出力が1,000キロワット以上の場合は、緩町環境社会影響評価審査会の定める調査

を実施しその結果が事業計画に反映されていること。

(3)第18条第2項で届け出た事業者及び現場管理者が規則で定めるいずれの場合にも該当しないこと。

・(4)事業区域の全部又は一部が、第9条1項の設置の禁止又は第10条の抑制区域内に位置しないもので

あること。ただし、第10条第2項ただし書の場合は、この限りではない。

(5)第9条第2項に違反していないこと。

2町長は、第18条第1項の許可に、良好な自然環境等の保全又は災害の防止のため必要な条件を付すこと

カスできる。

(変更の許可等)

第21条第18条第1項の許可を受けた事業者(以下「許可事業者」という。)が許可を受けた内容を変更しよう

とするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならなし、。す二だし、規則で

定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2許可事業者は、前項ただし書の軽微な変更をしたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町

長に届け出なければならない。

3第18条から前条までの規定は、第1項の許可について準用する。

(設置ェ事の着手等の届出)

第22条許可事業者は、設置ェ事の着手、中断又は再開したときは、規則で定めるところにより、その都度速

やかに町長に届け出なければならない。

(設置ェ事完了時の検査)

第23条許可事業者は、設置工事を完了したときは、規則で定めるところにより、町長に届け出て、その設置

ェ事が当該許可の内容に適合しているかどうかについて、町長の検査を受けなければならない。
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2附長は、前項の検査の結果、設置ェ事が当該許可の内容に適合していると認めたときは、規則で定めると

ころにより、その旨を許可事業者に通知しなければならない。

(許可の取消等)

第24条町長は、許可事業者が次のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

(1)偽りその他不正な手段により、第18条第1項又は第21条第1項の許可を受けたとき。

(2)第18条第1項又は第21条第1項の許可に付した条件に違反したとき。

(3)第20条の要件を満たさないと認められるに至ったとき。

(4)第21条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したと

ぎ。

(5)第18条第1項の許可を受けた日から起算して1年を経過した日までに設置ェ事に着手しなかったとき。

2町長は、第18条第1項若し〈は第21条第1項の許可に付した条件に違反し又はこれらの許可の内容に

適合してしぬい事業について、事業者(設置ェ事の下請人を含む。)又は現場管理者に対して、当該設置ェ

事の施行の停止を命じ、又は相当の期限を定めて、太陽光発電設備の撒去、若し〈は良好な自然環境等の

保全若し〈は災害の防止のために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(許可に基づ〈地位の承継)

第25条許可を受けた者の相続人その他の一般承継人が、被承継人が有していた当該許可に基づ〈地位を

承継したときは、その承継の日から30日以内【こ、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なけれ

ばならない。

第4節町の調査、指導、命令等による是正措置

(報告の徴収及び立人検査)

第26条町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対して報告若し〈は資料の提出を求め、

又は命じた者若し〈は委任した者に事業区域に立ち入らせて必要な調査をさせ、若し〈は関係者に聞取りを

させること力《できる。

2前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったとき

は、これを提示しなければならない。

3第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(指導、助言又は勧告)

第27条町長は、太隔光発電設備の設置、利用又は事業区域の維持管理に関して、必要があると認めるとき

は、事業者に対し、必要な措置を講ずるよう指導、助言又は勧告をずることができる。

2れ長は、前項の規定により勤告しようとするときは、績町環境社会影響評価審査会の意見を聴〈ことができ

る。

3第1項に規定する指導、助言又は勧告を受けた者は、当該指導、助言又は勧告により講じた措置について、

町長に報告しなければならない。

(公表)

第28条肺長は、次のいずれかに該当するときは、その旨を公表すること力《できる。
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(1)第24条第1項の規定により許可の取消しをしたとき。

(2)第24条第2項の規定による命令又は前条第1項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなく、そ

の命令又は勧告に従わなかったとき。

2附長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該公まに係る者に弁明の機会を与えると

ともに、緩町環境社会影響評価審査会の意見を聴かなければならない。

3公表は、公表される者に対し、その旨を事前通知するものとする。

4町長は、本条による公表として次に掲げる事項を公表すること力《できる。

(1)許可の取消し、命令又は勧告を受けた者の氏名及び住所

(の許可の取消し、命令又は勧告の内容及び当該事業者が行った行為の内容

(改善命令)

第29条町長は、事業者が第27条第1項に規定する勧告に従わず、又は太陽光発電設備の設置、利用若し

〈は事業区域の維持管理が適正になされておらず若し〈は極めて不完全であるため、自然環境等に重大な

影響を及ぼし若し〈は災害が発生するおそれがあると認めるときは、必要な限度において、事業者又は当該

事業区域の土地所有者等に対し、相当な期眼を定めて、良好な自然環境等の保全若し〈は災害の防止のた

めに必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(国及び県への報告)

第30条町長は、事業者が第27条の規定による指導、助言若し〈は勧告又は前条の命令に正当な理由がな

〈従わないときは、当該事実を国及び県に報告することができる。

(事業者が所在不明となった場合等における特例)

第31条事業者が所在不明となった場合又はその組織を解散した場合においては、当該土地所有者等が事

業者と異なるものである場合に限り、当該土地所有者等に第15条、第26条から第29条(第28条につい

ては、許可の取消しに関わるものを除く。)までの規定を適用する。

第3章補則

(委任)

第32条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

第1条この条例は、令和3年10月1日から施行する。

第2条この条例の施行の日に再ェネ特措法による事業認定(みなし認定を含む。)を受けている太陽光発電

事業については、第9条第2項を適用しない。

第3条この条例の施行の日に設置ェ事に着手してしぬい太陽光発電事業について、この条例を適用ずる。

第4条この条例の施行の日に設置ェ事に着手している太陽光発電事業には、附則第2条の場合及び第2章

第3節の規定を除き、この条例を適用する。

2第11条第3項の届出についでま、事業者は速やかに届出時点の現状を届け出るものとし遵守できない事

項についてはその理由を届け出なければならない。
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3第12条の説明会は、地域住民等から要請があった場合に実施するものとし事業者は設置ェ事に着手し

ていても対応可能な事項については、誠意を持って対応しなければならない。
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o緩町の良好な自然環境等の保全と太陽光発電事業の活用との訓和に関する条例施行規則

令和4年2月28日規則第1号

緩町の良好な自然環境等の保全と太陽光発電事業の活用との調和に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条この規則は、緩町の良好な自然環境等の保全と太陽光発電事業の活用との調和に関する条例(令和

3年緩町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(抑制区域における太陽光発電設備設置の承認)

第3条条例第10条第2項ただし書の規定による町長の承認を得ようとするときは、承認願い(別記様式第1

号)の届出によるものとする。

(設置時事業計画及びチ1ックシート等の届出)

第4条条例第11第3項前段の規定による設置時事業計画書の届出は、設置時事業計画届出書(別記様式

第2号)によるものとする。

2条例第11第3項後段の規定によるチェックシートの届出は、別表第1ほOKW未満)、別表第2(50KW以上)

によるものとする。

(説明会の実施)

第5条条例第12条第1項の規定【こよる説明会を実施する対象となる地域住民等は、地域住民その他次に揭

げる者とする。

(1)事業区域及びその周辺の地域の公民館等で囲まれた範囲に存する建築物の所有者、管理者及び居住

者等

(2)前号に揭げる者のほか、事業により影響を受ける者であって、町長が必要と認めた者

2条例第12条第2項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1)意見の申出の方法

(2)個人情報の適正な取扱いのため事業者が講ずる措置の内容

3条例第12条第3項の規定により作成する見解を記載した書面は、見解書(別記様式第3号)によるものとす

る。

4条例第12条第4項の規定による報告は、協議状況報告書(別記様式第4号)¦こ、地域住民等から申出があ

った意見及び前項の書面の写しを添付しこれを町長に提出するものとする。

5条例第12条第5項の規定による協議結果の報告は、協議結果報告書(別記様式第5号)によるものとす

る。

6事業者は、前項の報告書の提出後に事業計画を変更しようとするときは、変更後の事業計画に関する周知

について必要な措置を講じなければならない。

7本条第1項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。

(設置ェ事完了届等)

-21-



第6条条例第13条の規定による設置ェ事の完了の届出は、設置ェ事完了届出書(別記様式第6号)による

ものとする。

2条例第13条の規定による設置時事業計画の遵守状況の届出は、遵守状況届出書(別記様式第フ号)によ

るものとする。

(管理計画及び管理記録の届出)

第7条条例第14条第2項の規定による管理計画の届出は、管理計画届出書(別記様式第8号)によるものと

する。

2条例第14条第3項の規定による管理記録の届出は、管理記録届出書(別記様式第9号)によるものとす

る。

(事業終了の届出)

第8条条例第び条の規定による事業終了の届出は、事業終了届出書(別記様式第10号)¦こよるものとす

る。

(特定事業の許可申請の手続)

第9条条例第18条第1項の規定による特定事業の許可の申請は、特定事業設置許可申請書(別記様式第

11号)によるものとする。

2桑例第18条第1項の規則で定める図書は、次に掲げるものとずる。ナこだし、当該許可申請に係る事業計画

に応じて附長が認めるときは、これらの図書又は当該図書に明示ずべき事項の一部を省略することができ

る。

(1)別表第3に揭げる図書

(2)事業者、事業施ェ者及び現場管理者(以下この号において「事業者等」という。)に係る次に揭げる書類

ア住民票の写し(事業者等が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書の写し及び役員一覧表

(本規則第12条第2項に該当しない旨の誓約等を含む。)別記様式第12号)

イ欠格要件非該当誓約書(別記様式第13号)

(3)本規則第10条第5項の事前協議の結果を取りまとめた図書

(4)前各号に掲げるもののほ力、、町長が必要と認める図書

3条例第18条第2項第9号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1)条例第11条1項の事項についての計画

(2)資材、虜材等の管理に関する計画

(3)既存の道水路等の管理に関する計画

(4)太陽光発電設備の設置の場所、その出力、その管理の方法、その撒去、処分の方法、その他太陽光発

電設備に関する事項

ほ)事業の施行に当たって要する他の法令及び条例による許可、認可等に関する事項

(6)電気事業者による再生可能ェネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第

2条第5項に規定する特定契約を締結する場合にあっては、その締結の時期

4第1項から前項までに規定する書面及び図書は、各2部提出するものとする。
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5条例第18条第1項の規定による申請についての条例第20条第1項の規定による許可又は不許可は、特

定事業設置許可’不許可通知書(別記様式第14号)によるものとする。

(事前協議の手続)

第10条条例第19条の規定による事前協議(以下「事前協議」という。)を行おうとする者は、事前協議申出書

(別記様式第15号)に事業計画書その他次に掲げる図書を添付して、これを町長に提出しなければならな

し、。ただし当該事業計画に応じて、町長が必要ないと認めるときは、図書又は当該図書に明示すべき事項

の一部を省略することができる。

(1)別表第3に揭げる図書

(2)地域住民等への説明会結果報告書

(3)説明会で配布した資料

(4)説明会を開催した状況を確認することができる写真

(5)説明会に出席した者の名簿の写し

(6)前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書

2町長は、前項の事前協議申出書が提出されたときは、その内容を審査し、当該事業に関し協議すべき事項

を取りまとめ、事前協議通知書(別記様式第16号)により、当該事前協議申出書を提出した者(以下この条

において「事前協議者jという。)に通知するものとする。

3事前協議者は、前項の規定による通知を受けたときは、協議すべき事項の所管課又は関係機関とそれぞれ

協議を行い、それぞれ所管課長又は関係機関の長から書面で協議を終了した旨の確認を受けなければなら

ない。

4事前協議者は、第2項の規定による通知を受けた日から起算して1年を経過する日までに前項の協議を開

始しなければならないものとし同日までに当該協議を開始しない場合は、改めて事前協議申出書を町長に

提出しなければならないものとする。

5事前協議者は、協議すべき事項の全てについて、所管課長又は関係機関の長から協議を終了した旨の確

認を受けたときは、その協議の結果を取りまとめ、条例第18条の規定による設置許可申請の際に同条の申

請書にこれを添付しなければならない。

(事前協議の内容の変更)

第11条事前協議を行った者が、事前協議の終了後において、事前協議の内容の変更を行おうとするときは、

当該変更をしようとする内容について町長と協議を行わなければならなし、。ただし事業区域の面積の変更

のうち、その面積の10分の1以内を増滅するものを行おうとする場合は、この限りでない。

(許可の基準等)

第12条条例第20条第1項第2号の規定による緩れ環境社会影響評価審査会の定める調査は、別表第4

(緩町環境社会影響調査)によるものとする。

2条例第20条第1項第3号で規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1)事業を実施するために必要な資力及び信用があると認められない者
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(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員(以下

この号において「暴力団員」とし、う。)又は暴力団員でな〈なった日から5年を経過しない者

(3)条例第24条第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可

を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの処分に係る緩町行政手続条例(平成8年

緩サ条例第20号)第14条第1項の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を

執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有す

る者であるかを問わず、当該法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と

同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であった者で、当該取消しの日から5年を経過

しないものを含む。)

(4)条例第24条第2項の規定による命令を受けた者で、当該命令に係る必要な措置を町長が定めた期限

までに完了していない者

(5)事業の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足リる相当の理由がある者

(6)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人(法定代理人が法人であ

る場合にあっては、その役員を含む。)が(2)からほ)までのいずれかに該当する者

(7)法人でその役員又は規則で定める使用人(以下「特定使用人」という。)のうちに(2)からほ)までのいず

れかに該当する者であるもの

(8)法人で(2)に規定する者がその事業活動を支配するもの

(9)個人で特定使用人のうちに(2)からほ)までのいずれかに該当する者のあるもの

(変更の許可の申請の手続等)

第13条条例第21条第1項の規定による変更の届出は、特定事業設置変更許可申請書(別記様式第1フ号)

によるものとする。

2条例第21条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

(1)設置ェ事の着手予定日又は設置ェ事の完了予定日の変更

(の事業区域の面積の10分の1以内を増減する変更

3条例第21条第2項の規定による軽微な変更の届出は、事業計画軽微変更届出書(別記様式第18号)によ

るものとする。

(着手の届出)

第14条条例第22条の規定によるェ事着手等の届出は、ェ事着手(中断、再開)届出書(別記様式第19号)

によるものとする。

(ェ事完了の検査の申請)

第15条条例第23条第1項により設置ェ事が完了した者は、町長に設置ェ事完了届出書(別記様式第20

号)を提出し同項の検査を受けなければならない。

2条例第23条第2項の規定による設置ェ事が許可内容に適合している旨の通知は、ェ事検査適合通知書

(別記様式第21号)¦こよるものとする。

(地位承継の届出)
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第16条条例第25条の規定による許可に基づ〈地位承継の届出は、地位承継届出書(別記様式第22号)

f�.別表第5に掲げる図書を添付して、これを町長Iこ届け出なければならない。ナニだし、本規則第12条第2

項に該当する者は、許可に基づ〈地位を承継することができない。

2許可を受けた者から、当該許可に基づ〈地位を特定承継した者について、前項を準用する。

3条例第24条は、特定承継した者についても適用する。

(身分証明書)

第17条条例第26条第2項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第23号)とする。

(指導、助言又は勧告)

第18条条例第27条第1項の規定による指導、助言又は勧告は、指導(助言、勧告)書(別記様式第24号)

によるものとする。

2条例第27条第3項の規定による講じた措置の報告は、措置報告書(別記様式第25号)によるものとする。

(公表の事前通知)

第19条条例第28条第1項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法によるものとす

る。

2条例第28条第3項の規定による通知は、公表の事前通知書ほIj記様式第26号)によるものとする。

(改善命令)

第20条条例第29条の規定による命令は、改善命令書(別記様式第の号)によるものとする。

(その他)

第21条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

環境省が定める太陽光発電の環境配慮ガイドラインチェックシート(小規模出力版)

別表第2(第4条関係)

環境省が定める太陽光発電の環境配慮ガイドラインチェックシート

別表第3(第9条、第10条関係)

別表第4(第12条関係)

緩町環境社会影響調査

別表第5 (第16条関係)

-相続の場合

(注意)1糸1又は※2のいずれかを添付ずること。

2 X3は、土地登記事項証明書に相続登記されている場合は、不要

-合併等の場合

-特定承継の場合
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