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諏訪市四賀ソーラー事業（仮称）
問題点・背景・住民運動の状況

太陽光発電問題連絡会
事務局 小林峰一

（ 2016.4.22 信毎記事）

2016年４月に活動開始
きっかけは2016.4.22の信毎の記事
諏訪地域に2015年12月までに設備認定を

受けた１メガワット以上の太陽光発電所が
計画を含め20件。そのうち諏訪地方事務所
が具体的な建設計画を把握できているのは
10件。
・諏訪市5
・茅野市5（不明４）
・富士見町10（不明６）
富士見町境のメガソーラーと諏訪市四賀
ソーラーの問題に対して、反対運動とし
て取り組みを開始
活動のスタンス→環境保護の立場

太陽光発電問題連絡会について太陽光発電問題連絡会について

地元の合意が得られず事業者（レノバ）が撤退

＜計画内容＞
計画面積 45ha（東京ドーム９個分）
森林伐採面積 28ha
最大出力 24MW
パネル枚数 7万枚
事業者レノバ（東京）

＜問題点＞
水害の危険性
過去には土石流により下流域で死者が出ている。
水道水源への影響
計画地から水源まで350mしか離れていない。

諏訪市四賀

富士見町境

2017年１月、境メガソーラー中止に
多くのメガソーラーに共通している問題点多くのメガソーラーに共通している問題点

大規模な森林伐採により環境への
影響が大きい。

保水力の低下に伴い下流域では水
害や土石流の危険性が高まる。

計画地の下では湧水や地下水を水
道水源として利用している場合が
多く汚染の心配がある。

発電した電気は近くでは使用され
ず、遠くの大消費地まで送電され
る。（送電ロス大）

大分県杵築市 24.47MW 約30ha 10万枚
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諏訪市四賀ソーラー事業の概要諏訪市四賀ソーラー事業の概要

開発面積 196.5ha(188ha）
（東京ドーム42個分）
森林伐採面積 99.1ha（106ha）
最大出力 89MW
パネル枚数 31万枚
事業者（株）Looop （東京）
現在、環境影響評価（環境アセス
メント）中

広さは
1km x 2km

現場の状況現場の状況

位置

標高約1250m〜1520ｍ
池のくるみの直下、霧ヶ
峰国定公園から続く地帯

かつては牧草地として利
用されていたが、現在は
唐松や桧などが植林され
た山林である。

角間川

池のくるみ

横河川

桧沢川

前島川

上川

諏訪湖

茅野市横河川

計画地は茅野市横河川の最上流部に位置する。

茅野市横河川の土石流危険渓流カルテでは、上
流部の開発には留意が必要と指摘されている。

茅野横河川の流域面積は907ha
本事業によって流出量の調整を必要とする流
域面積は271.202ha。
これは全体の29.9％に当たる。（平成29年3月
時点のLooop公表データ）
下流域では横河川から取水して水田耕作が行わ
れている。（米沢米としてブランド化し販売）
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諏訪市四賀ソーラー事業の問題点諏訪市四賀ソーラー事業の問題点

大規模な森林伐採

伐採面積 99.1ha

開発により下流域で水害や土砂災害の危険性が高まる
湿原への影響
県レッドデーターリスト高層湿原植生の
ミズゴケ群落（環境省指定の特定植物群落）

ミズゴケなど湿地の植物は肥料分
を必要としない植生が多い。

工事によって表土など肥料分を含
んだ土砂が流れ込む可能性がある
。

湿地は流れ込む水量と排出される
水量のバランスで保たれている。

この水量バランスが工事によって
変わる可能性がある。
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調整池の工法に心配が残る

ダブルウォール工法
耐用年数は50年から80年
コンクリート製の堰堤と比較す
ると短い。
耐用年数を過ぎた調整池がその
まま撤去されずに放置された場
合には、経年劣化や鋼板の腐食
などにより崩壊する可能性があ
る。
計画地は火山砕屑岩類に覆われ
ており地盤は脆弱である。
調整池が河道内に設置された場
合には土石流の直撃を受ける可
能性があり、強度的にも心配が
残る。

河道内への調整池設置

米作りへの影響（慣行水利権者）
上川への影響（諏訪東部漁協）
諏訪湖への影響（諏訪湖漁協）
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水源への影響

大清水湧水（茅野市の水道水源）
湧出量→16,000㎥／日（現在）
茅野市の中心市街地を含む1/４に

供給（茅野市最大の水道水源）
1974年の湧出量→19,000㎥／日
南沢水源（諏訪市の水道水源）
湧出量→1,123㎥／日
諏訪市の５％の世帯に供給
諏訪五蔵の水源

各酒蔵ごとに地下水を汲み上げ醸
造用の仕込み水として使用している
。

南沢水源

諏訪五蔵

大清水湧水

2.7Km
水象に関する専門家の見解水象に関する専門家の見解

熊井久雄（大阪市立大学大学院理学研究科名誉教授）

「大清水湧水の湧出機構について」
1975年3月（信州大学地質学教室在籍時の報告書）
「大清水湧水の湧出地下水は、檜沢、前島川、横河川などの河川流域に降った降水が

、この地域に広く発達する上部塩嶺累層の熔岩キレツ中を通って集められたものである。
」と結論づけられている。

この報告書は、現地踏査・電気地下探査・揚水試験・ボーリング調査などの詳細なデ
ータに基づいた解析結果から導き出されている。
このことから、大清水湧水は横河川流域からも影響を受けると考えられる。

よって開発により水源が汚染されることや水量が減ることを地元の人たちは心配して
いる。

宮原祐一（信州大学山岳科学研究所准教授）

「諏訪市水道水源の水質及び涵養域に関する基礎調査 」
信州大学環境科学年報 39号(2017年3月)
この報告書では南沢水源の涵養域標高を1170m（4月）1334m（10月）と推定している

。
計画地の標高は1250m〜1520ｍであることから、計画地付近に降った雨が地下水として

南沢水源に到達している可能性がある。
よって開発が行われた場合には、水源が汚染されたり水量が減る可能性が心配される。

南沢水源の近くには諏訪五蔵の井戸もあることから、五蔵の水源についても同じ心配
が残る。
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土地（入会地）の問題土地（入会地）の問題

計画地の所有者

個人250名の共有（山林）
上桑原農業協同組合（山林 約135ha）
上桑原山林組合（原野）

農業協同組合法

上桑原牧野農業共同組合として登記されている約135haに
ついては、農業協同組合法により土地を貸すことができ
ない。（理由は目的外使用に該当するためである。）
しかたなく土地を売却することにしたそうである….

牧野組合の歴史

霧ヶ峰には約3000haにも及ぶ自然草地
があり、高島藩の時代よりその大部分
を上桑原部落（諏訪市四賀桑原、普門
寺、細久保、武津）が所有していたが
、常に隣地との境界入会権争は絶えな
かった。
昭和21年の農地改革（自作農創設特別
措置法）により農地として分割解放さ
れた。
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太陽光発電施設に対する長野県の対応は…太陽光発電施設に対する長野県の対応は…
流域開発に伴う防災調節池等技術基準
2015年9月改定
開発区域10ha以上は、治水安全度1/50確率以上で調整池の大きさを計画するように変更
環境影響評価
2016年１月よりアセスの対象（全国初）
敷地面積50ha以上（森林は20ha以上）
2016年10月、環境配慮書手続きが追加（計画段階で事業方法を選択）
あくまで事業アセスであり、戦略的環境アセスには程遠い
林地開発許可
2016年4月改正
影響を受ける可能性のある住民への説明が必要
説明内容とその結果についての報告書提出（説明結果概要書）
説明結果概要書には住民のサインが必要（地元同意書）
県は事業者に対し地元の合意を得てから申請するよう指導する
市町村対応マニュアル
2016年6月策定（景観規則改訂に伴い平成29年2月改訂）
説明会の開催・近隣住民との合意形成・届出段階での看板設置など
景観規則
2016年12月より届出事業対象に追加
一般地域1,000㎡以上、重点地域20㎡以上

太陽光発電における制度的な問題点太陽光発電における制度的な問題点

FIT制度の欠陥

未稼働案件についても申請時の買取価格が維持され続けていた。（2017年4月改正）
設備認定を取得した権利の転売が可能である。
→諏訪市四賀ソーラー事業の場合
設備認定を申請したのは土地を所有している牧野組合ではない
（株）東日本土地開発が権利を取得し、Looopに転売
50KW以下に分割して申請することが認められていた。（2014年4月から禁止）
全量買取制度の問題
→家庭用10kW未満の余剰電力分を買い取っていたものが、FIT法導入により、事業用

10kW以上についても、その全量を買い取る仕組みに変わる。（2012年）
FIT法導入が太陽光バブルを誘発
→環境問題などのトラブルが各地で多発している。

お金の流れ

電気消費者から徴収された再エネ賦課金
→東京など地元以外の事業者へ
→さらには、海外を含む投資家へ
標準家庭の一ヶ月の賦課金額（電力使用量が300kWh）
2016年→675円（2.25円/1kwh 買取費用2兆3000億円）
2017年→792円（2.26円/1kwh 買取費用2兆7045億円）

2018年→870円（2.90円/1kWh 買取費用3兆1000億円になると想定）
2030年→このままいくと買取費用が4.7兆円になると試算
電気代に占める賦課金の割合
一般家庭11％
産業用、業務用16％
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電気の流れ

地方から→都市へ
再生可能エネルギーは地域資源のはず
→自家消費→余剰分を地域の電力に
太陽光発電の普及が地方の自然環境を破壊
→原発の仕組みと同じ
再エネは送電ロス分にも賦課金が掛けられている
→消費者が負担することに

住民運動について住民運動について

諏訪市四賀ソーラー事業に対し反対している団体

米沢地区Looopソーラー対策協議会
横河川から取水している水利権者（慣行水利権者）
諏訪湖漁協
諏訪東部漁協
諏訪市の造り酒屋5店（諏訪五蔵）
太陽光発電問題連絡会
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北大塩区LOOOPソーラー対策協議会

2017.12.19
諏訪市四賀ソーラー事業の開発
中止を求める陳情を諏訪東部漁
協と連名で茅野市議会に提出

→全会一致で趣旨採択

慣行水利権者

2017.8.4
諏訪市四賀ソーラー計画地
の下流域に当たる米沢地区
の北大塩区、鋳物師屋区、
埴原田区の水利権者が林地
開発許可に伴う事前説明の
対象に指定するよう茅野市
長に要望。
（3区の農業者142人と水産
業者1人）

諏訪湖漁業協同組合

2017.9.14
諏訪湖漁協は9月14日の理事会で諏訪東
部漁協が諏訪市四賀ソーラー建設に反対
を表明したのに合わせ反対の方針を決定
。武居組合長は反対の理由として、

諏訪湖に染み出す湧水量が減ることによ
る諏訪湖の魚への影響を指摘。
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諏訪東部漁業協同組合

2017.9.27
諏訪東部漁協は北大塩
区対策協議会が区民を
対象に行なった反対署
名を諏訪市長に提出す
る際に同行し上川への
影響が心配されること
を伝えた。
反対署名へは区内の18
歳以上874人のうち811
人が署名。

諏訪五蔵

2017.10.27
諏訪市の酒蔵5店が諏訪市四賀ソ
ーラー事業に関し、事前説明を
求める要望書を諏訪市長に提出
。

提出した本金の宮坂恒太郎専務
は「酒の味は水が決める。霧ヶ
峰の伏流水に影響があるのか調
査をお願いしたい」と述べた。
2017.12.5
県に対しても要望書を提出。
→酒蔵が使用している伏流水へ
の影響に関し、調査が十分行わ
れたかどうかについて、技術委
員会できちんと検討するよう要
望。
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署名集計結果、11/10日現在
＜紙署名数＞ ＜全体集計分％＞ ＜紙署名集計分％）

・茅野地区 ： 12,415 25.4 44.5
・諏訪地区 ： 3,365 6.8 12.0
・長野県内 ： 7,086 14.5 25.3
・県外 ： 5,091 10.4 18.2
・紙署名合計： 27,957 57.1

・ネット署名： ≒21,000 42.9
合計 ： 48,957筆

環境アセスについて環境アセスについて
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2018年１月現在
方法書手続きが終了し準備書を作

成中の段階

方法書の手続きで出された知事意
見（盛土計画について）への対応で
準備書の提出が遅れている
今後の予定（情報として）
盛土予定地変更に関する説明会
１月２５日→諏訪市会場
２月２日→茅野市会場

環境影響評価の流れと進捗状況

今ここです

方法書手続きの際に出された盛土に関する知事意見

[事業計画] 
5 盛土計画について

1. 水流のある沢への谷埋め盛土の築 について、豪雨時等における盛土内への水の 浸
透に係る現実的な条件を設定し、地震等による盛土の変形や安定性、上流側の土
地の安定性や暗渠管の耐久性も考慮した上で、安全性について慎重に予測評価を
行うこと。十分な安全性が確保できない場合は、事業計画地内で盛土として残土
を処理する計画の見直しを図ること。 

2. 準備書において、盛土の安定性や土石流・表面浸食に対する安全性について、現
地調査やシミュレーションの結果を分かりやすい資料で示すとともに、それらを
踏まえ た具体的な盛土の施工計画を明らかにすること。 

3. 当初の施工コストだけではなく、長期に亘る管理・保守等を含めたライフサイク
ルコストの面でも検討を行うこと。 

4. 事業計画地内で盛土として残土を処理する計画を見直す場合は、県に報告し、そ
の助言を踏まえて必要な調査、予測及び評価を実施すること。 


