
前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議案書

第　３　回
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議案番号 発電施設種別 許可該当条項 特別保全地区の区分 申 請 者

1 太 陽 光 発 電 設 備 条 例 第 １ ３ 条 第 １ 項 赤 城 山 地 区 富士見ソーラーパーク合同会社

2 太 陽 光 発 電 設 備 条 例 第 １ ３ 条 第 １ 項 赤 城 山 地 区 有 限 会 社 フ ァ ー ス ト ダ イ ニ ン グ

3 太 陽 光 発 電 設 備 条 例 第 １ ３ 条 第 １ 項 赤 城 山 地 区 株 式 会 社 ソ ー ラ ー エ コ

議　案　一　覧　表
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第１号議案 

 

再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について 

 

 

 平成３０年５月２１日付けで前橋市長から付議がありましたので、次のとおり審議

会の議決を求めます。 

 

平成３０年５月３１日 

 

前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会会長 
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審査会付議案件　

(1)
鳥獣保護法第28条第1項の鳥獣保護区（含む場合、保護すべき措置が取
られている）

非該当（確認済み）

(2) 鳥獣保護法第29条第1項の特別保護地区 非該当（確認済み）

(3) 樹木の伐採が必要最少限度の範囲 森林法林地開発許可済 （地目：山林）

(1) 発電設備の高さ、形状、色彩等が周囲と調和している 審査済み（図面により確認）

(2) 隣接する土地との間に緩衝帯が設けられている 審査済み（図面により確認）

(3) 低木、目隠しフェンス等設置による配慮がされている 審査済み（図面により確認）

(1) 砂防法第2条により指定された砂防指定地 非該当（確認済み）

(2) 水防法第14条第1項の洪水浸水想定区域 非該当（確認済み）

(3) 地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域 非該当（確認済み）

(4)
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の急傾斜地
崩壊危険区域

非該当（確認済み）

(5) 森林法第25条第1項の保安林 森林法林地開発許可済 （地目：山林）

(6) 河川法第6条第1項に規定する河川区域 非該当（確認済み）

(3) 土砂崩れ、溢水等を発生させるおそれがない

審査会付議案件 第　1　号

申請者氏名
富士見ソーラーパーク合同会社

代表社員　市原　邦彦

申請地 富士見町石井字上坂上2292番の一部　外27筆　（別紙のとおり）

事業区域面積 　16,375.307㎡ (全29区画)　　

予定発電設備 太陽光発電設備

基準（条例第14条第1項各号） （規則第１２条関係）

(1) 自然環境を害するおそれがない

(2) 景観を阻害するおそれがない
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(1)
法面の勾配が一定勾配を超えた場合、基準を満たす擁壁が設置されてい
る

対象外（建築指導課で確認済み）

(2) 造成計画が宅地防災マニュアルの基準に適合している 対象外（建築指導課で確認済み）

(1) 必要な排水施設が設置されている 建築指導課で審査済み

(2)
排水施設の構造が下水道法施行令第8条第2号、第3号及び第8号から第１
０号までに掲げる基準を満たしている

・建築指導課で審査済み
・群馬県渋川森林事務所で審査済み（林
地開発許可済）

(3)
擁壁を設置する場合、宅地造成等規制法施行令第6条第1項に掲げる基
準を満たしている

該当なし（建築指導課で審査済み）

(4)
放流先の排出能力に応じて必要がある場合は、調整池その他の一時雨水
等を貯留する施設が設置されている

・建築指導課で審査済み
・群馬県渋川森林事務所で審査済み（林
地開発許可済）

(1)
軟弱地盤である場合は、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられてい
る

該当なし（建築指導課で確認済み）

(2) 地山と盛土部分に滑りが生じないよう段切りその他の措置が講じられている 該当なし（建築指導課で確認済み）

(3) 盛土部分の土砂が崩壊しないように締固めその他の措置が講じられている 該当なし（建築指導課で確認済み）

(4) 事業区域の境界に境界杭及びフェンス等の工作物が設置されている 審査済み（図面により確認）

(1)
道路幅員が4メートル確保できるように事業区域を後退させるなどの措置が
講じられている

審査済み（図面により確認）

(2)
大型車の通行等による既存道水路の破損等を防止する措置が講じられて
いる

道路建設課で審査済み

(1)
近接する住宅、道路等に対し、透過性パネルの設置その他の太陽光の反
射を軽減する措置が講じられている

審査済み（図面により確認）

(2)
発電設備から発生する騒音が事業区域や周辺の騒音規制基準に適合し
ている

環境政策課で審査済み

(3)
事業完了後、発電設備の定期的な維持管理及び補修を行う体制が整って
いる

審査済み（維持管理に係る計画書により
確認）

（6）
地形、地質及び周囲の状況に応じ配慮すべ
き事項又は講じるべき措置がされている

（7）
道路、河川、水路その他公共施設の構造等
に支障を来すおそれがない

（8）
近隣住民等の生活環境を保全すべき措置が
講じられている

(4)
事業区域の高さ、法面の勾配、造成を行う面
積等の造成計画について適合している

（5）
排水施設、擁壁その他の施設について適合
している
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(4)
発電設備の搬入及び設置時間、期間等が近隣住民等への影響が最小限
である

審査済み（立地環境に関する概要書によ
り確認）

認定済み（経済産業省通知及び変更申請
状況照会書類により確認）

契約済み（東京電力電力受給契約書によ
り確認）

許可済（許可証の写しにより確認）

審査済み

環境政策課で審査済み

審査済み

審査済み

(1) 審査済み（資金計画書、残高証明書により確認）

(2) 審査済み（誓約書により確認）

(3) 審査済み（誓約書により確認）

協議済み（報告書により確認）

本計画については、林地開発許可を受けた計画地を29区画に分け、それ
ぞれを事業区域として太陽光発電設備を設置する計画であります。

基準（条例第14条第2項各号）

事業計画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る

条例第27条の規定により許可を取り消されている場合、その取消の日から5年を経過している

前橋市暴力団排除条例第2条に定義する暴力団員等がその事業活動を支配していない

近隣住民協議（条例第12条第2項から第5項）

備 考

電気事業者による再生エネルギー電気の調達に関する特別措置第6条第2項に
基づく発電の認定

電気事業者との電力受給契約

（10）

市の総合計画、環境計画、景観計画、都市計
画、観光計画その他の将来計画に適合して
いる

市の総合計画に適合している

市の環境計画に適合している

市の景観計画に適合している

市の都市計画に適合している

（8）
近隣住民等の生活環境を保全すべき措置が
講じられている

（9）
電気事業法、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そ
の他関係法令に適合している

森林法第10条の2第１項の規定による林地開発許可
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許可申請
受付番号

事業面積

1 区画12 富士見町石井字坂上2292の一部、2293の一部、2294-1の一部、2305の一部、2292先道路 658.081 ㎡

2 区画13 富士見町石井字上坂上2305の一部、2293の一部、2294-1の一部2296-1の一部 551.027 ㎡

3 区画14 富士見町石井字上坂上2305の一部、2294-1の一部、2296-1の一部、2293の一部 584.749 ㎡

4 区画15 富士見町石井字上坂上2305-の一部、2294-1の一部 499.186 ㎡

5 区画16 富士見町石井字上坂上2305の一部、2294-1の一部.2296-1の一部、2297の一部 518.582 ㎡

6 区画17 富士見町石井字上坂上2306の一部、2305の一部、2297の一部、2296-1の一部、2306先道路 507.644 ㎡

7 区画18 富士見町石井字上坂上2306の一部、2305の一部、2297の一部、2306先道路 533.145 ㎡

8 区画19 富士見町石井字上坂上2306の一部、2305の一部、2297の一部、2296-1の一部、2306先道路 503.187 ㎡

9 区画20 富士見町石井字上坂上2306の一部、2305の一部、2297の一部、2296-1の一部、2306先道路 505.121 ㎡

10 区画21 富士見町石井字上坂上2306の一部、2305の一部、2304の一部、2297の一部、2296-1の一部、2306先道路 495.362 ㎡

11 区画22 富士見町石井字上坂上2306の一部、2305の一部、2304の一部、2297の一部、2306先道路 490.291 ㎡

12 区画23 富士見町石井字上坂上2306の一部、2307の一部、2304の一部、2297の一部、2306先道路 527.190 ㎡

13 区画24 富士見町石井字上坂上2307の一部、2304の一部、2297の一部、2303の一部、2307先道路 521.846 ㎡

14 区画25 富士見町石井字上坂上2307の一部、2304の一部、2303の一部、2307先道路 522.650 ㎡

15 区画26 富士見町石井字上坂上2303の一部 619.769 ㎡

16 区画27 富士見町石井字上坂上2292の一部、2291-2の一部、2294-1の一部、2296-1の一部 751.293 ㎡

17 区画28 富士見町石井字上坂上2296-1の一部、2297の一部、2298-2の一部、2300の一部、2297先道路 869.373 ㎡

18 区画29 富士見町石井字上坂上2297の一部、2303の一部、2300の一部、2297先道路 612.051 ㎡

19 区画30 富士見町石井字上坂上2303の一部、2300の一部、2301の一部、2297の一部、2303先道路 714.038 ㎡

20 区画31 富士見町石井字上坂上2291-1の一部、2291-1先道路 613.448 ㎡

21 区画32 富士見町石井字上坂上2291-1の一部、2295-1の一部、2291-先道路 516.750 ㎡

22 区画33 富士見町石井字上坂上2296-2の一部、2295-1の一部、2295-2の一部、2295-1先道路 525.301 ㎡

23 区画34 富士見町石井字上坂上2296-2の一部、2295-1の一部、2295-2の一部、2295-1先道路 518.168 ㎡

24 区画35 富士見町石井字上坂上2296-2の一部、2295-1の一部、2295-2の一部、2295-1先道路 489.724 ㎡

25 区画36 富士見町石井字上坂上2296-2の一部、2295-1の一部、2295-2の一部、2295-1先道路、富士見町石井字八幡1217の一部 520.153 ㎡

26 区画37 富士見町石井字上坂上2296-2の一部、2295-2の一部、2295-1の一部、2296-2先道路、富士見町石井字八幡1217の一部 527.339 ㎡

27 区画38 富士見町石井字上坂上2296-2の一部、2295-2の一部、2299-1の一部、2296-2先道路、富士見町石井字八幡1217の一部 498.270 ㎡

28 区画39 富士見町石井字上坂上2296-2の一部、2299-1の一部、2296-2先道路、富士見町石井字八幡1217の一部 571.390 ㎡

29 区画40 富士見町石井字上坂上2296-2の一部、2299-1の一部、2296-2先道路、富士見町石井字八幡1217の一部 610.179 ㎡

全２９区画　合計 16375.307 ㎡

議案第1号（別紙）区画別受付番号及び事業場所一覧表

事業場所
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第２号議案 

 

再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について 

 

 

 平成３０年５月２１日付けで前橋市長から付議がありましたので、次のとおり審議

会の議決を求めます。 

 

平成３０年５月３１日 

 

前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会会長 
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審査会付議案件　

(1)
鳥獣保護法第28条第1項の鳥獣保護区（含む場合、保護すべき措置が取
られている）

非該当（確認済み）

(2) 鳥獣保護法第29条第1項の特別保護地区 非該当（確認済み）

(3) 樹木の伐採が必要最少限度の範囲 該当なし（地目：田）

(1) 発電設備の高さ、形状、色彩等が周囲と調和している 審査済み（図面により確認）

(2) 隣接する土地との間に緩衝帯が設けられている 審査済み（図面により確認）

(3) 低木、目隠しフェンス等設置による配慮がされている 審査済み（図面により確認）

(1) 砂防法第2条により指定された砂防指定地 一部該当（確認済み）

(2) 水防法第14条第1項の洪水浸水想定区域 非該当（確認済み）

(3) 地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域 非該当（確認済み）

(4)
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の急傾斜地
崩壊危険区域

非該当（確認済み）

(5) 森林法第25条第1項の保安林 非該当（確認済み）

(6) 河川法第6条第1項に規定する河川区域 非該当（確認済み）

申請地 富士見町皆沢字横阿内９７番８

審査会付議案件 第　2　号

申請者氏名
有限会社ファーストダイニング
代表取締役　田中　友也

事業区域面積 1,313.84㎡

予定発電設備 太陽光発電設備

基準（条例第14条第1項各号） （規則第１２条関係）

(1) 自然環境を害するおそれがない

(2) 景観を阻害するおそれがない

(3) 土砂崩れ、溢水等を発生させるおそれがない
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(1)
法面の勾配が一定勾配を超えた場合、基準を満たす擁壁が設置されてい
る

対象外（建築指導課で確認済み）

(2) 造成計画が宅地防災マニュアルの基準に適合している 対象外（建築指導課で確認済み）

(1) 必要な排水施設が設置されている 建築指導課で審査済み

(2)
排水施設の構造が下水道法施行令第8条第2号、第3号及び第8号から第１
０号までに掲げる基準を満たしている

該当なし（浸透池）

(3)
擁壁を設置する場合、宅地造成等規制法施行令第6条第1項に掲げる基
準を満たしている

該当なし

(4)
放流先の排出能力に応じて必要がある場合は、調整池その他の一時雨水
等を貯留する施設が設置されている

建築指導課で審査済み

(1)
軟弱地盤である場合は、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられてい
る

対象外（建築指導課で確認済み）

(2) 地山と盛土部分に滑りが生じないよう段切りその他の措置が講じられている 対象外（建築指導課で確認済み）

(3) 盛土部分の土砂が崩壊しないように締固めその他の措置が講じられている 対象外（建築指導課で確認済み）

(4) 事業区域の境界に境界杭及びフェンス等の工作物が設置されている 審査済み（図面により確認）

(1)
道路幅員が4メートル確保できるように事業区域を後退させるなどの措置が
講じられている

審査済み（図面により確認）

(2)
大型車の通行等による既存道水路の破損等を防止する措置が講じられて
いる

道路建設課で審査済み

(1)
近接する住宅、道路等に対し、透過性パネルの設置その他の太陽光の反
射を軽減する措置が講じられている

審査済み（図面により確認）

(2)
発電設備から発生する騒音が事業区域や周辺の騒音規制基準に適合し
ている

環境政策課で審査済み

(3)
事業完了後、発電設備の定期的な維持管理及び補修を行う体制が整って
いる

審査済み（維持管理に係る計画書により
確認）

(4)
発電設備の搬入及び設置時間、期間等が近隣住民等への影響が最小限
である

審査済み（立地環境に関する概要書によ
り確認）

(4)
事業区域の高さ、法面の勾配、造成を行う面
積等の造成計画について適合している

（5）
排水施設、擁壁その他の施設について適合
している

（6）
地形、地質及び周囲の状況に応じ配慮すべ
き事項又は講じるべき措置がされている

（7）
道路、河川、水路その他公共施設の構造等
に支障を来すおそれがない

（8）
近隣住民等の生活環境を保全すべき措置が
講じられている
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認定済み（経済産業省通知により確認）

契約済み（東京電力電力受給契約書によ
り確認）

許可済（許可証写しにより確認）

審査済み

環境政策課で審査済み

審査済み

審査済み

(1) 審査済み（資金計画書、残高証明書により確認）

(2) 審査済み（誓約書により確認）

(3) 審査済み（誓約書により確認）

協議済み（報告書により確認）

事業区域が一部砂防指定地に該当しているが、その部分の切土・盛土を
行わないこと、かつ、発電設備施設及びフェンス等を設置しない計画であり
ます。

市の環境計画に適合している

市の景観計画に適合している

市の都市計画に適合している

前橋土木事務所施設管理係と事前協議
済

（9）

農地法第5条1項の規定による許可

電気事業法、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そ
の他関係法令に適合している

基準（条例第14条第2項各号）

事業計画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る

条例第27条の規定により許可を取り消されている場合、その取消の日から5年を経過している

前橋市暴力団排除条例第2条に定義する暴力団員等がその事業活動を支配していない

近隣住民協議（条例第12条第2項から第5項）

備 考

電気事業者による再生エネルギー電気の調達に関する特別措置第6条第2項に
基づく発電の認定

電気事業者との電力受給契約

（10）

市の総合計画、環境計画、景観計画、都市計
画、観光計画その他の将来計画に適合して
いる

市の総合計画に適合している
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第３号議案 

 

再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について 

 

 

 平成３０年５月２１日付けで前橋市長から付議がありましたので、次のとおり審議

会の議決を求めます。 

 

平成３０年５月３１日 

 

前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会会長 
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審査会付議案件　

(1)
鳥獣保護法第28条第1項の鳥獣保護区（含む場合、保護すべき措置が取
られている）

非該当（確認済み）

(2) 鳥獣保護法第29条第1項の特別保護地区 非該当（確認済み）

(3) 樹木の伐採が必要最少限度の範囲 該当なし（地目：雑種地）

(1) 発電設備の高さ、形状、色彩等が周囲と調和している 審査済み（図面により確認）

(2) 隣接する土地との間に緩衝帯が設けられている 審査済み（図面により確認）

(3) 低木、目隠しフェンス等設置による配慮がされている 審査済み（図面により確認）

(1) 砂防法第2条により指定された砂防指定地 非該当（確認済み）

(2) 水防法第14条第1項の洪水浸水想定区域 非該当（確認済み）

(3) 地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域 非該当（確認済み）

(4)
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の急傾斜地
崩壊危険区域

非該当（確認済み）

(5) 森林法第25条第1項の保安林 非該当（確認済み）

(6) 河川法第6条第1項に規定する河川区域 非該当（確認済み）

(1) 自然環境を害するおそれがない

(2) 景観を阻害するおそれがない

(3) 土砂崩れ、溢水等を発生させるおそれがない

事業区域面積 12,430.18㎡

予定発電設備 太陽光発電設備

基準（条例第14条第1項各号） （規則第１２条関係）

申請地 金丸町字金丸３３７番１の一部

審査会付議案件 第 　3　 号

申請者氏名
株式会社ソーラーエコ

代表取締役　河島　宏光
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(1)
法面の勾配が一定勾配を超えた場合、基準を満たす擁壁が設置されてい
る

該当なし（建築指導課で確認済み）

(2) 造成計画が宅地防災マニュアルの基準に適合している 対象外（建築指導課で確認済み）

(1) 必要な排水施設が設置されている 建築指導課で審査済み

(2)
排水施設の構造が下水道法施行令第8条第2号、第3号及び第8号から第１
０号までに掲げる基準を満たしている

該当なし（既設排水管に接続）

(3)
擁壁を設置する場合、宅地造成等規制法施行令第6条第1項に掲げる基
準を満たしている

該当なし（建築指導課で確認済み）

(4)
放流先の排出能力に応じて必要がある場合は、調整池その他の一時雨水
等を貯留する施設が設置されている

建築指導課で審査済み

(1)
軟弱地盤である場合は、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられてい
る

対象外（建築指導課で確認済み）

(2) 地山と盛土部分に滑りが生じないよう段切りその他の措置が講じられている 該当なし（建築指導課で確認済み）

(3) 盛土部分の土砂が崩壊しないように締固めその他の措置が講じられている 該当なし（建築指導課で確認済み）

(4) 事業区域の境界に境界杭及びフェンス等の工作物が設置されている 審査済み（図面により確認）

(1)
道路幅員が4メートル確保できるように事業区域を後退させるなどの措置が
講じられている

審査済み（図面により確認）

(2)
大型車の通行等による既存道水路の破損等を防止する措置が講じられて
いる

道路管理課で審査済み

(1)
近接する住宅、道路等に対し、透過性パネルの設置その他の太陽光の反
射を軽減する措置が講じられている

審査済み（図面により確認）

(2)
発電設備から発生する騒音が事業区域や周辺の騒音規制基準に適合し
ている

環境政策課で審査済み

(3)
事業完了後、発電設備の定期的な維持管理及び補修を行う体制が整って
いる

審査済み（維持管理に係る計画書により
確認）

(4)
発電設備の搬入及び設置時間、期間等が近隣住民等への影響が最小限
である

審査済み（立地環境に関する概要書によ
り確認）

（7）
道路、河川、水路その他公共施設の構造等
に支障を来すおそれがない

（8）
近隣住民等の生活環境を保全すべき措置が
講じられている

(4)
事業区域の高さ、法面の勾配、造成を行う面
積等の造成計画について適合している

（5）
排水施設、擁壁その他の施設について適合
している

（6）
地形、地質及び周囲の状況に応じ配慮すべ
き事項又は講じるべき措置がされている
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認定済み（経済産業省通知により確認）

契約済み（東京電力電力受給契約書によ
り確認）

審査済み

環境政策課で審査済み

審査済み

審査済み

(1) 審査済み（資金計画書、残高証明書により確認）

(2) 審査済み（誓約書により確認）

(3) 審査済み（誓約書により確認）

協議済み（報告書により確認）

基準（条例第14条第2項各号）

事業計画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る

条例第27条の規定により許可を取り消されている場合、その取消の日から5年を経過している

前橋市暴力団排除条例第2条に定義する暴力団員等がその事業活動を支配していない

近隣住民協議（条例第12条第2項から第5項）

備 考

電気事業者による再生エネルギー電気の調達に関する特別措置第6条第2項に
基づく発電の認定

電気事業者との電力受給契約

（10）

市の総合計画、環境計画、景観計画、都市計
画、観光計画その他の将来計画に適合して
いる

市の総合計画に適合している

市の環境計画に適合している

市の景観計画に適合している

市の都市計画に適合している

（9）
電気事業法、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そ
の他関係法令に適合している
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