
環境・景観と自然エネルギーを考えるシンポジウム　議事録
（文中敬称略）

日時：2017年 12月 9日（土）13時～16時

場所：長野県小諸市御牧ヶ原区 公民館

パネリスト：

岡本一道／陶工

小池雅久／アーティスト

岩下大悟／山村テラス

和久井道夫／ガーデナー

司会：依田みずき

□ 開催のあいさつ

□ スケジュールの説明
　第 1部 パネリストの話と会場との意見交換

　第２部 全体での話し合い

□ パネリストの自己紹介
○ 岡本一道（太陽光の活用を早くから行ってきた立場から）

・出身は神奈川県だが自然に囲まれて仕事に没頭したく、小諸市天池に移住して 40年にな

る。その暮らしの中で様々な環境の変化に直面してきた。

・ゴルフ場の建設に始まり、東日本大震災での原発事故からの自然エネルギーへの転換、

いわゆる反原発や脱原発といった社会情勢の変化の中で、早くから太陽光の活用に取り

組んできた。

・太陽光に注目したのは小諸市の日照率の高さから太陽光利用が自然エネルギーの活用に

適していると思ったから。ところが 2011年の原発事故を機に太陽光は自然エネルギー

の活用目的から投資事業に姿を変えた。

・この動きの中で今どう進むべきか考えている。今が転換期。

・エネルギーの話に留まらず、私はこれまで「石油文明」から「太陽文明」への転換を推

奨してきた。今日はこの認識を共有したい。



○和久井道夫（環境や景観に対しガーデナーとしての視点から）

・これまでガーデナーの仕事の中で、庭を作ってそれで終わるのではなく、庭のその先ま

で見えるトータルな風景を重要だと考えてきた。

・今、作ってほしくない場所にソーラーパネルが増えてきている。その景色は美しいとは

言えない。

・布引観音の対岸に素晴らしく美しい森があるのだが、そこで現在セルフビルドのパネル

設置が進んでいる。目的を聞くと財テクの為だと言い、材料を安く仕入れ、一人で木を

伐り出し、現在も進行中である。遠くから見るとその景色は美しくなく、森が汚される

ように感じている。

・これが繰り返されると里山の風景が変わっていく。大切な財産がなくなってしまう。そ

のことに悲しみや怒りを感じている。

・出来てしまったものは仕方がない。だから見たくないものを如何に美しく隠すか。その

ことを今回話合えればと思っている。

○小池雅久（建築やロケットストーブなどを利用した火力エネルギー推奨者の視点から）

・本職は彫刻になるのだが、作品を作って生活をしていくにあたり、手で造り続ける・も

のづくりをしていくということを信条としてきた。そのため現在は美術と建築の中間、

いわば大工のようなことをしている。

・以前は東京で暮らしていたが、日本で自然エネルギーを推進してきた岩手県葛巻町で

「森と風の学校」の活動に係わったことが現在に繋がっている。

・その後は子どもが育つための環境、パーマカルチャーの場を実践してきている。

・その実践の中で感じたのが竈やお風呂などの「たき火」で、子どもたちは「火」に対し

てはかなりの興味を見せる。しかし「太陽光」の話をしてもまったく注目せず、すぐに

たき火をしてしまう。これを見た時に何か変だと感じた。

・今日は自分たちに必要なエネルギーが何かを、みなで話せればと思っている。

○岩下大悟（太陽光パネルの販売員として勤めていた経験から）

・出身は佐久市浅科地域で、現在は佐久穂町で地域に則した建築・空間・風景を模索しな

がら「山村テラス」という宿泊施設を営んでいる。

・山村テラスを始める以前、太陽光がちょうど普及し始めた 2009年から 2012年まで太陽



光の卸し販売の会社に勤務していた。住宅を担当し、工務店や建材店が取引先だった。

・2011年の震災以降、太陽光の需要が急増し、仕事は残業も増えて忙しくなった。

・2012年 7月に太陽光の全量買い取り制度ができた。これにより太陽光が住宅用から投資

の対象になった。この時点で退職したのでその先のことはあまりわからない。

・辞める直前には、太陽光は設置すればとにかく売れた。経営もメンテも必要がないとい

うことで一般企業が参入し、設備の値段も下がったことでより普及していった。

・佐久穂町にもソーラーパネルが立ち並ぶようになり、ここにきて風景を壊すものが出来

てきた。その中で感じることも多く、今日はいろんなヒントをもらいに来た。

□「自然エネルギー」と「再生エネルギー」の違いについて
司会：まずはよく耳にする「自然エネルギー」と「再生エネルギー」という言葉について、

その違いをパネリストの方に伺います。

岡本：

・「自然エネルギー」と「再生エネルギー」はあまり区別して使われてはいない。

・「再生可能エネルギー」という言葉もあり、持続可能な社会の為に再生可能エネルギー

を利用するといった動きがある。

・資源は有限であり、使った資源は元には戻らない。認めない人もいるがこれは経済活動

が原因である。またここ 20年で異常気象が起こるようになった原因も、資源の乱用にあ

ると考えられている。

・原発を含みすべてを石油に頼った社会を石油文明と呼んでいる。一方で人間は太陽の子

供。太陽文明の中で考えていく。これが向かうべき方向ではないかと思っている。

・これからは穏やかに人口が減って行く一方で技術は進歩しエネルギー効率は上がってい

く。そのなかでどのくらいのエネルギーが必要かを真剣に考えていく必要がある。はた

して原発は必要なのだろうか。

・今は経済を中心としたグローバリズムの考えが主流になり、その中で問題が多発してい

る。経済学においては倫理学がはじき出され、数字が正義となっている。今のことだ

け・金儲けのことだけを考え、根拠のない目的に向けた将来設計が進んでいる。その根

拠を修正しないといけない。

・バックキャスティングという言葉があるが、根拠ある将来の目的をきちんと定めて、そ

のために今どうするかを考えていく必要がある。



会場から：

・建設業を営んでおり昨日もメガソーラーの現場で仕事をしてきた。

・メガソーラーを推奨している訳ではないがメガソーラーに係わることは生活の為に仕方

がなく、自分の中に葛藤がある。

・理想と現実との間での葛藤を解消していくためには身近なところでの擦り合わせが必要

だと思っている。

・メガソーラーの建設をトラブルとして捉えるのではなく、話し合いの場を設けていく必

要があるのではないか。事象を近隣トラブルと捉えるべきではないと思う。

岡本：

・昔の給与は現金袋で渡されていたため人々は自分たちの収入を目に見える形で把握して

いた。しかしエネルギーの話になると自分たちがどのくらいのエネルギー量を使ってい

るかを答えられる人はほとんどいない。そこに金額で答える人が出て来た。

・今は使いたいだけ使っている。省エネやスイッチを切ることができず、電気を使わなく

ても出来る快適な生活を考えることがほとんどない。

・自分は 1999年に自宅の屋根に 2.88kwの太陽光を設置した。夜間は電力会社から電気を

買っていたが、日中はその 2.88kwのパネルで 120％の生活ができた。

・生活の工夫としては家に天窓を 3つつけて電灯をつける部屋を少なくした。またシンプ

ルな太陽熱温水器を設置したことでガスの消費が減った。

・子供たち相手の授業で話す例えだが、3kwでは 1500wのドライヤーを 2本使ったらそれ

で終わり。しかし 1個 7wの LED電球なら無数につく。つまり電気を熱で使ってはダメ

だということ。

・熱源を考えるとエネルギーは減るが、電力会社は電気をなるべく熱で使ってもらうこと

を推進している。それがかつてのオール電化。そのキャンペーンでは原発4基分のエネ

ルギー利用が増えたという。

・震災以降はオール電化を辞めたが、その後出て来たのが電気自動車。そのエネルギーは

どこからくるのか？またリニアの推進も電気であり、原発 3基分が必要とされている。

・つまりはこれからも電気が足りない、ということになる。



□ 会場参加者からの質問
会場：

・自分は御牧ヶ原で生まれ育った。

・自分は太陽光に関しては必要と考え、温暖化は自然現象であり経済活動との関係には懐

疑的な立場です。

・個人でできる省エネ生活での太陽光の活用と産業としての太陽光・メガソーラーは別で

あり、産業と自然環境がどう共生するか・調和するか、といった視点が必要だと思う。

・日本の様々な政策は現在破滅に向かっており、今が瀬戸際だと思う。その一つが太陽光。

・中国は太陽光へシフトした。日本も太陽光をすすめていかないといけないのではないか。

・歴史的には御牧ヶ原は古くから牧場・草刈り場であり余計な開拓が許されなかった。そ

のおかげで美しい環境が残された貴重な場所である。これを守っていきたい。

・近代に至って家が建ち、環境は変わって行ったが、それでも新しい文明と共存しながら

美しい景観を保ってきた。

・メガソーラーの建設と環境保護の調和にはアイデアが必要だと思っている。今日はそこ

を聞きたい。

会場：

・景観と経済の観点で言うと、地方都市が今苦しんでいるのは耕作放棄地の問題。10年後

20年後の深刻な後継者不足を抱えている世帯が多い。御牧ヶ原でも昔盛んだった桑畑は

今や鹿やイノシシの住処となっている。

・そこに“おいしい話”が来たら目先のことに走るのは当然であり、それが現状。

・景観も保ちつつ経済も発展させるといった案は、みな考えているものの出てこない。

・エネルギーで言えば、エネルギーの使用を減らし自然に暮らすことにシフトする必要が

あるかと思う。

・地元の人も道筋を示してくれれば目を向ける。しかしそれがなければ、お金をちらつか

せられるとついそっちに向いてしまう。

和久井：

・メガソーラーがある景色をいい景色と思う人はほとんどいない。やはり誰でも美しい田

や森がいい。海外の例だとドイツでは切った森の 6倍を植林しなければならない。荒れ

地は 3倍の荒れ地を管理しなければならない。これを何かの形で日本でも応用できない



だろうか。

・読書の森の隣の太陽光パネルを自然の中に隠す方法を考えている。アルミフェンスでは

美しくなく、自然に調和する隠し方を探っている。例えば自然素材を使い、板塀で囲み

その周りに常緑樹を植えるなど。

・今自分たちに出来ることは、そのような対策案をガイドラインに入れることくらい。森

を切り拓いて太陽光パネルを設置することに対しては、その算入のハードルを高くする

しかないのではないだろうか。

会場：

・人々に「なぜ景観が大事なのか？」を教えることが大事ではないだろうか。現在は景観

に対する理解が浅いように感じる。

・景観と暮らし・自然と命との繋がり・景観とは何なのか？そこを知ってくことが大事で

はないだろうかと思う。

会場：

・上田で造園をしており、大地の再生にも取り組んでいる者です。

・最近全国で起きていることであるが、山や森を切り拓き水と空気の流れが遮断されるこ

とで土砂崩れが発生している。

・例えば砂防ダムで説明すると、谷間に造られた砂防ダムの底に土砂が溜まり、そこから

硫化水素が発生する。その硫化水素でダムの際から上に向けて山の木々が立ち枯れる。

・住宅地では、土地を造成しブロックや擁壁の土留めをすることで、もともとそこにあっ

た水脈が閉ざされ、山の斜面の土が染み込みにくくなる。

・健康的な木はモクモクとした葉と細かい根をもっている。しかし流れを遮断された場所

にたつ木々は、その表情が荒れ果ててくる。よい酸素がないため苦しさから葉がツンツ

ンし、根も張出すようになる。今の読書の森の状況を見ていると、これと同じような現

象が起きてくるのではないかと感じている。

・ソーラーパネルの側に行くとラジオの電波が乱れる。これはパワーコンディショナーに

よる電磁波が原因で、メーカーの注意書きにもそのことが明記されている。電磁波の恐

怖については『人類はアンドロイド』という書籍があり読んでいただきたいが、強烈な

内容なので女性にはお勧めしない。

・電磁波の問題や真相に関しては日本のメディアではスポンサーがいるため報道されるこ



とはない。電磁波を避ける方法に関しては増川いづみ氏が説明しているので、興味があ

る人は彼女の書籍などを読むことをお勧めする。

岩下：

・現在自分が住む地域では山を削って造成し全長 2kmのソーラー開発が進んでいる。その

造成地には 120人の地権者がいたが、その 8割が土地を売ってしまった。つまりはいら

ない土地だったということ。これをなんとかしないといけないと感じている。

・農山村の美しさを活用しないと土地が売られていってしまう。この背景にはライフスタ

イルの変化や後継者不足の問題があり、土地が継承されていかないことにある。

・そのためにはなるべく畑を作る。農業をやりたい人と空いている土地とのマッチングを

行うといったことが、個人レベルでも出来ることだと思っている。身近に農業をやりた

い人がいればぜひ紹介をしてほしい。

・また山地が売られるということについては日本の木が売れないことが背景にある。海外

からどんどん安い木材が入ってきて日本の木が売れなくなっているのが現状。

・これらの問題はこの先もどんどん進行していくため、10年後 20年後はこれからの人たち

がさらに考えていかなければならない状況になる。

小池：

・今まで話に出た経済や田畑の話というのは実際に目に見えることに対する話。一方で人

の目に見えない部分への対応、つまりは人々の感性に訴えかける力が芸術家に足りない

と感じている。

・自分の為の彫刻やものづくりをしている横で大切な風景が壊れて行くのを目の当たりに

し、そこから建築に興味を持った。

・人の意識というものは簡単に変わる。自分は環境都市と言われるフライブルク市の風景

を見て、その当時は素晴らしいと思っていた。環境都市について見聞きする中できっと

この先の未来はよくなるに違いないと思った。このように人の意識は簡単に左右される。

情報に騙されてはいけない、と言うこと。

・美しいとは哲学的なこと。そのことを建築を通して感性豊かな子供たちに伝えていく。

そこが今の自分の立ち位置。

・昨年から自分で１反６畝の田で米づくりをはじめたが、これがつまらない。その理由は

田んぼの形がかっこ悪いから。草取りなどの作業をしていても飽きてくる。その時に感



じたことが、田んぼの形をもっとおもしろくすると子供が近づくのではないかというこ

と。大人の頭のルールで決められたことに子供はほとんど興味を示さない。もっと子供

が楽しくなる仕組みを作っていく必要がある。

・またそれが出来るためには自由でなければならず、この自由を奪われないためにはどう

すればよいかを考えている。

□ 新規就農者の視点から
司会：先程出た田畑を借りることへの現状などについて、新規就農者の方に体験を伺いた

い。

会場：

・夫婦で移住して 5年目（研修 1年、就農 4年）になる者です。

・自身は御牧ヶ原で野菜を作り、妻はりんごに挑戦している。その農地探しの際、自身は

苦労しなかったが妻は現在探しているところで、なかなか農地が見つからず難儀してい

る。

・空いている畑はあるのだが借りるのが難しい。持ち主から利用が長期になるとやがて土

地を奪われてしまうのではと敬遠される。

・借りたい者と貸したい者のマッチングがうまくいかないのが現状。行政はほとんど物件

をもっておらず、頼りにはならない。またマッチングに対して重要視していない。

・そのような状況で就農している中で、今はもっと地元のネットワークを活かせないだろ

うかと考えている。

会場：

・佐久市内山地区で就農しているものです。

・土地を借りた時は地域のネットワークを利用した。

・使い易いところを求めた。荒れているところは手を付けづらく、そういったところに

ソーラーが建ち始めてきている。

・中山間地は狭く手をつけづらい。そこに太陽光の話がきたらそちらに流れてしまうのも

わからないでもない。

・実際太陽光が建ち始めた場所で「農業やるか？」と誘われても手をあげづらい。太陽光

だからということではなく、彼らは太陽光以外にいい話が来たらやはりそちらに売ると



思う。

・利用しづらい土地をどう利用していくか。土地の持ち主の意識を変えて行かないといけ

ない。住民の中から変えていかなければならないと思っている。

岡本：

・太陽光の買い取り制度は 20年の期限付き。つまり消費期限が 20年で、今は 20年後のパ

ネル跡を心配している。20年後にはおそらく太陽光パネル処理ブームが来るだろう。

会場：

・「自然エネルギー」と「再生エネルギー」に関して言うと、行政がゴミ処理問題を含め

て「再生エネルギー」という言葉を使い始めた。

・それに対し自分たちは田中知事の時代から自然エネルギーの利用に取り組んで来ており 、

「たぁくらたぁ」とう雑誌などにもまとめてきた。そのころは太陽光は儲からない話

だったが今は投資目的になり環境が壊されている。これをどうすればよいのか常に考え

ている。

・100人の人がいればそこには 100様の意見がある。それを 1つにまとめあげるのは無理。

・目の前にある自然を感性で受け止めことが一番大事なことだと思っている。地球環境の

ために動くことが重要であり、エネルギー論を論じたいのではない。いくつかの選択肢

があるだろうが、そこに住んでいる人の自決が優先されるべきではないだろうか。

・現在の読書の森の隣を見て心が痛むだろう。頭で云々考えるよりも、まずはその感性を

優先して考えるべきであろうということ。

・メガソーラーの普及をどうしたら止められるかと考えても、止めようがないし不可能で

ある。太陽光も風力も書類が揃っていれば審査だけで設置が出来てしまい、それらを止

める法律は残念ながらない。

・ゴルフ場建設ラッシュ後は大規模な開発はなかったが、ここ最近の太陽光ブームで一気

に増えた。この太陽光に対しては声をあげていくしかない、自分たちの考えを示すこと

が大事だと思っている。

＜休憩＞



□ 第二部 全体での話し合い
司会：第二部を開始します。まずは会場からご意見をいただきたいと思います。

会場：

・以前から環境活動に取り組んできており、これまで公民館祭りなどでソーラーの話をし

てきた。

・その講演の中でよく話すのだが、気候変動により小諸市も天気が悪い日が増えて来た。

気象庁が発表している気象データが 25年前で終わっているのだが、その 25年前に比べ

ても気候は明らかに悪くなって来ている。

・小諸市では平成８年に県の条例を受けて小諸市景観形成基本計画が作成された。しかし

浅間サンライン付近を重点地域として明記していて、あとは「その他」の地域としてひ

とまとめになっている。

・景観を守る為には住民協定が必要だが地権者の 2/3が必要であり、里山のように広大な

範囲では地権者も多くなり難しい。そのため里山の景観を守る事例は全国にもほとんど

ない。

・景観条例が出来た時はまだ意識は低かった。地権者の 2/3の合意はハードルが高いこと

ではあるが、まだこれから。今回を始まりに考えていきたい。

和久井：

・景観条例に関しては、決まりとしては建物の届出制度ぐらいしかない。しかし太陽光パ

ネルは工作物と見なされない。そのため残念ながら建築基準法にも当てはまらない。景

観条例は景観に配慮しない片手落ちなものになっているのが現状。

□ 「住民協定」「環境条例」について
司会：過去の実践経験から「住民協定」はどのような手順で進むのか？また協定が結ばれ

て実現するまでにはどのくらいの期間がかかるものなのか伺いたい。

会場：

・小諸市本町の住民協定はスムーズにすすんだ。今ある「町家館」は本来であれば壊して

駐車場になる予定だった。それらを残し活用していくことを目的に本町まちづくり協議



会が出来たことで今に至っている。

・相生町はアーケードがあったが老朽化が進んでおり、なんとかしないという意識が高

まった。商店街振興組合が中心となり、アーケード撤去から街路整備まで8年かかった。

アーケードを取る・取らないで 4～5年、アーケードを取って電線の地中化もすすめたの

でお金も億単位でかかった。

・これら協定を進めた時の苦労としては、地元に住んでいない地権者もいたため、そのと

りまとめが大変であった。しかしそれでも里山などに比べると範囲が狭かったため実現

が可能だったと思っている。

司会：「景観条例」の見直しは行われないのか？

会場：

・見直しは“地域のみんなが作る”と動きが出なければ変わることはない。今のまま。

□ 農村疲弊への対策について
司会：農村の疲弊に対して何が出来るか。具体的な対策は？

岡本：

・世界の理想であった社会主義や共産主義はどちらも問題があった。地球規模での持続可

能には弊害があった。Aでも Bでもダメなら別案を誰かが掲げる必要があるが、今はそ

こが欠けている。中央政治を含めて私たちもそれをほとんど議論していない。

・まちおこしも一過性。隣町が成功するとその隣町も同じようなことを行いつぶし合う。

「まちづくり」ではなく「まちつぶし」状態が横行している。

・小貫雅男氏の菜園家族構想は個人的に共鳴する部分が多く、批判するところが１つもな

く参考にしている。

・昔は津々浦々に人々がいて、ネットもないのに暮らして生きて子孫を残して来た。それ

が今は限界と言われている。

・ものづくり家が農業を行い、顔の見える範囲で物流が賄われ生活を営む。そういう社会

が成り立たないだろうか。それが唯一の解決策だと思う。

・本来それは地方行政の仕事だと思うが、出来ていないのが現状。ならば“自分のことは自

分で行っていく”と肝を据えないといけない。子供たちの未来に対して、今を生きる大人



として道筋を探っていく責任が私たちにはある。

司会：そのために私たちが取り組めることは何か？

和久井：

・出来たパネルを隠す。消極的だが上手に自然の中にとけ込むように考えていきたい。自

分に出来るのはそういうこと。

□ 会場参加者からの感想
会場：

・佐久でカフェを運営しており、毎週仕入れで長者ヶ原に通っているのだが、裏道などで

太陽光を見かけるようになった。

・太陽光だけでなく種子法の廃止など自分の係わる様々な分野において考えさせられるこ

とが多くなり、個人的には足下を見直す時だと感じている。

・電気についてもこの太陽光がいったいどこに使われているか自分にはわからず、その対

策もわからないが、今回のようなことをきっかけに見直すタイミングなのかなと感じた。

会場：

・望月に住む木内鶴彦さんという人が独自の太陽光システムを行っている。興味がある人

は調べてみてください。

□ パネリストから一言
司会：最後にパネリストから一言ずつお願いします。

岩下：

・どうしたらよいのかわからない中で、今やるべきことがわかってきた。ソーラーだけが

問題なのではなく、日々の暮らしの様々な問題が今回のソーラーとなって現れたのだな、

と感じた。今自分に出来ることをやっていかないと、と強く感じた。

小池：

・今の時代は情報に翻弄されている。その中でみなの意見を戦わせることも大事だと感じ

た。問題は山積みだが、こういう時だからこそアイデアが求められる。マイナスに捉えず



今はチャンスだと感じている。自由な発想で自分たちがアイデアを出していければと

思った。

和久井：

・今日は十分に話すことができました。

岡本：

・今年の春に上田市の中学校で講義をした際、「将来上田市に暮らしたいと思う人は？」

と質問したら予想に反して６割近くの生徒が手を挙げた。その時に都会から田舎への移

住に力を入れている行政の方向性は間違っていると感じた。地域の若者がこの土地でこ

の先も暮らして行くことが原点だろう。ここに居続けられる仕事が先。その守るべきこ

とが今は守られていない。

・農業が「業」として成り立たなくなってきた今、太陽光発電による土地の利用もありだ

と思う。ただしなるべく自然と共存するやり方を探る必要がある。私の家の近くにも太

陽光発電施設が出来たが、早めにその計画を知り、発電に邪魔になっていた我が家の木

を切った。その代わりに向こうも建設には譲歩をしてくれた。双方が納得して行えば不

快にはならない。

・水と空気はあって当たり前。電気もあって当たり前。田んぼも景色もあって当たり前。

この当たり前のことをみなで確かめ合うことが大切だと思った。

司会：本日はありがとうございました。

終了 16時 15分

以上


