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論点 考え⽅（対応⽅針）

課題① 太陽光発電に係る新基準の効果検証に
ついて

○ 新基準については概ね効果的であるが、運
⽤に当たって細部の考え⽅を整理するべきで
はないか。

○ ⾬⽔の適切な処理や、パネル設置時の防災
施設の確実な設置、安全な⼟⼯の⽅法等に関
連する許可基準について、⾒直しを⾏うべき
ではないか。

○ 令和元年12⽉に整理した「太陽光発電施設の設置に
関する林地開発許可基準の運⽤細則（林野庁⻑官通
知）」については、流出係数の考え⽅を明確にするな
ど、⽴地条件等を踏まえた都道府県の裁量の確保に留
意しつつ、運⽤の考え⽅の細部を整理することが適当
である。

○ 安全な⼟⼯の⽅法については、静岡県熱海市の盛⼟
崩落を踏まえ、今国会で宅地造成等規制法の改正（通
称︓盛⼟規制法案）が検討されていることから、今後
検討する当該法案の技術的基準の内容を参考として、
太陽光発電を⽬的とした開発に限らず、林地開発許可
全般における盛⼟等に係る基準（林地開発許可の４要
件のうち災害防⽌の基準の⼀部分）を⾒直すことが適
当である。なお、開発案件が林地開発許可制度と盛⼟
規制法案の双⽅の規制の対象となる場合には、⾏政機
関や事業者の事務負担を考慮した運⽤の効率化に取り
組むことが適当である。
また、⾬⽔の適切な処理やパネル設置時の防災施設

の確実な設置については、課題③及び④への対応⽅向
の中で整理することとする。
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論点 考え⽅（対応⽅針）

課題② ⼩規模林地開発の実態について

○ ⼩規模林地開発に係る⼟砂流出等について
は、以下のような災害発⽣の実態やリスクを
踏まえ、太陽光発電に⾒られるような開発形
態を対象に、現⾏の基準（1ha）を引き下げ
るべきではないか。（課題③とも関連）

（１）太陽光発電を⽬的としたものが⼤半であ
り、⾯積が1haに近づくに従い⼟砂流出等
の発⽣割合が⼤幅に増加すること

（２）衛星画像を活⽤した調査結果を踏まえる
と都道府県アンケートで把握できる以上に
⼟砂流出等の発⽣割合が⾼いと推測される
こと

（３）近年の降⾬形態が変化していること

○ 林地開発許可制度の規制規模については、災害の蓋
然性の観点から、林地開発に伴う⼟砂流出等と開発⾯
積の関係を制度創設（昭和49年）前に調査した結果を
基に１haとされている。
ＦＩＴ（固定価格買取）制度開始以降、太陽光発電

に係る林地開発が急増したことなどから、林野庁が都
道府県へアンケート調査を⾏い、近年の１ha以下の林
地開発⾏為における⼟砂流出等の状況を調査したとこ
ろ、
・ 開発⾏為全般の⼟砂流出等の状況は制度創設時と
⼤きく変わらないものの、

・ 開発⽬的別にみると⼟砂流出等に係る案件の約7
割を太陽光発電関係が占め、

・ それ以外の開発⽬的と⽐較しても太陽光発電関係
の⼟砂流出等の発⽣割合が⾼い傾向にある

ことが明らかとなっている。
加えて、衛星画像等を活⽤した調査を⼀定区域で追

加実施したところ、⼟砂流出の発⽣件数がアンケート
調査の結果の２倍程度となる状況が明らかとなってい
る。
これは、太陽光発電パネルが斜⾯地に設置され、か

つ、その下部が⼟⽻（⼜はそれに類する状況を含む）
のままの状況が多いため、降⾬に際し⼟壌侵⾷等が発
⽣しやすい状況にあることが影響していると考えられ
る。
このようなことから、太陽光発電に係る林地開発

（これに類する開発形態を含む）については、現⾏の
１haから規制規模（⾯積）を⼀定程度引き下げること
が適当である。
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論点 考え⽅（対応⽅針）

○ ⼩規模な林地開発を伴う太陽光発電施設の
設置数が多い状況を踏まえ、都道府県が開発
⾏為の⼀体性を判断する際の⽬安とするため、
実施主体、実施時期及び実施個所のそれぞれ
について、⼀体性に関する判断の考え⽅を定
めるべきではないか。

具体的に規制規模をどの程度引下げるかについては、
制度創設時の考え⽅を勘案しつつ、
・ 1ha以下の案件の⾯積分布を分析した結果、太陽
光発電施設の設置を⽬的とした開発による⼟砂流出
等の発⽣割合が0.4haを超える規模で増加すること

・ 太陽光発電施設の設置を⽬的とした開発による⼟
砂流出等発⽣割合を他の開発によるものと同⽔準に
まで抑えるための⾯積規模の試算

を踏まえ、0.5ha程度とすることが適当である。

○ 林地開発許可制度においては、実施主体、実施時期
⼜は実施個所が同⼀でない場合であっても開発⾏為の
態様等から⼀体性を有すると認められる案件は、これ
らの⾯積を合わせて許可対象とするか判断することと
なっている。
⼀体性の判断については、対象とする開発事業の形

態や⼟地利⽤等が多様であり、個々の案件に応じて総
合的に検討することが重要である。このような中、近
年増加する再⽣可能エネルギー関係については、当初
⼀体であったものが複数に分割される事例があるなど、
従来よりも多様な事業⽅法が⾒られることから、林地
開発許可制度の適切な運⽤のためには、規制規模の引
下げとともに、⼀体性を判断する⽬安を整理すること
も適当である。



4

論点 考え⽅（対応⽅針）

判断の具体的な⽬安については、近接する箇所で林
地開発の計画がある場合、
・ まずは、実施主体の状況について確認することが
重要であり、個々の箇所の⾏為者の名称等外形が異
なる場合であっても開発⾏為を⾏う会社間の資本や
雇⽤等の経営状況のつながり、開発後の運営主体や
施設等の管理者、同⼀森林所有者等による計画性等
から同⼀の事業者が関わる開発⾏為と捉えられるこ
と

・ また、実施時期について個々の箇所の発電施設の
整備時期や送電網の接続時期からみて⼀連と捉えら
れる計画性があること

・ さらに、実施個所について個々の事業で必要な発
電施設を共⽤することや局所的な集⽔区域内で排⽔
施設の整備等を⼀連で計画すること

などが挙げられることを踏まえ、個々の状況を整理し
た上で、⼀体性の有無を総合的に判断することが適当
である。
なお、太陽光発電等の再⽣可能エネルギー関係の⼀

体性の整理に当たっては、林地開発の計画とともに、
ＦＩＴ認定や電気事業法の届出の情報も活⽤すること
が効果的である。
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論点 考え⽅（対応⽅針）

課題③ 降⾬形態の変化等への対応について

○ 太陽光発電施設では、パネルによる遮光で
植⽣が発達しにくい等、⼟壌流亡が起きやす
いため、排⽔施設については、地域や現場の
状況等を踏まえて設計⾬量強度を変更できる
ようにするべきではないか。（降⾬確率年が
20〜30年の設計⾬量強度を採⽤可能とする
等）

○ 林地開発許可制度で開発者が設置する調節
池について、河川管理施設として設置するも
のと同等の規模（降⾬確率年が50年）のも
のを求めることについて、検討すべきか。

○ ⼤⾬や短時間豪⾬の頻度・強度が⼤きく
なっていることから、河川等のインフラ整備
と同様に、林地開発許可制度での排⽔施設・
調節池についても、降⾬量変化倍率（1.1倍
等）を現在の確率⾬量に乗じた⾬量強度での
対応を求めることを、検討すべきか。

（中間とりまとめにおいて整理）
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論点 考え⽅（対応⽅針）

課題④ 開発事業者の施⼯体制の問題について

○ 不適切な施⾏に対しては許可条件違反によ
る監督処分等により是正が可能なものの、施
⼯中の災害等防⽌について、申請者が災害等
防⽌の措置を実施するために必要な能⼒を有
するかどうかを確認するため、資⼒・信⽤に
加え、施⼯能⼒を証する書類についても、あ
らかじめ適確に確認することができるよう制
度化するべきではないか。

○ 林地開発許可を受けた後、開発⾏為の途中で⼟砂流
出等が発⽣している案件が許可件数の１割程度と⾼い
状態にある。これは、豪⾬等の⾃然現象に起因するも
のだけでなく、⼗分な災害防⽌措置が先⾏して実施さ
れないまま開発区域内で広域にわたり⽴⽊の伐採、表
⼟の除去などがなされ、災害リスクが⾼い状態におか
れることに起因するものと考えられる。このため、災
害防⽌等の許可要件の履⾏を⼗分に担保するには、防
災施設の適切な設計等のみならず、
・ 売電収⼊を得る前に防災施設を先⾏して設置する
ための資⼒・信⽤があること

・ 防災施設の⼯事を完成させるために必要な能⼒が
あること

・ 事業者に対して防災施設の設置の先⾏実施を徹底
させること

も着⼯前に確認することが必要である。

○ 資⼒及び信⽤を確認する具体的な⼿法については、
ＦＩＴ制度や他制度の提出書類も参考に、
・ 資⾦計画書（⾦融機関の残⾼証明や融資証明書類
等を含む。）

・ 納税証明書
・ 事業経歴書
・ 法⼈の登記事項証明書（個⼈にあっては⼾籍謄
本）

等とすることが適当である。
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論点 考え⽅（対応⽅針）

なお、太陽光発電事業については特別⽬的会社
（SPC）を設⽴し事業を展開する場合もあり、このよ
うな場合には許可後に融資等を受ける事業形態となっ
ている場合もあることから、申請時に資⾦計画や融資
⾒込み等を提出させ、融資証明等の確認を許可条件と
する対応も考えられる。
また、⼯事施⼯能⼒の確認についても同様の視点で

整理すると、
・ 事業実施体制図（防災⼯事の実施に係るものを含
む）

・ 建設業法許可書（⼟⽊⼯事業）（防災⼯事の施⼯
者（元請含む）に係る者）

・ 事業経歴書（申請者及び防災⼯事の施⼯者に係る
もの）

・ 林地開発に係る施⼯実績（監督処分及び⾏政指導
があった場合は対応状況含む）

等とすることが適当である。
なお、申請時に確認することが明らかに困難な内容

については、資⼒及び信⽤の確認と同様に申請時の確
認と許可条件を組み合わせた対応も考えられる。
加えて、⼟地利⽤関係法令や事業法の許認可、環境

影響評価法令の⼿続と連携した取組の重要性が指摘さ
れる状況にあることも踏まえ、申請時に他法令の⼿続
の状況も確認することとする。これにより、事業者に
必要な法令の⼿続を認識させるとともに、事業の確実
性を⾼めることにもつなげることが重要である。
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論点 考え⽅（対応⽅針）

○ 施⼯中の災害の発⽣を未然に防⽌するため
に講じるべき防災措置や、例えば、主要な防
災施設の完了確認を受けた後でなければそれ
以外の開発⾏為に着⼿できないこととするな
ど、開発⾏為中の災害防⽌措置の確実な先⾏
実施の担保について検討すべきではないか。

なお、これら事項の確認の確実性を担保するために
は、法令に根拠を置くことが重要である。

○ 開発⽬的とする事業に係る⼯作物等の施⼯に先⾏し
て防災施設を施⼯することについては、林地開発許可
を⾏う際の条件に付すことにより、事業者に対して監
督処分も含めた対応が可能となるものの、許可条件の
内容も含め、先⾏実施の徹底が不⼗分な状況が⼀部に
⾒られる。
このため、防災施設と他の開発⾏為の施⼯順序を改

めて整理し、
・ 主要な防災施設を先⾏して設置するまでの間は他
の開発⾏為の施⼯を制限することや、

・ 防災施設の配置計画の関係上、開発⽬的に係る⼯
作物等と並⾏して防災施設を施⼯する場合であって
も、周辺地域の安全性が確保できるよう本設のもの
と同程度の機能をもつ仮設の防災施設を適切な箇所
に設置した上で、全体の施⼯を進めること

などの重要な事項を改めて整理し、許可の条件として
確実に付すことが重要である。
また、防災施設の設置に係る許可条件を確実に履⾏

させるため、都道府県は⾏政指導のみならず監督処分
（中⽌・復旧命令）についても状況に応じて早期に実
施することが適当であり、併せて林野庁は都道府県と
連携し的確な執⾏がなされるよう⽀援を⼀層進めるこ
とが重要である。
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論点 考え⽅（対応⽅針）

加えて、防災施設の先⾏実施と効率的な施⼯を両⽴
する観点から、完了時の確認だけでなく、⼤規模開発
については⼩流域等の区域ごと、暗渠のような埋設す
る施設については施⼯内容ごとというように、開発⾏
為の状況に応じた部分確認や施⼯状況の定期報告につ
いても許可条件等に位置付けることが、災害防⽌の観
点から適当である。
なお、防災施設については、本設⼜は仮設を問わず、

開発⽬的に係る⼯作物と併せて開発⾏為に関する計画
書に具体的な箇所や施⼯時期等を明記させることが必
要である。
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論点 考え⽅（対応⽅針）

課題⑤ 施⼯完了後の管理について

○ 林地開発許可制度における緑化等の表⼟の
浸⾷を防ぐ措置は、構造物の設置と異なり、
施⼯完了後直ちに効果を発揮するものだけで
はないため、⼯事内容に応じて施⼯後も１〜
３年程度、その定着状況などを確認した後に
完了確認を⾏い地域森林計画から除外すべき
ではないか。

○ 林地開発と森林計画の基本的な関係として、防災⼯
事を始めとする開発⾏為が完了したことを都道府県が
確認した後に地域森林計画の対象森林（以下「対象森
林」という。）から除外することとしており、これに
より、森林法の対象から外れることとなる。
⼀⽅で、防災⼯事等が完了したにも関わらず斜⾯か

ら濁⽔が流出するなどの事態が⼀定程度発⽣している
ことが、都道府県が完了確認後に独⾃で実施している
巡視の中で明らかとなっており、斜⾯緑化や排⽔路等
の防災施設の機能が適切に発揮されるよう担保するこ
とが重要である。

○ 緑化等の表⼟の侵⾷防⽌を⽬的とした措置は、施⼯
後直ちに効果を発揮するものではなく、⼀定期間その
定着状況を確認することが重要である。
具体的には、治⼭事業等の林野公共事業での緑化⼯

の例を踏まえ、緑化⼯事の施⼯が済んだ段階で出来形
検査を実施するとともに、⼯事施⼯後１年経過した時
点の植⽣状態を植被率等により確認（成績判定）し、
さらに、⾃然の推移に委ねても問題ないかの確認の観
点から、少なくとも１年の経過観察を⾏った上で、緑
化等の措置の定着状況を確認・判断（完了確認）する
ことが適当である。
この過程において、緑化等の措置が不⼗分と判断さ

れる場合には、都道府県は必要に応じて事業者に対し
て指導等を⾏い、⼿直しを実施させることとする。
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論点 考え⽅（対応⽅針）

○ 施⼯後の電気⼯作物の維持及び管理や周辺
環境への配慮については、電気事業法や各種
ガイドラインでも定められており、林地開発
後の防災施設の管理についても関係省庁と連
携を図っていくべきではないか。

なお、林地開発許可の完了確認等により森林の機能
が防災施設等により確保されたことが明らかとなった
場合には、遅滞なく地域森林計画の対象森林から確実
に除外するとともに、都道府県及び関係機関と連携し
他法令に基づく⼟地利⽤に迅速に移⾏することが重要
である。

○ 排⽔路等防災施設に期待される機能が継続的に発揮
されるためには、林地開発許可に伴い設置された防災
施設等の完了確認後も、堆積した⼟砂の除去等⽇常の
維持管理や豪⾬時の巡視等が必要であり、これらにつ
いては事業者による発電設備の管理と併せて実施され
ることが効果的である。
⼀⽅で、森林法の対象は森林に限られ、林地開発許

可等により森林以外に転⽤された後の継続的な管理を
森林法の枠組みで対応することは困難であるため、太
陽光発電事業に関する他制度の枠組みの中で、転⽤後
も周辺地域に⼟砂流出等を引き起こすことがないよう、
太陽光発電の事業地管理の⼀環として、林地開発許可
時に災害のおそれ等がないものとして許可された対策
が適切に効果を発揮し、転⽤後も周辺地域への⼟砂流
出等を防⽌することができるよう、排⽔路等防災施設
の維持管理や豪⾬時の巡視等を位置付けることが適当
であり、そのために林野庁は関係省庁と連携した取組
を強化することが重要である。
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論点 考え⽅（対応⽅針）
課題⑥ 災害のおそれがある区域での措置につ

いて

○ 開発事業地内及び周辺地域に災害のおそれ
がある区域が含まれるか事業者に確認させ、
該当区域が含まれる場合には、開発⾏為に先
⾏して⼗分な容量及び構造を有するえん堤の
設置等の措置をとる必要性の検討結果を明確
にさせるべきではないか。

○ メガソーラー等の⼤規模な林地開発を⾏う場合、災
害リスクがある箇所が事業区域に含まれることがあり、
林地開発許可の審査に当たっては慎重な対応が必要で
ある。
許可基準では、災害のおそれがある場合には開発⾏

為に先⾏して⼀定の防災措置を講じることとされてお
り、この運⽤を着実に進めていくことが重要である。
そのためには、災害のおそれがある場合の⽬安を具

体的に整理することが適当であり、⼟砂災害警戒区域
（国交省）や⼭地災害危険地区（林野庁）の上流域等
で開発⾏為を計画する場合が該当すると考えられる。
このような場合には、完了時点で技術基準を満たす構
造を確保することはもとより、事業着⼿により下流域
に⼟砂流出等の被害を及ぼすことがないよう、開発⾏
為に先⽴ち、渓流内にえん堤の設置等を検討するなど
対応策の検討結果を整理し、開発⾏為に関する計画書
に記載させることが必要である。
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論点 考え⽅（対応⽅針）

○ 災害のおそれがある区域に含まれる⼟地の
範囲の考え⽅を⽰すべきではないか。

○ 措置に当たって、関係機関と連絡調整を図
るべきではないか。

○ 災害のおそれがある区域に含まれる⼟地の範囲の考
え⽅については、
・ ⼭腹崩壊や急傾斜地、地すべりに関する区域につ
いては⼟砂災害防⽌法の⼟砂災害警戒区域の考え⽅
を基本とする

・ ⼟⽯流等に関する区域については、⼟⽯流の発⽣
の危険性が認められる渓流を含む流域全体を基本と
する

ことを⽬安に、現地の荒廃状況に応じて整理すること
が適当である。

○ 防災措置の検討結果については、都道府県の林地開
発担当者が、⼭地災害危険地区関係では都道府県の治
⼭担当と、⼟砂災害防⽌法関係では都道府県の砂防部
局等との間で許可基準の適⽤の考え⽅を含めて情報共
有に努めることが重要である。
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論点 考え⽅（対応⽅針）

課題⑦ 地域の意⾒の反映について

○ 林地開発許可制度において申請者の事業計
画の中で地域の災害リスクへの対応を明らか
にするなど、４要件に係る対応⽅針を明らか
にした上で市町村⻑が具体的な意⾒を提出し、
提出意⾒に対する対応状況を整理するなど、
意⾒聴取がしやすい仕組みを構築するべきで
はないか。（課題⑥とも関連）

○ メガソーラー等⼤規模な林地開発に対して地域住⺠
から不安視する声があることを踏まえ、都道府県知事
による林地開発許可審査時の市町村⻑から意⾒聴取す
る仕組みを通して、災害防⽌等に対する地域の意⾒を
効果的に吸い上げ、許可の審査に活かすことが重要で
ある。
市町村⻑からの意⾒聴取に当たっては、環境影響評

価制度の仕組みも参考として、
① 事業者の開発計画を都道府県知事が市町村⻑に送
付した上で、

② 開発⾏為全体への総合的な意⾒及び災害防⽌等の
４つの許可要件の項⽬ごとの意⾒を聴取し、

③ 意⾒への対応状況を都道府県が必要に応じて事業
者に求める

④ 必要に応じて、対応状況を都道府県⼜は事業者が
市町村⻑へ説明する

といったプロセスを明確にし進めることが重要である。
加えて、開発区域に災害のおそれがある区域を含む

場合には、市町村⻑が地域防災を担っていることを踏
まえ、①の開発計画の中で市町村に対し当該区域との
重なり等を⽰すことも重要である。
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論点 考え⽅（対応⽅針）

○ 林地開発許可制度は災害防⽌等を⽬的とし
た措置で、技術基準に照らして災害リスク等
について審査するものであり、地域の合意形
成を許可条件とすることは過剰な制限となる
おそれがある⼀⽅、近年の再エネ導⼊に関し
て地域の合意形成や住⺠説明プロセスを⽬的
とした制度が措置されていることを踏まえ、
例えば、農⼭漁村再エネ法や温対法の地域合
意プロセスの活⽤を林地開発許可の事前相談
時に促すことや、FIT法などの住⺠説明プロ
セスにおいても、林地開発許可の４要件に関
わる内容を説明項⽬として取り上げてもらう
よう、他省庁との連携を図るべきではないか。

なお、許可に当たっては⾏政⼿続法に基づき標準処
理期間が定められていることを踏まえ、市町村⻑が意
⾒の検討に要する期間を⼗分に確保できるよう、都道
府県知事は、必要な申請書類が具備されているか確認
した上で、⾃らの審査と並⾏して早期に市町村⻑に意
⾒聴取の⼿続を⾏うなどの配慮が必要である。
また、林野庁は、現⾏の標準処理期間の⽬安を80⽇

としているが、市町村⻑の意⾒聴取の充実に向けて、
都道府県における事務処理期間の調査等を通じて標準
処理期間の検証に取り組むことが適当である。

○ 地域の意⾒反映のため市町村⻑の合意を要件とする
⼿法については、林地開発許可制度は開発に伴いそれ
まで森林が果たしてきた災害防⽌等の機能を代替する
ための対策を事業者に確実に講じさせることを⽬的と
した制度であり、合意⾃体を要件とすることは制度全
体の趣旨から過剰な内容と捉えられるおそれがある。
⼀⽅で、近年、太陽光発電施設の増加等により地域

の受容性が低下していることを背景に、地域の合意形
成等の促進を⽬的とした法制度等が充実されており、
災害防⽌等を⽬的とした林地開発許可制度についても、
これらの制度との連携を深めることにより、地域の意
⾒を踏まえたより良い林地開発につなげることが合理
的である。
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論点 考え⽅（対応⽅針）

具体的には、
・ 事業者が発電事業の企画⽴案を⾏う際には、「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」（ＦＩＴ制度）の事業計画策定ガ
イドラインに基づき地域との関係構築の取組を⾏う
こととなっていることから、林地開発許可制度の対
象規模となる可能性がある場合には災害防⽌等の４
要件を説明項⽬に組み込むこと

・ 林地開発許可の申請の相談が都道府県林務担当部
局にあった際には、「農林漁業の健全な発展と調和
のとれた再⽣可能エネルギー電気の促進に関する法
律」や「地球温暖化対策の推進に関する法律」の枠
組みを活⽤し、協議会等を通じて地域との合意形成
を図ることを申請者に促すこと

などの取組を、林野庁は関係省庁や都道府県と連携し
進めることが重要である。

さらに、地域の意⾒の反映に向けた取組を進めるた
めには、上記の意⾒聴取や合意形成等の取組のうち、
モデルとなりうる事例を林野庁において継続的に分
析・整理し、都道府県に対して普及していくことが重
要である。


