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主催挨拶
顧みますれば、東⽇本⼤震災から今年で10年でございます。新しい福島の姿が拝⾒

できるとともに、本シンポジウムがまさに2011年の記念すべき第⼀回をこの地・福島
で開催されたことを思い起こし、今回改めてこの地でシンポジウムを開催できること
を⼤変嬉しく思っております。
JOGMECは関係各所のご⽀援、そして地元のご協⼒をいただきながら地熱資源開発

事業者の⽅々への資⾦的な⽀援、あるいは有望地域を抽出するための基礎的な資源
調査を実施するとともに、調査精度の向上、あるいは調整期間の短縮ということを
⽬指した技術開発にも取り組んできております。昨今では2050年のカーボンニュート
ラルを実現すべく、CO2の排出が少なく、かつベースロード電源にもなる地熱資源
開発の重要性、あるいはその意義はますます⾼まってきております。最近におきまし
ては、ポテンシャルの⾼い国⽴・国定公園などにおける地熱開発につきましていわゆ
る⾃然環境保護と資源開発の両⽴、あるいは共⽣を図るという動きも出始めてきて
おります。

JOGMECとしましては、地域と共⽣した持続的な地域開発に向けまして、本シンポジウムをはじめとする理解促進
活動を積極的に続け、地域とwin-winの関係が⽣じるよう、関係各位と連携して今後とも取り組んで参る所存でござ
います。



シンポジウムプログラム

14:00 オープニング

14:05 主催者挨拶
独⽴⾏政法⼈⽯油天然ガス・⾦属鉱物資源機構（JOGMEC）理事⻑
細野哲弘

14:10 開催地代表挨拶
福島県知事
内堀雅雄⽒

14:15 来賓挨拶①
超党派地熱発電普及推進議員連盟共同代表代理衆議院議員
武部新 ⽒

14:20 来賓挨拶②
超党派地熱発電普及推進議員連盟共同代表参議院議員
増⼦輝彦⽒

14:25 基調講演①
我が国の地熱発電の現状と将来
国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所
福島再⽣可能エネルギー研究所再⽣可能エネルギー研究センター総括研究主幹
浅沼宏⽒

14:40 基調講演②
秩序ある地熱開発への5つのお願い
⼀般社団法⼈⽇本温泉協会副会⻑
佐藤好億⽒

15:05 トークセッション
GEO	POWER	FUKUSHIMA -福島から広がる地熱のチカラ-
福島県柳津町⻑ ⼩林功⽒
⼥優 飯島直⼦⽒
フリーアナウンサー 唐橋ユミ⽒（モデレーター）

15:30 パネルディスカッション
GEOクロストーク -地熱がつくるウェルビーイングな未来とは-
東北電⼒株式会社常務執⾏役員 ⼤野貞彦⽒
独⽴⾏政法⼈⽯油天然ガス・⾦属鉱物資源機構（JOGMEC）特命審議役 安川⾹澄
株式会社元気アップつちゆ 加藤勝⼀⽒
福島⼤学共⽣システム理⼯学類教授 佐藤理夫⽒
The	Human	Miracle株式会社代表/クリエイティブディレクター ⼩橋賢児⽒
フリーアナウンサー 唐橋ユミ⽒（モデレーター）

16:15 閉会挨拶
経済産業省 東北経済産業局⻑
平井淳⽣⽒



地熱シンポジウムも、第9回を迎えることができました。第1回⽬は、東⽇本⼤震災、
東京電⼒福島第⼀原発の事故の後の12⽉に福島市で開催いたしました。地熱議連を創
設するにあたっては、⼆階先⽣をはじめ、多くの関係の議員の皆さんと、「⽇本は
世界で第3位の地熱ポテンシャルがあるため、この地熱を利⽤しない⼿はない」とい
う話を重ねながら創設を計画しておりました。
再⽣可能エネルギーの中のチャンピオンである地熱発電を進めていくことによって、

ベースロード電源としての地熱発電を伸ばしていきたいと思います。
2050年にカーボンニュートラルを実現するために、この地熱発電の推進が⼤きな

役割を果たすことは間違いありません。脱炭素社会を実現するためにあらゆる政策を
総動員しながら、私どもはその実現を図っていきたいと思います。今まで以上に、
地域の皆様のご理解をいただきながら、温泉事業者の皆様とともに歩みながら、
そして地⽅創⽣を図りながら、地熱発電を進めていきたいと思っています。

超党派地熱発電普及推進
議員連盟共同代表代理
衆議院議員
武部新 ⽒

来賓挨拶
地熱発電の普及推進を図るため、超党派地熱発電普及推進議員連盟を2011年9⽉に

⽴ち上げてから10年が経過いたしました。規制緩和や必要な予算確保の働きかけなど、
さまざまな活動を⾏ってまいりましたが、その成果の⼀環として今年の夏には、地熱
開発の円滑化に向けた⾃然公園法や温泉法・森林法等の規制の運⽤の⾒直しに向けた
議論が始まりました。また、2030年のエネルギーミックスの実現に向け加速的に調
査・開発を進めるべく、事業者を⽀援するための令和4年度の概算要求額が200億円を
超えるなど地熱開発の促進に向け、事業環境が引き続き向上しているものと⾃負して
おります。
地熱発電は、我が国に豊富に存在する地熱資源を有効活⽤できる、⾮常に将来性の

⾼い電源です。
今年のシンポジウムでは福島県と地熱の魅⼒、地熱が作るウェルビーイングな未来

などについて議論されると伺っており、地元産品や他県のモデル的な取り組みの展⽰
もあると聞いております。その成果が全国各地に発信され、地熱発電の導⼊に向けた
機運がさらに⾼まることを期待しています。

超党派地熱発電普及推進
議員連盟共同代表
参議院議員
増子輝彦 ⽒

シンポジウムの参加は会場とオンライン視聴のハイブリッド開催

本年度の地熱シンポジウムは、昨今の社会情勢を鑑み、
会場での現地参加とオンラインでのLIVE視聴の2つの参加⽅法をご⽤意し、
多くの⽅々に⽇本各地からリアルタイムでご視聴いただきました。

当⽇の講演動画は現在もアーカイブを公開しております。
ぜひ、下記URLより『シンポジウム 配信映像』をご視聴ください。

https://www.youtube.com/watch?v=mKKW6nl-WXw



福島県においては、柳津⻄⼭地熱発電所と⼟湯温泉16号源泉バイナリー発電所、
この⼆か所で地熱発電所が稼働しております。今般の再⽣可能エネルギーの主⼒電源
化の議論においても純国産のベースロード電源として期待をされる地熱発電の役割は
今後ますます重要になるものと考えています。
本⽇の地熱シンポジウムを契機として、広く地熱利⽤への理解を深めていただくと

ともに、地熱を活⽤した特⾊ある地域づくりの機運が⼀層⾼まり、地元・関係の皆さん
の理解醸成の下で導⼊が進められますことを⼼から期待しています。
本県の復興をさらに⼒強いものとするため、引き続き地熱発電をはじめ、地域と共存

する再⽣可能エネルギーの導⼊・拡⼤に取り組んで参ります。

地域物産展示

開催地代表挨拶

福島県知事
内堀雅雄⽒

福島県内をはじめ、地熱モデル地区となっている全国各地の
地熱開発の現状や地域共⽣について紹介、地熱を活⽤した物産を展⽰しました。

さらに、地熱の “地のチカラ”を体感いただける「地熱浴」コーナーも設置しました。



『我が国の地熱発電の現状と将来』

我々が地熱の研究開発を⾏っている動機づけの⼀つとして、本当に地熱のエネルギーで我々が必要として
るエネルギーを賄えるのかどうかということが⾮常に問題となります。上図は横軸の⽬盛りが⼀つ増えると
エネルギーが10倍になることを表しています。真ん中の⻘い部分が、⼈類が消費しているエネルギーに相当
しますが、太陽から届くエネルギーは、我々が使っているエネルギーの数百倍以上も降り注いでいると⾔わ
れております。ですからこれをうまく使うことができれば、さまざまな形でエネルギーを供給できます。
しかしながら我が国の電⼒がどのように作られているか、下図の電源構成で⾒ますと、我が国で発電され

る電⼒のおおよそ80%は化⽯燃料で発電されております。それに⽔⼒エネルギー・（⽔⼒以外の）再⽣可能
エネルギー、それから原発がわずか⼊っておりますけれども、地熱発電の発電量というのは我が国の使って
いる電⼒のわずか0.2%です。我々はこの発電量をどうにかして増やして、しかも地域にメリットが出て、
我々が安全安⼼なエネルギーとして使えるようにしたいという強い思いを持っているわけです。
地熱発電は低炭素な国産エネルギー源として⾮常に魅⼒的でありますけれども、そこでは順応的管理とい

うことを実現することが⾮常に重要であるということになります。また、これまでさまざまな先⽣⽅からご
挨拶ありましたように、政府も施策や予算等の⾯で⾮常に積極的なご⽀援をいただいておりますので、この
機会を逃すことなく地熱発電を進め、地域と共⽣したエネルギー源として安全安⼼なエネルギーが供給でき
るように、我々研究者も⽇々研究を⾏っているということでございます。

国⽴研究開発法⼈ 産業技術総合研究所
福島再⽣可能エネルギー研究所
再⽣可能エネルギー研究センター
総括研究主幹
浅沼宏 ⽒

基調講演①



『秩序ある地熱開発への5つのお願い』

⽇本温泉協会は、設⽴が⼤変古く、昭和4年に設⽴をしております。温泉についての研究や、温泉知識の
普及、並びに温泉資源の保護並びに利⽤施設の改善および利⽤の適正化を図っていくということをもって、
国⺠保健の増進と観光資源の活⽤に寄与する団体として組織されております。
秩序ある地熱発電開発を⾏うためには、五つの提案を聞いていただきたいと思います。
まず⼀つ、それには地元の合意を絶対的条件にしていただけないものでしょうか。
当然のことながら、客観性が担保された情報公開。できれば第三者機関の創設等をしっかりやっていただ

くことが良いのですが、そこまでいかなくとも、そういう真摯な気持ちでお互い胸元をきちんと分け合って
将来を⾒据えた中⾝にしていただきたいと思います。
同時に何と⾔いましても、今、産総研さんでお願いしております、将来的な地熱資源のポテンシャル量を

考えるためにも、モニタリングは開発の前から、本来なら⽣産する前の条件として、地域の中の温泉の源泉
にモニタリング装置をつけていただきたい。
将来にわたってそれが、⼀般市⺠に理解できるようなシステムとして、開発事業者に予算措置をしていた

だきたく、こういうことを今お願いをしております。
最後になりますが、万⼀被害（減温・減⽔等々）が発⽣した場合に、回復作業の明⽂化をぜひ担っていた

だきたい。万⼀営業その他ができなくなるような減温・減⽔の被害が出てきた場合に、その間の営業保証も
含めてできるようなシステムというものを是⾮お願いできないだろうかと、そういうことをご提案申し上げ
て私のお話を終わらせていただきます。

⼀般社団法⼈⽇本温泉協会
副会⻑
佐藤好億 ⽒

基調講演②



福島県柳津町⻑
小林功 ⽒

トークセッション

⼥優
飯島直子 ⽒

フリーアナウンサー
唐橋ユミ ⽒
（モデレーター）

唐橋：まずはお⼆⼈に、福島の魅⼒について伺っていきたいと思います。柳津町の⼩林町⻑からお願いいたします。

⼩林：福島の魅⼒ということですが、福島といえば何と⾔っても⾃然が美しい。そして⾷べ物が美味しい。特に
フルーツがとても美味しいところです。そして県⼟が広く、三つの地域から成っております。内陸から会津
地⽅、そして中通り、太平洋側の浜通りと、三つに分かれておりまして、特に会津地⽅と浜通りを⽐べます
と気候・⾵⼟ともまったく違います。⾷べ物も違う。⼀度福島においでいただければ、まったく違う福島を
感じていただけると、そんな⾵に思います。
また、福島は地域資源に溢れております。特に今⽇のテーマであります、地熱資源が⼤変豊富です。
そして次に、柳津町の魅⼒についてですが、柳津町は⾚べこの発祥の地、伝説が⽣まれたところとして⾮常
に有名であります。また町内には⻄⼭温泉と柳津温泉という⼆つの温泉があります。
発電所の近くには⻄⼭温泉があり五つの旅館があります。この五つの旅館がそれぞれ別の湯⼝を持っており、
成分・効能等も全く違うということで、皆さんにはこの五つの温泉に⼊っていただいてぜひ⽐べていただけ
ればと思います。

唐橋：飯島さんは、お⺟さまのご実家が福島とのことですが？

飯島：はい。

唐橋：ゆかりがありますね。

飯島：そうですね、福島の⽩河市なんですけども、ほんとに福島は私にとって第⼆の故郷なんですよ。幼少期
から、春休み・夏休み・冬休みとなると必ずこちらに来て、休みの間ずっといたんですね。そこで川に⾏っ
たり、⼭に⾏ったり、それからおばあちゃんと⼀緒にイナゴを取って炒めたりして。

唐橋：じゃあ、思い出す光景が⾃然にあふれてるという感じですか？

飯島：そうですね、夏休みや冬休みなんかに⾏くと、⾃由研究でトンボを取りに⾏ったりして。もうとにかく⾃然
がいっぱいあるじゃないですか。お⽔も綺麗ですし、毎⽇のように川に遊びに⾏ったりお祭りに⾏ったり、
温泉も⾏きましたし。福島の思い出は今でもいっぱいあります。

唐橋：すごく福島愛を語っていただきましたけれども、⼩林町⻑は福島のこのパワーの源というのは、まずどこに
あると思われますか？

⼩林：私はですね、この福島のパワーの源は「県⺠そのもの」ではないのかな、と思います。

飯島：そうですね、原発の問題もありましたけども、その前から福島の⽅の⼈の良さって⾔うんですかね、そう
いうものもありましたし、福島愛が⼀層強く、町⻑さんも⾔われてた通りなんじゃないかな、と思います。
私の親戚とか従兄弟たちもみんなそう⾔ってます。親戚なんかと話をしていますと、もっとみんな⼒を合わ
せてっていう、そういう思いがすごく伝わってきますね。

唐橋：さて、本⽇のトークセッションのタイトルが「GEO	POWER	FUKUSHIMA	-福島から広がる地熱のチカラ-」
ですが、飯島さんは福島で地熱発電が盛んだということは、ご存じでしたか？



トークセッション
飯島：地熱発電所がある、ということは私も知っていました。ただ、詳しくは全然知らないんですね。

だから今⽇は、これを機にちょっと勉強させていただきたいなと思っております。

⼩林：地熱発電所は地下から熱⽔を取り出して、その蒸気でタービンを回して発電をしています。温泉も地下の熱
⽔を利⽤していますから、地熱発電所に適している⼟地には温泉が湧いているということが⾮常に多いわけ
です。柳津町にも柳津⻄⼭地熱発電所という発電所があります。平成7年から運転を開始しておりまして、
東北では7番⽬・全国では15番⽬にできた地熱発電所です。最⼤出⼒は3万kW、およそ4万世帯分の電⼒を
賄うことができるということで、この会津若松市の世帯数5万世帯ですから、その8割を賄えるパワーが、
この発電所にはあるということです。

飯島：すごいですね。

⼩林：さらに発電所の隣には、「熱ミュージアム」という施設があります。熱ミュージアムでは、熱はいったい
どこからやってくるのか、そしてどんな役割を果たしているのか。熱に関する様々な不思議を、遊びながら
学ぶことができる、ということでございます。実際に地⾯を掘るのに使ったボーリングのロットや、地底
から取り出したコアなども展⽰されているということです。

飯島：熱とかエネルギーとかいうと、ちょっと難しいようなイメージがありますが、こうやってミュージアムなど
があると⼦どもの研究とか、⼀般の⼈も⾃由に⼊れるんですよね？⾏ったら勉強になるし、すごく楽しく
地熱のことが分かりそうですよね。

唐橋：⾝近に感じられますよね。でもこういう⾵に地熱発電が広がっていきますと、どういう未来があるんで
しょうか？

⼩林：地熱発電は環境に優しいというだけでなくて、実は地域の活性化にも⾮常に役⽴っているということですね。

飯島：究極のエコですよね。地熱で発電ができるっていうのは。

⼩林：例えばエビの養殖ですね。福島の⼟湯温泉のバイナリー発電所では発電から排出される熱⽔を⼆次利⽤して、
オニテナガエビの養殖をしています。他にも地熱を暖房に活⽤してリーフレタスの栽培をしているNPO法⼈
があります。福島の厳しい冬場でも、化⽯燃料をほとんど使わずにハウス栽培を⾏うことができています。
また、地熱発電の調査のために掘った井⼾を再利⽤する国内でも⾮常に珍しい取り組みもあり、発電には
適さなかった井⼾でも地域の活性化や雇⽤の創出につながる可能性を秘めているわけです。

飯島：すごいですね。野菜までできちゃうなんていうのは、これ本当に最⾼じゃないですか？

唐橋：そうですよね！それでは最後になりますが、これからたくさんの可能性を秘めた地熱発電、どんなことを
期待したいでしょうか？

⼩林：福島は地熱資源の宝庫です。そして我が柳津町も今、地熱発電所で地熱を利⽤しておりますけれども、まだ
まだ眠っている資源があります。地熱は⾵⼒発電あるいは太陽光発電と違って、天候に左右されない⾮常に
安定した電源であるといえます。将来は地熱や地熱を利⽤して発電した電気を地産地消していきたい。
そして産業や⽣活に利⽤できたらなと、そんな⾵に思っております。

飯島：地熱発電、これを私の⼤好きな福島からぜひ⽇本全国に発信していってもらいたいなって思います。⼀緒に
応援します。



東北電⼒株式会社
常務執⾏役員
大野貞彦 ⽒

パネルディスカッション

独⽴⾏政法⼈
⽯油天然ガス・⾦属鉱物
資源機構（JOGMEC）
特命審議役
安川香澄

株式会社
元気アップつちゆ
加藤勝一 ⽒

唐橋：まず、最近⾒聞きすることが多い、再⽣可能エネルギーについて少し教え
ていただけますでしょうか。

安川：はい、⽇本は⾼い技術⼒を持った先進⼯業国といわれており、省エネルギー化
も進んでおります。また世界でもトップクラスのエネルギー利⽤効率を誇っ
ています。
しかし⼯業国であるということで、国⺠⼀⼈当たりの電⼒消費量は世界で
第4位と、電⼒消費量が多い国でもあります。さらにこれだけエネルギー
を多く使う⼀⽅で、エネルギー資源に乏しく、残念ながらその多くを輸⼊に
頼っているというのが現状となっています。そこで注⽬を集めているのが、
地熱・バイオマス・⾵⼒・太陽光・⽔⼒などの再⽣可能エネルギーです。
再⽣可能エネルギーの中でも、私たちが特に注⽬しているのが地熱発電です。
地熱発電は昼夜を問わず、また気候・天候問わず24時間365⽇発電できる。
しかも⻑期間の操業が可能です。

⼤野：この地熱発電につきましては天候に左右されない、純国産の⾃然エネルギーで、
アメリカ・インドネシアに次いで、⽇本は世界で3番⽬に⼤きい地熱の資源⼤国

です。現在、特に東北地⽅・九州地⽅で数⼗か所の地熱発電が稼働しております。東北電⼒は地熱発電の
設備容量においては、企業グループを含めると5か所で約21万kW、これは全国の約4割を占めております。

安川：そうですね、東⽇本⼤震災の後に政府としては再⽣可能エネルギーを進めると
いう⽅針で固定価格買取制度などを進めたわけですけども、地熱が⽬⽴ち
にくい理由としては、進めるのに時間がかかる・リードタイムが⻑いという
ことがあります。⼀⽅で、⼀度運転を開始すれば何⼗年・何百年という間、
天候に左右されずずっと発電を続けられるというメリットがあります。私ども
JOGMECとしましては、調査開始から発電までの⽀援事業をやっておりまして、
また運転開始までにかかる期間を短くするような取り組みの⽀援を⾊々⾏って
いるところです。

唐橋：その開発について、⼩さなスケールでも運⽤可能な地熱発電、ということを
ちょっとお伺いしたいんですが、株式会社元気アップつちゆの加藤さま、
詳しく教えていただけますか？

加藤：バイナリー発電というのは地熱発電と⼀緒なんですけれども、⼟湯では源泉
（100℃以上）だけでは発電に必要な200℃に満たないため、もう⼀つの有機媒体
（⼟湯温泉では沸点36℃のノルマルペンタン）を使って熱交換をしてタービンを回し発電する。この⽅法で、
低温の温泉でも⼗分発電ができます。

唐橋：わくわくする形、加藤さんいろいろと考えてらっしゃるんですね？

加藤：⼟湯温泉はもちろんその資源を使って電気を作ってはいますけど、その熱を
またカスケード利⽤ということで、先ほどから話題をいただいておりますエビ
の養殖をやっております。うちのバイナリー発電というのは先ほどお話しした
通り、36℃のノルマルペンタンを蒸発させてそのエネルギーで電気を作るんで
すが、ノルマルペンタンをまたもう⼀度液体に変えるために⽔を使っています。
その⽔は⼤体1分間に4,000ℓ使っています。それが21℃になって排出されるん
です。⼭の伏流⽔を存分に使っていますから、それを何とか活⽤できないかと
いうことで、養殖を思いついたんです。釣りというアトラクションもできる、
それから⾷べても美味しい、それが再⽣可能エネルギーのこの温⽔を使って
⼗分に養殖できるという、温泉街の副次的な活性化の源になっているという
ことです。

⼩橋：以前、アイスランドでブルーラグーンという地熱を使った施設に⾏きました。
めちゃくちゃ綺麗な⽔⾊の、広⼤な温泉施設なんですけれど、実は地熱発電所
が奥の⽅にあり、地熱の熱を使った温泉施設になっています。これは、地元の

⼈もさることながら世界中からむしろアイスランドに⾏ったらこれを絶対観光するっていうくらいの施設に
なっているんですね。意外とブルーラグーンは知っているけど、これが地熱だっていうのは知らない⼈も
多いと思うんです。



パネルディスカッション

福島⼤学
共⽣システム理⼯学類
教授
佐藤理夫 ⽒

The	Human	Miracle株式会社
代表/クリエイティブ
ディレクター
小橋賢児 ⽒

⼩橋：こういう活⽤⽅法もあるので、温泉との共存ということも含め、観光施設として
の⼤事な部分も担っていくんじゃないかなと思いますね。

佐藤：そうですね、今ちょっとブルーラグーンの話が出ましたが、あまり知られて
いないですが、ハワイアンズは正に温泉熱を活⽤した施設ですよね。私、福島県
の再⽣可能エネルギー推進ビジョンの策定の委員をやっておりまして、実は、
震災のあった2010年度にビジョンを作っていたんです。それで2040年に100％
という、かなりセンセーショナルな⽬標を掲げてですね、これが震災復興の
⼀つの柱にもなりましたし、さらに⽇本のいろいろなエネルギー政策にも影響
をかなり与えてきたんじゃないかと、そんな感覚を持っています。先ほどから
紹介がありました通り、通常⾼い⽬標を掲げるとなかなか達成できなかった、
と⾔い訳するんですけれども、 2020年度の実績で40％の⽬標をクリアして、
43％というような値を出しています。かなり福島県の各市町村が本気になって
再エネに取り組んでるな、というのを思います。

唐橋：先ほどの「秩序ある地熱開発を」という⾔葉がすごく印象に残ったのですが、
この地熱発電が浸透していくためには何が重要になるんでしょうか。

安川：⽇本で地熱発電が進むためには地域の⽅、特に温泉事業者の⽅の理解がまず第⼀ですし、国⽴・国定公園の
問題を含め⾃然環境との共⽣というのも⾮常に重要だと思っています。ただ、共⽣が重要というような固い
⾔葉を使ってしまうと、問題ばかり⼤きい感じに聞こえますが、元気アップつちゆの加藤さんが仰るように、
地域が活性化し、地域の⼈たちが楽しめる、そういう地熱開発の進め⽅をすれば地域の⼈もみんな楽しいし
皆さんがハッピーな関係になれると思います。
地熱は⼈を集める⼒があると思いますので、地域との関係は課題ではなく、元気の源が地熱なんだという
ことで⼈をつなげていく、そういった考え⽅で進めていくことが重要だと思っています。

⼤野：事業をしている⽴場から、地熱がなかなか浸透しないということに対してです
が、地熱の発電というものがどういうものなのかということを地熱の仕組み
などについてまずは皆さまにご理解いただくということ、それから発電所が
⽴地している地元の⽅々との信頼関係が重要だということで、当然地元の⾃治
体もそうですけれども、温泉があれば温泉の⽅々との信頼関係をまず築くこと
が⼤切だということです。
当社の柳津⻄⼭地熱発電所にはPR館が併設されており、ここは⼦供から⼤⼈
までさまざまなことが学べる施設になっています。関東圏から⾮常に近く、
⽇帰りも可能な⽴地という地域的な利便性もありまして、来館者につきまして
はこれまで26年間で52万⼈の⽅がPR館においでいただいています。この中には
地熱のことだけではなくて、柳津町を紹介するコーナーを常設しておりまして、
柳津の観光にも寄与しているのかなと考えております。
こういった形でたくさんの⽅々に地熱発電について理解していただく施設を
通じながら、地域の魅⼒に合わせて情報発信するということで、地元の⽅々と
⼀緒に地域を盛り上げて、地域とともに地域と寄り添いながら活動を続けて
いくということが⼤事なのかなという⾵に思っております。

加藤：⼟湯がバイナリー発電を⽣み出すきっかけになったっていうのが、10年前の2011年の3・11東⽇本⼤震災と
原発事故なんですね。ですから、温泉観光地であってもこれからエネルギーを考えないようでは⽣き残れな
いと、その当時は思いました。これから⼟湯温泉をどうするかというと、温泉を活⽤すると⾔ったときに
まず温泉の利害関係者に迷惑をかけない。発電所ができても源泉の温度は変えません、⽔質も変わりません、
温泉の供給量も変えません、そういったことを保証します。その上で再⽣可能エネルギーの温泉発電を
やります、だから皆さんには絶対に迷惑はかけませんよ。そう伝えると誰も反対する⼈はいませんでした。

⼩橋：外側のエネルギー、エネルギーと⾔っているけども、じゃあ、そのエネルギーってどこから来るの？と
⾔ったら僕たちはすべて⼤地・⾃然からエネルギーをもらって⽣かされている。改めて、そういうことを
認識していくということが必要ですし、本来古来僕ら⽇本⼈は特にこの四季の中で⾃然に⽣かされてまっす
ぐ⽣きてきた⺠族でもあるんですけれど。最近忘れていた、改めてそういうところを思い起こして、僕たち
が持っていた信念っていうのをもう⼀回世界の⼈に発信していく意味では、この⽇本というのは地熱も含め
てすごく豊かな⼟壌があるので⽇本として、福島というのは良くも悪くも世界から注⽬されたこの福島から
そういう地熱を活かしたエネルギーの転換というのを進められたらな、と思います。
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フリーアナウンサー
唐橋ユミ ⽒
（モデレーター）

加藤：固定価格買取制度で東北電⼒さんに40円で買っていただいていて、年間の売電
収⼊からエビの養殖を始めたり、地域貢献事業ということで⼟湯の地域の70歳
以上の⽅々の年間のバス代を全部無償にしています。病院に⾏ったり薬をもらっ
たり買い物に⾏くのに、⾞を持たない⽅を中⼼に⾮常に喜んでいただいています。
⾼校⽣・⼤学⽣の通学定期券、これも売電収⼊から無償にしています。
それから⼟湯⼩学校の給⾷費・副教材費、これも無償にしました。地域のため
に地熱発電がものすごく貢献をさせていただいています。年間稼働率も90％
以上ですから、⾮常にクリエイティブでまさにウェルビーイングな地熱、やって
良かったなと改めて実感する次第です。

佐藤：⽇本はもう最近流⾏語になりつつある、カーボンニュートラルとか、ゼロ
カーボンというものに向けて、化⽯資源というものが将来的にはほぼ使えない
ということを覚悟しなければいけない状況になった、と私は認識しています。
そうすると、再⽣可能エネルギーの中でのベストミックス、みたいなものが
必要となってくると思います。そのためには、ほんとにお天気任せの太陽光
だけに偏重してもいけないでしょうし、だからと⾔って地熱が全部だと今度はベースロード電源しかないと
いうことになる。そうすると需要の⽅をどう制御するのか？需要と供給の間をどう埋めるのか？というよう
なエネルギー源以外のこともあわせて考えていかなければいけない時代に、もう⼊ってしまったのではない
かな、と思っています。ちょっと答えになっていないのですが、短期的には天然ガス発電を中⼼とした化⽯
資源にも頼らなければいけないと思いますし、地熱が増えた分だけまずは⽯炭が減るっていう⽅向であるん
だと思います。⻑期的には地熱・バイオマス・それ以外のものも含めたベストミックスでやりくりしていく
しかないんだろうなという⾵に思っています。

今回のシンポジウムは温泉と地熱の共存をテーマに開催され、地熱開発を円滑に
推進していくために多くの気付きを得ることができました。また、⾃然の恵みである
地熱が与えてくれる福島の魅⼒を再認識できました。
さらに地熱を活⽤した地⽅創⽣や暮らしの在り⽅について、具体的でわかりやすく

ご議演いただき、改めて地熱のパワーと魅⼒に触れるひと時となりました。東北経済
産業局といたしましても、地域の皆さまのご理解と関係者の協⼒が重要との認識に
基づきまして、資源量の調査や理解促進について引き続きご⽀援申し上げる所存で
ございます。
未来の地球のため、温泉と地熱の共存のもと、地熱資源の利⽤が円滑かつ積極的に

進みますことを期待申し上げております。

閉会挨拶

経済産業省
東北経済産業局⻑
平井淳生 ⽒



地熱見学会
「地熱シンポジウム in	会津若松」の開催当⽇、

シンポジウムに来賓として参加された超党派地熱発電普及推進議員連盟共同代表の増⼦輝彦⽒をはじめとする
関係者を招き、柳津⻄⼭地熱発電所にて、「地熱⾒学会」が開催されました。

⾒学会では、発電所とPR館の⾒学が⾏われました。

「地熱シンポジウム in	会津若松」開催翌⽇、11⽉23⽇（⽕）は抽選で当選された参加者の皆様と
福島県内の地熱発電所や地熱利⽤施設を巡り、エコなエネルギー源だけではなく、

新たな観光資源やビジネスの源泉にもなっている地熱の魅⼒を体験できる⾒学ツアーを⾏いました。

見学先②柳津西山地熱発電所PR館
（福島県河沼郡柳津町⼤字⿊沢）

熱は⼀体どこからくるのか、どんな仕事をするか、
“スチーム君”と“博⼠”を案内役に熱に関するさまざま
な不思議を遊びながら学べる“熱ミュージアム”

見学先①土湯温泉バイナリー発電所
（福島県福島市⼟湯温泉町陣場）

・⼟湯温泉バイナリー発電所
⼟湯温泉の中⼼部から3kmほど上流にある「16号
源泉」。地下から噴出する蒸気と熱⽔は1時間あたり
37トンにのぼる。

・エビ養殖場
発電所から排出する温泉⽔と冷却⽔を利⽤したエビ
の養殖事業。年間を通じて26℃の温⽔を供給する
ことが可能な施設。






