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本シンポジウムは「地熱発電と地方創生を考える  〜期待が高まる北海道〜」というテーマで
開催いたしました。地熱資源に恵まれている北海道では、現在 4 カ所の地熱発電所が稼働し、道
南地方では道内で唯一の大型地熱発電所である森発電所が 1982 年から運転を継続しています。
そうした道南の中心都市、函館においてご参加いただいた皆さまと地熱開発の歩みを振り返り、
今一度その現状と課題、そして展望について、新たな情報を共有しながら考えてみました。

本シンポジウムではさまざまなディスカッションを通じて、地熱を身近に感じていただけたと思います。若い世代の人々
にはいろいろなアイディアをお考えいただき、私はその可能性を追いかけることの大切さを強く実感いたしました。また今
回のシンポジウムのなかで 25 年後、50 年後のライフスタイルについて討論されましたが、私たちも将来に向けて地熱を
大切に育てていきながら、地域のコミュニティが明るく、またさらなる成長を実現すべく尽力してまいりたいと思います。

＜主催者代表＞

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）理事長　黒木 啓介

函館市は海や山、温泉などの自然環境に恵まれ、気候も寒冷地にありながら、比較的降雪量の
少ない地域です。当地でこれからこうした自然環境を生かした自然エネルギーの可能性について
調査を進めており、特に地熱発電のポテンシャルを有する地域として、現在市内 2 ヶ所で民間事
業者による地熱発電に関する調査事業が行われています。

このようななか当地で「地熱シンポジウム in 函館」が開催されたことは、地域における地熱発
電への理解が深まることはもとより、当市がさらなる再生可能エネルギーの普及を推し進めていく上でも、大変意義深い
ものがあります。

結びにあたりまして、今回のシンポジウム開催にご尽力いただきました関係者の皆さまに心から感謝を申し上げます。

＜開催地代表＞

函館市副市長　片岡 格
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「地熱シンポジウム in 函館」に参加された皆さま

前列（着席）左から
① 日本地熱学会会長  矢野 雄策 氏 
② 北海道立総合研究機構地質研究所資源環境部長  高橋 徹哉 氏
③ 北海道渡島総合振興局町  小田原 輝和 氏
④ 森町町長  梶谷 惠造 氏
⑤ 函館市副市長  片岡 格 氏

⑥ 超党派地熱発電普及推進議員連盟共同代表  増子 輝彦 氏
⑦ フリーアナウンサー  木佐 彩子 氏
⑧ コミュニティデザイナー  山崎 亮 氏
⑨ 野村北海道菜園株式会社代表取締役  十川
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洋 氏

⑩ 洞爺湖温泉利用協同組合専務理事  四宮 博 氏
⑪ 出光興産株式会社資源部地熱事業統括マネジャー  後藤 弘樹 氏

① ②　　　③　　　④　 　　⑤　   　⑥　　   ⑦　　　⑧　　　⑨　　      ⑩　　　⑪
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「地熱シンポジウム in 函館」開催概要

国内最大級の地熱開発エリアとして期待され、4 カ所の地熱発電所が稼働しているほか、道南エリアを中心

に資源量把握を目的とした調査活動が 15 カ所で進められている北海道。その道南の中心都市・函館市にお

いて、「地熱シンポジウム in 函館」を開催いたしました。

これまでの北海道の地熱開発と地域における地熱の活用事例を振り返りつつ、今後の地熱開発と地方創生

について展望しました。本冊子ではシンポジウムの内容について紹介します。

「地熱シンポジウム in 函館」プログラム［2017 年 10 月 17 日］

第 1 部 （14:00〜15:15）
・ご来賓挨拶      ：超党派地熱発電普及推進議員連盟共同代表  増子 輝彦、
                        北海道知事  高橋 はるみ（北海道渡島総合振興局長 小田原 輝和 代読）
・基調講演①      ：北海道立総合研究機構地質研究所資源環境部長  高橋 徹哉
・基調講演②      ：独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）地熱部長  西川 信康
・基調講演③      ：森町町長  梶谷 惠造
・トークセッション ：森町町長  梶谷 惠造、フリーアナウンサー  木佐 彩子

第 2 部 （15:45〜17:00）
・ゲスト講演      ：野村北海道菜園株式会社代表取締役  十川 洋
・地熱 de ソーシャルデザイン報告 ：函館市内の大学生など
・パネルディスカッション ：森町町長  梶谷 惠造、フリーアナウンサー  木佐 彩子、
                         出光興産株式会社資源部地熱事業統括マネジャー  後藤 弘樹、
                        洞爺湖温泉利用協同組合専務理事  四宮 博、野村北海道菜園株式会社代表取締役  十川 洋、
                        市民代業・フリーアナウンサー  奥 かおる、コミュニティデザイナー  山崎 亮

◆ 主 催        独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）
◆ 共 催        日本地熱学会
◆ 後 援        資源エネルギー庁、農林水産省、環境省、北海道、北海道函館市、北海道森町、
                  地方独立行政法人北海道立総合研究機構地質研究所、日本地熱協会

「地熱シンポジウム in 函館」開催のポイント

● 国内最大級の地熱資源を有する北海道、なかでも開発が期待される道南地方の中心都市、函館市で開催

● 全国に先駆けて地熱発電所から地域への熱供給が行われ、地熱が地域の産業振興に貢献してきた森町の事例を紹介

● 地熱発電と地域における地熱活用事例を踏まえた、地熱開発と地方創生について学習

● 北海道内の地方自治体、地熱事業者、熱利用事業者、学生など市民の皆さんが、地熱の利活用も含めた地域課題
    の解決策を熱く議論

北海道における地熱資源開発について
北海道は地熱資源に恵まれ、道南には道内で唯一の大型地熱発電所である森発電所（認可出力：25,000kW）が、森町濁 川
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地

区で 1982 年から運転を継続しているほか、計 4 カ所で地熱発電所が稼働しています。また新たな地熱発電所の建設に向けて
JOGMEC の調査助成金を活用した多くの地熱資源量調査が進められています。さらに森発電所からの熱供給による地熱の大
規模な農業利用は、全国に先駆けて行われた成功事例であり、森町特産のトマトやきゅうりはブランド農産品として地域に貢
献してきました。
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Chapter 1　北海道の地熱開発の現状と活用事例

超党派地熱発電普及推進議員連盟共同代表  増子 輝彦 氏
約 2,350 万キロワットという世界第 3 位のポテンシャルを持つ日本では、依然としてまだ開発は少ないも

のの、41 の発電所で約 50 万キロワットが発電されています。日本のエネルギー基本計画が改訂され、再生可
能エネルギーの重要性が大きく増しています。その中でも発電を開始したら、24 時間 365 日ほぼ休むことな
く、働き続けることができる地熱発電の優位性が、今日まであまり理解が進まなかったことは残念です。

いま改めてエネルギー基本計画が見直しの策定に入っていますが、私たちはさらに地熱の優位性を国民の
皆さまにしっかりとご理解いただき、多くの地域で普及できればと考えています。さらなる促進を進めていく
ためにも、超党派地熱発電普及推進議員連盟をつくり 5 年が経過いたしました。私たちは全力で地熱の普及促
進と推進、国民の皆さまのご理解いただくために、努力を続けてきました。

自然公園の環境問題に配慮するために、環境省や林野庁のご理解をいただきながら、緩和するものは緩和し
ながら、守るべきものはしっかりと守る姿勢を大切にしています。特に地熱開発には温泉業者の皆さまのご理
解が不可欠です。地熱に関係する人々との会話を重視しながら、開発しても問題のないものは開発を進めてい
きたいという想いを強く持っています。

北海道の地では森町が地域活性のために、地熱活用の先進的な取り組みを続けてきましたが、これからの地
方創生の大きな柱として、地熱が果たす役割はきわめて大きいと思っています。今日のシンポジウムを契機
に、地熱に対するご理解がここ函館から北海道、そして日本全国へと広がっていくことを願っています。

来賓の皆さまのごあいさつ

北海道知事  高橋 はるみ 氏
（北海道渡島総合振興局長 小田原 輝和 氏 代読）

地熱発電は CO2 排出量が少なく、環境にやさしく、安定的な利用が可能な自然エネルギーとして将来性を
期待されており、とりわけ全国有数の地熱ポテンシャルを有する北海道では、多くの地域で地熱開発に向けた
取り組みが進められています。なかでもここ道南地域では森発電所から地元に向けて行われている熱供給が、
農産物の栽培など地域産業の活性化に大きく寄与してきました。そして本年 8 月には奥尻町で道内初となる
離島の地熱発電所が稼働しました。また函館市の南茅部地区では大規模な地熱発電の事業化に向けた取り組
みが進められているとともに、地熱による地域の活性化に期待が高まっています。

このような地熱開発にあたって、自然環境への配慮や地域の皆さまの理解が大変重要であり、本日のシンポ
ジウムを機に道民の皆さまの地熱利用への理解が深まり、地熱を活用した特色ある地域づくりへの機運がよ
り一層高まることを期待しています。

増子輝彦氏 高橋道知事のメッセージを代読する小田原輝和氏
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Chapter 1　北海道の地熱開発の現状と活用事例

基調講演「JOGMEC の地熱分野の取り組みについて」
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）

地熱部長  西川 信康

私たち JOGMEC は経済産業省所管の独立行政法
人として、エネルギーや鉱物資源を安定供給するた
めに、さまざまな活動を行ってきました。2012 年か
ら地熱発電の普及拡大に向けて、調査や開発支援、技
術開発などを進めています。

● 北海道で成果が見えはじめた地熱開発

日本の地熱資源量は世界第 3 位を誇るものの、そ
の利用率は 2%程度に止まり、開発の余地は多く残さ
れています。国の長期エネルギー需給見通しには、
2030 年度までに現状の 3 倍、150 万キロワットまで
拡大するという目標が掲げられています。

日本の地熱資源の 8 割は自然公園内にあると考え
られており、それが開発の阻害要因のひとつになっ
ていました。しかし東日本大震災以降、環境省のご協
力をいただき、規制緩和が徐々に進み、現在では 7 割

 
79% 

 
21% 

     
2340 kW 
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の地域で開発が可能となりました。（①参照）。
地熱資源は地下深くに存在するため、調査を行っ

ても資源を発見できない場合があるほか、開発に多
くの時間とコストが必要になるなど、他の再生可能
エネルギーにはない難しさがあります。JOGMEC で
はこれらのリスク低減に努めており、そのひとつと
してこの 5 年間で 60 件以上の助成金プロジェクト
を日本全国に立ち上げました。近年では北海道にお
けるプロジェクトが増加しており、洞爺湖温泉と奥
尻町で地熱発電所が本年稼働をはじめ、目に見える
成果が出てきました（②参照）

● 地域共生スキームによる地熱開発

新しい地域共生スキームによる地熱開発が、近年
全国に広がっています。そのひとつが福島県の土湯
温泉です。東日本大震災後の風評被害により観光客
が激減した土湯温泉では、温泉事業者が立ち上がり、
新たな地域産業の創出として地熱発電所建設に動き
出し、発電所を稼働しました。売電による収入のほ
か、発電の余剰熱を利用したエビの養殖事業を開始
し、新たな産業を創出しています。

また熊本県のわいた温泉郷では、温泉事業者が結
集して設立した会社が中心となり、地熱発電所を誕
生させました。売電を行うほか、余った熱水を温泉に
供給し、地熱と温泉の共生のモデルケースとなるよ
うな事業を展開しています。

● 地熱開発のさらなる進展に向けて

JOGMEC では、ヘリコプターを使った最新の方法
で新たに開発が可能となった自然公園内などに調査
地域を広げているほか、探査精度向上・出力維持・掘
削能率向上などを目指した技術開発、地熱開発技術者
の人材育成、専門家に協力を得て行う自治体支援、技
術力向上に向けた海外研究機関との連携などに取り
組んでいます。また地熱を知っていただくための活動
にも力を入れ、10 月 8 日の「地熱発電の日」を中心に
シンポジウムや公開授業、見学会などを行っています。

JOGMEC はこれらの活動を通じて、地熱開発のさ
らなる進展を目指していきます。

❶

❷
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Chapter 1　北海道の地熱開発の現状と活用事例

基調講演「北海道における地熱開発の動向と今後の展望」
北海道立総合研究機構地質研究所資源環境部長  高橋 徹哉 氏

現在、北海道において地熱開発に対する期待が高
まっており、多くの地で調査や開発が行われていま
す。その現状と展望についてお話しいたします。

● 熱エネルギー源として活用できる地熱発電

地球は体積の 93%以上が 1000℃以上で、火の塊
といわれており、この地球深部の熱が地熱の源です。
地下深部にあるマグマが熱源となり、そこに水が浸
透することによって、地熱や温泉資源が形成されて
いきます。地熱はこのような地球の水循環とマグマ
の熱による天然のボイラーを使った再生可能エネル
ギーと言うことができます。

地熱発電のメリットは、一つ目として国内にある資
源で発電が行える純国産のエネルギーであることで
す。次に二つ目が風力や太陽光のように気候などに左
右されず、安定的に発電できるベースロード電源とし
て活用できることです。そして CO2 の排出量が少な
いことに加えて、適正な利用によってマグマの熱と水
の循環を保つことができれば、永続的に利用できる再
生可能エネルギーとなります。また地熱は発電のみな
らず、熱も直接活用できます。これが他のエネルギー
とは異なるきわめて重要なポイントで、熱を地域振興
に活用できる可能性を秘めているのです。

一方課題とされることが、まず発電所建設までに
10 年以上の長期間を要し、それに伴う多くのコスト
が必要になることです。次に日本の地熱資源の多く
は自然公園に存在している可能性が高いため、自然
公園との調和が必要になることに加えて、自然公園
法や温泉法などに対する許認可にも時間を要するこ
とです。そして温泉事業者など地元の皆さまの理解
を得ることです。つまり地域との共生や共存を図る
ための方策が必要となるのです。

● 地熱資源のポテンシャルが高い北海道

地熱資源のポテンシャルが期待されている北海道
の地熱資源量を見ると、大規模な地熱発電所で用い
られる蒸気フラッシュ方式で発電可能な資源量は
276 万キロワットと評価されています。そして蒸気
フラッシュ方式よりも規模が小さいバイナリー方式

で発電可能な資源量は 23 万キロワットで、ここ道南
は道東に次ぐ評価を受けています（①参照）。

さらに北海道の地熱開発の有望地域について、地
温勾配図から見ていきます（②参照）。地温勾配とは
地下 100 メートル深くなるごとに上昇する温度の割
合で、地温勾配の高い地域が地熱開発有望地域とさ
れています。その結果、活火山周辺の地温勾配が高い
ことがわかっています。

地熱調査は 2011 年の東日本大震災をきっかけに
道内各地に広がり、阿女鱒岳

� � � � � �
と武佐岳などでは掘削

調査まで進んでいます。また近年、小規模発電所が道
東の弟子屈町

�������
、道南の洞爺湖温泉と奥尻町に誕生し

ました。そして毎年新しい場所で調査が開始されて
います。

❶

❷
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Chapter 1　北海道の地熱開発の現状と活用事例

● 北海道の地域特性からも最適な地熱発電

北海道のエネルギー消費の特徴は、産業、民生（家
庭・業務）、運輸で分けると、全国平均に比べて民生
分野の消費が大きいことがあげられます（③参照）。
そして家庭の消費を見ると「暖房・給湯」が 74%を
占め、熱利用が非常に多いことがわかります。また産
業分野を見ると製造業は全国平均より少ないもの
の、農林水産業の消費量が多いことも特徴です。

このような北海道の地域特性から考えると、熱エ
ネルギーの安定確保がとても重要になります。この
点から電気も熱も生み出すことができる地熱発電
は、北海道に最適な地域エネルギーと言っても過言
ではありません。

● 農業をはじめとする北海道の地熱利用の可能性

北海道の代表的な地熱利用について、熱利用を行
うための設備の容量で調べてみました。その結果、最
も多いのが「農業」でした。続いて「暖房」「融雪」、
そしてその次が「水産業」でした。そのなかでも設備
容量が最も多い農業利用は、さらに増加する傾向に
あります。

農業における利用例を見ると、道南の森町や
壮瞥町

�������
ではトマトをはじめとする野菜の栽培、函館

市恵山地区ではイチゴ栽培などに用いられているほ
か、奥尻町ではあわびやナマコの育成といった水産
業にも活用されています。また道東の弟子屈町では
野菜やマンゴーの栽培のほか、昨年から東京ディズ
ニーリゾートを運営するオリエンタルランドがイチ
ゴ栽培をはじめており、地熱資源は植物工場の熱源
として活用が広がっています（④参照）。

ここで地熱の価値をまとめると、まず地熱は地域
で地産地消できる資源、エネルギーであることです。
これまでの大規模な火力発電や原子力発電のような
集約型ではなく、地域に分散させることにより緊急
時の電源を確保することができます。次に地熱発電
は熱エネルギーとして使えることです。北海道で増
加している農業ハウス、また木材乾燥や温浴施設な
ど産業分野での利用のほか、寒冷地の北海道では地
域暖房に用いることも期待できます。そして地域資
源のシンボルとして観光資源になる可能性がある
上、農業ハウスなどの開設により雇用創出が期待で
きることです。さらに地熱発電はエネルギーを作る
だけではなく、環境やエネルギー教育の教材にも活
用できます。

● 地域の発展につながる地熱利用を考える

地熱開発の今後のあるべき姿として、三つの視点
でお話ししたいと思います。一つ目が地域の実情に
見合った開発です。地熱資源は大規模な開発が重要
である一方、資源量が確認できない場合にはまず小
規模なものをつくり、それを育てていくという考え
方もあると思います。次に二つ目が発電とともに熱
利用も活用することです。これが北海道では特に重
要になります。そして三つ目が資源を使うだけでは
なく、管理を行うことです。地熱資源はマグマの熱と
水の循環を保つことができれば、永続的に利用でき
ます。それをしっかりと管理することが、地域の人々
や温泉事業者との共存、共生につながっていきます。

現在まだ多く眠っている地熱資源について、地域
の人々が地域の資産として認識することが重要で
す。そして地域の人々が事業者と一緒に、地域の発展
につながる地熱資源の活用を考えていくことが、よ
りよい地熱開発につながると思います。

❸

❹
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基調講演「森町の地熱利用事業について」
森町町長  梶谷 惠造 氏

駅弁「いかめし」発祥の地として知られる森町に
は、北海道唯一の大型地熱発電所があります。この森
発電所の熱エネルギーを利用して行われてきた森町
の事業についてお話しいたします。

● 森発電所の稼働で本格化した野菜生産

森発電所がある濁川
�����

地区は、入植がはじまってか
ら約 120 年の歴史があります。入植当時から米作り
が盛んで、冬は出稼ぎで生計を立てる人が多い地区
でした。その後 1970 年のいわゆる減反政策により
農業ハウスが整備され、農家が自前で持っている温
泉を利用した野菜生産がはじまりました。

森発電所の建設当時、濁川地区では野菜生産が軌
道に乗ってきた段階でしたが、自前の温泉を確保で
きない生産者もいました。そうしたとき発電後の熱
水利用を提案いただきました。地域の人々と協議を
重ねた結果、熱水利用を行うことが決まり、1984 年
に熱水の農業利用が開始されました。

● 野菜の一大産地となった森町

森町では熱水の農業利用に向けて、熱交換施設を
整備しました。発電後に地下へ戻す熱水を熱交換施
設に通して河川水に熱交換します。そして熱交換し
た河川水を農業ハウスに供給しています。熱交換施
設の維持費は年間 1,000 万円程度で、その費用は施
設を利用する 16 戸の農家が全額負担しています。

農業ハウスでは冬から春にかけてトマトときゅう
り、そして間をおいて秋から冬にトマトを生産し、野
菜が品薄になる時期に出荷しています。現在では野
菜の一大産地に成長することができました。

● 6 次化に向けて動き出した森町の生産者

濁川地区の生産者は 15 年ほど前から野菜の直売
をはじめ、その後商品開発したトマトピューレとト
マトジュースも大変な人気を呼んでいます。

さらに近年、漁業組合と連携して地元特産のトマ
ト、ホタテ、豚肉を使った「森らいす」を開発。地熱
利用開始から 30 年以上経た森町では生産者の連携
が深まり、6 次化を目指す段階にまで至っています。

木佐彩子さんが「森らいす」と森町産トマトを試食

梶谷町長の講演後、ステージでは「森らいす」と森町産トマトの試食が行われ
ました。試食したのはフリーアナウンサーの木佐彩子さん。森らいす普及協議会
会長の武蔵和正さんにご用意いただいた「森らいす」を試食した木佐さんは、「ト
マトを感じました。トマト度が高いですね。濃厚でとてもおいしいです」とその
味を絶賛しました。続いてトマトを試食すると、「さわやか。甘みがあって酸味
もあります。ジュースみたいです、北海道の大地を感じて、心がとても幸せにな
りました」と感想を語り、森町の食を満喫した様子でした。

試食の感想を語る木佐彩子さん
（左は武藤さん、右は梶谷町長）
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ゲスト講演「弟子屈町
�������

での地熱発電と地熱利用」
野村北海道菜園株式会社代表取締役  十川

� � �
洋 氏

道東に位置する弟子屈町は、摩周湖や屈斜路湖な
どを擁する観光の町です。この町における温泉熱利
用は、マンゴー生産に活用されたことにはじまりま
す。その後我々がほうれん草やレタスの栽培を開始
し、昨年から東京ディズニーリゾートを運営するオ
リエンタルランドがイチゴ栽培をはじめています。

● 弟子屈町における温泉熱利用による農業

私たちは 2014 年から農業ハウスで野菜生産を開
始しました。現在の作付面積は約 1 ヘクタールです。

農業ハウス近隣では約 97℃の温泉水がポンプアッ
プされ、バイナリー発電が行われています。発電後の温
泉水を私たちの農業ハウスに引き込み、主に冬場の暖
房に活用しています。発電後の 2 次利用の温泉水を活
用している点が、私たちの取り組みの特徴です。重油暖
房の代替として厳冬期でも大幅なコスト削減ができる
上、環境にやさしい野菜生産が可能となりました。

● 地熱発電、野菜生産ともに異業種から参入

地熱発電は国書刊行会によって摩周湖温泉熱発電
所で行われています。国書刊行会のメインビジネス
は出版、我々は商社で、ともに異業種からの参入で
す。国書刊行会が地熱発電をはじめたきっかけは、発
電所が現在ある土地の利用について相談を受けたこ
とがきっかけと聞いています。一方我々は、グループ
内の温泉旅館が温泉を利用した農業ハウスで小規模
な野菜生産を行っており、これを本格化したいと考
えていました。そのときに国書刊行会が地熱発電と
温泉水の 2 次利用を模索していることを知り、協力
を申し出た結果、共同事業の実現に至りました。

● 地熱資源の活用で未来の農業を目指す

私たちは未来の農業をつくることを目指して、地
熱資源の活用に加えて、生産者の経験や勘に頼らな
い生産方法の確立を進めています。そのひとつが土
壌分析に基づく管理です。過剰な肥料による環境負
荷を低減すると同時に、それによりえぐみやあくを
抑えました。この方法で生産した野菜を「温泉そだ
ち」ブランドとして展開をはじめ、現在ではその出荷
先が道内全域にまで広がっています。

洞爺湖温泉「宝の山」プロジェクト ～地熱エネルギー利用による環境・観光活性化～

北海道でも有数の観光地と知られる洞爺湖温泉は、
2000 年の有珠山噴火後、温泉水の低温化が進みまし
た。このため温泉水を暖めるコストや、それに伴う CO2

排出への対策が模索されていました。
洞爺湖温泉利用協同組合では 2013 年、その解決に向

けた地熱発電の可能性を探るために掘削調査を行った
結果、高温熱水が確認されました。そこでこの熱水を地

域に活用するために「洞爺湖温泉『宝の山』プロジェク
ト」を立ち上げました。現状の熱利用として地熱発電を
行うほか、熱水の 2 次利用が行われています。温泉に 2
次利用することで低温化を解決するとともに、新たな観
光商材として「ジオたまご」と名付けられたゆで卵が製
品化されました。洞爺湖温泉では現在、地熱によるさら
なる地域活性の取り組みが検討されています。
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函館市民による「地熱 de ソーシャルデザイン」報告
「地熱シンポジウム in 函館」では、若い世代を中心とした函館市民による討論会「地熱 de ソーシャルデザイン」を行

いました。討論のテーマは「25 年後、50 年後に目指したいライフスタイル」。参加されたのは函館大学、北海道教育大学
函館校、公立はこだて未来大学の学生と市民の皆さんです。コミュニティデザイナーの山崎亮氏のファシリテートのもと、
A、B、C の 3 チームに分かれて議論を行い、その成果を報告いただきました。

25 年後、50 年後を考える前に、まず今何が問題な
のかを考えました。その結果は“運動不足”でした。私
たち学生も、車での移動が増えた、運動するスペース
がないなどの理由で運動不足を感じていました。運
動不足を感じているチームのみんなが目指したい
姿、それが“やせたい”です。

歩いてやせよう──そこから生まれたキーワード
が「地熱ダイエット」です。地熱発電所の周りをウォ
ーキングコースとして活用します。発電して道を明
るくして夜でも安心して歩ける、さらに熱を使って

冬でも滑らず歩けるコースにできればと思いまし
た。そして発電所の近くに健康的な食べ物を提供す
る場を作り、体の外と内から健康にできればと考え
ました。私たちは 25 年後には 40 代半ばですが、健
康でスタイルもよくありたいと思います。

さらに 70 歳前後になった 50 年後、ウォーキング
コースに使った技術を町の歩道に使えれば、町が明
るくなると思いました。夜も冬も道を安全に歩ける
ことで町が活気づき、近所づきあいももっと楽しく
なるのではないかと考えました。

A チーム「歩く」

私たち函館に住んでいる人は、函館の好きなとこ
ろ、つまり“函館の宝物”を持っていることを、話し合
いのなかで気づきました。ただそれは自分の中だけ
にあり、それを持ち寄るところがないため、どこか他
人事になっていることが問題だと感じました。

そこで提案するのが「温泉コミュニティ」です。温
泉と地熱を使った産業を共生させ、例えば温泉の横
でトマトを育て、温泉に入りながら、温泉卵ならぬ温
泉トマトを食べられるというものです。さらに温泉
を使って魚を育てたり、調理できる場も設けます。そ

うすることで農業や水産業のほか、料理や地域コミ
ュニティを学ぶ学生なども集まってきます。そこが
函館の宝物を持ち寄る場所となり、函館でおもしろ
いことが生み出され、函館が熱くなる──それを地
熱の力でできるのではないかと考えました。

さらに 50 年後、熱くなった函館を見た函館市外の
人々が温泉コミュニティの力に気づき、それが全国
各地に広がっていきます。さらにそれが海外にも広
がり、温泉コミュニティが当たり前になっている世
界を目指したいと思います。

C チーム「どうしてこんなに熱いんだべ？」

最初に今のライフスタイルについて話し合った結
果、次の二つが問題としてあげられました。一つ目が
エネルギーについて知ろうとしないことです。その
理由は知らなくても生活できるから、他人事になっ
ているのだと考えました。そして二つ目が電気料金
を意識しない生活です。電気料金すら意識できない
生活は、何も考えずその場しのぎの生活につながっ
てしまうのではないかと考えました。

そこで 25 年後に考えたキーワードが「自家発電×
地熱」です。地熱を使って自家発電ができたらと考え

ました。さらに余ったエネルギーは観光など自分の
興味のある分野に提供できれば、コラボレーション
の輪が広がると考えました。

そして 50 年後、クラウドファンディングのように
自分で発電したエネルギーを投資できれば、新たな
事業が生まれるのではないかと考えました。例えば
函館で昔流行ったディスコを復活できれば、世代を
超えた交流が広がると思います。そして意識が他人
事から自分事に意識が変わり、人々の交流も深まる
──それらが地熱で実現できると考えました。

B チーム「ハッピーターン」
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C チーム

A チーム

B チーム
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山崎 北海道は地熱資源が多いというお話をうかが
いました。まずは阿女鱒岳

� � � � � �
地域で調査を進められて

いる後藤さんに、手応えをうかがいたいと思います。

後藤 出光興産は化石燃料を扱う会社であることか
ら、環境にやさしいエネルギーを重視していました。
そして国際石油開発帝石と三井石油開発と 3 社共同
で、2011 年に阿女鱒岳地域の調査を開始しました。
現在井戸を掘って調査を進めていますが、阿女鱒岳
地域は非常に温度が高く、我々も期待しています。

山崎 地熱開発において環境はもちろん、その地域
の人たちへの配慮も欠かせません。地域振興に向け
て熱利用を行いたいと考えている人たちに、梶谷町
長からアドバイスをいただきたいと思います。

梶谷 現在、濁川
�����

地区の視察を年間約 70 組受け入れ
ています。視察に来た方々にはまず現地を見ていた
だき、携わっている農家の人の声を直接聞いていた
だくことが大切だと考えています。視察の受け入れ
を通じて、地熱を使って新しい取り組みを行いたい
と情熱を持った方々が多いと感じています。

山崎 それでは続きまして、「地熱 de ソーシャルデ
ザイン」で出てきたたくさんのアイディアを聞いて
いただいた感想について、地元の生活者でもある奥
さんからお聞かせいただきたいと思います。

奥 まず道産子として、未来を担う若者たちたちが、
地熱を通して 25 年後、50 年後を考えてくれた、それ
だけでうれしくてワクワクしました。私は 3 チーム
が提案した内容はすべて実現してほしいと思ってし
まいました。例えば B チームの「地熱×自家発電」は
よく考えついたと思いました。また A チームの「地熱
ダイエット」はそのキーワードがたまりません。健康
とリンクして町づくりを考えるのは。大変おもしろ
いと思います。

山崎 健康は注目度の高いテーマですので、私も可
能性が高いと思いました。木佐さんはどのような感
想を持たれましたか。

木佐 C チームから函館の宝物という話が出ました
が、私から見ると函館に住んでいるということは、す
ごくうらやましいことですが、日常になってしまう
と案外わからないのかもしれません。そういう意味
では、例えば東京と北海道の子どもたちを 3 週間く
らい学校同士チェンジして、短い交換留学のような
体験ができると、自分の住んでいる町のよさが改め
てわかるのかもしれません。また寒い北海道、蒸し暑
い東京といった異なる環境で暮らすことで、エネル
ギーの大切さも学べると思いました。

山崎 梶谷町長、発表のなかで今後自分が取り組み
たいと思っていたことはありましたか。

パネルディスカッション
ここまでご登壇いただいた森町町長の梶谷氏、フリーアナウンサー木佐氏、野村北海道菜園の十川

� � �
氏に加えて、出光興産

株式会社の後藤弘樹氏、洞爺湖温泉利用協同組合の四宮博氏、北海道生まれの市民代表・フリーアナウンサー奥かおる氏に
よるパネルディスカッションが行われました。山崎氏の進行によるディスカッションでは、活発な意見交換がなされました。
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梶谷 それぞれのチームが発表いただいた内容は大
変参考になりました。私が個人的に望んでいること
を申し上げると、無駄にロスしている電気や熱を保
存できて、それを必要なときに活用できる方法です。
それが近い将来生まれないかと期待しています。

山崎 梶谷町長のお話について、後藤さんからその
可能性についてお聞かせいただけますか。

後藤 現状では難しいかもしれません。ただ先ほど
の発表も今の常識にとらわれず、いろいろな可能性
が探られていました。そしてその可能性を追求する
ことで、技術は進展してきました。そうした意味から
未来に向けた発想は非常に大切だと思います。

山崎 それでは四宮さんに、発表に対する感想とと
もに地熱利用に携わってきた経験から、今後考えて
いる目標についてうかがいたいと思います。

四宮 25 年後、50 年後の未来を考えていただきま
したが、ひとつの方向が環境未来都市だと感じまし
た。ただ私は地熱活用に取り組んでいるなかで、快適
性を災害に生かせないかと考えるようになりまし
た。近年災害が多いなかで、地熱資源を活用した快適
さを被災した地域、あるいは被災者の方々に送る仕
組みができればと考えています。それによって地熱
資源を送る地域も、やさしく豊かな町というブラン
ドを構築できると思います。

山崎 日常を快適にできれば、非日常時にはより快
適になる、そしてそれは人々の命を守ることにもつ
ながる非常に重要な視点だと思います。続きまして、
十川さんのお考えをうかがいたいと思います。

十川 我々企業が地熱利用を行うときには利益を得
るために、事業規模や効率など現実的なことを考え
なければなりません。しかし各チームが発表された
ように、皆さんが豊かさや価値を感じるのは、身近な
部分にかかわることだと思います。そのため我々も
専門性を追求しながらも、例えばライフスタイルに
対する提案を行うことで、結果として我々の取り組
みが、皆さんにとっての価値や豊かさとして提供で
きるのではないかと感じました。ぜひ今後、そうした
ことにも取り組んでいきたいと思います。

山崎 最後に生活者の視点から木佐さんにお話をう
かがいたいと思います。

木佐 私はほぼ毎日買い物に行きますが、最近では
この野菜はどこでどう育てられてきたかを考えて選
ぶようにしています。地熱で作られた野菜は少し高
いかもしれませんが、自然エネルギーでおいしく育
てられたという価値がわかれば、買う人は増えると
思います。そうした価値を知ってもらうための努力
も必要だということを感じました。

山崎 地熱には大きな可能性がありますが、木佐さ
んのおっしゃる通り、まだその価値は広く伝わって
いないのかもしれません。このシンポジウムもそれ
を知ってもらうための一環です。この会場で聞いて
いただいた方々が周りの人に地熱の価値を伝えてく
れると、地熱に対する理解が少しずつ広がっていく
のではないかと思いました。

それでは、これでパネルディスカッションを終了
させていただきます。皆さま、貴重なご意見をいただ
き、誠にありがとうございました。



13

Chapter 2　地熱資源を活用した地方創生に向けて

地熱シンポジウム in 函館の「展示会」
「地熱シンポジウム in 函館」では、地熱発電と地熱資源量調査への取り組みや、地熱を利用した商品づくりを紹

介する展示会を開催しました。北海道内で地熱資源量調査が行われている地方自治体などから調査の成果や熱利用
の事例などが紹介されたほか、シンポジウムの講演のなかで紹介された森町産のトマトジュースの試飲、弟子屈町

�������
産

の野菜の展示、また洞爺湖温泉の「ジオたまご」や、温泉水を利用して作られた壮瞥町
�������

の野菜の販売なども行われ、
多くの来場者で賑わいました。

日本地熱学会による「市民のための地熱講座」
「地熱シンポジウム in 函館」では、共催の日本地熱学会による「市民のための地熱講座」が開催されました。函

館市内などから地熱に関心を持つ 49 名の参加者が集まったなか、日本地熱学会会長の矢野雄策氏より地熱資源の
概要、地熱発電の仕組みと歴史、地熱発電の特徴とそのひとつとして地震に対する強さ、現在の開発状況などが解説
されました。

講座に先立ち、模型などで
地熱発電の仕組みを紹介

講座を熱心に聞き入る
参加者の皆さん

来場者で賑わう展示会場 地域の野菜や果物を販売する壮瞥町ブース

森町のトマトジュース 弟子屈町の野菜 洞爺湖温泉のジオたまご



八雲町熊石地域の「地熱調査視察会」と森町での「地熱見学ツアー」
「地熱シンポジウム in 函館」が開催される直前の 10 月 17 日午前、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いた「地熱調査視察会」が開催されまし
た。渡島半島の北部、函館市と室蘭市の中間に位置する八雲町では、現在 2 つの地域で地熱開発に向けた調査が進
められています。本視察会ではそのうちのひとつ熊石地域における調査地点の視察が行われました。

北海道の道南には地熱開発の有望地が数多くあり、こ
れまでに多くの調査や検討が行われてきました。函館か
ら 110 キロメートルほど北西にある八雲町の熊石地域
もそのひとつです。過去に大規模な地熱発電所建設に向
けた調査が行われましたが、その時には規模の大きい発
電は困難と評価されました。しかし東日本大震災以降、
中小規模の地熱発電所の開発が進むなか、熊石地域の地
熱資源が見直されました。また、昭和 40 年代から温泉
資源を活用してきた八雲町では、かねてから地熱資源を
活用した町づくりが検討されてきました。

視察会ではこれまでの調査でわかってきた地熱資源
のポテンシャルの説明のほか、掘削を行う調査現場が視
察されました。それらを受け、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が「開発に反対の声はな
かったのですか」と質問すると、八雲町の植杉俊克副町
長からこれまで度々行ってきた話し合いの結果、地元の
町民から積極的な協力をいただいていることが説明さ
れ、増子氏は「八雲町という地域に合った地熱開発が進
められていますね」と述べられました。地域一丸で進ん
でいる様子が実感できる視察会となりました。

地熱調査視察会の参加者の皆さま 熊石地域の調査地点を視察する増子氏

また、シンポジウムが開催された翌 18 日、一般の参加者を対象とした「地熱見学ツアー」が開催され、約 120 名
の方々に参加いただきました。北海道唯一の大型地熱発電所「森発電所」のほか、発電後の熱水を河川水と熱交換す
る「熱交換施設」、その温水を利用する農業ハウスが見学されたほか、昼食には森町名物の「森らいす」をお楽しみ
いただきました。

森発電所の蒸気生産基地で説明を受けるツアー参加者 地熱利用農業ハウスを見学するツアー参加者

Chapter 2　地熱資源を活用した地方創生に向けて
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