
第１回 湯沢市小安地域地熱資源活用協議会 

日 時：平成 24 年７月 20 日（金）午後２時 

場 所：湯沢市役所皆瀬総合支所

次 第 

１．開 会 

２．委嘱状交付 

３．市長あいさつ 

４．協議会委員の紹介（名簿順） 

５．会長及び副会長の選任について 

６．案 件 

2012 年度掘削調査（構造試錐井 OYE-1 号）実施の同意について 

７．閉 会 



№ 氏名 所属 役職 備考

1 松葉谷　治 秋田大学 名誉教授 学識経験者

2 佐々木　慎 湯沢市総務企画部 部長 自治体

3 伊藤　三男 湯元地区集落 委員長 地域住民

4 伊藤　多郎兵衛 湯沢市観光物産協会 副会長 地場産業関係者

5 佐藤　貞雄 小安峡観光案内人の会 会長 自然保護団体

6 高橋　和美 秋田森林管理署湯沢支署 支署長 オブザーバー

7 三浦　泰茂 秋田県産業労働部資源エネルギー産業課 課長 オブザーバー

8 新号　和政 秋田県生活環境部自然保護課 副主幹 オブザーバー

9 大場　直樹 秋田県生活環境部自然保護課 主事 オブザーバー

（事務局）

第１回湯沢市小安地域地熱資源活用協議会　出席者名簿

出光興産株式会社

国際石油開発帝石株式会社

湯沢市総務企画部企画課



小安地域

地熱調査計画について

2012年7月20日

出光興産株式会社

国際石油開発帝石株式会社



ご説明内容ご説明内容ご説明内容ご説明内容

（ご報告）（ご報告）（ご報告）（ご報告）

１．調査地域の選定

２．これまでの経緯（説明状況等）

３．地表調査結果及び2012年度掘削候補地点

（協議案件）（協議案件）（協議案件）（協議案件）

４．2012年度調査計画（案）

作業道整備・掘削基地造成・構造試錐掘削

・ 掘削計画

・ 温泉資源の保護

・ 環境保全と影響軽減

・ 開発計画（素案）

・ 景観保全

・ 公園利用者への配慮等

（その他）（その他）（その他）（その他）

５． 2013年度掘削調査準備（測量・立木調査）



小安湯元小安湯元小安湯元小安湯元

蝸牛山蝸牛山蝸牛山蝸牛山

明通山明通山明通山明通山

大高遠山大高遠山大高遠山大高遠山

桁倉沼桁倉沼桁倉沼桁倉沼

1.5km

掘削予定地点

NEDO調査井

湯沢市所有井、企業井
1.5km

1.5km

公園外から公園外から公園外から公園外から1.5km

１．調査地域の選定

・高温の中心域は国定公園内にあり、公園外からの掘削では十分な調査ができない。・高温の中心域は国定公園内にあり、公園外からの掘削では十分な調査ができない。・高温の中心域は国定公園内にあり、公園外からの掘削では十分な調査ができない。・高温の中心域は国定公園内にあり、公園外からの掘削では十分な調査ができない。

国定公園外 国定公園外
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2011年度

・・・・4444月月月月27272727日日日日 湯沢市湯沢市湯沢市湯沢市 （調査計画を説明）

・・・・6666月月月月14141414日日日日 「地熱のまち「地熱のまち「地熱のまち「地熱のまち “ゆざわ”“ゆざわ”“ゆざわ”“ゆざわ” 講演会」講演会」講演会」講演会」（調査計画を発表）

主催：主催：主催：主催：湯沢市地熱開発促進協議会湯沢市地熱開発促進協議会湯沢市地熱開発促進協議会湯沢市地熱開発促進協議会、、、、 湯沢湯沢湯沢湯沢市議会市議会市議会市議会地熱利用調査地熱利用調査地熱利用調査地熱利用調査促進促進促進促進議員連盟議員連盟議員連盟議員連盟、湯沢市、湯沢市、湯沢市、湯沢市

・・・・6666月月月月15151515日日日日 湯元集落住民湯元集落住民湯元集落住民湯元集落住民説明会説明会説明会説明会 （調査計画を説明）

・・・・7777～～～～10101010月月月月 現地地表調査を実施

2012年度

・・・・4444月月月月 4444日日日日 湯沢市湯沢市湯沢市湯沢市 （公園内掘削調査につき協議）

・・・・4444月月月月11111111日日日日 秋田県自然保護課秋田県自然保護課秋田県自然保護課秋田県自然保護課 （公園内掘削調査につき協議開始）

・・・・6666月月月月14141414日日日日 湯元集落住民湯元集落住民湯元集落住民湯元集落住民説明会説明会説明会説明会 （2012年度調査計画につき説明）

・・・・7777月月月月20202020日日日日 湯沢市小安地域地熱資源活用協議会湯沢市小安地域地熱資源活用協議会湯沢市小安地域地熱資源活用協議会湯沢市小安地域地熱資源活用協議会

その他、関係機関には調査計画を適宜ご説明し、ご指導を頂きながら進めています。

２．これまでの経緯（説明状況等）
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第第第第2222段階段階段階段階 ・・・・・・・・・・・・ 2222～～～～3333年次年次年次年次 （（（（2012201220122012～～～～13131313年度予定年度予定年度予定年度予定））））

掘削調査掘削調査掘削調査掘削調査

1500～2000m程度の構造試錐井の掘削を行い、地質構造、地下

温度、透水性などを調査する。

モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング調査（調査（調査（調査（以降の各段階で毎年実施以降の各段階で毎年実施以降の各段階で毎年実施以降の各段階で毎年実施））））

� 温泉モニタリング／貯留層モニタリング

温泉水の化学成分、温度、湧出量、井戸の水位等を調査する。

第第第第3333段階段階段階段階 ・・・・・・・・・・・・ 4444～～～～7777年次年次年次年次 （（（（2014201420142014～～～～17171717年度予定）年度予定）年度予定）年度予定）

掘削掘削掘削掘削調査（大坑径掘削）調査（大坑径掘削）調査（大坑径掘削）調査（大坑径掘削）

実際の生産井、還元井と同規模の試験井を掘削して、数週間の生産、還元能力試験を行う。

貯留層評価貯留層評価貯留層評価貯留層評価

これまでの調査結果に基づいて地熱貯留層モデルを構築し、貯留層シミュレーションを行う。

環境調査開始環境調査開始環境調査開始環境調査開始

※※※※地元説明・協議会は都度実施地元説明・協議会は都度実施地元説明・協議会は都度実施地元説明・協議会は都度実施

発電所建設発電所建設発電所建設発電所建設

第第第第1111段階段階段階段階 ・・・・・・・・・・・・ 1111年次年次年次年次 （（（（2011201120112011年度実施済み）年度実施済み）年度実施済み）年度実施済み）

地表調査地表調査地表調査地表調査

� 地質/断裂/変質帯調査

� 電磁探査/重力探査

第第第第4444段階段階段階段階 ・・・・・・・・・・・・ 8888年次以降年次以降年次以降年次以降 （（（（2018201820182018年度以降予定）年度以降予定）年度以降予定）年度以降予定）

生産井生産井生産井生産井////還元井掘削還元井掘削還元井掘削還元井掘削

生産井／還元井（大口径）を掘削する。

実証試験実証試験実証試験実証試験

数ヶ月の長期にわたり生産、還元試験を行い、貯留層の安定性を確認して、発電出力を決定する。

環境影響評価環境影響評価環境影響評価環境影響評価

大気/水質、動植物、騒音/振動、温泉等の調査結果に基づき、環境影響評価（ｱｾｽﾒﾝﾄ）を行う。

地熱調査の流れ

有望となれば・・・

事業化可能と見込まれれば・・・
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実施主体実施主体実施主体実施主体

総括：出光興産総括：出光興産総括：出光興産総括：出光興産

国際石油開発帝石（国際石油開発帝石（国際石油開発帝石（国際石油開発帝石（INPEXINPEXINPEXINPEX））））

地質調査地質調査地質調査地質調査 重力探査重力探査重力探査重力探査 電磁探査電磁探査電磁探査電磁探査

＜地表調査実績＞＜地表調査実績＞＜地表調査実績＞＜地表調査実績＞

約18km
2

の範囲で地表調査を実施

①地質調査 ：地表に分布する岩石の種類、変質状況、断裂の方向や規模を調べる（20km踏査）

②重力探査 ：測定機材を持ち込み、地球の引力を測定することで地下の岩石の密度を推定し、地

下深部の地質や重力構造を調べる調査（150点測定）

③電磁探査 ：機材を持ち込み、地下の電気抵抗を測定することで電気を通しやすい地層（熱水貯

留の可能性）の有無を調べる調査（75点測定）

３．地表調査結果及び2012年度掘削候補地点
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内　　容 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

←　全体取纏め　→

←　　次年度計画検討　　→　　

地質調査

重力探査

電磁探査

全体工程

調査

準備

現地地表調査 室内解析



地質調査

踏査ルート

重力探査

測点位置

電磁探査

測点位置
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掘削ターゲットの選定方法

�確実度

・地表調査結果に基づき、掘削候補地点を抽出

・地質構造、熱構造、貯留構造、流体流動について検討

・掘削した場合の「確実度」（成功の可能性）を評価

�情報量

・各候補地点を掘削することによって得られる「情報量」を評価

�資源量把握

・近傍での掘削実績の有無、効率的な資源量把握の可能性を検討

⇒掘削ターゲット域を４箇所選定
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栗駒国定公園外 栗駒国定公園外

休止井休止井休止井休止井

噴出井噴出井噴出井噴出井

鳳林道

A

B

D

C

地表調査結果と2012年度掘削候補地点
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� 2012201220122012年度掘削調査年度掘削調査年度掘削調査年度掘削調査（第（第（第（第1111工区：ﾀｰｹﾞｯﾄ工区：ﾀｰｹﾞｯﾄ工区：ﾀｰｹﾞｯﾄ工区：ﾀｰｹﾞｯﾄBBBB掘削のための工事箇所）掘削のための工事箇所）掘削のための工事箇所）掘削のための工事箇所）

・・・・測量/立木調査（実施中）

・・・・既設鳳林道整備、既設鳳林道整備、既設鳳林道整備、既設鳳林道整備、作業道整備、掘削基地造成作業道整備、掘削基地造成作業道整備、掘削基地造成作業道整備、掘削基地造成

・構造試錐・構造試錐・構造試錐・構造試錐 １坑掘削（１坑掘削（１坑掘削（１坑掘削（OYEOYEOYEOYE----1111号井：号井：号井：号井：2,000m2,000m2,000m2,000m級傾斜井）級傾斜井）級傾斜井）級傾斜井）

⇒⇒⇒⇒ 今年度掘削できない場合、今年度掘削できない場合、今年度掘削できない場合、今年度掘削できない場合、2013201320132013年度に年度に年度に年度にOYEOYEOYEOYE----1111号、号、号、号、OYEOYEOYEOYE----2222号の２坑を掘削する。号の２坑を掘削する。号の２坑を掘削する。号の２坑を掘削する。

�2013201320132013年度掘削調査準備年度掘削調査準備年度掘削調査準備年度掘削調査準備（第（第（第（第2222工区：ﾀｰｹﾞｯﾄ工区：ﾀｰｹﾞｯﾄ工区：ﾀｰｹﾞｯﾄ工区：ﾀｰｹﾞｯﾄCCCC掘削のための工事箇所）掘削のための工事箇所）掘削のための工事箇所）掘削のための工事箇所）

・測量・測量・測量・測量////立木調査（第２工区）立木調査（第２工区）立木調査（第２工区）立木調査（第２工区）、、、、作業道整備、掘削敷地造成（OYE-2号井、坑井仕様未定）

�温泉モニタリング温泉モニタリング温泉モニタリング温泉モニタリング

・・・・ 市有泉、自然湧出泉におけるモニタリング（６か所程度/泉温,湧出量,化学成分,水位等）

・・・・ モニタリングデータについて、その全てを地域協議会で開示
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（OYE-2号井：次回協議会にてご説明予定）

項　　　目 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

2012年度掘削調査（第1工区）2012年度掘削調査（第1工区）2012年度掘削調査（第1工区）2012年度掘削調査（第1工区）

　　測量/立木調査（許認可取得準備） 　　　△－－－－△

　　既設鳳林道整備 　△－－△

　　作業道整備・掘削基地造成        △－－△

　　構造試錐掘削         △－－－－－－－－－△

2013年度掘削調査（第2工区）準備2013年度掘削調査（第2工区）準備2013年度掘削調査（第2工区）準備2013年度掘削調査（第2工区）準備

　　測量/立木調査（許認可取得準備） 　　　 △－－－－－－－－△

　　作業道整備・掘削基地造成 （2013年度予定）

温泉モニタリング（四半期毎実施）温泉モニタリング（四半期毎実施）温泉モニタリング（四半期毎実施）温泉モニタリング（四半期毎実施）

　　泉温・湧出量・化学成分測定 △ △ （以降 継続）

４．2012年度調査計画（案）

協議案件協議案件協議案件協議案件

（５．その他）（５．その他）（５．その他）（５．その他）

協議案件



協議案件

2012年度掘削調査（構造試錐井OYE-1号）

実施の同意について



栗駒国定公園外 栗駒国定公園外

休止井休止井休止井休止井

噴出井噴出井噴出井噴出井

鳳林道

A

B

D

C
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2012年度掘削調査（OYE-1号）予定地点

掘削計画
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ケーシング径

7"J-55 23.0lb/ft

(177.8×161.7mm)

掘削径

100m

10"SGP

(267.4×254.2mm)

12-1/4"

(311.2mm)
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1200m

3"STPG　Sch40

(89.1×78.1mm)

HQ-WL

（98.4mm)

ストレーナー200m

開孔率 5～7%

(89.1×78.1mm)

6-1/4"

(158.7mm)

1200m

構造試錐（OYE-1号井）ケーシングプログラム

出典：第2回地熱発電に関する研究会，資料５，2009

傾斜角傾斜角傾斜角傾斜角

傾斜掘削のイメージ

2012年度構造試錐

掘削長 2000m

偏距 551m

最大傾斜 28°

方位 N40W
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掘削計画



 

泥水ポンプ泥水ポンプ泥水ポンプ泥水ポンプ

循環泥水

泥水タンク泥水タンク泥水タンク泥水タンク

排泥タンク・ピット排泥タンク・ピット排泥タンク・ピット排泥タンク・ピット

堀屑等

場外搬出

掘削櫓

・高さ 23.5m

・塗色 検討中

掘削泥水及び坑内洗浄水の処理方法

汲出し泥水

掘削泥水の処理方法掘削泥水の処理方法掘削泥水の処理方法掘削泥水の処理方法

・掘削用泥水は、沢水と粘土を混ぜて作り、

掘削中は循環利用します。

・掘進により発生する掘屑は、泥水から分離

（ｽｸﾘｰﾝ）して固化し、産廃処理します。

・細かな砂分、シルト分はタンク底に残り、最

終的に固化して産廃処理します。

泥水泥水泥水泥水ピットピットピットピット

セパレーターセパレーターセパレーターセパレーター

坑内洗浄方法坑内洗浄方法坑内洗浄方法坑内洗浄方法

・空気や窒素ガスを坑内に送り、泥水を汲出す、

もしくは注水により坑内を洗浄します。

・汲出の場合、泥水は、ピットに溜め、掘屑、砂

分、シルト分を沈殿させます。

・ピット内の上澄みは、再び坑内に戻します。

・残った堀屑、砂分、シルト分は、最終的に固化

して産廃処理します。

よって、掘削中及び坑内洗浄時ともに、泥水が

敷地外に流出することはありません。

11

掘削計画



地熱貯留層と温泉帯水層の概念図

石井(1990)に加筆

地熱貯留層地熱貯留層地熱貯留層地熱貯留層

火山地帯の地下数km～数10kmにマグマ溜りがあり、多量の熱

を放出しています。地表に降り注いだ雨や河川水は長い時間を

かけて地下に浸透し、マグマ溜りの熱で加温され高温の熱水や

蒸気（合せて地熱流体と言います）として地下深部の割れ目や

地層の間に蓄えられています。

地熱流体を地下から取り出すと、その分だけ地熱流体が少なく

なり圧力（水位）が下がることになります。そうすると下がった圧

力に応じて周りから地熱貯留層に地熱流体が補給されます。

帽岩（キャップロック）帽岩（キャップロック）帽岩（キャップロック）帽岩（キャップロック）

地熱貯留層の上部には、深部から上昇してきた熱水

や蒸気と岩石が反応して出来た熱水変質帯（粘土な

ど）や熱水から析出したシリカなどにより隙間が閉塞

された不透水層が形成されます。これが貯留層の蓋

の役目（キャップロック）をして地熱流体を蓄え、雨水、

河川水の直接的な浸透を妨げ、貯留層の温度が下

がらないようにする役割を果たしています。

温泉帯水層温泉帯水層温泉帯水層温泉帯水層

不透水層の上に形成された

温泉水の溜りであり、不透水

層を介して深部から熱の供

給を受けて加温されます。こ

のようにして形成される温泉

が一般的です。

降雨・河川水降雨・河川水降雨・河川水降雨・河川水

一部が地下深部に浸透し、やがて

は加熱されて地熱流体となります。

伝導による熱の供給

マグマ溜り（地下5～10kmで600～800℃）

12

温泉資源の保護



温泉への影響回避と温泉保護

13

AAAA．．．．これまでの調査結果これまでの調査結果これまでの調査結果これまでの調査結果

� NEDO地熱開発促進調査（2004-05年度）

・MS-2号井に投入されたトレーサーは、T-7,村－4,村-2で検出されましたが、MS-1,T-2,

大湯では検出されませんでした。

� MS-1号井（鳥谷）噴出試験（2010年8～10月実施）

・前後6か月の周辺温泉モニタリングでは、T-2,T-7,村-4,大噴湯,大湯において湧出量・泉

温・化学成分に変動はありませんでした。

BBBB．．．．今後の調査の進め方今後の調査の進め方今後の調査の進め方今後の調査の進め方

� 温泉モニタリングの実施

・上記の既存調査結果から、小安地区（奥小安国有林内）の開発が周辺温泉に影響を及ぼ

すことは無いと推定していますが、さらに温泉モニタリングを行いながら温泉に影響を及ぼ

さないよう調査を進めます。

・温泉への影響を早期かつ定量的に把握できるようモニタリング井を掘削する等対応を協

議していきます。

・温泉への影響が認められる場合には、開発規模の見直し、坑井配置の変更等も含め、対

応策を協議していきます。

� 温泉利用への支障が認められた場合の措置

・地熱開発により温泉利用へ支障が出た場合には、泉源所有者、自治体、事業者にて協議

し、対応策を実施します。

温泉資源の保護
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掘削泉・自然湧出泉の調査結果とモニタリングの目的

（参考）

貯留形態 同左

名称 村－４ 村－２ 大噴湯 大湯 T-2 N16-MS-2 N16-MS-1

湧出タイプ 掘削自噴 掘削自噴 自然湧出 自然湧出 掘削自噴 掘削自噴 掘削自噴

掘削長（m） 200 330 － － 1,150 1,500 1,600

現況 噴出中 噴出中 湧出中 湧出中 噴出中 休止中 休止中

湧出量 △ － △ ○ △ － －

泉温,pH,電気伝導度,全蒸発残留物

陽イオン：Na,K,Ca,Mg　 － －

陰イオン：Cl,SO
4
,HCO

3
,CO

3

水位 － － － － － ○ －

区　　　分

測定項目

モニタリング目的

モニタリング対象泉

－

特徴

成分等 同　　左

・温泉帯水層の変動をモニタリングする。

・地熱貯留層の変動をモ

ニタリングする。

・MS-2を還元井としたﾄﾚｰｻｰﾃｽﾄで、

T-7,村-4,村-2では検出されており、

この3泉はMS-2と導通がある。

・同左トレーサーテストでは、MS-1,T-2,大湯では

検出されず、MS-2との導通性は無いと考えられ

る。

温泉帯水層 地熱貯留層

2005年

ﾄﾚｰｻｰ

ﾃｽﾄ

2010年

噴出

試験

・MS-1号の3ヶ月間の噴出試験前後6か月にわたる周辺温泉モニタリングにおいて、湧出

量、泉温、化学成分に変動は認められなかった。

＊モニタリング泉：大湯、T-2、T-7、村-4、大噴湯

温泉資源の保護



温泉モニタリング候補地点（6か所）

休止井休止井休止井休止井

噴出井噴出井噴出井噴出井

鳳林道

大湯大湯大湯大湯

TTTT----2222

村－村－村－村－4444

村－村－村－村－2222

大噴湯大噴湯大噴湯大噴湯

15

石神山

明通山大高遠山

役人森

T-7

MSMSMSMS----2222

MSMSMSMS----1111

村-3

トレーサーテストで
導通が認められた

グループ

トレーサーテストで
導通が認められな
かった地熱井

トレーサーテストで
導通が認められな
かった自然湧出泉

温泉資源の保護



AAAA．．．．運搬道の整備運搬道の整備運搬道の整備運搬道の整備

�改変面積：改変面積：改変面積：改変面積：既存作業路（間伐のため2011年に森林管理署が

作設）を極力活用することで、最小限の改変面積とする。

B．．．．掘削敷地の造成掘削敷地の造成掘削敷地の造成掘削敷地の造成

�改変面積：改変面積：改変面積：改変面積：傾斜掘削を採用することで基地の集約化を図り、

全体として最小限の改変面積となるような場所を選定する。

�環境配慮：環境配慮：環境配慮：環境配慮：土砂流出・崩壊防備を目的とする国土保全タイプの

林野に区分される場所を避け、水源涵養タイプの造林地を

敷地造成場所として選定する。

CCCC．．．．掘削調査掘削調査掘削調査掘削調査

�取水取水取水取水 ：：：：掘削用泥水を作るための取水は、必要最少量とする。

�廃泥処理：廃泥処理：廃泥処理：廃泥処理：泥水は循環利用、堀屑は産廃処理する。

汲出洗浄を行う場合、汲み出した泥水は上澄みを坑内に戻し、

廃泥は産廃処理する。

第1工区：およそ 縦40m×横50m

影響軽減措置 １

16

環境保全と影響軽減



河川流量と取水量

①皆瀬川上流①皆瀬川上流①皆瀬川上流①皆瀬川上流 ②小安沢下流②小安沢下流②小安沢下流②小安沢下流 計画取水量計画取水量計画取水量計画取水量

調査年月日 1986.8.19 1986.8.19 －

流量（m
3

/秒） 2.68 0.3 最大時 0.01

通常時 取水せず

17

小安沢

皆瀬川

※ 取水予定の沢の流量は不明

環境保全と影響軽減



DDDD．事前調査．事前調査．事前調査．事前調査

�事例収集：事例収集：事例収集：事例収集：自然公園内での道路等工事事例のうち、環境配慮に

優れた事例を収集し、本工事に適用できる工法等を検討する。

�環境配慮：環境配慮：環境配慮：環境配慮：希少動植物に関する資料調査を行い、本工事に際し

て特に配慮すべき対象を特定し、それらへの対策を検討する。

EEEE．景観．景観．景観．景観

�掘削櫓色：掘削櫓色：掘削櫓色：掘削櫓色：景観と調和するよう指定された色に塗色する。

�景観調査：景観調査：景観調査：景観調査：調査予定地域は500～1000m級の山に囲まれている

ため、近隣一般道からは眺望されないが、遠地からの視認性

を調査して今後の基地配置の検討材料とする。

⇒ 4-5 景観保全 の項に調査結果を示します。

影響軽減措置 ２

18

環境保全と影響軽減



栗駒国定公園外 栗駒国定公園外

① 地熱発電計画 基地配置 （ABCD開発案）

生産生産生産生産/還元還元還元還元基地

（2011年度地表調査結果に基づき作成）

生産生産生産生産基地

・発電所建設段階（第・発電所建設段階（第・発電所建設段階（第・発電所建設段階（第4段階）で、林道と運搬道の拡幅・舗装を行う。段階）で、林道と運搬道の拡幅・舗装を行う。段階）で、林道と運搬道の拡幅・舗装を行う。段階）で、林道と運搬道の拡幅・舗装を行う。

・蒸気・蒸気・蒸気・蒸気/熱水配管は、林道沿いに敷設する。熱水配管は、林道沿いに敷設する。熱水配管は、林道沿いに敷設する。熱水配管は、林道沿いに敷設する。

休止井休止井休止井休止井

噴出井噴出井噴出井噴出井生産生産生産生産/発電所発電所発電所発電所基地

鳳林道

還元還元還元還元基地

A

B

D

C

2012.6.19

19

開発計画（素案）



栗駒国定公園外 栗駒国定公園外

② 地熱発電計画 基地配置 （AB開発案）

・発電所建設段階（第・発電所建設段階（第・発電所建設段階（第・発電所建設段階（第4段階）で、林道と運搬道の拡幅・舗装を行う。段階）で、林道と運搬道の拡幅・舗装を行う。段階）で、林道と運搬道の拡幅・舗装を行う。段階）で、林道と運搬道の拡幅・舗装を行う。

・蒸気・蒸気・蒸気・蒸気/熱水配管は、林道沿いに敷設する。熱水配管は、林道沿いに敷設する。熱水配管は、林道沿いに敷設する。熱水配管は、林道沿いに敷設する。

休止井休止井休止井休止井

噴出井噴出井噴出井噴出井

生産生産生産生産/発電所発電所発電所発電所基地

鳳林道

還元還元還元還元基地

A

B

（2011年度地表調査結果に基づき作成）

2012.6.19

20

開発計画（素案）



栗駒国定公園外 栗駒国定公園外

③ 地熱発電計画 基地配置 （CD開発案）

還元還元還元還元基地

・発電所建設段階（第・発電所建設段階（第・発電所建設段階（第・発電所建設段階（第4段階）で、林道と運搬道の拡幅・舗装を行う。段階）で、林道と運搬道の拡幅・舗装を行う。段階）で、林道と運搬道の拡幅・舗装を行う。段階）で、林道と運搬道の拡幅・舗装を行う。

・蒸気・蒸気・蒸気・蒸気/熱水配管は、林道沿いに敷設する。熱水配管は、林道沿いに敷設する。熱水配管は、林道沿いに敷設する。熱水配管は、林道沿いに敷設する。

休止井休止井休止井休止井

噴出井噴出井噴出井噴出井

生産生産生産生産/発電所発電所発電所発電所基地

鳳林道

D

C

（2011年度地表調査結果に基づき作成）

2012.6.19

21

開発計画（素案）



栗駒国定公園外 栗駒国定公園外

④ 地熱発電計画 基地配置 （BC開発案）

・発電所建設段階（第・発電所建設段階（第・発電所建設段階（第・発電所建設段階（第4段階）で、林道と運搬道の拡幅・舗装を行う。段階）で、林道と運搬道の拡幅・舗装を行う。段階）で、林道と運搬道の拡幅・舗装を行う。段階）で、林道と運搬道の拡幅・舗装を行う。

・蒸気・蒸気・蒸気・蒸気/熱水配管は、林道沿いに敷設する。熱水配管は、林道沿いに敷設する。熱水配管は、林道沿いに敷設する。熱水配管は、林道沿いに敷設する。

休止井休止井休止井休止井

噴出井噴出井噴出井噴出井

生産生産生産生産/発電所発電所発電所発電所基地

還元還元還元還元基地

BC

還元還元還元還元基地

生産生産生産生産基地

生産生産生産生産/発電所発電所発電所発電所基地

（2011年度地表調査結果に基づき作成）

2012.6.19

発電所が発電所が発電所が発電所が2222ヶ所に分散し、ヶ所に分散し、ヶ所に分散し、ヶ所に分散し、

現実的ではない。現実的ではない。現実的ではない。現実的ではない。

22

開発計画（素案）



鳥瞰図の基となる施設配置（ABCD開発案）

想定想定想定想定

開発規模：数万ｋW
開発面積：10.25ha + 道路・配管路等

秋田県道282号

仁郷大湯線

2012.7.9 作成

23

景観保全



2012年度掘削基地

＝ 生産基地Ａ

掘削櫓掘削櫓掘削櫓掘削櫓 30m高高高高

掘削敷地掘削敷地掘削敷地掘削敷地 50m××××40m

※※※※ 本図本図本図本図はははは、、、、樹木樹木樹木樹木をををを考慮考慮考慮考慮せずせずせずせず、、、、地形図地形図地形図地形図のみにのみにのみにのみに基基基基づいてづいてづいてづいて作成作成作成作成しているしているしているしている。。。。

従従従従ってってってって実際実際実際実際はははは、、、、高高高高ささささ10101010～～～～15m15m15m15mのののの樹木樹木樹木樹木によってによってによってによって櫓櫓櫓櫓のののの下半分下半分下半分下半分がががが隠隠隠隠れれれれ、、、、

ビューポイントからはほとんどビューポイントからはほとんどビューポイントからはほとんどビューポイントからはほとんど視認視認視認視認されないとされないとされないとされないと予想予想予想予想するするするする。。。。

ビューポイント（秋田県道282号仁郷大湯線）

から見た掘削中の景観

2012.7.9 作成

24

（道路）

景観保全



・林道を舗装・林道を舗装・林道を舗装・林道を舗装

・配管を茶系に塗色・配管を茶系に塗色・配管を茶系に塗色・配管を茶系に塗色

※※※※ 本図本図本図本図はははは、、、、樹木樹木樹木樹木をををを考慮考慮考慮考慮せずせずせずせず、、、、地形図地形図地形図地形図のみにのみにのみにのみに基基基基づいてづいてづいてづいて作成作成作成作成しているしているしているしている。。。。

従従従従ってってってって実際実際実際実際はははは、、、、高高高高ささささ10101010～～～～15m15m15m15mのののの樹木樹木樹木樹木によってによってによってによって設備設備設備設備のほとんどがのほとんどがのほとんどがのほとんどが隠隠隠隠れれれれ、、、、

発電所設備発電所設備発電所設備発電所設備のののの上部上部上部上部のみがのみがのみがのみが視認視認視認視認されるとされるとされるとされると予想予想予想予想するするするする。。。。

生産基地生産基地生産基地生産基地 6.5m高高高高

還元基地還元基地還元基地還元基地 1m高高高高

発電所基地発電所基地発電所基地発電所基地 13m高高高高

ビューポイント（秋田県道282号仁郷大湯線）

から見た発電所建設後の景観（写真貼込）

2012.7.9 作成
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（道路）

景観保全



AAAA．利用者への配慮．利用者への配慮．利用者への配慮．利用者への配慮

�看板設置：看板設置：看板設置：看板設置：鳳林道入口や、運搬道と林道との会合地点に工事内

容・期間等を記した看板を設置する（工事内容の周知）。

�交通整理：交通整理：交通整理：交通整理：工事期間中の特に交通量が多い期間は、林道入口

等に人員を日中常駐させ、交通整理を行う（安全確保）。

�利用者優先：利用者優先：利用者優先：利用者優先：工事車両は安全速度以下で通行することとし、公園

利用者との離合等に際しては常に利用者を優先する。

BBBB．利用者への貢献．利用者への貢献．利用者への貢献．利用者への貢献

�林道補修：林道補修：林道補修：林道補修：鳳林道の地割れ・法面崩壊箇所を補修・整備する。

公園利用者への配慮等

26

公園利用者への配慮等



ま と め

開発計画

�地熱資源の賦存状況を見極め、周辺環境との調和を図りながら、5

～10年をかけて、数千～数万kWの地熱発電所建設を目指します。

環境との調和

�改変面積の最小化、造林地での造成と環境保全に努めます。

�森林（里山）と調和した景観の創出に努めます。

温泉資源の保護

�温泉モニタリングを実施し、影響の出ない開発を目指します。

�温泉利用に支障が出た場合には、泉源所有者、自治体、事業者で

検討し、対応策を実施します。

地域への貢献

�行政、地域の方々と意見交換をしながら検討します。

27



0
1 km

＜第＜第＜第＜第2222工区（工区（工区（工区（案案案案１１１１）＞）＞）＞）＞

2013201320132013年度調査井年度調査井年度調査井年度調査井

掘削敷地候補掘削敷地候補掘削敷地候補掘削敷地候補

凡 例

NEDONEDONEDONEDO調査井
湯沢市所有井、企業井

N63N63N63N63----MSMSMSMS----7777

TTTT----3333

TTTT----2222

TTTT----7777

N16N16N16N16----MSMSMSMS----1,2,31,2,31,2,31,2,3

掘削方向

鳳林道＜第＜第＜第＜第2222工区（工区（工区（工区（案案案案２２２２）＞）＞）＞）＞

2013201320132013年度調査井年度調査井年度調査井年度調査井

掘削敷地候補掘削敷地候補掘削敷地候補掘削敷地候補

国有林野の機能類型国有林野の機能類型国有林野の機能類型国有林野の機能類型

水土保全林（国土保全タイプ）水土保全林（国土保全タイプ）水土保全林（国土保全タイプ）水土保全林（国土保全タイプ）

水土保全林（水源かん養タイプ）水土保全林（水源かん養タイプ）水土保全林（水源かん養タイプ）水土保全林（水源かん養タイプ）

森林と人との共生林（自然維持タイプ）森林と人との共生林（自然維持タイプ）森林と人との共生林（自然維持タイプ）森林と人との共生林（自然維持タイプ）

森林と人との共生林（森林空間利用タイプ）森林と人との共生林（森林空間利用タイプ）森林と人との共生林（森林空間利用タイプ）森林と人との共生林（森林空間利用タイプ）

水源かん養保安林

村村村村----新新新新3333

大湯大湯大湯大湯

掘削敷地

28

2013年度掘削調査（OYE-2号）予定地点

５．2013年度掘削調査準備

（その他）



立木調査
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測量・立木調査



以 上
















