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ご説明内容

１． はじめに
２． 調査・開発エリア
３． 事業主体について
４． これまでの経緯について

【平成30年度調査計画案】
１． 平成30年度調査スケジュールについて
２． 調査事業予定地について
３． 掘削計画について
４． 坑井掘削に伴うアクセス道路整備工事について
５． 基地造成等工事について
６． 掘削調査に伴う取水について
７． 温泉モニタリングについて

【今後の開発計画】
１． 今後の開発スケジュールについて
２． 地熱発電所概要について
３． 全量還元方式の採用について
４． 地域貢献策（案）について
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１．はじめに

湯沢市矢地ノ沢地域地熱資源活用協議会を平成29年9月及び12月と開催いただ
き、いただいたご意見等を踏まえ、平成30年度の調査計画及び今後の開発計画を
策定致しました。
本調査計画及び今後の開発計画につきましては、平成30年1月10日に地域住民向
けに秋の宮山荘にて地元説明会を行いました。

弊社と致しましては、平成30年度の調査計画及び今後の開発計画について、本協
議会でご了解いただき、掘削許可申請等各許認可等の取得及び平成30年5月以降
の掘削調査を開始したいと考えております。
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２．調査・開発エリア
調査・開発を検討するにあたり、以下の点を考慮し、調査・開発エリアを選定致しまし
た。
1. 生産調査井は、既存井T501のターゲットを中心に掘削する（実質的にT501井の代替井）。

2. 栗駒国定公園内のため、土地造成に伴う立木伐採・作業道の整備等できるだけ
減らすことで、環境への影響のない地点とする。

3. 将来の地域貢献事業として、地熱の熱利用による事業を検討しており、地域貢献事
業候補地へのアクセスが容易な地点とする。

稲住温泉

調査・開発エリア

国道108号

秋の宮山荘

T501井

矢地ノ沢線

旧矢地ノ沢運動公園



5

３.  事業主体について

事業者 ：オリックス株式会社（平成31年9月に当地域に100%子会社設立予定）

共同事業者：有限会社いなずみ

オリックス株式会社 地熱発電事業の調査・開発。

有限会社いなずみ 地元理解等の推進。地域貢献事業等全体方針の検討。

所在地 湯沢市秋ノ宮字山居野１１

設立 平成17年11月15日

資本金 500万円

代表取締役 押切 宗助

事業目的 電源開発、地熱発電事業等

備考
前代表故福原武彦が、地熱事
業を行う目的で、2005年に新規
設立した会社

所在地 東京都港区浜松町

設立 昭和39年4月

株主資本 2兆6107億円

代表執行役 井上 亮

事業目的 再生可能エネルギーの普及等

備考
地熱発電事業は、100％孫会社
である杉乃井ホテルで、30年以
上の事業運営実績あり

《有限会社いなずみ概要》《オリックス株式会社概要》
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４．これまでの経緯について

矢地ノ沢地域は、当該地域を含む広範囲で、ＮＥＤＯによる地熱開発促進調査が行わ
れている地域です。（NEDO：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）

弊社は、これらの膨大で貴重な調査結果を再検討し、基礎資料として活用すると共
に、弊社による独自の調査も実施致しました。

1. 調査目的
矢地ノ沢地域の地熱構造解明、矢地ノ沢地域を含む山葵沢-秋の宮地域の広範囲な水理
構造の解明、坑井掘削ターゲット候補の抽出

2. 調査時期
平成27年11月から平成28年6月

3. 調査概要
・画像解析

空中写真等の画像を用い、線状構造（リニアメント）を中心とした地質構造の抽出
・既存データの総合解析

NEDO地熱開発促進調査結果をはじめとした既存データを基に、矢地の沢地域を
含む広範囲な地域の地熱構造全体像及び水理構造の再検討

・現地踏査
上記解析をもとに、地質構造・地熱構造確認のための現地踏査を実施
変質帯調査・地化学調査も実施

・総合解析
地熱構造・水理構造の構築、調査井の掘削ターゲットの選定、当該地域に適した
最適発電システムの検討等
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地表に降り注いだ雨水等の一部が長い時
間をかけて地下深くへ浸透していきます。

その一部がマグマ溜りからの熱や固化し
たマグマの残存熱で加熱され、熱水や蒸
気となって、断層などを通って上昇。

水を通し難い岩盤（帽岩）の下の岩石中の
隙間に溜まることで地熱貯留層が形成さ
れます。

地熱貯留層

一般的な、地熱貯留層の形成は、下記の地熱構造モデル（例）の通りです。
温泉層は、地熱貯留層と関係があるもの、あるいは地熱貯留層と関係なく形成されるもの
などさまざまな形で形成されています。

地熱構造モデル（例）

昔の火山活動で出来きたマグマ溜まり

①

②

熱

熱

熱

天水（降水）が
地下深部に浸透

天水（降水）

断層等

天水（降水）が
加熱され断層等を通じて

熱水として上昇 加熱

断層等

断層等

①火山ガスで地下水が過熱されて出来た
温泉層

②難透水層からしみ出た熱水と地下水が
混合してできた温泉層

難透水層
熱による化学反応により、
水を通さない層を形成

火山ガス

マグマ溜り熱等

③

③地熱貯留層と関係なく形成された
温泉層
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✓同一貯留層内で、噴気あるいは
熱水還元を行うと、それにより貯
留層内に圧力変動（噴出は圧力
低下、還元は圧力上昇）が起き
る。この圧力変動の伝播速度は
速いため、坑井が同一貯留層内
であれば圧力変動として現れる
(圧力干渉）。山葵沢-矢地ノ沢の
坑井は互いに圧力干渉すること
が確認されている。

✓一方、山葵沢で噴出、還元を行っ
ても秋の宮地域の温泉あるいは
その近傍で掘削されたAY-5、
YO-8では圧力変動が起きていな
い。このことは山葵沢-矢地ノ沢地
域の深部貯留層と秋の宮地域の
温泉層及び同地域の深部貯留層
とは連続したものではなく、別個
の貯留層であることを意味してい
る。

当該地域の地熱開発促進調査の圧力干渉に関する調査が実施されています。

同一貯留層であれば、検出される圧力干渉が、秋の宮地域の温泉及び深部井では
山葵沢・矢地ノ沢地域で噴出・還元を行っても検出されませんでした。

ＮＥＤＯ地熱開発促進調査資料をもとに、オリックスで作成

N58-YO8

秋ノ宮
温泉郷
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当該地域の地熱開発促進調査の貯留層圧力の関係から、秋の宮地域の温泉の温
泉層とT501などの山葵沢-矢地ノ沢（T501井基地）の深部貯留層は異なる貯留層と
考えられます。

✓当該地域は、ＮＥＤＯ地熱開発促進調査
「山葵沢地域」「秋ノ宮地域」で調査され
ている。

✓地下で熱水層が連続して存在していた
場合、その熱水層内では圧力は連続し
ているため、水中と同様、深度が深くな
るとそれに比例して圧力も増える。

✓山葵沢、T501号基地の坑井は標高ｰ貯
留層圧関係でみると同一の直線関係に
載っており（左図の赤色の直線）、これら
は連続した一つの大きな地熱貯留層で
あることを示している。

✓一方、秋ノ宮地域の温泉（左図の青丸）
は、この直線上には載らず、山葵沢-矢
地の沢（T501号基地）の深部貯留層と
秋ノ宮の温泉層とは別個の貯留層であ
ることを示している。

✓ また、秋ノ宮地域の深部で掘削された
AY-5、YO-8についても左図の赤色の直
線上には載らず、別個の貯留層と考え
られる。（但し、秋ノ宮温泉地域深部の
データが２つしかなく、複数の線が描け
るが、左図の赤色の直線の線とは異な
る）。

ＮＥＤＯ地熱開発促進調査資料をもとに、オリックスで作成

貯留層圧力－標高相関図

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

0 5 10 15

標
高
（m
）

圧力（MPaG）

山葵沢地域の坑井 矢地の沢地域の坑井 秋ノ宮地域の坑井

秋ノ宮周辺の温泉 地熱貯留層 温泉帯水層

鷹ノ湯

太郎兵衛

根木部落温泉組合
山葵沢－矢地ノ沢（T501号基地）地
域地熱貯留層の標高－貯留層圧関係

秋ノ宮温泉地区深部貯留層の標
高－貯留層圧関係（データ数が
２点のため複数の線を描ける）

AY-5

YO-8

T-501
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F4断層

生産ゾーン

還元ゾーン

T501井

難透水性ゾーン 注）F4断層は地表地質・坑井データ等

から比較的高精度で位置特定が行
われている。一方難透水性ゾーンの
位置は限られた坑井配置から求めら
れたもので、大凡の位置を示してい
る。

山葵沢-矢地ノ沢地域には、連続した広範囲に及ぶ高温（280度前後）地熱貯留層が発達
しており、その貯留層内には、単一ではなく、複数の地熱流体の上昇域の存在が推定さ
れる。その中で、T501井付近も一つの地熱流体上昇域の可能性がある。
また、平成27年の地表調査などから矢地ノ沢地域の調査井の坑井データを調査した結
果、Ｆ４断層を境として、温度が急激に変化しており（F4断層を境に北東側が急激に温度
上昇している）、圧力的にみて同一地熱貯留層内にあるものの、同断層の北東側は地熱
流体が、地下深部から地上に向って上昇あるいは側方に流動している地域、逆に南西側
は地熱流体が、地下深部に向って下降している地域である可能性が高い。
この調査結果や開口性割れ目等含めた調査結果をもとに、Ｆ４断層の北東側を生産ゾー
ン（熱水を取り出すゾーン）・南西側を還元ゾーン（熱水を地下へ戻すゾーン）が相応しいと
判断致しました。



【平成30年度調査計画案】

11
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これまでの調査をもとに、以下の通り、平成30年度調査を予定しております。

平成30年2月 掘削許可・開発許可申請

平成30年5月 坑井基地・アクセス道路造成等

平成30年7月 生産調査井掘削

平成30年10月 還元調査井掘削

平成30年12月 噴気試験（掘削状況による）

掘削調査結果を踏まえ、次年度以降の調査・開発計画を策定

１． 平成30年度調査スケジュールについて
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調査事業予定地については、下記の２つの候補地で検討しています。

候補地１・・・旧矢地ノ沢運動公園（湯沢市秋の宮矢地の沢67他）

候補地２・・・有限会社いなずみの所有している土地（湯沢市秋の宮矢地の沢108-1他）

候補地１

候補地２

【候補地１の利点】

① ラグビー場周辺は森林に囲まれ
おり、景観上、候補地２より良いこと

② ラグビー場は既に整地されてお
り、造成など自然への影響が少ない
こと
③ T501井の下部および生産ゾーン

のターゲットに直線的に掘削可能で
あり、掘削後の検層など調査が容易
に可能なこと

④ 将来検討している地域貢献事業
で熱供給等が容易となること

旧矢地ノ沢運動公園は、湯沢市市有財産でありますので、今後協議会の了承が得られた場
合、湯沢市様と協議を行い、候補地１での掘削調査を行う予定です。候補地１での調査が困
難と判断された場合は、候補地２からの掘削調査を行います。

２． 調査事業予定地について

生産ゾーン

ターゲット

T501井
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F4断層

生産ゾーン

還元ゾーン

T501井

難透水性ゾーン

平成30年度に、生産ゾーン及び還元ゾーンへそれぞれ掘削調査を実施する計画です
各掘削調査の基本的な考え方は以下の通りです

生産ゾーンへの掘削調査 生産調査井：ＩＯＥ－１
・既存井Ｔ５０１井の熱水の流入点（地下約900m）を通過し、更にT501井北側近傍の断層などに
よる割れ目等が見込まれるターゲットへの掘削
* T501井は、傾斜が未測定（測定不能）のため、地下で北側へ傾斜し、実際北側の断層を掘りぬいて
いる可能性があるため

還元ゾーンへの掘削調査 還元調査井：ＩＯＥ－２
・Ｆ４断層の南西側の断層構造への掘削
・生産調査井IOE-1で逢着した地熱貯留層と同一貯留層で、生産調査井の流入点深度以深へ還元
できるよう、生産調査井ＩＯＥ－１より深部への掘削

３． 掘削計画について

ターゲット
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下図は、候補地１の場合の生産調査井および還元調査井の掘削計画です。（候補
地２もほぼ同様の掘削深度を計画しております）

還元調査井については、生産調査井の流入点深度以深へ還元することを目的に、
生産調査井の掘削結果（流入点の深度）をもとに、掘削深度をさらに深くするなど仕
様を一部変更する可能性があります。

生産調査井IOE-1
掘進長1380m
垂直深度1210m
最大偏距542m

還元調査井IOE-2
掘進長1,790m
垂直深度1510m
最大偏距694m

70m

250m

1,000m

1380m

1790m

800m

地表

鋼管

セメント

最終口径
177.8mm

最終口径
177.8mm

深くする可能性
があります

深くする可能性
があります

孔明管
管にスレッド（穴）を空け熱水等を
流入される管

垂直深度

最大偏距

T501井

IOE-1

900m

ターゲット
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第二回協議会でAY-4と荒湯との関係についてご質問があり、今回の調査井の掘削
方法について、以下の通り対応していく予定です。

T501井掘削データから、深度200m前後で逸水層があることが確認されており、本調査井掘削
時も同様に、深度200m前後で逸水層（割れ目）がある可能性があります。
そのため、200M付近の逸水層（割れ目）と地下深部逸水層を確実に遮断するため、鋼管の設
置方針や坑井仕上げについて、以下のように計画しております。

通常の
鋼管設置方法

3段

今回の
鋼管設置方法

4段

通常の坑井仕上の場合（逸水層が小さい場合）

①掘削中は、逸水層があった場合、当該逸水層をセメント等塞ぐ

②掘削完了後、掘削した部分と鋼管の間に地上からセメントを入れ、全体を
塞ぐ

掘削した縁

鋼管

逸水層→セメント等で塞ぐ

地上部からセメント
を流しこみ掘削した
部分と鋼管の間をセ
メントで塞ぐ

地上

但し、逸水層が大きいなど掘削中十分にセメントで塞げない場合

逸水層

砂や砂利など、逸水層の割れ目より
大きなもので塞ぐ

砂や砂利などの上にセメントを設置

圧力を逃がす細管の設置

鋼管と鋼管の間にセメントを設置

逸水層がセメント等で
止められない
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アクセス道路は、原則既存の市道などを活用し、道路の新設等はありません。
但し、大型車両での運搬を行うため、以下の道路整備を実施致します

アクセス道路

アクセス道路については、現時点では、以下の通りの計画となっております。近隣住民の皆さまには
事前にご相談し、ご迷惑をおかけしないようにしてまいります。また21時以降は緊急時等以外原則通行致しませ
ん。
平成30年5月頃 矢地ノ沢橋の仮橋工事
平成30年6月～7月 櫓など掘削機器の設営工事（大型車両が通行するため、誘導員の配置など行います）
平成30年7月以降 掘削の作業員等の車両が通行
平成30年11月以降 櫓など掘削機器の解体工事（大型車両が通行するため、誘導員の配置など行います）

走行大型車両イメージ
設営時（20日想定） トレーラー平均1台/日 トラック 平均4台/日
掘削時（120日想定） トラック 平均1台/日 ローリー車平均2台/日
解体時（14日想定） トレーラー平均1台/日 トラック 平均4台/日

【道路の拡張及び補強】

各敷地へのアクセス道路が狭いため、
路肩保護やカーブ部分について、道路
の拡張工事・鉄板敷による補強工事

【仮橋の設置】 次ページ参照ください

矢地ノ沢橋については、曲がりが厳しく
大型トレーラーの通行が困難なため、
手前に仮設の橋を設置し、大型車両の
ための仮橋工事

４． 坑井掘削に伴うアクセス道路整備工事について
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【仮橋の設置】

仮橋

矢地ノ沢橋
青枠・・・既存道路
赤枠・・・仮設道路及び仮橋

仮橋イメージ図

仮橋については、以下の通り、既存の矢地ノ沢橋の横に設置いたします。

土畳積み 大型土嚢

Ｈ鋼基礎杭

木製横矢板
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候補地１の場合、既存の運動公園を利用し、セラー（櫓の基礎土台）などの一部造成

に留めます。候補地２の場合、下記写真の通り、ほぼ平地となっていますが、一部整
地のための造成も実施致します。敷地面積としては5,000~7,000㎡程度となります。

【候補地１の主な掘削機材配置案】 櫓（高さ43.15m程度）

生産調査井坑芯位置

還元調査井坑芯位置

現況で立木な
どないエリア

候補地２の現況

５． 基地造成等工事について

発電機

泥水循環用ポンプ

掘削用泥水作製機器鋼管等保管ラック
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候補地１

候補地２

掘削調査にあたり、以下の通りの取水を予定しています。

1. 取水場所
以下の地図で、候補地周辺の取水ポイントからの取水を予定しています。

2. 取水の同意関連
本水路は、法定外公共用財産（水路）に該当致します。
また、近隣住民に確認し、本水路から農業等の水利用がないことも確認済です。

3. 取水方法及び取水量
水路に土嚢などで水溜を作り、その水溜からポンプで掘削敷地まで水を汲上予定です。
取水量は、掘削状況によりますが、通常は、１０ｔ／日程度となります。

4. 排水処理
掘削により発生する排水は、全て産業廃棄物として適切に処理し、場外等への排水は
ありません。

水路

取水ポイント

６． 掘削調査に伴う取水について
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NEDOﾃﾞｰﾀ 弊社ﾃﾞｰﾀ NEDOﾃﾞｰﾀ 弊社ﾃﾞｰﾀ

例：Ａ源泉

温泉モニタリングについては、協議会の中でのご意見等を踏まえ、平成29年4月より
次ページの地図で表記した源泉等で随時開始しております。
弊社としては、過去のNEDOが実施した長期のモニタリングデータ（平成14年～18年）
を最大限活用することを念頭に、NEDOの調査地点、調査方法をできるだけ引き継ぐ
形で実施していきます。
 温泉変動調査 8地点（１地点は地下水変動調査と重複）
 地下水位変動調査、湧水変動調査、降水量調査、河川調査 各１地点

７． 温泉モニタリングについて
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温泉モニタリング一覧 平成29年4月より開始し、今後継続的に実施予定。

● 温泉変動調査

● 湧水変動調査

▲ 地下水位・温泉変動調査

■ 降水量変動調査

▲ 河川調査

湯沢市

秋ノ宮

小杉山

荒湯

湯の又

役内

中山

畑

川
連

小渕沢

磯
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平成３０年度からは、更に以下のモニタリング項目を追加し、掘削中の影響の有無等
もモニタリング致します。

【追加項目】

温泉変動調査で水位調査実施している源泉に水位計を設置し、２４時間連続で水
位のモニタリングを実施

月１回の頻度でのモニタリングを実施していますが、掘削中は、荒湯・湯ノ又など数
か所で、月数回の頻度で、水温・Ｐｈ・電気伝導率などのモニタリングを実施

調査・開発エリア近傍の高倉沢での河川調査を実施
モニタリング項目：水温・Ｐｈ・電気伝導率

高倉沢について掘削前の春及び秋（掘削後を予定）に魚類の生息状況等の調査を
実施

「環境保全協定」を湯沢市様と締結し、適時モニタリング状況等のご報告を
行い、源泉所有者様等への影響がでないよう対応してまいります。



【今後の開発計画】

24
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平成３０年度実施予定の掘削調査等を踏まえ、今後の調査・開発計画等決定していき
たいと考えております。

現時点での、開発スケジュールは以下の通りです。引き続き協議会や説明会等を通じ
て、地元の方々のご理解を得ながら、進めていきたいと考えております。

平成31年4月～ 発電所の設計
発電方式・レイアウトの検討

Ｔ５０１井の埋坑の検討

平成31年9月～ 発電所の建設開始
地熱事業会社の設立
土木・基礎工事
発電所建設工事
Ｔ５０１井の埋坑工事

平成33年4月～ 発電所の試運転・運転開始

地域貢献事業の計画検討
事業内容・市場調査等

地域貢献事業の準備
施設等必要な設備の検討
人員・関連企業調整

地域貢献事業の開始

１． 今後の開発スケジュールについて
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掘削調査を踏まえ、発電所の建設を検討してまいります。
現時点で想定している発電所の概要は以下の通りです。

【発電規模】
２ＭＷ規模の小規模地熱発電

【発電所所在地】
秋田県湯沢市秋の宮字矢地ノ沢 掘削調査敷地周辺

【坑井計画】
生産井：既存坑井T501の実質代替井（平成３０年度調査井IOE-1を想定）
還元井：新たな深部をターゲットとした還元井（ 同 IOE-2を想定）

【発電システム】
今後の掘削・噴気試験結果を踏まえ、詳細を検討致します
ただし、地下に存在する膨大な熱の一部のみを活用する環境に配慮した全量還元方式を検
討しております
・坑井からの蒸気・熱水を別媒体に熱交換し、別媒体を使って発電。地下深部から
取り出した蒸気・熱水は,地下へ還元する
バイナリー発電システム
・坑井からの蒸気・熱水を直接タービンに当て、発電。ただし、当該蒸気・熱水を
冷却するための冷却塔について、冷却のための大気放出をせず、チューブ内に
当該蒸気・熱水通らせ、チューブを水を使って冷却し、地下へ還元する
間接接触式冷却方式を採用したフラッシュ発電システム

２． 地熱発電所概要について
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地熱貯留層

タービン 発電機

電力会社等へ

空冷あるいは水冷式冷却装置

自然噴気により地熱貯留層から
地熱流体が噴出してきます。

水よりも沸点の低い媒体に熱交換しター
ビンを回転します。媒体は、配管内を通
り、大気には放出させません。

空冷式あるいは水冷式により、タービンか
ら出る媒体を冷却します

熱交換器

生産井 還元井

地下に存在する膨大な熱のみを取り出し、熱以外は全て地下へ返す温泉・自然環境に配
慮した地熱発電所を計画しております。秋の宮地域の温泉層と矢地ノ沢地域の深部地熱
貯留層とは連続していないものと判断しています。また、全量還元方式の採用により、深
部貯留層は全体としては圧力はほぼ一定に近い状態で保たれるため、近隣の皆さまの温
への影響はないものと考えております。

地熱流体は熱
が奪われる以
外は全て元の
状態のまま地
熱貯留層へ還
元されます。還元水は重いため地熱貯留内を

深部へ一度下降し、地熱貯留層
内深部で暖められ、その後、再
び上昇します。

地熱貯留層内圧力は全体として
は、ほぼ一定に維持されます。

注）上図はバイナリー発電の場合です
他の方式でも基本的には同じ。

３． 全量還元方式の採用について
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弊社では、地域の方々の振興に貢献していきたいと考えております。
弊社としては、地域貢献事業を検討するにあたり、以下のような点を重視しております。

① 地域の新たな雇用の創出
② 地域の事業への相乗効果の創出
③ 永続的な事業の継続

地域貢献事業については、地域の皆様からのご意見・ご要望等をいただき
ながら具体化し、地域の事業にしていきたいと考えております

つきましては、地域の皆様と情報交換等ができる場を、地熱事業の協議会
等とは別に設置し、本地域貢献事業を進めていきたいと思います

４． 地域貢献策（案）について

弊社として、地熱発電の熱を活用した農業事業をひとつの案として検討しています。

① 地域の新たな雇用の創出
農業事業により、一定の正社員・パートの雇用が見込まれ、地域住民の雇用などが期待できる。

② 地域の事業への相乗効果の創出
地域特産品の栽培などを行い、地元温泉事業者への提供など、新たな観光資源の創出ができる。

③ 永続的な事業の継続
地熱発電の熱を利用することで、光熱費の大幅な削減によるコスト削減や冬季の栽培などによる時期
をずらした農作物の栽培の可能性など、事業競争力のある農業事業の展開ができる。
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湯沢市矢地ノ沢地域地熱資源活用協議会 議事録 

 

 日時 平成 30 年１月 22 日（月）13:30～14:30 

 場所 湯沢市 雄勝総合支所 会議室 

 

（案件）矢地の沢地域地熱調査・開発について（説明・協議） 

 

○事業者 資料に基づき平成 30 年度調査計画案説明 

○益子委員 平成 30 年度調査計画案について、ご意見ご質問ありましたらお

願いします。 

○益子委員 １番の調査スケジュールについて、掘削の許可が得られた後、

生産調査井を掘削して、その後さらに還元調査井を掘削した後

に、初めて噴気試験を実施するということですね。 

○事業者 生産調査性を掘削して熱水等にあたれば、還元調査井を掘削し

ます。噴気試験については、生産調査井から熱水を汲み上げて、

還元調査井に還す形で考えております。 

○益子委員 ７月の生産調査井の掘削の結果、具合が良くない場合は、全体

の工程が変わってくることもございますね。 

○事業者 生産調査井の掘削の結果が想定とあまりにも違った場合は、す

べての見直しを考えなければなりません。 

○益子委員 生産調査井からの噴気試験は、還元調査井の掘削、調査が終了

した後に行うという認識で、噴気試験といえども汲み上げた熱水

は、還元調査井に還すということですね。 

○事業者 はい、そうです。 

○事業者 資料に基づき今後の開発計画説明 

○益子委員 資料 16 ページに圧力を逃す細管を設置するとありますが、砂や

砂利などを充てんするところの隙間はどのくらいになるのでしょ

うか。細い管を入れるわけですから、それなりの隙間がないと入

らないと思います。これを入れることで当初の掘る太さや管の太

さなど変わってくるのではないですか。 

○事業者 掘削の幅、管の変更はありません。一番外側が 23 インチなので

58.4 センチあります。その次が 26 センチぐらいなので、その間

に隙間があるので、砂利をいれ、管はチューブのようなものにな
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ります。 

〇益子委員 上と下はセメントで固めて、間の砂や砂利の間からチューブの

ような管を通して熱水もしくは地下水が出てくると思いますが、

それは最終的には止めるんですか。 

〇事業者 上下のセメントの間に圧力がかかるとセメントを割ってくる可

能性があるため、圧力を逃すために管を入れていますので、熱水

が噴き出すというより、湯気のようなものが立つような形になる

と思います。 

〇益子委員 あくまでも圧力逃がし弁みたいな形で、積極的に止めるという

わけではなくて、セメントやパイプを壊したりしないようにとい

うことですね。 

〇益子委員 平成 31 年度の計画は、平成 30 年の 12 月から予定している噴気

試験がありポテンシャルの評価があるかと思いますが、周辺の温

泉への影響とか、近くの地熱発電所への影響だとか、そういった

ものを考慮したうえで、４月から発電所の設計となる理解ですよ

ね。あくまで出たから発電所をやるということではなくて、様々

な影響評価をし、その中で影響のないような形の発電所規模はど

の程度なのかということを４月から検討するということですね。 

〇事業者 噴気試験で出たからやるというよりは、当然温泉モニタリング

のデータが出てきますので、そういったものも含めて総合的にど

ういった形で進めるかというのを決めていきたい。 

〇益子委員 影響評価の期間として、12 月から 1、2 か月ぐらいの噴気試験

という話がありましたけれども、それで足りるかどうか、あるい

は評価としてその期間で十分間に合うのかということもあるの

で、ひとつの計画であって、このとおり行くというわけではない

ですよね。 

〇事業者 ベストの計画であって、このとおりということではありませ

ん。 

〇益子委員 住民説明会について事務局から説明をお願いします。 

○事務局 住民説明会は、１月 10 日水曜日午後７時から秋の宮山荘を会場

に行われております。参加者は 14 名でした。説明は本日と同様の

資料で行われております。質問等は、冬期間の除雪についてあり

ました。稲住温泉側からは、不定期で市が除雪していますが、別



3 
 

ルートで除雪を考えている。事業化後の除雪については今後検討

していく。 

農業の熱水供給方法について、熱水は直接利用するとスケール

等で詰まる恐れがあるので、熱交換したうえで供給する方式を考

えている。 

T-501 井については老朽化しているので使用しない。将来的に

は埋め戻すことにしている。 

掘削の坑径について、大きいところで 26 インチで 66 センチで

そこから細くなっていき 20 インチの 50 センチ、最終は 18 センチ

になる。 

〇益子委員 住民説明会のご報告をいただきました。住民説明会を含め全体

でご質問等ございませんか。 

 ご質問なければ、矢地ノ沢地域の地熱開発の計画について、協

議会の意向として了承という形でよろしいでしょうか。 

ご質問内容ですので、協議会の意向として了承いたします。 

委員の皆様には議事進行にご協力いただきましてありがとうご

ざいました。 

  

 


