
本プロジェクトでは、豊富な地域資源である地熱・温泉エネルギーの有効活用・拡大を通じ、本町の地域活性化に資する事業の立ち上げを目指

す。

地熱資源を活用した「弟子屈・ジオ・エネルギー事業」北海道 弟子屈町自治体名 事業名

本プロジェクトを通じて実現したい地域像

想定している事業の概要（ビジネスモデルの全体像）

【事業概要】

①本町温泉給湯エリア

既存の1号、2号、6号によって、公共施設、事業所、一般家庭への温

泉給湯が実施されているエリア。給湯導管の更新事業、及び新規需

要拡大を検討。特に新規儒等としては、老朽化した町営の温水プー

ル、温浴施設などを含む複合施設の民間活力活用による設置の可

能性について検討。

②桜丘・泉給湯エリア

既存の桜丘、3号井によって、公共施設、事業所、一般家庭への温泉

給湯が実施されている。福祉・医療施設への給湯も行われていること

から、導管更新事業、及び新規需要拡大の可能性を検討する。

また、有休町有地への温泉熱活用農業施設の誘致を検討。

③温泉バイナリ発電エリア

新規温泉井候補地は高温熱水上昇域にあり、高温の熱水が得られる
可能性がある。その、熱量を利用した、温泉バイナリ発電事業の導入

可能性を検討する。

また、発電後の熱水は、温泉給湯の温水としても活用する。

図表 将来像

図表 事業概要図
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①地熱発電による地域経済循環の創出

地熱資源を有効活用するために、バイナリ発電等による発電事業を

立ち上げ、売電収益を地域サービス及びインフラ更新（温泉井や供給

導管等）への投資に充当することで、地域の持続的なサービス供給モ

デルを構築する。

②温泉供給事業の民営化

現在、町の事業として、複数の温泉井から、家庭、事業者等へ温泉を

供給している。供給された温泉は、安価な熱源として、直接浴用、暖

房等で利用されている。寒冷地であるため、特に冬期の熱需要は大き

いため、この温泉供給事業を民間事業者の参加を得ながら合理化す

ることで、町民や事業者のエネルギーコストの低減を図る。

弟子屈ジオ・エネルギーカンパニー（仮）

【事業内容（コア領域）】
・地熱発電事業（発電所整備、維持管理、運転、売電管理等）
・温泉供給事業（導管管理／源泉管理／修繕／検針・料金収納）

将来的に「弟子屈コミュニティ・サービス・カンパニー（仮）」へ昇華

その他
生活支援
サービス

（見守り、宅配、家事手伝い等）
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③温泉供給事業の需要拡大

温泉供給事業の事業範囲を拡大させることにより、新たな移住者や事

業者の誘致を図り、地熱資源を活用した持続可能なまちづくりを進め、

地域の活性化と経済循環を拡大させていくことを目指す。

④新たな地域サービス事業の創出

地熱・温泉供給サービスをコア事業として、その事業収益を活用しな

がら、地域の持続に資する新たな生活支援サービスの提供を目指す。

また、エネルギー事業者が地域を支えるサービス事業体へ発展して

いくプロセスを検討する。

【事業スキーム】

（エネルギー供給事業者＝「弟子屈ジオ・エネルギー・カンパニー」）

エネルギー供給事業者は、町が保有する温泉井や温泉給湯配管を

「利用」する形で、各需要家へ温泉供給を行い、料金を徴収する。

発電事業については、同様に町の温泉井を借りて、バイナリー発電設

備を自ら設置して発電事業を実施する。

エネルギー事業者は、温泉供給料金収入と発電収入を得て、インフ

ラの保有主体（町）に対して、温泉井や給湯配管の利用料金を支払う。

同事業体は、地元企業やエネルギー事業者の出資を得て、また設備

投資には地元金融機関等からの借入による資金調達を行う。

（インフラ事業者＝「弟子屈町」）

インフラ事業者は、既存の温泉井、ならびに給湯配管を保有している

町が担う。町は、温泉井や給湯配管を「エネルギー事業者」に「貸出」

もしくは「運営権の付与」を行うことで、その対価を得る。得た対価に

よって、インフラの整備・更新に係る投資回収に充当する。

図表 地域サービス事業体の姿

図表 事業実施体制

図表 事業スキーム（案）
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②桜丘・泉温泉供給エリア（既存）
・既存配管更新、新規需要獲得
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地熱資源を活用した「弟子屈・ジオ・エネルギー事業」北海道 弟子屈町自治体名 事業名

地域事業体の全体像

①事業スキームの検討

町民が主導して「合同会社弟子屈地熱推進公社（通称T-GEC)」が設立

され、同社が町と連携して地域エネルギー事業を推進していく。

T-GECは、一定のリスクを負担しながら、事業収益を地域へ還元する方

式をとる。

②事業の実施体制

T-GECのエネルギー事業としては、本事業で検討を行っている温泉給湯

とバイナリ発電のほか、別途検討しているフラッシュ発電も実施する。T-

GECは、町民及び町内事業者によって設立されている事業体であるため、

不足するノウハウ・知見については、別途雇用するなどにより確保する。ま

た、フラッシュ発電事業におけるEPC、O&Mなどの専門的業務については、
外部の協力事業者を選定し、協業体制を構築する。なお、フラッシュ発電

事業では、Ｔ－ＧＥＣにおいて2名以上の正規スタッフ、外部事業者側で3

名以上の常駐、給湯・バイナリ発電事業では、Ｔ－ＧＥＣにおいて3名以上

の配置が必要となる。

③協力会社の選定

T-GECは、町とともに地域のエネルギー事業を推進する公共的な立場を

有することから、協力会社は公平性・透明性を担保する選定方法を検討。

④事業収支

現在の想定条件による事業収支シミュレーションを実施。フラッシュ発電

については、想定される５ＭＷのほか、４ＭＷ、３ＭＷでの試算を実施し、

発電出力が下がれば平均収益がさがるものの、一定の事業性は確保でき

ることが確認された。また、温泉給湯及びバイナリ発電においても、一定の

事業性は確保され、フラッシュ発電とともに地域内投資及び資金循環とし

て発生することが期待される。

⑤段階的な事業実施

Ｔ－ＧＥＣは、「フラッシュ発電事業」、「バイナリ発電事業」、「給湯事業」の

3つのエネルギー事業をコア事業として推進し、将来的にはエネルギー事

業収益を地域還元するために、観光集客や公益的事業へ事業領域の拡

大を目指す。

新規需要施設導入の可能性検討

①新規需要施設の誘致等の検討

温泉給湯事業における新たな需要先として、営林署跡地及び老人

ホーム跡地への施設の誘致及び整備について検討。

②複合施設の設置検討

マスタープラン策定の際に新設による新規需要として想定した営林署

跡地の施設について、老朽化した公共施設の移転も含め、改めて検

討を実施。想定される公共機能と民間集積事業として商業、飲食、宿

泊などのテナントを複合化することを想定し、施設規模を検討した。
全体で2階建て、延床面積5,500㎡程度の施設を想定した。

③事業スキーム

事業スキームとしては、官民連携による事業として、ＰＦＩ型（ＢＴＯ型）と

定期借地権型による実施を検討し、事業収支シミュレーションも実施。

弟子屈町公共施設等総合管理計画の単価から、約23億円の建設事

業費と想定し、維持管理費で約1億円/年の支出、施設使用料及び

民間テナント等の賃借料で25,000千円/年の収入を想定

フラッシュ発電事業

給湯・バイナリ発電事業

Ｔ－ＧＥＣ
（正規スタッフ）

外部
（ＥＰＣ・インフラ部分）

２名

３名

３名
（ＥＰＣ・Ｏ＆Ｍ）

３名
（インフラ管理）

図表 事業体制

①フラッシュ発電事業

②バイナリ発電事業

③温泉給湯事業

エネルギー事業収益を
地域へ還元する事業

（地域活性化、公益的
サービス等）

20212017
エネルギー地産地消事業化モデル支援事業

図表 段階的事業拡張イメージ
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■温水プール：約1200㎡（スタジオ含む）
■商工会 ：約650㎡（保健センター相談室含む）
■温浴施設 ：約500㎡
■図書館 ：約800㎡

■共用部分 ：約450㎡
■民間テナント：約1,800㎡

ＰＦＩ型 定借型

概要

・施設の整備は民間が実施し、竣工後、町へ所有権
を移転する
・町は整備費・維持管理費の不足分をサービス対価
として割賦払い
・民間側は、ＳＰＣを組成し、事業を一括で受託。
竣工後は指定管理者として施設運営を行い、サービ
ス対価、利用料金収入、附帯施設収入で収益を得る。
・附帯施設部分は、民間が床を賃借し、独立採算事
業とする場合が多い。

・町有地を借地して、民間が施設を整備・所有する
・町はプールや図書館など、公共として利用する部
分の床（施設）を賃借する
・民間側は、町からの賃貸料、利用料金、附帯事業
収入等で事業採算をとる。土地の借地料と相殺する
場合もあり。

期待され
る効果

○公共施設としての位置づけとなり、要求水準に基
づく公共サービスの質を担保できる
○民間事業者側としては、事業リスク負担が限定的
となり、参画しやすい

○民間施設としての位置づけとなり、公共側の初期
投資負担などが低減できる
○民間側の創意工夫による収益事業の自由度が高い

検討課題
▲一定の財政負担が発生
▲民間側の創意工夫による収益事業が限定的

▲公共サービスについては、一定の要件を付与する
ものの、民間基準の施設整備となる
▲民間事業者側の事業リスク負担が大きく、参画が
しづらい

図表 新規需要施設事業スキーム比較
図表 複合施設ゾーニング

今後の課題

①Ｔ－ＧＥＣ事業の協力事業者選定プロセスの明確化

②フラッシュ、バイナリ、給湯の各事業の事業化スケジュールの精査

③新規需要施設の事業化に係る庁内コンセンサスと民間事業者の意

向把握

④フラッシュ事業の系統連系費用、掘削費用の実態把握

事業パターン Ｔ－ＧＥＣの収入 メリット 課題 収入規模 事業リスク

①Ｔ－ＧＥＣ
が事業実施主

体

給湯供給料金収入
バイナリ発電売電

収入
フラッシュ発電売

電収入

エネルギー事業収益
そのものがＴ－ＧＥ
Ｃの収入（収益）と

なる

・借入が可能か
・自己資本の調達が

可能か
・事業リスクを負担

可能か

◎ ▲

②Ｔ－ＧＥＣは
フラッシュ発電
の蒸気井の権利
のみ所有

フラッシュ発電事業者
からの蒸気井利用料金
収入

事業リスクが低く、安定
的な利用料金収入を得ら
れる

・収入が小さく、地域内
経済波及効果が限定的 ▲ ◎

③蒸気井の権利
と、エネルギー
事業はＳＰＣへ
の出資

エネルギー事業出資分
の配当
ＳＰＣからの蒸気井利
用料金収入

事業リスクが限定的であ
り、安定的な利用料金収
入、配当収入が得られる

・収入が小さく、地域内
経済波及効果が限定的
・自己資本の調達が可能
か

△ ○

④給湯・バイナ
リは事業実施、
フラッシュはＳ
ＰＣへの出資

給湯供給料金収入
バイナリ発電売電収入
フラッシュ発電出資分
の配当
ＳＰＣからの蒸気井利
用料金収入

給湯・バイナリ事業収益
そのものがＴ－ＧＥＣの
収入（収益）となる
フラッシュ部分は安定的
な利用料金収入、配当収
入が得られる

・借入が可能か
・自己資本の調達が可能
か
・事業リスクを負担可能
か

○ △

図表 リスク負担とメリット比較



地域温泉給湯事業の
インフラ及び供給事
業の実態把握

バイナリー発電の
可能性を踏まえた
給湯事業における
配湯フローモデル
・操業効率化方策
の整理・評価

温泉管理及び給湯
事業の管理システ
ム及び効率的運用
に関わる他地域事
例・インフラ管理
システムの調査

需要側効率的運用
計画の策定

－給湯事業の温水フロー、温度、揚湯・送湯ポンプ・貯湯槽・
配管、機械・計装・電気設備等の実態を把握。

－温水需要の管理は浴用のみ。空調用の温水使用量は把握困難。
給湯需要変動に対し経験則で流送を制御

－弟子屈小学校上駐車場で坑井掘削・熱水産出を前提に配湯管
の新設、配湯所の統合、貯湯タンク新設を想定（図表4）

－操業効率化の効果検討のため、桜ヶ丘エリアを対象に、仮想
的な温水需要をもとに温水の流れ解析（フロー分析）を行い、
管内流速やポンプ必要軸動力・効率等を求めた。

－温泉管理システムの先行事例から得られる示唆
函館市：代替井による源泉の統廃合、貯湯タンク水位計測

による送湯ポンプ制御、交換を容易にした温水
配管メンテ など

洞爺湖：バイナリー発電に伴う130℃レベルの高温・高圧
熱水のポンプ揚湯 など

－GISは町では既に上下水道での活用実績有。①既存ソフトの
アップデート、②クラウドベースのGISサービスの活用等で
給湯配管・源泉データを追加で電子管理は可能

－源泉熱を熱交換器やヒートポンプを活用して給湯・空調用ボ
イラーの灯油・重油消費を20～40％削減可能

－温泉熱利用時のスケール対策として、チタンを酸化処理した
プレート熱交換器の使用も考えられるが、高額であるため、
熱交換システムのユニット化・コストダウンを図り、3年程
度で交換することも有効と思料。

温泉給湯及びバイナリー発電事業推進調査業務（サマリー）

温泉給湯事業の実施に向けた調査・検討

現地調査

温泉モニタリング

地熱資源の状況解析

－温泉井の実態・活用状況等を調査（約120か所）。

－公共温泉井のうち未利用は12箇所。許可揚湯量で855リット
ル/分に相当（公共井の許可揚湯量全体の38％）。

－坑井掘削候補地周辺部で以下計測を実施、Websiteで計測
データを時系列グラフ等で分かり易く視覚化

（公共井7孔（うち1孔計画中）、民間井1孔。図表2）
温泉湧出中の4孔：温度、揚湯量、電気伝導度、pH等
温泉未湧出の4孔：水位

－比抵抗図等（低比抵抗のエリアほど熱水などが存在する可能
性大）からみると、弟子屈小学校上駐車場は熱水上昇域の中
心部に近い可能性大。（図表1）

－微動アレイ探査を町中9地点で実施。町中の熱水上昇域は地形
起伏が激しく断裂構造を通じて発達した可能性有。

バイナリー発電
地点候補の選定

（複数候補地の評
価）、掘削計画策定

給湯及び電力供給の
経済性検証

温泉保護地域での事
業推進上の留意点と

対応方針の
整理

－下記5候補を比較、⑤が有力と想定（代替井扱い不要）
①6号井脇、 ②1号井脇、③定泉寺跡地、④営林署跡地、
⑤弟子屈小学校上駐車場（図表3）

－地熱井に準拠した掘削計画を検討

－高温熱水上昇域の範囲・温度条件を設定、バイナリー発電規
模や経済性を評価（250kW、年平均収入12百万円、15年）。

※ 40円/kWhの売電単価で15年間累積CFゼロとなる発電規模
の目安は30～ 35kW（産出湯量：90℃ 415L/分程度）。

注：ただし、熱水の自噴が前提
－産出熱水量が少ない場合、以下①か②の代替案が考えられる。

①小規模出力のバイナリー発電設備（IHI等）を活用する。
②産出熱水は全面的に給湯用途で使用、町中の給湯の安定供

給に支障がないことを条件に6号井をバイナリー発電で活用。

－温泉審議会（最速8月）への申請に必要な項目は下記の通り。
例：利用計画書、地形図、掘削場所周辺図、掘削工事・排水

計画、設備配置図、設備構造図、掘削時災害防止規程、
代替井の場合の既存井統合計画

－掘削時の騒音・放流対策、掘削候補地の都市計画用途（住居
専用地域）との整合性、住民理解の促進が重要

町中エリアのバイナリー発電の推進に向けた調査・検討

①町中エリアにおけるエネルギー事業（バイナリー発電事業）の推進に向けた調査・検討

• 町中源泉約120箇所を調査、利用・未利用の把握や温泉水等サンプルの分析を実施。公共井のうち未利用は12か所、許可揚湯量では公共井の約38％の855リットル/分に相当。

• 町中は熱水上昇域（既存検層データより500m以深の掘削で120～130℃レベルの蒸気・熱水産出可能性あり）にあることから、バイナリー発電用の掘削候補地を5か所選定した。
そのうち、弟子屈小学校上駐車場は、代替井扱いが不要（200m圏内に周辺井無）、熱水上昇域の中心付近にあり、標高が高く給湯事業上も有利なことから最も有望と想定。

• ただし、掘削適地の選定にあたっては、都市計画用途上の適否や騒音・振動を含めた周辺環境・地域住民への考慮等が必要である。

②温泉給湯事業の実施に向けた調査・検討

• 町中給湯事業の温水フロー図を作成。桜ヶ丘エリアを対象に、需要規模を仮定して温水の流れ解析を行い、管内流速やポンプ必要軸動力・効率等を求めた（分析の信頼性向上に
は主要地点の流量・水位の計測が必要）。温泉管理の先行事例である函館市では、源泉の統合とともに、地域の貯湯タンク水位をもとに坑井の揚湯ポンプの制御を実施している。

• 地理情報システムGISを活用したインフラの電子管理については、町中で上下水道での活用実績があり、既存ソフトウェアシステムのアップデートやクラウドベースのGISサービ
スを活用する等で給湯管、貯湯槽、ポンプ等をデータとして追加・管理が有効。

• 上記①で坑井掘削により産出した熱水は、近隣の小学校や今後再整備が予定される公共施設等の給湯や暖房用の温水供給時の予熱として重・灯油の削減（20~40％）に寄与する。



図表1 空中物理探査、比抵抗コンターマップと熱水上昇域の関係

：熱水上昇域
:高温度勾配伝導域
：比抵抗コンター

100Ω･ｍ

100Ω･ｍ

200Ω･ｍ 50Ω･ｍ

20Ω･ｍ

10Ω･ｍ

図表2 温泉モニタリング概要（7地点実施中（計画8地点））

道の駅流量

図表3 掘削候補地点の評価（注：バイナリー発電の位置は検討中）
1 2 3 4 5

6号井脇 1号井脇 定泉寺跡地 営林署跡地 小学校上駐車場

熱水上昇域 〇 〇 〇 〇 〇

坑井掘削敷地面積 〇 △ 〇 〇 〇

〇 × 〇 × 〇

町有地面積が狭いため、発電機設
置場所の確保が難しい。

坑井・発電施設のメンテナンス作業
に必要なスペース確保を考えると、
本敷地の将来利用計画の中に坑
井と発電施設の設置を加えることに
は無理がある。

温泉保護 保護地域 保護地域 保護地域 準保護地域（200m） 準保護地域（200m）

騒音規制 第2種区域 第3種区域 第2種区域 第2種区域 第2種区域

振動規制 第1種区域 第2種区域 第1種区域 第1種区域 第1種区域

都市計画
都市計画公園・緑地
または　第１種住居地域
または　商業地域

商業地域 第１種住居地域 第１種住居地域 第２種中高層住居専用地域

取水 〇 〇 〇 △ 〇

△ 〇 〇 〇 ◎

現在町の給湯事業における主力源
泉である6号井に近く、新規坑井掘
削工事および蒸気・熱水産出時に6
号井への影響が懸念される。
周辺に6号井を含め利用温泉井が4
本存在する。
これを含め、500ｍ以内には利用井
７本、未利用井12本が存在する。

周辺に、利用温泉井が3本存在す
る。
これを含め、500ｍ以内には利用井
７本、未利用井16本が存在する。

周辺に、利用温泉井が3本存在す
る。
これを含め、500ｍ以内には利用井
７本、未利用井16本が存在する。

周囲半径200m内に、民間温泉井が
4-5本、町管理温泉井が5本存在す
る。

周囲半径200m内に既存温泉井が
存在しない。

その他

一方、6号井近傍のため、地下温度
と湧出量は、それなりに担保され
る。
温泉保護地区のため、代替井掘削
のみ可能。

温泉保護地区のため、代替井掘削
のみ可能。

周辺源泉所有者の理解を得ること
ができると、坑井掘削の有望候補
地と成り得る。
温泉保護地区のため、代替井掘削
のみ可能。

比較的標高が高く、給湯事業にお
いて、他の地点より有利。
鐺別地区との接続も泉大橋を利用
すると容易。

総合評価 △ × 〇 × ◎

注）都市計画用途において「住居専用地域」となっている候補地については、将来的なバイナリー発電所や配湯センター整備にあたり用途制約や許認可等の課題がないか、今後、精査が必要である。

周辺温泉

土地利用

図表4 地域給湯システムの将来像（案）
【坑井掘削位置】 弟子屈小学校上駐車場、バイナリー発電の設置場所は検討中

【地域配湯網改修・新設箇所】小学校上駐車場～小学校～営林署跡地
小学校上駐車場～3号井ー特養・養護老人H配管中途

【新規熱需要】 営林署跡地、弟子屈小学校、桜ケ丘倖和園跡地

地域給湯・温泉管理システムや同インフラのGISによる電子管理についても先行事例等を調査

弟子屈
町役場

6号井

JA摩周
厚生病院

摩周駅
足湯等

泉の湯

：送湯ライン
：配湯ライン

特養・養護
老人ホーム

桜ヶ丘

バイナリー発電
（125～250kWクラス）

３号井

営林署跡地（新規熱需要）

ビニールハウス
（新規熱需要）

1号井 2号井

弟子屈小学校
（新規熱需要）

弟子屈小学校上
駐車場

桜ヶ丘→3号井
間は逆送も想定

町中は低い比抵抗値を示しており、500m以上の掘削で100℃以上の
熱水産出が期待できる

比抵抗（電気の流れやすさ）の低いエリア（10～20Ω･ｍ）はほぼ町の中心部分に位置

しており、熱水の流路になっていると推定される。また、町中の既存源泉の深度－温度パター

ンからほぼ同じエリア（緑色の実線）が熱水上昇域と推定される。

温泉モニタリングは7地点（計画は8地点）で実施されている。これにより、5箇所の坑井掘削候補地

点のいずれで掘削された場合でも周辺温泉への影響の有無を知ることができる。測定データは利用井で

は温度、pH、電気伝導度、流量等、未利用井では水位で、いずれも常時観測している。


