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Interest in renewable energy is rapidly increasing in Japan, especially with the implementation of the feed-in tariff 
system (FIT) in July, 2012. However, while the introduction of renewable energy contributes to decarbonization, their 
potential overdevelopment could lead to conflicts between the developers and local stakeholders. Upon geothermal 
power generation in Japan, local consensus building is highly important, as there are unique stakeholders, including 
hot spring business operators who have serious business stakes in geothermal resources. Some local governments 
have taken to stipulate regulations on the development of geothermal power generation, to facilitate dialogue among 
the stakeholders. The ordinances, and the associated councils, established by such municipalities are expected to play 
an essential role in local geothermal energy governance. This paper highlights the effects of the local regulatory 
framework, to evaluate to what extent they contribute to geothermal development, which coexists with the local 
community, focusing on a case in Kyushu, Japan. 
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1. はじめに

1-1. 本研究の背景と目的

近年日本では, 再生可能エネルギーの導入が急速に拡大して

いるが, 再生可能エネルギーの導入拡大は脱炭素化に寄与する

一方,  発電設備導入に伴う自然環境の改変や, 事業者と地域住

民間での紛争の発生等につながるおそれもある。再生可能エネル

ギーのひとつである地熱発電においても,  一部の地方自治体に

おいて, 条例や指導要綱によってその開発に一定の規制をかけ

る動きがみられる。 
 特に地熱発電においては地熱資源に密接に関わる温泉事業者

という特有のステークホルダーが存在することから，これらステ

ークホルダーを含めた地域における合意が極めて重要である。 

本稿では, 乱開発が懸念される再生可能エネルギーの一つであ

る地熱発電の適正な開発において, 各自治体で定められる条例

や協議会に焦点を当て, 地域と共生しながら円滑な地熱開発を

行うために有効な条例や協議会のあり方を事例で検証する。 

1-2. 先行研究の検証 
再生可能エネルギーや地熱開発における地域共生のあり方を

扱う研究に関しては, 既にいくつかの報告がなされている。 
窪田と本藤 1)は, 地熱開発における地域共生に関して, 温泉事

業などの地域固有の状況と公平性について十分考慮・協議した上

での開発が求められることや, 関係者間の対話の場に関して, 開
発ありきではなく対等な関係で継続的に協議できる場を設ける

ことが, 地熱開発における地域共生の必要条件であると指摘し

ている。 

 温泉発電の利害関係者の受容に資する取り組みを促す政策に

着目した研究としては, 渡辺ら 2)が, 大分県別府市を事例として, 

環境系のまちづくり条例の一つである「別府市温泉発電等の地域

共生を図る条例」の運用実態を条例の制定経緯や条例の概要, 条
例の初動期の運用状況の局面から明らかにしており, 利害関係

者に受容され得る温泉発電に資する条例の運用実態の特徴を検

討している。これは地方自治体が独自で定める条例に焦点を当て

ているが, 地域共生において重要な役割を果たす協議会の役割

やあり方については具体的に言及しているものではない。 
本研究では, 前述した通り, 地熱開発の合意形成という視点か

ら, 条例や協議会のあり方について分析する。具体的な手法とし

ては, 熊本県小国町を事例として取り上げ, 地熱開発の合意形成

において条例や協議会がどのような形で運用されているのか, 
またどのような役割を果たしているのかを明らかにする。 

2. 地熱発電

2-1. 地熱発電とは

地熱発電は, 地熱によって地下で直接温められた熱水等のエ

ネルギーを用いて発電を行うものである。太陽光発電や風力発電

とは異なり, 昼夜・天候を問わず 24 時間連続して安定的に発電

することが可能である。また, 環太平洋火山帯に位置する日本は

地熱資源に恵まれており, アメリカ, インドネシアに次ぐ世界第

3 位の豊富な資源量を有していることから, 安定した発電が原理

的には可能であり, 気候変動問題への対策やエネルギー安全保

障の観点から注目を集めている。 
しかし, 日本における地熱発電の開発には課題も存在する。地

熱開発の適地における開発規制や, リードタイムが長いこと,  
多額の資金を要する場合があることなどがあるが，そのひとつに

地下資源の保全をいかに図るかという点も挙げられる。日本にお

いては古くから地熱資源を「温泉」としてりようしてきた文化が
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 あり，温泉事業者という地熱発電特有のステークホルダーが存在

する。また、温泉は地熱発電と同様に地熱資源を利用するため,
既存の温泉地と地熱開発の対象地が重なる場合がきわめて多い。

万が一, 地熱開発に伴って温泉の湯量減少や泉質の変化が生じ

れば，地域の温泉事業の持続性が危ぶまれることもあり, 地熱開

発においては地下資源である地熱を，いかに保全しながら利活用

していくかという視点が極めて重要である。 

2-2.地熱発電における合意形成 
上述の通り, 地熱開発では温泉事業者をはじめとする地域住

民との合意形成が重要である。地域住民との合意形成は, 開発側

と住民側, 双方向のコミュニケーションによって構築され得る

ことから, 地熱発電と地域との関わり方について関係者間でコ

ミュニケーションをとり合意形成を図る場として, 協議会等の

設置が推奨されている。 
環境省は2012年3月に「温泉資源の保護に関するガイドライ

ン(地熱発電関係)」を策定し(図-1)，温泉モニタリングの重要性, 
情報の共有・公開, 協議会などの設置による関係者間の合意形成

などに加え, 協議会等を早い段階から設置することを推奨して

いる 3)。 
また, 2017年10月に提示された「ガイドライン(改訂)」では, 合

意形成の仕組みが, 調査・開発の段階や地域状況に応じて適切な

形をとることや, 温泉資源保護のための地域固有の課題につい

て関係者間で協議することが推奨されている 4)。そして, 関係者

への個別説明や住民説明会などの開催を通じて, 地方自治体と

の緊密な連絡・連携を行うことの重要性についても言及している。 

【図-1】温泉資源の保護に関するガイドライン(地熱発電関係)
の概要 5) 

他方, 2017年, 経済産業省(資源エネルギー庁)は, 2016年のFIT
法改正に伴い, 「事業計画策定ガイドライン(地熱開発)」を発行

した 6)。改正 FIT 法では, 事業者に対して, 再生可能エネルギー

発電事業計画の提出に基づく認定制度を創設した。このガイドラ

インで遵守を求めている事項に違反した場合には, 認定基準に

適合しないとみなされるため, 他のガイドラインよりも重い位

置付けとなっている。事業計画策定ガイドラインでも, 地域との

関係構築は重要な柱となっており, ここでは地熱発電事業者が

初期の調査段階から地域住民や温泉事業者等の地域関係者に対

して情報共有や丁寧な説明を行い, 地域との関係構築を図るこ

とが望ましいことや, 議会の設置, 地方自治体との相談の重要性, 
また, 環境アセスメント手続の適切な実施が地域住民の理解の

促進に資することなども求めている。 

このように, 様々な報告書やガイドラインにおいて地熱開発

における事業者と地域関係者間の合意形成において, 双方が対

話・協議する「場」である協議会等の設置が推奨されており, 九
州など地熱開発が活発な地域で, 乱開発防止等を目的として地

方自治体が地熱開発に関する条例や指導要綱, ガイドラインを

策定し一定の規制をかける動きがみられるようになってきた(表
-1)。 

【表-1】地熱発電事業に対する規制を目的とした条例・ 
指導要綱の例 

市町村(都道府県) 名称 施行日 

南阿蘇村(熊本県) 南阿蘇村地熱資源の活用に関する条例 2014.12.12 

霧島市(鹿児島県) 霧島市温泉を利用した発電事業に関する条例 2015.10.05 

九重町(大分県) 九重町地熱資源の保護及び活用に関する条例 2015.12.18 

小国町(熊本県) 小国町地熱資源の適正な利用に関する条例 2016.01.01 

別府市(大分県) 別府市温泉発電等の地域共生を図る条例 2016.05.01 

弟子屈町(北海道) 弟子屈町地熱資源の保護及び活用に関する条例 2017.04.01 

(窪田・丸山 7)を元に筆者作成) 

各地方自治体の条例制定の動きに加え, 資源エネルギー庁「地

熱発電の推進に関する研究会」では, 2017年に「市町村における

地熱発電条例のひな形」を公表している 8)(図-2)。これは, 既存の

温泉法による都道府県の所掌事項と重複することなく, 地熱発

電が自然環境および生活環境と調和し, 市民との共生を図るこ

とで, 地域の地熱資源の持続可能な利活用および地域の振興に

資することを目的としている。なお, 同研究会が提示した条例は

あくまでひな形であるため, 具体的な内容については各行政区

域が個別の事情に合わせて柔軟に検討することが必要であると

している（１）。 

【図-2】地熱発電条例のひな形 9) 
環境省などが策定したガイドラインでは, 地熱開発事業者や地

方自治体, 地域住民, 温泉事業者, 自然保護団体等の関係者が参

加するものとされている (図-3)。ただし，これらガイドラインは

あくまでも基本的な方向性を示したものであり、その運用は地域

の文脈に基づいて柔軟に変更され得る。地域の文脈に合わせた協
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 議会の運用にはどのようなものがあるか，以下, 事例を基に地熱

発電開発における協議会のあり方について分析する。

【図-3】協議会体制の構築例の一つ 4) 

3. 事例研究 熊本県小国町における地熱開発

本稿では, 以下, 地熱開発が活発に行われている熊本県小国町

を事例として取り上げ, 円滑な地熱開発を行うために有効な条

例や協議会のあり方について検討する。 
本研究の目的は, 地熱発電所の開発において必要不可欠であ

る, 事業者と, 地域住民や温泉事業者等の地域関係者との合意形

成を円滑に進める上での協議会のあり方等について考察するこ

とである。ここから, 地熱開発が盛んに行われており, 乱開発抑

制のために独自に条例や協議会等を設けている地域を対象とし

て調査することが望ましいと考え, 地熱資源が豊富な阿蘇山付

近に位置し, 盛んに行われる地熱開発を抑制するために独自の

条例を定めている熊本県小国町を調査地として選定した。 

3-1. 熊本県小国町の概要 
小国町は九州の中心部, 熊本県の最北端・阿蘇外輪山の外側に

あり, 筑後川の上流に位置する, 人口約6820人(2021年4月現在)
の町である。東西北部を大分県と隣接しており, 総面積およそ

137km2の約78%(107km2)を山林が占める自然豊かな農山村地域

である。特に, 冷涼多雨な気候的・地理的条件から良質な杉の育

成に適しており, 古くから優れた木材である「小国杉」の産地と

して発展してきた。 
また, 阿蘇火山帯に位置する小国町は, 森林資源だけでなく地

熱資源にも恵まれている。町内には「杖立温泉」と「わいた温泉

郷」の2つの大きな温泉地があり, 日本有数の湯治場として知ら

れている。なお, 両温泉地は地域の至る所から蒸気が立ち上がっ

ており, 住民はその蒸気を冬場の暖房や食物の調理など生活に

有効活用してきた 10) (図-4)。 

【図-4】小国町わいた温泉郷の景観(筆者撮影 2021) 

3-2. 地熱開発状況 
小国町では, 豊富な地熱資源を活用して地熱発電が行われて

いる。地熱発電には大きく分けて, 大型のフラッシュ発電と小型

のバイナリー発電の2種類があるが, 小国町内ではフラッシュ発

電1基, バイナリー発電3基の計4基の地熱発電所が稼働してい

る。 
小国町内で唯一フラッシュ発電を行なっているのは, 4 つの地

熱発電所のうち, わいた温泉郷にある「わいた地熱発電所」だけ

である(図-5)。同発電所は, 日本で16年ぶりとなる新規地熱発電

所として2014年に運転を開始した。設備容量は1995kWであり, 
発電した電力は固定価格買取制度(FIT)を通じて九州電力に売電

している。事業主体は, 地域わいた地区の住民 26 人(現在は, わ
いた地区全世帯の 30 人)が 2011 年に設立した「合同会社わいた

会(以下, わいた会)」であり, 全国でも珍しい住民主導の発電所

運営を行っている。なお, 発電所の建設や運営管理, 資金調達等

を含めた業務は, 「ふるさと熱電株式会社(当時は中央電力ふるさ

と熱電株式会社)」に委託している 11)。 

【図-5】わいた地熱発電所(筆者撮影 2021) 

バイナリー発電としては, 町内で「小国まつや地熱発電所」, 
「杖立温泉熱バイナリー発電所」, 「石松農園温泉熱発電所」,  
「豊礼の湯バイナリー発電所」が稼働している。 
このうち「小国まつや地熱発電所」は, 町内で最初に稼働した

バイナリー発電所である。事業主体は, わいた温泉郷で温泉旅館

を営む「まつや」が設立した「合同会社小国まつや」であり, 大
量の余剰蒸気を活用して地熱発電事業を行っている。「杖立温泉
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 熱バイナリー発電所」は, 温泉熱を利用した発電所で, 町内の地

熱発電所で唯一杖立温泉にある。事業主体は「グリーンパワー小

国合同会社」であり, 小国町のローカル・パワー株式会社とグリ

ーンコープ, そして環境エネルギー政策研究所が合同して運営

している。12)「石松農園温泉熱発電所」はわいた発電所, 小国ま

つや発電所と同様にわいた温泉郷にあるバイナリー発電所であ

り, 有限会社石松農園が事業主体である。「豊礼の湯バイナリー

発電所」は、株式会社豊礼が事業主体である。 

4. ヒアリング調査

4-1. ヒアリング調査の概要 
本研究では, 熊本県小国町の地熱開発における事業者や地域

関係者間での合意形成について, 小国町政策課と民間事業者で

ある「合同会社わいた会（以下, わいた会」に対してヒアリング

調査を行った(表-2)。 
なお, 熊本県の小国町において地熱開発事業を行う企業が複

数ある中でわいた会を調査対象とした理由は, 同会が小国町内

で実施されている事業の中で最も稼働年数があり，最大規模の発

電を行っていることによる。 

【表-2】ヒアリング調査の概要 

4-2. 調査の結果 
本節では, ヒアリング調査の結果を中心に小国町における地

熱発電開発の合意形成の取り組みについて明らかにする。 

■地熱資源の乱開発防止の取り組み 
小国町では4基の地熱発電所が稼働しているが, その地熱資源

の豊富さから，新たに6基の大型フラッシュ地熱発電所の建設が

予定されている。 
小国町の近隣には, 湧出量・源泉数ともに日本一の規模を誇る

別府温泉を県内に有する大分県がある。「日本一のおんせん県」

を謳う大分県にとって温泉資源は重要な存在であり, 近年の開

発計画増加を受け，別府市や由布市, 九重町などでも地熱開発を

規制する独自の条例が策定される傾向にある。一方で, 熊本県に

おいても, 杖立温泉やわいた温泉郷を有する小国町で, 町独自で

地熱開発に関する条例を定めることとなった。 

■乱開発を規制する条例 
2016 年 1 月, 小国町は地熱資源の適正かつ永続的活用を進め, 

地域経済の信仰と福祉の増進等に資することを目的として「小国

町地熱資源の適正活用に関する条例」を施行した 13)。 

同条例制定以前の2015年までは「みんなで考えみんなで創る

小国町まちづくり条例」によって, 温泉を湧出させる目的で行う

土地の掘削や口径20cm以上で行う水の掘削等に該当する開発行

為の場合のみを協議の対象としてきた 14)。しかし, 2014年頃から

地熱開発計画案件が増え, 中には生産井として 1000 メートル級

の井戸の掘削など周辺の環境に影響を及ぼしかねない事業計画

もあったことから, 地熱開発に伴う周囲への影響が危惧される

状況となった。そこで,既存の条例では十分な審議が困難との認

識から, 専門的・科学的根拠に基づく判断を行うために「小国町

地熱資源の適正活用に関する条例」の制定に至った。 
同条例では, 地熱発電事業者(町内で地熱資源を活用し, 発電

事業を行おうとする者)に対して, 1)資源量調査を行う前, 2)温泉

法第3条若しくは第11条の規定による温泉掘削許可申請を行う

前, 3)発電所建設を行う前(還元井掘削含む) の3つの時点におい

て, あらかじめ事業計画書類を提出した上で, 町長の同意を得る

ことを義務付けている。なお, 事業計画とは, 地熱発電事業者が

行う事業候補地や事業実施体制, 事業スケジュール, 開発計画と

周辺地域の他の類似事業の関係性を示すもの, 周辺環境に与え

る影響を把握するためのモニタリング調査計画, その他の事業

の内容がわかる計画のことをいう。ちなみに, 必要な提出書類は

事業計画書, 還元井事業計画書, 暴力団排除に関する誓約書, 説
明会等実施状況報告書の4つである 13)。 
この条例には法的強制力はないが, 条例に反した場合には町

が事業者に対して条例に従うよう勧告したり, 勧告に応じない

場合はその事業者名を公表する。 

■町長の諮問機関 
小国町は小国町地熱資源の適正活用に関する条例により, 町

長の諮問機関として「小国町地熱資源活用審議会」を設置してい

る。地熱事業者から提出された事業計画は, 要件(形式)審査のう

え, 受理されたものについて同審議会において内容の審議, 調査

等を行う 13)。 
審議会では, 地熱事業者から提出された地熱発電事業計画が

他の温泉や地熱発電等に影響を与えないか, 計画内容が適正か

どうか等を科学的根拠に基づき審議し, 町長に審議結果を答申

する。そして, 審議会の答申等を参考に開発に対して町が同意す

べきかの判断を町長が行う。なお, 審議会は有識者4名, 行政(熊
本県, 小国町), 泉源所有者代表(2団体), 住民代表(議員2名, 自治

組織代表3名), 町内有識者で構成しており, 1年に3回程度開催

されている。この小国町地熱資源活用審議会には, 有識者が複数

名含まれているため専門性を担保しているといえる。 
このように, 小国町地熱資源の適正活用に関する条例は専門

家を含む審議会において事業計画可否の判断が下されることや, 
条例に反した場合に事業者名の公表等, 地熱開発事業の実施を

阻む措置が講じられることから, 地熱資源の乱開発を抑制する

役割を果たすことが期待される。 

■小国町独自の協議会 
上述の通り, 小国町では地熱資源の乱開発を防ぐために, 条例

組織 調査日 対象者 

小国町役場 2021年9月 
2021年10月 
2021年12月 

政策課職員S氏 
同上 
政策課職員S氏, H氏 

民間事業者(わいた会) 2021年11月 
2021年12月 

委託先企業職員 I氏 
代表社員G氏 
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 を制定するとともに審議会を設置している。これらを受け, 同町

は 2020 年 8 月には町長を会長として, 小国町内で地熱開発に参

入している民間事業者5社と「小国町地熱資源活用協議会」を町

の主導により設置した(図-6)。小国町地熱資源活用協議会は, 小
国町内で地熱発電所の建設を予定している民間企業５社(合同会

社わいた会, 株式会社小国町まちおこしエネルギー, 株式会社テ

ーオー, スズカ電工株式会社, ファーストブラザーズディベロッ

プメント株式会社)と小国町で構成されている(2021年12月現在)。 
協議会では, 地熱開発に伴う保険加入・配当設備の整備や, 共

通モニタリング(周辺温泉・水井戸の監視及び水質調査)の実施, 
町全体及び周辺地域への住民説明会の実施, 地域電力会社・熱水

の面的利用の検討, 地熱の恵み基金の活用方法などが議論され

る。 
一般的に, 地熱開発において設置される協議会は地熱開発事

業者や温泉事業者, 地域住民, 行政で構成されることが多い。し

かし, 小国町地熱資源活用協議会においては地域住民が含まれ

ていない点が特徴的である。ただし, 地域住民が参加するまちづ

くり協議会は地熱関連の協議会とは別に設置されていることか

ら, 地域住民の関与は一定程度担保されているものと考えられ

る。 
協議会では,小国町における地熱開発の新規参入に関しても検

討が行われる。小国町において地熱開発の新規参入を考える事業

者は, まず上述の審議会において事業計画の審査を受けること

となるが併せて, 新規の掘削を伴う地熱資源調査を行う際には

事業開始前に, 協議会への加入検討を含めた事業内容について

の協議を行うよう求められる。なお, 当該協議会はあくまでも事

業者と町で構成する任意の集まりであり, 加入義務はないが, 小
国町で地熱事業に参入するには, 実質的に協議会へ参加し地域

の合意を得ることが必要である。 

 
【図-6】小国町地熱資源活用協議会イメージ図 15) 

■関係者による協議会の評価 
 小国町地熱資源活用協議会の役割には，設置の主目的である共

通モニタリングの実施や事故発生時の原因調査などだけでなく, 
事業者同士が情報を共有することによって互いを監視し合い, 
乱開発を防ぐ役割も果たしているものと考えらえる。 
また, 以前は各事業者がそれぞれ町の泉源各所をモニタリン

グしていたが, 同協議会で町がモニタリングを集約することに

よって, 事業者全体で共通の機器や方法で分担してモニタリン

グを実施することになり, 一元管理が可能になったことや作業

効率が向上したことを協議会の意義の一つとして認識されてい

る。さらに, 同協議会を通して, 事業者間の連携が生まれたこと

も評価されている。 
以上のように, 小国町地熱資源活用協議会は, （地域住民の直

接的な関与は少ないながらも）事業者間の連携を通じて協議会と

しての機能や役割を果たしていると考えられる。 
ちなみに, 小国町は，協議会に参加している民間事業者5社と

適切な地熱開発を進めているが, 事業者に対して慎重な姿勢を

貫くとともに地域貢献も求めているということを重視している。

地域貢献が重視されるのは, 地熱資源の偏在性により地域資源

がもたらす利益を地域全体に分配するのが難しいからであり, 
地域の受容性を高めるという意味も含めて事業者の地域貢献が

求められるためである。 

■協議会に係る協定 
小国町では, 地熱資源の保全などを目的として上記の協議会

を設置しているが, それに加えて, 2020年8月に同協議会の民間

事業者５社と小国町間で「小国町地熱資源活用協議会に係る協

定」を締結している。これは, 町内での無秩序な地熱開発事業を

防ぎ, 温泉事業者, 泉源所有者および地域住民の理解と連携のも

と, 適正かつ持続可能な地熱資源の活用を推進するための協定

である。具体的には, 1)共通モニタリングの実施, 独自モニタリン

グの報告義務について, 2)地域振興策や事故発生に対応するため

の地熱の恵み基金制度の確立について, 3)地熱開発事業から生じ

た損害を賠償する保険への加入について, 4)保険に加入できない

場合等の代替措置を定めている。 
なお, 地熱の恵み基金制度は発電施設周辺の既存水源, 泉源等

に何らかの変化が生じた際に, 原因究明に関する調査費用とし

て充てられる他, 地域振興事業への活用が予想されるものであ

り, 発電事業を始めた後, 町内事業者においては 2000 円/kW, 町
外事業者は 3000 円/kW の資金を拠出することになっており, 
2021 年12月現在は, 発電事業を行っているわいた会のみの拠出

となっている。 

■大字まちづくり協議会 
前述の通り, 小国町では行政と民間事業者間の協議会に加え

て, 地域住民が参加する協議会が別に設置されている。小国町で

は, 1996年に施行した「みんなで考えみんなで創る小国町まちづ

くり条例」において, 町内での開発事業にあたっての地域との連

携に基づく事前説明と同意を事業者に求め, 大字ごとに地域住

民で構成する「大字まちづくり協議会」での審議・諮問等の手続

きが明文化されている 16)。なお, 小国町は, 6地区(大字)に別れて

おり, 6 つの大字には住民の自主的な組織である「大字協議会」

がそれぞれ存在する。6地区は, 中心が宮原(みやはら)で, その周

囲に西から時計回りに黒渕, 下城, 西里, 北里, 上田の 5 地区が

ある。小国町を含む小国郷は 1890 年に旧 25 ヶ村が合併して 9
ヶ村になり, 1989年に北小国村(6ヶ村)と南小国村(3ヶ村)とに分

かれた。その北小国村が人口(11000人余り)の多さから1935年に

小国町となった 17)。このような経緯から, 現在の小国町は6地区
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 (大字)に分かれており, この大字まちづくり協議会において地域

住民が開発事業に関与している。小国町において, 地熱開発に係

る協議会には地域住民が構成されていないが, 大字まちづくり

協議会が別に存在することによって地熱開発における地域住民

の関与を担保しているといえよう。 

■小国町地熱協議会等に関する評価 
そもそも地熱開発においては, 井戸掘削に関する都道府県知

事の許可は自治事務(2)であり, 地方自治体には地熱協議会の設置

や情報の客観性の担保などを担うことが期待されている。小国町

は独自で条例を定め, 町主導で協議会を設置する等，地熱資源の

乱開発防止に積極的に取り組んでいる。 
なお一般的な地熱に係る協議会は地熱開発事業者と地域住民

の参加が想定されている中，小国町地熱資源活用協議会が地熱開

発事業者と地方自治体のみで構成されていることは特徴的であ

る。 
小国町では一般的に参加が想定される地域住民が協議会に含

まれているわけではないが, 秩序を欠いた開発の抑制には機能

しているものと評価されている。これは, 地熱開発事業者一つで

あるわいた会が, 特殊な位置付けにあることによるものと考え

られる。 
わいた会は一般的な地熱事業者とは異なり, 町内のわいた温

泉郷にある岳の湯の地域住民のみで構成されている。そのため, 
同会は地熱開発事業者でありかつ地域住民であるという特殊な

位置付けにあると考えられる。また, わいた会は事業者と地域住

民の立場を兼ね備えており, 地熱に関する専門知識も有しなが

ら, 地熱開発の有効活用に対して積極的な姿勢と温泉への影響

を危惧する乱開発回避の姿勢を持ち合わせており, 自然保全を

しつつ地熱資源の有効活用を進め持続可能な社会の実現を目指

す小国町にとって重要なパートナーと位置付けられる。 

5. 考察及び結語

本稿では, 地熱発電の適正な開発において, 乱開発防止のため

に各地方自治体で定められる条例や協議会に焦点を当て, その

あり方について熊本県小国町を事例に検証した。以下, 本研究の

目的である, 地域と共生しながら円滑な地熱開発を行うために

有効な条例や協議会のあり方について考察する。 
現地調査を通じ, 小国町において地熱開発に係る協議会は独

自のあり方で運用されていることが明らかとなった。小国町の協

議会は, 基本的に地熱開発事業者と行政で構成され, 必ずしも明

示的に地域住民を包摂したものではないが, 小国町において乱

開発防止上一定の機能を有していることがヒアリング調査によ

り明らかになった。すなわち, 協議会の形は地域の文脈に基づい

てそれぞれ有効な形で運用されることが望ましいものと考えら

れる。 
なお，地熱開発においては, 井戸掘削に関する都道府県知事

の許可は自治事務であることや, 地方自治体が協議会の設置や

情報の客観性の担保などを担うことが期待されていることなど

から, 地方自治体の果たす役割は大きい。小国町においては, 乱

開発防止のため独自の条例を制定し, 町主導で協議会を設置す

るなど町がリーダーシップを発揮していることを確認すること

ができた。また, 小国町はSDGs達成に向けた先導的かつ優れた

取り組みを提案する地方自治体として国から SDGs 未来都市に

選定されている。地熱資源には, 同じ町内であっても利活用しや

すいエリアとそうでないエリアといった偏在性があり，そこから

得られた利益を地域全体へ分配するのが難しく, 地域全体での

受容性を高めることが難しい場合がある。そこで小国町は, 個々

の枠組みを越えて地域全体の最適化を図る SDGs の枠組みを活

用し, 地熱が地域全体の持続可能性に貢献し得る資源として位

置付けることで地域住民の理解を図っている。これらの方向性を

ベースとした小国町のエネルギーガバナンス構築にさらに期待

したい。 
なお本稿では, 地熱開発を規制する独自の条例や協議会を設

けている地方自治体を事例として取り上げ, 条例や協議会のあ

り方をヒアリング調査によって定性的に評価した。一方で, 複数

の地方自治体の条例や協議会の比較や, 定量的な評価なども今

後実施されることが望まれる。 

補注 

(1) なお, 全国の市町村において地熱発電を含む再生可能エネ

ルギーの規制に関する条例やガイドラインを独自に制定し

ている団体は1687市町村のうち, 条例77, ガイドライン93, 
両方8となっており, 全体の12%に及んでいる 18)。 

(2) 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）上の「地方公共団体

が処理する事務のうち、法定受託事務以外のもの」のこと

（第2条第8項）。法律またはこれに基づく政令により地方

公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場

合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて

当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければ

ならない（地方自治法第2条第13項）。 
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