
地熱とバイオマスを活かした農林業タウン構想 

平成３０年９月６日 
地方公共団体実行計画に関する説明会 

環境モデル都市「小国町」の取組 



小国町の概要 

熊本県小国町長 
    北 里 耕 亮 

■位置：熊本県最北端 
 
■人口：約７，５００人 
 
■面積：１３７ｋ㎡ 
 （７８％を山林が占める） 
■おもな産業： 
  農業・林業・観光業 
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環境モデル都市「小国町」 
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環境モデル都市とは 

国をあげて低炭素社会に転換していくため、温室効
果ガスの大幅削減など高い目標を掲げて先駆的な取
組にチャレンジする都市を「環境モデル都市」とし
て選定・支援し、未来の低炭素都市像を示す 
地域資源を最大限に活用し、低炭素化と持続的発展
を両立する地域モデルの実現を先導 
現在２３都市が選定されており、小国町は平成２５
年度に選定された 
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御嵩町 
★ 

 ★ 
小国町 

北九州市 
  ★ 

下川町 
★ 

★ 
梼原町 

地震後すぐに届いた檮原町からの物資 

御嵩町からは、6名の人的支援
も 

がんばれ熊本、復興支援マルシェ 

北九州市＋小国町 
 「環境モデル都市」連携協定
（H26.6） 
 ⇒特産品の販売支援 

御嵩町＋小国町 
 町長の交流、行政実務研修員の連携
（H26.4） 
 ⇒物資・人材支援 

 

下川町＋檮原町＋小国町 
 「持続可能な小規模自治体
アライアンス」を結成
（H26.3） 
  ⇒物資・輸送の支援 
 
 

～全国のモデル都市との連携 
（熊本地震における他都市からの支援）～ 

5 



地熱とバイオマスを活かした 
        農林業タウン構想 
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地熱と森林資源に恵まれた町 

杉木立が広がる小国の景観 

集落のいたるところから蒸気が立ち上がる 
（杖立温泉） 
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環境モデル都市「小国町」のビジョン 
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森林資源の活用 

小国町銘木市 9 



 

ゆうステーション 昭和６０年に建設された日本初の木造立体トラス工法による
公共建築物。平成５年に道の駅に登録され今も町の玄関口と
しての役割を担う。 



小国ドーム ５，６０２本の間伐材を使用した町民体育館。昭和６１年に
建設された当時においては戦後最大の木造建築物であった。
現在も各種スポーツ大会やコンサートなどに利用されている。 
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木材のバイオマス利用 これまでの建材利用（マテリアル利用）からバイオマス利用へと 
用途を広げる。（写真はおぐに老健施設に導入された木質チップ
ボイラーのサイロ施設） 
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木質チップボイラー 
定格出力550kwのバイオマスボイラー導入は、
施設重油使用量を大幅に削減。隣接する町に 
チップ製造事業者が生まれる。施設にかかる 
燃料代は地域外から地域内に回り始める。 
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薪ボイラー導入 平成２７年度、研修宿泊施設「木魂館」に薪ボイラーを導入。
前年度導入の太陽光発電、蓄電池との組み合わせによりエネ
ルギー自立型避難所としての機能を持つ。 
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木の駅プロジェクト 薪ボイラーの導入に合わせ、平成２７年度にスタートしたプ
ロジェクト。林地残材を１ｔ当たり6,000円の地域通貨で買
い取りボイラーの燃料として活用している。 
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木の駅プロジェクト 木材の買取を地域通貨とすることで、経済内部循環を確立し
ている。地域通貨を利用できる商店、飲食店は町内８０を超
えている。 
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適切な森林管理 適切な森林管理を行い、ＳＧＥＣ認証林を拡大。この森林に
よるＣＯ２吸収は低炭素化に取組む小国町にとって重要な要
素であるだけでなく、風水害に対しての山林の強化にも繋が
る。 
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地熱資源の活用 
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わいた温泉郷の暮らし わいた温泉郷の家庭ではそれぞれ「蒸し場」を持ち、調理に
活用している。地熱の活用は生活に密着しており、暖房器具
等にも使われている。 
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この仕組みを利用して・・・ 
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地熱乾燥小屋 配管に蒸気を通し、小屋内部の温度を上げ、野菜や衣類など
様々なものを乾燥させる施設。 



地熱木材乾燥施設 地熱を使い木材の乾燥を行うこの施設は現在１４棟建設され
ている。自然エネルギーの活用は低炭素化に繋がるのみなら
ず、 
木材の色、艶、香りを引き出す。 21 



地熱発電の事業化 地域住民による合同会社「わいた会」が発電事業者として運
営される「わいた発電所」。約2,000kwの地熱発電所は地
域経済を活性化させている。（平成２６年１２月運転開始。
シングルフラッシュ方式。） 
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地熱の面的利用 限られたエリアから噴出される地熱を、熱導管を活用するこ
とにより面的利用へと広げる。 

木質チッ プの供給

建材の供給

温水・ 温泉水の供給

サービスの提供

住民の利用

買い物・ 消費

製材所

木材集積所

木材供給

産業創成

と雇用拡大

・ 地熱からの温水製造

・ 木質チッ プ製造

・ 木質チッ プ乾燥・ 供給

・ 木造住宅

（ 温泉・ 温水利用）

北里地区

【 文化・ 交流ゾーン】

西里地区

【 地熱・ 木材ゾーン】

宮原地区

【 生活・ 賑わいゾーン】

・ 木質バイオマス

　 による熱供給

木材供給（ 町外）
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新電力会社設立 平成２８年８月には町と町内団体や地元金融機関など７団体
が出資し新電力会社（ＰＰＳ）「ネイチャーエナジー小国」
を設立。エネルギーの地産地消をまずは電力の売買から始め
る。 24 



小国町が低炭素化事業に 
取組む意義 
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・地球温暖化に歯止めをかけるためのＣＯ２削減 
 
・低炭素化事業から新たな産業の可能性を 
  
・地域からの資源と資金の流出を抑え「経済内部循環」を 

「木の駅プロジェクト」はＣＯ２削減、林地残材の活用、 
地域通貨による経済内部循環を確立 



庁舎１階では毎年グリーンカーテンの取組が 

地域への普及啓発 
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環境教育プログラムの実施 小学校では環境教育の一環として「エコチャレンジ」を実施。
子供たち自身が学校での、家庭での生活のなかで取り組める
エコ活動を話し合い実践する。 
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「エコキャンプｉｎ小国」 馴染みやすいアウトドアイベントとクールチョイス活動を合わせることで、幅広い住民に対し普及啓発を行う。 
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省エネ家電セミナー 

省エネ家電を選び使用することは「環境にも優し
く 
お財布にも優しい」という身近なテーマをもとに 
セミナーを開催。 
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省エネ住宅セミナー 

高断熱・高気密な家をつくり、住むことは経済面
でも健康面でも大きなメリットを生むというテー
マでセミナーを開催 
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低炭素化社会実現に向けた啓発のコツ 

子供や環境問題への関心が高い方 環境問題への関心があまりない方 

地域においての、更には 
地球規模での 
環境政策の意義を伝える 

分かりやすい 
メリットや楽しさを伝える 
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SDGs未来都市に選定 

今年６月、全国２９都市のＳＤＧｓ未来都市に小国町も選定をされ、
そのうちの１０都市である、モデル事業にも選定をされました。 



 
 
 
 
 
 

熊本県小国町 地熱をはじめとするエネルギー研究・交流拠点づくり 

＜取組課題＞ 
地域資源の利活用 

＜取組課題＞ 
交流人口の拡大、 

地域内コミュニティの維持 

●地熱資源の多面的活用 
●森林資源の有効活用及び高付加価値化 

三側面をつなぐ統合的取組 
地熱をはじめとする 

エネルギー研究・交流拠点づくり 

環境 

経済 社会 
●地域資源活用における公正の確保 
●地域主体で運営するコミュニティ 
  交通システムの構築 

地熱発電所 
（地域住民による合同会社が運

営） 

乗合タクシー（EV
車） 

温泉旅館の源泉を活用した 
バイナリ―発電所 

＜取組課題＞ 
町内が一体となった 
低炭素行動の実現 

●木質バイオマスボイラー設備導入、 
   未利用資源を活用した発電推進 
●低炭素型森林経営のさらなる推進 
●コミュニティ活動によるエコ推進 

地熱資源 公正 

エネルギー 

森林資源 交通 

市民参加 

低炭素 

• 地熱や森林という地域資源を活かした循環型の
社会と産業づくりを目指す。 

• 資源活用に向けた産学官民による交流・研究拠
点としての体制及び拠点施設を整備し、地熱と森
林資源活用に関する調査研究、産学官民の交流
プログラム、専門人材育成等を推進する。 

 

 
 
 
 
 
 
 

• 地域資源を活かし、町主体の公正を担保した開発計画による地熱資源の有効活用や、未利用熱水を
活用したバイナリー発電の利用拡大検討、持続可能な公共交通確保のためのカーシェアリング導入検討
などの三側面の取組を進める。更に、パートナーシップの強化や地域における自立的・持続的な経済活動
構築のため、産学官民による交流・研究拠点を目指し、体制・施設の整備を行う。 

内閣府公表資料 



ご清聴ありがとう 
ございました！ 

おぐたん 
小国町役場 政策課 
環境モデル都市推進係 宇都宮雪月 
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