カピョン
教えて！ポ

歴史ある花巻まつりを熱く盛り上げる！

9月8日~10日、花巻が一段と活気付く
「花巻まつり」が開催。
ギネスにも認定さ
れた100基を越える神輿や風流山車、鹿踊りなど迫力あるパフォーマンスで賑
わいました。
ショールームでは、特別実演のヒートポンプによる足湯・石油スト
ーブによる床暖房が大好評。1年で1番アツい3日間となりました。

オーナーズボイス

ート
「地中熱ヒ って
」
ム
テ
ス
ポンプシ
？
に
あ
な

ブルー★スター

地中熱っていうのはね…
みんなが暮らしている地上から深さ200mくら
いまでの地中にある熱のことなんだ。
そこの温
度は季節によらず安定しているから、冬や夏に
なると、地上と地中で温度に差がでるよね。

VOL.
それをうまく生かしたのが
「地中熱ヒートポンプシステム」。

再生可能エネルギーへの想いが“キラリ”

福島県・猪苗代町

サンポットのシステムで
幸せになってほしいという
願いをこめて…

花嫁の幸せのジンクス Something

Something Old
先祖から受け継がれた富

46億年の奇跡・
地球を大切にします

Something Borrowed
借りることでその幸せにあやかる

自然エネルギーを
暮らしに活かします

猪苗代町の
3つの公共施設を
訪ねました♪

four

Something New
これからの未来への希望

サンポットの技術で
明るいヒントを導きます

Something Blue
幸せを呼ぶ色の花

大地とつながる
「Ｕチューブ」は
幸せの“青色”

Blue star の花
「幸福な愛」
「信じあう心」
という花言葉を持つブルー
スターは、結婚式のブーケにも使われる幸せの象徴
であり、
青い地球
（ほし）
をイメージさせる言葉です。

特集号！

冬は外気温度より暖かく、夏は外気温度より涼
しい地中の熱を利用することで、高効率な運転
ができるんだー！すごいね！！

編集後記
猪苗代は豊かな自然と水資源に恵まれた高冷地・豪雪
地帯。どこでも安定的に利用できると言われる地中熱で
すが、気象条件や熱需要に基づく“地域性”があるエネ
ルギーでもあります。潜在する資源の活用のためには、猪苗
代町のように地域の特性を考慮した施策で、分散型・地
産地消型エネルギーシステムの構築が求められるのではな
いでしょうか。次回は平成30年1月発刊予定です。お楽し
みに！（Ｐ）

お問い合わせは
バックナンバーは
コチラから♪

猪苗代町ひまわりこども園

平成29年

10月号

猪苗代町 庁舎

EARTH POWER（地中熱・バイオマス）＝ 未来につながるエネルギー

子どもたちの未来・地球を守るため
再生可能エネルギーを積極的に採用

100％
再生可能エネルギー
導入目標
40％
2020年

2040年

利用者

利用時間

導入時の建物

庁舎

職員

主に平日の日中

既築（熱源入替）

【併用】地中熱ヒートポンプ・冷温水発生器

2

道の駅

町民・旅行者

平日・休日問わず24時間

新築

【単独】地中熱ヒートポンプ

3

こども園

子ども

平日及び休日の日中

新築

【併用】地中熱ヒートポンプ・冷温水発生器

1

積雪があり、冬期間の暖房はもちろん、雪を
いかに克服していくのかが暮らしの要となっ
ている。

庁舎

熱源機の入れ替えで
温室効果ガス排出量を大幅に削減

猪苗代町 庁舎

猪苗代町 総務課 行政管理係

大堀泰弘さんに
お話を伺いました。

ポイント 1

■運用開始日：平成26年2月10日
■ヒートポンプ：GSHP-3003URTF×9台
■制御装置：GSPC-32×1面
■採熱方式：ボアホール方式（30AダブルUチューブ）90ｍ×28本
■放熱器：ファンコイルユニット
（冷暖房）
■活用した補助金制度：一般社団法人 新エネルギー導入推進協議会
「地域再生可能エネルギー熱導入促進事業」

苗代町では、
CO2排出量3.8％の削減を掲げる
「地球温暖化対策実行計画」
を実現するた
めに、
再生可能エネルギー導入に積極的に取り組んでいます。

施設

冷涼で過ごしやすいものの、冬は1〜2ｍの

地中熱システム概要

エネルギー需要

ることができます。

豊かな猪苗代町。標高512ｍと夏は比較的

■昭和62年落成
■延床面積…4,467㎡

福島県 再生可能エネルギー導入目標

力・風力・バイオマス・地中熱etc.）
により供給するという長期目標を推進しています。
さらに猪

慮した違いがあります。
建物が新築ではない場合でも、
熱源入れ替えをして地中熱を活用す

湖、北西側に会津磐梯山を望むとても自然

建物規模

展可能な社会づくり』。2040年までにエネルギー需要の100％を再生可能エネルギー
（水

施設それぞれの利用目的にあわせて設置した放熱部には、
利用者の快適性・安全性に配

福島県のほぼ中央に位置し、南側に猪苗代

築30年以上の建物に地中熱を導入

東日本大震災を経て福島県が目指すのは、
原子力に依存しない
『安全・安心で持続的に発

◆ 猪苗代町の3つの施設 利用目的に応じた工夫

今回お邪魔したのは……福島県猪苗代町

1

◆ 福島県、
猪苗代町が取り組む地域エネルギー事業

地球温暖化への取り組み
猪苗代町では「地球温暖化対策実行計画」をもとに温
室効果ガス（CO2）を減らす取り組みに力を入れていま
す。そのひとつが再生可能エネルギーの導入です。まず
は庁舎の冷暖房設備をということで、太陽光やバイオマ
スも含めて検討しましたが、設置費用やランニングコス
ト、保守管理のしやすさ、災害時の対応などの点から
「地中熱ヒートポンプ」を採用しました。

ポイント 2

熱源システム

ポイント 3

限られたスペースに合わせて
再設計

化石燃料使用量の
削減を実現

これまでは、重油を使った熱源設備2基で、冷暖房を

平成26年に運用スタートして3年以上になりますが、庁

稼働していました。そのうちの1基を地中熱ヒートポンプ

舎内が快適に保たれているのはもちろん、驚いたのは

に入れ替えることとなったのですが、機械室の狭い間口

ランニングコストです。冷暖房に使っていた重油などの

では、従来の製品が入らず…。そのため、サンポットさん

燃料費を大幅に削減できたことで、温暖化防止に貢献

にはスペースに合わせたスリムタイプ※1を新たに設計

していると感じています。また、燃料の残量を確認しな

してもらい、柔軟な対応のおかげで工事もスムーズに

がらこまめに発注するといった手間も省けて、他の業務

進行しました。

に専念することができます。
※1 従来機種をもとにした、
正面幅は狭く奥行のあるタイプ
を新設計。熱源機入替のため、
限られた機械室スペースに合
わせたフレキシブルな機種・配
管設計で対応。

2

道の駅

福島県産材を使った広々空間を
床暖房が足元から効果的に暖める
いたい！
一度は味わ
メ
道の駅グル

猪苗代名物
黄金磐梯納豆パン ￥216

ポイント 2

電力ピークカットに効果的な
床暖房

道の駅 猪苗代

当施設の契約電力は、年間を通して一番多く電気を

猪苗代町 建設課 都市整備係
主査

ほのかに甘いパン生地＆醤油
味の納豆。
この意外な組み合わ
せが… 絶妙にマッチ！

使った月の電力量（最大需要電力：デマンド値）で決ま

宇南山賢司さんに

ります。暖房時の熱需要が多く電力使用量もピークを

お話を伺いました。

迎える猪苗代町の冬ですが、地中熱ヒートポンプの効
果的な床暖房の導入によって、デマンド値のピークカッ

ポイント 1

高い天井×床暖房は好相性

（左）15インチの大画面タッチパネル。運転状況のほか、ECO評価などを
ひと目でチェック！プログラム運転のタイマ設定が可能
（右）施設内のモニターでは毎月の発電レポートを見える化

建物規模

■平成28年11月竣工・大断面集成材を活用した木造平屋建
■延床面積…約2,200㎡

地中熱システム概要
■運用開始日：平成28年11月19日
■ヒートポンプ：GSHP-3003URF×4台
■制御装置：GSPC-120×1面
■採熱方式：ボアホール方式（30AダブルUチューブ）75ｍ×16本
■放熱器：シンダー埋設床暖房
■活用した補助金制度：環境省
「平成28年度二酸化炭素排出抑制対策
事業費等補助金
（再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業）
」

す。

ポイント 3

災害時の避難所として

町内での試験※2で、地中の有効熱伝導率が高く地中

冬期間の全館床暖房を地中熱で

トが実現。ランニングコストの軽減につながっていま

熱利用に適した土地柄であること、また、町庁舎やこど
も園での導入実績もあったので道の駅でも地中熱ヒー

東日本大震災当時、避難場所となっていた猪苗代町総

トポンプを導入しました。エントランス、通路、トイレ、

合体育館では灯油熱源の床暖房設備が稼動しており、

レストラン、売店と施設全体の床暖房に地中熱を活

避難した方々からは「床暖房のおかげで暖かく快適で

用。天井が高い建物なので底冷えが心配でしたが、足

あった」との感想がありました。一方で物資が不足する

元からしっかり暖かさが伝わり快適ですね。また、24

中、避難施設の灯油不足が課題となりました。道の駅

時間利用できるスペースでは、スタッフがいない深夜
帯、靴についた雪による転倒事故が発生しないか気が
かりでした。ですが、これまでに事故もなく、無事に冬
を越えられたのは床暖房のおかげだと思います。

では少ない電力で稼動できる地中熱ヒートポンプ床暖
※2 地中の熱エネルギーの賦存量は、地域や土壌構成（性質）
によっ
てことなります。
あらかじめ、土壌構成・地下水の有無・有効熱伝導率を
調査することによって、
その土地の熱エネルギー賦存量に応じた適切な
システム設計を行うことができます。

房設備と、予備電源としての太陽光発電を設けたこと
で、いざという時の物資不足の際にも快適な暖房効果
を発揮してくれると期待しています。

3

こども園

子ども達の成長を見守る園舎
ヒートポンプで快適な冷暖房
ポイント 1

寒い冬でも
健康的な暖かさで快適に
当園は、4つの幼稚園と1つの保育園を統合して、昨年
4月に幼保連携型のこども園として開園しました。西側
の保育園棟（0〜2歳児）には冷暖房を完備し、北側の
幼稚園棟（3〜5歳児）には床暖房を配備。冬場は窓が
凍りつくほどの寒さですが、床からのやわらかい放射

猪苗代町
ひまわりこども園

猪苗代町教育委員会
こども課 課長 兼
園長 関和清智さんに
お話を伺いました。

各部屋に設置した床暖
房コントローラーで温度
調整もラクラク

ポイント 3

熱で、約290人の子ども達は冬でものびのびと過ごして
います。快適さはもちろん、地中熱ヒートポンプの暖房
は「火を使わない」
「空気を汚さない」など、子ども達
に優しい特長も良いですよね。

地中熱を活用して夏も冬も快適に
建物規模

子ども達の未来のため
地球を守る

冷暖房完備の保育園棟のプレイルーム

ポイント 2

操作しやすい
温度設定パネル

開園してから1年半。実は、期待ほどのランニングコスト

子ども達は、ひと部屋に10〜25人くらいで過ごすのです

面でも実感できそうです。当園の教育目標は「ふるさと

が、それぞれの部屋ごとに温度は変えています。という

を愛し、夢多く、未来にはばたく子どもを育成する」で

のも、ハイハイ期の子ども達は床に直接触れていますか

すが、未来にはばたくためには地球環境がしっかりと

ら床暖が暑すぎると冬でも汗をかいたり、また寒い外で

守られていないといけないですよね。化石燃料に頼ら

の活動を終えて部屋に戻ってきた子ども達はしっかりと

ず、地中熱という再生可能エネルギーを選択すること

暖めたり。温度調整は先生に任せていますが、パネルが
見やすくラクなので操作に困ることはないようです。

減にならず、悩んでいました。ですが、別の熱源設備と
の併用方法に課題があることがわかり、これから迎え
る冬の時期は地中熱ヒートポンプの良い効果をコスト

福島県産材の大断面集成材を使った建物。子ども達を火事や地震か
ら守る耐久性がありながら、
ぬくもりある空間に

で、子ども達が希望を持てるような未来になればと願っ
ています。

■平成27年12月竣工・大断面集成材を活用した木造平屋建
（園舎棟）
■延床面積…約3,922㎡（園舎棟）

地中熱システム概要
■運用開始日：平成28年4月1日
■ヒートポンプ：GSHP-3003URF×6台
■制御装置：GSPC-32×1面
■採熱方式：ボアホール方式（30AダブルUチューブ）90ｍ×34本
■放熱器：床暖房（暖房）、
ファンコイルユニット
（冷房）
■活用した補助金制度：環境省「平成26年度二酸化炭素排出抑制事
業」
「平成26年度地熱・地中熱等利用による低炭素社会推進事業（地
熱・地中熱等利用事業のうち地域面的地中熱利用推進事業）」

機器類は機械室に集約。活動空間を
確保でき、保守点検や管理がしやすい
配置です。

園舎のエントランスには、
ヒートポンプの
稼働状況が分かるモニターを設置

床暖房はトイレにも。
冬のトイレトレーニングもスムーズに

