
平成２７年度「新エネ大賞」平成２７年度「新エネ大賞」

審査委員長特別賞 受賞

新曽木水力発電所新曽木水力発電所
学習型観光の普及啓発活動学習型観光の普及啓発活動

鹿児島県 伊佐市鹿児島県 伊佐市



「新エネ大賞」授賞式「新エネ大賞」授賞式

平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年１１１１月月月月２７２７２７２７日日日日 東京東京東京東京ビックサイトビックサイトビックサイトビックサイト平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年１１１１月月月月２７２７２７２７日日日日 東京東京東京東京ビックサイトビックサイトビックサイトビックサイト



鹿児島県伊佐市鹿児島県伊佐市
・位置 ： 鹿児島県本土 最北のまち
熊本県人吉市・水俣市、宮崎県えびの市と
隣接

福岡県福岡県福岡県福岡県

隣接

・平成２０年11月 大口市・菱刈町が合併

・面積 ： ３９２．３６Ｋ㎡ 7割山林
一級河川「川内川」

・人口 ： ２６，８０４人
（平成27年国勢調査速報値）

・特産品 ： 伊佐米、本格焼酎（伊佐美、伊佐
錦、伊佐大泉）、黒豚

・企 業 ： 大口電子（電子部品関連）
菱刈鉱山



伊佐市の特産品伊佐市の特産品
黒豚伊佐米

芋焼酎

・伊佐美

・伊佐錦・伊佐錦

・伊佐大泉

郡山八幡神社（焼酎の落書き）郡山八幡神社（焼酎の落書き）



伊佐市「曽木の滝公園」伊佐市「曽木の滝公園」



曽木第２発電所の遺構曽木第２発電所の遺構



３者の主な役割 伊佐市伊佐市伊佐市伊佐市

公園公園公園公園のののの整備整備整備整備

伊伊伊伊 佐佐佐佐 市市市市

観光特産品協会観光特産品協会観光特産品協会観光特産品協会

公園公園公園公園のののの整備整備整備整備

PRPRPRPR活動活動活動活動

学習学習学習学習のののの対応対応対応対応観光特産品協会観光特産品協会観光特産品協会観光特産品協会 学習学習学習学習のののの対応対応対応対応

日本工営日本工営日本工営日本工営㈱㈱㈱㈱

来園者来園者来園者来園者のののの増加増加増加増加

技術的支援技術的支援技術的支援技術的支援

PRPRPRPR活動活動活動活動

学習学習学習学習のののの対応対応対応対応 来園者来園者来園者来園者のののの増加増加増加増加

学習設備等学習設備等学習設備等学習設備等のののの充実充実充実充実

新曽木水力発電新曽木水力発電新曽木水力発電新曽木水力発電㈱㈱㈱㈱

学習学習学習学習のののの対応対応対応対応

日本工営日本工営日本工営日本工営㈱㈱㈱㈱
新曽木水力発電新曽木水力発電新曽木水力発電新曽木水力発電㈱㈱㈱㈱

（（（（NK100%出資出資出資出資））））

新曽木水力発電新曽木水力発電新曽木水力発電新曽木水力発電㈱㈱㈱㈱

PRPRPRPR活動活動活動活動

学習資料学習資料学習資料学習資料・・・・教材教材教材教材のののの作成作成作成作成

学習学習学習学習のののの対応対応対応対応



制水ゲート

新曽木発電所新曽木発電所新曽木発電所新曽木発電所 諸元諸元諸元諸元
取水口

発電所

⽔⾞発電機

1
3
m

制水ゲート

排砂ゲート
スクリーン・除塵機

巡視架台巡視架台巡視架台巡視架台

総
落
差
：

1
3
m

沈砂池

放⽔路トンネル（ホロ型 幅高さ2m）：53m⽔圧管路（直径1.65m）：40m

20m 6m

取⽔⼝・沈砂池 ヘッドタンク

全⻑：119m

項項項項 目目目目 仕仕仕仕 様様様様 備考備考備考備考

河川名河川名河川名河川名 １１１１級河川級河川級河川級河川：：：：川内川川内川川内川川内川 CA=732.7km2河川名河川名河川名河川名 １１１１級河川級河川級河川級河川：：：：川内川川内川川内川川内川 CA=732.7km2

最大使用水量最大使用水量最大使用水量最大使用水量 5.5m3/s 平均流量平均流量平均流量平均流量30m3/s

総落差総落差総落差総落差 / 有効落差有効落差有効落差有効落差 13.14m / 11.6m/ 

最大出力最大出力最大出力最大出力 490kW

設備利用率設備利用率設備利用率設備利用率 90%超超超超

水車発電機水車発電機水車発電機水車発電機 立軸立軸立軸立軸プロペラプロペラプロペラプロペラ水車水車水車水車 / 立軸誘導発電機立軸誘導発電機立軸誘導発電機立軸誘導発電機



活動活動活動活動スキームスキームスキームスキーム

伊佐市伊佐市伊佐市伊佐市

・市民市民市民市民へへへへのののの啓発啓発啓発啓発国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省
インフラインフラインフラインフラ

連携連携連携連携

・学習型観光学習型観光学習型観光学習型観光によるによるによるによる
地域地域地域地域振興振興振興振興・・・・再再再再エネエネエネエネ
教育教育教育教育・・・・啓発啓発啓発啓発

国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省
経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省

観光観光観光観光

連携連携連携連携

新曽木水力発電新曽木水力発電新曽木水力発電新曽木水力発電㈱㈱㈱㈱

鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県

活動資金

連携連携連携連携

研修研修研修研修 新曽木水力発電新曽木水力発電新曽木水力発電新曽木水力発電㈱㈱㈱㈱

（（（（発電事業者発電事業者発電事業者発電事業者））））
・設備設備設備設備のののの建設建設建設建設、、、、運転運転運転運転、、、、
維持維持維持維持管理管理管理管理・・・・ＰＲＰＲＰＲＰＲ活動活動活動活動

日本日本日本日本工営工営工営工営㈱㈱㈱㈱
研修希望者研修希望者研修希望者研修希望者

小学生小学生小学生小学生

研修研修研修研修

申込申込申込申込

維持維持維持維持管理管理管理管理・・・・ＰＲＰＲＰＲＰＲ活動活動活動活動
・・・・教材教材教材教材のののの作成作成作成作成 ・・・・技術的支援技術的支援技術的支援技術的支援

観光振興観光振興観光振興観光振興、、、、再生再生再生再生

小学生小学生小学生小学生

中学生中学生中学生中学生
研修研修研修研修

対応対応対応対応

地元雇用地元雇用地元雇用地元雇用地元地元地元地元観光観光観光観光協会協会協会協会

観光振興観光振興観光振興観光振興、、、、再生再生再生再生

可能可能可能可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

のののの教育啓発活動教育啓発活動教育啓発活動教育啓発活動
支援支援支援支援

（（（（ボランティアガイドボランティアガイドボランティアガイドボランティアガイド））））

地元雇用地元雇用地元雇用地元雇用地元地元地元地元観光観光観光観光協会協会協会協会 支援支援支援支援



取り組み：伊 佐 市

• 学習型観光の拠点として 観光拠点施設観光拠点施設観光拠点施設観光拠点施設 管理棟管理棟管理棟管理棟• 学習型観光の拠点として
「伊佐市観光拠点施設」を
整備

観光拠点施設観光拠点施設観光拠点施設観光拠点施設 管理棟管理棟管理棟管理棟

• 曽木の滝公園内施設整備
観光拠点施設観光拠点施設観光拠点施設観光拠点施設、、、、管理棟管理棟管理棟管理棟• 曽木の滝公園内施設整備

駐車場（整備、増設）

バリアフリートイレ（新設）バリアフリートイレ（新設）

RVパーク（新設）

観光拠点施設内学習観光拠点施設内学習観光拠点施設内学習観光拠点施設内学習スペーススペーススペーススペース



取り組み：日本工営・新曽木水力発電取り組み：日本工営・新曽木水力発電
見学通路見学通路見学通路見学通路のののの確保確保確保確保：：：：取水口取水口取水口取水口

バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー道路道路道路道路バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー道路道路道路道路

（（（（工事用道路工事用道路工事用道路工事用道路をををを整備整備整備整備））））



取り組み：日本工営・新曽木水力発電
導水管実物導水管実物導水管実物導水管実物のののの展示展示展示展示

（（（（高耐圧高耐圧高耐圧高耐圧ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン管管管管φ1.650φ1.650φ1.650φ1.650ｍｍ）ｍｍ）ｍｍ）ｍｍ）
水車水車水車水車・・・・発電機発電機発電機発電機、、、、ゲートのゲートのゲートのゲートの展示展示展示展示

（（（（立軸立軸立軸立軸コンパクトプロペラコンパクトプロペラコンパクトプロペラコンパクトプロペラ水車水車水車水車、、、、ピンラックゲートピンラックゲートピンラックゲートピンラックゲート））））



取り組み：日本工営・新曽木水力発電取り組み：日本工営・新曽木水力発電

制御盤制御盤制御盤制御盤のののの見見見見えるえるえるえる化化化化

（（（（大大大大きなきなきなきな窓窓窓窓をををを終日終日終日終日オープンオープンオープンオープン））））（（（（大大大大きなきなきなきな窓窓窓窓をををを終日終日終日終日オープンオープンオープンオープン））））

制御盤内部制御盤内部制御盤内部制御盤内部のののの見見見見えるえるえるえる化化化化

（（（（前面前面前面前面をアクリルボードをアクリルボードをアクリルボードをアクリルボード））））（（（（前面前面前面前面をアクリルボードをアクリルボードをアクリルボードをアクリルボード））））



取り組み：運転状況の表示



取り組み：日本工営・新曽木水力発電取り組み：日本工営・新曽木水力発電
放水口放水口放水口放水口のののの看視架台看視架台看視架台看視架台

三面三面三面三面ガラスガラスガラスガラス張張張張りりりり

（（（（スカイウォークスカイウォークスカイウォークスカイウォーク））））



取り組み実績取り組み実績
• 平成２５年２月～平成２８年５月までの見学者
９１７名９１７名

• 体験型学習を実施した学校• 体験型学習を実施した学校
年月日 学校名 人数 内 容

平成26年 伊佐市立 生徒35名 1年生を対象とした総合平成26年

12月18日

伊佐市立

大口南中学校

生徒35名

教職員4名

1年生を対象とした総合

的な学習の時間（授業）

平成27年

6月27日

さつま町立

求名小学校

生徒21名

保護者27名

5.6年生のﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

（野外学習）6月27日 求名小学校 保護者27名 （野外学習）

平成27年

11月19日

伊佐市立

大口小学校

生徒80名

教職員6名

小学4年生

遠足を兼ねた地域学習11月19日 大口小学校 教職員6名 遠足を兼ねた地域学習

平成28年

3月8日

（薩摩川内市）私立

れいめい中学校
生徒42名

教職員3名

中学１年生

地域学習

平成28年

5月2日

出水市立

出水小学校

生徒47名

教職員2名

小学5年生

地域学習



• 体験型学習
１）曽木の滝の歴史学習１）曽木の滝の歴史学習

学習学習学習学習テキストテキストテキストテキスト（（（（全全全全36363636頁頁頁頁））））２）新曽木水力発電所施設見学

除塵機除塵機除塵機除塵機のののの体験学習体験学習体験学習体験学習



３）水力発電のしくみ学習

位置位置位置位置エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの学習学習学習学習
水力発電水力発電水力発電水力発電キットキットキットキット

４）曽木発電所遺構の説明４）曽木発電所遺構の説明

いーさーいーさーいーさーいーさー君君君君、、、、そぎーちゃんそぎーちゃんそぎーちゃんそぎーちゃん

ピンピンピンピンバッチバッチバッチバッチ



ＰＲ・広報活動

イメージキャラクターイメージキャラクターイメージキャラクターイメージキャラクター認定認定認定認定イメージキャラクターイメージキャラクターイメージキャラクターイメージキャラクター認定認定認定認定

地域振興広報活動地域振興広報活動地域振興広報活動地域振興広報活動

新曽木水力発電所新曽木水力発電所新曽木水力発電所新曽木水力発電所ホームページホームページホームページホームページ

地域振興広報活動地域振興広報活動地域振興広報活動地域振興広報活動



おわりに
【１】今後の活動

①伊佐市観光特産品協会及び①伊佐市観光特産品協会及び

観光ボランティアガイド（伊佐の風）との連携観光ボランティアガイド（伊佐の風）との連携

取水口
発電所

⽔⾞発電機

制水ゲート

排砂ゲート
スクリーン・除塵機

⽔⾞発電機

総

落

差

：

1

3

m

沈砂池

放⽔路トンネル（ホロ型 幅高さ2m）：53m⽔圧管路（直径1.65m）：40m

20m 6m

取⽔⼝・沈砂池 ヘッドタンク

全⻑：119m



【１】今後の活動【１】今後の活動

②観光PR冊子の作成

観光PR冊子



【２】学習型観光の増加を目指して【２】学習型観光の増加を目指して

①伊佐市内の小中学校への周知

②郷土愛を育む②郷土愛を育む

③再生可能エネルギーの理解③再生可能エネルギーの理解

④技術（者）のすばらしさ



見学・視察の希望はこちらまで見学・視察の希望はこちらまで

http://www.koeienergy.co.jp/http://www.koeienergy.co.jp/

ご清聴ありがとうございました。


