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平成 29 年度 第３回静岡県環境審議会温泉部会 

 

１ 日 時     平成 30 年１月 24 日（水） 午後１時 30 分から２時 28 分まで 

 

２ 場 所     県庁本館議会第４委員会室（静岡市葵区追手町９－６） 

 

３ 出席者 

 (１) 委 員     ８人 

       東堂委員（部会長）、狩野委員、内田委員、定居委員、鈴木委員、

益子委員、望月委員、山本委員 

         

 (２) 事務局  ９人 

       杉井生活衛生局長、長岡衛生課長、森衛生課技監、 

森川生活衛生班長、稲葉主任 

賀茂保健所、熱海保健所、東部保健所、西部保健所各担当者 

 

４ 審議の結果 

土地掘削許可申請について、事務局が第１号議案から第４号議案について

個別に説明し、委員により地域の現況について補足説明が行われ、異議なく

個別承認された。 

次に、増掘許可申請について、事務局が第５号議案を説明し、異議なく承

認された。  

後に、動力装置許可申請について、事務局が第６号議案から第８号議案

まで一括説明の後、委員により地域の現状について補足説明が行われ、異議

なく一括承認された。 

 

５ 会議録 

【事務局】  ただいまから平成 29 年度第３回静岡県環境審議会温泉部会を開催させてい

ただきます。 

 初めに、本日の会議の出席状況につきましてご報告いたします。本日は 10 名の委員のう
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ち８名の委員のご出席をいただいておりまして、審議会条例第６条第２項の規定により、

本温泉部会が成立しておりますことをご報告させていただきます。 

 それでは、以降の議事進行につきましては議長にお願いいたします。東堂部会長よろし

くお願いいたします。 

【東堂部会長】  大変寒い時期でもありましたけれども、お集まりをいただきましてあ

りがとうございます。 

 では、これより審議に入りたいと思います。着座をして進行させていただきます。 

 本日の審議案件は、知事から意見を求められております第１号議案から第４号議案の温

泉法に基づく掘削許可申請が４件、第５号議案の増掘許可申請が１件、第６号議案から第

８号議案の動力装置許可申請が３件の合計８件でございます。審議は、お手元に配付しま

した議案書の順に進めてまいります。 

 それでは、まず第１号議案の掘削許可申請です。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  第１号議案の掘削についてご説明いたします。議案書の４ページをお開き

ください。 

 申請者は、伊東市富戸の株式会社伊豆シャボテン公園です。 

 掘削場所は、伊東市富戸で準保護地域です。具体的な位置については、議案書の５ペー

ジから７ページをご覧ください。伊豆急行城ヶ崎海岸駅から南東東へ約 1.1 キロメートル

のところです。 

 議案書の４ページにお戻りください。掘削地は借地であり、土地所有者からは使用承諾

書を取得しております。 

 申請の目的ですが、新規掘削を行い、公園施設内の既存施設に温泉を給湯するものです。 

 掘削の内容ですが、議案書８ページの孔柱図をご覧ください。掘削深度は 1,000 メート

ル、 終口径は 100Ａとなります。 

 議案書４ページをご覧ください。掘削地付近の状況ですが、付近の状況の欄のとおり 20

0 メートル以内に利用源泉はありません。 

 伊東市からの意見につきましては、自然公園法に基づく許可が必要ですが、これにつき

まして平成 28 年１月７日に取得済みです。 

 地元との調整についてですが、地元の伊東温泉組合から異議のない旨の意見書が提出さ

れています。 

 可燃性天然ガスの安全対策についてですが、施行規則第１条の２各号に掲げる基準に適
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合することを事務局にて確認しています。 

 事務局としましては、議案書３ページの条件を付して、申請どおり許可して支障ないも

のと考えます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

【東堂部会長】  ただいま事務局から議案の説明がありましたが、皆様のご意見をお伺

いいたします。 

【益子委員】  この議案に対する反対ということではなくて、確認事項だけでございま

す。 

 シャボテン公園ということで、利用としては公園施設等の既存施設と書いてあるんです

けれども、これはどういうものでしょうか。要は浴用なのか、それともシャボテン公園で

すから何か園芸用にお使いになるのか、どういうことなんでしょうか。 

【事務局】  利用の方法については、浴用と両方になっております。浴用と植物園に対

して使用するものとなっております。 

【益子委員】  どのぐらいの使用量を見込んでおられますか。その辺はまだ出てからの

話でしょうか。 

【事務局】  申請では、温泉の利用計画としまして詳細な量についての記載はないんで

すけれども、植物園及びプールなどに使用するということで、プールなどについてはその

容量、容積が書いてございます。実際に掘削をした後に、詳細な湧出量とかを確認した上

で決定するものと思われます。 

【益子委員】  どの程度の温度が出るか、もちろんわかりませんから、今の段階で利用

計画、あまり意味がないんでしょうけれども、ただ浴用だとかプールだとか、植物園とい

う形で、いろいろな多方面での利用をお考えのようでございますので、ある意味では温泉

の熱の多段階利用みたいなものを考えないと、もしお考え出なかったらむしろ入れていた

だきたいなと。例えば、浴用として利用した後に植物園のほうに熱源として送るとか、そ

ういう多段階利用もぜひお考えいただければありがたいと思っております。 

 あともう１点、よろしいでしょうか。これはその後にも全部かかわることなんですけれ

ども、私もこれまで気がつかないでいたんですけれども、その下の掘削内容の 終口径と

いう書き方なんですね。これは、 終口径になっておりますので 100Ａという形にはなる

んでしょうけれども、これ掛ける 1,000 となっておりますと、100Ａがゼロから 1,000 メー

トルまで入るように僕は見てしまうんです。これ、 終口径という形にしなければ、例え
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ばの話ですけれども、このケースで言えばゼロから 500 メートルというふうになって 500

から 800 メートルが 150、800 から 1,000 メートルが 100 という形で、要するにサイズ、そ

れが何メートルごとで段が生じるんだよということを、むしろこの欄の中では示していた

だいた方がいいのではないか。 

 後で掘削口径等が出ておりますので、それでわかると言えばわかるんですけれども、こ

の書き方としては、むしろこの 終口径、100Ａ×1,000 という言葉がちょっと気にかかり

ましたので、今後、少し見直しをしていただければありがたいなと思います。これ、全般

に関わったことでございますので、申し上げておきます。 

【事務局】  掘削内容の 終口径の書き方といいますか、掘削図面、断面図にあるよう

な形で、今後、修正させていただきます。 

【東堂部会長】  それと、多段階利用の話は何かコメントはありますか。 

【事務局】  多段階利用に関しましては、掘削許可とはまた別のお話でございますので、

相手方にはそういった意見も出ましたということで伝えておきたいと思います。 

【東堂部会長】  そのほか、どうでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、ご意見も出尽くしたようですので、採決に移りたいと思います。 

 第１号議案につきましては、申請どおり許可することが適当である旨、意見を取りまと

めることとしてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【東堂部会長】  異議もございませんので、そのように決定をいたします。 

 続いて、第２号議案について、事務局の説明を求めます。 

【事務局】  第２号議案の掘削についてご説明します。議案書の９ページをお開きくだ

さい。 

 申請者は、熱海市です。 

 掘削場所は、熱海市桜町で保護地域です。具体的な位置については、議案書の 10 ページ

から 12 ページをご覧ください。ＪＲ来宮駅から南へ約 1.2 キロメートルのところです。 

 議案書の９ページにお戻りください。掘削地は、申請者の所有地です。 

 申請の目的ですが、ケーシング管の老朽化等により崩落が発生し修繕等が見込めないの

で、28 メートル離れた地点に替掘りを行い各給湯世帯に給湯するものです。 

 次第の３ページ、資料３をお開きください。本議案は、保護対策要綱の第２の３（１）

掘削のウ、集中管理を実施している区域に該当し、（ア）から（ウ）の条件に合致するので



 -5-

代替掘削が可能です。 

 掘削の内容ですが、議案書の 13 ページの孔柱図をご覧ください。掘削深度は 445.7 メー

トル、 終口径は 100Ａとなります。 

 議案書９ページをご覧ください。掘削地付近の状況ですが、付近の状況の欄のとおり 20

0 メートル以内に利用源泉があり、全ての源泉管理者の同意がとれています。 

 熱海市からの意見につきましては、特にありません。 

 地元との調整についてですが、地元の熱海温泉組合から異議のない旨の意見書が提出さ

れています。 

 可燃性天然ガスの安全対策についてですが、施行規則第１条の２各号に掲げる基準に適

合することを事務局にて確認しています。 

 事務局としましては、湧出路の修繕が困難な利用泉の替掘りについては保護対策要綱で

認められていることから、議案書３ページの条件を付して申請どおり許可して支障ないも

のと考えます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよろしくお願いします。 

【東堂部会長】  ただいま事務局から第２号議案の説明がありました。委員の皆様、ご

意見があったらお願いをいたします。 

【内田委員】  ただいま、過去は５メートル以内ということで代替掘削を認められたと

ころですが、今回は違う条項を適用して申請ということでございます。この市営温泉は現

在 88 軒に、集中管理ですか、しているということで、熱海で非常に主要源泉ということで

ございます。なおかつ、これが市営といって市で持っているということで、今回、ただい

まご説明いただきました保護対策要綱に沿って申請をする形です。 

 現在の源泉についてなんですが、道路と川の間にあるんですが、川に非常に近いところ

で掘っていて、その後、市で源泉と道路の土地を自動車会社に売っちゃったみたいなんで

す。したがいまして、現在も管を変えるにも工場の中を通らせてもらって変えていると、

このようなことで、修繕が全然きかないということで今回の申請になりました。 

 どうかよろしくお願いいたします。 

【東堂部会長】  どうですか、ご意見、質問のほうはどうでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、ご意見もないようですので採決に移らさせていただきます。 

 第２号議案につきましては、申請どおり許可することが適当である旨、意見を取りまと

めることとしてよろしいでしょうか。 
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（「異議なし」の声あり） 

【東堂部会長】  ありがとうございます。 

 異議もございませんので、そのように決定をいたします。 

 続いて、第３号議案について、事務局の説明を求めます。 

【事務局】  第３号議案の掘削についてご説明します。議案書の 14 ページをお開きくだ

さい。 

 申請者は、沼津市内浦三津の株式会社三津浜観光開発です。 

 掘削場所は、沼津市内浦三津で一般地域です。具体的な位置については、議案書の 15

ページから 17 ページをご覧ください。伊豆箱根鉄道田京駅から西へ約 4.5 キロメートルの

ところです。 

 議案書の 14 ページにお戻りください。掘削地は借地であり、土地所有者からは土地の使

用承諾書を取得しております。 

 申請の目的ですが、新規掘削を行い、既存ホテルの浴槽に供給するものです。 

 掘削の内容ですが、議案書 18 ページの孔柱図をご覧ください。掘削深度は 1,300 メート

ル、 終口径は 100Ａとなります。 

 議案書 14 ページにお戻りください。掘削地付近の状況ですが、付近の状況の欄のとおり

200 メートル以内に利用源泉はありません。 

 沼津市からの意見につきましては、特にありません。 

 可燃性天然ガスの安全対策についてですが、施行規則第１条の２各号に掲げる基準に適

合することを事務局にて確認しています。 

 事務局としましては、議案書３ページの条件を付して、申請どおり許可して支障ないも

のと考えます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

【東堂部会長】  ただいま事務局から議案の説明がありましたけれども、委員の皆様の

ご意見をお願いいたします。 

 それでは、ご意見はないようですので、採決に移らせていただきます。 

 第３号議案につきましては、申請どおり許可することが適当である旨、意見を取りまと

めることとしてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【東堂部会長】  異議なしと認め、そのように決定をいたします。 
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 続いて、第４号議案について事務局の説明を求めます。 

【事務局】  第４号議案の掘削についてご説明します。議案書の 19 ページをお開きくだ

さい。 

 申請者は、静岡市葵区常磐町のヨシコン株式会社です。 

 掘削場所は、袋井市堀越で一般地域です。具体的な位置については、議案書の 20 ページ

から 22 ページをご覧ください。袋井市役所から北西へ約２キロメートルのところです。 

 議案書の 19 ページにお戻りください。掘削地は、申請者の所有地です。 

 申請の目的ですが、新規掘削を行い、建設予定の温浴施設へ供給するものです。 

 掘削の内容ですが、議案書 23 ページの孔柱図をご覧ください。掘削深度は 1,500 メート

ル、 終口径は 100Ａとなります。 

 議案書 19 ページにお戻りください。掘削地付近の状況ですが、付近の状況の欄のとおり

200 メートル以内に利用源泉はありません。 

 袋井市からの都市計画法に係る意見につきましては、1,000 平方メートル以上の土地利

用事業・開発行為の場合、申請が必要な旨を申請者に伝達済みです。 

 可燃性天然ガスの安全対策についてですが、施行規則第１条の２各号に掲げる基準に適

合することを事務局にて確認しています。 

 事務局としましては、議案書３ページの条件を付して、申請どおり許可して支障ないも

のと考えます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよろしくお願いします。 

【東堂部会長】  ただいま第４号議案の説明が事務局からありました。委員の皆様のご

意見をお願いいたします。 

【益子委員】  これはこれからの開発予定で、建設予定ということと、あと、関係法令

で都市計画法が絡んでいる用地なんですけれども、この手続からしますと、温泉掘削申請

が許可になって、いいものが出て、初めて温浴施設の建設に着手するということで、都市

計画法の申請はこれからということで理解してよろしいですか。これはあくまで申請が必

要という形になっておりますので、まだ申請していない形で。 

【事務局】  保健所の方ではそちらは確認しておりませんが、申請者にその旨を伝えて

ありますので、開発前には市役所に都市計画法に係る申請は行われるものと判断しており

ます。 

【益子委員】  この申請、許可になる可能性というのはあるんですか。逆に言うと、不
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許可になる可能性というのはないんですか。掘削しました、でも土地開発施策が不許可で

したとなると宙ぶらりんになってしまいますが、そのあたりの順序はどうなの。だめとい

うふうになるのか、ならないのか、知りませんけれども。 

【東堂部会長】  ものは何ですか。ものというか、つくろうとしているものは。 

【事務局】  入浴施設です。 

【東堂部会長】  マンションではないわけだね。 

【事務局】  マンションではないです。東名インターの近くです。 

【東堂部会長】  インターの入り口ですよね。 

【益子委員】  ここにダークで網かけをしてあるんですけれども、これが申請者の土地

になるんですか。それは関係ないんですか。ただ、広い面積をお持ちですね。 

【事務局】  地図で網かけをしてあるものについて、網かけ部分が、おおよそ今回の申

請の土地になっております。もともとこちらで塗ったわけではなく。 

【事務局】  補足。もともとここの場所に製薬企業の施設があって、そこから撤退をし

たということで、現在は更地になっているところなので、温泉の掘削について、土地をい

じるとか、そういうことをしなくても、多分、済む場所だというふうに思います。 

【益子委員】  私が確認したいのは、要するに温泉掘削はうまくいったけれども、大規

模都市計画に抵触して開発できないとなると、温泉だけ宙に浮いてしまうわけですので、

それがちゃんと手続論としていければいいんです。いけない場合は非常に温泉として宙ぶ

らりんになるというのが少しあるという。 

【東堂部会長】  どっちが正解ということだね。都市計画の申請を受けてからすべきか

どうかということですよね。 

【事務局】  この計画につきましては、申請の前から事業者と市が話し合っております

ので、それを見込んでの申請だと考えております。 

【東堂部会長】  よろしいですか。 

 そのほか、どうでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、意見も出尽くしたようですので、採決に移らせていただきます。 

 第４号議案につきましては、申請どおり許可することが適当である旨、意見を取りまと

めることとしてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【東堂部会長】  異議なしと認め、そのように決定をいたします。 
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 続いて、第５号議案の増掘許可申請について、事務局の説明を求めます。 

【事務局】  第５号議案の増掘についてご説明します。議案書の 24 ページをお開きくだ

さい。 

 申請者は、東京都港区赤坂のコマツゼネラルサービス株式会社です。 

 増掘場所は、熱海市上多賀で準保護地域です。具体的な位置については、議案書の 25

ページから 27 ページをご覧ください。ＪＲ伊豆多賀駅から北西へ約 2.6 キロメートルのと

ころです。 

 議案書の 24 ページにお戻りください。掘削地は、申請者の所有地です。 

 申請の目的は、本件は平成 28 年 10 月 13 日に掘削許可を取得し、1,000 メートルまで掘

削しましたが、温泉の湧出が得られず増掘の許可申請を行うものです。 

 増掘の内容ですが、議案書 28 ページ、増掘後の孔柱図をご覧ください。なお、29 ペー

ジに増掘前の孔柱図をお示ししてあります。深度 1,500 メートルまでさらなる掘削を行い、

終口径は 100Ａとなります。 

 議案書 24 ページにお戻りください。掘削地付近の状況ですが、付近の状況の欄のとおり

200 メートル以内に利用源泉はありません。 

 可燃性天然ガスの安全対策についてですが、施行規則第１条の２各号に掲げる基準に適

合することを事務局にて確認しています。 

 事務局としましては、議案書３ページの条件を付して、申請どおり許可して支障ないも

のと考えます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよろしくお願いします。 

【東堂部会長】  ただいま事務局から第５号議案の説明がございました。委員の皆様の

ご意見をお伺いいたします。 

【益子委員】  可否の問題ではございませんが、確認させてください。 

 29 ページの増掘前の図面を見ますと、930 メートルまで 150 のパイプが入っているとい

う形です。増掘後ですと、1,000 メートルまでが 150Ａが入るという形なんですね。既にも

う 150 のパイプが 930 メートルまで入っているわけですから、それを 1,000 メートルに押

し込むとなりますと、極端な話、この 150 の既設のパイプを引っこ抜いて、1,000 メート

ルまで、７インチ８分の５で掘り進めて 後は 150 を入れるという、そういう感じに見え

るんですが、なぜ 930 メートルから下をそのまま掘り進めて 100Ａを入れないのか、その

あたりが解せないんです。わかりますか。 
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【事務局】  掘削申請地につきまして、もともと標高が高いところにありますので、も

ともと温泉が 1,000 メートルまでの掘削では出ないことがわかっておりました。そのため、

930 メートルまで 150Ａのパイプを入れて、仮どめという形で対応して、当初の掘削許可ど

おりに掘り上げた後、改めて増掘を行うものです。そのため、質問のあった件につきまし

ては、仮どめということで、一度、引き抜いた後に掘削を行うものと判断しております。 

【益子委員】  これ、去年、たしか審議して、厳しいという話の中で強行したやつ。 

 この内容から見ると、1,000 メートルにこだわらないで、930 メートルがそのまま 1,300

メートルまで行ってしまえば、1,500 か、行ってしまってもいいのかなと単純に思っただ

けでございます。わざわざ引き抜くというリスクを冒す必要がないような気がしたので。

これは別に不可かどうのこうのという問題ではございませんので、ただちょっと確認とい

うことでございました。ありがとうございます。 

【東堂部会長】  そのほかどうですか。 

【内田委員】  ぜひ出てほしいなと。これ、出ないとほんとうにゼロ円になりますから、

やっていただきたいなというところでございます。よろしくお願いします。 

【東堂部会長】  そのほか、ご意見はどうですか。 

 それでは、ほかにご意見もないようですので、事務局から説明のあった第５号議案につ

きましては、申請どおり許可することが適当である旨、意見を取りまとめることとしてよ

ろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【東堂部会長】  異議なしということで、そのように決定をいたします。 

 続いて、動力装置許可申請の審議に移ります。動力装置許可申請については、第６号議

案から第８号議案までの３件について一括して審議をします。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  動力装置許可申請について、第６号議案から第８号議案まで一括してご説

明します。 

 まず、第６号議案です。議案書の 30 ページをご覧ください。 

 申請者は、大阪府大阪市中央区島之内のジケイ・スペース株式会社です。 

 掘削場所は、賀茂郡東伊豆町稲取で保護地域です。具体的な位置については、議案書の

31 ページから 32 ページをご覧ください。伊豆急行伊豆稲取駅から南西へ約 850 メートル

のところです。 

 議案書の 30 ページにお戻りください。申請理由ですが、従来のエア管深度で揚湯不能で
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あり、ポンプ原動機などの変更はありませんが、エア管の挿入深度を延長するものです。 

 利用の目的ですが、施設内プールに温泉を供給するものです。 

 申請内容ですが、議案書 33 ページから 34 ページをご覧ください。7.5 キロワットのエ

アリフトポンプのエア管を、従来の60.5メートルから延長し116メートルの深さに設置し、

前許可量である毎分●●リットルを揚湯するというものです。 

 議案書 30 ページをご覧ください。以前の許可量ですが、記事の欄のとおり、通常毎分●

●リットル、ただし、稲取温泉集中管理事業に供する場合、12 月１日から３月末日の間は

毎分●●リットルといった２段階の許可量となっておりました。今後は稲取温泉集中管理

事業から外れるため、毎分●●リットルの許可量での申請となります。 

 申請地付近の状況ですが、30 ページの付近の状況の欄のとおり 200 メートル以内に利用

源泉があり、源泉管理者の同意がとれています。 

 地元との調整についてですが、地元の稲取温泉組合から異議のない旨の意見書が提出さ

れています。 

 事務局といたしましては、申請どおり許可して支障ないものと考えます。 

 続いて、７号議案です。議案書の 35 ページをご覧ください。 

 申請者は、熱海市伊豆山の●●●●です。 

 掘削場所は、熱海市伊豆山で保護地域です。 

 具体的な位置については、議案書の 37 ページから 38 ページをご覧ください。ＪＲ熱海

駅から北北東へ約 800 メートルのところです。 

 議案書の 35 ページにお戻りください。申請地の地目は、鉱泉地です。 

 申請理由ですが、現在設置されているエアリフトポンプから、水中ポンプへ変更するも

のです。 

 利用の目的ですが、近隣宿泊施設に供給するものです。 

 申請内容ですが、議案書 39 ページをご覧ください。5.5 キロワットの水中ポンプを地表

下 216 メートルの深さに設置し、揚湯試験で安定した揚湯が確認できた範囲内の毎分●●

リットルを揚湯するというものです。 

 議案書 36 ページをご覧ください。掘削地付近の状況ですが、付近の状況の欄のとおり 2

00 メートル以内に利用源泉があり、全ての源泉管理者の同意がとれています。 

 地元との調整についてですが、地元の伊豆山温泉組合から異議のない旨の意見書が提出

されています。 
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 事務局といたしましては、申請どおり許可して支障ないものと考えます。 

 続いて、第８号議案です。議案書の 40 ページをご覧ください。 

 申請者は、熱海市熱海の株式会社ホテルニューアカオです。 

 掘削場所は、熱海市熱海で準保護地域です。具体的な位置については、議案書の 41 ペー

ジから 42 ページをご覧ください。ＪＲ来宮駅から南東へ約２キロメートルのところです。 

 議案書の 40 ページにお戻りください。申請地の地目は、原野です。 

 申請理由ですが、掘削後の温泉に動力を設置するものです。 

 利用の目的ですが、新設した日帰り温泉施設の風呂に供給するものです。 

 申請内容ですが、議案書 43 ページをご覧ください。7.5 キロワットの水中ポンプを地表

下 288.64 メートルの位置に設置し、揚湯試験で安定した揚湯が確認できた範囲内の毎分●

●リットルを揚湯するというものです。 

 申請地付近の状況ですが、40 ページの付近の状況の欄のとおり 200 メートル以内に利用

源泉があり、全ての源泉管理者の同意がとれています。 

 地元との調整についてですが、地元の熱海温泉組合から異議のない旨の意見書が提出さ

れています。 

 事務局といたしましては、申請どおり許可して支障ないものと考えます。 

【東堂部会長】  第６号議案から第８号議案、事務局から説明がございましたけれども、

委員の皆様のご意見をお願いいたします。 

【益子委員】  ６号議案の中で、ここだけは少し確認させてください。ちょっと問題が

あった。 

 まず、30 ページの中で申請の目的、従来のエア管深度で揚湯不能。その下の静水位 48.

5 メートル、それから現況のエア管の深度 60.5 メートル、これを見れば確かにくみ上がら

ないだろうなというふうに思いますが、揚湯不能に陥ったのはいつからですか。 

 要するに、何が言いたいかというと、これ、全体として水位が下がっているわけです。

ということは、ある意味、枯渇兆候が進んでいるのではないかという危惧を持つんですけ

れども、その辺は問題ありませんか。それから、記事のところで、集中管理事業に供する

場合には●●リッターというのをある一定期間許可になっていたようでございますが、先

ほど管理から外れるというお言葉があったように思いますので、これはもう単独で、集中

管理事業とは全く独自、別個にお使いになるということになるんでしょうか。 

 そういった中で、稲取温泉の温泉資源保護にこの事案がちゃんとした形でいけるのかど
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うかです。要するに資源保護の方向に向かってくれるのかどうか。何となくアウトサイダ

ーになってしまって、自分勝手にというようなイメージ私は持つんですけれども、その辺

のご懸念はございませんでしょうか。 

【事務局】  揚湯ができなくなった時期ということなんですけれども、こちらについて

は、もともと旅館だった施設が廃業しまして、その後、揚湯を行わなくなったために詳細

な時期については不明です。ただ、平成 27 年２月における温泉実態調査では、揚湯量を確

認しております。 

 ２つ目の質問で、稲取温泉集中管理事業から外れるということなんですけれども、こち

らについては、質問のあったとおり単独で使用することになりまして、元旅館であったそ

の施設の中のみで使うという予定になっております。 

【益子委員】  集中管理の状態のほうは、これに関連してやむを得ないという判断をし

たんでしょうか。 

【事務局】  そちらは、やむを得ないというような話を保健所の方で確認しております。 

【益子委員】  やむを得ないということであればいたし方ないとは思いますけれども、

やはり温泉資源保護を図る理由はこの審議会の目的でもあると思いますので、その辺のと

ころに沿った形の、あるいは担保といいましょうか、例えば水位を、これ、エアリフトで

すから水位をはかるのは非常に厳しいんですけれども、くみ上げ過ぎて水位が非常に下が

るようなことがないように、これは集中管理事業体のほうの節湯も大事なんですけれども、

そういった稲取温泉としての取り組みをもう少し指導なさっていただいて、要するに低下

し続ける水位を追いかけるように、ポンプだとかエア管の長さを変えるというのは、そこ

はやはり注意していかなきゃいけないところなので、ぜひ管理というんでしょうか、モニ

タリングというんでしょうか、それをしっかりやる必要があると思う。 

【事務局】  ここの井戸は、温泉実態調査を毎年やっておりまして、この付近、対象に

なっておりますので、委員がおっしゃったように、そこら辺のデータを見ながらしっかり

管理していきたいと思います。 

【東堂部会長】  そのほか、どうでしょうか。 

 それでは、ほかにご意見もないようですので、採決に移らせていただきます。 

 事務局から説明があった第６号議案から第８号議案につきまして、申請どおり許可する

ことが適当である旨、意見を取りまとめることとしてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 
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【東堂部会長】  異議もございませんので、そのように決定をいたします。 

 それでは、以上をもちまして諮問事項の審議は全て終了しました。ご協力ありがとうご

ざいました。 

 

―― 了 ―― 

 


