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平成 29 年度 第２回静岡県環境審議会温泉部会 

 

１ 日 時     平成 29 年 10 月 10 日（火） 午後１時 30 分から２時 41 分まで 

 

２ 場 所     県庁別館特別第二会議室（静岡市葵区追手町９－６） 

 

３ 出席者 

 (1) 委 員     ９人 

       東堂委員（部会長）、狩野委員、内田委員、梅原委員、定居委員、

鈴木委員、益子委員、望月委員、山本委員 

         

 (2) 事務局  ８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、静岡市保健所各担当者 

 

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２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。 

 開催に当たりまして、健康福祉部生活衛生局の杉井局長からご挨拶を申し上げます。 
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【生活衛生局長】  ＜挨拶＞ 

【事務局】  ありがとうございました。 

 初めに、本日の会議の出席状況につきまして、ご報告をさせていただきます。 

 本日は、委員の 10 名のうち９名の委員のご出席をいただいておりますので、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いたします。 

 それでは、議事に入らせていただきたいと思います。以降の議事進行につきまして、東

堂議長、よろしくお願いいたします。 

【東堂部会長】  それでは、これより審議に入ります。 

 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、お手元の議案書の順に進

めてまいります。 

 それでは、まず、第１号議案について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します。議案書の４ページをお開きくだ

さい。こちらの資料になります。 

 申請者は、東京都千代田区外神田の株式会社共立メンテナンスです。 

 掘削場所は、熱海市東海岸町で保護地域です。具体的な位置につきましては、議案書の

６ページ、７ページをごらんください。ＪＲ熱海駅から南南西へ約 500 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の危険性があるので、3.7 メー

トル離れた地点に替掘りを行い、同一敷地内の建設予定宿泊施設の風呂に給湯するもので

す。 

 掘削の内容ですが、議案書９ページの孔柱図をごらんください。掘削深度は 250 メート

ル、 終口径は 100Ａとなります。 

 議案書５ページをごらんください。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があり、うち 10 本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、土地の造成を行う場合は、市土地対策室との事前協

議が必要である旨、熱海市及び保健所から申請者に伝えてあります。 

 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
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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おります。 

 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いたします。 

【東堂部会長】  ありがとうございました。 

 ただいま事務局から議案の説明がありましたが、委員の皆様のご意見をお願いいたしま

す。どうぞ。 

【内田委員】  熱海の内田でございます。 

 これは熱海駅から 500 メートル、お宮の松の少し東京寄り、国道沿いの土地でございま

す。旧大型旅館街がずっと並んでいたとこがバブルの崩壊によりまして撤去されます。約

２０年間、放置されている。この源泉につきましては、それ以前より既に揚げていなかっ

た、休止泉になっていたような経緯がございまして、今回、共立メンテナンスが一帯を買

われて、宿泊施設をつくるんだということで申請に至ったものです。 

 付近状況の欄でいくと、大変温泉が集まっている地区なんですけれども、特段の支障が

ないだろうということで、組合としては可といたしました。 

 以上でございます。 

【東堂部会長】  ありがとうございます。 

【益子委員】  先ほど、保護地域の中での交換掘り、代替掘削の条件を満たしていると

いうお話がございました。具体的にどういう内容で満たしているんでしょうか。決して、

これは先ほど委員の方がおっしゃったように、熱海地区の、言ってみれば、観光のカンフ

ル剤になるようなところでございますんで、基本的には私も賛成なんですけれども、他の

事例とも含めまして、どこがどう適合しているのか、その辺のところのご説明がちょっと

足りないかなというふうに思います。 

 あと、この中で、交換掘りをする場合の内容として、これは要綱の中の第２章ですか、

第２の３の（１）ですか、要するに、掘削深度の揚湯量は増加させないこととなっておる

んですが、こういった観点からいったときに、ここの掘削の計画図ですけれども、この掘

削深度はこれでよろしいんですか。掘削深度、合計ではこれでよろしいのか。 
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【事務局】  では、順に事務局の意見を述べさせていただきたいと思います。 

 まず、１点目なんですけれども、温泉部会次第の６ページ、資料４をごらんください。

温泉掘削許可等の基準について、１温泉保護地域（２）申請に対する取扱い、ア掘削をご

らんください。こちらに「新規及び自己都合の替掘りを認めない」と記載されているため、

そのようなご意見があったかと思いますが、こちらの申請に関しましては、熱海市とのま

ちづくりとしての意味も込められているということを保健所から聞いておりますので、そ

ういった意味合いも兼ねて、自己都合に限定されているものではないと認識しております。

そのため、事務局意見としまして支障ないとお伝えさせていただきました。 

 それから２つ目ですが、掘削深度は、現在ある源泉と変わっておりません。口径に関し

ては、現在ある源泉 75 ミリから拡大して、 終口径が 100 ミリとなっております。 

【内田委員】  これは非常に古いので、揚湯量なんか、多分記録が残ってないと思うん

ですね。古いので、一般の方の認識では、替掘りについて通常５メートル範囲ということ

で、ほぼほぼ認識がされているということで、替え掘りされる方も、非常に細かく要綱等

まで含めてということは、熱海で今までの替掘りについては考えているような節はないの

で、もし、益子委員がその辺こだわるなら、もっと詳しいやつを渡して取り組んでもらう

と。まず業者さんにということなんですが。 

【益子委員】  私の意見は、決して反対とか、細かい点がどうのこうのということでは

ないので。保護地域、準保護地域の設定そのものは、僕は正しいものだと思っております。

ただ、それの目的を遂行するためにいろんな要綱が出ているわけですけれども、それが時

代と共に変わってきているのではないかなと。要するに、かつてはフル稼働しているよう

な状況から、今は旅館さんが潰れたりして、結構休止源泉も増えてきていると。そういっ

た観点の中で、この内容を一言一句正確に守らなければいけないということではなくて、

先ほど言われたような総合的な観点から考えていけばよろしいかと思っております。です

んで、これそのものは、私は賛成でございます。ただ、適合の仕方とか何とかというもの

をあまり厳密化し過ぎてやるのもいかがかなということでご質問させていただいた次第で

ございます。 

【内田委員】  熱海の場合はほぼほぼ半分なんですね、稼働源泉が。だから、対外的に

は源泉数っていうと、非常に大きなことを発表してますが、実稼働は約半分だということ

で、生かしてくれるところについては生かして使っていただこうと。温泉  からもそう

いう有効利用という件も入っていますんで、そう厳しく網をかけていないというのが現状
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でございます。 

 以上です。 

【東堂部会長】  その他、どうでしょうか、ご意見は。 

 それでは、ご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１号議案については、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】  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号議案についてご説明いたします。議案書の 10 ページをお開きくださ

い。 

 申請者は、さきと同様に、東京都千代田区外神田の株式会社共立メンテナンスです。 

 掘削場所は、熱海市東海岸町で保護地域です。 

 具体的な位置につきましては、議案書の 12 ページ、13 ページをごらんください。ＪＲ

熱海駅から南南西へ約 500 メートルのところです。 

 議案書 10 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、さきの第１号議案と同様に、ケーシング管の老朽化等により崩落の

危険性があるので、3.98 メートル離れた地点に替掘りを行い、同一敷地内の建設予定宿泊

施設の風呂に供給するものです。 

 掘削の内容ですが、議案書の 15 ページの孔柱図をごらんください。掘削深度は 350 メー

トル、 終口径は 100Ａとなります。 

 議案書の 11 ページをごらんください。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があり、うち８本の源泉管理者の同意がとれております。 

 熱海市からの意見につきましては、土地の造成を行う場合は、市土地対策室との事前協

議が必要である旨、熱海市及び保健所から申請者に伝えてあります。 

 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

れております。 

 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。 
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 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

いものと考えております。 

 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、事務局から第２号議案の説明がありましたが、皆様のご意

見をお願いいたします。 

【内田委員】  １号議案と同一敷地内の同一源泉ということで、源泉の場所は多少違い

ますけども、同一ホテルに供給するということでございます。条件は１号議案と全く同一

ということでございます。 

【東堂部会長】  それでは、ほかに意見もないようでございますので、採決に移らせて

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。 

（「異議なし」の声あり） 

【東堂部会長】  異議なしと認めます。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 16 ページをお開きくだ

さい。 

 申請者は、静岡市葵区御幸町の株式会社ＣＳＡｔｒａｖｅｌです。 

 掘削場所は、静岡市駿河区用宗で一般地域です。 

 具体的な位置については、議案書 17、18 ページをごらんください。ＪＲ用宗駅から東へ

約 800 メートルのところです。 

 議案書の 16 ページにお戻りください。掘削地は借地であり、土地所有者から使用許可証

を取得しております。 

 申請の目的ですが、新規掘削を行い、計画中の温浴施設に供給するものです。 

 掘削の内容ですが、議案書 20 ページの孔柱図をごらんください。掘削深度は１,200 メ

ートル、 終口径は 100Ａとなります。 

 議案書 16 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。 
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 静岡市からの文化財保護法に係る意見につきましては、埋蔵文化財が発見された場合は

届け出が必要となるため、協議が必要な旨を申請者に伝達済みです。 

 なお、静岡市から、その他の意見として、静岡市環境配慮指針に配慮すること、周辺生

活環境への影響がないよう配慮することが挙げられています。 

 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おります。 

 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。委員の皆様のご意見

をお願いいたします。どうぞ。 

【益子委員】  参考までにお聞かせください。この新たにつくる施設というのは、この

申請地と同じ地番のところにおつくりになるんですか。結構家が立て込んでいるようで。

立て込むと言っているんじゃないけれども、どこか詳しく、新たにつくるということです

かね。魚市場は関係ないですね。 

【事務局】  詳細な計画というのがまだはっきり定まってはいないようなのですけれど、

既にある建物について取り壊す、又はリフォームとかをして温浴施設をつくると伺ってお

ります。 

【益子委員】  ということは、この近くに同じような施設、温浴施設が存在していると

いうことで考えてよろしいですか。今、リフォームということをおっしゃったんで、多分

温浴施設があるんだろうなと思ったんですけど。 

【事務局】  建屋だけを使ってリフォームすると伺ってますので、現状、周りには温浴

施設なるものはないと聞いています。 

【事務局】  18 ページの申請地の左側に黒くなっているところがあるんですけれども、

これが要は漁協のマグロの解体場か何かになっている。で、ちょっと右上のほうにあるの

が多分これ古い冷凍施設か何か、いずれも漁港関連施設で、右側にあるのが静岡大学の水

産関係の施設。要は入浴に関連するような施設、一切ないところなので、恐らく既存の使

われてない施設を使って何かやられるのかなと思っております。 

【東堂部会長】  よろしいですね。 

 その他、どうでしょうか。よろしいでしょうか。 
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【狩野副部会長】  参考のために、多分市役所の問題かもしれないんだけど、文化財保

護法が引っ掛かってくるんだけど、これどう見たって埋立地で、文化財なんか出るはずが

ないが、なんでこんな項目が入ってくるんだと疑問があります。 

【事務局】  静岡市の保健所です。静岡市の文化財課からは、今おっしゃったように、

恐らくここで埋蔵文化財が発見されることはまずないだろうという話なんですけれども、

万が一あったときにはという話でした。 

【東堂部会長】  そのほかどうでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、ご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 21 ページをお開きくだ

さい。 

 申請者は、藤枝市田沼の有限会社新日邦です。 

 掘削場所は、静岡市葵区常盤町で一般地域です。 

 具体的な位置については、議案書の 22、23 ページをごらんください。ＪＲ静岡駅から西

へ約 650 メートルのところです。 

 議案書の 21 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、建築予定のホテル大浴場へ供給するものです。 

 掘削の内容ですが、議案書 25 ページの孔柱図をごらんください。掘削深度は 1,500 メー

トル、 終口径は 100Ａとなります。 

 議案書 21 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。 

 静岡市からの文化財保護法に係る意見につきましては、埋蔵文化財が発見された場合は

届け出が必要となるため、協議が必要な旨を申請者に伝達済みです。 

 なお、静岡市から、その他の意見として、静岡市環境配慮指針に配慮すること、周辺生

活環境への影響がないよう配慮することが挙げられています。 

 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】  ありがとうございます。 

 ただいま、事務局から第４号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。 

【益子委員】  24 ページを見ていただけますでしょうか。ここが５－１の小さな点が入

ってて、数字が出てますけども、その真ん中の場所が掘削地点だと思うんですが、これは

今考えている開発地っていうのは、この５－１のところだけですか。これをお聞きする理

由は、将来、源泉が開発されたときに、源泉の地上部といいましょうか、それをどう処置

し、そして温泉利用施設の位置関係というのはどのように考えていらっしゃるのか。要す

るに可燃性天然ガスが出た場合、地下に置けないですよね。地下に置かないケースで、こ

れだけの場所をとって、ちゃんとした施設ができるのかどうかを、ちょっと私、気がかり

だったもんですから、その辺のところをお聞きした次第です。 

【事務局】  建設予定のホテルについては、源泉掘削地から道を挟んだ地区、地域にな

ります。24 ページの公図上ですと、大まかな位置しかそちらはわからないんですが、１－

12、１－８の辺りにホテルを開発する予定です。掘削地である５－１に関しましては、こ

ちらを第２駐車場として使用するということで、源泉について、可燃性ガスの確認を行い、

対処を行った後の余りスペースを駐車場として利用するということでした。 

【益子委員】  そういたしましたら、この道を抜いて配管をするということですね。配

管を予定しているということですね。 

 この道は静岡市道ですか、それとも私道、通せるんだろうか。 近、道路上の個人利用

が案外うるさいと思うんだけれども。それは利用する側の責任ですから、今ここでどうこ

うする話ではない。じゃあ、少なくとも地下に置くような馬鹿な真似はせんということで

理解してよろしいですね。 

【事務局】  はい、タンクについては地下に置くようなことはしないです。 

【東堂部会長】  今の道路の話は、市道か私道かという話は。 

【事務局】  温泉利用許可に関しましては、静岡市の方の許可になるんですけれども、

申請者から県及び静岡市が伺った話ですと、埋設配管をする場合には、事前に道路所有者、
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管理者に対して許可をとるというお話は伺っております。ただ、まだ実際に具体的な計画

まではたどり着いていないものですから、そちらの所有者の同意については、こちらとし

ては把握していないというのが現状です。 

【東堂部会長】  よろしいですか。 

【益子委員】  はい。 

【東堂部会長】  その他のご意見どうでしょうか。よろしいですか。 

 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。 

 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】  異議もございませんので、そのように決定いたします。 

 続いて、増掘許可申請の第５号議案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いたします。議案書の 26 ページをお開き

ください。 

 申請者は、神奈川県横須賀市の大川温水会会長、●●●●です。 

 増掘場所は、賀茂郡東伊豆町大川で準保護地域です。 

 具体的な位置については、議案書の 27、28 ページをごらんください。伊豆大川駅から南

西へ約 1.1 キロメートルのところです。 

 議案書 26 ページにお戻りください。掘削地は、申請者の管理地です。 

 申請の目的は、本件は平成 29 年１月 26 日に掘削許可を取得しましたが、掘削中、一部

深度において岩盤の崩落が確認され、早急に岩盤崩落防止の措置を行わなければならず、

掘削口径の拡大及びケーシング管を当初の掘削計画よりも深く挿入したことにより、事後

申請ではありますが、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 30 ページの孔柱図をごらんください。増掘部分は、深度 340

から 395 メートルにおいて、掘削口径が 100 ミリから 149.2 ミリ、ケーシング管を挿入し

たことによる呼び径が 100Ａから 125Ａに拡大しております。 

 29 ページに当初の掘削計画の孔柱図を載せてあります。 

 なお、 終掘削深度 600 メートル、 終口径 100Ａは変更ありません。 

 議案書 26 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。 
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 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。 

 事務局といたしましては、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

いものと考えております。 

 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】  ありがとうございました。 

 ただいま、事務局から議案の説明がありましたが、委員の皆様のご意見をお願いいたし

ます。益子委員、どうぞ。 

【益子委員】  これはもう既に工事が終わっている案件ですね。 

【事務局】  はい。 

【益子委員】  結局大きく変わったところというのは、125Ａのケーシング管が当初の 3

40 メートルから 395 メートル、要するに深くなったと。 

【事務局】  はい。 

【益子委員】  ここはストレーナーは入ってないということですね。 

【事務局】  はい。 

【益子委員】  当初予定は 340 メートル以深が裸孔で、ここが温泉採取と当初は考えて

いた。それが実態としては、395 メートルよりも深いところになったということですよね。

ですから、全体としては、温泉採取そのものの長さ、深さは当初計画よりも全体としては

深くなっていたということでよろしいですね。浅いところからとったということではなく

て。要するに、 初からとろうとしていた深度の中に入っているということですよね。 

【事務局】  はい。 

【益子委員】  とすれば、大きな問題はないと私は思いますけれど。 

【内田委員】  参考までに聞きたいんですけど、この深度、そう深度が変わらない場合、

ケーシング管だけの延長でも申請に該当するんですか。 

普通、常識的に考えると、工事屋さんがまずいって言えば、そこまでケーシング管をお

ろす、中で押し出されてきて困るんで、だからこの場合、許可まで要るのかなと。 

工事の中、当然ケーシング管は何メートルというのが事前申請にはあるんでしょうけど

ね。その辺が要るのかどうかというの、ちょっと伺っておきたいです。 

【事務局】  平成 23 年のときにも同様な事例がありまして、ただ、そのときは口径が申

請よりも細くなっていたので、変更として取り扱いをさせていただきました。ただ、今回
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としましては、口径が申請よりも拡大しているということだったので、後からにはなりま

したけれども、増掘の申請をするように指導いたしました。 

【益子委員】  私も内田委員と考え方は同じなんですけども、要は全体の計画の中で、

掘削深度は変わらないよということの中で、ケーシングの位置というのは、いろんな状況

の中で、その場その場で判断するものですんで、要は申請が必要かどうかということでは

なくて、僕の場合は、申請はこれだったけども、実際はこういう状態になったということ

の報告でもいいのかなと思いますけども。 

 例えば、600 メートルより深くしたということであれば、明らかに増掘ですし、あと掘

削径の 100 ミリのところがその辺が変わったということであれば、増掘ということになっ

てくると思いますので、それは申請が必要かもしれません。今回は全体の計画がほとんど

変わってなくて、それぞれのケーシングの位置が若干違っているということだけでござい

ますから、大きな変更ということではないと思いますので、ここまで申請をさせる必要は

ないのかなというふうに思います。 

 ただ、これどういうふうな形をとるか、事務局のほうでしっかりとスタンスを決めてお

いていただければいいのかなと思いますけれどもね。 

【東堂部会長】  規則の明記はされているの、今のあたりの話は。 

【事務局】  ちょっと今お手元の資料のほうには温泉法についてつけてないんですけれ

ども、温泉法の逐条解説に「口径拡大をさせる場合には」という文言が入っております。 

【東堂部会長】  わかりました。もう一度、その辺を確認してもらって、今のご意見も

参考にして整理をしておいていただくということでよろしいですね。そういう対応をした

いと思いますが。 

【鈴木委員】  私、数年前に掘削したときに、ちょっとした工事の変更でどこまでの申

請が必要かといって、今回の場合は、事務局のほうである程度柔軟に対応してくださった

んで、これでよかったんですけど、本来、申請を出すとなると、この許可が必要で、許可

をとるためには審議会にかけなければいけない。だから、それまで工事を待てみたいこと

になると。今回の担当の方はそれでよかったけども、これが変わられた場合に、じゃあ、

次回の審議会は待ちなさいって言う担当者がいた場合、非常に工事のほうが大変なことに

なってしまう。ですから、そのあたりは、このまま大体進めていいよということは、これ

は事後報告でいい事案に回してもらえるという、何か決まりをつくっておいた方がいいん

じゃないかと思います。 



 -13-

【東堂部会長】  事後申請、事前にその話もしたんですけれども、そういう課題は含ん

でいることは事実なものですから、そこのところも含んで、どういう形で処理した方がい

いのかわからないけど、一応整理整頓していただいて、また次回でも結構ですので、報告

をしていただくということにしたいと思います。 

【事務局】  次回の温泉部会につきまして、整理も一定しましてご報告をさせていただ

きます。 

【東堂部会長】  お願いいたします。 

 そのほか、どうでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、ご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】  異議もございませんので、そのように決定いたします。 

 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

て審議をいたします。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一括してご説明させていただきます。 

 まず、第６号議案です。議案書の 31 ページをごらんください。 

 申請者は、神奈川県横須賀市の大川温水会会長、●●●●です。 

 設置場所は、第５号議案と同様に、賀茂郡東伊豆町大川で準保護地域です。 

 具体的な位置については、議案書の 32、33 ページをごらんください。伊豆大川駅から南

西へ約 1.1 キロメートルのところです。 

 議案書の 31 ページにお戻りください。申請の理由ですが、第５号議案でご説明いたしま

した平成 29 年１月 26 日付で掘削許可された替掘り工事中に岩盤の崩落のため増掘した案

件であり、既に増掘が終了しているため、新たな動力を設置するものです。 

 利用の目的ですが、周辺別荘地の住宅に供給するものです。 

 申請の内容ですが、議案書 34 ページをごらんください。11 キロワットのエアリフトポ

ンプのエア管を 396 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。 

 31 ページをごらんください。申請地付近の状況ですが、付近の状況の欄のとおり、200
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メートル以内に利用源泉はありません。 

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

れております。 

 もとの源泉が修繕不能となった時点から約１年経過しており、別荘地への給湯を早期に

再開したいと望んでいることから、第５号議案の増掘申請と同時ではありますが、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 36 ページをごらんください。 

 申請者は、賀茂郡東伊豆町の奈良本共有財産管理委員会委員長、●●●●です。 

 掘削場所は、賀茂郡東伊豆町奈良本で保護地域です。 

 具体的な位置については、議案書の 38、39 ページをごらんください。伊豆熱川駅から南

東へ約 300 メートルのところです。 

 議案書の 36 ページにお戻りください。申請理由ですが、昭和 10 年７月 31 日付で掘削許

可された源泉において、自噴が停止したため、新たに動力を設置するものです。 

 利用の目的ですが、源泉横にある既存宿泊施設の大浴場に供給するものです。 

 申請内容ですが、議案書 40 ページをごらんください。3.7 キロワットのエアリフトポン

プのエア管を 100 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 37 ページをごらんください。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があり、全ての源泉管理者から同意がとれています。 

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

れております。 

 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、第８号議案です。議案書の 42 ページをごらんください。 

 申請者は、熱海市林ガ丘町の晴光荘温泉組合理事長、●●●●です。 

 掘削場所は、熱海市林ガ丘町で保護地域です。 

 具体的な位置については、議案書の 44、45 ページをごらんください。ＪＲ熱海駅から西

北西へ約 400 メートルのところです。 

 議案書の 42 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。 
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 利用の目的ですが、組合員に供給するものです。 

 申請内容ですが、議案書 42 ページをごらんください。5.5 キロワットの水中ポンプを地

表下約 204.7 メートルの位置に設置し、過去５年間の揚湯試験結果の平均値として、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、43 ページをごらんください。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おります。 

 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。 

 以上です。 

【東堂部会長】  ご苦労さまでした。 

 ただいま、事務局から議案の説明がありましたが、委員の皆様のご意見をお願いいたし

ます。 

【益子委員】  ３件とも異論はございませんが、ちょっと教えてください。地目が書い

てないのと鉱泉地と明記されているものがありますけども、これの意味って、どういうこ

となのか。 

 それから、 初の許可申請のところ、これは大川温水会ですか。完成図を見ますと、注

水管Φ15Ａというのが入っていますが、これの注水管の意味を教えてください。 

 それと、これ注水をずっと続けていて汲み上げた場合に、これは温泉使用、組合員とい

うことなので、別荘とは関係ないのかもしれないんですが、もしこれがホテル等に供する

場合、加水表示が必要になるのか、ならないのか、これを教えてください。 

 あと、議案の７番でございますが、自噴が停止したため、エアリフトを装置するという

ことでございますけれども、これ、いつ自噴が停止したのか。そして、それを揚湯するこ

とによって、付近源泉に影響が出ないのか。組合の意見は異議なしという形にはなってお

りますけれども、そういう影響問題はないのか。その辺のところをちょっと教えてくださ

い。 

【事務局】  地目に関しまして、動力の設置に関しては、土地の登記簿謄本がついてい

る場合には地目を記載させていただき、特についていない場合には地目を記入しておりま

せん。なので、そちらの違いというのは、その申請に登記簿がついてきたかどうかの違い

になります。 



 -16-

 それから２つ目について、第６号議案の 34 ページの注水管についてなんですけれども、

こちらの源泉について、温度が高い温泉が揚湯できるということなので、そちらについて、

管が傷まないようにだったり、スケール防止だったりのために、注水管を設置しておりま

す。この場合に、加水表示が必要かどうかということなんですけれども… 

【益子委員】  今回の場合は多分別荘地なんで問題にならないと思います。これがもし

ホテル等への供給の場合には、当然問題になるかなと思ったんですけど。そういった事例

はあまりないかもしれない。もし分からないんでしたら、またお調べいただければ結構で

す。 

【事務局】  はい、わかりました。こちらの加水表示については、次回の審議会でご説

明させていただきます。 

 それから３つ目なんですけれども、第７号議案の元自噴泉が自噴停止したため、ポンプ

により揚湯する件なんですけれども、こちらについては、もともと１年半、２年ほど前ま

で自噴しておりました。ただ、スケール等の問題で、揚湯している上部がちょっと細くな

ってきてしまったこともありまして、業者委託で修繕を試みたんですけれども、そのとき

に行った工事の中で、源泉の水脈の部分がちょっとふさがってしまったのかもしれないと

いうお話もありましたが、詳細な部分についてというか、正直なところは何とも言えない

という現状であります。 

 ただ、揚湯試験により既に汲み上げているんですが、周囲の源泉については、今のとこ

ろ変動がありませんので、今後のこの揚湯の中で様子を確認していこうかと考えておりま

す。 

【益子委員】  わかりました。 

 で、ひょっとしたら、もともと自噴する地帯でございますんで、エアリフトで揚湯を誘

導すると、そのままコンプレッサーで送らなくても自噴が始まる可能性もあるので、その

辺をちょっと見ていただけたらと思います。 

【定居委員】  該当する場所は、確かに以前は自噴していたんですね。それで旅館が営

業停止ということで潰れたんで、３年か４年ぐらいは、お湯は出てたんですけれども、ほ

とんど支障がないと。この熱川地区というのは、大体１カ月か２カ月に一遍、揚湯管を掃

除しないと温度が高くて止まっちゃうんですね。ほとんどの源泉がそういう状態なんです。

それで今まで休んでいたものですから、再度、使用しようというような形にしたんですけ

れども、結局手入れが悪くてとまっちゃったということで、繰り返したわけなんですけど
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も、どうも長く砂だとか、そういう不純物が詰まって上がってこないということで、機械

を入れるということになったようです。 

【益子委員】  影響があまりないということでございますんで、よろしいと思います。 

【東堂部会長】  そのほか、どうでしょうか。 

【内田委員】  ちょっと参考までに聞きたいんですけど、静岡県の温泉で、注水をやっ

ている、実際やっているという温泉、初めて聞いたんですけど、この注水管というのは。

参考までに、もし他にあれば、教えてください。もしわかっておられるあれで結構です。

わからなければわからなくても。ちょっとおもしろいやり方で、聞いたこともないやり方

なんで。確かにこの温度ですと、かなり管が傷むんですけどね。揚湯量がこれ、多分注水

後の揚湯量だと思うんですね。かなり出てるんで。その辺の、そういう事例がほかにある

のかどうかというのがわかれば、教えていただきたい。 

【事務局】  具体的にどこかというと、すぐ出てこないんですけれども、賀茂地区です

と幾つか注水しているところは実際にあります。理由としましては、今、内田委員が言わ

れたように、管の傷みを防止するためという意味合いがあるようなんですけれども、どれ

ぐらいの量を入れているかとか、ちょっとそこまでは把握していないません。 

【内田委員】  ああ、そうですか。ありがとうございます、あるんですね。 

【事務局】  そういったやり方もあるということを伺っております。 

【益子委員】  補足で。多分スケール防止が主だと思います。静岡県ばかりじゃなくて、

幾つか温度の高いところで、スケールがつきやすいようなところの高温泉に、水を入れて

もそれほど大きな問題は起きなければ、スケール防止ということで温度を下げたりという

ようなのが一番手っ取り早いんで。多いと言っていいかどうかわかりませんけれども、い

ろんなところ行くと、ときたま見られると言うことはできます。 

 ただ、加水しているかどうかは、僕よくわからなくて。それでどうのこうのではなくて、

どういうふうな処置をしているのかをちょっと聞きたかっただけでございます。特にエア

リフトの場合ですけれども、ポンプの場合なんかは、温度が高くなるとモーター焼けちゃ

うんで、水を入れて、モーター部分を冷やしながらというのは結構何個もありますよね。 

【内田委員】  ありがとうございます。 

【東堂部会長】  その他、どうでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、ご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。 

 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は、申請どおり許可す
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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】  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。 

 以上をもちまして、本日、知事から意見を求められた議案の審議は全て終了しました。 

 

―― 了 ―― 

 


