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平成 30 年度 第２回静岡県環境審議会温泉部会 

 

１ 日 時     平成 30 年 11 月 12 日（月） 午後１時 30 分から２時 18 分まで 

 

２ 場 所     県庁本館４階議会第７委員会室（静岡市葵区追手町９－６） 

 

３ 出席者 

 (1) 委 員     10 人 

       鈴木(智)委員（部会長）、木村委員、稲葉委員、内田委員、河野 

委員、定居委員、鈴木(基)委員、益子委員、望月委員、山本委

員 

         

 (2) 事務局  ９人 

       長岡生活衛生局長、森衛生課長、漆畑衛生課技監、 

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 

動力装置許可申請について、事務局が第１号議案から第５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３０年度第２回静岡県環境審議会温泉部会を開催いたし

ます。 

 初めに、本日の会議の出席状況についてご報告いたします。本日は、１０名全ての委員

の皆様に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、議事に先立ちまして、長岡生活衛生局長よりご挨拶を申し上げます。 

【生活衛生局長】  ＜挨拶＞ 
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【事務局】  ただいまの局長の挨拶にもありましたとおり、８月に委員の改選が行われ

まして、今回の部会から新たにお二人の方々にご就任いただきました。 

 初めに、静岡大学教授でいらっしゃいます木村浩之委員でございます。 

【木村委員】  静岡大学の木村です。よろしくお願いします。 

【事務局】  続きまして、伊豆温泉組合理事でいらっしゃいます河野貢委員でございま

す。 

【河野委員】  伊豆温泉組合の河野です。よろしくお願いします。 

【事務局】  よろしくお願いいたします。 

 そのほかの委員の皆様におかれましては、前回から引き続きお願いしておりますので、

改めてのご紹介は省略させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 次に、部会運営規程第３条により、部会長及び副部会長を互選により選任することとさ

れております。 

 まず、部会長の選任につきましてですが、ご推薦をお願いいたしたいと思います。 

【定居委員】  私は、定居と申します。推薦ということで、鈴木智委員にぜひお願いし

たいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

【事務局】  ただいま鈴木智委員を部会長にとのご推薦がありました。いかがでしょう

か。 

（「異議なし」の声あり） 

【事務局】  ありがとうございます。それでは、鈴木智委員に部会長をお願いいたしま

す。 

 次に、副部会長の選任についてでございます。それでは、ご推薦をお願いいたします。 

【山本委員】  木村委員にお願いしたらいかがですか。 

【事務局】  ありがとうございます。ただいま木村委員を副部会長ということでご推薦

がありました。いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【事務局】  ありがとうございます。それでは、木村委員に副部会長をお願いいたしま

す。 

 温泉部会運営規程第４条第１項により、部会長が議長を務めることとなっておりますの

で、鈴木部会長には議長席に、木村副部会長には副部会長席にご着席をお願いします。 

【事務局】  以降の議事進行につきましては、議長にお願いしたいと思います。では、
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ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

【部会長】  それでは、これより審議に入りたいと思います。 

 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号から第５号議案の温泉法

に基づく動力装置許可申請の５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。 

 動力装置許可申請につきましては、第１号から第５号議案までの５件について、一括し

て審議いたします。 

 それでは、事務局の説明をお願いいたします。 

【事務局】  動力装置許可申請について、１号議案から５号議案まで、一括してご説明

します。 

 まず、第１号議案です。議案書の３ページをごらんください。 

 申請者は、下田市横川の●●●●です。 

 掘削場所は、下田市横川で準保護地域です。具体的な位置については、議案書の４から

５ページをごらんください。稲梓駅から西へ約４キロメートルのところです。 

 議案書の３ページにお戻りください。申請理由ですが、大正１５年１２月６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、隣接する共同浴場に供給するものです。 

 申請内容ですが、議案書６ページをごらんください。０.４キロワットのホームポンプの

揚湯管を６.３５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３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、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、地元の下田温泉組合から異議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、第２号議案です。議案書の８ページをごらんください。 

 申請者は、賀茂郡河津町谷津の●●●●です。 

 掘削場所は、賀茂郡河津町谷津で保護地域です。具体的な位置については、議案書９ペ

ージから１０ページをごらんください。河津駅から西南西へ約１.４キロメートルのところ

です。 
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 議案書の８ページにお戻りください。申請理由ですが、現在設置されている動力を変更

するものです。 

 利用の目的ですが、自宅の風呂に供給するものです。 

 申請内容ですが、議案書１１ページをごらんください。０.２５キロワットのホームポン

プの揚湯管を４５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。 

 議案書８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、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、地元の河津温泉組合から異議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、３号議案です。議案書の１２ページをごらんください。 

 申請者は、東京都目黒区目黒本町の●●●●です。 

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

１３ページから１４ページをごらんください。片瀬白田駅から北西へ約４００メートルの

ところです。 

 議案書の１２ページにお戻りください。申請理由ですが、現在設置されている動力を変

更するものです。 

 利用の目的ですが、自宅の風呂に供給するものです。 

 申請内容ですが、議案書１５ページをごらんください。１.５キロワットのエアリフトポ

ンプのエアー管を地表下７２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。 

 議案書１２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、地元の熱川温泉組合から異議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、４号議案です。議案書の１６ページをごらんください。 

 申請者は、東京都新宿区西新宿の株式会社エフ・ジェー・ネクストです。 

 掘削場所は、伊東市川奈で準保護地域です。具体的な位置については、議案書の１７ペ
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ージから１８ページをごらんください。川奈駅から南東へ約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。申請理由ですが、掘削工事が完了した源泉に動

力を装置するものです。 

 利用の目的ですが、既存宿泊施設の浴用に供給するものです。 

 申請内容ですが、議案書の１９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１７７.４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。 

 議案書１６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、地元の伊東温泉組合から異議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、第５号議案です。議案書の２０ページをごらんください。 

 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２１

ページから２２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２０ページにお戻りください。申請理由ですが、掘削工事が完了した源泉に動

力を装置するものです。 

 利用の目的ですが、建設中の入浴施設大浴場に供給するものです。 

 申請内容ですが、議案書２３ページをごらんください。７.５キロワットの水中ポンプを

地表下４４５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。 

 議案書２０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メートル以内に利用源泉はありません。 

 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。 

【部会長】  ありがとうございました。それでは、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】  １号から３号について、まず確認したいことがございます。この３つに
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つきましては、既存源泉への動力装置の設置ということで、大きな問題はないかなという

ふうには理解しておりますけれども、幾つか確認をさせてください。 

 １号につきましては、隣接する共同浴場に供給するというふうに書かれているんですけ

れども、これまではこの共同浴場は、温泉なしということなんでしょうか。それを、温泉

ありに変えられる意味でよろしいでしょうか。 

【事務局】  これまでも温泉を使っていた共同浴場にはなりますが、自噴が停止したた

めに動力を設置して、そこでまた継続して温泉を使うという施設になります。 

【益子委員】  とすると、自噴が停止したのは最近ですか。近くにはホームポンプでく

んでいるところがまだあるようなんですけれども。全体として水位がそれほど深くなくて、

自噴するかしないかぐらいのところでおさまっていて、そこでもってホームポンプをつけ

てくみ上げるということであれば、あまり揚湯量も多くないと思いますので、過剰採取に

はつながらないとは思いますけれども、全体として水位が低下して、これも数年ぐらいで

自噴が停止したというような状況だと、やはり注意しなければいけないかなと思いまして

質問させてもらいました。その点、いかがでしょう。 

【事務局】  自噴がとまった時期については、正確な時期はわかりません。 

【益子委員】  いずれにしましても、注意していただいたほうがいいのかもしれません。

ホームポンプということで、そんなに水位を下げられるポンプではございませんので、す

ぐに過剰揚湯、過剰採取になるというおそれは非常に小さいと思いますけれども、それに

注意していただければありがたいなと思っております。 

 あと、２号については、皆さんも見ていただければわかると思うんですが、以前の動力

が揚湯管５.４メートルで入っているのを、今回４５メートルと非常に深くするということ

で、その理由というのは皆さんあまり承知していらっしゃらないかもしれないんですけれ

ども、この新しいやつはジェットポンプというタイプのもので、２０メートルぐらいまで

水位を下げてくめるんですね。普通のポンプだと大体数メートルが限界なんですけれども、

このポンプだと２０メートル近くまで水位が下げられるということになりますので。ここ

も自家用ということで、あまり大きな問題は生じないと思いますけれども、そういった特

徴のあるポンプが申請されているということを理解しておいていただかないといけないか

なということです。 

 あと、３号についてですが、これも自家用ということではございます。ただ、これもエ

アー管の長さが、今までは３３メートル、今回の申請が７２メートル。この意味するとこ
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ろというのは、結局水位を余計に下げられるという意図になります。ですので、これまた

十分注意していただかないといけないかなと思います。 

 こういう状態に至ったのか、至ってないのかわかりませんけれども、３３メートルで十

分ゆとりある揚湯ができていたのか、最近くみ上げがうまくいかなくなったという状況に

なってくると、全体として水位が落ちているという可能性もありますので、この辺は十分

に注意していただかないといけないかなということを、注意喚起として申し上げておきた

いと思います。これも自家用利用ということで、それほど大きなくみ上げはしないだろう

と解釈いたしますので大丈夫だと思いますけれども、その辺を注意していただきたいなと

いうことです。１、２、３号については、そういう意味では注意は必要ですけれども、問

題はないという感じがいたします。 

 あと、４号なんですけれども、この●●リットルというのは、許可量とみなしていいん

でしょうか。それとも、あくまで申告に基づく揚湯量ということで、制約はあまりないん

でしょうか。なぜかといいますと、このポンプは結構大きく感じるんです。●●リットル

をくむには少し大きな動力かなと思いましたので、この●●リットル毎分がもし許可量と

いうことであれば、別に大きなものをつけていただいても一向に構いません。許可量の範

囲の中でくんでいただければ、一向に構いませんので。ただ、そうじゃないとなると、こ

ういった場所で●●リットルの申請をして、もう少しくみ上げるのではないかというおそ

れがありましたので、このあたりも気をつけていただきたいなというところです。 

 ５号もこれは周辺に温泉のないところで、ある意味、影響の問題というのは生じないと

ころだと思いますけれども、いかんせん見た目で見ても揚湯量がすごく少ないんですよね、

●●リットル毎分。ポンプの設置深度が４４５メートルという非常に深いところになりま

す。これは海の近くということもございますので、これだけ深くポンプを設置してわずか

しかくめない、こういった状況の中で、水質的、あるいは温度的に安定した揚湯が行える

のかどうか、このあたりは少し心配なところがございます。●●度ということで温泉の基

準はクリアしていますから、これそのものが問題あるということではもちろんございませ

んけれども、無理無理のくみ上げで、いわゆる塩水化を起こしたり、温度が下がったりと

いったことがないように注意する必要がございますので、このあたりの試験結果というの

をざっくり教えていただけないかなと思うんですけど、動水位がどのぐらいで、量が大体

どのぐらいくめたのか。正直申し上げると、あまり優良な源泉ではないというのは想像が

つきますけれど。 
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【事務局】  １号、２号、３号につきましては、これについては過去から利用されてい

た源泉ということもありますので、連続揚湯試験の結果ですとかいうデータ的なものが手

持ちにございません。揚湯量の成分分析結果ですか、ああいう揚湯量の検査によってそこ

から導き出した結果の数字になります。 

 あと、加えて言えば、河津町ですとか東伊豆町の温泉実態調査、ちょっと広いエリアに

なりますので、個別源泉についてというご回答にはならないのかもしれませんが、全体の

水位を見ましても、それほど揚湯量とか水位の変化がないということがありますので、そ

れにつきましても、今お話あった各パイプを下げたということについてはポンプの仕様の

関係なのか、理由というのがちょっとわかりませんけど、枯渇ではないと私どもは判断し

ておりますので、引き続き経過観察といいますか、実態調査を含めて見ていきたいと思い

ます。 

 ４号のものにつきましては、これは温泉掘削許可の基準につきまして、地域ごとの実情

により適当と認められる範囲ということで数式がございまして、その範囲の中でやってい

ただけるということで判断しております。 

 ５号につきましては、先ほどのデータですけど、ここに示しました５号が毎分●●リッ

トルの揚湯量を申請で出しておりますけど、この連続揚湯試験をこちらついてはやってお

りまして、その動水位が４１１から１２ぐらいということになります。そのため、安定す

る水位として若干多目に考えて４４５メートルということで申請されたものだと思います。 

【益子委員】  すいません、先ほどの静水位は何メートルですか。５号の静水位。 

【事務局】  ゼロです。 

【益子委員】  非常に出の悪い温泉だと思います。多分少量自噴して、水位を思いっ切

り下げてもあまり量が増えない、そういったタイプだと思いますけれども、でも、大事に

使っていただければいいなと思います。 

 あと、すいません、先ほどの実態調査の話で、ちょっと私、何回かもう出ていて言いそ

びれたところがあるんですけれども、実態調査で一番必要なのは、実を言うと水位、どう

動いているかの推移ではなくて、温泉の水位ですね。実際のところ量があまり変わらない

よと一見見られても、水位がその間、徐々に徐々に下がっているという状況がもしあると

すれば、これはくみ過ぎということになりますので、どこかで水位を把握しておく必要が

あるのではないかなと思います。もちろん自噴の場合には水位というのは自噴量そのもの

で動きますから、南伊豆その他は無理ですけれども、ほかのところではできれば水位をど
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う監視し、データを収集するか、それを考えていただいたほうがいいかなと思います。 

 私の知っている限りで伊豆長岡のほうは、あそこは温度がほとんど変わらない状態で水

位がものすごく落ちたんですね。ほかのところなんかは逆に水位はあまり落ちないんだけ

れども、海岸の近くなんかですと、逆に海水を引き込んで水位が安定してしまって、温度

が下がっていくと。いろんなパターンがありますので、温度、量、水位、それから電気伝

導率、ほんとうは成分なんですけれども、成分はちょくちょく分析するわけにはいきませ

んけれども、電気伝導率というのは測定器がありますので、その４つは何か見ていただき

たいなと思います。 

 枯渇化の状況で申し上げますと、例えば先ほど言った他水系の水が入ってきたときにど

う変化するかというと、多分温度は若干タイムラグがあります。電気伝導率、要するに成

分のほうはあまりタイムラグなく入ってくる可能性、なぜかというと、地盤の中で温度が

ある程度ありますので、冷たい水を出してもぬくめられるということがございますので、

それ以上入ってくると温度が下がってくるということになって、やっぱり温度と揚湯量だ

けでは少し不満かなと。先ほど言った他水系が入ってきて温度が変わるところだったらす

ぐにわかるんですけれども、伊豆長岡みたいなところだとわかりませんので、ぜひ水位の

ほうは把握していただければありがたいと思います。 

 ちなみに申し上げますと、昨年から今年にかけて修善寺温泉のデータを整理させてもら

ったんですけれども、あそこでも過去１０年ぐらいの、一時期水位が若干下がりました。

少し量が多くなって水位が少し落ちたんですね。また量を減らしたことで持ち直しをして

いるので、水位というのは温泉の資源動向を見るのに一番いい指標ですので、やっている

ところもあればやっていないところもありますけれども、やっているところについてはな

るべくデータを集めることをしていただければありがたいと思います。 

 すいません、長くなりましたけど。 

【部会長】  もし今ので何か。特にございませんか。 

【事務局】  ご意見ありがとうございます。今後、検討したいと思います。 

【内田委員】  水位計測となると、これは素人では無理なので、エアー管と揚湯管を変

えるときに調べるしかないので、管を裸にした。ですから、これは業者に変えるときに必

ず測定をあわせて頼むしかない、普通のときに調べるといったって全然調べられないので。 

【益子委員】  エアリフトでは、はかれません。ですので、先ほど内田さんおっしゃる

ように、とめたときに実際にはかるということをしなければいけません。ただ、水中ポン
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プを対応しているところだとはかれるんですね。ただ、深いところだと水位計が落ちてい

かないということもあるので、できれば水位計を入れてもらえば直読できますので。 

【内田委員】  熱海の熱いところはほとんどエアリフトなので。 

【益子委員】  正直高温のところというのは水中ポンプはなかなか対応できないので、

大体エアリフトになります。４号議案の状態を見ていると、ケーシングがあって揚湯管が

中に入っているんです。ただ、ここの場合はクリアランスがすごく少ないので、水位計が

多分入りませんけれども、多少クリアランスがあれば水位計が入る余地はあるかもしれな

いです。ただ、源泉によってはかれるところ、はかれないところがあるかもしれないです。 

【定居委員】  泉質のいいところは意外とエアリフトでも、それから水中ポンプでも故

障はないんですね。そうすると、なかなかはかれないですよねというのが１つ。それから、

泉質が悪いといったら非常にあれなんですけど、塩分が相当多かったり、硫黄だとか、い

ろんなもろもろの成分があるところは必ず短い期間にポンプが壊れるんですね、現実は。

そういうときははかれるということはできると思うんですけど、ただ、頻繁にはなかなか

無理かなと思います。 

【益子委員】  確かに水位計が一番問題あるんですよ。地上に設置する流量計だとか温

度計というのはほとんど故障はないんですけれども、源泉の中に入れる水位計というのは

結構だめになります、正直申し上げて。我々が今使っているのは、いろいろセンサーが入

っているものを中に入れるんじゃなくて、チューブだけ入れまして、要するにエアリフト

と同じです。そこに空気を吹き込んで、チューブの中に入っているお湯を押し出すのに必

要な圧力が水柱高になるので、それで見るケースが一番手っ取り早いかなと。少しラフで

すけれども、結構傾向は見られます。おっしゃるとおり、成分の濃い、温度の高いものに

ついては水位はかなり難しいというのが実際の事実です。 

【部会長】  ほか、いかがでしょうか。お願いします。 

【木村委員】  今回初めてなので、全体の情報が拾えてないのかもしれないですけれど

も、１号から４号までについては伊豆半島なので特に問題ないと思うんですけど、５号議

案に関してはガスの発生みたいなものはないのかなと。これは安全利用の面でちょっと気

をつけないといけないことで、もしガスの発生なんかがあるんだったら、例えばガスセパ

レーターみたいなのをちゃんとつけて、そういう指導をちゃんとしていかなきゃいけない

かなと思うんですけど、その辺の情報については何かありますか。 

【事務局】  ガスの発生は少ないのですが、発生はしていますので、動力装置許可の後
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に、可燃性天然ガスの採取許可のときに、ガスセパレーターとかいうガス対策を講じる予

定でおります。 

【木村委員】  大体何％ぐらい例えばガスの中にメタンがどれぐらいとかいう情報はあ

るんですか。 

【事務局】  今、手元の資料にはありませんので、細かくはお伝えできないんですけれ

ども、ガス自体の量は少なく、ただ、メタンの濃度は濃いという状況です。 

【木村委員】  それは結構危ないパターンなので、注意したほうがいいのかなという気

はしているんですけど、よろしくお願いします。 

【事務局】  ありがとうございます。 

【益子委員】  ガス組成はあまりはかっていないと思います。温泉法の中ではメタンガ

スの濃度を測定しなさいというのがあって、それをはかっていますので、ガス組成で例え

ばメタンが何％、窒素が何％というのは多分やっていないかもしれない。 

【木村委員】  メタンの濃度については情報はあると。 

【益子委員】  温泉法の中で測定義務がありますので、多分そういう限界以上あるんで

しょうと思います。 

【木村委員】  ただ、あれですよね。現場ではかるような、消防士さんが持っている、

ああいうセンサーを持っていってはかるような感じですかね。 

【益子委員】  規定以上あればそういう測定を結構細かくやって記録に残しなさいとい

う形には多分なっているはず。 

【部会長】  すいません、１点だけ。素人の質問なんですが、今あった５番なんですけ

れども、これは１分間で●●リットル、しかも●●度です、温度は。逆に、当然これだけ

じゃ足らないと思うんですね。私の地元になりますけど、いわゆるスーパー銭湯的なもの

をつくろうという話だったと思うので、多分これだけじゃ足らない。おそらく、ですから、

当然お湯を沸かすなり、あるいはいわゆる上水か何か沸かしてやるんでしょうけど、それ

でもあえて掘るというのは、すいません、余計な質問かもしれませんが、どういうことな

んだろうと。ここで質問することではないかもしれませんが。 

【事務局】  業者から聞いている話では、やはり温泉というのをどうしても使いたいと

いう話でして、あと、かけ流しというのはなかなか難しいと思いますので、使うお風呂の

槽を限定して、露天風呂だけにするですとか、循環といって、ろ過器を通していろいろご

み取りをしたようなお湯を循環利用して使うことで、実際の温泉の使用量は抑えられると



 -12-

いう技術がありますので、そういった方法で使用していくと聞いております。 

【部会長】  わかりました。ありがとうございます。 

【益子委員】  加水加温はするんですよね。 

【事務局】  加水加温はすると聞いています。 

【益子委員】  だから、その辺は当然ちゃんとした表示をしていただくことになると思

いますし、あと、よく言われるおちょこ１杯温泉というのはぜひ避けていただきたいとい

うのが希望でございまして、今言ったように、露天風呂なら露天風呂だけをするとか、決

して過大な表示にならないような、そういう使い方を指導してもらったほうがいいかなと

思いますので、よく言われるおちょこ１杯温泉というのをだめという規定がないものです

から、混合率は全く規定がないので、そこは問題ないと。 

【部会長】  じゃ、こういうふうにちょっとだけでも掘って入れていれば、温泉と名乗

っても全然……。 

【益子委員】  多分、名乗れるということになりますので。だから、それがいわゆる表

示の規定でありまして。 

【部会長】  そうですよね。そこはしっかり気をつけていただいて。 

 ほかはいかがでしょうか。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、採決に移らせていただいてもよろしいで

しょうか。 

（「はい」の声あり） 

【部会長】  では、事務局から説明のあった第１号議案から第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たいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【部会長】  ありがとうございます。では、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いたしました。ご協力ありが

とうございました。 

 

―― 了 ―― 


