
 -1-

令和元年度 第３回静岡県環境審議会温泉部会 

 

１ 日 時     令和２年２月６日（木） 午後１時 30 分から２時 25 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     ８人 

深澤委員（部会長）、木村委員、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 

       長岡生活衛生局長、森衛生課長、漆畑衛生課技監、 

井手生活衛生班長、稲葉主任 

熱海保健所、中部保健所、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、動力装置許可申請について、事務局が第５号議案から第７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】  ただいまから令和元年度第３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きましてご報告いたします。本日は１０名の委員の

うち、８名の委員の皆様方にご出席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、本日の温泉部会が成立しておりますことを報告いたします。 

 以降の議事につきましては、温泉部会規定の第４条により、深澤陽一部会長に議長をお
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願いいたします。 

 それでは部会長、よろしくお願いいたします。 

【深澤部会長】  はい。よろしくお願いします。 

 早速ですけども、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号議案から第７号議案の動力装置許可申請が３件の、合計７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。お願いしま

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。 

 申請者は熱海市中央町の熱海市です。掘削場所は熱海市下多賀で、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ページを御覧ください。ＪＲ網代駅から東

へ約１５０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。関係法令については、特にありません。 

 申請の目的ですが、代替掘削を行い、各給湯世帯に供給するものです。 

 掘削の内容ですが、議案書８ページの孔柱図を御覧ください。掘削深度は４９０メート

ル。 終口径は１００Ａとなります。 

 議案書４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が２

本あり、全ての源泉管理者の同意が取れています。 

 熱海市からの意見につきましては、熱海市景観条例に関連する場合は手続きが必要であ

るとのことでした。 

 地元との調整についてですが、地元の熱海温泉組合から、意義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。 

 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。 
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 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。 

【深澤部会長】  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。 

【内田委員】  行政よりの申請でございますので、行政の場合は緩い条項もありますの

で、行政の場合にはそのまま認めております。過去からそのようになっています。 

【深澤部会長】  ありがとうございます。そのほか。はい、益子委員。 

【益子委員】  私は問題ないと思います。ちょっと確認なんですけれども、８ページで

水中モーターポンプの型式まで出ている。これはまだですよね。 

【深澤部会長】  はい、事務局。 

【事務局】  あくまで計画のものをそのまま落とし込んでいただいた形になっておりま

すので、ポンプが掘削と同時に入るということはありません。 

【益子委員】  当然そうだと思います。 

 せっかく新たに掘りますので、まだ掘削の段階ではございますけれども、ぜひモニタリ

ングの関係をしっかりと設置していただくように、今の段階でお願いをしておきたいなと

いうふうに思います。 

【深澤部会長】  意見でよろしいですか。 

【益子委員】  ええ、結構です。 

【深澤部会長】  そのほか、ございますでしょうか。 

 よろしいですかね。分かりました。 

 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） 

【深澤部会長】  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。 

 次は第２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２号議案の掘削について御説明します。 

 議案書の９ページをお開きください。 

 申請者は熱海市中央町の熱海市です。掘削場所は熱海市西山町で、保護地域です。具体
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的な位置については、議案書の１０ページから１２ページを御覧ください。ＪＲ来宮駅か

ら北東へ約４００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。 

 関係法令については、特にありません。 

 申請の目的ですが、代替掘削を行い、市営温泉受湯者に供給するものです。 

 掘削の内容ですが、議案書１３ページの孔柱図を御覧ください。掘削深度は４８６メー

トル、 終口径は７５ミリメートルとなります。 

 議案書９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４

本あり、全ての源泉管理者の同意が取れています。 

 熱海市からの意見につきましては、熱海市景観条例に関連する場合は、手続きが必要で

あるとのことでした。 

 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、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のない

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。 

【深澤部会長】  ただいま事務局からの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】  これ、たしか相当高温の温泉ですよね。●●度近いやつだと思いますの

で、可燃性天然ガスに対する防止措置というか、それはしっかりしていらっしゃるんでし

ょうけれども、熱いがゆえの防腐対策も当然考えてもらわないといけないので、その辺は

重々お気をつけいただきたいなというふうに思います。 

 あと、もともと高温泉ですので、モニタリングはかなり難しいのは承知しております。

エアリフトになりますし、高温ですし、ダイレクトで揚湯量を量るということはできませ

んけれども、何らかの形で量を量ったり、それから、水位につきましては、揚湯管の外側

に、例えばエアチューブを入れて気泡式水位計で測るというようなこともできますので、



 -5-

そういったこともぜひ指導していただきたいなと思います。 

 今までエアリフトの源泉というのは水位の測定がほとんどできていないという状況でご

ざいますので、ぜひ、市がおやりになる事業でもございますので、何とか水位のほうも測

定していただけるようにお願いしたいと思います。揚湯管の中では絶対無理なので、揚湯

管とケーシング管の外側のところに対応してほしいということですね。 

 普通の圧力式水位計は多分、無理です。この温度だとまずもちません。ですので、別の

水位計で、精度がそれほど高くなくても結構なので、持続的に測れるものを考えてもらえ

ればありがたいというふうに思います。 

 これも意見でございます。 

【深澤部会長】  ほかにご意見ございますでしょうか。質問等ありますでしょうか。 

 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） 

【深澤部会長】  異議もございませんので、そのように決定いたします。 

 次は第３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。 

 申請者は熱海市中央町の熱海市です。 

 掘削場所は熱海市西山町で保護地域です。具体的な位置については、議案書の１５ペー

ジから１７ページを御覧ください。ＪＲ来宮駅から東北東へ約４００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。 

 掘削地は申請者の所有地です。また、掘削口から水平３メートル以内に隣接地を含みま

すが、借地として土地所有者から使用の承諾書を取得しております。 

 関係法令については、特にありません。 

 申請の目的ですが、代替掘削を行い、市営温泉として旅館などの浴用に供給するもので

す。 

 掘削の内容ですが、議案書１８ページの孔柱図を御覧ください。掘削深度は３００メー
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トル、 終口径は７５ミリメートルとなります。 

 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４

本あり、全ての源泉管理者の同意が取れています。 

 熱海市からの意見につきましては、熱海市景観条例、熱海市風致地区条例、及び宅地造

成等規制法に関連する場合は、手続きが必要であるとのことでした。 

 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。 

 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。 

【深澤部会長】  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】  基本的には第２号と同じことを申し上げておきます。 

 それと、ちょっと不思議に思ったのは、１号から３号が全て熱海市の発注に係る工事な

んですけれども、計画図が三者三様なんですね。その辺ってどうなるかなと思いました。 

【内田委員】  これ、もともとの担当のボーリング屋さんの図面でやっておりますので、

全部同じではないということ。 

【益子委員】  分かりました。元の井戸と全く同じにするということではないですよね。

深さと口径は一緒でしょうけれども、中身的には問題ないですよね。 

 申し上げたかったのは、３号だけ、第２段がＳＧＰになっているんです。ＳＴＰＧのほ

うがいいんじゃないかというのが僕の意見です。ＳＧＰは肉厚が薄いんです。ＳＴＰＧと

いうのは圧力配管用というので、大体ほかのほうを見ていると、２号が一番代表的なんで

すけれども、一番上の二重、三重になるところはＳＧＰなんですけど、その下は大体ＳＴ

ＰＧというやつを使っているんですよね。 

【内田委員】  ちょっと言ってみますけど、水道温泉課がございまして、そこのチェッ

クは当然かかっていると思うので、材質的なことはちょっと。 

【益子委員】  ごめんなさい。こうしろ、ああしろということではないんで。 
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【内田委員】  いやいや、でも、よりよい物があって、値段が変わらなければそのほう

がいいと思うので。 

【益子委員】  一般的には今、 終的なケーシング管はＳＴＰＧを使っていることが多

いんです。圧力配管用というやつです。 

【深澤部会長】  事務局のほうで、まず代替掘削の前と今回のが同じ形なのかどうかと、

今言った配管の材質の問題、２つ、もしお答えいただければ幸いです。分かる範囲で。 

 はい、事務局。 

【事務局】  替え掘り前のものと今回の替え掘り予定のものについて、掘削深度及び

終口径は、従前のもの以内にするよう指導しておりますので、そちらは変わらないんです

けれども、途中の深度につきましては、特にそこは前と同じにするようにということでは

ないので、変わっているものもございます。 

 それから、ケーシング管の素材についてなんですが、特にこちらからは指定をしていな

いものですから、これにしなければいけないというわけではないのですけれども、あくま

で口径とかその辺のことが許可に関わってくるところでございますので、変更等がある場

合には変更届が必要になると思います。 

【深澤部会長】  益子委員。 

【益子委員】  むしろＳＴＰＧのほうがいいのではないかなということで申し上げてい

るていでございますので、県のほうもこれでよろしいですかぐらいの話かなと。やっぱり

ちょっと、熱海の場合は結構温度も高いし塩化物泉でもあるし。 

【深澤部会長】  それはもつということですか。 

【益子委員】  多少は。肉厚が違うんです。もっと言えば、なるべく肉厚のものを使っ

てもらったほうがいいですけど。肉厚にするといっても、外径は変わりません。肉厚にす

ればするほど内径が細くなるんです。だから、外観自体は全く変わりません。別に、大き

く変わるとかではなくて、入れたのがＳＴＰＧで一向に構わないと思っているんですね。

出し直してとかいう意味ではございません。 

【内田委員】  おそらく前回の替え掘りが、４０年とか５０年前だと思うんです。だか

ら、材質等についても当然新しいのが出ますし、４０年前の書類をひっくり返して見ろと

いうのも多分大変だと思うので、多分、そこまでいっちゃうと。 

【益子委員】  いや、多分おっしゃるとおり井戸屋さんのほうがお作りいただいたもの

なんだろうと思うけど。 
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【内田委員】  これ、井戸屋が全部書いていますんで。 

【益子委員】  そうです。だから、逆に言えば熱海市サイドのほうで、これでいいのと

いうところですよね。それだけの話でございます。 

【深澤部会長】  わかりました。 

【内田委員】  ありがとうございました。一応、聞いておきます。 

【深澤部会長】  はい、事務局。 

【事務局】  素材につきましては、適切なときがありましたら、情報提供、行政からも

させていただきます。ただ、許認可事項ではないです。 

【益子委員】  ではないです。それは結構です。 

【事務局】  情報提供として、させていただきます。ありがとうございます。 

【内田委員】  ありがとうございました。 

【深澤部会長】  貴重な意見、ありがとうございました。 

 そのほか、ございませんでしょうか。 

 それでは、議案第３号につきまして、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） 

【深澤部会長】  異議もございませんので、そのように決定いたします。 

 次は第４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。 

 申請者は焼津市塩津の東海ガス株式会社です。 

 掘削場所は焼津市中港１丁目で、一般地域です。具体的な位置については、議案書の２

０ページから２２ページを御覧ください。ＪＲ焼津駅から東北東へ約５００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。 

 掘削地は借地であり、土地所有者からは使用の承諾書を取得しております。 

 関係法令については、特にありません。 
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 申請の目的ですが、新規掘削を行い、焼津市内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２３ページの孔柱図を御覧ください。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。 

 焼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。 

【深澤部会長】  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。 

 はい、木村委員。 

【木村委員】  これ、もともと焼津市がやっているんです。焼津黒潮温泉に関係してい

る井戸でして、もういい加減新しい井戸を造らないといけないということでこれが出てき

たというふうに認識しています。何でガス会社かといいますと、この地域はもともと鉱山

でして、掘れば多分確実にメタンが出てくる。 

【深澤部会長】  ありがとうございます。 

【木村委員】  もともとエアリフトじゃなくてガスリフトで揚げるということですね。

出てきたガスを入れてあげる。 

【益子委員】  ガスを入れてやる形ですか。それともガスの力では出てこないですか。

ガスの自噴ではできない。 

【木村委員】  高草１号はもともと自噴で上がっていたみたいなんですけど、だんだん

それも落ちてきたんで。 

【益子委員】  じゃあ、出てきたガスを１回入れてガスリフトですか。 

【木村委員】  はい。エアリフトをすると危ないので、当然ガスリフトでやるというこ

とです。 

【益子委員】  分かりました。 
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【深澤部会長】  そのほか、何かございますでしょうか。よろしいですかね。 

 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」という声） 

【深澤部会長】  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５号議

案から第７号議案までの３件について一括して審議いたします。 

 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、第５号議案から第７号議案まで一括してご説

明いたします。 

 第５号議案について、議案書の２４ページをお開きください。 

 申請者は熱海市中央町の熱海市です。 

 掘削場所は、熱海市上宿町で、保護地域です。具体的な位置については、議案書２６ペ

ージから２７ページを御覧ください。ＪＲ来宮駅から東へ約４００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。 

 申請の理由ですが、既存源泉の動力装置を変更するものです。 

 利用の目的ですが、市営温泉受湯者に温泉を供給するものです。 

 申請内容ですが、議案書２８ページから２９ページを御覧ください。 

 ７.５キロワットのエアリフトポンプのエア管を、２４６.５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２５ページを御覧ください。 

 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１

１本あり、１源泉を除く源泉管理者の同意が取れております。 

 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６号議案について、議案書の３０ページをお開きください。 

 申請者は大分県別府市大字南立石の株式会社杉乃井ホテルです。 
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 掘削場所は、熱海市東海岸町で、保護地域です。具体的な位置については、議案書の３

２ページから３３ページを御覧ください。ＪＲ熱海駅から南南西へ約７００メートルのと

ころです。 

 議案書３０ページにお戻りください。 

 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、既存宿泊施設に浴用として温泉を供給するものです。 

 申請内容ですが、議案書３４ページから３５ページを御覧ください。 

 ３.７キロワットのエアリフトポンプのエア管を１７６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３１ページを御覧ください。 

 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

１６本あり、７源泉を除く源泉管理者の同意が取れております。 

 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。 

 後に、第７号議案について、議案書の３６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、静岡市葵区常磐町で、一般地域です。具体的な位置については、議案書の

３７ページから３８ページを御覧ください。ＪＲ静岡駅から西へ約６５０メートルのとこ

ろです。 

 議案書の３６ページにお戻りください。 

 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、建設中のホテル、大浴場に温泉を供給するものです。 

 申請内容ですが、議案書３９ページを御覧ください。 

 １３.５キロワットの水中ポンプを地表下、６９３メートルの位置に設置し、揚湯試験で

判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ページにお戻りください。 

 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。 
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 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。 

【深澤部会長】  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

をお願いします。 

【内田委員】  まず、市のやつは全然機械類は変えなくて、機械の設置場所が変更とい

うことで届けを出させていただきました。 

 ２番目の杉乃井さんの分は、前回、替え掘りを認めていただきまして、それに伴う動力

の設置ということでございます。よろしくお願いいたします。 

【深澤部会長】  はい、益子委員。 

【益子委員】  ５号、６号については特に異存ございませんが、やはり前の市のほうで

掘削の案件があったときに申し上げたとおり、モニタリングのほうをしっかりと配慮いた

だければなと思います。 

 ただ、熱海市も５号については、既存源泉の付け替えですので、ちょっと厳しいところ

はあるかと思いますけれども、何とかできる範囲の中でお考えいただければいいかと思い

ます。 

 ただ、５号について少し気になったのは、エア管を１０メートル長くする形になってい

るんですが、揚湯管がそのままということはないのではないか。少し継ぎ足すのではない

かと思いますので、その辺もちょっと確認しておいていただければいいかなと思います。

１メートルしか差がないとちょっと効率が悪くなるんじゃないかと思っておりますので、

それは別に関係ございませんので、ちょっと気になったところです。 

 あと、杉乃井さんのほうは新たに掘ったということもありますし、ご自身の旅館経営の

中でお使いになるということもございますので、これは先ほど来の熱海市さんのケースよ

りももっと強く、モニタリングについては注文をつけていただいてもいいのかなと思いま

す。やはり、ある意味私的な利用ということで、その中で、熱海市の中で温泉資源を守る

ということの意識も当然考えてもらわなければいけませんので、意識づけという意味でも

ぜひモニタリングについてはしっかりとやっていただきたいなと思います。内容そのもの

については特に異存ございませんので、許可相当して一向に構わないかなと思います。 

 ただ、問題は７号です。これはかなり、私は問題かと思いますけれども、まずお聞きし

たいのは、安定した揚湯が得られたということなんですけども、これ●●リットル毎分で

すよね。泉質は何ですか。 

【事務局】  泉質については、アルカリ性単純温泉になっております。 
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【益子委員】  これ、今後も●●℃以上を維持できますか。●●リットルという揚湯を

ずっと続けるんでしょうか。 

 皆さんよく分かっているか分かっていないか、私のほうで付け加えさせてもらいますけ

れども、３９ページのこの図というのは、例えばポンプで●●リットルくんだら●●リッ

トルを戻すんです。そういうくみ上げ方なんです、これ。だから、温度も何も本当に●●℃

というのが維持できるのか維持できないのか。これ、塩化物泉だとか何とかという形であ

れば、くみ上げ方が少し変わっても多分温泉として安定的に採取し得るんだろうと思いま

すけれども、アルカリ性単純温泉ということは、基準温度を切ったらこれは温泉じゃない

んで、これをそのまま今、許可していいのかどうかというのは、私はちょっと疑問に思い

ました。これに関しては。それは皆さんご議論していただければと思います。本当に●●℃

をずっと維持できるのか。これはかなり無理な揚湯です。 

【深澤部会長】  はい、内田委員。 

【内田委員】  この●●℃というのは出てきたところの温度ですか。 

【益子委員】  もちろんそうです。 

【内田委員】  ぎりぎりだよね。 

【益子委員】  ぎりぎりなんです。 

【内田委員】  １３.５キロもパワー使って●●リットルというのは、普通の営業ではや

らないはずなんですよ。こんな無駄なことは。 

【益子委員】  そうそう。 

【内田委員】  １３キロというのは猛烈なモーターですから。 

【益子委員】  正直、かなり赤字になるように僕は思いますけども。 

【深澤部会長】  じゃあ、その辺の書類とか出てましたらご説明いただけますか。あり

ます？ 出口の温度の安定性の部分とか、評価の部分は何か報告がありますでしょうか。 

【内田委員】  １ついいですか。 

【深澤部会長】  はい、内田委員。 

【内田委員】  実は昔、点滴温泉といって裁判になった例があるんです。温泉を表示し

て。だから、この業者の方にでも、これで温泉が入っていますという表示は、多分無理だ

ろうと思います。この量では、とてもじゃないけど。ですから、その辺はちゃんと理解を

していただかないと。幾つか実際の裁判例を知っていまして、熱海でもある旅館が昔ちょ

っと裁判になりかけて、一部給水していたんです。そんなのもありますんで、今、本当の
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温泉か温泉じゃないかというのは相当消費者が厳しいので、ぜひその辺をよく見極めて許

可をしていただきたいなと思います。 

【益子委員】  常時くみ上げられる量というのは多分●●リットルなんでしょうね。要

するに、やり方としまして、この源泉そのものがタンクというふうに考えてもらって、例

えば一晩、１日おいてくめば、源泉の中に溜まったお湯が一応取れるわけです。それが●

●℃あるかどうかというのがこれまた問題なので、非常に嫌らしいんですけれども、使い

方も含めて考えていただかないと、今、内田委員がおっしゃった話にもなりかねない。 

 ただ、変な話だけど、今どのくらい希釈していいかという法理的な根拠がないので、よ

く盃一杯温泉なんて揶揄されているような話もあるぐらいで、そういう使い方をしても、

実を言うと法的には問題ないんです。ただ、道義的には問題があるんで、やはり、地域と

してのブランドの関係もあって、きちんとした形で利用していただいたほうがもちろんい

いと思います。 

【内田委員】  静岡というのは温泉組合はあるんだっけ。 

【事務局】  温泉組合は、静岡市内についてはありません。 

【定居委員】  益子さん、ちょっと聞きたいんですけれど。 

 温泉の成分が入っていて、そして基準温度以上というのはまあ、標準なんですけども、

基準温度以下でも温泉というような表現がある？ 

【益子委員】  できます。要は成分的に入っていれば僕もここまで言わないんです。成

分がないんです。 

【内田委員】  成分が入っていればいいんだよね。 

【鈴木委員】  単純泉だとないですよ。それ以下、温度がないと。 

【内田委員】  単純泉というのは何も入っていないということ。 

【益子委員】  ●●℃がようやっとクリアできたので温泉になった。 

【内田委員】  温度のほうでクリアした。 

【益子委員】  そうそう。成分がもうちょっとあれば、先ほど申し上げた簡潔的なくみ

上げ方でも多分オーケーなんです。ただ、温度が辛うじて●●℃なので。 

【定居委員】  ぎりぎりなんだ。 

【益子委員】  そうやって溜めておいて、くんだときには多分●●℃がクリアできない

のではないかと、そういった嫌らしさになってくる。逆に言うと、それを県が認めてしま

うとまたややこしくなるんですよね。 
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【深澤部会長】  事務局のほうで今、温度の問題と、量に伴う成分、質の問題で、今回

の許可の議案の中で、この部会で議論するに当たって、今日は許可相当と認めた理由を、

その辺も含めてもう１回説明をお願いします。 

 はい、事務局。 

【事務局】  こちらについて、これが温泉かどうかというところにつきましては、掘削

完了後の揚湯試験で温泉の基準を満たす●●℃以上を、ぎりぎりではありますけれども満

たせているということで、温泉のくみ上げとして動力装置の申請が上がってきたところで

す。ただずっと、絶えずくみ上げ続けて営業することになると思いますので、将来的に温

泉の規格を満たせなくなった時点で、これで言うと温度が●●℃を切った時点で、温泉と

は一切言えなくなりますよということは、既に業者に対して指導しております。 

 そちらにつきましては、温泉法の関係と景品表示ということで法所管をしているところ

と多分連携して動くことになるとは思うんですけれど、温泉として認められている基準温

度としてぎりぎりなので、それを切った時点で認められなくなるということは都度、業者

にはご説明をしているところです。 

【益子委員】  分かりました。多分、 初、掘削完了時に分析屋さんが行って●●℃の

分析書を出してしまえば認めざるを得ないという状況でございますので、あとは使い方を

どうするかということがちょっと問題ではありますけれども、今後、温泉として使うとい

うことには、正直に言うと致し方ないという形にはなります。 

 ただ、おっしゃってくれたんで、とりあえず、１０年後に再分析が当然出てくるので、

そのときに、場合によったら温泉ではないという形になるかもしれないということで、ご

理解というか了解を得ているのであれば、致し方ないかな。ただやっぱり、利用の仕方と

して、本来の正当というか妥当な利用があるだろうと思いますので、それをなるべく逸脱

しないような形でお考えいただければいいかなと思います。利用の仕方を少し工夫してい

ただければと思うんです。 

【深澤部会長】  ありがとうございます。 

 そのほか。はい、木村委員。 

【木村委員】  教えていただきたいんですけど、益子委員がおっしゃられた、１回水を

引き揚げてもう１回これを源泉に戻すという、地下にタンクだという表現をされていまし

たけど、そういう場合は、例えば衛生的に大丈夫なのかとか、そういう規制とかはあるん

ですか。 
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【益子委員】  私がタンクと申し上げたのは、もともと井戸の中そのものがタンクの役

割をしているよという表現です。 

 あと、戻していることに対しては、たまに見ます。見ますけれど、基本的には空気に触

れない形で戻していますので、それほど大きな問題はないと思いますが、ただ、戻し管が

●●メートルまでしか入っていないんです。だから結局その間は、水面までは井戸の中を

揚湯管とケーシングの間を流れ落ちるという形になりますから、空気を呼び込んでという

話が出ないとも限りませんので、ある意味源泉からレジオネラという可能性もゼロではな

いので、その辺は注意してもらったほうがいいかもしれません。 

【木村委員】  その辺も、しろというわけでないですけど。 

【益子委員】  ですね。可能性はゼロではない。 

【内田委員】  ちょっといいですか。 

【深澤部会長】  はい、内田委員。 

【内田委員】  何でこんな複雑なことをやるんですか。 

【益子委員】  ポンプが、●●リットルとかくめるポンプがないんです。 

【鈴木委員】  戻さないと水位が維持できないからということですね。 

【益子委員】  そういうことです。要はごまかしているだけです。ある程度くんで水位

が下がるんだけれども、戻してあげて水位を。 

【内田委員】  空回りしないようにしているということですか。 

【益子委員】  そう、そういうこと。 

 本当に細かい●●リットルなんていうところも、取って締め切り状態なので、その状態

でポンプを回すとポンプがいかれちゃうんです。モーターが。だからこういう、戻すとい

うやり方、リターンをさせている。正直言うと、これ、よくありますけどね。 

【内田委員】  結構あるんですか。 

【益子委員】  うん。量が少ないところではあり得ます。ただ、ポンプの寿命なんかも

かなり短くなるし、ポンプそのものがかなり高価なものを多分使っていると思うので、そ

うちょくちょくは更新できない。 

【深澤部会長】  はい、内田委員。 

【深澤部会長】  ありがとうございます。 

 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。 

 事務局から説明のあった第５号議案から第７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」という声） 

【深澤部会長】  異議もございませんので、そのように決定いたします。 

 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 ―― 

 


