
令和２年度 第１回静岡県環境審議会温泉部会 

 

１ 日 時     令和２年７月 16 日（木） 午後１時 30 分から２時 35 分まで 

 

２ 場 所     県庁本館４階議会第７会議室（静岡市葵区追手町９－６） 

 

３ 出席者 

 (1) 委 員     ８人 

       四本委員（部会長）、木村委員、稲葉委員、内田委員、 

       定居委員、鈴木委員、益子委員、山本委員 

         

 (2) 事務局  ６人 

       田中生活衛生局長、漆畑衛生課長、太田衛生課技監、 

井手生活衛生班長、白鳥専門主査、熱海保健所担当者 

 

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２号議案から第６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 

【漆畑衛生課長】  定刻になりましたので、ただいまから令和２年度第１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御報告いたします。本日は１０名中８名の委員

の皆様に御出席いただいており、審議会条例第６条第２項の規定により過半数を上回り、

本温泉部会が成立しておりますことを御報告いたします。 

 ここで、深澤陽一委員の退任に伴い、新たに温泉部会委員になられた方を御紹介いたし

ます。 
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 県議会危機管理くらし環境委員会委員長の四本康久様でございます。 

【四本委員】  四本です。よろしくお願いします。 

【漆畑衛生課長】  温泉部会運営規程第４条の規程により部会長が議長となりますが、

現在、前部会長の退任により空席でございますので、審議会条例第５条第３項「部会に部

会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。」の規定に基づきまして、部

会長の選任を行うことといたします。 

 会議の簡素化のため、事務局から部会長の選任事務を進行させていただきます。 

 それでは、御推薦をお願いいたします。 

【定居委員】  ただいま御紹介していただきました県議会危機管理くらし環境委員会の

四本様に議長をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

【漆畑衛生課長】  ただいま四本委員を部会長にとの御推薦がありましたが、いかがで

しょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【漆畑衛生課長】  それでは、四本委員に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、部会長は議長席に御着席ください。 

 それでは、ただいま選任されました四本部会長から御挨拶をお願いいたします。 

【四本部会長】  皆さん、改めまして、こんにちは。お忙しいところ、第１回温泉部会

に御出席いただきまして、ありがとうございました。このたび、環境審議会温泉部会長を

務めさせていただくことになりました県議会危機管理くらし環境委員会委員長の四本康久

でございます。よろしくお願いいたします。 

 ２０２０年に入り、新型コロナウイルス感染症が国内外に大きな影響を及ぼしており、

特に地域観光は大打撃を受けております。国においては、新型コロナウイルス感染症の流

行の収束後に旅行需要を喚起するための大規模な観光復興支援策「Ｇｏ Ｔｏ Ｔｒａｖｅ

ｌキャンペーン」を実施する動きが始まっており、本県においても「バイ・シズオカ～今

こそ！しずおか！！元気旅！！！～」として、観光業、飲食業などの需要を呼び起こし、

地域経済を再び活性化させるための県内観光促進キャンペーンを展開いたしておるところ

でございます。これから夏休みシーズンを迎えるに当たり、県内外の多くの方々に本県の

温泉を楽しんでいただく機会が増えることが予想されます。 

 温泉資源の活用と保護のバランスが求められている中、当温泉部会の役割はますます重
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要になってきていると考えております。 

 本日は、かなり専門的な内容でありますが、十分な審議を行ってまいりたいと考えます

ので、皆様方の御協力をよろしくお願い申し上げまして、就任の挨拶とさせていただきま

す。これからもよろしくお願いいたします。（拍手） 

【漆畑衛生課長】  ありがとうございました。 

 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。 

 なお、静岡県環境審議会温泉部会運営規程第４条にあるとおり、温泉法第３２条の規定

に基づき、静岡県知事から静岡県環境審議会会長へ諮問された事項について審議を行いま

す本会議は、非公開となります。しかし、運営規程第６条に基づき、作成した議事録につ

きましては、揚湯量、温度等を除き公開しますので、御承知おきください。 

 それでは、四本議長、よろしくお願いいたします。 

【四本部会長】  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号議案の温泉法に基づく掘

削許可申請が１件、第２号から第６号議案の動力装置許可申請が５件の合計６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あります。 

 事務局の説明を求めます。 

【白鳥衛生課専門主査】  今年度から担当となりました白鳥と申します。よろしくお願

いします。座って説明させていただきます。 

 第１号議案の掘削について御説明します。議案書の４ページをお開きください。 

 申請者は、東京都港区浜松町のアセット・マネジメント・アドバイザーズ株式会社です。 

 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５ページから６ページを御覧ください。ＪＲ来宮駅

から南西へ約１.２キロメートルのところです。 

 ４ページを御覧ください。 

 掘削地は、申請者の所有地です。 

 申請の目的は、ケーシング管の老朽化等で湧出路の修繕が困難となったため、現孔から

１４.８メートル離れた地点に替え掘りを行い、近くのスパ施設の浴用として利用するもの

です。 

 替え掘りの位置を１４.８メートルとする理由は、議案書７ページから８ページの替え掘
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り掘削申請地の地図を御覧ください。既存源泉が建物に近接しており、斜面の多い土地の

ため、５メートル以内での掘削が困難であったため、 も近い掘削場所を探した結果、未

使用の倉庫を解体し、既存源泉から１４.８メートル離れた位置に掘削するものです。 

 掘削の内容は、議案書９ページの孔柱図を御覧ください。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ページを御覧ください。 

 掘削地付近の状況は、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。 

 熱海市からの意見につきましては、特にありません。 

 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は、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、御審議のほどよろしくお願いします。 

【四本部会長】  ただいま事務局から議案の説明がありましたが、委員の皆さんの御意

見をお願いいたします。 

 内田委員、お願いいたします。 

【内田委員】  御説明いたします。 

 県の５メートル以内ということを飛び越えた申請がこれで２回目ということになりまし

た。熱海としては本当に恥ずかしい話なんですけれども、これは一組合の意見では通りま

せんので、まずこういう場合には、県に御相談してくださいということで組合としては対

応しております。 

 なぜこういうことが起こってしまうのかということは、熱海ばかりなんですけれども、

まず土地が非常に狭いということと、温泉を先に掘って、出たことを確認してから建物を

建てるということで、設計の方が替え掘りまでを考えないで、源泉地まで非常に近くに建

物を持ってきてしまう。特にマンションなんかでもそういう傾向が非常に強いので、私も

退任いたしますけれども、今後４０年、５０年たった井戸に関しては、こういうケースが

今後も幾つか起こってくるだろうと思っています。 

 今回は非常に山の中ということで、付近も源泉が全くございませんし、熱海の総源泉数
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に対する、現在使っている、揚湯している温泉の割合も約２分の１ということで、暫減傾

向にあるということなので、特に問題はないだろうという判断から、温泉組合としては許

可をしたということでございます。 

 御審議をよろしくお願いいたします。 

【四本部会長】  ありがとうございました。今、内田委員から熱海の事情を御説明いた

だきました。 

 他に、ほかの委員の皆さんから御意見ありますか。 

【益子委員】  １つよろしいですか。 

 確認なんですけれども、もちろん倉庫は撤去するというお話ですが、これは物置ですか

ら簡単に撤去できると思うんです。その隣に貯蔵タンクがあって、これが３.５メートルと

結構近いんです。やぐらが建てられないわけではないけれども、例えば倉庫を撤去した後

だと、もうちょっとタンクから離したところでセッティングできるのではないかと。要す

るに、ある状況の中で場所を決めるとするとこういう場所になっちゃうんだけれども、撤

去してしまえば、もうちょっと広い土地にできるのではないかと思ったので。それはそう

いうふうに気になるなというところで、ちょっとタンクに近いなという点が気になりまし

た。それ以外は、内田さんがおっしゃっているように特に問題はないと思っています。 

 あと１つだけ確認なんですけれども、温泉を使用する許可施設というのが、６ページ目

にある「森の城美ｉｎｇ」というところですか。 

【白鳥衛生課専門主査】  はい。 

【益子委員】  分かりました。 

 以上です。質問という程度ではございません。ありがとうございました。 

【四本部会長】  ただいまの点で何か事務局のほうから。 

【漆畑衛生課長】  貯蔵タンクのことは分かりますか。 

【熱海保健所鈴木主査】  貯蔵タンクは支障ないと聞いております。 

【益子委員】  ぎりぎりだと思います。多分９０センチ超えると思うんですけど。 

【漆畑衛生課長】  使用するところは、熱海温泉スパリゾートというところ……。 

【熱海保健所鈴木主査】  この６ページにあります「森の城美ｉｎｇ」の所有者が替わ

りまして、現在、熱海スパ＆リゾートという名称になっております。 

【益子委員】  ちょっと申し上げたかったのは、倉庫のほうを先に撤去してしまえば、

もうちょっとあの近所で自由に決められるんじゃないかなと。多分まだ倉庫がある段階で
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購入しましょうということになったので、ちょっと窮屈な場所に見えたなという程度です。 

 結構です。支障がなければ、全くこれで問題ないです。 

【四本部会長】  今のはよろしいですか。 

【益子委員】  はい。 

【四本部会長】  ほかに御意見、御質問ございますでしょうか。よろしゅうございます

でしょうか。 

 他に御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ということでよろし

ゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【四本部会長】  異議なしということで、そのように決したいと思います。 

 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２号から第６号議案までの５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。 

【白鳥衛生課専門主査】  動力装置許可申請について、第２号議案から第６号議案まで

一括して御説明します。 

 第２号議案について、議案書の１０ページをお開きください。 

 申請者は、東京都新宿区西新宿の熱海伊豆山分譲地所有者会 監事 大成建設株式会社

です。 

 申請場所は、熱海市伊豆山で準保護地域です。 

 具体的な位置については、議案書の１１ページから１２ページを御覧ください。ＪＲ熱

海駅から北へ約２.５キロメートルのところです。 

 議案書の１０ページにお戻りください。 

 申請理由は、掘削後の温泉に動力を設置するものです。 

 利用の目的は、分譲地内の共有者の浴用に供給するものです。 

 申請内容は、議案書１３ページを御覧ください。１５キロワットの水中ポンプを地表下

５７８.５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。 

 議案書の１０ページを御覧ください。 
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 申請地付近の状況は、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。 

 地元の伊豆山温泉組合から、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３号議案です。議案書の１４ページを御覧ください。 

 申請者は、大阪府大阪市西区南堀江の株式会社関西トラストです。 

 申請場所は、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１５ページから１６ページを御覧ください。ＪＲ熱

海駅から南西へ約３５０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。 

 申請理由は、掘削後の温泉に動力を設置するものです。 

 利用の目的は、既存旅館の浴用として温泉を供給するものです。 

 申請内容は、議案書の１７ページを御覧ください。１１キロワットのエアリフトポンプ

のエア管を３００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。 

 議案書の１４ページを御覧ください。 

 申請地付近の状況は、付近の状況の欄のとおり、２００メートル以内に利用源泉が１本

あり、源泉管理者の同意が取れています。 

 地元との調整については、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。 

 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４号議案です。議案書の１８ページを御覧ください。 

 申請者は、東京都千代田区大手町の三井物産株式会社です。 

 申請場所は、熱海市泉元宮上分で準保護地域です。 

 具体的な位置については、議案書の１９ページから２０ページを御覧ください。姫の沢

公園から北北東へ約２.７キロメートルのところです。 

 議案書の１８ページにお戻りください。 

 申請の理由は、既存源泉の動力のエアリフトポンプの出力を１１キロワットから１５キ

ロワットへ変更するものです。 

 利用の目的は、自社の研修施設の浴用として温泉を供給するものです。 
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 申請内容は、議案書２１ページを御覧ください。１５キロワットのエアリフトポンプの

エア管を５００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４８リットルを揚湯するというものです。 

 議案書の１８ページを御覧ください。 

 申請地付近の状況は、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。 

 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２２ページを御覧ください。 

 申請者は、静岡県伊東市吉田の株式会社サザンクロスです。 

 申請場所は、伊東市吉田で準保護地域です。 

 具体的な位置については、議案書の２３ページから２４ページを御覧ください。伊豆急

行線川奈駅から南南東へ約１.７キロメートルのところです。 

 議案書の２２ページにお戻りください。 

 申請理由は、既存源泉の動力をエアリフトポンプから水中ポンプへ変更するものです。 

 利用の目的は、同一敷地内の宿泊施設の浴用として温泉を供給するものです。 

 申請内容は、議案書の２５ページを御覧ください。５.５キロワットの水中ポンプを地表

下３００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。 

 議案書の２２ページを御覧ください。 

 申請地付近の状況は、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。 

 地元の一般社団法人伊東温泉協会から、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６号議案です。議案書の２６ページを御覧ください。 

 申請者は、静岡県伊東市宇佐美の●●●●です。 

 申請場所は、伊東市宇佐美で準保護地域です。 

 具体的な位置については、議案書の２７ページから２８ページを御覧ください。ＪＲ宇

佐美駅から西へ約６５０メートルのところです。 

 議案書の２６ページにお戻りください。 
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 申請理由は、未利用泉に動力を設置するものです。 

 利用の目的は、源泉付近の地域住民の浴用及び園芸施設の暖房用として温泉を供給する

ものです。 

 申請内容は、議案書の２９ページを御覧ください。７.５キロワットの水中ポンプを地表

下１４３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。 

 議案書の２６ページを御覧ください。 

 申請地付近の状況は、付近の状況の欄のとおり、２００メートル以内の利用源泉はあり

ません。 

 地元からの意見書等の添付はありません。 

 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、御審議のほど、よろしくお願いします。 

【四本部会長】  ただいま事務局から議案の説明がありましたが、委員の皆さんからの

ご意見をお願いいたします。 

 どうぞ。 

【山本委員】  伊東の山本と申します。議案の６番について、皆さんの意見を伺いたい

です。特に温泉協会あるいは温泉組合の長をなさっている方に伺いたいんですが、温泉協

会費、温泉組合費というものを皆さん頂いていると思うんですが、そうした組合費の滞納

があった方からこういう動力装置許可申請あるいは掘削許可等が出た場合にどのように扱

っているかということをお聞きしたいんですけど、いかがでしょうか。 

【稲葉委員】  この審議会自体は環境面での審議なので、多分、組合の運営とかお金の

話は一切議論できないと思うんです。 

【四本部会長】  やっぱり観光業が今、非常に厳しいような状況、これからももっと厳

しくなるんじゃないのかなと思いますので、こういったことはどこの温泉地にも出てくる

かと思いますので、今後もやっぱり各組合でよくよく、まず練ってから、もんでからとい

うことでお願いできたらなと思います。 

 これに関しては、じゃあ、参考意見ということでお話を伺って、このとおりに組合意見

も問題なしと、事務局も許可するということでございますので、その方向でいきたいなと

思っております。 

【益子委員】  ちょっと幾つか質問です。別に案件に対して不合意ということではない
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ので、幾つか確認させてください。 

 ２、３までは、たしか動水位と静水位が記載されておるんですけれども、４号、５号、

６号については、静水位は書いてあるんですが、動水位が明記されていないんです。それ

が分かれば教えてください。 

 あともう一つは、一番気になったのは議案番号４です。これは１９ページを見ますと、

北が湯河原温泉で神奈川県ですよね。 

【内田委員】  あの場所は神奈川県ではないです。 

【益子委員】  ではないですか。 

【内田委員】  はい。 

【益子委員】  じゃあ、分かりました。 

【四本部会長】  いいですか。 

【益子委員】  はい。それはそれですいません。ちょっとだけお聞きしておきたいんで

すけれども、こういう県境で申請があった場合に、県はどういう対処をなさるんでしょう

か。例えば神奈川県側に近いところ、約数百メートルぐらいのところに位置するところで

掘削を予定していて、神奈川県側に源泉があるというときに、当然、静岡県側だから、静

岡県の規則にのっとって対応するんでしょうけれども、神奈川県は神奈川県で多分別の規

則を持っていると思うので、それがぶつかり合ったりするときというのはどういう対応を

とられるのが一般的なんでしょうか。例えば隣接県の意見照会をするとか、そういったこ

とがあるんでしょうか。 

【四本部会長】  じゃあ、今２問質問があったと思うので、事務局からお願いします。 

【漆畑衛生課長】  後半の部分ですが、仮にレアケースであれば、当然ながら聞かなけ

ればならない――準保護地域で例えば２００メートル以内ということになってくると、や

はり近過ぎるということになってくれば、一応意見をお伺いすることはあると思います。 

【益子委員】  でも、あくまで静岡県側の規則といいましょうか、要綱に従って許可、

不許可の判断をするということに原則はなりますね。 

【漆畑衛生課長】  原則はそうなります。 

 ただ、やっぱりあんまり近くなれば、神奈川県側に例えば温泉地があればですが、地元

ですと分かりますので、その情報は得ると……。 

【益子委員】  言ったら、もうちょっと離しなさいとかということも……。 

【漆畑衛生課長】  多分あり得る話です。 
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【益子委員】  分かりました。 

 あと……。 

【四本部会長】  ちょっと待ってください。 初の４、５、６の質問は。 

【益子委員】  分かります？ 

【白鳥衛生課専門主査】  申請書を確認したんですが、４、５は動水位の記載はないの

ですが、６号については動水位が１０３.７メートルとなっています。 

【益子委員】  分かりました。 

 もう一つよろしいですか。 

【四本部会長】  はい。 

【益子委員】  先ほどのナンバー４なんですけれども、これが私ちょっと気になったの

は、これはコンプレッサーの交換になるんですが、エア管長がもともとは４０２メートル

を今回５００メートルと、１００メートル延長しているんです。これは、要は、水位が全

体として下がっているという兆候だと私は思いますし、しかも、深くしていながら、揚湯

可能量というのは許可量よりも少ない量、要するに、許可量を維持できていないというこ

とになります。 

 ですので、ちょっと全体としてこの地域、ひょっとしたら水位低下が顕著なのではない

かなという想像もいたしますので、今回、この許可は妥当だとは思いますけれども、くれ

ぐれも資源動向に注意して、組合で責任にならないようなチェック機能を県のほうも持っ

ていただきたいし、これは三井物産ですよね。三井物産さんにもちゃんと管理をしていた

だきたいなと思いますので、この辺は何かちょっと、条件になるかどうか分かりませんけ

れども、資源保護という点での注意書きをしていただけるとありがいなと思います。 

 以上です。 

【四本部会長】  何か事務局コメントありますか。 

【漆畑衛生課長】  特に情報は聞いていません。 

【四本部会長】  じゃあ、御意見ということで伺ってください。 

 他に御意見はありますでしょうか。 

 それでは、御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２号議案から第６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） 
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【四本部会長】  どうも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。 

 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。御協力ありがとう

ございました。 

 県におきましては、本日、各委員から出された御意見を今後の温泉行政に反映していた

だくようお願いいたします。 

 これから後の進行については、事務局にお返しします。よろしくお願いします。 

【漆畑衛生課長】  ありがとうございました。 

 それでは、 後に田中生活衛生局長より御挨拶を申し上げます。局長、お願いします。 

【田中生活衛生局長】  生活衛生局長の田中でございます。 

 本日の御審議に当たりまして、四本部会長には円滑に議事を進行していただきまして、

誠にありがとうございました。 

 また、委員の皆様には、貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。 

 この温泉部会でございますけれども、委員の皆様の任期は、この７月３１日をもって満

了ということになります。内田委員、また、本日御欠席ではありますけれども、河野委員

におかれましては、今期をもって委員を退任されるということでございます。内田委員に

は１２年あまり、本県の温泉行政に御支援、御協力を賜りまして、厚く感謝申し上げます。

また、河野委員は同じく２年間ということでございますけれども、御支援をいただいたと

ころでございます。 

 また、再任をお願いしております８名の皆様には、次期委員の委嘱につきまして、現在、

くらし・環境部で手続を進めておりますので、御承知おきいただければと思っております。 

 冒頭、四本部会長からもお話がありましたように、新型コロナウイルスの関係で観光客

が減少しているということで、県内の経済に大きな影響が出ているところでございますけ

れども、県といたしましては、第２波あるいは第３波と呼ばれることに対しまして万全に

備えつつ、社会経済の再生との両立を図ることを念頭に、様々な対策をとっているところ

でございます。 

 先を見通しづらい状況ではございますけれども、次回の温泉部会は１１月頃の開催を予

定しております。引き続き、御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 本日は誠にありがとうございました。 

【漆畑衛生課長】  それでは、以上をもちまして、令和２年度第１回静岡県環境審議会
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温泉部会を閉会いたします。 

 本日はどうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


