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令和元年度 第１回静岡県環境審議会温泉部会 

 

１ 日 時     令和元年７月 30 日（火） 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     10 人 

       深澤委員（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、東部保健所、御殿場保健所、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５号議案まで個別

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６号議案から第９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きましてご報告いたします。本日は、１０名全員の

委員の皆様にご出席をいただいており、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報告いたします。 

 ここで、鈴木智委員の退任に伴いまして、新たに温泉部会委員になられた方をご紹介し
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ます。県議会危機管理くらし環境委員会委員長の深澤陽一様でございます。 

【深澤委員】   深澤陽一です。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  温泉部会運営規程第４条の規定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項の「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たいと思いま

す。 

 それでは、ご推薦をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

【定居委員】  ただいまの深澤委員に委員長をお願いしたらいかがですか。 

【事務局】  ただいま深澤委員を部会長にとの推薦がありましたが、いかがいたしまし

ょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【事務局】  それでは、深澤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、深澤部会長には議長席にご着席をお願いいたします。 

 それでは、ただいま選任されました深澤部会長から一言ご挨拶をいただきたいと思いま

す。 

【部会長】  ＜挨拶＞ 

【事務局】  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。深澤議長、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５号議案の

温泉法に基づく掘削許可申請が５件、第６号から第９号議案の動力装置許可申請が４件の

合計９件でございます。 

 審議は、お手元に配付いた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します。議案書の４ページをお開きくだ

さい。 
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 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。 

 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６ページから７ページをごらんください。ＪＲ熱海

駅から南南西へ約７００メートルのところです。 

 ８ページをごらんください。当申請は代替掘削であり、次第の３ページ、資料３にあり

ます温泉保護対策要綱、３、申請に対する取扱い、(１)掘さく、エ、(ウ)において、代替

掘削はおおむね元の源泉から５メートル以内と規定されております。 

 当該申請の既存源泉については、建物の間にあり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、既存源泉から３０.２４メートル離れた位置に掘

削するものです。 

 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、代替掘削を行い、既存ホテルの風呂に供給するものです。 

 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９５ミリメートルとなります。 

 議案書６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１０本あり、２源泉を除く源泉管理者の同意が取れて

おります。 

 ４ページをごらんください。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。 

【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】  ちょっと補足説明をさせていただきます。今回、源泉から５メートルを

大幅に超えるということで、極めて異例なケースでございます。私のところに相談が来ま

したけれども、私の判断ではお答えができないので、まず県の窓口を教えて、そこに相談
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してくださいということで、この源泉、本当に建物がぎりぎりで、揚湯管、エア管の入れ

換えもやっているというような工事で過去やってきて、今回だめになっちゃったというこ

とで。これがないと経営にも差し障るということで。それで県のオーケーが出たら熱海の

温泉組合の審議会にかけますということで、極めて異例のケースですけれども、それから、

同意書を必ず添付しなさいということと、熱海には総源泉約５００プラスあるんですけれ

ども、実際出ているのは約半数ということで、そういうことでも揚湯量には変化ないだろ

うという 終判断から今回この審議会にかけさせていただいたところでございます。どう

か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。 

 そのほか、ただいまのご説明も含めてご意見いかがでしょうか。 

【益子委員】  確認だけさせてください。先ほどの内田さんのお話ですと、源泉そのも

のは今、稼働しているということ？ 

【内田委員】  稼働しています。 

【益子委員】  わかりました。それのもう少しオープンなところで新しく掘られると。 

【内田委員】  全く見に行ったんですけど、建物ぎりぎりで工事ができない状況で。 

【益子委員】  初に掘ったときが多分オープンだったんですけど、その後建ててきて

接近してということだと思います。気にしたのは、要は今まで全く使っていないような源

泉が復活するとなると、そこで新たな湯量増加という形になりますので、周辺への影響と

いうのは懸念されるかなということがありましたので、それで確認させてもらいました。 

【内田委員】  これは熱海の中で一番海岸に近い平地のところなんですね。かつては、

僕らの子供のころは、砂浜にもお湯が出ていたくらいですから、ちょこっと。ただ、非常

に水位が高いところにあるので、あの辺はかなり出るので多分大丈夫だろうという判断の

もとに。だめっていうと施設の営業ができなくなっちゃうので。 

【益子委員】  決してだめということではなくて、こっちにあるものがずっと出ていた

ものでこちらに移すだけだから、影響としてはこっちからこっちに移るだけで大きな問題

はないんだけども、権利だけあって新しく出るとなると、また新たな……。 

【内田委員】  湯道が変わるということですか。 

【益子委員】  はい。それがないんで基本的にないかなと。ほかのところでも基本的に

はそういった懸念はあるかと思っていますので。ただ、権利がありますので、もともと使

っていようが使っていまいが源泉として残っていればそれの代替えというのは権利として
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あるので、それを拒否するというつもりは全くございませんけれども、そういったケース

で影響問題を気にしなければいけないかなと思っております。 

【内田委員】  とりあえず今回は極めて異例なケースとして出てきたので、ぜひよろし

くお願いいたします。 

【益子委員】  確認なんですけれども、資料３の３ページです。下から４行目のところ

に、申請地付近の温泉が実態調査等の結果により、経年的に揚湯量の減少、温度の低下が

ないことというこの意図は、要するに特別な場合、掘削を認めているわけですけれども、

こういう影響がない、要するに掘削したことにより影響がないことということを意味して

いるのか、それともこういう状況があれば新規掘削、要するに代替え掘削は認めないよと

いうことなのか、どちらにとったらいいんでしょうか。ちょっと僕は前者の、要するに影

響がないようにしなさいねっていうことで捉えていただいたほうがいいとは思ったんです

けど。ちょっと事務局のほうお答えいただければありがたい。 

【部会長】  はい、事務局。 

【事務局】  これ、ここに書いてありますように、実態調査を毎年各地でやっています

けれども、その状況を見ながら、揚湯量の減少の変化、そういうものがないかどうかの実

態を確認しておりますので、そこにこういうような影響が出てこないということを確認す

るということだと思います。 

【益子委員】  すいません、多分、既存源泉で揚湯量の減少だとかいろんな減少という

のは起きると思うんですね、自然の劣化も含めて。そういったことがあると、代替掘削を

認めないよということになると、ちょっとやり方としては少し問題があるかなと。むしろ

掘ったことによって周りにそういう影響がないようにしましょう、それを確認しましょう

ということであれば極めて自然な流れだと思うので、そういった意味で捉えてよろしいで

しょうか。 

【事務局】  代替え掘削をするということは、既存の温泉に対して、スケールですとか

何らかの要因で湯量が減少したら掘り返すというのは当然考えられる現象ですから、そこ

を認めないということになると、代替え掘削自体が全てアウトということになってしまい

ますので、そこは全体を見ながら、全体の揚湯量が減っていないと、変化がないというこ

とを踏まえて考える。 

【益子委員】  事前も事後も確認するということでよろしいですか。 

【事務局】  そうです。 
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【益子委員】  わかりました。ありがとうございます。 

【部会長】  よろしいですか。 

 そのほかご意見ございますか。よろしいですかね。 

 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） 

【部会長】  それでは、異議もございませんのでそのように決定いたします。 

 続きまして、第２号議案の掘削許可申請について、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１０ページをお開きく

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。 

 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１１ページから１３ページをごらんください。 

 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、代替掘削を行い、既存旅館の風呂に供給するものです。 

 掘削の内容ですが、議案書１４ページの孔柱図をごらんください。掘削深度は３０３メ

ートル、 終口径は８０Ａとなります。 

 議案書１０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１本あり、源泉管理者の同意が取れております。 

 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おります。 

 事務局としましては、議案書の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。 

【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
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願いいたします。 

【内田委員】  これは旅館の源泉です。通常の経年劣化による代替え掘りというふうに

ご理解いただいて、経営としては認めるということになっております。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。 

 今のご説明も踏まえて、ほかの方、いかがでしょうか。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。 

 事務局から説明のあった第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） 

【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３号議案の掘削許可申請について、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１５ページをお開きく

ださい。 

 申請者は、熱海市春日町の押出温泉組合長、●●●●です。 

 掘削場所は、熱海市春日町で保護地域です。 

 具体的な位置につきましては、議案書の１６ページから１８ページをごらんください。 

 ＪＲ熱海駅から北東へ約３５０メートルのところです。 

 議案書の１５ページにお戻りください。掘削地は、借地であり、マンション所有者で構

成される管理組合から使用の承諾を取得しております。 

 申請の目的ですが、代替掘削を行い、組合に加入するマンション等の風呂に供給するも

のです。 

 掘削の内容ですが、議案書１９ページの孔柱図をごらんください。掘削深度は２７５メ

ートル、 終口径は７５ミリメートルとなります。 

 議案書１５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５本あり、全ての源泉管理者の同意が取れておりま

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、地元の伊豆山温泉組合から異議のない旨の意見書が提出
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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おります。 

 事務局としましては、議案書の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。 

【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】  これも前のやつと同じで経年劣化による代替え掘削とご理解いただけれ

ばと思います。 

【部会長】  ありがとうございます。 

【益子委員】  意見というほどではないんですが、これはマンションですか。 

【内田委員】  マンションです。 

【益子委員】  要するに商売利用ということは全くないんですね。 

【内田委員】  大体マンションの給湯です。 

【益子委員】  何でそういうふうに申し上げたかというと、結構維持も大変だろうなと

思いながら、マンションの振りかえも含めておやりになるのは相当財力があるんだろうな

と思っただけでございます。 

【内田委員】  温泉付マンションというのは非常に高いですね、管理費が。そういうこ

とで多分賄えてるだろうと。 

【益子委員】  わかりました。これ現状でも、各家庭、各戸にお湯を給湯して全然問題

なく回ってるんですか。今もう経年劣化で堀替になるんですけど。 

【内田委員】  熱海でいいますと、個人所有の源泉については廃止泉になっているので、

徐々に廃止泉になりますから、この堀替の費用が大きいので、個人がかんだ場合にはちょ

っと持ち切れないと。 

【益子委員】  むしろこういうマンションだからまだできる。 

【内田委員】  マンションだから持ててると、一応管理組合がしっかりしてるので。 

【益子委員】  そういうことでしょうね、きっとね。 

【部会長】  よろしいですか。ご説明ありがとうございます。 

 そのほかいかがでしょうか。よろしいですか。ありがとうございます。 
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 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。 

 事務局から説明のあった第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） 

【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４号議案の掘削許可申請について、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２０ページをお開きく

ださい。 

 申請者は、東京都港区愛宕の株式会社強羅花壇です。 

 掘削場所は、駿東郡小山町須走で一般地域です。 

 具体的な位置については、議案書の２１ページから２３ページをごらんください。 

 掘削場所は、小山町役場から西へ約１１.４キロ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。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。 

 申請の目的ですが、新規掘削を行い、建設するホテルの風呂に供給するものです。 

 掘削の内容ですが、議案書２４ページをごらんください。掘削深度は１,５００メートル、

終口径は１００ミリメートルとなります。 

 議案書２０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はありません。 

 小山町からは、目的のホテルに関し、市の土地利用対策委員会での承認に向け手続中で

ある旨の意見がありました。 

 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。 

【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】  この案件と次の５の案件でしょうか。ともに同じような悩みみたいなと

ころがあって、要するに 終口径を１００ミリにするということが、たしか一般地域の中
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で上限として付されておりますので、そういった関係でこの議案も●●メーターから１,

５００メーターが１００ミリで、その次の事案も、これもものすごい短いんですけど、●

●から１,５００メーターまで、わずか●●メーターですけれども、要するに１００ミリ仕

上げとしているということがございます。 

 この２つとも、一つ私、ボーリング屋さんのほうから相談受けて、内容は大体聞いては

いるんですけれども、やっぱり深さ的に１,５００メーターでは足りないというような、そ

ういった意図もあって、ちょっと悩んでいたというところがあったようです。ですから、

この４につきましては、少なくとも●●メーターまでは●●で仕上げ、その下を１００ミ

リ仕上げにするというような形で考えておるようですけれども、それで１,５００メーター

までいって、やっぱり芳しくないということであれば増掘申請をするという話は聞いてお

ります。 

 そういった関係で、こういうような、 後のところちょこっと、●●メーターとか●●

メーターとか１００ミリ仕上げにしているという話でございます。 

 この辺のところで結構掘削の工事をする側からすると悩むところでして、実際のところ

出るか出ないかっていうのはくみ上げてみないとわからないというところがあって、 終

的には●●で仕上げて、もしだめな場合には、１００で仕上げてしまったときに、その下

を掘ろうとするとちょっと動けなくなって、非常に難しくなるということもあって、非常

に悩ましいところ。 

 ですので、この１００ミリ仕上げといった状況をどのような取り扱いにするのかという

のは、少しフォローしていただいたほうがいいのかなと。今日どうのこうのじゃないけれ

ども、将来にわたってちょっと見ていただいたほうがいいかな。再検討なり何なりしても

らったほうがいいのかなという感じは持っております。ぜひとも、こういう１００ミリの

終口径ということであるのであれば、それは遵守する形でどのような仕組みをつくれば

いいのかちょっと考えてもらってもいいのかな。特に 後の５番なんか、●●メーターだ

けど１００ミリにしており、何て言うかな、規制をクリアするためだけのポイントという

話になってしまいます。ちょっとこのあたり、私自身は少し違和感を。 

 ただ、この案件についてどうこうということでは決してございません。問題はないと思

っております。 

【部会長】  意見ということですかね。もし何かあれば、今後のことも踏まえて今のご

意見について何かありましたら、事務局、いかがでしょうか。 
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【事務局】  以前にもこういう乾電池のようなものに対してご審議いただいて、 終の

数百メートル分を１００にあわせてという事例もございまして、あったことはあります。

委員おっしゃるように、やっぱり基準あわせの１００というのは実態としてあるようで、

ただ、私どもも保健所のほうからあるところによると、やっぱり出ないのではないか。ゆ

くゆくは２,０００まで掘るつもりで。ただ、今の掘る作業を考えるとこのほうが合理的な

ので、一応これで申請させていただくということでご審議いただきたいということで。こ

ちらのほうの指導に従って変更する用意はあるということは聞いておりますけれども、基

準がこうなっているのでということで、矛盾があるというのは承知しております。 

 ただ、温泉部会で将来にわたってどういう形かいいのかということをまた検討してまい

りたいと思います。 

【益子委員】  ５号のほうの●●メーターぐらいの深さというのは、よくボーリング屋

さんの方でいうと、いわゆる捨て堀みたいな要するに 終的にそこはスライムとかそうい

ったものでたまってしまうぐらいのところなので、あまり●●メーター、●●メーターの

ところのあれがあんまり意味がないというふうに理解されます。●●メーター、●●メー

ターになれば、うまく亀裂に当たればとれるということもありますのでそれは意味がある

んですけど、●●メーター、●●メーター、要するにロット一本分ぐらいの釣り堀といい

ましょうか、捨て堀というか、あまり意味がある数字とは思えないということだけ申し上

げておきます。 

【部会長】  ありがとうございます。 

【木村委員】  ちなみにこの４号と５号、同じような場所になると思うんですけど、堆

積層、付加体みたいなところなんですか。 

【益子委員】  ちょっと私もそこまではまだ聞いておりませんけど。 

【木村委員】  地質学的にはどんな場所なのかなと。 

【益子委員】  多分そんなところで、あんまりいいものって言ったら変ですけど、温度

狙いだとやっぱり１,５００だと厳しいというふうな見方をいただいております。 

【木村委員】  １,５００掘るということはそれだけちょっと地熱温度も低いっていうこ

とですよね。 

【益子委員】  そうですね。 

【木村委員】  あと、ここの参考事項にも書いてありますけれども、やっぱりもし堆積

層を掘るようであれば、天然ガス出る可能性結構高いので、ここに書いてあるので確認済
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みということでいいと思うんですけれども、安全のところも少し注意していただきたいな

と思います。 

【部会長】  何かそこら辺の地質的なことは何かご存じですか。例えば４号議案に関し

て、事務局。 

【事務局】  今、現状では地質についてどういうものかというのは資料ありません。 

【定居委員】  予想では火山地帯ですよね。 

【内田委員】  富士山のれきだもんね、ここは。 

【定居委員】  溶岩ですね。 

【木村委員】  小山町の方まで行くと、付加体の残党みたいなのがところどころに残っ

てるんですよね。ちょっと地質図見てみないと確かにわからないですけど。 

【益子委員】  多分１,５００メートルの深さに火山があると思えないので。基盤になっ

てきますんで。 

【木村委員】  富士山の溶岩の下の話だと思うので。 

【部会長】  あくまで事業者の話ですけど、安全に気をつけてということでご意見をい

ただきましたのでよろしくお願いいたします。 

 そのほかご意見ございますか。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。 

 事務局から説明のあった第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） 

【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５号議案の掘削許可申請について、事務局の説明を求めます。 

【事務局】  第５号議案の掘削についてご説明します。議案書の２５ページをお開きく

ださい。 

 申請者は、愛知県名古屋市中村区名駅の東和不動産株式会社です。 

 掘削場所は、駿東郡小山町大御神で一般地域です。 

 具体的な位置については、議案書の２６ページから２８ページをごらんください。 

 小山町役場から西へ約６.２キロメートルのところです。 

 議案書の２５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
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の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、建設予定の宿泊施設風呂に供給するものです。 

 掘削の内容ですが、議案書２９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９８.４ミリメートルとなります。 

 議案書２５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はありません。 

 小山町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、基準に合っていることから、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。 

【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、お

願いいたします。先ほども少し踏み込ましたけれども、いかがでしょうか。 

【内田委員】  益子先生に聞きたいんですけれども、これは極めてチャレンジングな掘

削だと思うんですよね。出るか出ないかわかんない。景気のいいときっていうのは、申請

が多くなっていくんですけれども、ざっと今の感じで出るんですか、１,５００、ここの場

所。ほかに出てるところっていうのはあるんですか。 

【益子委員】  ありました。数年前に御殿場か何かで掘削がありましたよね。 

【定居委員】  ありました。予定は●●リッターぐらいでという話。 

【益子委員】  だから出なくはないんだけど、結構チャレンジングですよ。 

【内田委員】  要するに掘れば出るっていうことですかね。 

【益子委員】  決してそんなことないです。わかんないです。深くすれば確かに地温は

上がるんだけど、水みちがあるかどうかというところが逆に問題になってくるんで。深く

すれば何とかなるというものではないですね。むしろ浅いところで勝負したほうがいいと

思います。ほんとに●●度以上ぐらいのもので。 

【部会長】  どうぞ、事務局。 

【事務局】  今お話にありました以前に掘削申請が出たところについては、まだ掘削中

とのことで、現状で温泉かどうかの確認がとれておりません。 

【部会長】  ありがとうございます。よろしいですか。 
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 それでは、ほかに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で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。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号から第９号議案までの４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、第６号議案から第９号議案まで一括してご説

明いたします。 

 第６号議案について、議案書３０ページをお開きください。 

 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。 

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

 ＪＲ熱海駅から南へ約５００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、掘削後の温泉に動力を装置するものです。 

 利用の目的ですが、建設予定の宿泊施設の風呂に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、３５ページをごらんください。７.５キロワットの

エアリフトポンプのエア管を１９８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１４本あり、２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、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。 
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 掘削場所は、熱海市東海岸町で保護地域です。 

 具体的な位置につきましては、議案書３８ページから３９ページをごらんください。 

 ＪＲ熱海駅から南へ約５００メートルのところです。 

 議案書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装置するものです。 

 利用の目的ですが、建設予定の宿泊施設の風呂に温泉を供給するものです。 

 申請内容ですが、議案書４０ページ、４１ページをごらんください。７.５キロワットの

エアリフトポンプのエア管を１７９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。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１３本あり、２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、熱海市中央町の熱海市長です。 

 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４３ページから４４ページをごらんください。 

 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４２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装置するものです。 

 利用の目的ですが、市営温泉として、加入者の風呂に温泉を供給するものです。 

 申請内容ですが、議案書４５ページをごらんください。３.７キロワットの水中ポンプを

地表下２００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４２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は４本あり、全ての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
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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９号議案です。議案書の４６ページをごらんください。 

 申請者は、三島市大宮町の●●●●です。 

 掘削場所は、伊豆の国市中條で保護地域です。 

 具体的な位置については、議案書の４７ページから４８ページをごらんください。 

 伊豆の国市役所から北東へ約２.１キロメートルのところです。 

 議案書の４６ページにお戻りください。 

 申請理由ですが、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。 

 利用の目的ですが、温泉利用施設へ、温泉を供給するものです。 

 申請内容ですが、議案書４９ページをごらんください。３.７キロワットの水中ポンプを

地表下２００メートルの深さに設置し、直近５年の実績揚湯平均値の毎分●●リットルを

揚湯するというものです。 

 議案書４６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ですが、地元の静岡県温泉協会伊豆の国支部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。 

 以上で説明を終わりますが、御審議の程どうぞよろしくお願いいたします。 

【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】  議案番号６、７番の株式会社共立メンテナンスは、替掘りが完成して、

きちんと揚げて、その揚湯量を見て設計の段階でお風呂の大きさということは、この辺を

話は承っています。 

 それから、８番の熱海市は、これも替掘りで、完成後に機械を設置したいと、こういう

ことでございますので、いずれも組合としては異議なしということにいたしました。 

【部会長】  ありがとうございます。ほかご意見、ご質問いかがでしょうか。 

【益子委員】  ６番と７番、エアリフトになっているのは温度が高いという判断でしょ

うか。水中ポンプでは難しいという判断でしょうか。それともサイズ的に入らない？ 
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【部会長】  事務局。 

【事務局】  直接確認してはいませんが、ほかのところと比べますと●●度以上という

ことで温度が高いためにエアリフトを使っていると思われます。 

【益子委員】  わかりました。 

【内田委員】  ちょっと補足で、熱海で高温のところについては、いまだにエアリフト

が残っていまして、一時水中ポンプが非常に流行って、つけたんですけど、結果的に機械

を２回も壊しちゃったとかっていうことで、結局昔、水中ポンプからエアリフトの変えて

くださいという申請が何本か出て、一番やっぱりトラブルが少ないというか、危険度が、

つけた後のトラブルとか非常にお金がかかりますし、営業的にも困るので、エアリフトの

方がそういう意味では安定ということで。今エアリフトもほとんど音的には静かになって

きてますんで、特に低馬力のロータリーコンプレッサーなんてほとんど騒音が出ないので、

特に温度の高いところはエアリフトを選択しているというのが実態だと思います。 

【益子委員】  それに補足で、基本的には多分、温度が高いということでエアリフトを

選んだのだと思います。エアリフトと水中ポンプを比較したときに、色々と操作をしやす

いのは圧倒的に水中ポンプで、エアリフトというのは中々量の加減だとか難しいところが

ある。 

【内田委員】  ある施設で連休中に水中ポンプが壊れちゃった。業者がとにかく真っ青

で、やっぱり抜かなきゃいけないんで。エアリフトでも故障ありますけど、水中ポンプが

壊れた場合、機材も買わなきゃなりませんのでね。営業的にはどっちがいいかというと、

水中ポンプの良し悪しというのはやっぱりあるんじゃないかと。 

【益子委員】  おっしゃることはよくわかります。ただ、水位だとか計測だとかしやす

いのは圧倒的に水中ポンプなので、資源管理は非常にしやすいということをちょっと申し

上げたかった。エアリフトの場合は水位が全く読めませんので、どの程度水位が下がって

いるのかというのは、もう本当に止めて静水位を見てみないとわからないといったところ

ですね。エアリフトでもコンプレッサーが壊れると上がんなくなるので、コンプレッサー

２台兼用してればまず上がると、揚湯不能になることはない。水中ポンプは、大体基本的

には予備を持っているものなんですけども、でもやっぱり交換する作業で半日以上はかか

りますから、その間、お湯が止まるということはどうしても。 

【内田委員】  大体中小旅館はほとんど１本の源泉でやってますんでね。壊れてからと

いうのはアウトになっちゃうので。 
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【定居委員】  水中ポンプが壊れた時のために予備置いてあるんですけども、予備突っ

込んで、大体１日かかりますね。やはり昔と比較すると、エアリフトでやった方が安全か

なという。ただ、エアリフトは効率がすごく悪いです。キロワットで比較しても多分半分

ぐらいのキロワットになるので、その辺がどうお考えになるかということであります。あ

と、エアーを吹き込むことでスケールつきやすくなるとか。ただ、管理費が半分ですね。 

【益子委員】  メリット、デメリットは両方ありますんで、それは別にエアリフトにせ

いとか水中ポンプにせいとか言うつもりは全然ございませんで、要するにメリット、デメ

リットを判断した上で選択すればいいのかなと思っています。 

【部会長】  そのほかございませんでしょうか。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りました第６号議案から第９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） 

【部会長】  ありがとうございます。異議もございませんので、そのように決定したい

と思います。 

 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 ―― 


