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平成 30 年度 第１回静岡県環境審議会温泉部会 

 

１ 日 時     平成 30 年７月 13 日（金） 午後１時 30 分から１時 57 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     ９人 

       鈴木(智)委員（部会長）、狩野委員、稲葉委員、内田委員、 

       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  ６人 

       森衛生課長、森川生活衛生班長、稲葉主任 

賀茂保健所、熱海保健所、東部保健所各担当者 

 

４ 審議の結果 

土地掘削許可申請について、事務局が第１号議案を説明し、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２号議案を説明し、異議なく承

認された。  

最後に、動力装置許可申請について、事務局が第３号議案から第４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名中９名

の委員の皆様にご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、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。 
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 ここで、東堂委員の退任に伴い、新たに温泉部会委員になられた方をご紹介いたします。

県議会危機管理くらし環境委員会委員長の鈴木智様です。 

【鈴木智委員】  よろしくお願いします。 

【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ます。それで

は、ご推薦をお願いいたします。 

【定居委員】  県議会議員の危機管理くらし環境委員の、新しくなられた鈴木さんにお

願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【事務局】  ただいま鈴木委員を部会長にとのご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） 

【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。 

 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になっておりますの

で、鈴木部会長は議長席にご着席をお願いします。 

 それでは、ただいま選任されました鈴木部会長からご挨拶をお願いいたします。 

【部会長】  ＜挨拶＞ 

【事務局】  ありがとうございました。 

 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。鈴木議長、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号議案の温泉法に基づく掘

削許可申請が１件、第２号議案の増掘許可申請が１件、第３号から第４号議案の動力装置

許可申請が２件の合計４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いたします。議案書の５ページをお開き
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ください。 

 申請者は、沼津市内浦三津の株式会社三津浜観光開発です。 

 掘削場所は、沼津市内浦三津で一般地域です。 

 具体的な位置については、議案書の６ページから８ページをごらんください。伊豆箱根

鉄道田京駅から西へ約４.５キロメートルのところです。 

 議案書の５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、既存施設の浴槽に供給するものです。 

 掘削の内容ですが、議案書の９ページの孔柱図をごらんください。掘削深度は１,３００

メートル、最終口径は１００Ａとなります。 

 議案書５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。なお、同じ申請者に関する平成３０年１月

３０日付土地掘削許可となった案件が近隣約１６０メートルの位置にありましたが、平成

３０年３月２０日付工事未着手のまま工事廃止となり、工事廃止届が提出されております。 

 沼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います。 

 事務局としましては、議案書４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

願いします。よろしいでしょうか。 

 それでは、ご意見も特にないようですので、採決に移らせていただきたいと思います。 

 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】  ありがとうございます。異議もないようでございますので、そのように決

定いたします。 

 続きまして、第２号議案の増掘許可申請につきまして、事務局の説明をお願いします。 

【事務局】  第２号議案の増掘についてご説明します。議案書の１０ページをお開きく
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ださい。 

 申請者は、東京都千代田区大手町の三菱地所株式会社です。 

 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１１ページから１２ページをごらんください。伊豆

急行伊豆熱川駅から北西へ約２８０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、ケーシング管と揚湯管の癒着を防ぐために、ケーシング管の口径を

拡大するものです。 

 議案書１３ページから１４ページの孔柱図をごらんください。１３ページが増掘後、１

４ページが現況の図になっております。掘削深度は３７２メートル、最終口径は８０Ａと

なります。 

 議案書１０ページにお戻りください。掘削内容の欄のとおり、増掘による変更箇所を下

線で示しており、掘削は口径１４９.２ミリメートルの部分を深度２９５メートルまで延長、

挿入管は各深度における口径を拡大しています。 

 掘削地付近の状況ですが、付近の欄のとおり、２００メートル以内に利用源泉が４本あ

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４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。 

【益子委員】  確認でございますが、増掘の目的は、エアリフトから水中ポンプに改良

するためでしょうか。それとも、単純にエアリフトはエアリフトのまま。 

【部会長】  ご答弁、お願いします。 

【事務局】  ここに書いてありますように、エアリフトから同じくエアリフトのポンプ

ですけれども、ケーシング管と揚湯管が癒着する、ちょっと口径が狭くて接触してしまう
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ということで口径を広げると。説明の中では省略させていただきましたけれども、揚湯量

等については前後で変更はございません。 以上です。 

【部会長】  益子委員。 

【益子委員】  すいません。これ、エアー管、ケーシング管と揚湯管の癒着ということ

ですので、多分坑内でスケールが出たんでしょうか。現況を見てみますと、注水管も入っ

ておるようですが、これは現況、生きているんでしょうか。注水しながらのエアリフト。 

【事務局】  はい。 

【益子委員】  申請者がエアリフトのままということであれば、どうこうって別にない

んですけど、むしろ水中ポンプ対応を考えたほうがいいような感じはしました。 

【部会長】  他はいかがでしょうか。 内田委員。 

【内田委員】  ちょっとこれは後学のために聞きたいんですけれども、かつてあまりな

い申請なんですが、熱川ならではの泉質、よその温泉場では、多分、熱海なんかでは起こ

り得ない申請だと思うことと、これ、非常に温度が高温ですよね、●●度近いので。現在、

僕らは●●度以上のは、なかなか水中ポンプは対応が難しいと聞いているんですけれども、

これは後学のためにちょっと教えていただきたいんですが、現在はもつんですか。 

【益子委員】  正直言うと、もつのもあるかもしれませんけれども、結構……。 

【内田委員】  大体かつては●●度プラスくらい……。 

【事務局】  そうです。●●度台というのはかなり難しいと思いますけれども、結構今、

いろんなところで高温のものも対応できるようにはなっておるようですので、できなくは

ないのかなと。 

【定居委員】  劣化はしますよね。 

【内田委員】  失敗すると何百万になるので、なかなか業者も怖がるんで、水中ポンプ

にしてだめだった場合に。 

【益子委員】  ここで注水管を入れるのは、多分冷やすという効果があると思うので、

水中ポンプでも冷やしながらというのも結構やっているようですから、それも視野に入れ

てしたのかなと思っていたら、どうもそうでもないらしいので。やっぱり高温で難しいと

判断していいのかもしれない。 

【内田委員】  ありがとうございます。 

【定居委員】  いいですか。熱川の現状を見ますと、非常に温度が高いです、はっきり

言いまして。●●度を超える状態です。ここも大体●●度ぐらいということ、確かに言わ
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れると。私も温泉を持っていますけれども、水中ポンプではちょっとかったるいのかなと

いう感じはしないでもありません。やはり１年もつかなという感じですね。そんな状態に

なります。 

【益子委員】  特殊なポンプだと、もつのもあるようですが、やっぱりイニシャルコス

トがどんどんかかる。 

【部会長】  すいません、素人なので、今のかなり専門的な議論、完全に理解したわけ

ではないんですが、今いろいろご意見とご質問がありましたけれども、申請そのものにつ

いてはよろしいですか。 

【益子委員】  もう、はい。 

【部会長】  ほか、ご意見、いかがでしょうか。 

 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たいと思います。 

 事務局から説明がありました第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。では、そのように決定したいと思います。 

 続きまして、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きましては、

第３号から第４号議案までの２件について、一括して審議します。 

 事務局の説明をお願いします。 

【事務局】  動力装置許可申請について、第３号議案から第４号議案まで一括してご説

明します。 

 第３号議案について、議案書の１５ページをお開きください。 

 申請者は、東京都港区浜松町の株式会社エムプラスです。 

 掘削場所は、熱海市西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１６ページから１７ページをごらんください。ＪＲ

来宮駅から北西へ約７５０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。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、宿泊施設の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１８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３４４.５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
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毎分●●リットルを揚湯するというものです。 

 １５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、２

００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。 

 続いて、第４号議案です。議案書の１９ページをごらんください。 

 申請者は、熱海市上多賀の管理組合法人エンゼルシーサイド南熱海です。 

 掘削場所は、熱海市上多賀で準保護地域です。 

 具体的な位置については、議案書の２０ページから２１ページをごらんください。ＪＲ

伊豆多賀駅から北東へ約１.１キロメートルのところです。 

 議案書１９ページにお戻りください。申請理由ですが、未利用泉に動力を設置するもの

です。 

 利用の目的ですが、申請者の管理するマンションに供給するものです。 

 申請内容ですが、議案書２２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１２０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１９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。 

 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、委員の皆様のご意見をお願いいたし

ます。いかがでしょうか。 

【内田委員】  この２案件とも、温泉組合で問題ないといった結論が出ておりますので、

ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

【鈴木部会長】  お願いします。 

【益子委員】  特に問題ないと思いますが、幾つか確認させていただきたいんですけれ

ども、まず議案番号３のほう、静水位かなり深い、２６４．８０ｍ、ここの標高、源泉の
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ある標高って大体どれくらい。 

【内田委員】  ４００メートルぐらいだと思います。だから、水中下２００ぐらい入る、

海水面が。 

【益子委員】  わかりました。あと、これも余計なお世話の話なんですけれども、議案

４の水中ポンプの揚湯管なんですけれども、ＦＧＰ、この鉄管Ｓ.Ｇ.ＰがＦＲＰほうがい

いのではないかと。このあたり、少し塩分もあるかと思うので。温度が低いとわかりませ

んけど。 

【事務局】  伊豆多賀というのは、非常に濃い温泉が出るんですね、全国的にも有数の

濃さ。ただ、温度が●●度ということで非常に低いので、これは先方さんにも知識として

教えてあげます、腐らないので、ＦＲＰにしたら。●●度だったらもつ可能性があるので。 

【益子委員】  ええ。Ｓ.Ｇ.Ｐはちょっともったいないかもしれない。よくポンプが落

ちるというケースもあるので、できれば見直ししていただいて。これは、別に許可の内容

と関係しないことですが。 

【部会長】  ほかはいかがでしょうか。 

 それでは、ご意見も出尽くしたようでございますので、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３号議案から第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。では、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しました。ご協力ありがとう

ございました。 

 

―― 了 ―― 

 


