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平成 29 年度 第１回静岡県環境審議会温泉部会 

 

１ 日 時     平成 29 年８月９日（水） 午後１時 30 分から２時 37 分まで 

 

２ 場 所     県庁別館特別第二会議室（静岡市葵区追手町９－６） 

 

３ 出席者 

 (1) 委 員     ８人 

       東堂委員（部会長）、狩野委員、稲葉委員、梅原委員、定居委員、

鈴木委員、益子委員、望月委員 

         

 (2) 事務局  ８人 

       杉井生活衛生局長、長岡衛生課長、 

森川生活衛生班長、稲葉主任 

熱海保健所、東部保健所、御殿場保健所、中部保健所各担当者 

 

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、委員により掘

削及び仕上がり呼び径の基準等について異議が唱えられ、補足説明が行われ

た後、許可に際して仕上がり呼び径の深度に関する条件を付すことで異議な

く承認された。 

  続いて、第２号議案から第５号議案の土地掘削許可申請について、個別に

事務局が説明し、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。 

 

５ 会議録 

【事務局】  定刻になりましたので、只今から、平成 29 年度第１回静岡県環境審議会温

泉部会を開催させていただきます。 

 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。お手元の温泉部会次

第１ページ目に、本日ご出席の委員の方々にご出席いただいております。稲葉委員はまだ
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ご到着しておりませんが、10 名中、現在７名でございますが、委員の皆様にご出席いただ

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、ご報告させていただきます。 

 ここで、田口委員の退任に伴いまして、新たに温泉部会委員になられました方をご紹介

させていただきます。 

 県議会危機管理くらし環境委員会委員長の東堂陽一様でございます。 

【東堂委員】  東堂でございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、審議に入ります前に、温泉部会運営規程第４条の規定によりまして、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、部会長の選任を行わせていただきます。 

 会議の簡素化のために、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、ご推薦がもしありましたら、よろしくお願いいたします。 

【定居委員】  ただいま委員になられました東堂危機管理委員にお願いしたいと思いま

すが、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、ただいま、東堂委員を部会長にというご推薦がありまして、異議なしという

ことでございますので、東堂委員によろしくお願いいたします。 

 それでは、温泉部会運営規程第４条第１項によりまして、部会長が議長を務めることに

なっておりますので、東堂部会長は議長席のほうにご移動をよろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいま選任されました東堂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。 

 それでは、以降の議事進行につきまして、議長にお願いいたします。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号から第５号議案の温泉法

に基づく掘削許可申請が５件でございます。審議は、皆様のお手元に配付しました議案書
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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についてでございます。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させていただきます。お手元の資料、議

案書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。具体的な位置につきましては、議案書

の５ページから６ページをごらんください。場所は、来宮駅から北西へ約 800 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になります。 

 申請の目的ですが、湧出量が、経年変化に加えて、昨年著しく減少したことから、現孔

から 2.2 メートル離れた地点に替え掘りを行い、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７ページの孔柱状図をごらんください。掘削深度は 600 メー

トル、 終口径は 98.4 ミリとなります。 

 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１本ありますが、所有者から同意を得ております。 

 熱海市からの熱海市風致地区条例及び宅地造成工事許可に係る意見につきましては、熱

海市及び保健所から申請者に伝えてあります。 

 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。 

 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。 

 事務局といたしましては、湧出量の修繕が困難な利用泉のかえ掘りについては、保護対

策要綱で認められていることから、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】  ありがとうございました。 

 ただいま事務局から議案の説明がありましたけれども、皆様のご意見をお願いいたしま

す。 

【益子委員】  この掘削許可等の基準についての中で、準保護地域については、掘削口
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径、原則として仕上がり呼び径 100 ミリ以内とあります。７ページの断面図を見ますと、5

90 メーターから 600 メーターの間を掘削口径 98.4 ミリにしていますが、これをもって

終掘削口径だとすれば、ごまかしに近いと私は思うのですけれど、この点は事務局として

どうお考えでしょうか。 後の 10 メーターだけ 100 ミリ以内にしているということは、正

直に申し上げると、いわゆるスライムだまりみたいなところになりますので、ほとんど意

味がない。たかが 10 メートルで 終掘削口径としているのは、あまりにも乱暴なような気

がします。 

 後、替え掘りの場合、前の源泉の深度と同一にする必要はないんですよね。1,000 メー

トル以内ということであれば、ある程度、自由度はあるんでしたっけ。 

【事務局】  替え掘りの場合は、以前の源泉と掘削深度及び 終口径を同様にしており

ます。 

【益子委員】  どうもありがとうございます。そうしますと、７ページに示した図とい

うのは、元の源泉と同じ内容ということで理解してよろしいんですか。 

【事務局】  次第の６ページ、資料４にあります２温泉準保護地域（２）申請に対する

取扱いでは、掘削深度を原則として 1,000 メートル以内、掘削口径としまして呼び径が 10

0 ミリ以内とされており、その関係で、既にある源泉と深度及び口径は同一にしてありま

すけれども、途中の過程につきましては基準等がないため、これは以前の源泉とは変わっ

ております。 

【益子委員】  結局、 後の 590 から 600 メートルの間を 終口径とするために、わざ

わざ 98 ミリで掘っているということなので、これは要するに、資料４の掘削口径のところ

を満たすためだけに掘っていると私は理解します。決して 100 ミリ以内にしなければいけ

ないものと言うつもりはないですけれども、適合をさせるためのあからさまな手段という

ふうに映りますので、これについてはもう少し指導すべきではないかと思います。実質は

244.5 ミリが仕上がり口径です。この形を放置すると、みんなが同じような形にしてしま

うと思いますので、これは私はまずいと思います。径が太くなるとか細くなるとかという

こと以前に、こういうやり方を認めること自体が非常に問題じゃないかなと。 

【益子委員】  これで、基本的に揚湯量の規制がきちっとなされているのであれば、そ

れほど大きな問題は起きないかもしれません。ただ、これのやり方の一番問題は、許可等

の基準についての２（２）の 終口径を満足させるためだけに 10 メーターの部分を掘って

いるというようにしか受け取れないんですよね。 終口径はこの口径ですよと言わんがた
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めにこれをやっているとしか思えないので、それを全部に適用すると、他のところも全て、

後の 10 メートルだけ、こういう形で 100 ミリ以内にしてしまうということが全部許可に

なってしまうということになりますから、少しあからさま過ぎる。それだったら、土地の

ところで１回、径落とししてもらって、100 ミリ程度の口径で掘ってもらったほうがいい

と思います。 

 そういった意味でいくと、水中ポンプの保護管と書いてありますけれども、これが適当

かどうかはわかりません。ただ、そこのところで 終口径を 100 ミリにして、裸孔にして、

その上の 230 から 370 メーターか 400 メーターぐらいまでのところについてはケーシング

を入れてもらうというふうにするのが筋かなと思うんです。口径を厳密に守るのであれば。

口径を守ることよりも、むしろ揚湯の規制を守る方が正しい行為だと思います。これはあ

まりにもあからさまと思いますので、そこを指導してもらえればと思います。 

【鈴木委員】  実は私のところも数年前、同じような工事をやりました。100 ミリでか

なり長い間、ずっと掘ったんですけれども、資料４に書いている、原則として仕上がり呼

び径 100 ミリ以内、これがなぜ 100 ミリ以内という制限がかけられているのかというのが

１つの問題だと思います。これは多分、100 ミリ以内って、余計なたくさんの源泉をそこ

へ集中させて揚げられるだけのものをつくらないようにするということしか考えられない

んです。もしそうだとしたら、ただ、ここで制約が 100 ミリ以内とあるだけで、途中の制

約が何もないとしたら、この制限の仕方に問題があるということだと思います。先ほど益

子先生がおっしゃったみたいに、それでは、途中はどうでもいいかと言われたときに、こ

れだけだといいとしか言いようがないというのが１つあります。 

 なぜたくさん、大きく掘りたいか。これは、実は掘ってみて、途中、どうしても崩れた

り、いろいろなもので下が埋まってくる。その埋まり方を少しでも軽減させるということ

が、安定的にお湯を揚げるには必要だということがあるから、多分、大きい口径を掘りた

いと思う。それは実は研究者からも言われました。そこの埋まってもいいという部分をな

るべく長くしたり、広くしたり、体積を大きくとることによって、その部分がある程度軽

減されるという話は、実はその時にも聞きました。そんなことで大きく掘っているんじゃ

ないかと思うんですけれども、そのあたりのことを、さっき益子委員もおっしゃられたみ

たいに、揚湯するところで制限するのか、ちゃんとした縛り、これは認めるけれども、そ

の代わりにこうした方がいいというようなことはちゃんとしておいた方がいいと思います。 

 埋まり方を少しでも少なくして、利用者の負担がかからないようにするという意味では、
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別に私は反対ではないです。 

【益子委員】  私も決して 100 ミリにしなさいという意味ではございません。実情であ

れば、100 ミリ以上の口径になってもいいとは思っております。ただ、このやり方はあま

りにも無理やりだと感じるだけでございます。 

 あと、先ほど、要するに崩壊をした場合に確保したいという話がありましたけれども、

それならば、素穴（裸孔）でするのではなくて、ストレーナーも入ったケーシングを入れ

るのが一番ベターなんです。そういったこともしていないというところで、この場面の形

状としては、少し太過ぎるという嫌いはあります。 

 ここで水中ポンプの保護管と書いてありますけれども、これが途中に入って、さらにそ

の下で百何十ミリで掘るという形は、ある意味ノーマルだなと。水中ポンプの保護管があ

りますね。そこが１つのケーシング管みたいな形としてできるのであれば、それはそれで

いいだろうと。正直言うと、上のところで例えば崩壊が起きますと、水中ポンプ保護管は

もう抜けなくなります。これはある意味ケーシングに近い状態と考えてもらって、ここを

ケーシングとして考えなさいというふうにしてしまって、この下を径落としするというの

はどうかなと思うんですけれども。 

【定居委員】  近の傾向としては、エアリフトから水中ポンプになってきているんで

すね。そうすると、大体 100 ミリだと、クリアランスという部分ではぎりぎりの世界なん

ですね。それで、温泉を多く揚げるという目的であれば、確かに保護管は大きい方がいい

んですけれども、管理する立場からすると、これはこれでいいのかなと。ただし、揚げる

湯量を規制するというふうな傾向に持っていった方がいいのかなという感じはしないでも

ないです。ただ、図面上では先ほど指摘されたとおりで、確かに無理やりかなと思います

けれども、保護というか、そういう面では湯量の規制だけをしてほしい。 

【益子委員】  一番大事なのは湯量規制。 

【定居委員】  湯量規制ですね。そういうふうに感じますけれども。大変なんです、ポ

ンプを引き揚げるという行為はですね。 

【部会長】  ありがとうございました。 

【鈴木委員】  ここは前に揚げていたのはエアリフトポンプですか。というのは、今、

揚湯量の規制が既にリッターであるところですか。 

【事務局】  はい、あります。 

【鈴木委員】  私のところなんかは古かったもので、リッターでなくて、機械の容量で
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やっていたんですね。そういうところもあるので、そうなると、新たに調べて、今に合っ

た量で揚げられちゃうというのはあるんですね。昔、リッターで規制されていれば、その

リッターしか揚げられないと思うんです。 

【事務局】  リッターの規制があります。 

【鈴木委員】  では、そのリッターまでしか揚げられないということでしたら、問題な

いと思うんですけど。 

【益子委員】  来宮神社に近いところだから、かなり高温のものが出るんじゃないです

か。来宮神社の付近は沸騰していますよね。 

【事務局】  温度はそんなに出ていません。前の記録で……。 

【益子委員】  来の宮神社あたりはかなり高温ですけれども、このあたりはそうでもな

いんですか。 

【事務局】  200 メートル幅で、海に沿っているところは●●度。 

【益子委員】  逆に温度が高過ぎると、水中ポンプが使えないということも出てくるの

で。 

 私は、今までのご議論もよくわかりますけれども、私の見方では、 終口径は 244.5 ミ

リだと思いますね。だから、これはちょっとあまりにも極端に太過ぎないかなと。244.5

ミリとした理由というのは、この中に水中ポンプの保護管を、これ、７インチ、インナー

で 157.7 ミリで、大体ポンプとしては 150 ミリ径が欲しいんで、これを入れたいというこ

とで 250 ミリにしているのかもしれないんだけれども、ここの下をせめて 400 メートルぐ

らいから 150 ぐらいにしてくれないかなという感じを持ってはいるんですけれども、原則

100ミリに対して、ここは255ミリをオーケーにしちゃっているというところがあるので、

ちょっと絞ってほしいなというのが私の正直な感想です。今までの議論で結構だと思いま

すけれども、ちょっとあまりにも太過ぎるという印象が強すぎます。 

【部会長】  事務局、今のご意見に対して見解がありますか。 

【事務局】  揚湯量自体は、モーターも通って、動力装置のほうで現状と変わらない湯

量というような許可のやり方はあろうと思います。ただ、今、委員のおっしゃられたこと

は原則的なお話に該当しますので、現状のもののどういうふうに掘ってあるかですとかが

分からないものですから、そういったものと、事業者がどういう考えで過去の穴をこれだ

け広げたか、崩れるからこうしたのかというのもございますので、そこら辺は確認をする

必要がございます。 
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【部会長】  許可申請者ですけれども、非常に緊急というか、相手の事情もあるかもし

れませんが、非常に急いでいるとか、そういうことはあるんですか。 

【事務局】  正直、これを旅館業に使っておりますが、今現在、そちらは閉館しており

まして、急いでいるのは間違いございません。 

【部会長】  例えばここでまだ可とせずに保留にした場合に、次の審議はいつ頃ですか。 

【事務局】  次の審議会を 10 月で調整しており、まだ確定ではありません。 

【部会長】  ２か月ぐらい調べて、そのときに再度、10 月に審議をするかという、そう

いう意味で、両者の事情があるので、勝手にこちらのサイドだけで決めていいのかという

疑問も多少もあるものですから、急いでいるかどうかという質問をしたんですけれども、

もしそれくらい待てるようなら、一度、申請している方に事情を聞いていただいて、何か

理由があるのかもしれないし、もしそうでなくて修正対応が可能だということなら、そう

してもらうということも、より理想的だと思いますので、もし 10 月くらいにまた審議がで

きるということであれば、それまでに事務局で調査をしていただいて、再度報告してもら

うという方向でもよろしいでしょうか。どうでしょうか、皆さん。そういう形にしてみよ

うかと思いますけれども、事務局、どうですか。 

【鈴木委員】  私が工事をやったときに、年に３回しか審議会がないということが、工

事を進める上ですごくネックになったところがありまして、何だかんだで平気で１年ぐら

い遅れちゃうんですね。この旅館がどういう理由で閉館しているのか、これからどうする

つもりなのか、確認しなければ何とも言えないんですが、もし温泉が出ないために経営が

できないということですと、少し何かの形を考えてあげたいなというのは同業者として思

うところです。例えば掘削の仕方を、今言ったみたいに、10 メートルの形だけの直径をこ

ういうふうに変えますということで、例えば、これならということで許可を出してあげら

れれば、そんなこともできないかなとちょっと思うんですけれども、他は全く問題がない

と思うので。 

【事務局】  今回、掘削の許可に対して一定の条件をつけて許可をすると。元々（掘削

について）、条件はついているんですけれども、この 終口径につきまして条件をつけて、

沿うような形で許可をするという方法しか、今のところ思い当たらないんでございますけ

れども、その条件がどの辺りからだというのはあるんですけれども。 

【益子委員】  それは設計の判断になるので、何とも言えないところはあるんですけれ

ども、そこはちょっと見直しをしてほしいなと思いますね。 終口径を 100 ミリにしろと
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いうことではなくて。 

【部会長】  では、一応、議長案として、再度、申請者からも聞き取り調査をして、掘

削について、事務局としては、幾ら何でもつじつま合わせだという意見があったというこ

とで、もう少し寸法、深さを調整できないかということを、少し中途半端な条件のつけ方

ですけれども、はっきり何メートルという数字は申しませんが、再度検討していただくと

いう条件をつけて許可するということでまとめたいと思いますけれども、よろしいでしょ

うか。 

 事務局のほうでもう一度、もう少しここのところは対応できないかという検討をしても

らって、また私のほうに報告をしていただくということで、そういう形でまとめさせても

らっていいでしょうか。 

【事務局】  わかりました。 

【部会長】  私の方でまた、妥当かどうか判断をさせていただいて、 終許可をすると

いう形にさせていただきたいと思います。再検討してもらうという条件つきで許可にした

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。 

 それでは、ただいまのようなまとめにして、第１号議案は条件つきの許可ということに

させていただきたいと思います。 

 それでは、続きまして、第２号議案について、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８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９ページから 10 ページをごらんください。こちらは

川奈駅から南東へ約 850 メートルのところです。 

 議案書８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、ケーシング管の老朽化等により揚湯量が低下したため、現孔から約

30 メートル離れた地点にかえ掘りを行い、同一敷地内の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 11 ページの孔柱状図をごらんください。掘削深度は 719 メー

トル、 終口径は 90 ミリとなります。 
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 議案書の８ページへお戻りください。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。 

 伊東市からの自然公園法及び森林法に係る意見につきましては、自然公園法に関して鉄

塔高さが規制以下のため届け出不要、森林法に関しては、伊東市及び保健所から、伐採を

行う場合、届け出が必要な旨を申請者に伝えてあります。 

 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、湧出路の修繕が困難な利用泉の替掘については、保護対策要綱で

認められていることから、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

ものと思われます。 

 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】  ご苦労様でした。ただいま事務局から第２号議案の説明がありましたけれ

ども、皆様のご意見をお願いいたします。はい、どうぞ。 

【益子委員】  これも先ほどと同じで、 終口径 715 から 719 メートルを 90 ミリにして

いて、多分これも 100 ミリに合わせているという印象を強く持ちました。ただ、この場合、

上のケーシングは 100 ミリにしておりますので、先ほどの議案に比べますと、ごくごく普

通のフォーマットになっていると思います。 

 ただ、私に言わせれば、この 終口径 90 ミリ裸孔、715 メートルから 719 メートル、あ

えてやる必要はないと思っています。基本的にはこんなイメージが普通のやり方だと思い

ます。 

 先ほどのポンプの関係でいいますと、要するに 150 ミリの中にポンプを入れるのが一般

的でございますので、例えば、これは 250 メートルまで 150 ミリの管が入っておりますけ

れども、もう少し水位が下がってポンプを深目に設置しなければいけないという状況がも

しあるとすれば、この 150 ミリの鉄管をもう少し深く押し込んで、300、400 メートルまで

にしておくという形が、形態としては浮かんでくる。 

 ただ、これは先ほどに比べるとかなり、私に言わせるとノーマルな形態でございまして、

特に色物でもない。ただ、 後の４メートル部分の 90 ミリ掘削というのは、ここは必要な

いと思います。必要があれば、どうぞお掘りくださいというだけのことで。 
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【部会長】  その他、どうでしょうか。 

【事務局】  今のご意見に対してなんですけれども、第１号議案と似ている事案なんで

すが、こちらも同様にして、掘削許可等の基準についてに規定されています仕上がりの径

が 100 ミリ以内ということを守るために４メートルなんですけれども、その基準を遵守す

るべく入れたという形になっておりますので、ここは残していただきたいと思います。 

【益子委員】  どうもありがとうございます。わかりました。これは常態化していると

いうことでいいんですね。 

【部会長】  そのほか、ご意見はどうでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、ほかにはご意見もないようですので、今、ご意見はあるとしても、許可としては

問題ないという見解でもございますので、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を適当と思われる方の挙手をお願

いいたします。 

（賛成者挙手） 

【部会長】  ありがとうございます。では、第２号議案は申請どおり許可ということで、

皆さんご賛成とさせていただきたいと思います。 

 それでは、第３号議案を、事務局から説明をお願いします。 

【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 12 ページをお開きくだ

さい。 

 申請者は、神奈川県厚木市中町の株式会社オーイズミダイニングです。 

 掘削場所は、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 13 ページから 14 ページをご覧ください。 

 申請地は、富戸駅から北西へ約 2.2 キロメートルのところです。 

 議案書 12 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、新規掘削を行い、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 15 ページの孔柱図をご覧ください。掘削深度は 1,200 メート

ル、 終口径は 100 ミリとなります。 

 お手元の資料、次第の６ページをご覧ください。２温泉準保護地域（２）申請に対する

取扱いのウで、掘削深度は原則 1,000 メートル以内とされています。 

 続きまして、次第 15 ページをご覧ください。地域ごとの実情により適当と認められる範

囲として、小室・対島の準保護地域における掘削に関し、大室高原で深度 1,500 メートル
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まで認められており、そのため原則を超え、今回、申請深度が 1,200 メートルとなってお

ります。 

 議案書 12 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。 

 伊東市からの自然公園法、都市計画法及び森林法に係る意見につきましては、自然公園

法は申請中、都市計画法は平成５年に完了済み、森林法に関しては、伊東市及び保健所か

ら伐採を行う場合、届け出が必要な旨を申請者に伝達済みです。 

 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第３号議案の説明がございましたけれども、委員の皆

様のご意見をお願いいたします。 

 ご意見はありませんか。ありがとうございます。 

 それでは、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

めることでよろしいでしょうか。一応、挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

【部会長】  ありがとうございます。異議なしということで、以上のように決定いたし

ました。 

 続きまして、第４号議案、事務局から説明を行います。 

【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 16 ページをお開きくだ

さい。 

 申請者は、東京都渋谷区代々木の小田急電鉄株式会社です。 

 掘削場所は、御殿場市深沢で一般地域です。 

 具体的な位置については、議案書の 17 ページから 18 ページをご覧ください。 

 御殿場駅から東へ約３キロメートルのところです。 
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 議案書の 16 ページにお戻りください。掘削地は借地であり、土地所有者から使用承諾書

を取得しております。 

 申請の目的ですが、新規掘削を行い、建築予定の温浴施設へ供給するものです。 

 掘削の内容ですが、議案書 19 ページの孔柱図をご覧ください。掘削深度は 1,500 メート

ル、 終口径は 102.3 ミリとなります。 

 議案書 16 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。 

 御殿場市からの土地利用対策委員会等に係る意見につきましては、平成 28 年 11 月 24

日に承認を受けております。 

 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。 

 事務局といたしましては、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】  ありがとうございました。ただいま事務局から第４号議案の説明がありま

したけれども、委員の皆様のご意見をお願いいたします。ご意見ございますか。どうぞ。 

【狩野副部会長】  19 ページの図なんですけれども、その中で推定柱状図というのが入

っていますね。今までの案件でこれが出てきたことはないと思うんですが、多分、これは

審査基準にはならないですよね。だけど、この図は間違っています。明らかに現在の常識

から外れた地層面が出ています。御坂層群は誤りです。多分、箱根火山の噴出物が 1,200

メートルぐらいまでいって、その下は足柄層群というのが現在の知識での 適な解釈だと

いうふうに私は思います。 

 だから、この間違いは許可の申請とは関係ないかもしれないんだけど、間違いであるこ

とは確かです。現在の基準に合いません、学問的な。 

【事務局】  申しわけございません。ここの部分は差しかえをさせていただきます。こ

れを削ったもので業者の方に申請書に添付させます。 

【狩野副部会長】  はい。だから、これを外せばいいですから。 

【事務局】  はい。そうさせていただきます。 

【部会長】  その他どうでしょうか。 

【狩野副部会長】  それに関連して、審議が終わった後で、一言。 
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【部会長】  はい。そういう形で。 

 第４号議案について、ほかにご意見はございますか。 

 それでは、ご意見もないようですので、今、狩野副部会長からご意見というか、見解が

ありましたが… 

【狩野副部会長】  コメントというか、そんなものですけど。 

【部会長】  つけ加えますと、この柱状図が誤っているかもしれないので、事務局の方

で… 

【狩野副部会長】  これを見て実はびっくりしたんです。御坂になっている。こんなこ

とわかっているのかと。で、ちゃんと調べました。この場所は学術的にすごい重要なとこ

ろで、プレート境界と呼ばれるところの地下を掘り抜くわけです。なので、我々はすごく

気にしていて、10 年ぐらい前に反射法で地下構造探査をかけています。 

 そのときの地下構造はある程度出たんだけど、基準となるボーリングがなくて、１つだ

けあるのは、御殿場温泉の乙女１号というやつです。それを使って反射法と合わせたんで

す。というようなところで、学術的にすごく私は、というかみんな興味を持っているとこ

ろで、ここはぜひとも学術ボーリングを打ちたかったところなんですが、温泉だとオール

コアというわけにもいかないと思うので、まことに残念でありますが、オールコアでも欲

しいなとは思っております。というのがコメントです。 

【益子委員】  じゃあ、そのコメントに。 

【部会長】  どうぞ。 

【益子委員】  小田急電鉄さんがやりますので、結構、協力はしてくれると思いますよ。 

【狩野副部会長】  そう思っています。 

【部会長】  じゃあ、他にご意見はないようですのでまとめに入りますけれども、推定

柱状図については、省略するなり差しかえるなり、後ほど許可とは関係ない部分ではあり

ますけれども、適切な対応をされるということ、それで、今、いろいろな学問的に広げて

いければというご意見もありましたので、それはそれぞれがまた各々が対応をとっていた

だくということでお願いしたいと思います。 

 第４号議案については、原案どおり許可するということでご異議はございませんでしょ

うか。賛成とおっしゃっていただけますか。 

（「賛成」の声あり） 

【部会長】  ありがとうございます。異議なしということで、第４号議案は申請どおり
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許可することに決定をいたします。 

 続きまして、第５号議案の説明を事務局に求めます。 

【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 20 ページをお開きくだ

さい。 

 申請者は、東京都港区西麻布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 22 ページをご覧ください。 

 小山町役場から西へ約 11.6 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、土地所有者から使用承諾書

を取得しております。 

 申請の目的ですが、新規掘削を行い、新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 23 ページの孔柱図をご覧ください。 

 掘削深度は 1,500 メートル、 終口径は 100 ミリとなります。 

 議案書 20 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。 

 小山町からの森林法及び消防法に係る意見につきましては、どのような場合に届け出等

が必要かを小山町及び保健所から申請者に伝えてあります。 

 土地利用対策委員会等に関しては、平成 29 年７月 18 日付で承認されております。 

 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。 

 事務局といたしましては、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けれども、委員の皆様のご意

見をお願いいたします。 

【益子委員】  22 ページを見ると、申請地の下のほうに、須走温泉天恵と書いてあるん

ですけれども、これは温泉ですか。それとも、強羅花壇の関連の施設でしょうか。 

【事務局】  こちらにつきましては、温泉を利用した今回のものとは異なる施設です。 

【益子委員】  そうすると、いわゆる、温泉と書いてあるけれども、温泉ではないとい

うこと。 



 -16-

【事務局】  温泉を使用はしている浴用施設なんですけれども、こちらで……。 

【益子委員】  運び湯ですか。 

【事務局】  こちらで使用している源泉は、今回掘削する場所から 200 メートル以上離

れたところにありますので、200 メートル以内には、特に利用源泉はないということにな

っております。 

【益子委員】  ちなみに、須走温泉天恵さんの源泉というのは、やっぱり 1,500 メート

ルぐらいお掘りになっている状況でしょうか。 

【事務局】  同様に 1,500 メートル付近まで掘削していると。 

【益子委員】  ちゃんとした温泉が出ると。温度は何度ぐらいで説明していますでしょ

うか。温度は何度ぐらいでしょうか。 

【事務局】  温度に関しては、●●度から●●度ほどの温度です。 

【益子委員】  わかりました。 

【部会長】  その他、どうでしょうか。 

 ご意見もないようですので、それでは、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、意見をとりまとめることでよろしいでしょうか。 

 異議のない方は、賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

【部会長】  ありがとうございます。では、第５号議案は申請どおり許可することが適

当であるというふうに意見をまとめさせていただきます。 

 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。 

 県におきましては、本日、各委員から出されましたご意見を今後の温泉行政に反映して

いただくよう、お願いを申し上げます。これから後の進行については、事務局にお返しを

いたします。 

【事務局】  ありがとうございました。第１号議案の条件につきましては、また後ほど

事務局のほうで検討いたしまして、報告させていただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 

―― 了 ―― 

 


