
平成 28 年度 第３回静岡県環境審議会温泉部会 

 

１ 日 時     平成 29 年１月 24 日（火） 午後１時 30 分から 2 時 49 分まで 

 

２ 場 所     県庁本館４階第４委員会室（静岡市葵区追手町９－６） 

 

３ 出席者 

 (1) 委 員     10 人 

       田口委員（部会長）、狩野委員、稲葉委員、内田委員、梅原委員、

定居委員、鈴木委員、益子委員、望月委員、山本委員 

         

 (2) 事務局  ８人 

       杉井生活衛生局長、長岡衛生課長、森衛生課技監、 

森川生活衛生班長、小澤主査 

賀茂保健所、熱海保健所及び御殿場保健所各担当者 

    

４ 審議の結果 

  土地掘削及び動力装置の許可申請について、事務局が第 1 号から第２号議

案をそれぞれ説明し、委員により地域の現況について補足説明が行われ、異

議なく承認された。 

また、第３号議案については、南伊豆町からの説明後、事務局から議案を

説明し、委員からの意見により、不許可とすることが適当であるとの結論を

得た。 

 

５ 会議録 

【事務局】  定刻になりましたので、只今から、平成 28 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。本日傍聴される方が、１名いらっしゃいます。傍聴される方に

お願いします。第２号議案の動力装置許可申請につきましては、非公開となっております

ので、その議題が始まる前に一度、御退席いただきますよう、よろしくお願いいたします。

はじめに、本日の会議の出席状況につきまして、御報告いたします。本日、稲葉委員が、
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新幹線が遅れているということで途中から参加される予定であります。現在、委員の 10

名のうち、９名の委員の御出席を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報告いたします。以降の議事進行につき

ましては、議長にお願いします。田口議長よろしくお願いします。 

【田口部会長】  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、第３号議案の温泉法に基づく掘削許可申請が２件、

第２号議案の動力装置許可申請が１件の合計３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。 

【事務局】  第 1 号議案の掘削について御説明します。議案書の４頁をお開きください。

申請者は、神奈川県横須賀市の大川温水会 会長 川名廣一です。掘削場所は、賀茂郡東

伊豆町大川で準保護地域です。具体的な位置については、議案書の５頁、６頁を御覧くだ

さい。伊豆急伊豆大川駅から南西へ約１キロメートルのところです。議案書の４頁にお戻

りください。掘削地は、申請者の管理地です。申請の目的ですが、議案書の７頁の図のと

おり、現孔から約４ｍ離れた地点に替掘りを行い、周辺別荘地の住宅に供給するものです。 

申請理由ですが、既存源泉内に揚湯管等の切断物が残留しており、ケーシング管の老朽化

により、その回収が困難な状況であるため、替え掘りを行うというものです。掘削の内容

ですが、議案書８、９頁の孔柱図を御覧ください。掘削深度は現行と変わらず 600 メート

ル、 終口径は、裸孔で 100 ミリとなります。なお、工事が完了し、本源泉が湧出後は、

現在の源泉を廃止する計画です。議案書４頁にお戻りください。掘削地付近の状況ですが、

「付近の状況」の欄のとおり、替え掘りを行う自己源泉以外に、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、地元の熱川温泉組合長から異議のない

旨の副申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、準保護地域であり、自己源泉を廃止することで 200 メートル以内に利用源泉が無く、

温泉掘削許可等の基準を満たしていることから、議案書３頁の参考資料１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、御審議の程よ

ろしくお願いします。 

【田口部会長】  ありがとうございます。只今、事務局から議案の説明がありましたけ

れども、委員の皆様の御意見をお願いいたします。いかがでしょうか。 
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【定居委員】  よろしいですか。 

【田口部会長】  はい、定居委員 

【定居委員】  実は現場を見て参りまして、周りの状況を確認したところ、私のほうも

別に問題はないというような認識でございます。 

【田口部会長】  ありがとうございました。他にありませんでしょうか。 

【益子委員】  確認、質問になります。深さ的には変わらないんですが、ケーシング管

の口径が 100 から 125 になっている。これは、いわゆる替え掘りという状況の中では問題

ないということで考えればよろしいでしょうか。 

【事務局】  そうですね。これまでの替え掘り申請では、 終口径が同じであること、

深さが同じであることという部分で審議して参りまして、途中のケーシング管の大きさに

ついては指導、規制していない状況です。特段、問題ない範囲と認識しています。 

【益子委員】  わかりました。このケースでは、100 ミリの口径だと、たぶんエアリフ

トになると思われますが、125 ミリだと状況によったら水中ポンプの設置が可能なんです

が、この辺り、ポンプの変更ということも可能なのでしょうか。例えば、エアリフトから

水中ポンプへの切り替えは可能なのでしょうか。 

【事務局】  ポンプの変更は、動力装置の許可申請となりますが、ポンプの変更は可能

です。 

【益子委員】  この場合、ぎりぎりですが、水中ポンプも対応可能かもしれませんね。 

【田口部会長】  よろしいですか。 

【益子委員】  はい、結構です。 

【田口部会長】  他にいかがでしょうか。よろしいですか。それでは、ほかに御意見が

ないようでありますので、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

請どおり許可を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） 

【田口部会長】  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、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号議案の動力装置許可申請について御説明します。議案書の 10 頁を御

覧ください。申請者は、熱海市海光町の芦川温泉クラブ 組合長 浅貝晃好です。申請場

所は、熱海市海光町で保護地域です。具体的な位置については、議案書の 11 頁から 12 頁
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を御覧ください。JR 熱海駅から北東方向へ約 800 メートルのところです。議案書の 10 頁

にお戻りください。申請地の地目は、鉱泉地です。申請理由ですが、平成 27 年 11 月 10

日付けで掘削許可された替掘工事が完了したため、新たな動力装置を設置するものです。 

利用の目的ですが、近隣住宅、会社保養施設等、組合員に供給するためのものです。申請

内容ですが、議案書 13 頁を御覧ください。7.5ｋｗのエアリフトポンプを設置し、揚湯試

験で安定した揚湯が確認できた範囲内で、毎分●●㍑を揚湯するというものです。議案書

10 頁にお戻りください。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

以内に利用源泉があり、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、

地元の伊豆山温泉組合から異議ない旨の副申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、御審議

の程よろしくお願いします。 

【田口部会長】 只今、事務局から議案の説明がありましたが、委員の皆様の御意見をお

願いします。 

【内田委員】  はい。 

【田口部会長】 内田委員 

【内田委員】  熱海です。替掘申請の完了に伴います、ポンプの設置ということで、是

非、お認めいただきたいということでございます。 

【田口部会長】  他にいかがでしょうか。よろしいですか。それでは、ほかに御意見が

ないようでありますので、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

請どおり許可を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） 

【田口部会長】  御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号議案の審議となりますが、準備がありますので、しばらくお待ち願いたいと思います。 

それでは、第３号議案の審議に先立ちまして、まず、本日お越しいただいた方の御紹介

させていただきます。静岡県環境審議会条例第７条に基づき、専門的事項に関し学識経験

のある者及び関係人に対し、部会への出席を求め、その意見を聴取し、又は説明を求める

ことができることから、次の方々に御出席いただいております、南伊豆町企画調整課 課

長の菰田様であります。また、同企画調整課 主事の高橋様であります。それでは、第３

号議案の掘削許可申請の審議に移ります。まず、事務局から、審議の経緯等について説明
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を求めます。 

【事務局】  事務局から第３号議案について、御説明いたします。平成 28 年度第１回温

泉部会では、審議事項として、南伊豆町の調査井掘削計画案について、諮問・答申の手続

を踏み、意見をまとめさせていただきました。その審議結果については、次第資料 P23 の

資料９に添付しましたとおりでございます。今般、南伊豆町から土地掘削許可申請書が提

出されましたので、審議することとなりましたが、第 1 回の審議結果のうち、掘削許可申

請の条件とされた「下賀茂区長の同意書」につきましては、本申請では添付されず、次第

資料 P24 の資料 10 に添付しましたとおり、南伊豆町長にあてて反対決意書が提出されてお

ります。これには、115 名の地域住民の反対署名が添付されておりますが、個人情報の関

係もありますので、資料への添付は控えさせていただきます。そのため、第３議案の審議

の進め方ですが、まず、「地元の十分な合意形成」について南伊豆町から説明後、当事務局

から議案の説明をさせていただきます。以上、よろしくお願いします。 

【田口部会長】  それでは、「地元の十分な合意形成」及び「申請の経緯」について、南

伊豆町から説明をお願いします。 

【田口部会長】  それでは今、お話がありましたが、「地元の十分な合意形成」及び「申

請の経緯」につきまして、南伊豆町さんから説明をお願いいたします。 

【南伊豆町】  それでは説明させていただきます。まず経緯をお話しさせていただきま

して、その中で住民の合意の件につきましても、お話しさせていただきたいと思います。

過去４回での温泉部会で御協議、御指摘いただいた内容を踏まえ、計画を取りまとめてま

いりました。委員の皆様のご審議をよろしくお願いいたします。 

 当初、予定した地点では、住民居住地近く、音等の不安が大きかったため、住民意見を

尊重し、住民への負担が少ない場所へと掘削地点の変更を行いました。その効果もあり、

申請に必要な同意要件はすべてそろうこととなりました。 

 １つ目、南伊豆町温泉組合、源泉所有者組合の同意書。 

 ２、200 メーター以内の源泉所有者の同意書。 

 ３、掘削坑跡上の土地所有者の同意書。 

 そして４となりますが、地元として、前回の温泉部会で決めさせていただいた、150 メ

ーター以内の方及び下賀茂 17、18 班の方へ、戸別訪問を行い、４分の３以上の御理解をい

ただくことができました。この件に関しましては資料の 28 ページを御覧ください。ヒアリ

ングの結果をまとめたものがございます。上段につきましては、150 メーター以内に住ん
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でおられる方の１名様の意見でございます。そして下段につきましてが、17、18 班エリア

に住んでおられる方々の考え方、ヒアリングの結果を行立てにしたものでございます。８

割近くの方が 24 時間掘削を含めた調査には賛成の意向でございました。以上が、地域同意

についての町としての御報告でございます。なお、県からご指摘がありました、この地域

が温泉の準保護地域になりますので、傾斜掘りが認められないという御指摘をいただいた

わけですけれども、経緯書を提出させていただきまして、町としての考え方を申し上げて

おります。こちらにつきましては、資料の 25 ページに添付してございますので、お目通し

いただければ幸いです。 

 今までの経緯、そして考え方をここにまとめてございます。この中なのですが、１、地

熱資源はもともと保護地域の深部にあると考えており、一貫して、これまでの考え方、温

泉の保護地域内で事を行っているという考え方に変更はないものであります。 

 ２、住民意見により地点を変更したことにより、地点が保護地域と準保護地域の境を、

若干、準保護地域のほうに出たということになりますけれども、南野川という川に沿った

谷間でございますので、ボーリングの機械を置ける場所、造成等をなるべくしないで置け

る場所を考えると、その場所になったものでございます。そして、この場所、保護地域と

準保護地域は字によって、小字によって分けてあるわけですけれども、この境界線が入り

組んでいる場所であり、もともと保護地域と準保護地域がのこぎりの歯のように行ったり

来たりしている場所でありますので、町としては、ここについては保護地域であると見て

よいと思っております。 

 要綱上、斜め掘りが禁止されているのは、掘削が認められない地域を掘ることが望まし

くないからかと思われますけれども、今回については、保護地域における掘削の条件をす

べて満たしていると考えております。また、そのつもりでいろいろなものをそろえてまい

ったところでございます。しかしながらでございますけれども、現事務局等から、斜め掘

りに関する御指導もあったところでございますので、掘り方のルートについては、地熱資

源の把握という目的に沿い、国の補助機関も了承いただける範囲内での検討をすることは、

町としてもやぶさかではない、変更も考えているといったところでございます。 

 これまで、度重なる温泉部会の議論を経ることとなりました。御迷惑をおかけしたとこ

ろになりますけれども、年数も相当たっておりますので、今回の部会におきまして、結論、

方向性を是非とも一旦出していただけることがありがたいと考えております。説明、報告

につきましては以上でございます。 
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【田口部会長】  それでは続いて、事務局から議案の説明を求めます。 

【事務局】  それでは議案の説明の前に、先生、皆様にお配りしてあります、Ａ４版１

枚の南伊豆町の調査井戸掘削についてというタイトルのワンペーパーを御覧ください。県

の基準に対する南伊豆町の掘削内容につきまして、御説明させていただきます。座って説

明させていただきます。 

 まず温泉掘削許可に係る審査基準につきましては、次第資料の３ページの資料３にあり

ます「温泉保護対策要綱」と、同じく次第資料の６ページの資料４にあります「温泉掘削

許可等の基準について」により規定されております。それをまとめたものが、このＡ４、

１枚の上の表、「１、温泉掘削許可に係る審査基準」という表になります。温泉保護地域で

すが、原則として掘削は認めていないことから、斜掘、深さ、 終口径については、具体

的な規定はありません。また、準保護地域では既存源泉から 200 メートル以上離すこと、

斜掘については認めない、深さは 1,000 メートル以内、 終口径は 100 ミリ以内と規定さ

れております。 

 それに対して、南伊豆町から申請のありました掘削内容につきましては、Ａ４、１枚の

２の下の表、「南伊豆町の掘削申請の内容」という下の表のとおりです。準保護地域での掘

削となりますが、既存源泉が２本あり、斜掘も水平距離 150 メートルまで行います。深さ、

終口径も記載のとおりとなります。 

 これまでの温泉部会では、保護地域での掘削を前提に既存源泉の整理統合、調査中止の

判断基準や地域の同意形成について議論を重ねてまいりましたが、今回、南伊豆町から提

出された掘削申請は、準保護地域から保護地域への斜め掘りとなりました。斜め掘りにつ

きましては、温泉保護対策要綱に基づき、一般地域の浅井戸については条件付きで認め、

準保護地域では不可としていることから、それ以上の保護が求められる保護地域におきま

しても、厳格に対処すべきと考えます。しかし、保護地域におきましては、距離制限や斜

め掘りに関し、許可の判断について、温泉部会でご審議していただくことを予定しており

ました。 

 今回の掘削は、準保護地域からの斜掘であり、さらに既存源泉から半径 200 メートル以

上離すという規定までも、基準を遵守できていないことになります。この点を御承知の上、

議案の説明に移らせていただきます。 

【事務局】  続きまして、議案の説明に入ります。議案書の 14 ページをお開きください。 

 申請者は南伊豆町です。掘削場所は、賀茂郡南伊豆町下賀茂で「準保護地域」から「保
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護地域」への傾斜掘になります。具体的な位置については、議案書の 15 ページ、16 ペー

ジを御覧ください。南伊豆町役場から南東へ約１キロメートルのところです。議案書の１

４ページにお戻りください。掘削地は、申請者の借地です。申請の目的ですが、当該地域

の地熱構造モデルを把握し、地熱開発の可能性を検討することを目的に、１週間以内の仮

噴気試験を行うというものです。掘削場所の選定ですが、議案書 17、18 ページを御覧くだ

さい。平成 27 年度に実施した地表調査により、高温熱水は、貫入岩の縁部を上昇している

と想定されたため、ターゲットを貫入岩の西縁部、西側の 1,180 メートルとし、傾斜掘を

行うというものです。掘削の内容ですが、議案書の 19 ページの孔注図を御覧ください。掘

削深度は 1,180 メートル、 終口径は 177.8 ミリです。掘削場所の位置ですが、議案書の

20 ページの平面図を御覧ください。先ほど説明のとおり、「準保護地域」である掘削開始

点から、「保護地域」である終了点までの傾斜掘となります。議案書の 14 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

用源泉があります。地元との調整についてですが、地元の南伊豆町温泉協同組合から「組

合意見」に記載された条件を付して同意する旨、副申書が提出されており、条件について

は、申請者も了承しております。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、別添、次第資料３ページ目、先ほど説明した資料３の温泉保護対策要綱、

ページだと４ページ目になりますが、次第資料４ページの第３（３）の１の規定に基づき、

準保護地域の掘削は既存泉から水平距離で 200 メートル以上でなければならず、かつ傾斜

掘は認めていないことから、不許可とすることが適当と考えます。以上で説明は終わりま

すが、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

【田口部会長】  ただいま、事務局から議案の説明がありましたが、委員の皆様の御意

見をお願いいたします。いかがでしょうか。 

【内田委員】  よろしいですか。 

【田口部会長】  はい、内田委員。 

【内田委員】  これは県で一応、駄目だと言っているけれど、南伊豆町では、これ対応

策は考えて、今日、ここへ来ているのか。駄目と決まっているなら、俺たちも駄目と言う

しかないけれども。来る必要なかったみたいな。 

【田口部会長】  それでは南伊豆町さん。 

【南伊豆町】  先ほども、ちょっとお話をさせていただきましたとおりですけれども、
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掘削の斜め掘りルートについてですが、直掘りにすることもやぶさかではないと思ってお

ります。あとは図面のほうは、今日はお配りしていないのですが、用意はしております。

もともとお配りしていただいております図面の中で、右側に向って、曲がっていく部分を

曲げずに 1,000 メーターまで掘っていくという形で、当初の貫入岩の部分には届かないこ

とになりますけれども、熱が上がってきている、能熱性の高い断層につきましては、通る

ことができますので、そのルートで 1,000 メーター、1,180 メーター行きまして、その断

層面のコアを抜くことと、あとは 1,000 メーター付近での温度の調査はしたいと考えてい

るところでございます。以上です。 

【田口部会長】  内田委員。 

【定居委員】  ちょっとよろしいですか。 

【内田委員】  じゃあ、ちょっといいですか。 

【田口部会長】  内田委員。 

【内田委員】  いいですか、済みません。今の質問に関して、静岡県側さんでは、不許

可理由は、この斜坑掘と 200 メートルと、この２点ということですか。 

【事務局】  はい。 

【内田委員】  この２点のクリアができていないと？ 

【事務局】  要綱のとおりです。 

【内田委員】  要綱のね。 

【事務局】  はい。 

【内田委員】  わかりました。 

【田口部会長】  それでは定居委員。 

【定居委員】  ちょっと観点が違うのですが、先ほどの反対意見の方がいらっしゃると

いうことですが、私も、その意見書を見せていただきました。そうしましたら、ほとんど

が掘る場所の周りの方たちなのです。そうしたら、やはり地元の意見というのを尊重しな

いといけないかなというふうに、ちょっと思います。 

 それから、あと一つ、斜掘をして、ターゲットの位置のほぼ真上に一般のペンションさ

んがあるのです。私も写真を撮ってきたのです。いろいろ調べさせていただきまして、疑

問点がいっぱいあったものですから、写真を、これを提出してよろしいでしょうか。 

【田口部会長】  いかがですか。 

【定居委員】  よろしいですか、委員長。 
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【田口部会長】  はい。 

【定居委員】  赤い橋があります。３分の１と書いてある、この橋の左側が掘削地点か

なというふうに見ております。当初は２枚目にある、車がちょっと写っていて、白い家も

ちょっと写っているのですが、その近辺を掘るというような形ですね。３分１の一番下の

ところは、そうです。もう整地はされています。そして、３分の２ページのところが建物

の持ち主のところです。その横に実を言うと、温泉があるのです。温泉がありまして、垂

直に、例えば、掘っていって、斜めに掘っていくと、その３分の３のところを見てくださ

い。そのターゲットも温泉の山側になるのかなというふうに思います。そうすると、果た

して 200 メーター離れているのかな、どうなのかなというのが、現実は非常に疑問になっ

てきたのです。 

 そういうことと、それからあとは地元の人の反対意見というのがあって、本来ですと、

反対がなくて、スムーズに通ればいいのですが、やはりそういう、いろいろな意見、私、

この２カ月間は、非常に雑音が入ってきまして、必要のないことが、非常に耳に入ってき

て不愉快な思いをしたのですが、規則という部分ではなくて、地元の意見としては、反対

だということを、非常に聞いております。ですから、どういう判断になるかはわかりませ

んけれども、まだ、この温泉部会に入って、私も２回目なものですから、細かいことはわ

かないのですが、そういう意見もあったということです。 

【内田委員】  ああ、そうですか、ちょっといいですか。 

【田口部会長】  はい、内田委員。 

【内田委員】  過去は、地元に意見というのは、ほとんど温泉掘削に関してはとらなく

て、県の規定にきちんと則っていること、それから付近の利害関係者の同意書と、大体こ

の２点です。今回、発電ということで、付近住民の同意をとるという話になってきました

けれども、それを過度に重視すると、今後、いろいろ付近住民から反対が出たときに、な

かなか手がつけられないということになるので、これも反対意見、僕も読ませてもらった

ら、主に騒音と車両の問題なのです。これは、だから温泉部会でやる話ではなくて、これ

は当事者と付近の方で解決する話だというふうに思っています。 

 そこまで立ち入ってやりますと、車両のこともよくわかりませんし、皆さんも、そこま

で詳しいわけではないので、当案の施主さんと利害関係者で直接、音と車についてはやっ

ていただく。過去はこういう何メートル掘っても、付近の一般の利害でない方の反対意見

というのは出てきたことは、過去、僕の知っている限りはないので、その辺は冷静に対応
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していただきたいと思います。 

【定居委員】  わかりました。 

【益子所長】  ちょっとよろしいですか。 

【田口部会長】  益子委員。 

【益子所長】  この案件というよりも、全体、これから先全体として、どういうふうに

進んでいくかということに絡んでくると思いますが、静岡県では、まだ地熱発電やってお

りませんから、こういう掘削、傾斜掘削の話というのは問題にはなっていませんが、ただ

東北、北海道、九州あたりは、もうかなりの数の地熱発電が稼働しておりますし、そこは

もう、ほとんどが、いわゆる 初、垂直で、それから斜めに掘削していく。 初から斜め

ではなくて、 初はまっすぐなのです。それから、途中から曲げていくという、いわゆる

コントロール掘削がメインなのです。それは認めているケースが多い、認められているの

です。ただ温泉に関しては、もちろん、まだ認めていないというのが大部分だと思います。

ほかの県も、地熱性があったとしても、温泉の場合には認めていないというケースは多い

と思います。 

 ただ、本来、やはり温泉だろうが、地熱性であろうが、いいものはいいし、悪い者は悪

いという考え方で、目的がこれだからよくて、これだからいけないというのは、ちょっと

おかしいと思います。だから、一本化すべきだろうと思いますので、こういった面で、こ

れから先、静岡県でどの程度地熱発電というのが進行していくのか、あるいは、その必要

性としてやらなければいけない部分というのが出てくるのかどうかという点も含めて、こ

のコントロール掘削については、ちょっと考えていかなければいけないのではないかと思

っています。 

 私は、基本的には温泉掘削で傾斜掘りは反対です。やはり他人の土地のところに入って

いきますので、これは非常に問題が大きいということです。ただ、地熱で、一応オーケー

をしているのを見ている限りは、いわゆる地上権者の同意書を必ずとっているというとこ

ろがございますので、それは 低限必要なことだろうと思います。 

 あとは温泉で斜めがいけないというのは、 大の理由というのは、違う土地から温泉の

中心部に目がけて掘っていくというやり方ですよね。それが結局は乱掘、あるいは資源の

枯渇という形で進んでいきますので、これは基本的に現に戒めなければいけない。私の考

え、全般の話しかしておりませんでしたけれども、考え方からすれば、まずは公共性が高

い掘削で、なおかつ今言ったような、既存の温泉資源の、一番いいところを狙うような、
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あからさまな狙い方ではなくて、いわゆる新たな深部熱といいましょうか、そういったと

ころを狙っていく場合、それからさらに公共性の高いもの、そういったものについては、

ある程度認めてもいいのではないかなというふうな考え方を持っています。 

 今回、この南伊豆町さんのほうが、それに該当するのかどうかというのは、これから皆

さんの御意見で、見極めていかなければいけないと思いますけれども、ただ、今までの議

論からいたしますと、南伊豆町さんの中でも、もちろん反対の方がいらっしゃるようです

けれども、いわゆる温泉の利用の仕方というか、利用先が減ってきているとか、もろもろ、

あとは地域振興ですね、そういったことも考えた中で、南伊豆町さんが主導しておやりに

なっているという観点の中で言えば、少し、他の個人がやる掘削に比べると、公共性が高

いのではないかなという感じを持っております。 

 そういった意味と、それから資源保護という観点が非常に重要ですけれども、資源保護

だけを考えて、いろいろな規制だけを生かしていくよりも、やはり今回、掘削というか、

調査全体、かなり南伊豆町さんの温泉資源のありかというか、資源状態というか、そうい

ったものをかなり明確にしてくれる事業でもあるので、いろいろな制約、制限をつけなけ

ればいけないと思いますけれども、ある程度、今までの保護地域なり何なりというところ

と、少し峻別というか、差別化してお考えになったほうがいいのではないかと思います。 

 基本的には、僕はいいのではないかなという感じを持っております。あくまで、調査と

いう一環でございますし、あと 1,000 メーター以上の掘削を、これまでした経験がない。

そういった中で、南伊豆町の資源状態といったものを、もう少し現状よりもはるかに詳し

いデータが取れるだろうと思います。そういったことで、私自身は、少し肯定的には考え

ております。 

 ただ、いろいろ掘削の過程で、いろいろな影響が出たときの止め方だとか、いろいろな

条件がございましたが、私は影響が出てから止めるのではなくて、影響が出る兆候をいち

早くつかんで、その段階である程度、掘削なり何なりを停止するとか、あるいは少し様子

を見るとか、そういった形を取っていただかないといけないのではないか。この前みたい

な話で、これくらい影響が出たから止めるということだと、それでもう影響が完全に出て

しまって、それから先の、いろいろな調査も含めてストップしますので、その前に何とか

止めるようなことを考えていただくというような条件の中で、お考えいただいたほうがい

いかなというふうに思っております。これは私の意見でございます。 

【田口部会長】  少し３点ほどポイントがあったのかなと思っています。まず１つは、
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内田委員からお話があったことに対して、事務局がお答えになられましたけれども、今、

ワンペーパー、これですね、200 メートル以上というところと斜掘というか、これが該当

しないというお話が一つ。 

 それから定居委員からは、地元の反対があるというお話がありましたし、その意見に対

して、内田委員のほうからは、あまりそこまで部会として言及する必要はないのではない

かというご意見もあったということです。 

 益子委員のご意見はあれですよね、これまで静岡県では取り扱ってこなかったものを…

…。 

【益子所長】  どう考えるかですね。 

【田口部会長】  今回、例外的に扱うことかという、この３点、ちょっと広がってきて

いるのですが、少し、１つずつ話し合ったほうがいいのかなと思います。まず、合意形成

の点について、少し集約したほうがいいかなと思うのですが、私も以前の資料を見まして、

２２ページの資料８のところで、これは昨年の２月の部会の中では、これを条件として、

一つ課しているというのがございました。 

 このことで、これまでずっと、恐らく議論をしてきたのかなという承知をしております

けれども、この辺は事務局としては何か見解をお持ちでしょうかね。あくまでも合意形成

については、前回の部会の中でも少し合意形成については丁寧な説明をするという、説明

を受ければよいのではないかというような意見もあったかと記憶しているのですが。 

【事務局】  合意形成につきまして、温泉部会のほうで、そういう御意見はいただいて

いるのですが、県の立場では、引き続き、南伊豆町さんには広く合意を求めるように指導

はして参りました。事務局というよりも、県の立場としてはより広く合意が必要だと考え

ています。 

【田口部会長】  合意形成に努めると。 

【事務局】  それが許可に結びつくかどうかというのは別です。 

【田口部会長】  というのは、この部会の中で考えていくことだと思います。 

【事務局】  ちょっと補足させていただいてもよろしいですか。 

【田口部会長】  はい、どうぞ。 

【事務局】  県の近隣住民の方、騒音とか振動について心配されているという部分につ

いて、実は温泉法の中で、第４条で、要は許可の申請があったときは、都道府県知事は、

次に該当する場合を除き、許可をしなければならないというふうになっています。その中
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で、幾つかあるのですが、掘削が温泉の湧出量、温度、成分に影響を及ぼすと認めるとき、

もう一つ、要は掘削が公益を害する恐れがあると認めたときというものがあります。環境

省のガイドラインに、具体的に公益の侵害というのは、どんなものがあるかというと、例

えば、掘削によってがけ崩れが起こるだとか、溢水が発生する、あるいは有毒ガス、それ

から地盤沈下、それから井戸とか湧水の枯渇とか水質の影響、それと、それに加えて騒音・

振動等が挙げられています。もともと温泉を掘る、穿孔機については、騒音及び振動規制

法の規制対象にはなっていないのですが、環境省のガイドラインによると、騒音・振動が

程度によっては公益を侵害する場合があるということで、一定の条件を、要は騒音・振動

防止法での規制の基準があるのですが、そういったものを、許可に当たって出すことがで

きるというふうにガイドラインになっています。 

 そのようにもなっているので、県としては許可を出すときには、その辺も勘案として許

可の出す条件を付けるとか、そういったものを考えていきたいとは考えています。 

【田口部会長】  部会としては、非常に難しい判断だろうと思っています。もちろん、

温泉資源の環境上も、温泉資源の枯渇というのも一つあり、地域の住民の皆さんの環境を、

まさに保全でしょうかね、そういうこともあるということを、御考慮いただいて、御意見

をいただければと思います。 

 その点については、他には御意見はありませんか。 

【益子所長】  済みません、一番の合意形成の話というのは、基本的にやはり工事中に

振動だとか、騒音だとか、そういったところが主な反対意見というふうに……。 

【事務局】  地元については、やはり、そこの判定基準で心配されていた。私も現地に

５月に行ったのですが、うぐいすの谷渡りの声が響き渡るようなところで、非常に静寂な

ところなのです。道路も軽自動車のすれ違いが、常時起きているような道幅もないところ

で、南野川の支流というか、川も流れていて、非常に静寂なところです。 

 例えば、先ほど定居委員からペンションの話がありましたけれども、そこのペンション

も、いろいろなホームページなどを見ると、何もないけれど、静けさだけを売りにしてい

て、そんなペンションなのです。そういったところで、やはり地域の、地元の方々につい

ては、やはり騒音・振動、こういったところを、もし仮に県が許可を出すという場合につ

いても、そういったところを十分配慮しなければいけないなと考えています。 

【田口部会長】  ありがとうございます。それと２つ目に内田委員がおっしゃられたこ

とに対して、200 メートル、この基準、今、要綱の基準に該当していないという点につい
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てですが、この辺はいかがですかね、皆さん。どうぞ、山本委員。 

【山本委員】  温泉掘削許可等の基準についてというものがあるわけですよね。南伊豆

町さんの掘削申請の条件というのは、この基準をすべて満たしていないということで、こ

れを認めてしまうと、この基準の意味がなくなるわけです。いちいちこれは良いだろう、

こちらは駄目みたいな例外を作らないほうがいいと思いますので、できるだけ基準に沿っ

て考えていったほうがいいのではないかと思います。 

【田口部会長】  ありがとうございます。はい、稲葉委員。 

【稲葉委員】  私も昨年の経緯を思い出して、23 ページにありますけれども、審査基準

というのは、本来、それに従うべきですし、基準の例外を認めるというのは、あくまで、

その関係者の同意のもとに、どうしてもその基準を例外として認めてほしいという要望が

あれば、初めて例外を外して審議するべきだと思います。 

 23 ページの答申書にあるとおり、地元の十分な合意形成という話に戻ってしまいますけ

れども、同意書の添付であるとか、その他、当時の審議会の回答に対しては、実際は得ら

れていないという状況であれば、やはり例外を認めるような結論には、なかなか至らない

のではないかと思っています。以上です。 

【田口部会長】  ほかの皆さん、いかがでしょうか。はい、鈴木委員。 

【鈴木委員】  ２点、１つは地域の合意形成、近所の方たち、区民の反対というのは判

断基準から抜けている、外れているということは、それはそれとして置いておいて、今、

合意をもらうのが温泉協会からもらっていましたが、温泉組合ですよね。 

 基本的に温泉の源泉所有者だと思いますが、本来、私なんかが思うのは、利用者です。

一番温泉を利用しているのは、多分、旅館のあるいは民宿の方たちだと思うので、その旅

館組合の人たちが反対しているということは、やっぱり引っかかるところがあります。決

まったことなので、そちらの組合の承諾があればいいということでしたら、それはもうし

ようがないかもしれませんが、ただやはり利用者の意見というものは尊重すべきだという

のが一つあります。 

 それと今、保護地域を外れたから、保護地域以外の決まりを守らなければいけない。そ

れが保護地域に、地下では行くので、その辺りを認めてくれというような、何か必要条件

を外して、こっちからの条件で対応しようということが、もし認められたとすると……。 

 実は、ほかの件の審議会の話を聞きますと審議委員の中に、弁護士さんだとか、法律に

ちゃんと詳しい方が入っている。というのは、訴訟問題が、すごく起きているのです。こ
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の場合、掘らせないという訴訟もあるでしょうし、なぜ掘らせたかという訴訟も可能性と

してあるのではないかと思います。そのときに、きちんとした対応ができるだけの、こち

らでやっぱり理論ができていないと、非常に怖いなと。委員の責任問題にも関わってくる

ことだと思います。その辺りはしっかりとした対応が必要ではないか。 

 これは、実は長野県の例ですけれども、弁護士さんなんかも入って、ときどき訴訟の事

例が出ているというような話は伺っています。そういう意味で、やはり法を、どこまでき

ちんと遵守するかという必要性は感じております。 

【田口部会長】  ありがとうございます。ほかの皆さんはいかがでしょうか。 

【益子所長】  じゃあ、すみません。 

【田口部会長】  はい。 

【益子所長】  今、委員の鈴木さんがおっしゃったように、ほかの県ですと、確かに不

許可に対しての裁判は結構あって、ただ逆に許可をしたことで、それに対して反対された

方から、いわゆる異議に関する訴訟というのがあり得るとは思うのです。今のところ、僕

はあまりないとは思いますが、あり得る話だと思いますので、どちらにしても慎重な結論

をする必要があるかと思っております。 

 あと、私はちょっと申し上げたいのは、確かに保護要綱だとか、そういったところは非

常に重要な取り決めだとは思うのです。ただ、かなり昭和 30 年代、40 年代に取り決めら

れた内容でございますので、場合によったら、その当時については、多分、保護の温泉掘

削に対して、どう保護していくかという形で、保護地域なり、準保護地域といったものを

作っていった経緯があると思います。今のこの状況でいくと、例えば、今回の南伊豆町さ

んの事例でいくと、あくまでも町が周りの温泉に配慮しながら、これはあくまで調査のた

めの掘削ということにとどまるのですが、そういったことをしたいというような、ちょっ

と状況が変わってきているという中で言えば、やはり保護地域の内容についても、状況に

合わせて変えていくべきところは変えていってもいいのかと思います。 

 ただ今、変えろという意味でなくて、変えるということも考えて、そういう柔軟な姿勢

があってもいいかなと思っています。今回に関しましては、少なくても斜掘りに関しても

問題と、それから距離規制という問題の２つに絡んできているようなことがございますの

で、この２つをクリアさせるのはかなり難しいところはあるように思います。ちょっとそ

の保護地域の本来の意味するところ、目的、それをどう実現するかという中で、個々の内

容については見直せるべきところは見直してもいいように思います。私の意見でございま
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す。 

【田口部会長】  いかがですか、ほかの皆さん。難しいですね。 

【定居委員】  よろしいでしょうか。 

【田口部会長】  定居委員。 

【定居委員】  斜掘という状態を簡単に認めてしまうと、結局、私も源泉を持っている

のですが、例えば、200 メーター、100 メーター向こうから、自分のところの源泉を目指し

てという場合だってありの世界になってしまいますね。そうすると、やはりお互いに迷惑

がかかるのかなと。簡単な言い方をすると、そのようになってしまいます。そうすると、

あくまでも鉱泉地に対して垂直に掘るのが常識的な考え方であって、斜掘でいくと、はっ

きり言ってどうもいいとは言えない。そういうふうに感じますけれどね。 

【益子所長】  私も、済みません、私も正確なところはわかりませんけれども、例えば、

大きな地熱発電所などのところでの斜掘りというのは、場合によっては、いわゆる地熱発

電所の地域内の中で収まっているという可能性もなくはないですよね。多分、出ていると

ころもあるようには思っているけれども、そういった制限というのは必要だと思うのです。 

 全く無制限に斜めでいいよということは、やっぱり非常に大きな問題が起きるので、斜

めにする場合には、ものすごく細かな制限、それからもっと言えば、勝手に掘っていいと

いうのではなくて、坑跡をしっかりと辿れるようなやり方も、当然あるので、そういった

ことを義務付けるとか、かなりハードルを高くしていかないといけない問題だろうと思っ

ています。 

【田口部会長】  はい。いかがですか。はい、内田委員。 

【内田委員】  これだとなかなか話が進まないので、論点整理をして、少し早く話を進

めたい。 

 住民同意については、行政のやることについて 100％同意というのは、絶対ありません、

これは。必ず反対が出ますし、行政の首長というのは選挙が絡みますから、そういうこと

を踏まえると、ここまえ７割、８割取れれば、まあまあ、よしとしなければしようがない

だろうと。あとは県のほうで、騒音等、音とか規制をかけていただく。これでいいだろう

と。 

 もう一つ、斜めについては、これはどうですが、はっきりこの辺で言ってもらったほう

が、あくまで斜めにこだわるのか、直線でもいいのか、何かさっきはっきりわからなかっ

たから。 
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【南伊豆町】  委員長、よろしいですか。 

【田口部会長】  どうそ、菰田さん。 

【南伊豆町】  今日、お配りは当初できなかったのですが、図面は用意してございます。

真っ直ぐ掘る方法というのを。 

【内田委員】  出せばいいじゃないですか。 

【南伊豆町】  済みません、渡すタイミングを……。 

 真っ直ぐ掘らせていただいた上でという形を、まず一つ考えております。つまり斜掘り

については、これでやらないということです。あとは半径 200 メートル内に源泉がある、

ないにつきましては、これまでの温泉部会の議事録等を見させていただきますと、何件か、

まとめ掘り、替え掘りについては、準保護地域で事例があるということで、一番初めてや

るということではないと思っておりますので、新規ではないということです。 

 以上です。これはお配りさせていただいては、まずいのでしょうか。 

【田口部会長】  これはどういう取り扱いになりますかね。今回の提案は斜め掘りで出

ていましたが。 

【内田委員】  斜め掘りで出ているから。これは差しかえればよかった。 

【田口部会長】  ちょっと皆さんも、そういう準備をしてきたと思いますが。 

【内田委員】  要のところだからね。 

【事務局】  掘削方法とかが変わってしまえば、申請自体が変わると思うのです。です

から、今、御審議いただいているのは、今、出されている申請に対して御審議いただいて

いるので。 

【田口部会長】  そうですね。事務局からもそうお話がありましたが、私も今の申請の

中で議論をするのが、今日の……。 

【内田委員】  それでは、斜めについて、もうこれ以上話してもしようがないですね。

申請案が次回変わってくるということだから。 

【益子所長】  済みません、では、垂直掘りでも開始点というか、掘削ポイントは変わ

らないということですか。 

【田口部会長】  はい、菰田課長。 

【南伊豆町】  はい、掘削ポイントにつきましては、これまでも二転三転して参りまし

た。住民同意と、あと平らな場所、山の斜面であれば、もう少し北側に振れるのですが、

調査を始める準備段階で、２億円から金額が変わってきますので、調査の段階ではなかな
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かできないということで、平場を探した上でのことでございます。以上です。 

【田口部会長】  ほとんど変わらないということですか。それではいかがですか。 

【益子所長】  済みません。垂直掘りで変えるなら、また次回ということですよね。そ

ういう話になりますよね。 

【内田委員】  書類が出ていないのかから、これはしようがない。だから、あとは 200

メートルについては、この方については同意が取れているということだよね、２件ある方

たちには。 

【南伊豆町】  半径 200 メーターの方については、同意書は全て取得済でございます。 

【内田委員】  これは、県ではとれてもだめなのか、とれればいいという解釈ですか、

どちらですか。 

【田口部会長】  いかがですか。 

【事務局】  はい。要綱に 200 メーター以内と書いてございますので、県としては、あ

くまで要綱遵守ということになっています。 

【田口部会長】  200 メーター以上離せとこういうことですね。ちょっと私も委員でい

なかったのですが、昨年の２月の段階で要綱の改正をしないという部会の意見がまとまっ

ておりましたので、そうなると、これに従うということになってしまうのかなということ

ですけれども。 

【南伊豆町】  済みません。 

【田口部会長】  菰田課長、いかがですか。 

【南伊豆町】  この半径 200 メーターの件につきましては、以前からの議事録等も確認

させていただいている中で、船原でありますとか、他の市内等で、替え堀り、重ね掘り、

まとめ掘り等についてですけれども、許可がおりている事例がございまして、本件につい

ては、通っている部分ではないかと考えてのことでございますが。 

【内田委員】  ということは、論理的には３本廃止したからいいのではないかという理

屈な訳ですか。廃止泉が出ていますね。 

【南伊豆町】  はい。 

【内田委員】  それを根拠にいいのではないかということですか。 

【南伊豆町】  はい。 

【益子所長】  それは保護地域の中の部分ですよね。保護地域で統廃合してやろうとい

うことで、オーケーという時代があったと思います。今回、準保護地域になってしまった。
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ちょっとその辺りが。 

【内田委員】  それは県さん、どうですか。３本廃止しているから、今回、これは新規

でいいのではないかという説明については。 

【事務局】  基準としては、そういったことがないものですから。 

【内田委員】  ない？ 

【益子所長】  準保護地域ですよね。 

【事務局】  そういうことで、一つの規則にのっとって、判断するしかないと思います。 

【田口部会長】  あとは、今の１枚もののペーパーでいきますと、深さと 終口径とい

うのも、今の条件だと合っていないということになる訳ですか。 

【事務局】  ここの部分は要綱というよりも、要綱の下にございます温泉掘削許可等の

基準について。温泉部会決定事項という部分が、この深さと 終口径で、1,000 メートル

以内、100 ミリ以内というのは、次第の６ページを御覧いただきますと、資料４ですね、

温泉掘削許可等の基準についての中の、温泉準保護地域、２番、ここに書いてございます。

掘削については既存泉から 200 メートル以上、これは要綱と同じでございます。横掘、斜

掘は認めない。これも要綱と同じでございます。 

 新たに、この基準についての中で、原則として掘削許可は 1,000 メートル以内で、地域

の実情により適当と認められる範囲であることと、掘削口径、原則として仕上がり呼び径

100 ミリ以内。これは温泉部会決定事項でございますので、温泉部会のほうで、また決定

していただければ、この２つに関しては「原則」という言葉がございますので、それは変

えることは可能でございます。 

【田口部会長】  はい、わかりました。 

【南伊豆町】  済みません。 

【田口部会長】  はい、菰田課長。 

【南伊豆町】  発言、よろしいでしょうか。 

【田口部会長】  はい、どうぞ。 

【南伊豆町】  今、処理要綱の件が出ましたので、その件についてお話しさせていただ

きます。処理要綱の中では、保護地域、準保護地域の定めなく、半径 200 メーターの源泉

所有者の同意があれば掘削可ということになっておりますので、準保護地域では認められ

ないということは処理要綱を見ていきますと読み取れるのではないかと思われます。 

【田口部会長】  処理要綱？ 
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【内田委員】  どこを見るの？ 何ページに出てきたんだっけ。 

【南伊豆町】  処理要領の数字が合っておりますでしょうか、４ページの（11）という

ところでございます。 

【南伊豆町】  申請地点から 200 メートル以内に源泉がある場合は、それぞれの温泉採

取事業者等と整備が整っていることを証する書類の添付を求めるということで、これにつ

いて、保護、準保護の別がないので、この部分が準保護地域でもという解釈になるのでは

ないかと考えています。 

【田口部会長】  ちょっと、どの資料のことを模していますか。 

【鈴木委員】  次第の４ページですか。 

【事務局】  済みません、今、補足しますけれども、これはお配りしている資料ではあ

りません。県で使っている内規です。事務処理要領という内規に、半径 200 メートル以内

の源泉所有者が同意書を取るということがあります。ですから、それに基づいて、通常の

掘削では同意書を県から求めていくという形になります。源泉が 200 メーター以内にあれ

ば、そういう形を取るということです。 

【事務局】  内規と要綱は取り扱いが全く別でございまして、要綱はほとんど条例に律

するものでございます。内規はあくまで内規ということでございます。 

【田口部会長】  少し、先ほどの直掘というのでしょうか、そうしたお話も出されまし

たけれども、今日の部会の資料というのは、あくまでも今回、申請を出されたものについ

ての審議だというように、私は限定をしたいと思いますが、その点はいかがでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

【田口部会長】  ということになると、先ほどから、お話があるとおり、要綱から外れ

るところがあるというのは、ちょっと重く受けとめざるを得ないのかなと思います。その

辺のところで御意見はありますか。 

【内田委員】  大きな変更に当たると思うので、次回ということでしょうがないですよ

ね。 

【田口部会長】  ええ。いかがでしょうか、皆様、方向としては。 

【益子所長】  済みません、ちょっと私の確認をさせてください。 

【田口部会長】  ええ。 

【益子所長】  １枚紙の中で、保護地域についての斜掘り、深さ、 終口径については

空欄になっていますので、ここについては定めがないということでしょうか。準保護地域
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については、斜掘り、それから深さ、口径の制限があるということなのでしょうか。 

【田口部会長】  事務局、お願いします。 

【事務局】  一般地域、準保護地域、保護地域とだんだん、この基準が厳しくなってい

くというのが普通の考え方でございます。そして、原則、保護地域というのは掘削を認め

ないという中でのお話で、ここの部分は書いていないというような考え方になると思いま

す。取り扱いに関しては、当然、準保護地域がこういうふうになっているのは保護地域と

同じように取り扱うというような、厳密に言いますと、そういった考え方かと思います。 

【内田委員】  確か、昨年の段階ですと、保護地域の中で、この例外規定では、整理統

合で可能という形を明記されておりましたので、南伊豆町さんは、これは整理統合をした、

するということで、掘削をお認めいただきたいということで進めていたと思います。それ

についても、あくまで、もちろん斜掘りは基本的には、通常は認めないのが普通ですけれ

ども、深さとか 終口径についても、これは準保護地域に準ずるというような考え方をお

持ちなのでしょうか。 

【事務局】  はい。 

【内田委員】  そうなりますか。だから、非常に大変な話だけれども、一番、この議案

書の中でいくと、お尻のところに、今の開始点、掘削地点が変わらないとすると、これ、

準保護地域に当たるので、そうすると、この準保護地域の内容が適用されるということで

すね。掘削深度は 1,000 メーター以内。 

【事務局】  掘削地点が準保護地域であれば。 

【内田委員】  今、これが準保護地域での掘削になるわけですね。そうすると、この制

限の中であれば、基本的には可能性としては出てくるということですか。先ほどの 200 メ

ーター以上離れていないのが２カ所ほどあるという点では、少し問題があるでしょうけれ

ども、傾斜でなくて、垂直にする、深さも口径も、この以内にすれば、基本的には要綱の

範囲内に収まってくるという考え方ですか。そういうことですね。 

【田口部会長】  よろしいですか。ほかに皆さん、いかがですか、確認をしておきたい

点とかありますでしょうか。 

 それでは、少し、済みません、御意見がほかにありませんので、今回、私たちは、この

申請で出された件について、部会として結論を出していきたいなというふうに思っており

ますが、それでいきますと、今、お話がありました、第３号議案につきましては、要綱に

基づいていないところがあるということで、事務局の意見のとおりということになります
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ので、これは不許可とすることが適当であるという形になりますが、そのような形で、意

見を取りまとめさせていただいてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【田口部会長】  よろしいですかね。それでは、今申請につきましては、異議なしとい

うことで、そのように決定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。 

 それでは以上をもちまして、諮問事項の審議は終了いたしましたので、どうも御協力を

いただきありがとうございました。少し課題が残っておりますので、また今後、是非、課

題をしっかり詰めていただきまして、今後に進めていただきたいと思っております。 

 この後の進行については、事務局のほうからお願いしたいと思います。 

【事務局】  ありがとうございました。 

―― 了 ―― 

 


