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平成 30 年度 第３回静岡県環境審議会温泉部会 

 

１ 日 時     平成 31 年１月 24 日（木） 午後１時 30 分から２時 15 分まで 

 

２ 場 所     県庁本館４階議会第７委員会室（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）、木村委員、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  ７人 

       長岡生活衛生局長、森衛生課長、漆畑衛生課技監、 

森川生活衛生班長、稲葉主任 

熱海保健所、御殿場保健所各担当者 

 

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３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名のうち

９名の委員の方にご出席をいただいておりまして、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。 

 では、これから審議をお願いいたしますが、その前に温泉掘削許可等の基準のうち、地

域ごとの実情により適当と認められる範囲について一部変更がございましたので、先に事
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務局からその点をご説明させていただきます。 

【事務局】  地域ごとの実情により適当と認められる範囲に関する変更についてご説明

します。 

 こちらの次第１４ページをお開きください。 

 熱海保健所管内にあります温泉地、上から２番目の伊豆山に係る準保護地域の項目掘

削・増掘について変更がありました。 

 変更の内容としましては、掘削深度が山間部で１,０００メートルまでとなっていたとこ

ろですが、新たに括弧内のとおり「地元の伊豆山温泉組合において承認があった場合のみ、

掘削深度を１,５００ｍまで認める」こととなりました。 

 変更の理由として、伊豆山地域は、ほかの地域に比べて標高の高い地域が多く、掘削起

点も高地となります。 

 そのため、深度１,０００メートルまでの掘削により温泉湧出がない、または湧出量が少

ない場合など、再度、増掘に関して審議会にかけなければならず、工事期間等が長期に及

ぶこととなるので、山間部において伊豆山温泉組合の承認がある場合のみ、１,５００メー

トルまで認めるものとしたものです。 

 以上、簡単ではございますが、変更についてご説明させていただきました。 

【事務局】  説明は以上でございます。 

 以降の議事進行につきましては、鈴木智部会長に議長を務め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、ご審議のほど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たいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 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号議案から第４号議案の動力装置許可申請が３件の計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いきたいと思います。 

 それでは、まず、第１号議案の掘削許可申請です。事務局の説明をお願いします。 

【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。 

 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。 
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 掘削場所は、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５ペ

ージから７ページをごらんください。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４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。 

 関係法令については、特にありません。 

 申請の目的ですが、新規掘削を行い、分譲地内の住宅風呂に供給するものです。 

 掘削の内容ですが、議案書８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、 終口径は１００Ａ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はあ

りません。 

 熱海市からの意見につきましては、景観条例、熱海風致地区条例に関連する場合は手続

が必要であり、市及び県保健所から申請者宛て伝達済みです。 

 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意見書が提出さ

れています。 

 なお、先ほどの報告事項でお伝えした伊豆山温泉組合による地域ごとの実情により適当

と認められる範囲の改正があり、組合が認めた場合、原則を超えて１,５００メートルまで

掘削できることとなりました。 

 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】  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ございましたが、委員の皆様のご意見等をお願いい

たします。 

【益子委員】  意見ということではございませんが、大成建設さんのほうから、私ども

の中央温泉研究所のほうに、温泉の利用も含めて相談事がございました。いろいろな問題

を抱えている状況ということで相談を受けております。 
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 掘削につきましても、相談事とはなっておりますけれども、基本的には大成建設さんの

ほうでお考えいただいて、申請なさっていくというふうに聞いておりますので、これにつ

いては、私どもがどうのこうのということではございません。 

 ただ、非常に難しいところかなと。あまり温度も上がりませんし、量的なのあるもので

すから、あまり望めないところなので、そういった意味で、８００メートルの制限だとな

かなか厳しくて、少し深めにやるだけにはしておきたいという意向のようでございました。

それが、組合の方で認められばというふうには聞いております。 

 以上でございます。意見というよりも説明でございます。 

【部会長】  ご説明で、よくわかりました。ありがとうございます。 

 では、ほかにご意見もないようでございますので、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、申請どおり許可することが適当である旨、意見を取りまと

めるもの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、そのように決定いたします。 

 では、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２号議案から第４号議案までの３件について一括

して審議いたします。 

 では、事務局のご説明をお願いいたします。 

【事務局】  動力装置許可申請について第２号議案から第４号議案まで一括してご説明

します。 

 第２号議案について、議案書の９ページをお開きください。 

 申請者は、熱海市田原本町の株式会社エンゼルフォレストリゾートです。 

 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１０

ページから１１ページをごらんください。ＪＲ伊豆多賀駅から北西へ約２.６キロメートル

のところです。 

 議案書の９ページにお戻りください。 

 申請の理由ですが、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、別荘地の住宅に温泉を供給するものです。 

 申請内容ですが、議案書１２ページをごらんください。 

 １５キロワットの水中ポンプを地表下８００.８メートルの位置に設置し、揚湯試験で安
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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９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３号議案です。議案書の１３ページをごらんください。 

 申請者は、伊東市和田の有限会社玖須美温泉会です。 

 掘削場所は、伊東市広野で保護地域です。具体的な位置については、議案書の１５ペー

ジから１６ページをごらんください。ＪＲ南伊東駅から北東へ約３５０メートルのところ

です。 

 議案書の１３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に交換するもので

す。 

 利用の目的ですが、共有者の住宅等に供給するものです。 

 申請内容ですが、議案書１７ページをごらんください。 

 １.５キロワットの水中ポンプを地表下３６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１４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４号議案です。議案書の１８ページをごらんください。 

 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１９ペ

ージから２０ページをごらんください。御殿場駅から東北東へ約３キロメートルのところ

です。 
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 議案書の１８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、建設中の温浴施設に供給するものです。 

 申請内容ですが、議案書２１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１８７.７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１８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。 

 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ございましたが、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。 

【益子委員】  ３件とも特に異存はございません。ただ、幾つか確認しておきたいこと

がございます。 

 まず、２号でございますが、非常に特殊なポンプをお使いになっております。まず、静

水位が非常に深い。４００メートルで深いということですね。それから、動水位も７７０

メートル、８００メートル近いということで、非常に深いところです。８００メートルに

ポンプを据えつけるんですけど、これ、１２ページで四角の中に書いてありますＲＥＤＡ

というアメリカのポンプなんですが、非常に高価なポンプなんです。ちょっと私、心配し

ているのは、まず一つは、このエンゼルフォレストリゾート、別荘分譲地のほうに温泉供

給ということのようなんですけれども、果たして維持できるんだろうかというのが一つの

心配です。 

 それから、７７０メートルの動水位に対して８００メートルの位置にポンプ設置、３０

メートルしか余裕がないんです。それで大丈夫かということです。多分、これは常時揚湯

ではなくて、間欠的に、要するに、あるときにはくんで、その時間も長いという形にはな

っていると思いますけれども、特に気をつけていただきたいと。 

 ですから、維持管理をしっかりしてほしいということと、それから、水位の状態をちゃ

んと監視してほしいなと思っています。特に、ＲＥＤＡのポンプですと、多分、下のほう
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に圧力計が置いてありますので、水位が自動的に見られると思いますから、それをちゃん

と監視していただきたいというのが、この２号議案でのお願いでございます。 

 非常に金食い虫の源泉だと、僕は思いますので、それに対応した形でちゃんと維持管理

をお願いしたいなということです。 

 それから、３号議案、これは全く問題ございませんが、やっぱり同じように、エアリフ

トから水中ポンプに切りかえたということもございますので、水位問わず、設定をしっか

りと行ってほしいということを、できれば行っていただきたいというところです。 

 あと、 後の４番です。御殿場ですので、あまり温泉はないところのはずなんで、これ

はちょっとお聞きしたいんですけれども、●●度、●●リットルというのは、私、かなり

上々のできなのかなと思っているんですが、このあたりで同じような状況はどうなんでし

ょうか。このぐらいのものはごく普通にあるんでしょうか、それとも。 

 あまり御殿場で温泉はなかったように思うんですけれどもね。どうなんでしょうか。ち

ょっとそこら辺の情報を教えてもらえればと思って。 

【部会長】  では、ご説明をお願いいたします。 

【益子委員】  決して比べるのではなくて、いい温泉が出たなと、僕はちょっと思った

ので。温度は少し低いですけれども、御殿場としたらかなり上々のできのような気がして。 

【事務局】  ２００メートル以内にはないんですけれども、北のほうにある源泉では、

●●度以上の源泉が。こちらから南側にある同じ地区の源泉については、●●度ほどの源

泉があるというふうに伺っております。 

【部会長】  あと、２号議案、３号議案についても幾つか懸念が出されましたけれども。 

【内田委員】  これは、平成２８年１０月の土地掘削許可、これは５メートル移設を使

って掘削を許可されたものです。その前は、●●リットルぐらい出ていて、これも私が先

方さんに確認してくれということで、非常に深度が深いということで。そうしたら、どう

も、外管の破損によって、非常に水位が上がって、揚湯量が増えていると、こういう説明

で、結果、この●●リットル程度ということなんですが、要するに、この揚湯量で、施主

さんがオーケーしたというのが 終的な答えでした。これでもいいと、つくる側が言った

ということで、この●●リットル程度でも構わないということで、それが返事ですから、

こちらはそれ以上聞くことはないということで、決着をしたと思います。 

【益子委員】  大変お金のかかる工事です。 

【内田委員】  これは確認しました。その前が、替え掘り前は●●リットル出ているの
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で、ここには出ていませんけど。その出た理由が、外管が破損して、水位が上がって、非

常に出やすくなったということが理由の一つだったので、この●●リットルでほんとうに

いいんですかということを、もう一回確認してくれと、施主さんに。 

 これをずっと見ているんですけど、大深度掘削は結構問題があって、この許可時点より、

ずっとその後も、この程度出ているのかどうかという追跡も、やっぱり将来的には県でや

っていただいたほうがいいかなと。瞬間的には出るんでしょうけど、じゃあ、３年も５年

もこういう量が出てくるのかどうかということが一つ。 

 それから、ちょっと先ほどと違うんですけど、先ほどの伊豆山の大成建設の案件なんで

すが、掘削の高さが大体、標高がこれは書いていないんで、我々は地表面を考えますけど、

大体、このところが３００メートルぐらい、高いときだと６００メートルぐらいアバウト

な標高がありますので、１,０００メートル掘っても水中下は４００メートル程度というこ

とで、６００メートル程度では海面にも届かないということになりますので、これはある

程度。 

 同じことは、熱海の高台地にも言えるので、熱海温泉組合も、その辺は、審議会でぜひ、

もむ検討課題かなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

【部会長】  特に補足とか、あるいは何かご説明とか。 

【事務局】  第２号議案についてなんですけれども、●●リットルの揚湯量については、

以前のものから少なくなっておりますので、そちらは事業者のほうも承知の上で使ってい

くというお話を伺っております。 

 また、こちらについては、もう１本、源泉を所有している会社になりますので、そちら

のほうと併用して別荘地に供給をするというふうに伺っております。 

【部会長】  ３号のは特にないですね。３号は若干いろいろと。 

【益子委員】  水位の安定の方で、モニタリングの指導をお願いしたいということで。 

【部会長】  いいですか。では、それじゃあ、お願いいたします。 

 ほかは、ご意見、ご質問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。 

 ただいま、事務局からご説明がありました第２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。 
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 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 ―― 

 


