
ひらふ地域の温泉資源に関する現状と課題

北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課
環境衛生係長 豊岡大輔

令和4年10月25日（火）「倶知安町ひらふ地域の温泉資源保護に関するセミナー」
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１. はじめに

○ 一般的に、温泉は地中に浸み込んだ天水（雨や雪）が地下で長い年月を経て、熱
や成分などを得たもの。

○ 天水が地中に補給される量は一定であるため、一度に多量の温泉を汲み上げると、
補給量と汲み上げ量のバランスが崩れ、温泉資源が衰退していく。

○ 温泉資源の状況を把握するためには、温泉井戸の水位を連続して長期間観測する
ことが重要。

○ 温泉資源が衰退していくと、地域の温泉井戸の水位が低下する。

○ 温泉井戸の水位が低下すると、ポンプで温泉を汲み上げられなくなる恐れがある。
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１. はじめに

○ 温泉の枯渇化現象とは、「温泉のゆう出量、水位、温度又は主要成分のいずれか
が継続的な低下傾向にあること」と定義。（環境省ガイドライン）

○ ひらふ地域は、すでに温泉の枯渇化現象が発生。

○ 本日は、ひらふ地域の温泉資源に関する現状と課題について、地域の温泉関係事
業者の方々と情報を共有するため、セミナーを開催。

○ 今後も、地域の関係者の方々と連携し、ひらふ地域において持続的な温泉利用が
可能となるよう、対応を継続。
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２. 地層から見たひらふ地域の温泉



２. 地層から見たひらふ地域の温泉
地層名 岩相 温泉帯水層

盤の沢層（Kbm） 泥岩
・アッパーヒラフの標高が高い井戸のうち、掘削深度700～800ｍの井
戸は、泥岩の地層から温泉を採取しているものが多い。

小沢層（Fc）
大和層（Fy）

火砕岩
・（下図赤ライン周辺における）上記以外の井戸は、火砕岩の地層か
ら温泉を採取しているものが多い。
・泥岩の層と比較して、温度が高く、蒸発残留物が多い傾向。

掘削深度
800ｍ

掘削深度
700ｍ

掘削深度
1,000ｍ

（イメージ図）
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		地層名 チソウ メイ		岩相 ガン ソウ		温泉帯水層 オンセン タイスイソウ

		盤の沢層（Kbm） バン サワ ソウ		泥岩 デイガン		・アッパーヒラフの標高が高い井戸のうち、掘削深度700～800ｍの井戸は、泥岩の地層から温泉を採取しているものが多い。 ヒョウコウ タカ イド クッサク シンド イド デイガン チソウ オンセン サイシュ オオ

		小沢層（Fc）
大和層（Fy） コザワ ソウ ヤマト ソウ		火砕岩 カサイガン		・（下図赤ライン周辺における）上記以外の井戸は、火砕岩の地層から温泉を採取しているものが多い。
・泥岩の層と比較して、温度が高く、蒸発残留物が多い傾向。 シタ ズ アカ シュウヘン ジョウキ イガイ イド カサイガン チソウ オンセン サイシュ オオ デイガン ソウ ヒカク オンド タカ ジョウハツ ザンリュウブツ オオ ケイコウ







３. 成分から見たひらふ地域の温泉



○蒸発残留物量
・ 温泉水１kgを加熱して、水分を蒸
発させた後に残った固形物の質量

⇒ 同じ温泉帯水層から温泉を採取し
ていれば、近い値になる傾向。

○イオン組成比
・ 温泉水に含まれるイオン濃度から
算出するイオン濃度の組成比

⇒ 同じ温泉帯水層から温泉を採取し
ていれば、トリリニアダイアグラム
中で近い位置にプロットされる傾向。
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３. 成分から見たひらふ地域の温泉

○蒸発残留物量
・ ひらふ地域（保護/準保護）のデータを下表に記載。
・ 以下の３グループに区分される。

(1) 低濃度グループ：概ね4g/kg以下
(2) 中濃度グループ：概ね6～10g/kg
(3) 高濃度グループ：概ね14～20g/kg

1.5 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 3.1 3.3 3.3 3.3
6.2 14.3 14.3 14.6 15.0 15.3
2.2 2.9 4.3 5.2 6.1 6.3 6.5 6.9 9.7 10.2

10.3 20.0

蒸発残留物（g/kg）
保護地域

準保護地域
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				蒸発残留物（g/kg） ジョウハツ ザンリュウブツ

		保護地域 ホゴ チイキ		1.5		2.6		2.6		2.7		2.7		2.8		3.1		3.3		3.3		3.3

				6.2		14.3		14.3		14.6		15.0		15.3

		準保護地域 ジュン ホゴ チイキ		2.2		2.9		4.3		5.2		6.1		6.3		6.5		6.9		9.7		10.2

				10.3		20.0







（イメージ図）

(1) 低濃度グループ：概ね4g/kg以下
(2) 中濃度グループ：概ね6～10g/kg
(3) 高濃度グループ：概ね14～20g/kg

３. 成分から見たひらふ地域の温泉
○蒸発残留物量
・ 同じ温泉帯水層から温泉を採取していれば、近い値になる傾向。



３. 成分から見たひらふ地域の温泉
○イオン組成比



３. 成分から見たひらふ地域の温泉
○イオン組成比
・ 同じ温泉帯水層から温泉を採取していれば、近い位置にプロットされる傾向。



地層名 岩相
盤の沢層
（Kbm）

泥岩
・蒸発残留物量が低濃度（概ね
4g/kg以下）の傾向。

小沢層
（Fc）
大和層
（Fy）

火砕岩

・蒸発残留物量が高濃度（概ね14～
20g/kg）の傾向。
・泥岩の層と比較して、温度が高い
傾向。

※　温泉水のイオン組成比は、上記の考え方を裏付ける内容といえる。

・両方の地層から温泉を採取している
場合、蒸発残留物量が中濃度（概ね6
～10g/kg）となることが示唆され
る。

温泉帯水層

３. 成分から見たひらふ地域の温泉
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		地層名 チソウ メイ		岩相 ガン ソウ		温泉帯水層 オンセン タイスイソウ

		盤の沢層
（Kbm） バン サワ ソウ		泥岩 デイガン		・蒸発残留物量が低濃度（概ね4g/kg以下）の傾向。
 ジョウハツ ザンリュウブツ リョウ テイノウド ケイコウ				・両方の地層から温泉を採取している場合、蒸発残留物量が中濃度（概ね6～10g/kg）となることが示唆される。 リョウホウ チソウ オンセン サイシュ バアイ リョウ ナカ シサ

		小沢層
（Fc）
大和層
（Fy） コザワ ソウ ヤマト ソウ		火砕岩 カサイガン		・蒸発残留物量が高濃度（概ね14～20g/kg）の傾向。
・泥岩の層と比較して、温度が高い傾向。 リョウ タカ デイガン ソウ ヒカク オンド タカ ケイコウ

		※　温泉水のイオン組成比は、上記の考え方を裏付ける内容といえる。 オンセン ミズ ソセイヒ ジョウキ カンガ カタ ウラヅ ナイヨウ
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４. 温泉法の概要

○ 温泉法について
・ 温泉を掘削する場合は、知事の許可が必要。

（法第３条：土地掘削許可）

・ 温泉を汲み上げるため、温泉井戸にポンプを設置する場合は、知事の許可が必要。
（法第11条：動力装置許可）

・ 知事は、上記の許可に当たっては、合議制の機関の意見を聴かなければならない。
（法第32条：合議制の機関への諮問）

⇒ 道は、北海道環境審議会温泉部会へ諮問し、同部会からの答申を踏まえて、許
可の判断を行っている。

⇒ 同部会は年４回開催。（６月上旬、９月上旬、12月上旬、３月上旬）



４. 温泉法の概要

○ 北海道温泉保護対策要綱について
・ 温泉法に基づく許可の審査基準。

・ 北海道環境審議会の答申を踏まえ、”温泉を保護すべき地域”を指定。
⇒ 保護地域（全道13地域）、準保護地域（全道８地域）

・ 保護地域は、温泉の掘削を、原則認めない。

・ 準保護地域は、温泉の掘削について、周囲の井戸からの離隔距離を設定。
⇒ ひらふ地域の離隔距離は250ｍ

・ 一部の保護/準保護地域では、汲み上げ量の上限を設定。
⇒ ひらふ地域の上限は、１井戸当たり100L/分
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５. ひらふ地域の温泉保護対策

○ 平成28年、ひらふ地域の源泉所有者のご協力を得て、温泉資源の観測を開始。
➢ 平成28年夏から令和元年夏にかけ、水位が15m低下。

○ 令和元年11月 北海道環境審議会へ諮問。
○ 令和２年９月 同審議会から答申。
○ 令和２年10月 道が要綱を改正し、保護地域等に指定。
○ 令和３年９月 改正要綱を施行。（周知期間１年）

＜規制の概要＞

保護地域 準保護地域

対象 倶知安町字山田の一部 倶知安町字山田/樺山の一部

面積 約0.9㎢ 約４㎢

温泉掘削 原則認めない 周囲の温泉井戸から250ｍ以上離隔

温泉水汲み上げ １井戸当たり100L/分を上限 １井戸当たり100L/分を上限
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		＜規制の概要＞ キセイ ガイヨウ

				保護地域 ホゴ チイキ		準保護地域 ジュン ホゴ チイキ

		対象 タイショウ		倶知安町字山田の一部 クッチャンチョウ アザ ヤマダ イチブ		倶知安町字山田/樺山の一部 クッチャンチョウ アザ ヤマダ カバヤマ イチブ

		面積 メンセキ		約0.9㎢ ヤク		約４㎢ ヤク

		温泉掘削 オンセン クッサク		原則認めない ゲンソク ミト		周囲の温泉井戸から250ｍ以上離隔 シュウイ オンセン イド イジョウ リカク

		温泉水汲み上げ オンセンスイ ク ア		１井戸当たり100L/分を上限 イド ア フン ジョウゲン		１井戸当たり100L/分を上限 イド ア フン ジョウゲン
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６. ひらふ地域の温泉法に基づく許可状況

＜ひらふ地域（保護/準保護地域に限る。）の掘削許可件数＞
平成29年4月時点
(2017年4月)

令和4年10月時点
(2022年10月)

保護地域 10 22

準保護地域 4 23

ひらふ地域
（字山田/樺山） 計45本

＜ひらふ地域（保護/準保護地域に限る。）の掘削/動力許可件数＞
平成30年度末
(2018)掘削許可

令和元年度
(2019)掘削許可

令和２年度
(2020)掘削許可

令和３年度
(2021)掘削許可

令和４年度
(2022)掘削許可

計

23 4 4 13 1 45

動力許可/有 21 1 22

動力許可/無 2 3 4 13 1 23

掘削許可
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		＜ひらふ地域（保護/準保護地域に限る。）の掘削許可件数＞ チイキ ホゴ ジュン ホゴ チイキ カギ クッサク キョカ ケンスウ

						平成29年4月時点
(2017年4月) ヘイセイ ネン ツキ ジテン ネン ガツ		令和4年10月時点
(2022年10月) レイワ ネン ツキ ジテン ネン ツキ

		ひらふ地域
（字山田/樺山） チイキ アザ ヤマダ カバヤマ		保護地域 ホゴ チイキ		10		22

				準保護地域 ジュン ホゴ チイキ		4		23



計45本



Sheet2
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		＜ひらふ地域（保護/準保護地域に限る。）の掘削/動力許可件数＞ チイキ ホゴ ジュン ホゴ チイキ カギ クッサク ドウリョク キョカ ケンスウ

						平成30年度末
(2018)掘削許可 ヘイセイ ネン ド スエ クッサク キョカ		令和元年度
(2019)掘削許可 レイワ ガンネン ネン ド クッサク キョカ		令和２年度
(2020)掘削許可 レイワ ネンド ド クッサク キョカ		令和３年度
(2021)掘削許可 レイワ ネンド ド クッサク キョカ		令和４年度
(2022)掘削許可 レイワ ネンド ド クッサク キョカ		計 ケイ

		掘削許可 クッサク キョカ				23		4		4		13		1		45

				動力許可/有 ドウリョク キョカ ア		21		1								22

				動力許可/無 ドウリョク キョカ ナ		2		3		4		13		1		23





Sheet2







７. ひらふ地域の温泉資源の状況



７. ひらふ地域の温泉資源の状況

○ 道は、源泉所有者のご協力を得て、平成28年から温泉井戸の水位観測を実施。

○ 令和４年10月現在、「７源泉」で観測を実施。

○ 今回、セミナーにおけるデータの公開について、源泉所有者（１源泉）の了承を
得られたことから、観測結果についてご説明する。

利用源泉 未利用源泉
保護地域 １源泉 ３源泉

準保護地域 ３源泉
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				利用源泉 リヨウ ゲンセン		未利用源泉 ミリヨウ ゲンセン

		保護地域 ホゴ チイキ		１源泉 ゲンセン		３源泉 ゲンセン

		準保護地域 ジュン ホゴ チイキ				３源泉 ゲンセン







７. ひらふ地域の温泉資源の状況



地面下
20ｍ

７. ひらふ地域の温泉資源の状況

地面下
50ｍ

＜汲み上げ停止時＞ ＜汲み上げ時＞
・温泉の汲み上げにより、
井戸の水位が下がる。
（図の例では30ｍ低下）



７. ひらふ地域の温泉資源の状況



７. ひらふ地域の温泉資源の状況

2016年夏

2016年冬

15ｍ低下2017年夏
2018年夏 2019年夏 2021年夏

2017年冬
2018年冬

2019年冬
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８. ひらふ地域の温泉資源の課題

○ 保護地域の温泉井戸の水位が、2016年夏から2019年夏にかけて15ｍ低下。

○ 令和３年にかけて、水位は下げ止まり。
（温泉利用施設の稼働率低下によるものと推測）

○ ひらふ地域（保護/準保護地域に限る。）の掘削許可（45本）のうち、動力許可を
受けていない井戸（23本）は、令和４年度以降に動力許可を受けることが見込まれ、
ひらふ地域の温泉揚水量は今後増大する見込み。

○ 今後、施設稼働率の回復や温泉利用施設の増加が、ひらふ地域の温泉資源に及ぼ
す影響を注視する必要がある。
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