
北海道の温泉資源の保護対策
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温泉法 ～不許可及び採取制限命令～
温泉法の概要 [温泉の保護と利用] (env.go.jp)

温泉の掘削等の許可制

都道府県知事は、必要があるときは温泉採取制限
命令、他目的掘削の影響防止措置命令を行うこと
ができます。

温泉の掘削・増掘、動力の装置は、都道府県知事
の許可が必要です。（温泉のゆう出量・温度・成
分に影響を及ぼすと認める場合、掘削等の方法が
可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術基
準に適合しない場合等は、不許可となります。）

温泉源保護の措置
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https://www.env.go.jp/nature/onsen/outline/


科学的根拠・データ蓄積の必要性

• 温泉賦存量に関するデータ
• 温泉採取による湧出量・温度・成分への影響

各都道府県は「温泉資源の保護に関するガイドライン（環境
省）」等に基づき、独自の要綱等により、
◆温泉保護地域の設定
◆既存源泉との距離規制
◆揚湯量の制限

について、近隣源泉への影響に配慮しつつ、地域特性を活か
した温泉資源の保護対策に取り組んでいる

申請事案の審査は多種多様で、とても難しい

（影響への事前予見性）
温泉法の目的である、温泉の保護のため、
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北海道温泉保護対策要綱 R4.10時点
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ひらふ地域における
温泉資源の保護対策

 なぜ、規制地域に指定されたのか？

 規制の内容は？
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環境省が示すガイドライン
• 平成21年3月：温泉資源の保護に関するガイドライン
• 平成24年3月：温泉資源の保護に関するガイドライン(地熱発電関係)
• 平成26年4月：温泉資源の保護に関するガイドライン(改訂)
• 令和2年3月 ：温泉資源の保護に関するガイドライン（改訂）

過去に温泉資源の著しい枯渇
現象が発生した温泉地の事例を
基に、距離規制と源泉密度につ
いて考察している（右図）。

距離規制の距離をαkmとした場合、最も高い密度で配置
する方法は、一辺αkmの正三角形の拡張点に源泉がある
した考え方に基づいた検討

１源泉当たりの所要面積
→0.119～0.176km2

各源泉間の距離
→369～449m

√3/2α2の考え方から
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環境省が示すガイドライン
A温泉 B温泉 C温泉

①源泉分布面積（km2） 1.400 4.400 2.030
②合計温泉湧出量（L/min） 940 2500 1700
③100L/min当たりの所要面積（km2） 0.149 0.176 0.119
④上記に必要な源泉距離（m） 413 449 369

1源泉当たりの全国平均湧出量は約100L/minであることより、
③と④は1源泉に対する所要面積及び源泉距離とすることができる

全国の平均地下水涵養量を1日1mm(年365mm)とし、そのすべ
てが浅深度の温泉水になると仮定すると、1年間に生成する温泉水
の量は、1km2当たり365000m3となる。→365000m3/km2

一方、全国の平均湧出量(100L/min)を常時汲み続けると、1年間
の総揚湯量は、1源泉当たり52600m3となる。→52600m3/源泉
∴52600÷365000＝0.144km2が1源泉当たりの所要面積となる

水収支均衡の観点から
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道内の各保護地域で計算してみました

ArcGIS10.3にて作成下登別

北吉原

竹浦
虎杖浜

源泉密度の高い保護地域との対比（白老地域）
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倶知安町ひらふ地域の源泉密度
半径0.67kmの円の中に19源泉（掘削未着工を含む）2018.8時点

1源泉当たりの所要面積＝0.074km2＜ 0.119～0.176km2

ひらふ坂に限定すると、さらに面積が狭くなる…

赤色：利用
橙色：利用準備中
水色：未利用
緑色：掘削中
紫色：申請済（未掘削）
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源泉密度の高い保護地域との対比（白老地域）

虎杖浜・竹浦地区では源泉が密集しており、所要面積の値が小さいが、
環境省ガイドライン（0.119～0.176km2）以上の値であった。

保護地域名 面積(km2) 源泉数 1源泉当たりの所要面積(km2)

下登別 3.872 6 0.645

虎杖浜 8.926 33 0.270

竹浦 16.086 59 0.273

北吉原 23.278 31 0.751

合計 52.162 129 0.404

→ ひらふ地域の値（0.074km2）は、明らかに異常（過密）である
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倶知安ひらふ地域（ひらふ、一部樺山含）源泉位置図

令和元年8月時点

利用：8
未利用：11
未掘削：7

未利用・未掘削も多く、今後、温泉利用量が増大する
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水位観測から推測されたこと（１）
協力が得られた既存源泉

→ 他の源泉と干渉を起こし、地区全体の水位が
低下している、あるいは、低下していく可能性がある

2016年以降、水位に低下傾向が現れてきている
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利用井（モニタリング井）

未利用井（道の観測井）

未利用井（道の観測井）

水位観測から推測されたこと（２）

→ 同じ帯水層から温泉を採取しており、
未利用源泉にも水位変化が現れている証拠
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 源泉所有者から協力を得て、2016年からモニタリングを開始した利用源泉の水位データ

 動力許可申請等に添付された影響試験結果の水位観測データ

 源泉所有者から協力を得て、道庁が観測井としてモニタリングを実施した未利用井の水位データ

利用・未利用源泉の水位の動きが連動（影響）していれば、

このグラフは水位が連動している概念図となります。



＜解析結果の一例＞

水理解析による影響範囲の検討
動力装置許可申請に添付される揚湯・影響試験データに基づき解析を実施
 非平衡式Jacobの直線解析法および回復法
 各種水理定数、揚湯量のパラメーターを変えて解析（72通り）

この解析事例では、
100L/minの揚湯量
で、離隔距離300m
にある同じ温泉層か
ら採取している源泉
では、10年後には
約46m水位低下する

 但し、解析に使えるデータの精度、影響試験データの不足などの課題もあった
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ひらふ地域の規制に至った経緯
１．ひらふ地域の源泉は異常な過密状態にある

 道内の他の温泉保護地域と比べても小さく、明らかに過密である

 環境省が示す「温泉資源のガイドライン」の１源あたりの所要面積よりも、著しく小さい

２．既に既存源泉間で相互に影響が現れている
 観測井では、2016年以降、水位低下が持続しており、3年間で15mの低下が観測された

 利用・未利用源泉の連動した水位の動きが観測された

３．温泉開発の動きがさらに活発化してきている
 未利用源泉、未掘削も多く、今後さらに温泉利用量の増大が見込まれる

 今後も源泉利用が進めば、さらなる水位の低下する可能性が高い

 このまま同様に源泉数が増加すれば、さらに温泉資源の衰退枯渇化の進行が危惧される

ひらふ地域の温泉資源の保護対策が不可欠との結論

 ひらふ坂周辺域までも含め温泉開発域が拡大傾向にある
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ひらふ地域の温泉資源保護の必要性
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温泉資源の衰退枯渇化が懸念された温泉地

【洞爺湖・壮瞥温泉地域】

【函館湯川温泉地域】

【十勝川温泉地域】

【十勝帯広地域】

【白老地域】

 泉温の低下と泉質の変化

 掘削自噴井の減少、水位の低下

 水位の低下と泉質の変化

 掘削自噴井の減少、水位の低下

 乱開発に伴う掘削自噴井の減少、水位の低下

 これらの地域は温泉保護地域となっており、道庁が温泉資源の保護対策
の一環として温泉モニタリングを実施し、資源動向を確認している地域
となっています。

 ひらふ地域においても、温泉モニタリングを開始してきており、資源の動向
を注視しています。
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温泉資源の課題を克服してきた道内の温泉地
【洞爺湖温泉地域】

 温泉の低温化に伴い高温の源泉を求めて、数多くの温泉掘削を実施

 有珠山噴火に伴う温泉資源の変動とその対策

洞爺湖温泉利用協同組合（1960）を組織し、集中管理システムによる温泉供給
事業を展開し、温泉資源の安定確保と適正利用および保護を継続的に推進

【函館湯川地域】
 温泉利用量の増大に伴い多くの温泉掘削を実施（民間＆函館市1960～70年代）

 自噴源泉がなくなり、水位低下が顕著となり、動力揚湯へ（エアリフト）

 函館市企業局による温泉供給事業にも課題（源泉管理と温泉の安定確保と供給）

湯川温泉泉源保護会（S49～）：地域の温泉資源の保護への共通認識と活動
市企業局では、源泉の集約化と源泉管理システム導入により、温泉の安定確保と
供給、温泉モニタリングを実施して,温泉資源の保護を推進（2014～）
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ひらふ地域の課題
温泉資源の衰退枯渇化がこのまま進行していけば・・

世界的なリゾート地となったひらふ地域のイメージダウン

 水位の低下により必要な温泉量が確保できなくなってしまう？

 現在はまだ確認されていない泉温や泉質の出現の可能性は？

 源泉所有者や温泉利用施設の間での係争事案へ発展する可能性は？

 新たな温泉開発は困難、ポンプの切り下げも難しい（規制地域）？

風評被害

倶知安町の町づくり、地域振興や地域経済への影響

 倶知安町および北海道の観光産業への影響
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温泉資源の管理･利用のあるべき姿

 地域の方々が、温泉資源の課題を正しく理解して、共通認識を持つことが重要

 自己源泉を適正に管理・利用するため源泉モニタリングは有効で重要

 率直な情報交換等ができる勉強会や協議会等の設置も一考

 これら源泉モニタリングデータの蓄積と活用もとても重要（自己防衛）

温泉資源の枯渇衰退化を防止して、適正な源泉管理と温泉の持続安
定的な利用を地域全体として取り組んでいって頂きたいと思います。

 各源泉データの蓄積が、地区全体の温泉資源の動向の把握や資源評価を行うた
めに役立っていきます。

ひらふ地域においては

源泉モニタリングとは、
ポンプ揚湯されている源泉の揚湯量、揚湯温度、動水位、ポンプ圧力などを計測機器等で連続的に

計測データを取得保存することを言います。これらのデータで源泉やポンプ状況を確認することがで
き、ポンプメンテナンスや井戸トラブルが発生した際にも原因究明のために役立ちます。

温泉資源は貴重な地域資源です
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ご清聴有り難うございました
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