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指定番号 第 184号 

 

厚岸町太田・南片無去地区水資源保全地域に係る指定の区域及び地域別指針（案） 

 

 北海道水資源の保全に関する条例（平成24年北海道条例第９号。以下「条例」という。）

第17条第４項の規定に基づき、厚岸町太田・南片無去地区水資源保全地域に係る指定の

区域及び地域別指針を次のとおり定める。 

 

１ 指定の区域 

名称 指定の区域 

厚岸町太田・南片無去

地区水資源保全地域 

厚岸郡厚岸町片無去１番地、２番地、３番地、４番地、60 番地、69 番

地、70番地、71番地、72番地、73番地、74番地、75番地、76番地１

及び２、77番地、78番地、79番地、80番地、81番地、82番地、83番

地、84番地１から５まで、85番地１及び２、86番地、87番地、88番地、

89番地、90番地、91番地、92番地、93番地、94番地、95番地、101番

地、103番地、109番地、111番地、115番地、116番地、117番地、118

番地、120番地、160番地１、160番地３から 349まで、162番地１から

42 まで、163 番地１、163 番地３から 166 まで、182 番地１から 108 ま

で、198 番地１、200 番地、202 番地、203 番地、237 番地、241 番地、

242番地、244番地、245番地、246番地、277番地、280番地、285番地、

291番地１及び２、293番地、294番地、333番地、334番地、336番地、

340番地１から４まで、342番地、343番地、344番地、345番地、346番

地、347番地、348番地、349番地、350番地、351番地、352番地、353

番地、354番地、360番地、362番地、363番地、364番地１及び２、365

番地、366 番地、367 番地、368 番地、369 番地、370 番地、371 番地、

372番地、373番地、374番地、375番地、376番地、377番地、378番地、

379番地、380番地、381番地、382番地、383番地、384番地、385番地、

387番地、388番地、389番地、390番地、391番地、392番地、393番地、

394番地、395番地、396番地、397番地、398番地、399番地、400番地、

401番地、402番地、403番地、404番地、405番地、406番地、407番地、

408番地、409番地、410番地、411番地、412番地、413番地、414番地、

415番地、416番地、417番地、418番地、419番地、420番地、421番地、

422番地、423番地、424番地、425番地、426番地、427番地、428番地、

429番地、430番地、431番地、432番地、433番地、434番地、435番地、

436番地、437番地、438番地、439番地、440番地、441番地、442番地、

443番地、444番地、445番地、446番地、447番地、448番地、449番地、

450番地、451番地、452番地、453番地、454番地、455番地、456番地、

457番地、458番地、459番地、460番地、461番地、462番地、463番地、

464番地、465番地、466番地、467番地、468番地、469番地、470番地、

471番地、472番地、473番地、474番地、475番地、476番地、477番地、

478番地、479番地、480番地、481番地、482番地、483番地、484番地、

485番地、487番地、488番地、489番地、490番地、491番地、492番地、

493番地、495番地、496番地、497番地、498番地、500番地、501番地、

504番地、510番地、511番地、512番地、513番地、514番地、515番地、

516番地、519番地、523番地、524番地、525番地、526番地、527番地、

528番地、529番地、530番地、531番地、532番地、533番地１から４ま

で、534番地、535番地、536番地、537番地、538番地、539番地、540

番地、542 番地、543 番地、544 番地、545 番地、546 番地、547 番地、
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名称 指定の区域 

548番地、549番地、550番地、551番地、552番地、553番地、554番地、

555番地、556番地、557番地、558番地、559番地、560番地、561番地、

562番地、563番地、564番地、565番地、566番地、567番地、568番地、

569番地、570番地、571番地、572番地、573番地、574番地、575番地、

576番地、577番地、578番地、579番地、580番地、581番地、582番地、

584番地、585番地、586番地、587番地、588番地、589番地、590番地、

591番地、593番地、594番地、595番地、596番地、597番地、598番地、

600番地、601番地、602番地、603番地、604番地、605番地、606番地、

607番地、608番地、609番地、610番地、611番地、612番地１及び２、

613番地、614番地、615番地、616番地、617番地、618番地、619番地、

620番地、621番地、622番地、623番地、624番地、625番地、626番地、

627番地、628番地、629番地、630番地、631番地、632番地、633番地、

634番地、635番地、636番地、637番地、638番地、639番地、640番地、

649番地、651番地、652番地、653番地、654番地、655番地、656番地、

657番地、658番地、659番地、660番地、661番地、662番地、663番地、

664番地、665番地、666番地、667番地、668番地１及び２、669番地、

671番地、672番地、673番地、674番地、675番地、676番地、677番地、

678番地、679番地１及び２、680番地、681番地、682番地、683番地、

684番地、685番地、686番地、687番地、688番地、689番地、690番地、

691番地、692番地、693番地、694番地、695番地、696番地、697番地、

698番地、699番地、700番地、701番地、702番地、703番地、704番地、

705番地、706番地、707番地、708番地、709番地、710番地、711番地、

712番地、713番地、714番地、715番地、716番地、717番地、718番地、

719番地、720番地、721番地、722番地、723番地、724番地、725番地、

726番地、727番地、728番地、729番地、730番地、731番地、732番地、

733番地、734番地、735番地、736番地、737番地、738番地、739番地、

740番地１及び２、741番地、742番地、743番地、744番地、745番地、

746番地、747番地、748番地、749番地、750番地、755番地、776番地、

778番地、779番地、780番地、791番地、793番地、795番地、796番地、

797番地、798番地、799番地、800番地、801番地、802番地、803番地、

804番地、805番地、806番地、807番地、808番地、809番地、810番地、

811番地、812番地、813番地、814番地、815番地、816番地、817番地、

818番地、819番地、820番地、821番地、822番地、823番地、824番地、

825番地、826番地、827番地、828番地、829番地、830番地、831番地、

832番地、833番地、834番地、835番地、836番地、837番地、838番地、

839番地、840番地、841番地、842番地、843番地、844番地、845番地、

846番地、847番地、848番地、849番地、850番地、851番地、852番地、

853番地、854番地、855番地、856番地、857番地、858番地、859番地

１及び２、860番地１及び２、861番地、862番地、863番地、864番地、

865番地、866番地、867番地、868番地、869番地、870番地、871番地、

872番地、873番地、874番地、875番地、876番地、877番地、878番地、

1183 番地、1184 番地、1185 番地、1186 番地、1187 番地、1188 番地、

1189 番地、1190 番地、1191 番地、1192 番地、1193 番地、1194 番地、

1195番地、1196番地、1197番地、1198番地、1199番地１及び２、1200

番地、1201番地、1202番地、1203番地、1204番地、1205番地、1206番

地、1207番地１及び２、1208番地、1209番地、1210番地、1211番地、

1213番地、1214番地、1215番地、1216番地、1217番地１から５まで、

1218番地、1219番地１から３まで、1220番地、1221番地、1222番地、

1223 番地、1224 番地、1225 番地、1226 番地、1227 番地、1228 番地、

1229 番地、1230 番地、1231 番地、1232 番地、1233 番地、1234 番地、

1235番地、1236番地、1237番地、1238番地１から３まで、1239番地、
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名称 指定の区域 

1240番地、1241番地１及び２、1242番地、1243番地、1244番地、1245

番地、1246番地、1247番地、1248番地、1249番地、1251番地、1252番

地、1253番地、1256番地、20004番地、20011番地、20012番地、20014

番地、20015番地、20016番地、 

太田西 15番地、16番地１から３まで、17番地１から３まで、18番地、

19番地、20番地、21番地、22番地、23番地、24番地、25番地、26番

地、27番地、28番地、29番地、30番地、31番地、32番地１及び２、33

番地１から 10まで、34番地１及び２、35番地、36番地１及び２、37番

地１から３まで、38番地１及び２、39番地、40番地、41番地、42番地、

43番地、44番地、45番地、46番地、47番地、48番地、49番地、50番

地、51番地、52番地１から 44まで、53番地、54番地１から 44まで、

55 番地１から３まで、55 番地７から 12 まで、56 番地１及び２、56 番

地５及び６、57番地、58番地、59番地、60番地、61番地、62番地、63

番地、69番地２、70番地１、70番地３及び４、71番地、72番地、73番

地 1及び 2、74番地、75番地、76番地、77番地、78番地、79番地、80

番地、81番地、82番地、83番地、84番地、85番地１及び２、86番地１

及び２、87番地、88番地１及び２、89番地１及び２、90番地１及び２、

91番地、92番地、93番地、94番地、95番地、96番地、97番地、98番

地、99番地、100番地、101番地、102番地、103番地、104番地、105番

地、106番地、109番地１及び２、110番地、111番地、112番地、113番

地、114番地、115番地、116番地１及び２、117番地、118番地、119番

地、120番地、121番地、122番地、123番地、124番地１、124番地３、

125 番地１及び２、125番地５から７まで、126番地、976番地、977番

地、992番地、1001番地、1010番地、1011番地、1025番地、1026番地、

1027番地、1043番地、1044番地、1066番地２、1082番地、1083番地、

1103番地、1165番地、 

太田１の通り 41番地、43番地１、45番地１及び２、46番地１及び２、

47番地１及び２、48番地１及び２、49番地１及び２、50番地１及び２、

51番地１及び２、52番地１及び２、53番地１及び２、54番地１から３

まで、55番地１及び２、56番地、57番地１及び２、58番地、59番地１

から４まで、60番地１及び２、61番地１から４まで、62番地１及び２、

63 番地１から５まで、64 番地１から４まで、65 番地１から３まで、66

番地１から４まで、67番地１及び２、68番地、69番地２、70番地、71

番地、72番地、73番地、74番地、75番地、76番地、77番地、78番地、

79番地、80番地、81番地、82番地、83番地、84番地、85番地、86番

地、87番地、88番地、89番地、91番地、92番地、93番地、94番地、

95番地、96番地、97番地、98番地、99番地、100番地、101番地、102

番地、103番地、104 番地、105番地、106番地１及び２、107番地１及

び２、107番地５から７まで、108番地１及び２、108番地５、109番地

１及び２、109 番地４、109 番地８から 10 まで、110 番地、111 番地、

112番地、113番地、114番地、115番地、116番地、117番地、118番地、

119番地、120番地、121番地、122番地、123番地、124番地、125番地、

126番地、128番地２、130番地、131番地、132番地、975番地、993番

地、994番地、1002番地、1003番地、1012番地、1013番地、1028番地、

1029番地、1046番地、1047番地、1066番地１、1067番地、 

太田２の通り 49番地１、51番地１、53番地１、55番地１から３まで、

57 番地１から３まで、59 番地１から４まで、61 番地１から４まで、63

番地１から 16 まで、63 番地 20 から 22 まで、63 番地 24、65 番地１か

ら４まで、65 番地６から 23 まで、65 番地 25、67 番地１から３まで、

67番地５から７まで、69番地１から３まで、69番地５及び６、71番地

１から３まで、71番地 5及び６、73番地１から３まで、73番地５から
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７まで、75 番地１から３まで、75 番地５から９まで、77 番地１から３

まで、77 番地５から７まで、79 番地１から３まで、79 番地５から８ま

で、81番地１、81番地３から６まで、83番地１及び２、83番地４から

６まで、85番地１及び２、86番地１から７まで、87番地１から３まで、

88番地１及び２、88番地４から７まで、89番地１及び２、90番地１及

び２、90番地４から７まで、91番地、92番地１及び２、92番地４から

６まで、93番地、94番地１から３まで、94番地５及び６、95番地、96

番地１及び２、96番地４及び５、97番地、99番地、101番地、103番地

１，103番地３、104番地２、104番地７及び８、104番地 12、105番地

１及び２、105番地６から８まで、106番地２、106番地５、107番地１

及び２、108番地２、109番地、110番地１、111番地、112番地２、112

番地４、112番地６、113番地、114番地１及び２、114番地５から８ま

で、115番地、116番地１、116番地３及び４、117番地、118番地、119

番地、120 番地、121 番地、122 番地、123 番地、124 番地１、124 番地

３、125番地、126番地１及び２、126番地４から６まで、974番地、995

番地、996番地、1003番地、1004番地、1014番地、1015番地、1030番

地、1048番地、1068番地、 

太田３の通り 113番地１、113番地３、115番地２、115番地５、125番

地１、 

太田宏陽 39番地、40番地、41番地、42番地、43番地、44番地、45番

地、46番地、47番地、50番地、51番地、 

乙幌６番地、７番地、８番地、23番地、24番地、25番地、26番地、27

番地、28番地、29番地、30番地、31番地 

※厚岸町太田・南片無去地区水資源保全地域区域図に示すとおり 
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２ 地域別指針 

（１）指定の区域に関する基本的事項 

対象区域 

当該区域は、河川水から原水を取り入れていることから、山間地にお

ける上水道・簡易水道の水源である別寒辺牛川水系旧尾幌１号川支流ホ

マカイ川から河川水を取り入れる厚岸町上水道区域及び厚岸町上尾幌

簡易水道区域太田地区の取水施設が設置されている地点に対する集水

区域の全部を基本とした。 

面積 
 ２８，６０２，０２３㎡ 

（厚岸町片無去地区水資源保全地域との重複 1,003,235㎡を含む。） 

区域設定の考え方 
集水区域の全部のうち、国有地を除いた区域を水資源保全地域とし

た。（ホマカイ川とホマカイ下川が分岐する地点より上流域を除く。） 

対象区域の状況 

対象区域は、国土利用計画法に基づく北海道土地利用基本計画におい 

て、農業地域及び森林地域に区分されているほか、森林法に基づく厚岸

町森林整備計画において、水源涵養林、木材等生産林などに指定された

森林が所在し、また、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地

区域が所在する区域である。 

さらに厚岸町上水道及び厚岸町上尾幌簡易水道太田地区水源の取水

施設（給水人口：8,488人、給水量：3,376㎥/日）の周辺区域であること

から、水量や水質への悪影響がないよう、適正な土地利用の確保を図る

必要がある。 

 

（２）指定の区域において土地所有者等が配慮すべき事項 

水資源保全地域は、水資源の保全のために特に適正な土地利用の確保を図る必要が

あると認められる区域であり、その土地利用については、現在及び将来の道民の健康で

文化的な生活の確保に寄与し、本道の豊かな水資源がもたらす恩恵を現在と将来の世

代が享受できるよう、その保全を図る必要があることから、厚岸町太田・南片無去地区

水資源保全地域内の土地所有者等は、別表に掲げる法令をはじめとした土地利用に関

する法令に基づき必要な手続等を行うとともに、次の事項に配慮し土地利用を行うも

のとする。 

 

ア 水資源の確保や水質への影響が懸念されるような取水行為や開発行為など水資源

の保全に支障を来すおそれのある土地利用は、極力避けるよう努めること。 

 

イ 水源の涵養に大きな役割を果たしている森林の適切な整備及び保全を行うなど、

水資源の保全のために必要な措置を講ずるよう努めること。 

 

ウ 周辺の自然環境や土地利用状況等と調和した土地利用を行うよう努めること。 



6 

別表 

要件 必要な手続等 根拠法令等 

土地取引行為を行う

場合 
事前届出 

土地に関する権利を有している者は、契

約の３月前に、その旨知事に届け出ること。 

北海道水資源の

保全に関する条例 

一定面積以上の土地

取引行為を行う場合 
事後届出 

10,000㎡以上の土地の場合、土地取得者

（買主等）は、契約締結後の２週間以内

に、厚岸町長を経由して、知事に届け出

ること。 

国土利用計画法 

新たに民有林の土地

の所有者となった場

合 

事後届出 

新たに民有林の土地の所有者となった場

合は、所有者となった日から９０日以内

に、厚岸町長に届け出ること（国土利用

計画法による届出をした場合は、届出不

要）。 

森林法 

農地又は採草放牧地

を売買又は貸借等を

する場合 

許可 

農地又は採草放牧地を売買又は貸借等を

する場合は、売主（貸主等）と買主（借主

等）が連署で厚岸町農業委員会に申請を

行い、許可を受けること。 

農地法 

農地を転用等する場

合 
許可 

農地を転用する場合及び農地又は採草放

牧地を転用するため所有権、賃借権等の

権利を設定又は移転する場合は、知事の

許可を受けること。 

農地法 

国内非居住者が不動

産を取得する場合 
事後届出 

国内に居住していない者が不動産を取得

する場合は、居住の用に供するためのも

のなどを除き、２０日以内に財務大臣に

届け出ること。 

外国為替及び外

国貿易法 

土地利用を行う場合 

北海道土地

利用基本計

画に沿った

土地利用を

行うこと。 

北海道土地利用基本計画の土地利用基本 

計画図により地域設定された「農業地域」 

は、農用地として利用すべき土地があり、 

総合的に農業の振興を図る必要がある地 

域であり、土地利用については、現況農 

用地は極力その保全と有効利用を図ると 

ともに、農用地区域において今後新たに 

必要とされる農用地を計画的に確保、整 

備するなど、同計画に基づいた土地利用 

を行うこと。 
国土利用計画法 

北海道土地利用基本計画の土地利用基本

計画図により地域設定された「森林地域」

は、森林の土地として利用すべき土地が

あり、林業の振興または森林の有する諸

機能の維持増進を図る必要がある地域で

あり、土地利用については、必要な森林

の確保を図るとともに、森林の有する多

面的機能が持続的に発揮されるようその

整備及び保全するなど、同計画に基づい

た土地利用を行うこと。 
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要件 必要な手続等 根拠法令等 

建築物や特定工作物

の建築等のために行

う土地の区画形質の

変更を行う場合 

許可 

都市計画区域外であることから、１ha以

上の建築物や特定工作物の建築等のため

に行う土地の区画形質の変更を行う場

合、知事等の許可（開発許可）を受けること。 

都市計画法 

開発許可を受けた土地

において、予定建築物

以外の建築物等の新築

等、建築物の改築、 

用途を変更する場合 

許可 

開発許可を受けた土地において、予定建

築物以外の建築物等の新築等、建築物の

改築、用途を変更する場合、知事等の許可

（建築等の制限解除）を受けること。用

途地域等が定められているときは不要。 

都市計画法 

一定規模を超える建

築物等の建設、開発

行為等の行為を行う

場合 

事前届出 

北海道景観計画に基づき、一定の規模を

超える建築物・工作物の新築・増改築、開

発行為等を行う場合、着手の３０日前ま

でに知事に届け出ること。 

景観法 

屋外広告物を掲出す

る場合 
許可 

屋外広告物の許可地域に指定されている

地域では、屋外広告物を掲出する場合は、

知事の許可を受けること。 

北海道屋外広告

物条例 

森林の施業を行う場

合 

市町村森林

整備計画に

沿った森林

施業を行う

こと。 

森林施業及び保護を行う場合は、厚岸町

森林整備計画において、水源涵養林（水

資源保全ゾーン）及び山地災害防止林に

ゾーニングされていることから、森林整

備計画におけるゾーニングに即した施業

に努めること。 

森林法 

民有林の立木の伐採

等を行う場合 
事前届出 

民有林の立木を伐採しようとする場合

は、伐採を始める９０日から３０日前ま

でに、伐採及び伐採後の造林の方法等を

厚岸町長に届け出ること。また、届出に

基づき伐採及び造林が完了した日からそ

れぞれ３０日以内に厚岸町長に森林の状

況報告書を提出すること。 

森林法 

保安林の立木の伐採

等を行う場合 
許可等 

防風保安林等に指定された区域があるこ

とから、保安林の立木の伐採等をする場

合は、知事の許可等を受けること。 

森林法 

１haを超える森林の

開発行為を行う場合 
許可 

地域森林計画の対象となっている民有林

において１haを超える開発行為（土地の

形質を変更する行為）をする場合は、知

事等の許可を受けること。 

森林法 

農用地区域内の開発

行為を行う場合 
許可 

農業振興地域の農用地区域に指定されて

いる区域があることから、区域内で土地

の形質変更や工作物の設置等をする場合

は、知事の許可を受けること。 

農業振興地域の

整備に関する法

律 
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要件 必要な手続等 根拠法令等 

一定の規模以上の土

地の形質の変更を行

う場合 

事前届出 

3,000㎡以上（現に有害物質使用特定施設

を設置している土地にあっては900㎡以

上）の土地の形質を変える行為を行う場

合は、着手予定日の３０日前までに、知

事に届け出ること。 

土壌汚染対策法 

特定の開発行為を行

う場合 
許可 

１ha以上の１団の土地について行われる

スキー場・キャンプ場・乗馬場・射撃場・

アーチェリー場・車両競争場の建設、こ

れらの施設を２以上有する施設の建設、

資材置場又は工場用地の造成、土石の採取

を行う場合は、知事の許可を受けること。 

北海道自然環境

等保全条例 

専用水道の設置等を

行う場合 

事前確認 

100人を超える者に水を供給する、又は一

日最大給水量が20立方メートルを超える

自家用水道等を設置する場合などは、工

事着手前に知事の確認を受けること。 水道法 

事後届出 

既にある水道施設について、居住者の増 

加に伴い、水の供給が100人を超える場合

は、知事に届け出ること。 

自家用工業用水道の

布設を行う場合 
事後届出 

給水量が一日当たり５千立方メートル以

上の自家用工業用水道を布設した場合

は、給水開始後すぐに経済産業大臣に届

け出ること。 

工業用水道事業

法 

汚水又は廃液を排出

する施設を設置する

場合 

事前届出 

汚水又は廃液を排出する施設（特定施設）

を設置する場合は、工事に着手する６０

日前までに知事に届け出ること。 

水質汚濁防止法 

下水道法による特定

施設を設置する場合 
事前届出 

人の健康や生活環境に悪い影響を与える

物質を排出するおそれのある施設として

法令に定める特定施設の設置等を行う場

合は、着工の６０日前までに、厚岸町長

に届け出ること。 

下水道法 

廃棄物処理施設を設

置する場合 
許可 

廃棄物処理施設を設置又は変更する場合

は、知事の許可を受けること。 

廃棄物の処理及

び清掃に関する

法律 

廃棄物処理施設のう

ち一定の施設を設置

する場合 

事業計画書

の提出 

廃棄物処理施設のうち一定の施設を設置

又は変更する場合は、水道水源となる原

水に影響を与えるおそれがないよう配慮

等し、知事の求める事業計画書を提出す

ること。 

北海道循環型社

会形成の推進に

関する条例 

特定工場を設置等す

る場合 
事前届出 

敷地面積9,000㎡以上又は建築面積3,000

㎡以上の特定工場（製造業、電気・ガス・

熱供給業者）を設置、変更等を行う場合

は、工事等の開始の９０日前までに、厚

岸町長に届け出ること。 

工場立地法 
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要件 必要な手続等 根拠法令等 

鉱物を採掘する場合 認可 

鉱物資源の採掘を行う場合は、鉱業権の

設定を受けた後、鉱業実施の基本計画と

なる施業案を定め北海道経済産業局長の

認可を受けること。 

鉱業法 

鉱物を探査する場合 許可 

地震探鉱法による鉱物の探査を行う場合

は、北海道経済産業局長の許可を受ける

こと。 

鉱業法 

砂利を採取する場合 認可 

砂利の採取を行う場合は、採取を行う場

所ごとに採取計画を定め、知事又は河川

管理者の認可を受けること。 

砂利採取法 

岩石を採取する場合 認可 

岩石の採取を行う場合は、採取を行う場

所ごとに採取計画を定め、知事の認可を

受けること。 

採石法 

河川の流水や敷地の

利用を行う場合 
許可、届出 

河川の流水・土地の占用、土石等の採取、

河川敷地内での工作物の新築等、土地の

掘削・盛土、竹木の流送、汚物の洗浄、土

石のたい積などを行う場合は河川管理者

の許可を受けること。また、１日一定量

以上の汚水を河川に排出する場合は、河

川管理者に届け出ること。 

河川法及び河川

法施行条例並び

に普通河川管理

条例 

温泉の採取等を行う

場合 
許可 

温泉を湧出させる目的の土地の掘削、温

泉の採取、温泉を公共の浴用又は飲用に

供しようとする場合は、知事等の許可を

受けること。 

温泉法 

ホテル、旅館などの

経営を行う場合 
許可、届出 

ホテルや旅館などの旅館業の経営を行う

場合は、知事等の許可を受けること。ま

た、施設等の変更や廃止を行う場合は届

け出ること。 

旅館業法 

ゴルフ場の開発を行

う場合 
事前協議 

ゴルフ場の開発については、知事に事前

に協議すること。 

ゴルフ場開発の

規制に関する要

綱 

 
※本表は、根拠法令等の改正等があった場合は随時更新するものとする。 


