温泉法︵昭和二十三年法律第百二十五号︶︵抄︶・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

目次

一

鉱山保安法︵昭和二十四年法律第七十五号︶︵抄︶・・・・・・・・・・・・・・・・・５

温泉法の一部を改正する法律案参照条文

二

温泉法の一 部を改正する法律案 参照条 文
◎温泉法︵昭 和二十三年法律第百 二十五 号︶︵抄︶

︵目的︶
第一条 この 法律は︑温泉を保護 しその 利用の適正を図り︑ 公共の福祉の増進に 寄与することをもつ て目的 とする︒
︵土地の掘削の許可︶

第三条 温泉 をゆう出させる目的 で土地 を掘削しようとする 者は︑環境省令で定 めるところにより︑ 都道府 県知事に申請 してそ の許可を受けなけれ
ばならない︒
前項の許 可を受けようとする 者は︑ 掘削に必要な土地を 掘削のために使用す る権利を有する者で なけれ ばならない︒
２

３ 都道府県 知事は︑温泉を工業 用に利 用する目的で第一項 の申請をした者に対 して同項の許可をし ようと するときは︑ あらか じめ経済産業局長に
協議しなければならない︒
︵許可の基準︶

三

い者であるとき︒
申請者 が第九条第一項︵第 三号及 び第四号に係 る部分 に限る︒︶の規定に より前条第一項の許 可を取り消され︑そ の取消 しの日から二 年を経

申請者 がこの法律の規定に より罰 金以上の刑に 処せら れ︑その執行を終わ り︑又はその執行を 受けることがなくな つた日 から二年を経 過しな

前条第一 項の許可には︑温泉 の保護 その他公益上必要な 条件を付し︑及びこ れを変更することが できる ︒

五 申請者 が法人である場合に おいて ︑その役員が 前二号 のいずれかに該当す る者であるとき︒
都道府県 知事は︑前条第一項 の許可 をしないときは︑遅 滞なく︑その旨及び その理由を申請者に 書面に より通知しな ければ ならない︒

過しない者であるとき︒

四

第四条 都道 府県知事は︑前条第 一項の 許可の申請があつた ときは︑当該申請が 次の各号のいずれか に該当 する場合を除 き︑同 項の許可をしなけれ
ばならない︒
一 当該申 請に係る掘削が温泉 のゆう 出量︑温度又 は成分 に影響を及ぼすと認 めるとき︒
二 前号に 掲げるもののほか︑ 当該申 請に係る掘削 が公益 を害するおそれがあ ると認めるとき︒

２
３

︵工事の完了又は廃止の届出︶
第八条 第三 条第一項の許可を受 けた者 は︑当該許可に係る 掘削の工事を完了し ︑又は廃止したとき は︑遅 滞なく︑環境 省令で 定めるところにより
︑その旨を 都道府県知事に届け 出なけ ればならない ︒
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２

前項の規 定による届出があつ たとき は︑第三条第一項の 許可は︑その効力を 失う︒

第三条 第一項の許可に係る 掘削が 第四条第一項 第一号 又は第二号のいずれ かに該当するに至つ たとき︒
第三条 第一項の許可を受け た者が 第四条第一項 第三号 又は第五号のいずれ かに該当するに至つ たとき︒
第三条 第一項の許可を受け た者が この法律の規 定又は この法律の規定に基 づく命令若しくは処 分に違反したとき︒
第三条 第一項の許可を受け た者が 第四条第三項 の規定 により付された許可 の条件に違反したと き︒

︵許可の取消し等︶
第九条 都道 府県知事は︑次に掲 げる場 合には︑第三条第一 項の許可を取り消す ことができる︒
一
二
三
四

２ 都道府県 知事は︑前項第一号 ︑第三 号又は第四号に掲げ る場合には︑第三条 第一項の許可を受け た者に 対して︑温泉 の保護 その他公益上必要な
措置を講ず べきことを命ずるこ とがで きる︒

︵増掘又は動力の装置の許可︶
第十一条 温 泉のゆう出路を増掘 し︑又 は温泉のゆう出量を 増加させるために動 力を装置しようとす る者は ︑環境省令で 定める ところにより︑都道
府県知事に 申請してその許可を 受けな ければならな い︒
第四条︑ 第五条︑第九条及び 前条の 規定は前項の増掘又 は動力の装置の許可 について︑第六条か ら第八 条までの規定 は同項 の増掘又は動力の装
２

置の許可を 受けた者について準 用する ︒この場合に おいて ︑第四条第一項第一 号及び第二号︑第五 条第二項︑第六条︑ 第七条 第一項︑第八 条第一
項並びに第 九条第一項第一号中 ﹁掘削 ﹂とあるのは ﹁増掘 又は動力の装置﹂と ︑前条中﹁掘削が行 われた場合﹂とある のは﹁ 増掘又は動力 の装置
が行われた 場合﹂と︑﹁当該掘 削﹂と あるのは﹁当 該増掘 若しくは動力の装置 ﹂と︑﹁温泉をゆう 出させる目的で土地 を掘削 した者﹂とあ るのは
﹁温泉のゆ う出路を増掘し︑又 は温泉 のゆう出量を 増加さ せるために動力を装 置した者﹂と読み替 えるものとする︒

第三十 一条第一項︵第三号 及び第 四号に係る部 分に限 る︒︶の規定により 前項の許可を取り消 され︑その取消しの 日から 二年を経過し ない者

次の各号 のいずれかに該当す る者は ︑前項の許可を受け ることができない︒
この法 律の規定により罰金 以上の 刑に処せられ ︑その 執行を終わり︑又は その執行を受けるこ とがなくなつた日か ら二年 を経過しない 者

二

法人で あつて︑その役員の うちに 前二号のいず れかに 該当する者があるも の

都道府県 知事は︑温泉の成分 が衛生 上有害であると認め るときは︑第一項の 許可をしないことが できる ︒
第四条第 二項及び第三項の規 定は︑ 第一項の許可につい て準用する︒この場 合において︑同条第 三項中 ﹁温泉の保護 その他 公益上﹂とあるのは

三

一

らない︒

︵温泉の利用の許可︶
第十五条 温 泉を公共の浴用又は 飲用に 供しようとする者は ︑環境省令で定める ところにより︑都道 府県知 事に申請して その許 可を受けなければな
２

３
４

︑﹁公衆衛 生上﹂と読み替える ものと する︒
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︵聴聞の特例︶
第三十三条 都道府県知事は︑第 九条第 二項︵第十一条第二 項において準用する 場合を含む︒︶︑第 十二条 第一項又は第 三十一 条第二項の規定によ
る命令をし ようとするときは︑ 行政手 続法 ︵平 成五年法律第八十八 号︶第十三条第一項 の規定に よる意見陳述のため の手続 の区分にかか わらず

︑聴聞を行わなければならない︒
２ 第九条︵ 第十一条第二項にお いて準 用する場合を含む︒ ︶︑第十二条第一項 又は第三十一条の規 定によ る処分に係る 聴聞の 期日における審理は
︑公開によ り行わなければなら ない︒

︵報告徴収︶
第三十四条 都道府県知事は︑こ の法律 の施行に必要な限度 において︑温泉をゆ う出させる目的で土 地を掘 削する者に対 し︑土 地の掘削の実施状況
その他必要 な事項について報告 を求め ︑又は温泉源 から温 泉を採取する者若し くは温泉利用施設の 管理者に対し︑温泉 のゆう 出量︑温度︑ 成分︑

利用状況そ の他必要な事項につ いて報 告を求めるこ とがで きる︒
２ 経済産業 局長は︑この法律の 施行に 必要な限度において ︑工業用に利用する 目的で温泉源から温 泉を採 取する者又は その利 用施設の管理者に対
し︑温泉の ゆう出量︑温度︑成 分︑利 用状況その他 必要な 事項について報告を 求めることができる ︒

︵立入検査︶
第三十五条 都道府県知事は︑こ の法律 の施行に必要な限度 において︑その職員 に︑温泉をゆう出さ せる目 的で行う土地 の掘削 の工事の場所︑温泉
の採取の場 所又は温泉利用施設 に立ち 入り︑土地の 掘削の 実施状況︑温泉のゆ う出量︑温度︑成分 若しくは利用状況若 しくは 帳簿︑書類そ の他の
物件を検査 し︑又は関係者に質 問させ ることができ る︒

第二十八 条第二項及び第三項 の規定 は︑前二項の規定に よる立入検査につい て準用する︒

２ 経済産業 局長は︑この法律の 施行に 必要な限度において ︑その職員に︑温泉 を工業用に利用する 施設に 立ち入り︑温 泉のゆ う出量︑温度︑成分
若しくは利 用状況若しくは帳簿 ︑書類 その他の物件 を検査 し︑又は関係者に質 問させることができ る︒
３

第三条第一項又は第 十一条 第一項の規定に違反 した者は︑一年以下 の懲役又は百万円以 下の罰 金に処する︒

前項の罪 を犯した者には︑情 状によ り︑懲役及び罰金を 併科することができ る︒

第三十八条
２

次の各号のいずれか に該当 する者は︑六月以下 の懲役又は五十万円 以下の罰金に処する ︒

定による命令に違反した者
第十五 条第一項の規定に違 反した 者

第九条 第二項若しくは第十 条︵こ れらの規定を 第十一 条第二項において準 用する場合を含む︒ ︶︑第十二条第一項 又は第 三十一条第二 項の規

第三十九条
一
二
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三
四

第十九 条第一項の規定に違 反して 登録を受けな いで温 泉成分分析を行つた 者
不正の 手段により第十九条 第一項 の登録を受け た者

第八条 第一項︑第十八条第 四項又 は第二十条の 規定に よる届出をせず︑又 は虚偽の届出をした 者
第十八 条第一項の規定によ る掲示 をせず︑又は 虚偽の 掲示をした者
第十八 条第二項の規定に違 反した 者︵前号の規 定に該 当する者を除く︒︶
第十八 条第三項の規定に違 反して ︑温泉成分分 析を受 けず︑又は掲示の内 容を変更しなかつた 者

次の各号のいずれか に該当 する者は︑三十万円 以下の罰金に処する ︒

一
二
三
四

第二十七条の規定に違反した者
第二十 八条第一項又は第三 十四条 の規定による 報告を せず︑又は虚偽の報 告をした者
第二十 八条第一項又は第三 十五条 第一項若しく は第二 項の規定による立入 検査を拒み︑妨げ︑ 若しくは忌避し︑又 は質問 に対して陳述 をせず

第四十一条

五
六
七
︑若しくは虚偽の陳述をした者

第二十四条の規定に違反した者

第四十三条 次の各号のいずれか に該当 する者は︑十万円以 下の過料に処する︒
一 第二十 一条第一項の届出を 怠つた 者
二
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◎鉱山保安法 ︵昭和二十四年法律 第七十 五号︶︵抄︶
︵用語の意義︶
第二条 この 法律において﹁鉱業 権者﹂ とは︑鉱業権者及び 租鉱権者をいう︒

２ この法律 において﹁鉱山﹂と は︑鉱 業を行う事業場をい う︒ただし︑鉱物の 掘採と緊密な関連を 有しな い附属施設︑ 当該鉱 物の掘採に係る事業
を主たる事 業としない附属施設 及び鉱 物の掘採場か ら遠隔 の地にある附属施設 を除く︒
この法律 において﹁鉱山労働 者﹂と は︑鉱山において鉱 業に従事する者をい う︒
第二項た だし書の附属施設の 範囲は ︑経済産業省令で定 める︒
３
４

︵鉱業権者の義務︶
第五条 鉱業 権者は︑次に掲げる 事項に ついて︑経済産業省 令の定めるところに より︑鉱山における 人に対 する危害の防 止のた め必要な措置を講じ

なければならない︒
一 落盤︑ 崩壊︑出水︑ガスの 突出︑ ガス又は炭じ んの爆 発︑自然発火及び坑 内火災
二 ガス︑ 粉じん︑捨石︑鉱さ い︑坑 水︑廃水及び 鉱煙の 処理
三 機械︑ 器具︵衛生用保護具 を除く ︒以下同じ︒ ︶及び 工作物の使用並びに 火薬類その他の材料 ︑動力及び火気の取 扱い

２ 前項に定 めるもののほか︑鉱 業権者 は︑経済産業省令の 定めるところにより ︑衛生に関する通気 の確保 及び災害時に おける 救護のため必要な措
置を講じなければならない︒
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