
確認申請 法第14条の5

可燃性天然ガス
濃度についての

確認申請書

申請書記載事項

採取の場所

採取開始の予定日

申請者住所・氏名

メタン濃度測定に関する事項

測定場所・測定日・測定方法

測定結果

測定者

添付書類

採取の場所の状況を現した写真

メタンの濃度測定の実施状況を現した写真

その他知事が必要と認める書類

【規 第6条の7】【法】第14条の5

提出：京都市内－薬務課
　　　それ以外－保健所

手数料：7,400円

※確認を受けた後、採取者が変更した場合→届出を提出

手続は、H20.8.1から可能（ただし、様式はH20.10.1以降のものと一部異なる。）



許可申請 法第14条の2

【規 第6条の2】【法】第14条の2

申請書記載事項

添付書類

採取の場所
採取開始の予定日

採取のための施設の位置、構造及び設備並びに採取の方法が
技術上の基準に適合していることを証する書面

設備の配置図、主要な設備の構造図

設備の設置の状況を現した写真

可燃性天然ガス分離設備通過後の温泉水に含まれるもの
ガス排気口における排気ガスに含まれるもの
（ガス排出口が３ｍ以下の場合、ガス排気口に係る立入制限・
　設備制限区域に禁止設備等がある場合）
温泉の採取に伴い発生するガスに含まれるもの
（構造上の理由により困難な場合を除く。）

採取時災害防止規程

 申請者が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書類

その他知事が必要認める書類

申請者住所・氏名

メタンの濃度及び量の測定の結果

温泉採取

許可申請書

提出：京都市内－薬務課
　　　それ以外－保健所

手数料：35,000円

※既存施設に限り、構造設備に係る対応がH22.3.31まで猶予されているため、
申請手続は、下線の添付書類を省略の上、H21.3.31までに行う。
　その後、H22.3.31までに設備を整え、変更の許可を受ける（要申請）。

　H21.3.31までに構造設備に係る対応を済ませ、全ての添付書類とともに
申請することもできる。

　変更許可申請の審査手数料：24,000円



屋内に温泉井戸等がある既存の設備

温泉井戸が設置された地下ピットについて

温泉法施行規則第６条の３第１項第２号（イ及びロに係る部分に限る。）の規定は適用されない。

同規則同条第３項各号列記以外の部分、同項第３号、第７号及び第11号中
「温泉井戸」を「温泉井戸又はガス分離設備」と読み替え

・迅速かつ確実に動力又は自噴を停止できる構造
（ゆう出路の構造上等の理由によりやむを得ない場合はこの限りではない。）

・地下ピットにおける措置

以下設備・作業の制限

・火気を使用する設備（外面が著しく高温となる設備を含む。）
・火気を使用する作業
・防爆性能を有しない電気設備（温泉井戸内部に設置されるものを除く。）

空気の排出口の設置
（排出口の位置については制限あり。）

（排出口の位置については制限あり。）

排出口までの配管の閉塞防止措置

（凍結対策・水抜き）

（凍結対策・水抜き）

地下ピットの内部の空気が配管を通じて他の屋内に侵入しないよう措置

発生した可燃性天然ガスが温泉井戸の内部に蓄積する構造の場合
・ガス排出口の設置

・温泉井戸からガス排気口までの配管の閉塞防止措置

・点検及び記録

温泉井戸、地下ピット内部の空気の排出口及びガス排出口の異常に有無の目視点検

１回/月　２年間保存

・制御板その他のスイッチ類が集中する設備対策

配線ケーブルを通じた可燃性天然ガスの遮断
（ジャンクションボックスの設置等）

- 既存施設の特例 -

- 既存施設の特例 -

火気使用禁止の掲示（地下ピットの入口にも必要）

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※：地下ピットの経過措置（１年６箇月の設備面での猶予）



（第12条関係）第11号様式

温泉採取許可申請書

年 月 日

京都府知事 様

住所 法人にあっては、主たる

事務所の所在地、名称及

,氏名 び代表者の氏名

温泉を採取するので、温泉法第14条の２第１項の規定により、次のとおり申請します。

温 泉 の 採 取 の 場 所

採 取 施 設 の 名 称

採取する温泉の源泉名

採 取 開 始 予 定 日 年 月 日

添付書類

１ 設備の配置図及び主要な設備の構造図

２ 温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに採取の方法が温泉法施行規則

第６条の３第１項各号又は第３項各号に掲げる基準に適合することを証する書面

３ 設備の設置の状況を現した写真

４ 温泉法施行規則第６条の２第２項第４号に掲げるメタンの濃度及び量の測定の結果

５ 採取時災害防止規程

６ 申請者が温泉法第14条の２第２項第２号から第４号までに該当しない者であること

を誓約する書面

７ その他知事が必要と認める書類



（第15条関係）第14号様式

可燃性天然ガス濃度確認申請書

年 月 日

京都府知事 様

住所 法人にあっては、主たる

事務所の所在地、名称及

,氏名 び代表者の氏名

温泉を採取するに当たり、可燃性天然ガスの濃度を測定したので、温泉法第14条の５第

１項の規定により、次のとおり申請します。

温 泉 の 採 取 の 場 所

採取する温泉の源泉名

採 取 開 始 予 定 日 年 月 日

測 定 場 所

測 定 日

可 燃 性 天 然 ガ ス

（メタン） 測 定 方 法

測 定 結 果

測 定 者

添付書類

１ 温泉の採取の場所の状況を現した写真

２ メタンの濃度の測定の実施状況を現した写真

３ その他知事が必要と認める書類



（第21関係）第27号様式

温泉採取廃止報告書

年 月 日

京都府知事 様

住所 法人にあっては、主たる

事務所の所在地、名称及

氏名 び代表者の氏名

温泉の採取を廃止したので、温泉法施行細則第21条第２項の規定により、次のとおり報

告します。

源 泉 名

源 泉 所 在 地

廃 止 年 月 日 年 月 日

廃 止 の 理 由

廃止後の廃孔の処置



環境省が実施した講習会を受講した京都府内の分析機関
（可燃性天然ガス関係）

団体名 〒 住所 電話 備考
（株）環協技研 612-8395 京都市伏見区下鳥羽東芹川町50番地 075-622-3237
（有）環境総合管理機構 600-8481 京都市下京区四条堀川町286　明進ビル5F 075-352-3421 分析の受託については検討中
（社）京都微生物研究所 607-8464 京都市山科区上花山久保町16-2 075-593-3320
（株）ジーエス環境科学研究所 601-8397 京都市南区吉祥院新田壱ノ段町5 075-313-6791
（株）島津テクノリサーチ 604-8435 京都市中京区西ノ京三条坊町2番地の13 075-811-3181 分析の受託については検討中
（株）ユニチカ環境技術センター 611-0021 京都府宇治市宇治小桜23 0774-25-2055



登録分析機関一覧
（平成２０年７月２９日現在）

所在地 登録分析機関名 所在地 連絡先
北海道 北海道立衛生研究所 札幌市北区北１９条西１２丁目 ０１１－７４７－２７３５
北海道 （財）北海道薬剤師会　公衆衛生検査センター 札幌市豊平区平岸１条８丁目６－６ ０１１－８２４－１３４８
北海道 （株）ホクカン　環境化学分析センター 旭川市永山１４条３丁目３－４ ０１６６－２４－５５９３
北海道 （株）環境総合科学 苫小牧市豊川町２丁目１番２号 ０１４４－７５－２１８１
北海道 （株）環境科学研究所 函館市西桔梗町２８番地の１ ０１３８－４８－６２１１
北海道  太平洋総合コンサルタント（株） 釧路市材木町１５番５号 ０１５４－４１－２６３３
北海道 （株）岸本医科学研究所　環境分析センター 函館市港町２丁目１１番１号 ０１３８－４５－８８７８
北海道 （株）岸本医科学研究所 苫小牧市日吉町２丁目３番９号 ０１４４－７２－５４０１
青森県 青森県環境保健センター 青森市東造道１－１－１ ０１７－７３６－５４１１
青森県 （社）青森県薬剤師会衛生検査センター 青森市浪打１－１６－１７ ０１７－７４２－８８２５
岩手県 （社）岩手県薬剤師会 盛岡市馬場町３－１２ ０１９－６４１－４４０１
岩手県 岩手県環境保健研究センター 盛岡市飯岡新田１地割３６－１ ０１９－６５６－５６６６
岩手県 地熱エンジニアリング（株）盛岡営業所 岩手郡滝沢村鵜飼字細谷地１０１－１ ０１９－６８４－４３９０
岩手県 （株）大東環境科学　総合技術センター 紫波郡矢巾町大字広宮沢第１地割２６５番地 ０１９－６９８ー２６７１
宮城県 （財）宮城県公害衛生検査センター 仙台市青葉区落合２－１５－２４ ０２２－３９１－１１３３
宮城県 （財）宮城県公衆衛生協会 仙台市泉区松森字堤下７番地の１ ０２２－７７１－４７２２
秋田県 秋田県健康環境センター 秋田市千秋久保田町６－６ ０１８－８３２－５００５
秋田県 （株）秋田県分析化学センター 秋田市八橋字下八橋１９１－４２ ０１８－８６２－４９３０

秋田県
（財）秋田県総合保健事業団
　(児桜検査センター）

秋田市千秋久保田町６ー６
　（秋田市寺内児桜３－１－２４）

018-831-2011
  (018-845-9293)

山形県 山形県衛生研究所 山形市十日町１－６－６ ０２３－６２７－１３７１
山形県 日本環境科学（株） 山形市高木６番地 ０２３－６４４－６９００
山形県 （株）丹野 山形市松見町１２－３ ０２３－６４１－１１４１
山形県 （株）理研分析センター 鶴岡市道形町１８－１７ ０２３５－２４－４４２７
山形県 有限会社ネクスト環境コンサルタント 米沢市アルカディア1丁目808-17 ０２３８－２９－００２５
福島県 （社）福島県薬剤師会 福島市蓬菜町２丁目２番２号 ０２４－５４９－２１９８
福島県 福島県衛生研究所 福島市方木田字水戸内１６番６号 ０２４－５４６－８６９４
福島県 （株）新環境分析センター 福島県分析センター 郡山市喜久田町卸一丁目１０４番地１ ０２４－９５９－１７７１
福島県 （財）福島県保健衛生協会 福島市方木田字水戸内１９番地６ ０２４－５４６－０３９１
茨城県 （財）茨城県薬剤師会公衆衛生検査センター 水戸市緑町３－５－３５ ０２９－２２５－９３００
茨城県 茨城県衛生研究所 水戸市笠原町９９３番２ ０２９－２４１－６６５２
茨城県 クリタ分析センター（株） つくば市高野台２丁目８－１４ ０２９－８３６－７０１１
茨城県 日立協和エンジニアリング（株） 日立市弁天町３－１０－２ ０２９４－５５－７８０９
栃木県 （社）栃木県薬剤師会 宇都宮市緑５－１－５ ０２８－６５８－９８７７
栃木県 平成理研（株） 宇都宮市石井町２８５６－３ ０２８－６６０－１７００
栃木県 （株）総研 宇都宮市小幡２－４－５ ０２８－６２２－９９１２
群馬県 群馬県衛生環境研究所 前橋市上沖町３７８ ０２７－２３２－４８８１
群馬県 （社）群馬県薬剤師会 前橋市西片貝町５－１８－３６ ０２７－２２３－６３５５
千葉県 千葉県衛生研究所 千葉市中央区仁戸名町６６６－２ ０４３－２６６－６７２３
千葉県 （株）上総環境調査センター 木更津市潮見４－１６－２ ０４３８－３６－５００１
千葉県 （財）千葉県環境財団 千葉市中央区中央港一丁目11番1号 ０４３－２４６－２０７８
千葉県 （財）日本分析センター 千葉市稲毛区山王町２９５番地３ ０４３－４２３－５３２５
東京都 （財）中央温泉研究所 豊島区高田３－４２－１０ ０３－３９８７－０７５１
東京都 （株）東京水質研究所 中野区中央３－５０－９ ０３－３３６７－３１２９
神奈川県 神奈川県温泉地学研究所 小田原市入生田５８６ ０４６５－２３－３５８８
神奈川県 （財）北里環境科学センター 相模原市北里１－１５－１ ０４２－７７８－９２０８
神奈川県 （株）アクアパルス 横浜市金沢区福浦二丁目１６番１９号 ０４５－７８８－５１０１
新潟県 新潟県保健環境科学研究所 新潟市曽和３１４－１ ０２５－２６３－９４１５
新潟県 （社）県央研究所 三条市吉田１４１１番地甲 ０２５６－３４－７０７２
新潟県 （財）新潟県環境分析センター 新潟市祖父興野５３－１ ０２５－２８４－６５００
新潟県 （社）新潟県環境衛生中央研究所 長岡市新産２－１２－７ ０２５８－４６－７１５１
新潟県 （財）上越環境科学センター 上越市下門前１６６６番地 ０２５－５４３－７６６４
富山県 富山県衛生研究所 射水市中太閤山１７丁目１番地 ０７６６－５６－５５０６
富山県 （株）環研 富山市八日町２４７－１７ ０７６－４２９－３２７５
富山県 （株）安全性研究センター 富山市興人町２－６２ ０７６－４３１－６８１０
富山県 ゼオンノース（株）環境分析事業部 高岡市荻布６３０ ０７６６－２５－６３８５
富山県 ダイヤモンドエンジニアリング（株）分析事業所 魚津市本新７５１ ０７６５－２４－３５２１
富山県 （株）環境理研 砺波市千代２４８番地３ ０７６３－３３－２３０３
富山県 アースコンサル（株） 射水市戸破８番地１７ ０７６６－５６－１１８０
石川県 石川県保健環境センター 金沢市太陽が丘１－１１ ０７６－２２９－２０１１
石川県 （財）北陸保健衛生研究所 金沢市太陽が丘３－１－２ ０７６－２２４－２１２２
石川県 （株）エオネックス 金沢市東蚊爪町１－１９－４ ０７６－２３８－９６８５
福井県 福井県衛生環境研究センター 福井市原目町３９－４ ０７７６－５４－５６３０
福井県 （株）福井環境分析センター 越前市北府２－１－５ ０７７８－２１－００７５
福井県 （株）北陸環境科学研究所 福井市光陽４－４－２７ ０７７６－２２－２７７１



所在地 登録分析機関名 所在地 連絡先
山梨県 （株）山梨県環境科学検査センター 甲斐市竜王新町２２７７－１２ ０５５－２７８－１６００
山梨県 山梨県衛生公害研究所 甲府市富士見１－７－３１ ０５５－２５３－６７２１
山梨県 （株）メイキョー 甲府市徳行２丁目２－３８ ０５５－２２８－２８５８
山梨県 （社）山梨県食品衛生協会 甲府市国母６丁目５－１ ０５５－２２８－１８３０
長野県 長野県環境保全研究所 長野市大自安茂里自米村１９７８ ０２６－２２７－０３５４
長野県 （社）長野県薬剤師会検査センター 松本市旭２－１１－２０ ０２６３－３２－０２７６
長野県 （株）科学技術開発センター 長野市大字北長池字南長池境２０５８－３ ０２６－２６３－２０１０
長野県 （株）コーエキ 岡谷市田中町３－３－２４ ０２６６－２３－２１５５
長野県 （株）環境科学 松本市大字和田４７０９ ０２６３－４０－０５７７
長野県 環境未来（株）分析センター 朝日村古見３７５７－１ ０２６３－９９－１８１１
長野県 （社）上田薬剤師会検査センター 上田市大字国分９９４－１ ０２６８－２９－１１３２
長野県 （社）長野市薬剤師会検査センター 長野市若里５－１１－１ ０２６－２２７－３７２２
長野県 （株）環境技術センター 松本市大字笹賀５６５２－１６６ ０２６３－２７－１６０６
長野県 （株）信濃公害研究所 北佐久郡立科町芦田１８３５－１ ０２６７－５６－２１８９
長野県 （社）長野県労働基準協会連合会環境測定部 松本市大字神林字小坂道7107-55 ０２６３－４０－３８１１
岐阜県 岐阜県保健環境研究所 各務原市那加不動丘１－１ ０５８-３８０－２１００
岐阜県 （財）岐阜県公衆衛生検査センター 岐阜市曙町４－６ ０５８－２４７－１３００
岐阜県 （株）神岡衛生社 飛騨市神岡町東雲３７５ ０５７８－８２－０３３７
岐阜県 （株）総合保健センター 可児市川合１３６－８ ０５７４－６３－７７０３
静岡県 （財）静岡県生活科学検査センター 静岡市葵区北安東４－２７－２ ０５４－６２１－５００３
静岡県 （株）静環検査センター 藤枝市高柳２３１０ ０５４－６３４－１０００
静岡県 日本総研株式会社 浜松市南区西島町１６２２ ０５３－４２５－７５３１
愛知県 愛知県衛生研究所 名古屋市北区辻町字流７－６ ０５２－９１０－５６４４
愛知県 （株）環境科学研究所 名古屋市北区若鶴１５２ ０５２－９０２－４４５６
愛知県 （財）中部微生物研究所 豊川市御津町赤根字下川４８ ０５３３－７６－２２２８
愛知県 （株）東海分析化学研究所 豊川市御津町赤根字下川５０ ０５３３－７５－２２５０
三重県 三重県保健環境研究所 四日市市桜町３６９０－１ ０５９ー３２９－２９１７
三重県 （財）三重県環境保全事業団 津市河芸町上野３２５８番地 ０５９－２４５－７５０８
三重県 (株)イナテック いなべ市員弁町市之原１０番地 ０５９４－７４－４５２６
滋賀県 滋賀県衛生科学センター 大津市御殿浜１３－４５ ０７７－５３７－３０５０
滋賀県 （株）日吉 近江八幡市北之庄町９０８ ０７４８－３２－５１１１
滋賀県 （社）滋賀県薬剤師会 草津市笠山７－４－５２ ０７７－５６７－２４１６
京都府 京都府保健環境研究所 京都市伏見区村上町３９５ ０７５－６２１－４０６７
京都府 （社）京都微生物研究所　総合科学分析センター 京都市山科区上花山久保町１６－２ ０７５－５９３－３３２０
大阪府 大阪府立公衆衛生研究所 大阪市東成区中道１－３－６９ ０６－６９７２－１３２１
大阪府 （株）日本医学臨床検査研究所　エコテクノ事業部 守口市大宮通１－１３－３６ ０６－６９９５－２６８０
大阪府 （株）東邦微生物病研究所 大阪市浪速区下寺３－１１－１４ ０６－６６４８－７１５７
大阪府 日本水処理工業（株） 大阪市北区菅原町８－１４ ０６－６３６３－６３７０
大阪府 （株）総合水研究所 堺市堺区神南辺町１－４－６ ０７２－２２４－３５３２
大阪府 （社）大阪府薬剤師会 大阪市中央区和泉町１－３－８ ０６－６９４７－５４８１
兵庫県 兵庫県立健康環境科学研究センター 神戸市兵庫区荒田町２－１－２９ ０７８－５１１－６６４０
兵庫県 （財）ひょうご環境創造協会 神戸市須磨区行平町3丁目１－３１ ０７８－７３５－２７３７
奈良県 奈良県保健環境研究センター 奈良市大森町５７－６ ０７４２－２０－２８８３
和歌山県 和歌山県環境衛生研究センター 和歌山市砂山南３－３－４５ ０７３－４２３－９５７０
鳥取県 （財）鳥取県保健事業団 鳥取市富安２丁目９４番４ ０８５７－２３－４８４１
島根県 （財）島根県環境保健公社 松江市古志原１－４－６ ０８５２－２４－０２０７
岡山県 （財）岡山県健康づくり財団 岡山市平田４０８－１ ０８６－２４６－６２５４
広島県 （株）日本総合科学環境技術センター 福山市箕島町南丘３９９－４６ ０８４－９８１－０１８１
広島県 （財）広島県環境保健協会 広島市中区広瀬北町９－１ ０８２－２９３－１５１１
山口県 山口県環境保健センター 山口市朝田５３５番地 ０８３－９２４－３６７０
山口県 学校法人香川学園宇部環境技術センター 宇部市文京町４番２３号 ０８３６－３２－００８２
徳島県 （社）徳島県薬剤師会検査センター 徳島市中洲町１－５８ ０８８－６５５－１１００
香川県 香川県環境保健研究センター 高松市朝日町５－３－１０５ ０８７－８２５－０４００
香川県 （社）香川県薬剤師会検査センター 高松市亀岡町９番２０号 ０８７－８３４－５１４５
愛媛県 愛媛県立衛生環境研究所 松山市３番町８－２３４ ０８９－９３１－８７５７
高知県 高知県衛生研究所 高知市丸ノ内２丁目４－１ ０８８－８２１－４９６０
高知県 （社）高知県食品衛生協会 高知市丸ノ内２丁目４番１１号 ０８８－８２３－３５０５
福岡県 （財）九州環境管理協会 福岡市東区松香台１－１０－１ ０９２－６６２－０４１０
福岡県 福岡県保健環境研究所 太宰府市大字向佐野字迎田３９ ０９２－９２１－９９４８
福岡県 九電産業（株）環境部 福岡市東区名島２－１８－２０ ０９２－６７１－６０７１
福岡県 （財）北九州生活科学センター 北九州市戸畑中原新町１－４ ０９３－８８１－８２８２
福岡県 （株）大平環境科学センター 福岡市博多区金の隈２－２－３１ ０９２－５０４－１２２０
福岡県 （株）ｼｰ･ｱｰﾙ･ｼｰ食品環境衛生研究所 福岡市東区松島３－２９－１８ ０９２－６２３－２２１１
佐賀県 佐賀県衛生薬業センター 佐賀市八丁畷町１－２０ ０９５２－３０－５００９
佐賀県 （財）佐賀県環境科学検査協会 佐賀市光１－１－２ ０９５２－２２－１６５１
長崎県 西部環境調査（株） 佐世保市三川内新町２６－１ ０９５６－２０－３２３２
熊本県 （社）熊本県薬剤師会医薬品検査センター 熊本市萩原町10-6 ０９６－３７０－５８００
熊本県 （株）同仁グローカル 上益城郡益城町田原２０８１－２５ ０９６－２８６－１３１１
熊本県 （株）三計テクノス 熊本市御領５－６－５３ ０９６－３８８ー１２２２



所在地 登録分析機関名 所在地 連絡先
熊本県 ニチゴー九州（株） 宇土市築籠町２２１番地 ０９６４－２２－０１３１
大分県 大分県衛生環境研究センター 大分市高江西２－８ ０９７－５５４－８９８０
大分県 （株）エスビーシーテクノ九州 大分市大字西ノ洲１番地 ０９７－５５２－４１２５
大分県 （社）大分県薬剤師会 大分市大字豊饒字光屋４４１－１ ０９７－５４４－４４００
大分県 （株）住化分析センター大分事業所 大分市鶴崎２２００番地 ０９７－５２３－１１８１
大分県 松尾機器産業（株） 大分市花高松１丁目１番４号 ０９７－５５６－６２７７
宮崎県 宮崎県衛生環境研究所 宮崎市学園木花台西２－３－２ ０９８５－５８－１４１０
鹿児島県 （社）鹿児島県薬剤師会 鹿児島市与次郎２－８－１５ ０９９－２５３－８９３５
鹿児島県 （財）鹿児島県環境技術協会 鹿児島市七ツ島１－１－５ ０９９－２６２－０１１０
鹿児島県 （株）鹿児島県環境測定分析センター 鹿児島市谷山港２丁目５－１１ ０９９－２６６－１０８６
鹿児島県 （株）東洋環境分析センター鹿児島事業所 鹿児島市坂元町２２－１－１ ０９９－２４６－２２２３
沖縄県 （財）沖縄県環境科学センター 浦添市字経塚７２０ ０９８－８７５－１９４１
沖縄県 （株）南西環境研究所 西原町字東崎４番地４ ０９８－８３５－８４１１
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