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年度 温泉調査

S.55 中宮温泉泉源調査 吉野谷村役場

S.56 雄谷川流域温泉源調査 吉野谷村役場

中宮温泉集湯工事技術調査 吉野谷村役場

S.58 白峰温泉泉源調査 白峰村役場

S.59 吉野谷村温泉開発調査 吉野谷村役場

S.61 美山町温泉開発調査 民間

日栄産業開発(株)松任市内温泉開発調査 民間

S.62 江沼郡山中町新泉源開発調査 山中町役場

吉野谷村温泉開発調査（その２） 吉野谷村役場

羽咋郡志雄町地内 新泉源開発調査（第１次） 民間

成基キッズランド温泉開発調査 民間

柳田温泉第2号源泉開発調査委託 柳田村役場

新泉源開発調査 尾口村役場

S.63 (仮称)川戸カントリークラブ建設工事に伴う温泉調査 民間

能都町新温泉源開発調査委託業務 能都町役場

高松町泉源開発調査(第一次) 高松町役場

野々市町温泉開発事前調査業務 野々市町役場

高松町泉源開発調査業務委託(第2次) 高松町役場

H. 元 内浦町地内温泉開発予備調査 内浦町役場

野々市町地下資源開発調査業務 野々市町役場

内灘町字宮坂地内温泉開発調査委託 内灘町役場

根上町温泉開発基礎調査 根上町役場

片山津ゴルフ場周辺温泉開発調査 民間

(仮)国民年金保養センター「のと」泉源開発調査 石川県国民年金課

白雲楼ホテル温泉開発調査(第一次) 民間

小松カントリークラブ温泉地下水開発調査及び土質調査 民間

H. 2 白雲楼ホテル温泉開発調査(第2次) 民間

根上町温泉開発調査(二次) 根上町役場

羽咋郡押水町地内新泉源開発調査(第1次) 押水町役場

石川郡吉野谷村“親谷の湯”調査工事 吉野谷村役場

新泉源開発調査(第2次)羽咋郡押水町地内 押水町役場

福井県金津町内温泉開発調査 民間

栃木県黒磯市埼玉地区温泉開発調査 民間

H. 3
リーディングプロジェクト関連事業に伴う融雪用水源及び泉源開発
調査

穴水町役場

平成3年度内浦町地内新泉源開発調査(第2次) 内浦町役場



年度 温泉調査

鉢ケ崎地区温泉源開発調査業務委託 民間

能登中島温泉源泉開発調査 中島町役場

倉見地内源泉開発調査測量委託業務 津幡町役場

根上町温泉開発調査(詳細調査) 根上町役場

穴水町温泉開発調査(第2次)及び温泉利用基本調査業務 穴水町役場

H. 4 畑野町温泉試掘ボーリング調査業務委託 民間

平成4年度瀬戸地区温泉開発調査委託業務 尾口村役場

山中町新源泉調査 民間

(芸北リゾート)水源及び温泉開発調査 民間

源泉掘削工事に伴う調査業務委託 民間

新潟県三川地区温泉開発調査 民間

松任市向島町、漆島町地内温泉可能性調査 民間

山代温泉1号源泉調査 民間

H. 5 富山県東破波郡井口村地内新泉源開発調査 民間

岐阜県和良村新泉源開発調査 和良村役場

鉢ケ崎地区温泉源開発調査業務委託 珠洲市役所

金沢市湯涌地区温泉開発調査 民間

高松町泉源開発調査業務委託(第3次) 高松町役場

美並村温泉開発調査 美並村役場

H. 6 温泉開発調査業務委託 輪島市役所

エクシブ琵琶湖 温泉調査工事 民間

天翔閣温泉試掘調査 民間

H. 7 上之保村温泉調査業務 上之保村役場

福井県福井市越前新保地区温泉調査 民間

上市町保健福祉総合センター温泉資源探査委託 上市町役場

金沢市藤江地区温泉開発調査 民間

越前町南部地区温泉開発 民間

温泉開発調査 民間

一里野地区温泉開発調査業務委託 尾口村役場

藤橋村温泉調査 藤橋村役場

H. 8 八幡町温水探査及び地質調査業務 民間

医王山県立自然公園利用資源調査業務
石川県環境部
自然保護課

温泉開発調査(その2) 民間

厚生年金富山つるぎ荘温泉開発調査業務
富山県厚生部
保険課

自然資源活用交流施設温泉資源探査委託業務 利賀村役場

瀬波温泉調査業務委託 吉野谷村役場

八幡町温水探査及び地質調査業務(その2) 民間

富山県小杉町大江地区温泉開発調査 民間

武芸川町温泉調査委託業務 武芸川町役場



年度 温泉調査

H. 9 温泉地質調査工事 民間

テクノパーク内温泉開発調査 民間

宇奈月町温泉資源探査(精査)委託 宇奈月町役場

H.10 越前町南部地区温泉開発(その2) 民間

内日角地区温泉資源探査 宇ノ気町役場

平成10年度内浦町温泉地質調査委託業務(恋路地内) 内浦町役場

阿児町志島地内温泉開発調査 民間

敦賀市温泉開発調査委託業務 敦賀市役所

H.11 岐阜市温泉資源探査業務委託 岐阜市役所

ジャパンセントラルゴルフ倶楽部温泉開発調査 民間

電磁探査等による地下湯脈調査委託 小浜市役所

H.12 上石津町温泉可能性調査業務 上石津町役場

平成12年度美浜町温泉発掘調査事業 美浜町役場

二本木温泉源泉開発調査業務 木曽福島町役場

温泉資源探査業務委託 南濃町役場

明智町温泉資源探査委託業務 明智町役場

中島町国民宿舎小牧台温泉掘削工事に伴う事前調査業務委託 中島町役場

平成12年度多気町温泉開発調査業務委託 多気町役場

(仮称)地域振興センター建設に伴う温泉調査業務 志賀町役場

(仮)埼玉県比企郡鳩山地区温泉開発調査 民間

加賀市箱宮町地内温泉開発調査 民間

H.13 丸岡町安田地内温泉開発調査

(仮称)医療法人社団友愛会伊自良村大岡地区温泉開発調査 民間

石川県小松市丸山町地内温泉開発調査 民間

温泉資源調査委託業務 小原村役場

岐阜市温泉資源探査業務委託(その2) 岐阜市役所

日赤須磨病院跡地開発温泉掘削工事に伴う事前調査 民間

鹿部ロイヤル新源泉開発調査 民間

松代町地内温泉開発調査業務委託 松代町役場

H.14 猪苗代リゾート用地費 民間

温泉源探査業務委託 小浜市役所

加賀市上野町地内温泉開発調査 民間

平成14年度勢和村温泉探査委託業務 勢和村役場

豊橋市飯村町地内温泉開発調査 民間

ふるさと創生事業調査（温泉探査）業務委託 平田町役場

H.15 宮城蔵王リゾート温泉開発調査 民間

大山リゾート温泉開発調査 民間

加子母村温泉資源探査業務委託事業 加子母村役場

温泉開発業務委託 三原村役場

三重県上野市久米町地内温泉開発調査業務 民間

大島村儀明峠付近大山温泉「あさひ荘」温泉開発調査委託 民間



年度 温泉調査

能美郡辰口町和気地内新源泉開発調査 民間

三重県四日市市泊小柳町地内温泉開発可能性調査 民間

道の駅いわき温泉開発調査 民間

（仮称）ホテルクオリティー１関＆スーパー温泉　温泉調査業務 民間

新源泉開発調査業務 山中町役場

H.16 徳島県麻植郡鴨島町地内温泉開発調査 民間

三重県度会郡度会町田間地内温泉調査業務 民間

神奈川県小田原市前川地内温泉開発調査 民間

岡崎地点スーパー銭湯施設基本設計のうち温泉可能性調査 民間

自生園温泉開発調査 民間

（仮称）名張の湯　温泉開発調査 民間

(仮称)岐阜県藤橋村地下水調査 民間

岐阜県芥見大般地区温泉開発調査 民間

H.17 平成１７年度一里野地区温泉開発調査委託
白山市役所
尾口支所

京都府相楽郡木津町「ハーモニーシティ木津」温泉調査業務 民間

岡崎市庄司田地内温泉開発調査 民間

湯谷温泉新源泉調査業務委託
新城市役所
鳳来総合事務所

姫路市書写地内温泉開発 民間

鳥取県倉吉市東巖城町地内　温泉調査業務 民間

地域間交流施設　源泉探査業務委託 三条市役所

H.18 温泉開発に伴う調査業務委託
能美市役所
根上庁舎

三重県石鏡町中ノ山地内温泉調査業務 民間

三重県北牟婁郡紀伊長島地内温泉調査業務 民間

兵庫県西宮市越水地内温泉開発調査業務 民間

京都府亀岡地区宅地造成地における温泉供給基本計画(温泉調査
業務)

民間

小松市野田町地内温泉開発調査 民間

山代温泉荒木地区温泉開発調査 民間

（仮称）いやしの郷可児温泉開発工事 民間

岩手県盛岡市本宮地内温泉開発調査 民間

(仮称)南都留郡山中湖村平野地内温泉開発調査業務 民間

(仮称)坂井市内温泉資源探査業務委託 民間

H.19 立山カルデラ温泉調査 富山大学

富山市星井町地内温泉掘削検討業務 富山市役所

片山津温泉新源泉開発調査 民間

H.21 石川県白山市北安田地内温泉開発調査 民間

美作市塩木地区温泉開発調査 民間

(仮称)特別養護老人ﾎｰﾑ｢明峰の里｣温泉開発調査 民間

舞鶴市内温泉資源探査業務委託 民間



年度 温泉調査

H.22 立山カルデラでの調査と解析 富山大学

安八町新源泉開発調査 （財）中央温泉研究所

H.23 金沢市若松町地内温泉開発調査 民間

金清温泉温泉源調査業務 民間

H.24 安徽省寧国市温泉勘査 民間

オハヨーサンホテル温泉開発調査 民間

富山大学理学部立山カルデラ地質調査業務(2012) 富山大学

平成24年度柳田3号源泉開発調査業務
能登町役場
柳田庁舎

金武町温泉開発調査業務委託 金武町役場

温泉開発に伴う仕様書作成業務 民間

H.25 岩手県遠野市上郷町地内温泉開発調査
(公社)青年海外協
力協会

佐久市内温泉開発調査 民間

平成25年度温水利用型健康運動施設整備事業源泉探査業務 佐久市役所

珠洲温泉4号源泉温泉掘削許可申請書類作成業務 珠洲市役所

温泉掘削許可申請書作成業務 民間

H.26 温泉掘削許可申請書作成業務 民間

高岡「和の郷」相談代行業務 民間

H.27 梅小路温泉掘削申請書類作成業務 民間

温泉掘削に係る事前調査･検討 民間

輪島プロジェクト温泉開発検討業務 民間

H.28 大垣揚湯状況実態調査業務 民間

温泉成分分析 民間

山代温泉利用許可申請代行業務 民間

温泉施設整備運営概要検討業務 民間

金沢工大学園白山キャンパス計画に伴う温泉開発調査 民間

未病いやしの里センター温泉開発調査 民間

三条市中野原地内温泉開発調査 民間

(仮称)あわら温泉再生可能熱エネルギー調査業務 民間

一里野･岩間温泉地区における地熱･温泉利用事業の検討 民間

岩沼市内温泉開発調査及び掘削申請手続業務 民間

広島県山県郡安芸太田町地内温泉開発調査 民間

鳥取県西伯郡南部町地内温泉開発調査 民間

H.29 (仮称)京都府左京区上高野東山地内温泉開発調査 民間

勝山温泉センター水芭蕉　温泉開発調査業務委託 勝山市役所

田原市伊良湖町温泉開発調査業務 田原市役所

（仮称）白山地熱開発案件におけるモニタリング調査 民間

地化学調査（白山ろく地域地熱資源開発調査） 民間

金沢市内における地中熱性能評価のための地質調査及び熱応答試験　1式民間


