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　はじめに　視察はほぼ参加者の費用負担で運営している。
協会の現状は厳しく、どこも似たような悩みを抱えている。
そんな中、視察を行う目的は、視野を広げる事で、今後の活
動に繋がる可能性を考える機会にする為。「絶対何か一つ持
ち帰る」そんな意気込みで企画している。今回は過去最多の
30名もの参加を頂き、岐阜県視察を行うことができた。参加
協力を頂いた方々と、研修を準備して頂いた下呂、奥飛騨温
泉郷両組合皆様には心から感謝申し上げ、視察内容をまとめ
たので誌面にて御報告させて頂きます。

　「下呂温泉」知らない人はいない超メジャー温泉地の、これ
また有名すぎる水明館にて昼食。館内は美術館のようだった。
　冒頭お忙しい中、歓迎の御挨拶を瀧会長様から頂き、準備
いただいたお弁当に舌鼓。続いて下呂温泉旅館組合、事業協
同組合の合同研修では、下呂温泉の年間宿泊数、外部参入問
題、組合費及び負担金の徴収方法、入湯税の使途と観光予算
配分などを中心にお話を伺った。

下呂旅館協同組合の事業
　下呂温泉でも年間宿泊者が減少し廃業が増加。ネット競売で
廃業施設を温泉権付きで取得し営業しようとする外部参入か
ら地元雇用や温泉権を守るため、組合、集中管理、それぞれ再
加入を提示、新規加入として高額な条件を設定し温泉権を守っ
た。それ程の条件をも乗り越え、現在２軒の新規進出があった。

先進温泉地視察
岐阜県下呂温泉～奥飛騨温泉郷
平成27年11月11日（水）～12日（木）

下呂温泉事業協同組合の事業
　昭和48年設立、翌年から温泉の集中管理が始まる。源泉54
本中12本で運転、3,800㍑／分、３地区７基の貯湯槽から組
合員90軒に供給。配湯料は330円／㍑と水道代より安いとの
こと。加入料金を高くする代わりに温泉使用料を安くしてい
るのが特徴。

入湯税の使途
　平成21年度まで入湯税は消防や下水道事業に転用されてお
り、業界では本来の使途である観光に限定するよう求めてき
た。また国から市への地方活性化の交付金の使途についても
組合が話し合いの場を設け、下呂温泉の固定資産税の負担額
を提示し市の半数を占めていることを主張することで観光に
もっと注力するよう市に求めてきた。

経営基盤を支える組合事業
　簡易ガス事業で年間1億円以上、宿泊やバス運行、湯めぐ
り手形など宣伝事業、アットコスメ第一位を獲得した温泉ミス
ト、フェイスマスクなどの共同購入事業では5千万以上を売上
ている。入湯税（150円）で建設した旅館会館による事業（会議
室、テナント料）も行っており、その組合の建物を見学した。

　下呂駅からすぐの場所にあり、
和モダンで洒落た造りが貯湯槽
をうまくカバーする。温泉スタ
ンドもあり会員が入れ替わり立
ち代わり大きなタンクを車に乗
せ訪れていた。奥村事務局長の

先導で市街に出た一行は、次に
大きな橋を渡り河原の噴泉池を
写真に収め、対岸に見える外部
参入問題で話題に上がった「○
○リゾート」の看板を確認し、
組合ビル下の温泉神社と、足湯
等を見学した。（見どころ満載で時間が足りず残念だった。）

自慢したくなる温泉組合自社ビル
　下呂駅すぐ下にある組合自社
ビル、実際に拝見し、すごく素
敵だった。単純に羨ましいだけ
でなく、外柔内剛な佇まいは、
組合の姿勢そのものという気が
した。信頼と安心に繋がる重要
なファクターとなっている。
　最近自問し続けている「組合
ってなんだろう？」の疑問に対
する回答にもなった。権利を守る
時、個人で太刀打ちできない様
な問題が起きた時、力を貸して

くれ全力で手助けをする。頼も
しい存在だ。
　最後に、組織をまとめる事務
局の役割や入念な準備、段取り
も仕切りも併せ、大変勉強にな
った。これこそが下呂温泉の「基
盤」なのだろう。

下呂温泉の諸課題に関する現状及び対応
下呂温泉旅館協同組合 TEL0576-25-2064
下呂温泉事業協同組合 TEL0576-25-4648



下呂旅館協同組合の事業

　この地域では100℃前後の源泉が多く、
話題の地熱開発を始め多方面に活用し
ている。中でも異色の成功ビジネスモ
デル「旅館で熱帯植物栽培」には関心
が集まっていた。若い人の発想で新し
い事業を開拓している。奥飛騨温泉郷、
下呂温泉、での2日間、それぞれ特性を
生かす取組みを見て視察を終えた。
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奥飛騨温泉郷 現地見学

　市街地見学後、下呂温泉を後に奥飛騨温泉郷へ向かった。
　２時間弱ほどで福地温泉へ入ると、山間の曲がりくねった
道の両際に宿灯がポッ、ポッと浮かび昔話の世界のよう。夕
刻から夜に移る狭間、浮かぶ灯り、山の温泉の風情満載だ。
こんな夜のこんな美しい景色を見られるのは到着前の今だ
け。右列も左列も全部見ると心に焼き付け、今日のお宿の
「孫九郎」に到着。ロビー囲炉裏前でウエルカムこんぶ茶を
頂く。こちらは移築ではなくリアル古民家だそうで、部分改
築を終えたばかりの館内、最新の快適も兼ね備えうっとり空
間だった。ただ本館はそのまま残してあり、時間の重みの分
だけ本物の空間を作り上げている。
　夕食はもちろんあこがれの囲炉裏。
期待の飛騨牛やらマツタケご飯やらは
美味しいに決まっている。

食事の後は食べきれなかった
五平餅をラップでくるんでも

らい、おのおの静かな時間を過ごした。
　夜も朝もたっぷり温泉に浸かった。浴室内もリニューアル
されており、新しい木の香りが廊下や浴室に漂い思わず深く
吸い込む。

飛騨温泉郷源泉所有者協同組合 TEL0578-89-3221

① 孫九郎旅館の源泉見学
② ㈱奥飛騨ファーム（温泉旅館 栃尾荘でバナナの生産）
③ 中尾地熱開発の最新動向
④ 「中崎山荘 奥飛騨の湯」温泉熱交換で館内管理

① 孫九郎の源泉見学

福地温泉は奥飛
騨でも比較的新
しい温泉地。

熱交換のプレートの
説明、温泉熱を床暖
に利用。

わらわらと、こういうところに
群がる。そして写真も撮る。普
通のポイントと違う視点。だか
ら面白い、協会の視察

② 奥飛騨ファーム 雪国でバナナの温室栽培

源泉温度が高く、発生する蒸
気で熱帯の環境を再現。屋外
のビニールハウスはバナナの
木を栽培、ネット販売は好調
で順番待ち。

旅館の空き部屋を利用
し「熱帯植物工場」に。
植物がお客様なシュール
な光景。

③ 中尾温泉の地熱発電 ④ 中崎山荘 奥飛騨の湯

噴気試験のデータからモニ
タリング。汽水分離機で分
離した蒸気で温泉造成。
400ℓの温泉供給をしてい
る。2016年夏ごろまでに追
加掘削予定。

これまでアルカリ泉と硫黄
泉だったが、H26年の地震
で泉質が変わり両方とも硫
黄泉となり、乳白色の湯と
なった。写真は温度を自然
に下げる所。

昨年に引き続き、
またしてもイケメン
孫九郎館主さま。

朝市へ出かけて
みました。

新穂高の美しい山並み
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温泉マニアのための温泉紹介コラム
～富士山と焼きそば！いや、温泉もあるぞ富士宮市～

静岡県富士宮市ひばりが丘805　TEL：0544-28-1126
営業：10時～翌朝9時（23時間営業）
料金：立寄り 800円（休日 1,000円）
　　・１日券 1,500円（休日 2,000円）、
　　　夜間券 1,300円（休日 1,500円）あり。
　　　＊午前2時以降2,000円の追加料金。

　2011年3月15日、富士宮市で震度6強の地震があった。こ
の後、花の湯源泉では泉質の変化があったという。温泉分
析書泉質を比較すると、2003年単純温泉、2013年ナトリウ
ム・カルシウム－塩化物・硫酸塩泉とあり、ナトリウム、
カルシウムイオンがそれぞれ6倍に、塩化物イオンについて
は8倍という数値が出て驚いたそう。地震で地殻変動があり
影響を受けたのか。成分が濃くなった温泉についてはさら
なる分析もしているそう。

富嶽温泉 花の湯

静岡県富士宮市稲子1219　TEL：0544-66-0175
冬季営業：10時～16時（土日祝17時まで）
定休日：木曜日
（温泉浴場は改装で休館中だが温泉プールは営業中）

　木造温泉浴場がシロアリ被害で現在改装中、H29年には
リニューアルオープン予定ということで2年後また取材に行
くのが楽しみです。源泉は毎分350ℓと豊富な湧出量を誇り、
ph9.7泉温28.4℃という泉質はそのままプールに生かされる。
100％源泉プール。ジャグジーも温泉だ。料金は1.5時間410
円～1日830円、営業時間は要確認。食事処で頂いたおすす
め釜飯は、地鶏しゃも、キノコ
がたっぷり。添えてある味付け
卵もおいしい。また、稲子地区
は昔から梅の産地で、今、梅の
里を復興中ということ。「梅の
木オーナー」さん募集中です。
詳細はhttp://u-trio.com/pdf/plum_recruiting.pdf
へお問い合わせください。梅ストーリーはこちら↓
https://readyfor.jp/projects/ume-again

　源泉16.5℃、PH8.9でメタホウ酸、炭酸水素イオン、硫酸
イオンなどを含有する冷鉱泉。「明治7年創業」と書かれた
入口の看板が印象深い。1,300坪の敷地の老舗温泉宿をリニ
ューアルし3年。内風呂は樹齢数百年のこだわりの「かやの
木」、今後入手ができるかわからない貴重な木とか。料理は
御主人が毎日沼津の市場で直接買い付ける。新東名新清水
インターから7分。ひっそり穴場的な温泉宿だ。

　雄大な富士山をバックに日帰り温泉も楽しめる宿泊施設。
ラウンジからは田貫湖と富士山の絶景。額縁に切り取られ
た絵のように美しい景色、湖面に映る逆さ富士やダイヤモ
ンド富士も見られる。百聞は一見にしかず是非ここでご覧
いただきたい。敷地内に源泉やバナジウム飲水場もある。

新稲子温泉ユー・トリオ
（ナトリウム・カルシウム－塩化物・硫酸塩泉） （カルシウム・ナトリウム-塩化物温泉）

静岡県富士宮市内房385 TEL：0544-65-0366
日帰り温泉：10時-14時で金、土、日、祝月曜のみ営業。
・１日休憩（10時～16時）1,300円
・３時間 800円（11時～14時まで昼食可）
・立ち寄り 500円

瓜島温泉 翠紅苑さくら

静岡県富士宮市佐折634　TEL：0544-54-5200
日帰り温泉：11時～14時 大人650円、火曜定休

休暇村 富士（富士箱根伊豆国立公園）

（アルカリ性の温泉）

（アルカリ性単純温泉）

花の湯高嶋さんの温泉花の湯高嶋さんの温泉
分析書解説講座。分析書解説講座。
花の湯高嶋さんの温泉
分析書解説講座。

本当に凄本当に凄い！い！！絶景です。絶景です。本当に凄い！！絶景です。
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今年は函南町さんの御協力を頂きましての開催です。
参加費は無料。（ランチ代のみ有料）是非ご参加ください。
・日時：平成28年2月18日㈭ 午後2時～4時 ・場所：函南町文化センター
・講師／旅ジャーナリスト のかたあきこ 氏 
　（旅行読売出版編集部を経て独立後、大人の隠れ家、一個人、婦人画報等多数の編集執筆で活躍中）
午前中には函南町温泉施設等の見学も行い、昼食はオラッチェでと、一日フ
ルに活動予定です。詳細はＨＰやフェイスブックでもお知らせします。

温泉管理講習会の開催のお知らせ

　なんかあっという間に年末です。
今年はいろんな事にどんどんチャ
レンジと決め作った一覧表。8割ぐ

らいは消し込むことができたかな。協会事業的には見切り発車も多かっ
たけど、改善しながら立ち止まらず振返らず、会員の皆さまと共に進んで
行こうと思っています。さて11月の富士宮市温泉取材は市の観光課に
全面協力を頂きました。一人では到底無理なので大変助かりました。心
からお礼申し上げます。これまでも市町会員さんの温泉取材をさせてい
ただいておりましたが、温泉協会ではそんな
生きた情報をよりダイレクトにお伝えしたく、
フェイスブックを始めました。まだ投稿しただ
けの状況ですが、こちら↓ご覧いただきフォ
ローと「いいね」どうぞよろしくお願いします。
https://www.facebook.com/sizuon/
（静岡県温泉協会フェイスブック）

集 記編 後

株式会社 利建ボーリング
温泉井掘削　◆　水井戸掘削　◆　地質調査　◆　アンカー工事　◆　特殊作孔　◆　基礎工事

地辷対策　◆　給排水設備設計施工　◆　給湯設備設計施工　◆　温泉給湯

〒413-0302  静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1271　TEL0557-23-1621㈹　FAX0557-23-0211

温泉法等による各種分析を賜ります温泉法等による各種分析を賜ります温泉法等による各種分析を賜ります
① 温泉法による温泉水成分分析
② 温泉水の飲用適合検査
③ 公衆浴場、入浴施設水質分析（レジオネラ菌分析等）
④ 温泉井のポンプ、配管に付着したスケール分析
⑤ 温泉等掘削に伴うガス分析（メタン、硫化水素など）

（賛助会員） 株式会社　サイエンス
（登録） 温泉法分析施設　静岡県第5号

環境計量証明事業　静岡県第141号
静岡市清水区小芝町4－13
TEL.054－361－0200㈹

持越温泉
湯ヶ島ゴルフ倶楽部＆ホテル董宛

ら

持越温泉
湯ヶ島ゴルフ倶楽湯ヶ島 フ倶楽部＆部＆ホテル董宛ホテ 董宛
天城連山を望み、緩やかな稜線越しに富士を仰ぐ眺望の良いホテル。天城連山を望み、緩やかな稜線越しに富士を仰ぐ眺望の良いホテル。
広 と々した大浴場と開放感溢れる露天風呂。広 と々した大浴場と開放感溢れる露天風呂。
豊かな自然を眺めながらの湯浴みは格別のひととき。豊かな自然を眺めながらの湯浴みは格別のひととき。
敷地内には広大なゴルフコースを完備。敷地内には広大なゴルフコースを完備。
高原の風を感じリフレッシュ。高原の風を感じリフレッシュ。

大自然大自然のやすらぎを運を運ぶ
温泉用パイプパイプ

資源の有効利用に貢献する資源の有効利用に貢献する
温泉貯湯槽温泉貯湯槽

大自然のやすらぎを運ぶ
温泉用パイプ

資源の有効利用に貢献する
温泉貯湯槽 全層高耐食特殊積層管

ISO 9001 取得

　本　　　社　　 〒416-8655　 静岡県富士市前田90番地　 TEL.（0545）61-1370
温泉施設営業部　 〒416-8655　 静岡県富士市前田90番地　 TEL.（0545）61-1371

http://www.fujikako.co.jp

古河温泉パイプ

呼径20～100の8サイズ

断熱・保護管付架橋高密度ポリエチレンパイプ
■特長 ■用途

●温泉水送湯管
●暖房用給湯管
●床暖房用給湯管
●凍結防止用給湯管
●融雪用給湯管
●ハウス栽培用給湯管

長尺・軽量・
小径曲げ半径（　　　　　）

産　業
本　社　東京都千代田区内神田2-16-8　〒101-0047

Tel.（03）5297-8691　Fax.（03）5297-8619


