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１．研究背景と目的
日本列島は温泉資源が豊かであり、古来から保養地や湯治場として利用されてきた。最近
では癒しブームなどにより、国民の温泉に関する関心が高まり、日帰り温泉施設や健康と保
養、さらに美容レジャーのための温泉利用を求める動きが出始めるなど、温泉は貴重な観光
資源として利用されている。
環境省が毎年取りまとめている全国の温泉利用状況データによると、日本の温泉地（宿泊
施設のあるもの）の総数は、平成14年度末現在3,102か所ある。この温泉地数は、ほぼ同様
の統計が取られ始めた昭和40年度当時（1,331か所）と比較すると2.3倍に増加した。そして、
源泉の総数は、平成14年末現在27,043孔であり、昭和40年度当時（11,913孔）に対して同じ
く2.3倍増加した。また、全国のゆう出総量は、平成14年度末現在2,669千リットル⁄分であり、
昭和40年度当時（1,110千リットル/分）に対し2.4倍も増加した。この過程において掘削技術
の進歩があり、掘削深度が深部化するとともに、湯需要の増大により一部の温泉地において
は温泉資源の枯渇が問題化されるに至っている。
温泉地が持続型の環境を形成していくためには資源として限界がある湯をどのように管理
していくかが重要である。資源財としては、私有財、公共財、共有財の３つに分けられるが、
特に湯の管理は共有財としての性格が顕著と考える。本研究では温泉地を対象として、共有
的な管理の実態を考究する。温泉を基盤的な資源とする温泉観光地にとって、温の管理はそ
の持続的な発展にとって死活にかかわる重要な課題である。しかし、今日の温泉ブームによ
る需要の増大のため、多くの温泉地が水位の低下、温度の低下、泉質の変化といった厳しい
状況に陥っている。またその一方で温泉地の競合も一層厳しくなっており、客の確保にしの
ぎを削る状況にある。そのため、湯の管理やこれを含む地域の維持管理（エリアマネジメン
ト）については、地域別に様々な動機で歴史的に形成されてきた慣習、ルールが確立されて
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いる。このルールは持続可能な視点から地域の活性化を図るうえで重要な手がかりとなる。
具体的には温泉地における共有資源としての湯の配分や、管理の方法、またそれを管理・維
持している協会、組合や団体がどのような活動をしているかを把握し、さらに温泉地の根幹
をなす「湯の管理」が地域の活性化に繋がっている事実を明らかにする。
２．共有資源の定義について
共有財としての湯がどのように位置づけられるか、文献から見ていこう。自然資源は地球
の歴史的な時間の経過や、生態的なサイクルの中で形成されてきたが、産業革命以降、人工
的なエネルギーと技術を身につけた近代の人間が、無限定に利用することによって容易に回
復不能な破壊、減少への傾向をたどることになった。そこでこうした事態に至ることを避け、
持続的な利用を図るために「コモンズ」という考えかたが生じた。村落の共有する牧草地は
皆が利用できるが故に、競合するとかえって草が枯渇してしまう可能性がある、そこでその
利用については牧草の割り当てや利用の順番の取り決めなど共通の取り決めを行うことで、
環境保全的で持続性をもった利用・管理が可能になる。このような牧草地をコモンと呼ぶよ
うになった。コモンズとは共有地（コミュナル・ランド）や共有財産（コモン・プロパティ）、
共有資源（コモン・プール

リソース）などの用語が示すように、多様な意味づけをされた

概念であり、確たる定義や適用の範囲は決まってない。秋道 （2004）は『コモンズの人類
⑴

学』では、
「共有とされる自然物や地理的空間、事象、道具だけではなく、共有資源（物）
の所有と利用の権利や規則、状況まで含んだ包括的な概念である」と述べている。そして、
井上真 （2001）は「現在されているコモンズ議論では、森・川・海・温泉など地域資源を
⑵

共同で利用・管理する制度、および利用・管理の対象である資源そのものの両方を含む意味
でコモンズといる用語が使用されている」と定義した。こうしたコモンズ論の焦点であった
「所有」制度の類型をそれぞれの「所有制度」のもとにある「資源」そのものの性質も合わ
せて整理すると次のようになる。
まず、第一は、非所有（オープン・アクセス）制度である。この制度のもとにある資源は
だれの財産でもなく、すべての個人や団体によって利用される。第二は、公的所有制度であ
る。資源の所有権は国や地方公共団体途等の公的団体にあり、利用・管理も公的機関が行っ
ている。第三は、共的所有制度である。資源が構成員によって共同で利用・管理されている。
この制度のもとにある資源は、コミュナル資源（Communal Resource）
、共有資源（Common
Property Resource: CPR）
、共同利用の資源（Common-Pool Resources: CPRs）などと呼ば
れている。第四は、私的所有制度である。個人は社会的に許容される範囲で、他人を排除
し、資源を使用・収益・処分する権利を有する。この制度のもとにある資源は、消費の排除
性と競合性をもつ私的財にあたる。
以上の整理からみたように、これまでの議論は資源利用に関わる所有のあり方をベースと
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して展開した。しかし、井上真（2001）は議論をもっと明確にするため、
「所有」を法律用
語として限定して利用し、議論の対象として「管理」に着目したいと述べている。近代的な
「所有権」とは自己の欲するままに財産を使用し、そこから収益を獲得し、その財産体を処
分する権利のことである。これに対して「利用権」とは、役に立つように物を用いる場合、
利用権を有する者は他人の所有物を使用し収益することになるが、この権利は法律で「用益
権」とも呼ばれる。例えば、熱帯諸国では、法的には国有（公的所有）の森林を、実質的に
は地域住民が利用しているのが現状であるため、所有より利用に着目する方が実態を把握し
やすいのである。一方、管理とは財産の保存・利用・改良をはかることであり、
「管理権」
とは他人の財産を管理する権利である。つまり、管理は所有のあり方と独立していると同時
に、利用を包含する概念である。すなわち、井上真は『所有から利用・管理へ』とする視点
の転換は、土地や資源の所有が重要であることを前提とした上で、現存する重層的で複雑な
所有関係を解きほぐすためにも、利用・管理の実態に着目することが必要であると述べている。
図１

コモンズの概念図
資源の共同管理制度

共同管理の対象になる自然資源
（共有資源/共同利用の資源/
コミュナル資源）
・森（入会林、習慣的共有林）

管理団体（管理の主体）
共同管理
（利用規制等）

・農地（焼畑、常畑、田）
・放牧地
・川、川原
・海、浜辺

・地域社会レベル
（集落、入会集団）
・地方政府レベル
（州・県・市・町・村）

便益・効用・
価値

・国家レベル
・地球レベル
（国際条約を基盤）

・その他（温泉など）

（出典：コモンズ社会学

2001）

したがって、ある自然資源が私的所有物であっても、暗黙にあるいは契約によって地域住
民によって共同管理（collective management）されているならば、その資源管理制度はコ
モンズの範疇に入れて議論することが可能である。山形県米沢市の白布温泉のように少数の
旅館からなる温泉地では実質的に原泉が私有されているケースもあるが、そこでも利用につ
いては共通の取りきめがなされている。温泉地の湯管理についてもこうした背景を基に分析
を進める。
３．湯管理と温泉権
日本において、温泉について規定されている法律は昭和23年に制定・実行された「温泉法」
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であり、温泉の適正利用や公共の福祉の増進を目的としている。総則・温泉の保護・温泉の
利用・諮問及び聴聞・罰則・附則からなる30条ほどの条文で構成され、制定当時の所管は厚
生省で、その後昭和46年に環境庁（平成13年より環境省）が設置され移管された。しかし、
温泉法が実行されてすでに50年が過ぎたが、改正は主に行政事務や手続きに関することであ
り、大幅な改正は実施されてない。また、温泉法は、本研究が対象とする温泉の所有・利用
についての権利関係を内容とする法律ではない。
こうした温泉の権利については、温泉権・湯口権・温泉採取権・分湯権・引湯権・温泉利
用権など種々の用語が使われており、これら温泉に関する権利の総称を「温泉権」という。
北島 （1994）は『温泉権』で、温泉権を二つに分け、その一つは明治初期における私有財
⑶

産制度（その典型・原型は私的所有権制度である）の導入によって確立された近代法体系の
枠外で、法以前の権利の枠の中で、慣習によって成立して今日に至っている温泉権を「旧慣
による温泉権」あるいは「旧慣上の温泉権」、もう一つは明治期に確立された近代法の枠内
で近代法的な権利関係として成立であり「近代法的温泉権」である。そして、旧慣温泉権
を、地元地域社会（村落住民）が共同に温泉を利用している点において、山林・原野・漁場
に対する入会権と共通の権利形態をもっているものと認めている。例えば、ムラの構成員が
総て等しく温泉に対して持ついわゆる「総有」し利用する形態や、一部の部落構成員が温泉
を利用できる「含有」の形態が挙げられる。この他にも複数者が「共有」し温泉を利用でき
る形態や、一人が独占的に温泉を利用できる「所有」ないしは「専有」の形態も見られる。
また「分湯の禁止」や「掘削の禁止」
、
「内湯の禁止」などの慣習も地域によっては存在して
おり、それらの慣習によって当該地域の温泉源は保護されてきたという側面を持っている。
これに対し、近代的温泉権は原則として民法の規定によって処理され、温泉の「所有権」
を権限としてその所有する温泉を分湯する場合は「契約」という形態をとり利用することに
なる。また、当然近代法の枠内で処理されるべき権利であり、総有的支配を受けない個人の
私有財産権であり、その中で物権として処理されるものについては、温泉の利用や処分を自
由にすることができる「権能」を有している。つまり、温泉はその権利主体の個別的支配に
属しているし、民法の規定により「所有者」は自分の所有物は自由に処分できるから、例え、
権利者が所有できる量を上まわる温泉が湧出している場合でも不要な温泉を捨てるのは自由
であることになる。従って、温泉地の源泉として、その持続性を担保するとなると、当然限
りある温量の過不足を調整して、利用を合理化することが求められ、その方法の一つとして
温泉の集中・共有管理、共有管理が必要となる。温泉の集中・共有管理を法的にみると、個
別的な権利に基づく個別的な利用を排除して、温泉の利用や処分を決定する「温泉管理機
能」を集中・共有して総合的・計画的に温泉の利用の整備を図る、ということになる。換言
すれば、各温泉権者が持っている個別の温泉管理機能が集中・共有され、共有されることに
より、一定の制限が加えられることになる。しかし、集中・共有管理を実施することによっ
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て個々の温泉権が全く消滅するわけではなく、源泉権者ないしは温泉権者が自己の持つ温泉
所有権を総て事業主体に譲渡し、且つ温泉利用権利者が持つ温泉の利用権を完全に放棄する
場合を除いては、温泉の所有権や利用権は残存する。従って、温泉の集中・共有・共有管理
を実施しようとする場合は、その地域の温泉に関する権利関係の調査と、温泉に関する何ら
かの権利を有する者のコンセンサスを得て集中・共有管理機関の法律的位置づけを明確にし、
種々の契約による権利の調整を図る必要がある。
４．温泉の集中・共有・共有管理の実態
温泉はもともと自然湧出するお湯を利用していたが、今日ではより高い、湧出量のより豊
富な温泉を求めて、掘削の始まりやポンプによる揚湯が一般化している。「自然湧出」→
「掘削」→「動力揚湯」という過程で開発が進展し、温泉地が過剰採取を続けると温泉水位
の低下、湧出量の減少、泉温の低下、泉質の変化等のいわゆる枯渇現象やそれによる「温泉
間の相互影響」という問題が生じ、このため温泉地では資源保護と安定供給の重要性が認識
されて、たとえ私有権が存在しても、地域全体として集中・共有・共有管理に至るプロセス
を経ることになる。
環境庁自然保護局監修「温泉必携」（昭和47年10月２日、第２印刷発行）では、温泉の集
中管理とは「１つの温泉地において採取される温泉の全部を単一の管理体が管理し、合理的
な配湯システムを設定することによって、温泉の最も効率的な消費を行おうとするものであ
る」と定義している。環境庁の委託で行われた調査によると、集中管理に至る動機としては
①資源の保護と枯渇現状の防止が最も多く、ついで②温泉資源の採取量と利用施設のアンバ
ランスから利用率の向上と合理的な配湯をする必要性から、③新温泉の開発用の基礎事業と
して、④昔から温泉源が共有されていたから、⑤源泉相互間の影響問題の解決、⑥温泉紛争
があって源泉統合が行われらからである。また、集中・共有管理の効果は温泉の合理的な利
用によって過剰摂取が改善され温泉資源の保護に役立つことや温泉の有効利用が図れるこ
と、利用施設への安定供給（必要な時に必要な量を供給）が図れること、供給温度の均一化
により平等となること、等があげられ、このような管理体制の確立と共に、ほとんどの温泉
地で温の供給が回復しており、安定供給が達成され、湯量不足の救済手段として効果があっ
たとしている 。環境庁の委託で
（社）日本温泉協会が平成７年度に、各県の温泉担当課に対
⑷

して実施したアンケート調査によれば、集中・共有・共有管理事業を実施している温泉地は
100余りに達し、その運営にあたっている事業主体は、地方公共団体（県市町村）、組合等の
団体（事業協同組合）
、民間事業（温泉供九会社）等で、地方公共団体と組合等の団体が占
める割合が約80％に達し、事業内容としてみると、かなり公共性が強いのが特徴である。
集中・共有・共有管理実施後のメリットとして①資源の保護涵養と枯渇現象の防止、②安
定供給、③温泉権や温泉紛争の解決などがあげられている 。温泉地全体の採取量が以前よ
⑸
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り減少し、これに伴い温泉水位の上昇、湧出量の増加、温泉の上昇、泉質の復活等、徐々に
ではあるが以前の状況に戻りつつあることが判明している。
しかし、こうした管理体制にも幾つかの問題点が指摘できる。まず、集中・共有管理の主
体が県市町村・組合・供給会社であっても、それに加えて源泉所有者や利用者は多数存在す
るケースがある。事業主体と各源泉所有者との関係は、源泉の採取量が異なり、事業主体と
各利用施設との関係も給湯量も異なり、地域への関心も異なるなど多様なケースが存在す
る。従って、合意に達しない場合もあり、地域の広さや給湯量等の規模にもよるが、集中・
共有管理の事業費は数億円から十数億円にも達するので、その資金調達が大きな問題となっ
ている。
５．山形県の温泉
５−１山形県における温泉の集中・共有管理
山形県の主要温泉地では、温泉需要の増加、地下水涵養環境の悪化によって源泉格差や相
互干渉が現われていた。それを阻止するには、温泉の集中・共有管理が必要となるが、集中・
共有管理は単に物理的に温泉を集めて配湯するのみでなく、山形県では、「同一水系の温泉
賦存地域において、湧出する温泉のすべてを、単一主体での管理下において、その合理的採
取と利用の効率を最大に高める温泉の維持管理」と定義づけている。すなわち、源泉を共益
法人等で統合し（弱小源泉を廃止し１本ないし数本の有力源泉に統合したり、全源泉を廃止
し新規掘削を行う場合があるが、山形県の場合は後者が多い）、それを合理的に各施設にパ
イプで給湯するシステムで、いわゆる温泉権や温泉利用権の統合も図ることによって、①温
泉の過剰採取が抑止される、②温泉の需要増大に対応できる、③温泉の原価が安くなり、将
来に向かって安定的に給湯できる等の利点がある。山形県では、温泉行政の担当機構が確立
されるや、本日に至るまで、複数の源泉を有し、衰退傾向に見舞われる恐れがある温泉地に
ついては温泉の集中・共有管理を指導してきた。山形県の管理を実施している温泉地の一覧
表を示す。
興味深いのは集中・共有管理に際しての動機であり、この「相互干渉による粉争」への対
応が湯管理の共有化を進めることにつながっている。
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表１

山形県内集中・共有管理温泉地一覧

温泉地 温泉地集中・共有管理
前の状況

動機

集中・共有管理の実施
年度

管理主体

源泉工事内容

集中・共有管理後
の状況

湯田川 源泉状況
掘削・自墳39本
管理主体 個人
温度 32〜42℃
湧出量450ℓ/分

相互干渉によ S12
る紛争多発

湯田川温泉
組合

赤湯

源泉状況
掘削・動力12本
管理主体 個人
温度 45〜60℃
湧出量400ℓ/分

相互干渉によ S25
る紛争多発

南陽市赤湯財 １本ボーリングし 温度68℃
産区
て動力揚湯
揚湯量
（旧井に注水）
660ℓ/分

温海

源泉状況
自然25本
管理主体 個人
温度 45〜80℃
湧出量700ℓ/分

大火による都 S26
市計画の実施

温海温泉源泉 ３本ボーリングし 温度
有限会社
て動力揚湯
65〜76℃
揚湯量1,000ℓ/分

天童

源泉状況
掘削・自墳18本
管理主体 個人
温度 43〜65℃
湧出量540ℓ/分

相互干渉と地 S30
下水の変動

天童温泉協同 既存の有力源泉及 温度
組合
び２本ボーリング 58〜70℃
して動力揚湯
揚湯量
900ℓ/分

東根

源泉状況
掘削・自墳55本
管理主体 個人
温度 38〜63℃
湧出量600ℓ/分

相互干渉と源 S31
泉格差の是正

東根温泉協同 ７本ボーリングし 温度
組合
て動力揚湯
55〜67℃
揚湯量1,000ℓ/分

小野川 源泉状況
掘削・動力26本
管理主体 個人
温度 40〜74℃
湧出量500ℓ/分

相互干渉によ S41
る紛争多発

小野川源泉協 ２本ボーリングし 温度78℃
同組合
て動力揚湯
揚湯量
700ℓ/分

瀬見

源泉状況
掘削・動力10本
管理主体 最上町
温度 52〜68℃
湧出量320ℓ/分

源泉格差の是 S42
正

最上町

銀山

源泉状況
掘削・動力10本
管理主体 個人
温度 45〜63℃
湧出量320ℓ/分

相互干渉と源 S46
泉格差の是正

銀山温泉協同 ２本ボーリングし 温度
組合
て動力揚湯
65℃
揚湯量
560ℓ/分

寒河江 源泉状況
掘削・動力10本
管理主体 個人
温度 38〜67℃
湧出量700ℓ/分

相互干渉と源 S49
泉格差の是正

寒河江温泉協 １本ボーリングし 温度48℃
同組合
て動力揚湯
揚湯量
480ℓ/分

上山
源泉状況
温泉群 掘削・動力９本
管理主体 個人・会社
温度 38〜67℃
湧出量700ℓ/分

相互干渉と源 S50
泉格差の是
正、源泉の衰
退傾向

上山温泉利用 １本ボーリングし 温度
共同組合
て動力揚湯
63〜67℃
揚湯量
1,200ℓ/分

湯野浜 源泉状況
温泉源の衰退 H9
掘削・動力16本
傾向
管理主体 個人・会社
温度 25〜63℃
湧出量1,400ℓ/分

１本ボーリングし 温度44.3℃
て動力揚湯
揚湯量1,000ℓ/分

３本ボーリングし 温度
て動力揚湯
65〜71℃
揚湯量
560ℓ/分

湯野浜温泉源 既存の有力源泉及 温度
泉有限会社
び新規６本ボーリ 27〜62℃
ングして動力揚湯 揚湯量2,700ℓ/分
（出典：やながたの温泉
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2007）

当初より、集中・共有管理は地元の自治体や、財産区、温泉組合などにより実施されてい
たが、掘削費、配管費等、多額の経費を要し、しかも共益性の高い事業であるため、山形県
では1971年度（昭和46年度）から1981年度（昭和56年度）まで、全国でも類例をみない温泉
地基盤整備事業に対する助成制度を設けた。そして、温泉の集中・共有管理の支援とそれに
伴う政策を実施した。1978年度（昭和53）には、温泉の適正配置と保護管理指導の資料とす
べく、20万分の１「山形県温泉賦存図」を作成した。さらに、この賦存図を作成するため、
温泉空白地区での温泉湧出の可能性を推定する調査も兼ね、４か年にわたり地質及び地球科
学的調査を実施した。1970年代になって、温泉旅館も大型となり、温泉需要も飛躍的に増加
し、山形県では主要温泉地の適正採取量を把握して、温泉源の保護管理の徹底を期するた
め、温泉源の現況と、温泉利用のバランスを見る温泉源保護促進調査を1973年度（昭和48）
から1975年度（昭和50年）まで３か年度実施した。また、市町村等が、総括的な土地利用計
画のもとで温泉源の保護を図る資料とすべく温泉保護地域設定調査や、1976年度（昭和51
年）から３か年計画として山形県内で主要温泉地を選定し、温泉地域環境保全計画策定指導
事業を行った。
次に県内、米沢市の小野川温泉を事例として取り上げ、具体的な湯管理の課題をみてい
く。
５−２

小野川温泉

１）位置と環境
小野川温泉は山形新幹線米沢駅から南西方へ約10㎞，最上川源流の大樽川下流の河畔の平
地に発達した温泉地である。川は南北に流れ、両岸を標高600ｍの丘陵に挟まれた平坦地に
あり、南北500m、東西200mの温泉街を形成している。近年は温泉地に隣接してスキー場、
県民宿舎、老人福祉センターなどが併設され，米沢駅から車で30分という近距離にもかかわ
らず、山間の閑寂な温泉場を形成している。
２）社会環境
温泉は、834年（承和元）仁明天皇の時代に六歌仙のひとり小野川町により発見されたと
伝えられている。長い間、尼の湯を中心として、約100ｍ平方の地域内に30余の源泉が自然
湧出していた。その後、各旅館の浴室の改造、増築に伴い、温泉は動力による揚湯が多くな
り、その結果源泉相互間の影響・干渉が激しくなり、1966年（昭和41年）に小野川源泉協同
組合が設立され、温泉の集中・共有管理を実施した。第一次、二次基盤整備事業を経て毎分
約800ℓの揚湯により各施設に配湯してきたが、1993年（平成5年）３月、配湯施設の老朽化
に伴い、第三次基盤整備事業を施工し、今まで源泉を廃止し、新たに第４号源泉を掘削し、
毎分850〜1,000ℓの温泉をボアホールポンプで揚湯、温泉旅館等に配湯する施設が誕生し
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た。小野川温泉の源泉は80.3度、pH7.2、最高1500ℓ⁄分の湧出量で、これで作ったラジウム
卵が有名である。また、冬期は温泉地の廃湯を集めて栽培した豆もやしやアサヅキは、付近
農家の大事な収入源であるとともに、温泉の名物にもなっている。さらに、温泉街は民家と
商店と旅館が、幅広の行き止まり状の道路を囲む一体となった特色ある景観を形成してい
る。観光立地としてはやや不利な条件にあるが、近年は温泉組合を中心にした地域活性化活
動が一定の成果を上げており、
「湯あみ情報」計画効果もあいまって、首都圏の若いカップ
ル、家族連れも目立つ。又、環境省の「ふるさといきものの里」に指定され、ホタルの里と
しても有名である。
３）源泉状況及び利用状況
（１）源泉状況と管理形態の変遷
1957年（昭和32）には、源泉数が30に達し、この頃は浴槽の底部が源泉となっており、温
泉を直接取り込む方式になっていた。以降、ごく浅いボーリング（深さ１〜２ｍ）を行った
り、以前の浴槽を源泉として動力揚湯する形態が増えてきた。また温泉水位が一般地下水と
極めて近いため、浴槽の俳湯に不便を生ずる場合が多く、そのことが動力揚湯の増加のおも
な原因となっていた。1960年（昭和35）以前の源泉は、すべて自然湧出していたが、1960年
からは動力で揚湯する源泉が現われ、揚湯量が増加するとともに源泉間の相互干渉の影響が
現われてきた。
その後、こうした傾向がますます顕著となり、これに対処すべく1966年（昭和41）に小野
川源泉協同組合を設立し、源泉の集中・共有管理を開始した。1966年（昭和41年）から掘削
した源泉は合計３本であるが、当時の第１、２、３号源泉は現在廃止し、1991年（平成３
年）には新源泉（第４号）を掘削して、1993年からは新源泉（第４号）に一本化して管理・
運営している。
（２）小野川温泉の集中・共有管理
第４号源泉は、深度60ｍ、温度82.5度、１分間に850〜900ℓをポンプでくみあげている。
泉質は含硫化水素、Na・Ca−、塩化物泉である。この第4号源泉を運営・管理する小野川源
泉協同組合は、旅館を経営している組合員17人、個人の組合員が９人の総26人で構成されて
いて、源泉の権利はこの組合員が持っている。小野川源泉組合の年間予算は約1,500万円で
あるが、予算の大半が組合員と員外からもらった源泉使用料である。
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平成20年１月現在
源泉利用量
組合員名（個人除

定員

持分使用料

給湯量（升）

持分給湯量

（斗）

く）
、員外名

備考

（リットル）

吾妻荘

143

4.50

4.5

81.0

組合員

やな川屋

120

4.20

4.2

75.6

組合員

尼湯組合

0

3.90

2.0

70.2

組合員

関谷寛隆

70

3.90

3.5

70.2

組合員

扇屋

75

3.90

2.5

70.2

組合員

山川ホテル

130

3.60

3.6

64.8

組合員

松苑春木屋

84

3.60

3.0

64.8

組合員

0

3.30

1.5

59.4

組合員

河鹿荘

100

3.30

3.3

59.4

組合員

旭屋

130

3.00

3.0

54.0

組合員

高砂屋

45

2.70

2.7

48.6

組合員

登府屋

80

2.40

2.4

43.2

組合員

亀屋万年閣

60

2.40

2.5

43.2

組合員

宍戸屋寿楽荘

35

2.40

2.0

43.2

組合員

うめや

40

2.40

2.0

43.2

組合員

二階党旅館

30

2.10

2.5

37.8

組合員

ほてい荘

30

1.00

1.0

18.0

組合員

寿山荘

45

1.00

1.0

18.0

員外

ルシオーレ小野川

50

2.00

2.0

36.0

員外

瀧湯組合

合計

1267

48.5

1000.8
（出典：小野川源泉共同組合の資料）

小野川温泉は一本に集中・共有したことにより管理費が減少し、源泉組合員相互の協力関
係もまとまっている。
今後は、送湯管の老朽化に伴う新施設及び補修による管理費の増大や、源泉の付加価値を
いかに高めるか、更に組合員の旅館の経営展開や、温泉地としての活性化等の問題にどう対
応するかが課題となっている。2008年５月下旬から第５号源泉の掘削を始め、2008年９月現
在、掘削工事は終わっている状況であるが、後述するように４号源泉とは異なる共有の管理
方法や配湯量を決めるために組合員が話し合いを進めている。
小野川温泉は市街地に近接する温泉であり、他の温泉地に比べ、温泉観光地として魅力に
は乏しい。さらに、入込、宿泊客が1992年（平成４）年のピーク時から減少が続き、次第に
危機感を募らせていた。そのため、2001年（平成13）には、JTBとJRの若手勉強会が小野川
温泉で行われ、温泉地の活性化が検討された。これを契機に「小野川温泉観光地実行委員
会」が発足し、各旅館の風呂に入浴できる独楽の手形「夢ぐり」や、温泉街のどこにでも料
理を出前する「どこでも出前」など、さまざまなアイデアを取り入れたソフト面での温泉地
づくりを行って、観光客の誘致を図っている。さらに、第４号泉とは温度や泉質が全く違う
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第５号泉を利用することで、小野川温泉の新しい観光魅力を作り出そうとする努力をしてい
る。そのうえ、第５号泉は組合員が平等に使えるように今までとは異なる方法で配湯や管理
し、観光資源としてのみならず地域住民の結束を図るため、地域の共有資源の利用というこ
とに意味を置いている。
６．まとめと今後の課題
日本は温泉の源泉数・湧出量や泉質においても、世界で最も恵まれていて、温泉は昔から
人々の湯治に利用されてきた。しかし、経済成長により温泉地は本来の療養・保養的機能を
失い、宿泊拠点・観光温泉地へと変質してきた（山村「1975」）。多くの温泉地で旅館の規模
拡大や露天風呂の設置などが進んだ結果、温泉資源の需要と供給のバランスが崩れ始め、全
国各地で温泉湧出量の減少や温泉低下・水位低下など、温泉資源の衰退・枯渇問題が深刻化
してきた。この問題を解決するために温泉の集中・共有管理を行っている温泉地は全国に
100余りである。その運営にあたっている事業主体は、地方公共団体（県市町村）、組合等の
団体（事業協同組合）
、財産区、民間事業（温泉供給会社）等で、地方公共団体と組合等の
団体が占める割合が約80％に達し、集中・共有管理事業は、かなり公共性が強いのが特徴と
なっている。この集中・共有管理において重要なのは個別の温泉権との関係である。温泉権
は明治以前の社会からの慣行による利用関係をもつ温泉を「旧慣上の温泉」と称し、そこに
おける温泉権を「旧慣温泉権」
、また近代になってから新しく成立した温泉については「近
代的温泉」と称して「近代的温泉権」として区別している。また、旧慣温泉権は地元地域社
会（村落住民）が共同に利用している点において入会権と共通の権利形態をもっているもの
と認めていて、複数者が「共有」し温泉を利用できる形態や、一人が独占的に温泉を利用で
きる「所有」ないしは「専有」の形態も見られるのに対し、近代的温泉権は個人の私有財産
権として性格が強いのが特徴である。ところが今日の限界性のある湯資源の状況は改めて共
有管理の必要性を示しており、そのことが集中・共有管理の普及につながっている。
小野川温泉における湯管理組合の共有的な組織活動は、創造的で、活発であり全国的にも
注目されている。慣習的な湯利用から総体としての共有化へといた動きは、前衛的ですらあ
る。こうしたエネルギーが組合員の地域の関係者との協働を可能にし、実際に観光地として
の活性化につなげることができた。しかし、今後も観光地間の競争の激化は、脅威であり、
これまでの誘客方法や、情報発信の方法をあらためて検討し、的確なマーケティングを行う
ことが重要であろう。
今後の課題としては次のように考えている。第一に、温泉権と温泉の集中・共有管理との
関わりをより具体的に見ていく必要性がある。集中・共有管理を始めた地域ごとに、様々な
動機と共に歴史的に形成されてきた温泉管理の慣習の把握や、温泉権との関係での温泉の集
中・共有管理の実態、その活動を明らかにすること、第二に、湯の管理と地域活性化の関連
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性についてみていく。地域資源の共有的な管理は湯のみならず温泉地全体の地域振興に関係
している。このため、小野川での産業要素の関連を図２にまとめてみたが、今後はこのよう
に湯管理からはじまる相互の関係を具体的に分析していく。
図２

小野川温泉の生業間の連携
広域的観光への対応

・逗留型の一定確保
・学習観光の推進

観光

にぎわい
活気

加工品の直販

農林産物の直販

商業、
サービス
湯

集落工場
・各種施設の整備

農林産物

地域拠点の
役割強化

労働参加

共有浴場

熱利用

観光林園
温泉熱利用の
拡大
・豆もやし
・野菜等

観光農園

農業

林業
・造林の推進
・林産物の拡大
・組織体制の強化

・複合的な農業経営
・堆肥（牛）を中心とした
有機的農業

地域の自然的基盤の維持、保全

（出典：鳥川山村に生きる

─米沢市鳥川流域山村を例として─
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A Study on Management of Hot Spring as Common
Resources in Resort Area
KIM, Seungjoo
FUJII, Toshinobu
In Japan hot springs are abundant and are used well in resort areas. The tendency
seems to become more popular with changes of life-styles of Japanese.
However amount of hot spring in each resort area has a limit according to number of
hotels because it has to be used every day as blood in human body.
In the paper, management of hot spring as a common resource is discussed on the case
study in Onogawa Hot Spring, Yoneazawa City as well as a basic date of hot spring in
Yamagata Prefecture.
Chapters of the paper are, 1）purposes of the study, 2）methods of the study, 3）
deﬁnition of common resource, 4）the right and management of hot spring, 5）intensive
management of hot spring, 6）management of hot springs in Yamagata Prefecture. and
Onogawa Hot Spring, 7）conclusion and reference.
In conclusion, ﬁrstly, to cope with an increase of tourists, management of hot spring has
changed to be more intensive and sustainable as a common resource. Secondly the
management needs equity to use hot spring for each hotel and aims to keeps on
environmental capacity as resort area.
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