
 

 「 名湯百選©と地域活性化 」  
【主催】 NPO 法人健康と温泉フォーラム,山中温泉観光協会、山中温泉旅館協同組合、 

【特別協力】北國新聞社 

【後援】 石川県、加賀市、山中商工会、北陸大学、北陸放送（予定） 

 

石川県加賀市の山中温泉は、山中塗り、山中節、加賀料理など匠の伝統が色濃く残る日本でも数少ない日本の名湯百

選©（リスト参照）の温泉地である。昨年 10 月、11 箇所の温泉地が 20 年ぶりに新たに日本の名湯百選©に認定され、名

実ともに 100 箇所の日本の名湯百選©となった。新たに認定された温泉地では、行政、関係団体などがこれを機会に活発

に事業を展開し、温泉地活性化に取り組んでいる。一方、既存の認定温泉地では 20 年以上も前に認定されたこともあり、

一部の温泉地を除き認定温泉地関係者、一般利用者、市民の認知度と評価には地域の格差が顕著である。 

昨今の温泉地を取り巻く環境は厳しく、本物の温泉が選別され、生き残っていくべく、各温泉地では様々な取り組みが期

待されている。匠と自然と、温泉文化が正しく伝承されているとする選定基準の日本の名湯百選©の温泉地では、まさに

名湯百選の認定の意味とその価値を広く一般利用者や市民に告知し、改めて、地域の温泉文化資源を自ら見直すよい

機会ではないだろうか。第一回シンポジウムを記念して、日本の名湯百選©認定書が参加温泉地に交付されるが、今回

のシンポジウムの開催を契機に、日本の名湯百選©の温泉地の広域連携を図ることができれば、様々な温泉地の特徴や

地域固有の歴史・文化遺産を浮き立たせ、あるものは相互に補完し、またあるものは個性ある地域活性化と街づくりに温

泉を活用する共通の方策を検討し、その成果を広く国内関係者、温泉利用客に啓蒙普及していくことを開催主旨といたし

ます。特に 20 年前に認定された日本の名湯百選©温泉地関係者の皆さん、この機会にぜひご参加ください。 

【プログラム】 

９月２６日(水) シンポジウムと交流会 

14:00-17:30 シンポジウム  

         『名湯百選©と地域活性化』 

【会場】 石川県加賀市山中温泉 山中座 

【構成】 記念講演 

鼎談 

 

 

森 繁哉 (地域哲学研究所所長、民俗学者)  

谷口江里也（エリアス・クリエイティヴ・スターシップ ディレクター）  

上口昌徳 （山中温泉観光協会長） 

合 田 純 人 （NPO 法人健康と温泉フォーラム常任理事） 

18:30-19:30 交流会(山中座) 

 

９月２７日(木) ディスカッションと視察（山中座） 

09:00-1１:30 ディスカッション『日本の名湯百選©の連携による温泉地活性化』 

              日本の名湯百選©認定温泉地代表 

1１:45-13:00 視察  菊の湯、温泉管理施設、鶴仙渓、芭蕉の館など 

 
【会  費】 お一人様 5,000 円 （税込み。シンポジウム・交流会・視察を含む。一部のみ参加の場合も同額。 

但し、交流会および視察のみの参加は不可） 
 
【お申込】 別紙「参加申込書」に必要事項をご記入の上、FAX にてお申込ください。 

【お申込】 お申込後、ご欠席となる場合には、事前に必ずご連絡ください。 

【お申込】 定員１００名、先着順に受け付け、定員に達し次第、締め切ります。 
 
         ＜お申込み先＞ NPO 法人健康と温泉フォーラム 
                    ＴＥＬ.＆ＦＡＸ. ０３－６８０４－８５７５ E-mail info@onsen-forum.jp 

＊お申込み後、宿泊の詳細等を、山中温泉旅館協同組合よりお伺いさせていただきます。 

＊請求書の発行その他につきましては、上記までお問い合わせ下さい。 

【お問合せ】  

■シンポジウム並びに日本の名湯百選©に関するお問い合わせ 

NPO 法人健康と温泉フォーラム事務局 Tel&Fax 03-6804-8575  

E-mail info@onsen-forum.jp  URL: www.onsen-forum.jp 

■宿泊並びに現地視察、送迎に関するお問い合わせ 

山中温泉旅館協同組合 Tel：0761-78-0330  FAX 0761-78-0332<担当：井上、武田> 

           E-mail otazune@yamanaka-spa.or.jp  URL：www.yamanaka-spa.or.jp 

   日本の名湯百選©シンポジウム２０１２ 



 

 

【交通機関】 

 

■ 小松空港⇔山中温泉間で、下記の通り、無料送迎バスを運行します。 

ご乗車ご希望の方は、参加申込書の該当欄にてお知らせ下さい。 

往路〔９月２６日(水)〕 

・ 小松空港⇒山中温泉＜ANA753 便(羽田発→小松 10:45 着)＞に接続 

                      ＜JAL1275 便（羽田発→小松 11:05 着＞に接続 

      11:30 小松空港発→12：20 山中温泉着＜ご休憩・ご昼食(各自)＞ 
 

       12:30 加賀温泉駅⇒山中温泉会場間  
 

帰路〔９月２７日(木)〕 

・ 山中温泉⇒小松空港間＜ANA７５８便(17:05)、JAL1280(1800) 
小松空港発→羽田)＞に接続 

・山中温泉出発→15：00 加賀温泉駅着 
 
  ＊小松空港、加賀温泉駅までの交通機関、その他について、ご不明の点がございましたら、山中温泉

観光協会（Tel：0761-78-0330 ）までお問合せ下さい。 

 

 

日本の名湯百選©温泉地**太字標記は 2011 年に新たに認定された温泉地 

都道府県 温泉地 

  

北海道 ニセコ温泉郷 

北海道 湯の川温泉 

北海道 恵山温泉郷 

北海道 カルルス温泉 

北海道 二股ラジウム温泉 

北海道 然別湖温泉 

北海道 川湯温泉 

青森県 五所川原温泉 

青森県 十和田温泉郷 

青森県 酸ヶ湯温泉 

秋田県 玉川温泉 

秋田県 大湯温泉 

宮城県 鳴子温泉郷 

宮城県 作並温泉 

岩手県 繋温泉 

岩手県 蔦宿温泉 

岩手県 夏油温泉 

岩手県 須川温泉 

山形県 肘折温泉 

山形県 上山温泉 

福島県 常盤熱海温泉 

福島県 飯坂温泉 

福島県 いわき湯本温泉 

福島県 土湯温泉 

栃木県 日光湯元温泉 

栃木県 塩原温泉 

群馬県 法師温泉 

群馬県 伊香保温泉 

群馬県 四万温泉 

群馬県 沢渡温泉 

群馬県 草津温泉 

茨城県 袋田温泉 

茨城県 大子温泉 

千葉県 勝浦温泉 

神奈川県 七沢温泉 

神奈川県 湯河原温泉 

山梨県 石和温泉 

山梨県 下部温泉 

山梨県 増富温泉 

新潟県 瀬波温泉 

新潟県 貝掛温泉 

新潟県 村杉温泉 

長野県 渋温泉 

長野県 湯田中温泉 

長野県 小谷温泉 

長野県 別所温泉 

長野県 鹿教湯温泉 

長野県 白骨温泉 

長野県 戸倉上山田温泉 

静岡県 伊豆長岡温泉 

静岡県 七滝・大滝温泉 

静岡県 修善寺温泉 

静岡県 古奈温泉 

静岡県 寸又峡温泉 

静岡県 熱川温泉 

富山県 宇奈月温泉 

富山県 鐘釣温泉 

石川県 加賀八幡温泉 

石川県 山中温泉 

石川県 湯涌温泉 

岐阜県 下呂温泉 

福井県 芦原温泉 

愛知県 尾張かにえ温泉 

三重県 榊原温泉 

三重県 湯の山温泉 

和歌山県 龍神温泉 

和歌山県 湯の峰温泉 

和歌山県 川湯温泉 

和歌山県 南紀白浜温泉 

和歌山県 那智勝浦温泉 

奈良県 十津川温泉 

兵庫県 浜坂・七釜温泉 

兵庫県 有馬温泉 

兵庫県 赤穂温泉 

岡山県 奥津温泉 

岡山県 湯原温泉 

鳥取県 三朝温泉 

鳥取県 関金温泉 

島根県 玉造温泉 

広島県 湯来温泉 

広島県 湯の山温泉 

山口県 俵山温泉 

山口県 三丘温泉 

愛媛県 道後温泉 

愛媛県 今治湯ノ浦温泉 

高知県 蘇鶴温泉 

福岡県 筑後川温泉 

福岡県 吉井温泉(原鶴温泉） 

長崎県 雲仙温泉 

長崎県 小浜温泉 

佐賀県 古湯温泉 

佐賀県 熊の川温泉 

大分県 別府八湯温泉 

大分県 由布院温泉 

熊本県 湯の児温泉 

熊本県 地獄・垂玉温泉 

熊本県 菊池温泉 

鹿児島県 川内温泉 

鹿児島県 指宿温泉 

鹿児島県 霧島温泉郷 

  

  

＊（参考） 

日本の名湯百選©とは日本

温泉療法医会の協力で１９

８９年から温泉療法医がす

すめる健康と保養に優れた

温泉地を NPO 法人健康と温

泉フォーラムが認定したもの

です。 

 



 
 
 
 
 
 

『第一回日本の名湯百選©シンポジウム』 参加申込書 

【参加内容】 該当の□個所にチェックしてください。 

9 月 26 日(水) シンポジウム他 □シンポジウム（14:00～17:30） □交流会（18:30～19:30）
9 月 27 日(木) 現 地 視 察 □ 

 
 
【送迎バス利用のご希望】該当の□個所にチェックしてください。 

a□ 小松空港より乗車希望（９月２６日(水)11:30 小松空港出発） 往路 
a□ 加賀温泉駅より乗車希望（９月２６日(水)12:30 加賀温泉駅出発） 

帰路  □ 山中温泉より乗車希望（９月２７日(木)15:00 出発）加賀温泉駅経由小松空港 
 
【お申込者】下欄にご記入ください。 

お名前 
フリガナ 

ご所属 
 

お役職  

ご住所 
〒 

Tel／FAX TEL               FAX 

E-mail                                ＠ 

 
【参加料】（5,000 円/人）平成 24 年 9 月 20 日までに下記口座にお振込ください） 
 

銀行名  三井住友銀行幡ケ谷支店 
口座番号 (普通) ６６３８１０８ 
口座名  特定非営利活動法人健康と温泉フォーラム 

 
 
【領収書】領収書の宛名、但書等にご指定がある場合は、内容をお知らせください。 
□ 日 付 

□ 宛 名 

□ 但 書 

□ その他 

 
 
 
 

 
【通信欄】現地の宿泊・視察その他に関するご希望等があればお知らせ下さい。 
 
 
 
 
 
  

送信先  FAX 03-6804-8575 

NPO 法人健康と温泉フォーラム事務局宛 


