
国民保養温泉地について 

 

１．国民保養温泉地とは 

温泉法（１９４８）に基づき、「温泉の公共的利用増進のため、温泉利用施設の整

備及び環境の改善に必要な地域」として環境大臣が指定した温泉地。温泉の効能が顕

著であること、湧出量が豊富であること、付近の景観が優れていること等が指定の要

件とされ、温泉利用を中心とした健全な保養地としておおいに活用されることが期待

されている。指定後は、施設の整備及び環境の改善に関する計画（保養温泉地計画）

が環境大臣によって策定される。 

 １９５４年に酸ヶ湯温泉（青森県）、四万温泉（群馬県）が指定されて以来、２０

０７年現在で全国９１箇所、総面積約１６，６５４ha が指定されている。  

 

 

２．国立・国定公園との重複状況 

 全国９１箇所の国民保養温泉地のうち３４箇所が国立公園内、１３箇所が国定公園内、

合計４７箇所が国立・国定公園内に位置している。 

参考資料２ 



３．国民保養温泉地一覧                 （平成１９年２月現在） 

国民保養温泉地名 都道府県 市町村名 国民保養温泉地名 都道府県 市町村名

1 カルルス温泉  北海道 登別市                  46 増富温泉  山  梨 北巨摩郡須玉町           

2 北湯沢温泉    〃 有珠郡大滝村            47 丸子温泉郷  長　野 小県郡丸子町             

3 ニセコ温泉郷      　    〃 磯谷郡蘭越町、虻田郡ニセコ町 48 田沢・沓掛温泉    〃   〃  青木村             

4 恵山温泉郷    〃 亀田郡恵山町、椴法華村  49 小谷温泉    〃 北安曇郡小谷村           

5 十勝岳温泉郷    〃 空知郡上富良野町        50 白骨温泉    〃 南安曇郡安曇村           

6 然別峡温泉    〃 河東郡鹿追町            51 有明・穂高温泉    〃  　〃   穂高町           

7 芦別温泉　　　　　　    〃 芦別市                  52 美ケ原温泉    〃 松本市                   

8 雌阿寒温泉    〃 足寄郡足寄町            53 沓野温泉    〃 下高井郡山ノ内町         

9 湯ノ岱温泉    〃 桧山郡上ノ国町          54 平湯温泉  岐　阜 吉城郡上宝村             

10 盃温泉    〃 古宇郡泊村              55 奥飛騨温泉郷    〃 　〃　　〃               

11 貝取・温泉    〃 久遠郡大成町            56 白川郷平瀬温泉    〃 大野郡白川村             

12 幕別温泉    〃 中川郡幕別町            57 小坂温泉郷    〃 益田郡小坂町             

13 ながぬま温泉    〃 夕張郡長沼町            58 畑毛・奈古谷温泉  静　岡 田方郡韮山町、函南町     

14 豊富温泉         　    〃 天塩郡豊富町            59 湯ノ口温泉  三　重 南牟婁郡紀和町           

15 洞爺・陽だまり温泉    〃 虻田郡洞爺村            60 久美の浜温泉郷  京　都 熊野郡久美浜町           

16 酸ヶ湯温泉             青　森 青森市                  61 るり渓高原温泉    〃   船井郡園部町             

17 薬研温泉                 〃 下北郡大畑町            62 浜坂温泉郷  兵　庫 美方郡浜坂町             

 岩　手 岩手郡松尾村            63 十津川温泉郷  奈　良 吉野郡十津川村           

 秋　田 仙北郡田沢湖町、鹿角市  64 熊野本宮温泉郷  和歌山 東牟婁郡本宮町           

19 須川・真湯温泉  　    岩　手 一関市                  65 龍神温泉郷    〃 日高郡龍神村             

20 夏油温泉                 〃 北上市                  66 鹿野・吉岡温泉  鳥　取 鳥取市、気高郡鹿野町     

21 金田一温泉               〃 二戸市                  67 関金温泉    〃 東伯郡関金町             

22 奥鳴子・川渡温泉郷  宮　城 玉造郡鳴子町            68 岩井温泉    〃 岩美郡岩美町             

23 田沢湖高原温泉郷    秋　田 仙北郡田沢湖町          69 三瓶温泉  島　根 大田市                   

24 秋ノ宮温泉               〃 雄勝郡雄勝町            70 鷺の湯温泉    〃 安来市                   

25 蔵王温泉               山　形 山形市                  71 湯原温泉  岡　山 真庭郡湯原町             

26 銀山温泉                 〃 尾花沢市                72 奥津温泉    〃 苫田郡奥津町             

27 碁点温泉      　         〃 村山市                  73 湯来・湯の山温泉  広　島 佐伯郡湯来町             

28 肘折温泉郷  　           〃 最上郡大蔵村            74 矢野温泉    〃 甲奴郡上下町             

29 湯田川温泉              〃  鶴岡市                  75 俵山温泉  山　口 長門市                   

30 岳温泉                 福　島 二本松市                76 三丘温泉    〃 熊毛郡熊毛町             

31 新甲子温泉               〃 西白河郡西郷村          77 塩江温泉郷  香　川 香川郡塩江町             

32 土湯・高湯温泉郷       〃 福島市                  78 湯ノ浦温泉  愛　媛 今治市                   

33 日光湯元温泉          栃　木 日光市                  79 筑後川温泉  福　岡 浮羽郡浮羽町             

34 板室温泉  　             〃 黒磯市                  80 吉井温泉    〃   〃  吉井町             

35 四万温泉　             群　馬 吾妻郡中之条町          81 古湯・熊の川温泉  佐　賀 佐賀郡富士町             

36 鹿沢温泉                 〃   〃  嬬恋村            82 雲仙・小浜温泉  長　崎 南高来郡小浜町  （雲仙）  （小浜） 

37 上牧・奈女沢温泉       〃 利根郡月夜野町          83 壱岐湯本温泉    〃 壱岐郡勝本町             

38 片品温泉郷               〃   〃  片品村            84 天草下田温泉  熊　本 天草郡天草町             

39 湯宿・川古・法師温泉   〃   〃  新治村            85 南小国温泉郷    〃 阿蘇郡南小国町           

40 弥彦・岩室温泉         新　潟 西蒲原郡弥彦村、岩室村  86 湯の鶴温泉    〃 水俣市                   

41 六日町温泉               〃 南魚沼郡六日町          87 湯布院温泉  大　分 大分郡湯布院町           

42 関・燕温泉               〃 中頸城郡妙高村          88 長湯温泉    〃 直入郡直入町             

43 栃尾又・駒の湯温泉　   〃 北魚沼郡湯之谷村        89 鉄輪･明礬･柴石温泉    〃 別府市                   

44 白山温泉郷             石　川 石川郡鳥越村、尾口村、吉野谷村  90 霧島温泉  鹿児島 姶良郡霧島町、牧園町     

45 下部温泉  山　梨 西八代郡下部町           91 隼人・新川渓谷温泉郷   〃   〃  隼人町、  〃       

18 八幡平温泉郷         

　国定公園
　国立公園

          


