
 56

（４）「ニッポン湯治村」（Ｊａｐａｎ Ｔｏｊｉ Ｖｉｌｌａｇｅ）事業 

 

１．事業推進主体 

 

１）推進主体：「ニッポン湯治村」（Japan Toji Village）実行委員会 
２）代表団体：株式会社 大沼旅館 

参加団体：株式会社 ＨＤＳ、株式会社 肘折ホテル 

有限会社 旅館紅せん、有限会社 勘七湯 

 

２．事業の概要 

 

１）実施方針：事業実施の背景 

「湯治」とは、良質の温泉を持つ温泉地に転地・滞在し、じっくり温泉に浸かり

ながら心身を再生してゆくことである。古来より日本の伝統的な保養文化として日

本人の生活を支えてきた「湯治」だが、現在、社会構造の大きな変化の中で衰退の

一途をたどっている。 

このプロジェクトでは、そうした衰退顕著な湯治を再構築し、利用者にとってよ

り魅力あるものにするために「ニッポン湯治村」というＷＥＢサイトを作り、バー

チャルな理想の温泉地を構築したうえに実際の温泉地で「今までになかった、でき

なかった」実体験商品を作り、利用者もバーチャルでもリアルでも参加できるプラ

ットフォーム（場）として、「湯治文化の復活」を図るためのきっかけ作りとするこ

とを目指した。 

 

２）事業フロー 

 

 

 

 

 

 

 

・「ＴＯＪＩ（湯治）」の説明 

・「ＴＯＪＩ（湯治）」の宿泊予約 

・利用者と温泉地の情報交換 

 

 

 

東鳴子温泉（本事業で実証実験）の

複数旅館（コンソーシアム加盟） 

「ニッポン湯治村ガイドライン」：景観、温泉、歴史、泊食分離、外客対応、等 

他温泉地との連携・拡大（将来構想）

（肘折温泉で一軒、実験的に加盟） 

「ニッポン湯治村」サイト（日本語、英語） 

温泉療法医（東鳴子温泉） 

利用者（ファン作りを目指す） 

湯治コンシェルジュ（東鳴子温泉）

湯治宿泊モニター会議 
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３）実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）検討経緯の記録： 

 平成 20年 9月下旬   本事業について事業参加の呼びかけ準備会議 
 平成 20年 10月 2日  ＨＰでの展開についての打ち合わせ 
 平成 20年 10月 6日  予約システムについての打ち合わせ 
 平成 20年 10月 22日  参加旅館へ事業実施についての説明会開催 
 平成 20年 10月 30日  ＨＰ製作について具体的な運用法とデザイン等を協議 
 平成 20年 11月 26日  参加旅館へ予約システム運用についての説明及び検討 
 平成 20年 12月 17日  参加旅館各プランについての検討及び調整 
 平成 20年 12月 22日  Webサイトオープン 
 平成 21年 1月 9日   予約システム運用についての最終調整 
 平成 21年 1月 20日  予約システム稼動開始 
 平成 21年 2月 1日   コンソーシアム事業将来展望について協議 
平成 21年 2月 6日   有識者会議 
 

５）事業の具体的な内容 

① 今となっては意味もよくわからない、読み方さえ不確かな「湯治」という言葉

をローマ字の「ＴＯＪＩ」という表現で、日本伝統の保養スタイルの価値や内

容を日本はもちろん世界に向けて発信した。そのためにＷＥＢ上に「ニッポン

湯治村」サイトを作り、日本伝統のヒーリングスタイルである「湯治」の様々

な宿泊スタイルを紹介した。海外向けに英語バージョンも作成し、滞在しなが

らリアルジャパンを味わえるディスティネーションとして外人客への情報発信

と宿泊客の誘致を行った。 

 

（代表団体）      株式会社 大沼旅館 
（プロジェクトリーダー）  大沼伸治 

（参加団体）      株式会社 ＨＤＳ 
（コンソーシアム事務局）  大坂 弘 

（参加団体）株式会社 肘折ホテル（肘折温泉） 

（参加団体）有限会社 旅館紅せん（東鳴子温泉） 

（参加団体）有限会社 勘七湯  （東鳴子温泉） 
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② 「ＴＯＪＩ」のコンセプトを実際に体験できる温泉地として、様々な湯治スタ

イルを、東鳴子温泉と肘折温泉で実際に展開し、ＷＥＢ上の「ニッポン湯治村」

と連動しながら理想の湯治場づくりを進めた。 

→東鳴子温泉においては、Japan Toji Villageとして各宿、商店が手作りで
個性あふれる英語表記の看板を製作した。また英語ガイドマップも制作中。 

 

③ 滞在客を取り込み宿泊数の増大に寄与させるべく、宿泊の多様化に対応する新

予約システムを利用した。現在の宿泊予約システムでは、下記ハ）やニ）のよ

うな違う宿や地域の違う温泉地の予約は困難となっていたが、参加旅館のコン

センサスを得、さらに産業技術総合研究所 サービス工学研究センターで研究

開発されている「融通」予約技術を利用することにより、今まで不可能だっ

た、異なる宿を転泊するＷＥＢ予約を可能にする実証実験を行った。このシス

テム自体は世界初のシステムで今後大きな可能性を秘めていると感じている。 

イ） 「一夜湯治」  …１泊のみの湯治 

ロ） 「通常の湯治」 …同じ宿に連泊・滞在 

ハ） 「お隣湯治」  …同じ温泉郷の中での宿を変えながら連泊・滞在 

ニ） 「渡り湯治」  …域外（県外含む）にある「ニッポン湯治村」に賛同す

る良質の湯治場を渡り歩きながら広域での連泊・滞在 

 

④ 滞在メニューの開発・提案、現地では湯治の過ごし方をガイドする湯治コンシ

ェルジュの設置及び育成を行った。英語の勉強にあたっては地元の中学校で教

えている外人教師につき簡単な日常会話を習った。日本の原風景が残る、奥の

細道など足もとの資源などを外からの目で見、さらにしっかり説明できるよう

にする必要性も指摘された。 

 

⑤ 有識者モニター意見交換会：平成21年2月6日18時 於：大沼旅館 

出席者： 

《有識者》 

旅行作家 野口冬人氏 

(株)トラベルニュース社 代表取締役 奥防一広氏 

(株)ツーリズム・マーケティング研究所 井門隆夫氏 

《コンソーシアム・メンバー》 

(株)大沼旅館 代表取締役 大沼伸治 

(有)勘七湯 代表取締役 高橋聖也 

(有)紅せん 若女将 遊佐佳子 

(株)ＨＤＳ 代表取締役 大坂弘 
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内容： 

・ 国内においては、若い層が旅行をしなくなってきている。今後新しい旅行

需要を開拓してゆくのは難しいのではないか。 

・ 「湯治」の表記の仕方はもっと自信と誇りを持って日本語表記で通した方

がよい。その例として道後温泉ではカタカナの看板を撤去している。 

・ 外人客を呼ぶのも良いが､今までのお客様を大事にすることが肝心だろう。 

・ お客のデータの分析が必要。 

・ 食事もカロリー表示をするなど工夫が必要。 

・ １泊２食のスタイルから脱却すべきだ。 

・ お客の嗜好に合わせたサービスの再考が求められる。 

・ どんな温泉地でも、新たなスタイルに変えてゆくには 10 年はかかる。じ
っくり温泉地づくりをしていって欲しい。 

など貴重な意見が数多く出された。 

中でも特に参考となったものは、海外に認知させることを否定するものではな

いが「湯治文化」を国内で再認識させる展開を行うことが重要である、という点

である。 

 

６）本事業と関連しておこなった事業 

 １．町並みを飾る「Japan Toji Village」英語看板製作事業 
 ２．英語表記の湯治場マップ（現在作成中で平成 21年 3月下旬完成予定） 
 ３．湯治コンシェルジュの設置及び育成 

 

３．事業の結果 

 

１）事業実施期間 

平成 20年 10月 2日～平成 21年 2月 26日 
 

２）サイトへのアクセス数、利用者数 

ＨＰのログを解析した結果（平成 21年 1月～2月）は以下のとおりである。 
アクセス数については述べ 703件で Yahoo google goo等大手検索エンジンから
のものが約 400 件で全体の６割を占め、その際利用されたキーワード検索が 410
件で「ニッポン TOJI むら」が多数を占め、関連する「湯治」「TOJI」を含むキ
ーワードが使用されており、各メディアからの情報によるものと考えられる。し

かし、中には「東鳴子温泉」「温泉」「湯治」などが使用されていることもあり、

今後の SEO 対策※次ページ次第によってはアクセスアップを期待できる要素は充分
あると思われる。 
また、ページビューは 10,021 件で１アクセス当り 14 ページとなり閲覧者の興
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※ SEO（Search Engine Optimization）対策：検索エンジンで検索される際、自らのウェ

ブサイト・ページがより上位に掲載されるよう工夫すること。 

味の高さがうかがえる。TOPページは 1,372件、「むらの宿泊プラン」954件、
「ニッポン TOJI むらとは」873 件、「むらの宿案内」866 件と上位を占め、中で
も「融通予約」の説明のページが 673件であったことは興味深い。 

 

 

 

３）マスコミ等の露出 

 時事通信社の国内外への配信（英字配信も含む） 

  日本経済新聞社、河北新報、大崎タイムス、「旅の手帖」他 

 

４）販売額など実績データ 販売額 85,000円（１件） 
 

５）利用者の反応 

ベルギーからの 50代前半の夫婦がプチ湯治でお見えになった。奥さんはベルギー
在住 20年の日本人で、世界遺産の都市ブルージュで４室の B＆Bスタイルのホテル
を経営している。日頃の疲れを癒しに日本の温泉を目指してきた。旦那さんは初来

日で湯治はおろか日本文化もほとんどなじみがなかった。通常の外人客であれば、

東京や京都などもっとメジャーな都市に行くのだろうが、今回は奥さんのたっての

願いで温泉に同行することになったという。 
奥さんは、宮城の登米市の出身で、実家に近い温泉地を海外で検索した。その際、

時事通信社の配信した英語の記事を偶然目にし、５泊の予定で東鳴子温泉を訪れた。

今回のニッポン湯治村の連泊や転泊機能について聞いたが、もともと複数館を渡る

予定はなかったので特に気にしなかったという。当初、旦那さんは日本食が食べら

れるか不安だったので、素泊まりコースで予約してきたが、試しに朝食を食べたら

きれいに平らげたので、結局は２食付きで５日間すごした。滞在のはじめはいろい

ろと周辺観光をしたりしていたが、単純に温泉に浸かってのんびりする「湯治」の

ペースが気に入り、外出は散歩程度で「プチ湯治」を楽しまれた。東鳴子温泉は湯

治場風情で店も見るところも特にない。感想を聞いてみたら、静かで落ち着いてお

り、のんびりできていいと言う。ただ残念だったのは、大雪が降ったばかりで長い

散歩ができなかったことだという。 

また「湯治」について感想をうかがってみた。すると、日本が初めての旦那さん

は、自分の顔をなで「見てください、私の肌がこんなにつるつると若返りました」

と笑顔で答えてくれた。ヨーロッパには日本の湯治のように単純に温泉浴し、保養

することによって温泉力を享受するスタイルがなく、大体はマッサージなどの施術

をコンビネーションしたものになっているという。また温泉浴も日本のように裸で

はなく、水着を着てプールのように入るところが多い。今回自分が体験した日本の

シンプルな湯治という入浴保養法は世界に通用する素晴らしいものだと絶賛してい
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た。また外国人は裸で他人と入る習慣がなく、宿に家族風呂があったのがとても良

かったと奥様が話していた。 

こうした外国人の入浴習慣などに宿側が配慮できれば、世界に自信を持って日本

の温泉、湯治を発信できると確信した。また今回幸いだったのは、奥さんが日本人

でベルギー人の旦那さんとの会話を全て通訳してくれたことだ。今後は日本語が話

せない外人客とどうやってコミュニケーションをしてゆくのかが課題である。 

最後に湯治場でのエピソードを一つ。日本の湯治、そして湯治場がすっかり気に

入ったベルギー人の旦那さんは、近くの散髪屋で髪を切りに行ったところ、そこの

主人と同い年ということがわかり、また会話が盛り上がった。すっかり散髪屋でこ

ざっぱりとなった彼は、奥さんと必ずまた来年来ますと笑顔でベルギーへ帰ってい

った。 

また、外人客を受け入れる地元の人々の意識としては、特に外人だからといった

気負いはなく、珍しいお客様がお見えになった、あるいは外国からもわざわざ来て

いただいて嬉しいといった反応があった。ただし前にも触れたが、コミュニケーシ

ョンをとる場合の会話能力がほとんどないので、この部分を外国語版のガイドブッ

クを上手に活用して対応していきたい。 

 

６）事業結果に対する推進主体の自己評価 

当初から当サイトへのアクセス及び予約数の懸念があったが、結果的には     

やはり期待したほどの数はとれなかったことは残念だ。しかしながら、マスメディ

アの露出は、時事通信社の国内外への配信（英文でも配信）をはじめ、日経新聞、

「旅の手帖」、東北一円をカバーする河北新報などで大きく取り上げられた経緯も

あり、湯治の新しい動きがさらに行われているという印象は広まったといえる。 

また利用者の感想でも触れたが、初来日したベルギー人も何の違和感もなく湯治

という日本伝統の温泉保養を楽しんだことは注目に値する。日本はもう一度この伝

統的温泉保養文化に目を向け、本質的な温泉での癒しを行うべきだと感じた。 

また国内での湯治に対する認識は依然として低く、海外への発信も大切だが、い

かに日本人に湯治の楽しさ素晴らしさを伝えるかが大きな課題として残っている。 

 

７）今後の展開 

今後の目標としては、今回作成した「ニッポン湯治村」サイトに、近隣の温泉地

から全国まで参加旅館を増やし、利用者の選択幅を広げてゆきたい。 

その際は、予約受付をＷＥＢのみではなく、電話での受付も可能にし、柔軟に対

応できるようにするなど、まずは東鳴子温泉および周辺の温泉地での実態に合った

予約方法も検討する必要がある。これによって、お客様における予約時の利便性

は確実に増すと思われる。なぜならば、まだまだ湯治を利用する年代はパソコ

ン等になじみの薄い高齢者が多く電話でのアナログ対応を好まれる傾向がある。
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さらに実際の電話での対応のほうが相手の状況も把握でき安心感を得られる効

用があるからである。 

また全国的に展開するとなったら、予約センターを設け利用者の希望に添った

きめの細かい対応が特に滞在利用者には必要と思われる。 

また、予約システムについても今回利用した産業技術総合研究所 サービス工学

研究センターで研究開発されている「融通」予約技術を今後とも継続して利用

するのか、あるいはそうした共通の予約システムは持たず、「ニッポン湯治村」

の理念を共有できる旅館に参加していただき、それぞれ単館の予約システムを

使う湯治のポータルサイトを目指すのかは今後の検討事項になる。その理念の

ガイドラインや参加の呼びかけ方法なども検討事項である。いずれにしても、

「ニッポン湯治村」を日本を代表する湯治のプラットフォームにし、国内外に

湯治の素晴らしさを発信してゆく情報拠点にしてゆきたいと考えている。 

 

平成 21年 4月 18日～20日 
東鳴子温泉にて行われる、代替医療の専門家達が集う講演会及び

ワークショップの告知、参加者の募集（サイトを併用しての募集） 
5月 東北３県での参加宿の拡大予定 
 東鳴子温泉を５軒 

         肘折温泉を５軒 
         秋ノ宮温泉を３軒  計 13軒に参加旅館を増やす予定 

6 月 利用者参加型のプラットフォームを「ニッポン湯治村」内に設
置。温泉地と利用者の情報交換の場をつくり、利用者の温泉地へ

の意見の反映やファン層の形成を促す 
      ７月 SANABURI（さなぶり）祭り予定 
         奥の細道・国際俳句大会開催 
         「ニッポン湯治村」サイトで告知、募集 
      8月 東鳴子温泉において、湯治村塾を開催 
         WEBと連動し、湯治場で学びの機会を提供 
    10月上旬 参加温泉地と連携して「ニッポン湯治村」祭り初開催予定 
    11月中旬 湯治コンシェルジュ研修会予定 
 
＜将来的な展開イメージ＞ 
平成 22年 「ニッポン湯治村」サイト参加温泉地をさらに全国に展開 
      ロンリープラネットにも紹介される 

23年  湯治が日本の伝統的温泉保養文化として世界に認識される 
「ニッポン湯治村」がリーズナブルにリアルジャパンを体験できる滞

在地を紹介しているサイトとして海外の有力な予約サイトと手を結ぶ 


