
YOMIURI ON-LINE / 社会 

マネー
住ま
い

 Ｉ Ｔ 旅行
クル
マ

女性
しご
と

エン
タメ

読書
ワイ
ン

写真

記事検索  半年分無料  YomyClub  メルマガ登録  どんな新聞？  五輪特集 

天気 地図 English サイト案内 イベント 新聞購読 読売新聞へようこそ

特集 一覧 

◆原発事故◆UFJ統
合 
◆北朝鮮　◆イラク
◆夏の高校野球
◆行楽地天気◇ジブ
リ

Web報知

地域情報 一覧 

関　西 北海道

中　部 北　陸 九　州

北海道
宮　城
福　島
群　馬
東　京
富　山
山　梨
静　岡
滋　賀
兵　庫
鳥　取
広　島
香　川
福　岡
熊　本
鹿児島

青　森
秋　田
茨　城
埼　玉
神奈川
石　川
長　野
愛　知
京　都
奈　良
島　根
山　口
愛　媛
佐　賀
大　分
沖　縄

岩　手
山　形
栃　木
千　葉
新　潟
福　井
岐　阜
三　重
大　阪
和歌山
岡　山
徳　島
高　知
長　崎
宮　崎

YOL広告ガイド

下がらぬマンショ
ン

ＵＦＪ行員残酷物
語 

月刊YOMIURI PC
標準設定を見直

せ！

 TOP > 社会 

水道水沸かして「天然温泉」…伊香保温
泉の一部で

　群馬県伊香保町の伊香保温泉で、水道水やわき水などを沸かしただ
けなのにもかかわらず、「天然温泉」と受け止められるような表示や宣
伝をしていたホテル・旅館が複数ある疑いが強まり、群馬県が伊香保町
などを通じて事実確認に乗り出した。 

　そもそも温泉ではない水道水やわき水を使った場合には温泉法の網に
かからないため、「温泉」と名乗っても同法違反にはならないが、「消
費者を惑わす意図があれば問題」として、県は対応を検討することにし
ている。 

　同町によると、「伊香保温泉地域」内にあるホテル・旅館は５５軒。
水道水やわき水を使っていたとされる施設はこのうちの７軒で、７軒の
施設については、温泉の場合には納入が義務づけられる入湯税を町も徴
収しておらず、町観光課は「水道水や井戸水、わき水などを沸かしてい
る施設」としている。 

　町内の源泉は、４００年の歴史があるとされる茶褐色の「黄金（こが
ね）の湯」（４５―６５度）と、１９９６年から利用され始めた無色透
明の「白銀（しろがね）の湯」（１０―１８度）の２種類。 

　関係者によると、７軒の大半は、後発の「白銀の湯」が利用される以
前には、鉱泉などを沸かして利用する組合に所属していた。しかし、
「白銀の湯」の源泉としての利用が始まり、この源泉を管理・分配する
新しい組合が出来た際に組合から離脱して沸かし湯を始めたという。こ
のほか、源泉を引き込む自前の施設が故障したりしたため、始めたとこ
ろもあった。 

　「離脱組」の１軒は９６年から、水道水と敷地内の地下水を混ぜて沸
かしていたが、「客を欺いた」として、今月６日に「白銀の湯」の源泉
の管理を行う伊香保温泉事業協同組合への加盟を申し込んだという。 

　ほかにも、パンフレットに「天然温泉」と記載したり、ホームページ
に温泉としての効能を思わせる表記や、実際には徴収していない入湯税
料金を記載したりするところもあった。 

　ただし、７軒のうちには建物内では源泉を使っていないことや、わき
水の沸かし湯であることなどを掲げて「説明している」という例もあっ
た。 

　伊香保温泉は、昨年は約１３０万人が訪れた。 

 (2004/8/9/14:54　読売新聞　無断転載禁止)
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井戸水加熱で「温泉」…福岡県「天然の
温泉村」に警告

　公正取引委員会は９日、ボイラーで沸かした井戸水を温泉と偽って
いたとして、福岡県二丈町の公衆浴場経営会社「天然の温泉村」（鹿田
修史社長）に対し、景品表示法（優良誤認）に基づく警告を出した。 

　公取委が公衆浴場に警告するのは全国初。 

　公取委によると、同社は同町で「松邦の湯」、那珂川町で「泉乃湯」
を経営し、ともにオープン以来、看板やチラシに「天然温泉」「泉質　
単純硫黄泉」と記載していた。同社は「原鶴温泉（福岡県杷木町）から
湯を運ぶ計画だったが、頓挫したため」と釈明したという。 

 (2004/8/9/21:28　読売新聞　無断転載禁止)

社会 最新記事

◆前橋のアパートで発砲、背中などを撃たれた２人が重傷(8/14 23:21)
◆福井・芦原温泉の旅館２軒、井戸水沸かして「温泉」(8/14 21:18)
◆山形・上山で「山びこ学校」の石碑除幕(8/14 21:02)
◆日本の医師免許ない世界的権威、神戸で心臓手術に参加(8/14 20:55)
◆山形大教授が女子学生にセクハラ、学長に報告せず退職(8/14 20:00)

◆書の成り立ち学ぼう…東京で「親子書道教室」開催(8/14 19:52)
◆青森・深浦で素潜り、岩場に手を挟まれ秋田の男性水死(8/14 19:24)
◆羽田空港に到着の全日空ジャンボ、エンジンから煙(8/14 19:21)
◆「息が苦しい」…岩手・早池峰山で、登山の６０歳死亡(8/14 19:14)
◆ヘリ墜落で現場検証を要請…沖縄県警、米兵３人送検へ(8/14 15:24)
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YOL広告ガイド

下がらぬマンショ
ン

ＵＦＪ行員残酷物
語 

月刊YOMIURI PC
標準設定を見直

せ！

 TOP > 社会 

群馬・水上温泉でも…４軒湯沸かし

　群馬県の伊香保温泉で、一部の旅館・ホテルが水道水などの沸かし
湯を「天然温泉」と受け止められる表示をしていた問題で、同県水上町
の水上温泉の４軒のホテルや旅館の浴場でも水道水や井戸水を沸かして
使っていたことが１０日、水上温泉旅館協同組合の聞き取り調査でわ
かった。 

　うち１軒は前町長が経営するホテルで、２年前から管理組合内部の問
題で温泉を使用できなくなり、水道水を使用していたが、そのまま「温
泉」を名乗っていたという。聞き取り調査に対し、客から入湯税も徴収
していたと話しているという。他の３軒は入湯税を徴収していなかっ
た。 

　同組合の須藤彦文専務理事は「町とも相談して適切に対応したい」と
話している。 

 (2004/8/10/23:18　読売新聞　無断転載禁止)

社会 最新記事

◆前橋のアパートで発砲、背中などを撃たれた２人が重傷(8/14 23:21)
◆福井・芦原温泉の旅館２軒、井戸水沸かして「温泉」(8/14 21:18)
◆山形・上山で「山びこ学校」の石碑除幕(8/14 21:02)
◆日本の医師免許ない世界的権威、神戸で心臓手術に参加(8/14 20:55)
◆山形大教授が女子学生にセクハラ、学長に報告せず退職(8/14 20:00)

◆書の成り立ち学ぼう…東京で「親子書道教室」開催(8/14 19:52)
◆青森・深浦で素潜り、岩場に手を挟まれ秋田の男性水死(8/14 19:24)
◆羽田空港に到着の全日空ジャンボ、エンジンから煙(8/14 19:21)
◆「息が苦しい」…岩手・早池峰山で、登山の６０歳死亡(8/14 19:14)
◆ヘリ墜落で現場検証を要請…沖縄県警、米兵３人送検へ(8/14 15:24)

社会面一覧  

購読申し込みもインターネットでどうぞ  

注目情報 【PR】 
■メジャー攻略に使わ
れたゴルフクラブや
ボールが一挙に当た
る！

■子育てや家庭が学べ
る通信制大学で「学
士」が取れるってホン
ト？

編集長のおすすめ

◆健闘及ばず…
◆感染症は自己防衛
◆親子で野菜デザー
ト
◆建物の仲介手数料
◆新社長・ ドコモ
◆投扇興をご存じ？
◆私流・高杉碧さん
◆キャンディートイ
◆ことばのこばこ

データベース
文書館 ｜ 写真館
スクールヨミダス
読売新聞CD-ROM

版

大手小町
女性の単独行動 

＠マネー
401Kの運用方法 

ホームガイド
仲介手数料は必

要？ 

医療・介護
視覚に配慮した住

宅 

ネット＆デジタル
新作ゲーム情報 

@CARS
発売前の新車公開 

旅ゅーん！
トルコの絶景避暑

地 

ワイン＆食
ワインを語る 

エンタメ
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地下水沸かし「温泉」と表記…山梨・石
和温泉のホテル

　山梨県石和町の石和温泉にある「ホテルうかい」が地下水の沸かし
湯を使いながら、パンフレットなどに「温泉」と表記していたことが１
３日、石和温泉旅館協同組合の調査で分かった。 

　同ホテルは客室１４室の中堅で、１９８３年に割烹（かっぽう）料理
店から宿泊施設になった。１３年前に本格的な浴場を整備したが、当初
から地下水を沸かしていた。 

 (2004/8/14/01:41　読売新聞　無断転載禁止)

社会 最新記事

◆前橋のアパートで発砲、背中などを撃たれた２人が重傷(8/14 23:21)
◆福井・芦原温泉の旅館２軒、井戸水沸かして「温泉」(8/14 21:18)
◆山形・上山で「山びこ学校」の石碑除幕(8/14 21:02)
◆日本の医師免許ない世界的権威、神戸で心臓手術に参加(8/14 20:55)
◆山形大教授が女子学生にセクハラ、学長に報告せず退職(8/14 20:00)

◆書の成り立ち学ぼう…東京で「親子書道教室」開催(8/14 19:52)
◆青森・深浦で素潜り、岩場に手を挟まれ秋田の男性水死(8/14 19:24)
◆羽田空港に到着の全日空ジャンボ、エンジンから煙(8/14 19:21)
◆「息が苦しい」…岩手・早池峰山で、登山の６０歳死亡(8/14 19:14)
◆ヘリ墜落で現場検証を要請…沖縄県警、米兵３人送検へ(8/14 15:24)
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福井・芦原温泉の旅館２軒、井戸水沸か
して「温泉」

　福井県あわら市の芦原温泉の旅館２軒が温泉法に基づく県の許可を
取らずに井戸水を沸かして使っていることが１４日、分かった。 

　パンフレットなどには温泉の効能などを記しており、県は近く、不当
景品類及び不当表示防止法違反の疑いで、立ち入り調査する。 

　県などによると、２軒はそれぞれ、泉質を「弱アルカリ低張性温泉」
「ナトリウム泉」とし、効能を「リューマチ、胃腸病」などとうたって
いる。 

　うち１軒は「約３０年前に温泉用の井戸を掘ったが、許可申請しな
かった。成分分析で、温泉の要件は満たしており、今年４月に県に許可
申請した」と話している。もう１軒は、３年前に経営者が変わり、新た
に井戸を掘ったが、許可を取っていなかった。 

 (2004/8/14/21:18　読売新聞　無断転載禁止)

社会 最新記事

◆前橋のアパートで発砲、背中などを撃たれた２人が重傷(8/14 23:21)
◆福井・芦原温泉の旅館２軒、井戸水沸かして「温泉」(8/14 21:18)
◆山形・上山で「山びこ学校」の石碑除幕(8/14 21:02)
◆日本の医師免許ない世界的権威、神戸で心臓手術に参加(8/14 20:55)
◆山形大教授が女子学生にセクハラ、学長に報告せず退職(8/14 20:00)

◆書の成り立ち学ぼう…東京で「親子書道教室」開催(8/14 19:52)
◆青森・深浦で素潜り、岩場に手を挟まれ秋田の男性水死(8/14 19:24)
◆羽田空港に到着の全日空ジャンボ、エンジンから煙(8/14 19:21)
◆「息が苦しい」…岩手・早池峰山で、登山の６０歳死亡(8/14 19:14)
◆ヘリ墜落で現場検証を要請…沖縄県警、米兵３人送検へ(8/14 15:24)
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秘湯・白骨温泉　入浴剤騒動ルポ

　白骨温泉は元々、「白船」と呼ばれていた。湯船の中が温泉の成分で白くなるためだという。名称
の由来からも、誰もが天然と信じていた白濁のお湯が、実は、入浴剤によるものだったら…。「秘
湯」として名高い長野県・白骨温泉で起きた入浴剤混入騒動を追うと、日本のお寒い温泉大国事情の
一端が見えてきた。　（蒲　敏哉）

　つづら折りの山道をのぼり、トンネルをいくつもくぐり抜けると、標高約一四〇〇メートルの緑の
谷間に白骨温泉はあった。三連休最後の十九日朝、入浴剤を入れていたという公共露天風呂をのぞく
と、お湯は抜かれ、入り口の張り紙には「しばらくの間、休業いたします」と書かれていた。

　問題の発端は十二日、週刊誌が、この風呂が一九九六年ごろから草津温泉を原料にした入浴剤を入
れていたことをすっぱ抜いたのがきっかけだ。その後、地元の安曇村村長が温泉旅館組合長を務めて
いた時代から混入が行われ、村長が経営する旅館など二館でも使っていたことが発覚した。

　入浴剤を使っていた旅館の責任者（２６）は、いきさつをこう説明する。

　「公共風呂のお湯が透明になったため、どうしようという話になったとき、この風呂の従業員が入
浴剤のことを聞きつけてきて使ったのが始まりだ。うちも一時ポンプの加減が悪くて白色が足りなく
なったとき同じものを入れるようになった。『白骨なのになんで透明なのか』というクレームに応え
るためで、悪意はまったくなかった」

　村長は旅館にこもったままだ。専務として村長の旅館経営にたずさわる長男（３７）が代わりに
「宅配便で、温泉組合に入浴剤が運ばれていることは知っていた。旅館の川沿いの露天風呂の色が薄
くなったため、自分の判断で入れていたが、おやじに断ると『そうか』くらいの返事だった。特別な
薬品でもなく、あくまで顧客サービスの一環と考えていた」と答える。

■経営者に不安「ファン離れる」

　白骨温泉は江戸時代の中期から営業されているといわれ、石灰分で湯船が白くなることから元々は
「白船」と呼ばれていた。沈殿物が柱状になるので「白骨」ともいわれるようになり、中里介山（一
八八五－一九四四）が小説「大菩薩峠」で白骨温泉の名を使ってから、こちらの名称が定着するよう
になったという。

　そんな白骨の名を汚す入浴剤問題の発覚で、さぞや来客は減っただろうと思いきや、温泉に通じる
林道は数珠つなぎの大渋滞だ。温泉街入り口の約八百メートル手前から温泉組合の職員が誘導する。
連休とあって十七、十八日は十三軒ある旅館は満室状態だ。日帰り用の風呂も、名前を書き込んで一
時間待ちの盛況ぶりだ。

　ある旅館の経営者は「キャンセルどころか、テレビに取り上げられるようになってから一日二十件
以上の問い合わせがある」と戸惑いながら、「話題になっているところを見ようとするやじ馬特需で
はないか。これから本格的なシーズンを迎えるが、本当のファンが離れていってしまわないか長い目
で見ると心配です」と胸中を明かした。

　実際に、日帰り客用の温泉に入ってみた。色は文字通り白濁し、硫黄のにおいもイメージそのもの
だ。ここの従業員は「源泉は十数カ所あり色はそれぞれ異なる。入浴剤を入れたところは、透明なお
湯だが、うちは本物です」と説明するが、長野県松本市から来た主婦（２０）は「もう白い温泉はみ
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んな入浴剤入れてるように思えちゃうね…」。

　大騒ぎとなった入浴剤混入問題だが、法的には処分の対象にならないのか。

　環境省の担当者は「温泉法上では、加水、加温、塩素消毒のための薬剤投入は認められている。で
は、入浴剤はどうなのかというと明確な基準はなく、線引きは難しい。極端な話、バスクリン入れ
たって違法ではないわけです」としながら「今回のケースは法以前の常識の問題。全国調査するにし
ても『はい、やってます』と正直な答えが返ってくるかは疑問で、調査も実効性があるとは思えな
い」と複雑な表情を見せる。

　入浴剤を混入していた公共露天風呂は源泉の変更の届け出がなかった点については温泉法に抵触す
るものの、長野県松本保健所の担当者は「『犯意』があったわけでなく、自動車免許の書き換えを忘
れていた程度の問題」とし、「今回の件は『裏切られた』という声がある一方で、『この程度のこと
は』という擁護の声もある」と、どこか慎重だ。

■温泉地の得意先「答えられない」

　だが、問題は「この程度のこと」という軽い認識で入浴剤混入がどこまで広がっているかというこ
とだ。長野県の田中康夫知事は記者会見で「ブランドは、実体のあるイメージそのものがフェイク
（にせもの）だったと判明したときに瓦解する」と三菱自動車の事故隠しも例に挙げ、危機感をつの
らせている。

　実際に、入浴剤を納めた群馬県草津町のメーカーに事情を聴くと、「うちは草津温泉を原料にして
ますから全国の浴場でも人気が高く、銭湯やスーパー銭湯にも販売している」と説明。「では温泉地
ではどこに」とたずねると「具体的な得意先は答えられません」との答えが返ってきた。

　全国約四千四百カ所の温泉に入った札幌国際大学の松田忠徳教授（温泉学）は「白骨温泉は、私の
番付で東前頭筆頭格。全国でも非常に良質な温泉のはずでした。かつて愛知県吉良町で水道水を温泉
と偽ったり、宮崎県日向市の温泉施設でレジオネラ菌で多くの死者、感染者を出したケースがあった
が、有名温泉地が故意にやったという意味で今回が一番悪質。モラルもここまで落ちてきたかという
象徴的事件」と問題を重視する。

　その上で「温泉は最初はみな無色透明で、その後酸化して白くなる。白濁しているというのはお湯
が古い証拠。イメージだけ追い求め、温泉の本質が分かっている人が全国の経営者にほとんどいない
のが根本問題です」と指摘する。

■源泉成分の表示　浴槽ごとに必要

　温泉表示の適正化を目指す「源泉湯宿を守る会」の平野富雄会長も「全国約一万五千の温泉施設の
うち、源泉のみを使い、循環もしていないのは数％」と現状を明かし、最近の温泉ブームについて危
ぐする。

　「貸し切りや、温泉付き個室が人気で、使用する湯量は増えざるをえない。源泉からの湯量が一定
なのに、どうして全部、温泉と言い切れるのか。温泉法は、源泉成分の表示は義務づけているが、浴
槽ごとの成分を示さなければ消費者本位になっていない」

　今回の入浴剤混入に対する行政の姿勢に、温泉大国の抱える本質的な問題があるとみて、こう警告
する。

　「消費者を長年にわたり欺いた行為は、明らかに虚偽表示。村長が謝罪するだけで、国や、県はど
うして明確な罰則規定を適用しないのか。そこには業界と行政の長年のなれ合いがあるのではない
か。極めて良心的な個人温泉旅館がある一方、都心では相次いで浴槽の成分も不明瞭（めいりょう）
な大型温泉施設ができている。今回の問題を教訓に情報開示方法が見直されないと、日本の温泉は信
頼を失い、誰も行かなくなるだろう」
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