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鳥瞰図に見る洞爺湖温泉街の変遷
The change of hotels in Toyako spa area drawn on some birds eye views
藤本 和徳
Kazunori Fujimoto
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Key words：Toyako Spa, bird' s eye view, history, hotel, Showa

Ⅰ

まえがき

本鳥瞰図に描かれている旅館・ホテルは，西側（左
側）より，「観光ホテル」，「万世館」，「富士屋」，「中

洞爺湖温泉では，温泉水湧出のきっかけとなった

央館」，「第一ホテル」，「洞爺湖温泉ホテル」の6施設

1910年の有珠山噴火から100年が経過し，区切りの年

である．これら施設は，鳥瞰図裏面の案内文に主た

を迎えている．これまでに旅館・ホテル，保養所・寮，

る温泉旅館として紹介されている．

共同浴場，料理・飲食店，病院，土産物店，アパート，

鳥瞰図に描かれた建物の位置はもちろん形状も忠実

個人住宅などの多くの施設で，温泉水が利用されてき

に描かれている．第2図に「洞爺湖温泉ホテル」の絵

たが，温泉街の繁栄の象徴といえる旅館・ホテルを中

と写真を示す．絵には東側（右側）から二階建てで大

心に温泉街の変遷を整理する．

きさ（長さ）の異なる2棟の客室棟と，湯気が立ちの

現在の洞爺湖温泉の旅館・ホテルは，温泉街を横断

ぼる浴室が描かれている．写真にも同様に客室棟が

する道道2号線を境に，湖側に位置する大規模なもの

2棟と，天窓がある浴室がみられる．次に，「第一ホテ

と，山側に位置するこれらより規模の小さなものとに

ル」の絵と写真を第3図に示す．絵には東側から浴室，

分けられ，それぞれが特色を生かして共存している．

一階建て客室棟，二階建て客室棟，三階建て客室棟の

かつてのように，温泉地を訪れる人が多く，多くの旅

順番に描かれており，写真も同様である．「第一ホテ

館・ホテルの経営を可能にした時代が過ぎ，訪れる人

ル」の玄関が写った写真（第4図）には，二階建て客

の減少及び温泉地に求めるものの多様化への対応によ

室に繋がる玄関と一階建て客室に繋がる玄関及び木の

り，旅館・ホテルは淘汰され，現在の洞爺湖温泉は，

塀が写っており，絵にはこれらが忠実に描かれている．

温泉街の旅館・ホテルとしての成熟した姿といえるで

虻田町史によると，「第一ホテル」は，この地で最

あろう．

も古い大正6年に開業した「竜湖館」が昭和2年に「一

変遷の整理にあたっては，草創期，発展期，隆盛期

号館」に改称し，昭和10年に本名称に変更したもので

に分け，それぞれ温泉街の様子が描かれている鳥瞰図

ある（札幌鉄道局発行の「有珠岳と洞爺湖」には，昭

を基にまとめる．

和8年版に「一号館」，昭和9年版に「第一ホテル」と

いずれの鳥瞰図も温泉街を南側から眺め，背後には

記載されている．）．第5図は「一号館」の写真であり，

洞爺湖と羊蹄山が描かれている．歪んで描かれている

「第一ホテル」は「一号館」が増築されたことが解る．

ところがあるが，細部には時代を表した多くのことが

「中央館」と「洞爺湖温泉ホテル」は昭和2年に，「観

らが正確に表現されており，これらを読み解いていき

光ホテル」，「万世館」，「富士屋」は昭和4年に開業し

たい．

ている．このうち，「中央館」，「洞爺湖温泉ホテル」，
「富士屋」は昭和7年に経営者が変わっている．

Ⅱ

草創期の洞爺湖温泉（昭和12年頃の様子）

昭和4年5月に土産物品店の更正堂百貨店が発行した
「北海の絶勝洞爺湖案内」には，主な旅館として「一

鳥瞰図「景勝の洞爺湖温泉」（第1図）は鳥瞰図絵師
金子常光により描かれたもので，書簡図絵「湖郷は
招く洞爺湖温泉」の中に収められている．大きさは
147mm×528mmである．書簡図絵とは表面に鳥瞰図，

号館」，
「元湯」，
「不二見館」，
「中央館」，
「高橋望羊館」
の名前が記載されている．
また，虻田町史には，鳥瞰図に描かれた6施設以外
で昭和4年以前に開業した旅館・ホテルとして，「望羊

裏面に当該地の案内が書かれ，葉書程度の大きさに折

館」（大正10年開業），「竹沢旅館」（大正14年開業），

りたためるものである．裏面には通信欄も用意されて

「山形屋旅館」（昭和3年開業）が紹介されている．「望

おり，切手を貼り郵便物として投函することができる．

羊館」は大正12年に経営者が変わり，名称も「元湯」

昭和12年6月15日に洞爺湖温泉観光協会が発行したも

に変わっている．望羊館の経営者は旅館売却後，新た

のである．

に湖畔で「（高橋）望羊館」の名称で旅館を始めて

24

北海道地質研究所報告，第82号，23-33，2011




!`a$X[





;$

}`a$X[>

 `a$X[
 








 I
 

!
"






いる．「竹沢旅館」は昭和8年に廃業している．

西丸山がある．この場所では，地下のマグマ活動で地温

第6図は，第1図に描かれている旅館・ホテルを現在

が上昇して温泉水が形成され，温泉水の水位が洞爺湖の

の道路・湖岸図に投影したものである．更に，虻田町

湖水レベルとほぼ等しいことから湖岸に自然湧出し，

史に「昭和5年当時の施設」として描かれている「竹

温泉水の発見に繋がっている．この湖岸は第6図の「洞

沢旅館」，「元湯」，「山形屋旅館」，「（高橋）望羊館」

爺湖温泉ホテル」から「（高橋）望羊館」のあたりで，

も投影する．

旅館・ホテルは自然湧出地付近に先ず建設されており，

1910年の有珠山噴火活動域の一つに湖畔に接近した

平坦な土地の多い西側に広がっていくことを予感させる．

鳥瞰図に見る洞爺湖温泉街の変遷（藤本
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旅館・ホテルの泉源については，虻田町史に「昭和

の室蘭本線の一部）の全線開通に伴い開設した国鉄虻

11年から12年にかけての洞爺湖温泉町の旅館図」の中

田駅に連結されたものである．これにより温泉への交

に8泉源の記載がある．「観光ホテル」は旧停車場通り

通の便が飛躍的に向上した．電車の開通に合わせて床

の東側で湖畔から数100m山側の1泉源（電気鉄道（株）

丹温泉から洞爺湖温泉と呼ぶようになったと推測する．

泉源）から給湯されている．「万世館」と「富士屋」

電車は昭和16年にバスに転換され廃止されている．洞

は四十三山通りの東側で施設から100m程度山側の1泉

爺湖電気鉄道株式会社はゴルフリンク，野球場，テニ

源（高石氏所有泉源）から給湯されている．この泉源

スコートの経営や温泉源の開発も行い，温泉街の発展

は他の施設にも配湯している．「中央館」は敷地内の

に寄与している．洞爺湖駅からまっすぐ湖畔に延びた

1泉源を利用している．「第一ホテル」と「洞爺湖温泉

旧停車場通りの湖岸近くに位置する「観光ホテル」も

ホテル」はそれぞれの敷地内の2泉源を利用しており，

同社の経営である．

このうち，それぞれの1泉源は自然湧出で，湧出口で

鳥瞰図裏面の案内文には，旗亭（料理店）やカフェー

浴用として利用している．この他，「竹沢旅館」の付

として一二三，三浦屋，花月，松月，五月が一流所と

近にも自然湧出の1泉源がある．自然湧出以外の泉源

紹介されている．名称からして，後に開業される旅館

は，手掘りにより湖水レベルまで掘られたもので，ポ

の前身と考えられる．案内文には，この他，洞爺湖温

ンプ揚湯で利用されていた．洞爺湖温泉利用協同組合

泉の沿革，交通，温泉の成分・効能，洞爺湖や有珠山

創立二十周年記念誌（以下，二十周年記念誌と記載）

などについて紹介されている．これらの内容は，虻田

によると，上述以外に「望羊館」所有の自然湧出泉源

村保勝会（保勝とは景勝地を保護するの意味）が発行

があったことと，「山形屋旅館」が高石氏所有泉源か

した「洞爺湖温泉案内（発行年の記載は無いが，「愛

らの給湯であったことが記載されている．

国婦人会療養所」及び「第一ホテル」の記載があるこ

昭和2年に発行された全国版の「温泉案内」には床

とから昭和10年頃の発行と推測する．）」に記載されて

丹温泉にある施設として，「一号館」，「元湯ホテル」

いる内容とほぼ一致しており，虻田村保勝会が洞爺湖

が紹介されている．大正8年及び同9年発行の温泉案内

温泉観光協会に改組したと考えられる．

書には当温泉の記載は無く，全国的に認められるよう
になったのは昭和初期といえるであろう．

Ⅲ 発展期の洞爺湖温泉（昭和30年代前期の様子）

昭和5年7月発行の「日本温泉案内東部編」には洞爺
湖温泉として紹介され，文章の中に温泉はもと床丹

第7図A，Bは遊覧記念のパンフレットの一部である．

温泉と言ったのを近時改称したとある．施設として

第7図Aは，洞爺湖遊覧船株式会社が発行した「遊覧

は前述の「中央館」，「望羊館」，「元湯ホテル」，「一号

船乗船記念」に描かれており，タイトルが「国立公園

館」，「洞爺湖温泉ホテル」の他に「丸大旅館」，「昭和

洞爺湖温泉案内図」と付けられている．大きさは247

館」，
「温泉クラブ（洞爺湖電気鉄道（株）経営）」の名

mm×762mmで，八折りされている．裏面には北海道

称が見られる．このうち，「丸大旅館」は「富士屋」

観光周遊案内図が描かれている．第7図Bは，洞爺湖

の創設者の屋号が丸大であり，設立時には「富士屋」

遊覧船企業聯（連）合組合が発行した「洞爺湖遊覧船

ではなく「丸大旅館」と呼んでいたと思われる．「温

乗船記念」に描かれている．大きさは239mm×740mm

泉クラブ」は「観光ホテル」の前身と思われる．「万

で，六折りされている．裏面には北海道三大国立公園

世館」の記載は見られないが，文章の中に「その他新

案内図が描かれている．

築中のものもある．」と書かれている．
市街地西側に「湖南荘」が描かれている．詳細は不

虻田町史および二十周年記念誌より，第7図が描か
れた時期を推測する．市街地にある「湯本ホテル」は，

明であるが，泉源から離れていることから温泉は未利

後の「辰美旅館」の位置であることから，昭和33年に

用と思われる．

開業した「湯本ホテル」では無く，昭和28年に開業し

「湖南荘」の向かいには「（洞爺湖）温泉病院」が

た「湯本ホテル」である．さらに，昭和31年開業の

描かれている．社会福祉法人北海道社会事業協会洞爺

「千代本」と「昭和新山ホテル」が描かれていること

病院の沿革が掲載されている同院のホームページを

から，昭和31 ～ 33年に年に描かれたものである．第7

参考にすると，昭和5年に愛国婦人会が「洞爺湖温泉

図Aと第7図Bでは「（旅館）グランドトーヤ」の位置

診療所」を，この地に創立し，昭和10年に「洞爺湖温
泉病院」と改称している．
国鉄虻田駅から見晴駅を経由して三角屋根が特徴的

が異なるが，これは第7図Aの位置から第7図Bの位置
（第7図Aの「ひげや旅館」の位置）へ移動したためで
あり，第7図Bは第7図Aより新しいことが解る．第7図B

な洞爺湖駅までと，洞爺湖駅から湖畔貨物駅までの

にだけ描かれている「レークハウス」は昭和32年に開

電車軌道が描かれている．この電車は洞爺湖電気鉄道

業している．同じく「三菱寮」と「観光館」も昭和32

株式会社が，昭和4年1月に開業したもので（小熊，

年に開業している（壮瞥町史）． 従 っ て， 第7図Aは

1963），昭和3年に国鉄長輪線（長万部と輪西間，現在

昭和31年，第7図Bは昭和32年の様子が描かれている

鳥瞰図に見る洞爺湖温泉街の変遷（藤本

と推測する．

和徳）
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本鳥瞰図が描かれた昭和31年には，18泉源が利用さ

次に，旅館・ホテルの変遷を整理する．まず，第1

れていた（鈴木ほか，1957）．四十三山通りの東側に

図に描かれていた6施設について述べる．洞爺湖町と

6泉源，西丸山の湖畔側に5泉源，四十三山通りとその

壮瞥町の町界は「富士鉄会館」と「湖翠荘」の間であ

西側の通りの間に2泉源，西側の通りと旧停車場通り

る．洞爺湖町側に位置する「富士鉄会館」は，第1図

の間に5泉源あった．

では「第一ホテル」である．昭和16年に日本製鐵が買

温泉街の西側に「（北海道）教員保養所」がある．

収し「日鉄会館（洞爺会館）」と改称され，従業員等

この場所は，第1図のゴルフリンクが，大きく弧を描

の宿泊に利用されていた．その後，日本製鐵の財閥解

いた国道により分断された西側に位置する．昭和18年

体で昭和25年に発足した後継会社の富士製鐵が引き継

に開設した北海道教職員の結核療養施設である．

いだものである．現在，この場所に建物は無く駐車場

第1図に描かれた「温泉病院」が第7図では「愛国病

になっている．壮瞥町側に位置する「湖翠荘」は，第

院」と記載されている．「洞爺湖温泉病院」は昭和17

1図の「洞爺湖温泉ホテル」を昭和19年に日本製鐵が

年に愛国婦人会が解散され，財団法人北海道社会事業

同社の保養施設として買収して改称したものである．

協会の「洞爺愛国病院」として継承されている．

現在，「新日本製鐵湖翠荘」として存在している．第

第7図Bには，壮瞥町域の湖畔から丘陵に破線で囲

1図に描かれた「中央館」は，昭和19年に北海道電力

まれた「壮瞥温泉観光都市計画地」がある．バナナ・

に買収されたが，昭和20年に焼失し復興しなかったた

ワニ園，資料館，火山博物館が見られる．また，昭和

め，第7図には描かれていない．「万世閣」は第1図で

新山の麓に有料道路の計画が見られるが，実現には至

は「万世館」である．昭和16年に経営者が変わり改称

らなかったようである．昭和新山の麓には地熱利用植

している．「観光ホテル」は第1図でも同名であるが，

物園が描かれている．この植物園は昭和31年に昭和新

昭和17年に経営者が変わっている．「富士屋」は名称，

山の地熱を利用して作られたもので，当初は水稲の品

経営者も変わらず，同場所に描かれている．なお，

種改良事業を行っていたが，成功に至らず，昭和35年

「万世閣」と「観光ホテル」は，現在も同場所で同名

に熱帯植物栽培事業に切り替え，バナナ等の熱帯植物

で営業している．
「富士鉄会館」（元「第一ホテル」）の西側に「温泉

の栽培とワニ等の熱帯の動物の飼育を行い，観賞に供
している（壮瞥町史）．

ホテル」，「湖翠荘」（元「洞爺湖温泉ホテル」）の東側

また，第7図Bには，洞爺湖町域の山側に「洞爺温

に「第一ホテル」と，元存在したホテルと同名のホテ

泉園地計画予定地」があり，四十三山展望台経由で大

ルが近接してある．「第一ホテル」の詳細は不明であ

有珠に向かうケーブル予定線が描かれている．一方，

るが，「温泉ホテル」は，2010年まで同場所で，「トー

第7図Aには，大有珠から東側，すなわち壮瞥町域に

ヤ温泉ホテル」の名称で営業していた．

ケーブルカーが描かれており，両町で誘致合戦が繰り

昭和4年以来，旅館・ホテルの新設は無かったが，

広げられていたことが想像される．

昭和19年に「一二三旅館」，昭和20年に「松月旅館」，

桟橋は温泉街の西側より駅前桟橋，中央桟橋，観光

昭和22年に「青湖荘」，昭和23年に「温泉ホテル」が

船桟橋，遊覧船桟橋と，昭和新山の麓に新山桟橋があ

開業している．昭和22年からは，昭和36年まで，毎年

る．運航船を経営する会社は2社あり，観光船桟橋の

1 ～ 2の旅館・ホテルが新設されている（二十周年記念

近くに観光船KK（洞爺湖観光船株式会社），遊覧船桟

誌）．

橋の近くに遊覧船KK（洞爺湖遊覧船株式会社）があ

第7図Aには旅館・ホテル，保養所・寮が28施設，

り，中央桟橋の近くに遊覧船組合があった．

第7図Bには31施設が描かれている．第7図Aにだけ描

この鳥瞰図が描かれた昭和30年代前期は，戦後の復

かれている施設は「ひげや旅館」，「光風館別館」，第

興と共に始まった旅館・ホテルの新設が継続しており，

7図Bにだけ描かれている施設は「観光館」，「三菱寮」，

温泉街が発展中の時期といえる．また，昭和18 ～ 20年

「山形屋」，「レークハウス」，「水明閣」である．
発展期の前期にあたる昭和24年の泉源状況が，二十

にかけての昭和新山誕生，昭和24年の国立公園指定も，
温泉街の発展に影響を与えた要因である．

周年記念誌に「洞爺湖温泉町配泉管分布図」に示され
ている．7泉源が利用されている．湖岸には，「富士鉄

Ⅳ 隆盛期の洞爺湖温泉（昭和40年代前期の様子）

会館」，「湖翠荘」，「湖月」の自家用泉源がそれぞれ
1泉源ある．四十三山通りの東側には旅館組合系

第8図A，B，Cは，いずれも洞爺湖遊覧乗船記念と

とされた1泉源が「万世閣」を含めた7箇所に配湯して

書かれた冊子状のパンフレットの中に，三つ折りで挿入

いる．この泉源の湖側に遊佐系とされた1泉源が

された鳥瞰図である．Aにのみ「洞爺湖温泉街鳥瞰図」

あり6箇所に配湯している．四十三山通りの西側の

の文字が見られる．色調はやや異なるが，基本は同一

通りと旧停車場通りの間にバス会社系とされた

の図である．大きさは156 ～ 158mm×697 ～ 700mmで

2泉源があり15箇所に配湯している．

ある．
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第8図が描かれた時期を推測する．第7図には計画と
して描かれていたロープウェイが，第8図では実存す
るものとして描かれている．このロープウェイは，昭

カラ荘」，「富士見荘」），第7図Bに描かれていないが
第8図Aに描かれているものは18施設（「大東ホテル」，
「グランドホテル」，「グランドホテル別館」，「ホテル

和38年から計画され，昭和40年に昭和新山の麓から有

万世閣」，「観光船寮」，「道銀寮」，「山水ホテル」，「辰

珠山を結んで運転を開始している（壮瞥町史）．温泉

美旅館」，「旭ホテル」，「拓銀保養寮」，「亀屋旅館」，

街のホテルの中には，昭和45年に開業した「パークホ

「旅館湯本」，「ホテルコタン」，「郵政寮」，「不二荘」，

テル」が描かれていない．従って，第8図は昭和40 ～

「第二万世閣」，「水明荘」，「王友荘」）である．「富士

45年に描かれたと考える．
第8図はA，B，Cの順番で時代が経過していると推
測する．
第8図Aに無く第8図Bに描かれている施設は，西側
（左側）より，珍小島付近の「洞爺観光開発遊園地」，
道立教員保養所の山側の「洞爺湖マンション」，市街

屋（ホテル）」，「第一ホテル」は，第7図と第8図では
場所が異なっている．第8図の「グランドホテル」，
「ホテル万世閣」，「辰美旅館」，「郵政寮」，「富士屋
（ホテル）」の場所は，第7図では，それぞれ「青湖荘」，
「富士屋」，「湯本ホテル」，「岳陽荘」，「ユーカラ荘」
の場所である．

地の「かわなみ」（位置は間違いであり，実際には東

昭和42年に北海道商工部観光課で発行した「北海道

映洞劇の東側である．），市街地山側の「ゴーカー」で

の旅」の中の旅館・ホテル案内には，本鳥瞰図に描か

ある．「洞爺観光開発遊園地」の場所は，珍小島の南

れた「ホテル喜泉」以外の旅館・ホテルが全て記載さ

側の湖岸を埋め立てて土地を造成したことが解る．温

れている．更に，これら以外の9施設（「松月」，「いろ

泉街の湖岸は，その後全体に埋め立てが行われ，土地

は旅館」，「玉の湯別館」，「旅館竹葉」，「美園旅館」，

が造成されている．「洞爺湖マンション」は木の実の

「旅館寿」，「高原ホテル」，「湖月園」，「青湖荘」）が記

沢にかつてあったアパート群と考えられる．この時期
に完成したアパート群は，洞爺湖有珠山ジオパークガ

載されている．
第7図の「愛国病院」が第8図では「協会病院」と記

イド02によると1977 ～ 1978年の有珠山噴火で泥流等の

載されている．「洞爺愛国病院」は，昭和38年2月に社

被害に遭い移転している．また，木の実の沢下流の

会福祉法人北海道社会事業協会の「洞爺病院」に改称

道立教員保養所も同噴火で泥流の被害を受け撤退して

している．この病院は，1977 ～ 1978年及び2000年の有

いる．

珠山噴火による地殻変動で建物に被害が生じ本町に移

第8図Aと第8図Bで，建物の形状が変わった施設は，

転している．

市街地西側の「協会病院」，湖畔の「一二三旅館」，湖

温泉街には，ゴーカート場やローラースケート場の

畔東側の「温泉ホテル」，「大東ホテル」である．明ら

他，映画館，水族館，美術館，劇場など，集客施設が

かに改築が行われたものと，形状を修正したものとが

多く見られ，町の活気が伝わってくる．

あるようである．施設の名称は，市街地にあった「第

興味深い記載として，月浦付近に「飛行場予定地」，

二万世閣」が「第一ホテル」に，市街地東側にあった

市街地山側の「洞爺グランドホテル予定地」があるが，

「アイヌの家」が「ホテル喜泉」に変わっている．

いずれも実現には至らなかったようである．

第8図A，Bに無く第8図Cに描かれている施設は，

桟橋の位置と名称は第7図と同様であるが，第8図C

西側より，見晴らしスキー場の「リフト」，珍小島付

にはグランドホテル桟橋が加わっている．「観光船本

近の「中小企業センター」，市街地東山側の「郵政電

社」（洞爺湖観光船株式会社）は観光船桟橋の近くに

話局」，「郵政簡易保険寮」，湖畔東側の「グランドホ

描かれているが，「汽船会社本社」（洞爺湖汽船株式会

テル桟橋」である．建物の形状が変わった施設は，湖

社）は駅前桟橋と中央桟橋の近くに2箇所描かれてい

畔の「五月ホテル」である．また，湖畔からの航路の

る．駅前桟橋の近くにある「汽船会社本社」は「汽船

うち最も西側のものは，やや東側の「駅前桟橋」に移っ

会社案内所」の間違いである．この他，「汽船会社案

ているが，これは間違いを修正したようである．

内所」は中央桟橋，遊覧船桟橋，新山桟橋の近くにも

第8図Aには旅館・ホテル，保養所・寮が41施設，

ある．

第8図Bは「ホテル喜泉」が加わり42施設，第8図Cは

二十周年記念誌によると，洞爺湖温泉での旅館・ホ

更 に「 郵 政 簡 易 保 険 寮 」 が 加 わ り43施 設 描 か れ て

テルの新設数は，昭和19 ～ 36年までの18年間で21施設

いる．

であったが，昭和37 ～ 45年までの8年間では2施設であ

第8図Aの施設数は第7図Bに比較して10増加してい

る．この鳥瞰図が描かれた昭和40年代前期は，洞爺湖

る．しかし，この間には閉鎖された施設もあることか

温泉の隆盛期を迎えたといえる．壮瞥温泉は，壮瞥町

ら，数字以上の新設があったと考えられる．第7図B

史によると昭和19 ～ 36年までで4施設，昭和37 ～ 45年

に描かれているが第8図Aに描かれていない旅館・ホ

までで5施設であり，洞爺湖温泉よりやや遅れて発展

テル，保養所・寮は8施設（「青湖荘」，「第一ホテル」，

したことが解る．

「松月」，「水明閣」，「湯本ホテル」，「岳陽荘」，「ユー

鳥瞰図に見る洞爺湖温泉街の変遷（藤本
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和徳）

全面的にご協力してくださった洞爺湖温泉利用協同組
合常務理事の四宮博氏にも感謝申し上げる．

洞爺湖温泉街の繁栄を語るとき，温泉利用施設が増
加を続ける昭和35年に，「温泉は共有財産である」と
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在がある．源泉の一元的な開発・管理から始まり，揚

虻田町役場（1962）：虻田町史，787-802．

湯方法の改善，循環方式による配湯方法の採用，揚湯

虻田村保勝会：洞爺湖温泉案内．

と配湯の自動制御，さらに温泉排湯の管理と進化を続

大日本雄辯会講談社（1930）
：日本温泉案内 東部編，619-622

け，温泉街のホテル・旅館へ安定した温泉水の供給を

北海道庁警察部（1919）：北海道鉱泉誌，116p．

継続している．また，洞爺湖温泉街は1910年の有珠山

北海道商工部観光課（1967）
：北海道の旅「道央観光圏」
，37-

の噴火がきっかけで誕生したが，その後の1943 ～ 45年，
1977 ～ 78年，2000年の噴火により被害を受けている．
温泉街の復興には洞爺湖温泉利用協同組合による素早
い源泉の復旧によるところが大きい．
北海道を代表する大規模温泉地である洞爺湖温泉が
成熟した姿を維持していくためには，温泉街を構成し
ている様々な方々の努力と連携が重要と思われるが，
温泉に関しては，ホテル・旅館などの温泉水の利用者
と温泉水を供給する管理者が温泉水に対する情報を共
有することが大切なことと考える．

38．
更正堂百貨店（1929）：北海の絶勝洞爺湖案内．
日本旅行協会・株式会社博文館（1927）：温泉案内，548-549
NPO法人環境防災研究機構北海道（2010）：洞爺湖有珠山ジ
オパークガイド02「金比羅山・2000年噴火遺構公園ルー
ト」，10-11，22，25．
小熊米雄（1963）：失われた鉄道・軌道を訪ねて「洞爺湖電
気鉄道」，鉄道ピクトリアル第13巻第6号，鉄道図書刊行
会，32-35．
札幌鉄道局：有珠岳と洞爺湖

昭和八年版．

札幌鉄道局：有珠岳と洞爺湖

昭和九年版．

壮瞥町（1979）：壮瞥町史，1266-1278．

謝

辞

鈴木

醇・石川俊夫・鈴木淑夫・勝井義雄（1957）：洞爺湖

温泉地質班調査報告，北海道温泉調査報告Ⅳ，北海道衛

とうや湖温泉旅館組合の組合長である大西填夫氏に

生部，43-44．

は，第7図，第8図の鳥瞰図に描かれている施設等につ

鉄道院（1920）：温泉案内，468p．

いて，具体的なお話しを伺うことができ，大変参考に

洞爺湖温泉利用協同組合（1979）：洞爺湖温泉利用協同組合

なった．感謝の意を称する．また，お話しを伺う際に

二十周年記念誌，228p．

