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本研究では、八幡平温泉郷を事例として取り上げ、①温泉郷来訪者の属性、意識、行動を把握すること、②施設の集合

の利点の活用、周囲の環境の活用の観点から八温泉郷の観光振興策を提案すること、の 2 点を目的とした。その結果、

東北地方と関東地方から訪れる家族と夫婦を中心とし、幅広い年齢層が訪れる八幡平温泉郷の来訪者像の輪郭が明らか

となった。また、リピーターが7割を占め、自然風景と温泉が8割以上の来訪者に魅力と捉えられていた。さらに、来

訪者が湯めぐりやまち歩きの志向を持つことから、来訪者を温泉施設単体に囲い込むのではなく、他の施設へ案内、誘

導する取り組みが有効と考えられた。 
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１． 背景と目的

近年、団体旅行から個人旅行への移行や新たなツ

ーリズムの誕生などの旅行形態の変化に伴い、観光

客の温泉に対するニーズが多様化しており、温泉地、

温泉施設はその変化への対応を迫られている。日本

国内の温泉施設の年度延宿泊利用人員はピーク時の

1992 年から 2015 年には 8%減の 132,064,038 人に減

少した。そして、宿泊施設数もピークであった 1995
年から 2015 年には 17%減の 13,108 施設へと減少し

ている 1)。一方、日帰り利用に対応する公衆浴場の

数は 1965年の 1,629施設から 2015年には 7,864施設

と 50 年間で 5 倍程度にまで数を伸ばし、近年も微増

傾向にある 1)。すなわち、宿泊利用が減少し、日帰

り利用が増加することで、宿泊施設に対する消費額

が減少し、宿泊施設が廃業する中 2)、温泉観光地が

停滞する状況にある。とりわけ、地方の温泉地にお

いては、宿泊者の減少だけでなく高齢化、過疎化の

進行による旅館の廃業などに悩む温泉地が多い 2)。 
温泉観光地への来訪者を対象とした先行研究をみ

ると、三宅（2006）は岩手県繋温泉宿泊者を対象と

するアンケート調査により、宿泊者の再訪意向には

立地の良さと温泉施設のサービスが寄与しているこ

とを明らかにした 3)。また、山田ら（2006）は群馬

県伊香保温泉にて居住者と来訪者を対象とするアン

ケート調査を実施し、居住者が要望、不満、重要と

考える振興策は必ずしも来訪者のそれらと一致しな

いことを指摘した上で、共通して宿泊施設の整備と

回遊性のある遊歩道づくりが 8 割以上の回答者に求

められていることを明らかにした 4)。さらに、横関

（2018）は大分県由布院温泉の浴場利用者を対象と

する調査から、浴場利用者は浴場だけでなく浴場周

辺の温泉地で受益を享受している場合には温泉地か

らの新たな負担依頼に対して許容、納得する傾向が

あることを明らかにした 5)。しかし、温泉観光地に

おける外食、湯巡り、まち歩きなど利用者の意識、

行動に関する研究成果は少なく、温泉施設単体では

なく、施設の集合を活かし、周囲の環境の活用によ

る再活性化の可能性について検討する必要があると

考えられた。 
そこで、本研究では周囲に十和田八幡平国立公園

の自然資源を持ち、温泉施設が集合する八幡平温泉

郷を事例として取り上げて、①温泉郷来訪者の属性、

意識、行動を把握すること、②施設の集合の利点の

活用、周囲の環境の活用の観点から八温泉郷の観光

振興策を提案すること、の 2 点を目的とした。 
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２． 方法 
研究対象地

先述の通り、研究対象地を八幡平温泉郷(1)とした。

八幡平温泉郷は岩手県の北西部である八幡平市に位

置し、盛岡市からは約 40km の距離に位置している。

宿泊施設が 21 施設、公衆浴場が 1 施設あるほか、別

荘、飲食店などが集積する八幡平市を代表する観光

拠点である。十和田八幡平国立公園へのアクセスも

良く、自然を楽しむ人も多い。しかし、近年では観

光客が減少し、その減少に歯止めがかからない状況

にあり、2017 年の宿泊数は 80,213 人、利用者数は

252,052 人である。また、八幡平温泉郷内の温泉施設

では高齢者の利用が相対的に増加しているため、賑

わいの創出や地域の再活性化が問題となっている。 
調査方法

八幡平温泉郷にある温泉施設のうち、日帰りの公

衆浴場である森乃湯と、部屋数が多く、宿泊利用の

中心となっていると考えられる八幡平ロイヤルホテ

ルと八幡平マウンテンホテルにおいて調査を行った。

調査は夏休み期間と紅葉期を含み、来訪者が増加す

ると予想された 2017年 8月 1日から 10月 31日まで

の 3 カ月間実施し、八幡平温泉郷内の調査対象施設

を訪問した 18 歳以上の日本人来訪者を対象として、

調査票を各温泉施設の受付に設置する形式により郵

送回収式アンケート調査を実施した。 
調査票は、まず、年齢、性別、住所の基本属性、

温泉の利用頻度、訪問回数、目的、滞在時間などの

旅行特性を把握する質問項目を設けた。また、八幡

平温泉郷の魅力とその魅力の阻害要因、温泉に対す

る意識、総合評価を尋ねる設問により、全体を構成

した。 
 

３． 結果

アンケート調査の結果、122 人から有効回答を得

た（森乃湯 73 人、八幡平ロイヤルホテル 33 人。八

幡平マウンテンホテル 16 人）。 
来訪者属性と旅行特性

まず、来訪者の属性（表－１）は、性別が男性は

54%で女性（45%）よりやや多く、年齢は 20-70 代

まで幅広く分布していた。住所は東北地方が多く

58%を占め、関東地方も 40%であった。交通手段で

はマイカー利用者が 75%で最も多く、グループ構成

では家族が 48%で最も多く、次いで夫婦が 37%、1

人が 10%となった。 
来訪者の旅行特性をみると、温泉の利用頻度は、

週に 1 回以上が 15%、月に 1 回以上が 43%だった。

また、八幡平温泉郷への訪問回数はリピーターが

76%であり、初めて（24%）を大きく上回った。10
回以上の回答も 47%と多かった。訪問目的は温泉が

最も多く 82%、ドライブ、ツーリング、サイクリン

グ（24%）、登山、トレッキング（20%）がそれに続

いた。旅行日数は 1 泊 2 日以上が 62%、日帰りが 36%
であり、滞在時間は 6 時間以上が 37%で最も多かっ

た。また、旅行日数が 1 泊以上の来訪者（N=73）に

宿泊地域を尋ねたところ、八幡平温泉郷内が 61%、

その他が 36%だった。八幡平温泉郷以外に訪れた場

所では道の駅にしねが 29%で最も多く、八幡平山頂

レストハウス（25%）、松尾八幡平ビジターセンター

（16%）が続いた。 
八幡平温泉郷の魅力とその阻害要因

八幡平温泉郷の魅力に関する設問（表－２）では、

自然風景が素晴らしいが最も高く（93%）、いい温泉

がある（85%）、いい宿泊施設がある（32%）、おい

しい食べ物がある（25%）、冬の楽しみがある（22%）

などがそれに続いた。一方、八幡平温泉郷の魅力阻

害要因に関する設問では、雨天時の楽しみ方や楽し

める場所の提供不足が最も多く（42%）、地域の活気、

一体感の不足（32%）、各施設の施設水準の低さ、老

朽化（31%）、交通の不便さ（31%）、情報不足（25%）

などが続いた。とくに、情報不足については、宿泊

者よりも日帰りの来訪者に強く意識されていた（χ2

検定、P=.021）。 
温泉に対する来訪者の意識

温泉に関する 6 項目の意識（図－１）について意

識の強さを 5 点満点（5：そう思う～1：そう思わな

い）で得点化し、平均値を算出した結果、最も強か

った意識は入浴の前後の外食も楽しみである（3.81）
であった。そして、外湯巡りや各宿泊施設の内湯巡

りが好きだ（3.79）、温泉入浴の前後で散策やまち歩

きをしたい（3.66）が高い評価得点だった。旅行す

るときは温泉のみを目的とすることが多いは3.08で
中央値に近い結果となった。 

来訪者属性と温泉に対する意識との関係

来訪者の属性と温泉に対する意識の関係の把握を

意図して、来訪者の属性と温泉に対する意識のクロ

ス集計およびχ2検定を行い、残差をもとにその有意 
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旅行する時は，温泉のみを目的にすることが多い

温泉施設にはレトロな昔の雰囲気が好きだ

温泉入浴の前後で散策やまち歩きをしたい

入浴後は浴衣でゆっくりしたい

外湯巡りや各宿泊施設の内湯巡りが好きだ

入浴の前後の外食も楽しみである

５点 ４点 ３点 ２点 １点 無回答

。各意識の項目の 数字 は意識の強さを得点化（５：そう思う～１：そう思わない）し、その得点の平均値を表す。

  

表－２ 八幡平温泉郷の魅力とその阻害要因

表－１ 来訪者の属性と旅行特性

魅力（複数選択可） 人 割合 魅力阻害要因（複数選択可） 人 割合
自然風景が素晴らしい 雨天時の楽しみ方や楽しめる場所の提供不足
いい温泉がある 地域の活気・一体感の不足
いい宿泊施設がある 各施設の施設水準の低さ・老朽化
おいしい食べ物がある 交通の不便さ
冬の楽しみがある 情報不足
アクセスがよい 各施設の商品やサービスの質･魅力不足
八幡平温泉郷ならではの活動や楽しみがある 景観の悪さ
その他 その他
とくになし とくになし

属性 カテゴリー 人 割合 属性 カテゴリー 人 割合 旅行特性 カテゴリー 人 割合
性別 男性 グループ １人 訪問回数 １回目（初めて）

女性 人数 ２人 ２～３回目
無回答 ３～５人 ４～９回目

年齢 20代以下 ６人以上 10回目以上
30代 無回答 訪問目的 温泉
40代 グループ 家族 ※ ドライブ，ツーリングなど
50代 構成 夫婦 登山，トレッキング
60代 ※ 一人 その他
70代以上 友人 旅行日数 １日（日帰り）
無回答 その他 １泊２日

住所 東北地方 18歳未満 なし ２泊３日
（岩手県内） 同伴者 乳幼児 ３泊４日以上
関東地方 ※ 小学生 無回答
その他 中学生 滞在時間 １時間未満

交通手段 マイカー 高校生 １時間～２時間
※ 鉄道 温泉の 週３回以上 ２時間～６時間

レンタカー 利用頻度 週１～２回 ６時間以上
路線バス 月１～３回 八幡平温泉郷 道の駅にしね
その他 年２～11回 以外で訪れた 八幡平山頂レストハウス

N＝122。※：複数選択可。 年１回以下 場所 松尾八幡平ビジターセンター
無回答 ※ その他

なし

図－１ 温泉に対する来訪者の意識

表－３ 来訪者属性と温泉に対する意識との関係

５点＆４点 ３点～１点 ５点＆４点 ３点～１点
調査地 森乃湯 ＋ － 40-59歳 ＋ －
宿泊地※ 八幡平温泉郷 － ＋ 60歳以上 － ＋

マイカー ＋ －
鉄道 － ＋
18-39歳 ＋ －
60歳以上 － ＋ ５点＆４点 ３点～１点

訪問目的 温泉 ＋ －
訪問経験 あり ＋ －
年代 18-59歳 － ＋

５点＆４点 ３点～１点 60歳以上 ＋ －
調査地 森乃湯 ＋ －

項目 Ｐ値

カテゴリー項目 Ｐ値

交通手段

年代

※以外はN=122。※のみN=76。

＋：正の連関，－：負の連関（ピアソンのχ 検定）

入浴前後の外食も
楽しみである

外湯巡りや各施設の
内湯巡りが好きだ

カテゴリー 項目 カテゴリー
入浴前後で散策や
まち歩きしたい Ｐ値

Ｐ値項目

年代

温泉のみを目的として
旅行することが多いカテゴリー
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な連関を正と負に区別して把握を行った（表－３）。

その結果、18～39 歳の来訪者は入浴前後の外食も楽

しみにしており、40～59 歳の来訪者は散策への意向

が高く、60 歳以上の来訪者は温泉のみを目的に旅行

することが多いことが明らかとなった。 
 

４． 考察

アンケート調査の結果から，自然風景と温泉が 8
割以上の来訪者にとって魅力であると意識されてい

た一方で、八幡平温泉郷ならではの活動や楽しみは

12%にとどまり、周囲の自然環境は八幡平温泉郷に

固有の魅力として捉えられていなかった。それゆえ、

自然の楽しみ方や体験の方法を再検討し、隣接する

十和田八幡平国立公園と連携した新しい観光プログ

ラムの開発が必要である。また、既存のプログラム

の再検討から、地域の固有の魅力を来訪者に伝える

工夫が必要と考えられた。とくに、魅力の阻害要因

としての情報不足については、宿泊者よりも日帰り

来訪者に強く意識されていたことから、相対的に短

い滞在時間の来訪者に八幡平温泉郷の魅力を伝える

必要もある。たとえば、飲食店、温泉郷内外の観光

施設を紹介するまち歩きマップ、パンフレットの配

布、ポータルサイトの利便性向上など情報提供につ

いて検討する必要があり、情報提供の改善によって、

滞在時間の増加、宿泊者数の増加につながることを

期待したい。さらに、来訪者には外湯巡り、各宿泊

施設の内湯巡り、温泉入浴前後の散策やまち歩きへ

の志向があったことから、温泉施設が集合する利点

を活用し、周囲の環境を活かした観光振興策を展開

できる可能性が高かった。現時点では、温泉施設が

集合する利点を活かした地域の取り組みはなく、1
枚で複数の温泉に入浴することのできる入湯手形を

用いた湯めぐり、宿泊客が他の宿泊施設や飲食店の

食事を自由に選択できる泊食分離、宿泊施設発着の

日帰りツアーなど利用者が温泉郷の各拠点を訪ね歩

くことができる環境整備の強化が必要と考えられた。 
 

５． 結論

結果から，温泉郷の活性化のためには、温泉施設

単体の機能を強化し来訪者を温泉施設単体に囲いこ

む「おこもり宿への特化」ではなく，温泉郷内の他

の施設や周辺の観光地に誘導，案内する取り組み、

情報発信の強化が有効と考えられた。 

最後に，本研究では調査期間が 8～10 月の 3 カ月

間であったため，スキー客の増加する冬季や桜と雪

の回廊、八幡平ドラゴンアイを求め来訪者の増加す

る春季にかけての観光客の動向の把握できていない。

また、東北地方においても少しずつ増加する訪日外

国人への対応、十和田八幡平国立公園との連携など

多様な視点からの調査が必要であり、これらを今後

の課題としたい。 
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【補注】 
(1) 本研究の研究対象地とした八幡平温泉郷は国民保養

温泉地としての八幡平温泉郷ではなく、広義の八幡平

温泉郷の一地域である、東八幡平温泉である。 
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