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鳴子温泉もりたびの会 
取り組みのご紹介
持続可能な湯治場「鳴子温泉」を目指して



27,816ha 大崎市の森林の 66% が 

鳴子温泉 にあります
＊NPO法人しんりん調べ

ご存知でしたか？



鳴子温泉もりたびの会
2018年設立

林業従事者や温泉旅館、飲食店、教育関係者、行政などの

多様なメンバーからなる協議会

3つの軸で事業化へ向けて構築中

自然体験：トレッキング、スノーシューなど

文化体験：林業、クラフト体験など

環境体験：木質バイオマス事業視察受け入れなど

林業者
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森林・温泉をはじめとした豊かな地域資源に着目し 
新しい滞在の形を作っています
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VESTAプロジェクト
森林資源を使い切る取り組み 
・地域材の建築利用促進 
・間伐材・林地残材の 
　　　　　エネルギー利用 
・森を環境教育の現場に



鳴子温泉もりたびの会 会員のお宿
❶山ふところの宿 みやま

キッチン付き自炊可能な本館（6畳和
室）５室と木造りにこだわった別館
（10畳・トイレ付和室）5室の里山の
小さな一軒宿です。

住所 大崎市鳴子温泉字要害91

電話 0229-84-7641

❷扇屋

古くから“やはたの湯”で親しまれてき
た自家源泉掛け流しの「星や月が眺め
開放感がある貸切露天風呂」と「眺望
がいい内風呂」でどうぞ名湯をご堪能
ください！pH8.9クレンジング効果で
お肌つるつる！貸切露天風呂はR2年7
月にリニューアルオープン！鳴子産の
杉をつかった浴槽と鳴子の湯とのコラ
ボ。
住所 大崎市鳴子温泉字新屋敷38-1

電話 0229-83-3205

❸旅館大沼

百年の歴史を持つ湯治宿。8つの個性あ
ふれるお風呂が楽しめ、うち5つは貸切
で利用できます。玄関には地元で作ら
れたペレット燃料によるペレットス
トーブがあり、高温の源泉を利用した
温泉暖房も古くから行っています。

住所 大崎市鳴子温泉字赤湯34

電話 0229-83-3052

❹東五郎の湯 高東旅館

自炊の湯治を中心とした昔ながらの「湯治
宿」です。当館の温泉は熱いですが我慢して
入っていると、自律神経の交感神経が優位に
なり、アドレナリンが増長します。額から汗
が垂れたら、上がります。窓からの自然が、
開放感を増長し副交感神経が優位となりリラ
クゼーションが訪れます。この二つの交感神
経の働きにより自律神経活性化を促し、免疫
力の強化に繋がるのです。

住所 大崎市鳴子温泉字築沢23-1

電話 0229-84-7220

❺玉造荘

広大な土地を利用して、使用料無料の
グラウンドゴルフ場を整備しています。
独自の水源を所持しており天然水を使
用しています。

住所 大崎市鳴子温泉字川渡62

電話 0229-84-7330

❻湯あみの宿 ぬまくら

全館バリアフリー設計で車椅子の方を
はじめ、どなたにも安心してお泊まり
いただけます。館内の暖房は、1日の総
湧出量12万リットル以上の自家源泉を
利用した、温泉熱交換でまかなってい
ます。

住所 大崎市鳴子温泉字川渡38-1

電話 0229-84-7253 

❼藤島旅館

創業400年超。川渡温泉に鎮座する
「温泉石神社」を祀る老舗旅館です。
「真癒の湯」は文人たちの愛した名湯。
伝統の木造建築で、湯治棟を併設して
います。2,000坪の日本庭園が自慢です。

住所 大崎市鳴子温泉字川渡84

電話 0229-84-7412

❽旅館ゆさ

自家栽培の米と野菜をふんだんに使っ
た手作りにこだわったアットホームな
温泉宿です。地元の木材を使った薪ス
トーブの炎に癒されてください。

住所 大崎市鳴子温泉字新町下52-1

電話 0229-84-7676

❾越後屋旅館

２つの源泉｢濁り湯の硫黄泉｣と｢美肌の
炭酸水素塩泉｣が自慢の家庭的な宿です。
食事は地のものを頂く季節の郷土料理
です。

住所 大崎市鳴子温泉字川渡24-9

電話 0229-84-7005
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自家源泉

温泉熱交換 バイオマス

地元材
アピール
ポイント

地熱・木材等 
各宿の資源 
利用状況を 
見える化



令和3年度の取り組み①



DAY1 
新しい森の循環を学ぶもりたび

こけしの森のエネルギーで暮らす？

鳴子温泉で持続可能な 
暮らしを学ぶ２日間

DAY2 
歴史を重ねてきた水の循環を学ぶもりたび

３５０年前の水路が支えるコメづくり



https://youtu.be/3GdXdrtjmOc

令和3年度の取り組み①



ガイド育成

大雪山自然学校代表理事 
荒井一洋氏を招いてのガイド講習 
＊GSTC公認トレーナー

名産品の開発

外遊びで使える 
鳴子漆器

浴衣柄の復刻 
てぬぐい

縁の深い岩手県一関で 
伝統の手擦り染め

令和3年度の取り組み①



令和3年度の取り組み②

令和3年度エコタウン形成実現可能性調査等事業

産学連携事業



もりのエネルギー収支
VESTAプロジェクトのエネルギー利用モデルを可視化し、その数値を見える化する

サスティナヴィレッジIn Out
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木材を使うことのメリット 
断熱性能、炭素固定量化石燃料を使った場合

令和3年度の取り組み②



地域のエネルギー収支
旅館のエネルギー利用モデルを可視化し、その数値を見える化する

旅館
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温泉（自家源泉）

温泉（市有源泉）
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令和3年度の取り組み②



おおさきエフエム放送 でラジオ番組を放送（全10回）

令和3年度の取り組み③

https://youtube.com/playlist?list=PLKAy-DEhnuhjZ7wgraEcgqXXvmg7pMe6o



持続可能な湯治場「鳴子温泉」を目指して
やっていることを整理して、国際認証へチャレンジ

島島価値創造事務所 
陳柏翰 氏 との継続的な取り組み

GSTC-Dの認証取得を目指す



持続可能な湯治場「鳴子温泉」を目指して
国の取り組みとの歩調を合わせて

 
地域循環共生圏［みやぎ県北］

 
脱炭素先行地域［鳴子温泉］

VESTAプロジェクト 
鳴子温泉もりたびの会  
［バイオマス利用］  

スパッと鳴子自然エネルギー 
［地熱利用］

加美町

登米市

栗原市

森林資源のカスケード利用 
＜地域への熱電供給＞ 
（低温温泉の利活用）

地熱資源のカスケード利用 
＜地域への熱電供給＞ 
（高温温泉の利活用）



家族経営の湯治宿に分宿し、 
地域の持続可能性を学ぶ学習旅行 

森林資源の循環と活用 
・建物としての利用（住居や旅館）

・工芸への利用（こけしや漆器、雑貨）

・エネルギーとしての利用

・森づくりは人づくり


水資源の循環と活用 
・大崎耕土を潤す水源

・地熱と温泉

・森づくりは水づくり

鳴子温泉もりたびの会 が社会へ 
提供していきたいもの


