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会 期 平成 26年 9月 13日(土）～11月 27日(木) 

会 場 北方資料室展示コーナー 



北海道は温泉天国 

雄大な自然に恵まれた北海道には多くの温泉があり、古くから親しまれてきました。平成

24 年度のデータによれば、温泉地数は全国 1 位、総ゆう出量は全国 2 位を誇り、温泉が

北海道観光の大きな魅力のひとつとなっています。 

 

全国の温泉地数ベスト５（平成 24 年度）     全国の温泉ゆう出量ベスト５（平成 24 年度） 

NO. 都道府県 温泉地数 

（単位：カ所） 

 NO. 都道府県 総ゆう出量 

（単位：㍑/分） 

1 北 海 道 254  1 大   分 286,032 

 2 長   野 217   2 北 海 道 231,911 

3 新   潟 154  3 鹿 児 島 206,894 

4 青   森 143  4 青   森 139,315 

5 福   島 135  5 熊   本 135,719 

全      国 3,085  全      国 2,588,195 

北海道の全国比 8.2%  北海道の全国比 8.9% 

参考：北海道温泉協会ホームページ http://www.kita-no-onsen.com/ 

 

道内の温泉で最も古い記録が残っているのは道南の知内温泉で、13 世紀初めに発見さ

れたと伝えられています。その他にも、箱館戦争では榎本武揚が湯の川温泉を療養所にし

たり、北海道の名付け親・松浦武四郎が登別温泉を訪れたという記録が文献に見えます。

もちろん、その遥か昔から、アイヌの人たちは北海道の温泉に親しんでいたことでしょう。 

＜展示資料＞ 

書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 備考 

北海道温泉案内 日本国有鉄道札幌鉄道

局∥編 

日本国有鉄道札幌鉄

道局 

1932 291.09/SA  

北海道温泉案内 札幌鉄道局運輸課∥編 札幌鉄道局運輸課 1933 291.09/SA  

北海道温泉案内 昭和 9年版 札幌鉄道局運輸課∥編 札幌鉄道局運輸課 1934 291.09/SA/S9  

北海道温泉地案内 北海道景勝地協会∥編 北海道景勝地協会 1937 291.09/HO  

北海道鉱泉誌 北海道庁警察部∥編 北海道庁警察部 1913 291.09/HO  

北海道の温泉  日本交通公社 1956 291.09/HO  

温泉療養の栞 板澤 庄五郎∥著 板沢庄五郎 1930 492.54/I  

北海道の温泉 日本国有鉄道札幌地方

営業事務所∥編 

日本国有鉄道札幌地

方営業事務所 

1952.3 291.09/HO  
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絵はがきで旅する北海道の温泉 

 北方資料室所蔵の絵はがき資料から、道内の温泉に関するものを御紹介します。旅情を

誘う絵はがきの世界を御堪能ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※備考欄に「◆」があるものは、北海道立図書館の「北方資料デジタルライブラリー」で画像を公開していま

す。    「北方資料デジタルライブラリー」  http://www3.library.pref.hokkaido.jp/digitallibrary/ 

 

宗谷 

豊富温泉 とよとみ・おんせん （豊富町） 

「油風呂」とも呼ばれる特徴的な泉質。大正末期に拓かれた日本最北の温泉街 

＜展示資料＞ 

書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 備考 

豊富温泉     [出版者不明] [出版年不明] ｴﾊ/112/1 9枚  

療養の霊湯豊富温泉 第 1輯   豊富温泉協会 1959 ｴﾊ/112/2 3枚 袋入り 
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オホーツク 

温根湯温泉 おんねゆ・おんせん （北見市） 

 「温根湯」の由来は、アイヌ語で「大きな湯」。自然に囲まれた歴史ある温泉郷 

＜展示資料＞ 

書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 備考 

温根湯温泉   [出版者不明] [出版年不明] ｴﾊ/156/3 8枚 

温根湯温泉の風光   [出版者不明] [出版年不明] ｴﾊ/156/8 8枚 袋入り ◆ 

 

十勝 

十勝川温泉 とかちがわ・おんせん （音更町） 

北海道遺産に選定されたモール温泉は、植物性の「美人の湯」 

＜展示資料＞ 

書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 備考 

十勝川温泉   十勝川温泉ホテル [出版年不明] ｴﾊ/315/3 8枚 

 

上川 

層雲峡温泉 そううんきょう・おんせん （上川町） 

壮大な自然に抱かれた、大雪山系最大の温泉街 

＜展示資料＞ 

書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 備考 

[層雲峡]御絵葉書    温泉旅館層雲閣 [出版年不明] ｴﾊ/430/3 2枚 袋入り ◆ 

大雪山国立公園層雲峡  [出版者不明] [出版年不明] ｴﾊ/430/9 8枚 

大雪山国立公園層雲峡温泉  [出版者不明] [出版年不明] P291.43/D  

 

上川 

天人峡温泉 てんにんきょう・おんせん （東川町） 

 大雪山国立公園登山の拠点。滝や紅葉などの見どころも 

＜展示資料＞ 

書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 備考 

天人峡  [出版者不明] [出版年不明] ｴﾊ/430/10 6枚 
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石狩 

定山渓温泉 じょうざんけい・おんせん  （札幌市南区） 

慶応２年開湯。修験僧・美泉定山が拓いた札幌の奥座敷 

＜展示資料＞ 

書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 備考 

 小林 広∥著 尚古堂書店 1939 215.61/KO   

定山渓仙境 砂川 善太郎∥著 片山直次 1924 291.02/SU   

豆本 39 汽笛が響いたこ

の道 定山渓鉄道の思い出 

北海道開拓記念館∥編 北海道開拓記

念館 

2004.3 081/KA/39   

北国に光を掲げた人々 第

21 集 温泉開発に命を賭

けた美泉定山 

北海道科学文化協会

∥編 

北海道科学文

化協会 

2004.3 281/KI/21   

定山渓温泉のあゆみ 定山渓連合町内会∥編 定山渓連合町

内会 

2005.7 453.8/J   

定山渓案内 岩宮 白治∥編 定山渓鉄道 1920.8 P291.561/J   

定山渓温泉   定山渓鉄道 [1950 年代?] P291.561/J   

定山渓温泉御案内   武田三義 1929.10 P291.561/J   

定山渓温泉旅館,寮,保養所

案内図   

  定山渓観光協

会 

[出版年不明] ﾁ/561/220   

[定山渓鉄道]御絵葉書     定山渓鉄道 [出版年不明] ｴﾊ/561/ｼﾞｮｳ-2 2枚 袋入り 

[定山渓温泉]     [出版者不明] [出版年不明] ｴﾊ/561/ｼﾞｮｳ-8 7枚 

[定山渓名勝]     [出版者不明] [出版年不明] ｴﾊ/561/ｼﾞｮｳ-10 8枚 

定山渓温泉     [出版者不明] [出版年不明] ｴﾊ/561/ｼﾞｮｳ-18 8枚 袋入り 

定山渓名勝絵はがき     鹿の湯クラブ [出版年不明] ｴﾊ/561/ｼﾞｮｳ-19 7枚 袋入り 

最新の定山渓     [出版者不明] [出版年不明] ｴﾊ/561/ｼﾞｮｳ-23 6枚 袋入り 

 

 

  
＜定山渓鉄道＞ 

 大正 4 年（1915）、木材、鉱石、発電所用資材、定山渓温泉への行楽客輸送を目的に定

山渓鉄道会社（現・じょうてつ）が設立されました。大正 7 年（1918）10 月、白石（当初）－定

山渓間を約 1 時間 30 分で結ぶ形で開業し、温泉客の増加に伴い全線電化が進められま

した。戦争を挟み、しだいに自動車の時代に移行していく中で、利用客の減少や踏切の問

題等が起こり、1969 年 11 月に廃止となりました。 
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胆振 

登別温泉 のぼりべつ・おんせん （登別市） 

松浦武四郎も訪れた名湯。バラエティ豊かな泉質が魅力！まさに「温泉のデパート」 

＜展示資料＞ 

書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 備考 

北海道名所登別温泉場風景   [出版者不明] [出版年不明] 291.655/HO   

登別温泉案内   かめや書店 1914 291.655/NO   

北海道第一登別温泉場風景

写真帖 

  [出版者不明] [出版年不明] 291.655/HO   

登別温泉療養の栞   南外吉 1936 291.655/NO   

登別温泉写真帖 鉄道商工社∥編 鉄道商工社 [出版年不明] 291.655/NO   

天下の霊泉登別風景   [出版者不明] [出版年不明] 291.655/TE   

健康と霊泉   第一滝本館 [出版年不明] P291.655/KE   

世界一大霊泉御湯治案内   [第一滝本館] [出版年不明] P291.655/SE   

登別温泉案内   第一滝本館 [出版年不明] P291.655/NO   

歴史散歩 登別温泉の創始者

滝本金蔵 

  北海道開発協

会 

    『蘭 RAN』 

3号(1997.2) 

登別温泉絵葉書     [出版者不明] [出版年不明] ｴﾊ/655/5 4枚 

登別温泉の風光     第一滝本館売

店部 

[出版年不明] ｴﾊ/655/6 16枚 

登別     [出版者不明] [出版年不明] ｴﾊ/655/8 8枚 

国立公園登別温泉     [出版者不明] [出版年不明] ｴﾊ/655/13 8枚 

登別温泉     金龍 [出版年不明] ｴﾊ/655/18 8枚 

登別温泉と第一滝本館    [出版者不明] [出版年不明] ｴﾊ/655/26 3枚 

 

胆振 

カルルス温泉 かるるす・おんせん （登別市） 

 北海道第１号の国民保養温泉地 

＜展示資料＞ 

 書名  著者名 出版者 出版年 請求記号 備考 

カルルス温泉絵葉書  栄泉堂 [出版年不明] ｴﾊ/655/17  10枚 
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胆振 

洞爺湖温泉 とうやこ・おんせん （洞爺湖町） 

有珠山噴火でゆう出した天然温泉大正６年開湯時の名前は「床丹（とこたん）温泉」 

＜展示資料＞ 

書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 備考 

洞爺湖温泉と昭和新山  [出版者不明] [出版年不明] ｴﾊ/670/28 7枚 

洞爺湖温泉案内   虻田村保勝会 [出版年不明] P291.658/TO   

 

後志 

ニセコ昆布温泉 にせこ・こんぶ・おんせん （ニセコ町、蘭越町） 

 原生林に囲まれた歴史ある隠れ宿・鯉川温泉と、今は無き青山温泉 

＜展示資料＞ 

書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 備考 

[鯉川温泉]御絵はがき  [出版者不明] [出版年不明] ｴﾊ/718/3 6枚 袋入り ◆ 

青山温泉絵はがき  [出版者不明] [出版年不明] ｴﾊ/718/2 12枚 袋入り ◆ 

 

道南エリア 

上の湯温泉 かみのゆ・おんせん （八雲町） 

 箱館戦争で旧幕府軍が使ったとされる歴史ある温泉 

＜展示資料＞ 

書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 備考 

国民旅館銀婚湯    銀婚湯 [出版年不明] ｴﾊ/852/1 8枚 

 

渡島 

鹿部温泉 しかべ・おんせん （鹿部町） 

 温泉で傷を癒す鹿がその由来。熱湯が噴き上がる「しかべ間歇泉公園」も見どころ 

＜展示資料＞ 

書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 備考 

大沼湖畔新名所鹿部温泉  [出版者不明] [出版年不明] ｴﾊ/854/2 8枚 袋入り ◆ 
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渡島 

湯の川温泉 ゆのかわ・おんせん （函館市） 

海あり・山あり・温泉ありの景勝地。松前藩主九代・高広の病を癒した歴史ある名湯 

＜展示資料＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 備考 

湯の川遊覧案内 三松社∥編 三松社 1918 291.86/MI   

函館の観楽境湯の川おんせん   [出版者不明] [出版年不明] ｴﾊ/860/23 4枚 

湯の川温泉   吉田 初三郎∥画 若松本館 [出版年不明] ｴﾊ/860/26 3枚 

＜絵はがきの発行年が「［出版年不明］」となっているのはなぜ？＞ 

  絵はがきは、永く売るという性格もあって、発行年が記載されていないものが大半

です。スタンプが押されているなどしていれば判明する場合もありますが、それ以外は

正確な時代の特定が難しいのです。はがきの私信欄でおおよその年代を推定する方

法や、写っている建物や看板などの情報から撮影年代を推定する方法もありますが、

今回紹介している資料は、本体に発行年の記載がないものは「［出版年不明］」として

います。 
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～御協力をいただいた団体（五十音順）～ 

音更町十勝川温泉観光協会 

定山渓観光協会 

層雲峡観光協会 

弟子屈町役場観光商工課 

千歳市役所観光振興課 

洞爺湖温泉観光協会 

ニセコ町商工観光課 

登別観光協会 

函館湯の川温泉旅館協同組合 

北海道薬剤師会公衆衛生検査センター 

南空知ふるさと市町村圏組合 
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