
平成３１年千葉県公衆浴場入浴料金等協議会 概要 
 
１ 日 時 平成３１年２月１３日（水） 午後２時～午後３時３０分 
２ 場 所 千葉県教育会館 本館２階２０１会議室 
３ 出席者 鮎川会長、石田副会長、工藤委員、平川委員、小栁委員、大塚委員、土肥委員、 
      長沼委員、薮崎委員（９名） 
４ 議事 
 （１）入浴料金の現状について 
 （２）その他 
５ 会議要旨（議事録） 
（鮎川会長）  

本日は、公衆浴場の入浴料金の将来について、皆さんの忌憚のない意見を拝聴して、方向性を求め

ていきたいと考えております。現状を踏まえて、今後どうしたらよいのかということをできるだけ明

らかにしていきたい。将来が明るくなるよう十分に議論をしてきたいと思いますので、よろしくお願

いします。 
 
（鮎川会長） 
 次第に沿って議事を進めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。前回、平成 26 年に入

浴料金の統制額の指定について協議いたしまして、入浴料金を大人で 420 円から 430 円に改定いた

しました。現在、日本で一番高いところが 470 円、また、本年 10 月には消費税が 10％に引き上げ

られるとの情報があり、こういう中で入浴料金の現状、今後の入浴料金の在り方について、本日お集

りの委員の方々からご意見を伺いいたしますのでよろしくお願いいたします。 
 これより議事に入ります。 
 議題の（１）入浴料金の現状について、事務局から説明をしていただき、その後委員の方々からご

意見を伺いたい。 
 
（事務局） 

「参考資料」に基づき事務局から説明。 
公衆浴場法、千葉県内の公衆浴場法許可施設、一般公衆浴場施設数・1 日当たり平均入浴者数と入浴

料金の推移、一般公衆浴場の平均収支額の推移、都道府県別公衆浴場入浴料金、全国公衆浴場入浴料

金、公衆浴場に係る経年推移、平成３０年度浴場助成制度、一般公衆浴場経営実態調査結果。 
 
（鮎川会長） 
 ただ今事務局から説明がありましたが、ご意見・質問等ございましたら伺いたい。 
 
（石田副会長） 
 前回、平成 26 年度協議会開催後に入浴料金が上がり、単価は上がっており、入浴者数も横ばいか

ら若干増という動きとなっている。資料を見ると入浴者数は、平成 26 年から平成 27 年には上がっ

て、その後下がって、その後また上がってと、いわゆる留保は横ばいであり、単価も若干あって、量



的にも減ってはいない。収支で見ると結構落ちているということは、他の経費が結構増加していると

いうことなのか。収入面では横ばいなのかなと思うが、収支面では結構落ちている。平成 28 年は、

平成 26 年、27 年と比較して収支の落ちが少なくはなっているが、資料からみると現状、他の経費分

が結構増えているという印象を受ける。 
 
（鮎川会長） 
 おっしゃるとおり。経費が増えているというのは、たぶん、広告を打たないと人が来ないとか、宣

伝費とか、最近で言えば WEB を作成するということで外注すれば経費がかかるとか、そういった面

もあるのでなないか。今の入浴料金は、浴場の経営を維持していくため、平成 26 年から 10 円上げ

て 430 円となった。その後今までの間に、経営上の必要経費が時代の変化や市場環境だとかに対応

しなければならなくなり、対応しないとお客が来ないという状況が生まれているのか。経営者の方々

は、お客を確保するにはどうしたらよいかということに気を配っていると思うが、その辺りの対応等

はどうしているか。 
 
（土肥委員） 
 収支の状況が悪いのは、平成の初めに大改修を行い、それから約 30 年ということで、それらの施

設が改修の必要な状況になってきているのが原因ではないか。地域によって水の悪いところや地盤の

悪いところがあり、その改修をかなりやっていると思う。やらなければ、どうしようもないので改修

をしている状況。平成 26 年、27 年その改修を行ったためだと思う。また、平成 23 年、24 年に収支

状況が悪いのは、昭和の終わりに改修を行った施設が同じように修理が必要な部分が出てきて改修を

行った結果だと思う。何とかだましだましやっていたのが、その辺りに集中したのではないか。WEB
については、ほとんど実施していないので、他の経費の増加には関連がないと思う。 
 
（石田副会長） 
 気になるのは、平成 26 年に料金を上げたときには重油が高かったが、その後下がっていて、ここ

にきてまた価格が上昇している。このまま重油が上がると、かなり打撃を受けるのではないか。今後、

イランの制裁等で石油の問題が出てくると経営を圧迫する可能性があるのではないかと思うが。 
 
（長沼委員） 
 燃料関係では、以前は薪や廃材等を燃やしていたが、今は、廃材は産業廃棄物で許可がないと扱え

なくなってしまった。以前は無料でもらえ燃料費はほとんど掛からなかった。今は、経営者の高齢化

と同時に大気汚染の問題があり、薪や雑燃料などが利用できなくなっている。それと小泉内閣の時に

規制緩和で住宅街での高さ制限が撤廃され、高層の建物が増えた。風呂屋の煙突は 22～23ｍという

規制があるが、周囲の建物と同じような高さとなり、煙が入ってくるなどの問題が発生し、燃料にガ

スや重油を使用するようになった。重油も昔は安い B 重油を使用できたが、今は、A 重油しか使え

ず、その分経費が上昇しており、燃料費がかなりの負担になっている。千葉市内でもガス化したとこ

ろが 7、8 件あるが、今まで無料であった経費が月々30 万～40 万円の経費負担をしなければならず、

そういったところが大きいと思う。 
 



（鮎川会長） 
 現場の方たちは、そういった実態を自分たちで経験しているから、どういうところが経営の圧迫を

しているかよくご存知と思う。入浴者数的にはあまり変わらないということになると、やはり維持費

ということになる。時代が変わってくると環境問題であったり、燃料費とかそういったところが大き

いのか。 
 
（長沼委員） 
 東京都だとガス化すると設備費が半分ぐらい出る。さらにガス料金の何十％か補助してくれる制度

があるので、東京都ではガス化するところが増えている。千葉県の場合はそのような制度がないので、

すべて個人事業者の負担となってくるので厳しい。 
 
（鮎川会長） 
  石田副会長は中小企業診断士であるが、設備の変更を行って、経営革新計画などの計画を立てる

と補助金がもらえるなどの制度をご存じないか。 
 
（石田副会長） 
 どういう補助金があるかということだが、ちょっと思いつかない。また、結構な投資額が必要とな

りますよね。 
 
（鮎川会長） 
 そういった制度について、少し調べる必要があるかもしれない。必ずあると思う。 
 
（石田副会長） 
 資料をみると経営改善等に県内各市が補助金を出している。船橋市では設備改善事業費に約 600
万円の補助金を出しているが、1 施設当たりだと平均 100 万円程度になってしまう。そうなると額と

しては不足ですよね。 
 
（鮎川会長） 
 私の知る限り、一般の企業で経営革新計画などの計画を立てると、相当有利につかえる補助制度が

ある。キャリア教育、従業員教育などで、自社の負担なしで補助金が使える制度もある。 
なるべくそういう経営上の国の補助制度をどんどん使って、コンサルの部分をやっていくとよいかも

しれない。機会があれば私の方でもそういった組織を持っているので相談にのることもできる。 
 
（石田副会長） 
 県でそういった趣旨にのっとった設備を整備した際に、3 割であるとか 5 割であるとか補助するよ

うな制度も必要とかんがえるが、その前に公衆浴場をどういった位置付けにするのかということも大

切。大地震で液状化したときに公衆浴場は建物がしっかりしているし、水や熱そのものが豊富にある

ので、セーフティーネットになる可能性がある。そういう施設として保持していくという大義名分が

あると、補助制度もできるのかなと期待する部分もある。 



（鮎川会長） 
 私の大学も市と協定を結び、災害時には校庭を避難場所として使用できるようにしている。 
公衆浴場は単なるビジネスの場というだけでなく、地域とどうやって関わっていくかということをし

っかりと位置付けができれば、利用者も愛着、帰属意識をもっていき、入浴者も増えていくのではな

いか。浴場経営者からそういったアプローチで、市などに呼び掛けて、市民とともに同じコンセンサ

スを得ながらやっていくと、入浴者が増えるということにつながり、また、地域におけるセーフティ

ーネットとしての存在という付加価値をつけるということになると思う。 
ところで、利用する立場の方の意見も伺いたい。 
 
（大塚委員） 
 よく利用させていただいている。横ばいで利用者が減らないというのは、固定客がついているので

はないかと思う。今、ネイルサロンが隣接している浴場もあり、お風呂からあがると女性客は、ネイ

ルサロン寄っていくこともできる。また、マッサージができるところもあるので、月に何回か利用し

ている。浴場の固定客は、高齢化しており、家に風呂はあるが話の場としてそこに行くということが

多い。浦安市に住んでいるが、そういったケースが多い。震災の時に公衆浴場がいち早く開けてくれ

て救われたということがあったので、市や県とよく連携して、補助金制度もうまく使えるようになれ

ばよいと、浴場に通いながら思っている。やはり併設して何かがないと、また、何かメリットがない

と難しいと思う。 
 
（鮎川会長） 
 その点はどうですか。 
 
（土肥委員） 
 昔は風呂屋の周りに床屋や肉屋など他の店舗が集まってきた。しかし、現在は我々もあまり調子が

良くないが、他の店舗もあまり調子がよくない。お客が大規模店舗にとられ、商店街がシャッター街

になってしまっている。それでも東京の下町では、まだ頑張ってお互い助け合いながら、守っている

ところもある。昔は風呂屋が他の店舗を呼んでいたが、今は皆さんに助けてもらっている状況。 
 
（薮崎委員） 
 今、お客を増やすには市とタイアップしてやっていかなければならない。独居老人が多いので、プ

リペイドカードを作り、市と事業者で半々ぐらい負担をして、入浴をしてもらうシステムを作りたい

と考えている。江戸川区ではカードを作り半額で入浴をさせている。また、災害時に水（井戸水）の

提供について、市と協定書を結んでいる。我々の収入を増やすには、市や県とタイアップして、半額

を市や県で持ってくれるような料金体系にしていかないと、我々はだんだん沈んでいってしまう。そ

のようにお願いできたらよいと思っている。 
 
（鮎川会長） 
 江戸川区がそういった制度をやっているのか。区が半額を出しているということですか。 
 



（薮崎委員） 
 区が半額を出している。 
 
（土肥委員） 
 区によっては、出ていくな、やめるなとすごくやってくれるところもある。 
数年前にエコということで、家庭風呂を月 1 回、年 1 回でも火をたかず使わなければ、地球にやさ

しいと言われていた時もあった。市川市では、ごみを拾ってポイントをためると、そのポイントでお

風呂に入れるということもやっている。そういうことも一つの方法かなと思う。何かの対価があると

人間頑張るので。物を拾って街をきれいにし、エコポイントをためればお風呂に入れるというのは、

良いシステムだと思う。我々も社会貢献した気分にもなる。そういったことを県内全体で行えればよ

いが、現在、浴場の件数も資料では、現在 51 件となっているが、今日も 1 件止めるという情報が入

って、現在 48 件となってしまっている。県内にかつて 330 件あった浴場が、どんどん減り、安房な

どかつて公衆浴場があった地域でも公衆浴場がなくなっている。今、浴場がある地域は、佐原 2 件、

銚子 1 件、木更津 1 件、柏 1 件、浦安 3 件などとなっており、浴場が多い地域の千葉、船橋、松戸、

市川が中心になり、何とか寄り添いながら頑張っているという状況。何とか早急に止めないようにす

る方策が必要。我々が社会貢献できる意味合いの制度というものを考えていただけるとありがたい。 
東京都のように耐震化して建て直したら、都や区から費用の１／３以上を補助金としてもらえるよう

な制度があればと思うが、なかなか難しいと思う。20 年前に県から、利子補給で補助してもらって

いたが、平成の大改修の終了後、借りる組合員がいなくなり利子補給も終了となった。これは、我々

も悪い部分があったが、今、お願いしたいのは、期間限定でもよいので利子補給を復活させていただ

きたいということ。昭和の終わりや平成の初めに改修をしたところが、そろそろ改修が必要になって

きている。現在、利子も 1％ちょっとと高くないが、利子補給があることで少しでも改修に向けて背

中を押すことができるのではないかと考えている。 
 
（石田副会長） 
 今の金利は１％ぐらい。昔の１０％の時代と比べれば金利はかなり低いが。 
 
（土肥委員） 
 期間限定で、５年でも良いので利子補給を復活させてほしい。昔 3,000 万円から 5,000 万円借りて

建て直した。風呂屋は水周りのところだけ直せば意外ともつ。ただタイル等がひび割れていると客が

いい印象を持たないということもある。 
 
（鮎川会長） 
 業界の方々の悩みはある程度聞いた。ユーザー側からの立場としてご意見をいただけないか。 
 
（小栁委員） 
 新しい価値のある銭湯を見出していくということも大切だと感じた。昔はコミュニティーの場所だ

った。高齢化社会を迎えて独居老人の方々がそこで集える場となっている。また、話を聞いていて良

い話なだと思ったのは、行政と組んで研究してみることも価値があると思う。今の銭湯は大事なコミ



ュニティーの場所であり、地域の大切なところを担っている。現実は経営が厳しく成り立っていない

ということもある。新しいことを提案してくれるための調査研究とかそういったものを、県が費用を

出して行ってはどうか。事業者や専門家の皆さんを交え、いろいろなところの事例を集めて研究をし

て、行政に提案することも必要なのではないか。東京都の話が出ましたが、我々がよく比較するのは、

千葉県と同規模の埼玉の状況はどうなのかということ。千葉県と同規模の似たようなところで調査し

て、何か良い提案ができ、それを行政が後押しするような仕組みがあれば良いと思う。 
 
（鮎川会長） 
 例年、経営分析もされているとのことだが、今の意見に関連があるが、県でいろんな予算を持って

いると思うので、今、話のあったような公衆浴場調査の予算は計上できないのか。 
 
（事務局） 
 経営実態調査は、毎年予算を取り実施しているが、公衆浴場に係る他の調査については、すぐに予

算を取るというのは難しい。 
 
（鮎川会長） 
 調査をした結果、何が課題なのかは明確になっている。それに対しどういう対策をしたら良いかま

でを外部機関や事業者の方等でチームを編成し、実態をクリアするための方策を探るまでを調査研究

することが必要かもしれない。今後、県の方でも予算立てして考えていかなければならないのではな

いか。こういった意見があったということで、持ち帰って検討をお願いしたい。また、民間で協議し、

調査して県に報告するという方法もある。民間がアクションを起こして、県などに補助をもらうとい

う流れもある。今後は、そういうことも考えていかなくてはならない。 
 
（石田副会長） 
 現在の施設数は、何件ですか。 
 
（土肥委員） 
 ４８件です。 
 
（石田副会長） 
 前回の平成２６年の協議会の時は、62 件だった。すごい落ち込み度合いですよね。 
 
（土肥委員） 
 ７０歳代後半の方で店主で頑張っている方が結構いるが、そういう方々の子供は会社員や公務員の

方々が多く、後継者がいない状況で今後も厳しい状況。 
 
（石田副会長） 
 全国的に見て、複合施設等にして成功している事例等を集めてはどうか。 
（土肥委員） 



 あまりそういった成功例は聞いたことはない。店主の奥さんが隣で飲み屋をやっているということ

ぐらいしか聞いたことがない。 
 
（石田副会長） 
 テレビで取り上げられる事例は大体が東京。東京はあまり参考にならないのではないか。東京は国

家並みの予算があるので、東京以外でどこかあれば参考になると思うが。 
 
（鮎川会長） 
 商工会議所では、公衆浴場が会員になっているところはあるか。 
 
（工藤委員） 
 会員がいるかは不明。会員でなくても経営相談には乗れる。もし、経営が苦しいというところがあ

れば、経営相談にお越しいただきたい。国の制度として無料で専門家派遣というものがある。公衆浴

場で使えるかは確認する必要があるが、普通の商店では使えるので、専門家の派遣でプラスのメリッ

トが出る業態を模索してみるのも一つ、商圏分析をしてみるのも一つですし、経営を上手くするため

に専門家の目を入れるのもよいことだと思う。経営分析の中で、赤字のところと黒字のところがある

とのことだったので、黒字になっているところがどういう地域にあるのか、どういう努力をしている

のかということを調査分析するのも必要。先ほどの実態調査の結果の中では、薪割りがきつい、円高

で苦しい、給料が少ない等のネガティブな話が多かったと思うが、上手くいっているところがどのよ

うなことをしているのかヒアリングしてみるのもよいと思う。 
 
（鮎川会長） 
 独立行政法人 中小企業基盤整備機構は、かなりの専門派遣をやっている。そういったところに依

頼し、調査をしてもらうこともできると思う。今後、何らかの協力者と連携してやっていくことも大

事だと思う。本業が忙しくてあまり時間がないというのが中小企業の特質ではあるが、少しずつでも

研究して前に進むことを心がけると良いかもしれない。 
 
（平川委員） 
 我々、民生委員児童委員協議会は、福祉関係のお手伝いをする団体。以前は、銭湯というと生活困

窮まではいかないが、家に風呂がないという方が銭湯にいっていた。私は松戸市に住んでいるが、以

前は松戸市にもたくさんお風呂屋があり、私の親戚も風呂屋をやっていた。残念ながら２年前に閉店

してしまった。やはり後継者の問題があり、このまま商売をしていくよりも、勤めた方が給料が良い

ということがあり閉店してしまった。立地条件というものも影響していると思う。若い方々も生活の

半径 500ｍ以内に風呂があれば通ってくるかもしれない。ただ、立地条件により、駐車場が確保でき

ていないという状況であると厳しいかもしれない。地域内半径 300〜500ｍの範囲で、地域内の人々

をいかに呼び込むかということが大切になる。生活困窮者でも今の時代、皆さん自宅に風呂がある。

430 円を払って風呂に入るということは生活費としてはマイナスとなる。風呂は短時間のガスの使用

で済ませば、それほど費用がかからない。430 円というと、そのお金で一回食事がとれる。そういう

ことを考えると利用者としてはあまり期待できない。どうやって集客するか、どういう方々に利用を



してもらうかが大事になる。これらを考えると先ほどから話が出ている防災の面、憩の場としての面

も強調していかないとこれからは難しくなるのではないか。半径 100～200ｍ圏内に住んでいる高齢

者であれば、風呂に入りに来る可能性はあると思う。しかし、今の時代、特徴を持たせて運営をして

いったとしても、立地条件によっては非常に狭い範囲の集客しかできないことも考えられる。東京で

は、若い方々が興味を持って、レジャーとして遊びがてら風呂に入りに来るというのもある。朝風呂

は、東京の伝統的文化ということもある。私もよく朝風呂に行くが、そういうものが地域の流れとし

て残っていれば、文化的なものを中心に朝風呂で交流ということもできる。高齢化についても地域に

よって影響が出てくると思うし、子供も小さい頃から親について風呂に通っていれば行くと思うが、

そういう習慣がないとなかなか難しい。学校教育で小学生が風呂に入りに行くということを昔はやっ

ていたが、今もやっているのか。 
 
（薮崎委員） 
 幼稚園のお泊まり保育の日に、何十人ときてくれることもある。 
 
（平川委員） 
 今でも続いているんですね。 
 
（大塚委員） 
 公民館活動なんかでもやっていますよね。 
 
（土肥委員） 
 昔に比べると少なくなっている。今は、学校外で事故等があるといけないので、学校外で行事を行

うことがなかなか難しい時代になっている。 
 
（平川委員） 
 高齢者等に限って言えば朝風呂等の交流の場を設けて、継続的に来てくれればそういうものでもベ

ース的な集客は確保できるのではないか。 
 
（鮎川会長） 
 多角化というものをいつも考えているとは思うが、ネイルビジネスなどを外から入れるとすれば売

り上げの何パーセントというように入居料を取ると言うようなことができるかもしれない。複合施設

的な方法をやっている方も都内、県内でもいると思う。いろんなことをしないと現状では難しい。後

継者の問題もあるし、いろんな問題があるので、どれを優先的に事業者が考えるかが、より重要にな

ってくる。県も補助金や協議会等を開催しているが、今後は、事業者はどのようなことを実施すべき

か、それに対して行政がどういうことをやっていくか、それぞれの立場で役割を発揮しながら歩み寄

って何とか解決していくことが大切と考えるが皆さん如何か。 
 
 
（薮崎委員） 



 行政とタイアップしてやって行かないと生き残れない状況になってきた。よろしくお願いしたい。 
 
（鮎川会長） 
 日本の伝統的文化でもあるので、子供達にその文化を伝えていくのは、我々の役割だと思う。日本

文化の良いところを継承してもらうという社会的責任を頭におけば、献身的な努力をせざるを得ない。 
最後に県から何かあればお願いしたい。 
 
（事務局） 
 本日は色々とご意見をいただき、ありがとうございました。予想はしていたが、なかなか難しい現

状ということを認識できる機会をいただいた。先ほどお話にあったように以前から銭湯は地域のコミ

ュニティーの場であった。高齢の方が集まる場所という役割もありますし、若い人も旅行等に行けば

大浴場に行きますし、大勢で風呂に入るという文化を嫌がっているわけではないと思う。他の自治体

で上手くいっている事例があれば、ぜひ県に教えていただきたい。新しい補助金を創設するのは、か

なり難しい。中小企業に対する補助金ということになると、他部所のことなので、当課では把握して

いないものがあるかもしれない。庁内で機会をみて調べて見たい。本日は貴重なご意見をいただき大

変参考になりました。ありがとうございました。 
 
（鮎川会長） 
 他に意見はありますか。無いようでので議題（１）については終了ということにします。 
 議題（２）について事務局から説明願います。 
 
（事務局） 
 今後のスケジュールについて説明。 
 平成３１年７月中旬から８月上旬に次回協議会を開催することとなった。 


