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 令和元年度神奈川県公衆浴場入浴料金等協議会 議事録 

 

（小笠原生活衛生課長） 

お待たせをいたしました。定刻となりましたので、ただいまから令和元年度神奈川

県公衆浴場入浴料金等協議会を開会させていただきます。本日は、お忙しいところ

お集まりいただき、誠にありがとうございます。私、協議会の事務局を担当してお

ります、神奈川県健康医療局生活衛生部生活衛生課長の小笠原でございます。よろ

しくお願いいたします。 

はじめに、協議会の開催に先立ちまして、神奈川県健康医療局生活衛生部長の加藤

からごあいさつを申し上げます。 

 

（加藤生活衛生部長） 

みなさま、こんにちは。ただいまご紹介いただきました生活衛生部長の加藤と申し

ます。 

本日は、お忙しい中、また、お暑い中、会議にご出席いただきまして誠にありがと

うございます。また、委員の皆様には、日ごろから県政の推進にご理解とご協力を

賜っており、この席をお借りして厚くお礼申し上げます。 

さて、公衆浴場は、県民の皆様に入浴の機会を提供し、地域の公衆衛生の向上に寄

与するとともに、住民同士や家族のふれあいの場として大変重要な役割を担ってい

るところでございます。しかし、非常に厳しい経営環境のもと、平成元年４月に

600軒余りあった公衆浴場は年々減少を続け、本年４月時点では141軒となっており、

昨年度だけでも11軒の浴場が、諸般のご事情により、おやめになっているとのこと

でございます。また、平成26年４月１日には、消費税率が５％から８％に変わり、

今年の10月1日からはさらに10％に引き上げられる予定となっており、そうした中、

本県においても、平成26年９月１日に入浴料金を470円に引き上げたところですが、

必ずしも料金の引き上げによって経営状態が著しく改善したとは言えない状況であ

ると伺っております。 

一方、こうした状況にあっても、本県の公衆浴場では、燃料の都市ガスへの転換等

によるＣＯ２排出削減に積極的に取り組むとともに、地域コミュニティの核として、

様々な事業に取り組まれているところと承知しております。 

本日は、限られたお時間の中で、入浴料金等について御協議いただくわけですが、

委員の皆さま方には、公衆浴場の現状の一端をどうかご理解いただき、それぞれの

地元や団体へお戻りいただいた際には、公衆浴場の利用を是非ＰＲしていただき、

一人でも公衆浴場の利用者が増えるよう御尽力いただければと思っております。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

（小笠原生活衛生課長） 
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今年度は、当協議会委員につきましては改選期に当たっております。関係団体等か

らご推薦をいただきました方々に委員として、ご就任いただいております。大変恐

縮ではございますが、私からご紹介させていただきます。お座りのお席の順にご紹

介させていただきます。 

こちらからみて左側の奥にいらっしゃいます、横浜市立大学国際総合科学部 経営

科学系教授の張 櫻馨委員でございます。 

弁護士の須藤 宏委員でございます。 

神奈川県議会議員の脇 礼子委員でございます。 

同じく、神奈川県議会議員の古賀 照基委員でございます。 

神奈川県公衆浴場業生活衛生同業組合 理事長の山﨑 潤一委員でございます。 

同じく、神奈川県公衆浴場業生活衛生同業組合 副理事長の山口 繁委員でござい

ます。 

横浜市健康福祉局健康安全部 監視等担当部長の泉 俊明委員でございます。 

川崎市健康福祉局 保健所担当部長の吉岩 宏樹委員でございます。 

続きまして、こちら右側の奥にいらっしゃいます、神奈川県議会議員の竹内 英明

委員でございます。 

同じく、神奈川県議会議員の川本 学委員でございます。 

同じく、神奈川県議会議員の市川 和広委員でございます。 

同じく、神奈川県議会議員の京島 けいこ委員でございます。 

同じく、神奈川県議会議員の上野 たつや委員でございます。 

神奈川県地域婦人団体連絡協議会 理事の岩部 清子委員でございます。 

神奈川県消費者団体連絡会 幹事の海老澤 克枝委員でございます。 

なお、本日、神奈川県民生委員児童委員協議会 常任理事の市川 昭維子委員は、

ご都合により欠席のご連絡をいただいております。 

皆様の任期につきましては、２年間で令和３年５月31日までとなっております。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

次に、本協議会の趣旨につきまして、簡単にご説明させていただきます。 

公衆浴場の入浴料金は、昭和21年に施行された物価統制令に基づき、知事がその上

限を決めることとされています。その決定に当たっては適正を期す趣旨から、昭和

38年の厚生省環境衛生局長通知により、学識経験者、利用者代表、営業者代表の

方々で構成する協議会等を設置して、あらかじめ、十分に意見を聞くこととされて

います。 

本協議会は、このような趣旨により委員の皆様のご意見をお聞きする場として、開

催させていただくものでございます。 

次に、会議の成立についてご報告いたします。委員16名中、本日15名の委員にご出

席をいただいており、過半数を超えておりますので、設置要綱第６条の規定に基づ

き、本協議会は有効に成立しております。 
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続きまして、「会長、副会長の選出について」でございます。 

協議会資料16ページの本協議会設置要綱をお開きください。 

本協議会設置要綱の第３条によりますと「協議会には、会長及び副会長を置き、委

員の互選により選出する。」と規定されております。 

会長、副会長の選出につきまして、ご意見がございますでしょうか。 

 

（山﨑委員） 

会長には大学教授の張委員にお願いをしたらいかがでしょうか。 

 

（小笠原生活衛生課長） 

ただいま山﨑委員より、張委員に会長をお願いしてはどうかとの意見が出されまし

たが、いかがでしょうか。 

 

（一同） 

異議なし 

 

（小笠原生活衛生課長） 

それでは、本協議会の会長は張委員にお願いすることといたします。続きまして、

副会長の選出をお願いします。 

 

（張会長） 

横浜市の泉委員を副会長に推薦いたします。 

 

（小笠原生活衛生課長） 

ただいま張委員より、泉委員に副会長をお願いしてはどうかとの意見が出されまし

たが、いかがでしょうか。 

 

（一同） 

異議なし 

 

（小笠原生活衛生課長） 

 それでは、本協議会の副会長は泉委員にお願いすることといたします。張委員、

泉委員、どうぞ会長席、副会長席へお移りいただきたいと思います。 

ここからの進行につきましては、張会長にお願いいたします。会長よろしくお願い

します。 

 

（張会長） 
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会長を務めさせていただきます、横浜市立大学の張です。よろしくお願いいたしま

す。皆様におかれましては、公私ともにお忙しい中、またお暑い中、お集まりいた

だき誠にありがとうございます。 

まずはじめに、本日は傍聴人がいらっしゃるようですので、会議の公開についてお

諮りいたします。当協議会は、従来どおり会議を公開としてよいでしょうか。 

 

（一同） 

異議なし 

 

（張会長） 

ありがとうございます。それでは傍聴人を入室させてください。 

傍聴される方に申し上げます。会議の円滑な運営を図るため、必要に応じて指示を

する場合がありますので、ご協力をお願いします。 

次に、本日の協議会の会議録の公開方法についてお諮りしたいのですが、事務局よ

りご説明願います。 

 

（事務局） 

それではご説明させていただきます。本県の基本的な考え方として、会議録は発言

者や発言内容を省略せずに公開することとなっておりますので、本日の会議録につ

いては、発言者名及び発言内容を省略せずに県のホームページで公開したいと考え

ております。 

 

（張会長） 

ただいま事務局より説明がありましたが、本日の会議について発言者や発言内容を

省略せずに会議録を県のホームページにて公開することとしてよろしいでしょうか。 

 

（一同） 

異議なし 

 

（張会長） 

それでは、そのように御対応願います。 

これより、令和元年度神奈川県公衆浴場入浴料金等協議会を開会いたします。限ら

れた時間ですので、議事進行に御協力をお願いします。 

それでは、議題（１）の「神奈川県公衆浴場入浴料金の統制額について」を御協議

いただきたいと思います。 

まず、神奈川県公衆浴場業生活衛生同業組合から本協議会の開催要望書が提出され

ておりますので、事務局からそのポイントを説明してください。 
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（事務局） 

ただいま張会長からお話がありました開催要望書の要点についてご説明させていた

だきます。 

本日お配りした資料の１ページをご覧ください。 

この要望書では、県民生活において、景気の先行きが不透明な状況であること、ま

た、平成26年９月に入浴料金の引き上げが行われたことなどを勘案し、組合として、

入浴料金についての対応を検討した結果、利用者の更なる負担増となる料金改定に

ついては、慎重であるべきとの意見が大勢を占めているとのことでございます。 

つきましては、今年度の公衆浴場入浴料金等協議会の開催を要望するにあたり、入

浴料金の検討と併せて、公衆浴場を取り巻く経営環境をはじめとする諸問題につい

てもご討議いただきたいとの趣旨でございます。 

 

（張会長） 

これに関しまして、神奈川県公衆浴場業生活衛生同業組合の方から、補足で説明し

ておくことがありましたらお願いします。 

 

（山﨑委員） 

暑い中お集りいただきありがとうございます。 

部長の挨拶のとおり、600施設あった公衆浴場は、今141軒に減り、大変厳しい状況

です。 

しかし、私ども組合の今後のこれからの社会的な役割が減ってきたかという観点か

ら見ますと、これからの超少子高齢社会の中においても、公衆浴場の役割はますま

す増してくるのではないかと思っております。 

地域コミュニティの役割、また健康増進施設としての役割、そしてまた車で乗らな

くても町内でお風呂屋があれば歩いて行けるという、コンパクトシティ的な役割の

中核になるのではないかなと、私どもは思っております。 

ただ、言えるのは、現状的に自分たちの組合だけで考えてもなかなか未来展望が見

えないのが現状であります。ですから今日は入浴料金等協議会を開催してもらうに

あたりまして、入浴料金以外の部分で、これからの私どもの浴場組合が未来展望を、

皆さんの、外から見た目線で、ご意見等も聞かせていただければ幸いと思っており

ますのでよろしくお願いいたします。 

 

（張会長） 

続きまして、事務局から、資料に基づき統制額に関する説明をお願いします。 

 

（事務局） 
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お手元の資料の２ページをご覧ください。 

平成30年公衆浴場経営実態調査及び入浴料金原価計算書について説明させていただ

きます。 

（１）の「平成30年公衆浴場経営実態調査の概要」でございますが、昭和38年の厚

生省環境衛生局長通知に基づいて、公衆浴場の経営の実態を把握し、入浴料金改定

の基礎資料とするために毎年実施しているものでございます。 

今年も４月に中小企業診断士に委託して、県下29の公衆浴場について実態調査を行

いました。 

その調査結果に基づき、（２）の「入浴料金原価計算書」の「平成30年実績」欄に

１施設におけるひと月あたりの平均額を記載しております。 

「平成30年実績」の最下欄に過不足額を記載しておりますが、これは、厚生労働省

から示されている、公共料金の算出方法であります「総括原価方式」によって算出

しており、収入合計が124万2,113円、支出合計が133万593円でしたので、月額平均

8万8,480円の不足（赤字）となっております。 

続きまして、右隣の「令和元年推計」では、平成30年の実績を基礎に、いくつかの

変動要素を加味して推計したものでございます。なお、消費税の増税について考慮

する場合、今年度の10月以降分について２％加味することになりますが、本資料で

は消費税の増分は含んでおりません。 

まず、令和元年の収入の推計から説明いたします。１の入浴料金収入は平成30年と

同額としました。 

２の付帯事業収入は、牛乳などの飲物やシャンプーなどの関連物品の販売収入で、

３の営業外収入は、家賃や駐車場収入、コインランドリー、マッサージ器使用料な

どで、いずれも、令和元年の推計額は平成30年の実績額と同額としました。 

４の補助金につきましては、県・市を併せた本年度補助金予算額を前年度予算額と

比較して得た割合である93.2％を適用し、令和元年の推計額としました。 

以上のことから、令和元年の収入合計額を月額平均123万4,626円と推計しました。 

次に令和元年の経費の推計についてご説明します。 

５の人件費の推計ですが、令和元年度政府経済見通しの主要経済指標から「雇用者

報酬」の増減率である2.9％増を適用し、令和元年の推計額としました。 

次に７の燃料費ですが、指標として、原油及び天然ガスの値動きを参考としており

ます。 

次の３ページをご覧ください。 

こちらの表が、財務省貿易統計の原油・粗油及び石油製品のCIF値の推移になりま

す。 

原油価格について、左から４列目の円に換算した原油円価を見ますと、平成30年４

月に底値を打ったのち、徐々に値上がりを続け、アメリカの対イラン制裁等の影響

で平成30年12月に大きく値を下げたものの、平成30年５月の原油円価を100とした
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場合の令和元年５月の価格指数は、104.8％となっています。 

一方、天然ガスの価格動向については、平成30年12月以降、現在まで値下がりが続

いております。平成30年５月の円換算による天然ガス価格を100とした場合、令和

元年５月の価格指数は、99.3％となっています。 

３ページの下の表にありますように、実態調査の結果、１ヶ月の燃料費に占める天

然ガス費用の割合は、73.5％となっています。 

令和元年の燃料費の推定係数を求めるに当たっては、先ほどご説明した原油と天然

ガスのそれぞれの価格指数と、燃料費に占める天然ガス費用の割合を用い、その結

果、令和元年の推定燃料費は、昨年価格の100.8％と算出しました。 

次に、２ページにお戻りいただきまして、８の光熱費、９の備品消耗品費、14の修

繕費、21の雑費ですが、令和元年政府経済見通しの「消費者物価」の予測値１．

１％を適用し、令和元年の推計額としました。 

10の旅費交通費、11の会費及び交際費、12の保険料、13の賃借料、15の厚生費から

20の特別損失までと、資本報酬については平成30年の実績額と同額を計上しており

ます。 

なお、資本報酬は、国の通知により、自己資本の10％、個人経営にあっては、10万

円を一律に計上することとされております。 

これら推計に基づき、令和元年月額平均の収入合計から支出合計を差し引いたとこ

ろ、11万299円の赤字となる計算になります。また、10月の消費税増による影響が

あることが見込まれます。 

なお、４ページの参考（２）「公衆浴場におけるガス及び電気代支払額の実際」は、

燃料にガスを使っている組合員の中から調査にご協力をいただける３軒の公衆浴場

の、毎年の料金支払額の推移を調べた結果となります。 

続きまして、５ページをご覧ください。こちらは、公衆浴場入浴料金算出方法でご

ざいます。 

（１）の令和元年推計不足額は、先ほどのご説明のとおり、11万299円でございま

す。 

（２）は、（１）の推計不足額を解消するための、１営業日あたりの入浴料金の必

要額を算出したものとなります。ひと月あたりの営業日数は、施設により様々です

ので、週１日休業すると仮定し、月26日営業で算定しました。そうしたところ、１

営業日あたり4,242円の収入額の増加が必要であることになります。 

（３）は、実態調査に基づく、１施設における１営業日における入浴者数でござい

ます。 

より実態に即したものとするため、経営実態調査に基づいたひと月当たりの入浴料

金収入である79万4,935円（B）と、平成31年４月６日から12日までの実際の入浴者

数から想定したひと月当たりの入浴料金収入（A）との比率から、１日あたりの入

浴者数を大人が64.1人、中人が1.6人、小人が1.5人と推計しました。 
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次に６ページをご覧ください。入浴料金改定額の試算表になります。 

簡単にご説明いたしますと、左側から「現行料金」、「据置案」、「改定案」の①

と②、参考として「収支均衡させるための改定」を記載し、それぞれの１営業日ご

との入浴料金収入の合計額、料金改定による収支改善額、１日当たりの収入過不足

額、及び値上率、またその際に予想される効果と問題点を記載しております。 

なお、入浴者数は、先ほどご説明しました推計の入浴者数を採用しております。 

改定案について、改定案①は大人料金を10円値上げするものです。この場合、１日

あたりの収入は641円の増加となりますが、不足額をまかなうまでには至りません。

値上げ率は約2.13％となります。 

改定案②は、大人料金を20円引き上げるものです。この場合、１日あたり1,282円

の収入増となります。改定案①よりは増収が見込めますが、不足額を全額まかなう

までには至りません。値上げ率は約4.26％となります。 

最後は収支均衡させるための改定で、大人料金を70円値上げするものです。この場

合、１日あたりの収入増が4,487円のとなり、不足額をまかなう事が可能となりま

すが、値上げ率は約14.89％となります。 

予想される効果及び問題点等については、資料記載のとおりでございます。 

次に、７ページ及び８ページをご覧ください。 

過去の協議会において、マーケティングの観点からも、入浴客の詳細な内訳を把握

する必要があるのではないか、とのご意見がありましたことから、公衆浴場のご協

力をいただき、詳細な調査を実施したものでございます。 

８ページにおいて、その内訳をわかりやすくグラフに示しました。この結果により

ますと、男女別では、男性客が62.5％、女性客が37.5％。国籍別では、日本人が

99.7％、また、固定・新規別では、固定客が88.2％、一見客が11.8％となっており

ます。 

９ページをご覧ください。 

９ページは、県内の物価統制令の適用を受ける一般公衆浴場の施設数を市区町村別

に一覧にしたものとなります。 

最下欄の計をご覧いただきますと、今年４月１日現在の施設数は141軒で、昨年同

期と比べると11軒が廃業しております。 

10ページをご覧ください。 

本県における公衆浴場入浴料金改定の状況と入浴者数の推移を一覧にしたものとな

ります。 

現在の入浴料金は、大人にあっては470円で、中人にあっては200円、小人にあって

は100円でいずれも平成26年９月に改定されております。 

また、１浴場１日当たりの入浴者数は、大人64人、中人２人、小人２人と記載させ

ていただいておりますが、これは、平成31年４月６日から12日に行った実態調査の

１日平均の数であり、小数点以下は切り上げております。 
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なお、国では、５年ごとに「住宅土地統計調査」を実施しており、その中で自家風

呂の有無が調査されてきましたが、平成25年の調査から、調査項目から外され、現

在に至っております。そのため、お風呂のない世帯についての最新のデータは平成

20年調査結果の1.0％となっており、現在ではこれを下回っている可能性が高いと

考えられます。 

11ページをご覧ください。 

県内の公衆浴場の廃業状況になっております。 

廃業理由について、１施設で複数の理由を挙げている場合があるため、このページ

においては、延べ軒数を表示しております。 

上段の表は、平成26年度から30年度の過去５年間の理由別・廃業状況でございます。 

営業不振による廃業が11軒、後継者難によるものが15軒、建物の老朽化によるもの

が18軒、病気や立退き等その他の理由によるものが21軒となっております。 

下段の表は、平成30年度の理由別、市別の廃業状況でございますが、横浜市が６軒、

川崎市が９軒、横須賀市が１軒となっており、理由別の延廃業軒数では、営業不振

が２軒、後継者難が２軒、建物老朽化が２軒、その他病気や立ち退き等の理由が10

軒となっております。 

12ページをご覧ください。 

全国の公衆浴場入浴料金の一覧表でございます。平成26年４月の消費増税に伴い、

入浴料金統制額の引き上げを行った都道府県の横には◎がついております。本県で

も平成26年９月に統制額の引き上げを行った結果、東京都を抜いて全国で最も高い

金額となりました。 

13ページから15ページは、県・市の公衆浴場対策事業の内容でございます。 

内容は、資料に記載のとおりでございます。 

資料の説明は以上でございます。 

 

（張会長） 

ただいま、事務局から入浴料金原価計算書及び入浴料金改定案等、資料の説明があ

りましたが、入浴料金の改定について協議してまいりたいと思います。それでは、

営業者代表、利用者代表、学識経験者の委員の方から順次、ご意見をいただきたい

と思います。 

まず、営業者代表委員でご意見のある方はご発言をお願いします。 

 

（山﨑委員） 

今年度10月から消費税が８％から10％にアップされるが、よその都道府県ではそれ

を見据えて料金を値上げするところが複数出ているのが現状であります。そしてま

た、本日の数字を見ると、神奈川県浴場組合、大変厳しい状況ではないかと思いま

す。昨年の秋ごろから、10月と決まってました、消費税が上がることは。組合でず
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っと議論してまいりました、何回も。それで組合員の中からご意見出たのが、値上

げすると、これ以上客離れが進むのではないかとのご意見がありまして、神奈川県

浴場組合としては、消費税が10％上がった後、また組合で入浴料金等が適正かどう

かというのを議論を重ねて、来年の入浴料金等協議会に、組合の意向として、こう

いって組合がまとまったという方向で提示をさせていただく。神奈川県浴場組合の

理事会等で、そういう方向で、組合の代表として報告させていただきます。なので

今回は、うちの組合としては、大変厳しい状況ではありますが、自助努力をしたう

えで、入浴料金据え置きでよろしくお願いいたします。 

 

（張会長） 

次に利用者代表委員でご意見のある方はご発言をお願いします。 

 

（岩部委員） 

私は鎌倉から参りましたが、お風呂屋さんはほとんど減っておりまして、ただ、観

光地でございますので、大勢参りますので、何かそういうアイデアがないかなと思

っております。現在ございます５か所も大変場所が偏在しておりまして、鎌倉（地

区）には１か所しかございません。あと大船地区（周辺）に４か所という具合です。

ひばり湯という大船の浴場でやっているのが、ジェット風呂とかその他いろいろな

機能を付けてお客を誘導しておられるという風に伺っております。なにかいいアイ

デアがないかなということでございます。 

 

（張会長） 

そうですね、付加価値と、あとはお客さんを拡大ですよね。 

 

（岩部委員） 

場所を変えるとか、観光客が帰りに入っていただけるような、駅の周辺にちょっと

近くにあれば。実はございましたけれども、数年前に廃業されまして、健康増進の

場でもございますので残念に思っております。 

また市の統計では、入浴券を配っておられる65歳以上の方、200円の割引になるの

ですが、（お客は）それを持った方ばかりという問題があるようでございます、ご

参考まで。 

 

（張会長） 

観光客を銭湯まで誘導して利用客にしていくアイデア、あとは割引券で入りに来た

お客様にリピートしていただけるようなアイデアが。 

 

（岩部委員） 
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いらっしゃるお客様が入浴券を持った方がほとんどなので。 

 

（張会長） 

一回（割引券で）入っていただいて、また来ていただければ… 

 

（岩部委員） 

１年で72枚と決まっているようですが、それをもらわれた方はみえるそうですけど、

その他がなかなか… 

 

（張会長） 

家族を一緒につれてきていただければ。 

 

（岩部委員） 

そうですね。 

 

（張会長） 

ありがとうございます。 

次に学識経験者委員でご意見のある方はご発言をお願いします。 

 

（竹内委員） 

二つ確認したいのですが。今、組合の理事長のご意見には承知しているとは思いま

すが、参考まで佐賀県は280円なんだよね。簡単に言うと、料金と入浴客数の掛け

算で成り立ってると思うのですけども、280円っていうのはどうやってやっている

のかなって。単純に。いくら入浴客数が増えたとしても280円はなかなか難しいよ

うに思うのですが。 

 

（山﨑委員） 

不思議なことに、地方には温泉も出て、井戸水も出るところがある。普通、温泉が

出たら井戸水は出ないんですけど。ですから釜で蒸さなくても温泉で40度あるそう

です。それで井戸水も冷たいのが出るんです。２層あるみたいなんです。そういう

地方があるんです。 

そういうところは、沸かさなくてもいい、釜がなくてもいいみたいな。結局湯船に

入れるお湯もそのまま温泉を入れて、蛇口から出るお水も井戸水を使っている。神

奈川県とか東京の場合は温泉がほとんど出ませんから、冷泉ですから、釜で燃やし

たりして光熱費がかかるんです。あと設備投資もかかるんです。でも、温泉が出る

ところは、設備投資がなくても営業ができる、それで値段差が出てくる。また、地

域の土地の評価とかも影響してくるっていうのはあります。例えば、鹿児島県は釜
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がないところもある。 

 

（張会長） 

地域によって違うんですね。 

 

（山﨑委員） 

温泉と井戸水があるところはそのままでできる。 

地方地方で、それぞれの環境に合う公衆浴場料金があるってことでご理解していた

だければと思う。 

神奈川県では温泉はでない、出ても冷泉なので釜が必要になる。 

 

（竹内委員） 

では、温泉が出て冷泉も出てコストのかかってない地域もあるってことですね。 

僕はもうこの会議何度か出てるんですが、いったいどこが、いわゆる入浴者が増え

て、値段がいくらなら一番維持できるかというかね。発展的にやっていけるかって

いう、その分岐点をやっぱり模索していかなければならないですよね。そういった

意味では、他県の状況なんかもやっぱりいろいろ調査しながらやっていかなければ

ならないんじゃないかなと思います。 

あともう一点は、今鎌倉の方が言ってくれたようにね、いわゆる観光客。世界が誇

る、特に鎌倉なんかそうだと思うんだけどね。インバウンドの効果をどうするかと

いう点については、組合だけでは十分じゃないとは思ってて、県として、そういっ

たことに対して、2020に向けて何か、こういった日本の伝統文化の公衆浴場、これ

に対してアピールとかそういったことを考えているのか、あるいはやっているかど

うか、確認をさせていただきたい。 

 

（事務局） 

県としてということですと、観光部局が別にありますので、そういったところとも

情報交換をしながら、公衆浴場の有効な活用ということも考えていけるところはあ

るんじゃないかなと思っております。我々のサイドではなかなか観光のところまで

踏み込んだ政策はとりにくいので、そういった情報を観光部局と共有していきたい

と思います。 

 

（竹内委員） 

現に、そういうのはずっと僕らも議論してきたのですが、ある意味では所管の部局

だけでこれは収まる話じゃないと思うんです。観光とか、福祉の部局とか、いろん

なところと連携をとりながら、これは日本の伝統文化、だから物価統制されている

わけで、それを守っていくには何が一番必要か、真剣にやっぱり行政も考えていか
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なきゃならない。2020に向けて、何ができるかっていうことを横断的に考えて、一

定のサジェスチョンを組合の方にするとか、あるいは一定の予算を考えて神奈川県

がそれを施行するとか、そういうことはやはり必要になると思うね。ぜひそういう

ことも、次回検討していただきたい。 

 

（張会長） 

一点教えていただきたいのですが、佐賀県には何軒あるのか？  

 

（事務局） 

物価統制令にかかる一般公衆浴場は１軒しかないです。かなり特殊な状況だと思わ

れるので、単純に当県と比較することはできないものと思われます。特別低いのは、

この辺にも理由があるかもわかりません。 

 

（市川委員） 

私この協議会初めて参加させていただくのですが、今竹内委員からもお話しがあり

ましたけれども、平成元年から31年まで、ずっと浴場が減ってきている。この状況

からすると、県として市町村と連携しながらいろんな補助とかやっているとは思う

のですが、現実にどんどん減っていってしまっているということに対して、まず県

の考えを聞かせていただきたい。 

つまり、こういう現状がある中で、僕の地元は藤沢ですけど、３軒しかなくなって

しまったんだけど、この３軒に頑張ってもらうって立場でやってかないと、固定客

が多くなってきてしまって、毎月例えばなんとか湯で親子イベントやったりなんか

して、皆さんすごい努力もされています。だけどやっぱりいろんな事情があって、

限界が来てるのかもしれない。先ほど理事長が、社会的な役割まだまだあるんだっ

ていう中では、今のことを継続してやるより少し考え方を変えて、今の竹内委員の

ような、観光客をどこに入れていくのか、そういう取組みがないと、今の状況を大

きく変えていくっていうのが、なかなか難しいんじゃないかと思う。 

実際、470円でやっていったところで赤字になるわけです。それで自助努力があっ

たとしても、業者さん頑張ってくださいっていうには、県が守っていくんだってい

うのであればですね、しっかりした施策っていうのがね、私は必要になってくるの

かなとは思うのですけれども。もしお考えがあれば。 

 

（事務局） 

まず、一般公衆浴場が一定の社会的役割があるということは十分承知しております。 

一方、以前と比べて住宅事情、一般家庭の風呂の普及している状況がある中で、役

割も少しずつ当時と変わってきているとも思っております。 

先ほど組合の会長がおっしゃったように、地域のコミュニティの場みたいなことが
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言われてきて、そういった部分に着目した取組みは、考えられると思っています。 

また先ほど委員がおっしゃった、観光客を誘致することによって観光の拠点という

ことも考えられるだろうし、そういったいろんなアプローチの仕方を考えていく、

それは、県がどういうことができるかっていうよりも、組合の方々と意見交換をし

ていくことが必要だと考えています。 

直ちに何か打ち出しができるっていうと今のところそういったものはないのですけ

れども、これからの公衆浴場の役割というか、これからも頑張っていただきたいと

いう気持ちを込めて、どんなことが考えられるか話し合いをしていきたいと思って

おります。 

 

（川本委員） 

各家庭にお風呂が設置され、銭湯が減ってきているわけでございますが、車で走っ

ていると、大きなお風呂屋さんがぎっちり駐車場いっぱいに車が止まっているが、

ああいうところの稼働率はどんな感じですか？ 

 

（事務局） 

いまおっしゃった、大きな入浴施設は、いわゆるスーパー銭湯という言い方をする

ものですが、これは物価統制令にかからない入浴施設で、稼働率は把握していませ

んが、おそらく相当の集客数があるのだろうと想像いたします。 

 

（川本委員） 

やっぱり利用されているわけですよ。利用されているっていうことは、銭湯も同じ

ような努力をすると、わざわざ車で行かなくてもね、地域にあれば、そっちのほう

に皆来てくれるんじゃないかなと思うんです。スーパー銭湯って結構広いんですよ

ね？できるだけそっちに行く人をこっちに向ける努力も必要かなって思いました。 

 

（事務局） 

昨年度、組合さんが公衆浴場のマップを作って配っていらっしゃいました。こうい

うものを我々も何かご協力できないかなということで、観光を担当する所属に配架

してもらうなど啓発をしていたところ、何人かの方から「そのマップ欲しい」など

リアクションがありました。 

我々の所属としてできることに限らず、いろいろな関係部署とも相談して、ささや

かなことからでもできることを組合と話し合いながら実施していければなと考えて

おります。 

 

（張会長） 

個人的な経験ですが、スーパー銭湯と一般公衆浴場はかなり規模が違うんですね。
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一般公衆浴場は地元密着という感じが強い。スーパー銭湯もまあそういう雰囲気は

あるのですが、規模が違いますし、私が10年弱通っているスーパー銭湯は、レスト

ランもついていて、週末は演歌などの歌謡ショーで歌手が来て歌ったり、その歌手

目当てのお客さんとかが喜んでデュエットしたりとかするような状況で、入場制限

がかかることもある。やはり位置づけが全然違うので、同じ戦略で行くと、ちょっ

と難しいこともあるのかなというのが個人的意見ですね。 

 

（川本委員） 

金額的には高いわけですよね。 

 

（張会長） 

そうですね。1,500円とか1,800円とかですね。 

さらにそこでレストランで別料金でご飯食べたりお酒飲んだりで600円とか700円と

か。だから単価が違うんですよね。 

やり方が違うんですね、スーパー銭湯と一般公衆浴場では。だからマーケットを区

別して考えてもよいのではないかと考えたほうがいいかもしれません。 

 

（須藤委員） 

料金のことなんですけれども、少なくとも物価統制というのは銭湯の公共的な役割

を認めているということになるわけですけど、据置だとここにあるように、かなり

の努力が要求されるわけです。現在的には据え置くとしても、それを認めて統制し

ていくと、かなりの努力ということになるわけですが、それに限界があるのではな

いかと思うわけです。 

なぜかというと廃業理由を見ると、営業不振はあるんですけど、後継者難、建物老

朽化、病気立ち退き等なので、かなりの努力というのにも限界があるのではないか

と思うわけです。 

今は据え置くことを止めるわけじゃないのですが、それでいいのかなという感触は

あります。 

もう一つ、価格の推移を見ていくと、今まで消費税が上がった時はほぼ上がってい

る。そうすると新税への移行を考えるとタイミング的には今年度か来年度なんでし

ょうけど、将来のことを議論する場じゃないんでしょうけど、消費税の値上げと自

助努力に、廃業の理由を考えると、はたして、まあ来年度なのかもしれないですけ

れども、据え置きというのも簡単に決めていいのかなと。 

今の廃業の理由に関してもう一つ意見なんですけど、川崎市の廃業の割合が多いで

すね。なんで川崎市が多いのかっていうのを見ようとすると「病気立ち退き等」の

項目は、分析のためにも廃業理由をもう少し詳しく記載していただきたいという部

分があります。 
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それから最後なんですけれども、今まで消費税で２回値上げしたときに、利用客が

どの程度減ったのかとか、そういう分析も本来あったほうがいいのかなと思います。 

 

（事務局） 

廃業の理由の分析については、今のご意見を踏まえて今後の資料作成で工夫してい

ければと思います。 

消費税の増税に伴う、利用者数への影響については、資料10ページで、入浴者数の

推移ということで、これはある特定の１週間からの推計なので必ずしもこれがすべ

てを表しているとはいいがたいところもありますけれども、例えば平成26年度のと

ころを見てみますと横這いで、必ずしも消費税の増が入浴者の増減につながってい

るかというとその部分はなかなか判断が難しいところがあるのではないかとは思い

ますが、ご指摘も踏まえてそういったところの分析はもう少し見ていけたらなとは

思います。 

また、今回の協議会の開催にあたっては、組合さんとも情報交換させていただいた

中で、一応今回組合さんとしては、消費税増の影響を見たうえで、もう一度判断し

たいという強い要望がありましたので、そういう要望を踏まえて今回会議を開かせ

ていただいたということではあります。 

 

（京島委員） 

一点だけ確認ですけれども、１週間当たりの入浴者数の調査の中で、地域性はあろ

うかとは思いますが、観光地であれば観光目的で来ましたよというのがあるかと思

いますが、私相模原でありますけれども、相模原であると、観光ということにはち

ょっと結びつかないかなとは思うのですが、一見客の方々の利用した目的が分かれ

ば教えていただきたいです。 

 

（事務局） 

実際この調査でどういうことをやっているのかというと、１週間当たりの中で、各

協力いただいている公衆浴場の方に、目視で確認をしていっていただいているとい

う形なので、実際一見客の方々の目的は把握できていないというのが正直なところ

です。従前は利用客の数のみを調査していたところですが、本協議会で、マーケテ

ィングの観点から公衆浴場組合さんに情報をリターンするにあたってもうちょっと

情報があったほうがいいのではないかというご意見があって、実は公衆浴場さんに

負担をかけている形ながらやっている面もあるので、なかなかこれ以上のご負担が

難しいところではあるのですけれども、今頂いているご意見も了解を得られるので

あれば、組合さんと連携しながらやり方を考えていければなというところです。 

 

（京島委員） 
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お手数をおかけするとは思いますが、一見客が固定客につながる何かヒントになる

かもしれないので、もし可能であればそのあたりの調査をお願いしたい。 

併せて先ほどからお話に上がっている、観光客に繋げることのほかに、公衆浴場の

役割が、地域コミュニティの場であり、健康増進である。一方で住宅事情が変わっ

てきたんだという話がありましたが、着眼を変えていただくと、私の地元でも、高

齢化が進んでおります。住宅にお風呂があるご家庭が増えている反面、独居である

方、自分でお風呂掃除をしてお風呂準備をして入るよりも、週に２回か３回でいい

から公衆浴場に歩いて行く、そこが目的になって、自分の中の日課に取り入れてる

んだと、そしてお風呂に入る。毎日は行けないけれども、これが自分の中の健康づ

くりであり、経済的なことを考えても、自分できつい体でお風呂掃除をして準備を

するよりも、トータルとして公衆浴場を使ったほうが自分たちは楽なんですよって

いうご意見をいただいたこともあります。そのため、住宅事情で今お風呂はあるん

ですよという回答ではなくてですね、昔と今変わったのは、確かに今お風呂はある

けれども、考え方が、独居の方も増えたので、公衆浴場の役割も増えていっている

という地域もあるということです。そういった面で、他局との連携は、難しいとこ

ろではありますが、観光以外でも福祉という意味の着眼をぜひ持っていただいて、

それこそ組合さんと話し合いを重ねて、どういったことができるのかというのもぜ

ひ、健康増進のほかに福祉の面においてもの重要な役割です。人生100歳時代と黒

岩知事も謳っておりますので、元気に過ごしていただく高齢の方を増やしていくっ

ていうのも一つの着眼の中に入れていただければと思います。 

 

（張会長） 

そうですね、ぜひ協議会の皆さんも銭湯に入ってみてください。 

 

（山口委員） 

組合の方でも、特に光熱費の問題、これに関しては昔は薪や廃油なんかを燃やした

りしていたのですが、それがなかなかできない状況になってしまったので、どうし

てもガスに推移しています。電気についてはモーターを使うのでこれは減ることが

ないんですよ。ですのでこの辺のことを重視して、昨年あたりから、電気事業者を

変えて、そうすると年間で普通のところでも７～８万、多いところだと20万以上も

価格が安くなるということで、努力をしております。これはガスも一緒ですね、自

由化になったのでこういうところを選んだり努力している。ほかにもここには書い

ていないんですけれども、お子様に関しては二人まで無料で入れております。中学

生に関しては、生徒手帳の提示で100円割引としています。あと65歳以上の方には

各地域で入浴券を配ったりとか。あとは横浜市では「濱ともカード」で割引という

のもやってますし、あとは入浴券というのを10枚綴りで売って、現金を持たなくて

もお風呂にはいれるというようなこともやっております。それからあと横浜の場合
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には、川崎もそうですけど、タッグを組んでイベントを開催したりしている。ほか

にもしょうぶ湯やゆず湯、それはやってますけれども。ほかに横浜の水道局で水源

林の間伐材でヒノキの風呂やってみたり、そんなイベントをやっております。 

それからあと、なかなかＰＲが下手なもんですから、ほかのＰＲに乗っかって、そ

こで業者が抽選で何かあげるってなるとむこうで全部マップから情報からやってく

れるので、そういった努力をしておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

（張会長） 

今いろいろとお話しいただいてきたところですが、これ本当は議題２のその他にあ

たるところなんですけれど、話を戻させていただきまして、ひととおり料金に関し

てはご意見を伺いましたので、意見のとりまとめをしたいと思います。 

委員の皆さんのご意見の大勢が、料金据え置きとなっているようですので、もし異

論がなければ、本協議会の意見としては、据え置きとしたいと思いますが、いかが

でしょうか？ 

 

（一同） 

異議なし 

 

（張会長） 

ありがとうございました。それでは令和元年度の神奈川県における公衆浴場入浴料

金は、据え置きとの意見のとりまとめをさせていただきます。 

本日は、お暑い中、ご熱心にご協議いただきまして、誠にありがとうございました。

これにて、令和元年度神奈川県公衆浴場入浴料金等協議会を終了したいと思います。 


