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埼玉県公衆浴場入浴料金審議会議事録 

 

 

１ 日  時  平成２６年８月６日（水）  午後１時３０分～３時３０分 

 

２ 場  所  全電通埼玉会館（あけぼのビル） ３階会議室 

 

３ 出席委員  宮﨑雅人、村岡正嗣、菊田紀子、上杉裕子、小西宣子 

        谷弘幸、菜畠順子 

  欠席委員  高橋努、賴髙英雄 

 

４ 議  題  公衆浴場入浴料金統制額の改定について 

 

５ 開   会 

  事務局千島副課長が開会を宣言し、保健医療部 児嶋副部長があいさつを

 行う。 

  続いて、千島副課長が各委員を紹介する。 

 

６ 定足数の確認 

  審議会規則第６条第２項により、審議会は委員の過半数の出席がなければ

 開くことができないが、９名の委員のうち７名が出席し、千島副課長が審議

 会が成立したことを報告する。 

 

７ 会長の選出 

  審議会規則第５条第１項により会長は委員の互選となっているため、千島

 副課長が指名推薦を提案する。 

  谷委員から、「従前から学識経験者が会長に就任していたことから、今 

 回は地元埼玉大学の宮﨑委員に会長に就任していただきたい」旨提案があり、
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 満場一致で宮﨑委員が選出される。 

  また、審議会規則第６条第１項により、会長が議長になることとされてい

 るため、宮﨑会長が以後の議事の進行を行った。 

 

８ 会議の公開 

  審議会規則第７条により、会議は公開することとされているため、宮﨑会

 長が「公開」としてよいか諮り、各委員の了承を得た。 

  なお、傍聴希望者が３名いたため、入室させ、傍聴上の注意点を説明する。 

  また、テレビ埼玉から会議冒頭の撮影及び埼玉新聞社から写真撮影の申出

 があり、宮﨑会長がこれを許可した。 

 

９ 議事録署名人の指名 

  宮﨑会長が、村岡委員及び谷委員に議事録署名人をお願いし、両委員の 

了承を得る。 

 

10 諮問 

  埼玉県公衆浴場業生活衛生同業組合から入浴料金改定申請書が提出され、

 知事から当審議会に対し諮問がなされているため、児嶋保健医療部副部長が

 諮問書を朗読し、宮﨑会長に諮問書を提出した。 

 

11 議  事 

〈宮﨑会長〉 （「公衆浴場の入浴料金と前回審議内容」及び「公衆浴場業の

       現状及び対策」について事務局に説明を求める。） 

 

 事務局   （資料Ｐ３～６に基づき、「公衆浴場の入浴料金と前回審議内

〈黒﨑生活衛生課長〉 容」及び「公衆浴場業の現状及び対策」を説明。）   
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〈宮﨑会長〉 ただいまの事務局の説明につきまして、質問がございました 

      らお願いいたします。 

〈村岡委員〉 前回の答申書の附帯意見について 

       事業者の自助努力の推進という意見がついたことは理解でき

      るが、なぜ、「行政は支援策についてさらに積極的な見直しを図

      られたい」という附帯意見がついたのか、その背景等がわかれば

      ご説明いただきたい。 

         

〈黒﨑生活衛生課長〉 昭和５６年に制定された「公衆浴場の確保のための特別措置 

      に関する法律」（特措法）の中で、国及び県の責務として、「公

      衆浴場の経営の安定を図る等必要な措置を講ずることにより、 

      住民の公衆浴場の利用の機会の確保に努めなければならない」 

      「公衆浴場が住民の健康の増進等に関し重要な役割を担ってい 

      ることにかんがみ、住民の健康の増進、住民相互の交流の促進 

      等の住民の福祉の向上のため、公衆浴場の活用について適切な 

      配慮をするよう努めなければならない。」と規定されておりま 

      す。助成についても「必要な措置を講じなければならない」と 

      あり、公衆浴場が住民の生活に欠かせないものであり、これら 

      の経営を安定させ、住民の入浴の機会の確保に努めるべく、所 

      要の助成を行い、公衆浴場の減少に歯止めをかけるためと思わ 

      れます。 

 

〈千島生活衛生課副課長〉付け加えて、前回審議会の議事録を見ますと、それまで補助

事業の予算が２０００万円近くついていたものが、年々減少して

いるためと思われます。 
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〈村岡委員〉 前回の答申後も年々県の補助金が減っていますが、附帯意見が

      政策にどのように反映しているのかお教えていただきたいので

      すが。 

 

〈黒﨑生活衛生課長〉 毎年、５％のシーリングがかかるなど厳しい予算編成の中、課

としてもそれ以上減らないよう、予算の確保に努力しております。 

 

〈村岡委員〉 公衆浴場は地域のまちづくりの核であるという（地域の衛生確

      保の重要な施設）役割について、担当課だけではなく、県全体と

      して認識すべきと考えます。 

 

〈宮﨑会長〉 （他に質問がないため、入浴料金統制額の改定についての審議

       に移る。） 

 

〈宮﨑会長〉 （谷委員に申請書を提出した理由について説明を求める。） 

 

〈谷 委 員〉 一般公衆浴場は行政の種々の助成策にも拘わらず、施設の老朽

化と利用者の減少、後継者不足等により転廃業が進み、現在の組

合員数は最盛期の５分の１以下の６６軒（２６年６月現在）とな

っております。特に東日本大震災後の電気料金と重油やガスなど

の経費の高騰に加え、４月からの消費税の引き上げにより、経営

環境は厳しさを増しており、現在の入浴料金のままでは新たな設

備投資が難しくなる事も予想されます。 

       私ども組合としては、健康で衛生的な生活の為に、公衆浴場が

地域住民に果たす役割を十分に理解し、利用者の利便性を確保す
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るための施策を講じると共に、経営の安定のための工夫や努力を

重ね、業の活性化に積極的に取り組んでおります。 

       こうした状況の下、私ども組合におきまして協議を重ねた結果、

入浴料金の改定を求めるとの結論に達し、今回知事あてに料金改

定の申請をしました。 

 

〈宮﨑会長〉 （続いて、平成２６年度公衆浴場経営実態調査の結果と平成 

      ２６年推定収支額について、事務局に説明を求める。）  

 

〈黒﨑生活衛生課長〉 （資料Ｐ８～１０、参考資料１・２に基づき、「平成２６年度

      公衆浴場経営実態調査の結果」及び「平成２６年推定収支額」を

      説明。） 

 

〈宮﨑会長〉 ただいまの事務局の説明につきまして、質問があればお願いい

たします。 

          

〈上杉委員〉 各浴場の収入と支出を見ると、浴場によってそれぞればらつき

がありますが、なぜですか。 

 

〈黒﨑生活衛生課長〉 収入は、営業外収入として県や市町村からの補助金と入浴料金

として事業者に入るものを合計したものを載せています。浴場に

よって差があるのは、実質、入浴者数の差になります。 

       支出は、燃料費によるところが大きいです。浴場の半数が廃材、

４分の１がガス、残りの４分の１が廃材とガス、重油を使用して

います。ガス、重油の高騰が差に影響していると思われます。 

 

〈上杉委員〉 今のお話によると、収入が多い＝利用者が多い、ということに



6 

 

なると思いますが、資料の８ページ、９ページを見ますと、そう

とはいいきれないのではないでしょうか。 

 

〈黒﨑生活衛生課長〉 資料のデータは、それぞれ１週間調査した結果を平均したもの

であり、ずれが生じているのではないかと思います。 

 

〈村岡委員〉 ９ページに利用者の割合が載っていて、大人７３．１人とあり

ますが、男女比や年齢別でのデータはないのですか。 

 

〈黒﨑生活衛生課長〉 ありません。ただ、男性の高齢者の利用が多いと思われます。 

 

〈村岡委員〉 そうすると、女性客を取り込むことが大事なポイントなのでは。 

       資料９ページの１週間のデータで、中人と小人が飛びぬけて多

い施設があります。これは浴場の取り組み、努力があったと思い

ますが、県は把握しているのですか。 

 

〈黒﨑生活衛生課長〉 実態調査の結果を聞くと、近所の幼稚園や保育園の子供たちが

来ているようです。 

 

〈村岡委員〉 それは、浴場の自主的な取り組みなのか、それとも行政による

ものなのですか。 

 

〈黒﨑生活衛生課長〉 詳細は把握していません。 
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〈村岡委員〉 それは調べた方がいいのでは。 

       資料１０ページに人件費４５０万とあります。これには国民健

康保険や年金、税金などは含まれているものですか。また、施設

の平均人数は何人ですか。１人当たりの年収はいくらですか。 

 

〈黒﨑生活衛生課長〉 事業者、家族従業者、その他従業員の分類がありますが、１つ

の施設につき平均３人従事しています。 

 

〈千島生活衛生課副課長〉家族従業員がほとんどなので、税金などは含まれていないと

思われます。 

 

〈村岡委員〉 平均３人なら、１人１５０万円くらい。年収がそれでやってい

けるのか、一般的には、いわゆる年収２００万円以下は貧困層と

いわれています。そのへん取りあげていかないといけないのでは。 

       消費増税や価格の高騰で、燃料費が増えているとありましたが、

どの程度、影響が出ているのか、消費税のみの影響を数字で表し

たものはありませんか。 

 

〈黒﨑生活衛生課長〉 消費者物価指数などを含めない、消費増税のみを考えた試算を

しますと、年間２５万９千円の増収が必要で、平均入浴者数で割

り戻しますと大人１人あたり１１．５円の増額になります。 

 

〈千島生活衛生課副課長〉さきほど経営者の年収について意見がございましたが、事業

者は６０～７０代の夫婦がほとんどで、年金の受給と併せて、や

っている状況です。 
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〈村岡委員〉 消費税が８％になると、２６年支出では年間３９万５千円の増

額と見込まれる。その内、燃料費だけで３２万円。円安などがこ

のまま続けば、支出が収入をどんどん上回ると思いますが、それ

についてはどうお考えですか。 

 

〈黒﨑生活衛生課長〉 燃料費の高騰が収まって安定してくれればと思うが、さらに厳

しい状況になると予想されます。 

 

〈村岡委員〉 審議会の場なので、谷委員と菜畠委員の意見もお聞きしたいと

思います。厳しい中、いろいろと努力されていると思いますが、

利用者の減少や燃料費の高騰などあるなか、どう努力しているの

か、参考として具体的なお話をお聞きしたいのですが。 

 

〈谷 委 員〉 何十年も経営を続けていくには、やはり、女性客など、新しい

客層を獲得していくべきと考えています。現状は高齢者の利用者

が多いので、各市町村で行っている高齢者対象のサービスを活用

しています。 

       戸田市は６５歳以上の利用者に対して、１５０円の助成を行っ

ていて、１日７０～８０人程度の６５歳以上の利用者がいるので、

この助成を利用しています。戸田市には６浴場あり、年間の助成

事業の予算は３０００万円です。 

       また、東京都では、過去には無料券を発行したり、現在は半額

補助を行っています。 

       埼玉県には＜パパママ応援＞という制度があり、カードを提示
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すれば３歳以下無料という特典があり、この特典の活用や、設備

拡充などで女性客を集客していきたいと考えています。 

 

〈菜畠委員〉 個人的には、清潔にすることを第一に考えています。公衆浴場

の利用を躊躇する理由、特に女性は、衛生面を気にしていると思

うので。口コミで「きれいだよ」と広まれば、普段利用しない世

代も来てくれるかもしれないと思います。 

 

〈小西委員〉 谷委員のお話で、６５歳以上の利用者が多いとのことですが、

手を引いたり、身体を支えたりといった介助が必要な利用者には

どう対応しているのですか。 

 

〈谷 委 員〉 車いすの利用者の方はあまりいません。 

  

〈菜畠委員〉 必ず介助者に付き添っていただくようにしています。 

 

〈村岡委員〉 利用者の２分の１である高齢者の方は行政のサービスを利用し

ているということですが、戸田市の助成額３千万円に対して、埼

玉県は約８８０万円。県として、県内市町村の助成の実態は把握

しているのですか。 

 

（追加資料「平成２６年度公衆浴場助成制度調査（市町事業分）」配付） 

 

〈黒﨑生活衛生課長〉 資料にありますように、各自治体が、各々の状況に合った取り
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組みを行っています。 

 

〈村岡委員〉 谷委員の取り組みは、個人や組合としてのものですが、県とし

てできることは他にもあるのではないでしょうか。福祉部門と連

携して努力していただければと思います。 

 

〈菊田委員〉 資料にある市町村の公衆浴場の有無について、数が矛盾してい

るのではないですか。 

 

〈黒﨑生活衛生課長〉 全６３市町村の内、公衆浴場があるのは２３市１町で、２７の

市のうち４市は隣の市町にある公衆浴場を利用できるよう、自治

体で福祉政策を行っています。 

 

〈宮﨑会長〉 それでは続いて、入浴料金の改定の是非について御意見をいた

      だきたいと思います。 

 

〈村岡委員〉 利用者からすると安い方がいいが、経営は毎年赤字。目に見え

て街から銭湯が無くなっています。行政の補助もあるが、それで

も歯止めがかからない状態。また、消費増税や円安による燃料費

高騰は、国の施策によるもので強い憤りを感ずる。利用者・事業

者に責任の無いこと。入浴料金を上げるのはやむを得ないと考え

ます。上げ幅をどうするのかが重要だと思われます。 

 

〈上杉委員〉 現状を考えると上げざるを得ないのではないかな、と思います。 

 

〈小西委員〉 経営者の実際の声を聞く機会があったが、上げざるを得ないと
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感じました。 

 

〈菊田委員〉 昨年から公衆浴場が６件なくなっている現状を考えると上げざ

るを得ないと思います。  

 

〈宮﨑会長〉 今、それぞれ委員さんから、「やむを得ない」という御意見を

      伺いましたが、料金の改定はやむを得ないという承認をいただい

      たということで、次の審議に移ってよろしいでしょうか。 

 

〈各 委 員〉 （承認） 

 

〈宮﨑会長〉 （次に、入浴料金の引き上げ額についての審議に移る。試算結

       果について、事務局に説明を求める。）  

 

〈黒﨑生活衛生課長〉 （資料Ｐ１０・１１に基づき、「平成２６年度の入浴料金試算」

      を説明。） 

 

〈宮﨑会長〉 ただいまの事務局からの説明について、御質問、また、入浴料

金の金額について御意見がありましたらお願いします。 

 

〈村岡委員〉 ３９万５２１４円が最低限掛かる費用とのことですが、最低限

とはどういう意味ですか。  

 

〈黒﨑生活衛生課長〉 消費税３％増、上下水道や電気の値上げなど、事業者努力では

どうにもできない部分の増額分という意味です。この金額を埋め

るには、大人１７．５円の値上げが必要になります。 

 

〈村岡委員〉 入浴料金が５００円じゃないと収支が合わないとの説明でした

が、事業者として最低限の負担増の部分の増額だけで大丈夫なの
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ですか。 

 

〈谷 委 員〉 負担増の部分で１７．５円という数字が出ていますが、組合員

にアンケートをとったところ、大人料金４１０～４８０円が望ま

しいという意見があり、平均すると現状より２０円アップの４３

０円が妥当ではないか。また、中人・小人については１０～２０

円アップを希望する意見があるが、中人・小人の利用者数が少な

く、子育て支援も考慮して、据え置きでいいのではという意見が

多数でした。 

 

〈黒﨑生活衛生課長〉 （参考資料３に基づき、「他県の入浴料金の改定状況」を説明） 

 

〈谷 委 員〉 東京は今年の４月から１０円アップですが、神奈川は９月から、

大人４７０円、中人２００円、小人１００円で東京より高くなる

予定です。 

 

〈宮﨑会長〉 他県の状況、試算、組合の意見を聞いていかがですか。 

 

〈上杉委員〉 前年収支がマイナスだから値上げしたい。が、利用者負担を増

やして、利用者が減ったら意味がないのでは。経営者が２０円で

もよいというのであれば、よろしいのではないでしょうか。 

 

〈宮﨑会長〉 それでは、値上げ額２０円が妥当であるかに論点を絞りたいと

      思います。 

 

〈村岡委員〉 やむを得ないと思います。大人１７．５円の値上げという数字

も出ています。特別措置法で行政の支援が規定されており、県と
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してより支援を充実すべきと考えます。ただ、値上げするだけで

なく、より行政の努力が求められているという意識で考えてほし

いと思います。 

 

〈宮﨑会長〉 それについては、附帯意見をしてはいかがでしょうか。 

 

〈村岡委員〉 消費税が１０％になるときは、組合はどう考えているのですか。 

 

〈谷 委 員〉 １０％になったときに、またこのような場を設けていただきた

いと考えています。また、実態調査も行っていただきたいと思い

ます。 

 

〈宮﨑会長〉 中人、小人は据え置きでよろしいでしょうか。 

 

〈谷 委 員〉 今回については見送っていただければと思います。 

 

〈宮﨑会長〉 それでは、大人料金が４３０円、中人料金が１８０円、小人料

      金が７０円。これで、よろしいでしょうか。   

 

〈各 委 員〉  （承 認） 

 

〈宮﨑会長〉 続いて、この料金改定の施行時期について、いつ頃になるのか

      事務局から説明をお願いいたします。 

 

〈黒﨑生活衛生課長〉 施行時期については、告示等の事務手続きもありますので、３

週間くらいいただいて、８月２２日または２９日に告示を行い、

周知期間を１ヵ月みますと、平成２６年１０月１日頃に施行とな

ろうかと存じます。 
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〈宮﨑会長〉 それでは、施行時期は、平成２６年１０月１日を目途としてよ

      ろしいでしょうか。 

 

〈各 委 員〉  （承 認） 

 

〈宮﨑会長〉 それでは、そのようにさせていただきます。 

       例年、料金改定につきましては、附帯意見が出ています。 

        先ほども、もう少し補助金を多くできないか等の意見がありま

      したが、附帯意見がありましたらお願いいたします。 

 

〈村岡委員〉 もう少し積極的な意見を入れていただきたいと思います。学識

経験者、利用者、経営者、行政とで論議の場を設け、公衆浴場を

どう発展させていくのか考えるべきではないでしょうか。支援が

無いと経営は厳しい。銭湯が無くならないように、行政は監督業

務だけでなく、もっと積極的に関わってほしいと思います。 

 

〈菊田委員〉 実態調査を実施するに当たって、全数調査を行った方がよいの 

      ではないでしょうか。 

 

〈宮﨑会長〉 それにつきましては参考意見として承っておきます。 

 

       （附帯意見を整理するため、５分間休憩） 

 

〈宮﨑会長〉 先ほど、皆さんから御意見をいただきまして、附帯意見として

      付けたいと思います。私の方から読み上げさせていただきます。 

      「公衆浴場の経営者は、新規顧客の開拓などの利用の促進を図り、    
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      経営の改善に努めること。 

     また、行政は、公衆浴場が、保健衛生の確保に欠くことができ  

    ない施設であることから、行政、経営者、利用者等で構成する経  

    営改善についての協議の場を設けるとともに、その検討を踏まえ、  

    今後とも、経営安定化に資するため支援の充実に努めること。」 

 

〈宮﨑会長〉 これで、よろしいでしょうか。 

 

〈各 委 員〉  （承 認） 

 

〈宮﨑会長〉 それでは、改めて答申の内容をまとめさせていただきます。 

       １ 公衆浴場入浴料金の統制額 

         大人 ４３０円 

         中人 １８０円（据え置き） 

         小人  ７０円（据え置き） 

       ２ 施行年月日 

         平成２６年１０月１日を目途とする。 

       ３ 附帯意見 

         公衆浴場の経営者は、新規顧客の開拓などの利用の促進を  

        図り、経営の改善に努めること。 

       また、行政は、公衆浴場が、保健衛生の確保に欠くことが  

      できない施設であることから、行政、経営者、利用者等で構 

      成する経営改善についての協議の場を設けるとともに、その 

      検討を踏まえ、今後とも、経営安定化に資するため支援の充 

      実に努めること。 
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〈宮﨑会長〉 よろしいでしょうか。 

       答申書の作成及び知事への提出につきましては、私に一任いた

      だきますようお願いいたします。 

       皆様には後日、答申書の写しを事務局から送付させていただき

      ます。 

        

〈各 委 員〉 （承 認） 

 

〈宮﨑会長〉 それでは、これをもちまして本日の審議を終了いたします。 

       皆様方には議事進行に御協力いただきありがとうございまし

      た。 

 

〈千島生活衛生課副課長〉（改めて今後の事務手続きについて説明した後、閉会を宣言

       する。） 

 

 

 

 


