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Japanese have one of the best bathing cultures in the world. The culture of communal bathing is rare in the world. Sento (public 

bathhouses) have been used in Japan since the Edo period (1603-1868) as a place to exchange information and relax. Bathing has 

become a part of daily life, and sento is representative of this bathing culture. However, the number of public bathhouses in Japan has 

been on the decline in recent years. The number of bathhouses has decreased by 16,134 between 1968 and 2022, and is expected to 

decrease further in the future, due to soaring utility costs, rising fixed costs, and the aging of facilities. 

The history of public bathhouses dates back to 1591, when they were initially dark spaces that filled the room with steam, and gradually 

took the form of modern public bathhouses. Since the rapid economic growth period, indoor baths have spread rapidly, and the sento 

is no longer an infrastructure for daily use. Today, public bathhouses are attracting renewed attention as places for relaxation and 

recreation, and are being used by residents as part of the city and their daily lives in terms of welfare and community interaction. By 

reconsidering the public bathhouse, which in the past was an indispensable part of the city as an infrastructure for bathing, as an 

indispensable part of the city once again, we plan to create a facility that will bring vitality back to the surrounding facilities and generate 

benefits for people's lives.  

 

１． はじめに 

日本人は世界の中でも屈指の入浴文化を持っている.

共同で入浴する文化は世界で見ても稀である.「銭湯」

はそんな日本でも江戸時代から始まる情報交換や憩い

の場として利用されてきた.入浴は生活の一部となっ

ており,銭湯はそんな入浴文化を代表するものである.   

しかし,現在日本では多くの銭湯が減少の一途を辿っ

ている. 近年の光熱費の高騰や固定経費の上昇,施設の

老朽化が顕著に現れ,1968 年から 2022 年にかけて

16134軒減少［1］し,今後ますます減少することが予想さ

れる. 

銭湯の歴史は 1591年から始まり,当初は湯気を部屋に

込める暗い空間から徐々に現代の銭湯の形になってい

った.高度経済成長期から内風呂が急激に普及し,銭湯

は普段使いのインフラストラクチャーでは無くなって

しまった. 

現代では銭湯は生活の中の憩いの場として福祉や地域

交流の点から街や生活の一部として周辺住民に利用さ

れ,再注目されている.過去に入浴行為のインフラスト

ラクチャーとして街に必要不可欠であった銭湯を再び

街になくてはならないインフラストラクチャーとして

再考することで周辺施設に再び活気を生み出し,人々

の生活に利益を生み出すことのできる施設を計画する.  

 

２． 計画背景 

２.１ 東京銭湯 

東京の施設は全国の銭湯と同じく 2005~2021 年の間で

931軒から 480軒へと減少［2］している.都内の適正な公

衆衛生水準を満たすために銭湯は必要と考えられてい

るが東京都公衆浴場入浴料金の統制額（令和４年度）

により一律 500円と定められている 

２.２ プロトタイプから計画された銭湯 

銭湯はもとより一つのプロトタイプから計画された.

このことより銭湯一つの計画を考えることは既存の銭

湯の今後の建築計画である補修や増築を考えることに
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Figure 1 Total number of members of the National 

Association of Public Bathing and Sanitation Industry 

Associations［1］ 
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なる.全国の銭湯に応用できるような建築計画を考え

ることにより銭湯文化を守ることに繋がる. 

２.３ 既存銭湯の持つ機能の再考 

既存の銭湯の特徴として大きな煙突や水源の近くに建

てられてきたこと,街の資源を回収し湯を沸かす資源

として活用してきたという歴史を持つ.これらの銭湯

の特徴を今後必要とされるインフラストラクチャーの

機能に利用することで銭湯が街の中でなくてはならな

い存在となり人々の憩いの場として利用される. 

２.４ お風呂プラスαの施設 

自宅の内風呂では感じられない開放的な空間と災害時

の水源や浴場として開放されるインフラストラクチャ

ーとしての機能を持たせ,日常の風景として銭湯を再

考する 

 

３． 建築敷地 

３.１ 敷地選定条件 

計画背景および計画方針より以下のように選定条件

を設ける. 

（１）経営的に廃業が考えられる銭湯 

（２）木密地域 

（３）建築の老朽化が進んでいる建築 

３.２ 練馬区江古田湯 

東京都練馬区旭丘１丁目１７−３ 江古田マンション 

 

 

４． 建築計画 

４.１ 導入機能 

１） 入浴施設 ２）発電施設  

３）防火水槽・防火樹  

４）経営者住居 ５）賃貸住居  

４.２ 入浴施設 

江戸時代から続く公衆浴場の形を継承しつつ現代にあ

った入浴空間を設計し,都会で希薄化する人間関係を

再編する. 

４.３ 発電施設 

銭湯では釜戸で火を焚き湯を沸かす.湯を沸かす時に

出る熱量や湯に利用する水の移動,水源の近くに建て

られているという銭湯の特徴を利用し発電しエネルギ

ー供給施設とする. 

４.４ 防火水槽・防火樹 

水資源が豊富である銭湯で雨水や入浴後の排水など

を利用し防火のための機能を持たせる.水を利用し防

火樹を育てることで地域に循環する資源も生産する. 

４.５ 経営者住居 

経営者の住居は浴室と隣接して設計される.銭湯を継

続していくため経営者と銭湯の関わり方を設計し,よ

り利用者が増えるような空間を提案する. 

４.６ 賃貸住居 

マンション型銭湯では浴室の上階に賃貸住居が配置さ

れている.浴室の熱量が部屋を温め冬でも快適な室内

環境を得ることができる. 

４.７ 全体計画 

これからの地域防災を総合的に考慮し電力エネルギ

ー供給施設や災害時の入浴施設として施設を構築する.

日常的に使われる施設として銭湯が街の中心として活

用されるように計画する. 
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Table１Number of public bathhouses in Tokyo［３］ 

令和 4年度　日本大学理工学部　学術講演会予稿集

 512


