
公衆浴場一覧 令和4年（2022年）11月30日時点

種別 指令番号 営業者名 代表者名 浴場名 所在地 許可日

1 普通 函保生(26)4 有限会社木村商事　 代表取締役　木村　正裕 田家の湯 田家町5-11 平成27年3月20日

2 普通 函保生(25)1 株式会社ケーケーエム 代表取締役　金沢　俊司 谷地頭温泉 谷地頭町20-7 平成25年4月1日

3 普通 函保生(19)5 有限会社北央 代表取締役　長南　武次 湯処　永寿湯温泉 湯川町１丁目7-14 平成20年3月5日

4 普通 函保生(19)1 サンカンパニー株式会社 代表取締役　小西　絵里子 函館乃木温泉　なごみ 乃木町4-25 平成19年4月6日

5 普通 函保生(17)3 株式会社ケーケーエム 代表取締役　金沢　俊司 山の手温泉 山の手３丁目44-28 平成17年12月15日

6 普通 函保生(14)5 株式会社ケーケーエム 代表取締役　金沢　俊司 昭和温泉 昭和２丁目39-1 平成15年1月28日

7 普通 函保生(14)4 有限会社にしき湯　　　 代表取締役　桑原　宣雄 にしき温泉 深堀町13-2 平成14年12月17日

8 普通 函保生(14)3 株式会社アース開発 代表取締役　西野　亜通志 湯元花の湯 桔梗町418-414 平成14年12月10日

9 普通 函保衛(10)3 有限会社山萬ヨシモト 代表取締役　吉元　節子 北美原温泉 北美原１丁目18-16 平成10年11月24日

10 普通 函保営(4)6 有限会社花園温泉　　 代表取締役　笠井　清美 花園温泉 花園町40-34 平成5年3月5日

11 普通 函保営(3)10 有限会社マキノ商店　　　 代表取締役　牧野　康宏 大盛湯 湯川町２丁目18-23 平成3年11月14日

12 普通 函保営(3)9 有限会社北央　　　　　 代表取締役　長南　武次 桐の湯 松陰町10-12 平成3年10月1日

13 普通 森保衛第79 佐藤　千鶴子 川汲温泉明林荘 川汲町2097 平成2年6月6日

14 普通 函保営(62)4 株式会社桜成浴場センター　 代表取締役　福原　広輔 桜成浴場センター 上新川町5-6 昭和62年8月6日

15 普通 函保営(62)3 佐藤　義則 鍛治温泉 鍛治１丁目34-15 昭和62年7月3日

16 普通 函保営(58)1 松倉　重直 菊乃湯 上湯川町6-1 昭和58年6月16日

17 普通 函保営138 函館市　　　　　 函館市長 函館市日乃出いこいの家 日乃出町24-4 昭和51年1月27日

18 普通 函保営13 小松　均 港湯 港町１丁目20-20 昭和47年8月19日

19 福利 函保生(15)1 有限会社西ききょう健康グランド 代表取締役　北原　一樹 西ききょう温泉 西桔梗町444-1 平成15年9月10日

20 福利 函保営(11)1 函館市 函館市長 函館市谷地頭老人福祉センタ－ 谷地頭町13-18 平成11年7月15日

21 福利 函保営(4)4 函東工業株式会社 代表取締役　津村　英輔 函東工業株式会社　福利厚生浴場 浅野町3-11 平成4年10月20日

22 福利 函保営(3)2 日本中央競馬会函館競馬場 場長　工藤　禎康 函館競馬場内共同浴場 駒場町12-2 平成3年6月10日

23 福利 環境211 函館市 函館市長 函館市湯川老人福祉センター 湯川町１丁目7-26 昭和45年2月24日

24 その他 函保生(2022)1 新道南温泉株式会社 代表取締役　西村　晴美 ホテル恵風 恵山岬町61-2 令和4年4月22日

25 その他 函保生(2021)1 株式会社オカモト 代表取締役　岡本　兼一 JOYFIT 24 LITE 函館海岸町 海岸町11-38 令和3年12月14日

26 その他 函保生(2020)1 合同会社ブルス 代表社員ピクニックストーリー株式会社　職務執行者　櫻井　守 函館高温源泉　湯の箱　こみち 昭和３丁目22-1 令和2年5月27日

27 その他 函保生(2019)4 一般財団法人　函館市住宅都市施設公社 代表理事　國安　秀範 函館市戸井ウォーターパーク　温泉保養センター　ふれあい湯遊館 原木町285-1 令和2年3月31日

28 その他 函保生(2019)3 新道南温泉株式会社 代表取締役　西村　晴美 ホテル函館ひろめ荘 函館市大船町832‐1 令和2年3月26日

29 その他 函保生(2019)2 ＡＢアコモ株式会社 代表取締役　阿部　裕二 ラ・ジェント・ステイ函館駅前　ぽんの湯 若松町12-8 令和元年11月12日

30 その他 函保生(2019)1 サン・スポーツクラブ株式会社 代表取締役　及能　有三 サン・スポーツクラブ 石川町167-39 平成31年4月3日

31 その他 函保生(30)2 ビレッジハウス・マネジメント株式会社 取締役　目黒　正行 ビレッジハウス函館共同浴場 日吉町４丁目1 平成30年11月1日

32 その他 函保生(30)1 宗教法人 伏白稲荷神社 代表者　益　幸代 函館伏白稲荷温泉 陣川町122-7 平成30年10月24日

33 その他 函保生(28)3 株式会社スローティ・ラテ 代表取締役　手塚　優子 スローティ　ラテ 中道２丁目12-9 平成29年3月14日

34 その他 函保生(26)1 株式会社リオ・ホテルズ北海道 代表取締役　東雲　勝幸 はこだて大森の湯 大森町25-7 平成26年5月22日

35 その他 函保生(26)2 株式会社リオ・ホテルズ北海道 代表取締役　東雲　勝幸 はこだて大森の湯（家族風呂） 大森町25-7 平成26年5月22日

36 その他 函保生(23)2 株式会社渡邉 代表取締役　渡邉　勲人 岩盤浴”石ぐら” 花園町30-20 平成24年2月21日

37 その他 函保生(19)4 株式会社東祥 代表取締役　沓名　俊裕 ホリデイスポーツクラブ函館 柏木町1-36 平成19年10月3日

38 その他 函保生(19)2 サンカンパニー株式会社 代表取締役　小西　絵里子 函館乃木温泉　なごみ　（岩盤浴） 乃木町4-25 平成19年4月6日

39 その他 函保生(18)6 株式会社マザーストアーズ 代表取締役　和田　孝明 シリカの癒豊川店 豊川町6-16 平成19年2月26日

40 その他 函保生(18)4 株式会社アース開発 代表取締役　西野　亜通志 家族風呂　花家族 石川町226-10 平成18年12月14日

41 その他 函保生(17)4 株式会社ケーケーエム 代表取締役　金沢　俊司 山の手温泉家族風呂 山の手３丁目44-28 平成17年12月15日

42 その他 函保生(15)4 田中　民恵 石楠花 本町1-40 平成15年10月24日

43 その他 函保生(15)2 株式会社ルネサンス 代表取締役　岡本　利治 スポーツクラブルネサンス函館 鍛治２丁目10-14 平成15年9月17日

44 その他 函保生(14)6 株式会社ケーケーエム 代表取締役　金沢　俊司 昭和温泉家族風呂 昭和２丁目39-1 平成15年1月28日

45 その他 函保営(57)2 河内　孝介 温泉家族風呂ニュ－ゆの川 湯川町１丁目2-39 昭和57年12月3日

46 その他 渡保1050 函館市 函館市長 函館市恵山福祉センター 柏野町117-148 昭和54年10月17日

47 その他 函保営(54)1 株式会社湯の川プリンスホテル 代表取締役　河内　孝夫 温泉家族風呂ゆの川 湯川町１丁目2-39 昭和54年6月29日

48 その他 40環1799 株式会社五興 代表取締役　木村　倹治 ソ－プランド函館 松風町2-3 昭和40年4月28日

公衆浴場　件数　48件


