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Message

平素はキッチン・バス工業会活動にご支援いただき、誠にありがとうございます。

当工業会では今年も11月2日に「キッチン・バスの日」記念第13回川柳の表彰式を開催しました。

165,822句という多くの応募をいただきました。学校関係は、3,419句となっており国語教育にもお役に

立っているとのことです。この事業は10年を越しても句数の大幅減少もなく、皆様の関心の高さが伺

えます。また選者の皆様のご苦労も大変なものであります。合わせて感謝いたします。

会員企業が一丸となり業界の更なる発展を目指す事がお客様の満足につながるものと思います。

皆様方の一層のご支援ご協力をお願い申し上げます。

今年もあと僅かとなりました。来年は戌年で戌年の格言は笑いです。過去の戌年の株価を見ると

笑って年を越せる傾向にあるそうです。

来年が今年より更に希望の持てる年になることを期待し、「K･B通信」第14号発行のご挨拶とさせて

いただきます。

発行日：2017.12.22 広報専門委員会

11月2日
は

キッチン・バスの日

！

広めよう

キッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐ

2017.12 No 014

第14号

K B 通信

キッチン・バス工業会 理事
株式会社トヨウラ

代表取締役社長

坂井 良行
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経済産業省 製造産業局 生活製品課 住宅産業室長
杉浦 宏美 様

私ども生活製品課では4つの取り組み方針を公表しております。

・モノではなく、住まいの質の向上

・消費者観点のものづくりを行う事業者への支援

・適正な価格の推奨

・コネクテッドインダストリー推進

これらのサービスを通じ、より安全・安心で家族（消費者）に求められ

る事業者を今後とも支援いたします。

今年は165,822句と前年を上回る応募をいただき、皆様ありがとうござい

ました！時代を反映した応募が多い中、今回受賞した句は、家族の温か

みを想像できるものが多く見られました。

例年にも増してWEB投句が増えた今回は、質の高いことはさることなが

ら、読み手にもほっこりさせるものが多く集まりました。

学校関係では今回3,419句が集まり、川柳を通じて家族の温かさを再認

識できるイベントとなりました。これからも川柳を通じて家族の大切さを教

育の場に繋げていただけたらと思います。

式典は、高木常務理事による開会宣言の後、大道会長から川柳により

家族の団欒を通じて工業会がお役に立てることを期待するとの挨拶が述

べられました。

中山川柳事業専門委員長より今年の傾向が述べられ、例年に比べて質

の高い句が多いとの報告があり、これからも優秀な句が投稿されることが

期待できるとの講評となりました。

各受賞者表彰は、プレゼンターによる受賞の決め手などの発表がな

され、川柳にふさわしく終始和やかな表彰式となりました。

表彰式後、神宝昭子政策企画調査官（内閣府）、杉浦宏美住宅産業

室長（経済産業省）、前田亮企画専門官（国土交通省）からご挨拶をい

ただきました。今後の実りのある川柳事業を祈念しつつ、記念撮影が行

われ、式典は滞りなく終了することができました。

懇親会に移る前には、恒例の山遊亭金太郎師匠による落語が催され、

会場の笑いが絶え間なく続きました。

懇親会では、内田会長（日本ガス体エネルギー普及促進協議会）によ

るご挨拶、井上理事長（ベターリビング）による乾杯ご発声ののち、

「キッチン・バスの日」を祝い、歓談が行われました。中締めは、加藤専

務理事（インテリア産業協会）により行われ、閉会となりました。

「11/2 キッチン・バスの日」記念 第13回 川柳入賞者表彰式典開催
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11月2日はキッチン・バスの日キッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐK B 通信

受賞者・選者・プレゼンター・ご来賓の皆様

内閣府 子ども・子育て本部 政策企画調査官
神宝 昭子 様

内閣府では11月第3日曜日を「家族の日」とし、その前後の1週間を

「家族の週間」と定めています。昨年より各自治体が実施中の「子育て

支援パスポート事業」を全国展開するにあたり、業界団体初の試みとし

てキッチン・バス工業会の会員企業様が賛同いただけたことをありがた

く思います。

少子高齢化問題に関しては、行政だけでなく、企業を通じて共有化で

きることに非常に感謝しており、これからも一層のご協力をお願いいたし

ます。

国土交通省 住宅局 住宅生産課 企画専門官
前田 亮 様

住生活月間におきましては、キッチン・バス工業会に貢献していただ

き御礼申し上げます。川柳の受賞句を我が身に照らすには羨ましく感じ

ます。このような素晴らしい句にかなった家庭が育まれ、またこの川柳

事業が続くことを祈念しています。 内閣府 神宝様 経済産業省 杉浦様 国土交通省 前田様

★ご来賓の皆様から、ご挨拶をいただきました。
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キッチン・バス大賞 井駒さん（井駒）

「母からの 手紙のような お弁当」
母は高校生のころから、社会人になった今でも毎日弁当を作ってくれ

ています。体調の悪い日には野菜を増やしてくれるなど、日によってお

かずを替えてくれます。その感謝の気持ちを素直に川柳にしました。い

つも必ずお弁当を空にして渡すことで感謝の気持ちを表していますが、

母の誕生日などには手紙やメッセージを送ります。その時も内容は毎

日のお弁当のことです。受賞を知らされた日は、すぐに母に報告しまし

たが、照れながらもありがとうと言ってくれたのは嬉しかったです。この

賞を取って以降、母の弁当がグレードアップしたのも嬉しいですね。

準キッチン・バス大賞 小口さん（TO）

「火を学び 命を学んだ 台所」
私にとって台所は、幼い時から母と一緒によくいた場所です。火の大

切さ、怖さはそこで学びました。また、台所はそれまで生きていた命が、

私の命に代わる場所でもあるので、命の大切さもそこで学びました。

生きていくうえで大切なことを教えてくれた母、またこの授賞式の参加に

当たり、業務を調整してくれた会社の人たちに、この作品を通じて感謝

の気持ちを伝えたいと思います。

家族の日・家族の週間賞 高梨さん（SR営業）

「テレビ消し 息子のニュースを 聴く夕げ」
大学生の息子はサークル活動で忙しく、一緒に夕食を摂れることも

たまにしかありませんが、夕食時の情景を五七五にしました。テレビ

を消してくれる息子に感謝しています。

暮らしの安全・省エネ賞 高橋さん（なおママ）

「ガス消した？ 八十路夫婦の 愛言葉」
今回受賞して、「まさか自分が」と驚きました。式典に参加できず、申し

訳ありません。

豊かな住生活賞 大久保さん（ミノ虫）

「リフォームに 残す柱の 丈比べ」
10年前に初孫を詠んで以来の入賞です。新潟の実家のリフォームで、

若い姪の時代になりましたが、キズのついた古い柱を残してくれました。

子供のときの情景が蘇ります。

三遊亭金遊師匠・山遊亭金太郎師匠・神田松鯉先生によるご講評

山遊亭金太郎師匠による落語を一席

三遊亭金遊賞 平田さん（えんぴつ）

「子が釣った 15センチを 皆で食べ」
受賞の知らせを聞きとても驚きました。家に帰り息子にこのことを話し

たところ少し照れくさそうにしていました。賞をいただいた「台所・お風呂

の川柳」の通り、今後も家族円満で過ごして行ければと思います。

山遊亭金太郎賞 中本さん（ルチル）

「朝5時の 弁当作りも 今日さいご」

神田松鯉賞 鶴岡さん（ツルさん）

「柔らかい 人になってる 風呂上がり」
「手ぬぐいに 色紙 賞状 晴れやかに さらに嬉しき 千社札あり」

（※表彰式後にお礼の気持ちを短歌でいただきました）

キッチン・バス大賞表彰の様子

中山委員長による選考経過報告

大道会長の挨拶

名司会の神田阿久鯉さん

★受賞句とコメント
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ベターリビング賞 千賀さん（サウナ小僧）

「『もう一度言って』とコンロに 聞き直し」

住宅リフォーム推進協議会賞 清水様（ハルル）

「初孫を リフォーム済みの 風呂で待つ」
産まれたばかりの初孫に新しいきれいなお風呂でのびのびと入って欲し

いとの思いからでした。昨年に続き2回目の受賞で大変嬉しく思います。

日本ガス協会賞 山下さん（ブラックデビル）

「両面が 焼けるグリルで 表（おもて）なし」
母のグリル付コンロでの料理を見て「両面焼きグリルは便利」と思いまし

た。表（おもて）なしは、母の料理の自分へのおもてなしをかけています。

電力賞 榎本さん（ポン）

「キッチンの 明かりが一番 好きな色」
昔の実家の台所を思い浮かべて作った句です。受賞の知らせ時点では

信じておらず、受賞がはっきりわかった時は、まず母親に報告しました。

日本ＬＰガス団体協議会賞 東さん（ちびメタボパパ）

「ガスコンロ 負けずに妻も 高火力」
なにげない日常生活の中から普段からネタになることを探してひねり出し

た１句です。年々、皆さんの作品のレベルが上がっていると感じています。

日本ガス石油機器工業会賞 濱野さん（濱野）

「記念日に 夫婦の絆 追い炊きし」

日本バルブ工業会賞 小野寺さん（やばいまん）

「水まわり 共に年取り 手入れする」
ふと家を見回しながら書いた川柳が受賞したと聞きとても驚きました。

「台所・お風呂の川柳」を通して、川柳を日々の楽しみにしたいと思います。

日本琺瑯工業会賞 岸田さん（ちゃーはん）

「ポットより やかんのほうが ホッとする」
母は現在も頑なにやかんを使用しています。理由は、やかんでお湯を沸

かした方が安心（ほっと）するからとインスピレーションを得、出来ました。

ステンレス協会賞 倉竹さん（はまっこ）

「キッチンに つま先立ちで 見る世界」
１歳と３歳の子供がいます。妻のキッチンでの作業時に、子供たちが一

生懸命背伸びをしながら様子を覗き込んでいる姿を見て思いつきました。

日本建材・住宅設備産業協会賞 遠藤さん（えんどー）

「会えずとも わんぱく伝わる 風呂の砂」
家族入浴後に砂があり、子供たちが砂場で元気に遊んでいる情景が浮

かびました。わんぱくサインですが、妻の疲労困憊サインでもあります。

インテリア産業協会賞 渡会さん（三郎）

「風呂敷を 風呂場に敷いた パリジェンヌ」
知り合いのパリジェンヌが浴室に風呂敷を敷いていることを聞き、イン

ターネットで風呂敷の語源の由来を知ることとなり、作った一句です。

日本繊維板工業会賞 中川さん（向日葵）

「リフォームで 壁を外した 母と妻」
大きな川柳の大会で入賞するのが夢で、6年目のチャレンジでしたが、

発表の際には自分の入賞がわからず、連絡をもらってはじめて知りました。

リビングアメニティ協会賞 宮本さん（ガス応援団長）

「床暖房 底無し沼より 抜け出せない」
今回受賞させていただいたことを大変嬉しく思います。今後もいろんな

形で人々のより良い暮らしに貢献できるよう努力していきます。

日本コミュニティーガス協会賞 佐々木さん（中年やまめ）

「輪になって 炎が担ぐ 鍋神輿」
10年ほど前から応募し、何度か次点はありましたが、入賞は今回が初め

てです。授賞式は選者の皆さんからコメントがあり、大変参考になりました。

学校奨励賞 千葉県我孫子市立湖北台西小学校 三好一彦校長

3年連続で代表校として選んでいただきありがとうございます。指導要綱

変更もあり、表現力を養う必要が高まっており、5・6年生を中心として川柳

活動に積極的に取り組んでいます。表現する力を高めるためには、同時

に感受性や語彙力を養う必要があります。普段の国語の時間では読書活

動にも力を入れており、それが良い結果に結び付いたのでは思います。

★プレゼンターの皆様からの各賞へのコメントを一部ご紹介いたします。

電力賞 有吉副本部長

「キッチンの 明かりが一番 好きな色」
明かりをつける際に「電気つけて」と言うことも多く、明かりと電気は切っ

ても切れない関係だと思います。また、「キッチンの明かり」という言葉か

ら家族が集う温かいイメージが浮かび、電力賞にぴったりであると感じま

した。幼い頃の母の姿や家族団らんの食卓を思い出すこともできました。

日本琺瑯工業会賞 野間事務局長

「ポットより やかんのほうが ホッとする」
やかんと「ホット」をかけている句ですね。近年、ポットは電気式が主流

ですがこの句は昭和を感じました。昔は一家に一台、琺瑯のやかんが

あったものです。そのやかんをストーブに載せているイメージがして、温か

い句と思います。

日本コミュニティーガス協会賞 松村専務理事

「輪になって 炎が担ぐ 鍋神輿」
今回から協賛させていただきました。会員の事業はコミュニティーにガス

をお届けすることです。この句からは地域コミュニティーの一大イベント

「お祭り」やガスを使った鍋を囲む家族団欒の微笑ましい情景が目に浮か

びます。まさに協会賞にピッタリの句でした。

内田様によるご挨拶（懇親会） 井上様による乾杯のご発声 懇親会の様子



平成29～30年度 公式行事

今年も当工業会の川柳募集に16万句を超える応募がありました。

関係協力団体や関係会社のご尽力のおかげと感謝しております。

また、内閣府、経済産業省、国土交通省のご後援にも大きな力を得て

います。

10年以上募集を継続しているため、ある程度定着したのではないかと

思われます。

川柳はいつの時代でもその時代を反映している句が多いのですが、

今年も「忖度」「神ってる」「君の名は」「見える化」「学園問題」等々マスコ

ミをにぎわせた事柄の句が多くみられました。

また、一方で流行の言葉は忘れられやすく、そういう題材の川柳もす

ぐに忘れられてしまいます。やはり川柳といえども多くの人の心をうつ句

がいいのです。

今年も老齢化のテーマや台所・お風呂に関する家庭でのごく普通の出

来事がたくさん詠まれています。

当工業会の川柳委員には女性が5名含まれており、男性の気が付か

ないことにも目配りして細やかな選考が行われています。これは一つの

特長と考えます。

身辺の出来事で意外と誰も気が付かないようなこと、誰にも詠まれな

かったような句が多くの人になるほどと納得されます。

こういった句が多く入賞していることに注目もしたいと思います。

第13回 「台所・お風呂の川柳」選考を終えて
～ まだまだ川柳のネタはあります！ ～
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川柳事業専門委員長 中山 世一（顧問）

▼工業会行事

・平成29年 9月21日（木）

・平成29年 9月22日（金）

・平成29年 11月 2日（木）

・平成30年 1月12日（金）

・平成30年 4月25日（水）

・平成30年 5月31日（木）

・平成30年 6月1１日（金）

・平成30年 9月20日（木）

・平成30年 9月21日（金）

年間、下記の主要行事のほか、関連団体行事、各委員会行事など活発に活動しています。

行事内容

理事会・第2回全員懇談会（京都 リーガロイヤルホテル） （実施済み）

懇親ゴルフ会 （京都 城陽カントリー倶楽部） （実施済み）

キッチン・バスの日式典 第13回川柳優秀作品表彰式 （日本工業倶楽部）（実施済み）

平成30年 新年賀詞交歓会（浜松町 東京會舘）

平成30年度 第1回理事会（浜松町 東京會舘）

平成30年度定時総会・第1回全員懇談会懇親パーティ（九段 ホテルグランドパレス）

懇親ゴルフ会（相模原ゴルフクラブ）

理事会・第2回全員懇談会（京都 リーガロイヤルホテル）

懇親ゴルフ会（京都 城陽カントリー倶楽部）

行事内容

第11回ウィズガス全国親子クッキングコンテスト

第14回KB＆Gコラボ代表者会議 （理事）

▼関連団体行事

・平成30年 1月28日（日）

・平成30年 4月25日（水）

最終選考会の様子



平成29年度第2回全員懇談会が、9月21日（木）にリーガロイヤルホテル京都にて開催され、以下の議事に従い報告が行われました。

今年はキッチン・バス工業会の理事であります和光製作所 西田社長により「バスルームの最新デザイントレンド」と題し、海外のトレンドに関する講

演が行われました。全員懇談会終了後は懇親会が催され、（一財）ベターリビング 長﨑常務理事から乾杯のご発声をいただき、盛況のうちに終了し

ました。

平成29年度 全員懇談会開催
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大道会長のご挨拶 と 全員懇談会の様子

【議事・特別報告】

①会員移動について（入会・代表者変更）

②クリーンウッド法に関する工業会の製品について

③VOCの指針値改定について

④材工の法定福利費別途表記の件

⑤子育て支援パスポート事業協力への進め方について

⑥中小企業等経営強化法に基づく証明書発行について

⑦自主出荷統計概要報告

・概況報告

・キッチン統計専門委員会報告

・洗面統計専門委員会報告

・浴室統計専門委員会報告

⑧製品安全に対する啓発のコンテンツ充実について

⑨工業会ホームページのアクセス状況の分析について

⑩なんでも相談Q&Aの改訂版の進捗について

⑪第13回川柳事業について

⑫今後の行事日程、その他

【講演会】

タイトル「バスルームの最新デザイントレンド」

株式会社和光製作所 代表取締役社長 西田様

西田社長によるご講演 長﨑常務理事による乾杯のご発声 と 懇親パーティの様子
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代表者変更のお知らせ

この度、キッチン・バス工業会の東京電力エナジーパートナー株式

会社代表に就任いたしました吉川でございます。

平素は、会員各社の皆様には格別のご高配を賜り、厚く御礼申し

上げます。

弊社は、「お客さま第一の視点でエネルギーの未来をつくる 総合

エネルギーサービス企業」を目指してまいりたいと考えております。

今後とも、会員の皆様とともに、工業会の発展に向け、微力ながら

精一杯取組んでまいりますので、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願

い申し上げます。

この度キッチン・バス工業会様に入会させていただきました「吉野電

化工業株式会社」と申します。今後とも何卒よろしくお願いいたします。

弊社は現在、主にシャワーヘッドや水洗レバー、自動車の外装部品

のプラスチック上への装飾めっきや、自動車の燃料装置部品、建設機

械、産業用機械の硬質クロムめっきなど、さまざまなめっきを取り扱っ

ております。水洗金具は住設メーカー様から素材支給していただき

めっき加工、外観検査、耐食性検査を行い納入させていただいており

ます。

1935年から表面処理専門業者として創業しておりますが創業当初

は塗装業からはじまり、めっき、熱処理へと拡張してまいりました。

自動車の外装部品へのめっき技術が住設のめっき仕様に近いため

住設を近年取り入れるようになりました。

品質管理面では表面処理に特化した分析機器を数多く取り揃えて

おりお客様の要望に迅速に対応できるような体制を整えております。

「表面処理技術で社会に貢献する」を経営理念とし低環境負荷な

めっき技術で社会作りに貢献しております。入会とともにこれからは工

業会様での研鑽を通じ、安全安心且つ低環境負荷な表面処理技術で

住設メーカー各社様商品の魅力向上に貢献すべく精進してまいります。

みなさまのご指導、ご鞭撻の程お願い申し上げます。

本社所在地 ：埼玉県越谷市越ヶ谷5-1-19

支 店 ：吉川市、インドネシア、ベトナム

工 場 ：越谷市（めっき、熱処理）

インドネシア、ベトナム（硬質クロムめっき）

おもな製造品目：水洗金具や自動車モールなどへの装飾めっき

ホームページ ：http://www.yoshinodenka.com/

吉野電化工業株式会社

代表取締役

吉野 寛治
(よしの かんじ）

東京電力エナジーパートナー株式会社

リビング事業本部副本部長

吉川 和希
（よしかわ かずき）

この度、株式会社ハーマン代表取締役社長に就任いたしました水

野誠でございます。平素より、工業会会員各社様には格別のご高配

を賜り、厚くお礼申し上げます。

当社はこれまで、豊かで住みよい社会のため、皆さまのご家庭で

便利に安心してお使いいただける安全・環境に配慮したガス機器の

ご提供を目指して取り組んでまいりました。

私たちは、これからも人と技術の調和する 「生活環境の創造」で

「暮らしに新たな喜びと感動」を提供し続け、社会に貢献いたします。

今後とも、キッチン・バス工業会のますますの発展に貢献できるよ

う努力してまいりますので、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し

上げます。

株式会社ハーマン

代表取締役社長

水野 誠
（みずの まこと）

平素は会員各社様には格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、創業115周年を期に旧社名の「丸玉産業株式会社」から経

営資源を更に本業に集中するため「丸玉木材株式会社」に社名を回

帰いたしました。

木質ボードへのラミネート技術を更に磨き、「木材」が持つ可能性

をキッチンを通じて広めて行けるよう、社業に取り組んでまいります。

今後とも会員の皆様とともに、微力ながら当工業会の発展に取り

組んでまいりますので、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上

げます。

登録社名変更のお知らせ

吉川工場

丸玉木材株式会社
取締役茨城工場長 似内 向
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平成29年度上期は、出荷動向先行指標の一つである新設住宅着工戸数が、7月より3か月連続で前年同月比マイナス、相続税増税対

策で新設住宅着工戸数をけん引してきた貸家が減少。上期計では99.3％でほぼ前年並みでした。システムキッチンは、5月以降前年同

月比プラス、逆にセクショナルキッチンは5月以降マイナスとなっています。洗面化粧台は4月、9月前年比マイナスでしたが、上期計では

プラスとなっています。システムバスは上期全ての月で前年比プラスとなっていますが、単体浴槽は上期計でマイナスです。

今後も、工業会関連行政の施策･制度と経済動向を注視し、出荷動向の変化を情報共有していきます。

2017年度（平成29年度） 上期自主出荷統計

調査統計委員会 委員長 柴崎 和彦（クリナップ）



9月1日（金）、大道会長への会長報告会が開催されました。会場はこ

れまでの大阪から工業会事務所に場所を移し、特別委員会委員長も含

め、計11名の委員長により平成29年度第2回全員懇談会の特別報告事

項の事前報告が行われました。冒頭、会長より日頃の活発な委員会活

動に対するねぎらいのお言葉をいただき、終始和やかに行われました。

各委員会からの報告では、昨年度リニューアルした工業会ホームペー

ジにおよぶものもあり、コンテンツ拡充や、閲覧者がどんなコンテンツに

興味をもたれているかなど、さまざまな取り組みの説明がありました。

会長報告会 開催
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総務委員長 土井 隆義（永大産業）

丸玉木材株式会社様の工場見学をさせていただきました委員会

営業
営業企画専門委員会 副委員長 猪狩 純（TOTO）

がんばってます 委員会・分科会！

特に川柳事業については、非常に多くの方が関心を持たれており、工

業会の活動と切っても切れない関係であることが分かりました。また、こ

のK・B通信や技風堂々を通じ、より多くの皆様に情報を発信する重要性

もあらためて認識することができました。

委員会活動における各種課題は、一朝一夕で解決できるものではあ

りませんが、情報発信など、更なる向上を目指し、解決に向けて取組む

決意を新たにしました。

委員会

消費者
TOTOミュージアム様と八丁原発電所様を見学させていただきました

消費者関連委員会 副委員長 神谷 剛志 （ナスラック）

10月13日（金）、TOTO株式会社の100周年記念事業として2015年に

設立されたTOTOミュージアムを見学させていただきました。

この建物は、「人と環境にやさしく調和する建物」として、斬新なデザイ

ンもさることながら数々の環境配慮が施されていました。省エネや創エ

ネ、緑化に配慮された建物であることは当然ですが、衛生陶器の廃材

が再利用されたり、光触媒を利用した最先端技術で壁等を汚れにくくす

る「ハイドロテクト」を外壁やガラスに利用したり、施設全体に7つの視点

で100の環境アイテムが活用されているとのことです。

建物デザインは「水滴」と「緑豊かな大地」がモチーフとなり、入口や各

所のガラス部分、トイレ案内表示、会議室の表示にまで「水滴」の装飾

が施され、統一感あるセンスの良さを感じました。

展示品には、歴史的価値が認められた認定遺産の便器やTVCM等で

話題となったシートが便器の形をしたバイクをはじめ、時代を象徴する

貴重な品が多数集められており、収集に協力した会員企業もいるようで

すが、一企業の企画領域を超えた見ごたえのある内容となっています。

そして何よりも強く感じたメッセージは、創立者の大倉和親氏のものづ

くりに対する熱い思いです。大倉氏は、当時下水道のない日本に新たな

生活文化の普及を夢み、粘り強く製品開発を続け、実際に実現すること

ができましたが、その思いには単に新しい製品の普及を願うということ

ではなく、社会の発展に貢献したいという強い意気込みを感じました。

今でもTOTOの企業理念として社員に受け継がれ、底力となっている

ことも改めてよく分かりましたが、同じ業界に携わる者として、ものづくり

の原点を再認識することができ、良き研修会となりました。

翌日は日本最大の地熱発電所である八丁原発電所を見学させていた

だき、地球からもたらされるエネルギーの恩恵を間近で感じ、環境配慮

型のものづくりへの意識がより一層高められました。

TOTOミュージアムにて

7月21日（金）、営業企画専門委員会で、北海道網走郡津別町にある

構造用合板等を製造している建材メーカーの丸玉木材株式会社の津別

工場を見学させていただきました（10/1付けで社名変更されました）。

広大な北海道の中にあって、工場を訪れての第一印象は「とにかく広

い」でした。東京ドーム6個分という広大な敷地の中に工場や事務所が

ゆったりと配置されていました。敷地内には合板の材料となる松の丸太

が無数に積まれており、圧巻な景色に圧倒されました。

まずは、バイオマスエネルギーセンターを見学させていただきました。

ここは工場から排出される大量の木くずを燃やして、その蒸気で発電し

ている設備です。工場で使用する電気はすべてここで発電されていると

のことです。洞爺湖サミットでも「新エネルギー技術紹介」で国内外に発

信されているとのことで、環境貢献を強く感じることができました。

次に原材料の丸太が合板になるまでの工程を見学させていただきま

した。工場内は大変合理化が進んでおり、人が少ない印象を受けました。

さぞフォークリフトが行き交っているのかと思いきや、フォークリフトも見

られず、木を削る工程でもおがくずなどは落ちておらず大変きれいな工

場でした。自動設備化されたラインの中で、丸太が合板へ変わっていく

工程は興味深いものでした。３Ｓが徹底された工場で生産された合板を

見て、同社の品質管理には大変感銘を受け、製品への安心感を感じる

ことができました。大変勉強になった工場見学でした。

大越社長をはじめ、多くの方にご案内をいただき、本当にありがとうご

ざいました。

丸玉木材 津別工場にて 原材料となる積まれた丸太

八丁原発電所にて



視察報告 下水道バイオマスエネルギー利活用の最先端 ～富山県黒部市～委員会

広報
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下水道広報プラットホーム（GKP）とキッチン・バス工業会は、平成27

年度より「GKP・KB広報連携ワーキンググループ」を組織し、下水道の

入口となる設備機器から下水道出口までを一体的に捉えた広報の実現

をめざして交流を図っています。その一環として、10月20日（金）、富山

県黒部市の黒部浄化センターを訪れ、同浄化センターを中心に展開さ

れている下水道バイオマスエネルギー利活用事業を視察しました。

私たちを迎えてくださったのは、黒部市都市建設部上下水道工務課

の廣木敏之課長、村椿謙一氏、能澤佐保里氏です。村椿氏によると、

同事業は、下水汚泥に食品残渣などを混ぜ合わせてバイオガスの生成

効率を高め、そのバイオガスを主に汚泥乾燥とメタン発酵槽加温用の

熱源として活用するもので、これにより、化石燃料に頼らず、汚泥を自

立的に資源化・燃料化する仕組みとなっているそうです。また、バイオ

ガスの一部をバイオガス発電の燃料に使い、場内（バイオマス利活用

施設）の消費電力の約50～80％を賄っている点も特徴のひとつです。

本事業は、国内の下水道バイオマス利活用事業として初めてPFI

（BTO方式）を採用して話題となったほか、直投式ディスポーザの設置に

よるディスポーザ生ごみの受け入れを進める先進事例としても知られて

います。

【事業化のきっかけ】

黒部市の生し尿、浄化槽汚泥、農業集落排水汚泥はこれまで、新川

広域圏事務組合（2市2町で構成）がその処理を担ってきましたが、し尿

処理施設の更新を機に計画が見直され、生し尿以外の汚泥は各自治

体が個別に処理する方針となったとのこと。

一方、当時の黒部市は下水汚泥の処理処分を民間（セメント工場での

焼却、埋立）に委ねており、仮に委託先の経営が立ち行かなくなった場

合、下水汚泥も同時に行き場を無くすリスクを抱えていたそうで、汚泥

処理の方法を抜本的に改め、循環型社会に適応したシステムづくりに

着手したとのことです。

【処理フロー】

黒部市はバイオマスエネルギーの確保、ごみ出し負荷の軽減、ごみ

の収集運搬・処理費の削減等の観点から、直投式ディスポーザの設置

を進めているため、浄化センターにはディスポーザ生ごみを含む汚水

が流入するほか、前述の理由により、浄化槽および農業集落排水施設

で発生する汚泥の受け入れも行っているそうです。

これらの汚泥は濃縮工程で濃度を高めた後、飲料メーカーから受け

入れるコーヒー粕と混ぜ合わせてメタン発酵させます。理由は、コー

ヒー粕は油分を豊富に含み、バイオガスの発生効率を高めるからだそう

です。また、臭気を和らげる副次効果も発現されるそうです。

メタン発酵の後に残る汚泥は含水率約80％に脱水され、さらに乾燥

機にかけて40％程度まで水分を飛ばし、燃料や肥料に利用されます。

一方のバイオガス（平成28年度86万㎥）は約７割をボイラの熱源や足

湯（ばいお～ゆ）に利用し、残りをマイクロガスタービンによる発電にま

わして施設内の電力に充てているとのこと。ちなみに、平成28年度の発

電実績は約36万kWとのことです。

がんばってます 委員会・分科会！

【ディスポーザの設置の推進と課題】

黒部市における直投式ディスポーザの設置状況は、平成28年度で

842基。今年度は新たに125基を設置しており、年度末には1000基程度

となる見込みとのことです。この場合、同市の平成29年9月末の世帯数

が１万5479世帯ですから、設置率は6％強となります。

ディスポーザ設置の課題は、第一に「価格」とのことでした。黒部市は

設置者に対する補助制度（上限3万円。設置費用の1/2内を限度）を設

けていますが、設置には10～15万程度を要するため、補助金3万円を

差し引いても、個々にかかる負担が大きいからです。市が以前、市民に

対して行った調査では、ディスポーザの価格として「5～6万円なら設置

したい」との回答が多かったそうです。価格以外にも、シンクへの設置適

合性などの物理的課題もあるとのことです。

【市役所でのディスポーザ利用】

最後に、市役所の給湯室に設置された直投式ディスポーザを拝見し

ました。直投式ディスポーザには価格面や設置条件などでまだ課題が

残りますが、黒部市の視察の受け入れ状況などを伺うと、全国には直投

式ディスポーザに関心を寄せる自治体が少なくないように感じました。

下水道が“資源の宝庫”としての本領を発揮し、循環型社会の中枢をな

す日はそう遠くないのではないか、そんな想いを抱いた視察会でした。

GKP・KB広報連携WG 中山 勲 （下水道広報プラットホーム）

黒部市役所でのディスポーザ設置補助金PRの様子 ディスポーザの実体験

黒部浄化センター 処理施設の視察

黒部市 都市建設部 上下水道工務課 村椿様による説明



委員会

技術
株式会社キョーライト京都工場様を見学させていただきました
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キョーテック インテリア事業部にて

11月10日（金）秋晴れのもと、キッチン・洗面技術専門委員会の移動

委員会にて、株式会社キョーライト京都工場（株式会社キョーテック イ

ンテリア事業部）を見学させていただきました。

キョーライトは1933年、京都に友禅型紙彫刻業として創業されたルー

ツがあり、伝統技術、京の美意識を大切にしながら、型紙彫刻技術から

特殊印刷技術へと技術、事業の幅を広げ、繊細で豊かな表現力、質感

の高い内装用不燃化粧板を製造されています。

京都工場では、スクリーン印刷などの特殊印刷工程をはじめ、UV塗

装工程などキッチンパネルの一連の製造工程を見学させていただきま

した。スクリーン印刷工程では、精度の高い印刷技術や多様なデザイン

を小ロット多品種の生産に対応するための様々な工夫があり、クオリ

ティの高いものづくりを拝見させていただくことができました。

また、同社では、組織横断型商品企画プロジェクトを推進し、毎年最

新商材の内覧会を実施されており、その展示室では特殊印刷技術を活

かした、機能性、意匠性、オリジナル性に富んだ新製品を拝見させてい

ただき、常に新しいチャレンジを積極的に取り組まれている姿勢を感じ

ることができました。

今回の移動委員会では、当工業会で扱う製品に不可欠な内装用不燃

化粧板について見識を深耕でき、当委員会にとって有意義な１日となり

ました。

がんばってます 委員会・分科会！

最後に、佐野社長をはじめ役員の方々に丁寧にご説明いただき、本

当にありがとうございました。

キッチン・洗面技術専門委員会 委員長 小林 孝司 （トクラス）

委員会

技術
三協立山（株） 三協アルミ社 射水工場様を見学させていただきました

浴室技術専門委員会 委員長 松屋 俊男 （長府製作所）

三協アルミ社にて

12月8日（金）、浴室技術専門委員会の移動委員会にて富山県射水市

にある三協立山（株） 三協アルミ社 射水工場を見学させていただきま

した。

1970年操業から増設を繰り返され、今では敷地面積約8万坪、建物延

面積4万坪の広大な工場で壮大さを肌で感じました。

アルミ形材の押し出し工程、形状矯正工程、表面処理工程を順に見

学させていただき、懇切丁寧な説明によりアルミ形材の生産が手に取る

ように理解できました。

500℃に加温されたアルミのビレット、巨大な押し出し機、どこまでも伸

びるアルミ形材、工場の息吹を感じる工程でした。

中でも、6,000tの押し出し機は潜水艦でも動いているかのごとく圧巻

でした。

但し、工場内の工程にあまり人数を感じなかったのは、とりわけ表面

処理工程はほぼ無人で流れていて自動化がかなり進んでいるなと感心

させられました。

アルミ形材の色味は電解層の中での時間で決まることや、中空の形

材のダイスの構造をモデルで披露していただいたり、マグネシウムの薄

板押し出しについて説明いただいたりし、知識が広まりました。

冬の富山といえば雪をかぶった立山連峰を連想します。当日はあい

にくの悪天候のため目にすることは叶いませんでしたが、説明により水

と電力に恵まれてアルミ産業が発展したことはうかがえました。

普段は決して目にすることのないアルミの押し出し工程を見学させて

いただき、懇切丁寧に説明していただいたスタッフの方を含め三協アル

ミ社の皆様に感謝いたします。



12月15日(金)に(一財)建材試験センター中央試験所にて移動委員会

を実施しました。委員会後に試験所の皆様のご協力のもと施設内を見

学させていただきました。

(一財)建材試験センターは1963年に設立され「建材・建設分野」を大

きな柱としてISOマネジメントシステム認証、性能評価やJIS製品認証な

ど建材・建設分野における国内有数の「第三者証明機関」です。訪問し

た中央試験所は埼玉県草加市「草加のおせんべい」で有名で約40年続

く工業地区で付近は製紙（紙作り）で栄える地域内にありました。

中央試験所では建物に使用される材料の耐久性や強度、建物の構造

の耐震性や耐衝撃性、建物の火災時の防火性や遮煙性、建物外周の

風雨や熱・湿気や遮音性の環境など材料系、構造系、防耐火系、環境

系の4つのグループで年間5,500～6,000件の試験を実施しているそうで

す。最初の見学で今年1月から試験業務を開始した動風圧試験棟にあ

る「大型送風散水試験装置」で最近のゲリラ豪雨や突風の発生環境に

近い状態の再現できるもので、メンバー全員送風を体感。ヘルメットが

飛ばされる勢いでした。その後の試験所の見学では、実際に試験を行

なっている様子や試験方法、評価方法などの説明をしていただき、あら

ゆるニーズに対応できる試験環境、試験装置類を目の当たりにして国

内有数の「証明機関」であることを納得しました。またキッチン・バス工

業会会員各社にも大きく関わりのある施設であることを実感しました。

室内環境学会学術大会に参加しました委員会

室内
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室内空気環境専門委員会で、 12月13日（水）～14日（木）の2日間、

佐賀で開催された室内環境学会学術大会に参加しました。

参加に先立ち、北九州にあるTOTOミュージアムを見学させていただ

きました。TOTOミュージアムはTOTO創立100周年記念事業として2015

年に開設された施設で、TOTOの100年の歴史・ものづくりへの想い・製

品の進化が展示されています。 初代洋式便器、初代ウォシュレットから

最新のトイレまで、環境に配慮したものづくりを体感できました。

13日午後からの室内環境学会学術大会では、「室内環境と健康 －こ

れからの課題ー 」をテーマとしたシンポジウムに参加、 “室内環境”とし

ては温熱や騒音などの物理的なもの、VOCに代表される化学物質など

の化学的なもの、ウィルスやカビなどの生物的なものに大別され、本シ

ンポジウムでは予防医学的な視点からの講演・討論が行われました。

我々の委員会としては化学的分野の講演の千葉大学森教授の「ケミレ

スタウンプロジェクト」の報告を興味深く聞き入りました。

14日は2会場にわかれての口頭発表が行われ、各メンバーは自分の

興味のあるテーマの発表を聴講しました。さまざまな分野の最新情報を

直接聞く事により、各メンバーとも非常に刺激を受けました。

イベントホールではポスター発表が掲示されており、厚生労働省より

提案されている新規指針値追加物質の測定方法やTVOCの測定に関す

る研究報告などもありました。

がんばってます 委員会・分科会！

室内空気環境に関しては、シックハウス問題が一時期に比べて少なく

なったものの、いまだ解決されておらず、学術大会では代替化学物質や

カビ・真菌などの微生物による室内空気汚染などが報告されていました。

今年、厚生労働省からの指針値の変更・新規化学物質の追加の意向

も提示されており、その対応が非常に重要になってきていますので、常

に最新情報を入手しながらしっかりした対応をとれるように今後の委員

会を進めていきたいと思います。

室内空気環境専門委員会 副委員長 服部 健一郎 （LIXIL）

（一財）建材試験センター 中央試験所様を見学させていただきました委員会

ＰＬ
ＰＬ関連委員会 委員長 岡部 光朝 （ナスラック）

TOTOミュージアムにて 室内環境学会学術大会にて

構造試験棟・動風圧試験棟前にて



平成29年度「家族の日フォーラム」に参加しました委員会

子育て
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11月19日（日）、内閣府が主催する「家族の日フォーラム」が福井県で

開催され、子育て支援特別委員会メンバーで参加いたしました。内閣府

では子どもを家族が育み、家族を地域社会が支えることの大切さにつ

いて理解を深めてもらうために、平成19年度から11月第3日曜日を「家

族の日」、その前後各1週間を「家族の週間」と定め、理解促進を図って

います。平成19年、富山県で「家族の日フォーラム」が開催されて以来、

毎年開催されていますが、当工業会は平成24年から参加し、翌年から

「台所・お風呂の川柳」作品集を会場に置かせていただいています。

当日は生憎の小雨日和でしたが、会場となった福井県民ホールには

大勢の家族連れが訪れました。オープニングとして子ども達による「は

ぴねすダンス」が元気一杯に披露され、開会主催挨拶として大臣官房

少子高齢社会対策等企画調査室長 嶋田裕光氏（松山内閣府特命担当

大臣（少子化対策他）のメッセージ代読）、福井県副知事 藤田 穣氏か

らあり、また会場に駆けつけた参議院議員 滝波宏文氏から子育て世帯

への応援メッセージがありました。

基調講演では大阪大学教授 石蔵文信氏より、「共働きでも子育てし

やすい！～育ジイからのメッセージ～」というテーマで祖父母目線での

子育て・孫育てポイントの解説があり、大変興味深く聴講しました。結婚

後1～5年で夫が嫌いになるという比率は56%もあり、その原因は育児や

家事を妻に依存し過ぎていることにあるそうです。我が家に限っては、

そんなことは無い!･･･と胸を張っておられる方々、大丈夫ですか? 勇気

があれば是非、奥様に聞いてみて下さい。続いてTVでも御馴染みの俳

優 金子貴俊氏によるトークショー。(株)ベネッセコーポレーション 伊久

美亜紀氏のファシリテーターのもと、「家族全員を幸せにする子育てと

は? ～パパが家族のためにできること～」をテーマにパネルディスカッ

ションがありました。女性の社会進出に伴い男性の家庭進出が増加して

おり、特に福井県では9割の男性が「家事・育児は夫婦ともに分担する」

という意識調査が紹介され、夫婦円満の秘訣は育児と家事を混同しな

いことだそうです。何はともあれ、「家族・育児・地域との絆」をあらため

て考えさせられた貴重な一日になりました。

なお、会場内には川柳作品集とともに子育て支援特別委員会で取り

組んでいる「子育て支援パスポート事業」のニュースリリースを設置させ

ていただき、活動のPRをしてまいりました。まずは関西圏（大阪府・兵庫

県・京都府）のショールームでの申請を進めていただいております。平

成30年度は全国展開を目指して活動してまいりますので、引き続きの

ご支援、ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

がんばってます 委員会・分科会！

子育て支援特別委員会 委員長 輿石 英夫 （TOTO）

内閣府 神宝様(左から2人目）と会場にて

子ども達による
「はぴねすダンス」

石蔵教授による基調講演



「下水道展’17東京」に出展 台所と下水道の関係などをＰＲしました
GKP・KB広報連携WG 中山 勲 （下水道広報プラットホーム）

10月1日（日）、キッチン・バス工業会が協賛している第29回「住生活

月間（後援：国土交通省ほか）」「住生活月間中央イベント／スーパーハ

ウジングフェア in 佐世保」に参加し、「住生活月間・住生活月間中央イ

ベント合同記念式典」にも、事務局と計3名で出席させていただきました。

出展団体がブース展示をしたアルカスSASEBOでは、高円宮妃殿下

のご臨席のもと、テープカットセレモニーが行われました。引き続き妃殿

下は、当工業会が構成メンバーであるウィズガスCLUBのブースをご覧

になり、熱心にご説明をお聴きになっておられました。

そのブースでは、例年同様に今回も、日本ガス協会様のご厚意で「第

13回川柳入賞作品」を展示させていただき、来場された方々に大変ご

好評をいただきました。

その後、アルカスSASEBOのホールでの記念式典にも高円宮妃殿下

はご臨席され、主催者である松野住生活月間実行委員会会長、和田住

生活月間中央イベント実行委員会委員長や、来賓のご挨拶、高円宮妃

殿下のお言葉、住生活月間功労者表彰、住まいのリフォームコンクール

表彰などが行われました。
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下水道広報プラットホーム（GKP）とキッチン・バス工業会は、両団体

がかねてから取り組んでいる広報連携の一環として、8月1日（火）から4

日間、東京ビッグサイトで開催された「下水道展’17東京」に共同製作し

たパネルを展示しました。

主催者である日本下水道協会のご厚意のもと、同展示会に出展させ

ていただくのは今年で3回目となります。

下水道展には「スイスイ下水道研究所」と名付けられた一般来場者向

けゾーンがあり、今回、パネルはその入り口付近に展示しました。内容

は、台所文化の変遷および、それを支えた下水道との関係を貴重な写

真やイラストで表現したものです。広報専門委員会の皆さまに説明員と

してご協力いただき、親子連れや小学生を中心とする来場者に対して、

分かりやすくパネル解説をしていただきました。

開催期間は夏休み中とあって、自由研究のテーマを探しに訪れたお

子様も多く、説明員の言葉に熱心に耳を傾ける姿が見られました。また、

川柳事業の周知を兼ねて過去の作品集をお配りしたところ、「ぜひ自分

も挑戦してみたい」など、興味を示す人たちも少なくありませんでした。

主催者の発表によりますと、「下水道展’17東京」には4日間を通して

55,792人（うち、一般来場者5,705人）が来場されたそうです。今回、多く

の方々にパネルをご覧いただくことができ、改めて台所で使う水への関

心を高めていただけたのではないかと感じています。

なお、来年の下水道展は北九州市で開催予定です。

ウィズガスCLUBブースにて第13回「台所・お風呂の川柳」優秀作品をご覧いただく

「住生活月間中央イベント/スーパーハウジングフェア ｉｎ 佐世保」に参加して

総務委員会 委員長 土井 隆義 （永大産業）

会場の様子と
会場に置いた「台所・お風呂の川柳」作品集

TOPICS！
いろいろな話題をお届けいたします。

高円宮妃殿下によるテープカット



さて、国土交通省による「社会保険の加入に関

する下請指導ガイドライン」の適用により、売買

契約＋請負契約と評価すべき取引は、その契約

手法及び建築現場における組立や据付作業を

どのように実施していくか、改めて見直さなけれ

ばならなくなりました。

来年は、キッチン・バス工業会 法律顧問弁護

士として、工業会会員企業の建設業法対応に力

を入れて取り組んでいきたいと考えています。

キッチン・バスの流通のみならず、現在、多くの建材や住宅設備機器

の流通（通常、売買契約）の分野では、建材を販売するだけでなく、工

事現場への据付・設置までサービス提供するものが多くあります。

この建材売買は、売買契約で処理がされており、建設業法の適用を

受ける請負契約が締結されていないものも多くあります。

他方で、建材や住宅設備機器の据付・設置は、職人の手で行われて

おり、この売買契約に包含される職人の労務費について、法定福利費

を明示するかどうか、という論点が国土交通省による「社会保険の加入

に関する下請指導ガイドライン」により、必然的に出てきてしまいました。

本来、売買契約＋請負契約と評価すべき取引は、建築業界には多く

あるはずです。この請負契約が建設業法の適用を受ける場合には、法

定福利費を明示した見積書の交付が求められてまいります。また、取引

金額500万円を超える取引については、建設業法上の許可を新規取得

して受注をする事となります。

事務局からひとこと
常務理事 高木 利一

国土交通省による「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」が

投げかける課題
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11月2日はキッチン・バスの日キッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐK B 通信

発行日：2017.12.22 / 発行責任者：広報専門委員会 委員長 中島 宏文

「Ｋ・Ｂ通信」に関するお問い合わせは下記Ｅメールへお願いします。

Ｅメール：kitchen.bath@nifty.com

検索キッチン・バス

工業会のホームページは情報の宝庫です！

VOICE
!

来年も事務局は、工業会会員

の皆様と一緒になって工業会の

発展に力を尽くしてまいります。

ご支援の程宜しくお願い申し上

げます。

第14号編集委員

発行責任者：

編集長：

編集委員：

中島 宏文（タカラスタンダード）

藤田 東一(LIXIL)

井上 知春 （ナスラック）

大崎 和美 （東京ガス）

柴崎 和彦 （クリナップ）

滝川 光紀 （積水ホームテクノ）

田中 佐知子 (三菱ケミカル・クリンスイ)

塚原 敏夫 （パロマ）

土井 隆義 （永大産業）

前田 潤子 （大阪ガス）

松本 賢治 （TOTO）

高木 利一(事務局)

田中 朋子（事務局）

編集
後記

第14号は、いかがでしたか？

「キッチン・バスの日」記念川柳の受賞句とコメントのページには、受賞者の喜び

の声や句への想いなどを掲載しています。紙面の都合により、全て掲載できませ

んでしたが、ぜひ、ご一読ください。次回、受賞を狙う方は「必読」ページかもしれま

せん・・・。

弊社のグループWEBにも、第13回「台所・お風呂の川柳」への応募結果と受賞句

の記事を投稿したところ、「いいね！」に替わる「さすガッス！」の数が、12月に投稿

コーナーの中でBEST5に入りました。関心の高さに、担当部署として嬉しい限りです。

来年も素敵な句が集まって、素敵な紙面がつくれますように！！

皆さまよろしくお願いいたします。

前田 潤子(大阪ガス)

VOICE
!

来年は戌年です。西暦年を12で割って2が余る年が戌年で、戌年生ま

れの守り本尊は阿弥陀如来です。平等院・浄瑠璃寺・中尊寺・法隆寺等

で拝観できます。一切の衆生を救うために四十八の誓いを立てた仏様

で、極楽浄土に導いてくれるそうです。

キッチン・バス工業会の今年を振り返りますと、従来の活動以外に3つ

の特別委員会を立ち上げ、諸課題への対応を積極的に推進してまいり

ました。委員の皆様の活躍で一定の成果は出せたと思っています。

特別委員会の活動は来年へ継続しますが、特に内閣府の「子育て支

援パスポート事業」の協力については、来春からいよいよ全国区に展開

をしてまいります。

匠総合法律事務所代表社員 弁護士 秋野 卓生

戌年の仏、阿弥陀如来像（高岡にて）

また、キッチン・バス以外の建材取引全般の建設業法対応や建設業

法が窮屈であれば、建設業法改正の提言など建設業界専門の弁護士

として業界のため、適切な対応をしていきたいと考えております。


