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広めよう

11月2日

キッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐ

は
キッチン・バスの日

新春特別号 2018

！

キッチン･バス工業会 平成30年 賀詞交歓会を開催！
キッチン・バス工業会は、平成30年 賀詞交歓会を1月12日(金)、東京・浜松町東
京會舘にて盛大に開催いたしました。関係各省庁のご来賓をお招きし、会員企業な
ど総勢344名が参加し、新年の門出を祝うとともに、業界の今後の発展を祈念いたし
ました。
大道会長(永大産業)のご挨拶により始まり、ご来賓の経済産業省 杉浦室長、国土
交通省 長谷川課長、内閣府 神宝政策企画調査官よりご祝辞を頂戴いたしました。
渡辺副会長(タカラスタンダード)の乾杯発声により、しばし歓談が行われ、田代社長
(富士高分子)の新年景気付けののち、柏村社長(富士工業)の中締めにより、盛況の
内に終了しました。

富士高分子 田代社長による新年景気こいこい

賀詞交歓会を開催！
大道会長挨拶
来賓のご祝辞
ご挨拶をいただいた方々
事務局からの新年挨拶
編集後記
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K B 通信 キッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐ

会長挨拶

11月2日はキッチン・バスの日

「豊かな暮らしづくり、そして将来を担う子供たちへ」

新年のお慶びを申し上げます。
旧年中は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。関係省庁、関係
団体のご来賓の方々におかれましては、ご公務ご多忙の中、ご参加ご
参集いただき誠にありがとうございます。新年三が日は非常に穏やかで、
皆様もよいお正月を過ごされたことと存じます。
昨日の新聞で、米国ラスベガスで開催の国際家電見本市(CES2018)
でのAI関連記事が一面を占め、グーグルとアマゾン・ドット・コムの2強
が市場を席巻し、主役の座に躍り出ていたことが掲載されていました。
また先週の紙面には、生命保険会社が小学生を対象に将来就きたい
職業のアンケートを行い、男の子部門で「学者・博士」が15年ぶりに1位
になったとの記事が掲載されていました。私が子供の頃は「末は博士か
大臣か」などと、博士や大臣になることが夢でしたが、最近は聞かなく
なってしまっていたところにこのようなニュースがあり、非常に嬉しく思え
ました。
私の趣味である囲碁に関連したニュースでは、昨年囲碁AIが世界最
強の中国人棋士と対局し3連勝したことがありました。今年日本の国民
栄誉賞授与が決まった井山氏も敗れてしまいました。同じく国民栄誉賞

授与が決まった将棋の羽生氏は、ある会見にて記者からのAIに勝てる
かとの質問に対し、陸上競技に例え、「今は陸上世界最高選手だが数
年後にはＦ1カーとなるであろう」とコメントされ、その進化が急激である
と予想されていました。人類がわかっていることや予測できることは到
底AIには勝てないであろうが、未知の領域はまだまだたくさんあり、人
間に与えられた、また若者に与えられた未知の領域に対してどう取り組
んでいくかが今後問われるであろうとの趣旨のお話しをされていました。
こうした時代に多くの子供たちが学者や博士になりたいというニュース
を聞き、まだまだ日本も捨てたものではないと思いました。キッチン・バ
ス工業会は、豊かな暮らしづくりにおいて社会貢献することをテーマに
活動を現在行っておりますが、もうひとつ、将来を担う子供たちに夢を託
すような情報を発信することも大きなテーマではないかと、このような
ニュースにより感じた次第です。
この一年、会員各位の益々ご発展、ならびに皆様がご健勝であります
ことを祈念し、挨拶と代えさせていただきます。
本年もより一層のご指導、ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上
げます。

大道会長による新年挨拶

会場の様子
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11月2日はキッチン・バスの日

来賓のご祝辞
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
あけましておめでとうございます。
景気の好循環が回り始めていますが、全国津々浦々まで広げること
に努力していきます。安倍政権の経済政策である生産性革命実現に向
けては、Connected Industries を推進し、より付加価値の高い製品開
発・サービスの提供を後押しします。人づくり革命・働き方改革では、人
材育成や多様で柔軟な働き方の実現に積極的に取り組み、賃上げにつ
ながるような投資に対して集中的に支援していきたいと考えます。
2025年大阪万博開催にあたっては、オールジャパンでの誘致活動に
全力を尽くしますので、事業者の積極的な参加を期待します。
Connected Industries に関して、住宅分野においては豊かな住空間の
提供に事業者の付加価値や競争の源泉があると考えており、サービス・
ソリューション型のモノづくりを応援していきたいと考えます。
キッチン･バス工業会にご尽力いただいているJIS制定・改正の取組は
確かな品質の提供につながります。産業界には品質保証体制の強化に
向けた具体的なアクションを期待するとともに後押ししたいと考えます。

キッチン・バス工業会の取扱製品は、生活を豊かにするポテンシャル
を持ち需要開拓の可能性に満ちています。皆様の創意工夫を全力で応
援してまいりますので、今年も手をたずさえ、付加価値向上・競争力向
上のため、また産業界発展のために貢献していければと考えます。

経済産業省 杉浦様

国土交通省 住宅局 住宅生産課長
長谷川 貴彦 様
あけましておめでとうございます。
住宅は国民生活の基盤で住宅投資は内需の柱であり、継続的な投資
を通じて住宅ストックの質・性能を高め、次世代が安全で快適に暮らせ
る住宅ストックをいかに作り上げていくかが我々世代の使命であります。
国土交通省の施策として、少子高齢化のトレンド、空き家が増加して
いることを踏まえ、リフォーム市場活性化がテーマであり、昨年12月に
は「安心R住宅制度」をスタートしました。この制度のポイントは、リフォー
ムでどれだけ向上できるか、ポテンシャルを消費者に示せるかです。そ
のことで消費者が安心して既存住宅を購入し、リフォーム市場が活性化
していくことを期待しています。
こうしたさまざまな施策を活用することで、住宅の質の向上がはかれ
ますが、その中でキッチン・バス・トイレは良い住宅ストックを形成する
上で不可欠な要素であり、これらの商品の供給を担っているキッチン･
バス工業会の役割は今後さらに大きくなることと考えています。

引き続き、さまざまな施策・行政の協力をお願いしたく、キッチン･バス
工業会の益々のご発展、ご列席の皆様のご健勝、ご活躍を祈念してい
ます。

国土交通省 長谷川様

内閣府 子ども・子育て本部 政策企画調査官
神宝 昭子 様
あけましておめでとうございます。
キッチン･バス工業会の皆様には子育て支援パスポート事業に業界
団体として初めて協力をいただき感謝申し上げます。内閣府では安心し
て子育てできる社会環境作りと合わせて、出産しやすい社会環境作りに
も取り組んでおり、男性には積極的に育児に参加していただけるよう休
暇取得を奨励するとともに、企業や団体への啓発活動を行っております。
平成28年の内閣府調査によりますと夫が家事、育児に掛ける時間が
長い夫婦ほど、第2子以降の誕生する割合が高いというデータがありま
す。また、男性のうち55.9%が配偶者の出産2ヶ月以内に半日もしくは一
日の休暇を取得している一方で29.1%が取得したかったが取得できな
かったというデータもございます。取得できなかった理由の多くは、休暇
が取りづらい、会社としてその体制がとれていない等、職場環境が主な
理由として挙がっています。会員の皆様におかれましては、休みが取得
しやすい職場環境作りにもご理解いただければと思います。

結びにあたり、キッチン･バス工業会の益々のご発展と本日ご列席の
皆様のご活躍を祈念申し上げます。

内閣府 神宝様 (手には「さんきゅうパパ準備BOOK」)
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11月2日はキッチン・バスの日

賀詞交歓会でご挨拶をいただいた方々

渡辺副会長によるご挨拶と乾杯のご発声

柏村理事によるご挨拶と中締め

業界での女性の活躍を強く望まれ、タカラかにご発声いただきました。

戌年の年男ならではの抱負で、ワンダフルに締めていただきました。

本年も何卒よろしくお願いいたします
事務局
あけましておめでとうございます。
昨年に引き続き、1月12日に開催した賀詞交歓会を特集した新春特
別号を発行します。賀詞交歓会は行政・関連団体・当工業会会員各社
から344名の参加を得て盛大に開催することができました。ご参加いた
だいた皆様ありがとうございました。
会長からのご挨拶にありましたAIやIoTなどについては、当工業会の
情報化推進委員会で既に勉強を始めていますが、急速な進歩について
更なる注視をしていかなければならないと強く感じました。
スポーツの世界では、平昌での冬季オリンピックに始まり、大きな大
会が目白押しとなっております。選手の皆様には日頃の厳しい練習の
成果を出していただく事を望むとともに、「がんばれ! ニッポン!」と可能な
限りの声援を送りたいと思っています。平成30年が皆様にとって飛躍の
年、平和な年になりますように微力ですが事務局も頑張ります。
本年も何卒よろしくお願いいたします。

高木常務理事
受付で華を添えてくれた会員各社の女性陣

初夢や
車窓に拝す
富士の山
トモ
司会の田中部長

編集
後記

あけましておめでとうございます。
今年、2018年は十干十二支の「戊戌(つちのえ・いぬ)」にあたります。陰陽五行説
では、良いことはより良く、悪いことはより悪くなるという意味で、良いこと、悪いこと
がはっきり分かれる年回りだと予想されるそうです。不要なものを切り捨てることで
新たなチャンスが得られるので、何を取って何を捨てるかを明確に定めるのが大
事とも言われているようです。これは仕事の面でも個人的にも心掛けたいですね。
十二支の動物の中でもペットとしては代表的な犬ですが、今年は愛犬の写真を
年賀状にした「うちの犬(こ)年賀状」を受け取られた方も多かったのではないでしょ
うか。何を隠そう、私もその1人です(うちの犬、とても可愛いので！)。
今年が皆様にとって佳き1年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。
田中 佐知子(三菱ケミカル・クリンスイ)

新春特別号編集委員
発行責任者： 中島 宏文 (タカラスタンダード)
編集長：

藤田 東一 (LIXIL)

編集委員：

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)

発行日：2018.1.24 / 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。
工業会のホームページは情報の宝庫です！

キッチン・バス

Ｅメール：kitchen.bath@nifty.com

検索
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