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「K・B通信」4号発行にあたり

いつも工業会活動にご支援を賜り、誠にありがとうございます。
昨年9月の創刊号から年2回の発行をしており、今回で第4号の発行になります。
さて、今年も11月2日に「キッチン・バスの日」記念第8回川柳の表彰式を開催いたしました。
この川柳は「キッチン・バスを通じて家庭文化のありようを家族みんなで考える」ことを趣
旨として行なっておりますが、震災から1年を経て募集した今回は、今まで以上に家族の絆
の大切さを感じさせる句が多く、また、応募総数も108,683句と大台を突破いたしましたこ
とは、まさに、その趣旨に共感していただける方が非常に増えていることの表れと思われ、
誠にありがたいことと存じます。
さらに今年度から、当工業会として内閣府「家族の日」「家族の週間」の趣旨に賛同するこ
とを通じ、「キッチン・バスの日」のさらなる周知を行なってまいります。
今号を通じて、お客様の満足と業界発展に向けた当工業会の活動をより知っていただく
とともに、皆様方には一層のご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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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

11月2日はキッチン・バスの日

「11/2 キッチン・バスの日」記念第８回川柳入賞者表彰式典開催
～家族の絆を育むキッチン・バスへの想い、ついに１０万句超に！～
108,683句！「11/2 キッチン・バスの日」記念川柳事業への応募総数
は、昨年度の65,886句に対し、前年比165％となり、一気に10万句を突
破しました！ありがとうございました！
巻頭言（本紙P1Message）にも書かれていますが、キッチン・バスが家
族にとって、とても大切な空間であることをあらためて感じる一日となり
ました。表彰式では、会長、副会長をはじめとする当工業会理事、協賛
団体代表者、そして選考委員の三遊亭金遊師匠、山遊亭金太郎師匠、
神田松鯉先生によるユーモア溢れる祝辞の数々と、定番化してきた副
賞ゆるキャラ合戦？など、入賞者の笑みが絶えないものとなりました。
さらに神田松鯉先生の心温まる講談・水戸黄門記より「出世の高松」を
一席。浜松町東京會舘39階からの素晴らしい眺望など、入賞者の方は
「必ず来年もここに来てやるぞ！」と強く決心されたに違いありません。
また、懇親会では、来賓を代表して多田日用品室長(経済産業省)、伊
藤住宅生産課長（国土交通省）、そして今年度から当工業会が「家族の
日」「家族の週間」（※P4参照）の趣旨に賛同したことにより、荒木少子
化対策担当政策企画調査官（内閣府）からご挨拶をいただきました。
「キッチン・バスの日」のさらなる周知拡大により、川柳応募総数の飛
躍さながらに、業界の飛躍を期待させる式典でした。

↑多田日用品室長
（経済産業省）ご挨拶

↑伊藤住宅生産課長
（国土交通省）ご挨拶

↑表彰式(渡辺会長挨拶）

↑キッチン・バス大賞（すばるママ）

↑協賛団体の皆様と審査員（落語家/講談師）の皆様

↑荒木少子化対策担当
政策企画調査官（内閣府）ご挨拶

↑司会の神田阿久鯉さん（講談師）

↑神田松鯉先生の名調子を堪能！

神田松鯉先生の熱血高座
「赤穂義士・名作特選」
新宿末廣亭 夜の部で主任（トリ）を務
められました。
（11月21日～11月30日まで）
11月27日に委員の皆様と「大高源吾」
を聴いてまいりました。
たっぷりと忠臣蔵の世界に浸りました。

式典を支えて頂いた女性陣

★受賞者コメント（代表）
田中奈保様（キッチン・バス大賞）

「息子寝て 「母」から「私」に もどる風呂」

他の川柳なども含めて初めての応募です。 大賞を受賞できるなん
て・・・ 今回の受賞は、ビギナーズラックだと思います。
言葉というのは、自分の気持ちを乗せる乗り物だと思います。その思
いをこめて作った作品です。お風呂に入っているときに考えました。

清水竜司様（準キッチン・バス大賞）

・・・・
顔・・
・笑顔
顔・笑
・笑顔
顔・笑
笑顔
の笑
た
んの
さん
たくくさ

「ばあちゃんの なぜだか旨い 握り飯」

昨年度の句を研究して、ほのぼのとした句が良いのではと、考えまし
た。全部で15句を投稿しました。1週間ほどかかりました。
川柳には職場で取り組んでいます。上司と数を競って出しました。

西谷浩次郎様（環境・省エネ賞）

「スカイツリー 見えるお風呂の 灯り消す」

これまでかすりもせず、8回目ではじめて入賞できました。
家族みんなで喜んでます。
次は、今回寸評をいただいた山遊亭金太郎さんの賞を取って、その
次、キッチン・バス大賞を狙いますよ！
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11月2日はキッチン・バスの日

珠玉の表彰作品18句をご堪能ください！
賞
キッチン・バス大賞

入賞作品

ペンネーム

息子寝て 「母」から「私」に もどる風呂

すばるママ

ばあちゃんの なぜだか旨い 握り飯

一匹狼

環境・省エネ賞

スカイツリー 見えるお風呂の 灯り消す

英慶美

三遊亭金遊賞

キッチンに あけたことない ドアがある

一人暮らし 2年目

準キッチン・バス大賞

山遊亭金太郎賞
神田松鯉賞

錆びないね 湯船と流し 妻の口

エイ

つらいとき 日本人には 風呂がある

ストレス解消

ベターリビング賞

風呂の湯は 胸までがエコ へそはケチ

ゆりの

日本ガス協会賞

ガスで炊く 白いお米に ひとめぼれ

斉藤

電力賞
日本ＬＰガス団体協議会賞
日本バルブ工業会賞
浄水器協会賞
日本琺瑯工業会賞
日本ガス石油機器工業会賞
ステンレス協会賞
日本建材・住宅設備産業協会賞
住宅リフォーム推進協議会賞
インテリア産業協会賞

離乳食 作ったお鍋 捨てられず

えみママ

ガスの火は 手をつないでる 人のよう

なおポン

台所 居ないと手伝え 居ると邪魔

五人おやじ

名水の 元をたどれば 浄水器

銀次郎

効能は 長寿と知った 孫との湯

かのカッチャン

キャラ弁は どこから食べる？ 迷い箸！
エネルギー 再生可能 妻不可能

しがチャンＶ
もんちゃん

鍋奉行 まだだ！今だ！と もーうるさい
リフォーム後 身体以上に 風呂洗う

浜
センダイタカ

キッチンに 立つ娘の背中に 恋の文字

葉月

◎表彰作品
（第8回すべての優秀作品は、以下URLでご覧ください。）

http://www.kitchen-bath.jp/public/senryu/2012.11.02/2012.senkou.HTML
第8回川柳作品集→
（事務局へお問い合わせください）

【学校奨励賞】

世界をつなぐ
今回、学校関係の応募は、1,546句ありました。 「和の味が
たくさんご応募いただきまして、ありがとうございます。
多くの優秀な句をいただいておりますが紙面の関係上、1句ご紹介をい
たします。
学校奨励賞受賞校には表彰状を贈りましたがその中から代表として、
式典には東京都江東区立深川第四中学校主任教諭 菅 明男先生をお
招きしました。この学校からは373句ご応募いただき、今回で４度目の学
校奨励賞受賞校です。
菅先生は、「式典にお招きいただき、嬉しく思います。
川柳は、国語の授業の一環として、2年生5クラスで取組みました。
青少年の非行がよくニュース等で取り上げられますが、真面目に川柳
に取り組んでいる生徒達がいることも知っていただきたいし、これからも
続けていきたい」と話されておりました。

道しるべ 」鈴木

江東区立深川第四中学校

↑江東区立深川第四中学校主任教諭
菅 明男先生（左）と有代副会長
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11月2日はキッチン・バスの日

やっぱり家族っていいね。～「家族の日」「家族の週間」～
内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付
少子化対策担当 安岡 千沙
◆ 「家族の日」「家族の週間」
子どもは社会の希望であり、未来の力です。子どもたちが安全・安心
に健やかに育つことができ、そして、安心して子どもを生み育てる希望
がかなう社会になるように、子どもや子育てを社会全体で応援していく
必要があります。内閣府では、平成19年度から11月の第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、子育てを支える家
族や地域の大切さについて理解を深めてもらうため、様々な啓発活動
を行っています。

◆ 「家族の日」フォーラムを開催しました
今年は、11月18日（日）が「家族の日」。内閣府と東京都、港区との共
催によって開催しました。作品コンクールの表彰式（※）や、つるの剛士
氏による子育てトーク、大日向雅美氏(恵泉女学園大学大学院教授、
NPO法人あい・ぽ ーとステーション代表理事)による基調講演や渥美由

↑主催者挨拶
（中塚一宏内閣府特命担当大臣）

喜氏（㈱東レ経営研究所 研究部長）、岩田 喜美枝氏（(株)資生堂顧
問／(財)21世紀職業財団会長）、清水 朋宏氏（「FQ JAPAN」発行人）
によるパネルディスカッションなどの他、当日は企業やＮＰＯによる親子
で楽しめるワークショップを開催し、多くの子育て家族で賑わいました。

←左から
内閣府 少子化対策担当
参事官補佐 三浦様
内閣府 少子化対策担当
政策企画調査官 荒木様
キッチン・バス工業会
田中業務部長
内閣府 少子化対策担当
安岡様

（※）家族や地域の大切さに関する「写真」と「手紙・メール」を募集し、
優秀作品について、内閣府特命担当大臣（少子化対策）表彰を実
施しています。

◆ キッチン･バス工業会様のご協力について
◆ 新たにロゴマークをつくりました

この度、キッチン･バス工業会様が「家庭文化のありようを家族みんな
で考えること」を趣旨として行なっている川柳事業とあわせて、「家族の
日」「家族の週間」の普及啓発を図っていただくことになりました。
具体的には、今年度の川柳の作品集へのロゴマークの掲載や、ロゴ
マークの活用についての会員企業様へのお声掛けの他、来年度の「台
所・お風呂の川柳」で新たに「家族の日・家族の週間 特別賞」（仮称）を
創設いただけるとのこと、大変嬉しく、また今からどんな作品が集まるだ
ろうと、楽しみにしております。ご協力に、感謝するとともに、今後とも引
き続き、「家族の日」「家族の週間」の普及啓発にご協力いただきますよ
うお願い申し上げます。

今年度は、広く認知啓発を図るため、ロゴマークを定めました。使用方
法など詳しくはホームページをご覧ください。
http://www8.cao.go.jp/shoushi/kazoku/index.html

↑「家族の日」「家族の週間」ロゴマーク

工業会より・・・
「田中部長、藤田委員と3名で参加しました。
各分科会で話された「子育て・家族応援サポーター」の皆様は、地域
や家族とのコミュニケーションのとり方に工夫を凝らすと共に、情報共
有して新たな方法も模索されています。我々が供給する機器が使わ
れるキッチン・バス空間はコミュニケーションの場を提供します。この
空間に関心を持っていただくために、川柳事業の告知からスタートしよ
うと思います。」
（広報専門委員長 柴崎）
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工業会公式行事

11月2日はキッチン・バスの日

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。

▼工業会行事

行事内容

・平成24年 4月20日（金）

第1回 理事会 （実施済み）

・平成24年 5月17日（木）

定時総会 （東京丸の内 東京會舘）/全員懇談会 （実施済み）
第2回 理事会 （東京丸の内 東京會舘） （実施済み）

・平成24年 8月30日（木）

第8回 川柳最終選考会 （選者・協賛団体代表者） （実施済み）

・平成24年 9月20日（木）

第3回 理事会/第2回 全員懇談会 （京都 リーガロイヤル） （実施済み）

キッチン・バスの日 ・平成24年11月 2日（金）

第8回 「台所・お風呂の川柳」表彰式（浜松町 東京會舘） （実施済み）

・平成25年 1月 9日（水）

平成25年 新年賀詞交歓会 （東京丸の内 東京會舘）

・平成25年 4月19日（金）

平成25年度 第1回 理事会

・平成25年 5月22日（水）

平成25年度 定時総会 （東京丸の内 東京會舘）
平成25年度 第2回 理事会/全員懇談会 （東京丸の内 東京會舘）

▼関連団体行事

行事内容

・平成24年 4月20日（金）

第8回KB＆Gコラボ代表者会議（理事） （実施済み）

・平成24年 6月14日（木）

ウィズガスCLUBシンポジウム・懇親パーティー（当工業会代表者） （実施済み）

・平成24年12月11日（火）

あんしん高度化ガス機器普及開発研究会
（会長・関係行政・消費者団体）（実施済み）

・平成25年 1月27日（日）

工業会組織図

親子クッキングコンテスト全国大会 キッチン・バス賞授与（会長）

6の常任委員会、下記の専門委員会・特別委員会・WGから構成され、延約300人のメンバーが日々、精
力的に活動しています。

総務委員会

VOC対応特別委員会

広報専門委員会

総 会

委員長会議

監 事

技術委員会

仮設住宅対策専門委員会
キッチン・バスの日川柳募集WG
材工請負工事課題検討専門委員会

調査統計委員会

理事会

キッチン・洗面技術専門委員会
ＰＬ関連委員会

キッチン規格・基準検討専門委員会

運営諮問会議
（会長・副会長会議）
・・・・・・・・・・・・・・・・・

洗面規格・基準検討専門委員会

情報化推進委員会

浴室技術専門委員会

事務局

浴室規格・基準検討専門委員会

消費者関連委員会

キッチン統計専門委員会
洗面統計専門委員会
浴室統計専門委員会

製品安全推進会議

電気式浴室換気乾燥暖房機啓発委員会

ジェット噴流バス協議会

営業・企画推進会議
5
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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 平成２４年度理事会・全員懇談会開催
事務局
去る9月15日（木）にリーガロイヤルホテル京都にて平成24年度理事会・全員懇談会が開催されました。
業界団体の関係者や、国土交通省住宅局から来賓をお迎えし、以下の議事に従い開催いたしました。
今回も、大変興味深い講演会が実施されました。また全員懇談会終了後に盛大な懇親会も開催し盛況のうちに終了しました。

１．【議事】
(1)理事会 審議・報告事項

⑧事務局からのお知らせ
・第8回「台所とお風呂の川柳」募集事業について
・経済産業省より重要なお知らせ
「長期使用製品安全点検制度の一層の定着に向けて」
・今後の行事日程、その他

①会員移動について
②会員企業の創業年数一覧
(2)委員会 特別報告事項
①総務委員会 報告
総務委員会・VOC対応特別委員会

２．【講演会】
(1)花王㈱ 生活者研究センター 室長 長谷川伸子様

仮設住宅対策専門委員会・広報専門委員会
材工請負工事課題検討委員会・高断熱浴槽性能表示ＷＧ
②浴室技術専門委員会 報告
③キッチン・洗面技術専門委員会 報告
④調査統計委員会
自主出荷統計の概況報告
⑤ＰＬ関連委員会 報告
⑥情報化推進委員会 報告
⑦消費者関連委員会 報告

「キッチンに関するお手入れ意識の変化」

(2）匠総合法律事務所 （工業会顧問弁護士事務所）
弁護士 江副 哲様
「日本で唯一の技術士弁護士の視点から見た住宅紛争の実態」

(3)国土交通省住宅局住宅生産課
住宅ストック活用・リフォーム推進官 松野 秀生様
「住宅政策の現況と方向性
～中古住宅流通・リフォームの推進／
住宅・建築物の省エネ対策について～」

↓理事会・全員懇談会の様子

↑渡辺会長挨拶（懇親会）

↑松野秀生推進官（国土交通省）講演
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↑長谷川伸子様（花王）講演（右）
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がんばってます
がんばってます 委員会・WG
委員会・WG！
！
仮設住宅視察～ボランティア活動へ 『宮城県亘理町（わたりちょう）』
委員会

仮設住宅対策専門委員会 委員長
渋沢 博之(Ｐａｎａｓｏｎｉｃ）

仮設

また、今回は宮城県訪問という折角の機会ということで工業会としても
何か亘理町でお手伝いができないかと申し出たところ、日本ガス石油
機器工業会の尾身様、亘理町ＪＡの中山課長の計らいで、イチゴ農家
での苗植え付け前の台設置工事をご紹介頂き、お手伝いさせていただ
くことができました。2時間程度のお手伝いで十分とはいえませんが、
農家の方にも感謝していただき、よい経験ができました。

去る10月21日、22日、キッチン・バス工業会と日本ガス石油機器工業
会共催で宮城県亘理町での仮設住宅視察をしました。昨年の3月11日、
東日本大震災が発生してから、はや1年8ヵ月が経ちますが未だ多くの
方が仮設住宅に住まわれており、仮設住宅の改装も継続的に行われて
います。今回は住人の皆様より強い要望のありました、浴室への給湯器
設置追加工事の立会い調査、およびプレハブ建築協会様との意見交換
を中心に活動いたしました。
【意見交換内容】
・追焚き工事の浴槽への穴加工、給湯器取付け後の水漏れに
関しては細心の注意を払い対応している

最後に、委員一同、1日でも早い復興を願うとともに、できる限りの
支援をして参りたいと思います。
【今回の 主な活動内容 】
21日（日） ●当工業会・日本ガス石油機器工業会との意見交換会
22日（月） ●亘理町公共ゾーン 仮設住宅訪問
・浴室給湯器追加設置工事立会い
・仮設住宅調査
●仮設住宅居住環境改善工事 現地建設事務所 堀川
所長他2名との意見交換
●亘理農業共同組合 中山課長との意見交換
●イチゴ農家でのボランティア活動

（ホールソーの交換頻度のマニュアル化、漏水検査の徹底）

・追加工事（床下および壁面の断熱工事、二重サッシ取付け、
暖房便座設置、追焚き工事など）の連続で予定より３倍程度の費用
が発生している
・未だに仮設住宅に新しく入居される方がいる
（アパート暮らしの孤独感など）

↑追い炊き工事の立会い調査

委員会

↑委員長自ら頑張っています！
（イチゴ農家でのボランティア活動）

合同移動研修会開催

インにて繋がれた、水素ステーションや水素燃料電池実証住宅の見学
を通じ、将来の水素エネルギー社会のシステムを目の当たりにし、一同
深く感銘しました。

技術 技術委員会 委員長 山下 敏樹（ﾔﾏﾊﾘﾋﾞﾝｸﾞﾃｯｸ）
11月9日にキッチン・洗面、浴室技術委員会合同で移動研修会が西部
ガス株式会社の応援のもと北九州水素タウンの見学研修として開催さ
れました。
北九州水素タウンは北九州市八幡東区東田において、製鐵所で製造
された水素を用いる北九州水素ステーションを介し、近隣の集合住宅・
戸建住宅や商業施設、公共施設までパイプラインを敷設し、水素供給
技術実証、家庭用・業務用の純水素型燃料電池の運転実証、太陽光発
電や蓄電池との連携実証を行っています。世界でも類を見ないパイプラ

北九州水素タウンイメージ
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がんばってます
がんばってます 委員会・WG
委員会・WG！
！
消費者関連委員会編 商品知識啓蒙読本の発刊

洗剤の知識［浴室・洗面化粧台編］

委員会

消費者関連委員会 委員長

消費者

木下 敬介(Ｐａｎａｓｏｎｉｃ）
当委員会が取り組む一般ユーザーへの商品啓蒙活動の一環として、
浴室・洗面化粧台を対象とした「洗剤を用いたお手入れ読本」が完成し
ました。
平成20年度にスタートした“キッチン・バス・洗面用途の最新洗剤事情
を知ろう“から発展し、当会製品を対象とした“汚れ“と、これに最適な”洗
剤”に着目することで、“日常・らくに・正しく お掃除お手入れ”することで、
当会製品を「より長く使っていただくことの一助に！」を趣旨とした情報
発信の一つです。
平成２３年度発刊済の“洗剤の知識［キッチン編］に続く第２弾として、
併せてご活用いただくことを期待しています。
【 主な内容 】

洗剤の理解・・・工業製品としての定義、分類等解説
汚れの実態・・・汚れの種類、発生メカニズム解説
お掃除要領 ・・・汚れの種類と最適洗剤、
浴室・洗面台 各部位毎の
お奨めのお掃除要領方法の紹介

【 協賛監修 】
【 執筆 】

花王株式会社 ライオン株式会社 （五十音順）
消費者関連委員会

ご利用につきましては
事務局へお問い合わせください

総務委員会、パナソニック エコアイディアハウス見学会
委員会

総務委員会 委員長
高木 利一（タカラスタンダード）

総務
去る10月22日に総務委員会では、東京有明の「パナソニックセンター
東京」の見学会を22名の参加にて開催しました。
当日はセンター内のスマートソリューションズ・３Ｄラボ・エコアイディア
ハウスの見学をしました。
特にパナソニックがおウチまるごと「CO2±０（ゼロ）」のくらしへと提案
しているエコアイディアハウスでは、エネルギーをへらす、つくる、ためる、
そしてつなぐ、２０１Ｘ年のくらしを実現した空間となっていました。

↑パナソニックセンターにて総務委員会

くらしをかしこく、そして快適にするさまざまな２０１Ｘ年のエコハウスを
見て・体感し、参加者一同にとって、大変満足できた見学会となりました。
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＜２０１Ｘ年のくらしとは＞
・風を活かすくらし
自然の通風を利用した換気システムや、エアコンの気流の
コントロールでCO2を削減。
・光をあやつるくらし
太陽の光を室内に上手に取り込み、照明をくらしのシーンに
合わせることでCO2を削減。
・水を大切にするくらし
節水を追求した洗濯機やトイレ、また、水回りの設備の
お掃除回数を減らすことでCO2を削減。
・熱を役立てるくらし
真空断熱材や、空気の熱を利用するヒートポンプ技術で
CO2を削減。
・エネルギーを生み出すくらし
最高水準の発電効率を実現した太陽光発電システムや
エネルギーを効率的につくる燃料電池で、CO2排出量を削減。
・エネルギーを蓄えるくらし
おウチの太陽光発電や燃料電池でつくった電気を蓄えておき、
ムダなく使用することで、CO2を削減。
・ホームネットワーク
おウチまるごとのエネルギーを見える化してかしこくマネジメント
したり、直流と交流の電気を効率的に使うシステムにより、
いっそうCO2を削減。
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情報

情報化移動委員会を開催
情報化推進委員会 副委員長 渡辺 理一郎（ﾊｳｽﾃｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ）

去る10月12日（金）、13日（土）の2日間に渡り、平成24年度第4回情
報化推進委員会が、日本IBMの研修施設「天城ホームステッド」（静岡

事業戦略部長 三輪 哲也様より、 「Discover IBM（IBMの改革）」と題し、
ご講話を頂戴いたしました。
IBMがどの様な理念を持ち、いかに社会とユーザ企業に貢献するか､
IT技術というよりも、ソリューション・サービスを一つの道具として国際的
に活動を広げ、常に考え（THINK）、常に改革を進めていく、など大変興
味深いお話を拝聴いたしました。
セミナー終了後は、講師の三輪先生と情報化推進委員会各社を担当
するIBM営業ご担当4名様を迎え、夜が更けるまで尽きない話と、ほん
の少量（？）のお酒を酌み交わしつつ1日目を終えました。

県伊東市）において開催されました。
また定例委員会終了後は、日本IBMの講師を迎え大変興味深いご講
演を拝聴いたしました。
翌2日目は、前日の講演内容についてディスカッションを行い、各社活
発な意見交換も行なわれ、盛況のうちに終了しました。
◆ モダンなIBM天城センター施設
JR伊東駅より富士箱根伊豆国定公園に向かい、秋の気配を感じさせ
る森を抜けた丘陵の上に、北欧風のIBM天城ホームステッドがありまし
た。施設に入ると、広々としたロビーから眺望できる山々と駿河湾。
ロビー脇には書斎の様な談話室。宿泊研修の施設の為、シングル・ル
ームの設備とアメニティ完備の個室に大浴場（温泉）も備わっています。
普段は、企業の経営者、幹部の方々を対象とした様々なセミナーが
開催されるという事もあり、全てが落ち着いた空間に包まれていました。
◆ IBMセミナー 「Discover IBM（IBMの改革）」
当該施設をお借りして第4回情報化推進委員会を実施後、日本IBMの

委員会

調統

◆ 休日の朝一からディスカッション
朝食後には、昨日の講話にあったIBM様の改革事例や考え方を、参
加各社の経営環境に置き換えた時にマッチ／アン・マッチする点や課
題について活発に意見交換を行ないました。
この様に充実した内容で、ご参加各社にも高い評価をいただきつつ
２日間の工程を無事終えることが出来ました。参加された各社皆様、
大変ご苦労様でした。またご協力いただきましたIBM様には本紙をお借
りし御礼申し上げます。今後、IBM様が工業会および情報化推進委員
会にどの様なアプローチをしてい
ただけるかを期待いたしておりま
す。

自主出荷統計上半期出荷傾向について
調査統計委員会 委員長 河西 淳（ＴＯＴＯ）

2012年度上期を終え各機器の出荷実績を前年比でまとめました。
東日本大震災後、仮設住宅対応の出荷に大きく影響のあったシステ
ムバス、セクショナルキッチンも7月以降は前年の出荷増の影響も小さ
くなり9月には全ての機器の前年比がほぼ同じ実績となり仮設住宅の出
荷影響はほぼ無くなったと思われます。
上半期累計で前年実績を上回ったのは「洗面化粧台」と「システムキ
ッチン」ですが、9月には全ての機器で前年割れとなり厳しい状況にも

見えますが、9月の新設住宅着工戸数は前年比115％、建築確認申請
も106.3％と前年を上回る傾向であり、国交省のコメントも「季節調整
済年率換算値で86.6万戸（前月比2.5％減）。平成23年度全体の戸数
（84.1万戸）を上回っており、最近1年の動きをみると、多少の振れを伴
いつつも、緩やかながら持ち直しの動きは継続しているとみられる。」と
しており下半期も前年以上の推移が見込まれます。

上半期累計
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←
機器別上半期対前年推移
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委員会・WG！
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PL

ＰＬ関連講演会を10月15日に開催
キッズデザインに関して専門家による知見を聞く！
ＰＬ関連委員会 委員長 堀切 正芳（ヤマハリビングテック）

毎年恒例のＰＬ関連講演会が、去る10月15日（月）にメルパルク東京
にて開催されました。当日は、関連各社の精鋭約100名にお集まり頂き、
「キッズデザイン」について、勉強しました。
講師には、独立行政法人 産業技術総合研究所の西田佳史博士を
お迎えして、「キッズデザインを踏まえたＫＢ工業会の課題」と題して、
2時間に渡りご講演を頂きました。
また講演会終了後の名刺交換では長い列が出来、皆様の興味深さを
伺うことが出来ました。
【講演内容】
(1)事故予防とは・・・
・子どもの事故は「親」が原因と思っている（８２％）
・「親」が常に子どもを見ていることは、難しいと考えている（８１％）
観点１：事故予防は「健康問題」
・子どもの死亡原因の一位は「不慮の事故｣である
観点２：事故予防は「見守りの問題」？
・転倒防止に着目すると、見守りによる事故防止は困難
観点３：事故予防は「経済問題」
観点４：事故予防は「科学技術問題」
・傷害は回避不可能ではなく、予測可能であり予防可能
(2)事故・傷害予防の具体事例（安全知識循環社会システム）
・事故情報を対策法へと加工する技術
・事故・傷害情報を集める技術
・モデリングの目的と技術
・説明モデルから制御モデルへ
・新しいモノづくりの方法論に関する考察

委員会

キッチン
洗面

（3）キッチン･バス関連の傷害
・不慮の事故（溺死）
・水道蛇口での歯の脱臼事故
・浴室床での落下事故
＊ものづくりイノベーション「キッズデザイン」へのアプローチ（冊子紹介）

西田佳史博士プロフィール
【略歴】
1998年 東京大学大学院
工学系研究科機械工学専攻
博士課程修了 博士
1998年 通産省工業技術院
電子技術総合研究所入所
2003年 産業技術総合研究所
デジタルヒューマン研究センター
人間行動理解チーム長
2009年 東京理科大学 連携大学院客員准教授
2011年 産業技術総合研究所 上席研究員併任
【受賞等】
2011年 日本人間工学会 大島賞受賞
「乳幼児の環境誘発行動を予測する計算モデルの開発」
2005年 第6回ドコモ・モバイル・サイエンス賞 社会科学部門 奨励賞
「知識循環型の子どもの事故予防システムの提案」

東京ガス『暮らしのデザイン展’12』を見学
キッチン・洗面技術専門委員会 委員長 佐無田 譲（LIXIL）

10月16～19日、東京ガス主催の『暮らしのデザイン展’12』が開催され、
17日に見学いたしました。 『暮らしのデザイン展』見学はキッチン・洗面
技術専門委員会と東京ガス様との交流行事として定例化し、今回で4回
目の見学となります。今年も会場は大勢の来場者で大盛況でした。

6月にリニューアルされた体験コーナーも見学いたしましたが、パワー
アップされており東京ガス様の拡販への意気込みも強く感じました。
恒例の懇親会（＋菅原副委員長の送別会）も盛り上がり充実した交流
会になりました。来年も企画しますので東京ガス様よろしくお願いいたし
ます。

今年のコンセプトは『ともに創る未来と安心Ｈｅａｒｔ＆Ｓｍａｒｔ』で、東京
ガス都市生活研究所の調査から、『つながる』『備える』『考える』の3つ
のキーワードを元に生活者が求めるこれからの暮らし『Ｈｅａｒｔ＆Ｓｍａｒｔ
な暮らし』を提案されていました。各年代別の提案は調査データにもと
づいたわかりやすく共感できる内容で、興味深い展示品がたくさんあり
ました。特に30・40代共働きファミリー向けの家事の効率化とコミュニ
ケーションを両立された提案コーナーは今後のキッチンの商品開発に
たいへん参考になりました。

主催者：東京ガス 青沼常務（前列右端）
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11月2日はキッチン・バスの日

秋野顧問弁護士からひとこと

匠総合法律事務所代表社員 弁護士 秋野 卓生

～正月商戦チラシへ消費税増税トークを掲載できるか？～
住宅会社では、12月になると、正月商戦のチラシを作り出す事になろ
うかと思います。
今回の正月商戦は、正月休みが長い（1月4日を休みにすると９連休）
事から、正月商戦に力を入れている住宅会社が多いことでしょう。
そして今、消費税増税による駆け込み需要が言われている状況です。
経過措置がある平成25年9月末日までに請負契約を締結してもらう
ためには、この正月に展示場やイベントに参加してもらうことが非常に大
事な課題となるでしょう。
この消費税増税について、是非とも、チラシやホームページにてアピ
ールしたいと考える住宅会社も多いのではないか、と思います。
しかし、チラシ作成にあたって政府税制調査会による平成２５年度税
制改正大綱の内容はしっかり押さえておきたいところです。

２ そのチラシ表現、適法ですか？
住宅会社のチラシ表現で目にする表現は、
「消費税増税前に住宅を取得したほうが得」
という表現です。ところが、「消費税増税前
に住宅を取得したほうが得」かどうかは、年末
ギリギリに発表される税制改正大綱が出て
みないとわかりません。

３ 正月商戦に消費税増税が使えるかの判断は、
12月最終週に決める！
やはり、消費税増税が住宅業界に与えるであろう影響を考えると、
正月商戦に消費税増税の話題は出したいところでしょう。
そうすると、政府から平成25年税制改正大綱が出されてから、消費税
増税前に住宅を建築した方が得な顧客層を分析し、この顧客層に対し
て強く住宅取得を促す戦略的な営業手法を講じたいところです。
スケジュールで言えば、12月の第三週に税制改正大綱が発表された
ら、その内容を確認・分析した上で、12月最終週あたりに住宅営業戦略
の立案→現場へのブレイクダウン→正月商戦への突入、というスケ
ジュールが現実的なのではないか？と思います。

１ 税制改正大綱が発表されるのは12月末ギリギリ？
国土交通省は、政府税制調査会に対し、住宅ローン減税の拡充や新
型給付措置の導入、住民税の控除枠の拡大などの案を10月23日付で
提出しました。
この国土交通省の税制改正要望の内容は市場の平準化、平たく言う
と、増税前に住宅を取得しても増税後に住宅を取得しても一緒にしよ
う！という案です。
ところが、この国土交通省案がそのまま通る保証はありません。
政府税制調査会において財務省などとの議論がなされ、最終案が出
るのが12月の第2週又は第3週と言われています。

４ キッチン・バス工業会の会員様へは正月休み期間中も
ご質問にお答えしていきます！
当事務所は、今年の正月休みは、休み返上して法律顧問先企業様へ
政府税制調査会による税制改正大綱を踏まえた正しい消費税増税トー
クやチラシ・ホームページによる表現をしていただくため、法律顧問先
企業様からの法律相談、質問に答えていく体制で臨む事と致しました。
キッチン・バス工業会会員の皆様からのご質問も電子メール
にて受け付けて参りますので、宜しくお願いいたします。

（10月31日に実施された第４回税制調査会後の記者会見録における大久保財
務副大臣発言）

さらに、衆議院が解散され選挙が行われます。
すると、12月のギリギリになってようやく平成25年度の税制改正大綱
の発表となる可能性があるのです。

ご相談は

akino@takumilaw.com

匠総合法律事務所について
弁護士法人匠総合法律事務所は、平成13年の事務所開設以降、住宅・建築・設計・不動産・
土木の分野における各種法律問題を専門的に取り扱っております。
東京・大阪の二拠点にオフィスがありますが、専門弁護士による「より高度なリーガルサービ
スを得たい」というニーズや深刻な大規模紛争・複雑化した紛争など、専門弁護士に依頼せざ
るを得ない紛争など、北海道から九州まで全国から法律相談が寄せられております。
これまで実績を残して参りました欠陥住宅紛争（建設会社側）のみならず、住宅・建築・設計・
不動産・土木の分野における企業法務、知的財産・ＩＴ、労働問題、倒産・企業再生などの法律
問題を取り扱っております。

●東京事務所
〒102-0094

●大阪事務所
〒541-0057

東京都千代田区紀尾井町3-8 第2紀尾井町ビル6階

大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-1-6 船場ミッドキューブ607号

TEL：０３－５２１２－３９３１

TEL：０６－６１８０－６００１
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11月2日はキッチン・バスの日

事務局からひとこと
常務理事 島崎 喜和

「道徳なき経済は犯罪であり、
経済なき道徳は寝言である」
（たわごと）

「二宮尊徳」（1787年9月4日～1856年11月17日）江戸時代後期の農
「二宮尊徳」（1787年9月4日～1856年11月17日）江戸時代後期の農
政家・思想家が語ったとされる。また、10月の報徳二宮神社発信の
政家・思想家が語ったとされる。また、10月の報徳二宮神社発信の
FACEBOOKでは、［二宮尊徳翁道歌］が掲載され、この中で、「売買（うり
FACEBOOKでは、［二宮尊徳翁道歌］が掲載され、この中で、「売買（うり
かい）の、ふたつの恵みなかりせば、何国（いづく）のはてに、咲くやこの
かい）の、ふたつの恵みなかりせば、何国（いづく）のはてに、咲くやこの
花」と歌が紹介されている。
花」と歌が紹介されている。
追伸
追伸
二宮尊徳の理念が、その後脈々と現代まで受け継がれ、「売り手よし、
二宮尊徳の理念が、その後脈々と現代まで受け継がれ、「売り手よし、

ご存じのように、キッチン・バス工業会は、浜松町大門にある。
ご存じのように、キッチン・バス工業会は、浜松町大門にある。

買い手よし、世間よし」（伊藤忠兵衛の「三方よし」）や、「感謝報恩の精
買い手よし、世間よし」（伊藤忠兵衛の「三方よし」）や、「感謝報恩の精

以前神田にあった事務所が老朽化し、工業会活動の拡大に伴い、平成
以前神田にあった事務所が老朽化し、工業会活動の拡大に伴い、平成

神」の経営哲学に引き継がれている。
神」の経営哲学に引き継がれている。

7年10月、現在地に移転した。
7年10月、現在地に移転した。

「経済（そろばん勘定）と道徳」の理念は工業会委員会活動の基本姿
「経済（そろばん勘定）と道徳」の理念は工業会委員会活動の基本姿

工業会へのアクセスは、地下鉄大門駅かJR浜松町駅経由である。ア
工業会へのアクセスは、地下鉄大門駅かJR浜松町駅経由である。ア

勢としても同じと理解している。工業会の委員会活動は各社の製造現場、
クセスが良いので最近この近くに団体が引っ越してくるケースが多い。
勢としても同じと理解している。工業会の委員会活動は各社の製造現場、 クセスが良いので最近この近くに団体が引っ越してくるケースが多い。
販売現場との連携・還元が基本である。
販売現場との連携・還元が基本である。
それ故、時に生々しく、時に神々しい目標で消費者や地域社会への還
それ故、時に生々しく、時に神々しい目標で消費者や地域社会への還

JR浜松町駅には羽田空港への連絡モノレール駅があり、また新幹線
JR浜松町駅には羽田空港への連絡モノレール駅があり、また新幹線

元も謳って活動している。
元も謳って活動している。

には東京駅や、品川駅で乗り換えできる。
には東京駅や、品川駅で乗り換えできる。

その成果は企業の経営判断に直結していく内容が多く、行政や関連団
その成果は企業の経営判断に直結していく内容が多く、行政や関連団

地下鉄は都営大江戸線と都営浅草線が地下で交差して大門駅を支え
地下鉄は都営大江戸線と都営浅草線が地下で交差して大門駅を支え

体、消費者との調整配慮が重要である。大事なのは、そのバランスであ
体、消費者との調整配慮が重要である。大事なのは、そのバランスであ

ている。都営浅草線は成田･羽田を結ぶ京浜急行電鉄と相互乗り入れ
ている。都営浅草線は成田･羽田を結ぶ京浜急行電鉄と相互乗り入れ

る。
る。

であり、都営大江戸線は都庁真下の新宿西口を起点として地下の山手
であり、都営大江戸線は都庁真下の新宿西口を起点として地下の山手

工業会では基本の6委員会以外にも種々な課題に向けた委員会が組
工業会では基本の6委員会以外にも種々な課題に向けた委員会が組

線として六本木や築地市場･国技館・上野･神楽坂・新宿を結んでいる。
線として六本木や築地市場･国技館・上野･神楽坂・新宿を結んでいる。

織され13の専門委員会がテーマ毎に、熱心な活動を展開している。活
織され13の専門委員会がテーマ毎に、熱心な活動を展開している。活

工業会の事務所は、この地下鉄大門駅からA4出口をでて、左折する
工業会の事務所は、この地下鉄大門駅からA4出口をでて、左折する

動している登録委員の皆様の活動に対し心から感謝するしだいである。
動している登録委員の皆様の活動に対し心から感謝するしだいである。

とすぐに芝大神宮の参道となる。その参道で一礼してさらに国道沿いに
とすぐに芝大神宮の参道となる。その参道で一礼してさらに国道沿いに

また、関係企業の幹部の皆様には、これまで以上に委員の皆様の活動
また、関係企業の幹部の皆様には、これまで以上に委員の皆様の活動

30メートル進んだビルの三階が工業会である。
30メートル進んだビルの三階が工業会である。

にご理解と、特段のご配慮をお願いする。
にご理解と、特段のご配慮をお願いする。
今年は4月スタートした台所･お風呂の川柳募集事業を皮切りに、5月
今年は4月スタートした台所･お風呂の川柳募集事業を皮切りに、5月

芝大神宮は、1005年9月16日に創建、古くは芝神明と称したが明治5
芝大神宮は、1005年9月16日に創建、古くは芝神明と称したが明治5

の消費者月間（消費者庁）、１0月の住生活月間（国交省）、11月2日の
の消費者月間（消費者庁）、１0月の住生活月間（国交省）、11月2日の

年正式に官許され芝大神宮に改称する。江戸時代境内でおきた、め組
年正式に官許され芝大神宮に改称する。江戸時代境内でおきた、め組

「キッチン・バスの日」（キッチン・バス工業会）と大きな事業が続いた。
「キッチン・バスの日」（キッチン・バス工業会）と大きな事業が続いた。

鳶と角力とのもめ事は「め組の喧嘩」として講談や、歌舞伎で上演され、
鳶と角力とのもめ事は「め組の喧嘩」として講談や、歌舞伎で上演され、

さらに新しく、11月18日は「家族の日」（内閣府）も見据えることとなった。
さらに新しく、11月18日は「家族の日」（内閣府）も見据えることとなった。

皆様よく知るところとなっている。この神宮様の正面から東京タワーがよ
皆様よく知るところとなっている。この神宮様の正面から東京タワーがよ

事業に携わっていただいた関係者の皆様に感謝･感謝である。ちなみに
事業に携わっていただいた関係者の皆様に感謝･感謝である。ちなみに

く見える。
く見える。 交通の便がよく、さらに歴史散歩の拠点としても最適な工業
交通の便がよく、さらに歴史散歩の拠点としても最適な工業

11月17日は二宮尊徳の命日である。
11月17日は二宮尊徳の命日である。

会を是非お訪ねください。
会を是非お訪ねください。
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11月2日はキッチン・バスの日

TOPICS！
いろいろな話題をお届けいたします。

下水道いりぐちNight （日本下水道協会との意見交換会）を開催
キッチン統計専門委員会 委員長 神谷 剛志（ナスラック）
去る12月6日（木）に「下水道いりぐちNight」と称された日本下水道協
会との意見交換会・懇親会が開催されました。
今回の企画は、日本下水道協会からの呼びかけにより実現したもの
で、当工業会から星田副会長を筆頭に各委員会の委員長やご意見番ら
19名が参加、相手側は日本下水道協会、下水道関連企業、他に国土
交通省や東京都、横浜市の下水道局、さらに他の団体としてディスポー
ザ生ごみ処理システム協会も加わり、総勢約60名となる規模の大きな
ものでした。
意見交換会では、高木総務委員長から当工業会の紹介、島崎常務理
事から仕事としてまた、ライフワークとしての古民家めぐりを活かした
「キッチンの変遷」が講演され、その後、懇親会を含め活発な意見交換
がなされました。本来、両団体には利害の一致する部分が多く、情報の
共有、連携することで新たに解決できる課題は多くあると見られ、今後
の展開が期待されます。

↑下水道協会
曽小川理事長のご挨拶

↑島崎常務理事の講演

↑質疑応答の様子

↑熱心に聴講いただいた国土交通省加藤下水道事業調整官（前列）はじめ多くの参加者の皆様

ＰＬ関連委員会が、㈱クリナップステンレス加工センターの
ＰＬ関連委員会 副委員長
「カラーステンレス展示館」を訪問

↑高木総務委員長の説明

↑星田副会長の挨拶

岡田 誠（ハウステック）

去る12月7日（金）に㈱クリナップステンレス加工センター内にあるカラーステンレス展示館を
訪問し、展示サンプルでカラーステンレス技術をご説明いただきました。
また、これらの技術が住宅設備機器だけでなく建材から野球場のネットまで幅広い分野で採
用され、高い評価を得ている事も知りました。
【種類と特長】
(1)カラー発色：酸化皮膜の厚みをコントロールし光の干渉で発色・スーパーブラック仕上げの
展示会出品キッチン（写真参照）
(2)カラー着色：カラーインク着色＋クリアコート
(3)メッキ：メッキ着色＋クリアコート
(4)カラー印刷：プリント柄印刷
(5)表面処理：エッチング他

↑カラーステンレス スーパーブラック仕上げ

↑カラーステンレス展示館外観
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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

11月2日はキッチン・バスの日

TOPICS！
いろいろな話題をお届けいたします。

代表者変更についてのお知らせ

東邦ガス株式会社

永大産業株式会社

東邦ガス株式会社
常務執行役員
丹羽 慎治

永大産業株式会社
代表取締役社長
大道 正人

株式会社ベルキッチン
代表取締役社長
竹内 敏

当社は名古屋市に本社を構え、愛知・岐
阜・三重の3県において都市ガスを供給し
ており、サービスショップ「ＥＮＥＤＯ」ととも
に、地域のお客さまに最新のキッチンやバ
スをご提案しております。
工業会のますますの発展に向け、今後も
全社一丸となって取り組んでまいりますの
で、ご指導下さいます様よろしくお願い申し
上げます。

このたび、キッチン・バス工業会の理事に
就任いたしました永大産業の大道でござい
ます。
住宅業界を取り巻く環境は、新設住宅着
工戸数が伸び悩む中、消費増税が現実味
を帯びるなど非常に厳しい状況でございま
すが、当業界が抱える諸課題の解決に向
け、お手伝いができれば幸いに存じます。
微力ではございますが、精一杯務めさせ
ていただきますので、ご指導とご支援を賜り
ますようよろしくお願い申し上げます。

この度、株式会社ベルキッチン代表者に就
任致しました竹内敏と申します。
昨今、キッチンやバスルームは家族の絆を
深める場として認識が高まってきています。
「食育」「浴育」という考え方も一般的になり、
日々の暮らしの中で子どもとのコミュニケー
ションの場として重要視されてきております。
より安全で充実した暮らしを実現するために
業界の健全なる発展に邁進していく所存で
ございます。何卒お引き立ての程よろしくお
願い申し上げます。

新規会員のお知らせ

編集
後記

速報 新規会員入会のお知らせです。
平成25年1月1日より賛助会員2社が入会されます。（詳細は次号で）
●西部ガス株式会社 代表取締役社長 田中 優次 福岡市博多区千代1丁目17番1号
●一般社団法人 日本厨房工業会 会長 福島 裕 東京都港区東麻布1-27-8 （厨房機器会館）

第8回「台所・お風呂の川柳」は、応募総数10万句を超え、年々レベルも
アップしているようです。
そこで、来年こそはぜひ入選をとお考えの会員企業の皆様に朗報です。
最終選考作品660句を、キッチンバス工業会HPの、委員会専用ページ
（広報専門委員会）にアップいたしました。 これを参考に、いまから準備

佐藤 木の実（矢島）、高木 利一（タカラスタンダード）

お願いいたします。
来年は、年２回の【K・B通信】のほかに、賛助会員紹介号も年２回発行

福森 健(積水ホームテクノ)、栗原 伸浩（トヨウラ）

予定です。皆様のご意見・ご要望を元に、さらに充実させていきたいと思
いますので、下記アドレスまでメールいただけたらと思います。
広報専門委員会 副委員長 佐藤 木の実（矢島）

広報専門委員会（順不同）
柴崎 和彦 （クリナップ）
藤田 東一（LIXIL）、石部 武美(サンウエーブ)
木住野 健(リンナイ)、新開 毅（TOTO）
岡本 英昌（永大産業）、井上 知春（ナスラック）
東原 徹(ハウステックホールディングス)
田中 佐知子(三菱レイヨン・クリンスイ)
阿部 淑美(ヤマハリビングテック)
島崎 喜和(事務局)、田中 朋子（事務局）

発行日：2012.12.18 / 発行責任者：広報専門委員会 委員長 柴﨑 和彦

工業会のホームページは情報の宝庫です！

キッチン・バス

「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
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