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「K・B通信」2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。
本年9月に創刊号を発行し、今回第2号の発行をさせていただきました。
さて、11月2日に「キッチン・バスの日」記念第7回川柳の表彰式を開催いたしました。
これは、家族が集うキッチンやバスに関心を寄せていただき、業界の活性化を目的としており、
今回は前回を上回る多数のご応募をいただきました。
会員企業皆様のご協力により、当工業会が制定した「キッチン・バスの日」の認知度が、年々
生活者の皆様に高まっている証左かと存じます。
今後とも会員企業が一丸となり、業界のさらなる活性化を進めていきたいと思います。
皆様のご協力を宜しくお願い申し上げます。
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キッチン・バス工業会 副会長
（クリナップ株式会社 代表取締役社長）

井上 強一
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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

キッチン、バスを考えた65,886句に感謝！
～「11/2 キッチン・バスの日記念」第7回川柳入賞者表彰式典開催～
「台所・お風呂の川柳」は、「11/2 キッチン・バスの日」を生活者の皆
さんに認知いただく事業として行っており、回を追うごとに応募数が増え
、第7回目の今回は65,886句となりました。
当工業会では、「11/2 キッチン・バスの日」の当日、入賞者20名を東
京會舘にご招待。喜びをともに分かち合おうと、ご夫妻やご家族でお越
しになる方も多くいらっしゃいました。
入賞者のプレゼンターは会長、副会長をはじめとする当工業会理事、
協賛団体。さらに毎回選句もされる三遊亭金遊師匠、山遊亭金太郎師
匠、神田松鯉先生がつとめます。
この時のプレゼンターコメントは例年来場者が最も注目するもののひ
とつ。師匠、先生も感心なさるほどで、会場は大爆笑となり、大いに盛り
上がりました。
続いて行われた懇親会では、来賓を代表して江川日用品室長(経済
産業省)、橋本住宅生産課長（国土交通省）より挨拶をいただきました。
その後の懇親会場では、入賞者の皆さんは、あちこちで川柳談義に花
を咲かせ、「来年もこちらでお会いしましょう」を合い言葉に散会となりま
した。

↑多数参加頂いた表彰式会場

↑司会の神田阿久鯉さん（講談師）
と事務局田中部長

↑懇親会の様子(会長挨拶）

↑江川日用品室長（経済産業省）ご挨拶

↑橋本住宅生産課長（国土交通省）ご挨拶

↑お礼状をいただいた薄木博夫ご夫妻
（日本繊維板工業会賞受賞）

↑金太郎師匠の名演技を堪能！

たくさんの笑顔・笑顔・笑顔・・・

↑キッチン・バス大賞 田中様（右）
と金太郎師匠

↑最優秀賞 田部井和夫様（左）
（奥様、阿久鯉さんと）

↑日本ｶﾞｽ協会賞 荻原文子様
（左から金太郎師匠、金遊師匠、荻原様、松鯉先生）

★受賞者コメント（代表）
①田中 良彦様（キッチン・バス大賞）

↑日本琺瑯工業会賞 今井 香里様（右）
増田 かず江様（左）・・・初回から連続
応募され、今回は日本建材・住宅設備
産業協会賞を受賞されました。
（金太郎師匠と）

⑦荻原 文子様（日本ガス協会賞）
「主人が第1回目に入選させていただきました。その時もうれしかった
ですが、今回の方が格別です」

「1日3句、通勤の往復1時間でつくります。これまでにおよそ5，000
句をつくってきました。ここ東京會舘は娘が挙式した場所。同じ場所で
表彰を受けるとは奇遇ですね。明日は女房と銀座で楽しくショッピング
です」

⑫今井 香里様（日本琺瑯工業会賞）
「職場で毎回盛り上がって応募しています。まさか入選できるなんて
思っておりませんでした。ゴーヤのおかげです」

②田部井 和夫様（最優秀賞）
「川柳をつくるのは好きで、趣味のひとつになっています。今回の受
賞は奥様のおかげですね。おいしい料理ありがとう」

＊お名前の番号は次ページの受賞句一覧の川柳番号です
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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

◎◎教育現場から評価いただきました◎◎
大分県東明高等学校・国語科 光法 真帆（みつのり
まほ）様から、通常教育外の「プラスワン」として「台所・お風
呂の川柳」は貢献し、生徒に広く浸透していますというメール
をいただきました。
先生方が川柳の作り方・修辞法を生徒に指導。過去の一
句を生徒に読み上げると、クラスは笑いの渦、次の一句では
しんみりと…。1回、6回、そして今回に応募され、合計13句
が学校奨励賞を受賞されています。

珠玉の表彰作品20句をご堪能ください！

第7回川柳作品集→
（事務局へお問い合わせください）

◎表彰作品
（全第7回優秀作品は、以下URLでご覧ください。）

◎◎お礼いただきました◎◎

http://www.kitchen-bath.jp/public/senryu/2011.11.02/2011.htm

事務局宛てに、田中碧様（住宅リフォーム推進協議会賞受
賞）、薄木博夫様（日本繊維板工業会賞受賞）からお礼状を
いただきました。

①キッチン・バス大賞

『太陽が 沸かした風呂を 月のぞき』良馬 山口県
・田中碧様 感謝メールから

②最優秀賞

『残り物 ひと手間かけて 星三つ』kazuchan 東京都
③三遊亭金遊賞

『ハンバーグ こねたら消えた 絆創膏』おにぎり忍者 三重県
④山遊亭金太郎賞

『慣れたのか 慣らされたのか 妻の味』ミッチー 千葉県
⑤神田松鯉賞

『「いい湯だな」 日本にこんな いい言葉』飛騨小僧 岐阜県
⑥ベターリビング賞

『東北の 支援のためと いいきかせ』日本酒愛好会

埼玉県

表彰式に出席し皆様のお話をお聞きできたことで、賞の重
みを実感できました。さらに、台所とお風呂は家族の絆を生
み出すとともに、癒しの空間でもあることをあらためて考え直
す機会となったことに対して、お礼をいただきました。
・薄木博夫様 お礼状から
ご夫妻でお越しになられ、晴れの舞台にお二人で立ち受賞
できた喜びや、表彰会場で多くの方との出会いと語らい、
「来年、また此処でお会いしましょう」が入賞者の皆様の合い
言葉になったことなど、楽しかったことも綴られていました。
次回にかける想いを以下の川柳にこめて、お届けいただき
ました。

「今日の友 明日は大賞 狙う敵」
「大賞を 夢見て 八十路 なおも生き」

⑦日本ガス協会賞

『節電が 粋な計らい 夫婦風呂』ふうたん 埼玉県
⑧電力賞

次回も多くの“名句”をお待ちしています！

『だんだんと わたしごのみになる キッチン』足立 愛知県
⑨日本LPガス団体協議会賞

次年度に向けて・・・

『被災地で ガスの炎が 笑顔まく』キョージュ 愛知県

川柳ＷＧ
12月1日、川柳ＷＧを中心に次年度の募集事業に向けて
決起集会をかねたツアーを開催しました。都内各所を神田
阿久鯉さんの解説付でめぐりながら・・・触発されたメンバー
から4句寄せられました・・・（藤田氏・ＬＩＸＩＬ）

⑩日本バブル工業会賞

『帰省する 子を待ちわびて 磨く風呂』六甲おろし 奈良県
⑪浄水器協会賞

『浄水器 携帯用も 欲しくなる』クローバー 神奈川県
⑫日本琺瑯工業会賞

・寒い日も 講談、風呂で 温まり

『涼しさの 窓と食卓 ゴーヤ盛り』いまい 静岡県

（阿久鯉さんの講談で心が温まり、帰ってからお風呂で身体も温まり・・・
酒で温まった人も多かったでしょうが・・・）

⑬日本ガス石油機器工業会賞

『子の成長 洗う強さを 背で感じ』ポンちゃん 千葉県

・笹の雪 吉良邸跡も おーいしかった

⑭ステンレス協会賞

（豆腐料理はとてもおいしく、吉良邸ではその昔、大石が勝ったとか・・・）

『温かい順番、風呂、猫、妻、娘』ととろく 京都府

・鼠小僧 有馬と受験 頼みます！

⑮日本建材・住宅設備産業協会賞

（高３の息子を抱える競馬好き親父・・・削った石のご利益は？）

『ケチは今 エコに変わって 堂々と』年増のかぐや姫 神奈川県

・はとバスの 次はやっぱり はとキッチン？？？
すでに次年度に向けてアイドリング状態に入っています。
第8回募集事業にも本年度以上の皆様のご協力をお願いい
たします。

⑯住宅リフォーム推進協議会賞

『最高の 嫁入り道具は 母の味』あおい 福岡県
⑰日本繊維板工業会賞

日枝神社にて

『さんま焼く 炎の先の いわし雲』一木半介 茨城県
⑱インテリア産業協会賞

『節電で 昭和の暮し 思い出し』新美 愛知県
⑲⑳環境・省エネ賞

『エアコンは 部屋のオブジェと 決めた夏』ベランダ農家 神奈川県
『排水口 海につながる 入口だ』えこ 東京都
3
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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23年 4月22日（金）

第1回 理事会 （実施済み）

・平成23年 5月19日（木）

定時総会 （東京丸の内 東京會舘） （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23年 9月15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）

・平成23年 9月28日（水）

キッチン・バスの日記念第7回川柳最終選考会 （実施済み）

・平成23年11月 2日（水）

第4回理事会/第7回 川柳入賞作品表彰式 （実施済み） キッチン・バスの日

・平成24年 1月 6日（金）

平成24年 新年賀詞交歓会 （東京丸の内 東京會舘）

・平成24年 4月20日（金）

平成24年度 第1回 理事会

・平成24年 5月17日（木）

平成24年度 定時総会 （東京丸の内 東京會舘）
平成24年度 第2回 理事会 （東京丸の内 東京會舘）

▼関連団体行事

工業会組織図

行事内容

・平成23年 4月22日（金）

第7回KB＆Gコラボ代表者会議（理事） （実施済み）

・平成23年 6月 9日（木）

ウィズガスCLUBシンポジウム （実施済み）

・平成24年 2月 5日(日)

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

・平成24年 2月 9日（木）

あんしん高度化ガス機器普及開発研究会（関係行政・消費者団体）

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。

★印は今回紹介委員会・ＷＧなど

★総務委員会

VOC対応特別委員会
仮設住宅対策専門委員会

総 会

委員長会議

★技術委員会

広報専門委員会
キッチン・バスの日川柳募集WG

監 事

調査統計委員会

理事会
★ＰＬ関連委員会

★キッチン技術専門委員会
★浴室技術専門委員会

運営諮問会議
（会長・副会長会議）
・・・・・・・・・・・・・・・・・

★材工請負工事課題検討専門委員会

★情報化推進委員会
キッチン統計専門委員会

事務局
消費者関連委員会

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
4
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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23年度 理事会・全員懇談会開催
事務局
第3回 理事会・全員懇談会

第4回 理事会

去る9月15日（木）にリーガロイヤルホテル京都にて平成23年度 第
3回理事会・全員懇談会が開催されました。

11月2日（水）、東京會舘において平成23年度 第4回理事会が開催
されました。
今回は経済産業省・江川日用品室長をお招きし、情報交換を実施す
る機会を得ました。

業界団体の関係者や、独立行政法人製品評価技術基盤機構などから
来賓をお迎えし、以下の議事に従い開催いたしました。今回は、大変興
味深い講演会も実施しました。
また、懇談会終了後に盛大な情報交換会（懇親会）も開催し、盛況の
うちに終了しました。

１．【議事】
（１）新住宅エコポイント復活について
（２）システムバス省エネトップランナー制度導入について
（３）第7回「台所・お風呂の川柳」募集事業結果及びＫ・Ｂ通信

１．【議事】
(1)理事会 審議・報告事項
①会員移動のについて
②会員企業の創業年数一覧
(2)委員会 特別報告事項
①東日本大震災時の仮設住宅建設対応について
②自主出荷統計直近の概況報告
③「Ｋ・Ｂ通信」発行について
④第7回「台所とお風呂の川柳」募集事業の経過報告
⑤キッチン・バス工業会に関するＪＩＳ規格の工業会移管について
⑥エネルギー事業者との連携について
⑦情報処理の実態調査に関するアンケートについて
⑧キッチン空間アイデアコンテスト2011
⑨今後の行事日程
⑩その他

冬号について
（４）自主出荷統計上期統計概況について
（５）エネルギー事業者との連携（ウィズガス営業ＷＧ9月実績報告）
（６）平成24年4月20日第1回理事会開催について
２．経済産業省 江川日用品室長との情報交換会
３．その他

２．【講演会】
1）匠総合法律事務所 弁護士（顧問弁護士） 秋野卓生様
「最新判例の動向について」
2）大阪ガス行動観察研究所 所長 松波晴人様
「新たな“気づき”がサービスを変える」

↑理事会の様子

←渡辺会長
井上副会長

↑理事会・全員懇談会の様子
江川室長→
（経済産業省）
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11月2日はキッチン・バスの日

がんばってます
がんばってます！
！委員会・WG
委員会・WG！
！
第2弾（3号にわたってご紹介します。）

『キッチン、バス、洗面化粧台の
材工販売に於ける、コンプライアンス
問題解決が「ミッション」！』
委員会紹介

材工

『お客様の身体と財産を守るために！』
委員会紹介

材工請負課題検討委員会 委員長
増田 敏文（LIXIL）

ＰＬ関連委員会 委員長
堀切 正芳（ヤマハリビングテック）

ＰＬ

平成17年11月、偽装事件（姉歯（あねは）事件等）に端を発し、マス
コミを騒がせたマンション・ホテル等の耐震強度偽装事件が当委員会
発足のルーツです。当工業会製品と耐震偽装はあまり関係無かった
のですが、事件を契機に建設3法（建築基準法、建築士法、建設業法）
が平成18年12月改正され、建設業者の規制が厳しくなりました。
今でこそ企業活動にとってコンプライアンスは最重要課題との認識
になりましたが、小規模のキッチン、バスの取付（当時は工事）売買が
建設業法上、重大な違法性を含むとは誰しもが考えていませんでした。
この様な状況下、大手建材商社などは「従来の材工一括販売の形態
が法令違反になるのでは？」との疑問を持たれました。
その意味で委員会の名称が「ミッション」そのものかもしれません。
これまで「建設業法」の解釈や先例に悩まされてきましたが、特に2
年前から秋野顧問弁護士（匠総合法律事務所）の指導で専門的知見
や分野から即応できる体制が出来たことは、当委員、事務局のリー
ダーシップのお陰と感謝しています。
委員会の活動のポイントは次の通りです。

ＰＬ関連委員会では、製造物責任法（ＰＬ法）が平成6年に制定されて
以降、拡大損害（お客様の身体と財産に及ぼすダメージ）を防ぐ活動
を続けています。この数年の中で、商品の不具合によるリコール案件
が発生していますが、消費者庁からの事故報告を確認しますと、比較
的キッチン・バス関連の商品での事故は少ないようです。
そんな中、製品の経年劣化による事故が多発し、平成21年に改正
消費生活用製品安全法（長期使用製品安全点検制度の創設）が施行
されました。そこで、当委員会の昨年の成果物として、製品の経年劣
化に着目し、事故に到る前の予兆に気づき、修理を行う事ができれば
経年劣化事故は減らす事が出来るのではと考え、経年劣化の予兆と
なる事象と対処方法を工業会発行の資料にまとめました。
更に、今年はその内容をホームページに記載して、お客様へご注意
を促す活動を始めています。今後この内容を充実させていく事により、
お客様が商品をお使い頂く中で、使用中の不具合状況に気づいて頂
き、修理を実施する事で、耐久消費財であるキッチン・バス関連の経
年劣化による事故を防いでいきたいと考えています。

１.ミッション（任務）

その他の重点課題
１.関連法案の情報収集と対応
２.クレーム事例の収集と対応策の検討
３.誤使用についての研究会発足
４.石鹸・洗剤に関するトラブル研究会発足
５.「苦情処理の基本対応と補償の考え方のガイドライン」の改訂
６.関連団体との積極的な交流
①日本バルブ工業会
②日本石鹸洗剤工業会
③ガス・石油機器ＰＬセンター
④独立行政法人 産業技術総合研究所

■改正建設業法上関係するコンプライアンス事項を明確にしての周知活動を
推進すること。
⇒企業活動上のキッチン・バス工業会活動指針（ガイドライン）を確立する。
■材工販売の法令不知による法令違反行為を防ぎ、公正・透明な取引の実現
を図ること。
⇒具体的事例照会により、非建設業種となる材工販売に於ける「作業区分」を
確立する。
■得意先（流通商社）への材工販売における「付随作業内容」の契約書明記を
標準化すること。
⇒グレーな商取引をなくして、作業範囲を明記した契約書取引を徹底する。

２.タスク（課題）
①会員企業が行ってきた取引形態が法令に抵触しないか検証し、具体的な事
例を作る。
当工業会の見解が法的見解と合致するか確認する。
②法律的内容の解釈と法的根拠が議論のため専門の法律事務所と連携体制
を構築する。
③会員企業組織への浸透と建設関連企業（工業会）とコラボ活動で運動を拡
大する。

積水ハウス関東工場見学会にて（材工・ＶＯＣ合同）

永大産業 梅田ショールームにて
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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！
！
第2弾（3号にわたってご紹介します。）

『２１社すべての力を結集！
全社輪番体制！』

『技術委員会は3.11を
工業会事務所で過ごしました。』
委員会紹介

技術

技術委員会 委員長
兼キッチン技術専門委員会 委員長
佐無田 譲（LIXIL）

委員会紹介

技術

技術委員会は、会員企業共通の技術課題に対応するために、関連
する最新の技術情報の調査・収集、調査結果の共有・情報発信、標準
化の検討・啓発に取り組んでいます。
平成20年の日本浴室ユニット工業会との合併以降、キッチン技術専
門委員会と浴室技術専門委員会の2専門委員会で運営しておりました
が、(社)日本建材・住宅設備産業協会や（財）建材試験センターから
JIS管理業務が移管されましたので、「JIS原案作成団体」としても活動
できるように、今年度からはキッチン・浴室・洗面の３規格・基準検討
専門委員会を設けて運営しております。

技術委員会 副委員長
兼浴室技術専門委員会 委員長
吉田 博明（パナソニック電工）

浴室技術専門委員会は、浴室ユニット製造会社と関連部材製造メー
カーの併せて21社が参加している委員会です。
本年度は以下の事業計画について取り組み予定です。
①浴室の省エネ性能表示規格検討
②省エネ入浴ＷＧ（ベターリビング主催）への参画
③製品環境アセスメントの推進
④規格基準（ＪＩＳなど）の改定検討など
さらに、今年度に入って
・住宅エコポイント高断熱浴槽の期間短縮と新制度復活
・ＪＩＳ規格移管件名増加に伴う規格基準委員会拡張
・トップランナー制度の情報収集
など、相次いでさまざまな取り組み内容が増加しています。
加えて、各委員の方も年度前半は東日本大震災の自社の対応に追
われる中でしたが、他の委員会や事務局の皆様に協力をいただき、な
んとか政策対応なども乗り越えてこられたと思います。
特に住宅エコポイントは、昨年度の最大のテーマでかなりの労力を
かけ、年初から順調に申請件数を伸ばしていたにもかかわらず、年度
初めに開始わずか４ヵ月後に終了前倒しのアナウンスが流れるという
結果でした。その後、エコポイント収束に向け、各社が取り組みを進め
ている中での復興支援・住宅エコポイントの話が復活しました。この制
度の再開が、本当にお客様や業界にとって有意義な制度となることを
願っております。年度末に向けて、委員一同、事業計画をしっかりとや
りきる所存です。

活動に当たっては会員企業の情報に留まることなく、行政や関連す
る団体との交流や協業を通して広く技術情報を収集するようにしてお
ります。キッチン技術専門委員会の直近のアウトプットには『システム
キッチン標準設置マニュアル』や『キッチン排水トラップトラブルに関す
る調査研究』があります。資料はホームページに掲載されております
ので、参考資料としてぜひご活用ください。
今年度は「コーティングシンク等、性能や使用方法お手入れ方法が
各社ごとに異なる新規部材の技術情報の整理」、「ビルトイン機器の設
置基準マニュアル作成」、「各JISの適正化の検討」に取り組んでまいり
ます。浴室技術専門委員会は22年度は「JIS改定JISA5532、1718に
高断熱浴槽項目を追加」を実施、今年度は浴室の省エネ性能の規格
化に取り組んでまいります。
会員間のコミュニケーションが当委員会の情報共有の源泉です。事
務所周辺に詳しい委員や事務局に支えられ懇親も充実しています。
委員以外の飛び入り参加も歓迎いたします。

ここからは内輪話になりますが、本委員会は他の委員会と異なる点
があり、それは委員長・副委員長が毎年輪番制で変わるということで
す。輪番制によるメリット、デメリットはあるとは思うのですが、参加さ
れている委員の方が均等に役割を担うという面では、よい制度ではな
いかと考えています。
関係先の皆様には、年度ごとの輪番制によるご迷惑をおかけしない
よう委員会内部での引継ぎなど含め、しっかりと実施してまいりますの
で、ご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。

<工業会事務所の3.11>
3月11日キッチン技術専門委員会にて東京消防庁様と火災事故に
ついての情報交換をしている最中に東日本大震災が起こりました。
直ぐに消防指令補から机下への避難指示を受け、全員本棚の餌食
とならず無事でした。その後は行政指示により移動しませんでしたが、
工業会事務所は飲食が常備されており困ることなく一晩を過ごすこと
ができました。

新宿タワービル 東京ガス「暮らしのデザイン展・2011」にて
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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！
！
第2弾（3号にわたってご紹介します。）

『“新たな価値創造を目指し”・・・業界の発展を支える情報活用の調査と研究・・・』
委員会紹介

情報

情報化推進委員会 委員長 岩村 秀男（クリナップ）

情報化推進委員会は、業界として、デジタル技術や情報をどの様に活かせば時代の変化に対応でき、そして新たな企業価値を創
造できるのか？ また、その為にはどのような技術や情報が必要かを調査・研究することを活動方針（目的）にしています。
平成23年度は、下記に示す重点活動項目を中心に、2ヶ月に1回の頻度で年間6回の委員会を開催します。

【平成23年度重点活動項目】
①最新情報技術に関する調査・研究とその情報発信
②先進企業の情報システムに関する調査・研究と
その情報発信
③会員企業の共通システムに関する情報交換と研究
④工業会の事務合理化のためのＩＴサポートの実施
↑ ダイキン工業西日本コンタクトセンター（大阪にて）

平成23年度の具体的な活動状況としては、重点活動項目の最新情報技術に関する調査・研究として、「お客様接点強化を実現す
るスマートフォン活用事例」と題してメーカーの技術者を講師に招き、スマートフォンの活用に関するセミナーを実施しています。さ
らに、システム開発における効率化、低コスト化を目的にして、「システム開発自動化ツールの調査・研究」をメーカーの技術者を講
師に招きセミナーを実施しています。
また、先進企業の情報システムに関する調査・研究として、ダイキン工業様の協力を得て、「コンタクトセンターの見学」や「*CRM
システムの研究」を大阪のダイキン工業西日本コンタクトセンターにて実施しています。
さらに、平成23年度も「情報化実態調査アンケート」を会員各社に対して、情報化の急激な進展と社会環境の変動を踏まえ、工業
会としての情報化意識と投資意欲がどのような状況にあるのかということ、また東日本大震災をきっかけに会員企業各社の事業継
続計画を調査し、業界としての動向を公表し、今後の方向性の指針とすることを目的に実施しています。
今後、回収したアンケートを集計し、分析を加えた上で、12月から1月にかけて分析内容を公開し、情報発信していきたいと思い
ます。
*CRM（Customer Relationship Management）とは：
顧客重視の経営を行うに当たって、様々なチャネルを通じた顧客の情報（販売、クレーム、修理、問い合わせなど）を一元管理し、個々の顧客に
最適な対応（買い替え需要での提案等）を実施することにより、顧客からの信頼を得、顧客との関係強化を図る経営手法。

情報化推進委員会 副委員長のご紹介
●「必要な情報を素早く・正確に伝えることが役目」・・・必要とされる情報を業界のみなさまに、お客さまに、社会に、そしてリア
ルタイムにお届けすることが、わたしたち情報管理関係に携わるものとしての役割と思います。また、今後は各委員会とも交流
を図り、IT利用による効率化や広報などに少しでも寄与できるかなど、横断的な活動も提案して参りたいと存じます。
副委員長 渡辺 理一郎（ハウステックホールディングス）
●情報システムに携わっている人って、情報システムには詳しくても、結構世の中が狭く、会社の中でも、多少浮いている人
がいるのではと思っています。（私の場合だけかもしれませんが） 工業会の活動で少しでも、世間の動きをキャッチし、社内にも
広めたいと思っています。宜しくお願いします。
副委員長 大島 宏幸（ＬＩＸＩＬ）
●私にとって、情報化推進委員会は単にIT
に関することだけでなく、各会員企業の委員の方々との交流・意見交換なども含め、幅広い情報を共有化できる大切かつ貴重
な場となっております。これからも、当委員会で色々と見識を深め工業会の発展・情報発信のお手伝いが出来る様、微力なが
ら頑張って参ります。
副委員長 高野 幸弘（永大産業）
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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～
【住宅設備業界を考える】

常務理事 島崎 喜和

「住宅設備業界を考える」編集委員会から要請されたタイトルである。

他方で各社の事業活動では、より消費者
に受け入れられるよう日々切磋琢磨し、
いわゆる業界内の市場シェア-競争もある。
しかしこの市場が無くなってはシェア-争い
もできず、企業活動も停滞する。
この市場拡大のためにも業界の活動が
重要である。

そもそも○○業界とは？
ご存知のように、企業が活動する事業内容の種類によって、区分さ
れるのが「業種」である。産業全体の業種分けの根拠となる「日本標準
産業分類（総務省）」の大分類を見ると、
A 農業・林業 、B 漁業 、C 鉱業.採石業,砂利採取業 、D 建設業 、E
製造業 、F 電気・ガス・熱供給・水道業 、G 情報通信業 、H 運輸業・
郵便業 、I 卸売業・小売業 、J 金融業,保険業 、K 不動産業,物品賃
貸業 、L 学術研究,専門・技術サービス業 、M 宿泊業,飲食店 、N 生
活関連サービス業，娯楽業 、O 教育学習支援業 、P 医療、福祉 、Q
複合サービス事業 、R サービス業 、S 公務 、T 分類不能の産業

最近、業種間のせめぎあいとか、業種間の垣根がなくなりつつあると
の話題もあり、キッチン・バス業界の市場が小さくなるのか、他の関連
する業種を呑み込みながら大きくなるのか、注目されている。
現実には、キッチン空間が、ダイニング、リビングの空間を呑み込ん
で住まいの新しい生活空間として受け入れられてきた。業界の受け持
つ守備範囲がより大きくなったと言える。

とあるが、更に細かく中分類、小分類に分けられる。
更に日本証券コード協議会では、上場企業の事業内容を判定し、所
属業種を定めている。日本標準産業分類の「製造業」を更に区分して、

少し古い話だが、平成17年にカーテン業界のK社長様が自社のHP
に次のような書き込みをされた。他の業界でも業種・業界の行く末に
大きな関心を持っているので紹介する。

「食料品」、「繊維製品」、「パルプ・紙」、「化学」、「医薬品」、「石油・石
炭製品」、「ゴム製品」、「ガラス・土石製品」、「鉄鋼」、「非鉄金属」、
「金属製品」、「機械」、「電気機器」、「輸送用機器」、「精密機器」、「そ
の他製品」

【設備業界に負けているぞ！ 最近、現場実測に行ってよく問題にな
るのがクローゼットのドアと窓との干渉です。以前はクローゼットの高
さも窓の高さと同じぐらいで、窓上にレールをつけても干渉しなかった
のですが、最近の物件はクローゼットが天井近くまであるケースが非
常に多くなってきており、入隅にある窓と干渉してレールがつけられな
いのです。 これはインテリア業界が住宅設備業界よりも設計ＰＲ活動
や消費者に対する啓蒙活動で負けているということでしょうか。住宅設
備機器はだんだん高くなっていっているのに、インテリアの領域はだん
だん狭くなっていっています。もっと、インテリア業界が一致団結して
啓蒙していかないと業界が認知されないです。】

と分類し、結果は新聞株式欄で見られる内容である。
このような同じ業種（事業）に従事し集まったものが「業界」である。
つまり、事業内容の種類を示すのが「業種」であり、その同じ業種に従
事している人々の社会（企業の集まり）が「業界」である。
ちなみに、家庭用台所流し台の製造に携わる業種の産業分類では、
E製造業 →家具・装備品製造業」→「中分類１４１家具製造業」に属し、
→「小分類１４１１木製家具製造業」→「１４１１１２木製流し台、調理台、
ガス台」及び →「１４１２金属家具製造業」「１４１２１４金属流し台、調
理台、ガス台」

以上のように絶えず業種と業種のせめぎあいは、至る所に見られる。
キッチン・バス業界としても更により消費者に密着し、他業種・業界と
の上手な緊張関係・連携を進めながら、各社が消費者に安心・安全な
生活空間を提供できる環境作りをすることが工業会の役割である。

又浴槽は、

最後に、工業会活動について、こんな風にお話しされた役員がおら
れる。（要約）

E製造業の→「プラスティック製品製造業」→「中分類１９４発泡・強化
プラスティック製品製造業」→「１９４４強化プラスティック製容器・浴槽
等製造業」

「キッチン・バス工業会はたとえれば、日本相撲協会である。力士は
土俵上で熾烈な、「勝った、負けた」の勝負をしている。
この勝敗で力士や、部屋の生活が保障されているからだ。工業会も
同じである、
キッチン・バス業界という業種・業界の土俵があってこそ勝負ができ
る。この土俵を大きくするのが、工業会の役割である。」

となる。
キッチン・バス工業会は、キッチンや洗面化粧台・バスの業種に関
係する企業が集まる団体であり、業界である。昭和40年に創立され、
台所空間から浴室空間までのインフィル空間で最適な住まい方を提
案する企業が参画している。
会員は現在システムキッチンやシステムバス、洗面化粧台を中心と
したキッチン・バスメーカーのみならず、台所・浴室空間に関わりのあ
る住宅設備機器・部材・部品・エネルギー等の企業を網羅し、会員 72
社で構成する我が国唯一の「キッチン・バス」業界団体である。
キッチン・バス業界の会員として、各社は消費者の生活変化に対応
し、消費者が求める良質な住宅設備製品を提供し、家庭での「台所・
お風呂」を中心とした伝統ある日本の生活文化を守り、安心、安全な
住環境造りの担い手として邁進している。
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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！

技術委員会 移動研修会開催！

いろいろな話題をお届けいたします。

浴室技術専門委員会 深川 貴弘（TOTO）
11月10日～11日新潟で、キッチン・浴室合同の技術専門委員会

ウィズガスCLUBのご紹介！（関連団体）

移動研修会が開催されました。

事務局
10日は（社）日本ガス協会の皆様のご尽力のもと東芝燃料電池シス
テム㈱加茂工場を訪問し、燃料電池エネファーム・アイロン・炊飯器等
の製造工程等を見学させて頂きました。
エネファームに関しては現状生産量が少なく手作り感が漂う製造工
程でしたが、品質トレサビリティシステム等ご紹介頂き、品質管理面で
大変参考になりました。何より、運転中のエネファームの静かさには驚
きました。炊飯器に関しては、お釜の鋳造・樹脂部品の成形等工場内
で内製化されており興味深く拝見させて頂き、参加された皆さんにとっ
ても大変有意義な研修だったと思います。
夜の研修会の部では、新潟のおいしい料理を肴に、両技術委員会・
ガス協会の皆様方との懇親を深めることができ、皆さんのパワーに圧
倒された一日でした。
翌日は、日本海エル・エヌ・ジー㈱を訪問し広大な敷地にある貯蔵施
設などのプラントを見学。隣接する東北電力火力発電所に供給し、同
発電所はフル稼働の状態。東北電力総発電の半分を発電しており、
震災の脅威をあらためて知る事になりました。
続いて訪れた北陸ガス㈱東港工場では、無人でガスが生産されて
いる工場を見学。供給方法は、パイプライン（山形、宮城、福島）、タン
クローリー、貨車で実施されていました。
当業界の工場とは全く違い、無人の工場だったので、これまでの工
場の認識が変わりました。当業界でガスは大きな役割を果たしていま
すが、代替えエネルギーとしても大きな飛躍がありそうです。

ウィズガスCLUBでは「キッチンが家の中心にある暮らし」を推奨し、
『家庭調理への回帰』を目指して、食育活動の一環として、全国親子
クッキングコンテストを主催しています。
今回で第５回となりました大会も、全国９ブロックで２０，８３７組の応
募があり、来年の２月５日の本大会（東京ガス新宿ショールームで開
催）を目指して、各地で予選大会が行われています。
「地域とのつながり」や「家族とのつながり」そして「食育」への関心が
高まり、みんな楽しく元気いっぱいにわが家の料理に腕をふるってい
ます。審査の基準は、親子のチームワーク、おいしさ、わが家ならでは
の工夫、ガスならではの調理方法などで決定されます。
キッチン・バス工業会もウィズガスCLUBを構成する４団体の１つとし
て、キッチン・バス工業会賞を提供しています。炎の調理で五感を研
ぎ澄ます！をキャッチフレーズとする全国親子クッキングコンテストの
詳細につきましては「食育ウィズガス」にて是非検索してみて下さい。
▼ウィズガスCLUB

http://www.gas.or.jp/withgasclub/
▼構成4団体：
●(社)住宅生産団体連合会
●キッチン・バス工業会
●(社)日本ガス石油機器工業会
●日本ガス体エネルギー普及促進協議会

↑東芝燃料電池システム㈱加茂工場にて
「第５回全国親子クッキングコンテスト 北陸大会」

←日本海エル・エヌ・ジーの
液化ガス大型タンク

キッチン・バス工業会に広報専門委員会が発足されたのを機会に、今年から参加させていただきました。

編集
後記

ただ、何も知らない私が参加していいのか疑問を感じながらのスタートでした。
2月に初顔合わせの後、3月は震災で打ち合わせが延期となりましたが、委員初仕事として、【K・B通信】
創刊号を9月に発行しました。その後、”キッチン・バスの日式典”の取材を経て、このたび第２号を発行で
きたのも、工業会・各委員会の協力あってこそでした。
なんとか【K・B通信】の形は出来ました。今後は、会員の皆様にも参加していただき、【K・B通信】を盛り
上げていきたいと思います。

広報専門委員会 副委員長 佐藤 木の実（矢島）

発行日：2011.12.22 / 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

検索
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