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Message

「K・B通信」3号発行にあたり

平素より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月に創刊号、12月に第2号を発行し、今回第３号発行の運びとなりました。
さて本年も11月2日の「キッチン・バスの日」を盛り上げるべく、「台所・お風呂の川柳」の
募集が４月１日より開始されております。
このイベントも今回で第８回目を数え、年を追って盛り上がりを見せ、業界を超えた年中
行事として、すっかり定着してきた感があります。
このことも、ひとえに会員企業の皆様、関連団体の皆様の一方ならぬご支援の賜物と、
改めて感謝する次第です。
これら「キッチン・バスの日」を記念した取り組みも含め、業界活動の更なる活性化に、
一層のご協力をお願い申し上げ、巻頭のご挨拶とさせていただきます。
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キッチン・バス工業会 副会長
パナソニック株式会社
エコソリューションズ社 専務

北野 亮
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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

平成24年度工業会公式行事
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） （実施済み）
第1回全員懇談会 （東京丸の内 東京會舘） （実施済み）

・平成24年 5月18日（金）

懇親ゴルフ会 （相模原カントリー） （実施済み）

・平成24年 8月30日（水）

キッチン・バスの日記念第8回川柳最終選考会

・平成24年 9月20日（木）

理事会/第2回 全員懇談会 （京都 リーガロイヤル）

・平成24年 9月21日（金）

懇親ゴルフ会 （城陽カントリー倶楽部）

キッチン・バスの日 ・平成24年11月 2日（水）

理事会/キッチン・バスの日式典／第8回川柳入賞作品表彰式
（東京浜松町 東京會舘）

・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 理事会

・平成25年 5月16日（木）

平成25年度 理事会／定時総会 （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11月

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）

・平成25年 2月

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）

平成24年度工業会組織図
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

キッチン・バスの日川柳WG

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
VOC対応特別委員会

監 事

★調査統計委員会

理事会
ＰＬ関連委員会

★キッチン・洗面技術専門委員会
★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

★規格基準検討専門委員会
★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
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11月2日はキッチン・バスの日

平成24年度 工業会役員体制

会員各社の代表及び幹部の皆様にご参加いただき、業界一丸となり活動しています。

（敬省略）

タカラスタンダード（株）

代表取締役社長

渡辺 岳夫

副会長

クリナップ（株）

代表取締役社長

井上 強一

副会長

サンウエーブ工業（株）

代表取締役社長

織田 昌之助

副会長

TOTO(株)

取締役常務執行役員

喜多村 円

副会長

（株）ハウステックホールディングス 代表取締役社長

星田 慎太郎

副会長

パナソニック（株）

エコソリューションズ社専務

北野 亮

副会長

ヤマハリビングテック（株）

取締役営業統括部長

白川 勝

副会長

(株)ＬＩＸＩＬ

取締役 副社長執行役員

会

長

住設・建材カンパニー社長

有代 匡

理

事

永大産業（株）

代表取締役社長

吉川 康長

理

事

積水ホームテクノ(株)

代表取締役社長

森 繁夫

理

事

（株）長府製作所

代表取締役会長

川上 康男

監

事

（株）トヨウラ

代表取締役社長

坂井 良行

理

事

ナスラック（株）

代表取締役社長

左右田 稔

理

事

(株)ノーリツ

代表取締役社長

國井 総一郎

理

事

富士工業(株)

代表取締役社長

柏村 桂一

理

事

（株）ベルキッチン

代表取締役社長

栗城 孝司

理

事

リンナイ(株)

代表取締役社長

内藤 弘康

監

事

（株）和光製作所

代表取締役社長

西田 隆一

工業会常任

島崎 喜和

常務理事

工業会事務局

計19名 【内 会長1名、副会長7名、理事9名、監事2名】
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11月2日はキッチン・バスの日

平成24年度 工業会正副委員長
会員各社から多くの皆様にご参加いただき、活発に委員会、ワーキング活動を推進しています。

（敬省略）

■調査統計委員会
委員長
ＴＯＴＯ㈱
河西 淳
㈱ハウステック
細入正樹
副委員長
㈱ＬＩＸＩＬ
時枝公治
副委員長
キッチン統計専門委員会
ナスラック㈱
神谷剛志
委員長
副委員長
㈱ＬＩＸＩＬ
山口守男
洗面統計専門委員会
委員長
パナソニック㈱
栗林羊次
副委員長
㈱ベルキッチン
今井良広
浴室統計専門委員会
委員長
㈱ノーリツ
田村 朗
副委員長
積水ホームテクノ㈱ 福森 健
■ＰＬ関連委員会
ヤマハリビングテック㈱ 堀切正芳
委員長
副委員長
ＴＯＴＯ㈱
古谷直哉
副委員長
ナスラック㈱
岡部光朝
㈱ハウステック
岡田 誠
副委員長
副委員長
㈱ＬＩＸＩＬ
秋山高廣
■情報化推進委員会
クリナップ㈱
岩村秀男
委員長
副委員長
永大産業㈱
高野幸弘
㈱ハウステック
副委員長
ホールディングス 渡辺理一郎
副委員長
㈱ＬＩＸＩＬ
ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｼｽﾃﾑｽﾞ 大島宏幸
■消費者関連委員会
パナソニック㈱
木下敬介
委員長
副委員長
クリナップ㈱
越道昭徳
副委員長
ＴＯＴＯ㈱
谷口芳人
副委員長
ナスラック㈱
神谷剛志
副委員長
㈱ハウステック
ホールディングス
関 眞人
㈱ＬＩＸＩＬ
湯原永恭
副委員長
電気式浴室換気乾燥暖房機啓発委員会
㈱ＬＩＸＩＬ
金子順也
委員長

■総務委員会
委員長
タカラスタンダード㈱ 高木利一
副委員長
クリナップ㈱
越道昭徳
副委員長
サンウエーブ工業㈱ 庄司武史
副委員長
ＴＯＴＯ㈱
新開 毅
副委員長
㈱ＬＩＸＩＬ
藤田東一
リンナイ㈱
木住野健
副委員長
川柳ワーキング
委員長
OB（ハウステック）
中山世一
副委員長
OB（TOTO）
柴山 勲
仮設住宅対策専門委員会
委員長
パナソニック㈱
渋沢博之
副委員長
タカラスタンダード㈱ 高木利一
広報専門委員会
委員長
クリナップ㈱
柴崎和彦
副委員長
㈱矢島
佐藤木の実
ＶＯＣ対応特別委員会
委員長
㈱ＬＩＸＩＬ
鈴木昭人
副委員長
クリナップ㈱
越道昭徳
ＴＯＴＯ㈱
吉良 悟
副委員長
㈱ハウステック
細入正樹
副委員長
材工請負工事課題検討専門委員会
委員長
㈱ＬＩＸＩＬ
増田敏文
副委員長
タカラスタンダード㈱ 高木利一
■技術委員会
ヤマハリビングテック㈱ 山下敏樹
委員長
副委員長
㈱ＬＩＸＩＬ
佐無田譲
キッチン・洗面技術専門委員会
㈱ＬＩＸＩＬ
佐無田譲
委員長
副委員長
タカラスタンダード㈱ 菅原 晋
副委員長
東京ガス㈱
渡邊靖彦
副委員長
ＴＯＴＯ㈱
井上祐一
パナソニック㈱
木下敬介
副委員長
副委員長
ヤマハリビングテック㈱ 那須博文
浴室技術専門委員会
委員長
ヤマハリビングテック㈱ 山下敏樹
副委員長
クリナップ㈱
柴崎和彦
副委員長
パナソニック㈱
吉田博明
副委員長
㈱ＬＩＸＩＬ
野村泰之
規格基準検討専門委員会
キッチン委員長 タカラスタンダード㈱ 菅原 晋
洗面委員長 ＴＯＴＯ㈱
山口勝宏
浴室委員長 ＴＯＴＯ㈱
深川貴弘
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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 第1回理事会開催
去る４月20日（金）にメルパルク東京にて、平成24年度 第1回理事会が以下の議事に従い開催されました。
理事会議事
(1) 平成23年度事業報告及び平成24年度事業計画
(2) 平成23年度事業収支決算報告及び平成24年度収支予算
(3) 会員移動（入会 ジャニス工業株式会社）
(4) 平成24年度役員体制(案)
(5) 特別報告（東日本大震災対応報告、自主出荷統計概況など）
(6) 今後の行事日程(公式行事・委員会開催日)
(7) 秋野顧問弁護士との情報交換会

↑理事会会場

↑渡辺会長

↑秋野顧問弁護士

第8回KB&Gコラボ代表者会議開催
↓KB&Gコラボ代表者会議会場

上記理事会終了後、日本ガス体エネルギー普及促進協議会との第8
回KB&Gコラボ代表者会議を引き続き開催しました。広瀬協議会会長と
渡辺会長の挨拶後議事が行われ、最後に白川副会長と本荘大阪ガス
(株)取締役による意見表明が行われました。
KB&Gコラボ代表者会議議事
(1) 平成23年度活動報告および平成24年度活動計画
(2) 活動事例報告
↑広瀬協議会会長

(3) 意見表明

キッチン・バス業界とガス関連業界とのコラボレーション
都市ガス
都市ガス
業界
業界
ガス業界
ガス業界
の結集
の結集

キッチン・バスメー
キッチン・バスメー
カー様との連携協力
カー様との連携協力

ＬＰガス
ＬＰガス
業界
業界

簡易ガス
簡易ガス
業界
業界

コラボ（日本ガス体
コラボ（日本ガス体
エネルギー普及
エネルギー普及
促進協議会）
促進協議会）

キッチン・バス
キッチン・バス
（KB)業界
（KB)業界

ガス機器
ガス機器
業界
業界

住宅
住宅
業界
業界

H17.10

ＫＢ＆Ｇコラボ
ＫＢ＆Ｇコラボ

↑本荘武宏様
大阪ガス㈱取締役

H17.9（＊）

ガス機器の
ガス機器の
あんしん高度化
あんしん高度化

ガス機器の
ガス機器の
高度利用
高度利用
（省エネ推進）
（省エネ推進）

あんしん高度化ガス
あんしん高度化ガス
コンロ普及開発研究会
コンロ普及開発研究会

あんしん高度化ガス
あんしん高度化ガス
機器普及開発研究会
機器普及開発研究会

H18.2

H19.2

高効率ガス給湯器デファクト化研究会
高効率ガス給湯器デファクト化研究会
H19.11

住宅メーカー様との
住宅メーカー様との
連携協力
連携協力

ウィズガスＣＬＵＢ
ウィズガスＣＬＵＢ
(＊)当初都市ガス業界とキッチン・バス業界間で設立し、
翌月コラボとキッチン・バス業界間で再構成

H18.6
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↑白川副会長
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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 定時総会開催

定時総会議事
(1) 平成23年度事業報告及び平成24年度事業計画
24年度委員会別事業計画
・総務委員会
①関連法令新設・改正の情報収集と共有化、周知の徹底
②市場変化に対応した工業会活動と委員会組織の検討
③業界の地位及び認知度向上施策の推進
④関係官庁・関係諸団体との連携強化
⑤会員拡大対策の検討
⑥工業会の情報発信手段の充実
⑦専門委員会・WG活動の推進
・技術委員会
【キッチン関係】
①キッチンの付帯設備・部品に関する調査研究
②苦情情報や関連法解釈について共有化
③各社の新規アイテム・技術について共有化
【浴室関係】
①浴室ユニットのガイドライン検討
②省エネ入浴WG（ベターリビング）への参画
③浴室の省エネ性能表示規格検討(平成22年度より継続)
【キッチン・浴室・洗面共通】
①製品・環境アセスメントの推進
②関連情報の収集、対応策の検討
③建材におけるトップランナー基準の情報収集
・調査統計委員会
①自主出荷統計内容の充実
②統計3専門委員会(キッチン・浴室・洗面)の充実
③他団体との連携強化
・PL関連委員会
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
③PL講演会の開催
④劣化兆候のユーザー啓発を計るため、HPへ掲載
⑤過去の講演会の索引整理
⑥関連他団体との積極的な交流
・情報化推進委員会
①最新技術情報に関する調査・研究とその情報発信
②法制度変更に関する調査・研究とその情報発信
③各企業の共通システムに関する情報交換と研究
④各社の情報処理の実態調査に関するアンケート継続実施
⑤工業会の事務合理化のためのITサポートの実施
・消費者関連委員会
①「お手入れ」「商品技術Q&A」等の商品知識啓蒙情報の刷新
②長期使用に向けて「お手入れメンテナンス」指針方向性の検討
③製品事故の再発防止リスクアセスメントマニュアルの充実
④行政、団体、異業界・異分野層との“情報交換機会”増強
(2) 平成23年度事業収支決算報告及び平成24年度事業収支予算
(3) 会員移動の件（入会 ジャニス工業株式会社）
(4) 平成24年度理事役員体制の件
(5) 特別報告
①東日本大震災(2011.3.11)対応報告と課題の件
②平成23年度 自主出荷統計の概況
③洗剤の知識 浴室・洗面化粧台編 作成中間報告
④Ｋ･Ｂ通信第3号発行準備の件
⑤平成24年度第8回川柳事業の件
⑥事務局報告
(6) 秋野顧問弁護士との情報交換会

去る5月17日（木）に東京丸の内東京會舘にて平成２４年度定時総会・
全員懇談会が議事に従い開催されました。
渡辺会長の議長による議事終了後、当工業会顧問弁護士の秋野先
生から「最新の建材メーカー関連の法的検討課題」等について、ご意
見を頂きました。
総会終了後、業界関係者や経済産業省、国土交通省、東京消防庁か
らの来賓をお迎えし、総勢270名を超える出席者で懇親パーティを開催
し、盛況のうちに終了しました。

↑懇親会場

↑渡辺会長 開会ご挨拶

↑松野秀生様ご挨拶
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

↑井上副会長 乾杯のご発声

↑広瀬道明様ご挨拶
日本ガス体エネルギー普及促進協議会会長
（東京ガス㈱代表取締役副社長）

↑有代副会長 中締めのご発声

↑清水一郎様ご挨拶
一般財団法人ベターリビング常務理事

6

Copyright © JAPAN ASSOCIATION OF KITCHEN & BATH 2012

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・バスの日」記念～

平成24年度川柳募集中！

川柳ワーキング委員長 中山 世一（川柳顧問）

少々早いのですが2月24日に平成24年度の第１回目のＷＧを
開催しました。4月1日から募集が始まるからです。
主たる議事は下記の通りです。
１． 協力団体の確認
２． パンフレットのデザイン案の検討
３． 募集要項の内容決定
7月15日〆切です
7月15日〆切です
４． スケジュールの調整・確認
５． 類句・盗作などの防止について
また、結論として重要な点は下記のとおりです。
◎募集開始は4月1日からとし、7月15日で終了とします。
◎最終選考会は8月30日です。
◎表彰式は例年通り11月2日です。
・キッチン・バスの日」記念式典にておこないます。
◎盗作・類句の防止については
・暫定入賞作品のＨＰへのアップを極力早くし、多くの人にチェックして
いただく。
・事務局ほかでＨＰ検索により、類句がないか極力探す。
＊著作権の侵害等については秋野顧問弁護士のお知恵を拝借しました。
☆皆様、応募へのご協力よろしくお願いいたします。

川柳募集中
川柳募集中！
！

新会員
！

11/2キッチン・バスの日記念「台所・お風呂の川柳募集が雑誌、Web
で紹介されています。
雑誌：おはよう奥さん7月号、ｵﾚﾝｼﾞﾍﾟｰｼﾞ7月2日発行、公募ガイド6月号、
懸賞なび6月号、新聞：住宅産業新聞4月5日発行、Webサイトは以下。
住宅産業新聞：http://www.housenews.jp/?p=5862
懸賞なび：http://ataru.kenshonavi.com/application/index.html
公募なび：http://koubonavi.blog51.fc2.com/blog-entry-1114.html
公募ガイド：http://senryu.koubodatabase.com/2012/03/
登竜門：http://compe.japandesign.ne.jp
川柳投稿は工業会のホームページにてご案内中

キッチン・バス川柳

検索

KB工業会新会員のご紹介

はじめまして、「ジャニス工業株式会社」
と申します。
この度、4月よりキッチン・バス工業会に
新会員として参加させていただくこととな
りました。
よろしくお願いいたします。
弊社は、愛知県常滑市にて”トイレ“
”洗面ボウル“等の衛生陶器を製造販売
しているメーカーです。

代表取締役社長

山川 芳範

1935年より衛生陶器をつくり続け、来年で80周年を迎えます。
トイレのメーカーが何故？と思われるかもしれませんが、弊社は洗面
ボウルの製造を通して、洗面化粧台を製造販売しており、数多くのメー
カー・企業様が参加されているキッチン・バス工業会に参加させていた
だくことにより、国内メーカーとして、業界の様々な情報を共有させてい
ただき、業界取組み等、歩調を合わせていければと考えております。

所在地
愛知県常滑市唐崎町２丁目８８番地
営業品目
●トイレルーム商品
・衛生陶器(大便器､小便器､洗面器､手洗器など)
・便座（温水洗浄便座、暖房便座、普通便座）
・カウンター（カウンター付手洗器、キャビネット付手洗器など）
・アクセサリー（ペーパーホルダー、タオルリング、収納棚など）
●洗面ルーム商品
・衛生陶器(洗面ボールなど）
・化粧台（洗面洗髪化粧台、化粧台）

また、弊社が製造販売している衛生陶器は、永くご愛顧いただける商
品です。それだけにより安全でより高品質の商品づくりが求められてお
ります。
近年は節水性能も環境問題の観点からも重要な要素となっておりま
す。いろいろな要素が必要とされている中で、弊社は、お客様一人一
人のお声を大事にし、より環境に配慮した商品の開発を進めてまいりま
す。
今後、各委員会にてお目にかかることがあるかと思います。
その際は、ご指導・ご鞭撻下さいます様、よろしくお願い申し上げます。

↑本社社屋と中部国際空港（セントレア）
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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3弾
委員会紹介

『技術委員会での規格基準検討委員会活動。』

規格

技術委員会 委員長 山下 敏樹（ﾔﾏﾊﾘﾋﾞﾝｸﾞﾃｯｸ）

技術委員会では、会員企業各社共通の技術的課題に対応するために、
関連する最新技術の調査・収集や、調査結果の共有・情報発信・標準化
の検討に取り組んでおります。
特に標準化では「ＪＩＳ原案作成団体」としても活動しており、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、ＪＩＳ規格の適正化
の検討を以下の3専門委員長のもと開始しております。
●キッチン 規格基準検討専門委員会：菅原委員長（ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ）
●洗面
規格基準検討専門委員会：山口委員長（ＴＯＴＯ）
●浴室
規格基準検討専門委員会：深川委員長（ＴＯＴＯ）

↑キッチン･洗面技術専門委員会 正・副委員長

ＪＩＳ Ａ4421「設備ユニット用排水器具」やＪＩＳ Ａ4418「住宅用洗面
所ユニット」では各専門委員会にまたがる内容となります。
活動に当たっては3専門委員会連携の下、検討を進める必要がありま
すが、技術委員会内の情報に留まることなく、行政や関連団体などの情
報も広く収集する必要があると考えております。
皆様のご協力のもと、有効なＪＩＳへの改定を目指し技術委員会一丸と
なって本年度の活動に取り組んでまいります。
↑浴室技術専門委員会

キッチン・バス工業会の
キッチン・バス工業会の

JIS規格
JIS規格
黒部ダム見学研修拡大委員会開催

委員会紹介

総務委員会 委員長 高木 利一(タカラスタンダード） 拡大

5月11日～12日に拡大移動委員会が関西電力㈱の応援のもと、黒
5月11日～12日に拡大移動委員会が関西電力㈱の応援のもと、黒
部ダムの見学研修として開催されました。
部ダムの見学研修として開催されました。
この冬の大雪の影響で、雪崩の危険があったので、黒部発電所
この冬の大雪の影響で、雪崩の危険があったので、黒部発電所
から黒部峡谷鉄道で宇奈月に抜けるルートは断念せざるを得ませ
から黒部峡谷鉄道で宇奈月に抜けるルートは断念せざるを得ませ
んでしたが、大町から黒部ダムへのルートの入口の扇沢ではトロ
んでしたが、大町から黒部ダムへのルートの入口の扇沢ではトロ
リーバスの整備工場を特別に見学させていただき、国立公園内で
リーバスの整備工場を特別に見学させていただき、国立公園内で
環境と安全に配慮して運営されている姿勢に、一同深く感銘しま
環境と安全に配慮して運営されている姿勢に、一同深く感銘しま
した。
した。
参加者全員が事前に「黒部の太陽」と「高熱隧道」を読破する
参加者全員が事前に「黒部の太陽」と「高熱隧道」を読破する
事とした為、トンネル（隧道）内の破砕帯や貫通地点の通過時に
事とした為、トンネル（隧道）内の破砕帯や貫通地点の通過時に
は、想像を絶する建設当時の苦闘を思い、人の力への思いと結集
は、想像を絶する建設当時の苦闘を思い、人の力への思いと結集
の強さ（初志貫徹）を感じました。黒部ダムでは生憎の雪混じり
の強さ（初志貫徹）を感じました。黒部ダムでは生憎の雪混じり
の天気で氷点下の中、眼下に広がるダムの雄大さと寒さの為に震
の天気で氷点下の中、眼下に広がるダムの雄大さと寒さの為に震
えながらの見学となりました。1956年に関西電力社長の「日本の
えながらの見学となりました。1956年に関西電力社長の「日本の
発展には黒部の開発が必要」との決断で建設された秘境黒部のダ
発展には黒部の開発が必要」との決断で建設された秘境黒部のダ
ムに一同圧倒されました。
ムに一同圧倒されました。
最後に立山で雷鳥を間近に見る事ができた参加者に幸運があり
最後に立山で雷鳥を間近に見る事ができた参加者に幸運があり
ますように！
ますように！

↑雄大な黒部ダム

黒部ダム
黒部ダム

↑トロリーバス整備工場見学会
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『一番気になる情報を「早く」「正確」に発信！！調統！』

委員会紹介

調統

調査統計委員会 委員長 河西 淳（ＴＯＴＯ）

調査統計委員会は工業会の委員会の中で、最も多い44名の委員が登録してい
ます。毎月開催される委員会には、半数以上の委員が出席します。

【各専門委員長から一言！】
キッチン専門委員会 神谷委員長（ナスラック）
情報量が多いため伝統的に提供する資料の字面が非常に細かくなりがちです。
自分も｢よる年波には勝てず･･･｣の一員になりつつあるので苦戦しておりますが、
今後も市況の変化に合わせ、より活用できる情報提供に努めて参りますのでご
協力よろしくお願いします。

当委員会では事務局が集計した出荷データをもとに、キッチン・システムバス・
浴槽・洗面化粧台・システムキッチンビルトイン機器（食器洗い機、ガスコンロ、Ｉ
Ｈクッキングヒーター、浄水器ｅｔc）・レンジフードファンの出荷統計実績をまとめ
ます。
このデータは、会員各社様から月次の自主出荷統計を事務局に提出いただき、
集計されたデータが当委員会に渡されます。これにより、総出荷数の前年比較、
地域別での出荷動向や製品のタイプや価格、大きさ別など多角的にデータを整
理しています。さらに新設住宅着工統計やマンション販売状況など市況と捉える
データと合わせて検証し、これまでにない変化や地域特性など各メンバーの視
点で意見を交え的確な市場データを提供させて頂いております。
また調査統計委員会の中にキッチン、浴室、洗面化粧台の3つの専門委員会
を設けており、月替わりで深堀したデータ分析を行っております。
この図は2006年から直近2012年1月までの新設住宅着工戸数と前年比及び
各商品の出荷台数と前年比を一つにまとめたものです。
一番下の折れ線にある新設住宅着工がまだ年間100万戸あった頃、いずれ80
万戸時代になると言われていたことが現実になっているのがお解かり頂けると思
います。
2007年には建築基準法改正やサブプライム問題で大きく着工が遅れ、回復し
たと思った頃にはリーマンショックによる不況で急降下するなど、わずか５年の間
にも時勢が大きく変化し、業界にも大きな影響を与えて来ました。
このようなデータの傾向も会員各社様で今後の市況を読む一つの材料としてご
活用頂けるのではと思います。
また、それぞれの商品の動きが微妙に違ったり、新設住宅着工と比較した時に
数ヶ月後にはどのような動きになるかも見て取れるのではないでしょうか。

洗面専門委員会 栗林委員長（パナソニック）
定例のデータを安定的にご提供させていただきながらも、河西委員長の下、
「新」への取組みにも積極的にご協力させていただきます。
皆様のご指導いただきながら、今後ともよろしくお願い申し上げます。
浴室専門委員会 田村委員長（ノーリツ）
先日公開された映画『テルマエ・ロマエ』にも登場するお風呂文化は、古代ロー
マからイタリアと日本独特の文化であり、国内外の情勢が変化しても影響を受け
難い、ある意味では守られている市場です。浴室関連の統計を通してこの市場
が更に進化できるような情報発信を心掛けたいと思います。
ちなみに、映画はＴＯＴＯ様のショールームでも撮影が行なわれており、名札に
は『ＴＯＴＯ』がしっかり出ていました（笑）。
今後の大きな課題としては新築着工が減少する中、業界全体が取組んでいる
「リフォーム需要」を如何に捕らえて行くかです。
この大きなテーマの取り組みも会員各社様のご協力なしには実現できないと考
えており委員会メンバーと力を合わせてデータ提供の実現にトライして参りたい
と思います。

上記のように、当委員会は会員各社様から事務局にご提供頂いた出荷データ
の集計値を元により早く、正確でかつお役に立てるデータ提供を目指して活動を
行っております。
昨年より従来からのデータ分析だけでなく、トレンドに合わせた新たなデータ提
供も検討しており、その第１弾として最近システムキッチンで増えてきた「人工大
理石シンク」の出荷統計の提供を開始しました。

図1：新設住宅着工と各商品の出荷推移】浴室総出荷数（システムバスと単体浴槽）、
キッチン総出荷数（システムキッチンとセクショナルキッチン）↓
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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』

匠総合法律事務所代表社員 弁護士 秋野 卓生

『過度な消費者保護から、常識にかなった判断傾向に
『過度な消費者保護から、常識にかなった判断傾向に
～最近の製造物責任に関する裁判判例～』
～最近の製造物責任に関する裁判判例～』
製造物責任に関する裁判例にて、警告表示上の欠陥を認め、消
費者保護を図る判例が出されるケースがあります。この裁判例の
流れを受け、キッチン・バスに関する各メーカーがどのように対
応する必要があるのか、について分析、検討等を行っております。
平成23年に公刊された製造物責任に関する裁判例は、確認できた
限り7件あります。件数としては、平成22年に比べて漸減したと
いえます。これらのうち、欠陥の存否が争点とされた事案は5件
あり、欠陥が認められたものは1件でした。
判断の内容を見てみると、トイレブースのドアの吊り元側に生
じる隙間に学童が指を入れたところ、他の学童がトイレブース
のドアを閉めたため指が切断されたという事故に付き、
トイレブースのドアには欠陥が存在しないという常識的判断が
なされています（東京地判平23・2・9判タ1360‐240）。
裁判所は、欠陥の有無は本来の用法に従った使用を前提とした
上で危険発生の可能性があるかによって判断するのが相当である
とし、ドアを開けた時に生じる隙間に手指を入れることは本来の
用法ではなく通常予見される仕様形態とも言えないとして、当該
トイレブースのドアには欠陥は存在しないと判断しました。

製造物責任
常識にかなった判断傾向に
常識にかなった判断傾向に
このように、裁判例の傾向として、一時期の過度に消費者保護
的傾向から、常識にかなった冷静な判断がなされる傾向にあると
いえます。
平成24年3月1日には国民生活センターが、既に警告表示がなさ
れているキッチンのステンレスの取扱について、商品テストを行
い更なる警告表示を求めるということもありましたが、裁判例の
傾向に照らせば、やや過敏な反応といえます。このように、利用
者側においても、誤使用というべき事案については、冷静な対応
がなされる様になることが望まれます。

欠陥が認められた事案として、飼い犬の散歩に使用されるフレ
キシブルリードについて、ブレーキが作動せず犬が暴走し、犬が
ジャンプしたため犬が骨折した事案について、ブレーキボタンが
作動しなかったのは欠陥に該当するとして、製造物責任が認めら
れた事案があります
（名古屋高判平23・10・13判タ1364‐248）。
安全のための装置であるブレーキが作動しないことが欠陥に該当
することは明らかであり、当然の判断と言えるでしょう。

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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K B 通信 キッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐ
VOICE
!

『事務局からひとこと』

11月2日はキッチン・バスの日

縁
縁

（えにし）
（えにし）

常務理事 島崎 喜和

キッチン・バス川柳募集も今年で第八回を迎えた。これが限界かと感じながらも毎回多くの方々の応援を頂いて
今回まで続けてこられた。感謝、感謝である。
中でも、川柳募集企画当初から、参画頂いている川柳顧問の中山世一（ハウステック、OB)、柴山勲（TOTO、OB)
両氏には頭が下がる。両顧問の存在無くしてここまでの継続は難しいと今更ながら、の思いである。
両顧問は、応募頂いた何万という句を一つ一つ丁寧に観て、詠んで、予選通過の句を選句している。
予選句選考のピークは8月、酷暑の中、経験とパワーで歳を跳ね返し、青春を謳歌するような選考作業風景ある。
（今年は1ヶ月前倒しで7月15日がピークとなる）

縁
（えにし）
（えにし）

以前友人からサミュエルウルマン（1974年84歳没）が78歳でYOUTH
（青春）の詩を世に送り出した話を聴いた。（D.マッカーサーが日比谷Ｇ
ＨＱ本部の壁に掛け座右の銘としていたことで、日本で知られる）

しかし、川柳募集も無冠の任意団体が行政の後ろ盾もなく、これからど
れだけ続けられるか未知数である。しかし今年も厳しい団体運営の中で、
12団体から協賛をいただいた。
この団体の皆様のお気持ちを大事にしながら、さらに全国から川柳応
募で毎年応援をいただいているキッチン・バスのお客様に応えるために
も、今年の募集事業を全力で取り組みたい。

【青春とは人生のある期間を言うのではなく心の様相を言うのだ】と。
強い意志と、豊かな想像力、燃えるような情熱。年を重ねただけでは人
は老いない。歳月は皮膚のしわを増すが、情熱を失う時に精神はしぼ
む。両顧問を見ているとまさにその通りと感じる。

レオ・バスカリア博士 Ｌｅｏ Ｆ．Ｂｕｓｃａｇｌｉａ （1924－1998）の言葉に
もあるように、「きのうは不渡り手形、あしたは約束手形。きょうだけが手
もとにある現金だ。」手もとの現金（仕事）を思い切って使おう。きょうは
二度と戻ってこない。今できない人は、永遠にできない。今（現在）の積
み重ねが人生である。

また、両顧問は工業会との深い縁を感じてくれている。ありがたいこと
である。これも友人からの会話で教えられたことであるが、
【小人は縁に出合って、縁に気付かず、中人は縁に出合って、
縁を活かさず、大人は袖触れ合うた縁（えにし）をも活かす】
という名言であるが、両顧問が「袖触れ合うた縁（えにし）」を大切にし、
工業会とお付き合いをしてくれているものと感じる。

↑三遊亭金遊師匠

↑中山顧問、柴山顧問と共に

↑神田松鯉先生

11

↑山遊亭金太郎師匠

↑神田阿久鯉さん
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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。

『情報処理実態調査に関するアンケー トを実施しました』
情報化推進委員会 委員長 岩村 秀男（クリナップ）
昨年2011年8月～9月に情報処理実態調査に関するアンケートを
実施しました。39社の会員のみなさまに回答いただき、ご協力にお礼
申し上げます。
2006年度から継続的にアンケートを実施させていただいていますが、
今回は特に東日本大震災についての影響なども調査させていただきま
した。今回の大震災では会員の業務への影響が大きかったようで、事
業継続計画を準備していなかった会員は、その準備へ、また事業継続
計画を準備していた会員は、緊急時に実際に使える計画へ見直しを開
始しています。さらに、毎年調査しています、情報化投資金額やセキュ
リティへの対応などを年度ごとに変遷がわかるようにまとめています。
また、情報化推進委員会にてアンケート結果に対するコメントも記載
させていただいています。詳細は、キッチン・バス工業会のホームペー
ジに掲載させていただいていますので、是非一度ご覧ください。

本年度も8月頃にアンケートを実施する予定です。
情報システムに関するキッチン・バス工業会の動向や一般的な企業
との違いなどを調査する予定ですので、会員のみなさまの情報化計画
に役立てていただければ幸いです。
今年もご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
情報システムに係る費用総額は、2010年度において、2006年度から
2009年度まで続いていた下降傾向が、止まった結果となりました。
また、対売上金額比率に関しても0.5％以下の企業数が減り、0.6％
～1.3％の企業が増えています。

●2005～2010年度情報化投資の対売上金額比率（年度推移）

問３ ２）2010年度情報化投資の対売上金額比率（年度推移）
2011年度アンケート実施項目
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●情報化投資金額について

2010年度
2009年度
2008年度
2007年度
2006年度
2005年度

12

●東日本大震災の影響について

10

・ ＩＴスタッフについて

8
6

2008年度

以
1%
2.

～

2.

上

0%

6%
1.

7%

0%
1.

0.

6%

～

1.

0.
～
0%
0.

2010年度
1.

0
%～

・ セキュリティについて

2006年度

3%

2

1.

・ 情報化投資効果の評価について

1. 4

4

5%

・ ＩＴ戦略課題について

～

・ ＣＩＯ（最高情報責任者）について

1%

・ 事業継続計画について

情報化投資
対売上比

0.6 1.3%
～

（企業増加）

●東日本大震災の影響について
●製造業務に影響が出た

影響あり

情報処理
情報処理
実態調査
実態調査

78%
（28社）
●震災後のBCPの策定運用

策定運用済

現在策定中

9社

12社

（1社増）

（1社増）
12

一年以内
策定予定

2社

（2社増）
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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。

『今も探しています！！ジェット噴流バスの吸込口カバー』
ジェット噴流バス協議会 事務局 田村 朗（ノーリツ）
製品安全推進会議のひとつ、ジェット噴流バス協議会から活動の報告
と、会員会社皆様へのお願いをさせて頂きます。

４）最後にＪＢＫ全体での無料交換進捗状況をご報告します。
※平成23年3月末現在（無料交換開始から１１年３ヶ月）
※無料交換活動会社は全21社
進捗率
①交換対象台数：229,697台
②交換完了台数：196,340台（残台数：33,357台）
③交換進捗率：85.5％
まだ世の中に33,357台が残っています。
%
重ねて皆様からの情報提供をお願いします
これからも地道に捕捉活動を続けていきます。今後とも皆様のご協力
宜しくお願い申し上げます。

１）ジェット噴流バス協議会（以下ＪＢＫ）は、2008年9月キッチン・バス
工業会と日本浴室ユニット工業会が合併する際、製品安全推進会議
としてキッチン・バス工業会に参画した団体です。

85.5

２）ＪＢＫは、1992年、2000年にジェット噴流バスを使用中に女児が亡
くなるという事故がきっかけで設立されました。
主な活動は製品を安全にご使用頂くため、一定の基準に満たない
吸込口カバーの無料交換活動を設立から12年目の現在も地道に続
けています。また、現在の消費生活用製品安全法の浴槽用温水循
環器・技術基準策定の時には、ＪＢＫ技術基準を提示し原案を作成
いただくなど製品安全の観点で活動を行なってきました。
３）今回はＪＢＫが行なっている吸込口カバー無料交換を早期完了さ
せる為、平成23年度に作成した捕捉啓発チラシをご紹介します。
URL：
http://www.kitchen-bath.jp/public/jet/2012.keihatu.chirashi.pdf
★会員各社のご家族、ご友人・知人で対象のジェット噴流バスをご
使用の方がいらっしゃいましたら、吸込口カバーの無料交換活動を
行なっていることを是非ご紹介ください。宜しくお願い申し上げます。

ジェット噴流バス
ジェット噴流バス

↑ジェット噴流バスチラシ（工業会Webサイトから入手できます）

『K・B通信アンケート結果』
広報専門委員会 副委員長佐藤 木の実（矢島）
また、今後扱ってほしい題材や、要望など、多数のご意見いただきま
したので、今後の『K・B通信』に反映させていただきたいと思います。
今回のアンケートは、委員限定にさせていただきましたが、『K・B通信』
についてご意見・ご要望・感想等ございましたら、 メールにてお気軽に
お寄せ下さい。⇒E-mail：kitchen.bath@nifty.com

『K・B通信』創刊号・第2号発行後、工業会委員限定に『K・B通信』アン
ケートを実施しました。
多くの委員の皆様にご協力いただきましたこと心より御礼申し上げま
す。ここにご回答いただいたアンケートの結果を発表させていただきま
す。

●『K・B通信』の読みやすさにつきましては、とても読みやすい、読みや
すいとの意見がほとんどでした。また、分量につきましても、ちょうど良
いと言う意見が多数をしめましたので、今後も同ページ程度の分量で
発行したいと思います。
●社員への伝達方法につきましては、メール・回覧が多いようです。
また、社内ネットに専用フォルダを作成し、『K・B通信』をいつでも閲覧
可能にするなどの工夫をしていただいた会社もありました。

K・B通信
K・B通信
発展します！
発展します！

●委員会の活動内容紹介では、各委員会の役割、活動内容がよくわ
かったとの意見を頂きましたので、今後も継続して紹介していく予定です。
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TOPICS！
いろいろな話題をお届けいたします。

『ウィズガスＣＬＵＢ コンテストのご紹介』
●全国親子クッキングコンテスト
●あったかフォトコンテスト
日本ガス体エネルギー普及促進協議会
岩永知大（日本ガス協会）
ウィズガスＣＬＵＢでは、「食育」活動の一環として「ウィズガス全国親
子クッキングコンテスト」を開催しています。全国の小学生と保護者を対
象として平成19年から開始し、応募数は年々増加しています（昨年度は
約２万通）。今年度は6月19日から募集開始しますので、小学生のお子
様がいらっしゃる方は、是非ご応募下さい！

また、同じくウィズガスＣＬＵＢが主催する「第６回ウィズガス住宅あっ
たかフォトコンテスト」が11月1日～4月15日まで開催され、リビング
キッチン、バスルーム、ｍｙスペースの4部門合計で、昨年度を大きく
上回る4、300作品の応募をいただきました。グランプリを始め、各賞
は、6月14日に開催される「ウィズガスＣＬＵＢシンポジウム」で決定し
ます。※詳しくはホームページ
（http://www.gas.or.jp/withgasclub/photocon6/）をご覧下さい。

【第6回ウィズガス全国親子クッキングコンテスト 概要】
１．募集テーマ 「わが家のおいしいごはん～家族で一緒に作ろう、うち
の自慢メニュー～」
２．参加資格
親（保護者）と子（小学1年生～6年生）の2名1組
３．調理の条件 制限時間60分以内で調理ができるオリジナル料理
４．選考方法
書類審査、実技審査
５．審査基準
おいしさ、わが家ならではの工夫、親子のチーム等
６．スケジュール 募集開始（6月19日・食育の日）⇒書類選考⇒地区
大会（実技審査）⇒全国大会（1月27日・実技審査）

★キッチン・バス工業会推薦作 グランプリ受賞！
←グランプリ受賞の鈴木様ご家族と
プレゼンターの白川副会長（左端）

※詳しくはホームページ（http://www.gas.or.jp/shokuiku/）をご覧下さい。
↓ぬくぬくバスタイム部門受賞作

★キッチン・バス工業会推薦作 準グランプリ受賞！
準グランプリ：キッチン・バス工業会賞の森親子（前列）
準グランプリ：
とプレゼンターの喜多村副会長（後列右端）↓
キッチン・バス工業会賞の森親子、作品↓

↓グランプリ受賞：ほくほくキッチン部門受賞作

金環日食にスカイツリー、そして総会。5月は大きな出来事が多く、最後
に飛び込んできたのが、2020年オリンピック開催候補地が東京、マドリー

編集
後記

ド、イスタンブールとなった事。
3都市、実質的には3カ国が開催地として相応しいことを伝えて選考委員
に理解され、選ばれることを目指します。来年9月に決まるまでどのような
招致合戦が繰り広げられるのか、興味を持って注視し、提案力、情報の告
知力を見極め、Ｋ・Ｂ通信の制作に役立てようと思います。
そして、東京に決定した時にそなえ、工業会と東京オリンピックの接点を
今から考えておきます。

柴﨑（クリナップ）

編集委員（順不同）
編集委員長 柴崎 和彦 （クリナップ）
佐藤 木の実（矢島）、高木 利一（タカラスタンダード）
藤田 東一（LIXIL）、庄司 武史(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）
福森 健(積水ホームテクノ)、栗原 伸浩（トヨウラ）
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：2012.6.20 / 発行責任者：広報専門委員会 委員長 柴﨑 和彦
「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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