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「K・B通信」6号発行にあたり

いつも工業会活動にご支援いただき有難うございます。
今年も「11/2 キッチン・バスの日」普及目的の「台所・お風呂の川柳」を実施し、表彰式
を11月5日に開催しましたが、今回は16万句を超える過去最高のご応募をいただきました。
アベノミクスや世界文化遺産となった富士山など旬なワードの他、例年通りの「ほのぼのと
した生活感あふれる」作品が多くみられ、心をなごませていただきました。
当工業会として、今後もより多くのお客様が「生活の楽しい思い出の場」として川柳に取り
上げていただけますよう、これまで以上に「安全で快適な商品」を提供し続けたいと思って
おります。
また、平成27年に当工業会は50周年という節目を迎えるため、このたび記念事業推進
委員会を発足させ活動を開始いたしました。これまでの諸活動とあわせて、皆様方の一層
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
TOTO株式会社 取締役 専務執行役員

喜多村 円
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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9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16万句超に！～
じぇじぇじぇ！ 16万1,185句！ アベノミクスの流れに乗ったかのような
前年比148％の大幅な応募句数増。今年は経済産業省、国土交通省の
ご後援をいただき、その効果ももちろんですが、受賞された常連応募者
の方によると、キッチン･バス工業会の川柳は激戦区なので、特に力を
入れて応募しておられるとか。応募いただきました皆様、関係者の皆様
に支えられての川柳事業ということを改めて痛感、本当にありがとうござ
いました！当日の式典では、渡辺会長の挨拶、経過報告、各賞表彰と
ユーモアあふれる祝辞・受賞感想・講評、ご来賓として多田日用品室長
(経済産業省)、松野住宅ストック活用・リフォーム推進官（国土交通省）、
荒木少子化対策担当政策企画調査官（内閣府）からのお言葉、お楽し
みの金遊師匠の落語と続き、懇親会でも川柳の話で大いに盛り上がっ
た一日となりました。

16万句を超える作品はどれも、渡辺会長の挨拶にもありましたように、
物質的な豊かさだけでなく心の充実感が必要だ、という想いがたくさん
込められていたと感じました。今回、「暮らしの安全・安心賞」、「豊かな
住生活賞」、「家族の日・家族の週間賞」の3賞を新設しましたが、その
効果もあったと思います。
さらに、学校からの応募も3,514句（前年比227％）いただき、将来世代
に向けても、安心で、豊かで、家族の絆のしっかりした日本の住生活が、
キッチン･バスを中心に形作られていくと感じられてなりません。
この川柳事業を通していただいたそれらの想いを我々会員企業が商
品として形にするだけでなく、家族生活提案型企業として、ますます成
長していける、そんなすばらしい式典になりました。

受賞者・選者・プレゼンター・ご来賓の皆様
内閣府 少子化対策担当 政策企画調査官 荒木 陽子様
「日本の人口は、2060年には8,000万人になるのではないかといわ
れていますが、応募句が昨年の10万句から16万句になったと言うこと
で、出生率も上がらないかとうらやましく思っています。
家庭文化のありようを考える川柳事業に大変お世話になっており、
感謝するしだいです」

★ご来賓の皆様から、ご挨拶をいただきました。
経済産業省 日用品室 室長 多田 俊樹様
「国交省と相談して今回後援をさせていただいた。16万句を越える応
募はその効果ではないかと内心思っています。また、学校からの応募
句も倍増ということで、こういった事業を通じて将来の売上げ増に結び
つけられればと思います」
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
「16万句を365日で割ると、1日440句弱となり、事務局、選者の皆様の
ご苦労が伺えます。かつての上司より、『難しいことは簡単に、簡単なこ
とは丁寧に説明する』という教育を受けましたが、今回選者の皆様の講
評をお聞きし、ピンときたものを選択されているということから、役所で
も丁寧に説明するのに、ユーモアを加える必要性を感じました」

↑多田様（経済産業省）
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↑松野様（国土交通省）

↑荒木様（内閣府）
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★受賞者コメント

準キッチン・バス大賞 久岡さん（今村組）

キッチン・バス大賞 澤田さん（む～む）

「何かない？ 何もないよと 何か出す」

「キッチンの 音とにおいの 朝が好き」

受賞の一報を聞いたときはびっくりしました。
急いでネットでどの句が入賞したのか確認しました。
実は、会社の先輩と応募句数を競っていて今回は100句応募していま
した。10句ほど思い入れのある句がありましたが、残念ながら入賞作品
はその句ではありませんでした。
この句は日常の出来事を読んだ句です。「飲み会だから」と夕飯を断っ
たが、結局家で食べる事になり、「何かない？」と尋ねると「何もないよ」
との返事が返ってくる。しかし、お風呂から上がるときちんと用意されて
いる。日々「ありがたいな」と思っており、そんな気持ちをこめて作りま
した。今回は良い賞をいただきありがとうございました。連続受賞を目指
して頑張ります。

17文字で身に余る賞に選んでいただき本当にありがとうございます。
応募総数が16万句と伺い、その中で大賞に選ばれたのが本当に驚き
です。 趣味で短歌を20年ほど続けており、俳句も始めて2年ほどになり
ますが、川柳はまだまだ勉強中です。今回も公募ガイドを見ての初応募
だったのですが、キッチンとバスが題材というのは比較的作りやすいと
感じました。表彰式で他の方の句を聞いていても、日常のほんわかした
風景が浮かぶ川柳が選ばれているように思います。
現在放映中のＮＨＫの朝ドラ「ごちそうさん」の中で、主人公が「父がお
いしいご飯を作ってくれるから、朝起きるのが楽しみ」と言っていました
が近頃は朝起きるのが嫌で仕方ない子が多いと聞いたことがあります。
今日一緒に表彰式に参加させていただいている私の孫を含め、朝起
きるのが楽しみだと思える子供が増えて欲しいと願っています。
この句にはそうした思いも込めたつもりです。これからもこの句に恥じ
ないよう、お鍋は焦がさず、お皿を割らずに生活していきます。
本日はありがとうございました。
お礼の手紙頂きました(抜粋）
華やかな経験をさせていただきありがとうご
ざいます。また、私の家族までお心遣いいた
だきました。
いっぱい優しくしていただいて、お姫さまに
なったようだと孫が私に報告しました。この日
のことをずっと覚えていてくれると思います。
新設

「環境・省エネ賞」 京増さん（京増）

「難題が 解けかかってる ぬるい風呂」
投稿を続けていましたが、なかなか入賞することができず、やめようと
思っていましたが思いがけずご連絡をいただきました。
続けていくといいことがあるものですね。
普段から文化に親しみ、感性を磨いていますが、今後も続けていきた
いと思います。

暮らしの安全・安心賞 山田さん（昔は若かった）

「いらないと 言ってた手すりが 今頼り」

三遊亭金遊賞 林さん（卑弥呼）

受賞の御連絡をいただき、大変嬉しく思っております。表彰式に駆け
つけたい思いなのですが大阪で仕事をしております関係で、出席でき
ません。大変残念です。

「女房の 閉めた蛇口が 開けられず」

新設

つたない句を選んでいただいてありがとうございました。この句は創作
ではなく、実体験に基づいた実話です。最近は我が家の手入れに関し
ては私が助手で、妻がしております。電球の交換なども私が脚立に乗る
と危ない、と言ってやらせてくれません。

豊かな住生活賞 山藤さん（おっちょこジジイ）

「初孫が 出来たと聞いて 風呂直す」

山遊亭金太郎賞 高山さん（気楽）

受賞の御連絡をいただき、びっくり！そして嬉しいです。表彰式に出席
したいのですが島根で仕事をしており、年寄りを抱えておりますので、家
を空けるわけにはいかず出席できず、大変残念です。
新設

「定年後 俺のデスクは 台所」
川柳をはじめて1年半。今回は3句を応募したが、おかげで授業料が
出ました。電車で575で指を動かしているので、指の体操をしていると
思われているかな。

家族の日・家族の週間賞 村田さん（しゅんごのおばさん）

「孫ひとり 家族総出で 風呂に入れ」

神田松鯉賞 勝原さん（かのカッチャン）

初めて入選して大変嬉しく思います。
私は、ガス料金回収に関する事務職に就いています。この句は、姉一
家に誕生した初めての孫、その子を取り巻く大勢の大人が右往左往し
ながら入浴させる話を聞いて面白いなと思い、作りました。
早速姉達に報告しましたら、皆喜んでくれました。

★学校奨励賞 「台所

「終い風呂 今日がゆっくり 閉じてゆく」
一昨年は佳作、昨年は団体賞をいただきました。
毎年楽しみにしています。松鯉先生は句を読まれて「お母さんご苦労
様」と言われたが、私のことなのでお間違えなきよう。

親子の距離が 縮む場所」田口さん 江東区立深川第四中学校（代表句）

今回、小学校、中学校、高校、専門学校など、学校からの応募校は、昨年の15校から20校、応募数は倍以上の
3,514句。学校奨励賞としてはこの中から47句を選定し、工業会のホームページ 及び「第9回 台所お風呂の川柳
優秀作品集」の小冊子に掲載いたしました。
川柳を国語教育の一環として取り組んでいただけることは、とても喜ばしいことです。
学校奨励賞受賞校には、毎年、表彰状を贈りますが、今回は、その代表として、昨年に引き続き、東京都江東区
立深川第四中学校主任教諭の菅 明男先生をお招きしました。
同校は今回で、5度目の学校奨励賞受賞校となります。当工業会としては今後も、学校関係者の皆様のご支援を
いただき、日本の台所、お風呂を中心とした伝統ある生活文化をみんなで考える機会の一助になればと思います。
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ベターリビング賞 本橋さん（梅太郎）

日本ガス石油機器工業会賞 蓜島さん（雅人）

「残り物？ いいや一晩 寝かせたの」

「パパの膝 取り合う兄妹 湯気の中」

我が家のありふれた日常の句です。
緊張感は確かにあります、消費期限とか。
「残り物」には福がありました。

名誉ある賞をありがとうございました。容姿がこうなのでセキュリティに
引っかかるかと心配した。
子供が小さいので膝を取り合ってほしいと思います。

住宅リフォーム推進協議会賞 岡さん（いつまでも20代）

ステンレス協会賞 諸橋さん（新潟のタカ）

「リフォームを しないといけない 夫婦仲」

「人生の ２パーセントは 入浴中」

我が家の実体験からではありません。リフォームしながら家を大事に
していきます。

20年前に新潟大学で中学校の生活科の教師、周りが女子ばかりを目
指していたが、単位不足で叶わなかった。いろいろな視点で家庭教師で
話をしていてこの句を作りました。

日本ガス協会賞 大塚さん（関白失格）

「米替えた？ 違うよガスに 換えただけ」

お礼の手紙頂きました(抜粋）

名誉ある賞をありがとうございます。
友人宅で食べたカレーがおいしくて聞いたらガスと土鍋で炊いたとか
で、なるほどと思い作りました。

この度は、大変素敵な経験をさせて下さいまして誠にありがとうございまし
た。また、僕の体が万全でないことに御配慮頂きまして有難く思っております。
優秀作品集を家族に見せましたところ、改めて他の方々のすばらしい作品
に感銘を受けておりました。僕もその中に入れてくださってとても幸運だと
思っております。

日本ＬＰガス団体協議会賞 熊谷さん（まーくー）

「『あれ取って』 ちゃんと伝わる 父と母」

日本建材・住宅設備産業協会賞 保坂さん（はなざわるい）

すばらしい賞をありがとうございます。父と母を見ての願望の句。
自分もそういう信頼関係を作りたい。来年もがんばります。

「エコの夏 お風呂を覗く ゴーヤたち」
名誉ある賞をありがとうございました。アパート住まいなのでいつか覗
いてくれるような家を建てたい、そして建てたと報告できるように戻って
きたい。

日本バルブ工業会賞 久保田さん（J&C）

「シャワー止め 気付く雨音 夏の宵」

インテリア産業協会賞 古川さん（しんざん）

集合住宅なので雨音は聞こえませんが、
子供のころが思い起こされて。
物を大事にしていきたい。

「キッチンの 味がしみてる カレンダー」
毎朝、毎晩、キッチンにさげているカレンダーを複雑な心境で眺めて
います。洗い物をしながら、苦し紛れに川柳ネタが何かないかと考えて
いるときにふとできました。川柳は、はじめて投稿しましたが、受賞のお
知らせを聞いて大変驚いています。
たまには、いいこともあるものですね。ありがとうございます。

浄水器協会賞 松永さん（さごじょう）

「地球にも 取り付けたいな 浄水器」
すばらしい賞をありがとうございます。応募7年目でアイディアが出て
こなくなってきていましたが、賞をいただいてまたがんばりたいと思い
ます。
日本琺瑯工業会賞 清水さん（とっとっと）

日本繊維板工業会賞 中森さん（伊衛門）

「 『今でしょ』と キッチンリフォーム 迫る妻」

「包丁も ゴルフもスライス 得意技」

キッチンリフォームしてほしいと迫られるより、借家なので、妻からは
「まず家でしょ」と言われそう。

昨日もゴルフでスライスした。いただいた賞で明日も
ゴルフに行きたいと思います。

●第9回すべての優秀作品は、右記URLでご覧ください。 http://www.kitchen-bath.jp/public/senryu/2013.11.02/25.9.sakuhin.htm

第９回 川柳の選考について
川柳ＷＧ顧問 中山 世一
今年も暑い夏であった。世間が暑さでうだっているときに、当工業会
会議室は川柳の選考で悪戦苦闘していた。昨年にも勝る16万1,185句
と格闘していたのである。
中山と柴山顧問による下選を経て、6月11日、7月9日、7月30日、8月
8日と4回の１次選考会で句は1,389句に絞られた。8月21日の2次選考
ではそれが更に494句に絞られ9月3日の最終選考会では、珍しく3人の
師匠方の選句が全くすれ違っており、候補作の決定には白熱した議論
が展開された。
その後、1ヶ月余の調整期間を経て、10月10日に入賞作品を確定した。
句の傾向としてはやはり、今年もはやり言葉が目立つ。まずは「じぇじぇ
じぇ」そして「アベノミクス」「今でしょ」「富士山」などである。
うれしいことは学校からの応募が昨年の倍以上3,514句もあったこと
4

である。今年は経済産業省やと国土交通省のご後援が得られ、また内
閣府少子化対策担当のご協力も得られた。だが嬉しいことばかりではな
い。数が増えるにつれ類句等も増えているし、作品全体の質が良くなっ
ているとは必ずしも言い難い。来年は第10回目である。数もさることな
がら質の向上も目指していきたいものである。
選考委員、議論白熱！
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平成25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25年 4月19日（金）

第1回理事会 （実施済み）

・平成25年 5月22日（水）

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25年 5月23日（木）

懇親ゴルフ会 （相模原ゴルフクラブ） （実施済み）

・平成25年 9月 3日（火）

キッチン・バスの日記念第9回川柳最終選考会 （実施済み）

・平成25年 9月19日（木）

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25年 9月20日（金）

懇親ゴルフ会 （城陽カントリー倶楽部） （実施済み）

・平成25年10月10日（木）

第9回川柳入賞作品発表 （実施済み）

キッチン・バスの日 ・平成25年11月 5日（火）

理事会/キッチン・バスの日式典／第9回川柳入賞作品表彰式（東京丸の内 東京會舘）(実施済み）

・平成26年 1月 9日（木）

平成26年 新年賀詞交歓会

・平成26年 4月25日（金）

平成26年度 理事会

・平成26年 5月22日（木）

平成26年度 理事会／定時総会

・平成26年 5月23日（金）

懇親ゴルフ会 （相模原ゴルフクラブ）

▼関連団体行事

行事内容

・平成25年 4月19日（金）

第9回KB＆Gコラボ代表者会議（理事） （実施済み）

・平成25年 6月13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25年12月11日（水）

あんしん高度化ガス機器普及開発研究会

（東京丸の内 東京會舘）

（東京 メルパルク東京）
（東京丸の内 東京會舘）

（会長・関係行政・消費者団体）（実施済み）
・平成26年 1月26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（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、

平成25年度工業会組織図

延約300人のメンバーが日々、精力的に活動しています。

室内空気環境特別委員会

総務委員会

仮設住宅対策専門委員会

広報専門委員会

総 会

委員長会議

監 事

キッチン・バスの日川柳WG

技術委員会

材工課題専門委員会
50周年記念事業推進委員会（新）

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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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・バス工業会 平成25年度全員懇談会開催
事務局
去る9月19日（木）にリーガロイヤルホテル京都にて平成25年度第2回全員懇談会が、以下の議事に従い開催されました。
同時に秋野顧問弁護士による、住宅業界の法的課題に関する講演会が実施されました。
また全員懇談会終了後に、懇親会も開催され、盛況のうちに終了しました。

１．【議事】
(1)報告事項
①会員移動について【入会・社名変更・代表者変更】

⑦平成25年度4月～7月統計概況報告
・キッチン統計専門委員会からの報告
・洗面統計専門委員会からの報告
・浴室統計専門委員会からの報告
⑧「日本浴用剤工業会」との連携
⑨エネルギー事業者との営業連携
⑩第9回「台所とお風呂の川柳」募集経過報告
⑪今後の行事日程、その他

(2)委員会 特別報告事項
①消費税改定に伴う価格表示について
②工業会の情報発信ツールの紹介
③SK・SB取付、設置｢工事区分のガイドライン」
④室内空気環境特別委員会からの報告
⑤SK・SB標準設置マニュアル改訂検討
⑥JIS改訂途中経過
・キッチン規格基準検討専門委員会からの報告
・洗面規格基準検討専門委員会からの報告
・浴室規格基準検討専門委員会からの報告

２．【講演会】
(1）匠総合法律事務所 （工業会顧問弁護士事務所）
代表弁護士 秋野 卓生 様
「住宅業界が直面する法的課題」
～消費税率改定・不法行為に該当する瑕疵～

↓理事会・全員懇談会の様子

写真 仮
会長・副会長・理事の皆様

総会会場全体

渡辺会長挨拶
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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

がんばってます
がんばってます 委員会・WG
委員会・WG！
！
委員会

PL

『ＰＬ関連講演会を10月3日に開催・
海外を含めたＰＬ事故対応の現況を専門家から聞く！』
ＰＬ関連委員会 副委員長 飯田 茂（LIXIL）

毎年恒例のPL関連講演会は、去る10月3日（木）にメルパルク東京に
て開催し、講演会場には工業会会員企業の精鋭約90名にお集まりいた
だきました。
講師にはトップ保険サービス株式会社 野嶋康敬社長をお迎えし、「海
外も含めたPL事故対応の現況」と題し、2時間以上に渡り様々な事例を
交えてのご講演をいただきました。
リスクマネジメントの定義・実際の対応事例から講演をスタートし、現
代日本のグローバル化を踏まえて、海外でのPL事情とPL対応の実情、
海外で活用できるPL保険について解説をいただきました。さらにより身
近な事例とともに、国内のPL事情やキッチン・バスのPL事故、火災保険
の活用、おすすめの国内PL保険について解説をいただきました。
日常業務でPL事故を扱う担当の方々や、より広く知識をおさえたいス
タッフ部門の方々にとっても有益な講演だったと思います。
講演会終了後の名刺交換では、長い行列が出来、皆様の関心の高さ
を伺うことができました。
【講演内容】
１．リスクマネジメントとは
・経営計画へのリスクを事前に評価し管理すること
・実際のリスクシミュレーションとその効果について
・海外でのリスク対応：現地の事情の理解の重要性について
２．海外PL事情（北米、EU、中国、アジアその他）
・米国事情：厳しい対応が求められている（突出している）
・その他、アジア、ヨーロッパ事情など
３．海外PL対応のポイント（ＤｉｓｃｏｖｅｒｙやＤｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）
・開示手続き、証言録取について（その重要性と負荷）
４．海外PL保険
・保険は各国で契約すべきかどうか
・外資系保険と日本の保険との違いについて
５．国内PL事情（K化粧品の事故に学ぶ）
・K化粧品の対応事例について
・経緯と参考とすべきこと
・過去の解熱鎮痛剤事件での対応について
６．国内PL事情（通常有すべき安全性とは？）
・携帯電話のコタツでの過熱による火傷について
・本件の裁判判例内容、注目点について
・本件の欠陥有無の考え方（重要点）
７．キッチン・バスのPL事故
・施工付商品の問題点について
・ PL ・施工・メンテンナンスとPL保険の必要性について
・引渡し時の定義について
８．長期使用と損害賠償（不法行為責任とPL法）
・製造物責任法（PL法）と民法（不法行為責任）の定義について
・損益相殺と過失相殺について
９．火災保険の活用
・火災保険を使用する手続きについて
１０．おすすめの国内PL保険
・特約の活用について
・キッチン・バスPL事故の特徴と保険選定について

野嶋社長プロフィール
トップ保険サービス株式会社 代表取締役社長
【略歴】
昭和39年生まれ
上智大学経済学部卒、東京海上火災保険㈱に8年間勤務後、トップ保
険サービス株式会社入社。現社長。
会社は「年中無休24時間 お客様の最強の楯となる」をモットーに、各
種生命、損害保険14社を取り扱う保険代理店。
2012年度 東京海上日動火災保険㈱ お客様満足調査 全国第1位
獲得。
関連のトップリスクマネジメント社は、グローバルリスク管理を中心に
2005年以来、世界各国で94回のリスクシミュレーションを実施。
リスクマネジメント関連の講演は、毎年30回を超える。
2011年 ＴＯＰ Ｒｉｓｋ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ）設立
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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！
！
委員会

空環

『厚労省「シックハウス問題に関する検討会」でのVOC規制見直し』
室内空気環境特別委員会 委員長 進 博人（LIXIL）

当委員会では①官公庁でのVOC規制強化に関する情報入手と共有化
②室内空気質、③環境リスクに関する調査と課題化など、昨今ユ-ザ-の
関心が高まっているVOC以外のカビ・ダスト、臭い等の室内空気質、さら
に工業会としてリスク調査が十分にできていない環境リスクに、範囲を
拡大して活動しています。
この内、今回は厚生労働省「シックハウス（室内空気汚染）問題に関す
る検討会」（以下、「検討会」と略記）で進められているVOC室内濃度指
針値見直しの動向についてご報告いたします。
厚生労働省では、平成9年にホルムアルデヒドの室内濃度指針値を設
定しました。また平成9～10年度に行われた室内空気質汚染実態調査
で一部家屋で高い汚染レベルにある実態が明らかになり、「検討会」を
立ち上げ平成14年1月にVOC13物質に関する室内濃度の指針値を設
定しております。
このVOC13物質の指針値設定から約10年を経過し、①代替物質によ
る問題が指摘されている、②シックスハウス問題に揮発性有機化合物
（VOC）に加え半揮発性有機化合物（SVOC）や細菌由来VOC類について
影響検討が必要と指摘され始めた、③WHOの空気質基準との整合性を
図る必要がある、などの理由から「検討会」において、最新の知見に基
づき、既存の室内濃度指針値の見直し、新しい指針値設定の必要性が
検討されております。
「検討会」の再開から約2年が経過し、次回検討会でVOC指針値改定
の方向性が固まりそうな状況になっています。これまでに、「検討会」の
事務局から提示されている見直しの方向性は以下の通りです。

②居住環境実態調査等で高濃度・高頻度で検出された国内で指針
値が設定されていない化学物質を対象として採用を検討する。
但し、室内発生源の寄与が低いと考えられる化学物質は採用しな
い。
③過去数年の家庭用品などからの化学物質放散量の検討結果、疫
学研究などシックハウス症候群発症に関する研究・調査結果の知
見から、対象とする化学物質をリストアップし採用を検討する。
2)指針決定の検討方法
①～③の基準で採用検討候補に挙がった化学物質について、暴露評
価、初期リスク調査、主要用途・発生源などから優先度をつけて指針
値の設定に着手する。設定数は実効性のある範囲にとどめる。
3)総揮発性有機化合物（TVOC）暫定目標値の取り扱い
「シックハウス症候群発病のリスク指標」というより「シックハウス症候
群発症に関係する室内空気質レベル」という位置づけで、その取り扱
いや意義を検討すると共に、測定法の統一に向けた検討も進める。
最後になりましたが、平成25年10月化学物質審議会安全対策部会に
て、エンドスルファン及びヘキサブロモシクロドデカン（HBCD)が化学物
質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法：法律の詳細につい
ては下記pdfをご参照下さい）第一種特定化学物質に指定されました。
早ければ来春にも、両化学物質を使用した製品の製造・販売・輸入が
禁止されますので各社様製品での使用状況についてご留意下さい。
経済産業省より発信されているHBCD国内流通状況を下図に添付いた
しますので、ご参照下さい。

1)新たに指針値を設定する化学物質の採用にあたり考慮すべき項目
①WHO空気質ガイドラインなどで室内濃度指針値が設定されている
化学物質について採用を検討する。（例：ベンゼン、ナフタレン）
但し、居住環境実態調査などで室内濃度がそれら指針値を下回っ
ている場合には採用しない。（例：トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン）

▼化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/etc/chikujyo_H21_2nd.pdf
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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！
！
委員会

『ＰＬ関連委員会がヤマハ（株）の掛川工場を訪問』

PL

ＰＬ関連委員会 副委員長 古谷 直哉（ＴＯＴＯ）

去る11月22日（金）にヤマハ（株）掛川工場 ハーモニープラザに訪問
し、通常委員会と工場見学をしました。掛川工場は、グランドピアノをは
じめ、ピアノ製造を行っている生産工場となっています。JR掛川駅から
趣のある天竜浜名湖線に乗り換え桜木駅で下車、徒歩5分で工場に到
着。入口正面にあるモダンな建物がハーモニープラザです。
ヤマハ（株）は国産ピアノの創始者であり、今回見学させて頂いたグラ
ンドピアノは100年以上の歴史があります。同社は現在、世界の楽器の
1/4を生産しているとのことです。

国産第一号のピアノや1904年の万博博覧会で名誉大賞を受賞し、そ
の後皇室に納められたという歴史的にも貴重なピアノの音色を聞かせて
頂き、ピアノの構造の説明を受けた後、実際にラインを見学。
「標準化と熟練技能の融合」と説明があった通り、オートメーション化さ
れた設備と、感性に頼る職人技が見事に融合され、整然と製品が流れ
ていくさまに大変感銘を受けました。また、作業員の意識も非常に高い
ものであると伺えました。
ヤマハ（株） 掛川工場 ハーモニープラザ
日本の誇るべきものづくりを
見せて頂き、大変良い刺激と
なりました。

↑国産第一号のピアノ（左）、1904年の万博博覧会で名誉大賞を受賞したピアノ（右）

↑趣のある天竜浜名湖線と桜木駅。いつまでも残ってほしい！
委員会

浴室

『浴室技術専門委員会大阪ガスNEXT21研修会』
浴室技術専門委員会 委員長 野村 泰之（LIXIL）

11月29日（金）に浴室技術専門委員会の移動委員会が大阪ガス株式
会社様のご協力のもと、大阪ガス実験集合住宅「NEXT21」の見学研修
会として開催しました。
大阪ガス「NEXT21」は大阪市天王寺区にある実験型集合住宅で、近
未来の都市型集合住宅のあり方について、環境・エネルギー・暮らしの
面から実証・提案することを目的に1993年に建設され、実際に大阪ガス
の社員とその家族が居住して、時代に一歩先んじた居住環境・設備を
体験し検証をされている施設です。
現在では、第4フェーズの実験を開始されており、2020年頃までの都
市型集合住宅を前提とした「環境にやさしい心豊かな暮らしの追求」と
いうコンセプトをもとに、建築家とコラボレーションして設計された住居を
見学させていただきました。また、「省エネ・スマートな暮らしの実現」の
一例として次世代HEMS（ホーム・エネルギー・マネジメント・システム）に
おける新しいエネルギーの見える化を紹介いただきました。タブレットは
もちろんのこと、テーブルディスプレイという遊び心を取り入れたアプリ
ケーションもあり、参加者一同、近未来の空間にいるような気分で大変
興味深いものでした。
（笑い話ですが、お父さんが夜遅く忍び足で帰宅してもHEMSに全てが
記録されることを知り、複雑な表情を浮かべる方々も数多くいらっしゃい
ました。）

この研修を通じて、大阪ガス株式会社様の次世代エネルギーシステ
ムの実証実験や、省エネへの追求に対する姿勢に深く感銘いたしまし
た。今後、水廻り空間の設備機器を提供する業界として、更なる省エネ
に寄与できる製品の開発に取組んでいきたいと思います。
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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！
！
委員会

情報

『経営戦略に関する研究も重点活動項目と定め、情報化移動委員会を開催』
情報化推進委員会 委員長 岩村 秀男（クリナップ）

去る10月6日（日）、7日（月）の2日間に亘り、平成25年度第4回情報化
推進委員会を、昨年度同様日本IBMの研修施設である｢天城ホームス
テッド｣ （静岡県伊東市） で開催しました。委員会の活動方針でもある
｢新たな企業価値を創造する｣ためには経営戦略に対する研究も重要な
活動項目となります。
日頃、忙しい方々が一堂に会することが難しい故、日曜日からとなりま
した。
また、定例委員会後は日本ＩＢＭの講師の方より興味深いご講演を受
け、活発な意見交換も行われ、盛況のうちに終了致しました。

エネルギー領域の省力化、効率化、対策について、スマートシティモ
デル環境を“繋げて・集めて・分析する”システムの構築を政府と企業と
が共に検討されているとのこと。HEMS、BEMS、ビッグデータを連結し、
分析結果をユーザへ知らせて行動を促すというシステム作りです。
住宅設備機器も深く関り、住まいと街づくりという内容であったため、
各社情報化委員会メンバーの関心も非常に高いご講演でした。

１．IBMセミナー① （10月6日） 講師：日本IBM 三輪 哲也 様
「IBM構造改革の実践とその成果～真のグローバル企業を目指した
取り組み～」と題して、ご講演をして頂きました。 グローバル企業への
成長として ONE IBM＝“地球で一つのIBM（会社）” というスローガンの
もと、世界全拠点の間接部門の統合や、どの国のIBMでも通用する共通
の業務プロセスに統一を図り、それを全て事細かにマニュアル化を行っ
たとのこと。そして、そのプロセス統制とイノベーションをIBM全社員33万
人へ確実に落とし込み、運用を実現している事をご説明頂きました。
出席者の感想では内部統制と標準化、そして確実な実行と浸透こそが
グローバル企業への成長に必要なファクターとの意見が印象的でした。
２．IBMセミナー② （10月7日） 講師：日本IBM 池田 一昭 様
IBMのスマートシティ事業に対する取り組みとして、｢家・コミュニティを
核にした社会、政府、企業動向 ～エネルギー、くらしや価値の向上に
向けて～｣と題して、ご講演を頂きました。
ＩＢＭ天城ホームステッド （伊東にて）

委員会

キッチン
洗面

『東京ガス「暮らしのデザイン展40ｔｈ」を見学』
技術委員会 武田 祐二（ナスラック）

東京ガス主催の「暮らしのデザイン展40ｔｈ」が10月22～25日で開催さ
その他の展示では、「40ｔｈヒストリー」コーナーが、その時々の出来事
れ、23日に見学致しました。キッチン・洗面技術専門委員会としての見
とともに東京ガス様の商品が掲載されており、懐かしさと技術進歩の速
学は、今回で5回目となりますが、毎年その時代を反映したコンセプトを
さに驚きを感じました。機会がございましたら、是非また見学したいと思
基に提案しているため、いつも楽しく拝見させて頂いております。今年は、 います。来年の開催を心待ちにしております。
1973年の[ハウジングフェア]から始まり、開催40周年ということもあり、
大勢の来場者で大盛況でした。
今年のコンセプトは「カワラナイコト・カワルコト」、40年間で住まいと暮
らしを取り巻く環境は大きく変化し、人々の価値観、住まいや暮らしも多
様化していますが、いつまでも大切にしていきたい「カワラナイコト」、
人々の意識とともに多様化しひろがる「カワルコト」を、住まい・食・エネ
ルギー・親子の4つの切り口から提案されていました。
空間提案は、「イマドキシニア」、「イマドキファミリー」、「イマドキ多世
代」という3つの暮らしでまとめられており、その世代のイマドキが反映さ
れた興味深い展示となっておりました。また意識調査に関しては、共感
できることもあれば、ジェネレーションギャップを感じるものもありました
が、大変勉強させて頂きました。
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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！
！
委員会

調統

『調査統計委員会平成２５年度上期のまとめ』
調査統計委員会 委員長 河西 淳（TOTO）
3．洗面化粧台

平成25年度も上期を終えました。
消費税増税前の駆け込みの影響もあり、新設住宅着工が9月末時点
で4月～9月累計で前年比112.7％と好調に推移しており、キッチン・バ
ス工業会において統計を行っている各商材も順調に推移しております。
キッチン、システムバス、洗面化粧台、ビルトイン機器の平成25年度
上期の実績は以下になります。
1．キッチン

2．システムバス

上期累計で対前年度比109.0％
846,846台の実績（前年比＋69,668台）

4．ビルトイン機器及びレンジフードファン

上期累計で対前年度比112.7％

上期累計で対前年度比109.8％

610,176台の実績（前年比＋68,573台）

411,319台の実績（前年比＋36,580台）

上期累計で対前年度比100.9％

上期累計で対前年度比106.7％

239,314台の実績（前年比＋2,234台）

250,828台の実績（前年比＋15,693台）

ビ ルト イ ン型 機器
１）食器洗い乾燥機
２）ガス・オーブンレンジ
３）電気・オーブンレンジ
４）電気クッキングヒーター
５）ガス・ドロップインこんろ
６）浄水器（専用・複合水栓ﾀｲﾌﾟ）
７）アルカリイオン整水器
８）ｽﾊﾟｳﾄｲﾝ型浄水器（水栓一体型）
６）７）８）合計

累計（4-9月)
合計
前年比
226,358 111.0%
5,834 112.5%
2,069 108.7%
185,354 103.7%
277,464 112.9%
26,005 114.1%
7,630 103.9%
105,324 113.3%
138,959 112.9%

レン ジフ ー ドフ ァン
シロッコファン 排気型
シロッコファン 同時給排気型
シロッコファン 計
ターボファン
プロペラファン
換気フード
総 合 計

累計（4-9月)
台数
前年比
520,387 109.8%
10,282 118.6%
530,669 110.0%
17,439 119.3%
21,413
99.2%
8,708
95.3%
578,229 109.5%

Reform
■リフォーム統計の状況について
今年度の新たな取組みとして今後ますます注視される「リフォーム需
要」の統計に取組んでおります。
下期からの情報提供を目指しておりますが上半期（9月末）の需要判
明率（＊）はシステムキッチン60.4％、戸建システムバス88.3％、マンシ
ョン向けシステムバス84.0％でした。

10月に入りシステムキッチンの需要判明率が77.3％と大きく伸長して
おり皆様のご協力のおかげで精度が徐々に上がってきております。
引続き需要判明率アップに取組んで参りますので統計にご協力頂い
ております会員企業様の引続きのご支援をお願い致します。
※需要判明率＝各社からご報告頂いている出荷台数の内、新築・リフォームの
需要が明確に判明している割合
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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

「耐震改修専用リフォーム契約書のススメ
「耐震改修専用リフォーム契約書のススメ 」」

匠総合法律事務所代表社員
弁護士 秋野 卓生

消費税増税に対する法的リスク対応について、昨年の消費税増税法
成立以降、1年以上にわたって真剣に取り組んできました。講演講師も
多く担当させていただきました。
いつもは、「こんな悪質クレームもあります。工務店の皆さん、気をつ
けてください！」という調子で最新事例の解説をしているのですが、消費
税増税に対するリスク回避セミナーでは、消費税増税法の正しい理解と
営業への活用にあたっての注意点の解説をして参りました。
9月末日の経過措置適用にあたっては、私の講演を聴いていただき、
消費税増税法を正しく積極的に、顧客へ提案し、駆け込み需要を確実
に取り込むことのできた住宅会社から「教えてくれてどうも有り難う」と感
謝の言葉まで頂き、いかに、法律を正しく伝え、法律を積極的に活用い
ただくことを提案することが重要なことか、ということを改めて認識致しま
した。
消費税増税法の次に、住宅業界で大きなテーマとなると私が考えてい
るポイントは、下記の3点です。

プロである設計者・施工会社がお互いに逃げて
しまっていては、リスクは、全て建築主が負担す
ることとなり、こんなリスクのある耐震改修工事に
建築主は多額の資金を投下して取り組むので
しょうか？建築主のなかには、「既存建物の改修
工事は大きなリスクだ」と考える方も出てくるので
はないか、と思います。
建築主に大きなリスクを負わせる契約文化では
リスクが大きすぎ、建築主は、多額の資金投下を
することができない。

1.耐震改修実施時におけるトラブル回避策
2.太陽光発電設置におけるトラブル回避策
3.サ高住などシニアビジネス参入におけるトラブル回避策

私は、耐震改修工事を積極的に推進していくためには、「既存建築物
の瑕疵問題」にどのように向き合い、どのようにリスクを事前にあぶりだ
し、各当事者に想定リスクをいかに公平にリスク分担をするか、という視
点が極めて重要ではないか、と考えております。
まずは、設計になるべくコストをかけたくない、という意識の改善から
スタートすべきでしょう。
例えば、建築防災協会発行の「耐震診断基準・同解説」に記載されて
いる確認項目については、最低限、設計者に確認してもらい、建築主は
これに要する適正費用をきちんと支払うという瑕疵リスク回避のための
コスト負担が重要であるという意識を持っていただきたいと思います。
「安く仕上げるための改修である」と考えると、ついつい、破壊調査や
調査費用が多額にのぼる調査を避けがちですが、耐震改修トラブルは
この事前の調査を実施しない事がきっかけとなって生じるものもありま
す。

施工会社に一方的にリスクを負わせる契約文化では、この想定リスク
に対応する予備費が高額となり、耐震改修工事費用の高額化を招いて
しまう。耐震設計を実施した設計事務所にリスクを負わせてしまうと、ひ
とたび大きな瑕疵が発見されれば、賠償能力に限界のある小規模設計
事務所では倒産の危機に直面することとなる。

どれもが新しいテーマであり、過去のトラブル事例・判例を将来の新し
く発生するであろうトラブル回避策の提案につなげるという新たな検討
に着手しています。
本稿では、この3点のうち、今後の中古住宅流通・リフォーム市場の活
性化の住宅政策の中で必ずや中心論点となるであろう「1.耐震改修実
施時におけるトラブル回避策」について解説したいと思います。
建物の改修工事には、既存建物の瑕疵が「見えない」という大きなリス
クが潜んでいます。
今までも、戸建てリフォーム工事現場では、リフォーム計画段階では、
事前に発覚しなかった瑕疵が、リフォーム工事の解体の過程で発覚し、
当該瑕疵を補修する工事費用が追加工事費用として請求できるか、と
いう論点はありましたが、この点は、「やむを得ないもの」として、建築主
も許容してきたのが実情ではないでしょうか。
また、リフォーム計画をするにあたって設計契約が締結されておらず、
工事費用とは別に設計費用を請求することもないケースでは、「既存建
物の瑕疵に気がつかなかったとしてもやむを得ない」として取り扱われ
てきたものもあろうかと思います。
他方で、大規模建築物の改修にあたっては、工事金額も多額であり、
耐震診断及び補強設計費用も多額です。
例えば、築50年のビルを耐震補強して使い続けたいと考えていた建
築主も、既存建物の構造部分に5000万円をかけなければ補修できな
い瑕疵があることが工事途中に判明したとなれば、「瑕疵の補修に多額
のお金がかかるのであれば、いっそのこと、建物を新築に建て替えれば
良かった」と後悔することでしょう。そうすると、耐震診断及び補強設計
を担当していた設計事務所の責任問題が出てきてしまうわけです。
この手の問題に対しては、設計事務所サイドも設計業務契約書に、
「既存建物の構造部分については、瑕疵無く施工されていることを前提
に設計する」などの「逃げ」の特記事項を設け、契約書によるリスク対応
をすることになると思いますが、そうすると建築主は「泣き寝入り」を強
いられる事となり、理不尽です。 耐震改修工事のリスクを回避する契
約書を設計事務所サイドが作ろうとすると、「検討した範囲外は免責」と
いう契約条項が契約書の中に記載されることになりますし、施工会社サ
イドにて作ろうとすると「設計図面に書いていない新たな工事について
は追加工事費用を別途請求する」といった契約条項が契約書の中に記
載されることになるでしょう。

次に、リスクの事前説明の重要性でしょう。
残念ながら、既存建物の中には、竣工図面通りに施工されていない建
物が多くあります。なかには、法令違反や約定違反の瑕疵ある施工が
なされているが、雨漏りや床の傾斜などの不具合現象が発生していな
いために瑕疵に気がつかない事もあります。
リスクの確認という概念から、懸念されるリスクは、改修計画の段階で、
徹底的に確認し、そして、そのリスク情報を建築主・設計者・施工者全員
の共通認識事項とした上で、この想定リスクに対しての危険の負担割合
をしっかりと各契約書に盛り込む努力も必要になると考えます。ここで、
既存建物の改修工事については、新たなカタチの契約書を整備するこ
とをご提案したいと思います。
2020年の東京オリンピック開催時までには、防災都市東京を構築し、
この都市構築技術と東日本大震災からの復興を世界にアピールしたい
ところであり、力強く防災都市構築のために必要な建物の耐震改修工
事は、推進されるべきであろうと思います。
この耐震改修工事に潜むリスクを誤魔化しながら工事をし、トラブルを
後に発生させるのではなく、リスク情報開示・想定リスク分散型の新た
な契約スタイルを耐震改修工事の分野で積極的に採用し、皆、安心し
て前向きな気持ちで耐震改修工事に取り組んでいただくことのできるよ
う、私達は、住宅・建設業界専門の弁護士として、新たな契約書の提案
や新たな保険の構築など、新しい法的課題に積極的に取り組んでいき
たいと考えております。

ご相談は
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秋野顧問弁護士からのご案内
住宅業界は、リーマンショック以降の不景気により、心のデフレの影響を強く受けていた業界でした。
この心のデフレにより収縮していた需要が、金利の先高感、消費増税前の駆け込み需要などの影響により、近年希に見る
好景気であったのが、2013年です。2014年も当面、好景気の業界であると思われますが、この好景気は単なる将来の需要
の先食いであり、近い将来、失われるものと考えます。住宅業界では、激動が予想されます。この激動期には、多くの法務
ニーズが発生することでしょう。当事務所では、2013年、所属弁護士にてチーム編成をして、新しい法律テーマに取り組み、
2014年1月～3月にかけて4冊の書籍を発刊する予定です。大きく時代が動く変革期に、しっかりと住宅業界専門の法律事務
所としての役割を果たしていきたいと思います。

震災復興の
法律的課題

表紙（仮）
（２０１４年１月発刊予定）

掲載内容
■ 岩手県における弁護士法人匠総合法律
事務所の取り組み
■ 震災復興時に生じる法律的課題
(1) 建設業界における人手不足解消の手段
(2) 復興工事に関連して生じる法律的課題
(3) 復興時における不動産の法律問題
①土地に関する法律問題
②建物に関する法律問題
③登記上の問題
■ 被災時に生じる法律的課題
(1) 被災時における不動産の法律問題
①新築建物に関する法律問題
②リフォーム工事に関する法律問題
③建物解体工事に関する法律問題
④地盤に関する法律問題
(2) 借地と借地上の建物
(3) 借家・アパート・賃貸マンション
(4) 地方自治法に関連して発生する問題
■ アットリスク型ＣＭ契約に関する調査

耐震化の
法律読本

表紙（仮）
（２０１４年１月発刊予定）

震災復興にあたって被災地が直面している課題を、大きく
① 震災復興時に生じる法律的課題
② 被災時に生じる法律的課題
に大別し、弁護士法人匠総合法律事務所が協定を締結している特定行政庁の
岩手県等から寄せられた質問に対する回答を掲載した、今後の復興の道標と
なる一冊です。

建築請負契約に
おける瑕疵担保責任
と損害賠償の範囲（仮）

（２０１４年3月発刊予定）

掲載内容
■ 大地震、起きたらどうなる？
(1) 地震と建物の責任問題
(2) 転ばぬ先の耐震改修
(3) 地震被害でも生じうる、損害賠償請求
■ 設計者が果たすべき「法令遵守」と「説明義務」
(1) 立ちはだかる確認申請の壁
(2) 設計者の説明義務
(3) 改修工事に伴う設計トラブル
■ 施工者が改修工事で遭遇するトラブル
(1) 施主との関係を決する「契約」
(2) この設計・監理は要注意です
(3) 近隣トラブル・ケーススタディ
■ 不動産取引で押さえておきたい「耐震性」とその
「情報」の扱い
(1) 不動産契約と耐震性能
(2) 情報公開と風評被害
■ 区分所有の壁・分譲マンションの「建替え」「耐震改修」
(1) 区分所有法がもたらすもの
(2) 大地震の被害にどう対処するか？
(3) 耐震補強の進め方
■ 建物をめぐる法律問題の基礎知識

耐震診断・耐震改修の実施に当たり予想される改修工事特有の設計リスク、施
工リスクを中心に、非耐震建物を所有・使用することよるリスク、非耐震建物に関
する不動産取引のリスク等を、弁護士・一級建築士兼弁護士の目線から、具体
的事例に即したQ&Aにて解説。改正・耐震改修促進法に準拠。

掲載内容
■ 建築請負契約に関する法的責任の概観と最近潮
■ 建築工事請負契約と民法改正
■ 瑕疵担保責任にいう「瑕疵」の意義
■ 瑕疵担保責任に基づく「損害賠償」
■ 瑕疵事象各論の検討
(1) 設計図書違反と瑕疵
(2) 構造に関する瑕疵
(3) 漏水と瑕疵
(4) 防火と瑕疵
(5) 美観及び快適性能の瑕疵
(6) 第三者被害と瑕疵
■ 工事中の不具合
■ リフォーム工事を巡る法的問題
※ 各項目を具体的ケースに基づき解説し、
瑕疵担保責任に関して問題となる各場面を
ケース方式【57ケース収録】で解説します。

掲載内容
■ はじめに
■ 個人投資家・地主・消費者向け太陽光発電システ
ムビジネスの誕生と再生エネルギー法制再エネ特措
法ほか、関連する法制度を解説します。
■ 住宅用太陽光発電システム営業に関する問題景品
表示法、説明義務、消費者契約法その他、実例に基
づく法的トラブルを解説します。
■ 住宅用太陽光発電システムの設計トラブルQｱﾝﾄﾞA
太陽光発電システムの設置設計に関するトラブルとそ
の法的責任を実例に基づき解説します。
■ 太陽光発電パネルの反射光を巡る法的問題
話題になった太陽光発電システムの反射光を巡る裁
判について解説をします。
■ 太陽光システム設置後のトラブル
太陽光発電システムの設置により生じる新しい近隣ト
ラブルの紹介とその解決の目安を解説します。
■ 個人投資家・地主・マンション管理組合の投資とし
ての太陽光発電システム住宅用と異なった、投資向
けの「産業用」太陽光発電システ ムに関するビジネス
と法的問題を解説します。
■ おわりに

太陽光発電システム
を巡る法律トラブル
Ｑ＆Ａ（仮）

（２０１４年2月発刊予定）

再エネ特措法に基づき現在急速に拡大している太陽光発電システムを巡る法
的諸問題を、法律制度、営業トラブル、設置・設計トラブル、設置後の近隣トラブ
ルといった各フェイスにおいて生じる法的諸問題を、実例をもとに解説します。
現在、未だ類書を見ない、太陽光発電システムビジネスにおいては手放せな
い1冊です。

建築訴訟を専門として行っている弁護士法人匠総合法律事務所が、建築紛争
実務上争点となる事項について、分析・検討を加えた1冊。
すべてのケースにおいて、現実の紛争解決・裁判事例にて問題となった実例を
ベースに解説しております。

2014年もどうぞよろしくお願い致します。
2014年は、現在、住宅設備機器のPL問題にて積極的に取り組んでいる、製品の長期使用に伴い発生する事故に関する問題や新製品にてPL問題が発生したケー
スにおけるアライアンス契約を締結したメーカー間の負担割合の問題などについて、法的な整理を進めて参りたいと考えております。
また、リフォームシフトが進む住宅業界において、リフォーム工事特有のトラブル回避策の研究としての書式の制作も進めていきたいと思います。
コンプライアンスの分野としては、建設業法対応、建築士法対応について、行政処分例の分析を進め、キッチン・バス工業会の皆様方へも最新情報をご提供できる
ように準備を進めて参りたいと考えております。2014年も引き続き、ご指導・ご鞭撻の程、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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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

「あなたが必要です」
11月に入って周りの風情も一変してきた。

そもそも「国の文化」の元は「家庭の文化」だと考える。住まいの中心

11月12日東京地区の最高気温が12度、最低気温が8度を記録した。

にある台所で、また一日の仕事の疲れを癒すお風呂で家族の安全とぬ

つい一ヶ月前の10月11日では、最高気温が30度、最低気温でも22度を

くもりを確かめ、 家族のコミュニケーションを諮ってきた。

記録していたのに、急激な変化を見せている。

この家庭文化の醸成を担ってきたのが、「台所･お風呂」を中心とした

南国沖縄でもミーニシ（＊）が到来したと伺った。

住まい方である。

さて、周りの木々も色づき、桐一葉、気持ちを芳醇な秋色に染める頃

創り上げている。

様々な住まい方、生活スタイルが個々の家庭、地域、国の家庭文化を
と思っていた矢先、一気に白い季節が北から襲ってきた。更に地球の底

今回も全国からお寄せいただいた沢山の川柳には味わい深い、生活

から湧き出る自然界の営みが、予測を超えるスピードと激しさで、地球

感溢れる一コマが「5．7．5」の句となって寄せられている。

規模の生活圏を翻弄している。このような過去の予測を超える事象が
今回この川柳事業やKB通信など工業会の広報部門の中心で活躍し、

続いている時だからこそ、身近な変化・移ろいにも心配りが必要だ。

輝いていたスタッフの訃報を11.5の表彰式直前に突然戴いた。
ところで、工業会の行事の中でも幅広く工業会内外の皆様に絶大なる

大変ショックであり、つい最近までお元気そうにお仕事していた大事な

応援を戴いて、成功以上に成功させていただいた第9回「キッチン・バス

仲間である。11月5日の晴れ舞台でも当然輝いていただけると関係者

の日記念・川柳募集事業」は、先日11月5日に優秀作品表彰式を執り

誰もが思っていただけにその驚きと、悲しみはとても深い。更にご両親

行った。これで川柳事業は、来年第10回をスタートさせ、次の10年の新

の無念さは、計り知れない。謹んで、お悔やみを申し上げる。

たなステージに入る。ご支援いただく関係者、関係団体の皆様には今

お話しによると、「がん」ということである。「がん」との闘病の苦しみも

後とも引き続きのご協力を節にお願いする次第である。

見せず、最近までしっかりお仕事していたお顔が思い出される。
最近戴いた友人S氏からの文章に次のようなフレーズが書かれていた
ことを思い出し、ここに紹介する。

「人間は生まれてくる順番はあっても亡くなる順番は無い。誰がいつ亡くなっても
おかしくないのが自然の摂理としたら、他人の時間はもちろん自分の時間も一秒
たりとも、無駄にすることは許されない。時間に対する緊張感は、命に対する緊張
感なのです。」
「命をもらい、生きるということは生きる役割が誰にもある。それが生き甲斐であり、
あなたが必要ですということです。」

＊ミーニシ：沖縄 秋の訪れを告げる北風
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Copyright © JAPAN ASSOCIATION OF KITCHEN & BATH 2013

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。

『50周年記念事業推進委員会を立ち上げました』

2015年
キッチン・バス工業会は
50周年を迎えます

50周年記念事業推進委員会 委員長 伊藤 久人（トクラス）
キッチン・バス工業会は平成27年（2015年）に設立50周年を迎えま
す。昭和40年（1965年）3月にステンレスシンク工業会として発足して
半世紀、高度成長期以降の幾多の荒波をくぐり抜け、度重なる組織改
変を積み重ね今日に至っています。
前回、平成17年（2005年）の40周年時にも記念誌発行と式典を開催
した経緯を踏まえ、50周年という節目を迎えるにあたり何らかの内外発
信が必要ではないかとの意見が総務委員会を中心に議論され、総務の
委員長、副委員長と広報委員長および事務局を中心に50周年事業の
委員会を立ち上げることになりました。
現在委員の間では、平成17年からの10年間の歩みを振り返り記録と
して残すこと、将来・10年先の工業会のビジョンを示すこと等の基本方
針を確認し、多角的な議論を重ねています。

ざっと振り返るだけでも平成17年の耐震偽装
事件に始まり、SIセンサーコンロ、Ｆ☆☆☆☆、
リーマンショック後の業界再編、東日本大震災
など当工業会を巻き込んだ大きな出来事が目
白押しです。
当委員会ではこれらの社会事象に対応した
工業会の成果物の確認と時代考証という形で
各委員会の皆様から論考をお寄せいただき、安心安全、少子高齢化、
省エネ、リフォームという社会的要請に向き合っている現状を取りまと
め、50周年の節目の情報発信としたいと考えておりますので、皆様の
ご協力を宜しくお願い致します。

『（一財）建材試験センター創立50周年記念式典に出席して』
広報専門委員会 藤田 東一（LIXIL）
10月17日（木）、（一財）建材試験センターの創立50周年記念式典（東
京會舘）に、広報専門委員会4名と事務局で出席させていただきました。
同センターにはSIセンサーコンロや住宅エコポイント（高断熱浴槽）な
どで、会員各社が大変お世話になっておりますが、同センターの関係者
の方々と新たな交流の機会を得ることができました。
式典では、ご来賓の方々（経済産業省 宮川製造産業局長、国土交通
省 井上住宅局長、東京大学 菅原名誉教授）のお話や、同センターが
準備された50年間の様々な活動内容のスライドなどから、大変感慨深
い同センターの歴史を知ることができました。
また、乾杯は日本酒で行うのが正統である（「祈念」という言葉は神様
に対してのみ使う言葉なので）ことや、関係者の紹介の折に、その人の
「人となり」を交えて話すなど、2015年に50周年を迎える当工業会とし
ても大変参考になる式典に参加できました。

『ＧＫＰ（下水道広報プラットホーム）業界交流・現場視察を開催』
調査統計委員会 岩瀬 雅彦 （シゲル工業）
去る11月27日（水）に「東京都の合流式下水道 ～キッチン・バスの先
はどうなっている？～」と称されたGKP（下水道広報プラットホームの略
で下水道業界の広報団体）業界とキッチン・バス工業会の相互理解を
深めるための第一弾として現場視察会が開催されました。
台東区にある「北部下水道事務所 蔵前水の館」にて実際に使用して
いる、地下に隠れたパイプの中を上下に下水がらせん状に流れる「らせ
ん案内路式ドロップシャフト」や内径6.25ｍもある大きな下水道管等を
視察しました。
そこから港区にある「芝浦水再生センター」に移動し、下水道の役割で
ある「汚水の処理による生活環境の改善」「雨水の排除による浸水の防
除」「公共用水域の水質保全」や芝浦水再生センターの概要説明を受け
その後降雨初期の特に汚れた下水を貯蓄する雨天時貯蓄池や施設を
視察ました。意見交換会では下水道の入口であるキッチン・バス工業会
と出口にあたるGKP業界との今後の活動についての意見交換がなされ
ました。今回の視察において、下水の再生に掛かる手間への驚きと下
水道管が詰まる原因となる油や食材カス等を下水に流さない事の重要
性を認識しました。
15
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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。

『 「住生活月間中央イベント/スーパーハウジングフェア ｉｎ 富山」に参加して』
総務委員会 副委員長 藤田 東一（LIXIL）
10月19日（土）、第25回「住生活月間」（主催：国土交通省ほか）の「住
生活月間中央イベント／スーパーハウジングフェア ｉｎ 富山」、及び「住
生活月間・住生活月間中央イベント合同記念式典」に、広報専門委員
長、総務副委員長と事務局の計４名で出席させていただきました。
富山産業展示館では、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、その後、妃殿下は、「愛情いっぱい! 省エネ・健康住
宅～スマートウェルネス住宅のススメ～」をテーマにしたパネルや、各
団体の展示ブースをご覧になられ、当工業会も構成メンバーであるウィ
ズガスCLUBのブースでも説明にご傾聴いただき、エコジョーズに関する
ご質問もしていただきました。そのご様子を見て、「来年は10回目となる
川柳事業の取り組みについてもこの場で大々的にPRするぞ！」と心に
誓う柴崎委員長でした。
その後、高円宮妃殿下のご臨席のもと、ホテルグランテラス富山で記
念式典が行われ、主催者である那珂住生活月間実行委員会会長、樋
口住生活月間中央イベント実行委員会委員長や、来賓である野上国土
交通副大臣などのご挨拶、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。当工業
会の川柳の式典の和やかさとは違う、とても厳かな表彰式で大変貴重
な経験をさせていただきました。
高円宮妃殿下によるテープカット

『平成２５年度内閣府「家族の日」フォーラム に参加して』
広報専門委員会 藤田 東一（LIXIL）
11月17日（日）、平成25年「家族の日」フォーラムが東京都文京区の
文京シビックホールにて開かれました。
当工業会では、内閣府の「家族の日」「家族の週間」の趣旨に賛同して
いることから、当日は川柳優秀作品集を会場に置かせていただくととも
に、広報専門委員2名と事務局の計3名でフォーラムに参加させていた
だきました。
文京区本郷台中学校吹奏楽部による「あまちゃん」テーマ曲の楽しい
オープニング演奏のあと、森まさ子少子化担当大臣の「少子化対策の3
本の矢（子育て支援強化、働き方改革、結婚・出産支援）」という国とし
ての重要政策や、パネルディスカッションでは、パネリストの伊藤ゼク
シィ編集長の「仕事一辺倒でなく、子育てによる生活者視点を持つ機会
を得たことで、生活者視点のアイディアが多く生まれ、発行部数が大幅
に伸びた」などの企業人としてもとても参考になるお話が聞けました。
今後もキッチン･バスが家庭生活の中心であることを、「家族の日」「家
族の週間」の普及啓発とあわせてＰＲしていきたいと思います。

←第９回「台所・お風呂の川柳」小冊子を展示
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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。

新会員のお知らせ

ドゥーマンズ株式会社
ドゥーマンズ株式会社
代表取締役 二宮 健一

株式会社水生活製作所
代表取締役社長 早川 徹

この度、キッチン・バス工業会様に新規会員として参加させて頂く事に
なりました『ドゥーマンズ株式会社』と申します。創業してわずか13年の
若輩企業でございますが、宜しくお願い致します。
弊社は、住宅設備、とりわけ収納のオーダー対応を、迅速且つ安価に、
お客様にお届けすることを目的として起業した会社です。そのためには、
商品企画から製造販売まで、ワンライティングで一体化した製造連携が
必要となります。
弊社では、従来新商品に掛けてきた膨大な開発コストを極限まで圧
縮するとともに、図面、見積り、CG、プレゼンシートを自動的に生成する
営業支援ツールを提供して、お客様への提案スピードを大幅にアップし
たいと考えてきました。
同時に、加工情報まで自動生成することで、規格品とオーダー商品を
区別せず品番管理し製造する、という新たな手法で、製造連携を具現
化して参りました。
弊社の夢は、従来のビジネスフローに潜む『膨大な手間』を徹底的に
省くことで、「住宅設備をお客様のカタチにカスタマイズできることが、当
たり前のサービスとなる」ことを実現することです。
キッチン、洗面台、食器棚をはじめ、キッチン・バスの世界では、仕様
変更が比較的容易に行なうことができ、オーダー家具を含め身近な存
在になると思います。

昨年、キッチン・バス工業会に入会させて頂きました「水生活製作所」
です。今後とも宜しくお願い致します。
弊社は、岐阜県に本社・工場を構える水廻り品製造メーカーです。
2012年8月1日に、設立50年を迎えたことを契機に、それまでの「早川
バルブ製作所」という社名から、現在の社名に変更をしました。
それまで使用していた「ＨＶＳ」というブランド名も「ＭＩＺＳＥＩ（ミズセイ）」
に変わりました。
製造（取扱）品目は、給水栓類・管継手類・浄水器類・節水器具類・
ガーデニング製品類です。
製造工程としては、銅合金の鋳造・機械加工・メッキ・組立を自社工場
で行っており、2014年2月にはプラスチック成型工場も竣工いたします。
もちろん日本工業規格（JIS）認証取得工場であり、ISO9001・14001認
証登録工場です。
自社ブランド製造だけではなく、OEM・PB品の製造受託、また鋳造品
製造のみ、メッキ加工のみ、樹脂成型のみの請負も行っております。
2014年には、おかげさまで創業60周年を迎えます。
コーポレートスローガンは「水から素敵な生活をつくる」
おいしくて安全な水、からだをきれいにする水、こころを潤す水・・・。
多才な水と、人との関係をみつめ、ユーザーをワクワクさせる商品づく
りを目指しています。

皆様と一緒に活動させていただきながら、勉強させて頂きたいと思い
ますので、ご指導賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

本社：〒151-0053 東京都渋谷区代々木 3-28-6
TEL： 03-5354-7671 FAX： 03-5354-7672
URL http://www.furnituremaker.jp

本社：〒501-2104 岐阜県山県市東深瀬94-2
TEL：0581-23-4132 FAX：0581-27-0532
URL http://www.mizsei.co.jp/
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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！

社名変更のお知らせ

いろいろな話題をお届けいたします。
トクラス株式会社では、従来の水回り住設事業に加え、浄水器事業、
海外事業、WPC (Wood Plastic Composites)事業など、新たな事業領域
への進出や、他企業とのアライアンスなど、積極的な成長戦略を加速さ
せることを中期計画の柱としており、10月のスタートにあたり二つのニュ
ースリリースを配信致しました。
一つ目はキッチン塗装扉114色「シャインカラー」の2013年度グッドデ
ザイン賞受賞です。ヤマハ時代から培ってきた塗装技術による「鏡面塗
装扉の品質」と「100色以上の多色ラインナップ」が評価されました。
二つ目はWPC事業の新商品「セルブリッド」の発売です。
ウッドプラスチックの強みである「軽い、強い、熱に対して変形し難い」
特性を活かし、従来の用途である建築材料に加え、家電、自動車など
の幅広い用途への拡大を図っていきます。
私たちトクラス株式会社は、技術伝承と新たな事業領域での成長、住
設業界のなかで大きくはなくとも個性の際立つ企業を目指してまいりま
す。今後とも宜しくお願い申し上げます。

トクラス株式会社
森定社長と
グッドデザイン賞を受賞したシャインカラー

2013年10月1日より、ヤマハリビングテック株式会社はトクラス株式会
社に社名を変更致しました。
トクラスの語源は日本語の「・・・と暮らす」。お客様一人ひとりの暮らし
に長く寄り添い、新たな生活価値を提供し続ける企業でありたいとの思
いを込めて創出した商号であり、コーポレートブランドです。
また、ロゴマークにある黄色いチェックマークは、私たちトクラスが自
信をもってお奨めする価値提供の証、という意味を込めてデザインされ
ています。弊社の出自であるヤマハブランドは知名度も高く好印象のブ
ランドではありますが、どうしてもピアノやオートバイなどの趣味性の高
い商品を想起させ、日用品である住宅設備機器のブランドとしての浸透
度は必ずしも充分なものとは言えませんでした。
このたび弊社では、ファンドからのMBO（経営者による自社株取得）に
よる自立を期に、商号とブランドを「トクラス」に変更・統合することで第2
の創業を目指しています。住宅業界の足元に押し寄せている大きな環
境変化に対応していくためには、「自らの変革なくして成長はあり得な
い」という森定社長の強い決意の下、「お客様の『まいにち』と暮らす。」
という企業理念の実現に向け社員一丸となって取り組んでまいります。

↑トクラスキッチンと
白川取締役
（キッチン・バス工業会副会長）

↑静岡県浜松市の本社

↑新商品「セルブリッド」

代表者変更についてのお知らせ
この度、キッチン・バス工業会への代表者として就任いたしました似内
向（にたない）と申します。当社は木質系部材の供給メーカーとして会員各
社様に大変お世話になっております。
丸玉産業は人にやさしく環境にやさしい木質素材を提案し、安定した
供給を行っていきたいと考えております。
今後ともキッチン・バス工業会の発展のために取り組んでまいります
ので、ご指導下さいますようお願い申し上げます。

丸玉産業株式会社
茨城工場工場長 似内 向
（にたない こう）

編集
後記

今年もメインイベントである「台所・お風呂の川柳」表彰式が楽しく華やかに行なわれました。
受賞者をご招待する表彰式は、生活者の方と接点が持てる、業界団体としては稀有な機会かと思い
ます。今回、受賞者の方々へ取材する新たな試みを行いました。取材を通して、受賞者の「台所・お風
呂の川柳」への愛着、日常の生活感を垣間見ることができ、心和ませていただきました。
やはり日本人の生活スタイルはお風呂やキッチンが育んできたのだと改めて感じました。今号では、
そんな受賞者の喜び、キッチンやお風呂への愛着、家族の温もり、工業会として行なう川柳事業の意
義が伝われば幸いです。
編集後記を執筆している11月後半は秋から初冬へ。皆様がご覧いただく時はもう真冬。一日一日寒
さが身に染みます。皆様には今号の受賞者の句や喜びの声を読んで心温かくなっていただければ…。
私は、もっとも楽しみな我が家のお風呂にのんびり浸かりながら温まり、師走を乗り切り、新しい年に
備えたいと思います。皆様、よい新年をお迎えください。
松本 賢治（TOTO）

第6号編集委員
編集長：東原 徹(ハウステック)
阿部 淑美（トクラス）
原田 純子(トクラス)
井上 知春（ナスラック）
木住野 健(リンナイ)
柴崎 和彦（クリナップ）
高木 利一（タカラスタンダード）
田中 佐知子(三菱レイヨン・クリンスイ)
藤田 東一（LIXIL）
松本 賢治（TOTO）
小谷 浩和（トヨウラ）
岡本 英昌（永大産業）
島崎 喜和(事務局)
田中 朋子（事務局）

発行日：2013.12.20 / 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

検索

「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

http://www.kitchen-bath.jp/
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