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平成29年度定時総会（6/1）

Message

「K・B通信」第13号発行にあたり

平素は、キッチン・バス工業会の活動にご支援を賜り、誠にありがとうございます。
2016年度は、消費税増税再延期決定をはじめ、英国のEU離脱・米国のトランプ政権誕生など経
済環境への影響を及ぼす予想外の事案が発生しました。また熊本地震や東日本での台風被害な
ど多数の自然災害にみまわれました。当業界においても非常に厳しい環境ではありましたが、4月
に報告されました自主出荷統計によると、キッチン・浴室・洗面化粧台ともに前年度を上回る結果
となりました。これもひとえに、創立50年を超える当工業会の活動を通した中での会員皆様との相
互連携・協力や会員各社様の経営努力によるものと存じます。
今年度も、世界で緊迫した情勢が生まれていますが、日本では、2020年の東京オリンピック開
催に向け、新たな需要が活性化すると共に多様性が求められてくると認識しております。
当工業会並びに各社様の更なる飛躍を祈念致しますと共に、引続き一層のご支援を賜りますこ
とをお願い申し上げ、7年目を迎える本誌の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
株式会社ハウステック
代表取締役社長

山口 晃
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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29年度 第１回理事会開催
4月28日（金）に浜松町東京會舘にて、平成29年度第1回理事会が
以下の議事に従い開催されました。当日、役員体制審議において、大
道会長の続投が承認されました。

１．審議事項
(1) 平成28年度事業報告及び平成29年度事業計画（案）
(2) 平成28年度事業収支決算報告及び平成29年度収支予算（案）
(3) 平成29年度役員体制（案）
(4) 内閣府からの子育て支援パスポート事業への協力依頼の件
(5) 中小企業庁からの証明書発行団体としての要請について

２．報告事項
(1) 会員移動について〈入会、退会、社名変更、代表者変更〉

３．特別報告
(1)平成28年度自主出荷統計報告
(2)合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律について
(3)委員会運営規程の改定について
(4)情報処理の実態調査に関するアンケート及びHPアクセス状況
(5)「K･B通信新春特別号」と「技風堂々」について
(6)事務局報告
・ 第13回川柳事業の件
・ 今後の行事日程〈公式行事・委員会開催日程他〉
・ 平成29年度総会案内及び懇親ゴルフ会のご案内
・ 第13回KB＆Gコラボ 代表者会議 議事次第他
理事会の様子

・ その他

第13回 KB&Gコラボ代表者会議開催
理事会終了後、引き続き日本ガス体エネルギー普及促進協議会と
の第13回KB&Gコラボ代表者会議を開催しました。
同協議会内田会長のご挨拶の後、平成28年度活動報告と平成29年
度活動計画についての報告がされました。
続いて、クックパッド株式会社ブランディング・広報担当本部長であ
る小竹貴子氏から、「女性が活躍できる環境の作り方」と題して講演い

ただきました。女性から見た女性の活躍について、企業で少しでも変
化を起こすきっかけにしてもらえればと、ご自身の経験をもとに説明い
ただき、環境によって成長できることや多様性を受け入れないといけ
ない時代であることなど、非常に参考になるお話をいただきました。
最後に大道会長からご挨拶をいただき閉会しました。

代表者会議の様子
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11月2日はキッチン・バスの日

平成29年度 工業会定時総会開催
6月1日（木）にホテルグランドパレスにて平成29年度定時総会・全員懇談会が、下記議事に従い開催されました。はじめに大道会長による出席者
への謝辞があり、続いて理事会決議事項である大道会長の続投の報告がありました。
また、新任副会長・理事の方を含め、入会および社名・代表者変更された各社からご挨拶をいただき、過去最大の83社の会員による、工業会の
平成29年度の新たな門出となりました。
総会終了後、経済産業省、国土交通省、内閣府からご来賓をお迎えし、会員及び関係団体の代表者の方々のほか総勢300名を超える出席者に
よる懇親パーティーを盛大に開催しました。

定時総会議事

■技術委員会
◇キッチン、洗面、浴室 共通分野
(1)「標準設置マニュアル」の拡充更新と周知の促進
(2)商品の技術動向変遷の調査
(3)製品関連 環境対応推進
(4)関連情報の収集、対応策の検討
◇規格基準検討専門委員会（キッチン、洗面、浴室）
(1)キッチン、洗面関連の3JIS改定原案についての諸対応推進
(2)「排水器具（トラップ）」に関するJISの維持または改定の方針決定
(3)浴室関連の10JISの規格の改廃提議に向けた原案作成準備推進
◇浴室分野
(1)「留置型手すりJIS化」への対応検討
(2)入浴剤と浴室製品との技術整合
■調査統計委員会
(1)自主出荷統計内容の充実
(2)統計3専門委員会の充実（キッチン・洗面・浴室の各専門委員会）
(3)自主出荷統計項目見直し
■ＰＬ関連委員会
(1)製品安全に対する啓発
(2)「カタログ表示ガイドライン」の見直し
(3)関連他団体、関連機器メーカー様との交流会
(4)関連法案の情報収集と対応
■情報化推進委員会
(1)IT技術の調査・研究
(2)工業会ホームページのアクセス状況の分析と報告
(3)会員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の継続実施
(5)工業会の業務効率化のためのITサポート推進
■消費者関連委員会
(1) HPコンテンツの拡充
(2)関連団体、関連業界との意見交流会実施

１．審議･報告事項
(1) 平成28年度事業報告及び平成29年度事業計画（案）
(2) 平成28年度事業収支決算報告及び平成29年度事業収支予算（案）
(3) 平成29年度役員体制（案）
２．平成29年度会員移動について【入退会・社名変更・代表者変更】
３．特別報告
(1) 内閣府からの子育て支援パスポート事業への協力依頼の件
(2) 中小企業庁からの証明書発行団体への要請の件
(3) 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の件
(4) 平成28年度自主出荷統計概要報告
(5) 情報処理の実態調査に関するアンケート及びホームページアクセ
ス状況報告
(6) 事務局報告
・第13回川柳事業推進の件
・今後の行事日程〈公式行事・委員会開催行事〉

【平成29年度事業計画の概要】
■総務委員会
(1)工業会の地位・認知度向上の推進
(2)傘下の6委員会課題の推進
・川柳事業専門委員会：第13回川柳事業の推進
・仮設住宅対策専門委員会：標準仕様・供給能力の見直し等
・広報専門委員会：広報誌・ＨＰ他での情報発信推進等
・室内空気環境専門委員会：関連規制・環境リスク対応の推進等
・材工課題専門委員会：建築系廃棄物の適正処理に関する啓発等
・営業企画専門委員会：営業マターの問題についての検討
(3)各種課題に対応するための体制、規程類の整備
(4)会員拡大の施策検討と推進
(5)関連行政機関・団体等との連携強化の推進
(6)関連法令や行政施策の情報収集と共有化

定時総会の様子

懇親会の様子
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平成29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）

会 長

永大産業（株）

代表取締役社長

大道 正人

副会長

クリナップ（株）

代表取締役会長

井上 強一

副会長

タカラスタンダード（株）

代表取締役社長

渡辺 岳夫

副会長

トクラス（株）

上席執行役員

白川 勝

副会長

ＴＯＴＯ(株)

取締役 常務執行役員

林 良祐

副会長

(株)ハウステック

代表取締役社長

山口 晃

副会長

パナソニック（株）
エコソリューションズ社

ハウジングシステム事業部
水廻りシステムビジネスユニット長

小早川 益律

副会長

(株)ＬＩＸＩＬ

専務役員

有代 匡

理事

積水ホームテクノ(株)

代表取締役社長

福井 一晃

理事

（株）長府製作所

代表取締役社長

橋本 和洋

理事

東京ガス(株)

リビングサービス推進部長

野口 尚史

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 浩介

理事

（株）ベルキッチン

代表取締役社長

高橋 雄二

理事

リンナイ(株)

代表取締役社長

内藤 弘康

監事

（株）トヨウラ

代表取締役社長

坂井 良行

監事

（株）和光製作所

代表取締役社長

西田 隆一

工業会常任 事務局長

高木 利一

常務理事 工業会事務局
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新規会員ご紹介

代表者変更のお知らせ

三菱ケミカル・クリンスイ株式会社
代表取締役社長
木下 博之

株式会社 亀井製作所
代表取締役社長
亀井 伸一

（きのした ひろゆき）

(かめい しんいち）

本社所在地

：岐阜県加茂郡坂祝町黒岩752-1

支店 営業所

：東京支店・大阪営業所・名古屋営業所

工

：岐阜県加茂郡坂祝町黒岩752-1

場

この度、三菱ケミカル・クリンスイ株式会社の社長に就任致しました
木下でございます。平素は、会員各社様には格別のご高配を賜り、
厚くお礼申し上げます。2017年4月1日に三菱ケミカル・クリンスイ株
式会社として新たにスタート致しました。三菱化学、三菱樹脂、三菱
レイヨンの３社が統合され発足した「三菱ケミカル株式会社」の一員
として、私たちは、「水で世界に“ｗａｋｕ－ｗａｋｕ”を」を合言葉に、さ
らに広い視野で水の問題解決に挑戦して参ります。
今後とも工業会の発展に寄与できるよう精進したいと存じます。ご
指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

おもな製造品目：ミニキッチン、コンパクトキッチン、コンパクト50
ファニチャーキッチン、オフィスキッチン、洗面化粧台
高齢者キッチン・洗面キッチン
（新築、オフィス、リフォーム、サービス付き高齢者向け住宅）

ホームページ ： www.repeat-k.co.jp

東プレ株式会社
代表取締役
池田 芳清
（いけだ よしずみ）

この度、東プレ株式会社の代表取締役に就任致しました池田芳清
でございます。平素は、会員各社様には格別のご高配を賜り、厚くお
礼申し上げます。
当社は浴槽蓋をはじめとしたプラスチック製品をご提供させていた
だいております。小ロット、多品種のニーズにお応えできる企業とし
て、快適生活空間を提供できるよう努めて参ります。
今後も微力ではございますが工業会の発展に貢献できるよう精進
したいと存じます。ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

本社 岐阜工場

この度、キッチン・バス工業会様に入会させていただきました「株式
会社亀井製作所」と申します。今後とも何卒よろしくお願いいたします。
弊社は、主にミニキッチン企画・開発・製造・販売・施工・サービスの
一貫した生産を行っており、住設・燃料問屋様、代理店様に納入をさ
せていただいております。
1948年 約70年前に愛知県扶桑町で創業。1983年に現在の岐阜工場
を開設しキッチン関連商品の製造を行っております。
その後、時代と共にお客様のご要望にお応えするべく、生産品目を増
やしてまいりました。主力製品はミニキッチン、コンパクトキッチン・コ
ンパクト50・ケアハウスキッチンといった幅寸法の小さなキッチン、い
わゆるミニキッチンの総合メーカーとしてご愛顧いただいております。
また最近はパーシモン・ファニチャーキッチンといった機能面はもち
ろん、デザイン性にもこだわりのあるお客様のご要望にマッチした高機
能型キッチンや、印刷機械を活用したオンリーワン商品の開発を手掛
け、お客様のニーズを吸い上げた物づくりで多品種小ロット生産するこ
とで、お客様の様々なニーズに対応しております。
入会と共にこれからは工業会でのご指導ご鞭撻を通じ、デザイン質
感にこだわった、更に安全・安心な商品開発で多くのお客様に満足を
いただけるような商品の魅力向上に貢献すべく精進してまいります。

新日鐵住金ステンレス株式会社
営業本部 薄板営業部長
藤永 充博
（ふじなが みつひろ）

この度、新日鐵住金ステンレス株式会社薄板営業部部長に就任し
ました藤永充博と申します。キッチン・バス工業会会員各社の皆様
には日頃より大変お世話になっておりまして、厚く御礼申し上げます。
今後も国内ステンレストップメーカーとして、キッチン・バス空間の新
たな価値創造に向け、魅力あるステンレス素材の開発、ご提供を通
じまして、会員各社様の素晴らしいものづくりに貢献出来ますように、
全力を尽くしたいと存じます。
皆様のご指導・ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。
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平成29年度 正副委員長名簿

平成29年5月30日現在

委 員 会
総務委員会

広報専門委員会

室内空気環境専門委員会

仮設住宅対策専門委員会
川柳事業専門委員会
材工課題専門委員会

営業企画専門委員会

技術委員会
キッチン・洗面技術専門委員会

浴室技術専門委員会

規格基準検討専門委員会

調査統計委員会

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
ＰＬ関連委員会

情報化推進委員会

消費者関連委員会

会 員 名
委員長
副委員長
副委員長
副委員長
副委員長
副委員長
副委員長
副委員長
委員長
副委員長
副委員長
委員長
副委員長
副委員長
委員長（キッチン）
副委員長（浴室）
委員長
副委員長
委員長
副委員長
副委員長
委員長
副委員長
副委員長
委員長
副委員長
委員長
副委員長
副委員長
副委員長
副委員長
委員長
副委員長
副委員長
副委員長
キッチン委員長
洗面委員長
浴室委員長
委員長
副委員長
副委員長
副委員長
委員長
委員長
委員長
委員長
副委員長
副委員長
副委員長
副委員長
委員長
副委員長
副委員長
委員長
副委員長
副委員長
副委員長
副委員長
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永大産業㈱
クリナップ㈱
タカラスタンダード㈱
ＴＯＴＯ㈱
トクラス㈱
㈱ハウステック
㈱ＬＩＸＩＬ
リンナイ㈱
タカラスタンダード㈱
クリナップ㈱
積水ホームテクノ㈱
ＴＯＴＯ㈱
㈱ＬＩＸＩＬ
クリナップ㈱
タカラスタンダード㈱
㈱ＬＩＸＩＬ
OB（ハウステック）
OB(TOTO）
㈱ノーリツ
㈱長府製作所
㈱ＬＩＸＩＬ
㈱ＬＩＸＩＬ
ＴＯＴＯ㈱
㈱ハウステック
トクラス㈱
㈱長府製作所
トクラス㈱
クリナップ㈱
ＴＯＴＯ㈱
タカラスタンダード㈱
㈱ベルキッチン
㈱長府製作所
ＴＯＴＯ㈱
タカラスタンダード㈱
ニッコー㈱
クリナップ㈱
ＴＯＴＯ㈱
㈱ＬＩＸＩＬ
クリナップ㈱
㈱ノーリツ
㈱ハウステック
ナスラック㈱
ＴＯＴＯ㈱
パナソニック㈱
㈱ＬＩＸＩＬ
ナスラック㈱
クリナップ㈱
タカラスタンダード㈱
永大産業㈱
㈱ハウステック
㈱ハウステック
㈱ノーリツ
クリナップ㈱
ＴＯＴＯ㈱
ナスラック㈱
タカラスタンダ－ド㈱
㈱パロマ
㈱ＬＩＸＩＬ

氏 名
土井隆義
柴崎和彦
中島宏文
大西弘人
伊藤久人
細入正樹
佐無田 譲
木住野 健
中島宏文
柴崎和彦
滝川光紀
吉良 悟
服部健一郎
中里 敦
中島宏文
羽田滋明
中山世一
柴山 勲
今井也寸志
吉田竜介
増田敏文
園田静雄
猪狩 純
氏家和博
小林孝司
松屋俊男
小林孝司
小林 桂
清水洋一
大原尚樹
野田佳正
松屋俊男
酒井博康
山抱 裕
木村 敬
小林 桂
清水洋一
野村泰之
柴崎和彦
平川 武
細入正樹
神谷剛志
猪狩 純
栗林羊次
垣田 賢
岡部光朝
中里 敦
中島宏文
中島博文
吉田末夫
渡邊理一郎
川島 博
山本基善
前田浩明
神谷剛志
中島宏文
塚原敏夫
藤田東一
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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

2016年度（平成28年度） 自主出荷統計
調査統計委員会 委員長 柴崎 和彦（クリナップ）
2016年度の自主出荷統計概況は以下の通りです。
キッチンは前年並み、洗面化粧台、浴室は微増でした。
■キッチン
キッチン総計
システムキッチン
セクショナルキッチン

2016年度台数
1,757,060
1,287,276
469,784

2015年度台数
1,746,643
1,273,558
473,085

前年度比
前年度増減台数
100.6%
+10,417
101.1%
+13,718
99.3%
▲3,301

構成比
－

2016年度台数
453,457
355,449
585,240
298,419

2015年度台数
446,031
341,035
574,439
288,326

前年度比
前年度増減台数
101.7%
+7,426
104.2%
+14,414
101.9%
+10,801
103.5%
+10,093

装着率
37.6%
29.5%
48.5%
24.7%

2016年度台数
1,251,212
1,172,734
34,449
26,515
17,514

2015年度台数
1,219,050
1,137,723
33,833
29,044
18,450

前年度比
前年度増減台数
102.6%
+32,162
103.1%
+35,011
101.8%
+616
91.3%
▲2,529
94.9%
▲936

構成比
－

2016年度台数
1,833,176
512,857
267,829
1,052,490
1,237,883

2015年度台数
1,804,142
595,712
261,451
946,979
1,217,017

前年度比
前年度増減台数
101.6%
+29,034
86.1%
▲82,855
102.4%
+6,378
111.1%
+105,511
101.7%
+20,866

構成比
－

2016年度台数
1,610,441
1,462,362
769,499
616,353
76,510
148,079
18,550
2,946
13,637
112,946

2015年度台数
1,584,584
1,423,541
764,926
588,711
69,904
161,043
19,838
3,094
16,123
121,988

前年度比
前年度増減台数
101.6%
+25,857
102.7%
+38,821

構成比
－

2016年度着工数 2015年度着工数
974,137
920,537
291,783
284,441
427,275
383,678
249,286
246,586
112,354
118,432
5,793
5,832

前年度比
前年度増減台数
105.8%
+53,600
102.6%
+7,342
111.4%
+43,597
101.1%
+2,700
94.9%
▲6,078
99.3%
▲39

73.3%
26.7%

■ビルトイン機器
食器洗い乾燥機
電気クッキングヒーター
ガス・ドロップインこんろ
浄水器総計

■レンジフードファン
レンジフードファン総計
シロッコファン
ターボファン
プロペラファン
換気フード

93.7%
2.8%
2.1%
1.4%

装着率
80.1%
－
－
－
－

■洗面化粧台
洗面化粧台総計
陶器
金属・その他
合成樹脂
シャワー搭載数

28.0%
14.6%
57.4%
67.5%

■浴室
浴室総計
システムバス総計
戸建住宅用
集合住宅用
ホテル・その他
単体浴槽総計
ステンレス
鋳物ほうろう
人工大理石
樹脂FRP

90.8%

100.6%
104.7%
109.5%

+4,573
+27,642
+6,606

47.8%
38.3%
4.8%

91.9%

▲12,964

9.2%

93.5%
95.2%
84.6%
92.6%

▲1,288
▲148
▲2,486
▲9,042

1.2%
0.2%
0.8%
7.0%

■新設住宅着工戸数
新設住宅着工戸数（合計）
持家住宅
貸家住宅
分譲住宅
マンション（内数）
給与住宅
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構成比
－
30.0%
43.9%
25.6%
11.5%
0.6%
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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

会長報告会 開催
総務委員長 土井 隆義（永大産業）

日ごとに春らしさが感じられてきた3月21日（火）、大阪にて大道会長
への報告会が行われました。
事務局および平成28、29年度の各委員長により、平成28年度委員会
事業報告と平成29年度委員会事業計画（案）報告、そして平成29年度
理事会、総会に向けての特別報告事項についての事前報告が行われ
ました。
冒頭、大道会長より平成28年度各委員長に対しての労いのお言葉を
いただき、終始和やかに報告会が進行しました。また、平成29年度の第
13回「台所・お風呂の川柳」事業についても触れ、受賞の本数や選考体
制など、昨年にも増してよりスケールアップして望むことが確認されまし
た。
通常の委員会が行われる東京を離れ、いつもとは異なる大阪の地で
の報告会開催に、平成28年で退任する委員長は達成感を覚え、また平
成29年度に就任する新委員長は決意を新たにしたことと思います。平
成29年度も引き続き大道会長のもと、ますます工業会が発展するよう
各委員会も連携し、課題解決に邁進してまいります。

永大産業 梅田ショールームにて

平成29年度 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29年 4月28日（金）

平成29年度 第1回理事会

・平成29年 6月 1日（木）

平成29年度 定時総会・第1回全員懇談会 （九段 ホテル グランドパレス）（実施済み）

・平成29年 6月 2日（金）

懇親ゴルフ会

・平成29年 9月21日（木）

理事会・第2回全員懇談会（京都 リーガロイヤルホテル）

・平成29年 9月22日（金）

懇親ゴルフ会 （京都 城陽カントリー倶楽部）

・平成29年 11月 2日（木）

「キッチン・バスの日」式典 第13回川柳優秀作品表彰式

・平成30年 1月12日（金）

平成30年 新年賀詞交歓会

▼関連団体行事

行事内容

・平成29年 4月28日（金）

第13回KB＆Gコラボ代表者会議 （理事） （実施済み）

・平成29年 6月8日（木）

ウィズガスCLUBシンポジウム・懇親パーティー （実施済み）

・平成30年 1月28日（日）

第11回ウィズガス全国親子クッキングコンテスト
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（浜松町 東京會舘） （実施済み）

（相模原ゴルフクラブ）（実施済み）

（丸の内 日本工業倶楽部）

（浜松町 東京會舘）
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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 委員会・分科会！
委員会

ＰＬ

愛知県での移動委員会を実施しました
ＰＬ関連委員会 副委員長 中島 宏文 （タカラスタンダード）

1月20日・21日、愛知県にてＰＬ関連委員会の移動委員会を実施いた
しました。 ＩＮＡＸ ライブミュージアム、日本モザイクタイル株式会社様、
トヨタ産業記念会館を皆様のご協力のもと見学させていただきました。

■トヨタ産業技術記念館
移動委員会の二日目はトヨタ産業技術記念館を見学しました。
記念館には「繊維機械館」と「自動車館」があり、繊維機械館からの見
学となります。入口を入ると1924年に豊田佐吉氏が発明完成させた「無
停止杼換式豊田自動織機(G型)」の一号機が展示されていました。各
コーナーでは説明員による実演があり、佐吉氏が問題に直面するたび
に改良に改良を重ねた歴史を体感することができます。現代機械技術
の紹介コーナーでは、コンピューターで管理された自動織機から、まる
で写真のような織物ができあがる様子が見学できました。
次の自動車館では、佐吉氏の長男である喜一郎氏が欧米視察の際に
自動車工業の必要性を実感し、1936年に完成させた「トヨダスタンダー
ドセダンAA型」が完成するまでの工程が紹介されています。この頃は
まだ「トヨダ」であり、社名を「トヨタ」にしたのは、企業は個人のものでな
く、社会や社員の為のものだという考えからだとの説明がありました。館
内は土日祝日に開催される「わくわく体験コーナー」やパートナーロボッ
トによるバイオリン演奏、トヨタの代表車種の展示など、大人から子供ま
で楽しめる空間になっていました。

■ ＩＮＡＸ ライブミュージアム
やきものの街「常滑」に“観て、触れて、感じて、学び、創りだす”ＩＮＡＸ
ライブミュージアムがあります。そこは、山本正之氏の6,000点のコレク
ションの中から常滑市に寄贈された約1,000点の展示を中心に6つの施
設から成ります。
世界のタイル博物館は、世界最古のタイルといわれる、紀元前2650
年頃のピラミッドのタイルから近代までの発展の歴史を紹介する日本で
唯一の博物館とのことでした。
土・どろんこ館では“光るどろだんごづくり”が体験できる教室やワーク
ショップも開催されます。ご案内いただいた内沢様からトイレを意味する
「ＷＣ」はウォーター・クローゼットの略で、昔のトイレはクローゼットのよ
うな空間にあったために名付けられたと聞き、一同は大いに感心しまし
た。

■日本モザイクタイル株式会社様 工場見学
日本モザイクタイル㈱様は釉薬製造からユニット加工までを一貫で生
産されており、独特の質感、色合いを特徴とし、1991年に薄型湿式成型
モザイクタイルの量産化に成功されました。乾式、湿式の両方を持つ工
場は非常に少ないそうです。主流である乾式成型タイルが7割、味わい
深い湿式成型タイルが3割とのことです。
ビデオでの説明を受けた後、工場内を見学させていただきました。最
初の乾式ラインでは、タイルに似つかわしくない、直径15㎝程の円盤が
型押しで大量に作られていました。湿式ラインでは、様々な色の粘土状
の原料が機械から押し出され、手に取ると柔らかく温かでした。成型さ
れたタイルは、最高温度1,250℃で焼かれ、その後ゆっくりと冷却されま
す。次に事務所内で品質管理の工程を実際に見せていただきました。
JIS規格より厳しい基準で検査しているとの説明を聞き、企業としての責
任と誇りを感じました。最後に出来上がったタイルを見せていただきまし
たが、どれも風合いがあり、質感の良いタイルに仕上がっていました。ち
なみに最初に見た円盤は“峠の釜飯のフタ”に見事に変身していました。
ご案内いただきました皆様、本当にありがとうございました。

INAXライブミュージアムにて

世界のタイル博物館の見学

トヨタ産業技術記念館の見学
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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 委員会・分科会！
委員会

技術

永大産業 敦賀事業所を見学させていただきました
キッチン・洗面技術専門委員会 委員長 小林 孝司（トクラス）

2月10日（金）、キッチン・洗面技術専門委員会の移動委員会にて、永
大産業㈱様の敦賀事業所を見学させていただきました。
敦賀は古くから大陸文化の玄関口として栄えた港町とのことで、日本
海側では最初に鉄道が開通し、日本海側の主要な国際港湾都市として
発展してきた歴史があり、1940年には、「命のビザ」を持ったユダヤ人難
民が上陸した「人道の港」としても知られております。
折しも移動委員会当日は敦賀でも珍しいほどの大雪に見舞われ、一
面銀世界の荘厳な雰囲気の中、事業所の皆様に温かく迎えていただき
ました。
敦賀事業所では、パーティクルボードの製造工程やパーティクルボー
ドに化粧シートを貼るラミネート工程、また安全管理についての取り組
みも見学させていただきました。
パーティクルボードの製造工程では、まずは設備の大きさに圧倒され、
その一方で原材料となる木片の管理や木片の大きさの選別や使い分け、
木片に含まれる異物の除去など、様々な工夫があり、クオリティの高い
ものづくりを拝見させていただきました。
また、安全管理の取り組みでは、様々な危険を想定して、疑似体験で
きる装置で安全講習を行っているなど、安全に対する意識の高さにも驚
かされました。
工場見学の後、質疑や意見交換の場を設けていただき、見学させて
いただいた内容と合わせて、パーティクルボードについての理解を深め
ることができました。

今回の移動委員会では、当工業会で扱うキッチンや洗面化粧台の主
要材料といえるパーティクルボードについて見識を深耕でき、当委員会
にとって有意義な１日となりました。

永大産業 敦賀事業所にて

委員会

営業

移動委員会を実施しました
営業企画専門委員会 副委員長 氏家 和博 （ハウステック）

2月17日(金)、当委員会では総勢9名が京都駅に集合し、園田副委員
長(LIXIL)のアテンドのもと、㈱川島織物セルコン様に向いました。
同社は㈱LIXILグループのファブリックメーカーで、伝統的な帯や緞帳
を扱う「手織り工場」とカーテンなど室内装飾品を扱う「インテリア工場」
が有り、委員会の前に両工場と併設される染織資料を所蔵する「織物
文化館」を見学しました。
同社の創業は古く、1843年までさかのぼります。手織り工場では10人
以上の職人さんが様々な色の糸を多数使い緞帳を丁重に織り上げてい
く姿や、織り上がった緞帳を大砲の様に丸め梱包する様子、インテリア
工場では糸を染める工程からカーテンの織り上がりまでを見る事ができ
ました。
又、織物文化館では数々の工芸織物や内装織物と8万点の染色品コ
レクションから同社の歴史を感じ、大変見ごたえがありました。霧雨模様
の京都を、左京区にある同社で感じる事となりました。同社の会議室を
お借りした委員会では各議題を討議しました。
翌2月18日(土)は大阪に移動、馬路委員(パナソニック)の先導でグラ
ンフロント大阪の「パナソニックセンター大阪」に向かいました。
同センターの杉本様のアテンドで館内を見学し、最高の音響環境に作
りこまれているテクニクスリスニングルームで聞く「花束を君に」はボー
カルの息遣いが聞こえてくるようでした。

グランフロント大阪は他にも住設メーカーショールームが有り、タカラ
ショールームでアドバイザーの商品説明を受けたあと、当工業会会員各
社のショールームを見学し行程を終えました。

川島織物セルコン 織物文化館にて
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11月2日はキッチン・バスの日

がんばってます 委員会・分科会！
委員会

消費者

バスクリン 静岡工場で入浴剤についての理解を深めました
消費者関連委員会 副委員長 藤田 東一

3月3日、静岡県藤枝市にある㈱バスクリンの静岡工場を視察させて
いただきました。消費者関連委員会は、平成25年から日本浴用剤工業
会と入浴剤の使い方に関する消費者向けの分かりやすい表記について、
協力して検討を行っており、その一環として今回の見学となりました。
先ずは、会議室にて委員会を開催した後、入浴剤及び同社の歴史、
生産工程概略、品質の自主基準（医薬品の考え方に準じた「BC-GMP
（Bathclin Good Manufacturing Practice）」などのご説明を伺いました。
工場見学では、自動化の進んだ各工程を経て、次々と完成していく入
浴剤（12万本/日を同工場で生産）に一同感動しました。
会議室に戻ると、入浴剤の手作り体験キットが用意されていて、それ
ぞれの原料の説明を聞きながら、好きな香りを選んで、各メンバーは自
分好みの入浴剤を手作りし、お土産にいただきました。また続いて座学
では、実際の温泉成分を分析してイオン成分比率を合わせていること
や、白濁系が一番人気であること、ユーザーの商品選定基準は、1位が
香り、2位が効能、3位が価格であること、アスリートの評価が高いことな
ど、大変興味深い裏話もお聞きできました。入浴剤に関する知識が非
常に深まる大変有意義な視察となりました。ありがとうございました！
工場見学後は、寸又峡温泉にて、香り、ヌメリ感、ｐH、成分等につい
て、得たばかりの入浴剤知識を思い出しながら入浴効果について学習
しました。宿泊した翠紅苑様では、車椅子のまま入浴できるスロープ式
浴槽について説明をいただいたり、子育て支援パスポート事業の全国
展開加盟店であることを確認したりと、充実した移動委員会となり、同エ
リアでの自然浴に浸りながら、くつろぎ感とともに帰路につきました。

委員会

中企税

バスクリン 静岡工場にて

（LIXIL）

入浴剤手作り体験

車椅子の方のための脱衣場 と 車椅子のまま入浴できる浴槽

6月9日より中小企業等経営強化法に伴う証明書発行団体に
中企税関連特別委員会 委員長 藤田 東一

（LIXIL)

中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」のうち、3月15日
付けで「経営力向上設備等」の対象範囲が拡充され、建物附属設備
（キッチン・洗面・バス）も対象になりました。
これを受けて、中小企業庁からの依頼により、当該設備の証明書発行
団体になるため、総務委員長及び技術委員長を中心とした分科会を立
ち上げ準備・検討を進めてきました。
当工業会の具体的運用方法について、4月28日理事会での承認、及
び6月1日総会での報告を経て、6月7日に証明書発行団体を受諾する
旨を正式に中小企業庁に連絡し、6月9日より、以下に記す中小企業庁
ホームページに当工業会が証明書発行団体であることが掲載されまし
た。また、当工業会への証明書発行申請に関する詳しい運用について
は、当工業会ホームページに掲載しています。
6月の総会以降は中企税関連特別委員会として制度運営を滞りなく進
めていきます。積極的なご活用をお願い致します。
※中小企業庁ホームページ「経営サポート『経営強化法による支援』」
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
※キッチン･バス工業会ホームページの
「中小企業等経営強化法 証明書手続きについて」
http://www.kitchen-bath.jp/chuukizei/index.html

中小企業庁 PRチラシ
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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 委員会・分科会！
委員会

子育て

内閣府「子育て支援パスポート事業」に協力します！
子育て支援特別委員会 委員長 輿石 英夫

（TOTO）

皆様！「子育て支援パスポート事業」をご存知ですか?
我が国は少子高齢化が一段と進み、特に少子化については出生率が
世界的にも極めて低いレベル。人口減少要因の一つになっていること
は周知の通りであります。子育てしやすい社会環境整備が喫緊の課題
ですが、その課題を少しでも解消すべく、国・地方自治体・民間企業が
連携し取り組んでいる事業が「子育て支援パスポート事業」です。

委員会風景

その後、分科会を立ち上げて平成29年度の新事業として計画できる
ものか協議を重ねて参りました。分科会メンバーから様々な意見が出ま
したが「国の重要施策である少子化対策を当工業会として取組む意義
は大きく、可能な限り推進していく」という結論に至りました。業界団体と
して、全国区での取り組みは当工業会が初で、業界をあげて社会貢献
できることは会員企業様にとっても意義深いのではないかと思います。
その結論を以って、4月28日の理事会で審議頂き、平成29年度事業と
して取り組んでいくことが承認され、6月1日の総会で報告いたしました。
総会後の懇親会では、内閣府 子ども・子育て本部 政策企画調査官の
神宝様から当工業会への期待感のこもったご挨拶をいただきました。
事業推進にあたっては会員企業の負荷にならないような仕組みを構
築しながら、比較的取り組みやすい地方自治体から始めたいと考えて
おります。なお、これまでの分科会から「子育て支援特別委員会」と呼称
を改め、内閣府と協議しながら活動していきます。
皆様のご理解、ご協力の程、何卒、よろしく申し上げます。

子育て支援パスポート事業の概要（内閣府パンフレットより）

具体的には「子育て世帯に優しい社会の実現」という事業主旨に賛同
した企業・店舗が地方自治体に登録申請します。登録された企業・店舗
は協賛企業・店舗として地方自治体のＨＰ等で提供できるサービスと共
に紹介されます。提供できるサービスとは各種割引や優待サービス、外
出サポート（授乳室の提供、ミルクお湯の提供、キッズルームの提供等）
です。一方、子育て世帯は地方自治体に申請しますとパスポートが交
付され、協賛企業・店舗に提示することでサービスを受けることができ
るというスキームになります。
当事業は元々、地方自治体毎の事業ですが、平成28年4月に全国共
通展開がスタートし、47都道府県でパスポートの相互利用が可能になり
ました。これを機に全国を取り纏めている内閣府から当工業会に協力
要請がありました。当工業会会員企業のショールームは全国に775箇所
あり、協賛企業・店舗の拡大が期待されています。

＜これまでの活動経緯と今後のスケジュール（概要）＞
平成28年12月
内閣府より協力要請
平成29年 1月
運営諮問会議にて事業化検討承認
平成29年 2月
分科会開設
平成29年 4月
平成29年度第1回理事会にて事業化承認
平成29年 6月
平成29年度定時総会にて報告
平成29年10月
スタート予定

■内閣府子育て支援パスポート事業の全国共通展開について
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/passport/pass_tenkai.html

全国共通コソダテマーク

全国共通展開参加各自治体のパスポート事例 （左から京都府、大阪府、兵庫県）
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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。

日本繊維板工業会 創立６０周年 おめでとうございます！
事務局 業務担当部長 田中 朋子
5月16日（火）、川柳の協賛をいただいております日本繊維板工業会
が創立60周年を迎えられ、事務局はその記念パーティにご招待いただ
きました。
記念パーティは、東海大学校友会館で開催され、まず、同工業会の
億田会長から、60周年を迎えられたことに対して出席者への感謝を込
めたご挨拶、続いて経済産業省 土田大臣官房審議官からのお祝い
のお言葉、来賓や会員からの心温まるご挨拶がありました。
中締めには、同工業会の副会長でもある当工業会の大道会長が70
年・80年と今後もさらに同工業会が発展されることを祈念してご挨拶さ
れ、閉会となりました。
高円宮妃殿下によるテープカット
大道会長による中締めご挨拶

第12回ウィズガスCLUBシンポジウム開催！
総務委員会 副委員長 柴崎 和彦（クリナップ）
懇親会場では、当工業会の大道会長によりウィズガスCLUBとエネ
ファームパートナーズがますます連携強化し豊かな住空間の実現を
図っていく事を祈念した中締めで閉会しました。

6月8日（木）、経団連会館国際会議場で、第12回ウィズガスCLUBシン
ポジウムが盛大に開催されました。冒頭、日本ガス体エネルギー普及
促進協議会（コラボ）の内田高史会長より、今回は「少子高齢化時代の
住まいとライフスタイルの未来像 ～ストック住宅の進化による安心安全
で快適な住生活の実現に向けて～」をテーマに、変化していく住まいと
暮らしのあり方について考えていきたいとご挨拶いただきました。
篠原聡子氏による基調講演は、「住むことから考える 多縁社会のデ
ザイン」と題し、様々なデータに基づき日本の生活観の変化をとらえ、
1.職住の混在、2.家族の拡張、3.他人と暮らす というアプローチで、実
在する居住空間をまじえ、多縁社会の一端を紹介いただきました。
続いて3名の方から特別講演をいただきました。
北真夫氏は、「少子高齢化時代に対応した住宅施策について」に関し
て、1.住宅を取り巻く現状、2.住生活基本計画、3.既存住宅流通・リ
フォーム市場の活性化に向けた施策、4.高齢者向けの住宅施策(サービ
ス付き高齢者向け住宅等）、5.新たな住宅セーフティネット制度の説明
をいただきました。
小原隆氏からは、人口減が始まっている日本社会で、市区町村の傾
向を解説され「暮らしたくなる街」をつくるには「町の強みを生かす」「住
宅性能を向上する」というアプローチで、自分たちの街には住む、働くと
いう行為があり、そこの家づくりには「暮らしづくり」のなにものでないこと
を主張されました。
小泉雅生氏は、「少子高齢化時代の住まいとライフスタイルの未来
像」の講演をいただきました。これまでの日本の建築家は住居を小さい
が高性能であることを追求し続けてきたけれども、社会環境が大きく加
速度をあげて変わっている。その現象を「足りない手をどうするか」「余っ
た床をどうするか」「増えたものをどうするか」「動かなくなった人々」を課
題化し、「楽な生活から、楽しく生活」を是とする解決策を考える必要性
を説かれていました。
それぞれのお立場での講演だったので、来場者にとって知見を深める
いい機会となりました。
シンポジウム締めくくりにあたり、一般社団法人日本ガス石油機器工
業会の内藤弘康副会長より、講演者への謝意と、業界発展のためウィ
ズガスCLUBの果たすべき責任は大きいとのご挨拶をいただきました。

■シンポジウム内容
◇基調講演 「住むことから考える 多縁社会のデザイン」
空間研究所主宰/日本女子大学家政学部住居学科教授 篠原聡子氏
◇特別講演
「少子高齢化時代に対応した住宅施策について」
国土交通省 住宅局 安心居住推進課長 北 真夫 氏
「住宅市場のこれから 『家づくり』から『暮らしづくり』へ」
日経BP社省エネNext編集長,
日経BP総研社会インフラ研究所上席研究員 小原 隆氏
「少子高齢化時代の住まいとライフスタイルの未来像」
首都大学東京大学院教授/小泉アトリエ主宰 小泉 雅生氏

願成寺附属ばらの幼稚園園児の歌声

日本ガス体エネルギー普及促進協議会(コラボ) 内田会長による開会挨拶

大道会長による中締めご挨拶と懇親会風景
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VOICE

11月2日はキッチン・バスの日

秋野顧問弁護士から ～不祥事対応と所轄官庁報告～

!

匠総合法律事務所代表社員 弁護士 秋野 卓生
改正個人情報保護法が5月30日に全面施行されました。
メーカーはもちろん、工務店の皆さんも、ホームページにプライバシー
ポリシーを掲載したり、請負契約書で個人情報の利用についての説明
をしている箇所があろうかと思います。
今回の個人情報保護法改正にあわせて、書式改訂が必要となります
ので、ご準備のほど、お願いします。

住宅会社の大半は、このオプトアウト方式による第三者提供をしてい
るケースが多いのです。
自社のホームページのプライバシーポリシーにて、「ご本人様から第
三者への提供停止の求めを受けた場合には、第三者提供を停止しま
す」という記載がある会社においては、オプトアウトを活用している可能
性がありますので、気をつけていただきたいと思います。

１． １件でも個人情報を保有・活用していれば個人情報取扱事業者に
改正前の個人情報保護法では、事業活動で取り扱っている個人情報
が5,000人分以下の事業者は、個人情報取扱事業者に該当しないとさ
れ、個人情報保護法が定める規制の適用外とされていましたが、改正
後は、5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業者についても個人情報
保護法の義務の対象とされることとなりました。
「うちは、5,000人も名簿はない」として、「個人情報保護法は関係な
い」と考えてきた中小住宅会社の皆様は、十分気をつけていただきたい
と思います。

３． OB施主へのフォロー体制の強化と個人情報保護法対応
新築に加えてリフォームへの取り組みを強化している住宅会社も多く
いらっしゃると思います。
高齢者の介護が大変である、子供が都会に引っ越してしまい、子供部
屋を自分の趣味の部屋に改造したい等、様々なライフスタイルの願望
や現状の不満に、一番近い存在である事、そして、願望の実現、不満の
解消のためのリフォーム・リノベーションの提案をいち早く実践するため
には、常にOB顧客に近いポジションに住宅会社が存在していなければ
ならず、便利屋的機能をもったOB顧客フォローはリフォーム営業の最良
の手段でしょう。
しかし、この個人情報活用の際には、個人情報保護法を遵守した取り
組みとしなければならず、特に、平成29年5月30日以降は、改正個人情
報保護法の枠組みに「個人情報取扱規程」を改訂して取り組む必要が
あります。

２． 個人情報を第三者に提供する際のルールの改正
改正法は、事業者がオプトアウト規定による第三者提供をしようとす
る場合には、事前にデータの項目等を個人情報保護委員会に届け出る
ことを事業者に義務づけ、個人情報保護委員会はその内容を公表する
こととし、個人はこの公表された内容を確認することにより、自己の個人
データが第三者提供されることを認識して、オプトアウトすることができ
るようにしました（改正法第23条3項）。
この個人情報保護委員会への届出は、平成29年3月1日より受け付け
を開始しています。

まず、改正個人情報保護法の概要がパンフレットで見たい！という住
宅業者さんは、個人情報保護委員会が出したパンフレットもご覧下さい。
個人情報保護法パンフ

出典：個人情報保護委員会ウェブサイト （以下のURL）

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/personal_2902leaf_smallbusinesses.pdf
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VOICE

11月2日はキッチン・バスの日

第13回 「台所・お風呂の川柳」大募集！

!

川柳事業専門委員会 委員長 中山 世一（顧問）

今年もキッチン・バス工業会の事業の一つ、「台所・お風呂の川柳」の
募集が始まりました。

【応募概要】
募集期間 ：
応募方法 ：
各賞
：
入賞発表 ：
表彰式 ：

☆川柳のコツは難しく考えないことです。
・上手く作ろうと思わない
・難しい言葉ではなく、ごく普通の言葉で
・普段の生活の中にネタはごろごろと転がっている
・ご自宅の台所・お風呂をよく見てみましょう
・ご自身の家庭・家族をもう一度見てみましょう
・新聞や雑誌の川柳欄を読んでみましょう

☆最近のキッチン･バス大賞作品
第12回 疲れとは 水溶性と 知る湯船

!

花ひらく

第11回 キッチンは

季節を学ぶ 母の塾
カジ
第10回 もう一本 おまえの料理が 上手すぎる KHG-K1

これで貴方は川柳のプロになれます！
入賞者には豪華?賞品・副賞もありますので
皆様、奮ってご応募ください！
スマホからでも簡単に応募いただけます。

VOICE

平成29年5月1日～平成29年7月15日
ハガキ、ＦＡＸ、メール、専用WEBページより
キッチン･バス大賞（賞金5万円）ほか多数
平成29年10月中旬予定（当工業会ホームページにて）
平成29年11月2日 東京にて開催

※応募詳細や過去の作品は当工業会ホームページにてご確認ください。
http://www.kitchen-bath.jp/senryu/index.html

事務局からひとこと
常務理事 高木 利一

当工業会からの情報発信ツール「K・B通信」も7年目となり今回第13
号の発行となりました。今号では理事会・総会・委員会活動を中心に編
集しました。
平成29年度の当工業会は83社の会員の皆様の支えにて、多岐に渡
る委員会活動を進めて諸課題に迅速に対応すると共に、有益な情報の
提供に努めてまいります。引き続きご支援とご鞭撻をお願いいたします。
応急仮設住宅等でキッチンやユニットバスの供給をさせていただいた
東日本大震災の被災地においては、復興はまだ道半ばと聞いておりま
すが、復興支援を目的としてスタートし、昨年一旦幕を閉じた「東北六魂
祭」がコンセプトを一新して「東北絆まつり」として6月10日・11日に仙台

で開催されました。それぞれの祭り「青森ねぶた祭り・盛岡さんさ踊り・
秋田竿燈まつり・仙台七夕まつり・山形花笠まつり・福島わらじまつり」は
8月上旬に各地で開催されます。東北に足を運んでその魅力を堪能さ
れたらいかがでしょうか?

東北の
復興願い
一人宴

先日、第30回サラリーマン川柳（第一生命）の全国ベスト10が決定になり、サラ
リーマンの働き方の変化を描いた句や女性応募者による働き方にまつわる句が多
かったようです。

編集
後記

第13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）

第13回「台所・お風呂の川柳」募集から早二か月が過ぎようとしています･･･流行

大崎 和美 （東京ガス）

語が多くない昨今、今回は働く女性の視点から台所・お風呂の川柳を考えようと、

柴崎 和彦 （クリナップ）
滝川 光紀 （積水ホームテクノ）

通勤時スマホ片手に思考中。

田中 佐知子 (三菱ケミカル・クリンスイ)

う～ でもなかなか、五七五に合わずふりだしに。娘に悟られ「大賞とろうと思うか

塚原 敏夫 （パロマ）

ら浮かばないんだよ」と。やはりどこかで欲がでているのでしょうか。皆様はどのよ

土井 隆義 （永大産業）

うな時に川柳をお考えになってますか? 今回もたくさんのご応募お待ちしています。

前田 潤子 （大阪ガス）

社内・ご家族の方、ふるってご応募ください!!

松本 賢治 （TOTO）
高木 利一(事務局)

大崎 和美 (東京ガス)

田中 朋子（事務局）

発行日：2017.6.16 / 発行責任者：広報専門委員会 委員長 中島 宏文

工業会のホームページは情報の宝庫です！

「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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検索
15

Copyright © JAPAN ASSOCIATION OF KITCHEN & BATH 2017

