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「K・B通信」第17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。
昨今、業界を取り巻く経済環境は、国内外ともに厳しくなっています。世界では、米中貿易摩擦や中
国経済の減速、米国とイランの関係悪化など緊迫した状況があります。日本では10月からの消費税率
引き上げが確定しつつあります。すでに反動減を抑える政府の対策がスタートしており、その影響は前
回の増税時に比べて軽微になると予想されていますが、一方で、働き方改革によって、物流費などのコ
ストアップは避けられない状況であり、先行き不透明感が強くなっています。
このような環境下、私たちにとっては、品質の良い製品を、適正価格で、安定供給することを業界全
体で進めていくというスタンスがより一層重要になってまいります。
また、常に新しい価値提案に取り組み、住環境の変化やライフスタイルの変化に対応していくことで、
社会に貢献してまいりたいと存じます。
引き続き当工業会の活動に皆様方の一層のご理解とご協力を賜りますことをお願い申し上げ、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
トクラス株式会社
代表取締役社長

佐々木 良
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11月2日はキッチン・バスの日

2019年度 第1回理事会開催
4月24日（水）に浜松町東京會舘にて、2019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、林会長
の続投が承認されました。続いて新任役員の紹介と4年間工業会を支
えてきた常務理事の高木利一氏が、9月末をもって退任との発表があり、
同時に林会長より後任の常務理事に越道昭徳氏が推薦され、承認され
ました。

1.審議事項
(1)2018年度事業報告及び2019年度事業計画(案)
(2)2018年度事業収支決算報告及び2019年度収支予算(案)
(3)2019年度役員体制(案)
林会長

2.報告事項

高円宮妃殿下によるテープカット

(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)次世代住宅ポイント制度への対応報告
(2)2018年度自主出荷統計報告
(3)情報処理の実態調査に関するアンケート
(4)事務局報告
・第15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〉
・2019年度総会案内及び懇親ゴルフ会のご案内
・第15回KB＆Gコラボ代表者会議 議事次第他
・その他

理事会の様子

第15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
本年度が最後となる第15回KB＆Gコラボ代表者会議を開催しまし
た。
同協議会高松会長のご挨拶後、2018年度活動報告と2019年度活
動計画案について報告されました。
2018年度事業活動ではキッチン・バス売ります宣言やウィズガ
スフェアの活動実績、関連活動として全国親子クッキング大会、
暮らし創造研究会などの報告がありました。2019年度の活動計画
案では人生100年世代の到来、相次ぐ災害による安全・安心への再
注目、IoT・AIの普及加速化、電力・ガス市場の小売全面自由化と

昨今の背景を踏まえ、「健康・快適」「レジリエンス」を切り口
とした住まいや住設・ガス機器の価値発信、各事業者における
キッチン・バス販売促進活動など、ガス業界とキッチン・バス業
界が新たなステージに向けての取り組みが報告されました。最後
に林会長より今後もガス業界と共に発展していきたいとのご挨拶
をいただき、閉会しました。
会議終了後には合同懇親パーティーが開催され、日本LPガス団
願成寺附属ばらの幼稚園園児の歌声
体協議会
吉田専務理事の乾杯のご発声の後、しばし歓談が行われ、
その後、佐々木副会長（トクラス株式会社）の中締めにより、盛
況のうちに終了しました。

林会長の挨拶

佐々木副会長の中締め
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11月2日はキッチン・バスの日

2019年度 定時総会開催
5月30日（木）にホテルグランドパレスにて2019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。当日林会長が所用により欠席のた
め、小早川副会長が議長に選任され、理事会決定事項である林会長の続投、ならびに高木常務理事の9月末をもって退任、越道氏へ10月から交代
の報告がありました。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、84社の会員による、工業会の
2019年度の新たな門出となりました。
総会終了後には経済産業省、国土交通省、東京消防庁からご来賓をお迎えし、会員および関係団体の代表者の方々のほか総勢300名を越える出
席者による懇親パーティを開催しました。小早川副会長のご挨拶後、経済産業省の繩田室長、国土交通省の長谷川課長よりご挨拶をいただき、高松
会長（日本ガス体エネルギー普及促進協議会）による乾杯のご発声の後、しばし歓談が行われました。その後、枝園副会長（永大産業株式会社）の
中締めにより、盛況のうちに終了しました。

定時総会議事
1. 審議事項
(1)2018年度事業報告及び2019年度事業計画(案)
(2)2018年度事業収支決算報告及び2019年度事業収支予算(案)
(3)2019年度役員体制(案)
2. 会員移動について【入・退会、登録社名・登録代表者変更】
3. 特別報告
(1)「次世代住宅ポイント制度」の対応について
(2)2018年度自主出荷統計報告 他
(3)工業会ホームページへのアクセス状況報告及び情報処理実態
調査アンケート報告
(4)事務局報告
・第15回川柳事業の件
・今後の行事日程<公式行事・委員会開催行事>
・その他

小早川議長

経済産業省 縄田室長

日本ガス体エネルギー普及促進
協議会 高松会長

枝園副会長

国土交通省 長谷川課長

2019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

・ 2 0 1 9 年 4 月 24 日 （ 水 ）

2019年度 第1回理事会

・ 2 0 1 9 年 5 月 30 日 （ 木 ）

2019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）

・ 2 0 1 9 年 5 月 31 日 （ 金 ）

懇親ゴルフ会

・ 2 0 1 9 年 9 月 19 日 （ 木 ）

理事会・第2回全員懇談会（京都 リーガロイヤルホテル）

・ 2 0 1 9 年 9 月 20 日 （ 金 ）

懇親ゴルフ会 （京都 城陽カントリー倶楽部）

・ 2 0 1 9 年 11 月 1 日 （ 金 ）

「キッチン・バスの日」式典 第15回川柳優秀作品表彰式

・2020年

2020年 新年賀詞交歓会

1月9日（木）

（浜松町 東京會舘） （実施済み）

（相模原ゴルフクラブ）（実施済み）

願成寺附属ばらの幼稚園園児の歌声

（丸の内 日本工業倶楽部）

（東京會舘本館）

▼関連団体行事

行事内容

・ 2019 年 4月24日（水）

第15回KB＆Gコラボ代表者会議 （理事） （実施済み）

・ 2019年 6月14日（ 木）

第13回ウィズガスCLUBシンポジウム・懇親パーティ （実施済み）

・2019年 10月31日（木）

暮らしとまち未来会議2019／日本ガス協会

・ 2020年 1月26日（ 日）

第13回ウィズガス全国親子クッキングコンテスト

3

Copyright © JAPAN ASSOCIATION OF KITCHEN & BATH 201９

K B 通信 キッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐ

2019年度

11月2日はキッチン・バスの日

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。

2019年5月30日現在
（敬省略）

会 長

ＴＯＴＯ（株）

取締役 常務執行役員

林 良祐

副会長

永大産業（株）

代表取締役社長

枝園 統博（新任）

副会長

クリナップ（株）

代表取締役 社長執行役員

竹内 宏

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）

代表取締役社長

佐々木 良

副会長

（株）ハウステック

専務取締役 事業本部長

平川 昌也（新任）

副会長

パナソニック（株）
ライフ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

取締役 専務役員
LIXIL Water Technology Japan CEO

大西 博之

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

種田 清隆（新任）

理事

東京ガス（株）

暮らしサービス事業推進部長

佐藤 弘直

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

取締役 兼 常務執行役員

水間 勉 （新任）

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

竹田 平

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

（2019.9.30退任予定）

＊2019年10月1日より新常務理事に交代
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11月2日はキッチン・バスの日

新任役員ご挨拶

永大産業株式会社
代表取締役社長
枝園 統博

株式会社ハウステック
専務取締役 事業本部長
平川 昌也

（しえん のぶひろ）

（ひらかわ まさや）

この度、キッチン・バス工業会の副会長に就任いたしました株式会社
ハウステックの平川でございます。平素は、会員各社の皆様には格別
のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
キッチン・バスは、住生活における重要な空間です。当工業会はキッ
チン・バスをご使用いただいているお客様が、常に笑顔であり続けられ
るような価値ある商品の提供やサービスの向上が使命と考えておりま
す。キッチン・バス工業会の発展に向け、微力ながら尽力してまいる所
存ですので、今後ともご指導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、永大産業株式会社の社長に就任いたしました枝園統博で
ございます。就任と同時に弊社会長の大道から、キッチン・バス工業
会の副会長を引き継ぐ形で仰せつかることとなりました。平素は、会
員各社様には格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社は持続可能な社会づくりに貢献する企業を目指しております。
人口減少など住宅業界を取り巻く状況は必ずしも楽観できるものでは
なく、また、今秋には消費増税も控えております。不透明感が増すな
か、業界の持続的発展の一助となるよう、諸問題の解決に向けて尽
力してまいります。
今後とも、微力ながら精一杯取り組んでまいりますので、ご指導、ご
支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

株式会社長府製作所
代表取締役社長
種田 清隆

株式会社ノーリツ
取締役 兼 常務執行役員
水間 勉

（たねだ きよたか）

（みずま つとむ）

この度、キッチン・バス工業会の理事に就任いたしました株式会社
ノーリツの水間勉でございます。平素は会員各社の皆様には格別のご
高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社は創業期に掲げた「お風呂は人を幸せにする」という思いを原点
に、日本におけるお風呂文化の普及に尽力してまいりました。お湯のあ
る生活を通じて人々の暮らしを豊かにし「新しい幸せを、わかすこと。」
の実現に向けて邁進していく所存です。会員の皆様のご協力をいただ
きながら、工業会の発展に貢献できるよう取り組んでまいります。今後
とも、変わらぬご指導、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、株式会社長府製作所の社長に就任いたしました種田清隆で
ございます。平素は、会員各社様には格別のご配慮を賜り、厚くお礼申
し上げます。
弊社は「人に優しい、環境に優しい」製品開発のため、さまざまな技術
革新に挑戦し、「環境配慮型企業」としての事業展開を目指しております。
今後、我が国が直面する高齢化社会の到来等に備え、お客様がより
安心で快適な暮らしができるように、会員各社様と連携して、取り組ん
でゆく所存です。
今後とも、工業会の発展に向け邁進してまいりますので、ご指導ご鞭
撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
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新規会員ご紹介

登録社名変更のお知らせ

住友精化株式会社
代表取締役社長
小川 育三

平素は会員会社様には格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社は2019年4月1日、旧新日鐵住金特殊ステンレス事業の鋼
板事業の一部、旧日新製鋼ステンレス事業の鋼板事業、及び旧新日鐵
住金ステンレスが統合し、発足しました。
日本製鉄グループの一員として、ステンレスで社会の発展に貢献しま
す。
今後も会員の皆様とともに、当工業会の発展に取り組んでまいりますの
で、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

（おがわ いくぞう）

本社所在地

：大阪市中央区北浜四丁目5番33号（住友ビル）

おもな製造品目：FRP用低収縮剤
ホームページ ： https://www.sumitomoseika.co.jp/

この度、キッチン・バス工業会に入会させていただきました、「住友精
化株式会社」と申します。
弊社は1944年、兵庫県加古郡播磨町に肥料の製造を中心とする化
学メーカーとして創業しました。現在は吸水性樹脂、機能化学品、各種
ガスと多くの化学製品を提供しております。これらの製品は、快適な生
活に欠かせないパーソナルケア用途から、高性能な接着剤やゴムなど
の工業用品、電池・エネルギー材料と幅広い用途で利用されています。
弊社製品の一つであるフローセンUF（微粉末ポリエチレン）は千葉県
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度、日立アプライアンス株式会社は、日立コンシューマ・マー
ケティング株式会社と4月1日合併し、新会社「日立グローバルライフソ
リューションズ株式会社」としてスタートいたしました。今後は新体制のも
と一同一層の努力を重ね皆様のご期待にお応えいたしたく決意を新たに
しております。つきましては今後とも更なるご支援ご鞭撻を賜りますよう、
お願い申し上げます。

八千代市にある工場で製造し、水回り住宅設備の原料となるSMC/BMC
の低収縮剤・表面平滑性の向上剤としてご使用いただいております。フ
ローセンUFは色相と異物管理に優れ、またロット間のバラツキが少なく、
市場から高い評価をいただいております。
引き続き安定供給と品質管理に取り組んでいく所存ですので、何卒よ
ろしくお願い申し上げます。

パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社
この度、住宅・非住宅・スマートタウンなどの街づくり・車室空間などの
モビリティ領域の各事業を担当する分社名を「ライフソリューションズ社」
(旧；エコソリューションズ社)に変更させていただきました。
あらためて、「人起点でくらしをより良く、快適にする」の想いのもと、
「“Ａ Ｂetter Ｌife”を家,街,社会へ広げていく」ことに、さらなる邁進をして
まいりますのでよろしくお願いいたします。

住友精化株式会社千葉工場
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11月2日はキッチン・バスの日

代表者変更のお知らせ

大和重工株式会社
代表取締役社長
田中 宏典
（たなか ひろのり）

エレクトロラックス・ジャパン株式会社
メジャーアプライアンス事業部
プロダクトマーケティングマネージャー
（日本・韓国）
洞口 裕哉
（ほらぐち ゆうや）

株式会社渡辺製作所
代表取締役社長
渡辺 知宜
（わたなべ ともよし）

この度、大和重工株式会社の代表取締役社長に就任いたしました
田中宏典でございます。平素はキッチン・バス工業会会員各社の皆様
には大変お世話になり、ありがとうございます。心より御礼申し上げます。
当社は創業以来188年、鋳造メーカーとして鍋や釜の製造をはじめ、
現在も五右衛門風呂や鋳物ホーロー浴槽の製造を行っております。今
後も「感動」と「驚き」をお客様へお届けできるモノづくりを進めてまいり
ます。
キッチン・バス工業会の活動に貢献すべく、微力ではございますが精
一杯努力してまいりますので、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し
上げます。

この度、キッチン・バス工業会の弊社代表に就任しました洞口でござ
います。平素は、会員各社様には格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上
げます。
弊社はスウェーデンに本拠を構え、世界150以上の国と地域でキッチ
ン家電を中心に製造・販売する世界最大級のメーカーです。エレクトロ
ラックス・グループは今年で創業100周年という節目にあたり、その間数
多くの革新的な製品を世に送り出してきました。日本では主にAEGブラ
ンドでキッチンのビルトイン家電を販売しております。
キッチンの最先端は常にヨーロッパであり、我々はその一翼を担う重
要な役割があると自負しております。次の100年も日本や世界の人々の
生活を豊かにし、工業会の発展に向け邁進してまいりたいと考えており
ますので、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

この度、渡辺製作所の代表取締役に就任いたしました渡辺です。平
素は、会員各社の皆様には格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げま
す。
当社は、今年で設立50年目という節目の年を迎えることになり、これ
を機に組織を刷新いたしました。これまでは各事業部が独立した経営を
している企業でしたが、これらを統合することにより、お客様のニーズに
幅広くお応えすることを経営方針に据えることにいたしました。お客様第
一主義をモットーに、より一層高い機動力を発揮して、微力ながらお客
様の発展に寄与していく所存でございます。
新米ではありますが、精いっぱい取り組んでまいりますので、皆様の
ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。
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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

代表者変更のお知らせ

大阪ガス株式会社
代表取締役
副社長執行役員
藤原 正隆
（ふじわら まさたか）

ＤＩＣ株式会社
執行役員
コンポジットマテリアル製品本部長
水越 雅信
（みずこし まさのぶ）

この度、キッチン・バス工業会の弊社代表に就任いたしました藤原で
ございます。平素は、会員各社様には格別のご高配を賜り、厚く御礼申
し上げます。
弊社は、お客様の暮らしを支えるパートナーとなるべく、革新的なエネ
ルギー＆サービスカンパニーを目指しています。住まいに欠かせない
キッチンやバスなどの住設機器とガス機器を組み合わせた快適で豊か
な暮らしのご提案を通じて、お客様の更なる利便性や付加価値の向上
を実現できると認識しています。
令和元年も、キッチン・バス工業会様の発展に微力ながら貢献できま
すよう、より一層尽力いたす所存です。今後とも、ご指導、ご鞭撻のほど、
よろしくお願い申し上げます。

この度、ＤＩＣ株式会社の代表者として就任いたしました水越雅信でご
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。
当社は彩りを提供する「色彩ビジネス」、機能性材料を応用し快適空
間を創造する「快適ビジネス」を事業の二本柱としており、当社が保有
するさまざまな素材と塗工・印刷・成形加工などの技術を複合すること
によって多種多様な応用製品をご提案しております。
今後も工業会の発展に寄与できるよう色彩と機能性部材を継続的に
ご提供していく所存でございます。ご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願
い申し上げます。

この度、東プレ株式会社の代表に就任致しました信川徹と申します。
平素は会員各社の皆様には、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げま
す。

東プレ株式会社
代表取締役
信川 徹
（のぶかわ とおる）

弊社は1960年の創業以来、風呂ふたをはじめとしたサニタリー用品で、
「快適清潔空間」を提供してまいりました。今後も、便利さと快適なリラク
ゼーションタイムをお届けし、お客様の生活文化に貢献できる企業を目
指してまいります。
会員の皆様とともに工業会の発展に貢献できるよう、微力ながら取り
組んでいく所存でございます。引き続き、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお
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

2019年度 正副委員長名簿
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

子育て支援特別委員会
中企税関連特別委員会
次世代住宅ポイント制度特別委員会
電気式浴室換気乾燥暖房機啓発委員会

2019年5月30日現在
会 員 名
ＴＯＴＯ㈱
永大産業㈱
クリナップ㈱
タカラスタンダード㈱
トクラス㈱
㈱ハウステック
㈱ＬＩＸＩＬ
リンナイ㈱
クリナップ㈱
東京ガス㈱
㈱ＬＩＸＩＬ
クリナップ㈱
タカラスタンダード㈱
㈱ノーリツ
ナスラック㈱
パナソニック㈱
OB（ハウステック）
OB(TOTO）
ＴＯＴＯ㈱
トクラス㈱
㈱長府製作所
ＴＯＴＯ㈱
パナソニック㈱
クリナップ㈱
㈱ノーリツ
クリナップ㈱
ＴＯＴＯ㈱
タカラスタンダード㈱
㈱ベルキッチン
㈱ハウステック
㈱ノーリツ
㈱ハウステック
ＴＯＴＯ㈱
丸一㈱
キッチン・洗面委員長 タカラスタンダード㈱
浴室委員長
積水ホームテクノ㈱
委員長
㈱ＬＩＸＩＬ
副委員長
㈱ハウステック
副委員長
ナスラック㈱
副委員長
クリナップ㈱
委員長
ＴＯＴＯ㈱
委員長
パナソニック㈱
委員長
積水ホームテクノ㈱
委員長
クリナップ㈱
副委員長
永大産業㈱
副委員長
㈱ノーリツ
副委員長
㈱ベルキッチン
副委員長
タカラスタンダード㈱
委員長
㈱ノーリツ
副委員長
永大産業㈱
副委員長
㈱ハウステック
委員長
タカラスタンダ－ド㈱
副委員長
㈱ノーリツ
副委員長
㈱ハウステック
副委員長
㈱ＫＶＫ
委員長
㈱ＬＩＸＩＬ
委員長
ＴＯＴＯ㈱
委員長
㈱ＬＩＸＩＬ
委員長
ＴＯＴＯ㈱
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
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
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氏 名
中村 覚
土井隆義
柴崎和彦
中島宏文
伊藤久人
細入正樹
佐無田 譲
木住野 健
柴崎和彦
大崎和美
藤田東一
吉田光宏
中島宏文
平川 武
神谷剛志
藤田浩一
中山世一
柴山 勲
清水洋一
伊藤久人
松浦信也
猪狩 純
馬路貴光
小林 桂
平川 武
小林 桂
清水洋一
西岡田浩章
野田佳正
郡司喜夫
平川 武
畑 知宏
酒井博康
服部大輔
西岡田浩章
守谷 淳
垣田 賢
細入正樹
神谷剛志
柴崎和彦
猪狩 純
栗林羊次
野口慎二
越道昭徳
吉田尚生
毛利一彦
畑 光則
中島宏文
内山寿夫
津島岳志
渡邊理一郎
中島宏文
平川 武
関 眞人
長野聡之
藤田東一
酒井博康
佐無田 譲
駒谷直樹

Copyright © JAPAN ASSOCIATION OF KITCHEN & BATH 2019

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

2018年度 自主出荷統計概況
調査統計委員会 委員長 垣田 賢（LIXIL）
新設住宅着工戸数はわずかながら前年を上回りました（100.7%）が、キッチン総計は前年割れ（98.7%）、システムキッチン
は微減（99.7%）、セクショナルキッチンは前年比減（95.5%）。
洗面化粧台も前年割れ（98.4%）。陶器ボウルは引き続き減少傾向が続いています。
浴室総計は微減（99.4%）。システムバスのホテル・その他、単体浴槽のステンレスが前年比増加となりました。

2018年度自主出荷統計概況

■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

2018年度台数
1,743,948
1,331,976
411,972

2017年度台数 前年度比 対前年度増減台数 構成比
1,766,912
98.7%
▲ 22,964
－
1,335,430
99.7%
▲ 3,454
76.4%
431,482
95.5%
▲ 19,510
23.6%

2018年度台数
478,293
370,147
577,358
319,421

2017年度台数 前年度比 対前年度増減台数 装着率
464,143
103.0%
14,150
38.9%
360,688
102.6%
9,459
30.1%
587,646
98.2%
▲ 10,288
47.0%
313,073
102.0%
6,348
26.0%

2018年度台数
1,174,641
1,114,712
21,752
22,923
15,254

2017年度台数 前年度比 対前年度増減台数 構成比
1,190,170
98.7%
▲ 15,529
－
1,123,822
99.2%
▲ 9,110
94.9%
30,381
71.6%
▲ 8,629
1.9%
19,533
117.4%
3,390
2.0%
16,434
92.8%
▲ 1,180
1.3%

2018年度台数
1,814,878
438,588
276,323
1,099,967
1,205,720

2017年度台数 前年度比 対前年度増減台数 構成比
1,844,170
98.4%
▲ 29,292
－
479,180
91.5%
▲ 40,592
24.2%
269,930
102.4%
6,393
15.2%
1,095,060
100.4%
4,907
60.6%
1,233,238
97.8%
▲ 27,518
66.4%

2018年度台数
1,631,426
1,492,825
760,321
620,292
112,212
138,601
19,227
2,657
10,696
106,021

2017年度台数 前年度比 対前年度増減台数 構成比
1,641,952
99.4%
▲ 10,526
－
1,494,132
99.9%
▲ 1,307
91.5%
764,200
99.5%
▲ 3,879
46.6%
631,433
98.2%
▲ 11,141
38.0%
98,499
113.9%
13,713
6.9%
147,820
93.8%
▲ 9,219
8.5%
18,149
105.9%
1,078
1.2%
2,860
92.9%
▲ 203
0.2%
12,187
87.8%
▲ 1,491
0.7%
114,624
92.5%
▲ 8,603
6.5%

■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

装着率
75.5%

■洗面化粧台
洗面化粧台総計
陶器
金属・その他
合成樹脂
NEW
シャワー搭載数
■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
■新設住宅着工数
2018年度着工戸数2017年度着工戸数 前年度比 対前年度増減台数 構成比
新設住宅着工戸数（合計）
952,936
946,396
100.7%
6,540
－
持家
287,710
282,111
102.0%
5,599
30.2%
貸家
390,093
410,355
95.1%
▲ 20,262
40.9%
分譲住宅総計
267,175
248,495
107.5%
18,680
28.0%
分譲（戸建）
144,905
137,849
105.1%
7,056
15.2%
分譲（ﾏﾝｼｮﾝ）
119,683
108,278
110.5%
11,405
12.6%
給与住宅
7,958
5,435
146.4%
2,523
0.8%
10
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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！
会長報告会開催
総務委員会 委員長 中村 覚 （ＴＯＴＯ）
3月18日（月）、キッチン・バス工業会事務所にて、林会長への報告会
が開催されました。当日は2018年度および2019年度の委員長が出席し、
2018年度事業報告、2019年度事業計画（案）および2019年度理事会と
総会に向けての特別報告について事前報告が行われました。
冒頭、林会長より日頃の委員会活動に対する労いと、「2019年度は消
費税増税対策である次世代住宅ポイント制度が実施される。キッチン・
バス業界および会員企業にとっても有益な制度となるよう国交省、経産
省、関連団体と連携し活発な委員会活動を行ってほしい」とのお言葉を
いただきました。また会長からは委員会活動に対してご意見などをいた
だき、時には緊張もありながら終始和やかに進み、有意義な報告会とな
りました。
報告会では各委員長より標準設置マニュアル作成やカタログ表示ガ
イドラインの改訂、ホームページコンテンツの拡充、次世代住宅ポイント
制度への対応状況などさまざまな取り組みの説明がありました。2018
年度の委員長は達成感を感じ、2019年度の新委員長は気持ちを新た
にしました。
これからも委員会活動を通じて業界発展、また快適で安心・安全な社
会に貢献していきたいと決意しました。

会長報告会の様子

■拡大委員長会議
会議では、各委員長より次世代住宅ポイント制度対象製品の影響分
析、情報処理実態調査に関するアンケート集計結果やアクセス状況、浴
室ユニット、システムバス等の表記など、さまざまな課題に対して活発な
意見交換を行い、有意義な会議となりました。

3月11日（月）、キッチン・バス工業会事務所にて、3月18日（月）に開
催される会長報告会、2019年度理事会・総会にさきがけて、2018年度
の拡大委員長会議が開催されました。
当日は常設・専門・特別委員長を含めて、計24名の2018年度および
2019年度の委員長、事務局が出席し、意見・調整を行いました。

委員会

室内

厚労省指針値改定に対する建材等自主表示制度の対応説明会に参加
（当工業会共催）
室内空気環境専門委員会 委員長 吉田 光宏 （クリナップ）

今年1月の厚労省薬生局長通知「室内空気中化学物質の室内濃度指
針値について」のキシレン指針値改定に対する建材のVOC自主表示制
度の対応に関する説明会が、6月6日（木）に住宅金融支援機構本店「す
まい・るホール」（東京都文京区）で開催されました。本説明会はキッチ
ン・バス工業会が共催で、4VOC対策に取り組む当委員会も関連するた
め参加しました。主な内容は、本説明会主催の（一社）日本建材・住宅
設備産業協会によるキシレン指針値改定に対する放散速度基準値改
定の説明と、各VOC自主表示制度運用団体による接着剤や化粧板等
各建材の新基準対応に関する説明でした。これを受け、当委員会では
キッチン等の4VOC基準適合の利用に関する改定の見解について協議
していくことになると思います。
また同日に、早稲田大学の田辺新一教授による室内空気質に関する
最新情報説明会が開催されました。主な内容は、シックハウス対策事
例や新築住宅におけるVOCデータ収集・分析事例の紹介、厚労省指針
値の設定経緯やヒトへの影響度、室内空気質評価の国際規格等でした。

国内外における広範囲な動向から、VOC13物質の成分特性や指針値
が示す影響度という個々の細かい情報まで拝聴でき、当委員会の活動
の質的向上に繋げていきたいと感じました。

経済産業省 縄田室長による
ご挨拶
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次世代

次世代住宅ポイント制度の円滑な運営に向けて
次世代住宅ポイント制度特別委員会 委員長 佐無田 譲（LIXIL)

2019年10月の消費税率10％への引き上げに伴う住宅取得支援策と
して、一定の性能を有する住宅の新築及びリフォームに対して、さまざ
まな商品等と交換可能なポイントを新築は最大35万ポイント相当、リ
フォームは最大30万ポイント相当を付与する「次世代住宅ポイント制
度」が創設されました。
今回の制度では従来からの省エネや高齢者対応商品に加え、子
育て支援、働き方改革に資する製品として家事負担軽減設備が対象
製品となり、食器洗機やレンジフード等、キッチン・バス工業会
の扱い商品が多く対象製品となりました。
工業会では、特別委員会として活動してまいりました。 （一社）日本
ガス石油機器工業会、（一社）日本電機工業会、（一社）バルブ工業
会にご参画、ご協力いただき、対象製品の基準化や運用スキーム
の提案、制度の周知、登録製品審査等の活動をしています。会員各
社が当制度を活用し、キッチン・バス市場の活性化に向けて取組
めるように、主に運用面の環境を整える活動を進めています。
制度の内容や制度に関するお問い合わせ先については、工業会
HPのトップページ「次世代住宅ポイント制度」バナーからご確認
ください。

■活動の概要
●対象製品、基準
「環境」「安全・安心」「健康長寿・高齢者対応」「子育て支援・働き方改革」
に資する住宅の新築・リフォームが制度の対象となり、キッチン、バス、洗面
化粧台では、基準化を検討・提案し、家事負担軽減設備として「ビルトイン食
器洗機」「掃除しやすいレンジフード」「ビルトイン自動調理対応コンロ」「浴室
乾燥機」がリフォーム・新築の対象製品となり、エコ住宅設備として「高断熱
浴槽」「節湯水栓」がリフォームの対象製品となりました。また、浴室のバリア
フリー改修もリフォームの対象となっています。
●運用スキーム
対象製品登録の申請書式、提出書類、証明書の発行方法については、会
員各社が円滑な運用ができるように運用スキームを検討・提案しました。
工業会HPの会員専用サイトにガイドや証明書のフォーム等を公開していま
すので、ご活用ください。
●対象製品の公募・審査
3月から対象製品の公募が開始され、第1回、第2回の審査は完了しました。
次世代住宅ポイント制度事務局のホームページに会員各社の登録製品が
公開されています。
●ポイント発行申請
6月からポイント発行申請の受付が始まりました。申請者の申請書類の作
成ミスの改善策として、販売店様、工事施工者様向けの注意ガイドを作成し、
会員各社に発信周知しました。工業会HPの一般サイトにも掲載しています。
会員各社は販売店様、工事施工者様、各社の問い合わせ相談窓口への
丁寧な啓発活動をお願いいたします。

国が薦める住宅ストック支援策
■ システムキッチン・洗面化粧台
家事負担軽減設備 ［リフォーム］［新築］

エコ住宅設備 ［リフォーム］

ビルトイン食器洗機

掃除しやすいレンジフード

ビルトイン自動調理対応コンロ

節湯水栓

18,000ポイント

9,000ポイント

12,000ポイント

4,000ポイント

■ 浴室
家事負担軽減設備 ［リフォーム］［新築］

エコ住宅設備 ［リフォーム］

浴室乾燥機

高断熱浴槽

節湯水栓

18,000ポイント

24,000ポイント

4,000ポイント

工業会ホームページ バナー

対象製品
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「電気式浴室換気乾燥暖房機」を継続して探しています。

浴乾

電気式浴室換気乾燥暖房機啓発委員会 戸谷 直樹 （LIXIL）
キッチン・バス工業会 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では継続して電気式浴室換気乾燥暖房機を探しています。
改めてご協力をお願いいたします。
ご親族、ご友人、知人の方で対象の電気式浴室換気乾燥暖房機をお使いの方がいらっしゃいましたら、無償で点検をしていることをお
知らせいただき、該当メーカーに連絡いただきたく、お願いいたします。

■対象品
☆TOTO株式会社

■委員会設立の経緯

2006年6月に電気式浴室換気乾燥暖房機の一部で、電源電線接
続部の電気工事が不適切に行われたと推定される事故が24件発生し、
このうち22件は電源線が室内配電線に手でねじって（手より）接続
されていたり、工具による電線同士の圧着が不十分だったことが原
因と推定されます。
経済産業省より、該当機器の施工業者等（電気工事業者・工務
店・ハウスメーカー等）に、点検及び改修を行うよう要請がありま
した。また、メーカーに対しては、相談窓口設置をするように、指
示がありました。
キッチン・バス工業会では、これを重く受け止め対象機器の製造
会社を中心に「電気式浴室換気乾燥暖房機 啓発委員会」を設立、経 ☆トクラス株式会社
済産業省、一般社団法人日本電機工業会と共同で点検啓発活動を推
進しています。

■主な活動内容
2009年12月、経済産業省から点検啓発チラシ配布に関する検討要
請があり、検討を重ね440万枚のチラシを全国に配布し、委員各社
進捗や捕捉活動の状況を共有して活動をしています。

☆株式会社LIXIL

■連絡先
①各社の対象製品型式をご覧いただき、機種をご確認ください。
（リモコン、機器本体のシールまたは取扱説明書でご確認くださ
い。）
②不明、対象の場合は各会社（フリーダイヤル）にご連絡ください。
③該当する機種の場合は、直ちにご使用を中止してください。焼損
事故に繋がる可能性があります。
④各社で無償にて点検いたします。なお、点検が済むまでご使用は
お控えください。

会社名

ユニットバスブランド

TOTO株式会社

月～金 9：00～17：00土、日、祝日、夏期休暇、年末年始を除く

TOTO

http://www.toto.co.jp/News/20060630/index.htm
フリーダイヤル：0120-119-555

トクラス株式会社

ヤマハリビングテック

月～金 9:00～17:30 土・日・祝 9:00～17:00 夏期休業・年末年始を除く

http://www.toclas.co.jp/important_news/20060701/index.html
フリーダイヤル：0120-179-456
受付時間 9:00～17:00 土・日・祝は休み

INAX
株式会社LIXIL

■電気工事と点検について

問合せ先
フリーダイヤル：0120-322-456

フリーダイヤル：0120-376-837（お客さま相談センター）
月～金 9：00～18：00 土日祝日 9：00～17：00（GW・年末年始・夏期休暇は除く）

http://inax.lixil.co.jp/warnings/060630/
フリーダイヤル：0120-011-821

電気式浴室換気乾燥暖房機の電気工事は電気設備技術基準や内線
規定に基づき、電気工事士の免許を持った方が行ってください。

トステム

平日 9：00～17：00 (土曜・日曜・祝日、夏季・年末年始の休みは除く)

http://tostem.lixil.co.jp/oshirase/drier_3/
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「台所・お風呂の川柳」事業に望むこと

川柳

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。
当工業会の川柳も歴史を重ね、今年は15回目を迎えます。
川柳事業専門委員会のミッションは川柳を通じて多くの方々に
キッチン・バス工業会を知っていただくことにあると思います。
そのためには多くの一般の方々や学校などからの応募が望まれ、
何らかの活動が必要です。例えば、
①お子様やお孫様の行っている学校などで、台所・お風呂の川
柳をPRしていただきたく思います。工業会発行の優秀作品集
の小冊子を大いに利用しましょう。
②お子様やお孫様に応募していただく。
③属しているクラブ活動や集まりなどでPRをしていただく。
④ショールームに優秀作品集の小冊子を置いていただく。
ことなどが有効です。
ご協力のほどお願い申し上げます。

今回は嬉しいニュースと悲しいニュースがあります。
嬉しいニュースは協賛団体に下水道広報プラットホーム様が加
わってくださり、ご協力いただけるようになったことです。
悲しいニュースは、当初から特別選者としてご協力いただいてい
ました落語家の三遊亭金遊さんが3月に急逝されたことです。誠に
残念です。ご冥福をお祈り申し上げます。
さて、当工業会の川柳事業は、これまで量の多さを誇っていまし
たが、近年は類句・類想句や盗作と思しき句が散見されるように
なったのは残念です。選句もさらに厳しくやろうということとな
りました。とは言え、投句がなければ名作も生まれません。なに
とぞ皆様のご協力をお願いいたします。
ご応募を心からお待ちしています。

■第15回「台所・お風呂の川柳」 応募概要
募集期間：2019年5月1日（水）～7月15日（月）
応募方法：ハガキ、FAX、メール、専用WEBページより
各賞
：キッチン･バス大賞（賞金5万円）ほか多数
入賞発表：2019年10月中旬予定（当工業会ホームページにて）
表彰式 ：2019年11月1日 日本工業倶楽部（東京）にて開催
https://www.kitchen-bath.jp/senryu/information.html

はいすいしげん

コラム

「台所・お風呂の川柳」に「排水思源－下水道賞」を新設
下水道広報プラットホーム 中山 勲

あって当たり前。そのように下水道を捉える人は少なくありません。
「あって当たり前」は、国民（利用者）の信頼がベースにあって成り立つ
言葉といえそうですが、他方で、当たり前になったモノは人びとの興味
の対象から外され、くらしの中に埋もれる存在になってしまう傾向があり
ます。下水道もまた同じで、使った水があっという間に目の前から流れ
て消える便利さゆえに関心を向けられる機会が少なく、利用者とのコ
ミュニケーションが取り難いジレンマを抱えながら、自治体は将来に向
けて必要な事業を進めています。
そうした中、今回、台所・お風呂の川柳に下水道広報プラットホームと
して協賛をさせていただき、「排水思源－下水道賞」を新設させていた
だけたことは、下水道への関心をもう一度国民に呼び起こすきっかけに
なるのではないかと期待しています。
賞の名前になった「排水思源」は、中国から伝わったことば「飲水思源」
に着想を得た造語です。
飲水思源は、「水を飲むときに水源を思いなさい」という意味を持ち、
そこから転じて「物事の基本や受けた恩を忘れてはならない」という戒め
にも使われています。
本賞は、水を飲むときと同じく、水を流すときにも「源」を思ってほしい
という願いを込めて命名しました。
私たちのくらしに欠かせない大切な水。その循環の要である下水道と
くらしの関係性を想起させる作品に賞を贈らせていただきます。

【下水道広報プラットホーム】
下水道広報プラットホームは、下水道界を中心に様々な団体や
個人が交流する場を創出し、情報の共有や広報活動を通して下水
道の真の価値を発信するとともに、これからの下水道を一体となっ
て考える全国ネットワークの構築を目指しています。
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TOPICS！
いろいろな話題をお届けいたします。

第13回ウィズガス全国親子クッキングコンテスト募集開始！
（一社）日本ガス協会 土澤 弘
キッチン・バス工業会が構成メンバーの１つである、ウィズガスCLUB
では「第13回ウィズガス全国親子クッキングコンテスト」の応募受付を
「食育の日」である6月19日（水）より開始しました。
本コンテストは、親子が一緒に調理することで、料理の楽しさや食の
大切さなど食への関心を高め、家庭での食育を進めることを目的として
2007年度から毎年実施しており、昨年は過去最高となる60,747組の応
募がありました。
全国各地で行われる予選大会・地区大会を勝ち抜いてきた出場親子
11組により、2020年1月26日（日）に東京で全国大会が開催されます。
従来の「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」に、今回から「エコへの配慮」を加えた5つの観
点からグランプリ・準グランプリなどを決定します。詳しくはホームペー
ジ（https://www.gas.or.jp/shokuiku/）をご覧ください。

第12回全国大会の様子

林会長とキッチン・バス工業会受賞者の方々

第6回暮らし創造研究会開催！
3月11日（月）に東海大学校友会館にて、第6回暮らし創造研究会が
下記の通り開催されました。出席した有識者、関連省庁からは「貴重な
研究であり、ぜひ継続・発展させてほしい」との意見がありました。

■ 研究部会の進捗
2017年度に研究を開始した「暖房の健康影響研究部会」「ストック住
宅の省エネ化推進手法研究部会」の２つの研究部会の進捗と今後の研
究計画について説明されました。

■研究会概要
○開会挨拶 日本ガス体エネルギー普及促進協議会 高松 勝 会長
○進捗報告 慶應義塾大学 理工学部 伊香賀 俊治 教授
東京大学大学院 工学系研究科 前 真之 准教授
暮らし創造研究会事務局
○幹事よりご意見
建築環境・省エネルギー機構 村上 周三 理事長
住環境計画研究所 中上 英俊 代表取締役会長
ベターリビング 井上 俊之 理事長
○オブザーバーよりご意見
厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省、
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
○参加団体よりご意見
住宅生産団体連合会、不動産協会、JBN・全国工務店協会、
リビングアメニティ協会、高齢者住宅推進機構、
キッチン・バス工業会、建築改装協会、日本ガス石油機器工業会

暖房の健康影響研究部会
主査：慶應義塾大学 伊香賀教授
目的：健康・快適な暖房利用方法の追求
＜主な研究成果（途中経過）＞
（女性）

（男性）

【各群起床時血圧の比較】

放射式暖房（床暖
房）群と気流式暖
房（主にエアコン）
群を分けて調査を
実施
モデルによる比較
では放射式暖房の
方が気流式暖房に
比 べ 、 男 性 で
1.6mmHg 、 女 性 で
1.9mmHg 、 そ れ ぞ
れ血圧が低い可能
性が認められた

■ 成果の発信・活用
ストック住宅の省エネ化推進手法研究部会

2016年度までに実施した「効果・効能研究部会」「暮らしの意識・行動
研究部会」「超高齢社会の居住環境研究部会」の研究成果については、
新聞・雑誌などのメディアや各種イベント、セミナーなどを通じた普及が
推進されていることが説明されました。

主査：東京大学大学院 前准教授
目的：省エネリフォーム推進
＜主な研究成果（途中経過）＞
(%)

リフォーム実施予定者等を対
象としてアンケート調査を実施
し、リフォーム事業者からの適
切な情報提供によりリフォー
ム実施意欲が高まる可能性
があることを確認した
調査結果を踏まえ、リフォーム
事業者が施主との接点機会に
使用できるツールを作成する
予定

【情報提供による暖房新設・更新意欲の変化】
研究会の様子
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直近半年程度の行政関連情報を整理してお知らせします。
事務局
各種行政情報については、これまでも会員の皆様には総括責任者様を通じて、都度情報発信させていただいており、特に重要な内容に関しては、
各委員会での活動内容とともに、K･B通信でもご紹介しております。
今号においては、K･B通信で個別活動としてご紹介しきれていない内容も含め、皆様にあらためて行政情報を整理してお知らせします。
年月日

関連省庁など

内容・関連リンク先

2018年11月28日

内閣官房ほか

消費税率の引上げに伴う価格設定について（ガイドライン）が取りまとめら
れました。
https://www.govonline.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/other/img/20181128_guidline.pdf

2018年12月8日

国土交通省

貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案が可決、成立しました。
http://www.jta.or.jp/kikaku/yobo/20181212.html

2018年12月14日

法務省

出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律が
公布されました。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.
html

2018年12月21日

国土交通省

2019年10月予定の消費税率10％への引上げ後の住宅購入等を支援策と
して、「次世代住宅ポイント制度」を創設することが決まりました。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_0
00170.html

2019年1月より特別委員会を設
置し、制度周知や運用整備を実
施。（詳細は本号12ページ参照）
https://www.kitchenbath.jp/jisedai_points.html

2018年12月21日

中小企業庁

中小企業経営強化税制は、平成31年3月31日までの適用期限を2年延長
することになりました。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2019/190118kyoka.htm

昨年度より中企税関連特別委員
会において証明書発行対応運用
を決め事務局にて対応中。
https://www.kitchenbath.jp/chuukizei/index.html

2019年1月17日

厚生労働省

室内空気中化学物質の室内濃度指針値の一部改訂がされました。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190118I0010.pdf

2019年4月より室内空気環境専
門委員会にて、新基準に適応す
るVOC自主表示制度の対応につ
いて、関連団体と協議中。
（詳細は本号11ページ参照）

2019年2月26日

厚生労働省

2019年４月から施行される「働き方改革関連法」に関しての対応周知依頼
が各業界団体にありました。
https://www.gov-online.go.jp/cam/hatarakikata/hacchusya/

2019年3月28日

国土交通省

高齢期に備え早めに住まいを改修しましょう！
～「高齢期の健康で快適な暮らしのための住まいの改修ガイドライン」を
初めて策定～
https://www.mlit.go.jp/report/press/house07_hh_000202.html

2019年3月末

内閣府

平成29年4月から子育て支援パスポート事業は全国共通展開が実施され
ており、当工業会では会員各社のショールームの協賛店舗登録を進めて
いただいています。
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/passport/pass_tenkai.html

2018年度末時点で、46都道府県
（新潟県除く）において、会員10
社468ショールームの申請、421
ショールームの登録が完了。

2019年4月1日

国土交通省

建設技能者の保有資格・社会保険加入状況・就業実績等を技能者個別の
カードによりシステムに蓄積することで、処遇改善や技能研鑽につなげる
ことを目的とした建設キャリアアップシステムの本運用が開始されました。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_0
00033.html
http://www.kensetsu-kikin.or.jp/ccus/

材工課題専門委員会にて、昨年
7月に（一財）建設業振興基金に
よる会員各社に向けた制度説明
会を開催。以降、情報収集を継
続中。
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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
!

11月2日はキッチン・バスの日

コンプライアンス教育の重要性
工業会法律顧問弁護士 秋野 卓生（弁護士法人匠総合法律事務所）

今年のゴールデンウイークは、10連休でしたが、私は、ある上場企業
で発生した不正取引の原因究明をする調査委員会の委員長に任命さ
れたため、連日、ヒアリングや調査に没頭するゴールデンウイークを過
ごしてしまいました。
建築業界は、コンプライアンスの意識が高くなく、不正が起こりやすい
体質を持っているのですが、調査対象企業及びグループ会社全社に
おいて、判明している不正以外に不正がないことを解明していくことは
非常に大変な作業で、企業側にとっては、非常に高いコストがかかりま
す。弁護士、公認会計士が何人も投入される費用も高いのですが、不
正がないことを証明していくために実施する「デジタル・フォレンジック
調査」（メールデータの確認調査）にもコストがかかります。
「不正がないことを証明する」という悪魔の証明を求められるような調
査に多額の費用を費やして、最終的には報告書にまとめ、ようやく監査
法人の納得を得る事が出来るのです。
さて、最近は「悪いことをしてやろう」と思って不正を働く事案よりも、
「無知」「理解不足」により、突っ走ってしまう不正パターンのほうが多い
という印象を受けています。

会社の資本金を増やした（増資）結果、下請法の適用対象企業が増え
たことを「知らなかった」とか、建材取引に工事がセットになると建設業
法の適用を受けることを「知らなかった」というケースです。
個人情報保護法違反事例では、そもそも「何が個人情報か知らなかっ
た」という事案もあります。
ある日、不正が勃発し、調査委員会を立ち上げ、高額のコストをかけ、
更には調査報告書は公開されますので、社会的信用も損なうといった
損失を出すのであれば、むしろ、予防策としてのコンプライアンス教育
を徹底した方がよっぽどリーズナブルであろうと考えています。
キッチン・バス業界でも、リフォーム工事へのコミットの場面が増えれ
ば、各種の資格や許可を得なければならず、また、廃棄物の処理につ
いての厳しいルールや労災防止のための労働安全衛生法についての
知識が不可欠です。
不正に関する社会の目が厳しくなっている今、改めてコンプライアン
ス教育の重要性を再認識していただきたいと思います。
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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
VOICE

11月2日はキッチン・バスの日

2019年度 第1回懇親ゴルフ会開催！

!

工業会事務局

総会翌日の5月31日（金）、名門コースである相模原ゴルフクラブにて2019年度第1回懇親ゴルフ会を総勢22名（初参加10名）にご参加いただき
開催しました。当日はゴルフ会会長代行の富士工業（株）柏村社長にご挨拶と賞品授与を行っていただきました。優勝はジャニス工業（株）山川会
長でした。
会員同士の親睦もより一層図ることができました。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。
2019年の第2回懇親ゴルフ会は、
9月20日（金）に 城陽カントリー
倶楽部（京都） で開催いたしま
す。多くの会員の皆様のご参加
をお願いします。

VOICE

事務局からひとこと

!

常務理事 高木 利一

2015年6月に常務理事として着任し、皆様方と共に工業会の発展に
努めてまいりましたが、本年9月30日をもって一身上の都合により、任
期途中でございますが退任させていただくことになりました。この間、行
政を始めとし関連団体や会員企業の皆様方との多くの出会いに深く感
謝申し上げます。中でも工業会活動の中心で活躍いただいた歴代の会
長・副会長、そして委員長や委員の皆様、事務局を支えていただきあり
がとうございました。委員会にて、工業会として取り組むべき課題に共
に向き合い活動したこと、皆様と一緒にさまざまなイベントや研修に参
加したこと、移動委員会にて全国の企業や施設を訪れたことは忘れら
れない思い出になりました。
今後は今更ですが主夫見習いから始めます。そして気持ちに余裕が
持てた時には私の生まれた高宮に近い「令和」発祥の地である太宰府

編集
後記

天満宮を梅の花が咲く頃に訪れたいと思っています。
11月2日は「キッチン・バスの日」です。今回は11月1日に表彰式典を
執り行う第15回「台所・お風呂の川柳」は7月15日が応募の締め切りで
す。これからは選考がいよいよ佳境に入り、9月末の最終選考会を経て、
入賞作品を決めていきます。入賞目指して奮ってご応募下さい。
私からの「事務局からひとこと」は今号で最後となります。キッチン・バ
ス工業会に関係する皆様の今後益々のご活躍とご健勝をお祈り申し上
げます。「K・B通信」第18号では新常務理事が登場します。引き続き工
業会事務局へのご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

「万緑に 力もらひて 歩を進め」

今回の第17号は令和最初の号になります。年2回の発行（2017年からは新春特
別号も発行）ですので9年目に入っていることになりますね。
新しい時代に入って初心を振り返る意味で、K･B通信第1号の編集後記を見ます
と、初代委員長であり、今年度返り咲いた（?）柴崎委員長（クリナップ）が、K･B通信
による「工業会の活動の見える化」への想いを熱く語っておられました。
さすが、初代委員長として広報専門委員会を立ち上げた方。改めて委員長にな
られ、今回のK･B通信の編集作業でも、熱い想いそのままに陣頭指揮を取られて
いました。頼りにしていますよ、柴崎委員長！
さて、委員長の持ち上げはこのくらいにして、K･B通信の充実には、読者の皆様
からの忌憚のないご意見が欠かせません。令和時代の業界及び工業会の活性化
のため、今後とも皆様のご協力を何卒よろしくお願いいたします。
藤田東一（LIXIL）

トモ

第17号編集委員
発行責任者： 柴崎
編集委員： 松本
井上
大崎
滝川
田中
塚原
土井
中島
中村
藤田
山下
高木
田中

和彦 (クリナップ)
賢治 (TOTO)
知春 (ナスラック)
和美 (東京ガス)
光紀 (積水ホームテクノ)
佐知子 (三菱ケミカル・クリンスイ)
敏夫 (パロマ)
隆義 (永大産業)
宏文 (タカラスタンダード)
覚 (TOTO)
東一 (LIXIL)
藍 (渡辺製作所)
利一 (事務局)
朋子 (事務局)

発行日：2019.6.26 / 発行責任者：広報専門委員会 委員長 柴崎 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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