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Message

平素はキッチン・バス工業会の活動にご理解とご支援を賜り、誠にありがとうございます。

消費税増による需要ピークが過ぎ、新設着工の鈍化が本格化していく中、当工業会会員企業様を

はじめとする住宅および住設業界にとって、需要創造が極めて重要な課題です。また、台風等の自然

災害が年々増大し、リスク管理や緊急時対応がますます重要になっています。

需要創造では、イノベーションによる価値創造はもちろん、生活者の皆様がその価値を体験できる

プロモーションが鍵となります。「台所・お風呂の川柳」は、生活者の目線と言葉で体験価値が表現さ

れ、共感性や納得感の溢れた素晴らしいプロモーションです。この活動を継続強化することが需要創

造の一助となるはずです。また、リスク管理や緊急時対応では、情報収集や対策において企業間の

連携・協力が被害の最小化や早期リカバリーに欠かせません。それには当工業会の役割と会員企業

様の貢献が求められることになります。

事業環境はますます厳しくなりますが、当工業会ならびに会員企業様が一致協力し、日本の生活を

より豊かで快適なものにするべく、努力を続けていきたいと考えます。より一層のご支援ご協力を賜り

ますよう、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。

発行日：2019.12.24 広報専門委員会
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11月2日はキッチン・バスの日キッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐK B通信

「11/2 キッチン・バスの日」記念 第15回川柳入賞者表彰式典開催

令和となった記念すべき年に第15回目の記念式典を迎えました。今

年も全国より多くの応募をいただき、応募総数は161,823句となりました。

学校関係からは、22校より3,584句の応募をいただきました。今年の応

募作品は、令和となった時代背景を反映した句や夫婦愛を感じる句、家

族の絆を感じる句などが多く集まりました。

式典では、10月に就任した越道常務理事による開会宣言の後、林会

長から「令和最初の記念すべき年ですが、長年選者を務めていただい

たお二人（三遊亭金遊師匠、山遊亭金太郎師匠）がご逝去されたことは

残念でなりません。一方、うれしいお知らせとして神田松鯉先生が人間

国宝となられました。いかに台所・お風呂の川柳が格式の高い事業であ

るか、受賞された皆様も胸を張っていただければと思います。」とのご挨

拶がありました。中山川柳事業専門委員長による今年の傾向等が述べ

られ、続いて選者紹介がありました。また、桂右團治師匠、三遊亭圓馬

師匠のお二人が次年度の選者として紹介されました。
高円宮妃殿下によるテープカット

願成寺附属ばらの幼稚園園児の歌声

経済産業省 製造産業局 生活製品課 住宅産業室長

繩田 俊之 様
令和となりましたが、キッチン・バス工業会は昭和40年に設立されて

以来、キッチン、バスに関する製品開発、サービスの提供を通じて日本

の生活を豊かにする活動を続けられています。こうした中、台所・お風

呂を題材にした川柳は、キッチン、バスの普及促進に寄与する取り組

みとして毎年続けてこられていることに敬意を表します。

省エネをはじめ、最近では働き方改革、子育て支援、高齢者対策

等々いろいろな社会的課題がありますが、新しい製品、新しいサービス

の提供を通じて、よりよい暮らしを支えていただければと期待します。

受賞者表彰では、プレゼンターより各賞を選び抜いた決め手やお祝い

の言葉が述べられ、終始和やかな表彰式となりました。

表彰式後には、来賓として内閣府の鈴木永政策企画調査官、経済産

業省の繩田俊之住宅産業室長、国土交通省の阿部一臣企画専門官か

らご挨拶をいただき、講談師の神田阿久鯉さんの名司会により滞りなく

終了することができました。懇親会に移る前には、人間国宝となられた

講談師の神田松鯉先生の口演を聴かせていただき、その世界に引き込

まれました。

懇親会では、高松会長（日本ガス体エネルギー普及促進協議会）によ

るご挨拶、井上理事長（ベターリビング）による乾杯のご発声の後、歓談

が行われました。会場内では受賞者とプレゼンター、受賞者同士の川

柳談義に花が咲き、和やかな交流の場となりました。

最後に、栗原企画運営副委員長（下水道広報プラットホーム）による

中締めがあり、盛況のうちに閉会となりました。

国土交通省 住宅局 住宅生産課 企画専門官

阿部 一臣 様
住生活基本計画に基づき、リフォーム、既存住宅利用を推進していま

すが、リフォームで一番多いのは水まわりであり、キッチン・バスは豊か

な生活を実現させるため大事な設備、空間と感じています。うまく日常

の風景を切り取り、ユーモアも交えながら家族の絆をアピールされてい

ると感じました。

創設した次世代住宅ポイント制度の普及を期待し、川柳を考えました。

「ポイントで 日本の不景気 吹っ飛バス」

川柳を考え、豊かな住生活の実現に思いをはせることによって、わが

国の豊かな住生活実現につながることを期待します。

★ご来賓の皆様から、ご挨拶をいただきました。

内閣府 鈴木様 経済産業省 縄田様 国土交通省 阿部様

内閣府 子ども・子育て本部 政策企画調査官

鈴木 永 様
内閣府では平成15年から11月の第3日曜日およびその前後1週間を

「家族の日、家族の週間」と定めています。「台所・お風呂の川柳」では

「家族の日・家族の週間賞」を設け、優秀作品を表彰いただいています。

今年の受賞句はさりげない夫婦愛を描いた、本当に心和まされる素

敵な作品でした。大賞やその他入賞作品も心温まる、ユーモア溢れる

すばらしい作品ばかりで、キッチンとバスが家族団らんの中心にあり、

家族の絆を育む大事な場所であると改めて思いました。
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キッチン・バス大賞 （おゆきさん）

効能は 語りつくせぬ 我が家の湯
栄えある賞を受賞させていただきありがとうございます。

私は長年サラリーマンをしておりました。その間、休暇を使って、いろ

いろな温泉を巡ってきました。どこも素晴らしい温泉でした。

しかし仕事から帰って入る我が家のお風呂が小さいバスタブながらも、

「はぁ～～～～～」と一番落ち着き、日々の悩みが溶けていきます。

「我が家のお風呂に勝る温泉はない」 そんな私の気持ちそのものを川

柳に詠んでみました。本日はありがとうございました。

準キッチン・バス大賞 （汐海岬）

キッチンに まずは駆け込む 良い知らせ
素晴らしい賞をありがとうございました。キッチンが家族にとって素晴

らしい場所であることを願ってこの句を作りました。

神田松鯉先生によるご講評

式典の様子

家族の日・家族の週間賞 （三郎）

母の日も 父の好物 作る母
私の父と母の様子を思い浮かべて詠んだ川柳です。

暮らしの安全・省エネ賞 （ものぐさ子）

ゴミ捨て場 「ぶんべつ」「ふんべつ」

試される
この川柳は、ゴミ捨て場でまさに分別しようとする際に浮かんだもので

す。今後は「ふんべつ」ある大人として適切にゴミ「ぶんべつ」ができるよ

う努力してまいります。

豊かな住生活賞 （かずちゃん）

リフォームし 表札だけが 古い家

山遊亭金太郎賞 （酒乱Q）

古漬けの ような顔して 糠を足す
この句で受賞したことを妻に伝えた時には怒られたのですが、実はこ

の句は亡くなった母を思い出して詠んだ句なのです。母は糠漬けをよく

食べさせてくれました。苦労したであろう、年取った母、しかし味のある

母の顔を思い出して浮かんだ句です。

神田松鯉賞 （小俣）

大さじを 小さじに変えた 診断書

ベターリビング賞 （西岡）

すべらない 芸人顔負け 風呂の床
お風呂を作っている会社の社員ですので、すべらない床は当た

り前と思っていますが、知らない人も多いのでぜひ知っていただ

きたいとの思いでこの句を作りました。

住宅リフォーム推進協議会賞 （ガストライカー）

リフォームで 妻の声まで 若返り
引き続き、リフォーム活動の推進に貢献できるよう邁進します。

日本ガス石油機器工業会賞 （釣りキチ三平）

火を灯す 聖火もコンロも 永遠に
全口+グリルを同時使用することによる時短効果や子供に炎を見せ火

を使う体験を身近に感じる事ができるガスコンロと、来年開催されます

東京オリンピック・パラリンピックの発展を祈念し、永遠に燃え続けて欲

しいと願って作りました。

電力賞 （まったりあっち）

キッチンで 造って呑んで パラダイス
休日には、妻と一緒にキッチンに立って、お互いに食べたいものをつく

ります。冷蔵庫を開けてちょっとずつ呑みながら、よい感じにほろ酔いに

なってしまう。そんな楽しいひとときを句に詠んでみました。

日本ＬＰガス団体協議会賞 （真新）

コンロ変え 妻が張り切る 三日間
毎年毎年応募していましたが、まさか賞をいただけるとは思っていま

せんでした。妻は（私もですが）何をやっても三日坊主なところがあり、

今回の川柳を思いつき応募いたしました。

林会長の挨拶 司会の神田阿久鯉さん

★受賞句とコメント （当日、受賞者から喜びのコメントをいただきました）

中山委員長による選考経過報告 神田松鯉先生による講評
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日本バルブ工業会賞 （ピーコック）

首ひねり 蛇口をひねり 句をひねり

日本琺瑯工業会賞 （紫陽花）

琺瑯も 空気も読めぬ 我が息子
川柳が大好きなので、今回の入賞が励みになりました。ちなみに私は、

琺瑯は読めますが空気のほうは・・・。

日本ガス協会賞 （うまかっちゃん）

鍋振れば コンロ周りに 半チャーハン
炎の勢いも手伝い、パラパラになった炒飯が鍋から飛び出し、半炒飯の

ようになった様子を思い浮かべました。今ではすっきりの天板で半炒飯も

拾いやすくなりました。

ステンレス協会賞 （メタルおやじ）

記念日は 外食よりも うちで鍋

日本建材・住宅設備産業協会賞 （カラスの行水）

グルメ旅 締めは茶漬けと 家の風呂

インテリア産業協会賞 （さごじょう）

幸せの 影絵が見れる 家の窓
2年前に住宅を購入。以前よりも窓が大きくなり、リビングにいる家族の

姿が外から良く見えるようになりました。新居に住まう喜び、帰途から見え

るリビングの家族の幸せな情景を詠みました。

日本繊維板工業会賞 （Himejin88）

リフォームし 親の長寿を また願う

リビングアメニティ協会賞 （鈴木）

ママの夢 家事の全部が 全自動
日常の風景や日々の暮らしのなかで、感じたことを思い浮かべた時の気

持ちから、毎日朝早く、家族のために家事（洗濯、食事の支度）を行い、仕

事に行く主婦の思い、気持ちを詠みました。

日本コミュニティーガス協会賞 （打々っ鼓）

円満は 風呂と料理で 50年

排水思源ー下水道賞 （ふうたん）

風呂付じゃあ 無いから止めた 月旅行
ニュースで月旅行計画が話題になった時に、旅行に行くなら温泉がある

ところのほうが良いわねと思い、作った句です。

学校奨励賞 横須賀市立長井中学校 西野敏夫先生（国語科担当）

国語の授業で生徒に川柳、俳句、短歌等、言葉を吟味する活動を行って

います。今回、KB工業会の川柳コンテストを知り、生徒の表現力を磨く活

動として積極的に応募しました。このような賞をいただき励みになります。

日本ガス石油機器工業会賞 佐々木専務理事

火を灯す 聖火もコンロも 永遠に

来年は東京オリンピック・パラリンピックもあり、タイミングの良い句です。

Siセンサー付きで家族みんなで美味しく食べ、そして永遠に火を灯したい

と思います。

日本ガス協会賞 沢田専務理事

鍋振れば コンロ周りに 半チャーハン
ガスコンロの強みである火力を使えば、美味しいチャーハンができあが

ることだろうと思い、選びました。

下水道広報プラットホーム 栗原企画運営副委員長

風呂付じゃあ 無いから止めた 月旅行
この作品は宇宙旅行よりもお風呂の大切さをうたった作品で、現在活動

している排水思源の思いと重なるところがあり選出しました。

排水思源とは、中国の飲水思源から引用した造語です。大切なキッチン、

バスの排水の先には下水があり、処理することでまた飲み水に変わる大

切な資源であることに、今一度、思いを巡らせていただければと願ってい

ます。

副賞の佐賀県有明海の海苔には下水を処理した際にできる多くのリン、

チッソが含まれ、おいしい海苔になっています。

★プレゼンターの皆様からの各賞へのコメントを一部ご紹介いたします。

高松様によるご挨拶
（懇親会）

井上様による乾杯のご発声
（懇親会）

栗原様による中締め
（懇親会）

懇親会の様子
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2019年度 全員懇談会開催

2019年度第2回全員懇談会が、9月19日（木）リーガロイヤルホテル京都にて開催され、以下の議事に従い報告が行われました。

今年は京都産業大学情報理工学部 平井准教授をお招きし、「住宅IT化の進むべき方向性 インタラクションデザインとアプリ・コンテンツのプラット

フォーム化」と題して、今後の住宅のIT化の進むべき方向性などに関する講演が行われました。講演内容では、同大学内の実験住宅であるΞHome

（くすぃーほーむ）での研究成果やIｏT等の仕組み構築ができる人材雇用の必要性など、非常に参考となるお話をいただきました。

全員懇談会終了後には懇親パーティが催され、林会長のご挨拶後、9月末をもって退任される高木常務理事および新たに10月より着任される越道

氏よりご挨拶いただきました。その後、林会長から乾杯のご発声をいただき、しばし歓談が行われた後、平川副会長（株式会社ハウステック）の中締め

により、盛況のうちに終了しました。

高円宮妃殿下によるテープカット

願成寺附属ばらの幼稚園園児の歌声

【議事・特別報告】

①会員移動の件（代表者変更他）

②「自主行動指針」における製品事故情報収集対応について

③キシレン指針値改定に伴う「住宅部品VOC表示ガイドライン」見直しに

ついて

④建産協起案「JISS0024」原案作成委員会参画について

⑤浴室ユニットアセスメント実施状況調査報告と3R事例集について

⑥自主出荷統計の概要報告について

・概況報告

・キッチン統計専門委員会報告

・洗面統計専門委員会報告

・浴室統計専門委員会報告

⑦事故対策マニュアルの名称変更及び内容改訂について

⑧情報処理の実態調査に関するアンケートの実施について

⑨次世代住宅ポイント制度特別委員会 活動報告

⑩第15回川柳事業について

⑪今後の行事日程、その他

【講演会】

タイトル「住宅IT化の進むべき方向性

インタラクションデザインとアプリ・コンテンツのプラットフォーム化」

京都産業大学 情報理工学部 准教授 平井重行様

全員懇談会の様子

講演会の様子 越道新常務理事 高木常務理事

林会長

講演いただいた平井准教授
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2020年 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。

願成寺附属ばらの幼稚園園児の歌声

行事内容

第13回ウィズガス全国親子クッキングコンテスト（東京ガス新宿ショールーム）

▼関連団体行事

・2020年 1月26日（日）

行事内容

理事会・第2回全員懇談会（京都 リーガロイヤルホテル） （実施済み）

懇親ゴルフ会 （京都 城陽カントリー倶楽部） （実施済み）

キッチン・バスの日式典 第15回川柳優秀作品表彰式 （日本工業倶楽部）（実施済み）

2020年 新年賀詞交歓会（東京會舘 本館）

2020年度 第1回理事会（浜松町 東京會舘）

2020年度 定時総会・第1回全員懇談会／懇親パーティ（九段 ホテルグランドパレス）

懇親ゴルフ会（相模原ゴルフクラブ）

理事会・第2回全員懇談会／懇親パーティ（京都 リーガロイヤルホテル）

懇親ゴルフ会（京都 城陽カントリー倶楽部）

キッチン・バスの日式典 第16回川柳優秀作品表彰式／懇親パーティ

（日本工業倶楽部）

▼工業会行事

・2019年 9月19日（木）

・2019年 9月20日（金）

・2019年11月 1日（金）

・2020年 1月 9日（木）

・2020年 4月22日（水）

・2020年 5月28日（木）

・2020年 5月29日（金）

・2020年 9月17日（木）

・2020年 9月18日（金）

・2020年11月 2日（月）

東京電力エナジーパートナー株式会社

販売本部 お客さま営業部

部長(アライアンス推進担当)

舘山 陵太郎
（たてやま りょうたろう）

このたび、キッチン・バス工業会の東京電力エナジーパートナー㈱代表

に就任いたしました舘山でございます。

平素は、会員各社の皆さまには格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。

弊社は、「お客さま第一の視点でエネルギーの未来をつくる 『みらい型

インフラ企業』」として、安定して電気をお届けし、お客さまのさまざまなご

希望に真摯にお応えしてまいります。

くらしやビジネスの中の「それから、それから。」をカタチに。

今後とも会員の皆さまとともに、工業会の発展に向け、微力ながら精一

杯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。

代表者変更のお知らせ

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。

弊社はエネルギー事業者であり、愛知・岐阜・三重の3県において都市

ガス・LPガス・電気を供給し、ガス機器、リフォームの販売店「ENEDO」と

ともに、地域のお客さまに最新のキッチンやバスをご提案しております。

キッチン・バス工業会のますますの発展に向け、今後もグループ一丸

となって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。

東邦ガス株式会社

代表取締役

副社長執行役員

丹羽 慎治
（にわ しんじ）
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2019年度上期は、出荷動向先行指標の一つである新設住宅着工戸数が、7月～9月で前年同月比マイナス、上期計でもマイナスとなりました。

システムキッチンは、4月と7～9月で前年同月比プラス、セクショナルキッチンは7月、9月は前年比プラスとなりましたが、上期計ではシステム

キッチンはプラス、セクショナルキッチンはマイナスという結果になりました。

洗面化粧台は、システムキッチンと同様の動きとなり、4月と7～9月で前年同月比プラス、上期計でも前年比プラスとなりました。

システムバスも、4月と7～9月で前年同月比プラス、上期計でも前年比プラスとなりました。システムキッチン・洗面化粧台・システムバスはいず

れも同様の動きとなっています。

単体浴槽は、4月、7月、9月と前年同月比でプラスとなりましたが、上期計では前年割れとなっており、長期減少傾向が続いています。

上期は新設着工は伸び悩んだものの、10月の消費税増税前の駆け込み需要とみられる動きもあり、出荷動向としては前年を上回る結果となりま

した。10月からは次世代住宅ポイントの申請も本格的に動き出しており、今後も出荷動向の変化を情報共有します。

2019年度（令和元年度） 上期自主出荷統計

調査統計委員会 委員長 垣田 賢（LIXIL）

新設住宅着工戸数 （単位：戸）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期計 年度計

2017年度 83,979 78,481 87,456 83,234 80,562 83,128 496,840 83,057 84,703 76,751 66,358 69,071 69,616 449,556 946,396

2018年度 84,226 79,539 81,275 82,615 81,860 81,903 491,418 83,330 84,213 78,364 67,087 71,966 76,558 461,518 952,936

2019年度 79,389 72,581 81,541 79,232 76,034 77,915 466,692 77,123 77,123 543,815

前年比 94.3% 91.3% 100.3% 95.9% 92.9% 95.1% 95.0% 92.6%

システムキッチン（完成品＋トップ） （単位：台）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期計 年度計

2017年度 99,493 101,164 112,333 110,594 102,825 114,280 640,689 113,494 118,465 118,082 99,953 115,980 128,767 694,741 1,335,430

2018年度 98,353 100,746 107,835 110,131 101,148 108,336 626,549 113,110 122,855 119,442 101,840 123,134 125,046 705,427 1,331,976

2019年度 102,274 98,308 106,614 117,705 101,602 119,096 645,599 110,198 110,198 755,797

前年比 104.0% 97.6% 98.9% 106.9% 100.4% 109.9% 103.0% 97.4%

セクショナルキッチン（完成品＋トップ） （単位：台）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期計 年度計

2017年度 36,426 34,394 36,115 34,863 32,738 36,673 211,209 36,610 37,391 35,041 31,354 37,732 42,145 220,273 431,482

2018年度 33,170 33,267 33,973 33,386 32,324 31,698 197,818 36,677 37,456 33,780 32,728 37,296 36,217 214,154 411,972

2019年度 32,760 31,679 30,267 34,053 30,634 34,105 193,498 33,456 33,456 226,954

前年比 98.8% 95.2% 89.1% 102.0% 94.8% 107.6% 97.8% 91.2%

洗面化粧台 （単位：台）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期計 年度計

2017年度 140,101 141,230 153,802 149,677 141,398 156,592 882,800 154,252 165,895 165,101 140,000 162,917 173,205 961,370 1,844,170

2018年度 137,237 140,690 148,613 150,405 136,623 143,316 856,884 154,383 167,786 161,882 142,660 163,723 167,560 957,994 1,814,878

2019年度 142,435 134,459 142,110 162,132 137,805 173,125 892,066 149,390 149,390 1,041,456

前年比 103.8% 95.6% 95.6% 107.8% 100.9% 120.8% 104.1% 96.8%

システムバス （単位：台）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期計 年度計

2017年度 116,373 116,598 131,664 126,301 113,738 124,959 729,633 135,051 138,071 134,536 114,906 119,757 122,178 764,499 1,494,132

2018年度 117,033 120,475 130,084 126,055 113,620 116,934 724,201 134,570 139,288 133,354 115,001 123,805 122,606 768,624 1,492,825

2019年度 119,836 114,575 126,312 135,405 116,244 129,284 741,656 133,404 133,404 875,060

前年比 102.4% 95.1% 97.1% 107.4% 102.3% 110.6% 102.4% 99.1%

単体浴槽 （単位：台）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期計 年度計

2017年度 11,650 11,403 12,588 11,478 10,831 11,739 69,689 13,814 12,367 12,699 11,954 12,998 13,661 77,493 147,182

2018年度 11,598 11,709 12,108 11,518 9,926 10,228 67,087 12,626 13,056 10,434 11,491 12,112 11,795 71,514 138,601

2019年度 12,191 10,432 9,943 11,628 9,306 11,729 65,229 11,083 11,083 76,312

前年比 105.1% 89.1% 82.1% 101.0% 93.8% 114.7% 97.2% 87.8%



会長報告会 開催
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9月2日（月）、キッチン・バス工業会事務所にて、林会長への会長報

告会が開催されました。特別委員会委員長も含め、計10名の各委員

長・事務局が出席し、2019年度第2回全員懇談会の特別報告事項など

の事前報告が行われました。

冒頭、会長からは、委員会活動に対しての謝辞とともに「来月の消費

増税対策の次世代住宅ポイント制度の運用は、お客様のために業界が

一丸となって取り組んでほしい」とのお言葉をいただきました。

会長からは各委員会からの活動報告に対して、ご意見やご質問をい

ただき、時には緊張もありながら終始和やかな報告会となりました。

がんばってます 委員会・分科会！

総務委員長 中村 覚 （TOTO）

各委員会からの報告では、自主行動指針における製品事故情報収集

対応や標準見積書ガイドライン改訂、標準設置マニュアルの策定、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、 これからの委員会活動などを通じて業界発展や安心・安全な社会

へ貢献していくことの重要性を再確認しました。

また、2019年度下半期に向け、各委員長ともに新たな気持ちで今後

も委員会活動に取り組んでいくことを決意しました。

広報活動で連携している下水道広報プラットホームとともに帯広市を

訪ね、直投式ディスポーザの導入状況のヒアリング等や、下水道資源

循環の取り組みに大きな成果をあげている農家の視察を実施しました。

■7月5日(金) 会食、ヒアリング、意見交換、処理場見学

帯広市の施設「サラダ館」で「じゅんかん育ち」（下水道資源を有効利

用して作られた食材）を使った料理を囲んで会食しつつ、下水道事業

の説明をうかがいました。

同市は、市内で発生する生ごみの減量化の一環として、平成27年、

ディスポーザを生ごみの再生利用促進に活用するための基礎調査（対

象：帯広市、音更町、芽室町、幕別町）を実施し、直投式ディスポーザ

の影響を以下のように整理しています。

＜下水道施設への影響＞

・施設や設備の能力が不足するなどの影響はなし

・コスト増とはなるが、影響は小さい

・普及に伴ってエネルギー回収量および汚泥有効利用量が増加する

＜ごみ処理への影響＞

・生ごみ排出量が削減できる

・収集車両の燃料費の削減は、大幅な普及がない限り効果が少ない

・ごみ発電による売電収入およびエネルギー回収量は減少する

＜使用者の利便性＞

・コスト増に対する使用者の利便性や快適性の向上度合いが大きい

＜環境負荷＞

・温室効果ガスの排出量は全体として増加するが、無視できるレベル

上記の通り、行政メリットは多くありませんが、使用者の利便性は高く、

下水道への影響も少ないことから、市は平成30年度に直投式ディス

ポーザの分流区域での導入に踏み切った経緯があります。

清掃事業課の説明では、 ディスポーザの使用料は「無料」。ただし、

設置費は個人負担であり、周知もまだ充分にできていないため、導入

から1年3か月が経過した本年6月末現在でも使用承認申請数は9件に

とどまっています。今後は普及拡大をめざして周知活動に努めるべく、

業界団体や公的機関との協力関係の構築に取り組みたいとのことでし

た。

続いて帯広川下水道終末処理場に移動し、下水の処理工程や汚泥

の資源化を図る仕組みなどを見学しました。

汚泥は脱水後に乾燥処理（含水率40～50％）し、それを発酵させて

肥料化するなど、有効利用が進められています。

■7月6日(土) 生産農家・横山明美氏との交流

メムメドウズ視察

下水汚泥の肥料化に取り組んでおられる農家の横山明美氏のご案

内により、岩内堆肥場を視察しました。同堆肥場は、乾燥した下水汚

泥と牛糞を混合し発酵させて質の高い肥料を製造する施設です。乾燥

汚泥の受け入れ量は年間1,517トン。これは、帯広川下水終末処理場

と十勝川流域下水道浄化センターの両施設で発生する汚泥の約4割

に相当します。

横山氏によると、岩内堆肥場の堆肥は「信頼できる良い堆肥」として

の評価が定着しており、同氏が作るじゃがいも（品種：トヨシロ）は大手

食品メーカーに出荷され、ポテトチップスの原料に使われています。ま

た、岩内堆肥場の取り組みは、行政コストを大幅に削減する（汚泥処

分費が１桁減る）成果も生み出しているとのことでした。

今回の視察では、大樹町にある寒冷地実験住宅施設「メムメドウズ」

にもうかがいました。建築等に関する最先端の情報発信拠点でしたが、

2018年11月に「メムアースホテル」に生まれ変わっています。

ホテルとなった今も持続可能な開発目標（SDGs）への挑戦は続けら

れており、 参加者一同、大いに刺激を受ける体験となりました。

委員会

広報

帯広市の直投式ディスポーザ導入と下水道資源循環を視察

広報専門委員会 GKP・広報連携WG 中山 勲(下水道広報プラットホーム)

岩内堆肥場前
帯広市の下水道事業
の説明を聞く参加者



委員会

合同
３委員会合同移動委員会でマツダ株式会社様を訪問しました
消費者関連委員会、キッチン・洗面技術専門委員会、中企税関連特別委員会
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7月19日(金)～20日(土)、消費者関連委員会、キッチン･洗面技術専

門委員会、中企税関連特別委員会の3委員会合同の移動委員会が開

催されました。

台風が接近し両日とも雨模様とはなりましたが、マツダ株式会社広島

本社様、広島原爆関連施設を訪ねました。

■マツダ株式会社広島本社様見学(7月19日)

初めにマツダ株式会社様の企業理念、ものづくりへの取り組みについ

て品質本部市場品質部 主幹 兼森様から説明を受けました。

同社は言わずと知れた日本を代表する自動車メーカーですが、自らを

スモールプレーヤーと位置付け、他の自動車メーカーとは一線を画した

独創的な発想で挑戦し続ける企業を目指しているとのことです。

同社製品のブランド名ともなっている「SKY ACTIVE」と称する技術は、

企業理念を実現するための考え方、技術やしくみの総称であり、開発や

設計、購買、ものづくりの生産現場の各組織で共有され、開発期間の短

縮、コストや在庫の圧縮等の合理化を成功させており、現在も進化して

いるとのことです。

具体的には、一括企画、コモンアーキテクチャー、フレキシブル生産の

キーワードを着眼点とし、開発や生産、サプライヤーとの一体化を図り、

プラットフォーム等固定領域と各商品毎の変動領域をキチンと見極めた

上で共有し、そのバランスを上手にとることであり、本来相容れることが

難しいとされる商品バリエーションの多様性とスケールメリットによる量

産効率を同時に実現しているそうです。同じくものづくりに根ざすものと

して、大変参考となりました。

マツダミュージアムの見学では、同社のシンボルカラー「ソウルレッド」

の最新車種の展示に始まり、往年の名車、レトロ感満載の懐かしい車、

同社を象徴するロータリーエンジンを含む技術が紹介、展示され、車好

きのみならずとても楽しい時間を過ごすことができる空間でした。

生産現場の見学では、車の内装部品を組み付ける車両組立ラインを

案内いただき、｢多車種混流生産」と呼ばれるいろいろな種類の車を一

つのラインでつくる様子を見学しました。

作業者のみなさんが、各持ち場で１台ごと異なる車にそれぞれ異なる

部品を決められた時間(タクト)で無駄なく取り付ける作業は、これぞ日

本を支える製造メーカーという圧巻の光景でした。

がんばってます 委員会・分科会！

消費者関連委員会 神谷 剛志 （ナスラック）

説明を聞く参加メンバー

マツダミュージアム

原爆ドーム

原爆死没者
慰霊碑

■原爆関連施設見学(7月20日)

広島駅から周遊バスで移動、原爆ドームから原爆死没者慰霊碑を散

策し広島平和記念資料館を見学しました。

広島平和記念資料館は、常設展示を全面的に更新、今年4月にリ

ニューアルオープンしており、今まで以上に実際の遺品、その遺品にま

つわる実体験を表現する展示を増やしたと聞いています。

当日も外国の方を含め数多くの方が見学していましたが、改めて原爆

がもたらした被害の大きさを実感しました。

昨今、自然災害等を含め様々な悲惨な出来事が起きておりますが、

広島で起きた惨事は明らかに人が意図的に起こしたものであり、これか

らの社会では回避できるものだと思います。

このような惨事が二度と起こらないよう、この惨状を正しく伝えていくこ

とが極めて重要なことだと感じました。

初日7月19日（金）の夜には、MAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島でプ

ロ野球の広島-巨人戦が行われており、広島の街はカープのユニフォー

ムを着た多くのファンでにぎわっていました。ちなみにマツダ株式会社

様のシンボルカラー「ソウルレッド」が広島カープのヘルメットの色に採

用されているのはご存知でしょうか?

これは、トップ同士の交渉によるものだそうです。



「天城ホームステッド」にて情報化推進移動委員会を開催しました

情報化推進委員会 委員長 内山 寿夫 （ノーリツ）

委員会

技術
三菱重工様 MRJミュージアム、トヨタ産業技術記念館を見学
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MRJミュージアムにて

がんばってます 委員会・分科会！

浴室技術専門委員会 委員長 平川 武 （ノーリツ）

委員会

情報

RPA（Robotic Process Automation）などの技術を持つ「デジタルワー

カー」の存在が注目されています。人を雇うのではなく、スキルをもった

ロボットをダウンロードして使うことが現実に始まっています。セミナータ

イトルは、会社の未来の姿を表しています。

セミナーでは、最新のデジタルを活かした事例などを聞くことができ、

取り組みの参考となりました。各社ともいかに業務効率をあげていくか

は共通の課題だと思いますので、非常に有意義な場となったと感じてい

ます。講師の皆さま、また、当日、施設のご提供をいただきました、日本

アイ・ビー・エム様にこの場をお借りしまして、御礼申し上げます。

講師の皆さまと参加メンバー

10月18日（金）、浴室技術専門委員会の移動委員会をTOTO株式会社

名古屋ショールームのイベントルームをお借りして開催しました。委員

会終了後に、三菱重工MRJミュージアムの見学、10月19日（土）はトヨタ

産業技術記念館の見学を合わせて行いました。

■ 三菱重工MRJミュージアム

愛知県営名古屋空港に隣接し、三菱重工グループの最先端テクノロ

ジーを搭載した「国産初のジェット旅客機」MITSUBISHI REGIONAL

JET(MRJ)を紹介する施設で、MRJの開発・生産に関する展示室とMRJ

最終組立工場の見学ができます。稼働中の製造現場の見学もあり、セ

キュリティーは厳しく完全予約制で、アテンダントの案内による見学ツ

アーでした。まずは、エントランスの撮影スポットでMRJをバックに記念

撮影を行い、ツアーを開始しました。シアターで開発から初飛行の映像

を視聴し、MRJのフォルムは日本刀から、赤・黒・金の色彩は漆塗りから、

窓の縁取りは歌舞伎の隈取りなど、日本の和・伝統美を取り込んだデザ

インコンセプトの説明を受けた後、原寸大モックアップに搭乗。さらに、

主翼・垂直尾翼の試作品、エンジン・パイロンの原寸大モックアップ（木

製なのでビックリ）などの説明を受けました。最終組立工場は、月産10

機が組立可能な広さがあり、実際の組立作業風景を見学し、最先端テ

クノロジーを搭載した「日の丸ジェット」の離陸に期待が膨らむ90分間の

見学ツアーとなりました。

■ トヨタ産業技術記念館

2日目は、トヨタ産業技術記念館の見学を行いました。トヨタグループ

の共同事業としてグループ発祥の地（旧豊田紡織株式会社本社工場跡

地）に設立されています。繊維機械館と自動車館があり、その産業技術

の変遷が分かりやすく展示・説明されており、「研究と創造の精神」「モノ

づくりの大切さ」を知ることができ、トヨタの原点に触れる大変有意義な

見学になりました。名古屋近辺にはいろいろな施設見学先がありますが、

ここが一押しの見学先ではないかと感じました。一度では見切れないほ

どの展示内容です、また訪れたい施設のひとつです。

10月20日（日）～21日（月）の2日間、日本アイ・ビー・エム株式会社の

天城ホームステッド（静岡県伊豆市）にて、情報化推進移動委員会が開

催されました。当日は、定例の委員会議題のほか、最新のデジタル技

術に関するセミナーを開催し、盛況のうちに終了しました。

自然に囲まれた素晴らしい環境の中、また、当日の夜はラグビーワー

ルドカップ2019準々決勝「日本VS南アフリカ」戦もあり、全員が一致団

結して声援を送るなど、委員間の親睦をより一層深める場となりました。

■1日目 テーマ『接客AI導入事例と基幹システム連携』

講師：日本アイ・ビー・エム株式会社

刀根 猛様

AI（人工知能）を活用した商品検索サービスや接客サービス等、デジ

タル技術を活かした事例のほか、活用され続けるための進め方につい

て、紹介がありました。

■2日目 テーマ『新設支社には、人がいない時代❓』

講師：オートメーション・エニウェア・ジャパン株式会社

内田 隆平様

歴代の名車コーナー
（トヨタ産業技術記念館）



委員会

子育て
内閣府 令和元年度「家族の日フォーラム」に参加しました
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左上：フォーラム参加メンバーと
当工業会からの展示資料

右上：LIXIL秋田ショールームの
子育て支援パスポート案内

左下：秋田国家石油備蓄基地の
地中式原油タンク外観

11月17日（日）、今年は秋田テルサ（秋田市）で行われた「家族の日

フォーラム」に子育て支援特別委員会6名で参加しました。子育て支援

策を盛り上げるべく、当工業会としても「家族の日フォーラム」には2012

年から参加しています。（K･B通信第4号参照）

フォーラムでは、秋田南高校吹奏楽部の楽しく迫力あるオープニング

演奏の後、内閣府 三浦大臣官房審議官からの主催者挨拶では、「子育

て世代や子供たちの未来へのさまざまな投資政策の中、『家族の日

フォーラム』が子育てを支える家族と地域の大切さの気づきとなり、暖

かな社会づくりにつながっていく」との願いを語られました。その後、子

育てに関する基調講演や、子育て世代がいっしょに楽しめるショーや隣

接会場でのイベントもあり、多数の子育て世帯で盛り上がった内容でし

た。

なお、会場には当工業会の「台所・お風呂の川柳」優秀作品集と秋田

市の子育て支援パスポート事業登録ショールーム情報、次世代住宅ポ

イント制度関連情報を展示させていただき、業界PRも行いました。

がんばってます 委員会・分科会！

翌18日（月）は、男鹿市にあって、社会の安定的発展に貢献されてい

る秋田国家石油備蓄基地（秋田石油備蓄株式会社）を訪問しました。

同基地は、オイルショックに端を発し、1975年に制定された石油の備

蓄の確保等に関する法律に基づき設置された全国に10か所ある石油

備蓄基地の一つです。荒天のため、残念ながら地中式原油タンクの内

部見学は叶いませんでしたが、非常に有意義な視察になりました。

子育て支援特別委員会 委員長 藤田 東一 （LIXIL）

また、会場近くのLIXIL秋田ショールームも訪問し、

子育て支援パスポートの状況もお聞きしました。

■令和元年度「家族の日フォーラム」概要

以下の内閣府ホームページからご確認ください。

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/fa

mily/forum/r01/kaisai.html

委員会

室内

「2019年室内環境学会学術大会」に参加しました

室内空気環境専門委員会 委員長 吉田 光宏 （クリナップ）

左上：
学術大会ポスター発表会場

右上：
学術大会会場入り口での
参加メンバー一同

左下：
学術大会口頭発表会場

室内空気環境専門委員会では、室内環境への知見を増やすことを目

的に、毎年12月に開催される学術大会に参加しています。今年も12月5

日（木）～6日（金）に、「2019年室内環境学会学術大会」（那覇市：沖縄

県市町村自治会館）が開催され、当委員10名による移動委員会を行い、

参加しました。

本大会は、さまざまな分野の研究者・実務者、企業、学生等による室

内環境問題に関する発表大会として、VOC・粒子・微生物・建築設備等、

多岐にわたるテーマで、論理的あるいは独創的な環境調査・分析・計

測・評価等により成果を公表するというもので、初日はポスター発表、二

日目は講演形式による口頭発表が行われました。また、初日には日本、

韓国、台湾、ミャンマーの4か国による「室内空気質に関する新しい評価

と制御技術」をテーマにシンポジウムもありました。発表科目数はポス

ター、口頭合わせて約170件でしたので、各自あらかじめ目的に繋がる

科目に絞って視聴しました。研究成果は実現性の高いものから低いもの

までさまざまですが、それぞれが何（誰）をターゲットにどのように室内

環境改善するかのストーリーが明確で、そこには普段気づかないいろい

ろな観点やアイデアが盛り込まれており、業務の組み立て方の参考に

なりました。

口頭発表は、各自持ち時間が質疑応答含めて15分であり、理解を深

めるためにもう少し長く視聴しておきたい科目もありました。終了時間が

迫ると事務局が“チン!”とベルを鳴らすのですが、残り時間がわずかに

なるとベル音がさらに強くなっていくのが印象的でした。

期間中は生憎の雨天続きで肌寒かったのが少し残念でしたが、沖縄

独特の風情を楽しむこともでき、とても有意義な移動委員会でした。

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/family/forum/r01/kaisai.html


委員会

合同
2委員会合同移動委員会でフロム工業様、

九州電力八丁原（はっちょうばる）地熱発電所様を見学
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採掘ドリルおよび
10年使用のパイプ

■ 株式会社フロム工業様 工場見学 (11月29日)

フロム工業様は北九州の地で1983年に創業。家庭用、業務用、船舶

用ディスポーザや厨芥処理機、生ゴミリサイクルシステムを製造・販売。

同社の社名の由来は「FROM NOW TO THE FUTURE」（今から未来へ）。

はじめに家庭用ディスポーザ開発室 大串室長からのご挨拶後、技術

部 松岡係長からディスポーザの歴史についての概要説明がありました。

ディスポーザはアメリカの建築家であり、発明家のJohn Hammes（ジョ

ン・ハムス）氏が奥様のために生ごみ処理機を作ったのが始まりとのこ

とです。夫婦愛がきっかけだったとは感慨深いものがあります。その後、

アメリカでは下水道の普及などで発展したようです。日本でも現在、下

水道の普及率が全国で78.8％と普及が進む中、大都市部のマンション

を中心に販売されており、戸建住宅では29市町村で下水道放流が認可

されているとのことです。

続いて大串室長からディスポーザのメリットや製造販売に関わる規格

および製品認証の話がありました。メリットとしては「生ごみの貯留ス

ペースが不要、衛生的なキッチン、地球環境への考慮」とのことです。

次に技術部の武田主任から家庭用ディスポーザの話があり、今は

バッチ運転式（フタスイッチ運転）が主流とのことでした。

その後、枝豆の皮による粉砕運転の実演見学と工場見学を行いまし

た。生ごみが細かく粉砕され、粉砕後の内部洗浄で非常にきれいにな

る様子は驚きでした。同社ではOEMを含め年間25,000台を生産されて

いるとのことで、見学でき、参加者一同、大変勉強になりました。フロム

工業の皆様、ありがとうございました。

がんばってます 委員会・分科会！

地熱発電所のしくみ

粉砕実演の様子

■九州電力八丁原地熱発電所様見学 （11月30日)

この発電所は大分県九重町の阿蘇くじゅう国立公園の一角にあり、周

囲を山に囲まれた標高約1,100mの高地にあります。山肌から白い水

蒸気が立ち上っているのが遠くからもわかり、火山地帯であることが実

感されます。

同地熱発電所では、地下の岩盤の中に閉じ込められ、マグマの熱で

300℃に熱せられた地下水をパイプを通して取り出し、その蒸気を使っ

てタービンを回し発電しています。通常の発電所とは異なり、化石燃料

を使わず、二酸化炭素も発生しないクリーンな発電方法を採用していま

す。日本全国に29か所の地熱発電所がありますが、八丁原は2基の発

電機を有し、合計して毎時110,000kWを発電する日本で最大の地熱発

電所となっています。地熱という自然の力を利用した素晴らしい発電シ

ステムですが、マグマの熱が取り出せる火山地域にしか設置することが

できず、また計画から完成までに長期間かかる施設であることから、簡

単に多くを設置することができませんが、九州電力管内の約3.7万世帯

への電力供給を担っているそうです。

燃料の多くを輸入に依存している日本では、今以上に自然のエネル

ギーを熱源とした電力が求められます。そういったクリーンな発電シス

テムの１つに地熱発電があることを改めて知ることができ、充実した移

動委員会となりました。

総務委員会 委員長 中村 覚（TOTO）

調査統計委員会 委員長 垣田 賢（LIXIL）

最後に、同社建物に並列して「フロム石田卓球場」があり、オフィシャルス

ポンサーをされているとのことです。同卓球場では有名な卓球選手が練習

しており、また有名女優によるWEBプロモーション撮影の場にもなったとの

ことです。

総務委員会／調査統計委員会

視察の様子

11月29日(金)～11月30日(土)の2日間、2委員会合同の移動委員会を実施しました。

説明の様子



委員会

広報
8/6～9下水道展’19横浜の｢川柳小島」で、来場者に川柳応募を依頼！
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当委員会では、下水道広報プラットホーム様と消費者に対しての業

界広報活動で連携（GKP・KB広報連携WG）しています。

下水道広報プラットホーム様は、工業会川柳事業において本年より

協賛団体となり、排水思源ー下水道賞を提供いただいています。

これまでの下水道展では、来場者への川柳優秀作品集の配布、下

水道の進化により水回り製品が大きく発展した経緯を紹介したパネル

展示、臭気止めの仕組みを説明する排水トラップの模型など、業界PR

を行ってきました。

今回、同WGでステップアップした連携を模索し、下水道展内での川

柳応募を実施しました。

「第15回台所・お風呂の川柳」募集は7月末日が締め切りですが、今

年の下水道展は8月6日（火）～9日（金）の4日間、パシフィコ横浜での

開催であったため、川柳事業専門委員会と工業会事務局が協賛団体

と折衝し、下水道展開催期間中に限って、その場で応募いただいた川

柳を応募句として選考に加えることとしました。

下水道展運営関係者のご配慮により、開催期間中、回遊形式の会場

に「川柳小島」と題したコーナーを設置いただきました。

下水道展には、夏休みの宿題の一環として多くの小学生が友達同士、

両親、おじいさん、おばあさんと訪れたり、行政や企業の業界関係者も

多数来場しました。

初めての試みでもあり、目標の応募句は200句（50句/日×4日）とし

ましたが、気軽に応じて川柳を作ってくれる来場者が数多く、その結果、

1,416句を総句数に加えることができました。

がんばってます 委員会・分科会！

広報専門委員会 委員長 柴﨑 和彦（クリナップ)

13

第15回「台所・お風呂の川柳」の選考を終えて

選考会の様子

「川柳小島」が設置された
スイスイ下水道研究所の

出入り口

「川柳小島」として出展、
来場者に応募を呼びかけ

今年の川柳とのかかわりの中で、うれしいこと、悲しいことが重なりま

した。まずうれしいことは、第1回目から特別選者をしていただいている

神田松鯉先生が10月に人間国宝に認定されたことです。悲しいことは、

同じく当初から特別選考委員をしていただいていた三遊亭金遊師匠が

旅先で急逝されたこと及び山遊亭金太郎師匠が9月にご病気でお亡く

なりになったことです。特に金太郎師匠は最終選考会が迫っている中、

「台所・お風呂の川柳」のことを最期まで気に掛けてくださり、副賞の賞

品まで用意されていました。表彰式には金太郎師匠の名代としておか

みさんが出席され、山遊亭金太郎賞の賞品を手渡してくださいました。

さて、今年の最終選考会は9月30日（月）、予選を通過した319句を対

象に粛々と選考が行われました。川柳にはその時代の様子や言葉が反

映される傾向があります。今年もその例に洩れず「2,000万円」「オリン

ピック」「令和」「消費税」等々の言葉が反映されていました。

来年からは神田松鯉先生の他、新しい特別選者として桂右團治師匠、

三遊亭圓馬師匠にご参加いただくこととなりました。

次回も皆様のご応募をお待ちしています。

委員会

川柳
川柳事業専門委員会 委員長 中山 世一（顧問)

当委員会では一般応募句をどう増やすかを課題として継続的に意見

交換を行っていますが、「人が集まるところで応募をかける」ことが有

効であることがわかり、マンパワーの許す限り、次年度以降の展示会

等での川柳募集コーナー設置を検討していきたいと思います。

なお、今回、広報専門委員以外にも自発的に多くの方がコーナー説

明員として参加いただきました。この場をお借りして御礼申し上げます。

山遊亭金太郎師匠おかみさんから受賞者へ授与
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いろいろな話題をお届けいたします。
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願成寺附属ばらの幼稚園園児の歌声

暮らしとまち未来会議2019開催！
（一社）日本ガス協会 副課長 山田 淳己

10月31日（木）、東京丸の内の東京會舘で「暮らしとまち未来会議

2019」が初めて開催され、関係業界から約560人にご参加いただきまし

た。

第１部では、健康・快適をテーマにパネルディスカッションをメインとし

た「暮らしの未来シンポジウム」が実施されました。ファシリテーターとし

て株式会社リクルート住まいカンパニー「SUUMO」編集長池本様、パネ

ラーとして早稲田大学教授田辺様、エコナビスタ株式会社取締役会長

梶本様にご参加いただき、健康・快適性という視点で「住まい」や「職場」

における温熱環境等の影響について、さまざまな議論が実施されまし

た。住宅の評価には健康・快適の視点も入れる必要があり、省エネと両

立すべきといった意見や、健康・快適の魅力に気づきを与える「体験」の

重要性が語られるなど、示唆に富む内容となりました。

また並行して行われた「まちの未来シンポジウム」、「エネファーム

パートナーズ総会」では、環境性に加え、レジリエンス性に優れたエネ

ファーム等のコージェネレーションシステムの活躍事例共有が行われま

した。

第2部の「暮らしとまち未来会議」では消費者庁長官の伊藤明子様に

ご講演いただきました。最後に会を総括し、人々の豊かで潤いのある未

来の暮らしやまちづくりに向けた決意が「暮らしとまち未来会議宣言」と

して発表され、参加者と共有されました。

その後の懇親パーティでは、キッチン・バス工業会の林会長が中締め

を行いました。挨拶の中で、「20年後も『使ってよかった』と思われるモノ

づくりを進めていきたい。エネファーム販売については、われれわれ住

宅設備業界も一緒になって頑張っていきたい」と述べられ、閉会しまし

た。

■ 第1部 暮らしの未来シンポジウム概要

①開会挨拶 日本ガス体エネルギー普及促進協議会 会長 高松 勝

②来賓挨拶 国土交通省住宅局住宅生産課長 武井 佐代里氏

③パネルディスカッション

「健康・快適をテーマに少し先の未来の暮らしを考える」

ファシリテーター

株式会社リクルート住まいカンパニー「SUUMO」編集長 池本 洋一氏

パネリスト

早稲田大学理工学術院創造理工学部建築学科教授・工学博士

田辺 新一氏

大阪市立大学大学院疲労医学講座特任教授 エコナビスタ株式会社

取締役会長 梶本 修身氏

④講演

「30分でわかる 住宅マーケットの今と未来温熱・快適ニーズの今と

未来」

「SUUMO」編集長 池本 洋一氏

■ 第2部 暮らしとまち未来会議

①特別講演 消費者庁長官 伊藤 明子氏

「SDGs×消費者・生活者」を考える ～変わる消費者像と地域共生～

②総括（「暮らしとまち未来会議宣言」の発表）

パネルディスカッションの様子

林会長の挨拶

暮らしとまち未来会議宣言

伊藤様の講演の様子池本様の講演の様子
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講演会『健康になる入浴と浴室関連業界に期待すること』を合同開催しました

9月4日（水）、（一社）リビングアメニティ協会、（一社）日本ガス石油機

器工業会及び当工業会の共催で、東京都市大学教授 早坂信哉氏の講

演会が開催されました。早坂氏は、お風呂や温泉と健康の関係につい

て医学的に研究をされている第一人者で、メディアでも注目されている

温泉療法専門医の先生です。

講義の目的は、「入浴医学の基礎知識を知ること」「健康になる正しい

入浴方法を知っていただくこと」など浴室関連業界として役立つ内容の

講義をしていただき、3団体で71名の方々に聴講していただきました。

高円宮妃殿下によるテープカット

願成寺附属ばらの幼稚園園児の歌声

第13回ウィズガスCLUB全国親子クッキングコンテスト～九州地区大会開催！

12月1日（日）、親子クッキングコンテスト九州地区大会を視察しました。

親子が協力して料理を作るこの大会も13回目を迎え、九州大会は

5,805件の応募が集まり、厳正なる書類審査を通過した9組の親子が全

国大会への切符をかけて地区大会の決勝が行われました。

募集のテーマは「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～」。各チーム地産地消を取り入れ、親子のチーム

ワーク、美味しさ、わが家の工夫、ガスならではの料理方法、エコの配

慮をクリアし、第一位を獲得した沖縄の親子の料理テーマは「特製もりも

り定食」。お父さんと小学5年生の娘さんとのチームでした。今回は9組

中、2組がお父さん娘さんとのペア出場があり、応援席ではお母さんはじ

めご家族からの熱い声援が飛んでいました。全国大会は来年1月26日

（日）に新宿で行われ、全国優勝を目指します。

翌12月2日(月)は、西部ガス株式会社様が参画している、北九州市

小倉北区城野北地区の「みんなの未来区BONJONO」を見学しました。

平成20年に北九州市が環境モデル都市として政府から認定され、人

がつながり、多世代が暮らし続けられるゼロ・カーボンと子育て支援・

高齢者対応のまちづくりをコンセプトとしています。ご担当者のご説明

から、熱く取り組む様子が伝わりました。

講演スライド抜粋

BONJONO 街並み

《講演内容》

①間違いだらけの入浴法

浴槽入浴の温熱作用・浮力作用・水圧作用の物理的効果、安全な入

浴方法について。

②心と体の疲れを取るお風呂の効果

温熱作用による血流・副交感神経刺激・筋緊張の緩和効果、また主観

的健康感・幸福感・介護リスク低減への効果について。

③症状タイプ別入浴法

胃痛・神経痛・高血圧・低血圧・アトピー性皮膚炎・冷え性などの症状

別のおすすめ入浴法、注意点について。

④浴室関連業界に期待したいこと

シートベルトの普及で交通事故死亡者が激減したことに例え、浴室関

連業界が「入浴のシートベルト」の実現を目指せないか、安全にお風呂

に入れるための仕組みの開発を期待しているとのご意見・ご提案をいた

だきました。

講演会 早坂信哉教授

講演スライド抜粋

浴室技術専門委員会 委員長 平川 武（ノーリツ）

《早坂信哉氏プロフィール》

・1993年 自治医科大学医学部卒業

・宮城でへき地医療に内科医として従事→入浴の研究を開始

・浜松医大健康社会医学講座准教授（2011年まで）

・大東文化大学教授などを経て、現在、東京都市大学人間科学部教授、

温泉療法専門医。

『最高の入浴法』(大和書房）『たった1℃が体を変える ほんとうに健康に

なる入浴法』（KADOKAWA）などを出版。NHKの「チコちゃんに叱られ

る」など多数のメディアに出演。

出場者の皆さん

広報専門委員会 副委員長 大﨑 和美（東京ガス）



「K・B通信」第18号が発行される12月は、私が常務理事を退任して、既

に3ヶ月が経っています。2015年6月に就任してから2019年9月末の退

任まで4年と4ヶ月、本当に大勢の方々と出会い、いろいろな経験を積ま

させていただきました。振り返ってみるとあっという間の時間でした。キッ

チン・バス工業会常務理事として叱咤激励して私を支えて下さった皆様、

本当にありがとうございました。御礼申し上げます。

私事となりますが、昨年の3月まで20年間、大学の部活（ソフトテニス）

の監督をしていました。毎年4年生を送り出す追い出しコンパがあるので

すが、その時卒業生に向かって、就職などもそうですが、「これからの人

生において岐路を選ぶさまざまな局面が出てくる。しかし自分で選んだ

道は後悔したら負け。ポジティブに考えて選んだ道を全力で進むべきだ。

また、自分にとって大切だと感じた出会いや人間関係が重要だ」と言って

きました。まさに私の経験からの思いがこもった言葉です。

退任してからは、友人や先輩・後輩そして地元のテニス仲間と有意義

な時間を過ごせればと思っています。小・中・高・大と東京だったのがあり

がたいです。飲食の誘いが増えそうです。当然家事もやった上です。

最後となりますが、会員企業・関連団体・キッチン・バス工業会のます

ますの隆盛を祈念してご挨拶とさせていただきます。
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新旧常務理事の挨拶VOICE
!

前常務理事 高木 利一

11月2日はキッチン・バスの日キッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐK B通信

ありがとうございました

親子クッキングコンテストにて（福岡） 左：高木前常務理事

皆様お幸せに！

このたび、10月1日よりキッチン・バス工業会常務理事を拝命いたし

ました越道でございます。任の重責を考えれば身の引き締まる思いで

はございますが、会員の皆様にご協力を賜り、工業会の発展に少しでも

寄与できればと考えております。

■ 工業会と私

まず初めに、工業会と私の関係を簡単に紹介させていただきます。工

業会と私のご縁は、現在を遡ること早10年。前所属企業で渉外という職

責を任じられてからのお付き合いとなります。

10年前、初めて工業会にご挨拶に伺った際、当時の常務理事であっ

た島崎様と田中部長お二人の温かい歓迎のお言葉から始まりました。

長いようで短い10年ではございますが、その間、社業に専念した2年間

のブランクを除き、消費者関連委員会とPL関連委員会では委員長の大

役を務めさせていただいたり、総務委員会などでは副委員長等々、多く

の委員会にも参加し貴重な経験を積むことができました。

これからは「加盟企業所属の委員から事務局へ」と、その立場は変わ

りますが、各委員長をはじめとする委員皆様のお力添えをいただきなが

ら、工業会の発展に尽力する所存です。

■ 会員の皆様と共に

昨今は、ともすれば人と人との関係が希薄になることも多い社会です

が、当工業会は参加された委員の皆様が積極的に意見交換のできる

貴重な場であると思います。これからもこのスタンスを変えることなく、

会員皆様から建設的なご意見を賜り、さらに付加価値の高い工業会を

会員の皆様と共に作り上げたいと考えております。

また参加された委員の皆様が、よりメリットを感じることのできる委員

会を目指し、委員の皆様とより良い方向を模索したいと思います。各委

員の皆様は、概ね自社での職責を持ちながら、各委員会に参画されて

いると思います。可能な限り、この負荷を軽減できるような方法を皆様

のお知恵もお借りしつつ、今後考えていきたいと思います。

微力ではございますが皆様のご協力、ご指導よろしくお願いいたします。

移動委員会にて 前列中央：越道常務理事

よろしくお願い致します！！
新常務理事 越道 昭徳



4 裁判がITで出来ると言うことは、法律相談もITで出来るはず

われわれは、裁判になる手前の法律相談段階で、紛争解決の道しる

べを示し、なるべく示談してもらう形で紛争解決を果たしています。

解決金、お詫び金、慰謝料など、センシティブな金額算出も、建築紛

争解決の経験値から適正金額をはじき出し、提案することを心がけてい

ます。

この紛争解決ノウハウを求め、全国各地の住宅会社の皆様から法律

相談をいただき、これに対応すべく、東京、大阪、名古屋、仙台、福岡に

法律事務所を構え、対応しています。

最近は、web会議も多用しています。zoomやskypeなどを活用して依

頼者の皆様に打ち合わせの交通費負担がかからないような工夫もして

いますが、裁判がweb会議で実践できるなら、法律相談もweb会議を

もっと多用できるのではないか?と思います。

5 住宅業界のIT化と法律事務所のIT化の融合の必要性

おそらく、住宅業界のIT化も加速していく事でしょう。

われわれ弁護士も、法律顧問の住宅会社からIDを付与され、現場写

真を住宅会社のファイルサーバーやクラウドにて確認しながら、web会

議でアドバイスをするという時代になるのではないか、と思います。

今後、日本全国、どこの住宅会社からもweb会議で法律相談対応が出

来るように、法律事務所のIT化をグッと促進していく必要が高いと考え

ます。

民事訴訟に関する裁判手続等の全面IT化の流れで住宅紛争は、どのよう
に変わるか?
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弁護士法人匠総合法律事務所 代表弁護士 秋野 卓生（工業会顧問弁護士）

VOICE
!

いよいよ2020年2月から東京・大阪など主要裁判所において、裁判手続のIT化(web会議による争点整理)が

スタートします。

世界的には、アメリカを先頭に、シンガポール、韓国、中国などで司法のIT化が進展し、ドイツ、フランスなど

欧州諸国もIT化への取り組みを進めています。日本の民事訴訟のIT化は遅れを取っていたのですが、ようやく

第一歩を踏み出すことになりました。

この民事訴訟に関する裁判手続等の全面IT化の流れで住宅紛争は、どのように変わるか❓について解説し

たいと思います。

1 裁判所への出廷が不要になる

まず、裁判手続きがIT化されると右下に示す絵のような手続きになり

ます。

皆さんは、裁判というと法廷で弁護士がやり合う場面を想定するでしょ

うが、実務上は準備書面の交換を行う争点整理手続に多くの時間を割

きます。

この争点整理手続を実施するにあたり、今でも電話会議システムの利

用が認められ、当事務所でも遠方裁判所の案件対応は、電話会議シス

テムの利用を積極的に実践しているのですが、民事訴訟法の全面IT化

は、そもそもe-Courtには、弁護士は出廷を要さず、裁判所とのやりとり

はweb会議で実施しましょう、というものです。

ですから、東京の弁護士が東京地方裁判所に出廷することも不要と

なる制度であり、弁護士事務所が裁判所周辺に貼り付くように事務所を

構える必要もなくなってしまいます。

われわれも飛行機や新幹線で遠方の裁判所に通うと、依頼者に数万

円単位の交通費の負担を求めることが苦痛であったわけですが、e裁判

では、原則としてweb会議で裁判の審理を進めていくので、とても便利

です。

2 裁判の迅速化の期待

建築裁判を経験したことのある住宅会社であれば、異口同音に「建築

裁判は、とにかく時間がかかる」事を苦言されると思います。

平均審理期間も地方裁判所段階で2年を超えますので、長期化の恐

れが非常に大きいわけです。

しかし、e裁判では、裁判所が主導的に争点整理を進めていきます。

感情論や無駄な主張が排斥され、裁判官が争点として知りたい点のみ

を端的に問い、これに対して弁護士が答えていく運用になると想定され、

裁判の迅速化に資することとなるでしょう。

他方で、スピーディーな裁判の手続となると、弁護士サイドも、裁判所

からの短いサイクルでの争点整理に即応できなければならないので、

必然的に弁護士の専門性も分化されていくと思います(知らない分野は

調べないと回答できない訳ですが、e裁判は、整序された争点毎に細切

れの期日を積み重ねて開催していく事が想定されているので、弁護士

は、調査時間を確保することが難しくなる可能性があります)。

3 裁判の手続きを依頼者本人も確認できる

裁判所の訴訟手続きは、依頼者本人もIDを取得しますので、確認でき

ます。今までは弁護士任せであった手続きを詳細に観察することができ

ますので、今、裁判がどのように動いているのか、についてリアルタイム

に理解ができるようになります。
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検索キッチン・バス

工業会のホームページは情報の宝庫です！

11月2日はキッチン・バスの日キッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐK B通信

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

柴﨑 和彦 （クリナップ)

松本 賢治 (TOTO)

井上 知春 (ナスラック)

大崎 和美 (東京ガス)

滝川 光紀 (積水ホームテクノ)

田中 佐知子 (三菱ケミカル・クリンスイ)

塚原 敏夫 (パロマ)

中島 宏文 (タカラスタンダード)

中村 覚 (TOTO)

平川 武（ノーリツ）

藤田 東一（LIXIL）

山下 藍 (渡辺製作所)

越道 昭徳 (事務局)

田中 朋子 (事務局)

VOICE
!

城陽カントリー倶楽部にて

2019年度 第2回懇親ゴルフ会開催！

懇親ゴルフ会 会長 西田 隆一

VOICE
!

年号が変わる、という大きな出来事のあった2019年（令和元年）、新しい節目を迎

えるのは気持ちが改まり、なんだか背筋をピンと伸ばしたくなります。

当工業会でも常務理事の交代という節目を迎え、各活動に対してもより良きものと

なるよう取り組んで行かねば、との気持ちを新たにしました。

2020年の干支「庚子（かのえ・ね）」を調べたところ、変化が生まれる状態、新たな

生命がきざし始める状態なので、全く新しいことにチャレンジするのに適した年、とい

う説明を見つけました。お正月休みの間に新しくチャレンジするテーマを探してみよう

かな、と思っています。

今年一年、工業会の活動への数々のご協力に御礼申し上げます。2020年も引き

続きどうぞよろしくお願いいたします。

田中 佐知子（三菱ケミカル・クリンスイ）

編集
後記
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京都開催の全員懇談会の翌日9月20日（金）、関西屈指の名門コ－スである城陽カントリ－倶楽部にて、第2回懇親ゴルフ会を開催しました。

当日は急遽駆けつけられた富士高分子株式会社の田代社長から応援いただき、総勢21名での会となり、栄えある優勝はヘティヒ・ジャパン株式

会社 野田 和宏様でした。皆様の日頃の行いが天候に反映したかのように当日は快晴の空のもと、皆様和気あいあいとプレ－を楽しまれ、盛況の

中で会を終了することができました。

2020年第1回懇親ゴルフは、
5月29日（金）に相模原ゴルフクラブで
開催いたします。
皆様奮ってご参加いただきますよう
よろしくお願いいたします。

人間国宝認定 おめでとうございます！

講談師 神田松鯉 先生
＜プロフィール＞

1942年9月28日生 群馬県前橋市出身

1961年芸界入り。新劇や歌舞伎等を経験

1970年二代目神田山陽に入門、名前は「陽之介」

1992年「神田松鯉」の三代目を襲名

得意ネタ 「赤穂義士伝」「天保六花撰」ほか

連続講談多数

1977年 第一回講談奨励賞 受賞

1988年 第43回文化庁芸術祭賞 受賞

2019年 人間国宝認定

当工業会が40周年記念事業として、「台所・お風呂の川柳」募集を始

めて今年で第15回目を迎えました。松鯉先生は、第1回目から特別選

者としてご尽力いただいており、人情味豊かな句を選考されております。

また、「キッチン・バスの日」式典においては口演いただき、講談を身近

なものにしていただきました。このたびの認定は、当工業会にとりまし

て大変慶ばしいことですし、名誉なことだと思います。式典の司会者、

阿久鯉さんや松之丞さんは、先生のお弟子さんです。先生には、これ

からもますますお元気でご活躍されますことを祈っております。

事務局部長 田中 朋子

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

