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【工業会界隈の名所旧跡】
■ペルリ提督の像と遣米使節記念碑（東京都港区芝公園内） 嘉永6年（1853）、
ペリー来航を記念した頭像（ペルリはペリーの蘭語
読み）
。
その前に建つのは、遣米使節渡航100周年の記念碑。使節は万延元年（1860）、
日米修好通商条約の批准書交換のために江戸竹芝から船で出発した。

CONTENTS
記事名をクリックすると該当ページに飛びます。

■ 巻頭言

■ TOPICS 3

『K・B通信』No.21発行にあたり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

グリーン住宅ポイント制度の制度内容と工業会の対応 ・・12

■ 工業会情報

■ 統計情報

2021年度 公式行事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

2020年度 自主出荷統計概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

キッチン・バス工業会 会長就任のご挨拶 ・・・・・・・・・・・・・・・3

■ 会員情報

2021年度 工業会役員体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

賛助会員ご紹介

株式会社ストーントレード ・・・・・・・・・14

2021年度 第1回 理事会 開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

賛助会員ご紹介

吉本産業株式会社 ・・・・・・・・・・・・・・・・15

新任副会長ご挨拶 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

■ 団体会員情報

新任理事ご挨拶 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

暮らし創造研究会 第8回 報告会 開催！ ・・・・・・・・・・・・・・16

新規会員ご紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・6

暖房の健康影響研究部会報告の要点 ・・・・・・・・・・・・・・・・16

代表者変更のお知らせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

ストック住宅の省エネ化推進手法研究部会報告の要点 ・16

オンライン会員交流会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

■ 行政情報

2020年度 第2回 会長報告会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

行政関連情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

定時総会議案の書面審議結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

■ VOICE

2021年度 各委員会 正・副委員長名簿 ・・・・・・・・・・・・・・・9

秋野顧問弁護士から ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

■ TOPICS 1

■ 事務局から

各委員会2021年度事業計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

事務局から ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・20

■ TOPICS 2

編集後記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

第17回
「台所・お風呂の川柳」
について ・・・・・・・・・・・・
・・・12

1

Copyright © JAPAN ASSOCIATION OF KITCHEN & BATH 2021

キッチン・バス工業会と会員の皆様をつなぐ

K・B通信 2021.6 No.21

11月2日はキッチン・バスの日

巻頭言

『K・B通信』No.21発行にあたり
間」
を充実させたいというニーズにこたえる提案は、
当工

平素はキッチン・バス工業会の活動にご支援を賜り、

業会メンバーの得意とするところではないでしょうか。工

誠にありがとうございます。

業会全体で盛り上げて当制度を市場活性化の起爆剤に

当工業会では今年度に入り、理事会、定時総会を対

できればと期待しております。

面・オンライン参加を併用し無事開催いたしました。
いろ

会員各社様におかれましては当工業会の活動に一層

いろと制約の多い中、工業会活動を支えておられる事務

のご理解ご支援を賜りますようお願いするとともに、皆

局並びに各委員会の皆様に感謝いたします。
さて、新型コロナウイルスの流行も1年を超え、
「新たな

様並びに当工業会の益々の飛躍

日常」は私たちの企業活動にも浸透してきたように思い

を祈念いたしまして巻頭のご挨

ます。
テレワーク、
オンライン併用の会議などIT技術を活

拶とさせていただきます。

用した流れは今後益々進化していくと思います。
また、国の経済対策として「グリーン住宅ポイント制
度」
がスタートしました。特に今回はポイント利用の対象

キッチン・バス工業会 副会長
TOTO株式会社

として
「新たな日常」に資する追加工事が新設されまし

取締役 常務執行役員

清水 隆幸

た。感染防止のための設備はもちろんですが、
「おうち時

工業会情報

2021年度 公式行事（2021年6月22日現在）
工業会行事日程

行事内容

2021年 4月 22日 (木)

2021年度 第1回 理事会(15：20～17：00)【第一ホテル東京】リアル・Web併用

2021年 5月 27日 (木)

2021年度 定時総会 書面審議／第1回 全員懇談会 書面報告

2021年 5月 28日 (金)

懇親ゴルフ会【相模原ゴルフクラブ】＊中止

2021年 9月 16日 (木)
				

第2回 理事会・第2回 全員懇談会／懇親パーティ
(14：30～16：15／16：30～18：00)【リーガロイヤルホテル京都】

2021年 9月 17日 (金)

懇親ゴルフ会【城陽カントリー倶楽部(京都)】

2021年 11月 2日 (火)
				

キッチン・バスの日式典 第17回 川柳優秀作品表彰式／懇親パーティ
(13：30～16：20／16：30～18：00)【日本工業倶楽部】

2022年 1月 13日 (木)
				

2022年 新年賀詞交歓会
（17：00～19：00）
＊運営諮問会議(15：30～16：30)【東京會舘本館】
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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
会長就任のご挨拶

新会長

小泉 和弘

（トクラス株式会社 代表取締役社長）

佐々木前会長から会長職を引き継ぎましたトクラスの小泉です。2021年度を迎えるにあたりご挨
拶を申し上げます。
昨年度は新型コロナウイルス感染症のパンデミックという数百年に一度の規模の感染症が全世
界を覆い、社会状況が一変してしまいました。諸外国と比べると少ないとはいうものの、
日本での死
者は一万人を上回っており、被害に遭われた皆様に心からお悔やみ申し上げますとともに、治療に
尽力されている医療関係者の皆様には深く感謝の意を表したいと思います。
新型コロナウイルス感染症の流行の終息が未だ不透明な中、産業界では、脱炭素、
自動運転、
オン
ライン、非接触、
キャッシュレスなどをキーワードとした技術革新が求められています。住宅業界も
家庭の衛生環境や
「新しい生活様式」の提案が期待される局面を迎えており、住宅設備機器業界と
しても、在宅時間の長期化で増大している
「巣ごもり需要」
を住宅リフォームに結び付けていく情報
発信を強化していく必要があります。
キッチン・バス工業会は、委員会活動を通して個社の垣根を越え、行政対応、省エネ・製品安全な
どの技術基準や消費者啓発など様々な共通課題に向き合って連携しており、
ニューノーマルと呼ば
れる新しい暮らしの中での住宅設備の可能性についても活発な意見交換を期待したいと思います。
昨年度は会員の皆様と直接お会いしてお話しをうかがう懇親の場が持てず大変残念に思ってお
りますが、
このような時期こそできるだけ多くの会員の皆様とコミュニケーションの機会を作り、会
員間の連携を強化し、課題解決に長けた組織作りを行うことが重要です。皆様のより一層のご理解
とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
私は残り一年の任期となりますが、微力ながら工業会の発展に尽力したいと考えております。
引き
続き、何卒宜しくお願い申し上げます。
関  心  事
趣味・・・・・・・・・・ ブラックバス釣り、
山登り、
キャンプなど。
自然の中で過ごすことが大好き。
好きなバンド・・・「QUEEN」。初めて買ったアルバムは『オペラ座の夜』
（高校生の時）。
座右の銘・・・・・・ 「一に掃除、二に笑顔、三四元気におかげさま」。20年以上前、福井の大安
禅寺のご住職が法話の中でおっしゃっていた言葉。
自分の中のおごりや慢
心を心の掃除をしてきれいにする。心がきれいになれば、
自然と笑顔が出て
元気が湧く。生かされることに感謝する気持ちを持って生きよ、
という教え。
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2021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。
2021年6月22日現在（敬称略）

会

長

トクラス
（株）

代表取締役社長

小泉 和弘

副会長

永大産業（株）

代表取締役 執行役員 社長

枝園 統博

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

ＴＯＴＯ(株)

取締役 常務執行役員

清水 隆幸

副会長

(株)ハウステック

専務取締役 事業本部長

平川 昌也

副会長

パナソニック
（株）

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

松下 芳朗（新任）

副会長

(株)ＬＩＸＩＬ

執行役専務
LIXIL Water Technology（LWT）Japan 担当

大西 博之

理

事

積水ホームテクノ(株)

代表取締役社長

田中 伸弘

理

事

代表取締役社長

種田 清隆

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）

代表取締役会長

左右田 稔

理

事

(株)ノーリツ

取締役 兼 専務執行役員

廣澤 正峰（新任）

理

事

富士工業(株)

代表取締役社長

柏村 浩介

理

事

代表取締役社長

松本 真明

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

越道 昭徳

常務理事

（株）長府製作所

（株）
ベルキッチン

工業会事務局

4

Copyright © JAPAN ASSOCIATION OF KITCHEN & BATH 2021
表紙へ戻る

キッチン・バス工業会と会員の皆様をつなぐ

K・B通信 2021.6 No.21

11月2日はキッチン・バスの日

2021年度 第1回 理事会 開催
2021年度の第1回理事会は、2021年4月22日
（木）、第一ホテル東京で開催されました。4月上旬か
ら新型コロナウイルス感染症の再拡大で「まん延防止等重点措置」が出ており、関西方面の理事の皆
様はWebでの参加となりました。
リアルとWeb併用の会議形式は習熟の域に達しており、以下の議事
はスムーズに進行され全ての審議が承認されました。

第1回 理事会 概要
1. 審議事項
（1）2020年度事業報告及び2021年度事業計画（案）
（2）2020年度事業収支決算報告及び2021年度収支予算（案）
（3）2021年度役員体制（案）
（4）
（仮称）
物流課題特別委員会設置について
（5）2021年度定時総会について
審議結果

総会時、理事・正会員はリアルとWebの併用、賛助会員は

Web参加とし懇親会は中止。翌日の懇親ゴルフは中止。総会の開催形
式については、5月18日にその時点での感染状況により小泉会長が最
終判断を行う。

小泉会長（トクラス）

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. 特別報告事項
（1）会員体制の維持について
（Web委員会お試し参加制度）
（2）グリーン住宅ポイント制度への対応報告

理事会 会場

（3）2020年度自主出荷統計報告
（4）情報処理の実態調査に関するアンケート報告
（5）事務局報告
・2021年度第17回川柳事業について
・今後の行事日程〈公式行事・委員会開催日程他〉

また理事会終了後に予定されていた（一社）
日本ガス協会様との合同懇親会は中
止となり、名刺交換会を行いました。

名刺交換会
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新任副会長ご挨拶
いく』
それらを確かな技術と商品で達成することを使命に活
動を続けております。
これは、
キッチン・バス工業会の理念で

パナソニック株式会社

あります
『国民の住生活文化の向上と住宅産業の振興』に通

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

ずるものであり、その進展に少しでも寄与すべく精一杯努力

松下 芳朗

させていただきます。

（まつした よしろう）

新築着工の減少・材料高騰・また、
コロナ禍が収まらない逆

この度、
キッチン・バス工業会の副会長にご選任いただきま

風の状況は続きますが、会員企業の皆様とともに活動し、住

したパナソニック株式会社の松下です。

宅設備業界の発展に努めさせていただきますので、
ご指導と

弊社は『くらしの空間から持続のある豊かな社会を作って

ご支援の程、
よろしくお願いします。

新任理事ご挨拶
本年3月、
当社は創業70周年を迎えました。
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
るお風呂文化の創造・普及に尽力してまいりました。
これから

株式会社ノーリツ

も、
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

取締役  兼  専務執行役員

幸せを、
わかすこと。」
を使命とし、
その実現に向けて邁進して

廣澤 正峰

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

（ひろさわ まさみね）

この度、キッチン・バス工業会の理事に就任いたしました

の発展に貢献できるよう取り組んでまいります。

株式会社ノーリツの廣澤正峰でございます。平素は会員各社

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

の皆様には格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

お願い申し上げます。

新規会員ご紹介
製品はどれも独自のアプローチで高いパフォーマンスを発揮
し、
かつ20年以上の耐久性を想定して製造しており、
またタイ

ミーレ・ジャパン株式会社

ムレスなデザインかつ使いやすさを目的として細部にわたり

冨田 晶子

こだわっております。
日本の消費者の方々へ新たな価値の提

代表取締役社長

供をすることを使命として取り組んでおります。

（とみた あきこ）

ミーレ・ジャパンの設立からおよそ30年、年々多くのキッチ

本 社 所 在 地 ： 東京都目黒区目黒1-24-12オリックス目黒ビル4F
主な取扱品目 ： オーブン、
クッキングヒーター、食器洗い機、
  掃除機、洗濯機、各種洗剤、医療器具用洗浄機
ホームページ ： https://www.miele.co.jp/

ンや住宅の中に弊社製品が設置さ
れるようになり、同時に住宅設備
機器業界との連携の重要性を痛感

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

するようになってきております。

「ミーレ・ジャパン株式会社」
と申します。

キッチン・バス工業会の活動を

ミーレは1899年ドイツにて創業し、”Immer Besser”（常

通じて、業界の一員としての責任を果たし、会員の皆様ととも

により良いものを）
という理念のもと、キッチン機器、
ランド

に工業会の発展に貢献できるよう努めてまいりますので、
ご

リー機器、掃除機、医療用機器を製造しております。
ミーレの

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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代表者変更のお知らせ

  ※社名・団体名五十音順

弊社は、変化を追い風に、
「時代を超えて選ばれ続ける革新的
エネルギー＆サービスカンパニー」を目指し、
３つのミライ価値
「低・脱炭素社会の実現」
「ニューノーマルに対応した暮らしの実

大阪ガス株式会社

現」
「お客様と社会のレジリエンス向上」
に向けて取り組んでおり

代表取締役副社長 執行役員

ます。

田坂 隆之

キッチン・バス工業会会員様とご一緒に、新たな価値を創出で

（たさか たかゆき）

きるよう、
また、
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、

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

ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

田坂でございます。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。

高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社は、1961年の創業以来、浄水器事業や散水用品事業にお
いて多種多様な技術・サービスを提供し、
ご愛顧いただいてまい

株式会社タカギ

りました。

代表取締役社長

これからも、経営理念である
「人の暮らしに快適と潤いを与え

髙城 いづみ

社会の発展に貢献する」
を基に、
お客様の満足に貢献し、更なる

（たかぎ いづみ）

発展、
夢の実現に挑戦してまいります。
コロナ禍で大変な状況ではございますが、会員の皆様と共に、

この度、株式会社タカギの代表取締役社長に就任いたしまし

キッチン・バス工業会の発展に貢献できるよう精進いたしますの

た髙城いづみでございます。

で、
ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

平素よりキッチン・バス工業会会員各社の皆様には、格別のご

弊社は2020年1月にブリヂストングループから独立いたしま
した。
ブリヂストングループ傘下では1990年にユニットバスを上
市以来、集合住宅市場を中心に事業を推進してきました。今後は

ブレクス株式会社

「BReCS」
ブランドに親しみを持っていただけますよう、
ブリヂス

代表取締役CEO

トングループで積み上げてきた品質第一の物づくりを継承しな

白坂 富美夫

がら、新たな市場への参入も視野に入れ、全社一体となって、
ブラ

（しらさか ふみお）

ンドの思いを込めた製品を市場に供給してまいります。
キッチン・バス工業会の一員として、微力ながら工業会発展に

この度、
ブレクス株式会社の代表取締役CEOに就任いたしま

向けて貢献できるよう努力してまいりますので、
ご指導ご鞭撻の

した白坂富美夫と申します。

ほどよろしくお願い申し上げます。

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
になっております。

も業界にとって厳しい環境は続いております。一方で政府、自治
体による
「３密対策」推進や、外出自粛・室内滞在時間増による空
間環境改善など、
日常の変化に伴う新たなビジネスの機会も生ま

三菱電機株式会社

れています。

電材住設スマート事業部長

弊社は今後も、世の中の変化やニーズを敏感に捉え、
お客様の

佐藤 厚

問題解決に繋がる製品開発とソリューション提案で、皆様のご商

（さとう あつし）

売にお役に立てるよう取り組む所存です。

この度、
キッチン・バス工業会の弊社代表に就任しました佐藤

最後に、新型コロナウイルス感染症の影響が一日も早く収束

でございます。平素より会員各社様には弊社製品をお引き立て賜

し、
キッチン・バス工業会会員各社様が更にご発展していくこと

り、
心より御礼申し上げます。

を心より祈念申し上げ、
ご挨拶の言葉とさせていただきます。

長引く新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2021年度
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オンライン会員交流会
2021年2月12日（金）、工業会会議室からZoomウェビ

会員間での交流の場をもつことができませんでした。
このた

ナーを利用して会員各社と繋ぎ、62名の参加者でオンライン

め、会合の規模を縮小し感染症対策を徹底したうえで、
エリア

会員交流会が開催されました。

と人数を分散した会員交流会を企画しましたが、
これも2021
年1月以降、感染状況が急拡大したため、
オンラインでの会員

2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、各種行

交流会に切り替えて実施しました。

事での懇親会や賀詞交歓会等の交歓行事が全て中止となり、
次

第
乾
挨

杯(エール）：竹内 副会長（クリナップ）
拶：西田 理事(和光製作所）
佐藤 理事(東京ガス）
講
談：講談師 神田 阿久鯉 様
中
締
め：柏村 理事(富士工業）
＊司会進行／田中 部長

開
挨

会：越道 常務理事
拶：小泉 新会長（トクラス）
佐々木 前会長(トクラス）
新 代 表 者：田坂 新代表（大阪ガス）
髙城 新代表（タカギ）
工業会活動報告：垣田 委員長/調査統計概要
佐無田 委員長/グリーン住宅ポイント制度
工業会会議室参加者の中から

竹内 副会長

Web参加者の中から

講談師 神田 阿久鯉 様

西田 理事

佐藤 理事

柏村 理事

2020年度 第2回 会長報告会
が工業会会議室やオンラインで参加しました。

2020年度第2回会長報告が、2021年3月12日
（金）、
キッチ

小泉会長は佐々木前会長から会長職を引き継いで以降初

ン・バス工業会会議室で開催されました。
例年別日程で行う拡大委員長会議で報告内容の確認を

めて工業会メンバーと直接顔を合わせる会合となり、工業会

行っていましたが、
コロナの状況を考慮し両会議を同日開催

が直面している課題に関する理解を深めていただく有意義な

とし、常設６委員会、専門委員会、特別委員会の全ての委員長

会議となりました。

会長報告会議事次第
3. 特別報告事項
（1) 2020年度(4月～1月)自主出荷統計報告
4. 事務局報告事項
（1) 第17回
「台所・お風呂の川柳」事業について
（2) 次年度公式行事・委員会日程・委員長名簿等

1. 小泉会長挨拶
2. 一般報告事項
（1) 2020年度事業報告及び2021年度事業計画(案)
（2) 役員体制（案）
（3) 会員移動について

定時総会議案の書面審議結果
とともに、
同結果をご報告いたしました。
なお上記審議事項に

コロナ禍により、会員企業の皆様の安全を第一に考え、5月

加え、特別報告として以下の項目をご報告しております。

27日の定時総会を書面審議に変更し、実施いたしました。
■審議事項

（1）会員体制の維持について
《Web委員会お試し参加》

第1号議案 2020年度事業報告及び2021年度事業計画（案）

（2）物流課題特別委員会について

第2号議案 2020年度事業収支決算報告及び2021年度事業収支予算（案）

（3）
グリ－ン住宅ポイント制度への対応報告

第3号議案 2021年度役員体制（案）

（4）2020年度自主出荷統計報告
（5）情報処理実態調査に関するアンケ－ト報告

3議案とも、理事・正会員全員の同意により、決議が成立し

（6）第17回川柳事業について、他

ました。
また賛助会員の皆様には、定時総会資料を送信する
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2021年度 各委員会 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
中企税関連特別委員会
グリーン住宅ポイント制度特別委員会
物流課題特別委員会
電気式浴室換気乾燥暖房機啓発委員会

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
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・洗面）
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
キッチン・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
委員長
委員長
委員長
副委員長
副委員長
副委員長
委員長
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会 員 名
トクラス㈱
永大産業㈱
クリナップ㈱
タカラスタンダード㈱
ＴＯＴＯ㈱
㈱ハウステック
パナソニック㈱
㈱ＬＩＸＩＬ
リンナイ㈱
ナスラック㈱
ＴＯＴＯ㈱
㈱ノーリツ
永大産業㈱
トクラス㈱
㈱ベルキッチン
クリナップ㈱
積水ホームテクノ㈱
OB
（㈱ハウステック）
タカラスタンダード㈱
クリナップ㈱
㈱ハウステック
タカラスタンダード㈱
ＴＯＴＯ㈱
パナソニック㈱
ＴＯＴＯ㈱
パナソニック㈱
ＴＯＴＯ㈱
タカラスタンダード㈱
㈱ベルキッチン
㈱ハウステック
永大産業㈱
パナソニック㈱
トクラス㈱
㈱ハウステック
㈱ＫＶＫ
タカラスタンダード㈱
タカラスタンダード㈱
㈱ＬＩＸＩＬ
㈱ハウステック
ナスラック㈱
積水ホームテクノ㈱
クリナップ㈱
パナソニック㈱
ＴＯＴＯ㈱
㈱ノーリツ
㈱ベルキッチン
パナソニック㈱
トクラス㈱
永大産業㈱
永大産業㈱
ＴＯＴＯ㈱
トクラス㈱
㈱ハウステック
トクラス㈱
㈱ベルキッチン
富士工業㈱
ＴＯＴＯ㈱
クリナップ㈱
㈱LIXIL
クリナップ㈱
タカラスタンダード㈱
ＴＯＴＯ㈱
ＴＯＴＯ㈱

2021年6月22日現在
氏 名
伊藤 久人
土井 隆義
柴崎 和彦
中島 宏文
原田 茂
角屋 正樹
潮田 栄二
藤田 東一
木住野 健
神谷 剛志
松本 賢治
平川 武
山王 玲子
松本 康弘
新井 貴子
柴崎 和彦
中田 伸哉
中山 世一
中島 宏文
城川 雅晶
高山 雅己
中島 宏文
猪狩 純
馬路 貴光
清水 洋一
渋沢 博之
清水 洋一
西岡田 浩章
野田 佳正
郡司 喜夫
長戸 浩太郎
渋沢 博之
行森 直志
畑 知宏
加藤 喜好
西岡田 浩章
品田 隆行
垣田 賢
角屋 正樹
神谷 剛志
中田 伸哉
小林 桂
栗林 羊次
和田 法子
平川 武
畑 光則
松本 啓一
矢島 伊智郎
吉田 尚生
村上 雅映
中溝 博之
坂下 典之
関 眞人
佐分 裕明
新井 貴子
端山 康之
酒井 博康
小林 桂
藤田 東一
城川 雅晶
吉井 剛仁
渡部 圭二
駒谷 直樹
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11月2日はキッチン・バスの日

各委員会2021年度事業計画

◆ 総務委員会

◆ 技術委員会

▪工業会の地位・認知度向上の推進

キッチン･洗面技術専門委員会、浴室技術専門委員会共通事項
▪商品の技術動向変遷の調査

・「11/2キッチン･バスの日」式典、賀詞交歓会等の公式行

▪製品アセスメント実施状況の把握と、3R事例の調査・収集

事の推進

▪関連法令、規格基準改定等に関する情報収集し、共有化、

・「11/2キッチン・バスの日」
周知推進
・工業会の円滑な運営を行う諸施策検討

対応検討

▪傘下6専門委員会課題の推進協力

▪行政、関連諸団体との連携

▪各種課題に対応するための体制、規程類の整備

▪業界内外の固有な特長技術の情報収集により、勉強会

▪会員拡大の施策検討と推進

実施

▪関連行政機関・団体等との連携強化の推進

▪グリーン住宅ポイント制度対象製品審査

▪関連法令や行政施策の情報収集と共有化

▪中企税関連特別委員会が主管する証明書発行申請での技
術要件の審査実施

◆ 広報専門委員会

▪「JIS S0024」
改正原案作成委員会に参画

▪電子媒体広報誌「K・B通信」
の発行（年度2回）

▪「建築物の解体・改修における石綿材料の取扱に関する規

▪工業会行事等の応援、取材（「K・B通信」等で情報発信）

定改正」
に伴う、
同材料を用いた過去製品の実態把握

▪ニュースリリースの発行
▪ホームページの有効活用検討

◆ キッチン･洗面技術専門委員会
キッチン規格・基準専門委員会
洗面規格・基準専門委員会

◆ 室内空気環境専門委員会
▪VOCガイドラインの管理・運用

▪技術課題の検討

▪関連法令、関連規制、環境リスクの情報収集と対応検討

▪規格基準検討

▪シックハウス症候群の最新研究動向の把握

◆ 仮設住宅対策専門委員会

◆ 浴室技術専門委員会

▪仮設住宅向けキッチン、
ユニットバス、洗面化粧台の標準仕

浴室規格･基準専門委員会
▪グリーン住宅ポイント制度「高断熱浴槽」
の審査

様、供給能力の検討

▪給湯コジェネSWG(IBEC)の節湯浴槽への対応

◆ 川柳事業専門委員会
▪第17回
「台所・お風呂の川柳」募集事業の推進

◆ 材工課題専門委員会
▪「標準見積書ガイドライン2021年度版」
作成
▪工事区分ガイドライン見直し
▪建築業法、建設廃棄物処理、石綿障害予防規制等に関する
情報収集と共有化

◆ 営業企画専門委員会
▪（一社）日本ガス協会をはじめ、関連団体とキッチン･バス
拡販についての意見交換活動の推進
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◆ 調査統計委員会

11月2日はキッチン・バスの日

［特別委員会］

▪自主出荷統計内容の充実
▪統計3専門委員会（キッチン・洗面・浴室の各専門委員会）

◆ 中企税関連特別委員会
▪中小企業等経営強化法、及び生産性向上特別措置法に基

の充実
▪出荷統計項目見直し

づく証明書発行団体業務を引き続き実施

▪委員会運営の改善
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

◆ グリーン住宅ポイント制度特別委員会
▪制度運用方法等運用課題の検討、国土交通省、経済産業

◆ PL関連委員会
▪クレーム・事故例の収集と対応策の検討

省、制度事務局、関係団体との調整

▪製品安全に対する啓発

▪制度の会員周知

▪「安全確保のための表示実施要領」
の改訂

▪対象製品「高断熱浴槽」
の審査委員会参画

▪長期使用製品安全点検制度の点検対象製品の見直し情報

▪関連する他の制度（次世代住宅ポイント制度等）
の運用調整

の収集と対応検討
▪成果物を他団体に提供する際の管理体制整備を継続

---------------------------------------------------------------------

▪関連他団体、関連機器メーカーとの交流会

◆ 物流課題特別委員会
▪今年度より2年間で、物流関連作業の適正化、明文化、
ガイ

---------------------------------------------------------------------

ドラインの作成と周知

◆ 情報化推進委員会
▪IT技術の調査・研究
▪工業会ホームページのアクセス状況の分析と報告
▪会員企業の情報処理実態調査の継続実施
▪工業会の業務効率化のためのITサポート推進
▪会員企業の情報システム部門の交流促進
---------------------------------------------------------------------

◆ 消費者関連委員会
▪消費者向け啓発情報の発信
▪関連団体、関連業界などとの交流
▪関連法令等の情報収集、共有化
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11月2日はキッチン・バスの日

第17回
「台所・お風呂の川柳」
について
川柳事業専門委員会 委員長

中山 世一（顧問）

川柳事業専門委員会にも少し変動がありました。副委員長

今年も
「台所・お風呂の川柳」
の募集が5月1日から7月15日

職を長年務めてこられた柴山勲委員から中島宏文委員に交

の期間で行われます。

代となりました。
なお、柴山委員には引き続き委員会の一員と

昨年はコロナの流行や緊急事態宣言発出などこれまで経験

して協力していただきます。

したことがない状況の中での事業活動でしたが、今年は昨年
一度経験したこと、遅まきながらもワクチン接種が始まったこ

6月下旬から1次選考会が始まりますが、
リアル会議でなく

とにより少し明るさが見える状況下での募集となりました。

てもできることは昨年経験済みであり、あまり心配はしてい
ません。

まだまだ先行きは分かりませんが、東京オリンピック・パラ
リンピックの実施競技の選手選考大会や開催に向けたいろ

なお、最終選考会は9月30日に日本工業倶楽部で行われる

いろな準備が進んでいます。聖火も全国を回り始めました。
こ

予定です。

の火は病を祓う希望の灯となるかもしれません。
みんなでい

今年も無事にコロナ危機を乗り切って、11月2日の「キッチ

ろいろな方法でこの国を元気づけたいものです。
「台所・お風

ン・バスの日」
の表彰式にこぎつけたいと思っています。

呂の川柳」
もその一助となれば嬉しい限りです。

皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。

実は早々にうれしいニュースが飛び込んできています。昨
年人間国宝となられた講談師の神田松鯉先生が春の叙勲で、
「旭日小綬章」
を受章されました。考えるとすごい人が川柳の
選者になっているのですね。
また、昨年臨時的に設けた「STOP！ ヒートショック賞」
が今年は正式の賞となり、協賛団体として
「STOP！ ヒート
第16回
台所・お風呂の川柳
作品集

ショック」
プロジェクト様が加わってくださることとなりまし
た。
これで協賛団体は合計で16団体となりました。

TOPICS

3

第17回
台所・お風呂の川柳
募集チラシ

グリーン住宅ポイント制度の制度内容と
工業会の対応
グリーン住宅ポイント制度特別委員会 委員長

小林 桂（クリナップ）

ることができます。
対象工事は
「新たな日常に資する追加工事」

新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の
回復を図るため、一定の性能を有する住宅の新築やリフォー

「防災に資する追加工事」
となります。当工業会に関連する

ムに対して、
商品や追加工事と交換できるポイントを付与する

キッチン周り・浴室周り・洗面室周りの設備の設置も追加工
事の対象となっています。

「グリーン住宅ポイント制度」
が創設されました。
キッチン・バス工業会の取扱製品として、
エコ住宅設備の設

キッチン・バス工業会では、
「グリーン住宅ポイント制度特

置で高断熱浴槽と節湯水栓、バリアフリー改修で浴室（手す

別委員会」を設置し、国土交通省や制度事務局との調整、会

りの設置・段差解消・廊下幅等の拡張）
がポイント付与の対象

員企業との課題共有、情報提供を行っています。
今後も委員会活動を通じ、会員各社が当制度を活用し、

となります。

キッチン・バス市場の活性化に向けて取リ組めるように活動

今回のグリーン住宅ポイント制度では、従来のポイントに

を継続していきます。

よる商品交換に加え、
ポイントを利用した追加工事に充当す
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11月2日はキッチン・バスの日

統計情報

2020年度 自主出荷統計概況

調査統計委員会 委員長

垣田 賢（LIXIL）

並み大幅減となりました。洗面化粧台も前年割れ(93.6%）。

コロナ禍の影響により、新設住宅着工戸数も大きく前年割
れとなりました（91.9%）が、2020年度の自主出荷統計概況

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

は以下のとおりです。
キッチン総計は前年割れ
（91.6%）、
シス

大幅減（88.0%）。
システムバス、単体浴槽とも2桁の大幅減と

テムキッチンは大幅減（89.7%）、
セクショナルキッチンは小幅

なり、
システムバスの戸建、集合、
ホテル・その他のいずれも大

な減少（97.8%）。
キッチンに搭載されるビルトイン機器も軒

幅前年割れとなりました。
※表中の前年度比、対前年度増減台数は、2020年度と2019年度の比較。

■キッチン
			
2020年度台数
キッチン総計
1,575,615
システムキッチン
1,183,688
セクショナルキッチン
391,927

2019年度台数
1,720,450
1,319,531
400,919

■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

2020年度台数
468,764
340,260
534,456
292,679

2019年度台数
490,863
364,882
540,381
328,962

■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

2018年度台数 前年度比 対前年度増減台数 装着率
478,293
95.5%
▲ 22,099 42.7%
370,147
93.3%
▲ 24,622 31.0%
577,358
98.9%
▲ 5,925 48.7%
319,421
89.0%
▲ 36,283 26.7%
					

2020年度台数
1,130,449
1,068,565
28,278
23,566
10,040

2019年度台数
1,208,566
1,151,806
18,321
24,061
14,378

2018年度台数 前年度比 対前年度増減台数 構成比 装着率
1,174,641
93.5%
▲ 78,117
－
80.4%
1,114,712
92.8%
▲ 83,241 94.5%
21,752
154.3%
9,957
2.5%
22,923
97.9%
▲ 495
2.1%
15,254
69.8%
▲ 4,338
0.9%
					

2018年度台数
1,743,948
1,331,976
411,972

前年度比
91.6%
89.7%
97.8%

対前年度増減台数
▲ 144,835
▲ 135,843
▲ 8,992

（単位：台）

構成比
－
75.1%
24.9%

（単位：台）

（単位：台）

■洗面化粧台
（単位：台）
			
2020年度台数 2019年度台数 2018年度台数 前年度比 対前年度増減台数 構成比
洗面化粧台総計
1,688,250
1,804,275
1,814,878
93.6%
▲ 116,025
－
陶器
324,880
414,390
438,588
78.4%
▲ 89,510 19.2%
金属・その他
277,615
279,764
276,323
99.2%
▲ 2,149 16.4%
合成樹脂
1,085,755
1,110,121
1,099,967
97.8%
▲ 24,366 64.3%
シャワー搭載数
1,133,162
1,220,706
1,205,720
92.8%
▲ 87,544 67.1%
									
■浴室
（単位：台）
			
2020年度台数 2019年度台数 2018年度台数 前年度比 対前年度増減台数 構成比
浴室総計
1,414,994
1,607,748
1,631,426
88.0%
▲ 192,754
－
システムバス総計
1,298,022
1,476,496
1,492,825
87.9%
▲ 178,474 91.7%
戸建住宅用
695,421
775,146
760,321
89.7%
▲ 79,725 49.1%
集合住宅用
523,115
581,212
620,292
90.0%
▲ 58,097 37.0%
ホテル・その他
79,486
120,138
112,212
66.2%
▲ 40,652
5.6%
単体浴槽総計
116,972
131,252
138,601
89.1%
▲ 14,280
8.3%
ステンレス
15,097
16,035
19,227
94.2%
▲ 938
1.1%
鋳物ほうろう
1,324
1,895
2,657
69.9%
▲ 571
0.1%
人工大理石
8,860
10,100
10,696
87.7%
▲ 1,240
0.6%
樹脂・FRP
91,691
103,222
106,021
88.8%
▲ 11,531
6.5%
					
■新設住宅着工戸数
（単位：戸）
			
2020年度着工戸数 2019年度着工戸数 2018年度着工戸数 前年度比 対前年度増減着工戸数 構成比
新設住宅着工戸数（合計）
812,164
883,687
952,936
91.9%
▲ 71,523
－
持家
263,097
283,338
287,710
92.9%
▲ 20,241 32.4%
貸家
303,018
334,509
390,093
90.6%
▲ 31,491 37.3%
分譲住宅総計
239,141
259,732
267,175
92.1%
▲ 20,591 29.4%
分譲（戸建）
129,351
146,154
144,905
88.5%
▲ 16,803 15.9%
分譲（マンション）
108,188
111,615
119,683
96.9%
▲ 3,427 13.3%
給与住宅
6,908
6,108
7,958
113.1%
800
0.9%
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11月2日はキッチン・バスの日

会員情報

賛助会員ご紹介

株式会社ストーントレード
現場の仕事と凡事徹底

石の仕事と自他共栄
私たちの会社の自慢は昔ながらの人と人の繋がりです。弊

建設業の本質はチームワークです。基本を大切にし、技術

社は会社を始めて11年と創業間もない会社ですが、会社のス

の標準化、現場作業の平準化を心掛けています。石工事は、建

タッフは、業界経験50年の営業担当、
日本初の石材スペシャ

設工事の中で
「後工程はお客様」
とする最後の仕上工事です。

リスト資格を取得した調達担当、現場経験20年以上の工事

現場の規模や仕様等制約があり、
すべての案件において万能

担当スタッフが在籍し、現場の規模は大きい案件からモデル

な解決策がありません。
そのため、現場毎、
用途毎の状況要望

製作まで幅広く対応できます。

に合わせて、
ゼネコン様、
メーカー様、各取引先と製品資材の

弊社の石工事のルーツは約50年前の最高裁判所の新庁舎

適切な仕様の確認、精度の高い製品の提供、熟練の石工によ

建設に遡ります。実績はキッチン工事については500戸程度、

る施工精度、適正な価格と決められた納期で対応できるよう

バス工事についてはホテル300戸規模程度の経験がありま

にQCT及び情報と安全について共有と打ち合わせをしっか

す。現場の特性に応じて取引先を使い分ける仕組みを構築し

りと行っています。

ております。石材メーカーは国内外に10社程度、作
図については5社程度、職人はスキル・スケジュー
ルに応じて100人程度に依頼をしています。
キッチン・バス工業会では石材会社として初めて
の入会と伺いました。
お困りごとなどございました
らご相談ください。
（提供）最高裁判所

CSS資格合格証

建築とキッチンとバス工事は求められる性質が異なりま

た石種を選びます。建築工事とバス工事はより幅広い石種か

す。建築の仕事は施工精度、住設の仕事は製品精度がより重

らオーダー感覚で選び表面仕上にもこだわります。石材選び

要です。キッチン天板はマンション向けが多く比較的安定し

と現場管理には、建築と住設両者の経験を活用します。

石材見本帳

代表的な石種の紹介です。詳しく
はウェブサイトをご覧ください。

石材ガイド

会社案内

石材の技術や特性についてご興味

カウンター工事約7,000台、
バス工

がございましたらご一読ください。

事約1,000戸の実績があります。検品

サンプルBOX

仕上見本15種類を同梱したサン
プルBOXをご用意しています。

アフター対応をしっかり行います。

所在地：東京都練馬区大泉町4-30-17-401

電話番号：03-6794-6491
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11月2日はキッチン・バスの日

会員情報

賛助会員ご紹介
私たち吉本産業は1976年に設立。原料開発から二次加工まで一貫した開発、供給体制を
有した国内唯一の企業として、約40年にわたり、高温高圧で生産されるBMC系人工大理石
カウンターを住設メーカー様にOEM供給させていただいております。
キッチンカウンターだけではなく、
ボウル一体型洗面カウンター、人工大理石製シンクも製
造販売。常に意匠性、機能性を追求した商品開発に取り組んでおります。
今まで培ってきた技術を生かし、新素材「ULTRA SURFACE」
を2017年に上市。
スタイ
リッシュな空間が演出でき、高次元でバランスの取れた物性を有した素材であることから、
大手デベロッパー様のマンションにもご採用いただいております。
また、当 社 の 二 次 加 工 技 術を駆 使し、シンク部まで 同 素 材 のキッチンカウンター
「LO STESSO」
を発売。新柄「DURARTE」
との組み合わせにより、多くのデザイナー様
からのご支持をいただいております。

DURARTEを使用したLO STESSOキッチンカウンター

ブラックを基調にした新柄「DURARTE」

海外のより良い素材を厳選し、
それらを組み合わせた空間提

わが 社 の 経 営 理 念 、
「 暮らしの 空 間を彩る素 材 のイノ

案を行っております。

ベーションをはかり、人の心を豊かにする」。この理念を実

東京LABOは当社が今まで培ってきた知見や加工ノウハウ

現するため、2018年にオリジナルブランド「FABBRICA

を集結させ、
トレンド発信の場としてご活用いただいておりま

YOSHIMOTO」
を立ち上げました。

す。
お近くにお越しの際はぜひともご来場ください。

自社商品の人工大理石だけではなく、
自社開発の新素材や

所在地：[

電話番号：072-967-2001

本 社 ]大阪府東大阪市今米1丁目13-8

電話番号：03-3434-1700

[東京営業所]東京都港区芝公園1丁目2-9 ハナイビル8F
ホームページ：www.fabbrica-yoshimoto.com
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11月2日はキッチン・バスの日

団体会員情報

暮らし創造研究会 第8回 報告会 開催！

暮らし創造研究会事務局
日本ガス体エネルギー普及促進協議会

辻  優輝

2021年3月9日
（火）
にWeb配信も併用して、暮らし創造研究会 第8回 報告会を開催し、
２つの研究部会から４年にわたる研究の成果が報告されました。

暖房の健康影響研究部会報告の要点
現行省エネ基準を満たす住宅で、エアコン使用家庭と床暖房
使用家庭に分け、暖房の居住者の健康への影響を研究しました。

暖 房の健 康 影 響 研 究 部 会 報 告を
行った、同部会 主査 伊香賀俊治

居間の床付近の室温を高くすること、部屋間の温度差を小

慶應義塾大学 教授

さくすること、脱衣所暖房を使用することで、居間で座り続け
る時間が短くなり、立ち上がって行動する頻度が増えるなど
体を動かす量が増え、住宅内での行動の活発化に寄与する可
能性が判明しました。
また、
子どものアトピー性皮膚炎は、
床暖房使用家庭でエア
コン使用家庭の約４割、子どもの中耳炎は約５割にとどまる
ことや、居間の室温が20℃以上の家庭では子どものアトピー
性皮膚炎の割合が20℃未満の家庭の３割で、子どもにとって
も床付近の暖かさ、部屋の暖かさが良い影響を与える可能性
が明らかになりました。

ストック住宅の省エネ化推進手法研究部会報告の要点
事業者からお客様への断熱リフォーム提案時に省エネ化
や温熱環境改善の効果を定量的に示せるコンテンツを開発

ストック住宅の省エネ化推進手法
研 究 部 会 報 告 を 行 った 、同 部 会

しました。

主査 前真之  東京大学大学院 准教授

アンケート等により、断熱リフォームはお客様からの自発
的な要望は少なく、一方で断熱リフォーム経験者の一定数は
事業者からの勧めで実施した実態や、
リフォーム検討時には、
費用や業者選定のほか工事中の生活にも不安があり、
「住み
ながらできる」
プランの重要性が判明しました。
これらを踏まえ「健康で快適な暮らしのためのリフォーム
読本」
を開発し、断熱・気密向上と適切な暖房設備設置の重要
性や費用、工事中の生活等の不安を解消する４つのリフォー
ムプランとその改善効果を数値や図で示しています。
さらに要
約チラシや前准教授自身による解説動画も開発しました。

成果普及においては関係者の皆様との連携が不可欠ですので、
引き続きのご支援をお願い申し
上げます。
パンフレットやチラシ等の制作物はホームページから無料で閲覧、
ダウンロード可能です
ので積極的にご活用いただければ幸いです。    
〈暮らし創造研究会HP〉http://kurashisozo.jp/
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11月2日はキッチン・バスの日

行政情報

行政関連情報
各種行政情報については、
これまでも会員の皆様には総

『K･B通信』でもご紹介しております。
『 K･B通信』では、過去

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、

半年の行政関連情報について、
ご紹介しきれていない内容も

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、

含め、皆様に改めて整理してお知らせします。

2020年12月25日 国土交通省

「住生活基本計画（全国計画）」
（令和3年3月19日閣議決定）

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000032.html
今後の住宅施策の指針となる新たな
「住生活基本計画（全国計画）」が3月19日、閣議決定されました。
「住
生活基本計画（全国計画）」
は、
おおむね5年ごとに計画を見直すこととされており、今回の計画期間は、令和3
～12年度になります。下記の３つの視点から８つの目標を設定し、施策を総合的に推進されます。

1

2

「社会環境の変化」
の視点

「居住者・コミュニティ」
の視点

3

「住宅ストック・産業」
の視点

目標１ 新たな日常、
DXの推進等

目標３ 子どもを産み育てやすい住まい

目標６ 住宅循環システムの構築等

目標２ 安全な住宅・住宅地の形成等

目標４ 高齢者等が安心して暮らせる

目標７ 空き家の管理・除却・利活用
目標８ 住生活産業の発展

コミュニティ等
目標５ セーフティネット機能の整備

掲載対象期間：2020年12月16日～2021年6月16日
年月日			

関係省庁など

内容関連リンク先

2021年 5月 28日

経済産業省

出勤者数の削減に関する実施状況の公表・登録について

				

https://www.meti.go.jp/covid-19/attendance.html

2021年 4月 16日

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」
が閣議決定

経済産業省

				

https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210416010/20210416010.html

2021年 4月 2日

すまい給付金の制度改正内容のお知らせについて
（関連税法が施行）

国土交通省

				

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000059.html

2021年 3月 30日

サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金 2次公募について

経済産業省

				

https://www.meti.go.jp/covid-19/supplychain/index.html

2021年 3月 26日

事業再構築補助金（中小企業等向け）公募開始のご案内

経済産業省

				

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html
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年月日			

関係省庁など

内容関連リンク先

2021年 3月 9日

経済産業省

高濃度PCB廃棄物の発見事例の提供について

11月2日はキッチン・バスの日

				

・ポリ塩化ビフェニル
（PCB）早期処理情報サイト
（環境省ホームページ）

				

http://pcb-soukishori.env.go.jp/

2021年 3月 2日

改正大気汚染防止法 改正に係る説明動画・チラシなどについて
（環境省）

経済産業省

				

・説明動画

				

https://www.youtube.com/watch?v=r9Gatt0ZQY4

				

・説明資料

				

https://www.env.go.jp/air/air/osen/R1-Main17.pdf

2021年 3月 1日

【NEDO公募】2021年度「エネルギー消費の効率化に資する我が国技術の国際実証事業」
の第1回公募開始に

経済産業省

ついて
				

https://www.nedo.go.jp/koubo/AT092_100182.html

2021年 2月 9日

ストックホルム条約規制候補物質UV-328に係る調査ご協力のお願い

経済産業省

				

https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210122003/20210122003.html

2021年 1月 28日

インボイス発行事業者の登録申請の受付開始に関する周知等について
（協力依頼）

経済産業省

				

・インボイス特設サイト

				

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

2021年 1月 12日

消費税転嫁対策特別措置法失効後の対応について

経済産業省

				

・令和３年４月１日以降の価格表示について
（財務省）

				

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougaku.html

2020年 12月 28日

制度内容の動画「グリーン住宅ポイントについて」
を下記ホームページにて公開

国土交通省

				

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000181.html

2020年 12月 25日

「日英EPAの発効と日英EPA解説書＆EPA事例集について」
周知依頼

経済産業省

				

・日英EPA解説書

				

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/eu/epa/pdf/jpuk_epa.pdf

				

・EPA制度概要と利活用事例16社の紹介

				

https://www.jetro.go.jp/ext_images/theme/wto-fta/pdf/EPAjirei.pdf
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VOICE

営業秘密に関する社内教育を強化しましょう！
弁護士 秋野

卓生

（弁護士法人匠総合法律事務所）

に加え、50億円の損害賠償を求めて、大阪地方裁判所に訴訟

不正競争防止法は、秘密として管理されている事業活動に

を提起しました。

有用な生産、販売方法や技術などの情報で一般に知られてい
ないものを営業秘密と定義しています。故意や重大な過失に

判決は、一部の情報について営業秘密と認め、営業秘密と

より漏洩させた場合は、刑事罰に問われることがあり、不正競

認めた資料の廃棄、使用差し止めとともに1,815万円の賠償

争防止法違反行為により、損害が発生した場合は、民法上の

を上新電機に対して命じました。
通常は、特許の侵害や製法の流出といった製品の成り立

不法行為として損害賠償の対象となる可能性があります。
訴えられるのは情報を漏らした本人だけでなく、使用者責

ちに関する秘密漏洩が問題となるケースが多いのですが、エ

任に基づいて、その人を雇用している企業が賠償責任を負う

ディオン対上新電機事件判決では、粗利や仕入れ価格、掛け

こともあります。

率といった営業情報の持ち出しでも営業秘密の漏洩にあたる
とした点に先例的価値があります。

営業秘密の不正取得に関連する紛争事例は、最近、非常に
転職社員の受け入れにあたっても注意が必要です。

多く、深刻です。
大阪地検は2021年3月、
自社技術の機密情報を中国企業に

特に、新規事業の立ち上げをするに際して、
ライバル企業で

漏らしたとして、積水化学工業の元社員を不正競争防止法違

当該事業に精通している人物を採用することは、
ノウハウの取

反罪で在宅起訴しました。
また、2020年1月には、
ソフトバンク

得という意味で価値があります。

の元社員が、
ロシア外交官の要求に応じて営業秘密を持ち出

しかし、本件のように、刑事手続き、民事手続きに巻き込ま

した疑いで警視庁に逮捕され、同年7月に東京地裁で有罪判

れ、
そして、敗訴判決を受け、
「あそこの事業は、パクリで違法」

決を受けました。

というレッテルを貼られることは、
レピテーション的にみて、
む
しろマイナスです。

刑事責任という人生を台無しにしかねない深刻な制裁に

いわゆる転職社員採用の現場において、人事担当者といえ

加え、巨額賠償の請求がなされる可能性のある営業秘密の漏

ども、不正競争防止法に関する深い知識が不可欠というべき

洩。転職に伴い、発生するケースが多いのです。

でしょう。

住宅業界の判例では、エディオン対上新電機事件判決（大

前職における実績とスキルは、転職先で活用しても問題あり

阪地裁令和2年10月1日判決）が有名です。
リフォーム部門の

ません。

責任者が転職する際に、発生した事件です。
エディオンは、課長職にあった従業員が在職中の2013年

しかし、①秘密として管理されている
（秘密管理性）②公然

10月だけでなく、退職後の2014年1月にも、在職時に使用し

と知られていない（非公知性）③事業などに有用（有用性）な

ていたパソコンを遠隔操作し、住宅リフォーム事業の原価表

秘密情報の持ち出しは、不正競争防止法違反になります。

や管理システムのマニュアルなどを取得していた事実が判明

「『さすが』
と言われたかった」
「営業秘密情報を渡せば『さす

し、刑事告訴の手続きを取り、
これに加えて、刑事事件にて押

が』
と格好が付くし、今後の仕事や人間関係につながると思っ

収された証拠物件の保全手続を行った上で、2016年4月25日

た」
という転職社員の素朴な気持ちは、
「不正の利益を得る目

付けで、上新電機および元従業員を相手取り、
エディオンのリ

的」
と評価されてしまい、違法となることをしっかりと教育する

フォーム事業に関する営業秘密の不正使用について、その差

ことが不可欠です。
不正競争防止法に関する社内教育は、年に１回は全従業員

止めおよび、不正使用によって作成された事業管理用のソフト

対象で実施すべきであろうと考えます。

ウェア・各種社内資料・店舗展示用ディスプレイ設備等の廃棄
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事務局から
常務理事

越道 昭徳

昨年度は、
コロナに始まりコロナに終わった1年となりまし

今回の事務局からは、
リアル出席者への新たな感染症対

た。
また、
この1年で「新しい生活様式」が定着しつつあり、工

策として、
当工業会会議室に設置したサイクロンUV除菌装置
「コロネード」のご紹介と、
リアル出席がかなわず工業会に久

業会を取り巻く環境も激変。

しく来会されていない会員の皆様に、変わりゆく浜松町の一

総会や理事会など、
リアル出席での開催はほぼ中止とな

端をお伝えします。

り、通常の委員会も、昨年度強化したWeb会議用マイク、
カメ
ラなどを駆使し、
リアル＋Web出席の併用が常態化しました。

会議室の新たな感染症対策
■飛沫を瞬時に吸い込み除菌するスポット除菌
当工業会会員である東プレ㈱様が所属するケィ・マックグル－プ様
からのご提案で、感染防止に効果の高いサイクロンＵＶ除菌装置「コロ
ネ－ド」
を2021年4月から工業会の会議室に設置いたしました。

配置イメージ

コロネード原理図

この装置は、空気中に漂うエアロゾル（飛沫核）からの感染を防ぐために有効
なスポット除菌装置です。
エアロゾルをサイクロン
（旋回流）
で吸い込み深紫外線
照射で99.9％除菌。
コンパクトなボディーながら、
サイクロン式で長時間深紫外
線をどの角度からも照射し、
クリアな空気として排出する構造です。
この装置を飛沫防止パネルと共に会議室のテーブルに設置し、更なる感染リ
スクの軽減を図ります。

会議室設置(開発者を囲んで)

変わりゆく浜松町
■57年の歴史に幕
東京のシンボルタワーとして長年多くの人に利用されてきた、
「浜松町
世界貿易センタービル」が、2021年3月末をもって57年の歴史に幕を下
ろしました。
当工業会に来会される方の多くは、JR浜松町駅に隣接する同ビルを
通って工業会事務所に来られており、
当工業会会員の皆様には何かと愛
着のあるビルでした。特に地下レストラン街で昼食をとられる方も多く、

世界貿易センタービル

閉店を告げるポスター

閉店した思い出深い名店

皆さんが大変お世話になった地下1階の
「ワインコーナー」
や
「浜松町 更
科」
などの名店は既に閉店となり寂寥感もひとしおです。
世界貿易センタービルを含む浜松町駅周辺の再開発は全体の竣工予定が
2027年で、思い出の多いセンタービル棟は2026年竣工予定で進められます。
新たなビル棟では、
きっと心ときめくような出会いもあると思います。
その時まで、
ひとまず感謝の意を込め
『お疲れさまでした』
の言葉を贈ります。

ワインコーナー

紫陽花の 色に染まりし 路地の空
20

浜松町 更科

朋
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No.21 編集委員
発行責任者 ：神谷 剛志（ナスラック）
編

集

長 ：柴崎 和彦（クリナップ）

編 集 委 員 ：大崎 和美(東京ガス)
佐藤  哲(トクラス)
白居 陽子(三菱ケミカル・クリンスイ）
中島 宏文(タカラスタンダード)
平川  武(ノーリツ)
藤田 東一（LIXIL）
藤野 豪洋(積水ホームテクノ)
松本 賢治(TOTO)
吉田 宏史(渡辺製作所)
越道 昭徳(事務局)
田中 朋子(事務局)

─ 編集後記 ─
るようになり、今後も状況の変化に合わせ新しい取り組みや

今回のK・B通信21号の編集作業は、新型コロナウイルス感

改善が進み、
さらに進化を遂げていくものと思います。

染症の第3波が猛威を振るう中での対応となりました。感染
症対策はワクチン接種が始まり、新たな局面を迎えましたが、

この状況ではやむを得ないことですが、最近リモート会議で

いまだに出口が見えない状況にあります。

しか会ったことのない人、
マスク姿しか見たことのない人が増
えてきました。本来キッチン・バス工業会の活動の力の根源と

特にオリンピック･パラリンピック開催については、時節柄編

いえる人の交流という点で少し寂しい状況が続いています。

集後記の話題としたいところですが、非常に微妙な状況です。
キッチン・バス工業会の活動は、
当初試行錯誤もありました

いつになるのか分かりませんが、
この重要な人の交流につい

が、現在リモート会議を中心とする｢新たな日常｣が実践され

て考慮された｢新たな日常｣が訪れる日を心待ちにしています。
広報専門委員会 委員長

発

神谷 剛志（ナスラック）

行 日 ：2021年6月22日

発行責任者：広報専門委員会 委員長

神谷 剛志

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。
https://www.kitchen-bath.jp/

E  メ  ー  ル：kitchen.bath@nifty.com
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