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女性社員のチームワークを原動力に、
マンション等の給水・給湯設備の配管
システムで全国トップシェアを確保

快適で安全な住環境に欠かせない設備の一つ

株 式 会 社 カ ワ ト Ｔ． Ｐ． Ｃ．

に、風呂やトイレ、キッチンの流し台といった
水回りが挙げられる。水やお湯を住宅に供給す
るには、様々な設備が必要だが、本稿で紹介す
る㈱カワトＴ.Ｐ.Ｃ.は、天井や床下に張り巡ら
す配管の製造に特化したメーカーだ。
当社が開発した画期的なプレハブ型の配管シ
ステムは、大手デベロッパーやゼネコンに次々
と採用され、今や全国トップシェアを誇る。従
業員の約８割を占める女性社員を成長の原動力
とし、オンラインシステムで管理された製造工
程では、チーム制の採用により高い生産性を実
現。他社には真似できない仕組みを構築し、20

川戸

俊彦

社長

（ かわと・としひこ ）

●会社概要

年以上にわたって地域の雇用を支え続けてきた
当社の概要を紹介する。

所 在 地：岩国市玖珂町 1600-51
瀬田工業団地（本社・工場）

◎三井化学㈱（現・三井化学産資㈱）と共同

年

商：33 億円（2014 年３月期）

設

立：1989 年７月

で画期的なプレハブ型配管システムを開発

資 本 金：５千万円
従 業 員：246 名（2014 年３月末現在）
事業内容：住宅関連給水・給湯プレハブ配管製
設備製造、止水栓ほか継手販売

いた川戸社長は、創業後も、同工場における各

福岡市
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.kwt-tpc.co.jp/

2014年 2 月
2014年 3 月

部門の開発に携わっていた。
そうした三井化学㈱岩国大竹工場との深い
縁、創業当初の金属加工や装置製作のノウハウ
を活かし、これまでにない給水・給湯システム

●会社沿革

2002年 7 月

サラをして当社を創業した。三井化学㈱岩国大
竹工場の研究開発をサポートする企業に勤めて

営 業 所：東京都中央区、大阪市、名古屋市、

1989年 2 月
1989年 7 月
1993年 5 月
1995年 7 月

バブル経済真っ只中の1989年、川戸社長は脱

造、スプリンクラー設備製造、排水
加工センター：千葉県多古町、岩国市
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◎はじめに

創業
㈲川戸鉄工を設立
川戸鉄工㈱に改組
当社の独自ブランドとして給水•給湯
システムの販売を開始
川戸鉄工㈱から分社化し、㈱カワト
トータルプレハブセンターとして独立
公益財団法人やまぎん地域企業助成
基金の助成企業に選定
グループ会社の川戸鉄工㈱及び㈱テ
クマックと合併。社名を㈱カワト
T.P.C.に変更
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を生み出そうと、1991年から同工場と共同で基
礎開発に着手。自社工場でパイプを組み立てる
プレハブ型の配管システムの開発にこぎつけ、
４年後の1995年、当社の独自ブランドとして販
売を開始した。現場での職人による配管工事が
一般的だった当時、工場で前もって配管キット
を製造する手法はまさに画期的であり、業界の
注目を集めた。

◎首都圏、関西ともにマンション向け販売

◎組立施工工程に加え、受発注から在庫管理

シェアは3割超と、全国でも業界トップ

までオンラインシステムで管理

当社の配管システムは、現場での設置作業が

プレハブ工場での組立施工工程は、大きく分

配管の固定だけで済み、熟練工を必要としない。

けて企画部門と加工部門の２部門からなる。

従来比で作業時間がほぼ半分に短縮、工事費も

企画部門（左下写真）では、全国から送付さ

約３割削減できる。また、当社はパイプの端材

れたマンション等の施工図（蛇口や給湯器等の

を粉砕し、リサイクル樹脂としてコンクリート

位置を示す）を基に、ＣＡＤソフトを駆使し、

メーカー等に提供。工場や現場で発生する廃棄

部屋ごとに配管のシステム図（施工図を立体的

物及び廃棄処理コストを大幅に削減した。

に俯瞰した図）を作成。顧客の仕様に沿った作

コスト削減につながるだけでなく、環境面に
も配慮したプレハブ型の配管システムは新たな

図を行い、機能と価格のバランスを考慮したコ
スト削減案も積極的に提案している。

マーケットを創出。首都圏を中心に各地のマン

加工部門（右下写真）では、企画部門の作成

ションや集合住宅に設置が広がった。現在、販

したシステム図に従って、配管システムを組み

売先は約６割が首都圏、２割超が関西で、首都

立てる。配管資材メーカーから取り寄せた樹脂

圏、関西ともにマンション向け販売シェアは３

製のパイプや特殊な金属製の継手の切断・加工

割超と、全国でも業界トップを誇る。

や組み立てを、すべて手作業で行う。組み立て

営業所は、東京都、大阪市、名古屋市、福岡
市の４ヶ所に構える。当社の配管システムは、

られた配管システムは、検査・テストを経て梱
包・出荷される。

芋づる式に顧客を囲い込める製品ではない。納

これらの組立施工工程に加え、受発注から在

入先のサブコンに対し、大手企業では対応の難

庫管理までを含めた一連の流れがオンラインシ

しい「一本釣り」による地道な営業活動を行い、

ステムで管理されている。納品後、漏水等の不

着実に顧客を増やしてきた。一方、発注元であ

具合が発生した際のバックアップ体制にも抜か

るデベロッパーやゼネコン各社は、毎週のよう

りがない。システム図を30年間保管するほか、

に本社工場を訪れて製造工程の検査を実施し、

配管システムに使われる部材一つ一つのトレー

当社の配管システムの信頼性を担保している。

サビリティも確保している。

▲企画部門

▲加工部門

ＣＡＤソフトに当社独自のアレンジを施し、
「顧客の仕様に沿っ
たコーディネート」を実現。

パイプは錆びやすい金属製ではなく、軟らかい樹脂製を使用。
加工のしやすさと耐久性の高さを両立した配管システム。
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◎４〜５人のチームを「一つの会社」に見立て、
従業員の意識改革、生産性の向上を実現
当社では、企画・加工部門のほか、営業所や

◎工場で作業を行うのはほぼ100％が女性
当社の従業員は約250名だが、そのうち女性
社員が約８割を占める。企画・加工部門に限る

総務・経理部門など間接部門においても、４〜

と、作業を行うのはほぼ100％が女性社員だ。

５人でチームを組み、仕事が進められる。

本社工場のリーダーである村田副社長も女性

チーム制を採用するのは、異なる従業員の能

で、パートタイマーとして入社後、工場の作業

力をチームごとに均一化させたうえで、チーム

でキャリアを積み重ね、現在では女性社員を束

を「一つの会社」に見立て、従業員一人一人に

ねる重責を担っている。

「経営者」として仕事に向き合わせる狙いがあ

前述の通り、配管システムの製造工程はシス

る。各チームは収支状況を自ら把握し、品質や

テム化され、専門的で高度な技術や技能を必要

リスク管理等に係る責任も負う。

としない。新入社員が入社すると、先輩社員が

例えば、加工部門では、チームごとに毎日、

ＯＪＴで過去に蓄積したノウハウの指導を行

加工時間、加工金額（原価：加工ミス金額を含

い、半年から１年程度もすれば、当社で必要と

む）
、加工費（納品価格）、利益金額を記入した

される技術や技能を習得できる。反復作業を長

一覧表を壁に掲示。各数値から算出した利益率

時間続ける仕事も多く、根気強さが求められる

を誰でもすぐに確認できるようにグラフ化して

わけだが、
「女性は決められたことを決められ

いる。間接部門も同様に仕事が数値化され、閑

た時間やルールの中できっちりと行うことに長

散期には加工部門の応援に出向くなど、会社全

けている」
（川戸社長）ため、必然的に女性主

体で仕事をシェアし、利益を上げやすい仕組み

体の職場となっている。

を作り出している。

但し、女性社員比率の高さゆえに、結婚や出

また、会社の毎月の稼働日数を22日に固定

産、親の介護等に伴う離職リスクを抱える。そ

し、仕事の進捗状況に応じ、１日のスケジュー

こで、一旦退職した能力の高い人材を正社員や

ルや残業時間をチームの裁量で調整する。こう

パートタイマーとして再雇用し、手先の器用な

した従業員の時間管理に対する意識の高さが、

ベトナム人実習生も積極的に活用。100名を超

生産性の向上に寄与している。加工部門では、

える女性正社員のチームワークを事業拡大の原

士気を高めるため、作業が速く、加工精度の高

動力としつつ、全体的な人件費をうまくコント

いチームを表彰し、報奨金を支給。加工開始か

ロールすることで、価格競争力の高い製品を生

ら最短で即日、遅くとも３日以内という短期間

み出している。

で製品の出荷を可能としている。

昨夏から、女性社員の作業着をポロシャツに

地道な営業活動、オンラインシステムの構築

変え、24色から選択できるようにした。「個性

とともに、チーム制の採用による従業員の意識

とプライドをもち、自分達の力で魅力ある会社

改革、生産性の向上が当社の高い競争力の源泉

にしてほしい」と常日頃から考えている川戸社

となっている。
「他社には真似できない仕組み

長が女性社員からの申し出に応じたものだ。子

だ」と川戸社長は胸を張り、配管システムの納

育て支援制度の充実はもちろん、従業員の主体

入単価が年々下落する中でも、利益を捻出でき

性を尊重するそうした些細な気遣いが、女性の

る企業体質を築き上げている。

働きやすい職場風土を醸成している。
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◎目指すは住宅一戸のトータルプロデュース
当社は創業20周年を迎えた2009年度、マンショ

のシステム化、現場の声を形にする開発品の拡
販に努めていく方針だ。

ンの構造計算書偽造問題の余波に加え、リーマ
ン・ショックにより、売上高が前年の３分の１

◎おわりに

まで激減した。同業他社が撤退を余儀なくされ

バブル期の創業以来、業界や会社の浮き沈み

るほど苦しい数年を、従業員のリストラに踏み

を肌で感じてきた川戸社長は、プレハブ型の配

切ることなく乗り越えた今、当社を取り巻く事

管システムで全国トップシェアを確保しながら

業環境にはようやく明るさが広がる。

も、「変わり続けないと未来はない」と会社組

建設業界ではここ数年、景気回復に伴い、仕

織の再編を決断した。海外生産の選択肢もある

事量が増加。現場が人手不足に陥り、労務費が

中で、あえて国内生産にこだわって事業を展開

高騰しているうえ、資材費も上昇し、建設会社

する背景には、
「地域の雇用を守る」との川戸

の収益を圧迫している。そうした中、建設コス

社長の強い使命感がある。当社はこれからも、

トの低減に直結するプレハブ型の配管システム

水の供給を通じて人の命をつなぎつつ、雇用の

が改めて注目を集めている。

受け皿となって地域の命をつなぐ、
「命の継手」

また、首都圏や関西だけでなく、福岡市をは

として重要な役割を果たしていくに違いない。

じめ地方都市でも、マンション着工が増加して

（安岡

和政）

いる。さらに今後は、老朽化したマンション等
の建て替え需要が多く発生するほか、東日本大
震災の復興住宅、2020年の東京五輪に向けて整
備される選手村等に当社製品が採用される見込
みで、川戸社長はここ４〜５年の受注状況に明
るい見通しをもつ。
こうしたフォローの風が吹く状況下、今年３
月、当社は福岡市に営業拠点を開設。また、関
連会社２社を合併し、社名も変更した。新たな
一歩を踏み出した当社が目指すのは、建材・住

▲配管実験室
プレハブ型の配管システムの性能と有効性を確認できる。関東
はシステムを床下に設置するのに対し、関西では天井に設置。

宅設備機器業界で最大手の㈱ＬＩＸＩＬのビジ
ネスモデルだ。住宅全体をカバーする㈱ＬＩＸ
ＩＬをお手本とし、プレハブ型の配管システム
を軸に据えつつ、社名の「Ｔ.Ｐ.Ｃ.」に思いを
込めて、住宅一戸をトータルプロデュースする
事業形態への転換を目指す。その布石として、
２年前には排水用配管の取扱を開始した。今後
は、
「顧客が何を望んでいるのか、ニーズを探
る」ことに一層注力し、配管システムの更なる
シェアの拡大とともに、メーター廻りや止水栓

▲本社外観
本社（総務部門、企画部門）
、加工センター７棟で構成。岩国市
内には、もう１棟別の加工センターがある。
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