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Message

平素は当工業会の活動をご支援いただき誠にありがとうございます。5月21日（木）に東京・丸の

内にあります日本工業倶楽部にて、キッチン・バス工業会の創立50周年記念式典が盛大に行わ

れました。50周年記念誌には、日本の高度成長から現在まで支え続けてきた諸先輩方々の一方

ならぬ努力が記されており、現在の我々もこの業界もそうして築き上げられた信頼という土台の上

にあるのだということを改めて認識すると同時に、その後を継ぐ者達としての責任の重さを感じま

した。今時代は「産業の工業化」から「サスティナブル」なモノづくりへと変化し、「商品の質」のみで

なく「生活の質」そのものを向上させるモノづくりを求めています。当工業会はキッチンやバスと

いった生活の中心にあるモノづくりを通じて幸せな家庭環境を作るために、さらなる次の半世紀を

積み重ねる活動を続けてまいりますので、今後とも会員の皆様の一層のご協力をよろしくお願い

申し上げます。

有代会長の挨拶
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50周年記念事業推進委員会 委員長 伊藤 久人（トクラス）

キッチン・バス工業会 創立50周年記念祝賀会 次第

1. 開会

2. 功労会員表彰式 賛助会員37社

3. 挨拶 会長 有代 匡

4. 来賓祝辞 経済産業省 商務情報政策局

日用品室 室長

髙橋 政義 様

5. 来賓祝辞 国土交通省 住宅局

住宅ストック活用・リフォーム推進官

成田 潤也 様

6. 元会長祝辞 阿部 正和

（平成15年度～平成18年度会長）

7. 乾杯 功労賛助会員代表

新日鐵住金ステンレス（株）

代表取締役 副社長執行役員

赤羽 裕

8. 歓談

9. 挨拶 副会長 白川 勝

10. 閉会

功労表彰会員一覧

●功労50年表彰 ： 新日鐵住金ステンレス（株）、日新製鋼（株）、ＪＦＥスチール（株）、富士工業（株）

●功労30年表彰 ： ヒカリ厨器（株）、ドレンマスター製造（株）、丸一（株）、（株）伸晃

●功労20年表彰 ： （一社）日本ガス石油機器工業会、リンナイ（株）、（株）ハーマン、東京ガス（株）、大阪ガス（株）

●功労10年表彰 ： （株）シモダイラ、ダイキョーニシカワ（株）、ＤＩＣ（株）、ニーニー技研産業（株）、ＭＲＣ・デュポン（株）、三菱レイヨン・クリンスイ（株）、

丸玉産業（株）、（株）ＫＶＫ、吉本産業（株）、アイカ工業（株）、関西電力(株)、グランドデュークス(株)、 (株)パロマ、マックス(株)、

東邦ガス(株)、デニカ(株)、ヘティヒ・ジャパン(株)、サンライズ産商(株)、富士高分子(株)、日立アプライアンス(株)、

三菱電機(株)、(株)タカギ、(公社）インテリア産業協会、（一社）日本建材・住宅設備産業協会

平成27年5月21日（木）に丸の内の日本工業倶楽部会館にて、第31回

定時総会終了後、創立50周年記念祝賀会が開催されました。総会では

50周年記念誌がお披露目され、祝賀会には経済産業省、国土交通省

からのご来賓や元会長、業界関係者等をお迎えし、300名近くの出席者

にご参加いただきました。
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キッチン・バス工業会 創立50周年記念祝賀会

表彰式の様子

冒頭永きに渡り当工業会を支えていただいた賛助会員37社への功労

表彰に始まり、有代会長の挨拶では、50周年を迎えた今日に対しての

関係各位への謝辞の他、最近10年間の工業会活動が記載された50周

年記念誌の発刊紹介と、この10年間の活動の中から会長が選ぶトップ

３として、東日本大震災における応急仮設住宅へのキッチン・バスの対

応、第10回を数え17万句超の応募をいただくまでになった川柳事業、

火災件数の大幅減につながったSiセンサーコンロの対応があがり、今後

のさらなる業界発展、安全推進、住生活文化向上を進めたいとの話が

ありました。また、5月末で常務理事を退任する島崎喜和（現顧問）への

慰労・感謝の言葉と後任の高木利一（新常務理事）へ熱いエールが送ら

れました。

会員数も80社と過去最高になり新たな10年にむけてスタートした工業

会の祝賀会は盛況のうちに終了しました。

ご多忙中のなか記念誌に執筆を頂いた皆様と創立50周年記念祝賀

会の開催にご協力を頂いた全ての皆様に改めて御礼申し上げます。

表彰式の様子

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キッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐキッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐキッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐK BK BK BK B 通信通信通信通信

平成２７年は工業会創立50周年

50th

Anniversary



経済産業省 髙橋様

3 Copyright © JAPAN ASSOCIATION OF KITCHEN & BATH  2015
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創立50周年記念祝賀会開催に合わせ、キッチン・バス工業会 「50周年記念誌 激動の10年間と最新動

向」を発刊いたしました。 東日本大震災時の供給再開ドキュメントや最新の技術動向および10年間の出荷

統計など、国内のキッチン・バス・洗面化粧台に関する貴重な資料となっております。

キッチン・バス工業会 「50周年記念誌 激動の10年間と最新動向」

第1章：祝辞

第2章：寄稿

第3章：世の中の動きと工業会

第4章：住宅とエネルギーの最新動向

第5章：委員会活動

第6章：キッチン・バス・洗面の10年間の商品動向と最新技術

第7章：構成部材・素材の技術動向

第8章：出荷統計（2005年～2014年）

第9章：工業会概要

キッチン・バス工業会 「50周年記念誌 激動の10年間と最新動向」発刊

懇親会の様子

国土交通省 成田様島崎現顧問へ有代会長より慰労と感謝の言葉が贈られた

白川副会長赤羽副社長阿部元会長



4月24日（金）に浜松町東京會舘にて、平成27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、有

代会長の続投が承認されました。続いて、新任役員の紹介と、11年間に亘って工業会を支えてこられた島崎常務理事の退任の発表があり、

同時に、有代会長より、後任の常務理事に高木利一氏が推薦され、承認されました。

顧問弁護士の秋野先生からは、「民法改正」に関して、「瑕疵」という表現が「契約不適合」という分かりやすい表現に変更されるとともに、

「契約の内容」という意味合いが明確にされた等の有益なお話をいただきました。
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平成27年度 第1回理事会開催

１．審議・報告事項

(1) 平成26年度事業報告及び平成27年度事業計画（案）

(2) 平成26年度事業収支決算報告及び平成27年度収支予算（案）
(3) 会員移動について〈入会、退会、代表者変更他〉
(4) 平成27年度 役員体制（案）の件
(5) 特別報告

①50周年記念事業推進の件
②「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（マイナンバー法）」施行の件
③事務局報告

・平成27年度第11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〉
・平成27年度総会、創立記念式典・祝賀パーティ及び懇親ゴルフ会のご案内
・その他

２．弁護士法人匠総合法律事務所 秋野卓生代表弁護士
「民法改正がキッチン･バス業界に与える影響と対策」

上記理事会終了後、引き続き日本ガス体エネルギー普及促進協議会（コラボ）との第11回KB&Gコラボ代表者会議を開催しました。

幡場コラボ会長のご挨拶の後、以下の議題に従い、両団体の協力による10年間の活動の重みを感じさせる報告がされました。続いて、今

年度初めて講演会を催し、川柳事業の選者としてご尽力いただいている講談師の神田松鯉先生にご講演いただき、織田信長公のエピソー

ドを神田先生ならではの楽しくも奥深いお話で満喫させていただきました。 最後に有代会長からご挨拶をいただき閉会しました。

第11回ＫＢ＆Ｇコラボ代表者会議開催

議題

平成26年度活動報告および平成27年度活動計画

講演

講談師 神田松鯉先生 「歴史に学ぶリーダーの条件」
KB&Gコラボ

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キッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐキッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐキッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐK BK BK BK B 通信通信通信通信

代表者会議の様子 講談師 神田松鯉先生

コラボ 幡場会長 有代会長
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平成27年度 定時総会開催

定時総会議事

１．審議･報告事項
(1) 平成26年度事業報告及び平成27年度事業計画(案)

(2) 平成26年度事業収支決算報告及び平成27年度事業収支予算(案)

(3) 平成27年度 役員体制（案）
２．平成27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平成27年度 第11回川柳事業の件
②今後の行事日程 【公式行事・委員会開催行事】
③その他

【平成27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7委員会課題の推進

・川柳事業推進委員会 ：第11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
・室内空気環境特別委員会 ：関連規制・環境リスク対応の推進等
・材工課題専門委員会 ：「標準見積書」の更新と周知活動等
・50周年記念事業推進委員会 ：記念誌発刊と記念式典の開催
・営業企画推進委員会 ：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の検討
(4)会員拡大の検討と推進
(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
■技術委員会
◇キッチン・洗面分野 の活動
(1)コンロガス配管接続方式検討（ガス業界・製品団体様 協同）
(2)「コンロ上方の防火」（関連行政、製品団体様 協同）

5月21日（木）に日本工業倶楽部にて平成27年度定時総会が、下記議事に従い開催されました。

冒頭、有代会長よりご挨拶があり、出席者への謝辞に続いて、「50周年という節目の年に、公式行事の会場を禁煙としたい」とのご提案とご協力の

お願いがありました。その後、有代会長を議長とし、理事会決議事項である有代会長の続投と、島崎常務理事の退任、高木利一氏の新常務理事就

任等の報告がありました。また、新任理事の方を含め、代表者変更された各社からご挨拶をいただき、過去最高の会員80社（団体）体制での喜ばし

いスタートとなりました。

総会後は、表彰賛助会員の皆様と会長・副会長による記念撮影が行われ、撮影終了後、創立50周年記念祝賀会へと向かいました。
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定時総会の様子

◇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)“技術進化の足跡”の振り返り
(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
◇規格基準検討活動 キッチン,洗面,浴室 各専門委員会
(1)規格基準(JIS等)の改定検討、内外の関連規格基準の調査整合等
◇浴室分野 の活動
(1)システムバス給湯器配管施工法に関するガイドライン制定（継続）
(2)入浴剤と浴室製品との技術整合（浴用剤工業会様 協同）
(3)行政連携による省エネ住宅ポイント制度：高断熱浴槽の調査支援等
■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)自主出荷統計要綱の見直し
■ＰＬ関連委員会
(1)関連法案の情報収集と対応
(2)「PL事例集」の作成とHP掲載
(3)最新クレーム事例の収集と対応策の検討
(4)関連他団体、関連機器メーカー様との交流会
(5)「カタログガイドライン」の改定
(6)民法改正の情報収集
■情報化推進委員会
(1)モバイル、クラウド、ビッグデータ等のＩＴ関連の調査研究と情報発信
(2)企業イノベーションやロボット技術に関する調査研究と情報発信
(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)「入浴剤」の正しい使い方 商品啓蒙発信
(2)「製品の長期使用」を考える
(3)過去作成ツールの見直し



平成27年度 工業会役員体制

定時総会で選任された役員の皆様が、業界一丸となり活動しています。

（敬省略）
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1 会 長 (株)ＬＩＸＩＬ 副社長執行役員 有代 匡

2 副会長 永大産業（株） 代表取締役社長 大道正人

3 副会長 クリナップ（株） 代表取締役社長 井上強一

4 副会長 タカラスタンダード（株） 代表取締役社長 渡辺岳夫

5 副会長 トクラス（株） 取締役 常務執行役員 白川 勝

6 副会長 ＴＯＴＯ(株) 取締役 専務執行役員 清田徳明 （新任）

7 副会長 (株)ハウステック 専務取締役 五十嵐稔 （新任）

8 副会長
パナソニック（株）

エコソリューションズ社

ﾊｳﾝｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業部
水廻りｼｽﾃﾑﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ長

小早川益律
（新任）

9 理事 積水ホームテクノ(株) 代表取締役社長 前田昌敬 （新任）

10 理事 （株）長府製作所 代表取締役社長 橋本和洋

11 理事 東京ガス(株) リビングマーケティング部長 吉岡朝之 （新任）

12 理事 ナスラック（株） 代表取締役社長 左右田稔

13 理事 (株)ノーリツ 代表取締役社長 國井総一郎

14 理事 富士工業(株) 代表取締役社長 柏村浩介

15 理事 （株）ベルキッチン 代表取締役社長 竹内 敏

16 理事 リンナイ(株) 代表取締役社長 内藤弘康

17 監事 （株）トヨウラ 代表取締役社長 坂井良行

18 監事 （株）和光製作所 代表取締役社長 西田隆一

19 常務理事 工業会事務局 工業会常任 事務局長 高木利一 （新任）

20
非常勤
顧問

工業会事務局 島崎喜和



新任役員ご挨拶
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この度、工業会の副会長に選任いただきましたパナソニックの小

早川 です。

市場変化の激しい時代となりましたが、リフォーム、少子高齢・地球

環境などの対応に向けたさらなる取り組みを通じて、家庭生活の根

幹を担う台所・風呂・洗面製品の進化と、住宅産業界の発展に寄与

していくことが、当工業会の使命と考えております。

会員の皆様とともに精一杯の活動をしてまいりたいと存じますので、

ご指導・ご支援の程、よろしくお願い申し上げます。

パナソニック株式会社

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
（こばやかわ ますのり）

この度、選任いただきましたTOTOの清田です。

「キッチン」と「バス」は家族の絆を深められる、ゆっくりとくつろげる

家庭の中でも、本当に大切な空間であると思います。

より快適な空間としてさらに進化を続け、国民の住生活文化の向

上に努めることはキッチン・バス工業会の大きな使命と考えています。

これを実現していくために、微力ではございますが、精一杯務めさ

せていただく所存です。

50周年を迎える歴史ある本工業会会員の一員として、会員企業の

皆様とともに、次の50年のキッチン・バス業界の発展のために、力を

尽くしてまいりますので、よろしくご指導・ご支援の程お願い致します。

ＴＯＴＯ株式会社

取締役 専務執行役員

清田 徳明
（きよた のりあき）

積水ホームテクノ株式会社

代表取締役社長

前田 昌敬
（まえだ まさよし）

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吉岡

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、エネルギー事業者として、魅力があり高効率で付加価値

の高いガス機器・設備のご提案や、温水・炎の文化醸成等を通じて、

「お客さまの豊かで快適な暮らしの実現」に貢献してまいりたいと考

えます。

今後とも、当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あげます。

東京ガス株式会社

リビングマーケティング部長

吉岡 朝之
（よしおか ともゆき）

再入会のお知らせ

東京電力株式会社 が、2015年4月よりキッチン・バス工業会に再入会されました。

この度、積水ホームテクノ株式会社社長に就任しました前田昌敬と

申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。

平素は会員各社の皆様には大変お世話になっており、御礼申し上

げます。

当社は、ユニットバスを中心に、開発設計から生産、出荷、全国レ

ベルでの施工、アフターメンテナンス体制を通して長期に渡り快適な

生活と住宅設備の安心をお届けしております。

また、近年は介護用システムバスの分野においてもさまざまな所

でご採用を頂いており高齢者の生活環境の質向上への取組みを進

めてきております。

今後とも、生活環境の向上を通して工業会の発展に貢献出来るよ

うに取組んでまいりますので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

西部ガス株式会社

執行役員

住宅エネルギー本部長

金井 昌道
（かない まさみち）

平素はキッチン・バス工業会会員各社様、また事務局の皆

様には大変お世話になり感謝申し上げます。

当社はエネルギー事業者として、お客さまが快適な生活を

実現できるようお手伝いさせていただくとともに、地域の皆様

のお役に立てるよう日々努めております。

お客さまの快適生活を実現するためには、システムキッチ

ン・バスとガス機器の調和が不可欠と考えており、会員各社

様と活発な情報交換をお願いしたいと存じます。

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。

三菱電機株式会社

電材住設PV事業部長

津瀬 保彦
（つせ やすひこ）

この度、キッチン・バス工業会の弊社代表に就任しました

津瀬です。

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。

弊社では、暮らしの「本質」を見つめた、新しいものづくり

（『あしたを、暮らしやすく。』SMART QUALITY）で、お客様ひ

とりひとりの「暮らしのクオリティ」を高めて参ります。

今後とも、工業会の発展に微力ながら取り組んで参ります

ので、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

株式会社ムラコシ精工

代表取締役社長

村越 政雄
（むらこし まさお）

新規会員ご紹介

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

「株式会社ムラコシ精工」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1918年以来、時代や産業が要求する高品質、高性能のニー

ズに的確に応え堅実な前進を続けております。

弊社が開発した「鬼目ナット」は様々なノックダウン家具に対応する

最適なジョイントシステムとして、大きな力を発揮し続けております。

また、このジョイントシステムの開発によって培われた技術は、高品

質・高性能を追求して完成度の高い、多くの各種住宅用機能金具へと

展開しております。

更に一方では、金属加工の専門メーカーとして、資材の仕入れから

一貫した生産体制の中、設備・開発力・技術力を高め、環境設備を促

進し、長年にわたり自動車用重要保安部品を始めとする各種の製造

を担い、お客様より高い信頼を受けております。

弊社が製品開発に提案実行する「3+」（サン・プラス）はＳｉｌｅｎｔ静か・

Ｓａｆｅｔｙ安全・Ｓｍｏｏｔｈ滑らか、からお客様のＳａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎ満足を高

めます。今後も工業会様での活動を通じ、更なる高品質、高性能の製

品開発製造に精進してまいります。会員企業の皆様のご指導、ご鞭撻

のほどよろしくお願い申し上げます。

本社所在地 ：東京都小金井市緑町5-6-35

支 店 ：大阪・浜松・福岡・上田・名古屋

工 場 ：山梨県笛吹市（住インテリア事業部）

福島県勿来市 （ＦＣ事業部）

おもな製造品目：木工用ジョイント、家具及住設機器用機能部品

自動車用重要機能部品、各種精密機能部品

ホームページ ： www.murakoshiseikou.com



平成27年度 工業会正副委員長

各委員会にて推挙された正副委員長の皆様が、活発に委員会、ワーキング活動を運営・推進しています。
（敬省略）

9 Copyright © JAPAN ASSOCIATION OF KITCHEN & BATH  2015

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キッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐキッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐキッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐK BK BK BK B 通信通信通信通信

委  員  会委  員  会委  員  会委  員  会 会  員  名会  員  名会  員  名会  員  名 氏　名氏　名氏　名氏　名

総務委員会総務委員会総務委員会総務委員会 委員長 ㈱ＬＩＸＩＬ 藤田　東一

副委員長 クリナップ㈱ 越道　昭徳

副委員長 タカラスタンダード㈱ 中島　宏文

副委員長 ＴＯＴＯ㈱ 山口　俊也

副委員長 トクラス(株) 伊藤　久人

副委員長 ㈱ハウステック 細入　正樹

副委員長 リンナイ㈱ 木住野　健

５０周年記念事業推進委員会 委員長 トクラス(株) 伊藤　久人

広報専門委員会 委員長 ＴＯＴＯ㈱ 松本　賢治

副委員長 トクラス㈱ 鈴木　優子

副委員長 タカラスタンダード㈱ 中島　宏文

室内空気環境特別委員会 委員長 ㈱ベルキッチン 新井 貴子

副委員長 ＴＯＴＯ㈱ 吉良　悟

副委員長 (株)ＬＩＸＩＬ 大島　一洋

仮設住宅対策専門委員会 委員長 ㈱矢島 末富　武

副委員長 積水ホームテクノ㈱ 福森  健

川柳事業推進委員会 委員長 OB（ハウステック） 中山　世一

副委員長 OB（TOTO） 柴山　勲

材工課題専門委員会 委員長 ㈱ハウステック 鈴木　正

副委員長 ㈱ノーリツ 今井　也寸志

副委員長 ㈱ベルキッチン 山田　秀雄

営業企画推進委員会 委員長 ㈱ハウステック 永繁　勝

副委員長 ㈱ＬＩＸＩＬ 園田　静雄

副委員長 ＴＯＴＯ㈱ 高谷　広晃

技術委員会技術委員会技術委員会技術委員会 委員長 積水ホームテクノ㈱ 山根　誠

副委員長 パナソニック㈱ 木下　敬介

キッチン・洗面技術専門委員会 委員長 パナソニック㈱ 木下　敬介

副委員長 トクラス㈱ 小林　孝司

副委員長 ＴＯＴＯ㈱ 清水　洋一

副委員長 クリナップ㈱ 小林　桂

副委員長 タカラスタンダード㈱ 大原　尚樹

副委員長 東京ガス㈱ 渡邊　靖彦

副委員長 ㈱ＬＩＸＩＬ 佐無田　譲

浴室技術専門委員会 委員長 積水ホームテクノ㈱ 山根　誠

副委員長 タカラスタンダード㈱ 山抱　裕

副委員長 クリナップ㈱ 後藤　浩

副委員長 東京ガス㈱ 渡邊　靖彦

規格基準検討専門委員会 キッチン委員長 クリナップ㈱ 小林　桂

洗面委員長 ＴＯＴＯ㈱ 清水　洋一

浴室委員長 パナソニック㈱ 吉田　博明

調査統計委員会調査統計委員会調査統計委員会調査統計委員会 委員長 ナスラック㈱ 神谷　剛志

副委員長 ㈱ノーリツ 田村　朗

副委員長 ㈱ハウステック 細入　正樹

キッチン統計専門委員会 委員長 ＴＯＴＯ㈱ 高谷　広晃

洗面統計専門委員会 委員長 パナソニック㈱ 栗林　羊次

浴室統計専門委員会 委員長 ㈱ＬＩＸＩＬ 垣田　賢

ＰＬ関連委員会ＰＬ関連委員会ＰＬ関連委員会ＰＬ関連委員会 委員長 ㈱ＬＩＸＩＬ 立花　卓寛

副委員長 ㈱ハウステック 吉田　末夫

副委員長 ナスラック㈱ 岡部　光朝

副委員長 クリナップ㈱ 中里　敦

副委員長 ＴＯＴＯ㈱ 古谷　直哉

情報化推進委員会情報化推進委員会情報化推進委員会情報化推進委員会 委員長 ㈱ハウステック 渡邊　理一郎

副委員長 永大産業㈱ 高野　幸弘

副委員長 クリナップ㈱ 山本　基善

消費者関連委員会消費者関連委員会消費者関連委員会消費者関連委員会 委員長 クリナップ㈱ 越道　昭徳

副委員長 ㈱ ＬＩＸＩＬ 湯原　永恭

副委員長 ＴＯＴＯ㈱ 前田　浩明

副委員長 ㈱ パロマ 塚原　敏夫

副委員長 ナスラック㈱ 神谷　剛志



▼工業会行事

・平成27年 4月24日（金）

・平成27年 5月21日（木）

・平成27年 5月22日（金）

・平成27年 9月17日（木）

・平成27年 9月18日（金）

・平成27年 9月25日（金）

・平成27年10月13日（火）

・平成27年11月 2日（月）

・平成28年 1月 8日（金）

平成27年度工業会公式行事
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。

キッチン・バスの日記念

行事内容

平成27年度 第1回理事会 （浜松町東京會舘） （実施済み）

平成27年度 定時総会・創立50周年記念式典 （日本工業倶楽部） （実施済み）

平成27年度 第1回全員懇談会 （同上） （実施済み）

懇親ゴルフ会 （相模原ゴルフクラブ） （実施済み）

理事会/第2回 全員懇談会 （リーガロイヤルホテル京都）

懇親ゴルフ会 （城陽カントリー倶楽部）

第11回川柳選考会

第11回川柳入賞作品発表

キッチン・バスの日式典/第11回川柳入賞作品表彰式 （日本工業倶楽部）

平成28年 新年賀詞交歓会 （浜松町東京會舘）
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平成27年度工業会組織図 6つの常任委員会、下記の専門委員会・特別委員会・WGから構成され、
延約300人のメンバーが日々、精力的に活動しています。

情報化推進委員会

消費者関連委員会

総務委員会

技術委員会

調査統計委員会

室内空気環境特別委員会

営業企画推進委員会

キッチン・洗面技術専門委員会

材工課題専門委員会広報専門委員会

浴室技術専門委員会

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

理事会

運営諮問会議
（会長・副会長会議）
・・・・・・・・・・・・・・・・・

事務局

委員長会議総 会

監 事

川柳事業推進委員会

ＰＬ関連委員会

ジェット噴流バス協議会

電気式浴室換気乾燥暖房機啓発委員会製品安全推進会議

キッチン規格・基準検討専門委員会

洗面規格・基準検討専門委員会

浴室規格・基準検討専門委員会

50周年記念事業推進委員会

仮設住宅対策専門委員会
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行事内容

第11回KB＆Gコラボ代表者会議（理事） （実施済み）

ウィズガスCLUBシンポジウム・懇親パーティー（当工業会代表者）（実施済み）

親子クッキングコンテスト全国大会 キッチン・バス賞授与（会長）

▼関連団体行事

・平成27年 4月24日（金）

・平成27年 6月11日（木）

・平成28年 1月24日（日）



■キッチン■キッチン■キッチン■キッチン
2014年度台数2014年度台数2014年度台数2014年度台数 2013年度台数2013年度台数2013年度台数2013年度台数 前年度比前年度比前年度比前年度比 前年度増減台数前年度増減台数前年度増減台数前年度増減台数 構成比構成比構成比構成比

1,762,2651,762,2651,762,2651,762,265 1,805,5661,805,5661,805,5661,805,566 97.6%97.6%97.6%97.6% ▲43,301▲43,301▲43,301▲43,301 －

1,274,412 1,301,992 97.9% ▲27,580 72.3%

487,853 503,574 96.9% ▲15,721 27.7%

■ビルトイン機器■ビルトイン機器■ビルトイン機器■ビルトイン機器
2014年度台数2014年度台数2014年度台数2014年度台数 2013年度台数2013年度台数2013年度台数2013年度台数 前年度比前年度比前年度比前年度比 前年度増減台数前年度増減台数前年度増減台数前年度増減台数 装着率装着率装着率装着率

435,147 463,516 93.9% ▲28,369 36.3%

362,963 397,294 91.4% ▲34,331 30.2%

565,192 574,488 98.4% ▲9,296 47.1%

268,414 272,981 98.3% ▲4,567 22.4%

■レンジフードファン■レンジフードファン■レンジフードファン■レンジフードファン
2014年度台数2014年度台数2014年度台数2014年度台数 2013年度台数2013年度台数2013年度台数2013年度台数 前年度比前年度比前年度比前年度比 前年度増減台数前年度増減台数前年度増減台数前年度増減台数 構成比構成比構成比構成比 装着率装着率装着率装着率

1,182,0421,182,0421,182,0421,182,042 1,227,9421,227,9421,227,9421,227,942 96.3%96.3%96.3%96.3% ▲45,900▲45,900▲45,900▲45,900 －－－－ 76.0%76.0%76.0%76.0%

1,096,528 1,131,436 96.9% ▲34,908 92.8% －

34,712 36,540 95.0% ▲1,828 2.9% －

34,456 42,594 80.9% ▲8,138 2.9% －

換気フード 16,346 17,372 94.1% ▲1,026 1.4% －

■洗面化粧台■洗面化粧台■洗面化粧台■洗面化粧台
2014年度台数2014年度台数2014年度台数2014年度台数 2013年度台数2013年度台数2013年度台数2013年度台数 前年度比前年度比前年度比前年度比 前年度増減台数前年度増減台数前年度増減台数前年度増減台数 構成比構成比構成比構成比

1,768,7311,768,7311,768,7311,768,731 1,828,1551,828,1551,828,1551,828,155 96.7%96.7%96.7%96.7% ▲59,424▲59,424▲59,424▲59,424 －－－－

667,665 725,938 92.0% ▲58,273 37.7%

251,460 241,258 104.2% +10,202 14.2%

849,606 860,959 98.7% ▲11,353 48.0%

1,207,876 1,250,151 96.6% ▲42,275 68.3%

■浴室■浴室■浴室■浴室
2014年度台数2014年度台数2014年度台数2014年度台数 2013年度台数2013年度台数2013年度台数2013年度台数 前年度比前年度比前年度比前年度比 前年度増減台数前年度増減台数前年度増減台数前年度増減台数 構成比構成比構成比構成比

1,556,1291,556,1291,556,1291,556,129 1,683,7371,683,7371,683,7371,683,737 92.4%92.4%92.4%92.4% ▲127,608▲127,608▲127,608▲127,608 －－－－

1,381,2411,381,2411,381,2411,381,241 1,444,8411,444,8411,444,8411,444,841 95.6%95.6%95.6%95.6% ▲63,600▲63,600▲63,600▲63,600 88.8%88.8%88.8%88.8%

749,587 849,251 88.3% ▲99,664 48.2%

572,586 539,062 106.2% +33,524 36.8%

ホテル・その他 59,068 56,528 104.5% +2,540 3.8%

174,888174,888174,888174,888 238,896238,896238,896238,896 73.2%73.2%73.2%73.2% ▲64,008▲64,008▲64,008▲64,008 11.2%11.2%11.2%11.2%

22,858 24,527 93.2% ▲1,669 1.5%

2,953 3,863 76.4% ▲910 0.2%

17,698 48,663 36.4% ▲30,965 1.1%

131,379 161,843 81.2% ▲30,464 8.4%

■新設住宅着工戸数■新設住宅着工戸数■新設住宅着工戸数■新設住宅着工戸数
2014年度着工数2014年度着工数2014年度着工数2014年度着工数 2013年度着工数2013年度着工数2013年度着工数2013年度着工数 前年度比前年度比前年度比前年度比 前年度増減台数前年度増減台数前年度増減台数前年度増減台数 構成比構成比構成比構成比

880,470880,470880,470880,470 987,254987,254987,254987,254 89.2%89.2%89.2%89.2% ▲106,784▲106,784▲106,784▲106,784 －

278,221 352,841 78.9% ▲74,620 31.6%

358,340 369,993 96.9% ▲11,653 40.7%

236,042 259,148 91.1% ▲23,106 26.8%

110,215 123,818 89.0% ▲13,603 12.5%

7,867 5,272 149.2% +2,595 0.9%

キッチン総計キッチン総計キッチン総計キッチン総計

システムキッチン

セクショナルキッチン

レンジフードファンレンジフードファンレンジフードファンレンジフードファン

シロッコファン

食洗機

ＩＨクッキングヒーター

浄水器総計

ガスドロップインこんろ

洗面化粧台総計洗面化粧台総計洗面化粧台総計洗面化粧台総計

陶器

金属・その他

合成樹脂

シャワー搭載数

ターボファン

プロペラファン

新設住宅着工戸数（合計）新設住宅着工戸数（合計）新設住宅着工戸数（合計）新設住宅着工戸数（合計）

持家住宅

貸家住宅

分譲住宅

集合住宅用

単体浴槽総計単体浴槽総計単体浴槽総計単体浴槽総計

マンション（内数）

浴室総計浴室総計浴室総計浴室総計

システムバス総計システムバス総計システムバス総計システムバス総計

戸建住宅用

給与住宅

ステンレス

鋳物ほうろう

人大

樹脂FRP

『2014年度 自主出荷統計概況』
調査統計委員会 委員長 神谷 剛志（ナスラック）

調統
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全国の事務所所在地

VOICE
!
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『秋野顧問弁護士から』

仙台事務所開設のお知らせ

匠総合法律事務所代表社員 弁護士 秋野 卓生
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弁護士法人匠総合法律事務所は、東京、大阪、名古屋に続き、平

成27年7月10日、仙台事務所を開設いたします。

仙台事務所には、当事務所にて数多くの勝訴判決の実績のある

井上雅之弁護士が赴任いたします。また、東京事務所・大阪事務所

とも強い連携を果たしながら、住宅・建築・土木・設計・不動産業界

の各企業様に、「よりスピーディーなより質の高い業務」を遂行して

参りたいと考えております。

また、現在、福岡事務所の開設準備にも取り組んでおり、今年中

には、東京、大阪、名古屋、仙台、福岡に拠点を構える予定です。

弁護士法人匠総合法律事務所は、依頼者の皆様のご期待にお応

えすべく、所員一同より一層努力する所存でございますので、今後

とも、倍旧のご厚誼、ご鞭撻をお願い申し上げます。

代表社員弁護士 秋野 卓生



私は6月1日に伝統と歴史のあるキッチン・バス工業会に、新常務理事

として転籍してまいりました。前職の時には約5年間、委員として工業会

の活動に参加していました。本年創立50周年を迎えたキッチン・バス工

業会の次の10年に向けて、会員相互や関連団体との連携を深める事、

更には消費者に安全で安心な住宅設備機器を継続してお届けできるよ

うな活動を支えて行ければと考えています。省エネ・エコ・環境への配慮

など多くの活動テーマがあります。今まで以上のキッチン・バス工業会へ

のご支援、ならびに私へのご鞭撻を何卒よろしくお願い申し上げます。

誠心誠意全力を尽くす所存です。

（星座：水瓶座、血液型：O型）

キッチン・バス工業会の情報発信「Ｋ・Ｂ通信」を

御覧いただきまして誠にありがとうございます。年

間に2回発行している「Ｋ・Ｂ通信」も5年目を迎えて、

今回が第9号となりました。これからも当工業会の

様々な活動を内外に広く情報発信する事に広報専

門委員会を中心に努めてまいります。

工業会を去ることとなる。これまでの数々の出会

いに感謝申し上げる。とにかく全力で走ってきた。

また人との出会いのありがたさをいつも体全体で

受け止めてきた。

もう歳だと、人生あきらめる人もいるが、自分は何

人かの師と仰ぐ方からサミエル・ウルマン（Ｓａｍｕｅｌ

Ｕｌｌｍａｎｎ）『青春（Ｙｏｕｔｈ）』の詩を紹介いただき、

常に心で反芻している。

気持ちが昂ぶるのである。つい数日前、同年代のある出版社の社長と

久しぶりに会食した。末期がんの宣告を受け、最近手術を受けた人であ

る。手術後の抗がん剤投与も拒絶し出版社を閉める覚悟で手術に臨ん

だ覚悟の人である。

まさに「覚悟において死すべし、結果において生きるべし」を感じた。で

も会ってみれば、以前のお元気な姿と思えるようなご様子、こちらが勇

気づけられた。倒れるまで、出版社を続ける覚悟を決めたとお聞きした。

まさに「人は生まれてくる順番は決まっているが、死ぬ順番は決まって

いない。長い人もいれば短い人もいる。だからこそ生きていることに意

義がある。今を大事にして生かされている時間は精一杯努力すること」

と元気づけられた。

工業会での運営では、種々の判断が問われる。参考になったのは、石

川啄木の一首「東海の小島の磯の白砂に我泣き濡れて蟹と戯る」は、

物事の捉え方の参考になると諭された。

森を見つつ木も見る、といった「遠近」で判断するための常に念頭に置

くアプローチ方法と示され、いつも頭に入れている。

毎日暑い日が続くが、工業会のお隣に位置する芝大神宮では、「暑

氣」を祓うための『夏越の祓』が六月三十日に催される。委員会に出席し

たついでにお参りした委員の方も多い。

委員会では夏になると「暑気祓い」などといって飲みに行く機会がある

が、それはまさに「暑さ」に由来する氣即ち病を祓って元気（減氣）にな

るためである。

「元気」とは、もともとは「減気」といわれ、「気」とは「氣」であり、「米を

乞う」状態、すなわち「病」に近い状態。そのような氣即ち病を「減らす」

ことこそが、いわゆる元気（減氣）な状態のことといわれている。まさに

飲み会も神事と思って一生懸命参加させていただいた。

今年、都内ではまだつゆらしい季節感が観えない。「卯の花腐し」を感

じられないほど感性が鈍っていたのか？ でも着実に次の時間への引

継ぎが見えている筈である。

「春暮れて後、夏になり、夏果てて、秋の来るにはあらず。」（徒然草

第百五十五段）の深い意味を読み取り、業務への備えをしてほしい。

（言葉の表面だけを追わないで）

最後に11年前、私を工業会に迎えてくれたのは、阿部正和当時の工

業会会長である。その阿部元会長が工業会40年誌発刊のおり、巻頭に

書かれた文章の最後を飾るフレーズを紹介したい。記憶に無い人は、

是非読み返してほしい。奥深い言葉である。

「人は皆、将来を図るも而も過去を忘る。殊に知らず、過去は乃ち将来の

路頭たるを。分を知り足るを知るは、過去を忘れざるに在り」（言志録193）

顧問 島崎 喜和

VOICE
!
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感謝申し上げる 常務理事就任にあたって

常務理事 高木 利一

『事務局からひとこと』

田中部長、阿部元会長、島崎顧問
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がんばってます 委員会・WG！

建設業就業者の社会保険等未加入問題に対する

キッチン･バス工業会の取組み
材工課題専門委員会 委員長 鈴木 正（ハウステック）

清水 洋一（ＴＯＴＯ）

材工

課題

少子高齢化の現在、就業者の高齢化、若年層比率の低下が全産業に

おける課題と言われていますが、なかでも建設業は他産業と比べてそ

の傾向が顕著であり、若年層の建設業就労促進と離職防止対策が急

務となっています。この対策として国土交通省は、建設業就業者の処遇

改善を図るため、社会保険等加入促進計画を策定し推進しています。

社会保険等の未加入者を減らすためには、発注者が「元請企業へ法

定福利費を含む適正価格で発注」し、元請企業が「専門工事業者（下請

業者）へ法定福利費の支払」を行うことで、建設業就業者が社会保険等

に加入できる原資を確保することが必要です。

ここで専門工事業者（下請業者）に対しては、「元請企業へ法定福利

費の内訳を明示した見積を提示」するために、「専門工事業団体ごとに

作成した標準見積書を活用すること」が求められています。

一方、キッチン･バスの組立設置に関し、キッチン･バス工業会では、

2008年制定のガイドラインにおいて、キッチン･バス組立設置を、その

前後に行なわれる取付下地工事・電気工事・給排水工事等の建設業種

と区分し、非建設業であると判断しています。したがってキッチン･バス

組立設置単独では上記の標準見積書は対象外ですが、キッチン･バス

組立設置に、その前後の建設工事を含めて受注する場合は、建設業と

して上記取組みの対象となります。

元請企業団体での社会保険未加入問題への取組も活発化しており、

今後、専門工事業者に対し標準見積書の提出を求められる現場が増え

ることが考えられます。このため、材工課題専門委員会では、キッチン･バ

ス組立設置を含む建設工事に提出する標準見積書を制定し、昨年度末に

キッチン･バス工業会ホームページに掲載いたしました。

今年度は、この周知活動をさらに推進することにしていますが、その第一弾

として、国土交通省より講師をお招きして社会保険未加入問題と標準見積

書活用に関する説明会の開催を計画しています。会員各ご担当者様ならび

に関連する企業様のご参加をお待ちしています。

建設現場での請負工事現場作業従事者

｢社会保険等未加入対策｣の

推進等に関する説明会

平成27年7月8日(水) 14：00～16：00

メルパルク東京（東京都港区芝公園）にて

説明会の開催準備を進めるワーキングメンバー

※満席のため、受付終了いたしました。
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今年も川柳の募集が始まりました。もう、10年の歴史を重ね、川柳の

世界でもかなり知られるイベントとなって来ました

今年は5月1日から7月15日までの募集です。ホームページや葉書な

どで続々と作品が届いています。

このK・B通信をご覧の皆様も是非ご応募をお願いします。

先日サラリーマン川柳が発表となりましたが、「台所・お風呂の川柳」

に応募してもおかしくないような作品が散見されました。

それほどお風呂やキッチンはみんなの身近にあり、生活に密着してい

るということでしょう。

これから下選、１次、２次、最終選考会と進みますが、今年の計画は

下記の通りとなっています。

★今後の予定

○6月・7月・8月 １次選考会を数回

○9月1日 ２次選考会

○9月25日 最終選考会

○10月13日 入賞発表（ホームページにて）

○11月2日 表彰式

★昨年の優れた作品

○キッチン・バス大賞

もう一本 お前の料理が 上手すぎる

○準キッチン・バス大賞

アヒルなし 船も無くなり 今、手すり

★皆様の応募をお待ちしています。

川柳

～中山委員長直伝～～中山委員長直伝～～中山委員長直伝～～中山委員長直伝～

川柳づくりのコツ！川柳づくりのコツ！川柳づくりのコツ！川柳づくりのコツ！

～「キッチン・バスの日」記念～

第11回「台所・お風呂の川柳」に奮ってご応募を！！
川柳事業推進委員長 中山 世一（顧問）

一一一一．．．．日常日常日常日常のののの生活生活生活生活をじっくりとよくをじっくりとよくをじっくりとよくをじっくりとよく見見見見てみるてみるてみるてみる。。。。
普段気づかないことが意外と多いものです。これが川柳のネ
タとなります。

二二二二．．．．易易易易しいしいしいしい普通普通普通普通のののの言葉言葉言葉言葉でででで詠詠詠詠むむむむ。。。。
言葉をこねくりまわしたり、難しい言葉を使わないことがみんな
に分かってもらえる作品となります。

三三三三．．．．５５５５分分分分かかかか１０１０１０１０分分分分でいいですからでいいですからでいいですからでいいですから、、、、川柳川柳川柳川柳にににに集中集中集中集中してみましょうしてみましょうしてみましょうしてみましょう。。。。
これは電車の中でもお風呂でもトイレでも結構です。特にお風
呂やトイレはなぜか効果があります。

マイナンバー法 平成28年1月1日施行への対応について
情報化推進委員会 委員長 渡邊 理一郎（ハウステック）

情報化

推進

１．マイナンバー法の施行

平成25年5月に成立した「行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（マイナンバー法）」は、来年（平成28 

年）1 月1 日に施行されます。

これにより住民票を有する全員に12桁の固有の番号（マイナンバー）

が付番されるとともに、番号を記載した通知が平成27 年10 月以降、個

別に配付されます。

２．マイナンバーの適用範囲

マイナンバーは、税・社会保障・災害対策の各行政手続きで利用され

ることとなり、税務関係、社会保障関係の書類において、必ずマイナン

バーの記入が求められます。

また、個人のマイナンバーに関する特定個人情報保護法が強化され、

利用目的以外のマイナンバー提供の求め、提供、収集、漏えいした場

合、処罰対象となります。

３．キッチン・バス工業会の会員企業への影響

これにより、会員企業各社においても、従業員のマイナンバーの把握

や収集、マイナンバーの正確性の確認と厳重な保管・管理、そして適用

範囲の書類への記載などが義務化されるため、業務フローの変更や情

報システム改修などの対応が必要となります。

適用例）

①社員の税に関する源泉徴収票、調書

②社員および扶養家族の社会保障関連の資格取得、異動届

③配当、報酬、料金、契約金、賞金など個人に対する支払いの支払

調書 ※取り付け・設置の個人業者、拠点やショールームなどの

借地・賃貸建物の個人または個人業者に対する支払いに関する

支払調書

④税、社会保障に関する事務の外部委託先への安全管理・監督

など

同時に、マイナンバーに関する規定・規約や業務フローの変更などを伴

う社員教育などの実施も並行で必要となります。

４．キッチン・バス工業会の動き

当工業会においては、経済産業省殿、顧問弁護士・秋野先生と連携を

図りながら、必要に応じて会員企業に向けたマイナンバー法への対処ガ

イドライン整備を今後検討いたします。

選考会の様子



6月13日（土）に情報化推進委員会では、㈱東芝のコミュニケーション・

ロボットを見てきました。このロボットは特許庁主催の「TOKYO IP

COLLECTION 2015」（有楽町・東京国際フォーラム）の展示会に出展さ

れており、同社のご協力を得て、ロボット開発技術者の徳田 均様に直

接ご説明を受けることができました。

また、ロボットの肌はシリコン製で、質感も人間の肌に近く柔らかいの

で、いろいろな表情を表すことができます。同時に両腕や手の指も稼動

できるので、表情と手を使うことによって、より人間に近い表現を実現し

ていると感じました。そして、カメラとも連動しており、前に立つと、「こん

にちは、はじめまして。私は『地平アイこ』と申します。」と自動で話しかけ

ました。

同社いわく、このロボット開発には初期段階でも数千万円の費用がか

かっており、レンタルをするにも数日間で数百万の料金設定とのことで、

まだまだ普及には至らないものの今後５体のロボットを用意し、様々な

シーンでの活用にチャレンジしていくとのことです。

情報化推進委員会では、近い将来、当業界の会員各社ショールーム

や展示会において、コミュニケーション・ロボットによるご来場のお客様

への接客や、製品プレゼン、ご質問への回答などの実現も充分に在りう

ると考えており、今後もロボット技術について勉強し、会員各社への情

報公開をしていきたいと考えております。

このロボットには「地平アイこ」と

いう名がつけられています。「地

平アイこ」の開発は、昨今テレビで

も話題の「マツコロイド」を開発し

た大阪大学・石黒教授、エーラボ

社などの協力も得て、同社が開

発なされたそうです。

このロボットの活躍は、すでに銀

座・三越デパートの総合案内での

接客や、楽天球場でのアナウン

ス嬢にも採用されたこともあり、今

回はプレゼン画面を利用しながら

自己紹介や東芝製品の変遷につ

いて、身振り手振りでプレゼンを

していました。
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コミュニケーション・ロボットを間近に見てきました！
情報化推進委員会 委員長 渡邊 理一郎（ハウステック）

情報化

推進

参加者の皆さん（情報化推進委員・島崎顧問）

東芝・徳田様（中央）より説明を受ける

東芝のロボット技術研究者の皆さん

東芝のロボット「地平アイこ」
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TOPICS！
いろいろな話題をお届けいたします。

第10回ウィズガスCLUBシンポジウム開催！

「住まいと街の“創り方 ～地域の特徴を活かした街づくりとエネルギーシステムの共生～」

■シンポジウム内容

◇開会挨拶
◇コラボ10周年ご紹介・挨拶
◇基調講演
「地域創生と企業への期待」

㈱日本総合研究所 主席研究員 藻谷 浩介 氏
◇特別講演
「都市計画を通じた街づくりとエネルギーシステムの共生」

千葉大学 大学院工学研究科・工学部教授
◇トークセッション
「住まいと街の“創り方”」

㈱日本総合研究所 主席研究員
千葉大学 大学院工学研究科・工学部教授
国土交通省 住宅局住宅生産課長
建築・まちづくりプロデューサー、
関東学院大学客員教授、
㈱チームネット 代表取締役

◇ウィズガスCLUB ・エネファーム パートナーズ活動報告
◇閉会挨拶

■ウィズガスCLUBとは・・・
住環境に携わる4つの団体【(一社)住宅生産団体連合会、キッチン・バ
ス工業会、(一社)日本ガス石油機器工業会、日本ガス体エネルギー普
及促進協議会（コラボ）】が設立（平成18年6月）した企業団体連合（コ
ンソーシアム）です。

http://www.gas.or.jp/withgasclub/

6月11日（木）にホテルグランドパレスにて第10回ウィズガスCLUBシ

ンポジウム（エネファーム パートナーズ共催）が盛大に開催されました。

はじめに、日本ガス体エネルギー普及促進協議会（コラボ）の幡場松

彦会長より、今年は「地域創生」を切り口としたテーマでのシンポジウム

開催となり、ウィズガスCLUBとしても社会貢献していきたいとのご挨拶

をいただき、続いて、日本ＬＰガス団体協議会の葉梨益弘専務理事より、

コラボ10周年に際し、設立当初からの活動経緯と、豊かな生活に向け

たコラボ活動についてご紹介・ご挨拶をいただきました。

基調講演では、「デフレの正体」等の著者で、政府の各種審議会委員

も多数されている藻谷浩介氏より、まず、「『イメージ・空気』」は事実と違

う」ことを分かりやすい事例に基づく示唆をいただき、今の日本経済の

「限界」も世間が抱いているイメージとは違い、本質は「循環と再生の不

全」にあると、具体的な４課題を挙げられ、その中で、特にウィズガス

CLUBに一番関わりのある「化石燃料の使い捨ての限界」について、中

東に対する貿易赤字の問題など、様々な統計データから事実をあぶり

だす形で解説をいただきました。

特別講演では、村木美貴教授より、ロンドンの事例を基に、地域冷暖

房システムと都市計画の連携の有効性について、大変分かりやすいご

説明をいただくとともに、行政・民間・利用者のメリットを最大限に実現す

る仕組みづくりの重要性と、暮らしを支えるのがエネルギーであり、人が

住みたいと感じ、選ばれる街づくりの大切さをお話いただきました。

トークセッションでは、まず、国土交通省 林田康孝課長より、「住まい

の今とこれから」と題し、現在の住宅政策上の課題や各種取り組みにつ

いてのご説明のほか、今回のテーマに即して、地域の森林資源の活用

戦略についてのお話もいただきました。続いてコーディネーター役の甲

斐徹郎氏より、昔ながらのコミュニティを創造したコーポラティブハウス

「欅ハウス」の事例紹介を通じ、「『便利』になると『関係』が省かれる」が、

実は「コミュニティベネフィット」が生活を豊かにするとのご説明があり、

それを切り口に各パネリストから、「規制と社会」、「省エネ効果の周知

策」、「自宅の省エネリフォーム」等々について、様々な立場や経験値か

らの非常に活発なセッションをお聞きすることができました。

活動報告では、ウィズガスCLUB事務局の内海隆宏部長より、資料に

基づいて報告がありました。

シンポジウムの最後に、（一社）日本ガス石油機器工業会の國井総一

郎会長より、経年劣化による事故低減に向け、点検や買い替えを進め、

省エネ社会へも貢献していきたいとのお話で閉会しました。

その後の懇親パーティーでは、（一社）住宅生産団体連合会の樋口武

男会長のご挨拶、続いて宮沢洋一経済産業大臣を始めとした国会議員

の方々から、エネファーム普及による省エネ社会の実現に向けたご祝

辞をいただき、東京工業大学の柏木孝夫特命教授による乾杯のご発声

の後、活気ある情報交換が各所で行われました。最後に当工業会の有

代匡会長より、真の景気回復に向けて、昨年に引き続き「頑張ろうニッ

ポン！ 一本締め」で閉会しました。

＊シンポジウムにて配布された「コラボとGASの10年の歩み」の小冊

子には有代会長及び島崎顧問からの寄稿が掲載されております。
有代会長による中締め

シンポジウムの様子

藻谷 浩介 氏
村木 美貴 氏
林田 康孝 氏
甲斐 徹郎 氏

村木 美貴 氏
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発行日：2015.6.30 / 発行責任者：広報専門委員会 委員長 松本 賢治

「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

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！

本年、当工業会最大のイベントである「キッチン・バス工業会 50周年記念式典・祝賀パー

ティー」が成功裏に無事閉幕する事が出来ました。これもひとえにご列席頂いた皆様方お一

人お一人の「当業界に対する志の高さの賜物」であるとあらためて実感した次第です。

今回、事務局として初めて式典のお手伝いをさせて頂きましたが、会長をはじめ、ご来賓の

方々の熱のこもったご挨拶を拝聴し、また、列席された方々の懇親を深める様子を拝見し、

50年という長きにわたり先人の方々の多大なるご尽力を含め、当工業会が発展してきた礎の

一端を垣間見る事ができ、非常に貴重な経験をさせて頂きました。今後60、70年いや100年

と続くであろう当工業会の未来を確信したとても有意義な一日となりました！

高山 雅己(ハウステック)

第9号編集委員

編集長：鈴木 優子(トクラス)

井上 知春（ナスラック）

岡本 英昌（永大産業）

木住野 健(リンナイ)

柴崎 和彦（クリナップ）

高山 雅巳(ハウステック)

滝川 光紀（積水ホームテクノ）

田中 佐知子(三菱レイヨン・クリンスイ)

中島 宏文（タカラスタンダード）

藤田 東一（LIXIL）

松本 賢治（TOTO）

高木 利一（事務局）

島崎 喜和(事務局)

田中 朋子（事務局）

日本発！くらしを支える底力『下水道展’15 』 （7/28～7/31）

台所文化PRのため出展！
広報専門委員会 GKP・KB広報連携WG 柴崎 和彦（クリナップ）

http://www.gesuidouten.jp/

下水道展は今年で9回目。331社が出展し、東京ビッグサイトで開催され

ます。昨年は7月22日～25日の4日間、インテック大阪で開催され、306社

が出展、登録入場者数は85,720人。夏休み期間中でもあり、多くの子供

連れで賑わっていました。

工業会は、（公社）日本下水道協会様の広報業務を行っているGKP(下

水道広報プラットフォーム）様と、広報連携のためのWG（ワーキンググ

ループ）をつくり活動していますが、その一環として出展依頼をいただき、

昨年から出展しています。

今回も、台所文化を社会に広く告知する活動の一環として取り組みます。

出展内容は昨年とほぼ同様ですが、大きな違いは、開催期間中、常時工

業会委員にいていただき、工業会展示物の説明を行うことです。これによ

り、展示物の十分な説明、質問に対する回答ができ、前回以上に来場者

の台所文化の理解度向上をはかります。今後は、お風呂や洗面化粧台も

紹介していくことも検討します。

お子様をお持ちの在京の皆さん、社会科や国語の勉強に役立ちますの

でご来場の際は工業会ブースにお寄りください。

昨年の下水道展

工業会展示物工業会展示物工業会展示物工業会展示物

・パネル展示

キッチン･バス工業会 11月2は「キッチン･バスの日」

キッチンのむかしと今

排水トラップの変遷

台所・お風呂の川柳

・排水トラップの模型

・第10回 台所・お風呂の川柳 優秀作品集（配布資料）


