発行日：2011.9.15 広報専門委員会

K B 通信

広めよう

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

2011.9

第５回ウィズガス住宅あったかフォトコンテスト

（
キッチン・
バス工業会共催）

ほくほくキッチン部門賞「
大好きなおばあちゃんと♪ 」
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創刊号

No 001

真剣に選考しています！（前回 第6回の川柳最終選考風景）

「K・B通信」発行にあたり

いつも工業会活動にご支援をいただき、誠にありがとうございます。
大変めまぐるしい社会情勢の中で、大事な情報や旬な情報をタイムリーにお伝えすることは、
とても大事なことであります。
さて、工業会の情報発信は、様々な手段を持っております。インターネットであり、適時の
メール配信であり、委員会活動の報告であり、理事会、総会であります。
この度、工業会の委員会活動の一環として、トピックスを中心として編集する【K・B通信】を
年2回発行いたします。重厚なメールマガジンとして情報発信できることは、業界内外への工
業会活動周知に向け、強力な手段を併せ持つことになります。

キッチン・バス工業会 会長
（タカラスタンダード株式会社 代表取締役社長）

渡辺 岳夫

皆様の応援を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
VOICE
!

11月2日はキッチン・バスの日

事務局からひとこと～
【政治主導の貧困を乗り越えて】

常務理事 島崎 喜和
政治の世界はさておいて、企業活動では

3.11大震災後早くも5カ月が過ぎた。お盆までに7万戸以上の建設と
いう政府・行政のかけ声に呼応し、業界一丸となって被災者支援・仮

現実の厳しい事業環境の中で、言い訳や、

設住宅向けキッチン、バスの供給を優先しました。この行動は、被災

かけ声だけでは通用しません。
戦後60年を過ぎた住宅ストック、目の前

地へ脚を運んで間違ってなかった、と実感しております。

の眠れる獅子の如き大きなリフォーム市場

しかし仮設住宅建設は何ら説明もなく急速にしぼんでしまいました。
その結果、被災者支援仮設住宅向けに全力でキッチン、バスを供給

を顕在化させ、取り込むためには、同業同士

準備してきた業界として、仮設対応キッチンや、ユニットバスに大変多

や、異業種との連携が不可欠です。
国内市場、海外市場への新たなマーケット

くの過剰在庫が発生しました。業界として大きな問題となっています。

醸成のためには、一刻も

震災直後のピーンと張り詰めた空気が、今では梅雨明けの夏空の中、

猶予は無いのですから。

けだるくよどんだ蒸し暑い空気に埋没しそうです。国会・霞ヶ関でのや
りとりと、先日訪問した東北被災地での絶望と、むなしさと、怒りと、あ
きらめの空気が同じ空の下で同時進行しています。
権力を行使する側と、権力にすがらざるをえない側の上下の微妙な
関係で成り立ってきた従来型の構造が、壊れかけています。

津波の脅威！

でもチグハグな政治主導のかけ声はまだまだ大きくなりそうです。

宮城県の被災地にて→

平成23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。
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

クリナップ（株）

代表取締役社長

井上 強一

副会長

サンウエーブ工業（株）

代表取締役社長

織田 昌之助

副会長

TOTO(株)

取締役常務執行役員

喜多村 円

（敬省略）

浴室事業部長
副会長

パナソニック電工（株）

常務取締役 住建事業本部長

北野 亮

副会長

ヤマハリビングテック（株）

取締役営業統括部長

白川 勝

副会長

(株)ＬＩＸＩＬ

取締役 副社長執行役員

有代 匡

住設・建材カンパニー社長
副会長

（株）ハウステックホールディングス 代表取締役社長

星田 慎太郎

理

事

永大産業（株）

代表取締役社長

吉川 康長

理

事

積水ホームテクノ(株)

代表取締役社長

森 繁夫

監

事

（株）トヨウラ

代表取締役社長

坂井 良行

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

代表取締役社長

國井 総一郎

理

事

富士工業(株)

代表取締役社長

柏村 桂一

理

事

（株）ベルキッチン

代表取締役社長

栗城 孝司

理

事

リンナイ(株)

代表取締役社長

内藤 弘康

監

事

（株）和光製作所

代表取締役社長

西田 隆一

理

事

（株）長府製作所

代表取締役社長

川上 康男

工業会常任

島崎 喜和

常務理事

工業会事務局

計19名 【内 会長1名、副会長7名、理事9名、監事2名】
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工業会公式行事

日程の調整を
よろしくお願い
いたします！

11月2日はキッチン・バスの日

年間7つの主要行事のほか、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

・平成23年 4月22日（金）

第1回 理事会 （実施済み）

・平成23年 5月19日（木）

定時総会 （東京丸の内 東京會舘） （実施済み）
第2回 理事会 （東京丸の内 東京會舘） （実施済み）

・平成23年 9月15日（木）

第3回 理事会/第2回 全員懇談会 （京都 リーガロイヤル）

・平成23年 9月28日（水）

キッチン・バスの日記念第7回川柳最終選考会 （選者全員・協賛団体代表者）

・平成23年11月 2日（水）

第4回理事会/第7回 川柳入賞作品表彰式

・平成24年 1月 6日（金）

平成24年 新年賀詞交歓会 （東京丸の内 東京會舘）

・平成24年 4月20日（金）

平成24年度 第1回 理事会

・平成24年 5月17日（木）

平成24年度 定時総会 （東京丸の内 東京會舘）

キッチン・バスの日

平成24年度 第2回 理事会 （東京丸の内 東京會舘）

工業会組織図

▼関連団体行事

行事内容

・平成23年 4月22日（金）

第7回KB＆Gコラボ代表者会議（理事） （実施済み）

・平成23年 6月 9日（木）

ウィズガスCLUBシンポジウム （実施済み）

・平成23年度 2回開催

あんしん高度化ガス機器普及開発研究会（関係行政・消費者団体）

・平成24年 2月 5日(日)

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

6の常任委員会、11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。

★総務委員会

★VOC対応特別委員会
★仮設住宅対策専門委員会

総 会

委員長会議

技術委員会

★広報専門委員会
★キッチン・バスの日川柳募集WG

監 事

調査統計委員会

理事会
ＰＬ関連委員会

キッチン技術専門委員会
浴室技術専門委員会

運営諮問会議
（会長・副会長会議）
・・・・・・・・・・・・・・・・・

材工請負工事課題検討専門委員会

情報化推進委員会
キッチン統計専門委員会

事務局
★消費者関連委員会

洗面統計専門委員会
浴室統計専門委員会

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

ジェット噴流バス協議会
★印は今回紹介委員会・ＷＧなど
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11月2日はキッチン・バスの日

「K・B通信」について

「Ｋ・Ｂ通信」は、工業会にある役立つ情報を会員企業の皆様にお伝
えする事を目的に、広報専門委員と事務局が、工業会を知ってもらい

広報専門委員会 委員長 柴﨑 和彦（クリナップ）

たいという渾身の思いで企画立案、編集したものです。創刊号、第2号
にわけ、注目の全委員会を紹介。ご期待下さい！

業界発展のため、工業会では６つの常設委員会が傘下に専門委

末尾となりましたが、発行に際して、渡辺会長、島崎常務理事の深い

員会を抱え活動しています。各委員会では、団体であるスケールメ

ご理解と、原稿作成をしていただいた委員長、委員の皆様に、この場

リットを生かして調査・研究し、様々な成果物を作り出しています。

をお借りしお礼申し上げます。

がんばってます
がんばってます！
！委員会・WG
委員会・WG！
！
2号にわたってご紹介します。

総務委員会ここにあり！
総務委員会 委員長 高木 利一

関係官庁との交流では、関係する法令の新設や改正の情報収集を
委員会紹介

行い、タイムリーに会員各社への周知に努める活動を行っております。

総務

開催は不定期ですが、委員会終了後の「飲みニケーション」で、更に

（タカラスタンダード）

盛り上がるのが総務委員会です。

総務委員会では、事務局と連携して、工業会の運営に当たる活動を
しています。総会・理事会・賀詞交換会などの公式行事では、その準
備から当日の進行の手伝いを行います。
また、工業会の社会活動の推進事業として、11月2日キッチン･バス
の日に開催する川柳表彰式典では、運営のみならず入賞作品の選考
に深く係わっています。
続いて、毎月開催される委員会では、事務局より他の委員会の活動
報告を受け、工業会の今後のあり方や活性化について、活発な討議
を行っております。

川柳を知らずして人生を語ることなかれ・・・
ここ数年、日常の難しい仕事の他に、会員企業の皆様の頭を川柳で

ＷＧ紹介

川柳

川柳WG リーダー 中山 世一（ハウステックＯＢ）

最後の本選には絞りに絞った350～400句が残されます。

悩ませてすみません。そもそもキッチン・バス工業会の常任理事の島

ここで落語家の三遊亭金遊さん、山遊亭金太郎さん、講談師の神田

崎さんが、11月2日のキッチン・バスの日の行事として、工業会のPRと

松鯉さんが登場します。この3人それぞれ個性的であり、かつ性格が

キッチン・バスの普及のために、川柳を利用してはどうかと思いついた

異なっているので面白いのです。
このメンバーのほかに（財）ベターリビングの那珂理事長、当工業会

のがいけないのです。
もともと俳句をやっていて川柳には素人の私を「俳句も川柳も5・7・5

の会長、副会長（2名）、協賛団体の代表の方々が入って侃々諤々の

だから、いっしょだろう」というきわめて論理的な発想で引っ張り出した

選考会が行われます。
特筆しておきたいのは、当初予想もしなかった学校関係の応募が意

のです。 あれから約7年、その島崎さんと鬼よりも恐ろしいと言われて
いる田中業務部長の下で鍛えられました。初年度はさほどでもなかっ

外に多く、年々増えていることです。募集の様子を見ると国語教育の

たのですが、年々応募句が増え昨年（H22年度）は約54.000句の応募

一環として活用、クラブ活動、クラス単位での応募などとなっています。

がありました。WGの仕事としては、

これら応募した生徒たちは将来のキッチンやバスの

↓中山（右）、柴山（左）両氏による下選風景

ユーザーです。今から大切にしておきたいと思います。

①募集要綱を作る。

今年も6万5千句を越す応募がきています。

②応募作品の選考をする。

昨年以上の暑い夏になりました。
↓第7回1次選考風景

③川柳作品集を作る。
④11月2日に表彰式を行う。
ということが骨格です。
こういう仕事を総務委員会の方々にご協力いただき、12、3名のWG
メンバーでやっています。
なかでも大変なのは選考過程の中の予選です。 選考は①下選

真剣に
選考中
！

②1次選考③2次選考④本選と段階を踏んで進みますが、
予選では何万という句を全て読むのですから大変です。
目がチカチカし、目の前が真っ黒になることがあります。
それでも田中部長のムチは容赦なく飛んでくるのです。
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11月2日はキッチン・バスの日
委員会紹介

『平時と有事の格差が激しい

委員会紹介

仮設

『「よし！型を引き上げよう」

仮設

仮設住宅対策専門委員会・・・暇が一番』

・・・大トラブルを防いだ早期の決断』

仮設住宅対策専門委員会

仮設住宅対策専門委員会

委員長兼キッチン担当 秋葉 伸之（LIXIL）

副委員長兼浴室担当 安部 泰徳（ＴＯＴＯ）

仮設住宅対策専門委員会（キッチン）は、平成7年の阪神・淡路大震

仮設住宅対策専門委員会（浴室）は、国や自治体が建設する仮設住

災への対応を教訓に平成21年に発足しました。

宅に供給するユニットバスに関する情報を予め収集し、関係諸機関お

年間2回の定例委員会を開催し、キッチン・バス工業会としての仮設

よび建設地との連携をとることによって建設地への供給をスムーズか

住宅への供給能力調査、プレハブ協会との意見交換が主な活動内容

つスピーディーに行い、もって社会貢献することを目的に組織されたも

です。輪番制で昨年10月に私が委員長になりましたが、｢当委員会は

のです。

暇な事が一番世の中にとって良いことです｣と就任の挨拶をしたことを

平常時の活動としては、仮設住宅に使用されるユニットバス仕様の

覚えています。現に、就任後震災まで一度も委員会を開催していませ

定期的な見直しや、供給可能な数量などを諸機関と情報交換し、いざ

んでした。しかし、これは平時であり、有事となりますと活動内容も大

というときに迅速な対応が取れるよう体制を整えています。備えとして

幅に変わり、活動量も増えてきます。

の活動は行うものの、実際の活動は無いのが一番望ましい組織でもあ

3月11日の東日本大震災が発生してからは、当工業会で一番忙しい

ります。
既に十分ご存知のことと思いますが、3月11日に発生しました東日

委員会に急変しました。2ヶ月で3万2千戸の仮設住宅建設という国の
要請に対応すべく震災後の17日に緊急仮設対策専門委員会を開催し

本大震災においては会員７社にて、3ヶ月で約5万台弱のユニットバス

ました。今までの活動内容は、

供給を行っています。
震災直後に行われた会合では、ユニットバスの重要部品である排水

①当工業会の仮設住宅用キッチン基本仕様の決定。

トラップの生産メーカーが福島県で被災し、部品の供給が不能との問

②当工業会の供給能力調査。

題が発生していました。この部品に関してはユニットバスの供給メー
カー7社中実に6社が使用しており、最悪の場合ユニットバス自体の供

③プレハブ協会規格建築部会からの情報収集及び当工業会からの
要望申し入れ。

給が困難になる事態も想定されました。

④プレハブ協会規格建築部会からの当工業会への要求受け入れと

しかしながらトラップ無くしては仮設住宅への供給はありえないという

その対応検討と回答。

委員会メンバーの声のもと、すぐに工業会の顧問弁護士である秋野先

⑤急ぎ物件の供給調整及び一部会員会社の対応不可キッチンの

生に見解をいただき、トラップメーカー様とも協議の結果「よし！型を

供給調整。

引き上げよう」と早期の決断を下すことができました。

⑥会員内での情報の共有化。
⑦緊急拡大運営諮問会議、理事会、総会での報告。

引き上げに際してトラップメーカー様はもとよりＬＩＸＩＬグループ様にも
120台ものトラックを手配いただくなど、まさに業界一丸となることで最

箇条書きにすればこの程度ですが、ピーク時は、会合、電話、メール

大のピンチを乗り越えることができた瞬間でした。型の引き上げ後もト
ラップメーカー様には、まさに24時間体制で再生産・供給を行ってい

のやり取りを日々行っていた状況でした。

ただき、何とかユニットバス供給の目途をたてることができました。

1回目の各社の供給能力調査での供給不足に青ざめ、重複引き合

原発の問題もあり、あの時の決断が遅れていたらと思うといまでも

いで仮需状態に陥る、材料不足に悩まされ、政府の無責任な仮設住

ぞっとします。

宅必要戸数の増減に翻弄されてまいりました。

今回の震災にあたっては会員各社が一丸となり何とか供給を行うこ

それなりの苦労がありましたが、6月の移動委員会で仙台を訪問して

とができましたが、一方、今後の課題もいくつか見えてきています。

驚愕する震災現場を見学しますと、震災に遭遇した人たちの苦労に

引き続き関係の諸機関と連携しながら今後改善を進めていきます。

比べればたいした事は無いと言う気持ちになります。

最後になりますが、ある報道番組でひさしぶりにお風呂に入った被

現在は仮設住宅戸数もピーク時より2万戸以上の減少により、以前

災者の方の映像が流れていました。

のような、世間での異常な関心も薄れ、残務処理状態にあります。

満面の笑みを浮かべたその顔をみながら、改めて早期供給の重要

必要戸数の完成は9月頃までかかりますが、最後までしっかり対応し

性と水回り商品の持つ素晴らしさを再認識しました。仮設住宅もまだ

平時体制に戻したいと思います。

全て終わったわけではありません。ひとつでも笑顔が増えるよう最後
の1台までしっかりと供給していきたいと思います。

やはり、仮設住宅対策委員会は暇が一番です。

↑仮設住宅のキッチン

↑仮設住宅の工事の様子

↑仮設住宅の浴室

↑仮設住宅移動委員会
（宮城にて 秋葉氏（左端）安部氏（右から2番目））
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ＶＯＣ（ブイ・オー・シー）ってご存知ですか？

11月2日はキッチン・バスの日
委員会紹介

VOC

ＶＯＣ対応特別委員会 委員長 鈴木 昭人（LIXIL）

ＶＯＣとは、Volatile Organic Compounds（揮発性有機化合物）の略

更に啓蒙・普及を目的としてガイドライン関連5団体共催で講演会

称です。揮発性有機化合物とは、WHO（世界保健機構）において、大

（2010年8月9日 東京メルパルク）を開催し、148名の参加者で盛況

気中に気体で存在する有機化合物のうち沸点が50℃～260℃の物質

のうちに終えることが出来ました。

の総称、と定義されています。代表的な物質として、トルエンやキシレ
ンなどが挙げられます。
現在、日本国内で「VOC問題」を取り上げる場合、２つの観点があり
ます。ひとつは、室内空気に存在するVOC問題、いわゆるシックハウ
ス問題。もうひとつは、大気汚染である光化学オキシダントの発生原
因としてのVOC排出問題（主に工場等からの）です。本委員会では、前

↑鈴木氏

者の室内空気に関する問題について、情報交換やガイドラインの策
定・周知等の活動を行っております。
2009年度、ホルムアルデヒド規制（Ｆ☆☆☆☆基準）に引き続き、関
連業界の自主的取組として「4VOC基準適合（4VOCとは、トルエン・キ

↑VOC移動委員会（福島にて）

シレン・エチルベンゼン・スチレンの4つの化学物質を指し示していま
ちなみに、ＶＯＣには、ボイス・オブ・カスタマー（Voice of Customer）

す。）」を表示する『住宅部品VOC表示ガイドライン』を制定・施行しまし

の略称として、顧客の声を意味して使用される場合もあるそうです。

た。 このガイドラインについては、翌2010年度に、ガイドライン参画団

文字どおり、本委員会でもお客さまの声を反映した活動を進めてい

体の増加（3団体→5団体）に伴う改定を行い、その監修をキッチン・バ

きたい、と鋭意努力しております。

ス工業会顧問弁護士の秋野卓生先生にお願い致しました。

顧客満足の向上を目指せ！

委員会紹介

消費者

消費者関連委員会 委員長 西原 隆司（パナソニック電工）

消費者関連委員会の活動方針は業界に対する「消費者の信頼確

特に3)の洗剤の知識サニタリー編の編纂を最重点テーマとして取り

保」と、キッチン・バス関連商品に対する「顧客満足の向上」を目指し、

組みます。

以下の活動に取り組んでいます。
・製品安全の確保に向けたサポートマニュアルの策定
・顧客とのコミニケーションギャップ解消に向けた情報発信
今年度は
「サニタリー編」を
製作中です。

・消費者の要望や関連する諸課題の実態調査・改善に向けた研究
・関連諸団体・関連業界との広範な情報交換
●本年度の重点課題項目は
1)製品事故の再発防止リスクアセスメントマニュアルの充実
・事故対策マニュアルの改定
・新規事故情報監視による危険源リストへの追加修正
2)便利帳「キッチン・バス･洗面 なんでも相談Q&A」の充実
・消費者Q&Aの追加及び、新規相談Q&Aの便利帳への追加修正
3)「キッチン・バス洗剤の知識」の作成
・洗剤メーカーとの情報交換・共有化を通じた「キッチン編、サニタ
リー編の洗剤の知識」の編纂完成及び、ホームページ掲載完了
4)メンテナンスに係わる業界対応方向の検討
・各社のメンテナンスプログラム、お客様に修理してもらうセルフ

工業会のホームページにアップされています！

メンテ項目の各社実態調査に基づく工業会統一ガイドライン資料

キッチン・バス 洗剤の知識

化の検討

検索

5)行政・関連団体・関連業界との情報交換・見学会・勉強会の実施
http://www.kitchen-bath.jp/public/nandemosoudan/senzai2011kitchen.pdf
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11月2日はキッチン・バスの日

会員の絆、創ります！高めます！知ってもらいます！
～１５の個性で運営する、広報専門委員会～

委員会紹介

広報
広報専門委員会は、本年度当工業会の新しい組織として、総務委員

広報専門委員会 委員長：柴﨑 和彦（クリナップ）

1．「11月2日 キッチン・バスの日」記念事業

会傘下に設置されました。会員企業の皆さんや、新聞社などのメディ

「第7回台所・お風呂の川柳」募集の告知活動
●ニュースリリース作成・配布（5月27日実施）

アに、工業会活動を正確に伝達するための企画立案、実務実行を役

国土交通省記者会、同専門紙記者会、経済産業省記者会、同ペン

割としています。

クラブへ配布。雑誌、Webサイト掲載依頼活動

この委員会は15名で、月1回開催しています。運営にあたり、難しい
ことではありますが、出費をせず最大の効果を上げることを前提条件

●新宿住まいのショールーム会（22社）への告知活動（6月7日実施）

としました。そのためには、多くのアイデアを出し合い、それが実現可

●川柳入選作リリース発行（10月下旬）

能であるかどうかを検討し、活動事項を厳選する必要があります。
2．工業会情報誌「K・B通信」を2回発行

こういったステップを経て、
今年度は右記２つに取り組みます。

●第1号（9月配信）、第2号（12月末配信予定）

広めよう

11月2日

工業会の各委員会の皆様はもとより、会員企業の社員の皆様にご協
力いただく機会が、今後多く発生いたします。その節は、よろしくお願

は
キッチン・バスの日

い申し上げます。

！
▼委員紹介
●「バイミーと ラブミー使い 高評価」

●「みなさまへ お役に立てる 情報を」

宣伝であれ、広報であれ、工業会力を広く社会に認知いただくことが、

広報を通じ、住設関係の情報発信基地として、工業会の活動が社会

住設業界の発展につながることから、役割達成に挑みます。

的に重要な役割を果たしていることを伝えて参ります。

委員長 柴﨑 和彦（クリナップ）

委員 岡本 英昌（永大産業）

●「キッチン・バス工業会」って何ですか？

●「世の中の 誰もが知ってる キッチンバス」

皆様の持つ疑問（私だけ？）の答えを、Ｋ・Ｂ通信でお伝えできたらと
思います。

生活に欠かせない商品だからこそ、その工業会活動を多くの人に伝

副委員長 佐藤 木の実（矢島）

えていきたいと思います。
委員（浴室専門副委員長） 福森 健（積水ホームテクノ）

●頼もしいメンバーと一緒に、「キッチン・バス工業会」から、様々な情
報発信をしていきます。応援宜しくお願いします。

●工業会の活動を正確に伝えられるように努めていきますので、宜し

委員（総務委員長） 高木 利一（タカラスタンダード）

くお願い致します。

●世の中の消費を極力キッチン・バスに回すべく、各社社員が皆、業

●「魅せるチカラ！」

界営業マン！という気概を持っていただけるような広報活動に努めま
す。

委員 栗原 伸浩（トヨウラ）

商品もカタログも宣伝も広報も、そして自分も「魅せるチカラ」で魅了

委員（総務副委員長） 藤田 東一（ＬＩＸＩＬ）

しよう！工業会も魅せなければ！

● 「『壁新聞』を作って以来の広報活動」
小学生のときに作った『壁新聞』を思い出し、楽しみながら広報活動
を推進します。
委員（総務副委員長） 庄司 武史（サンウエーブ）

委員 東原 徹（ハウステック）

●「親しみのある工業会をＰＲ出来るよう、微力ながら頑張ります。」
委員 田中 佐知子（三菱レイヨン・クリンスイ）
●「台所とお風呂を替えたら、暮らしが変わる！」
メンバーで貴重な紅三点（?!）の視点から、わかりやすくお伝えしてい

●「ＫＢ工業会をもっと身近に！」
変化する市場環境への対応に日々奮闘している工業会の活動を皆

きたいと思います。

委員 阿部 淑美（ヤマハリビングテック）

様に少しでも知って頂ける様頑張って参ります！宜しくお願いいたしま
す！

委員（総務副委員長） 木住野 健（リンナイ）

●「会員各社の経営にお役に立つ情報の発信」を
事務局はいつも心がけております。Ｋ・Ｂ通信につきましても、その視

●車産業や旅行産業等に比べると、住宅設備業界はまだまだ広告宣

点からお伝えしていきたいと思います。

伝力が弱いと感じています。

常務理事 島崎 喜和（事務局）

キッチン・バス工業会を通じて業界協調することで、１社では発揮で

業務担当部長 田中 朋子（事務局）

きない力を工業会メンバー全員の力として結集し、住宅設備業界の発
展に寄与できるよう微力ながら全力を尽くしてまいります。
委員（総務副委員長） 新開 毅（ＴＯＴＯ）
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11月2日はキッチン・バスの日

TOPICS！
いろいろな話題をお届けいたします。

ウィズガスフェア2011開催にあたり

ウィズガスフェア2011開催中～！

ウィズガス KB&Gコラボ営業WG サブリーダー
ウイズガス活動として、全国のガス事業者の皆様と工業会会員会社

堀口 淳一（クリナップ）

とが、営業コラボを展開します。
ウイズガスフェア2011 【全国のガス事業者の皆様と工業会会員

今年のウィズガスフェアはオペレーションだけを見ると昨年と同じに

企業のショールーム】が連携して、キッチン・バスの入れ替えや

見えますが、実施に至るまでの検討過程は昨年までとは全く違ってい

リフォームを提案いたします。

ました。

●期間 【平成23年9月1日～12月31日】

3月11日に起きた東日本大震災以降の環境下においてイベントを実

●お客様のご案内は、全国のガス事業者80社が致します。

施することの良し悪しの確認から始まり、イベントのテーマについても

下記はその中の主な事業者です。

サブワーキングの内で熱く討議され、結果として被災地支援をも
テーマに取り込むことになりました。我々がガスを熱源とする加熱機器

全国都市ガス事業者 26社

や給湯機器を提案することで現在の逼迫したエネルギー供給状況を

東京ガス(株)、大阪ガス(株)、東邦ガス(株)、西部ガス(株)、

切り抜けてこそ今年のフェアを開催したことが評価されると考えます。

北海道ガス(株)、盛岡ガス(株)、東部ガス(株)、常磐共同ガス(株)、

企画にあたりご尽力いただいた(社)日本ガス協会の皆様、キッチン

新発田ガス(株)、北陸ガス(株)、入間ガス(株)、武州ガス(株)、

・バス工業会の皆様に改めて感謝を申し上げます。

大多喜ガス(株)、千葉ガス(株)、京葉ガス(株)、日本海ガス(株)、
静岡ガス(株)、中部ガス(株)、広島ガス(株)、四国ガス(株)、
筑紫ガス(株)、日本ガス(株)、佐賀ガス(株)、沖縄ガス(株)、
桐生ガス(株)、長野都市ガス（株）

全国LPガス15事業者
岩谷産業(株)、シナネン(株)、(株)サイサン、日商LPガス(株)、
冨士鉱油(株)、セントラル石油瓦斯(株)、東京ガスエネルギー(株)、
(株)サガプ口、アイ・エス・ガステム(株)、伊丹産業(株)、
大阪ガスLPG(株)、東邦液化ガス(株)、西部ガスエネルギー(株)、
広島ガスプロパン(株)、太陽ガス協業組合

たのしい「親子クッキング」参加しませんか！
●名称 がんばろう！日本 【第5回ウィズガス全国親子クッキングコンテスト】
～炎の調理で五感を研ぎ澄ます～
●募集テーマ 「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～
●参加資格 親（保護者）と子（小学1年生～6年生）の2名1組
●2011年6月19日（日）より全国一斉募集（募集締切日は地区ごと異なります。）
●詳細は http://www.gas.or.jp/shokuiku/cooking/contest5/index.html
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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 平成23年度 定時総会開催
事務局
さる、5月19日（木）に東京丸の内 東京會舘にて平成23年度 定時総
会・情報交換会が開催されました。
震災の復興に向け尽力している関係業界の関係者や経済産業省、
消防庁などから来賓をお迎えし、下記議事に従い開催されました。
また、東北の食材を使った料理やお酒を積極的に消費しようという
考えで、総会後に盛大な情報交換会（懇親会）も盛況のうちに終了し
ました。
議 事
1）平成22年度事業報告及び平成23年度事業計画（案）
2）平成22年度事業収支決算報告及び平成23年度事業収支予算
（案）
3）会員移動について【退会、社名変更 他】
4）平成23年度 理事役員体制（案）の件

↑定時総会の様子

5）特別報告
・東北地方太平洋沖大地震に対応する仮設住宅向けキッチン供給
の件
・東北地方太平洋沖大地震に対応する仮設住宅向けUB供給の件
・平成22年度出荷統計概況報告の件
・洗剤の知識 キッチン編 作成のご案内
・平成23年度第七回川柳事業の件
・断熱保温浴槽のエコポイント推進状況の件
・「住宅部品VOC表示ガイドライン」活用の件
6）秋野顧問弁護士による震災時における契約不履行等の問題に
ついて
7）今後の行事日程
8）その他

↑渡辺会長のご挨拶（情報交換会会場にて）

議事の内容も震災への業界の対応状況から、多岐に渡る業界に関
する話題が報告、議論されました。次回は9月に京都で開催されます。

東京ガス様見学・研修会
キッチン技術専門委員会 副委員長 木下 敬介（パナソニック電工）
厨房についても、”空間全体視点“について考える必要性を感じた次第

キッチン技術専門委員会7月度活動として、東京ガス様“厨BO汐留
（チューボーしおどめ）“を見学研修させていただきました。

です。
また、”調理実演による贅沢な大人の3時のおやつ“も堪能させてい

当工業会が扱う家庭用厨房技術に比べて、「総合的に人と環境には

ただき、参加者全員、すっかり知性と感性がリフレッシュされました。

るかに優しい」業務用厨房技術に直接触れることができ、改めて

ご馳走様でした！

↑“厨BO汐留”展示場

↑調理実演の試食風景
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JIS管理が工業会へ移管
総務委員会
工業会に関係するJIS は、物づくりをしている工業会が管理すべきと

検討専門委員会を組織しました。なお、当工業会で管理するJISの問

の行政の方針で、今回（社）日本建材・住宅設備産業協会から、キッチ

い合わせについては、規格・検討委員会または、技術委員会委員まで

ン・浴室・洗面に関係する、11件のＪＩＳ管理が当工業会へ移管される

お願いいたします。規格の内容について、経済産業省や(財)日本規格

事となりました。対応を図るべく技術委員会を中心とした、規格・基準

協会に問合せしないでください。

移管されるＪＩＳ一覧（11項目）

JIS管理
スタート
！

●Ａ００１２：住宅用サニタリーユニットのモジュール呼び寸法

●Ａ００１５：住宅用配管ユニットのモジュール呼び寸法

●Ａ４４１０：住宅複合サニタリーユニット

●Ａ００１７：キッチン設備の寸法

●Ａ４４１６：住宅用浴室ユニット

●Ａ４４０１：洗面化粧ユニット類

●Ａ４４１９：浴室用防水パン

●Ａ４４１７：住宅用便所ユニット

●Ａ４４２１：設備ユニット用排水器具

●Ａ４４１８：住宅用洗面所ユニット
●Ａ４４２０：キッチン設備の構成材

安全・安心への取り組み
事務局
皆様はご存知のことですが、特に会員各社の新人の方にお知らせし

持って探し出し、対応策を施しています。どのような製品が対象である

ます。安全に万全を期して開発された製品も、残念ながら不具合が出

のかご承知いただくと共に、ご協力をお願いいたします。

現する場合がまれにあります。このような製品を各業界各社が責任を

探しています。いつまでも！下記の対象製品を探しています。詳しくはホームページまで！
●ジェット噴流バス吸い込みカバー http://www.kitchen-bath.jp/public/jet/jettop1.html
●電気式浴室換気乾燥暖房機 http://www.kitchen-bath.jp/public/yokudan/osirase.html
●電気こんろで火災が発生しています http://www.denki-konro.jp/

工業会活動に携わって1年6ヵ月。すべての委員会にオブザーバーとして出席し、感
じたことは「いいことをしている！各委員会の成果物を知るべきだ！」なぜそれが伝わ
らない？どうすれば伝わるか？各社の該当部門だけが知っていればいいのか？各社

編集
後記

の皆様に知ってもらうべきではないか？
【Ｋ・Ｂ通信】は、工業会の「見える化」を実現するものの一つ。微力ながら、工業会活
動の一端を会員企業の社員の皆様に、お伝えできれば幸いです。
なお、要所要所でご覧いただくイラストは、かつて委員会で活躍され、現在川柳WG
顧問の柴山勲氏（TOTO OB)によるものです。ご協力に感謝！
柴﨑（広報専門委員会 委員長）

発行日：2011.9.15 / 発行責任者：広報専門委員会 委員長 柴﨑 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

「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
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