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渡辺会長挨拶

↑会員各社から運営に協力いただきました

Message

「K・B通信」第5号発行にあたり

いつも工業会活動にご支援いただき有難うございます。
当工業会は、ほぼ半世紀に亘る活動を続けてまいりましたが、会員数も大きく増加し、また活動
の幅も広がってまいりました。
特にキッチン・バスの日を記念した「台所・お風呂の川柳」公募については家族の絆や温かさを
テーマとした活動として広く根付いてまいりました。これも皆様のご支援の賜物として改めて御礼
申し上げる次第です。
一方で、住宅を取り巻く環境はここ数年で大きく変化をしております。
低炭素化を始めとし、健康・安全に関する配慮などキッチン・バスに関わる内容も多岐に亘る様
になっております。工業会としてもこれら社会的なニーズに対応すべく積極的な活動を続けてまい
りますので、今後とも各会社さま関連業界を含め、尚一層のご支援を賜りますことをお願い申し上
げて巻頭のご挨拶とさせていただきます。
1

キッチン・バス工業会 副会長
株式会社ハウステック
代表取締役社長

竹岡 利幸
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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

11月2日はキッチン・バスの日

平成25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。
▼工業会行事

行事内容

・平成25年 4月19日（金）

第1回理事会 （実施済み）

・平成25年 5月22日（水）

定時総会 （東京丸の内 東京會舘） （実施済み）
第1回全員懇談会 （東京丸の内 東京會舘） （実施済み）

・平成25年 5月23日（木）

懇親ゴルフ会 （相模原ゴルフクラブ） （実施済み）

・平成25年 9月 3日（火）

キッチン・バスの日記念第9回川柳最終選考会

・平成25年 9月19日（木）

理事会/第2回 全員懇談会 （京都 リーガロイヤル）

・平成25年 9月20日（金）

懇親ゴルフ会 （城陽カントリー倶楽部）

・平成25年10月10日（木）

第9回川柳入賞作品発表

キッチン・バスの日 ・平成25年11月 5日（火）

理事会/キッチン・バスの日式典／第9回川柳入賞作品表彰式（東京丸の内 東京會舘）

・平成26年 1月 9日（木）

平成26年 新年賀詞交歓会

・平成26年 4月25日（金）

平成26年度 理事会

・平成26年 5月22日（木）

平成26年度 理事会／定時総会

・平成26年 5月23日（金）

懇親ゴルフ会 （相模原ゴルフクラブ）

▼関連団体行事

行事内容

・平成25年 4月19日（金）

第9回KB＆Gコラボ代表者会議（理事） （実施済み）

・平成25年 6月13日（木）

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）

・平成25年12月11日（水）

あんしん高度化ガス機器普及開発研究会

（東京丸の内 東京會舘）

（東京丸の内 東京會舘）

（会長・関係行政・消費者団体）
・平成26年 1月26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（会長）
6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、

平成25年度工業会組織図

延約300人のメンバーが日々、精力的に活動しています。

室内空気環境特別委員会

総務委員会
広報専門委員会

総 会

委員長会議

監 事

技術委員会

仮設住宅対策専門委員会
キッチン・バスの日川柳WG

材工課題専門委員会
調査統計委員会

理事会

キッチン・洗面技術専門委員会
ＰＬ関連委員会

キッチン規格・基準検討専門委員会

運営諮問会議
（会長・副会長会議）
・・・・・・・・・・・・・・・・・

洗面規格・基準検討専門委員会

情報化推進委員会

浴室技術専門委員会

事務局

浴室規格・基準検討専門委員会

消費者関連委員会

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

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

営業・企画推進会議
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ウィズガス営業WG
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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

11月2日はキッチン・バスの日

平成25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。

（敬省略）

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

TOTO(株)

取締役専務執行役員

喜多村 円

副会長

（株）ハウステック

代表取締役社長

竹岡 利幸

副会長

パナソニック（株）ｴｺｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ社

常務ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業部長

山田 昌司

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
ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂｶﾝﾊﾟﾆｰ生産本部長

有代 匡

副会長（新任） 永大産業（株）

代表取締役社長

大道 正人

理

事

積水ホームテクノ(株)

代表取締役社長

森 繁夫

理

事

（株）長府製作所

代表取締役社長

橋本 和洋

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

竹内 敏

理 事
理事（新任）

リンナイ(株)
東京ガス（株）

代表取締役社長
常務執行役員
リビング本部法人営業本部長

内藤 弘康

会

長

青沼 光一

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

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】

新任役員ご挨拶

永大産業株式会社

東京ガス株式会社

永大産業株式会社
代表取締役社長
大道 正人

東京ガス株式会社
常務執行役員 リビング本部法人営業本部長
青沼 光一

この度、副会長にご選任いただきました永大産業の大道でございま

この度、キッチン・バス工業会の理事を拝令いたしました東京ガスの

す。キッチン・バス工業会の使命は、国民の住生活向上と地域社会の

青沼です。根は技術ですが、なりわいは住宅関連クライアント様向け

発展に貢献することであります。消費者に安全な製品を提供するとい

の法人営業をやっております。
お客さまの暮らしの基本となるお風呂やお台所の生活価値向上の

う社会的責任を常に意識し、住宅設備業界が抱える課題解決に向け、
積極的な活動を展開したいと考えております。

ために、エネルギーの視点でお役に立てる様に、陰ながら精一杯努力

微力ではございますが、精一杯務めさせていただきますので、ご指

して参る所存です。

導とご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

キッチン・バス工業会さまの益々のご発展を心よりお祈り申し上げま
す。
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11月2日はキッチン・バスの日

代表者変更についてのお知らせ
（50音順）

大阪ガス株式会社

株式会社長府製作所

ＤＩＣ株式会社

大阪ガス株式会社
取締役常務執行役員 リビング事業部長

株式会社長府製作所
代表取締役社長
橋本 和洋
この度、キッチン・バス工業会の理事に就任
いたしました長府製作所の橋本でございます。
当社は、給湯器メーカーとして長年培ってき
た「お湯」を造る技術をもとに、家族のコミュニ
ケーションの場としてのキッチン、癒しの空間
としてのバスルームの普及発展に努めてまい
りました。
つきましては微力ではございますが、あらた
めて業界発展のために精一杯務めさせて頂き
ますので、皆様のご指導ご支援を賜りますよう
お願い申し上げます。

ＤＩＣ株式会社
建築・住設材料営業本部本部長
櫻井 康人
この度、ＤＩＣ株式会社の代表者として就
任致しました櫻井康人と申します。
部品・部材供給会員である当社は日頃会
員各社様に大変お世話になっております。
当社は彩りを提供する「色彩ビジネス」、快
適空間の為の機能材料の「快適ビジネス」を
事業の二本の柱としており、今後ともキッチ
ン・バスルーム業界へ色彩と機能性部材を
継続的にご提供していく所存です。何卒お引
立ての程、よろしくお願い申し上げます。

瀬戸口 哲夫
平素はキッチン・バス工業会会員各社様
に大変お世話になり感謝申し上げます。
地域に密着したエネルギー事業者として
「ガスのある快適な暮らし」をご提案する弊
社にとって、お客様にご満足いただくために
は、キッチン・バスと厨房・給湯機器を一体
のシステムとして最適提案することが不可
欠と認識しております。キッチン・バス工業会
様の活動に貢献すべく、微力ではありますが
精一杯努力してまいりますので、ご指導、ご
鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

株式会社ハウステック

株式会社ハーマン

パナソニック株式会社

株式会社ハウステック
代表取締役社長
竹岡 利幸

株式会社ハーマン
代表取締役社長
永橋 啓一

パナソニック株式会社
エコソリューションズ社常務
山田 昌司

この度、株式会社 ハウステック代表取締
役社長に就任しました竹岡利幸と申します。
「かしこく住まう」をつくるとの理念のもと、
「安全・安心」「省エネ」「快適さ」をキーワー
ドとした商品をご提案し、お客様の豊かなラ
イフスタイル創りに貢献したいと、全社一丸
となって取り組んでおります。
今後とも、工業会の発展に向け邁進して
いく所存です。何卒ご指導、ご鞭撻の程よ
ろしくお願い申し上げます。

この度、株式会社ハーマン代表取締役に
就任いたしました永橋でございます。
近年、わが国ではエネルギーの多様化
を求める動きが進展し、従来にも増してガ
ス機器への期待が高まっております。
その期待にお応え出来ますよう魅力的な
製品をご提案しキッチン・バス工業会の発
展に取り組んでまいりますので、ご指導下
さいますようお願い申し上げます。

4

この度、キッチン・バス工業会の副会長に
就任いたしましたパナソニックの山田でご
ざいます。
住宅設備業界は新築住宅着工戸数の
シュリンクおよび消費増税による大きな需
要変動等、厳しい業界環境でありますが、
リフォーム等、伸張市場に期待をし、新たな
業界課題解決に向け精一杯力を尽くす所
存でございますので、ご指導下さいますよ
う宜しくお願い申し上げます。
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11月2日はキッチン・バスの日

平成25年度 工業会正副委員長
会員各社から多くの皆様にご参加いただき、活発に委員会、ワーキング活動を推進しています。

■総務委員会
委員長
タカラスタンダード㈱
副委員長
クリナップ㈱
副委員長
ＴＯＴＯ㈱
副委員長
㈱ハウステック
副委員長
ヤマハリビングテック ㈱
副委員長
㈱ＬＩＸＩＬ
副委員長
リンナイ㈱
川柳ワーキング
委員長
OB（ハウステック）
副委員長
OB（TOTO）
仮設住宅対策専門委員会
ナスラック㈱
委員長
副委員長
日ポリ化工㈱
広報専門委員会
委員長
クリナップ㈱
副委員長
ヤマハリビングテック ㈱
室内空気環境特別委員会
委員長
㈱ＬＩＸＩＬ
ＴＯＴＯ㈱
副委員長
㈱ベルキッチン
副委員長
材工課題専門委員会
㈱ＬＩＸＩＬ
委員長
副委員長
タカラスタンダード㈱
■技術委員会
㈱ＬＩＸＩＬ
委員長
副委員長
㈱ＬＩＸＩＬ
キッチン・洗面技術専門委員会
委員長
㈱ＬＩＸＩＬ
副委員長
タカラスタンダード㈱
副委員長
東京ガス㈱
副委員長
ＴＯＴＯ㈱
パナソニック㈱
副委員長
副委員長
ヤマハリビングテック㈱
浴室技術専門委員会
委員長
㈱ＬＩＸＩＬ
副委員長
クリナップ㈱
副委員長
ＫＶＫ㈱
副委員長
ヤマハリビングテック㈱
規格基準検討専門委員会
キッチン委員長 タカラスタンダード㈱
洗面委員長
ＴＯＴＯ㈱
㈱ノーリツ
浴室委員長

（敬省略）

■調査統計委員会
委員長
ＴＯＴＯ㈱
㈱ノーリツ
副委員長
副委員長
㈱ハウステック
キッチン統計専門委員会
委員長
ナスラック㈱
㈱ＬＩＸＩＬ
副委員長
洗面統計専門委員会
委員長
パナソニック㈱
副委員長
㈱ベルキッチン
浴室統計専門委員会
委員長
㈱LIXIL
副委員長
積水ホームテクノ㈱
■ＰＬ関連委員会
委員長
ヤマハリビングテック㈱
副委員長
ＴＯＴＯ㈱
副委員長
ナスラック㈱
㈱ハウステック
副委員長
㈱ＬＩＸＩＬ
副委員長
■情報化推進委員会
クリナップ㈱
委員長
副委員長
永大産業㈱
㈱ハウステック
副委員長
副委員長
㈱ＬＩＸＩＬ
ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｼｽﾃﾑｽﾞ
■消費者関連委員会
パナソニック㈱
委員長
クリナップ㈱
副委員長
副委員長
ＴＯＴＯ㈱
副委員長
ナスラック㈱
副委員長
㈱パロマ
副委員長
㈱ＬＩＸＩＬ
■営業・企画推進会議
パナソニック㈱
委員長
副委員長
クリナップ㈱
■電気式浴室換気乾燥暖房機啓発委員会
委員長
㈱ＬＩＸＩＬ

高木利一
越道昭徳
松本康彦
細入正樹
伊藤久人
藤田東一
木住野健
中山世一
柴山 勲
神谷剛志
須田義一
柴崎和彦
阿部淑美
進 博人
吉良 悟
新井貴子
増田敏文
高木利一
佐無田譲
野村康之
佐無田譲
笹記敏広
渡邊靖彦
矢野一朗
木下敬介
石野知之
野村泰之
柴崎和彦
須藤崇宏
行森直志

河西 淳
田村 朗
細入正樹
神谷剛志
樫村博之
栗林羊次
今井良広
垣田 賢
福森 健
堀切正芳
古谷直哉
岡部光朝
岡田 誠
飯田 茂
岩村秀男
高野幸弘
渡辺理一郎
大島宏幸
木下敬介
越道昭徳
谷口芳人
神谷剛志
塚原俊夫
湯原永恭
古谷司郎
堀口淳一
金子順也

笹記敏広
清水洋一
田村 朗
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11月2日はキッチン・バスの日

平成25年度工業会 第1回理事会開催
去る４月１９日（金）にメルパルク東京にて平成２５年度第１回理事会が開催されました。当日は１７名の理事の皆様にご出席いただき、以下の議事
の審議・報告を行いました。 また、顧問弁護士の匠総合法律事務所から森田弁護士にもご出席いただきました。
１．理事会 審議・報告事項
１）平成２４年度事業報告及び平成２５年度事業計画（案）
２）平成２４年度事業収支決算報告及び平成２５年度収支予算（案）
３）会員移動のについて＜入会・退会・代表者変更他＞
４）平成２５年度 理事・役員（案）
５）特別報告事項
①激甚災害対策向け、仮設住宅のキッチン・バスの仕様見直しの対応と課題
②室内空気環境特別委員会発足について
③Ｋ・Ｂ通信第５号発行と技風堂々発行準備のお知らせ
④キッチン・洗面・浴室関係 JIS ５年ごとの見直し、改定作業について
⑤平成２４年度自主出荷統計の概況及びリフォーム出荷統計開始について
⑥情報処理実態調査アンケート集計結果報告
⑦エネルギー事業者との連携、営業・企画推進会議の発足
⑧事務局報告
・システムキッチン組込コンロのガス接続方法の課題検討
・平成２５年度、第９回「台所とお風呂の川柳」募集事業について
・今後の公式行事日程、その他
２． 森田弁護士との情報交換会
「民法改正（中間試案）が住宅業界に与える影響について」

↑理事会会場

↑渡辺会長（中央）

第９回KB&Gコラボ代表者会議開催
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
との第９回ＫＢ＆Ｇコラボ代表者会議を開催しました。
広瀬協議会会長と渡辺会長のご挨拶後、議題として平成２４年度活動
報告と平成２５年度活動計画が事務局より報告され、今年度もWIN,WIN
の関係で取り組む事が確認されました。最後に喜多村副会長と、ガス
事業者を代表して、瀬戸口大阪ガス㈱常務執行役員による意見表明が
行われました。

KB&Gコラボ
↓東京ガス(株)広瀬副社長様のご挨拶

↓大阪ガス（株）瀬戸口常務執行役員による意見表明

↓渡辺会長（右から3番目）とご挨拶いただいた喜多村副会長（右から4番目）
をはじめとする工業会役員の皆様

6
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11月2日はキッチン・バスの日

平成25年度工業会 定時総会開催
去る５月２２日（水）に東京丸の内東京會舘にて平成２５年度定時総会・
全員懇談会が開催されました。当日は６９名の代表者の皆様にご出席
いただき、議事の審議・報告を行いました。
顧問弁護士の匠総合法律事務所から秋野弁護士にもご出席いただき
ました。
渡辺会長の議長による議事終了後、懇親パーティーを開催し、業界関
係者や経済産業省、国土交通省、東京消防庁からの来賓をお迎えし、
総勢２９０名を超える出席者で、盛況のうちに終了しました。

定時総会・全員懇談会議事次第
１．会員移動について【入退会・社名変更・代表者変更】
２．審議・報告事項
１）平成２４年度事業報告及び平成２５年度事業計画（案）
２）平成２４年度事業収支決算報告及び平成２５年度収支予算（案）
３）平成２５年度 理事・役員選任の件
３．特別報告
１）平成２４年度自主出荷統計の概況・リフォーム出荷統計開始
２）営業・企画推進会議報告
３）工業会「自主行動指針」の遵守・徹底について
４）平成２５年度第９回川柳事業の件
５）今後の行事日程＜公式行事・委員会開催行事＞
４．秋野顧問弁護士との情報交換会
「消費税増税に対する住宅会社の対応」

【平成25年度活動計画の概要】
↑渡辺会長のあいさつ

↑多田日用品室長
（経済産業省）

↓乾杯あいさつ 広瀬様（東京ガス副社長）

↑伊藤住宅生産課長
（国土交通省）

◎総務委員会
・業界関連法令新設・改正情報の収集と対応策検討

↓中締め 大道副会長

○専門委員会、ワーキング
【材工課題専門委員会（旧材工請負工事課題検討専門委員会）】
【室内空気環境特別委員会（旧VOC対応特別委員会）】
・名称変更により検討領域を拡大し、業界課題解決に向けた
活動に取り組む
【広報専門委員会】
・賛助会員紹介情報誌「技風堂々」制作

↓定時総会

【仮設住宅対策専門委員会】
・緊急事態発生時、適正な製品供給体制の検討
【川柳ワーキング】
・経済産業省、国土交通省後援事業となった11/2キッチン・バス
の日記念第9回「台所・お風呂の川柳」事業の実施
◎技術委員会
・キッチン/洗面化粧台/バスに関する規格基準の改訂や見直しの対応
・キッチンの付帯設備・部品に関する調査研究
・システムバス標準設置マニュアルの作成

↓懇親パーティー

◎調査統計委員会
・リフォーム市場に対応した自主出荷統計の検討
◎PL関連委員会
・経年劣化兆候の関するユーザー啓蒙コンテンツ作成
◎情報化推進委員会
・最新技術情報に関する調査・研究とその情報発信
◎消費者関連委員会
・商品知識啓蒙情報の刷新と高度化
◎営業企画推進会議
・「キッチン・バス売ります宣言」、「ウィズガスフェア」事業の強化と継続
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11月2日はキッチン・バスの日

～「キッチン・バスの日」記念～

第９回川柳締切りまぢか！

川柳ワーキング委員長 中山 世一（川柳顧問）

いよいよ今年も川柳のシーズンが始まりました。募集は４月１日から７
月１５日まで。
例年通りＨＰ、葉書、ＦＡＸ、携帯等で募集しています。
今年は島崎常務のご尽力により、経産省と国交省の後援を得ることが
できました。また、昨年に引き続き内閣府の「家族の日」・「家族の週間」
に協賛する事業となります。
今年は賞品のタイトルが少し変わりました。新しく、以下3賞が加わり
優秀賞がなくなりました。

①暮らしの安全・安心賞（１点）
家庭では「暮らしの安全・安心」が大切です。
そんな生活シーンを作品にしてお寄せください。

②豊かな住生活賞（１点）
国土交通省が定める「住生活月間」に賛同し、新設いたしました。

◎台所・お風呂の川柳づくりのコツ◎

「国民の豊かな住生活実現」に繋がる作品をお寄せください。

川柳を作るには次の事を心がけるといいでしょう。
①テーマはキッチン、バスだけでなく、家庭全般です。

③家族の日・家族の週間賞（１点）

②日常の家庭生活をじっくりと見る。意外な所にネタは転がっているも

内閣府が定める「家族の日」 「家族の週間」に賛同し、新設いたしま

のです。

した。「家族や地域のつながり、そして子どもを育んでいく大切さに改

③いい句を作ろうと無理をしないこと。ごく自然にできた句が意外といい

めて気づく、そんなきっかけになる」作品をお寄せください。

ものです。
④新聞や雑誌やサラリーマン川柳などに目を通す。なんでも慣れること

昨年は１０万８千句を越える応募がありましたが、今年は数もさること

が大事です。目を肥やしましょう。

ながら質の向上も期待していきたいと思います。
6月28日現在の応募状況は各種の応募を合わせて約49.500句です。

川柳募集中
川柳募集中！
！
7月15日〆切です
7月15日〆切です
川柳投稿は工業会のホームページにてご案内中

キッチン・バス川柳

検索
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第 回キッチン・
バス大賞

１１月５日（火）です。
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皆様方の奮っての応募をお待ちしています！

最終選考会は９月３日（火）入賞作品発表10月10日（木）、表彰式は
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がんばってます
がんばってます！
！委員会・WG
委員会・WG！
！
室内

『ＶＯＣ特別対応委員会は室内空気環境特別委員会になります』
室内空気環境特別委員会 委員長 進 博人（LIXIL）

ＶＯＣ対応特別委員会は、今年度から「室内空気環境特別委員」と改

また、同社計測事例として家電、空調機器など各種製品からのＶＯＣ

めテーマを「ＶＯＣ問題」から「室内空気環境」へ拡大し活動します。

発散、室内環境を調整する芳香剤・脱臭剤、空気清浄機の効果につい

具体的な取り組みとしては、以下のとおりです。

て、ご説明を頂きました。国民生活センターからの依頼も多く、委員会
活動に有益なユーザー情報を把握されている成田部長にアドバイザー

１．ＶＯＣ規制強化に関する情報入手と共有化

とし引き続きご教授賜るようにお願いして移動委員会を終了しました。

基準値強化、規制対象物質の拡大、ＴＶＯＣの導入などＶＯＣに関す
る規制強化の動きを注視し、適切な対応を提案します。
２．室内空気質、環境リスクに関する調査と課題化検討
昨今ユーザーの関心が高まっているＶＯＣ以外のカビ・ダスト、臭い等
の室内空気質、さらに工業会としてリスク調査が十分にできていない
環境リスクに、活動を拡大します。本年度は、必要情報を継続的に入
手できる調査ルートを構築し、室内空気質、環境リスクの分野で工業
会として取り組むべき課題を提案します。
委員会の取り組みとして有識者や各種情報ソースを調査しています。
去る６月２４日第２回委員会を移動委員会として福島県郡山市で開催
しました。ＶＯＣをはじめ室内空気質を取り巻く国内外の動向について、
本分野の第一人者である東北文化学園大学・教授 野崎淳夫博士から
↑チェコ・プラハの学会から帰国直後の東北文化学園大学
野崎淳夫教授から欧米の空気環境対応の最新事情を受ける

ご講演頂きました。チェコ・プラハの学会から帰国直後で欧米の最新動
向として、①換気削減に向け「臭い」「空気浄化」が注目されていること、

←野崎教授に
よるご説明

②ＴＶＯＣをはじめ規制強化の流れがあること、などのお話がありました。
また住設機器に関連して、①室内空気質として重要な「化学物質」、「臭
い」、「微生物」を少ないメンテナンスで、長期間・高効率に除去できる
画期的な技術が実現されつつあること、②除去・捕集されたガス成分を
分析すること、室内空気質の健全性やお客さまの健康状態までモニ
ターできること、など住設機器の将来に向けた新機能開発の方向性に
ついてもご提案頂きました。
本講演に先立ち、野崎教授の技術支援を受け環境計測を中心とした

↓事務所前の公園に設置された
放射線モニタリングポスト

受託計測を行う「暮らしの科学研究所株式会社」を同社 成田部長の案

↓22㎥の大型チャンバー内にて

内で見学しました。ＶＯＣ計測に用いる実大チャンバーは最大２２立方
メートルの規模を有しベッド丸ごと計測できる国内最大級の壮観な設備
でした。

↑事務所近くの仮設住宅

↑野崎教授と暮らしの科学研究所 成田部長を囲んで移動委員会メンバー（国内最大級２
２ｍ３実大大型チャンバーの前で）
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がんばってます
がんばってます！
！委員会・WG
委員会・WG！
！

材工 『委員会名称変更に伴う今年度の活動について』
材工課題専門委員会 委員長 増田 敏文（LIXIL）
本専門委員会は4年前（平成19年6月）、KB工業会に寄せられた大手
建材商社様から指摘・相談が発足のルーツ(起源）でした。
当時、社内監査において戸建・集合住宅等のキッチン・バス工事に関
して、材工一括で伝票処理している商流では建築業法22条「一括下請
の禁止」に該当する恐れがあるとの問題提起に対して、工業会は、会員
の商流を尊重して法令順守の統一的周知活動を継続してきました。
2012年までは「建設業法上」の問題解決が中心でしたが、今後は会
員共通する工務、修理サービス全般に関係する「法律的課題の整理と
統一見解」まで領域を広げた活動が必要との判断から名称変更し、新
たにスタートすることになりました。
１．【これまでの活動成果】
従来の販売、商流に対しても法令順守の「作業区分」「工事区分」を
ガイドライン統一して公開周知しました。
２．【今年度の活動】
1）国土交通省の新業種区分見直し等の情報入手と対応策の統一
２）工業会ガイドラインの継続推進と関係団体への周知徹底活動
３）会員企業に共通する材工に関する法律遵守事例研究※１）
以上、本年度は建設業法（国土交通省）に限らず 労災保険問題、廃
棄物処理問題、偽装請負問題等にKB工業会として統一見解が纏まる
様に取り組んで参りますので宜しくお願いします。
※１）匠総合法律事務所 弁護士（顧問弁護士） 秋野卓生先生による指導監修
によるまとめを予定

規格

『規格基準検討委員会活動について 』
キッチン規格基準検討委員会 委員長 笹記 敏広（タカラスタンダード）

これまで、当工業会に関連するＪＩＳ規格は、他の団体で管理されてい

また、試験方法や性能において、キッチンと洗面で共通する部分が多

たが、当該製品を扱う工業会が管理する方が、ＪＩＳ作成・見直しのス

いのですが、現行規格はそれぞれ異なった内容となっている部分も多く、

ピード化・効率化が図れる、という考えで2011年8月に当工業会に移管

それぞれの規格の整合を図るべく、キッチンと洗面の規格基準検討委

されました。移管されたＪＩＳ規格は、キッチン、洗面、浴室に関連する

員会を隔月で開催し見直し作業を行っています。

13件となっており、まずは平成25年が見直し時期の「設備ユニット用排
水器具」から、見直し案を作成しました。現在は、キッチンと洗面の見直

JIS番号

JIS名称

し案を作成中であり、キッチンにおいては海外規格（ISOやEN）との整合

JISA4421

設備ユニット用排水器具

JISA0012

住宅用サニタリーユニットのモデュール呼び寸法

JISA0015

住宅用配管ユニットのモデュール呼び寸法

性を図る必要があり、翻訳をどうするかが頭の痛いところとなっていま
す。

JISA0017

キッチン設備の寸法

JISA4401

洗面化粧ユニット類

JISA4410

住宅用複合サニタリーユニット

JISA4416

住宅用浴室ユニット

JISA4417

住宅用便所ユニット

JISA4418

住宅用洗面所ユニット

JISA4419

浴室用防水パン

JISA4420

キッチン設備の構成材

JISA1718

浴槽の性能試験方法

JISA5532

浴槽

↑左無田委員長・笹記委員長
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11月2日はキッチン・バスの日

『営業・企画推進会議の活動をご報告します』
営業・企画推進会議 委員長

営業・企画推進会議は昨年の9月1日に発足した最も新しい会議体で
す。平成1８年から活動を展開しているＫＢ＆Ｇコラボのウィズガス営業
ワーキングを母体とし、工業会各社の営業マターを整理し、運営諮問
会議に上程することをミッションとして活動してまいります。
メンバーは、会員10社から、営業・企画系の職能の方17名に参画して
いただいております。
業界の発展に微力を尽くして参りたいと考えておりますので、どうぞご
支援ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
主な活動のひとつは、「ウィズガス営業ワーキングへの参画」です。
全国のガス事業者様の中で、「キッチン・バス売ります宣言」を表明し
ている事業者様と、キッチン・バスのリフォーム需要の発掘を目的とし
た「ウィズガスフェア」を既に6年連続で開催し、着実に実績を伸ばして
来ております。
この間の全国のガス事業者様の積極的なお取組みに対し、心より敬
意を表しますと共に、厚く御礼を申し上げます。
今年度も「ウィズガスフェア２０１３」を実施いたしますが、営業ワーキ
ングを通じて、企画・運営・総括のサイクルに積極的に関与し、ＫＢメー
カーとガス業界とのＷｉｎＷｉｎの関係づくりの一端を担ってまいります。
今までの反省を活かし、ツール類の改善を図ると共に、招待状来場者
数及び成約数を増加させる取組みを強化してまいります。
さらに、ガス事業者様の顧客接点機会が多いという特性を活かして、
リフォーム潜在需要客の発掘に効果的な手法の研究を営業ワーキング
を通じて行ってまいりたいと考えております。
今年度も、全国ガス事業者様の力強いご推進をよろしくお願い申し上
げます。そのほか、最近の課題として、ビルトインガスコンロの新接続方
法が挙げられます。営業的視点からのアプローチにより、関係業界との
接点であるＫＢ＆Ｇコラボの場で意見発信をしてまいりたいと思います。
また、昨今、システムキッチンの機能機器の高付加価値化、装着率の
向上により、各メーカーにおいて機能機器の経営に占めるウェイトが増
大しておりますが、反面、現地調達比率の増大（現在凡そ２０％）による
影響を看過出来ない状況ともなっております。
この課題に対しても、実情分析と共に改善策の模索に取り掛かかりた
いと考えております。
今後も、当業界の発展に資する業界団体との密接な関係構築を図る
など、営業・企画的側面からの活動に着実に取り組んでまいりたいと思
います。
営業・企画推進会議をどうぞよろしくお願いいたします！
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古谷 司郎（Panasonic）

《ウィズガスフェア２０１２実績》
●ガス機器の見積り数（ＫＢメーカー）
ＫＢメーカー１１社

６８，５８７件

前年比 １２３％

●ＫＢショールームへのお客様招待数（ガス事業者）
都市ガス25社＋ＬＰＧ

２１，７８３組

前年比 １３０％

●「キッチン・バス売ります宣言」実績
（都市ガス３０事業者＋ＬＰＧ１７事業者）
システムキッチン
システムバス
ガスに間する勉強会

１０，９９３台
１４，３４４台
４８６回

前年比 １１３％
前年比 １１０％
前年比 １２２％

全47社の内、ＳＫは18社、ＳＢは20社が自社目標を達成！

《ウィズガスフェア２０１３計画》
●期間 Ｈ25年9月1日～12月26日（4ヶ月間）
●会場 ＫＢメーカー12社の全国のショールーム約７００箇所
●「キッチン・バス売ります宣言」販売計画
（都市ガス３１事業者＋ＬＰＧ１９事業者）
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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

『岩井技術顧問から』
キッチン・バス工業会技術顧問 岩井 一幸

『キッチンバス工業会：標準の原点
『キッチンバス工業会：標準の原点 』』
GATT（関税と貿易に関する一般協定：1955年）への加入以後、1980
年代までは、ひたすら製品に関する日本標準の確立をJIS規格（日本工
業規格）によって推進してきた。ISO規格（国際標準化機構による国際規
格）は参考に、取入れ可能な部分をアレンジし、日本人の生活の質の確
保と国内生産との調和を考え、その結果を貿易の対象とすればよかっ
た。国際規格化の動きも、にぶいものであったし、ISO（国際標準化機
構）は欧州中心で、日本の貿易の対象とする米国はそれほどISO活動に
対して熱心ではなかった。
「標準」は、普通である普遍的共通的な意味を有しているが、生活世

1991年、ISO（国際標準化機構）がCEN（欧州標準化委員会）と協力し
て国際規格化を推進するウィーン協定を結び、欧州各国が、EU（欧州

界を支配している普通は多様性とともにわからなくなりつつある。生活

連合：1993年）としてまとまるとCEN（欧州標準化委員会）が定めるEN

世界には、グローバルな国際世界から、地域、国、産業コミュニティ、地

（欧州規格）が、強固な基盤を持ち始める。WTO（世界貿易機関）が設

域コミュニティ、小さい家族世界もある。それぞれに、ISO規格（国際規

立され、WTO／TBT協定（貿易の技術的障壁に関する協定：1995年）が

格）、CEN規格（欧州規格）、JIS規格、協会規格、各社規格、さらに各家

結ばれると、グローバル化の動きが加速し、ある意味では、ISO規格の

族ルールにみる「普通」がある。

EN化が進むことになる。
「普通」に対比されるのは、「特別」「専門」である。生産世界において、
米国もISO、CENの活動に参加するようになり、最近では、アジア各国、

エンジニアは、製品開発に普通とは常に違う特別をめざす。先進的先導

韓国、中国もISO活動に傾斜している。最近の特定地域との経済連携の

的な生産世界の「特別」と、生活世界に共通的普遍的「普通」とになんら

動きの1つであるTPP参加決定も、大きな影響も与えることが予想される。
こういった国際的な貿易と標準の世界の動きに対してガラパゴス化しな

かの一致を見出すことが、両世界を共に発展させる鍵であろう。生活世
界の「普通」を正確に捉えることは結構難しいことである。原点に立ち返

い対処する基本は、なにか。

り、生活世界の普通は何かを考えることが、いま求められているのでは

標準化は、製品・空間・サービスといった対象を組織的コントロールし、

ないか。

扱いを合理的にし、その結果、組織的にコントロールされた対象が生産
や使用や流通といった他の要因に新たな効果を生むことを期待する意

プロフィール

識的な過程である。「標準」は、この組織的にコントロールするための道

岩井 一幸 いわい かずゆき

具で、標準化の満たされるべき条件をドキュメントの形にまとめたもの

１962年 千葉大学工学部工業意匠学科卒業

が「規格」である。

通産省工業技術院産業工芸試験所（旧製品科学研究所）
1964年 東京大学生産技術研究所（池辺研究室）助手

日本では、「標準」、「規格」に「Standard」の訳をあてるが、標準化を担
う各国の団体名称を英語でみると、「Standard、Standardization」 を使

1971年 通産省工業技術院製品科学研究所デザイン課長・システム設計課長

用している国（英・米・日など）と、「Normal、Normalization」 を使用して

1989年 東京家政学院大学人文学部工芸文化学科教授・学部長を歴任

いる国（独・仏など）がある。前者は、戦いにおいてある地点に軍旗を立

現在

てることを意味することから発生し、絶対的なニュアンスがあるのに対し

東京家政学院大学名誉教授

て、後者は、たくさんある中から、相対的に共通に満足できる普通を見

一般財団法人工芸財団理事

出すことを意味する。「標準」「規格」には、この2つの側面があることを

ISO/TC59国内委員会主査

意識する必要がある。

日本オフイス家具協会 JIS規格化委員会主査
キッチン・バス工業会 技術委員会顧問

「普通」は、特筆すべき属性をもたない、一般的なごくありふれたもの

居住に関するニューテクノロジー研究会、遊びと道具研究会等で活動

であるという意味で用いられる。慶応大学の附属中学校を普通部という

研究分野 「生活に関わるシステムのデザイン研究」

が、この「普通」は、福沢諭吉が「学問のすすめ」において、「人間普通日

著書 『ケア住宅の知識』（共著、創樹社）、『ケア住宅の実例』（共著、創樹社）、

用に近き実学」と表現した「あまねく行われる、共通」という「人間なら誰

『日本の近代デザイン運動史』（共著、ペリカン社）、

もが身につけておかなければならない基本的な普遍的な」を意味してい

『図解 住まいの寸法・計画事典』（共著、彰国社）他

るという。

住宅設備、オフイス用家具、工業化住宅等の標準化、バリアフリー、ユニバー
サルデザインなどに係わる研究会・委員会活動に関わる。
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11月2日はキッチン・バスの日

『秋野顧問弁護士から』

匠総合法律事務所代表社員 弁護士 秋野 卓生

『消費税増税
『消費税増税 経過措置活用を検討するビルダーに対する与信対策
経過措置活用を検討するビルダーに対する与信対策 』』
１.経過措置の活用による受注残確保
「経過措置」の制度とは、建物の引渡日が平成２６年４月１日以降で
あっても、「指定日」（平成２５年１０月１日）の前日（つまり、平成２５年９
月末日）までに契約が締結されている場合には、改正前の税率（５％）
が適用されるという措置です。
平成２５年９月末日までに請負契約を締結した場合、完成が例えば平
成27年2月であっても、請負代金全体について５％の消費税しかかから
ないということになるので、「平成２６年４月から消費税が８％にアップし
た場合でも、平成２５年９月末日までに請負契約を締結した場合、引渡
の時期を問わず、５％の消費税で工事ができます」というセールストー
クで、受注残を確保しようと考えるビルダーもいると思います。
しかし、このように、契約後、着工までの間に長い時間がかかるという
ことは、多くの施主が請負契約と同時に契約金を支払いますが、この契
約金をどのように保全しておくか、という課題が住宅業界には生じてくる
と思います。
例えば、以下のようなケースを前提に考えてみていただきたいと思い
ます。

給付金額について、本稿執筆時（6月23日現在）には発表されていま
せんが、住宅ローン金利の上昇リスク等の影響もありますので、駆け込
みが生じる可能性があります。
駆け込み需要は、将来の需要の先食いですから、当然、反動減も想
定されるところですが、この反動減が生じれば、その分、ビルダーの収
益に影響を与える事になります。

（ケース）
平成25年9月20日請負契約締結
●請負代金額 2000万円（税別）消費税は、
経過措置適用により５％を予定
●契約金 300万円（税別）
●着工予定日 平成26年7月1日
●完工予定日 平成27年2月末日
このケースの場合、平成25年9月25日の契約締結時に300万円の契
約金の支払いを受けることになりますが、着工は、9ヶ月後と随
分と先になります。
そして、この9ヶ月後の着工に対し、「経過措置を有効活用している」と
皆、考えますので、誰も疑問に思わない訳です。

３.着工できない物件が増える事による資金繰りへの悪影響はないか
他方で、ビルダーの中には、契約金は、請負代金額の５％程度とする
が、着工時に着工金として請負代金の２０％程度を請求するビルダーも
います。また、着工後、上棟まではそれほど時間がかかりませんので、
上棟時の中間金もビルダーの資金繰りとしては重要なポイントとなりま
す。
ところが、あえて経過措置の活用をして、着工を先送りしてしまいます
と、ビルダーには着工金・中間金がなかなか入金とならず、他方で、顧
客との間の色決め打ち合わせ（詳細設計）のための人件費や外注費を
使うことになりますので、一時的な資金繰りの悪化も心配されるところで
す。

２.増税前の駆け込み需要はその後の反動減につながる
消費税増税による駆け込み需要とそれに伴う反動減が生じないように、
という観点から消費税増税法７条のチにて、住宅の取得については、消
費税率の引上げ前後における駆け込み需要やその反動等による影響
が大きいことを踏まえ、必要な措置について財源も含め総合的に検討
する旨の規定が設けられ、現在、住宅ローン減税や給付金の支給が検
討されています。

４.与信対策
「あのビルダーは、随分と集客ができていて盛況だな」と思っていたら、
実は資金繰りが火の車であった、という事とならないように、ビルダーは、
慎重な財務体質を経営上の重要ポイントとして、捉えていただく事が重
要であると思いますし、また、メーカー（及び建材販売商社）においても、
注意深く与信対策を講じていただきたいと思います。

匠総合法律事務所について
弁護士法人匠総合法律事務所は、平成13年の事務所開設以降、住宅・建築・設計・不動
産・土木の分野における各種法律問題を専門的に取り扱っております。
東京・大阪の二拠点にオフィスがありますが、専門弁護士による「より高度なリーガルサー
ビスを得たい」というニーズや深刻な大規模紛争・複雑化した紛争など、専門弁護士に依頼
せざるを得ない紛争など、北海道から九州まで全国から法律相談が寄せられております。
これまで実績を残して参りました欠陥住宅紛争（建設会社側）のみならず、住宅・建築・設
計・不動産・土木の分野における企業法務、知的財産・ＩＴ、労働問題、倒産・企業再生など
の法律問題を取り扱っております。
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●東京事務所
〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町3-8 第2紀尾井町ビル6階
TEL：０３－５２１２－３９３１
●大阪事務所
〒541-0057
大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-1-6 船場ミッドキューブ607号
TEL：０６－６１８０－６００１
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11月2日はキッチン・バスの日

『事務局からひとこと』

【もうこりた】

常務理事 島崎 喜和

2011.3.11 東日本大震災から2年が過ぎました。
3.11発生当日、キッチン・バス工業会では東京消防庁予防部の司令
補をお迎えし、技術委員会の開催中でした。
その後の東北地区震災の悲惨な状況は、東日本大震災 発生の瞬間
映像集 – YouTube 等で今でも繰り返し放映されております。

震災発生当日から工業会では、会員企業の総力をあげて被災者救済、

東北震災の時に見せた日本人の救援活動の対応について、スティー

仮設住宅建設に対応するキッチンやバスの納入、取付･設置に全力で

ブン・R・コヴィー博士（（Stephen Richards Covey, 1932年10月24日 -

取り組んできました。今でも当時の混乱した状況の中で被災地･被災者

2012年7月16日没）が【日本の皆様へ、とするビデオレター（日本語字

救援に向けて不退転の決意で取り組んだ工業会仮設対応委員会メン

幕版） 】で次のように述べています。忘己利他に通じるものがあります。

バーの顔を鮮やかに思い出します。また、工業会会員各社は引き続き

下記はビデオレターでの要約ですが、是非レターをご確認ください。

様 々 な 東 北 復 興支援に取り組んでおります。感謝する次第です。
福島亘理町の仮設住宅住まいのイチゴ農家が、津波で自宅、畑すべ

【日本の皆様に心よりお見舞い申し上げます。今は嘆きの時ですが、や

てを流され海水で荒れた畑で何とかイチゴ植え付けを再開しようと、ご

がて癒え、そして再建の時がやってきます。多くの人々が危険を冒して

苦労されていたことを思い起こし、東北支援【花は咲くプロジェクト】の歌

まで困っている被災者を助けています。無私無欲、尊厳と不屈の精神、

詞が今でも心に重くのしかかります。

品位ある態度をもって援助の手を差し伸べていた地震と津波の現場、
原子力発電所では職員の皆様の勇気と自己犠牲を伴う数々の行動。
身内の被災も顧みず病院で多くの被災者を救援する医師、看護婦、そ

【叶えたい 夢もあった、変わりたい

ういう人々が日本に大勢いることを私は知っています。

自分もいた、今はただ なつかしい、

誰かからの指示を待つことなく、自発的に黙々と救援活動に乗り出し
た人々の話をいくつとなく耳にしました。これこそが日本のGAMANの精

あの人を 思い出す】

神です。私は深い感銘を覚える次第です。】

工業会でも仮設住宅支援に際して、福島から排水トラップ製造設備回

ところで「もうこりた」ですが、「もう懲りた」ではありません。「忘己利他」

収、その後のユニットバス生産･現地納入設置に見せた関係者の取り組

（もうこりた）です。
「利己的な心、排他的な心、」が席巻する世の中で、「己を忘れて他を

みに最大限の敬意を表します。これから本格的になる東北復興支援は、

利する心」を持つことを説いた天台宗最澄の精神です。「一隅を照らす」

皆様との「深い絆（きづな）」（本来の家畜をつなぎ止める綱の意味から、

（山家学生式・さんげがくしょうしき）にもつながっています。

人と人との結びつき、支え合い、助け合いを指す意味に）で乗り越えて
いきましょう。

人は、 「利他の心」と「利己の心」を併せ持っています。時によって優し
い、思いやりに満ちた利他の心であり、また時によって、自分だけがよ
ければいいという「利己の心」を見せるときもあります。
時と場所、その大事な瞬間に見せる思いやりの心。少しでも「忘己利
他」の心が勝るようにする日頃の配慮が必要ですが、なかなか厳しいで
すね。
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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

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。

『大飯発電所等見学研修合同委員会開催』
キッチン・バス工業会 業務担当部長 田中朋子
6月7日～8日に合同委員会として、関西電力㈱様のご協力のもと、初
日には、福井県にて大飯発電所、原子力運転サポートセンター、翌日に
は、京都にて蹴上発電所と琵琶湖疏水記念館を見学しました。
大飯発電所は、現在、国内で唯一稼動している原子力発電所であり、
ＰＲ館では、原子炉を３分の１の大きさで再現した「３分の１ワールド・原
子力シアター」にて原子力発電のしくみを学びました。その後、発電の
構内で、燃料取扱室やタービン建屋、また中央制御室をガラス越し見
学した他、東日本大震災後に設置された空冷式非常用発電機、水密扉、
また現在工事中の防波堤のかさ上げ等に加え、破砕帯調査の様子を
見学しました。いくつもの安全対策を目のあたりにし、百聞は一見に如
かずとはまさにこのことだと思いました。
原子力運転サポートセンターは、中央制御室をそのまま再現したシ
ミュレータにて、さまざまな運転状況を再現し、原子力発電所の運転要
員の技術向上を図っている場所であり、見学時は、東日本大震災時の
福島第一原子力発電所で発生していた全ての電源が喪失した状況を
再現いただきました。当直課長を経験された所長の説明に現場第一線
を支える強いプロ意識を感じました。
京都の蹴上にては、琵琶湖疏水の役割や歴史などを紹介している琵
琶湖疏水記念館ならびにその疏水を利用した蹴上発電所を見学しまし
た。蹴上発電所は明治２４年に運転開始、百年以上運転しているという
ことを聞き、水力利用の意義、歴史の重みを感じたところです。
２日間の見学研修を通じて、関西電力㈱様の「電力の安全・安定供
給」に対する真摯な姿勢に感じ入り、今後も暮らしに欠かせない電力の
安定供給に取組み続けていただきたいと強く感じました。

↑おおいり館 集合写真

↑大飯発電所

↑原子力運転サポートセンター シミュレータ

↑タービン建屋

＊大飯発電所、原子力運転サポートセンター
については、関西電力㈱ホームページの写真
を使用しました。
↑中央制御室

↑蹴上発電所

↑燃料取扱室 燃料プール

↑ ３分の１ワールド・原子力シアター
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TOPICS！
いろいろな話題をお届けいたします。

新規会員ご紹介
弊会は業務用厨房機器のメーカー様、設備業者様あるいはエネル
ギー会社様など、広く業務用厨房に係わる方がご参加いただいている
団体です。具体的な取り組みといたしましては、厨房設備士という資格
の認定制度をはじめとした人材教育・育成、衛生環境、安全確保への対
応を視野に入れた基準の策定、厨房機器製造業界の実態調査、グリス
除去装置の認定業務、海外視察、「厨房設備機器展」の開催、等でござ
います。
家庭用、業務用の違いこそあれ、衛生、安全等直面する課題は両団
体とも非常に近しいと考えております。
このたびの入会を機により一層の協力体制が構築できればこの上なく
喜ばしいことと存じます。
今後ともよろしくお願いいたします。

一般社団法人 日本厨房工業会
一般社団法人
日本厨房工業会 会長
渡辺 恵一
（株式会社マルゼン 社長）

このたびキッチン・バス工業会様に新会員として参加させていただく事
となりました一般社団法人日本厨房工業会と申します。
私どもは昨年創立５０周年を迎えることができました。半世紀を超える
活動の新たな一歩として入会をさせていただきました。
よろしくお願いいたします。

所在地
東京都港区東麻布1-27-8
http://www.jfea.or.jp/

西部ガス株式会社
西部ガス株式会社
執行役員 住宅エネルギー本部長
藤本 亨

日頃は、皆様には大変お世話になっております。
今年、キッチン・バス工業会様に入会させて頂きました「西部ガス株式
会社」でございます。今後、宜しくお願い致します。
弊社は、九州の都市ガス会社で、福岡市、北九州市、熊本市、長崎
市、佐世保市、島原市のお客さまにガスをお届けしております。
本社は山笠で知られる、福岡市博多区にあり、福岡市地下鉄の「千
代県庁口駅」に直結した建物が本社建物になります。
当社販売店の西部ガスリビングメイトにて、住設機器のお取扱いをさ
せて頂いておりますが、弊社として、住設メーカー各社様とご一緒にお
取り組みさせて頂くことがないかをご相談し、更なる住設機器拡販に
向けて活動させて頂いております。
本年度はこれから、現在募集中の「台所、お風呂の川柳」へのご協
力、2013ウィズガスフェアへの参加により、皆様方とご一緒にお取り組
みをさせて頂きたいと考えております。
今回、この入会を機会に、住設メーカー様と更に幅広い情報交換を
させて頂き、その中でガス会社としてお役に立てること、ガス会社から
ご提案できることを考え、お伝えしていきたいと考えております。
今後、様々な機会で皆様とご一緒させて頂くかと存じますが、至らぬ
所も多々あるかとは思いますが、ご指導賜りますよう宜しくお願い致し
ます。

山笠の時期、本社前に飾られる「飾り山」
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TOPICS！
いろいろな話題をお届けいたします。

『ウィズガスＣＬＵＢ あったかフォトコンテスト入賞決定、
全国親子クッキングコンテスト募集中』
キッチン・バス工業会事務局
ウィズガスＣＬＵＢが主催する「第7回ウィズガス住宅あったかフォトコ
ンテンスト」が昨年11月1日から本年4月16日までを応募期間として開
催されました。3，786作品の応募がありました。その中からリビング、
キッチン、バスルーム、ｍｙスペースの4部門賞が決まり、6/13の「ウィ
ズガスＣＬＵＢシンポジウム」で、グランプリが決定しました。当工業会
より東プレ㈱中島社長様が出席され、プレゼンターをつとめました。

笑顔いっぱい受賞者の皆様（昨年度授賞式）

※詳しくはホームページ（http://www.gas.or.jp/withgasclub/photocon6/）を
ご覧下さい

同じく、ウィズガスＣＬＵＢでは、「食育」活動の一環として「ウィズガス
全国親子クッキングコンテスト」を開催しています。全国の小学生と保護
者を対象として平成１９年から開始し、応募数は年々増加しています（昨
年度は約３万３０００通）。今年度は6月19日から募集を開始しております
ので、小学生のお子様がいらっしゃる方は、是非ご応募下さい！

↓笑顔いっぱい受賞者の皆様（上）・工業会を代表して中島様（下・左端）

【第７回ウィズガス全国親子クッキングコンテスト 概要】
１．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～」
２．参加資格
親（保護者）と子（小学1年生～6年生）の2名1組
３．調理の条件 制限時間60分以内で調理ができるオリジナル料理
４．選考方法
書類審査、実技審査
５．審査基準
おいしさ、わが家ならではの工夫、親子のチーム等
６．スケジュール 募集開始（6月19日・食育の日）⇒書類選考⇒地区
大会（実技審査）⇒全国大会（1月26日・実技審査）
※詳しくはホームページ（http://www.gas.or.jp/shokuiku/）をご覧下さい

餃子が四角

？

←キッチン・バス工業会賞受賞作品

編集
後記

工業会の「見える化」を実現する情報発信の一つとして、会員企業の社員の皆様に工業
会活動の一端をお伝えできればとスタートした「K・B通信」ですが、今回で第5号の発行と
なりました。
毎号編集に携わりながら、その度に多岐にわたる工業会の活動を初めて知っては驚い
たリ感動したりは、まだまだ続いています。
この驚きと感動に加えて、新規会員のご紹介、業界情報など、旬な情報をタイムリーにお
伝えしたく、今号は若干ページ数が増えてしまいましたが、〝読むなら、今でしょう！〟に
て、ご了承いただければ幸いです。
最後に、川柳の締切まで、あと数日！せひ、もうひとひねりを！
阿部（ヤマハリビングテック）

第５号編集委員（50音順）
編集長：東原 徹(ハウステック)
阿部 淑美(ヤマハリビングテック)
井上 知春（ナスラック）
木住野 健(リンナイ)
柴崎 和彦 （クリナップ）
島崎 喜和(事務局)
高木 利一（タカラスタンダード）
田中 佐知子(三菱レイヨン・クリンスイ)
田中 朋子（事務局）
藤田 東一（LIXIL）
松本 賢治（TOTO）

発行日：2013.6.28 / 発行責任者：広報専門委員会 委員長 柴﨑 和彦
「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。
工業会のホームページは情報の宝庫です！

キッチン・バス

Ｅメール：kitchen.bath@nifty.com

検索
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