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↑平成26年度定時総会（5/22）

Message

↑会員各社から運営に協力いただきました

「K・B通信」第7号発行にあたり

いつも工業会の活動にご支援を賜り、誠にありがとうございます。
当工業会は、正会員・賛助会員を合わせて、75社の皆様の参加をいただき、より安全で快適な
キッチンやバスの提供に努めております。
おかげさまで、来年度には工業会創立50周年の節目を迎えるため、50周年記念事業推進委員
会を組織し、記念事業を企画しております。
また、家庭文化のありようを家族で考えるという趣旨で始めた「台所・お風呂の川柳」も、今年で
10回目の募集となり、応募数が増える中で、内閣府・経済産業省・国土交通省からの後援もいた
だき、着実に定着してきたと感じております。
消費税増税後の反動等市況は不透明な様子ですが、今後もキッチンやバスという身近な商材
を通じて、お客様の豊かな生活に貢献できる活動を皆様方と力を合わせて実施したいと考えてお
りますので、なお一層のご協力をお願いいたします。
1

キッチン・バス工業会 副会長
トクラス株式会社
取締役常務執行役員

白川 勝
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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26年度工業会 第1回理事会開催
4月25日（金）にメルパルク東京にて、平成26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、会長人事審議において、
有代副会長（LIXIL）が新会長に選出されました。

また、顧問弁護士の秋野先生から、「納期遅延と損害賠償責任」と題
して、今回の雪害に関連した事例など、有益なお話をいただきました。

１．審議・報告事項
(1) 平成25年度事業報告及び平成26年度事業計画（案）
(2) 平成25年度事業収支決算報告及び平成26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26年度会長人事（案）の件
(5) 特別審議・報告
①50周年記念事業推進の件
②PL関連委員会特別報告
③平成26年度第10回川柳事業の件
④今後の行事日程〈公式行事・委員会開催行事〉
⑤平成26年度総会案内及び懇親ゴルフ会のご案内
⑥その他

２．秋野顧問弁護士との情報交換会

↑理事会の様子

↑理事会の様子

第10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（コラボ）との第10回KB&Gコラボ代表者会議を開催しました。
幡場コラボ会長と渡辺会長のご挨拶の後、キッチン･バス販売増に
向けた様々な活動や、ビルトインコンロ新接続方法に関する検討内容
などについての報告がされました。
最後に竹岡副会長と瀬戸口コラボ副会長による意見表明が行われ
ました。

KB&Gコラボ

↓代表者会議の様子

↓懇親会の様子→

ダミー
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11月2日はキッチン・バスの日

平成26年度工業会 定時総会開催
5月22日（木）に東京丸の内東京會舘にて平成26年度定時総会

定時総会議事

が、右記議事に従い開催されました。

１．審議･報告事項
(1) 平成25年度事業報告及び平成26年度事業計画(案)
(2) 平成25年度事業収支決算報告及び平成26年度事業収支予算(案)
(3) 平成26年度会長人事（案）の件
２．平成26年度会員移動について
３．特別報告
(1)工業会50周年記念事業企画書(案)
(2)平成25年度自主出荷統計概況及びリフォーム統計
(3)平成26年度第10回川柳事業の件
(4)今後の行事日程〈公式行事・委員会開催行事〉
(5)その他
４．秋野顧問弁護士との情報交換会

渡辺会長を議長とし、理事会で選出された有代新会長の人事のほ
か、議事が進行しました。その後、顧問弁護士の秋野先生から、「住宅
関連企業法務」に関して、リフォーム市場への心構えや、震災復興支
援の具体的活動内容などについてご講演いただきました。
総会の席で、4年間、会長として工業会を導いてくださいました渡
辺会長より、会長退任のご挨拶をいただきました。（※渡辺会長、長い
間本当にありがとうございました！ ご挨拶内容は次ページで。）
総会終了後、経済産業省、国土交通省、東京消防庁からご来賓をお
迎えし、会員及び関係団体の代表者の方々ほかの総勢270名を越え
る出席者による懇親パーティーを盛大に開催しました。（※有代新会

【平成26年度事業計画の概要】

長の就任ご挨拶は次ページで。）

↑髙橋日用品室長
（経済産業省）

■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10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
：工事関連マニュアル検討等
・50周年記念事業推進委員会：平成27年の記念事業の推進
・営業企画推進委員会
：営業現場からの情報収集と提案
(3)各種業界課題・緊急課題に対応するための体制の検討
(4)会員拡大策の検討
(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改善（ガス関係業界団体様との協働活動）
(2)キッチン標準設置マニュアル（2版）の公表・啓発と、継続した見直し
◇「浴室分野 の活動」
(1)「入浴剤」に関する業界団体様との技術交流ほか
(2)システムバスの給湯器配管施工法に関するガイドラインの検討
(3)システムバス標準設置マニュアルの公表・啓発、継続した見直し
◇ 「規格基準専門委員会」 キッチン,洗面,浴室 各専門委員会
(1)規格基準(JIS等)改制定検討、内外の関連規格基準調査など
◇「キッチン・洗面、浴室 分野 共通事業」
(1)製品環境アセスメントの推進
(2)関連情報の収集、対応策の検討
■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)工業会設立50年に向けた統計まとめの推進
■ＰＬ関連委員会
(1)関連法案の情報収集と対応
(2)クレーム事例の収集と対応策の検討
(3)取扱説明書等作成要領の改訂
(4)関連他団体との交流を実施
(5)関連機器メーカーとの交流会を実施
■情報化推進委員会
(1)クラウドなど最新技術情報に関する調査・研究とその情報発信
(2)ビジネスイノベーションなどＩＴ戦略に関する調査・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)行政、業界団体、異業種の“情報“増強と、当工業会知見の刷新

↑伊藤住宅生産課長
（国土交通省）

↓乾杯あいさつ 井上副会長

↓中締め 戎本副会長

↓懇親パーティー
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前会長ご挨拶

11月2日はキッチン・バスの日

新会長ご挨拶

平成22年度～25年度

タカラスタンダード株式会社 代表取締役社長 渡辺 岳夫

平成26年度～

株式会社ＬＩＸＩＬグループ 執行役副社長 有代 匡

日頃よりキッチン・バス工業会の活動を支援していただきましてあり

この度は渡辺前会長のあとを引き継ぎ、会長を仰せつかることにな

がとうございます。

りました。皆様方のご協力をいただきながら精一杯頑張っていきます。

さて、本日の総会を持ちまして会長を退き、後任は有代副会長に就

渡辺前会長には、4年間という長きに亘り巧みな舵捌きによって工業

任いただくことが、先の理事会で承認されました。

会を今日まで導いていただきました。多大なる功績に感謝申し上げま

会長を務めた4年間には、リーマンショック後の市場の低迷や東日本

す。

大震災への対応、消費増税対策などがありました。

私は、昭和55年にLIXILの前身の伊奈製陶に入社以来、トイレや洗

任期を無事に終えられるのは、会員各社・委員長をはじめとする各

面器などの衛生陶器の仕事に20年近く携わってきて、その間、インド

委員会・事務局の支援や活動のおかげだと思っています。

ネシアやベトナムなど、海外赴任も何年か経験しました。そして、平成

4年間ありがとうございました。

23年のLIXIL発足時に水回り全般の担当としてキッチン･バスにも関わ

今後は副会長として工業会の活動に尽力してまいります。

るようになりました。

最後になりますが、工業会の財政状況が厳しくなる中、工業会の活

計面等での活動を充実させていきたいと思います。また来年の50周

工業会活動としましては、従来通り6つの委員会の下で技術面や統
動を活発化させるためには、会員を増やすことが重要です。

年という記念すべき年を良い形で迎えられるように頑張っていきたい

会員各社の更なるご協力をお願いします。

と思います。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

ありがとうございました。

これからよろしくお願いします。

4
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11月2日はキッチン・バスの日

平成26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）

1

会 長

2

(株)ＬＩＸＩＬグループ

執行役副社長

有代 匡

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 常務執行役員

戎本 雄二

7

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ズ社

常務 ハウジングシステム事業部長

山田 昌司

9

理 事

積水ホームテクノ(株)

代表取締役社長

森 繁夫

10

理 事

（株）長府製作所

代表取締役社長

橋本 和洋

理 事

東京ガス(株)

常務執行役員 リビング本部
法人営業本部長

青沼 光一

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 桂一

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

島崎 喜和

8

11

計 19名 【内 会長1名、副会長７名、監事2名】

新任役員ご挨拶
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した
ＴＯＴＯの戎本です。
キッチン・バス工業会の使命であります『国民の住生活文化の向
上と住宅産業の振興』に寄与すべく、微力ではございますが精一
杯努めさせていただく所存です。

ＴＯＴＯ株式会社
取締役 常務執行役員
戎本 雄二

住宅設備業界の重大な使命・責務をしっかりと心に留め、会員企
業の皆様とともに活動してまいりたいと存じますので、ご指導・ご支
援を賜りますようお願い申し上げます。

（えびすもと ゆうじ）

5
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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

東プレ株式会社

関西電力株式会社

お客さま本部
省エネルギー企画グループ部長
山本 龍毅

代表取締役社長
大髙 修作

この度、東プレ株式会社の社長に就任いたしました大髙修作でござ
います。当社は、風呂フタ専門メーカーとして半世紀が経ちました。
「快適清潔空間を創造する」をキャッチフレーズにし“フタをデザインす
る“を基本に、浴室メーカー様と共に「家庭の癒しの空間に、安全で環
境に優しい商品」を提供することで、社会に貢献できる企業を目指して
います。
今後も、工業会の皆様と共に少しでも発展に寄与できますよう精一
杯努力いたします。ご指導、ご鞭撻の程宜しくお願いします。

平素は当社事業に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
当社は、電力の安全・安定供給に全力を尽くすとともに、お客さま
の省エネルギーに対する関心やニーズにお応えすべく、住まいの最
適な省エネルギー実現に向けた診断・提案活動にも取組んでおりま
す。
エネルギー事業者としての知見を活かしながらキッチン・バス工業
会さまの発展に貢献すべく精一杯努力してまいりますので、今後とも
何卒よろしくお願い申し上げます。

新日鐵住金ステンレス株式会社

JFEスチール株式会社

薄板営業部長
楠木 孝二郎

ステンレス・特殊鋼営業部長
槇 宏

平素は、キッチン・バス工業会会員各社の皆さまに誠にお世話に
なっておりまして、心より感謝を申し上げます。人間の営みに安息と潤
いを与えてくれるキッチンとバス。その快適性、利便性の向上を図っ
ておられる工業会の活動に敬意を表します。
弊社のモットーは、「ステンレスで社会に貢献する」でございまして、
台所・浴室空間をより豊かなものへと進化させていくことの一翼を担い
たいと存じます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

この度、JFEスチール株式会社ステンレス・特殊鋼営業部長に就任
しました槇宏と申します。素材・原材料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。
会員各社様への安定供給に留まらず、多用なニーズに対応した製
品をご提案出来るよう引き続き技術開発に注力し、今後とも工業会の
発展に向け邁進していく所存です。
今後ともご指導下さいますようお願い申し上げます。

6
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11月2日はキッチン・バスの日

新規会員ご紹介

エレクトロラックスジャパン株式会社

一般社団法人日本ガス協会

代表取締役
長岡 慶一

副会長・専務理事
蟹沢 俊行

本社所在地

：東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルＡ館6Ｆ

所 在 地

：東京都港区虎ノ門1-15-12

支

店

：東京・大阪

正 会 員

：都市ガス事業者207社

工

場

：ドイツ、イタリア、スイス他

主な事業活動：天然ガス普及拡大に向けた取り組みの展開、都市ガ

おもな製造品目：キッチンビルトイン機器（洗濯乾燥機、食器洗い機、

ス事業基盤の整備、その他

電磁調理器、オーブン、ガスクッカー、冷蔵庫、

ホームページ ： http://www.gas.or.jp/

冷凍庫）、家庭用冷凍庫、電子レンジ
ホームページ ： www.aeg-electrolux.jp

平素は、会員各社様には大変お世話になっております。

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「一般社

このたびキッチン・バス工業会様に入会させていただきましたエレク
トロラックス・ジャパン株式会社と申します。

団法人日本ガス協会」と申します。何卒よろしくお願いいたします。
弊協会は、全国207の都市ガス事業者の団体で、一般ガス事業、一

弊社は、スウェーデンに本社を有し世界各地で家庭用・業務用の電
気製品を製造・販売しておりますエレクトロラックス・グループの日本

般ガス事業者の行う大口ガス事業、ガス導管事業の健全な発展を図
るとともに、エネルギーの安定供給と保安の確保および環境問題等へ

国内での販売子会社でございます。
1975年に設立し、3事業部体制のなかでキッチン・バス工業会様と

の対応を通じて、わが国の経済と国民生活の向上に寄与することを目
的としています。

の活動主体であるメジャーアプライアンス事業部では、「ＡＥＧ」と「Ｅｌｅ
ｃｔｒｏｌｕｘ」というブランドのもとシステムキッチン向けビルトイン機器お

2005年から、日本ガス体エネルギー普及促進協議会（通称：コラ
ボ）を通じて「KB&Gコラボ」を結成し、キッチン・バス売ります宣言や

よび一般家電製品の輸入・販売をおこなっています。
とりわけヨーロッパのハイエンド・キッチン市場で磨かれた高品位か

ウィズガスフェアの企画・実施等で相互に支援し合いながらキッチン・
バス工業会様とともに歩んで参りました。「ガスのある暮らし」の具体

つ機能性にあふれる調理機器に代表されるＡＥＧビルトイン機器は長
年にわたり、最高の出来上がりと完成度の高い機器へのこだわりをお

的なシーンの多くはキッチンやバスルームにあります。両団体がこれ
からも今まで以上に結束を強め、様々な取り組みを展開していきたい

持ちの多くのお客様に支持されて参りました。
海外メーカーとして、ヨーロッパ育ちの素晴らしい製品をとおして、業

と考えております。
遅まきながらの入会とはなりますが、これからはキッチン・バス工業

界の発展ならびにより多くのお客様が付加価値の高い食生活・住生活
にご満足いただけるよう微力ながら皆様方とともにお取り組みさせて

会様からの生きた情報提供を最大限活用し、都市ガス事業者としての
総合力を発揮し、お客さまへの最適なエネルギーサービスを提供して

いただきたいと存じます。
皆様のご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

いけるよう、これまで以上に努力して参りたいと存じます。
みなさまのご指導、ご鞭撻の程、お願い申し上げます。

各ガス事業者が「ガ、スマート！」を全国
統一で使用し、お客さまに訴求することで、
ガス体エネルギーの「先進性」やガスのあ
る生活への「期待感」などを醸成すること
を目的としています。

↑日本ガス協会ビルと「ガス燈」
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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

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
社キョーライト」と申します。今後とも何卒よろしくお願いいたします。
弊社は現在、主にキッチン前の不燃塗装化粧板を製造し、住設メー
カー様に納入をさせて頂いております。80年前に伝統産業のまち京都
市で京友禅の型紙屋として創業し、客船フェリーの和柄印刷の不燃内
装材、ついでユニットバスの塗装窯業壁材と時代とともに生産品目を
変えてまいりました。
現在主力は窯業基材にダイレクト印刷と塗装を駆使した色柄が豊富
で上質感のあるキッチンパネルを多くのキッチン・バス工業会会員の
お会社各社のご要望に対応し、オリジナルデザイン化粧板を採用頂い
ております。また最近は床暖房や厨房保温向けフイルムヒーターや住
設機器棚の加飾アクリル板など多品種少ロット生産の印刷技術を活
用し 住設メーカー様のニーズを吸い上げた部材提案でもよろこんで
いただいております。
入会とともにこれからは工業会様での勉強を通じ、デザイン、質感に
こだわった、更に安全安心な部材開発で住設メーカー各社様商品の
魅力向上に貢献すべく精進してまいります。
みなさまのご指導、ご鞭撻の程お願い申し上げます。

株式会社キョーライト
代表取締役社長
佐野 聡伸
本社所在地

：京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町39

支

店

：東京・大阪・福岡

工

場

：京都府亀岡市（建材）、京都市南区（電気回路）

おもな製造品目：内装用不燃化粧板
（キッチンパネル、洗面浴室、船舶・店舗内壁）

電気式フイルムヒーター
（住宅、厨房、介護、鉄道車両向け）

ホームページ ： www.kyolite.co.jp

『初体験！電話インタビュー』
事務局 業務担当部長 田中朋子
今回ご入会いただきましたキョーライト様は、京都に本社・工場を
構える会員様ですが、この京都にあるKBS京都ラジオ局から電話イ
ンタビューのお話をいただきました。この番組は、落語家の桂塩鯛
さんをパーソナリティーにした情報ラジオ番組で毎週土曜日の朝
（午前8時30分～昼12時）に生放送されている 『桂塩鯛のサークル
タウン』 （http://www.kbs-kyoto.co.jp/radio/town/）です。
1992年4月から22年以上続く長寿番組で、地元・京都をはじめ近
畿一円のみなさんからご支持を受けているそうです。
↑インテリア事業部

この番組の中にチャレンジコーナー（午前9時～15分頃）があり、

↓2014 建築・建材展

毎週出演者が、さまざまなジャンルの公募に投稿しておられ、5月
31日（土）の放送では、「次回のチャレンジ」ということで、「第10回
台所・お風呂の川柳」をご紹介いただく運びになった次第です。
数ある公募から、当工業会の「台所・お風呂の川柳」をご紹介いた
だくことは、関西方面からの応募にもつながり、当工業会のPRにも
なりますので、大変嬉しいことです！
当日は午前9時10分頃に電話がつながり、「キッチン・バス工業会
とは？」（歴史、目的など）」、「『台所・お風呂川柳』がはじまったきっ
かけは？」「昨年の応募総数は？」、「どんな感じの作品が良いの
か？（ヒント）」「賞品は？」などについて、電話で約5分間お話させ
ていただきました
ラジオ番組での生出演？は、初めての体験でしたので、電話が
鳴るまで、ドキドキしておりましたが塩鯛師匠の心温まるリードのお
陰で、無事、終了することができ、ホッとしております。
ただ、京都の番組ですので、各地の方に聴いていただくのが難し
く、大変残念でした！
川柳は7月15日に締め切りますので、あと半月ほど・・・
皆様からのご応募、お待ちしております！！
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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

11月2日はキッチン・バスの日

平成26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26年 4月25日（金）

第1回理事会 （実施済み）

・平成26年 5月22日（木）

定時総会

（東京丸の内 東京會舘）

第1回全員懇談会

キッチン・バスの日記念

（実施済み）

（東京丸の内 東京會舘）

（実施済み）

・平成26年 5月23日（金）

懇親ゴルフ会

・平成26年 9月18日（木）

理事会/第2回 全員懇談会

・平成26年 9月19日（金）

懇親ゴルフ会

・平成26年 9月25日（木）

第10回川柳選考会

・平成26年10月10日（金）

第10回川柳入賞作品発表

・平成26年11月 4日（火）

キッチン・バスの日式典/第10回川柳入賞作品表彰式

・平成27年 1月 9日（金）

平成27年 新年賀詞交歓会

・平成27年 4月

平成27年度 第1回理事会

・平成27年 5月21日（木）

平成27年度 定時総会・第1回全員懇談会/創立50周年記念式典

（相模原ゴルフクラブ）

（実施済み）

（京都 リーガロイヤル）

（城陽カントリー倶楽部）
（メルパルク東京）

（東京丸の内 日本工業倶楽部）

（東京丸の内 東京會舘）

（東京丸の内 日本工業倶楽部）

▼関連団体行事

行事内容

・平成26年 4月25日（金）

第10回KB＆Gコラボ代表者会議（理事） （実施済み）

・平成26年 6月12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26年12月11日（木）

あんしん高度化ガス機器普及開発研究会（会長・関係行政・消費者団体）

・平成27年 1月25日（日）

親子クッキングコンテスト全国大会

平成26年度工業会組織図

キッチン・バス賞授与（会長）（大阪）

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、
延約300人のメンバーが日々、精力的に活動しています。

仮設住宅対策専門委員会

委員長会議

川柳事業推進委員会

総務委員会
広報専門委員会

総 会

理事会

監 事

技術委員会

材工課題専門委員会
室内空気環境特別委員会
営業企画推進委員会

調査統計委員会

50周年記念事業推進委員会
キッチン・洗面技術専門委員会

ＰＬ関連委員会

運営諮問会議
（会長・副会長会議）
・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

情報化推進委員会

事務局
消費者関連委員会

浴室技術専門委員会
浴室規格・基準検討専門委員会

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

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
9
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11月2日はキッチン・バスの日

平成26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。

（敬省略）

委 員 会

会 員 名

総務委員会

氏 名

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㈱

高木 利一

副委員長

ＴＯＴＯ㈱

山口 俊也

副委員長

トクラス㈱

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㈱

伊藤 久人

広報専門委員会

委員長

三菱レイヨン・クリンスイ㈱

田中 佐知子

副委員長

ＴＯＴＯ㈱

松本 賢治

副委員長

タカラスタンダード㈱

高木 利一

委員長

㈱ＬＩＸＩＬ

進 博人

副委員長

ＴＯＴＯ㈱

吉良 悟

副委員長

㈱ベルキッチン

新井 貴子

委員長（浴室）

日ポリ化工㈱

須田 義一

副委員長（キッチン）

マイセット㈱

柿沼 武志

委員長

OB（ハウステック）

中山 世一

副委員長

OB（TOTO）

柴山 勲

委員長

㈱ＬＩＸＩＬ

増田 敏文

副委員長

タカラスタンダード㈱

高木 利一

委員長

クリナップ㈱

堀口 淳一

副委員長

㈱ノーリツ

宮原 貞

委員長

パナソニック㈱

木下 敬介

副委員長

クリナップ㈱

菅波 朗

委員長

パナソニック㈱

木下 敬介

副委員長

トクラス㈱

石野 知之

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

東京ガス㈱

渡邊 靖彦

副委員長

タカラスタンダード㈱

笹記 敏広

副委員長

㈱ＬＩＸＩＬ

佐無田 譲

委員長

クリナップ㈱

菅波 朗

副委員長

積水ホームテクノ㈱

山根 誠

副委員長

ＤＩＣ㈱

兼本 道成

副委員長

㈱ＬＩＸＩＬ

野村 泰之

キッチン委員長

タカラスタンダード㈱

笹記 敏広

洗面委員長

ＴＯＴＯ㈱

清水 洋一

浴室委員長

㈱ハウステック

武市 浩明

室内空気環境特別委員会

仮設住宅対策専門委員会

川柳事業推進委員会

材工課題専門委員会

営業企画推進委員会

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

（次ページへ）
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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26年度 工業会正副委員長
（前頁から）

（敬省略）

委 員 会

会 員 名

調査統計委員会

氏 名

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

委員長

ＴＯＴＯ㈱

古谷 直哉

副委員長

㈱ハウステック

岡田 誠

副委員長

㈱ＬＩＸＩＬ

立花 卓寛

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

委員長

㈱ハウステック

渡辺 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

副委員長

パナソニック㈱

谷 聡

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

ＰＬ関連委員会

情報化推進委員会

消費者関連委員会

がんばってます 委員会・WG！
50th 『50周年記念事業の準備状況について』

50周年記念事業推進委員会 委員長 伊藤 久人（トクラス）

平成27年に当工業会の創立50周年を迎えるにあたり、記念式典の
開催、功労会員表彰、記念誌の発刊を柱とした記念事業を企画し、多
角的な検討を重ねてまいりました。半世紀という大きな節目となります
ので、内外に向けてしっかりと当工業会の活動をアピールするイベント
にしていきたいと考えております。
規模の大きい非定期イベントの為、特別会計予算を編成し、会員企
業からの協賛金で事業運営する企画案を取りまとめ、4月の理事会、5
月の総会へ上申、承認を頂くことが出来ました。ご負担をお願いする
会員企業の皆様には、ご理解とご協力を頂きましたこと御礼申し上げ
ます。また、賛助会員の皆様からも一口1万円からの寄付金を募集し
ておりますので、何卒ご協力の程宜しくお願い申し上げます。（7月末
申込締切）
理事会、総会での正式承認を受け、50周年記念誌に寄稿を頂く皆
様には8月末締め切りでの原稿執筆をお願いしております。

40周年記念誌発行以降の2005年からの激動の10年間の足跡を記
録として残すとともに、キッチン・バス業界が果たしてきた社会的役割
や今後の展望などを発信できるよう編集作業を進めてまいりますので、
引き続きご支援頂きますようよろしくお願いいたします。

2015年
キッチン・バス工業会は
創立50周年を迎えます
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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

11月2日はキッチン・バスの日

～「キッチン・バスの日」記念～

川柳 第10回「台所・お風呂の川柳」募集中！

川柳事業推進委員長 中山 世一（顧問）

当工業会にとっては夏の陣ともいえる川柳の募集が、4月15日から
始まりました。来年は当工業会創立50周年ですが、川柳の募集は40
周年記念を機に開始されました。今年は記念すべき10回目です。
すでに何回かの下選も済み、1次選考会で委員一同頭を悩ませてい
る最中です。今年は今のところまだ,、36,046句の応募（6月24日現在）
ですが、これから7月にかけて何万句という応募が予想されます。これ
は例年の事ですから委員一同奮闘の覚悟はできています。
さて、今年の変化点を整理してみますと

１.経済産業省、国土交通省に加えて、内閣府の後援が
得られました。
行政の各方面にもだんだんと支持されてきました。

２.暮らしの防災賞が追加されました。

川柳募集中！

東京消防庁との連携や日ごろの心構えも考えたいと思います。

３.学校からの応募拡大を図りつつあります。

7月15日〆切です

若い人々は将来のキッチン、バス業界の大事なお客様です。
これからも学校からの応募を重視したいと思います。
今年は東京都港区の中学校すべてに応募要項を配布しました。

４.募集要項にQRコードを付しました。
応募の方法を拡大し、さらなる応募を期待しています。
★今後の予定
１次選考会を数回開催
２次選考会

◆ 9月25日
◆ 10月10日

最終選考会
入賞発表（ホームページにて）

◆ 11月4日

表彰式

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

よくある質問ですが、現在では区別はありません。
季語の無い俳句もありますし、季語のある川柳もあります。
（例）

しんしんと肺碧きまで海のたび
（俳句：季語がありません）

切干が煮えるところへ泣きにゆく
（川柳：季語「切干」があります）
但し、俳句と川柳の発生は違っています。
俳句は連歌の第１句目（発句）が独立したもの。
川柳は江戸時代に５・７・５・７・７の７・７の前に付ける句５・７・５を多く
の人から募集したことに始まります。
また、もちろん川柳・俳句の両極端では趣がかなり違っています。
（例）
むーむ 神奈川県

頼むから刺身は皿に盛ってくれ（川柳）
東大寺湯屋の空ゆく落花かな（俳句）
しかし、どちらかというと川柳の方が制約が少なく作りやすいようで

9

回キッチン・
バス大賞

★俳句と川柳の違い

第

嬉しいお便り・・・
「九州にある大分東明高等学校の光法先生から、
『授業題材として楽しく取り組んでいます。
素敵なコンクール主催に感謝します！』
とのお手紙をいただきました！」

キッチンの 音とにおいの 朝が好き

◆ 6月・7月・8月
◆ 8月28日

す。子供からお年寄りまで応募の層は広がっています。
皆様方の奮っての応募をお待ちしています！

12
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調統

11月2日はキッチン・バスの日

『'2013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）

2013年度の出荷統計につきまして概況をお知らせします。
なお、2013年度からシステムキッチン・システムバスのリフォーム率
の統計を始めております。

■キッチン
キッチン総計
システムキッチン
セクショナルキッチン

2013年度台数
1,805,566
1,301,992
503,574

2012年度台数
1,640,571
1,150,367
490,204

前年度比
前年度増減台数
110.1%
+164,995
113.2%
+151,625
102.7%
+13,370

構成比
－

2013年度台数
463,516
397,294
574,488
272,981

2012年度台数
419,554
380,532
517,405
249,266

前年度比
前年度増減台数
110.5%
+43,962
104.4%
+16,762
111.0%
+57,083
109.5%
+23,715

装着率
37.8%
32.4%
46.8%
22.3%

2013年度台数
1,227,942
1,131,436
36,540
42,594
17,372

2012年度台数
1,089,332
995,445
32,454
43,318
18,105

前年度比
前年度増減台数
112.7%
+138,610
113.7%
+135,991
112.6%
+4,086
98.3%
▲724
96.0%
▲733

構成比
－

2013年度台数
1,828,155
725,938
241,258
860,959
1,250,151

2012年度台数
1,654,807
758,476
215,891
680,440
1,099,430

前年度比
前年度増減台数
110.5%
+173,348
95.7%
▲32,538
111.7%
+25,367
126.5%
+180,519
113.7%
+150,721

構成比
－

2013年度台数
1,683,737
1,444,841
849,251
539,062
56,528
238,896
24,527
3,863
48,663
161,843

2012年度台数
1,578,856
1,321,406
754,407
510,419
56,580
257,450
26,758
5,092
59,033
166,567

前年度比
前年度増減台数
106.6%
+104,881
109.3%
+123,435
112.6%
+94,844
105.6%
+28,643
99.9%
▲52
92.8%
▲18,554
91.7%
▲2,231
75.9%
▲1,229
82.4%
▲10,370
97.2%
▲4,724

構成比
－
85.8%
50.4%
32.0%
3.4%
14.2%
1.5%
0.2%
2.9%
9.6%

2013年度着工数 2012年度着工数
987,254
893,002
352,841
316,532
369,993
320,891
259,148
249,660
123,818
123,978
5,272
5,919

前年度比
前年度増減台数
110.6%
+94,252
111.5%
+36,309
115.3%
+49,102
103.8%
+9,488
99.9%
▲160
89.1%
▲647

構成比
－

72.1%
27.9%

■ビルトイン機器
食洗機
ＩＨクッキングヒーター
ガスドロップインコンロ
浄水器総計

■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
ターボファン
プロペラファン
換気フード

92.1%
3.0%
3.5%
1.4%

装着率
76.9%
－
－
－
－

■洗面化粧台
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

39.7%
13.2%
47.1%
68.4%

■浴室
浴室総計
システムバス総計
戸建住宅用
集合住宅用
ホテル・その他
単体浴槽総計
ステンレス
鋳物ホーロー
人大・新素材
樹脂FRP
■新設住宅着工戸数
新設住宅着工戸数（合計）
持家住宅
貸家住宅
分譲住宅
マンション（内数）
給与住宅

13
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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

「リフォームシフトへの移行にあたり気をつけておきたいポイント」
今年からリフォームシフトが進む住宅業界において、気をつけなけれ
ばならない視点がコンプライアンスに対する視点であると考えます。
ポイントは、以下の3点であると考えます。

3.建設業法許可
これまでメーカーは製品製造に注力をして
おり、建設業を行うというビジネスが少かっ
たものと思います。ところが、全国規模の会
社から、メーカーに対して、製品製造だけで
はなく、施工についての依頼も来るケースが
あります。この際に論点となるのが、建設業
法許可です。
建設業法3条1項は「建設業を営もうとする
者は、・・・・この章で定めるところにより・・・・
許可を受けなければならない。」と定めてお
建設工事を請負う事業を営む場合には、建設業法上の建設業許可を
り、
取得することを求めています。
また、建設業法３条１項但し書きは、「政令で定める軽微な建設工事
のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。」と定め、これ
を受けて建設業法施行令第一条の二は、この軽微な建設工事につい
て、「工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあっては千五百万
円に満たない工事又は延べ面積が百五十平方メートルに満たない木
造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあっては五百万円に
満たない工事とする。」と定めています。要するに建築一式工事に該
当すれば1500万円未満の工事は無許可で可能であり、該当しなけれ
ば500万円未満の工事は無許可でできるのです。
1500万円までは、まず材工合計代金が行くことはないと思われま
すが、500万円を超える工事は出てくる可能性がある。そうすると、建
設業の許可を取得しなければならないのか？という疑問が出てきます。
ここにおいて難しいのが、「建築一式工事」業の定義が若干不明確な
のです。
行政庁に問い合わせると、例えば、内装工事プラス管工事というよう
に、二種類以上の建設業が混ざるような工事であれば建築一式工事
に該当すると応える行政庁もあれば、建築一式工事に該当するのは
建築確認が必要となるようなレベルの工事に限られると回答する行政
庁もあります。また、建築一式工事に該当するのは構造体に手を付け
るようなレベルの工事に限られる と回答する行政庁もあります。
このようにバラツキのある回答を前提に、コンプライアンス体制を考
えると、やはりリフォーム工事を手がけて行くにあたっては、一契約単
位で500万円を超えるリフォーム工事を受注する可能性があるのであ
れば、建設業の許可を取得する、という判断となってくるのではないか
と考えます。

１ 顧客対応窓口の強化の必要性
２ 専門家責任に対する意識の必要性
３ 建設業許可取得の要否
以下では、法律相談事例をベースに各テーマにつき解説をさせて頂
きます。
1.施主支給品の使用増加は、
メーカーの顧客対応窓口の強化にて対応
施主支給品をめぐってのトラブルは本当に多い！というのが実感で
す。インターネットで施主が直接、安い住宅設備機器を購入し、取り付
けは、リフォーム業者に依頼するケースもあります。
この際に、責任の所在が不明確となるのです。例えば、水漏れ事故
が起きた場合、リフォーム業者が「施工の不具合はない」として一切、
メンテナンスを実施しない場合、施主へのクレーム対応は、インター
ネット上の販売業者が実施する必要があります。
ところが、顧客対応窓口がしっかりと完備されていない場合、このク
レーム対応が後手、後手となってしまい、大きなクレームへ発展する
ケースもあるのです。
2.専門家責任
新築とリフォームの大きな違いは、リフォームにおいては、建築確認
の手続きが省略されるリフォーム工事が多いという点です。建築確認
の手続きが省略される場合、何をやっても良いのか、というと、そんな
ことはありません。逆に、設計者・施工者の裁量が重視される結果とな
るので、設計者・施工者の法的責任は、より大きくなると考えて頂いた
ほうが良いと思います。
そもそも建築基準関係法令には、一定の設計者裁量が認められる
領域があります。消防法令にも設計者裁量があります。この設計者裁
量の範囲内で施工をしたものは、ひとたび事故（地震による損傷や火
災事故）が起きれば、当該設計をした専門家責任が発生します。
何となく、「実務運用で上手くやれているから、まあ、いいや」という姿
勢には注意が必要です。

２０１４年７月末発刊予定

Ａ５判・２３２頁
予価２，４００円（税別）

好評発売中

菊判・２４４頁
定価２，３００円（税別）

住宅用太陽光発電・
プチソーラーの法律実務

耐震化の法律読本
ー法的リスクを回避するためのＱ＆Ａ８０ー

太陽光発電事業を行うにあたり、独自の法
的リスク・法律問題を把握し、これに備える必
要があります。例えば、再生可能エネルギー
特措法に関する法的リスク、太陽光発電事業
独自の近隣問題や、売電収入シミュレーション
などの説明義務・広告表示などが挙げられま
す。
本書は、住宅用太陽光発電・プチソーラーに
フォーカスして、上記問題を解説した類書を見
ない法律実務書です。

建築士、設計事務所、建設会社を中心に、耐震
化に取り組むさまざまな方に向けて、住宅・建設
業界における専門弁護士集団＝弁護士法人匠総
合法律事務所が、正しい法律の考え方、トラブル
の回避方法について、厳選した８０問を取り上げ、
Ｑ＆Ａ形式で解説しています。
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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』
常務理事 島崎 喜和

「芝 大門地区」首都を守る・裏鬼門

マイナンバー制度？？？

当工業会が入居しているビルの脇には、芝大神宮があり、伊勢神宮

共通番号制度（国民総背番号制・マイナンバー

の内外両宮の祭神を祀ることから、関東における伊勢信仰の中心的

制度）とは、すべての国民に12桁の番号が付番
されるのである。2013年5月24日に国会で「番号

な役割を担い、「関東のお伊勢様」とも尊称される。また、その奥には、

法」及び関連法が成立し、「番号制度」の導入が
決定した。そこで、マイナンバー制度施行に伴う

増上寺がある。どちらも江戸の裏鬼門に当たる場所としてしっかり、首
都を守っている。

工業会各社の事業主の皆様にも対応準備がいよいよ急がれる。
2015年10月頃から番号が書かれた「通知カード」が個人に届く。

第一京浜の大門交差点を新橋方向に進んですぐ左側に参道がある。
鳥居に向かって参道を進む。鳥居は、ここから神域の入り口を表す。

2016年1月（平成28年1月）から、個人番号の利用が順次開始。
民間企業では、法令に定められた手続きにおける番号（個人番号、

本殿に向かっての階段が続く、向かって左脇をすすむ。真ん中は、

法人番号）の利用が求められる。
直ちに番号法で定められた個人番号の利用が義務づけられている

神様の通る道。 拝殿の後ろに東京タワーが見える。
是非、工業会にきたときには、立ち寄りして、拝礼して欲しい。

法定調書を洗い出し、法定調書（帳票）に個人番号、法人番号を記載
する欄を追加する（法廷調書の修正）等々、2016年1月運用開始に向

この芝大神宮は、通称江戸火消し「め組」と相撲取りの喧嘩の場所と
して知られている。歌舞伎でも

け準備が必要。

神明恵和合取組（かみの めぐみ わごうの とりくみ）

（資料提供 NEC 番号事業推進室 提供）

として明治時代から演目として取り上げられた。

次に、各会員（事業主）は、番号利用に向けた準備に入る。
企業の従業員（扶養者含む）は、事業主に通知カードを見せ個人番
号と、政令が定める本人確認書類を提示し、事業主は、社内の従業員
情報（人事データーベースなど）と個人番号を紐付けて登録する作業
が必要。

この制度、法律的には、決まっており、違反すれば厳しい罰則もある
が、まだまだ不明の部分も多くありそうで、
先日情報化推進委員会でNEC番号事業推進室の方々からご説明を
頂いたが、運用に当たっては今後の行政の判断に待つところもあり、
「目的外利用の禁止、提供の求める範囲、本人確認の措置、情報の
安全管理」等について、今後工業会情報化推進委員会（渡辺理一郎
委員長）中心に詰めて頂き、9月の京都・全員懇談会で説明頂く予定
である。また工業会顧問弁護士、匠総合法律事務所の秋野卓生弁護
士にも京都全員懇談会で新たな情報も含め、詳しい情報提供をお願
いしている。
会員の皆様で、不明な点などありましたら事務局にお寄せください。
15

Copyright © JAPAN ASSOCIATION OF KITCHEN & BATH 2014

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。

第9回ウィズガスCLUBシンポジウムが開催されました。
～超高齢・高度省エネ社会における明るく元気な暮らし～
キッチン・バス工業会事務局
6月12日（木）に「超高齢・高度省エネ社会における明るく元気な暮ら
し」をテーマとして、第9回ウィズガスCLUBシンポジウムが東京丸の内

■シンポジウム内容

東京會舘にて開催されました。

① 開会挨拶

明治大学園田教授による基調講演では、「日本のすでに起こった未

② 基調講演

来」というインパクトのある表現で、住宅市場の近未来に関する人口動

「超高齢社会の住まいと住まい方はどうなるか」

態推移から読み取れる状況やそれと連動した市場動向の分析報告と

明治大学 理工学部 建築学科 教授

ともに、段差解消や手すり設置などの機能面だけでなく、音や光、熱と

園田 眞理子氏

③ 特別講演

いった建築環境のバリアフリーも大切である。」との研究報告がありま

「家族一緒は楽しい～家族の愛が育んだエベレスト登頂～」

した。

プロスキーヤー・冒険家

続いて、プロスキーヤーの三浦雄一郎さんによる特別講演では、80

三浦 雄一郎氏

④ トークセッション 「これからの住まいの未来像」

歳という世界最高齢での世界最高峰エベレスト登頂のドキュメント映

・経済産業省 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部

像とともに、ご自身は日常生活では、1.7kgの靴や20kgのザックを背

戸邉 千広氏

燃料電池推進室長

負うなど、むしろバリアを増やしながら過ごされているという驚くべきお

・明治大学 理工学部 建築学科 教授

園田 眞理子氏

ルギー庁の戸邉室長より、住宅に関わるエネルギー事情や各種省エ

・プロスキーヤー・冒険家

三浦 雄一郎氏

ネ施策、HEMSに代表される最近のスマート化の状況などについての

・コーディネーター 雑誌「自遊人」編集長 岩佐 十良氏

話を聞かせていただきました。そして、トークセッションでは、資源エネ

ショート講演をいただいた後、コーディネーターの岩佐編集長（雑誌

⑤ ブルー&グリーンプロジェクトの紹介

「自遊人」）から、各パネリストの講演内容に対して、テーマに沿った詳

⑥ ウィズガスCLUB活動報告

細な質疑がされ、さらに充実したお話を聞くことができました。その他、

⑦ 閉会挨拶

ブルー&グリーンプロジェクト（2006年から始めた省エネ型ガス給湯器
販売台数に応じたベトナムでの植樹活動）やウィズガスCLUBの活動
■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/

報告（ウィズガス全国親子クッキングコンテスト、エネファームパート
ナーズ、暮らし創造研究会など）が行われました。
シンポジウム後の懇親会では、茂木経済産業大臣ほかのご来賓に
よる祝辞で、異口同音に「世界に誇れるエネファーム技術、エネル
ギー基本計画に掲げる2030年に累計530万台」というウィズガスCLUB
への期待のお言葉をいただきました。そして、最後に当工業会の有代
新会長による「頑張ろうニッポン！一本締め」で大きな盛り上がりのう
ちに閉会しました。

↑有代会長の「頑張ろうニッポン！一本締め」

懇親会の様子
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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。

日本発！くらしを支える底力『下水道展’14 大阪』 （7/22～25）
業界交流の一環として工業会が出展！
広報専門委員会 GKP・KB 連携WG 柴崎
キッチン、バス、洗面化粧台がお世話になっている下水道。
「交流を深めて相互理解し、連携していこう！」ということで、
公益社団法人日本下水道協会の広報業務の一部を支援するGKP（下
水道広報プラットホーム）様と連携広報プロジェクトを立ち上げ、今回
出展することになりました。
下水道展開催は今年で27回目。昨年は東京ビックサイトで開催され、
当WGも見学をしました。4日間で登録入場者数は88,645人、夏休み
期間であり子供達が多く訪れ、体験できる「下水道管にものが詰まる
仕組みの模型」は人気がありました。
下水道展’14大阪（開催期間7/22～25）は、GKP様が水廻り製品と
連携してPRすれば、下水道の役割がより深く理解されるという信念と
もいえる熱い思いで開催事務局とかけあっていただき、出展が可能と
なりました。
前回の視察から、子供達が多く訪れることがわかっていたので、工
業会のPRはもちろん、社会科の勉強にも配慮したいと、GKP・KB連携
WGで侃々諤々企画を練り、以下のパネル展示と体験型模型による
PRを行うことにしました。

http://www.gesuidouten.jp/

・台所の発展
・キッチンの排水トラップの進化
・排水トラップの模型
・11/2キッチン・バスの日記念 台所・お風呂の川柳告知

名称

日本発！くらしを支える底力 「下水道展’１４大阪」

会期

2014年7月22日（火）～25日（金）4日間
10：00～17：00（但し初日10：30～、最終日16：00まで）

会場

インテックス大阪1～5号館
大阪市住之江区南港北1-5-102

主催

公益社団法人 日本下水道協会

後援

国土交通省、環境省、経済産業省、文部科学省、全国知事会、
全国市長会、全国町村会、大阪市、日本下水道事業団、
日本経済新聞社、テレビ大阪

協賛

公益財団法人 日本下水道新技術機構など関係61団体

開催前のため、展示の実物を写真で紹介できないのが残念です。

お子様をお持ちの在阪の皆さん、社会科勉強や、川柳で国語勉強の
一端に触れることもできます。是非お時間をつくりご来場ください。

第7号編集委員

今年度も4月の理事会を皮切りに工業会の各行事、活動がスタートしました。

編集長：東原 徹(ハウステック)

「Ｋ・Ｂ通信」を発行する当広報専門委員会でも委員長、副委員長が交代し、新体制で初めて
の発行となりました。4月より広報専門委員会の委員長職にあたらせていただいていますが、知
識、経験とも不足している私が今回任命されたのも、＜女性の視点＞を大事にしよう、と言う工

編集
後記

和彦

業会の意思表示の表れと感じております。最近では男性の意見も大きく取り入れられるキッチン

鈴木 優子(トクラス)
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）
高木 利一（タカラスタンダード）

やお風呂ですが、やはり日常の生活の中で女性の目線や観点で求められている部分はまだ大

田中 佐知子(三菱レイヨン・クリンスイ)

きいのではと思います。会員企業様と生活者の方々が少しでも近づくような広報活動を進めて

藤田 東一（LIXIL）
松本 賢治（TOTO）

行きたいと考えておりますので、お力添えの程どうぞよろしくお願い申し上げます。

小谷 浩和（トヨウラ）

そして、第10回「台所・お風呂の川柳」の締切（7/15）が目前に迫りました！日常の生活風景に
川柳のネタはたくさんあるのでは。個性がキラリと光る一句のご応募、ぜひお待ちしています！
田中 佐知子(三菱レイヨン・クリンスイ)

岡本 英昌（永大産業）
福森 健（積水ホームテクノ）
島崎 喜和(事務局)
田中 朋子（事務局）

発行日：2014.6.30 / 発行責任者：広報専門委員会 委員長 田中 佐知子
「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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