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１．ウィズガスＣＬＵＢとは 
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１．ウィズガスCLUBとは 

ウィズガスＣＬＵＢの設立 

平成18年6月、住宅生産団体連合会、キッチン・バス工業会、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（通称：コラボ）は、人々の豊かで
潤いのある生活を実現していくため、各団体が協力して、住環境の更なる充実・整
備を進めていくことを目的とした「ウィズガスＣＬＵＢ」を設立 

平成１８年６月 ウィズガスＣＬＵＢ結成 

コラボ 
（日本ガス体エネルギー 
普及促進協議会） 

キッチン・バス 
工業会 

日本ガス石油機器 
工業会 

住宅生産団体 
連合会 
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社会貢献 
食育活動等を通じた 

社会への貢献 
 

 

情報発信 
広く生活者に向けた 

情報の発信 

 

環境貢献 
省エネの推進 

ＣＯ2削減 

政策提言 
豊かで潤いのある住まい 

・暮らし方の提案 
 

 ｢豊かで潤いのある生活｣の実現に向けて 

１．ウィズガスCLUBとは 

ウィズガスＣＬＵＢ ４つの活動の柱 
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名称 一般社団法人 

住宅生産団体連合会 

キッチン・バス 

工業会 

一般社団法人 

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） 

創立 平成４年 昭和４０年 昭和３６年 平成１７年 

会長 樋口 武男 

大和ハウス工業㈱ 

代表取締役会長兼CEO 

有代 匡  

㈱ＬＩＸＩＬ 

取締役 

副社長執行役員 

川上 康男 

㈱長府製作所 

代表取締役会長 

幡場 松彦 

東京ガス㈱ 

代表取締役 

副社長執行役員 

所属 

団体 

・ 

会社等 

(一社)プレハブ建築協会 
(一社)全国中小建築工事業団体連合会 

(一社)日本ツーバイフォー建築協会 

(一財)住宅生産振興財団 
(一社)全国住宅産業協会 

(一社)日本木造住宅産業協会 
(一社)リビングアメニティ協会 
(一社)新都市ハウジング協会 
(一社)輸入住宅産業協会  

計９団体 

企業会員２３社 

賛助会員１３団体 

総計４５団体・社 

キッチン・バスメーカー 

及び住宅設備機器・部
材・部品メーカー、並び
にエネルギー事業者等 

 

理事・正会員２４社 

賛助会員５１社・団体 

計 ７５社・団体 

ガス・石油機器及び 

関連部品の製造及び販
売会社、並びに賛助会
員 

 

正 会 員１００社 

賛助会員 ６社・団体 

計 １０６社・団体 

(一社)日本ガス協会 

日本LPガス団体協議会 

(一社)日本コミュニ 

   ティーガス協会 

 

計３団体 

１．ウィズガスCLUBとは 

ウィズガスＣＬＵＢの構成 
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実施内容 
主催/ 
協賛等 

目的・概要 

 
 
 
 
主な 
活動 

ウィズガスCLUB 
シンポジウム 

主催 ・ウィズガスCLUB構成団体への情報発信 
・会員団体・企業、関係省庁等との交流 

全国親子クッキング 
コンテスト 

主催 ・食育活動を通じた社会への貢献 
・「炎による調理」の文化継承・発展 

ブルー＆グリーン 
プロジェクト 

協賛 ・環境貢献活動（植樹活動） 
・高効率給湯器（エコジョーズ、エコウィル、エネファーム）の普及 
 推進 
 

 
 
関連 
する 
活動 
(※) 

エネファーム パー
トナーズ 

・省エネ、省CO2に貢献できる家庭用燃料電池「エネファーム」の普
及拡大 

・住宅業界、エネファーム製造業界、エネルギー業界が業界の枠を超
えて一致団結 

暮らし創造研究会 ・暮らしにおける①健康・快適、②安全・安心、③省エネ・CO2削減 
 を推進するための適切な設備と暮らし方を研究 
・研究成果の発信及び上記設備と暮らし方の普及推進 
 

１．ウィズガスCLUBとは 

ウィズガスＣＬＵＢの活動概要 

※ウィズガスCLUBの構成団体が参画している活動 
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   ２．ウィズガスＣＬＵＢの主な活動 
    （1）ウィズガスＣＬＵＢシンポジウム 
    （2）ウィズガス全国親子クッキングコンテスト 
    （3）ブルー＆グリーンプロジェクト 
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２．ウィズガスCLUBの主な活動 

（1）ウィズガスCLUBシンポジウム 

○豊かで潤いのある住まいや暮らしの実現を目指して、 
 時節に応じたテーマ設定のもと、情報発信・提言を実施 

テーマ 

第1回 豊かで潤いのある住環境を目指して 

第2回 快適でエコな暮らしを目指して 

第3回 これからの環境と住まい 

第4回 明るく元気なウィズガスライフ 

第5回 ウィズガスライフ エコな暮らしの未来予想図 

第6回 今だからウィズガスライフにできること ～ウィズガスライフで築く家族の絆～ 

第7回 ～安心、そして快適な暮らしを～ スマートウィズガスライフ 

第8回 スマートな暮らし「ウィズガスライフ」 ～安全・安心、健康・快適で省エネな暮らし～ 

第9回 超高齢・高度省エネ社会における明るく元気な暮らし 
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２．ウィズガスCLUBの主な活動 

（2）ウィズガス全国親子クッキングコンテスト 

○食育・火育の普及推進を目的に2007年より実施 
○2013年度（第７回大会）は36,356組の応募 
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２．ウィズガスCLUBの主な活動 

（2）ウィズガス全国親子クッキングコンテスト 

○ウィズガスCLUB構成団体が一致団結して大会を運営 

プレゼンター： 
住宅生産団体連合会・山本運営委員長 

プレゼンター：キッチン・バス工業会・有代会長 

プレゼンター： 
日本ガス体エネルギー普及促進協議会・広瀬会長（当時） 

プレゼンター： 
日本ガス石油機器工業会・川上会長 

グランプリ 
（ウィズガスCLUB賞） 

準グランプリ 
（住宅生産団体連合会賞） 

準グランプリ 
（日本ガス石油機器工業会賞） 

準グランプリ 
（キッチン・バス工業会賞） 
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学校法人服部学園理事長、服部栄養専門学校校長、医学博士 

服部 幸應 

料理研究家 

土井 善晴 

全国小学校家庭科教育研究会会長 

曽我部 多美 

審査員 

前回大会に引き続き、服部審査委員長に曽我部先生、地元大阪出身・土井先生にて審査いただきます 

＜審査委員長＞ ＜審査委員＞ ＜審査委員＞ 

２．ウィズガスCLUBの主な活動 

（2）ウィズガス全国親子クッキングコンテスト 

■全国大会   ・2015年1月25日（日） 
        ・会場 大阪ガス新施設「ハグミュージアム」 
        ・各地区決勝大会から選出された上位チームが全国大会 
         （大阪）へ集結。競技の上、グランプリを決定します。 
 
■応募開始   ・2014年6月19日（木） 
        ・同日に記者発表会を実施予定 
        ・会場 東京ガス関連施設 「スタジオ プラスジー ギンザ」  
 
 
 

全国大会会場イメージ 

（大阪ガス新情報発信拠点「ハグ・ミュージアム」） 

第8回大会概要 
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２．ウィズガスCLUBの主な活動 

（3）ブルー＆グリーンプロジェクトへの協賛 

○省エネ型高効率ガス給湯・暖房機（エコジョーズ・エコウィル・エネファーム） 
 の普及促進（合計380万台） →国内におけるCO2削減 
○ベトナムにおける植樹活動（380万本）の支援 →海外におけるCO2吸収 
○平成26年4月から、国内植樹活動支援スタート 
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      ３．関連する活動のご紹介 
       （1）エネファーム パートナーズ 
       （2）暮らし創造研究会 
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住宅関連
業界 

エネルギー
業界 

エネファーム 
製造業界 

事務局 ： 日本ガス体エネルギー普及促進協議会（コラボ） 

３．関連する活動のご紹介 

（1）エネファーム パートナーズ 

ウィズガスCLUB構成団体としては、 
住宅生産団体連合会、 
キッチン・バス工業会が会員。 
日本ガス体エネルギー普及促進 
協議会が事務局を務めています。 

協力団体： コージェネ財団 
 燃料電池実用化推進協議会 
 燃料電池普及促進協会（FCA） 
 ベターリビング      

2009年に世界で初めて発売され、省エネ・省CO２に貢献できる「エネファーム」。 
より一層普及させるために、住宅業界、エネファーム製造業界、エネルギー業界が 
“業界の枠”を超えて一致団結し、2013年5月に任意団体『エネファーム パートナーズ』
は設立されました。 
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【団体】 ６団体 
1 キッチン・バス工業会 
2 一般社団法人住宅生産団体連合会 
3 独立行政法人都市再生機構 

4 一般社団法人日本建設業連合会 

5 一般社団法人日本木造住宅産業協会 

6 一般社団法人不動産協会 

【住宅関連事業者】 ２６社 
1 旭化成ホームズ株式会社 

2 株式会社大林組 

3 鹿島建設株式会社 

4 近鉄不動産株式会社 

5 清水建設株式会社 

6 スウェーデンハウス株式会社 

7 住友不動産株式会社 

8 住友林業株式会社 

9 積水化学工業株式会社 

10 積水ハウス株式会社 

11 大成建設株式会社 

12 大成建設ハウジング株式会社 

13 大和ハウス工業株式会社 

14 株式会社竹中工務店 

15 東急不動産株式会社 

16 東京建物株式会社 

17 トヨタホーム株式会社 

18 野村不動産株式会社 

19 株式会社長谷工コーポレーション 

20 パナホーム株式会社 

21 株式会社桧家住宅三栄 

22 ミサワホーム株式会社 

23 三井不動産レジデンシャル株式会社 

24 三井ホーム株式会社 

25 三菱地所レジデンス株式会社 

26 株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム 

※それぞれ五十音順 

３．関連する活動のご紹介 （1）エネファーム パートナーズ 

会員一覧 
【都市ガス事業者】 ７６社 
1 青森ガス株式会社 36 塩釜ガス株式会社 71 北海道ガス株式会社 

2 足利ガス株式会社 37 四国ガス株式会社 72 水島ガス株式会社 

3 厚木瓦斯株式会社 38 静岡ガス株式会社 73 宮崎瓦斯株式会社 

4 石巻ガス株式会社 39 新発田ガス株式会社 74 山形ガス株式会社 

5 出水ガス株式会社 40 松栄ガス株式会社 75 山口合同ガス株式会社 

6 犬山ガス株式会社 41 上越市ガス水道局 76 鷲宮ガス株式会社 

7 入間ガス株式会社 42 白根ガス株式会社 

8 上野都市ガス株式会社 43 新宮ガス株式会社 

9 越後天然ガス株式会社 44 仙台市ガス局 

10 越前エネライン株式会社 45 大東ガス株式会社 

11 青梅ガス株式会社 46 大和ガス株式会社 

12 大分瓦斯株式会社 47 千葉ガス株式会社 

13 大垣ガス株式会社 48 中部ガス株式会社 

14 大阪ガス株式会社 49 津島ガス株式会社 

15 大多喜ガス株式会社 50 東海ガス株式会社 

16 大牟田ガス株式会社 51 東京ガス株式会社 

17 岡山ガス株式会社 52 東彩ガス株式会社 

18 沖縄ガス株式会社 53 東部ガス株式会社 

19 角栄ガス株式会社 54 東邦ガス株式会社 

20 柏崎市ガス水道局 55 鳥栖ガス株式会社 

21 金沢市企業局 56 栃木ガス株式会社 

22 蒲原ガス株式会社 57 豊岡エネルギー株式会社 

23 唐津瓦斯株式会社 58 名張近鉄ガス株式会社 

24 河内長野ガス株式会社 59 日本海ガス株式会社 

25 九州ガス株式会社 60 日本ガス株式会社 

26 桐生ガス株式会社 61 秦野ガス株式会社 

27 京葉瓦斯株式会社 62 八戸ガス株式会社 

28 気仙沼市ガス水道部 63 東日本ガス株式会社 

29 甲賀協同ガス株式会社 64 広島ガス株式会社 

30 国分隼人ガス株式会社 65 福井市企業局 

31 小松ガス株式会社 66 福島ガス株式会社 

32 西部ガス株式会社 67 福山ガス株式会社 

33 佐賀ガス株式会社 68 武州ガス株式会社 

34 幸手都市ガス株式会社 69 武陽ガス株式会社 

35 佐渡ガス株式会社 70 北陸ガス株式会社 

【ｴﾈﾙｷﾞｰ機器製造事業者】１３社 
1 アイシン精機株式会社 

2 株式会社ガスター 

3 京セラ株式会社 

4 JX日鉱日石エネルギー株式会社 

5 株式会社長府製作所 

6 株式会社東芝 

7 東芝燃料電池システム株式会社 

8 日本特殊陶業株式会社 

9 株式会社ノーリツ 

10 パナソニック株式会社 

11 株式会社パロマ 

12 本田技研工業株式会社 

13 リンナイ株式会社 

【ＬＰガス事業者】 ９社 
1 アストモスエネルギー株式会社 

2 岩谷産業株式会社 

3 ENEOSグローブ株式会社 

4 興栄燃料株式会社 

5 株式会社サイサン 

6 シナネン株式会社 

7 株式会社ジャパンガスエナジー 

8 日ノ丸産業株式会社 

9 フジオックス株式会社 

132団体・事業者 
（2014年5月末現在） 

【その他関連事業者】 ２社 
1 新和産業株式会社 

2 住商メタレックス株式会社 
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３．関連する活動のご紹介 （1）エネファーム パートナーズ 

エネファーム普及のメリット 

  

  

  

  

 
○ 民生部門の省エネ・省CO2化 

○ 分散型電源による節電・ピー
クカット  

○ 産業育成・経済活性化 

国・政府 部品/システムメーカ 

○ 日本の最先端技術を駆
使した世界初の商品 

○ 家庭用燃料電池のグロー
バル展開による事業の更
なる拡大 

住宅関連事業者 

○ 快適性とともに、省エネ・省CO2を
実現できる高付加価値住宅の提供 

○ 住宅リフォーム獲得に向けた新たな
商材としての活用 

エンドユーザー 

○ 家庭でのCO2削減や光熱費の削減 

○ 家庭の電力使用量の一部をまかな
い、無理なく節電できる 

○ 停電時の非常用電源としても活用 

ガス事業者 

○ 環境性に優れる都市ガ
ス・ＬＰガスを、より効率的
に利用する設備の提供 

○ 省エネ・省CO2への貢献 
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３．関連する活動のご紹介 （1）エネファーム パートナーズ 

エネファームの累積普及台数イメージ 

本格普及期 

累
積
普
及
台
数 

2009 11 10 12 13 14 15 2020 2030 （年度） （年） 

補助金交付状況 
（ＦＣＡ集計） 

0.3万台   1.0万台  
1.9万台  

3.8万台  
7.2万台  

本格普及期直前 
の重要期間 

導入期 ５３０万台 

日本再興戦略 

エネルギー 
基本計画 

１４０万台 

日本再興戦略 

エネルギー 
基本計画 

累積１０万台 

突破見込み 
▼ 

2014年度 
年間導入目標 

５万台 
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超高齢社会、高度省エネ社会への移行を見据え、暮らしにおける 

  ①健康・快適  ②安全・安心  ③省エネ・ＣＯ２削減 

を推進するための適切な設備と暮らし方を研究し、成果を発信すると
ともに当該設備と暮らし方の普及推進を図る 

住まい手の視点で暮らしにおけるニーズを捉え、①～③の 
観点で整理し、ニーズを充足するための暮らし方を創造する 

３．関連する活動のご紹介  

（2）暮らし創造研究会 

「豊かで潤いのある生活の実現」を目指すウィズガスCLUBの基本理念とほぼ一致 
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第１回暮らし創造研究会　メンバー表

＜メンバー＞

社名、団体名 役　　職 備　　　考

（一財）建築環境・省エネルギー機構 理事長 村上　周三 様 暮らし創造研究会 幹事

（株）住環境計画研究所 代表取締役会長 中上　英俊 様 暮らし創造研究会 幹事

（一財）ベターリビング 理事長 那珂　正 様 暮らし創造研究会 幹事

（地独法）東京都健康長寿医療センター 副所長 髙橋　龍太郎 様 効果・効能研究部会  主査

東京都市大学 都市生活学部教授　学部長 坊垣　和明 様 暮らしの意識・行動研究部会  主査

明治大学 理工学部建築学科教授 園田　眞理子 様 超高齢社会の居住環境研究部会  主査

（一社）住宅生産団体連合会 専務理事 小田　広昭 様

（一社）不動産協会 副理事長専務理事 小澤　敬市 様

（一社）ＪＢＮ 会長 青木　宏之 様 （株） 青木工務店　取締役会長 

（一社）リビングアメニティ協会 専務理事 居谷　献弥 様

（一社）高齢者住宅推進機構 事務局長 堀井　真美子 様

キッチン・バス工業会 会長 渡辺　岳夫 様 タカラスタンダード（株） 代表取締役社長

副会長（ガス代表） 國井　総一郎 様 （株）ノーリツ　代表取締役社長

副会長 内藤　弘康 様 リンナイ（株）　代表取締役社長

会長 広瀬　道明 様 東京ガス（株） 代表取締役副社長執行役員

副会長 瀬戸口　哲夫 様 大阪ガス（株） 取締役常務執行役員

副会長  石野　雅義 様 コスモ石油ガス（株） 代表取締役社長

副会長 遠藤　祐司 様 （株）サンワ 代表取締役会長

副会長 田中　宏昌 様 東京ガスエネルギー（株） 代表取締役社長

代表者会議委員 丹羽　慎治 様 東邦ガス（株） 常務執行役員

代表者会議委員 野島　通信 様 西部ガス（株） 代表取締役副社長執行役員

事務局 岸野　寛 （一社）日本ガス協会　業務部長

＜オブザーバー＞

社名、団体名 役　　職 備　　　考

公益社団法人日本消費生活アドバイザー･コンサルタント協会 衣生活部会代表 佐藤　寿美 様

厚生労働省　老健局　高齢者支援課 課長 髙橋　謙司 様

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　省エネルギー対策課 課長 福田　敦史 様

国土交通省　住宅局　住宅生産課 課長 伊藤　明子 様

国土交通省　住宅局　安心居住推進課 課長 瀬良　智機 様

環境省　地球環境局地球温暖化対策課 課長 和田　篤也 様

(建制順)

（一社）日本ガス石油機器工業会

氏　　名

氏　　名

日本ガス体エネルギー普及促進協議会（コラボ）

３．関連する活動のご紹介 （2）暮らし創造研究会 
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暮らし創造研究会 

＜効果・効能研究部会＞ 
主査：東京都健康長寿医療センター・高橋龍太郎副所長 

＜暮らしの意識・行動研究部会＞ 
主査：東京都市大学・坊垣和明教授 

＜超高齢社会の居住環境研究部会＞ 
主査：明治大学・園田眞理子教授 

暮らし創造研究会 
運営会議 

一般財団法人 
ベターリビング 

省エネルギー行動 
研究会 

一般社団法人 
高齢者住宅推進機構  

連携 

連携 

連携 

（検討中） 

 住宅関連団体 
 設備・機器関連団体 
 コラボ（日本ガス体エネルギー普及促進協議会） 

スマートウェルネス 
住宅研究開発委員会 

３．関連する活動のご紹介 （2）暮らし創造研究会 

運営体制 
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主査： 東京都健康長寿医療センター 高橋龍太郎副所長 

＜活動方針＞ 

床暖房、浴室暖房機等の設備に対し、使い方・暮らし方
も加味して、住宅内での急激な温度環境変化による健康
被害や事故の防止、健康維持に資する効果・効能につい
て研究する。 

３．関連する活動のご紹介 （2）暮らし創造研究会 

①効果・効能研究部会 

断熱性能や気密性能が悪い既築集合住宅を断熱改修した際の
浴室暖房や暖房方式によるNEB（Non Energy Benefit）効果とEB
（Energy Benefit）効果の定量化を研究 

●断熱改修部位例 
 主居室、浴室 
 脱衣室等 
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＜活動方針＞ 

「健康・快適、安全・安心であり、省エネ・ＣＯ２削減にもつ
ながる暮らし方」を促す方策を、心理学・教育学・経済学
等の最新の知見も取り込み研究する。 

３．関連する活動のご紹介 （2）暮らし創造研究会 

②暮らしの意識・行動研究部会 

主査：東京都市大学・坊垣和明教授 

出所：省エネルギー行動研究会シンポジウム 
「省エネルギー行動への期待」㈱住環境計画研究所 

効果的な省エネルギー行動促進策の検討（案） 

○省エネ行動促進に効果的なセグメント指標と、 

 社会規範と両立可能な経済的インセンティブ 

○省エネ行動の促進・抑制要因を分析するシミュレーション手法 

○日本型省エネルギー行動教育プログラム 

○多様化したライフスタイルに合った設備の選び方・使い方 

効果的な省エネ行動促進策に基づいた実証試験 
により、省エネ効果の分析・検証を行う 
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＜活動方針＞ 

超高齢社会において、高齢者が安心して健康・快適に
暮らせる居住環境や子育て世代などと世代交流して活
発に自立して生活するコミュニティの研究を行う。 

３．関連する活動のご紹介 （2）暮らし創造研究会 

③超高齢社会の居住環境研究部会 

主査：明治大学・園田眞理子教授 

【住戸部分】 
自宅で自立して高齢期を過ごすためのリフォームガイドライン作成と、ガイドラインに沿ったリフォーム推進 
 
【街区部分】 
「高齢者安心居住」、「子育て支援」、「多世代によるコミュニティ形成」、「エネルギーセキュリティ」をテーマ
にしたスマートウェルネス拠点の検討 

◆スマートウェルネス拠点案イメージ 

平常時 
 温浴施設、健康カフェ、エネルギー管理室、各種教室 
 などのスペース 
災害時 
 災害時利用浴室、炊き出し拠点、行政連絡窓口、など 

◆高齢者の身体能力に適した 
 リフォーム設計基準の作成 
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今後ともご支援・ご協力のほど、 
よろしくお願い申し上げます。 

ウィズガスCLUBは、「住宅」「キッチン・バス」「ガス機
器」「ガス体エネルギー」が連携して住まい手のニー
ズを満たす暮らしを創造することで、超高齢・高度
省エネ社会における「快適・健康」、 「安全・安心」、
「省エネ・省CO2」の実現に貢献して参ります。 
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コラボ 
（日本ガス体エネルギー 
普及促進協議会） 

キッチン・バス 
工業会 

日本ガス石油機器 
工業会 

住宅生産団体 
連合会 


