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第７２回通常総会 ５月１８日（水曜日）開催 (予定) 

 

令和４年の新年度を迎え、偏に組合員･賛助会員並びに関係各位の皆様方のご協力の賜もの

と感謝するとともに厚くお礼を申し上げます。 

今後とも組合の運営並びに業界の発展のため尽力いたしたいと存じますので、より一層の

ご支援ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

新型コロナウィルス感染拡大は今年で３年目となり、社会、経済に多大な影響を与えてお

り、当組合運営に関しても通常総会の２年続けての縮小しての開催や組合行事 特に部会活

動(講演会、工場見学会)の中止せざるを得ない状況が続いており、ご期待に添えず誠に申

し訳なく存じております。感染拡大は第６波となり、現状では引き続き収束の目途が見通

せない状況が続いております。 

このような状況ではございますが、下記の通り通常総会の開催を予定いたしております。 

正式のご案内は追って発送させていただきますので、何卒よろしくお願いいたします。 

 

記 

第７２回通常総会 開催要領（予定） 

１．日 時  令和４年５月１８日（水曜日） 

２．場 所  シェラトン都ホテル大阪（大阪市天王寺区上本町 6－1－55） 

３．次 第   

・第７２回通常総会   午後３時～４時 

・講演会        午後４時～５時 

・懇親会        （未定） 

 

 

※新型コロナウィルス感染拡大防止の対応 

 当日は感染対策を十分実施するとともに、間隔を空け着席可能な会場で、皆様をお待ち

申し上げておりますが、開催時期近くでの社会情勢等を踏まえ改めて中止(又は延期)と

させていただく可能性がございますので、ご理解ご了承の程 併せてお願い申し上げます。 



第４２回情報交流会   

第３６回環境保全部会   合同部会 開催中止 
 

３月１６日(水)開催予定で準備を進めてまいりました第４２回情報交流会（会長 西本義

治）と第３６回環境保全部会（部会長 中野裕司）との合同部会(講演会)は、新型コロナ オ

ミクロン株が今年に入り感染が急拡大して、大阪府においても「まん延防止等重点措置を

実施すべき区域」として公示され３月２１日までの延長、３回目のワクチン接種は進行し

ているものの収束の見通せない状況から、中止させていただきました。 

前回開催中止(令和３年９月１５日)の内容で、講演会を計画いたしておりましたが、参加

される皆様の健康と安全を最優先に考えた措置となりますので、ご理解賜りますようお願

いいたします。 

 

 

第２回石鹸部会 開催中止 

 

石鹸部会（部会長 奥中泰征）では、第２回石鹸部会(講演会)を２月１６日(水)大阪府教育

会館たかつガーデンで開催準備を進めてきましたが、昨年末には収束の兆しが見えたよう

であった新型コロナウィルス感染症が今年に入り急拡大となり、「まん延防止等重点措置を

実施すべき区域」として公示され、感染拡大防止と収束時期が見通せない状況から中止さ

せていただきました。コロナ感染拡大が落ち着いた時期を見て再度開催を計画いたしたく

考えておりますので、ご参加くださいますようお願いいたします。 

尚、当日お願いいたしておりました講演会 講師は、株式会社石鹸新報社 代表取締役社長  

由上 優 様で、次回も講演をお願いいたしております。 

 

 

 

新加入 賛助会員の紹介 

 

 

 

 

株式会社赤玉化学は、令和４年１月より新賛助会員となられました。 

 

株式会社 赤玉化学 

 〒830-0073  福岡県久留米市大善寺町宮本 1457 

          TEL 0942－27－2408  FAX 0942－27－2158 

           

代 表 者   赤司 宗朗 氏 

担 当 者   赤司 宗一  氏  

業  種   洗剤製造業 

会社設立   昭和 24 年 8 月 

資 本 金   1000 万円 

主たる製品  洗剤、クレンザー 



令和３年度（１－１２月）石鹸･洗剤の年間販売統計概要 
 

経済産業省鉱工業動態統計室が発表した令和３年１－１２月の石鹸･合成洗剤等洗浄剤の総計

は、販売数量 前年比 100％ 販売金額 前年比 99％と販売数量は横ばい 販売金額は微減で

推移しました。 

コロナ禍での衛生・清潔意識の高まりで、着実に数字を積み上げ急伸 市場拡大の特需が発

生した品目では反動減で数字を落としていますが、コロナ禍前の前々年同期比では販売数

量で 102％ 販売金額で 105％となっており、拡大傾向が見られます。 

身体洗浄剤合計は、販売数量で前年比 79％ 販売金額で 84％となっており、石鹸では、浴

用固形石鹸は数量 85％ 金額 86％ 手洗用液体石鹸は、数量 57％ 金額 61％と前年同期比で

大きな落ち込みとなっていますが、コロナ禍による特需の反動減が出た結果です。 

合成洗剤は、合計で販売数量 105％ 販売金額 103％とコロナ禍が長期化する中で、自宅時

間の増加を捉えた巣ごもり需要で伸長した市場が構築された感がうかがえます。 

洗濯用合成洗剤は、数量 103％ 金額 103％と前年を上回っています。台所用洗剤は、在宅

時間の増加が寄与して食器用洗剤の需要は拡大し、市場は伸長しました。住宅・家具用洗

剤は、コロナ禍での在宅時間の増加から掃除用品全般の需要拡大となり、日々の快適さを

高めた新製品の展開もあって、堅調な動きとなっています。 

新型コロナウィルス感染拡大が長期化する中、昨年需要が拡大した衛生関連品は今年もな

お高い水準ですが、市場は落ち着きを見せて多くの品目で反動減が出ました。 

一方で、自宅時間の増加を捉えた巣ごもり需要はコロナ禍が長期化する中で今年も勢いが続いて

います。 

（資料：経済産業省鉱工業動態統計室） 

 

 

品  目 
販売数  

(ﾄﾝ) 

販売金額 

 (百万円) 

前年比（％） 前々年比（％） 

数量 金額 数量 金額 

身体洗浄剤           

 浴用固形石鹸 33,249 21,263 85 86 90 91 

 手洗用液体石鹸 94,258 37,707 57 61 94 103 

 洗顔・ボディ用身体洗浄剤 145,987 77,272 104 102 101 101 

計 273,494 136,242 79 84 97 100 

合成洗剤           

洗濯用  粉末 118,900 28,519 94 93 80 81 

〃    液体（中性） 437,532 119,227 102 107 109 121 

〃   液体（中性以外） 212,513 52,302 112 101 91 81 

  洗濯用 計 768,945 200,048 103 103 98 101 

台所用 253,851 65,239 100 100 107 101 

住宅・家具用 139,141 42,779 105 107 112 114 

        計 1,164,937 308,066 105 103 102 103 

柔軟仕上げ剤 329,651 120,065 110 113 88 109 

       

洗浄剤等 合計 2,248,341 651,115 100 99 102 105 



組合行事予定 
 

(近畿石鹸洗剤工業協同組合) 

決算監事会 ４月 ４日 (月) 組合事務所 

決算理事会（役員会） ４月 ８日 (金) 大阪府教育会館 たかつガーデン 

    

第７２回通常総会 ５月１８日 (水) シェラトン都ホテル大阪 

理事会 ６月１７日 (金) 場所未定 

 

(日本石鹸洗剤工業組合) 

決算理事会 ４月２６日 (火) 伊東温泉 湯の庭 

第６３回通常総会 ５月２６日 (木) 東京証券会館 

 

 

組合員だより 

人事異動 

・第一化工株式会社 

  令和４年１月より新しい経営体制となり、役員に異動がありました。 

                               （敬称 略） 

   代表取締役社長   小西淳文（昇任） 経営全般・製造・総務管掌 

   取締役 営業部長  中井孝至（新任） 営業・生産管理管掌 

   取締役 技術部長  東田雅嗣（新任） 技術・品質管掌（管理責任者） 

   監査役 （会長）  小西敏文（新任）  

   監査役       松岡敦男 

   相談役       三木茂生    （前 代表取締役社長） 

 

  

事務局より    ホームページ活用のお願い 

 

令和３年５月開設 

         URL      https://www.kinkisekken.jp 

         組合員ページ パスワード  soapmember 

 

組合員ページ（パスワードが必要）には、年間活動予定、事務局からの案内、行政からの

情報、部会活動記録、組合だより等 随時掲載しています。 

当組合ホームページの「行政情報」は、近畿経済産業局、大阪府、大阪府中央会等よりの

大阪関連情報が多くなりますので、東京からの情報として日本石鹸洗剤工業組合(日工組)

の「行政情報」と合わせて活用していただくことで、より多くの情報取得ができます。 

 

ホームページ開設当初より令和４年３月末までの掲載件数 

 年間活動予定（随時掲載）   事務局からの案内  ５件 

 行政情報    ７２件    部会活動記録    ５件 

 組合だより    ９件 


