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新年のご挨拶    理事長  奥中泰征 

 

新年あけましておめでとうございます。 

令和 5 年を迎えるにあたり謹んで新春のお慶びを申し上げます。 

令和 2 年の年初に始まった「コロナ禍」は変異株の流行による 

感染拡大と収束を 8 回繰り返しながら早くも丸 3 年が経過し、4 年目に突入しています。 

今や新型コロナウイルスの重症化率や死亡率は季節性インフルエンザよりも低いといわれ

ているにもかかわらず、なかなか出口の見えない「コロナ禍」にうんざりしている方も多

いのではないかと思います。長引くコロナ禍の中において原材料価格は高騰の一途をたど

りメーカーあるいは業界を苦しめてきました。さらに昨年 2 月末に始まったロシアによる

ウクライナ侵攻によって原材料やエネルギー価格はさらに大幅上昇。急激な円安も相まっ

て私どもは 100 年に 1 度ともいえる極めて厳しい経済環境の渦中に立たされていると言っ

ても過言ではないと思います。 

コロナ禍における過去 3 年間、明確な根拠が示されないまま同じような議論が繰り返され、

なかなか有効な対策を打つことができず、偏った補助金政策ばかりがはびこるコロナ対策

の議論を見るにつけ、既得権益や前例主義に縛られた政府・行政の主導による脱コロナは

なかなか前に進まないと感じています。しかしながら海外からの入国制限が緩和されて外

国人訪日客が目に見えて増加するなど、ようやく明るい兆しが見えてきた部分もあります。

各企業、特に中小企業にとって非常に厳しい経済環境ではありますが、「コロナ後」はもう

すぐそこまで来ていると信じて、目の前にある課題をひとつずつ克服し、この 100 年に一

度の危機的状況を克服していかなければならないと考えます。 

近畿石鹸洗剤工業協同組合は令和 5 年も健康で健やかな生活の必需品である石鹸洗剤の安

定供給を守るべく、加盟各社がそれぞれの力を発揮し、互いに切磋琢磨しながら協力すべ

きは協力しつつ消費者の皆様のご要望に全力で取り組む所存です。 

令和 5 年こそは脱コロナを果たし、SDGｓやカーボンニュートラルなど、昨今産業に求め

られている課題にしっかり取り組み、コロナ禍で傷ついた経済の回復に向けて確実に一歩

を踏み出す 1 年にできればと思います。令和 5 年も皆様の叱咤激励ご指導ご鞭撻をお願い

しつつ、脱コロナと、当業界および業界各社のますますのご繁栄、関係各位のご健勝を祈

念申し上げます。



2023 年度 日用品化粧品業界年詞交歓会  

 

近畿石鹸洗剤工業協同組合・大阪府化粧品日用品卸組合・株式会社石鹸新報社 共催による

「2023 年度 日用品化粧品業界年詞交歓会」が、３年振りに令和５年１月５日(木)大阪新阪

急ホテル２階紫の間(大阪市北区)において、２６１名が参加して開催されました。 

新型コロナの感染状況を見ながら、人数制限等の対策を取り入れての開催実施となりまし

た。本会は、近畿に限らず全国の石鹸洗剤・日用品・化粧品業界の製販両者及び関連業者

が一堂に会する交歓会となっています。 

当組合からは、組合員・賛助会員合わせて１７社３８名の参加が有りました。 

 

 

令和４年度  大阪府知事表彰（商工関係者）  

 

大阪府では、商工業の振興発展に功績のあった優良商工関係者（団体役員及び従業員）の

表彰が令和５年２月１３日(月) 午後２時 大阪中央公会堂(大阪市北区中之島)で行われます。 

本年度の知事表彰受彰者は次のとおりです。 

（敬称省略させていただきます） 

団体役員表彰  

 

  理事  奥山  吉昭  （株式会社ニイタカ  代表取締役社長）  

 

従業員表彰  

                 

株式会社コスモビューティー 

中條   明   矢野  貴史   近藤  拓也    

渕上  敦司   柴山  明彦   塚田   綾   

石川  裕志   黒須  健一郎   東   緩奈  

脇坂   豊  森   慶大  石坂  海渡  

徳井  未来  千島  香織  助川   桜  

 

 

組合各部会の活動計画 

 

１２月９日の理事会で令和５年度の各部会の活動日程が決まりました。  

石鹸部会  講演会  ２月２２日 (水 ) たかつガーデン  

環境保全部会  
講演会  

(情報交流会との合同部会 )  
３月１６日 (木 )   〃  

技術部会  講演会  ７月  未定  
大阪産業技術研究所  

    森之宮センター 

情報交流会  
講演会  

(環境部会との合同部会 )  
３月１６日 (木 ) たかつガーデン  

 〃  講演会  ９月１３日 (水 )   〃  

  

技術部会、環境保全部会の工場見学会については、新型コロナの感染状況と

見学先の受入体制を見て検討いたします。  



組合行事予定 

 

≪近畿石鹸洗剤工業協同組合≫ 

石鹸部会      講演会 ２月２２日 (水) 大阪府教育会館 たかつガーデン 

情報･環境 合同部会 講演会 ３月１６日 (木) 大阪府教育会館 たかつガーデン 

決算監事会 ４月 ５日 (水) 組合事務所 

決算理事会 ４月１０日 (金) 場所未定 

 

第７３回 通常総会       ５月１７日(水曜日) シェラトン都ホテル大阪  
 

 

≪日本石鹸洗剤工業組合≫      

新春懇親会 １月２４日 (火) 東京証券会館 

決算理事会 ４月２６日 (水) 伊東温泉「湯の庭」 

第 64 回通常総会 ５月２４日 (水) 東京証券会館 

 

 

 

組合員だより 

 

訃 報 

 イシダフーズ株式会社  

顧問     谷垣 幸次郎 氏 

 令和４年１０月２４日 逝去されました。 

         謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

  代表取締役社長には、東 桂子 氏が就任されています。 

 

 

 

 

 

最近の話題 

「今年の漢字」発表 2022 年は『戦』 

  一年の世相を漢字一文字で表す「今年の漢字」が令和４年１２月１２日京都・清水寺 

で発表され、2022 年は『戦』に決まりました。 

  京都・清水寺の舞台の上で、毎年発表される「今年の漢字」。日本漢字協会が漢字への 

興味・関心を持ってもらおうと行っているもので、2022 年で 28 回目を迎えます。 

「今年の漢字」は『戦』で、ロシアのウクライナ侵攻により、「戦」争の恐ろしさを目 

の当たりにした一年で、円安・物価高による生活上での「戦」い、スポーツでの熱「戦」・ 

挑「戦」も注目された、としています。 



令和４年度（１～１０月） 石鹸･洗剤の中間販売統計概要 

 

経済産業省鉱工業動態統計室発表の令和４年１～１０月の洗浄剤等製品販売統計は、販売数

量 前年同期比 100％ 販売金額 前年同期比 103％と、前年を上回っています。 

コロナ禍で一気に需要が拡大した品目では、翌年にその反動が表れる状況となりましたが、

2022年はその反動が落ち着き、安定した動きとなっています。 

身体洗浄剤合計は、数量で前年比 106％ 金額で 104％となっており、石鹸では、浴用固形

は数量 99％ 金額 99％と前年並みで、手洗用液体は数量 106％ 金額 102％と前年同期比で

上回り、安定した動きとなっています。洗顔・ボディ用身体洗浄剤は数量 107％ 金額 105％

と年初から前年プラスを継続しており、数量の伸びが金額を牽引する形で市場が拡大して

います。 

合成洗剤は、合計で数量 99％と微減。金額は 104％と伸びていますが、洗濯用液体合計で

数量 98％ 金額 107％と数量と金額の差が大きい傾向が強まっており、これは単価アップ

が進展している様子がうかがえます。台所用洗剤、住宅・家具用洗剤は、コロナ禍で在宅

時間の増加から需要拡大して堅調な動きが続いています。 

新型コロナウイルス感染拡大が長期継続する中、需要が拡大した衛生関連品は高水準です

が、市場は落ち着きを見せています。 

 

令和４年１～１０月洗浄剤等の製品販売統計     （経済産業省鉱工業動態統計室） 

品   目 販売量 
   (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 ２６，５４３ １６，９７９ ９９ ９９ ８０ ８２ 

手洗用液体石鹸 ８３，８８３ ３２，２３９ １０６ １０２ ６４ ６５ 

洗顔･ボディ用身体洗浄剤 １５０，３６１ １２７，３９５ １０７ １０５ １０６ １０５ 

計 ２６０，７８７ １７６，６１３ １０６ １０４ ８５ ９２ 

 
合 

成 

洗 

剤 
 

 
 

 
洗 

濯 

用 

粉末 ７９，３６７ １９，３８４ ８０ ８１ ７６ ７７ 

液体（中性） ３５９，７７６ １０６，８８９ １００ １０９ １００ １１４ 

液体（中性以外のもの） １６７，２７２ ４３，９４４ ９５ １０１ １０９ １０４ 

計 ６０６, ４１５ １７０，２１７ ９５ １０３ ９８ １０６ 

台所用 ２２５，９２１ ５９，４０４ １０８ １１０ １０８ １１０ 

住宅・家具用 １１１，２１４ ３４，０４６ ９９ ９９ １０３ １０４ 

   計 ９４３, ５５０ ２６３，６６７ ９９ １０４ １０１ １０６ 

柔軟仕上げ剤 ３３４，２４４ ９９，９４４ １０２ １００ １１３ １１３ 

       

洗浄剤等      合計 １８５９，８７０ ５５０，７１８ １００ １０３ １００ １０１ 

 

 

 

事務局より   本年もよろしくお願い申し上げます 
    

コロナ禍が収まり、通常の組合活動ができることを願い、組合員・

賛助会員の皆様のお役に立つよう頑張ってまいりますので、ご支援 

賜りますようお願い申し上げます。 

                  事務局  氏田忠夫・東浦純子 


