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第７１回通常総会 ５月１８日（火曜日）開催 (予定) 

 

令和３年の新年度を迎え、偏に組合員･賛助会員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

ご支援ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。 

昨年は、当組合創立７０周年を迎えた記念すべき年でありましたが、新型コロナウィルス

感染拡大は、社会、経済に多大な影響を与え、創立７０周年記念式典の開催もやむなく中

止させていただくことになりました。感染拡大防止策、ワクチン接種等により将来的には

この混乱は収束すると見込まれますが、現状では引き続き収束の目途が見通せない状況が

続くと思われます。 

このような状況ではございますが、下記の通り通常総会を開催予定いたしおります。 

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７１回通常総会 開催要領（予定） 

１．日 時  令和３年５月１８日（火曜日） 

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７１回通常総会   午後３時～４時 

・講演会        午後４時～５時 

      講師  （未定） 

・懇親会      （未定） 

 

※新型コロナウィルス感染拡大防止の対応 

 例年は、通常総会、講演会に引き続いて懇親会を開催いたしておりますが、新型コロナ

ウィルス感染症の拡大防止に向けた行政からの取組み要請があり、このような状況から

懇親会の例年通りの開催は難しくなっており、中止とする可能性があります。 

いつもの形を変えての開催の可否を検討しておりますが、皆様にはこの現状をご理解く

ださいますようよろしくお願いいたします。 



情報交流会、環境保全部会 合同部会 
 

３月２４日（水）第４０回情報交流会・第３５回環境保全部会が合同にて、大阪府教育会

館たかつガーデン「オリーブ」（大阪市天王寺区）において４１名の出席で開催されました。 

 

講演① テーマ「連携事業継続力強化計画の策定について」 

講師 独）中小企業基盤整備機構 近畿本部  

中小企業支援アドバイザー・事業承継コーディネーター 

                    風谷昌彦 氏 

 １．災害リスクの現状と事業継続計画 

  自然災害の要因について説明があり、阪神淡路大震災で大きな 

被害を受けたことから 2005 年事業継続計画（ＢＣＰ）のガイ 

ドラインが発行された。ＢＣＰとは、企業が災害などの緊急 

事態に遭遇した場合に早期復旧を可能とするために、平常時の活動や緊急時の対応を

取り決めておくことであって、あらかじめ減災対策を進めると同時に、緊急時の対処

の方策について検討を重ね日頃から継続的に訓練しておくことが必要で、被害を小さ

く、事業の早期再開、事業の維持拡大を推進するものである。 

  最近の地震、台風、大雨による自然災害について、平成 30 年 7 月豪雨、台風 21 号等

の被災によって受けた被害の内容として、出勤不可、売上の減少、事業上の損害等々

が大きなウェイトとなっている。また、新型コロナウィルス感染症による個々の企業

での影響について、人員に関すること、建物・設備に関すること、資金繰りに関する

こと、情報に関することについて説明がありました。災害に関する調査でＢＣＰ策定

のメリットとして、重要業務とは何か見直す機会になった、社内レイアウト・動線の

見直しなど設備配置、機能改善などを挙げられました。 

 ２．災害の想定と事前準備の重要性 

  災害の発生時には、限りある人員や資機材の範囲内でその会社の事業を継続させなけ

ればならない。そのため優先的に製造や販売する商品・サービス（重要商品、一般的

に中核事業）をあらかじめ取り決めておく必要がある。 

  中小企業においてＢＣＰを策定しない理由として、策定に必要なスキル・ノウハウが

ない、策定する人材を確保できない、書類作りで終わってしまい実践的に使える計画

になっていないが、上位になっていると説明がありました。 

 ３．事業継続力強化計画の意義と概要 

  事業継続力強化計画とは、中小企業が自社の災害リスクを認識し、防災・減災対策の

第一歩として、将来的に行う災害対策などを記載する計画で、国が認定する。 

  計画の認定を受けると、認定企業への支援策（優遇制度）を活用できる。 

  この計画の特徴は、従来のＢＣＰより簡易で作成の手引きを見て自分で書けることが

でき、計画は単独型と連携型の２種類で効果的な計画を作りやすいことである。 

  申請書を作成するにあたり、以下の５つのステップについて 

   1. 事業継続力強化計画の目的の検討 2. 災害時のリスクの確認・認識  3. 初動

対応の検討  4. ヒト、モノ、カネ、情報への対応  5. 平時の推進体制 

  実例をまじえて詳しく説明され、続いて策定のメリットについても話がありました。 

４．連携事業継続力強化計画の概要 

 連携事業継続力強化における連携の態様について、強化計画連携型の具体例を詳しく

説明し、強化計画の申請書を作成するにあたり、５つのステップについて詳しい説明

があり、策定のメリットについて、単独型も加えて話がありました。 



講演② テーマ「株式会社東邦 １００年の歩みとこれから」 

    講師  株式会社東邦   代表取締役社長    西本武司 氏 

 

 １．会社概要 

  創業は、1920 年（会社設立 1949 年）資本金 3600 万円 社員 61 名 

  洗濯洗剤などの日用品及びヘアケア・スキンケア化粧品、医薬部外品の製造販売を業 

  内容としている。 

２．東邦１００年の歩み 

 ・1920 年 初代社長創業 品質にこだわるものづくり 

 ・1957 年 ウタマロ石けん生産開始 

 ・1964 年 2 代目社長就任 合成洗剤の発展と環境問題 

 ・1979 年 琵琶湖富栄養化問題に対峙 無リン洗剤開発 

 ・1988 年 3 代目社長就任 化粧品への新た挑戦 

 ・1990 年 株式会社東邦へ改名 ＣＩリニューアル 

 ・2008 年 西本武司入社 新時代に通用する独自性の追求 

 ・2009 年 ウタマロ石けん パッケージリニューアル 

 ・2012 年 ウタマロ液体シリーズ３品発売 

 ・2018 年 4 代目社長（西本武司）就任 

 ・2020 年 創業１００周年 

 創業より年を追ってその時々の取組みについて、時代にほんろうされ流れに沿ったも 

 のづくりを行ってきたと紹介がありました。 

 ３．１０年間の経営改革について 

  ・会社を整理する 

    人、物、金の無駄をなくす……営業活動に注力 

    将来性のある商品とない商品を選別する……商品数１/３にまで絞る 

  ・会社をデザインする 

    当方のコアコンピタンスを考える……ウタマロ石けん中心に会社を改革 

    ＣＩのリニューアル……よりよい石けんのかたち 社名につける 

    会社を象徴する顔となる部分は綺麗に……名刺・ＨＰ きれいに整える 

  ・会社を伸ばす 

    自社商品を強化する……狭く深い販促活動を重視 

    社外の最先端を積極的に導入する……社外のプロフェショナルを積極的に導入 

 ４．東邦のこれから 

  ・人口減、採用が難しくなる中での優秀な人材の確保 

  ・新たな価値を市場に提案し続ける 

  ・海外展開を見据えた会社作りとブランド作り 

 東邦のこれからの取組みについて詳しく紹介されて、締めくくられました。 

 

組合員だより 

担当者変更 

・ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社 

  令和３年１月１日付 荒井正博 氏  

ケアケミカル事業部 大阪グループ 大阪グループマネジャー （前任 黒田喜良 氏） 



２０２０年度（１～１２月）石鹸･洗剤の年間販売統計概要 
（資料：経済産業省鉱工業動態統計室） 

経済産業省鉱工業動態統計室が発表した 2020 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 103％ 販売金額 前年比 105％と共に前年を上回って推移しました。 

石鹸では、浴用固形石鹸は数量、金額共に 106％と伸長、高単価商材の展開や衛生・清潔意

識の高まりで着実に数字を積み上げました。手洗用液体石鹸は、数量 164％金額 169％とコ

ロナ禍で衛生意識が高まり急伸、市場拡大を果たしました。 

洗顔・ボディ用身体洗浄剤は、数量 98％金額 100％で大型新製品が市場に登場しなかった

影響もあり、数量では微減だったものの金額では前年並みとなっています。 

合成洗剤では、洗濯用は合計で数量 95％金額 97％と共に前年比マイナスになりました。粉

末洗剤は数量 86％金額 87％と前年より大きく落ち込みました。液体洗剤は数量 97％金額

100％で数量では前年を下回りましたが、金額では前年並みで推移しました。2019 年 10 月

の消費増税前の駆け込み需要の反動の影響が年初まであり、ほぼ前年並みの着地となって

います。「台所用」は、数量 107％金額 101％「住宅・家具用」は、数量 107％金額 108％と

ともにコロナ禍の影響もあって、伸びが顕著となり市場拡大を実現しました。。 

柔軟仕上げ剤は、市場では踊り場を迎えていると言えますが、中でも高価格品は安定伸長を

続けており、香りの上質化の一方で、無臭ニーズを捉えた商品の伸びも続いています。 

 

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 ２日 組合事務所 

決算理事会 ４月 ９日 大阪府教育会館 たかつガーデン「牡丹」 

石鹸部会 (講演会) ４月１３日 大阪府教育会館 たかつガーデン「コスモス」 

近畿石鹸ゴルフ会 ５月１３日 六甲カントリー倶楽部 

第７１回通常総会 ５月１８日 シェラトン都ホテル大阪 

理事会 ６月１８日 場所未定 

(日本石鹸洗剤工業組合) 

決算理事会 ４月２１日 伊東温泉湯の庭 

第６２回通常総会 ５月２８日 東京証券会館 

 

品  目 販売数 (ﾄﾝ) 販売金額 (百万円) 
前年比（％） 

数量 金額 

身体洗浄剤         

 浴用固形石鹸 39,093 24,770 106 106 

 手洗用液体石鹸 164,682 61,850 164 169 

 洗顔・ボディ用身体洗浄剤 142,462 75,921 98 100 

計 346,237 162,541 122 119 

合成洗剤（洗濯用）         

 粉末 126,929 30,574 86 87 

 液体（中性） 426,006 111,417 99 101 

液体（中性以外のもの） 189,969 51,719 91 96 

         計 742,904 193,710 95 97 

合成洗剤（台所用） 235,130 65,042 107 101 

合成洗剤（住宅・家具用） 132,504 40,171 107 108 

柔軟仕上げ剤 356,220 106,240 95 96 


