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時の視点

集荷業の現況
集荷部長 坂田 秀一郎
昨今の古紙事情は、中国の景気拡大に救われる形で

広報部活動方針

広報部長 清水 弘允

事業部活動方針
事業部副部長 朝倉 行彦

８号になりましたので、我々の広報誌は実に４１年以

広報誌は年６回発行されます。今回の暑中号が２４

いては組合員そのものの発展に繋がるものとなっており、

上の長きにわたり発行されている事になります。

事業部の業務内容は主として組合員のサポート、ひ
樫原部長、坂内副部長、山口副部長、朝倉の四名で運
現在は、保険事業、高速カード、ガソリンカード、講

ここまで続けられた先輩の努力を振り返る時、現広

紙メーカーの競合にもいつも翻弄されて、古紙業界は

習会、許認可等の取得、新年会・納涼会の運営等を、

広報誌の中身を見ると、二つに大別出来ると思いま

営されております。

舵の無い船に乗っている様で安心して商売が出来ない。

行っております。 なかでも今年度は、講習会の開催、

す。一つは事務的な連絡事項で、支部活動、各種会議

需給のバランスがとれている格好となっている。 又、製

海外輸出は不意に取引が断絶する恐ろしさも持ち合

許認可等の取得へ
の支援に重点を置き、積極的に推進

催事等のお知らせ、そして古紙価格などのお知らせで

報部メンバーとしては、その歴史を汚さないよう頑張

わせている。その様な状況下であるが、直納部はある

して行く予定です。

集荷部の中でも、色々考え方や意見の食い違いがあり、

る。

現に今年３月末には１３社が廃業を余儀なくされてい

いるのが現状で、非常に疲弊している。

式その他、法外な価格の提示があり、戦々恐々として

我々集荷はと云うと、産廃業者や無償リサイクル方

くお願い致します。また、異業種からの参入も多く差

録はいまだ少なく、是非、この機会に善処して頂きた

員の登録はほぼ完了しておりますが、集荷組合員の登

上の申し込みがありました。これにおいては直納組合

会議室で説明会を開催いたしますが、定員（２７名）
以

環境局の担当者に来ていただいて７月７日（
金）
に組合

また、『廃棄物再生事業者登録』に関しては東京都

なければと構えてしまい筆が進みません。ある程度、

き慣れないと確かに億劫です。ちゃんとした文章にし

自分の経験でも分るのですが、文章というものは書

つまり、なかなか原稿が集まらないのです。

報部にとって腕の見せ所のはずですが、苦戦しています。

員に原稿を書いてもらう形の誌面作りです。これが広

す。 もう一つは、組合員参加と言いましょうか、組合

らなければいけないと、自然に力が入ってきます。

程度の採算が取れている。

集荷部のあり方が問われている。いずれにしても集荷

書き慣れると、へんな構えがなくなり、それ程億劫に
のです。

思わなくなりますが、その境をなかなか越えられない

別化の一つと成ると思います。
ご提案等については積極的にご連絡頂けますようお待

事業部は諸々のサポートに努めて行く所存ですので、

の人達が組合費を毎月払って、これでいいんだと納得し
て頂ける様、頑張って行く所存である。
近々製本工組との会合もあると思うが、会合では集

っしゃいます。古紙業界での経験は勿論の事、他業界で

「
私の履歴書」
についても、書いて欲しい方は沢山いら
また、組合の発展、組合員のサポートとしてお手伝

の経験をされた方々からもお話を聞かせて欲しいと思

ちしております。
いしたいと思っていますが、皆様のご協力が無くては発

います。古紙業界の常識が他業界での非常識のような

荷の実情を良く説明したいと考えている。 兎に角、こ
自分のお得意先には実情を良く説明して、利潤の確保

展は望めませんので、ご理解の上、今後とも宜しくお

の苦境を自分自身で乗り切る事も大切である。
をしていかねば、結局お得意様にも迷惑が掛かるのだ

例は、沢山あると思います。なかなか自分で文章にす

る決心が付かないようでしたら声を掛けてください。

願い申し上げます。

在の古紙価格では採算が取れない事は相手方が良く

口述筆記でも構いません。自薦他薦も問いません。

から、毎月そんなにべら棒な請求さえしなければ、現
知っていると思う次第である。

是非ご一報ください。

まれている訳ではなく、満遍なく読まれていることが

調査をした事があります。その結果は、特定箇所が読
なり、殆んどのメーカーさんの在庫はゼロの状態になっ

製品値上げが発表された事から、一時的にパニックに

家庭紙の製品状況は後ほど説明があるが、大手物の

ーさんが活用していただくなどして、今後も続けてい

ンなご意見を伺ったり、我々が持っている情報をメーカ

を掛けてしまう。 今後はこのような会合でザックバラ

合いきれないような事が入ってくると、色々とご迷惑

皆さんとは長年一緒にやってきているが、他から付き

分りました。長年発行されているだけあり、その辺は

た。 大手さんの値上げは８月から９月になると思う

ければよいと思っている。これからは益々厳しい状況と

ないと思っている。

此方の予想を超え、組合員である読者はバランスの取

が、我々の方も本当に再生産可能な価格になるようよ

なっていくと思われるので、ご協力の程宜しくお願いし

以前、広報誌の何処が読まれているか、アンケート

れた読み方をされていました。
う、取り組んでいきたいと思っている。

ましたように、組合の窓口となり、広報誌以外でも業

けであってはいけないと思います。総会の資料にも書き

をしながら、皆さんも安心して取引が出来るような体

場見学等も計画している。これから色々な形で勉強会

今、我々は勉強会を行っているが、大分製紙さんの工

古紙全般について（
近藤勝副理事長より）

古紙市況

しかし何時までも、広報部の仕事が広報誌の発行だ

界紙との付き合い、組合ホームページの活用など時代

制にしていきたいと考えているので、ご協力の程宜しく

たい。

の変化に対応し、組合活動の情報発信源として、また
お願いしたい。

で、在庫率が９．１％となっている。在庫率の１０％割

仕入が対前年同月比で１０６．２％、出荷１０３．２％

関東商組３２社の統計では、５月末主要三品合計で

スポークスマンとして、他業務部と連携した活動をして
行きたいと思います。ご協力の程、宜しくお願いいたし

近藤 勝副理事長〔
東京都製紙原料協同組合〕

れは２００２年１１月以来であり、一桁台の低い水準と

静岡県紙業協会家庭紙部会との

していただいたが、ここにきて大手さんも値上げに踏み

古紙物の製品市況については、前回の２月の会合でお話

候が続いた割には集荷はまずまずであったが、行政回

６％、段ボール１０４．７％ということで、５月に悪天

品種別の仕入では、新聞が１０８．２％、雑誌１０６．

ます。

皆川理事長が来られなくなったので、急遽だが替わ

三団体懇談会を開催

切り、段階的に着々と実ってきていると感じている。

収が一層進展しているのも一因であり、チラシの混入

なっている。

〔
平成１８年６月２３日（
金）
午後２時３０分～〕

製品市況の立て直しについては我々も応援するので、

量も増えてきている。

りにご挨拶させていただく。

於）
富士工業技術センター大研修室

是非とも頑張っていただきたい。

静岡県製紙原料商業組合６名

東京都製紙原料協同組合７名、

と思っているので宜しくお願いしたい。

カーさんには支払条件の改善を引き続きお願いしたい

カーさんときちっとした情報交換を行い、また、メー

我々も品質面で難しい紙が増えてきているので、メー

家庭紙原料について（
宍戸隆家庭紙委員長より）

続いている。

なっており、問屋の在庫は昨年同様殆んど無い状態が

（
対前年同期比１１４．７％）
と前年を上回る出荷量と

輸出の方は今年１～４月累計で１，２２５，３７３トン

出席者： 静岡県紙業協会家庭紙部会２０名、

計３３名（
内事務局３名含む）

鈴木清久理事長〔
静岡県製紙原料商業組合〕

三団体代表挨拶

にカバーされたが、価格的には一部の地域では仕入価

６月に入れば発生が少しは持ち直すかと思っていたが、

で例年減少するが、今年も悪かった。

発生状況だが、産業古紙全般の５月はＧＷという事

時々ではあるが、勉強会等で集まった時の話題の中

格が上がっている。しかし、従来のように余るというこ

相変わらず少なく皆さんの感じでは前年対比で１５％

古紙市況は、昨年は中国に大幅に向けられて量的

で原料供給が厳しいとの話を聞くが、これからは皆さ

とは無くなり、価格的にも最近は落ち着いてきている。

井出純一部会長〔
静岡県紙業協会家庭紙部会〕

んともっと連絡を取り合って、親密にしていかねばなら
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くらい減っているようである。その原因は大手の製本・
印刷工場の内製化が進み、下請けにあまり出さなく
なったことから、市中の工場の仕事量が減少している。
また、大手からの発生は行き先が決まっていて、ロット

と思っている。
ＯＡ古紙について（
高橋弘明委員より）
オフイス古紙の発生状況は先ほど説明があったよう

かれたが、一部上がったところも、また戻るのではない

かと絶えず心配していた。

そんな中で王子さんが休み明けの５月２３日に新聞発

表を行ったので、我々も困っていたので良かったと思って

いたが、安いうちに買っておこうということから仮需を

テレビや新聞等で石油や副資材の高騰による製品価

に、今は落ち着いている状況にある。

その内から輸出にまわったのは、今年１～４月累計でオ

格の値上げを発表したので、消費者は高くなるという

がまとまることから洋紙に向けられているので、家庭

家庭紙原料の需給状況だが、我々の扱う産業古紙は

フイスミックス・
上物を含め９０万トンが東京・
川崎から

よんでしまった。その発注量も今までの２～３倍、多い

少なかったが、家庭紙メーカーさんの一部ではフル操

とした訳であり、安い物だけが売れて相変わらず製品

東京都２３区の統計では、事業系と家庭系ごみを合わ

業をされたところもあると聞いているが、しかし、我々

出ており、価格はミックスが１２円 ｋ/ｇとなっている。
また、事業系の１１６万トンの中には機密書類として出

価格は上がらなかった。

紙さん向けが尚一層少なく感じられる。

の問屋では意外にバランスしていた。 その要因としては

ている物が含まれているが、その量はハッキリしていない。

再生紙物は７０％のシエアをもっている。大手のパルプ

ところは５倍も入った訳だが、担当者は店に商品が無

ＯＡ古紙の消費率が増えたのではないかと感じていた。

過日、王子製紙㈱江戸川工場さんが機密書類の使用

物はチップやパルプが大幅に上がっており、パルプは５５

せて紙ごみが年間約３５０万トン発生しているが、その

また、裾物古紙の新聞・
雑誌の値段と同一価格帯にな

を大々的に発表したが、その使用量は月３００トン～

０ドルから６２０ドルに上がった。また、燃料や副資材

ＯＡ古紙は後で高橋委員より説明があるが、３～４

ったので、問屋側としては人手をかけて選別するより

５００トン（日量１３～２０トン）
と云われており、家庭

も上がっている事からここで値上げをしなければ、自分

くなると困るので必死で注文を出していたようで、勿

もＪ―ＭＩＸとして輸出したり、雑誌として出している

紙メーカーさんへの影響は大きいと思う。また、この量

で自分の首を絞めてしまい大変な決算となってしまう

内の事業系の約１１６万トンの一部が家庭紙メーカー

ので業者在庫は非常に少なくなっている。

は始めた時の量であり、今後どのように増えていくの

状況にある。

月は発生が多かったが、５月、６月も通常量は発生して

我々組合でも４１社の統計を取っているが、昨年５月の

かは判らない。このように機密書類については、直接溶

論大手さんの在庫も結構無くなっていた。

家庭紙向け在庫は９，３００トンだったが、今年５月は

解の形で洋紙メーカーさんに向けられる量がこれから

意見交換

さんや洋紙メーカーさんの原料等に向けられている。

５，４００トンと半減している。 今後の見通しだが、メ

増えていくと思っている。

質問（
Ｍ） 家庭紙の原料が足りないと聞くが、不足して

いる。

ーカーさんは岳排に入るので我々の在庫は増える筈だ

製品市況について〔
久保田隆三春日製紙工業㈱代表取

いるのか？

り、その原料買い付けが一部で始まっていて、この秋口

り、間違いなく再生紙物の１９８円という特売品は無

製品市況については皆さんもチラシ等でご存知の通

先ほどの話にもあったように産業古紙のケント類の発

料は、ケント、模造、色上、ミックスペーパー等であるが、

Ｇ＝業者側〕

から一層活発になる。従って模造、色上、ケント、チラ

くはならないが少なくなった。 しかし、製品価格の中

生が少なくなっている。

〔
Ｍ＝メーカー側

社会現象から値上がりする前に安い物を買っておこう

は増えていかないと思っている。また、注意が必要なこ

締役〕

シの類はかなり影響が出てくると思っている。 ＤＩＰは

途半端な値上げから販売数字が減るという気がかり

また、家庭紙メーカーさん向けケントより少しグレ

が、今までとは違い輸出という方法があるので、さほど
とは、洋紙メーカーのＤＩＰ設備増強が発表されてお

来年１月に稼動するところが多く、これだけで新聞・

な状況が続き、上がったところ、上がらなかったところ

ードの高い洋紙メーカーさん向けケント類の需要が高

現在メーカーさんが使用している家庭紙原

雑誌で５０，０００トンが必要になってくると云われて

と、中途半端に一部上がらなかったところの三様に分

答（
Ｇ）

いるので、家庭紙さんの原料にもかなりの影響がある

て出したり、ミックスとして輸出しているので、手間のか

ていることから、選別に手間がかかる色上は雑誌とし

外からの引きが高まっており、輸出先も多くなってき

まってきている。 もう一つは、込頁、ミックス古紙の海

題となっている。

売り込む事を絶えず考えているので、需給バランスが問

になり、足りなければ足りないように、増えたときは

いので、どうしても富士市のメーカーさんを頼るよう

ているが、静岡は東京や神奈川のように輸出が利かな

答（
Ｇ） 国内の直接溶解に向けられた物は、我々も直

んは使うのか。

質問（
Ｍ） そういう物が入っても大手の洋紙メーカーさ

どうしても家庭紙さん向けは少し減っていると思う。

かる家庭紙さん向けは減ってきていると思われる。

が家庭紙メーカーさんに納めたいと思っても出来ない

少輸出の方が高いので輸出に向けられてしまい、我々

から込頁、ミックスにシフトしてきているが、価格は多

しかし、各家庭でもったいないとか、価格が上がるので

程度なので、さほどは心配していない。

答（
Ｍ） 平均出荷の５割増しの量が家庭に在庫された

質問（
Ｇ） 仮儒の反動はないのか。

答（Ｇ） 我々も発生元にはミリカッターではなく繊維

日本の家庭紙メーカーではグレードに問題がある。

質問（
Ｍ） 輸出先は中国の家庭紙メーカーなのか。

接開ける事は無いので良く判らない。しかし、洋紙メー

のが現状である。 また、メーカーさんから多少高い価

節約しようと考えられたら２～３割は減少するだろ

質の長いヌードルでお願いしているが、個人情報の問題

家庭紙メーカーさんからの注文も、従来のケント類

格で注文されても、集める事が出来ないため直ぐに対

うが、今回はそのような心配は無いと思っている。

カーさんも板紙メーカーさんも買われている。

応出来ないのが現在の状況である。
Ｍ

Ｇ

トータルでは数十トンの減少となる。

い時は１５トン車でも１０～１２トン程度となり、月の

がこれ以上使えない時は輸出に向けるし、発生が少な

思っている。発生が非常に多くて、家庭紙メーカーさん

する事を重点に考えているが、需給のバランスによると

Ｇ

質問（
Ｍ） シュレッダー物は多いのか。

ている。

先しているが、輸出業者が高値で買われるので苦慮し

ようという事になった。我々は国内メーカーさんを優

が価格復元をした時にお願いするとして、今回はやめ

計算を見た場合、とても無理と判断して家庭紙さん

我々としては僭越ではあるが、今の家庭紙さんの原価

是非値上げをお願いしてくれと言われた。しかし、

交換では、集荷の方からガソリンも上がっているので、

思う。

増えた分は段ボールごと機密書類に向けられていくと

くと思うが、家庭紙メーカーさんが使用しない時は、

Ｇ

が、それほど気にもしていない。

答（Ｍ） 歩留まりについてはハッキリした事は判らない

があるのか。

るか。また、家庭紙メーカーさんでは混入割合に問題

ーさんはそのような古紙の調達をどのように考えてい

砕物が今後も増えていくと思われるが、富士のメーカ

からどうしてもミリカッターが多くなってしまう。

Ｍ

のと思っていたが。

質問（
Ｇ） 富士のメーカーさんに納めている込頁類の中

今回の会合では皆さんから値上げの話があるも

考えており、それが入ってこないとなると困るので心配
Ｇ

に、機密書類の現状をとどめないミリカッター物や破

てきたが、６月に入って発生が落ちてきた。今まで数百

答（
Ｇ） 個人情報保護法の影響でシュレッダーにかける

我々は注文したら古紙が入ってくるという前提で

している。 コンスタントに入るようにしていただきたい

で構成されている組合だが、この会合に向けての意見

トンの在庫を持っていたが、メーカーさんの注文も若干

ところが増えているが、従来の家庭紙メーカーさんは

質問（Ｍ） そのように細かくした物は価格的にはどう

東京都製紙原料協同組合は直納問屋と集荷の方

が、家庭紙に目を向けているのか、輸出に目を向けてい

増えていることも事実で、注文に合わせて納入したた

ミリカッターを嫌うところが多かったので、クレーム等

なのか。

るのか、我々は非常に疑問を感じている。

め、在庫が徐々に減少して今は持っていない状況で、こ

が殆んど起きない輸出に向けており、ノーカーボン、

答Ｇ） シュレッダーだけなら今店頭で７円である。輸出

静岡の業者の状況だが、５月頃までは順調に入っ

我々も長い歴史のある国内メーカーさんと取引

のままメーカーさんが順調に使えば６月末には在庫が

裏カーボンがシュレッダーの中に多少入ってもＯＫであ

向けは２０％まではクレームがつかない。

個人情報の影響でミリカッターは今後も増えてい

ゼロになると思う。

る。このようにシュレッダー物が多くなってきているので、

これから岳排に入るので、その分貯めておこうと思っ
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質問（
Ｍ） 家庭紙向けには、現状ではある程度は混じっ
ているという事なのか。

と聞いている。
質問（
Ｇ） 和紙は大丈夫なのか。

質問（
Ｍ） 最近破砕物が多くなっているが、その中に圧
Ｍ

ようなものが漉き込まれていれば別だが。

支部便り

着シールが入っているので、シールは除去してもらいた

いような原料も入ってくる。これは駄目でこれは大丈

答（
Ｇ） そういうことである。

い。

夫と見ただけでは判断できなくなってきた。

答（
Ｍ） 溶けにくいが、大丈夫と思う。しかし、その

答（
Ｇ） 我々が破砕する場合は除去できるが、排出事
Ｇ

平成１８年４月１２日（水）、池袋 地｢球飯店 に｣て開
催した。 宮川茂理事が司会を担当されたが、支部長

質問（
Ｍ） 発生先には禁忌品に対する注意をしないの

数が少なければワックスを塗るが、量が纏まると大変

Ｍ

Ｍ

長い繊維が入っていると、絡まって出てこなくなる。

銀行預金通帳の表紙もそうだと思う。

よくレイヨンを漉き込んだ紙がある。障子紙もそ

か。注意しなければ益々増えていくと思うが。

な問題になる。

〔
城北支部〕

業者や一般家庭から出されたものは、そこまで考えて

の例の一つだが、あと葉書とかもあり、我々は極力除

挨拶の中で昨年１０月２日に行われた城北支部３０周

答（
Ｇ） 発生元には根気よく説明している。ただ、あま
Ｇ

行ったが、皆さん中華料理を楽しみながら親睦をはか

総会終了後、同会場で竹内評議員の司会で懇親会を

面は本部理事会出席者のみとしている。

部の理事には、交通費が支給される事になったが、当

今年より、本部理事会、委員会に出席された城北支

され、乗附孝之監事の閉会の辞で終了した。

第１号議案から第５号議案までスムーズに承認可決

った。

その後皆川理事長からご挨拶をいただき、議事に入

年間無事に過ごせたお礼を述べた。

支部総会開催

いないので除去する事は中々難しい。いかに個人情報を

去するようにているが、あまり扱った事が無い人は紙だ

年行事のお礼と、支部員皆さんのご協力のおかげで一

原料の中身が変わってきて、今まで見たことが無

守るかという事に重点がいってしまっているので、ついシ
と思ってしまう。

り専門的に説明する事は不可能なので、ある程度まで

中々判断できないような物もあり、現場では判断しき

城北支部長 黒田 義孝

ュレッダーにかけてしまう。

お願いしている。常識的に考えて、悪いものはこのよう

れない事もある。
次回開催は平成１８年１０月２５日（
水）
、午後２時３０

通常は新しい原料だと気をつけるが、見た目では

なものであるので除去して欲しいとお願いしているが、
してくださいと言っている。しかし、お願いしている窓口

分より開催。

圧着紙も古紙としては使えないので、別の方法で処理
から浸透しきれないのが現状であるので、今後も説得

った。

が含まれる事が有りうるのか。

綿の類のボロが入っていた。そのような状態になる原料

質問（Ｍ） マシントラブルがあったので調べたところ、木

会の参加、１９年は役員理事の改選期なので、４月～５

を兼ねて忘年会を、年が明けた１月は組合合同新年

のゴルフ大会、１１月から１２月には講演会又は見学会

期は一層の親睦を図るため、９月には城北支部青年部

しながら理解を求めていくしか方法が無い。

答（
Ｇ） 一般の原料はそのように絡まる事は無いが、特

月に城北支部総会を兼ねて旅行する予定である。

今までは支部会に出席される方が少なかったが、今

殊紙のレイヨン系の古紙だと思う。
以前に扱って繊維が絡まったことがあった。それと不織
布もレイヨン系でできているのでそのような事があった

コートは屋上にある為、私たち１年生は練習といっ

ったのです、それから私の人生感は変わってきまし

しかし、終わってみたら私も全勝で優勝してしま

ではポイントゲットをもって来ますので私はあて馬

ても毎日屋上にバケツで水を運ぶのと、下に落ちた

た。物事は基礎の積み重ねと努力そして忍耐、そう

入りました。学校は台東区の下谷中学校と云って東

ボールを取りに行く事位でした。その階段の昇り下

すればおのずから道が拓かれる。しかし最近では年

でした。

りで身体が鍛えられ、学校では３年間皆勤賞を貰い

を重ねるたびに知識と云う言葉が加わりますが、私

京でも強い方でした。

ました。いかんせん小さな私では、バスケット部で

には付いて来てくれません。６０歳の手習いこれか

私の履歴書

は選手は無理でも練習を休まなかった為３年の最後

ら日々努力していきたいと思います。

れていました。親夫婦が兄弟であつた事から（父の

胃腸が弱く入退院のくり返しだったとよく聴かさ

に入りました、人気があるクラブだけあって、新入

がにバスケット部は無理と思い、又一番強い剣道部

高等学校は郁文館と云い文京区にあります、さす

人生をふりかえり

の試合に途中から出場させてもらいましたが、コー

山手支部長

昭和１７年の秋、私は荒川の西日暮里に７人兄姉

トに立った時は足の震えが止まりません、何をやっ

宮崎 勝保

の末っ子として生まれ、母親を５ヶ月で亡くし戦時

弟が母の妹と結婚）弟夫婦が私を引き取ると云った

部員は６０名位とても道場には入れません、そこで

プーチン大統領

組合員の広場

たか覚えがない内に試合が終わってしまいました。

そうですが、１０歳年上の長女が自分が育てるから

２年部員が夏休みの合宿までに道場に入れる位の人

副理事長 坂田 秀一郎

中で物資が乏しい為、もろい乳で育ちました。

と言って小学校を卒業すると父母の田舎である新潟

毎年８月の終戦記念日の飯倉界隈は、ロシア大使

仕方なかったと後で聴かされました。

が、ただ自分だけ学校に行けなかった事が悔しくて

その苦かった話はほとんど聴かされませんでした

で残ってやると云う気持ちになってきました。２ヶ

く・・・それがここちよく皆に絶対負けない最後ま

始 め 、自 分 より 身体 の大 き い者 が負 け 去っ てい

１週間もすると２人・３人と退部していく者が出

東京タワーへ向かって坂になっていて、飯倉の坂か

云われている、東京に只一つしかない名所である。

飯倉という処は坂の上に坂があり、昔から馬の背と

その数計り知れない。

数に減らさなくてはなりません、毎日うさぎ飛びで

発育が悪く５歳頃まで満足に歩けなかったそうで

月すると２０数名になり、合宿が始まる頃には１

らタワーへは登り坂になっている、
面白いところだ。

県の親戚の所に部屋を借り、２歳の私と二人の兄妹

す。小学校入学式前日の夕方、父が自転車でランド

５・１６名位でした。道場での稽古はさらに厳しか

島崎藤村もこの飯倉に一時住んでいて、 飯｢倉だよ

館に抗議する右翼の車列で物凄い。

セルを買って来てくれた事、そして中に教科書とノ

ったです。しかし３年間一度も休んだ事はありませ

屋上に行き素振りと柔軟体操です。

ートを入れたら重くてひっくり返りそうになったの

ん、でも選手候補は中学時代からやっている者や、

り や｣ 夜｢明け前 を｣発表している。
右翼の車は菊の御紋章を付け、関東の各県から一

を引取り生活が始まったそうです。

が、今も鮮明に思い出されます。

特にセンスの良い者で私は補欠にもなれませんでし

軍歌が響き渡り、けたたましい音がこだまする、

又小学校・中学校とも朝礼の時は腰に手をあて左右

ロシア大使館は狸穴坂に沿って山の一角にある。

斉に集まってくる。茨城県が一番多いのかな？
３年最後の東京都大会の時、選手の１人が怪我を

右翼の車はロシア大使館から３００メートル地点迄

た。
してしまい私が選ばれました、嬉しくてたまりませ

しか近寄ることは出来ない。勿論、日本の警察が防

を見る最前列でした、でも兄妹の助けがあり、なん
これではと思い、中学校の時その学校で一番強いク

ん。無我夢中でした５人制の団体戦中堅、他の学校

とか病気もせずに通学しておりました。
ラブ活動に入り、自分を鍛えようとバスケット部に
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備している。 右翼と警察の小競り合いは年中あり、
右翼車はロシア大使館へなるべく近づこうとする。
それにしても、ロシアは北方四島及び樺太の返還に

みんな藪の中でした

後まで恥ずかしい思いが続いた。

翌日から男女の下着類の売り場に笑顔で立った。

すごい数の右翼車と機動隊の揉み合いになる。

へは寄れないのである、本当に恐怖である。

る罵声は嵐の様である。一般の人は恐ろしくて近く

日本語、ロシア語で大使館に向かって、大声で野次

ない、鬼気迫る迫力、オーラを感じたものである。

飯倉の坂上で演説した頃は、それはそれは半端じゃ

ぎ蒲団と必要な日用品を送った。

東町に三畳の隠居部屋を父の友人宅に借りて、急

万歳、飛び立って太陽と握手する。東京は北千住の

降り、東京在住の切符を手にした。

父の計らいでアメリカ家庭のメイドの目的で許可が

ムシックの毎日でした。

霧中の毎日が続く。 私は唯々東京が恋しくてホー

昭和二十三年春、戦後の傷は未だ痛みがとれず、

うと自信を持った。

私と主任の呼吸の合った上手なこと、上手く行けそ

セブンハンドレッド、 三百円のお釣りを笑顔で渡す。

手の平を二本の指を見た、

ハロ
｢ ー ｣私は、初めて英語で話した、
女性はレースの下着を購入した、私は直ぐに主任の

アメリカ兵が女性と店に来て、私の前で止まった、

平を広げて二本の指を乗せたら セ｢ブンハンドレッド ｣
三本なら エ｢イトハンドレッド と｣教わり、頭に刻みこ
み主任と練習した。

売り場の主任と話し合い、左手一本なら ワ｢ンハンド
レッド 三｣本なら ス｢リーハンドレッド と｣教わり、手の

飯倉を中心に国道一号線及び付近の道路の渋滞は物

十日程で着いた、翌日は父母と弟に別れを告げて東

千住駅を降りた。

足立支部 サン商事（
株）

凄いものだ。

京に単身向かった。

は絶対応ぜず、日本の援助を引き出そうとする態度

プーチン大統領の来日が決定しても、飯倉のロシア

に残る。母が無理して作って呉れた晴れ着が戦災で

今年もソ連が日本へ侵攻し、領土を取られた日は

西内 澄江

大使館へ来る事は無いと思うが、万一来日が決定し

東海道線の 安｢城 通｣過は午前六時頃、安城駅の大
踏切で父は自転車を降りて何度も大きく手を振っ

灰になった事が・ ・ ・ ・ ・

に切歯拒腕する右翼の気持ちも理解出来る。

た場合は、一ケ月前から大使館の周囲約２キロは厳

ていた。 私は窓を開け両手で手を振った、

今も抗議は凄いけれど、日本愛国党の赤尾敏氏が

戒体制に入るのである。

父の姿はもう見えない、落ちた涙は辛かった。

明日を生きることが先決です。

戦争には無傷の町の様だ、今も古着屋さんだけが頭

閉店後別れ際に あ｢の呼吸で ｣と笑顔で別れ北

空家、空ビル、空き地、公園及び道路はどんな小さ

にしても訪日が決定すると署長は大変だ。

麻布警察で、どちらかというと、愛宕署か、いずれ

物凄く神経質になる。この地区の管轄は愛宕警察と

た日本を間近に見た。

事日本女性と仲睦まじく、止まっては口よせに負け

四丁目から松坂屋方面に足を進めた、米兵の多い

日からは仕事探しと足は銀座に向いた。

明日にも社長にお願いして購入し送ろう。

入ってくる様だ。

弟の喜ぶ顔が目に浮かぶ、父母の大声の喜びが耳に

メリカ製の野球のグローブを買ってあげよう、

う、そうだウインドにバットと一諸に飾ってあったア

安城を思い出した、両親と弟は今どうしているだろ

右翼が喜ばないお客さんであっても、何か不祥事が

資生堂の先に化粧品を置き、奥に婦人の下着、男性

多摩川で産湯を使った江戸っ子です、この手で幸福

千住東町での一人住まいの夜の生活が始まった、明

勃発すれば署長は勿論、警視総監も辞任を余儀なく

のネクタイ、ワイシャツ、靴下など上等な品揃いのリ

を掴もう。四人で早く東京の空気を胸一杯吸いま

な物でもしらみ潰しに巡回する。警察官も住民も、

される。飯倉のこの土地は、ソ連時代からロシアに

ッチなお店に入り、社長に面会した。

た様だ、銀座の柳も芽をだした。

東京も窮乏から復興へ
と変わりつつの風が吹いてき

しょう。

なっても毎年６０年間、戦後一度も休むこと無く、

人手に困っていた様子、社長曰く 「君のその気迫に

直ぐに採用決定、明日からと、

る限り、永久に続くのである、一日も早く、北方四

負けたよ ｣肩を叩かれた。捲くし立てた夢中の私に

抗議の波は続いているし、ロシア大使館が飯倉にあ
島の一括返還を望んでいる。

｢今日、この頃
前事務局長 三澤 康男

｣そのⅢ
代の親父と一緒に行動を共にしたことが、その子に

いくら娯楽の少ない時代であったとしても、幼少時

ジオ 大｢沢悠里のゆうゆうワイド の｣放送中に、オケ
イチャンをつらかったろうに明るい人柄だったと採り

今日、この頃の毎日であるが、聞き慣れたＴＢＳラ

意外にも私と同い年の享年６９歳であった。

とって一生忘れられない出来事であり、宝物のよう

上げていたのは流石であった。

た。

な想い出となるものらしい。 二幸さんにしてもそ

丁度４～５年前のものだったが、なんと 今｢夜は見せ

近頃、妙に変な取り合わせの重なる中に、不思議

さて、最近の例よって不景気な流れの中に、殺しが

うであったのが、なんともいい話である。

あり、失望と絶望の繰り返しのような世の中であり、

まっせ と｣云うオケイチャンの出演ビデオが出てきた
のにも驚かされた。やはり現在の歌い手には出せな

なことに例の撮りだめしていたＶＴＲを観ていると、

ア｢ッ！ と｣いう間であったが声は出なかった。
広｢報新年号 の｣１７ページの訃報に二幸商事 前
田隆司逝去の報にはビックリであった。

これはと云ったとっておきのいい話題もない毎日であ

エツ
｢ ！ ｣と背が冷たくなるような驚きの瞬間は、

そういえば、昨秋の神宮球場には、早稲田大学の

の良さがあるいいステージショーであった。

い人生の経験からにじむワビ、サビみたいな渋い感じ

思えば、２０代、３０代、５０代と歳を重ねてくる

る。

試合に必ず来ていた二幸さんの姿を見る事が無かっ
た。

と、まったく想い出に残っていない出来事も多くて、

この演歌歌手の人生が偲ばれて感心致した次第であ

特に 涙｢そうそう を｣泣きながら唱っていたのが圧
巻であって、改めて、いろいろあったんだろうと想って、
った。

限りある人生であった気もするので、６０代頃からマ

思った。

メに物を書く習慣をつけてきたのが、 広｢報 や｣ 会｢

神｢宮へ
来るのがとってもつらいんだあー と｣、実は二
幸さんがこんなことを言っていたので、 や｢っぱり と｣
あのＪＲ信濃町駅から神宮の杜に出る歩道橋を登

報 に｣書いた拙文であったが、現在ではそれがなんと
も懐かしく、うれしい過去へ
の話であるのが貴い。

その時は、二幸さんも大分弱っているのに、よく来

った時間が流れるようで、目の前にある場所が、遠

エピソードや、数多い人とのめぐり合いが、今とは違

自然の恵みがバッグに包まれているようなのがいい

思う今日、この頃であります。

て、決して諦めないを糧にして、これからも行こうと

はいつまでも夢を失わず、そして元気で勇気をもっ

二幸さんと松山恵子さんの訃報を機会にして、人

り渡りするのが辛いとスタンドで言っていたのを思い

るなあと聞き流していた。 が、しかし、何が二幸さ

くの方にあるような気がして不思議であり、いいス

出した。

んをして、そうまでして来るのかと聞いたら、そこに

小満

トーリーとなっている。

平成１８年５月

は、オヤジとムスコの微笑ましいエピソードがあった。

旅だって、それが速いか、ゆったりかであり、ただ唯

物事に終わりのないものはありゃしない、恋だって、

大学リーグの野球観戦であったと云う。

一終わりの無いのが、寄せては返す波だけだなあ！

子供の頃、オヤジに連れられてよく来たのが東京六
当時はプロ野球よりも人気が有り、神宮の芝生の外

人生の終わりのドンチョウを引いた二幸商事の前
田隆司さん、 安らかに・ ・ ・ ・ ・

野席で見た早慶戦が子供心に最高の楽しみであった
そうだ。

さて、 オケイチヤン こと歌手松山恵子の訃報を
｢
｣
知ったのが、昨晩（
５月８日）
の夕刊紙であった。

壮年になっても変わることなく、有名な早慶６連
算ホームラン記録を達成した慶応大学の高橋由伸

知らなかったけれど、もっと年寄りかと思っていたが、

戦も全部観たと云うし、最近ではリーグの最多通
選手（
現巨人）
の２３号目も観たと得意げに語ってい
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お知らせ
平成１８年７月会議・
催事予定
７月３日（
月） 理事会 ｐｍ
( ４時 組
) 合会議室
７月７日（
金）
廃棄物再生事業者登録説明会
ｐｍ５時 組合会議室
(
)
７月１３日（
木）
業務部長・
支部長合同会議
ｐｍ
( ４時 組
) 合会議室
７月１９日（
水）
全原連事務局長会議
ｐｍ
( ３時 全
) 原連会議室
７月２４日（
月）
古紙関係協議会
（
ｐｍ３～） 板橋製本会館会議室

外格差が若干縮んできたと見られる。

製品値上げについては、メーカー側の感触だが、今回

紙原料はやや余剰感が見受けられる物もある。

ために多少減産しているところもある。そのため家庭

［家庭紙原料］ 家庭紙メーカーでは、製品値上げの

ている。

して２０～３０ドルの値上がりで、３ヶ月連続で上昇し

引き続き値上がり傾向にある。３月積み価格と比較

北米産４月積み対日輸出価格は６００ドルが中心で、

特中白は、ややバランスしていると思われる。 パルプは、

で対応しているが、問屋在庫は増えつつある。

ーカーも少なくなりつつあり余剰気味。 最近は輸出

［
上白・
特中白］ 上白は、発生は少ないが使用するメ

〔
品種別市況報告〕

１銭、新聞１２円、雑誌１０円２０銭となった。

〔
平成１８年７月度実施の共販価格
古紙〕 １１円 ／ｋｇ

５月の関東商組の共販輸出価格は、ダンボール１０円９

聞

（
ｋｇ当り）
〕
〔
新
プレスもの・
店頭価格
〔
段ボール古紙〕
１０円５０銭 ／ｋｇ

〔
平成１８年５月２日（
火）
〕

〔
５月・
６月〕

プレスもの・
店頭価格

会議概要
５月定例理事会

出席理事 １７名 於）
組合会議室 ＰＭ４時～
〔
各部報告〕
総務部

当会館２階テナントのロータスさんと、４月

（
ｐｍ１時３０分～）
センター会議室

２７日に現状の家賃で貸室契約を更新した。

は多少の値上げが見込めそうだとのこと。
会を開催し、本年度の方針の確認と、昨年度の会計報

又、家庭紙原料の需要も増えると思われるので、直納

て、一品色上の需要が秋口から増えてくると思われる。

大手メーカーによる新規ＤＩＰ設備の稼動に関連し
告を行った。 また、５月１２日には共販委員会を予定

業者としては、今後は大手ＤＩＰ向けに方向を修正す

４月１１日に本年度第１回目の直納部委員

しており、韓国向け共販輸出の現在の状況と今後の見

ることが必要となるのではないだろうか。 国内向けの

［
切付］ ３月は発生期ということもあり発生は若干

共販という方法も検討すべきだろう。
表したが、家庭紙原料にとっても良い影響を及ぼすも

良かったが、４月に入り例年並みに落ち着いてしまった

ようだ。 メーカー在庫は少なく、荷動きは順調。 特

のと期待できるニュースだ。

大手のＯ製紙とＮ製紙が家庭紙製品の値上げを発

通しについて検討することになっている。

直納部

３階の悠和さんは、５月末に現状家賃で更新の予定。

全原連役員会（
ｐｍ２時３０分～）

７月２５日（
火）
古紙センター業務委員会
〃
７月２８日（
金）
古紙センター関東地区委員会（
ｐｍ４時
～）
、納涼会（
ｐｍ５時３０分～）
７月３１日（
月）
古紙センター関東地区委員会
（
１１時３０分～）
フジロイヤルプラザＨ

【
古紙価格】
【
東資協の古紙４品の標準売値】
６月８日現在（
ｋｇ）
（
横這い）

３月の古紙輸出量は３３７，８４０トンで、前年同月

更組合との会合は春秋の年２回開催することになって

６円

比１１６．３％という結果となった。 この内８６．３％

いるが、最近は定期的な会合が開かれないことが多く

＊ 新聞

が中国向けとなっている。

なってしまった。

３～４円 （
横這い）

＊ 段ボール４～５円（
横這い）

４月に段古紙の国内価格が５０銭値上がりし、輸出価

当組合にとって、特更組合は長く取引関係にあり、大

＊ 雑誌

並）
３～５円（
横這い）
＊ 色上（

格は５月以降下げ基調で推移している。 そのため内

関東商組の融通（
共販）
事業

［
返本雑誌］ 出版物の発行部数は減りつつあるが、返

強めているところもあるようだ。

内メーカーでは、より多く調達するために引き合いを

［
ダンボール］ 発生は順調で輸出も好調。 一部の国

そのため、国内は若干タイトな状況が続いている。

輸出価格の方が良いため、輸出に回されるものが多い。

ぼバランスが取れている状態。 雑誌は、国内価格より

した。 発生は順調で、国内消費も伸びつつある。 ほ

［
新聞・
雑誌］ 新聞の３月輸出量は６万トン強を記録

きたいと考えている。

合を開催するようにし、相互の意見交換を密にしてい

変大きな比重を占める組合なので、今後は定期的に会

さんには支部員の方々に声をかけて頂くようお願いす

にも大勢参加して頂きたいと願っているので、各支部長

る。 会場の準備は完了した。当日は役員以外の方々

事業部

各業務部の皆さんのご協力をお願いしたい。

号は事業部と青年部の予定で掲載したいと考えている。

号は総務部と直納部、７月号は集荷部と広報部、９月

に掲載したいと考えている。 紙面の都合により、５月

迎えるに際し、各業務部の事業計画・
事業方針を広報

広報部

頂きたい。

障を来たさないよう、組合としてその方策を検討して

困難になると思われる。この件について、集荷業務が支

〔
関東商組３２社実績〕

月比、 在庫の（ ）
は在庫率

【
需給動向】 ０６／４月

都合により割愛させて頂きます。

この後、共販輸出について検討しましたが、紙面の

うなことであった。

そのように２年後の事であるが、現段階での話はそのよ

５月２２日に第５０回通常総会を予定してい

広報５月号の準備を進めている。 新年度を

本の発生量はあまり変わっていない。 いかに本が売れ
る。

団体共済保険の配当金をお渡し出来ることになった。

〔
新 聞〕

単位トン、（ ）
は対前年同

ｐｍ２時～ 古紙センター会議室

平成１８年５月２３日（
火）
〕
関東地区委員会〔

古紙センター

ていないかという証だろう。 最近の出版物は、ビニール
貼りの表紙や、付録が禁忌品であったりと、その処理

９４，４８８（
１１５．８％）

９５，９３９（
１１３．９％）
出荷

１０，４４１（
１１．１％）

仕入

配当金を受け取って頂きたい。

在庫

組合員でこの保険に加入している方は、各支部長より

［
オフィス古紙］ 昨年の４月は、個人情報保護法が施

青年部 ５月２２日の総会時に、同じ会場の別室で青

には大変困っている。
行された直後で、かなり大量の発生があった。 それに

６８，１２６（
１０７．９％）

〔
雑 誌〕
仕入

６５，３０８（
１１０．４％）

年部総会を予定している。

に比較してかなり多かった方だ。 輸出は順調。

出荷

８，９０４（
１３．６％）

比べると今年の４月は若干少なかったが、それでも例年
集荷部

在庫

〔
平成１８年５月１２日（
金）
〕

仕入

１３５，６１２（ １０１．３％）

１３７，０９８（
１００．８％）

共販委員会

出荷

※組合に加盟していることのメリットを明確にしてほし

この会議の前に王子製紙（株）
東雲研究所へ１１名で

在庫

〔
段ボール〕

例えば「廃棄物再生事業者登録」を行えば、発生元に

行き、過日３種類ほどのサンプルを出した結果を聞いて

〔
関東・
静岡実績〕

１８名 於）
組合会議室 ＰＭ４時～

対して、他業者との差別化をアピールできるのではない

きた。まだ先の話であるが、２００８年まで江戸川工場
〔
新 聞〕

出席委員

だろうか。組合員がこの登録手続きを容易に行えるよ

内に日産５０ｋｇ程度の小さなプラントを作るとのこと

２３９，３７９（
１０７．５％）

いという声がある。組合活動を活性化させるためにも、

う、組合事業として講習会等を開いて頂けないものか。

であり、組合から出したサンプルの中では紙粉が短時

入荷

２３８，４２６（
１０２．７％）

皆川理事長

※道交法が改正されて、駐停車に対しての取り締りが

間で処理でき、歩留まりも６０％と良いので期待でき

消費

何か具体的な手を打って頂きたいと思う。

以前より厳しくなるという。そのため集荷業者が坪先

るとのことであった。

１２，４４０ （
９．２％）

で古紙を集荷する際に、車を路上に停めておくことが
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12

輸出動向が原因と思っている。 一方、段ボール原紙の

１２９，５０８（
５４．３％）
３％の９９．７％となっている。このようなことから、入

在庫
１３８，２３８（
１０３．９％）
荷が増えなければ調整しながら生産していかざるをえ

状況だが、３月仮需の影響もあり４月生産はマイマス０．

入荷
１２５，４２６（ ９６．１％）
ない状況にある。

〔
雑 誌〕
消費
５９，１５４（
４７．２％）

処に制度概要（
素案）
をとりまとめる。

４．平成１７年度回収雑誌古紙内訳調査結果

詳細は紙面の都合により割愛させていただきます。

６月定例理事会

在庫

庫も６８．７％（
対前月比１１８．４％）
となっている。天

出席理事 ２４名 於）
組合会議室 ｐｍ４時～

〔新聞〕 ４月入荷は１０４．８％と順調だったので、在

２９７，３７１（ ９９．２％）

候不順による減少も予想されるので、楽観は出来ない。

〔
段ボール〕
入荷
３１５，２９４（
１０２．３％）

〔
平成１８年６月２日（
金）
〕

消費

４月の国内生産が９９％、１～４月累計は１００．９％

員会の設置を考えている。人選については検討中だが、

昨年までの「組合活性化委員会」に代わる新しい委

滞りなく終了することができ、御礼申し上げる。

５月２２日開催の組合総会は、皆様のご協力により

皆川理事長挨拶

１００，４９３（
３１．９％）

平成１８年５月２４日（
水）
〕
業務委員会 〔

と順調に推移している。

在庫
〔
業者側コメント〕
〔新聞・
雑誌〕 関東商組３２社４月度の入荷実績は先
に提出していた仕入予測より良かった。雑誌の仕入は
若干マイナスであったが、その他は対前年同月比で上回

イナスであり、在庫は８．４％と３日を割る数字となっ

〔
段ボール〕 ４月度の３２社集計では仕入・
出荷ともマ

０９．１％と両方とも良い数字が出ている。

～９月の仕入予測では、新聞が１１０．９％、雑誌が１

た在庫の範囲で出荷する状況となっている。 また、７

にも聞いたが問屋在庫は相変わらずタイトで、貯まっ

③天間北一区町内会（
静岡県富士市）

②御前崎市立浜岡東小学校ＰＴＡ（
静岡県御前崎市）

① 菊川市立河城小学校ＰＴＡ（
静岡県菊川市）

会

２．集団回収実施団体へ
の感謝状交付〔
推薦地区委員

詳細は紙面の都合により割愛させて頂きます。

１．全国古紙の需給・
市況動向〔
Ｈ１８年４月度報告〕

工紙マシンの新設を発表した。 今後ＤＩＰ原料の需要

増設が既に発表されているが、更に２社が超大型の塗

〔
直納部〕 大手洋紙メーカーでは、今秋以降のＤＩＰ

組合の今後にとって有益なものとなるよう願っている。

ている。

④二の坂町１区町内会（
北海道滝川市）

が益々高まっていくだろう。

午後１時３０分～ 於）
古紙センター会議室

５月に入っても雨が多く、伸びは期待できない状況で

⑤末広町内会（
北海道訓子府町）

っている。 ５月に入って天候不順が続いており、皆さん

ある。 メーカーさんの稼動は順調であるが、入荷が９

⑥北美原町会（
北海道函館市）

表した。 これにより、家庭紙製品の市況が立ち直って

本日もよろしくご討議の程お願いしたい。

６．３％と悪い。 このところ輸出が１３万トン～１４万

⑦若葉第二町内会（
北海道登別市）

くるものと思われる。 輸出は、５月～６月は円高及び

５％、前年同月比１０６．７％という結果となった。

４月の古紙輸出量は３２１，５７５トンで、前月比９

そのため、国内価格との格差が縮小してきている。

中国の国内要因により価格が若干下がり傾向にある。

大手家庭紙メーカー２社が製品値上げを正式に発

は５月３０日に現状家賃で貸室契約を更新した。

〔
総務部〕 当会館のテナントに関して、３階の悠和さん

〔
各部報告〕

トンをキープしているところから、輸出に回っていると

⑧白石中央第三町内会（
北海道札幌市）

静岡地区委員会、北海道地区委員会〕

思われる。

４月２８日、古紙品質企画専門委員会において、正式

３．古紙品質認証制度研究会について

〔
段ボール〕 ４月在庫は８６，９８９トンと大きく減少

に発足。月１回のペースで開催し、本年１２月頃を目

〔
メーカー側コメント〕
した。入荷が９６．３％と前年比減少していることと、

高感が強いと思われる。

げ提示があった。 現状は値下がりの要因もなく、先

は、ＮＢＫＰで２０～３０ドル、ＬＢＫＰで２０ドルの値上

回価格が逆転する結果となった。 ６月積みに関して

年間において、ＬＢＫＰはＮＢＫＰより割高だったが、今

Ｐの５月積み価格は５９０ドル／トンとなった。過去１

１０～６２０ドル／トンで決着した。 ブラジル産ＬＢＫ

米産ＮＢＫＰの５月積み価格は、前月比３０ドル高の６

パルプは、対日輸出価格が上昇基調を強めている。 北

生も少ない。 弱含みで推移している。

［上白・
特中白］ 上白は、メーカーの使用は少なく発

〔
品種別市況報告〕

雑誌９円９１銭、ダンボール１１円２２銭となった。

６月の関東商組の共販輸出価格は、新聞１１円９１銭、

う。 最近の出版物は、ビニール表紙やシール付きの物

字となった。 いかに本が売れていないかという証だろ

年対比９３％、返本部数が前年対比１００％という数

［
返本雑誌］ ４月の出版統計によると、発行部数が前

ケースの値上げを需要家と交渉中といった状況。

は原紙及びシートの値上げをほぼ達成した。現在は、

しているため、段古紙は強含みといえる。国内メーカー

られる。 国内の段原紙メーカーは原料の確保に苦慮

輸出が順調なため、国内では相変わらずタイト感が見

円２２銭で、対前月比で若干の値上がりとなった。

［ダンボール］ ６月の関東商組の共販輸出価格は１１

ず。

る。 全般的にはタイト感が見られる。価格は変わら

集荷も順調。 輸出は昨年を上回る状況で推移してい

［新聞・
雑誌］ 消費は多少は伸びている傾向がある。

台東リサイクル事業協同組合では、台東区と交渉して、

り締まりの対象となった。

６月１日から道交法が改正されて、短時間の駐車も取

〔
道交法改正に関して〕

〔
意見交換〕

会を開催した。 審議事項は全て原案通り承認された。

〔
青年部〕 ５月２２日の総会時に同じ会場で青年部総

大勢の皆様のご参加をお待ちしている。

上野精養軒で６時より開催の予定。

７月３日には、理事会終了後に納涼会を予定している。

総会に関わる費用は、予算内で収めることが出来た。

より無事終了することが出来、御礼申しあげる。

〔
事業部〕 ５月２２日の組合総会は、皆様のご協力に

稿をお願いする。

号７月号の発行準備を進めているので、皆様からの寄

証明書を、警察署に連絡の上、発行してもらった。

［家庭紙原料］ 大手メーカーがようやく家庭紙製品

［
オフィス古紙］ ５月の発生は４月と比べて多少落ちた。

大きさはＡ４サイズで、色は黄色の目立つ物で、運転席

区から委託された資源回収業務を遂行中である旨の

随すると思われる。 中小の家庭紙メーカー各社は３

国内は余剰気味だが、輸出が好調なためバランスしてい

の目立つ個所に置くようにした。この証明書があれば、

が増えてきているため、その処理に困っている。

月から値上げ交渉を行っているが、トイレットロール１

る。 価格は変わらず。

の値上げを発表した。 他の大手メーカーもこれに追

２ロールを例にとると、５０円の値上げ要請に対し２０
のがこれまでの状況だ。まだ採算が取れる程度までの

※ 裾物の価格に比べて家庭紙の価格が安過ぎると思

〔
集荷部〕

ば、古紙業者の回収業務が円滑に進むだけでなく、組

してもらうよう働き掛けてはどうか。これが実現すれ

取り締まりの対象からははずされるとのこと。

価格には復元出来ていない。 今回の大手メーカーの値

う。 家庭紙製品が値上げ基調にあるこの時期に、古

合に加盟していることのメリットにもなるので、組合員

円の値上げ実現、及び、安値販売品の撤廃実現という

上げ発表が、中小メーカー各社に良い影響を及ぼすよ

紙価格も値上げするよう組合として対処して頂きた

増加に弾みがつくだろう。

の連休が明けてからも、発生量が増えるということは

［切付］ 産業古紙の発生は相変わらず少ない。 ５月

やや余剰感が見られる。

分別す る手間を考えると、そのまま分別せずに「雑

※ 上物の価格が裾物並みという低価格の現状では、

度の稼動ではないだろうか。

※ 発生元の稼動が落ちてきている。従来の３分の２程

出席委員 １５名 於）
組合会議室 ＰＭ４時～

集直正副委員長会議

当組合としても、東京都と交渉して、同様の対処を

う期待したい。

い。

なく、低水準で推移している。 そのため、メーカーに

誌」
として処理することが多くなっている。

産業古紙の発生は少ないが、家庭紙メーカーでは

納める定量を確保するのにも支障が出始めている。価

〔
広報部〕 広報総会号は６月中旬に発送の予定。 次

６月２３日開催予定の静岡県紙業協会家庭紙部会

〔平成１８年６月９日（金）〕

格は変わらず。
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との懇談会を控え、組合としての対応を検討した。
詳細については、紙面の都合により割愛させて頂き
ます。

古紙センター

平成１８年６月１５日（
木）
〕
業務委員会 〔
午後２時～ 於）
銀座ラフィナート７階

（
新理事）

平成１８年７～１２月の古紙消費計画発表。

７～９月計画〔
対前年同期比〕

段ボール９９．６％、新聞１０１．６％、

長谷川裕一（
北海道商組）
、須長利行・
寺門隆夫・
福士淳治（
関東商組）
、清水弘允（
東京都協組）
、

雑誌９６．７％

５．近代化推進事業関係報告

雑誌９９．１％

段ボール９８．６％、新聞１０２．４％、

７～１２月〔
対前年同期比〕

雑誌１０１．５％

段ボール９７．７％、新聞１０３．３％、

１０～１２月計画〔
対前年同期比〕

赤染清康（
神奈川県協組）
、服部茂樹（
中部商組）、
立川義純（
近畿商組）
、松野博文（
香川県商組）
２．近代化推進事業委員（
平成１８・
１９年度）
経営革新委員会：瀧本義継委員長・
梶野隆史副委員
需給委員会：大久保信隆委員長・
新井勝夫副委員長

長・
玉木康晴副委員長

全国古紙の需給・
市況動向〔
Ｈ１８年４月度報告〕

ＩＴ推進委員会：山室泰洋委員長・近藤國宏副委員

詳細は紙面の都合により省略させていただきます。

６．〔
各地区報告その他〕 栗原理事長より総体的な報

３．古紙再生促進センター関連報告

※ 需給関係についてはどの地区もタイトな状況。

※ メーカーへ
の売価は各地区とも変化なし。

告がなされた。

評議員・
理事の変更

長・
棚橋和利副委員長

渉外広報委員会：藤川達郎委員長・
須長利行副委員

長

全国的に販売、仕入価格とも５月比変化なし。
詳細につきましたは、紙面の都合により割愛させ
て頂きます。
全原連役員会〔
平成１８年６月１５日（
木）
ＰＭ４時～ 於〕
銀座ラフィナート７階

トン増が予測されるので輸出も増えると予想され

５万トン増加している。年間ベースでは７０～８０万

地区とがあったが、１～４月累計で対前年比約２

※ 集荷については、多い地区と天候不順から少ない

いる。

は無いが段ボールは非常にタイトな状況が続いて

※ メーカー在庫については、新聞はどの地区も問題

価格もスライドして上昇している。

※ この春に段ボールと新聞の売価が上がったが、仕入

計で前年比１１５％となっている。

※ 輸出量は昨年と比較し増加している。１～４月累
上河潔（
日本製紙連合会）
・清水謙之（
商工組合中

〔
新任評議員〕
栗原理事長挨拶

央金庫）
田代直也（
三菱製紙㈱）
・
長﨑隆男（
全国製

５月２５日第２９回通常総会が盛

会に無事終了した。ご協力頂いた東北協組の皆さんに

紙原料商工組合連合会）
〔
退任評議員〕

心から御礼申し上げます。新体制にてスタート致しま
すので宜しくお願い致します。

庫）
渡邊恒（
日本製紙連合会）・
高木勢司（
全国製

石原彰（
三菱製紙㈱）・
大西知彦（
商工組合中央金
１．新正副理事長及び新理事報告

昌司（
東海パルプ㈱）

新井英一（
㈱デルエフ）
・
倉田泰（
日本製紙㈱）・
安本

〔
新任理事〕

紙原料商工組合連合会）

栗原 正雄 （
関東商組）

（
新正副理事長）
理事長

副理事長 矢倉義弘（
近畿商組）
鈴木清久（
静岡商組）

る。 国内メーカーはこれまで在庫を増やすこと

が出来なかったが、ＤＩＰ増設計画もあり、特に新

〔
退任理事〕
倉林喜一郎（㈲倉林商店）・福永行雄（日本製紙

石川喜一郎（
中部商組）
皆川昇（
東京都協組）

聞の在庫を増やすと思われる。

※ 行政の入札に高値が続き、危機感が高まっている。

㈱）
・
牧田邦雄（
東海パルプ㈱）
４．業務委員会報告（
６月１５日１４：００～）

深田 和利 （
関東商組）
専務理事 長﨑 隆男 （
員 外）

現在のタイトな状況から入札価格の高値が広がり、
候補地案

き今年も実施するので候補先を検討したい。

入荷

１３８，９６１（
１０５．９％）

１３１，８００（
１０４．７％）

在庫 １６８，７４６（
７１．３％）

仕入価格の高騰につながっているので、全原連として
※ 大王製紙（
株）
（
四国本社）
来年年明け１泊２日で。

消費

〔
段ボール〕

〔
雑 誌〕

対応を検討していきたい。
※ ＡＰＰニンボー工場（
中国） 今年秋口２泊３日で。

５５，２０９（
３９．７％）

〔
平成１８年６月１６日（
金）
〕

在庫

直納部委員会

消費 ２９１，０９１（ ９９．４％）

入荷 ３０５，２３９（
１０４．５％）
関東地区委員会〔
平成１８年６月２０日（
火）
〕 ｐｍ２時

在庫 １０１，１３７（
３４．７％）

出席委員 名 於）
組合会議室 ＰＭ４時～
〔
品種別市況状況〕
～ 古紙センター会議室

〔
新聞・
雑誌〕 この十数年にわたって需給に関する統計

〔
業者側コメント〕

〔
上白〕 上白は製紙メーカーさんで使用するところが

０６．７～０６．１２月消費計画〔
関東・
静岡〕

少なくなり、余剰感があるが輸出で対応している。
〔
切付〕 発生量少ない。製本屋さんは暇なところが多
【
需給動向】 ０６／５月

単位トン、

く、仕事量は相当落ちていると思われる。メーカーさ

で新聞用紙が最も売れたようである。 ５月の発生量

を私なりに集計してきたが、今年３月はこの１０年間

〔
関東商組３２社実績〕

だが東京近郊では２０％ほどダウンしたが、チラシが１

（）
は対前年同月比、 在庫の（ ）
は在庫率

ほどではない。
〔
新 聞〕

んの原料在庫状況は多くは無いが、生産に支障が出る
〔
新聞・
雑誌〕 全原連役員会でメーカーさんの消費計
出荷

９，２８７（
１０．４％）

８９，２４３（
１０５．５％）

ていくと思われる。

ンとなっている。このことから見てチラシが今後も増え

０％のダウンと小さく、トータルで１２～１３％のダウ

仕入

画となっている。輸出は昨年を上回る量がでており、タ

在庫

８８，６４９（
１０８．２％）

画がでた。 新聞の７～１２月消費計画は３％の増量計
イト感から仕入れも強含み。

仕入

６７，５３４（
１０３．３％）

６５，７８５（
１０６．６％）

平成１８年６月２６日（
火）
〕 １１時
静岡地区委員会 〔

古紙センター

〔
雑 誌〕

出量も出ているので問屋在庫も少なくなっている。

出荷

７，５８９（
１１．２％）

雑誌も前年と変わらない消費計画となっているが、輸
〔
段ボール〕 発生が少ないのかメーカーの引きが強い。

在庫

委員長

堀内和馬〔興亜工業（株）
〕６月２１日

〔
地区委員会の新体制〕 （
敬称略）

３０分～ 於）
フジロイヤルプラザＨ

価格は変わらず店頭１０円５０銭だが多少裏もある模

仕入 １３４，４１０（
１０４．７％）

〔
段ボール〕

〔残本〕 発行部数が少なく、４月は対前年比７％

出荷 １３５，８９５（
１０２．２％）

様。
の減少となっている。１９９７年がピークでこの時

在庫

付

副委員長 上田慶太〔日本製紙（株）
〕７月１日付

伊藤幸夫〔日本製紙（株）
〕７月１日付

大越春司〔
（株）リソース東海７月１日

〔
関東・
静岡実績〕

〃

付

委員
消費 ２５２，１２５（
１０９．６％）

入荷 ２５２，１２５（
１０９．６％）

〔
新 聞〕

９，７４９ （
７．２％）

の発行部数の２０％減となっている。最近は見栄え
をよくする為ビニールが増えており、また、ＣＤな
ども増えて処理に困っている。
海外及び国内メーカー視察研修について
昨年はベトナムのメーカーさんを訪問したが、引続
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シ・
パンフ等に使用する印刷用紙の需要は堅調に推移。

が、残念ながら紙パルプ業界は〝曇り〟であった。チラ

昨日の日経新聞で７～９月の産業景気予測が出ていた

ました。何かとご協力のほどよろしくお願いします。

〔
堀内新委員長挨拶の中から〕 委員長を仰せつかり

状況が続いている。

ていなかったところが使用されるようになり、タイトな

〔切付〕 雑誌販売が低調で発生も少なく、洋紙で使っ

出に回っていると思われる。

価格的にも雑誌・輸出価格より安いため、余剰分は輸

〔
家庭紙色上〕 家庭紙メーカー向けの発生は少なく、

カー在庫は４８．６％で対前年比マイナス１２．０％と

１０．２円、６月が９．９１円となっている。 ５月のメー

前年比
+６．８％となっている。
〔
雑誌〕 雑誌古紙輸出価格の４月が１１．１円、５月が

に順調と思われる。５月のメーカー在庫は６８．２％と

もあってか、発生は先月から大きな変動も無く比較的

いるが、メーカー使用に変化が無いため、非常にタイト

〔板紙ケント・
色上〕 非発生期に入り入荷が減少して

スしている。

〔特中白〕 発生少ないが使用も少なく、現状はバラン

状況にある。

を輸出にまわしているとの事で、現状は若干タイトな

〔上白〕 発生少ないが使用も少ない。問屋さんは余剰

９・
１０月まで続くように思われる。

期に入る

移し、若干タイトな状況になっている。この状況は発生

産業古紙全般全般は非発生期に入り入荷が低調に推

〔
第一部会〕
上物古紙

【
市況動向】

りそうだ、とのコメントがなされている。

を急ぐ。秋には主力の印刷用紙の再値上げが視野に入

料高を補いきれない。製紙各社は割安な燃料へ
の転換

発生は品質や量が纏まるので洋紙メーカーに向けら

が減り、市中の回収量が減っている。また、大手からの

〔
切付〕 最近の大手製本・
印刷会社の内製化で下請け

不足していると思われる。

月後半のＴＰの仮需でフル操業されたメーカーさんは

〔家庭紙〕 全体ではバランスしていると思われるが、５

る。

く、これから秋口にかけては一層の不足が予想され

ＤＩＰ新増設による手当で不足している。発生が少な

〔
洋紙板紙色上〕 洋紙メーカーさんの来年初めからの

〔
模造〕 発生が少なく、不足気味。

余剰感があるものに分かれ、バラツキがある。

〔板紙ケント〕 使用品質により、不足しているものと

〔
特中白〕 発生が少なくバランスしている。

続けたい。

とにより現在はバランスしている。輸出は少しづつでも

〔上白〕 一時期余剰があったが、輸出に振り向けたこ

〔
業者側コメント〕

メー カー の７～ １２月消費計画は前年同期比９６．

率４８．６％）
と前年比 ２０，０００トン、１２％減とな
っていて、新聞とは逆の現象が起きている。 関東・
静岡

〔雑誌〕 ５月メーカー在庫は１０９，４２４トン（在庫

してきたものと思われる。

内外価格差が縮まったため、国内メーカーさんに還流

したことと、輸出価格が一時に比べやすくなった事で

け増えたという事は、国内メーカーの購入価格が上昇

ている。 その結果、 32
社の５月末在庫も１０．４％と
この２年半で最低となっている。メーカー在庫がこれだ

（
１０５．５％）
で、実数では出荷の方１０００トン上回っ

（前年同月比で１０８．２％）、出荷は８９，０００トン

となっている。 一方、３２社の５月入荷８８，０００トン

また、関東・静岡の７～１２月消費計画は１０１．９％

る。

年比

〔新聞〕 ５月のメーカー在庫が２５５，０００トンで前

〔
業者側コメント〕

なっている。

感がでているように思われる。

れ、富士地区の特更メーカーさんはやや不足気味と

４％という数字であるが、前年を下回ることは無いと

家庭紙のしている値上げが一部浸透しそうだが、原燃

〔
家庭紙ケント・
込頁〕 同じように発生は少ない。一部

思われる。

+３０，０００トン、在庫率６．７％増となってい

メーカーではフル生産しているところもあるが、大半の
事で生産調整をしているところもあり、現状ではバラン

〔新聞〕 新聞の４月輸出価格は１２．２円、５月が１２．

〔
第二部会〕
新聞・
雑誌

くなっているが、まだ、内外価格差が歴然としてある。

建値は変わっていないし、輸出価格も一時に比べれば安

思う。 ３２社の５月入荷は６５，０００トン雑誌の国内

スしている。

０円、６月が１１．９１円と下落傾向にあり、この影響

メーカーでは現状価格では採算が取れていないという

〔
模造〕 家庭紙・
ケントと同じ理由でバランスしている。

ラツキはあるが、全体的に見ればまあまあの入荷であ

調であったとの事であった。静岡地区の各社の状況もバ

先日の関東地区委員会の話では、５月の段ボールは順

れから多少は上向いて行くのでないか。 段ボールの価

価格は５月が底値であったと思うが、中国の需要もこ

うし、今後もこの基調は変わらないのではないか。国際

ているので、全体の発生はそんなに変化していないと思

しかし、輸出量その他を見ると前年より確実に伸び

お蔭で再生紙トイレ紙メーカーの在庫は空になり、大

メーカーには一時例年の３倍の注文が入ったと言う。

したというのに。

げとなる訳だ。昭和５０年代はティッシュ１箱１２０円

がりしている。従って１０円上がっても２５％もの値上

Ａ・Ｊとも５％くらい騰がっているので、来年は多分

あるそうだ。今後、この反動でメーカー出荷が一時低

手メーカーでも在庫一掃で受注停止日を設けた所も

〔
第三部会〕
段ボール

ったと思われる。しかし、６月に入って各社の入荷は少
格は

原紙の販売は、５月は前年比約１００％であったが、

もう少し高くなり、内外価格差は開いて行くと思って

マスコミ報道を受けて、一部消費者は買いだめに走り、

し悪くなっている。
今月に入って天候の影響か、出荷が鈍っており、メーカ

迷するのは避けられないが、その問題を乗り越えて、

産されるようになったのは４０年程まえからで、それま

ティッシュペーパーは１９２４年米国生まれ。日本で生

やっと掴んだチャンスを生かして欲しい。

いる。

編集後記

ーによっては操短しているところもある。７月は岳排休
転が 週
1 間程あり、そのため 月
7 末には適正在庫の水
準になるのではないか。
静岡地区の業者の皆様には、地元メーカーを宜しくお

日本人の嗜好に合ったのか、日本人の消費量はどんど

で日本人は京花紙、ちり紙を使っていた。清潔好きな
我々古紙業者から見て、今回の大手メーカーによる

ん伸び、５箱をパックにした販売方法も当たって、現在

願いしたい。
家庭紙価格修正の動きは、大変歓迎されるべき事であ

うだ。価格は世界的に見ても最も安く、ニューヨークの

〔
業者側コメント〕

昨年来、中小家庭紙メーカーは背水の陣で減産を

３分の１、ロンドンの７分の１程度だそうだ。販売量がど

の消費量は一人当たり年間４キロで、米国の３倍近いそ

ていると感じている。５月も前年比９７％程度で、かな

実施し、価格修正に努めてきた。これに大手メーカー

んどん伸びた時代は、少々安くしても数量を伸ばして

る。

り発生が悪くなっている。６月も引続き発生が良くな

が追従せず更なる消耗戦を仕掛けていたら、大変な事

カバーできたが、今後はそう言う計算は成り立たない。

段ボールは昨年の秋から発生基調がおかしくなってき

いが、この原因は大きく分けて３つある。

態になったであろう。そうなれば納入業者である我々

しっかりした生産計画、付加価値商品を出して価格を

箱ではなく戸配で届けるようになっている。 箱が通販

国道 16
号沿線に集配センターが多く、発生が集中して
いて、２３区内の発生が減ってきている。この地区では、

③ 段ボールの発生先が変化している。東京でいうと、

報道する。今回もまさにその例で「２５％以上の大幅

興味を引かないから報道しないが、上がる時は一斉に

複雑にする。マスコミは価格の下がる時は余り消費者の

上げる格好の話題と言う事であり、これが事態を更に

一般消費者の関心事であると言う事は、マスコミが取り

常に観察する必要があろう。

で、どこにニーズが隠れているか、刻々変化する業界を、

我々業界も生き残りを掛けて、古紙マーケットの中

維持しないと、生き残れないのではないか。

古紙業者も、大きな痛手を被ったかもしれない。
家庭紙は洋紙や板紙と違い一般消費者と直結して

①
社の段ボールの構成比が減り、異業種による扱
32
いが増えている。
② 天候不順がかなり影響している。 ６月の悪いのは

等の影響で小型化し、段メーカーから出る面積・
重量

値上げ」
と報じられた。大手家庭紙メーカーのティッシ

いる点、その価格動向が話題になりやすい。

は変わっていないだろうが、家庭に入ってしまっていると

ュ（５個パック）
１箱の値段は、３年前は７０円程度で売

この影響によると思われる。

思われる。家庭に入るとどうしても雑がみ化してしま

られていたのに、現在安いものでは４０円程度まで値下

広報部長 清水弘允

う。
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