1
めながら新時代に対応できる業界になってきた。

マークの取得、品質管理や安全管理の徹底に努

変貌してきた。ＩＳＯ１４００１やプライバシー

古紙業界を取り巻く環境はここ数年大きく

はあるが発揮し始めていると思う。

る国内外の諸問題解決にそのパワーを徐々にで

な気がする。安倍新総理も、不可能とも思え

に見える。小泉前総理もそういう人だったよう

で、しかも楽しみながらやってしまうかのよう

わけでもなく、苦労を物ともせずに信念だけ

凄い。怖い顔をする訳でもなく厳しい事を言う

画面が揺れていた。時代を変える人のパワーは

面を通して日本中を揺さぶった。本当にテレビ

ったようだが、日本ハムの札幌ドームはテレビ画

多かった。核実験の震度はさほど大きくはなか

験と今年の後半も意表を突く出来事が本当に

付けになった。王子製紙のＴＯＢ、北朝鮮の核実

リーズ特に第五戦は久しぶりにテレビの前で釘

やって来た。夏の甲子園、そしてプロ野球日本シ

今年も残すところ後一ヶ月というところまで

の静岡県紙業協会家庭紙部会との懇談会が行

ーカーも対応策に必死だ。１０月２５日、定例

もあり日本の古紙輸出価格は急上昇、国内メ

しい。そのせいかどうかは定かではないが、円安

であったが、その食指が日本にも向かっているら

るという。今まで新聞古紙の輸入先は主に米国

って更に１８０万トンもの新規古紙需要増があ

て新聞用紙メーカー数社によるマシン増設によ

増加している。その中国が昨年から今年にかけ

の累計では既に昨年同期より２００万トン以上

数字であった。今年もハイペースのまま８月まで

の古紙消費量１，８６０万トンとほぼ同じ位の

輸入量が昨年は１，７００万トンと日本の昨年

は大規模板紙メーカーのフル生産により古紙の

一方、日本の輸出先の８割を占めている中国で

新規需要増に備えて購入を増やしている為だ。

ＩＰの増設に伴う年間１００万トンといわれる

メーカーがここ数年内に稼動する新マシンやＤ

年割れとなっている。これは明らかに国内洋紙

昨年を上回っているが、新聞、雑誌については前

だ。品種別で見てみると段ボール、上物古紙は

の増加は１９万トンとやや伸びが減ってきた事

全国の古紙回収増は５０万トン程あるが、輸出

子が変わってきた。１月から８月までの累計で

輸出増の傾向に変わりはないが、ほんの少し様

出の増加に繋がっている。今年も更に回収増、

８４万トン、３７１万トンと回収増がそっくり輸

っている。

業界の一員として社会に貢献して行きたいと思

誠実に、そして前向きにこれからもリサイクル

乱、情報バブルに踊らされることなく地道に、

かは落ち着く日がやってくる。様々な情報の錯

国内外の需要増、内外価格差による混乱もいつ

は転機が訪れるはずだ。古紙の想像を絶する

ックまでとか万博までとか言われているがいつか

である。中国の経済成長も一般的にはオリンピ

ーダー達が発揮する絶大なパワーによるもの

できた関東商組を始めとする各地域組合のリ

輸出の時代から組合による共販活動に取組ん

一般社会に認識されるようになったのも、赤字

をするのも珍しくなくなった。古紙がここまで

り殆ど驚かなくなった。一般の人達が古紙の話

大騒ぎした古紙市況が今では日常茶飯事とな

ル古紙が追加された。かつては新聞に載ったと

紙、上質紙、コーテッド紙に加え新たに段ボー

日経商品指数４２種の中に従来の段ボール原

感は正にその一言に尽きるのかもしれない。

か」
という質問が真っ先に飛び出した。今の危機

取る事ができた。「
古紙の輸出がいつまで続くの

まではあまり見えなかった各社の危機感を感じ

始めとする諸資材の高騰、メーカーの淘汰、今

０％位と説明があったが古紙価格上昇、燃料を

大懇談会となった。製品価格修正も目標の５

時の視点

ここ３年間、国内古紙の回収率は６６．１％、６

われた。家庭紙メーカー１６社、洋紙、板紙メ

勝

８．５％、７１．１％と上昇し毎年８０万トンか

ーカー９社、計２５社の出席という過去にない

副理事長 近 藤

ら１００万トンの増加、輸出も１９７万トン、２
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第２０回 古紙関係協議会

平成１８年７月２４日（
月）
ＰＭ３時～
板橋製本会館会議室にて開催

ら話をしていただきたい。

現況や今後の見通しなどを、専門的な立場か

を使っている。そこのところを踏まえて、古紙の

②産業古紙について

る。

方針変更により、安値修正の動きが出てきてい

原材料の高騰により、家庭紙についても大手の

産業古紙は、印刷・
製本工場から発生するも

赤染直納部副部長

古紙業界の動向
①古紙全般に関する現況

のが主であるが、今現在、家庭紙メーカーの再

製本組合では、１０月に東京プリンスホテルパ

３％だったが、本年になって製紙連合会から、２

昨年の古紙回収率は７１．１％、利用率は６０．

８円だったのが、１６８円、１２８円となり、再

ている。２～３年前、６０ｍ１２ロール入りで１９

いる。ここ数年来、最低価格という形で推移し

１３名

出席名 東京都製紙原料協同組合 ９名
東京都製本工業組合
近藤副理事長

ークタワーで全国大会を開催するので、ご協賛

０１０年までに利用率を６２％まで引き上げる

生産不可能な価格になり、メーカーではかな

生紙ものでは、日本での生産の約７割を占めて

の程よろしくお願いしたい。バブル崩壊後、１，

と発表があり、国内大手メーカーのＤＩＰ増設

りの赤字を抱えて生産している。そして大手は

昨年から今年にかけての状況について述べると、

３６０社あまりあった組合員の数が減り続け、

計画等がぞくぞくと発表された。そして、洋紙

星野副理事長（
東京工組）

現在、８００数十社になってしまった。

生産調整や値上げに踏み切った。６月から目標

には１０％にとどまった。

５０％値上げしたいという話だったが、現実的
トンとおととしに比べ３割増加した。今年の１

オイルショックの時のように、トイレットペーパー
国内の古紙回収については、全体の８５％が新

～ ５月 までの統計では、昨年同期に比べ１１

一方、古紙の輸出については、昨年は３７１万

メーカー再編の動きが活発になった。

本日は両組合にとって有意義な話し合いがも
てる事を願っている。
皆川理事長

聞、雑誌。段ボールの主要３品と呼ばれる古紙

我々の見方では、産業古紙は依然発生が少な

がなくなるという噂も出て、また、値上げを控

元である。需給バランスがとれ、古紙価格が上

であり、年々減少する産業古紙とは対照的に、

くて、昨年に比べ７～８割程度。家庭紙メーカ

１％となっている。

がってくれればよいが、今日の新聞にも、王子

家庭から出る行政回収古紙や事業系といわれ

ーには、製品価格を値上げしたら、材料価格

古紙業界にとって製本業界が最大の古紙発生

製紙が北越製紙を買収する記事が載っており、

るオフィス古紙の増加、また、昨年施行された

も値上げして欲しいと申し入れている。

えて、古紙ものの家庭紙メーカーは５・
６月忙し

寡占化がますます進んでいる。さらに厳しい需

個人情報保護法のからみで、機密文書といった

組合では、需給調整のため輸出をしているが、

そして相変わらず、産業古紙において、アウ

かったが、今はその反動が出ている。

給調整を懸念している。

種類の古紙が大幅に伸びており、製紙メーカー

裾物三品は産業古紙と異質な動きをしている。

製本業界にとって、古紙は貴重な位置づけに

藤田専務理事（
東京工組）

の使用品目もそういったものに絞られてきてい

中国に輸出している価格は国内価格より安い。
製紙業界においては、原油の高騰にともなう

る。

なっており、その浮沈が経営の動きに影響する。
そんな事で、古紙の動きに関しては非常に神経
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トサイダーとの仕入れ競争が厳しい状況であ
テストをしてから仕事にかかる。

ースがあるので、そのような加工がある場合、

ない品質であり、両方同様に使用できるという

再生紙がほとんどで、新聞紙とあまり変わら

ことになり、メーカーからチラシを入れてよい

という許可が出て、今は分別していない。

いるが、それも再びリサイクルされるのだろう

なっている。その古紙を回収業者さんに出して

境に優しいかというと、必ずしもそうでないと

っているが、古紙混合率が高ければ高いほど、環

現在、ライフサイクルアセスメントが話題にな

東京工組

か。

日頃使っているカレンダー用の紙はＲ１００と

飛里紙製品製本部会長（
東京工組）

る。

製本業界の現況
島村雑誌部会長（
東京工組）
雑誌の現況は減少傾向が相変わらずであり、
部会に参加していても、雑誌の仕事をしていな

ような扱いをされるのか心配である。

選べないので、我々から出た古紙がいったいどの

の質が落ちてきたと思うし、製本業者は紙を

きている。特に再生紙を指定され、だんだん紙

木を使うのもリサイクルとして認められている。

植林国から採ったパルプを使用している。植林

林を認証されたチリ・
ブラジル・
南アフリカ等の

Ｒ１００という場合、その中の３０％くらいは植

皆川理事長

それをあまり使いたくないようである。しかし

う新たな品目を掲げている。製紙会社側では、

今、（財）古紙再生促進センターで、雑紙とい

東京協組

はあるのだろうか。

の混合比率が下がった紙が多く出回る可能性

言われている。今後、製紙業界としては、古紙

昨年の情報であるが、通販の部数が伸びてお

カレンダーに使われるようなＲ１００の再生紙

６０万トン弱、古紙使用率を上げねばならず、

い業者が出てきている。発生する紙も変わって

り、通販関係の事業所から古紙が多く出ている

は、問題なく再生できる。

板紙の中にすきこむことになるだろう。
東京工組

ごみ扱いになっている。そして、包装紙のワンプ

ホットメルトがついているものや、色紙などは
（
東京工組……東京都製本工業組合）

の部分、こういったものは再生できないのか。ま

いないように思えるのだが。

た、集めている業者によって、扱いが統一されて

（
東京協組……東京都製紙原料協同組合）

Ｑ＆Ａ

のではないか。東京周辺の通販を見ても、仕事
は減っていないように思える。しかし、内容的に
は薄くなってきている。
一番気になるのはホットメルトの扱いである。
竹内手帳部会長（
東京工組）
手帳業界の特徴としては、一括受注が多く、
用紙購入から行っている。しかしながら業者が

東京工組
家庭で新聞を出すが、その中のチラシはアー

少なく、紙の消費量は微々たるものである。こ
こ２、３年、手帳の受注部数は下げ止まった印

トや色上など様々な紙が混ざっている。それを

く使われている。黒や赤以外の色紙については、

東京協組

象である。同業者に聞くと、全般的に店頭で売

一緒にして出して問題ないのだろうか。

い。

については、直接聞いたことがないのでわからな

ホットメルトの付いた紙は現在ほとんど影響な

る手帳の部数を中心に、昨年より大幅に伸びて

雑紙に流れている。業者によって見解が違う点
チラシは数年前までは、新聞と分別してくれ

東京協組

暮の手帳は、小口に金がついたり、見返しの本

という事になっていたが、現在、チラシの紙質は

いる。
文もベタ貼りするが、再生紙では具合が悪いケ

4

ビニールワンプについては、捨てるものを少な
を前向きに使用しているのはほんの一部のメー

言があったので付け加えたい。ラミネートワンプ

何か参考になるもの、例えば、紙の切れ端を付

が、私どもの感覚では種別がよくわからない。

禁忌品種別について、一覧表はいただいている

東京工組

くするという事で、製紙メーカーでリサイクル
カーで、ほとんどのメーカーは使いたくないのが

けた見本等があればありがたい。

私は集荷業者だが、先程若干誤解を招く発

しているが、発生元には逆有償となっている。

現状。取引されている直納問屋が積極的に受

東京工組

東京協組

東京工組

け入れてくれないと、我々も納入できない。正

なものであろうか。

東京都の処理場に搬入しているのが実情であ

直言うと、私のところでもラミネートワンプは

業者だと思うが、非常に気になる。

んでいってしまう業者がいる。アウトサイダーの

資源ごみの日の、決まった時間に、さっさと積

これが入っていたらゴミになるというのはどん
東京協組
る。

表紙のＰＰ貼りはゴミ扱いになる。

東京協組

産業古紙のアウトサイダーはまた別だが、資

直納メーカーとのたて線が１つあり、受けら
れるか微妙なところがあり、我々もつながりの

源回収の抜き取りをするアウトサイダーには、

東京工組

ある直納問屋に持ち込むが、いろいろな判断の

表紙のＰＰ貼りは一冊のうちほんの僅かで、断
裁した時に少し入ってしまう。

我々も頭を悩ませている。

各区によって「これは区の品物である」と明示

中で、受けられるもの、受けられないものが出
てくる。なかなかきちんとした答を出せないの

東京協組
それくらいは業者の判断である。私から見れ

し、無断で持っていったら罰するという区政をひ

いている所と、それをできない所がある。新聞の

が現状である。
大きな目安となる禁忌品リストが出ているの

値段が上がり、回収するのも楽なので、新聞だ

ば、切ったものに少し混ざっているくらいなら大

で、それを参考に、付き合いのある集荷業者と

け抜き取ることが起こっている。

丈夫だと思う。
東京工組

話し合って欲しい。

今まで、ここまで突っ込んだ話し合いはなかっ

８センチくらいの大きさの本に、３センチくら

私どもは、製本業者から集荷を専門としてい

たと思う。いずれにしても製本業界、とりわけ

東京工組
る集荷業者と、それをとりまとめてメーカーに

雑誌関係は非常に業績が悪く、業者は大変苦

東京協組

れた。

販売する直納業者の２つに分かれている。直納

しい中で努力している。その辺を理解していただ

いのモノグラムがついていた。それはゴミと言わ
東京協組

業者によっては、ラミネートのついているものを

ければありがたい。

３分の１は入っていると、ゴミといわれても仕
方がない。

使えるメーカーと付き合いのないところもある

にしていきたいと思う。

これからも古紙業界の皆様と情報交換を密

東京工組

ので、そういう場合にはラミネートはゴミにな
る。それも圧倒的に量が問題となる。それなり

これが入っているとゴミになるというような、
判断材料となるリストが欲しい。

の量がまとまって出れば、それをストックし、使
一部のメーカーに限られる。

えるメーカーに出せるが、設備を有するごく

東京協組
古紙センターの方で、禁忌品リストが出てお
り、製本組合にも提出してある。
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全製工連

当初人数より増えて２０名の参加者となりま
した。

アーに載せ並べています。その並べたプレスを手

作業で番線を切っています。コンベアーは非常に

ゆっくり止まることなく進んでおりました。以

前は自動化していたようですが、アクシデント

第５０回全国大会開催される
ＡＭ８時３０分羽田空港・
第１ターミナル北ウ

が多く、現在では人の手にて番線をカット処理

次は古紙解梱機を見学し、コンベアーで運ばれ

イング集合、定刻通り皆さん集合し、ＡＭ９時
向けて出発しました。約１時間２０分のフライ

てきた古紙は、１～４のスクリューにてバラバラ

全日本製本工業組合連合・
平成１８年１０月６日（
金）

トで北海道に到着。空港近くのレストランにて

にされパルパーに運ばれていきます。

しているようです。

東京プリンスホテルパークタワー

昼食をいただき王子製紙（株）
苫小牧工場へ向

４５分発のＪＡＬ１０１３便にて新千歳空港に

記念講演会 午後１時３０分～午後３時

かいました。バスにて、約３０分で到着しまし

東京都製本工業組合の共催

本 大 会 午後３時２０分～午後５時２０分
た。

世界最速のＮ ６
-マシンが稼働している工場です。
この工場は歴史が長く、工場が建設された頃に

この苫小牧工場の生産品は主に新聞用紙で、

うもなさそうです。

の古紙リサイクル率８０％には到底追いつきそ

国内の古紙リサイクル率をグラフにしたもの

ト場などもあり、町の活性化には無くてはなら

外にも王子製紙が経営しているホテルやスケー

苫小牧から関東へ
は製品を運び、帰りに古紙を

います。輸送には王子専用大型船を使っており、

古紙使用状況では、関東からが大半を占めて

積んで苫小牧に戻るということです。

次にＮ ６-マシンへ
移動しました。日産能力は７
２０トンで時速１００キロくらいのスピードで紙

が作られているそうです。その隣には、Ｎ ５-マシ
ンもあり、日産能力は５７３トンです。すぐ隣で

すごい迫力でした。

大型マシンを２台同時に見られたのは初めてで、
古紙の入荷が無くても工場をストップしないで

止しているマシンもあるそうです。

うです。しかし昨今はマシンの老朽化もあり、停

計すると日産３，８７９トンもの能力があるそ

苫小牧工場には合計９台ものマシンがあり、合

次に新聞プレスの見学です。クランプにてコンベ

したが・
・
・
他の方も首を傾げておりました。

とても２０日分のストックが無いように思えま

マシンを稼働させることができるそうです。

新聞古紙のストックヤードです。約２０日間は

す。

した。最初に到着した見学地は古紙ヤードで

も広い工場敷地内なので観光バスにて移動しま

せていただき、早速工場見学へ
移りました。とて

到着すると会議室に通されビデオを拝見さ

ない苫小牧工場に思えました。

があり、徐々に数字は伸びてはいますが、韓国

はまだ、町ができていなかったようです。工場以

になっているようです。

このパルパーは旧型で、現在は主に縦型が主流

記念懇談会 午後６時～午後８時３０分
東京都製紙原料協同組合からは、皆川理事
長と坂田副理事長が参加されました。
又、当日配布されたプログラムに協賛として
当組合の広告を掲載いたしました。

青年部主催・
王子製紙（
株）
苫小牧工場研修について
青年部副幹事長 工藤 嗣人
平成１８年９月２２日（
金）
～２３日（
土）
９月２２日
東京都製紙原料協同組合・青年部主催の研
修旅行に参加しました。
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的地であります小樽へ
と向かいました。２回の
優 勝

坂内 大介 ㈲宏栄紙業

た。

近年の新聞用紙には軽量化を計るため、重量
休憩を入れると３時間３０分のバスの旅になり

ＡＭ９時に宿泊先でした「
石水亭」
を後にし、目
新聞・
普通新聞・
軽量新聞・
超軽量新聞などと

南波 満男 ㈱山田洋治商店

バスに戻り、会議室にて質疑応答をさせてい

鮮物を購入でき、満足な買い物となりました。

てもらいました。観光地の価格の半値近くで海

赤染 清彦 ㈱共益商会

ただきました。噂通りの素晴らしい工場でした。

ＰＭ３時３０分小樽を後にし、新千歳空港へ
向

ブービー賞

三 位

近藤 行輝 美濃紙業㈱

ＰＭ１２時３０分に小樽に到着、市内のレスト

準優勝

写真が多く掲載される新聞には超軽量新聞用

ランにて昼食をとり、市内見学へ
出掛けました。

ました。

紙は色載りが悪く、軽量新聞・
普通新聞などに

市場へ
向かうためタクシーに乗り込みましたが、

いった種類を製造しているようですが、カラー

移行が多いようです。

このような大型マシンが２台並んで設置している

かいました。バスにて７０分ほどで到着、最後の

平成１８年１０月１２日（
木）
第４５回清風会

ドライバーのアドバイスで良い市場へ
連れて行っ

工場は初めての見学でしたので本当に良い見学

お土産を購入し、締めくくりとして札幌ラー

が、茨城県常陽カントリー倶楽部にて開催され

第４５回 清風会
ゴルフコンペ開催

会になったのでは・
・
・
と思いました。

メンを食べてＪＡＬ１０３０便にて羽田に向かい

記念撮影後、苫小牧工場の水力発電の見学の

ました。ゴルフ場に向かう途中、周辺道路が新

しくなり建設中のマンションがえらく目立ちま

したが、どうも筑波エクスプレスが開通した関係

のようです。

当日は、秋晴れの絶好のゴルフ日和で、新井商

店の新井勝夫さんの飛び入りもあり、総勢１４

名の参加で好スコアーが続出しました。

皆川理事長、坂田会長が挨拶をされスター
ト。

コンペの結果は、工藤裕樹さんが好スコアーを
三井観光苫小牧ゴルフコース

って帰った感があります。〝やはり優勝しなけ

ピンも２個取り、景品はほとんど工藤さんが持

出しハ
ンディにも恵まれて優勝されました。ニア
北海道研修旅行のオプションとして、希望者８

米寿の坂田さん、それに続く工藤さん冨澤さ

れば〟との声が参加者からもれていました。
海道の秋空の下、爽やかな汗をかいてきまし

名によるゴルフコンペを行いました。清々しい北

平成１８年９月２４日

青年部幹事長 工藤充彦

青年部ゴルフコンペ

式の挨拶をいただき解散しました。

ＰＭ７時２０分羽田到着。皆川理事長の解団

ました。

ためバスに一同乗り込みました。 バスに３０分
ほど揺られ、苫小牧工場の水力発電を見学さ
せていただきました。 王子サーモン工場の見
学予定でしたが、急遽、水力発電所の見学に変
更されました。
現地には人は・
・
・
いなく。説明はボタンを押す
と誰でも聞くことができるアナウンスが流れま
した。とてもキレイな場所で、静かでした。水の
落差は１３０メートルで、とても高い位置での見
学でした。
３０分ほど見学させていただき、水力発電所
を後にしました。一同バスに乗り込み宿泊先の
登別温泉へ
出発しました。
９月２３日
二日目は観光へ
ＡＭ９時００分に出発しました。
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静岡県紙業協会家庭紙部会の懇談会の翌日

ると思われます。これ迄、集荷サイドの皆様も

のを、そのまま安易に投げ出すのは一考を要す

立て直す為に戴いたボーナスと思い修正したも
に、特更部会による親睦ゴルフコンペが行われま

集直委員会等に出席して低価格を是正すべく

んの元気なプレーを拝見できて良かったです。
成績は次の通りです。
した。

勝

平成１８年１０月２６日（
木）

訴えて参りました。それで価格が上昇を見たと

美濃紙業（
株） 近藤

続

支部便り
継

山手支部 厚生部長 飯塚 宗夫

くお願いいたします。

熟慮して御商売を万進して戴きますよう宜し

良くなるとは考えないでいただきたい。各自、

生減が原因ですから、そう簡単に利益が急に

只、今回、修正が見られたと云う事は古紙発

得がいきません。当然のことと思います。

模造、見当、色上が裾物三品と同価格では納

らないと思います。何しろ上物古紙と云われる

ました。この修正を大事にしていかなけらばな

は思いませんが、今回値戻しが見られ報いられ

優 勝
（
株）
庄司

隆

佐藤 時吉

準優勝

三弘紙業（
株） 宍戸

集荷部長 坂田秀一郎

戸委員長始め役員、担当者の再三に渡る価格

この度、１０月度より直納部、家庭紙色上、宍

集荷部より

３位

５組 １８名

沼津国際カントリークラブ
勝

優 勝 工藤 裕樹 ㈱工藤商店
次回ハ
ンディ２１
準優勝 赤松 源裕 ㈱赤松商店
次回ハ
ンディ２０
３ 位 増田 唯之 ㈱増田商店
次回ハ
ンディ７
４ 位 新井 勝夫 ㈱新井商店
次回ハ
ンディ１８
５ 位 清水 弘允 グリーンロジテック㈱
７ 位 工藤 敏雄 ㈱工藤商店
１０ 位 坂田秀一郎 ㈱坂田紙業

近藤

工藤 裕樹

ブービー賞 冨澤 一郎 ㈱富澤
勝

ニアピン賞 工藤 裕樹
近藤
ドラコン賞 増田 唯之

修正のお願いで家庭紙メーカーも重い腰を上
げてケント模造色上等、値上げ又は、過去の価

大波賞 高山昭二郎
小波賞 近藤

格に値戻しがありました。

勝

ベスグロ 増田 唯之

での商売には注視、感心を寄せられている。最

皆川理事長も常日頃、集荷業者の低価格帯
＊次回は平成１９年秋を予定しています。

近、色上の他に雑誌、切付等も一部修正が見

毎年９月の第一土・
日曜日に山手支部は、熱

ミに騒がれる事になると思われますが、集荷サ

いかなければなるまい。事実、価格上昇をマスコ

初で、あれから十年近く過ぎました。大先輩を

に、組合の仲間から研修旅行に誘われたのが最

私自身、製紙原料の仕事に息詰まっていた時

海、箱根湯元あたりに出かけて来る。

イドの現在、疲弊した自社の経営を幾らかでも

を有り難く受け止め、自社の為になる様にして

られる。集荷部としては、この一連の価格修正

＊次回幹事 近藤 勝、坂田 智

特更原料部会・
親睦ゴルフコンペ
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った。翌朝にはクモの子を散らす様に帰って行っ

まり、宴会後、海岸通りやネオン街に消えて行

始め多くの組合員が宴会に時間に合わせて集

います。いつまでも継続できるヒントを探しに。

出かけ、たわいもない会話をしてみようかと思

こで休日の朝はテラス付きのコーヒーショップに

夫婦二人だけの時間が多くなってきました。そ

人程が待っている中に入っていった。

と思って誘いに来た。誘惑に負けて私は、三十

と題して俺達新聞に出るのだって、姉ちゃんも

新聞屋さんが来て、下山事件に協力する人達

カメラマンの指図で、くたびれた軍服の上等兵

た記憶が残っている。
しかし熱海の有名ホテルがなくなり、街のネ

五日後に新聞を見せに来てくれた。上等兵殿

てやっとカメラに収まった。

殿と私が前列で腰を落とし、後ろは台持って来

組合員の広場

の風貌あるお顔と別人の様な私が撮れていた。

その後、三鷹電車の暴走事件が起きた。無人電

車が走ったのだ、冷水を喉に通した私です。敗

昔々の話です。銀座に勤めている店のウインド

た。競馬、競輪が盛んになり私はおたおたしつ

社が労働組合を成立し、違った空気が吹き始め

足立支部 サン商事㈱ 西内 澄江

二十四年の追想

オンが淋しくなった頃から研修旅行の内容が様
変わりしてきた。土曜日に東京駅に集合し、缶
ビール片手に列車に乗り込み、旅館に早めにチ
エックインして、風呂で汗を流し、宴会までの時
間を雑談や仕事の話でゆっくりと過ごす。宴会
は懐石料理なので食事の時間も２時間位かかっ
風呂に始まり、その後、朝食になりチエックアウ

ーの整理をし、明日の開店の準備を急ぎ終え

つパチンコの出玉の音を聞きながら職場に向かっ

戦後社会が労働運動の展開に入り、沢山の会

トを十時から十一時頃に済ませるので、お昼頃

た。私達６名の店員は、新橋駅前の中華そば屋

た、今日も・
・
・
・
・
。

てしまいます。そして翌朝は、朝日を見ながら

は、まだ駅前でお土産を買い込んでいます。

で夜食を済ませ、握手を交わし明日へ
鋭気を養

支部の旅行が宴会中心からスローライフを満

私も八十を過ぎ目に異常を感じ病院でも細

銀座にも夕焼け雲がやって来た。（
おわり）
山手線で上野を降り、常磐線に乗り換えて北

かい文字は避けた方が良い言われたので、これ

う、この雰囲気が大好きです。

ァーストフードからスローフード（
ライフ）
へ。そ

千住で降りる、何時ものコースです。十時を過

足させてくれる旅館へと変化、近年に於も、フ
してまた、レジャーホテルから落ち着ける和風

をもって筆を置く事にいたします。私の拙い文

げます。有難う御座いました。

ぎている戦災に無傷の町は闇の中でした。翌朝、
異様な空気を感じた。国鉄総裁の下山さんが

旅館へ
、という流れの中でお客様を満足させら
ちなみに、優良旅館は、夏休みを過ぎても満室

夜十時過ぎ、この電車で轢死したのだと店を開

章をご愛読を戴きました事、厚くお礼申し上

になることがあり、山手支部は今年、伊東温泉

けているおじさんの声が耳に入り足が竦んだ ｡

れる旅館だけが、継続させて頂いていると思う。 出勤の途中そこかしこに立っている警官の姿に

まで出かけてきました。製紙原料業もお客様

下山事件です。東京のはづれの下町がスクー

広報部長 清水 弘允

コンプレックス考

援の元に継続することができ、また新しい道が

プの原点に変わり右往左往の賑やかに変貌し

私はコンプレックスと言う言葉にとても興味が

私の後の電車だろうか、戦慄が背を走った。

ひらけ継続していることによって得られる物が

た。事件の三日目、出勤すべく表に出たら籠を

あります。何故なら、それは誰もが持っていな

とお互いに理解を深め満足して頂ければ、ご支

多々あると思います。研修旅行も同様に。

背に金目の物を集めるおじさんが、見えて今、

最後に私事になりますが、子供達も親離れし、
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ところでコンプレックスとは何でしょうか。私達

ると、すごく分りやすい経験があるからです。

理解しようとした時、その存在を介して理解す

知れないものだからです。そのくせ、或る人を

がら、正面からは直視したがらない何か得体の

分りやすいと思います。

です。これはフロイドのリビドーで解釈すると

登場人物の名前を借りて表現したコンプレックス

して抱く強い愛情や対抗心を、ギリシャ悲劇の

レックスがあります。 共に子供が異性の親に対

レックスで、ファザコンに近いのにエレクトラ・
コンプ

いいでしょう。一番良い付き合い方を工夫する

ンプレックスとうまく付き合う事を考えた方が

ます。コンプレックスから逃げられないのなら、コ

このように人間誰でもコンプレックスを持ってい

異性の好みなどです。

下する人、仕草や喋り方に癖を持っている人、

合されている心的内容の集まりである」
と書か

と、コンプレックスとは「
何らかの感情によって統

と考えられています。

ています。優越感もまたコンプレックスのひとつ

が、心理学では色々のコンプレックスが挙げられ

か。確かに劣等感はコンプレックスのひとつです

言う意味で理解されているのではないでしょう

いことです。事実としてあった場合でも、本人が

イントは、必ずしもそれが客観的な事実ではな

コンプレックスの特徴はいくつもありますが、ポ

どです。

ンプレックスとか、学歴に対するコンプレックスな

姿に対するコンプレックスとか、職業に対するコ

そこから色々の表現が出てきます。たとえば容

ックスを劣等感の同意語として使っていますので、

先ほども書きましたように、日本ではコンプレ

るのではないでしょうか。

上で、しいては他人を理解する上で、プラスにな

の片隅で自覚しておいた方が、自分を理解する

が自分の行動を縛っている部分があることを心

ょう。ただ自分にもコンプレックスがあって、それ

ちょっとだけ考えて後は放っておくのもいいでし

いし、自分はどんなコンプレックスを持っているか、

プレックスを分析して、その原因を究明するもい

のが知恵と言うものです。徹底的に自分のコン

が日常コンプレックスと言う時、それは劣等感と

れています。日常会話で使われているコンプレッ

意識している程には、周りの人は何とも思ってい

かの感情によって統合されている心的内容の集

コンプレックスの定義に出てくるように、「
何ら

を経験し、学校、社会では、多くの友達、同僚、

ます。その間、家庭では親兄弟との愛情、摩擦

になるまでずっと外界との接触を通じて成長し

人で育つ事はありえません。生まれてから大人

まりである」から、その人にとっては気になって

上司、部下との接触、衝突を経験します。そし

心理学でコンプレックスの定義を探してみます

クスには、マザコンとかロリコンなどもありますが、

ないところにその特徴があります。

我々はこの世に生を受けてから、まったく一

これもコンプレックスの形態のひとつです。「
何か

無意識の世界を研究対象にした心理学者と

仕方ない事柄でも、他人には何でもない事が多

て結婚しては配偶者との長い付き合いが待って

無視できない、心の中の固まり」
とでも言えばい

して、フロイドとユングがあげられます。フロイ

いのです。

心理学でよく出てくるコンプレックスの例を挙

釈を広げていきました。

の解釈から、社会にはびこる神秘主義にまで解

心の奥に動く無意識を深く分析し、個人レベル

れをリビドーと名づけました。ユングは人間の

るものとして、性的エネルギーの存在を考え、そ

にこだわる人、プライドが高かったり、逆に卑

拡大に積極的な人、お金に執着する人、役職

と、見えてくる場合があります。例えば、事業

をある種のコンプレックスが動機と解釈してみる

なったり、意識したり、頑張ったりします。それ

を含め人間とは、ある事になると特にむきに

皆さんも経験されていると思いますが、自分

わない為に処理能力を超えた部分を心にしまっ

人間が成長する過程で、精神的につぶれてしま

成せずにはいられません。コンプレックスとは、

よって統合されている心的内容の集まり」を形

も思い知らされます。つまり「何らかの感情に

らされるし、金銭的に余裕があるのか無いのか

います。自分の内面的、外面的強さ弱さを知

いでしょうか。

ドは、人間のさまざまな活動の動機を説明す

げますと、マザコンに近いのが、エディプス・
コンプ
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ておく安全装置かも知れません。
コンプレックスを否定的に受け止めるのではな
く、肯定的に、前向きの動機付けとして受け止
め、エネルギー源として使って行きたいもので
す。

お 知 ら せ

〔
平成１８年１１月会議・
催事予定〕
２日（
木）
常任理事会（
ＰＭ２時３０分）
理 事 会（
ＰＭ４時）
組合会議室
７日（
火）
青年部幹事会
（
ＰＭ６時）
組合会議室
８日（
水）
海外研修（
中国・
上海）
説明会（
ＰＭ５時）
組合会議室
１０日（
金）
～１１日（
土）
古紙センター
静岡地区１泊研修
（
名古屋・
高山・
白川郷方面）
１３日（
月）
業務部長・
支部長会議
（
ＰＭ４時）
組合会議室
２０日（
月）
～２３日（
木）
直納部共販委員
海外研修三泊四日（
中国・
上海）
２１日（
火）
古紙センター
関東地区委員会（
ＰＭ２時）
２９日（
水）
古紙センター
業務委員会（
ＰＭ１時３０）

全原連役員会（
ＰＭ２時３０）
３０日（
木）
古紙センター
静岡地区委員会（
ＡＭ１１時３０）

訃 報
山手支部 山吹紙業（
代表者・
近藤直樹様）
の
ご母堂様 近藤幸子様（
享年７３）
平成１８年９月１６日逝去
荒川支部 勝村商店（
代表者・
勝村靖様）
の
奥様 勝村 博子様（
享年７１）
平成１８年９月１９日逝去
【
会社組織変更】
旧本名 三栄紙業社 （
代表者 若月順一）
（
新） 有限会社 三栄紙業社
代表者・
住所・
電話番号・
ＦＡＸは従来通りで

＊ 新聞

６～７円（
横這い）

４～５円（
横這い）

３～５円（
横這い）

＊ 段ボール

３～５円（
横這い）

＊ 雑誌

＊ 色上（
並）

関東商組の融通（
共販）
事業

休止

「平成 １８年１０月度実施 の共販価格（㎏ 当
り）
」

〔
新聞古紙〕

〔
段ボール古紙〕 １０円５０銭／㎏

プレスもの・
店頭価格

会議概要〔
９月・
１０月〕

９月度定例理事会

〔
平成１８年９月４日（
月）
〕

出席理事２４名於）
組合会議室ＰＭ４時～

皆川理事長挨拶

駐車違反問題で７月と８月に警視庁・
警察庁

を陳情のため訪問し当業界の現状を説明した

が、すぐの返答はもらえていない。８月に東京

都リサイクル事業協会多摩部会に出席した際、

協会関係者にも相談し東リ協全体の問題とし

ている。具体的なお話ができるまで迄、もう少

す
【
古紙価格】

しお待ちいただきたい。

てお願いをしてみたらどうか検討をしてもらっ
〔
東資協の古紙４紙の標準売値〕
平成１８年１０月１０日現在
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〔
上白・
特中白〕
パルプは強含み。国際価格上昇

〔
品種別市況報告〕

いていくのではないか。

内ＤＩＰ増設の影響で今後、混乱した状況が続

に高い値段がついている。そうした状況の中、国

０銭といずれも国内価格より２円程高く、非常

２円５０銭、新聞は１３円３０銭、雑誌１１円１

は、段ボールで一口１２円６０銭、もう一口は１

月までの累計でも１０８ ６.％で昨年より１割ぐ
らい強い。関東商組では、７月の輸出買取価格

は３２８，７３０トン前年同月比１１０．２％、７

問わず強含みの状態となっている。７月の輸出

市況に関しては、全般的に古紙は上物、裾物、

に帰国の予定。

工場を見学。３日目は自由時間をとり４日目

近郊のメーカーを見学。２日目、移動しＡＰＰ

５千円の予定。２０日午前中に上海に入り午後、

４日を予定している。ＪＡＬを使い費用は１１万

修旅行を１１月２０日（
月）
～２３日（
木）
の３泊

数社にお願いをして検討してもらっている。研

かとの意見があったので現在、松本光春さん他、

員より上白の組合輸出に取組んでもらえない

お話を聞く予定でしたが出来なかった。又、委

開催した。本来、（
株）
松本光春商店様を呼んで

〔
直納部〕８月９日に直納部共販合同委員会を

〔
総務部〕
報告なし。

〔
各部報告〕

やゴルフでもどうかと話をしてきた。特更メー

者との懇談会を１年行っていないので、懇親会

ないと入らなくなる。特更メーカーと我々業

らに大手に流れてしまう。ここで上げてもらわ

った。今のままでは残本類と同じ価格なのでさ

〔
切付〕Ｍ製紙に聞いてきた。雑誌の値上げがあ

ているメーカーが大半でした。

あがらない。１０月からはやむを得ないと思っ

度は解っている。だが製品の価格が思うように

の説明をしてきた。反応として、皆さんある程

すがよろしくお願いをいたします。という主旨

ぞれの取引先の業者からお話があると思いま

してほしい。これは皆さんからの意見です。それ

の値段を上げて大手とか海外に出ないように

的に逼迫すると思う。是非、この時期に家庭紙

きて輸出も非常に好調である。この秋には全般

テスト的にすでに東京から運んでいる。そこに

る。四国の大手メーカーが上ケント、模造類を

表があり業者にどれぐらい入るか打診をしてい

ーカーが家庭紙のケントを使用したいという発

極端に在庫が減少している。そこにきて大手メ

も産業古紙の発生が非常に悪く家庭紙原料は、

〔
家庭紙原料〕
宍戸直納副部長より…７・
８月と

くる。

近年安価になっていることもありもっと増えて

出も含めて上白に対する需要は

モードの代替品として使われている。今後、輸

新たに上白使用メーカーもでてきている。回復

中。上白は横這いで良くはなっていない。一部、

パルプの配合を高めて高級白板にはしるのでは

に行った際はＡＰＰの配合を調べてほしい。今後、

っている。小さい白板工場に負ける。今度、中国

トンぐらいが焼失した。したがって、資金的に困

寧波のＡＰＰで８月に火災が発生したため１万

ボールその他は、引き続き強含みと思われる。

況がどうなるか。クリスマス商戦があるのでダン

なってきている。１０月初めの国慶節で中国の状

ルの差が逆に詰まってきて国内へ
の入りが少なく

関東商組が突破してしまった。雑誌とダンボー

ある程度、天井価にきている。雑誌は１１円を

終わりから新聞と雑誌を欲しがった。新聞は、

と雑誌に関しては、むこうのバイヤーが８月の

ダンボールについて少々、値上がりをした。新聞

高く契約をしたところが９月分の実績となって

少し下がったが、逆に新聞が上がった。８月初め

をしてきた。ダンボールは、８月にアメリカ物が

２月期に間に合わないので、いち早く在庫増し

秋口に向かって在庫増しをしないと来年の１～

落ちるのだがメーカーからの発注が多かった。

〔ダンボール〕ダンボールは、毎年８月は発生が

は非常に厳しい状況になっている。

いることと輸出も増えているので需給のバランス

落ちたこともありますが、国内の需要も伸びて

がったメーカーがある。長雨により発生も少し

〔
新聞・
雑誌〕
市況的には雑誌が８月１日から上

のこと。

社あり７日に集まり相談をして返事をすると

カーとしては担当者が変ったメーカーも２～３
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〔
返本雑誌〕
８月から回収雑誌は１円上がりま

〔
上台紙〕
発生は少ない。

る。日本は買ってくれそうでくれない。

中国は高くなり買わないと解ると逆に安くな

たのは北越の安いコストにある。売れるとなると

る。日本でも、いち早く王子製紙がＴＯＢを行っ

製品の販売合戦。中国は人的コストが安く使え

る物を作っていかないと市場を席巻できない。

ただきいたので、いつもどおりの形で出せるメド

ただき、組合員の広場などの各原稿にご協力い

支部会が納涼会を中心に原稿を多く出してい

手間がかかったが、結果的に確保できた。今回、

事務局長を通じて扱っていたため収集するのに

議事録関係、外部団体等の会議録等を四ツ家

常の原稿は広報で今までどおり扱っているが、

にきている。９月１５日頃に発送の予定です。通

〔
広報部〕広報９月号の発行に向け最終の段階

部長）

名・
本部３名（
堀川理事長・
鈴木専務理事・
白川

出席者…メーカー６名・業者２４名・事務局３

１６時３０分～於）
フジロイヤルプラザホテル

〔
平成１８年９月１５日（
金）
〕

静岡地区委員会

古紙センター

を用意している。

したので返本のビニール雑誌より高くなってしま
がついた。

ないか。その方が製品も安定すると思う。売れ

った。９月１日から一部の大手メーカーが残本

〔
市況動向〕

「
第一部会」
上物古紙

広報送付の際、全原連のロゴマーク公募案内
を同封する。東京協組のロゴマークについては、

産業古紙全般は、６月以降発生が減少したま

関係を全部１円上げてきた。他のメーカーはこ
れに追従していない。

問題が多いのでペンディングとする。

まの状況が続き、入荷が依然として低調に推移

〔
オフィス古紙〕
あまり変わり映えはなく発生は
悪いと思う。

〔
上白〕
発生・
使用とも少ない状況に変わりはな

している。大手メーカーのＤＩＰ増設に備えた

前回はフラメンコを実施したが今回はまだ決

いが、輸出がコンスタントに行われており、国内

〔
事業部〕
少し早いが新年会についての案内をす

の活性化委員会で決めた回収費用は、相手先

めていない。各支部長さんにご協力いただきす

は若干タイトな状況が続いている。

買い付けも一段と目立ってきており、月を追う

からもらえず苦慮することが多くなっている。

すめていきたいのでよろしくお願いします。新

〔
特中白〕メーカーの季節要因による一時的な

る。来年の１月２０日（
土）
で場所は日暮里「
ラン

古紙価格は一般的に安いので全体的には売上

会社法の勉強会をこれから計画を練って実施し

使用増があり、若干タイトな状況にある。

〔
集荷部〕
古紙の発生状況は７・
８月とも夏の暑

は延びない。この様な状況下に於、強引な古紙

たい。講師を呼んで人数も５０名ぐらい入れる

〔板紙・
ケント・色上〕発生が少なく、入荷も減

ごとにタイトな状況になってきている。

の買い入れ競争があり、それが及ぼす影響は大

会場を用意したいので事務局及び広報部の協

少している。メーカーの使用に変化はないが、今

グウッド」
。

きいものがある。組合員だからといえども相手

力をお願いします。

さ、大雨、夏休みの影響で減少している。組合

先の事情も加わり古紙を取り巻く状況は、今
意先は、組合でも守ってくれないので自分自身

紙苫小牧工場に研修旅行で行く。参加者２０

〔
青年部〕
９月２２日～２３日に北海道の王子製

正が入り、発生が少ない中、取り合いの状況に

色上については、８月末にメーカーから価格修

けが旺盛で、一段とタイト感が出ている。特に

後のＤＩＰ増設による消費増を踏まえて買い付

で守って行くことが肝要だと思う。集荷部会を

名。もう１泊できる方はオプションとしてゴルフ

後、一段と厳しさを増すものと思う。自分の得

早急に開催したいと思う。
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メーカーでは９月１６日から、これを飲むよう

ーに２円価格修正の申し入れがあった。家庭紙

に関東地区の業者さんから静岡地区のメーカ

紙使用参入、輸出価格の現状を踏まえ８月末

〔
家庭紙〕
発生率が少ない中、洋紙メーカーの古

なっており、非常に不足している。

ているが、依然として水準が低い。富士地区に

〔
雑誌〕８月にメーカーが１円値上げを実施し

ある。

般的に計画通りの在庫水準を保っているようで

も比較的順調で、一部未納もあるようだが、全

とも在庫を大分持っている。８月に入り、入荷

が、富士地区でも７月の岳排休転で各メーカー

トータルで４，３０５千ｔで、年初に予測したよ

７千ｔ、雑誌は８９５千ｔ、その他９７８千ｔと、

ンボールについては、１，７４６千ｔ、新聞は７６

を基に需要の見直しをしてみた。この結果、ダ

想していた。上半期の実績がでたところで、これ

ャップがあり、それだけの輸出余力があると予

１年の予測をして、３７０～３９０万ｔの需要ギ

た。特に８月前半は入荷が悪く、在庫がタイト

は在庫増になった。８月は若干荷が悪かったが、

７月は岳排休転があり、富士地区メーカーで

「
第三部会」
段ボール

である。
９月７日の富士地区の特更部会で検討の結果、

感を増した時期もあった。９月に入っても、入

りも若干多目の輸出余力があると修正した。

糊付は１０月１日からプラス１円で決着したよ

荷が薄い状況が続いているようである。

〔
切付〕
家庭紙と同じ時期に値上げ要請があり、 おいても、メーカー在庫は低水準で推移してい

うだ。糊なしについては、個々対応で動いている
ように聞いている。

この要因はメーカーの説明の通りであるが、輸

〔
家庭紙〕
９月１６日から２円のお願いをしたが、

困っている。

ていて、業者間で取り合いで仕入価格が騰がって

〔
板紙・
ケント・
色上〕
一品色上が非常に不足し

値になっている。これは従来、板紙の原料として

て９月は１４３＄・１３．５０円と今年一番の高

５月の建値１３４＄を底にじわじわ騰がってき

庫が１１．３％となっている。関東商組の輸出は

水準であった。出荷が１０９．５％、８月末の在

前年同期比で入荷が１０９．９％と非常に高い

関東３２社の１～８月の累計は、新聞古紙が

〔
業者側コメント〕

９％と前年と同じような数字で推移している。

５％、８月は生産が１００．９％、販売が９９．

前年対比で７月の生産が９９．２％、販売が９８．

しているのではないかと思う。段ボール原紙は、

ちている。これは、１１月の中国の国慶節が影響

荷したといえる。９月に入って全般に入荷が落

メーカーから見れば使用するだけのものは入

出が非常に好調であることを付け加えておき

使われていたものが、洋紙に使われるようにな

〔
業者側コメント〕

たい。

ってきていて、オファーが増えてきているためと

〔
業者側コメント〕

〔
切付〕
先日の雑誌の１円の値上げに連動して上

は５％強減っているようだ。全体としては７月か

８月は関東・
北海道では７月比で１ ほ%ど上昇
したが、逆に中部以西特に中国・四国・九州で
雑誌の１～８月の３２社の入荷が１０３％と、

ら８月にかけて横這いの数字が出てくるものと

思われる。
これはまともな水準といえる。在庫率が１０．

思われる。静岡地区においても大体同じようで

げていただくことで、糊なしについても、１０月

７％となっている。輸出価格は、６月末の１１６

あろうと推測されている。９月の現在までの入

１日から１円の値上げがほぼ決定であろうと思

＄が底で、今月は１２３＄・
１１．２０円と騰がっ

われる。
「
第二部会」
新聞・
雑誌

荷状況は、あまり大きな変化はないようである

が、この後、秋の長雨とういことになると、若干

てきている。
関東商組の需要予測の委員会で、年初にこの

〔
新聞〕
洋紙メーカーの在庫は潤沢であり、さ
らに積み増しを継続中というのが現状である
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〔
ダンボール〕
入出荷は昨年と変わらない。輸出

～４ケ月大きな変化はないと思う。

仕入 １３３，２５７（
１０３．０％）

は、ほぼ均衡がとれているが中国の製品価格が

〔
段ボール〕

屋の仕入れ価格については、やや強含みで推移
出荷 １３２，７８３（
１０３．５％）

発生が悪くなるということも予測される。問
していると思われる。８月の輸出価格は関東商

騰がっていない。需要はあるが価格は騰がってい

在庫

ない。仕入も販売も安定している。

１０，９７３（
９４．１％）

組で１２．３０円、９月度は１２．６０円であり、
「
関東・
静岡実績」

新聞・雑誌は消費が２，７００ｔほど上がった。

為替レートが２円ほど円安に振れたということ
入荷 ２２９，３７４（
１０７．２％）

段ボールは消費量が８月は落ちた。９月前半は

〔
メーカー側コメント〕

慶節の関係で、今週末から１週間ないし１０日

消費 ２４１，２７８（
１０４．８％）

ペースが悪いが後半に期待している

〔
新聞〕

ほど、中国向けのコンテナが一時ストップするこ

在庫 １７９，０９９（
７４．２％）

で、その影響が出ているようである。中国の国

とになると思うが、この間は他国へ
振り分けて

。

紙センター

〔
雑誌〕
入荷 １３０，０５４（
１０２．７％）

調整される。中国についても、９月の最終週に
はコンテナ積みが復活するということで、あま

業務委員会

（
平成１８年９月２８日（
木）

消費 １２１，９１４（
９３．０％）
５１，５５７（
４２．３％）

り大きな影響はないと考えている。
在庫

入荷 ２９４，３８６（
１０１．１％）

報告

〔
１〕
全国古紙の需給・
市況動向〔
Ｈ１８年８月度

ＰＭ１時３０分～於〕
古紙再生促進センター

古紙センター

消費 ２８３，３４３（
１０３．０％）

詳細は紙面の都合により割愛させていただきま

〔
段ボール〕
関東地区委員会〔
平成１８年９月１９日（
火）
〕

在庫 １０６，２６６（
３７．５％）

仕入

〔
新 聞〕
８６，５１７（
１１５．２％）

８４，２４０（
１１４．２％）

〔
関東商組３２社実績〕

在庫の（ ）
は在庫率

単位トン、（ ）
は対前年同月比、

収の限界が現状見えてきているのではないか。

ついては１０３％で特に７・
８月は１０１％で回

の累計で新聞が１０９％で非常に高い。雑誌に

も変わらない。国内対比でみると１月から８月

〔
新聞・
雑誌〕
３２社の発生状況は、新聞・
雑誌と

〔
業者側コメント〕

７名）
欠席８名

理事・
監事５６名…出席４８名（
内、委任出席１

於〕
古紙再生促進センター

〔平成１８年９月２８日（木）ＰＭ２時３０分～

全原連役員会

す。

２時～於）
古紙センター会議室
PM
〔
需要動向〕
０６／８月

出荷

感謝状と記念品が栗原理事長より贈呈されま

●役員会開催に先立ち、畑前全原連理事長に
１０％で８月は、このトレンドから見ると変化は

した。

輸出は新聞で７月は前年比１０６％、雑誌は１
ないのではないかと思っている。問題は雑誌・
新

９，７６７（
１０９．６％）
５８，４５６（
１０３．９％）

聞とも輸出の勢いが止まらない。新聞は１４円

在庫
仕入

５７，９２６（
１０２．４％）

から限りなく１５円に近い。輸出のトレンドは３

〔
雑 誌〕
出荷

６，１７０（
７２．２％）

（
１）
古紙再生促進センター関係

在庫
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①平成１８年度調査研究事業委員会（全原連

園田邦一（
商工組合中央金庫）

・
議題として全原連組織及び活動内容、各地区

高橋良智（
商工組合中央金庫）

秦楽俊一（
日本大昭和板紙㈱）
・

田井広志（
王子板紙㈱）

（
４）
正副理事長会（
８月４日開催）

報告をされました。

に関し、経済産業省が大変尽力して頂いた旨の

・大久保理事より日中商品検査㈱検査員登録

市況報告及び中国状況説明。

崎専務理事
田口 満（
王子古紙パルプセンター㈱）

・全国中小企業団体中央会創立５０周年記念

新任評議員

・
「
オフィス古紙リサイクル状況調査委員会」
委

夏目 茂（
東京都製紙原料協同組合）

式典協賛金について支出役員会上程承認。

委員）
報告。

員…新井勝夫理事、小六信和理事、長崎専務
村島和夫（
中越パルプ工業㈱）

・
協賛金…５万円以上

・
「
古紙利用率向上促進対策委員会」

理事

（Ⅲ）「雑がみ、オフィスペーパーの分別排出基

委員…大久保信隆理事、瀧本義継理事、長

・
「
新規用途促進対策委員会」
②紙リサイクル経験者の活用制度（
ＯＢボラン

工された紙」
に改定する。

「
ワックスなどで防水加工された紙」
を「
防水加

①取引条件改善事業については家庭紙メーカ

●経営革新委員会（
９月２７日開催）

（
５）
総合運営委員会（
８月４日開催）

（
１口２５，０００円以上２口以上）

ティア）
協力お願い報告。

（
Ⅳ）
平成１８年度紙リサイクルセミナー開催の

ーを対象に各地域のメーカーを確認

準」
の一部改定の件

・
各組合に申請説明資料一式配布済
件

委員…上田雄健理事、長崎専務理事

③業務委員会（
９月２８日開催）
報告。

（
中部・
九州地区）。１０月上旬にお願い文信

開催日時 平成１８年１０月１７日（
火）

を発送する。

②「
秋の作業安全月間」

フレットを発行し、作業安全月間マニアルを作成

実施については来期以降年１回ポスター・
リー
の件

する予定。
東京都開催 １０月１３日～１５日 アリオ亀

説明があり、本案を各組合で検討の上、１１月

「
古紙リサイクルアドバイザー認定制度」
（
案）
の

③「
古紙商品化適格事業所認証制度」
（
案）
及び
有

２９日役員会で討議検討する。従って役員会で

イトーヨーカドー長野店

長野県開催 ９月１６日～１８日

（
Ⅴ）
平成１８年度リサイクルペーパーフェア開催

開催場所 虎ノ門発明会館ホール

１３時～１６時

（
Ⅰ）平成１８年１０月～１９年３月段ボール・
新聞・
雑誌の消費計画の件
段ボール １０月～ １２月 前年比９８％
９８．７％

１月～３月 前年比９９．５％
１０月～３月

新 聞 １０月～ １２月 前年比１０３．７％
１０３．９％

１月～３月 前年比１０４．２ %
１０月～３月

雑 誌 １０月～ １２月 前年比１０２．５ %

（
２）
段ボールリサイクル協議会

決定された段階で各組合の総会決議事項とし、

且つ全原連総会決議事項とする提案がなされ

（
運営委員会８月２８日開催）
報告。
（
３）
経済産業省産業局生活文化用品課懇談会

承認された。

１月～３月 前年比１０５．０ %
１０３．７ %

（
８月４日開催）
報告。

④（
財）
古紙再生促進センター事業として「
古紙

１０月～３月

・
加藤課長（
新任）
、岡宮課長補佐、尾里係長、

品質認証制度」
の経過報告。

（
Ⅱ）
理事、評議員の一部変更の件
江良正勝（
住商紙パルプ㈱）

全原連正副理事長、大久保理事。

新任理事
岡村光二（
王子古紙パルプセンター㈱）
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整合性を将来的に検討する。
月１日～３１日）
実施

（
７）
経営革新委員会「
秋の作業安全月間」
（
１０

いる旨を報告。

東京都協組…荷動き低調。家庭紙メーカー２

価格高値推移。需給予測説明。

関東商組…仕入・
出荷順調、在庫タイト。仕入

当組合の「商品化適格事業所認証制度」
との
⑤エコアクション２１の認証取得支援についての報

②ネット事業・
製紙原料卸システムのアンケート

紙センター直接リンク。

①ホームページ全面見直し、統計資料関係は古

●ＩＴ推進委員会

あった。

月目標。本議案は総会決議としたい旨提案が

当面従来の「
ＫＧ」
表示とし、実施平成１９年４

先製紙メーカーに対し「トン」
表示を仕入先は

③取引単位の推進（
国内取引トン単位）、販売

予定。

②１８年度の海外研修会はインドへ
視察調査を

省会

各組合員に配布お願い依頼（
無料）
。

・
１０月上旬各組合事務局へ
配布、事務局より

の件

（
１０）
「
全原連平成１８年度組合員名簿」
配布

に決定。

・

当番関東商組）

・

ついて承認。

（
９）３０周年記念行事及び実行委員会発足に

・
７組合未回答の報告。

実施（
９月２０日締切）

（
８）
機密書類・
シュレッター古紙アンケート調査

値上げしていない。価格変化なし。

九州商組…家庭紙メーカーの対応地域差あり

移。

く。メーカー在庫減少気味。仕入横這いで推

中四国商組…家庭紙メーカー２円追従（
１０月

い。１０月に動きがあるのでは。

庫も厳しい状況。家庭紙西方面は上がっていな

近畿商組…３品の内雑誌入荷厳しく、問屋在

札価格高値推移。

１万トン増。３品発生前年並、問屋在庫減。入

中部商組…メーカー在庫４～８月減産により

円、サイラク１円値上げ。

をソフトメーカー（
東芝情報機器）
聞取り調査

・
組合員追加及び組合員以外要望された場合、

・ポスター「
指差し呼称でゼロ災ヨシ」
・
リーフ

に変更し実施。

１冊１，０００円（
有料、全原連事務局へ
連絡の

１０月度定例理事会

告。

③全原連・
関東商組合同委員会を１０月４日

こと）
。

〔
平成１８年１０月３日（
火）
〕

静岡商組…入出荷順調。家庭紙メーカー２円

～５日京都市で開催。４日古紙再生促進センタ

・
個人情報保護法の施行により取扱には注意願

出席理事２２名於）
組合会議室ｐｍ４時～

レットを古紙再生促進センター協賛で作成し、

ー堀川理事長の講演が開催される。

います。

皆川理事長挨拶

●需給委員会（
８月４日開催）

●渉外広報委員会（
７月１４日開催）

（
１１）
各地区報告

値上げ。今後の動向如何様子見。

①ロゴマーク公募について、案内の文信内容の中

北海道商組…３品発生前年並。生産段ボール

きが出て価格が修正された。集荷の皆様にとっ

各組合及び組合員へ
配布。

で渉外広報委員の応募不可を削除し、応募につ

減。８月１日より新聞・
雑誌５０銭値上げ。

ても少しは明るい話ではないのかと思う。業界

①３月に実施されたアメリカ古紙視察研修反

いては委員会及び事務局より再度連絡のこと。

東北協組…８月減産により在庫増。問屋在庫

では、メーカーの統合・
廃業等、ここへきて大き

実行委員長に関東商組深田理事長

第３０期総会（１９年５月２５日開催、

（
６）
総務・
財務委員会（
９月２２日開催）

減少。価格高値推移。

直納部委員の皆様の力で産業古紙の相場の動

台風の影響でメーカー在庫、問屋在庫低調。

上旬の動き）
。雑誌は相変わらずタイト感が続

①７・８月経理・
財務内容審査順調に推移して
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が９月末で廃業した。

だけ参加してほしい。城南支部の（
株）
船戸商店

日（
虎ノ門・
発明会館ホール）
があるので出来る

サニーコート）
とリサイクルセミナー１０月１７

ー・
フェア１０月１３日～１５日（
アリオ亀有１階

〔
総務部〕
古紙センター主催のリサイクル・
ペーパ

〔
各部報告〕

色々なご意見を伺いたい。

も幾 つかの問題点 が起こっているので本日は

な動きがある。そんな動きがある中で、組合で

ている。

に引き続き国内とは格差のついた価格で推移し

国向け１２．５０円タイ向け１２．４０円と９月

雑誌は１１．６１円（中国向け）
。段ボールは中

が１４．１１円と１４．１０円の二口（
中国向け）
。

の共販輸出価格については問屋店頭価格で新聞

前年同期に比べ落ちている。関東商組の１０月

いるが新聞・
雑誌が９６・２％・
９８・
８％と若干、

対比１０３・
１％。段ボール・
上物古紙が伸びて

ではないか。８月の輸出は３３２，６４３ｔで前年

ともあり、かなり逼迫した状況が続いていくの

向けも不足感が強まっており輸出が好調なこ

が出ているのではないか。ただ、アメリカが少し

は１０銭ほど下がっている。中国の国慶節の影響

〔ダンボール〕ダンボールは、関東の輸出価格で

各問屋では逼迫している。

前年対比で伸びている。輸出も多くなっていて

〔
新聞・
雑誌〕価格の変化はない。国内の消費は

〔
切付〕
切付は１０月１日から１円の値上げ。

ある。

こともあり今後も、この様な事が起こる環境に

先月、九州の製紙メーカーが自己破産をした

り巻く環境は非常に厳しい状況にある。

実現できないのでお願いをしたい。家庭紙を取

である。費用は１１万５千円のパックに食事代・

入中止となった為、別の見学先に変更する予定

見学予定であったＡＰＰが８月に火災があり受

５名の参加申込がある。

の相談をしたい。海外研修旅行について現在１

店を迎えて共販委員会を行い来月以降について

が広まったことから、今月末に（
株）
松本光春商

価格が修正になったことを受けて海外との格差

との懇談会の翌日に行う。国内の家庭紙原料の

て
日に集直合同委員会を行う。又、特更メ
19
ーカーとの懇親会（
ゴルフコンペ）を家庭紙部会

の懇談会が開催されるので、それに先立ちまし

ぼ２円上がった。値上げについては８月中旬から

〔
家庭紙原料〕
家庭紙原料は９月１６日からほ

した。

１０月１日出荷分から１キロ５円上げると表明

ている。日本製紙・
三菱製紙はＬＢＫＰの価格を

原材料のコスト上昇を理由に値上げ姿勢を強め

上げがほぼ満額で決着した。国内メーカーも

昇等を理由にパルプメーカー側が求めていた値

連続で上昇した。原油高による生産コストの上

スがとれている。パルプの対日輸出価格は８ヶ月

出でバランスがとれている。中白についてもバラン

〔
上白・
特中白〕
上白は国内の消費が少ないが輸

〔
品種別市況報告〕

ては非常にありがたいと思う。これから家庭紙

られている。集荷にとって今回の価格上昇につい

〔
集荷部〕輸出が好調のわりに価格が低く抑え

関係はバラバラである。

るケースが多くなってきている。一般的な輸出

なっている。オフィスから直接メーカーを指定す

〔
オフィス古紙〕オフィス古紙は機密関係が多く

発生は、相変わらず少ない。

〔
返本雑誌〕
価格は１０月１日で足並みが揃った。

先高感はある。

次第となってきている。パルプが上がっているので

ーは前年並み、問屋も１％ぐらいの伸びで海外

上がるのではないかと思われる。国内のメーカ

持ち直してきているので国慶節後の契約は少し

移動費用等を加算した参加費となる予定で決

メーカーに働きかけ９月の中旬にやっと動いた。

は、需要期に入るのでそれぞれ頑張って営業活

〔
直納部〕
今月に静岡県紙業協会家庭紙部会と

まり次第連絡をする。

各方面の協力があって実現したが今後、同じよ

動をしてほしい。まだ、発生が少ないことが心配

市況については、家庭紙原料が９月１６日から、

うなことが起こった場合は、強い協力がないと

切付が１０月１日から価格修正となった。ＤＩＰ
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にも手を出してきているので注意をしている。

警戒をしている。産廃業者がゴミではなく原料

であり、値上げによる変な過当競争についても

（
株）斉藤商店が本年度まで（２年前頃から商

〇足立支部より…退会者が多くなってきている。

結果に関しては後日となる。

を文書で自民党に緊急要望として提出をした。

在庫

出荷 １３４，３８２（
１０４．９％）

仕入 １３４，３１８（
１０４．８％）

〔
段ボール〕

集荷部会を１０月２８日に行うので集まってほ
売をしていない）
と

〔
関東・
静岡実績〕

１０，９０９（
９３．６％）

しい。

回発行時に心配した会議概要に関しては、今

〔
広報部〕現在、１１月号の準備をしている。前

許を組合でとれないかとの意見が出る。以前の

〇組合員より…以前行ったフォークリフトの免

を希望している。

在庫 １７３，６５５（
７６．６％）

消費 ２２６，６１８（
１０６．２％）

入荷 ２２１，１７４（
１０１．８％）

〔
新聞〕

回は心配をしていない。最近、組合員の声を反

ような料金的メリットが少ないので事業部で調

（
株）
山本勇一商店（
今年６月で廃業）
で退会

映するような記事が減ってきたので今後は多く
べ後日、報告する。

消費 １２２，１７５（
９０．６％）

入荷 １２８，５８４（
９６．４％）

〔
雑誌〕

取り入れたい。支部でどんな事があったかを記
事にしたいので原稿を出してほしい。ここ何回か

在庫

５７，９６６（
４７．４％）

掲載されていない支部は特にお願いをしたい。
古紙センター

入荷 ２９２，８２１（
９９．３％）

〔
段ボール〕

原稿を１０月末で締めて、１１月１５日頃届く

関 東 地 区 委 員 会 〔平 成 １８年 １０月 １９日

９７，７０３（
３２．４％）

ように進めたい。

在庫

消費 ３０１，３８４（
９９．３％）
〔
需要動向〕
０６／９月

ＰＭ２時～於）
古紙センター会議室

（
木）
〕
〔
事業部〕
来年の１月２０日（
土）
に日暮里「
ラン
グウッド」で新年会を行う。支部長、青年部の

雑誌とも特別大きな変化はない。チラシが多く

〔
業者側コメント〕

なってきている傾向の中で順調に新聞の回収が

単位トン、（ ）
は対前年同月比、
〔
関東商組３２社実績〕

増えている。新聞の輸出は１０５％と伸びている。

協力をお願いしたい。何か催し物があれば取り

〔
新 聞〕
８５，７８８（
１０５・
０％）

雑誌についても非常に順調である。

〔
新聞・
雑誌〕９月の３２社の発生状況は、新聞・

は、前年度の経験者にそれぞれ指名していただ

仕入

８６，８５８（
１０８．１％）

在庫の（ ）
は在庫率

くので 11
月１３日の支部長会議までに考えてお
いてほしい。

出荷

８，６９７（
８４．５％）

入れたいので申し入れてほしい。司会と中締め

〔
青年部〕
９月２２日～２３日に北海道の王子製

在庫

〔
段ボール〕３２社で前年比１０４．８％、１月か

紙苫小牧工場に研修旅行に行ってきた。歴史の

仕入

５９，０７３（
１０２．８％）

５９，３５７（
１０２．６％）

ずで、在庫もない状態が続いている。輸出は８月

１１６万９千５８７ｔで１００．６％と相変わら

増えている。出荷も９月は１０４．９％、通期で

ら９月までで１１６万１千ｔで前年より１．２％
出荷

６，４５４（
７２．１％）

〔
雑誌〕

〔
その他〕
〇皆川理事長より…９月１２日に東

在庫

ある製紙工場であり広報で紹介をしたい。

京都リサイクル協会として駐車違反問題の件
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れないが１４万ｔぐらいはいくのではないかと思

か。国慶節前のせいで多少、少なくなるかもし
を希望される会社が２社しかなかった。２社で

①上白の輸出についてアンケートの結果、輸出

〔
連絡事項〕

のアップダウンが怖い。ある程度、価格帯が安

＊価格が上がるのはいいが、すぐに下がるなど

＊今の段階は、逆有償の境目にある。

ものがあると思われる。

荷としては寄与しているが経営としては厳しい

われる。中国は段ボール原紙の売れ行きが非常

は輸出は無理なので、皆様の同意を得て今回は

定した方が商売はやりやすい。

が１４万９千ｔと９月も８月並にいくのではない

にいい。
見送ることとする。

かった。天候の問題があるのかもしれない。９月

新聞は入荷にバラツキがあり、あまり良くな

る。

ールの入荷は９月に比べ少し良くなってきてい

は減らさずにすんでいる。１０月に入って段ボ

ダンボールの９月の入荷は良くなかった。在庫

がいれば申し込んでほしい。

見学する。現在１５名の参加者だが他に希望者

更となった。代わりに富陽地区の古紙の朝市を

が８月の火災の影響で不可となり訪問先が変

③１１月の海外研修で予定していたＡＰＰ工場

しい。

格等について意見交換をしたいので参加してほ

光春商店（
鈴木専務）
を呼んで、今後の輸出、価

入をしてもらう。

の使用予想をしている中で家庭紙メーカーに納

体的に打ち出されていない。我々が、ある程度

＊洋紙メーカーの動向（使用予想）
が、まだ具

ついて。

＊需給バランス、製品在庫、製品価格の問題に

＊現状の古紙の発生状況を説明する。

〇２５日の会議についての対応として

②１０月３１日に共販委員会を開き（
株）
松本

の需要が９６．５ 、%１月～９月の平均で１００．

＊家庭紙古紙は時代とともに変化しているこ

〔
メーカー側コメント〕

５％であった。

④荒川支部（
株）
汲田商店が廃業のため直納部

とを理解してもらう。危機感を持ってもらうこ

とと、昔と比べると波が少なくなってきていて

家庭紙だけの古紙ではなくなってきていること

いくと今年中か来年の春までに、もう一度、修

＊値上げだけを求めるのだけではなくて、安定

〇直納部からの意見

を理解してもらう。

正をしなければならない状況である。

家庭紙は２円の価格修正があったが、このまま

〔
家庭紙について〕

を脱退する。（
組合は来年の３月末まで）

集直合同委員会
〔
平成１８年１０月１９日（
木）
〕
出席委員１８名於）
組合会議室ＰＭ４時～
皆川理事長挨拶
本日は、１０月２５日の家庭紙原料部会との
懇談会に向けての打合せをしたい。関東地区委
の製品の売れ行きと古紙の入荷が今ひとつ少な

いる。新聞・
雑誌・段ボールの発生が少ない。家

＊現状は、都内の古紙の発生は前年を下回って

〇集荷部からの意見

してもらう。

たいのと、需給バランスは大事であることを理解

＊問屋としても価格は安定している方がありが

たい。

した価格帯を求めていることを説明してもらい

かった。家庭紙については、ここのところトイレッ

庭紙のケント・
模造・
色上も少ない。９月後半か

＊家庭紙の使用から板紙、洋紙に流れているこ

員会での報告を聞くとメーカー側からは、９月

トペーパーの安値が少しなくなってきたのでは

ら１０月にかけて ２円の価格修正があり、集

ないか。そんな話題も含めて

日に向けての討
25

議をよろしくお願いをしたい。
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＊古紙の適正価格について話をする。

とを説明する。

＊ＤＩＰ増設により家庭紙原料が不足するこ

とを説明する。

の増加になるのではないか。その増加分がすべて

～６月で３６万ｔの増加で今年１年間で７０万ｔ

は、その前年に比べ１０６万ｔの増加。今年は１

回収量は、昨年に比べて８１万ｔの増加、１昨年

ーカー向け古紙の発生は、

我々組合員一同感謝しております。家庭紙メ

９月に価格の修正にご協力いただきまして

（
株）
富澤・
小林委員〔
東京協組〕

家庭紙メーカー向けの原料の状況について

静岡県製紙原料商業組合 ７名

富士工業技術センター大研修室

〔
平成１８年１０月２５日（
水）
午後２時～〕
於）

るが受け入れられていない。今後、国内のＤＩＰ

プラス２円、段ボール５０銭の価格申請をしてい

っている融通事業では現在の価格より新聞では

５０円と１２．４０円。現在、古紙センターで行

１４．２０円、雑誌１１．６１円、段ボール１２．

出価格）
は、問屋店頭価格で新聞１４．１１円と

割ってきている。輸出価格（
今月の関東商組の輸

品種別に見ると新聞・
雑誌の輸出量が前年を

月までの累計で１９万ｔの増加に留まっている。

配されます。

に推移しており古紙全般に流動的な動きが心

によります古紙使用量の増量及び輸出も堅調

部分が残っております。国内のＤＩＰ設備増強

向次第では、どのような展開になるか不透明な

ます。又、オフィス系古紙も洋紙メーカーの動

び産業古紙の引っ張りが強くなると考えられ

以降、来春にかけまして洋紙メーカーの色上及

ケースもあったのではないかと思います。この秋

価格修正後、納入数量もご希望通りいかない

夏場以降、低迷のまま推移しており、９月の

東京都製紙原料協同組合 ９名

増設等による需要増は年間で８０～１００万ｔ

組合の在庫状況は、平成１８年７月５，３３３

昨年の輸出量３７３万ｔは、１昨年に比べ８８万

輸出の増加につながっている結果となっている。
以上の内容を踏まえて会議に対応していく。

古紙全般の市況ついて

と言われている。中国では板紙マシーン大幅増

ｔで前年同月比６４．２％、８月４，９９４ｔで前

発生は期待をしておりましたが古紙全般に低

近藤副理事長〔
東京都製紙原料協同組合〕

設に加えて、昨年から今年にかけて新聞用紙マ

年同月比７０．６％、９月５，１３８ｔで前年同

ｔの増加、その１昨年は、その前年に比べ８６万

関東商 組 ３２社 の９月 の仕入 は、新聞 １０

シーンが増設されおり、これが新たに１５０～

月比８３．７％となっております。

調でした。家庭紙向け産業古紙並びにオフィス

５％・
雑誌１０２．６５％・
段ボール１０４．８％

１７０万ｔの新規需要となっているようだ。今後、

産業古紙の発生は低調に推移したままで、１０

ｔの増加となっている。今年は７０万ｔが輸出増

と三品とも大幅に集荷が増加している。ここ数

中国からのひきあいが更に強まってくるのでは

月もまだ回復している状況が見受けられませ

系古紙の発生も低調でした。

年段ボールの回収量は横這いが続いているが新

ないかと言われている。内外価格の格差の問題・

ん。

となつてくると思われるが、実際には、１～６

聞は３年前、雑誌は２年前から行政回収の徹底、

スポット価格の問題等、古紙業界の仕入競争も

静岡県紙業協会家庭紙部会との懇談会

チラシの増加等によって前年を上回る回収増が

当分、過熱して混乱した状況が続いていくと思

三団体代表挨拶

（
内、家庭紙メーカー１９名）

出席者…静岡県紙業協会家庭紙部会２６名

続いている。問屋の古紙在庫は毎年減少を続け

われる。

（
株）
丸十・
高橋委員〔
東京協組〕

オフィス古紙について

ている。在庫率は、９月末で新聞１０％、雑誌１
０．９％、段ボール８．１％となっている。古紙の
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庭紙メーカーに持って行きたくとも発生元か

は指定の古紙を使っているのが現状である。家

うになった。洋紙メーカーも直接溶解、もしく

荷物が今では大手板紙メーカーに使われるよ

状である。前に家庭紙メーカーに持っていけた

ーに持って行くよう振り分けられているのが現

業者の指定とまでは言わないが何処々のメーカ

４割は個人情報の関係があり排出事業者又は、

全体の６～７割ぐらいと思われる。残りの３～

ある。現実問題として問屋に入ってくる量は、

オフィス古紙の発生は、かなり出ているようで

作って売っているが、とても供給できない状況で

一部のメーカーでトイレットペーパーをパルプで

ペーパーに挑戦していきたいと言っている。今、

方をしている。これからは、本格的にトイレット

トイレットペーパー、ザラ系は板紙という分け

等の様々な物を手作業で分別、分類し、白系は

ゴミ入れにあるようなタバコの箱、ペットボトル

古紙、それから香港から入ってくる物で、ＪＲの

まう。原料は、日本のミックスペーパー、オフィス

トペーパーは、出来上がり次第、出荷となってし

という。現状は、作れば売れる状態でトイレッ

０人いて選別する人だけでも２，５００人もいる

その時に当初の目標の修正ができれば良かった

て、７月８月に在庫がなくなる状態になった。

直後、ミニパニック状態になり商品がどんどん出

っていき、石油関連商品も上がっていった。その

かけて大手メーカーのパルプ物がどんどん上が

不況に陥った。ただ５月の末から６月の始めに

古紙が上がり製品の価格が下がったため非常に

色々な要因があって製品の価格は、逆に下がる。

で本当は製品の価格も上がればいいのだが、

いる。昨年の１１月に原料が上がった。そんな中

石油関連商品が高騰し古紙の価格も騰がって

〔
静岡県紙業協会家庭紙部会〕

ら指示をされると、振り分けなければ持ってい

のだが、流通側の壁を破ることがどうしても出

夏は家庭紙の稼動率は高かったが、これが続

ある。これからは古紙を使って作っていっても１

いるので在庫はゼロの状態である。このままいく

くとは思えない。多分、落ちて行くと思う。毎

けないのが現状である。オフィス古紙の輸出は好

中国に行った際の古紙状況について

と、日本の古紙が全部取られてしまうのではな

年、年末に需要があって年末用に在庫をかかえ

来なかった。先程、話したミニパニックになり在

シーズイシハ
ラ（
株）
・
石原理事〔
静岡商組〕

いかという、すごい勢いで伸びている状況であっ

て対応するわけだが、今年は、はたして年末需

０倍作っても１０倍売れるという予想をしてい

先週、中国へ
行った理由は、日本では使えない

た。今後、日本では使えない古紙を使っていく

要があるのかないのか。ひょっとすると、年末に

調で、価格は１３円台が中心である。

ような古紙（
両面ビニール・
磁気・
アルミが貼って

技術も持っているので、これからも徐々に中国

家庭紙の在庫が増えていって、稼働率が下がる

庫が一掃された状態はいいのだが、いまだに在

ある物等）の需要があり、本当に使えるのかど

の古紙の需要が増えていくのは当然であろうと

のではないかと予想していかなくてはいけないの

る。見学したメーカーは、そのゴミを使ってトイ

うか、どういう処理をしているのかを確認する

考えさせられた。そんな内容を見て日本の家

かと思っている。

庫が増えていないのが実情である。

ために行ってきた。日本では考えられないゴミ

庭紙メーカーさんでも、今まで日本では使えな

レットペーパーを１日１５０ｔ作り、即、出荷して

を分別、分類し、家庭紙向け・
板紙向けに分け

かった物も、これからは研究をして使っていける

ーカーに原料が廻るようお願いをしたい。

とがあるので、是非、零細企業の多い家庭紙メ

ーに廻ってくる原料がタイトになったりするこ

のＤＩＰ増設により需要が増えて家庭紙メーカ

今後、原料の輸出が増えたり、洋紙メーカー

ていた。１００％ビニールはビニールで分別し、廃

ようにしたら助かると思って帰ってきた。

東海製紙工業（
株） 村中代表取締役

家庭紙製品市況

プラ工場、トイレットペーパーメーカー、板紙メ
ーカーと、一つの原料屋が分別、分類、製紙、
販売等を全部やっている。このメーカーは、１０
年前は数十人位でやっていたが、現在は３，００
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紙に振り替えている。当分の間、今の状況が続

特にオフィス関係はパルプが高いためその分、古

ぐ１３円台となり過去最高に上がってきている。

いて、１１月は新聞が１５円台、雑誌がもうす

回収率があまり増えていない。買値が上がって

しとしては出てくるのではないか。中国の国内の

向けの古紙の買いは出ていないが、将来の見通

た者はここにはいない。現在は中国の新聞洋紙

（
Ｇ・
Ａ）
関東商組で中国に行っているが、参加し

（
Ｍ・
Ｑ）
中国の古紙の輸入の動きについて

る。

にかけて家庭紙と同じように動く可能性があ

るわけではない。洋紙はこれから来年、再来年

けではない。原料は不足するが、紙の需要があ

必ずしも増設することにより生産が増えるわ

を使うかは、原料の問題と需要の問題があり、

がＤＩＰ増設。しかし、これが計画どおりＤＩＰ

くらいの生産が増える予定。再来年にはＯ製紙

の２５万ｔから３０万ｔをスクラップして１２万ｔ

Ｎ製紙が３５万ｔクラスのＤＩＰの増設。その内

順調にいくと８割くらいＤＩＰの生産が増える。

Ｄ製紙で３０万ｔクラスのＤＩＰを増設。これが

関係で色々な物がきている。来年、夏過ぎには

（
Ｍ・
Ａ）
製紙メーカーは、板紙は別として洋紙

はどういう物を主体に使用していくのか。

（
Ｍ・
Ｑ）
国内大手ＤＩＰ設備増設の状況と原料

質疑応答

（
Ｍ）
込頁を使っているメーカーは、出先によって

価格差で分けている。

ダー品はシュレッダー品、込頁は込頁として扱い

シュレッダー品を込頁に混ぜるのは困る。シュレッ

（
Ｍ・
Ａ）
色々な物と混ぜて使えば使える。但し、

ーカーさんは、どれぐらいあるのか。

（
Ｇ・Ｑ）上質なミリカッターを使える静岡のメ

る。

えるともうひと波乱あるのではないかと思われ

ばならない局面もある。現状の古紙の発生を考

原料についても、もう一段、値上げをしなけれ

いため、価格は二重、三重になってくる。家庭紙

ても必要な中小のメーカーは買わざるをえな

る。この要因は、輸出が高いためである。どうし

円だが１１円で納入できない状況になりつつあ

（
Ｇ・Ａ）
新聞価格は今、オフィシャル価格で１１

としたらいつになるのか。

（
Ｍ・Ｑ）
もう一段の価格修正があるのか。ある

るしかなくなってしまう。

オフィスミックスという形で輸出するか焼却す

ているか分からないのでトラブルの原因になる。

（
Ｇ・
Ａ）
シュレッダー関係は輸出が多い。何が入っ

（
Ｍ・
Ｑ）
シュレッダー関係は輸出が多いのか。

し、その内の８０％が中国である。

どが中国で、全体の８０％ぐらいの数量を輸出

ィリッピン、その他。ミックスペーパーは、ほとん

輸出先は中国を中心にベトナム、タイ、台湾、フ

イ・
ベトナムに行っている。オフィスパックに関して、

っている量は昨年に比べて減っている。その分、タ

以上で高値買いをする数社の影響で相当にダ

とも営業に寄与する発言があった。古紙の相場

浮き彫りとなる。

議題に沿い各委員より発言あり厳しい現状が

宮崎副部長の進行で始まる

坂田集荷部長の挨拶

〔
平成１８年１０月２８日（
土）
〕

集荷部会

時より

＊次回開催 平成１９年２月２６日（
月）ＰＭ２

いの穴が開いているものがほとんどであった。

変わらない白色度であった。しかし１センチぐら

白かった。１００％古紙で作られており日本と

（
Ｇ・
Ａ）
価格は聞いていない。但し、思った以上に

た場合いくらぐらいになるか。

（Ｍ・
Ｑ）
中国でトイレットペーパーを古紙で作っ

これからも続いて行くと思われる。

と言うと、輸出に廻していくというのが現状で

ていくと思われる。その場合、どうしたらいいか

これからの込頁の品質は出先によって悪くなっ

まま集めざるをえない状況になってきている。

しくなり、中小のビルでは細かい分別ができない

くなった事と、集荷の事情が駐車違反問題で厳

品質が非常に違う。原因は、シュレッダー品が多

９月下旬の家庭紙・古紙の価格修正は、各社

出席者９名於）
組合会議室ＰＭ６時

くのではないか。段ボールに関しては、中国にい
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メージを受けている模様。
石橋副部長より現在の価格帯を維持して行
く事が望ましいとの発言もある。
今後、古紙の使用、利用方法が変わる事も充
分考慮していく必要がある。家庭紙メーカーで
しか利用出来なかった古紙、見当、色上、その
他が洋紙、板紙メーカーで使用可能になるとい
うことである。
又、古紙輸出も順調で今後も古紙相場を牽
引するとの見方で一致を見る。今後、集荷サイ
ドで各問屋へ
の売値を調整する事も視野に入れ

共販委員会
〔
平成１８年１０月３１日（
火）
〕
出席委員１２名於）
組合会議室ＰＭ４時～
皆川理事長の挨拶
本日は、共販委員会でお世話になっているＭ
商店がみえているので、皆さんの忌憚のないご
意見をよろしくお願いします。
＊国内外の状況
輸出はケントに関して、中国のＡＰＰに向けて
輸出している。価格は１４５ドルから動いていな

たい発言がある。
各社共、廃棄物、焼却、清掃工場持込みに就

ただ、継続して輸出の契約をとっているので

いが火災以降、ＡＰＰ自体の動きが悪くなって

方が利潤があるとの事。今後、ワンプひとつに

何とか価格を上向きにしたく工作をしている。

いては、相当に苦労している事実が鮮明になる。

就いても各社共、バラバラで処分している事が判

為替が若干、円高になってきているので以前に

きていて契約がとりにくい状況となっている。

明したので今後、研究する。例えば、焼却場へ
持

比べ円安にふれた分だけいくらか修正できるの

普通一般の古紙よりもゴミに限りなく近い物の

っていく者、段ボールと抱き合わせで処分してい

ではないかと思う。
中国以外では、インドネシア・
ベトナム・
韓国に

る者、処分料を問屋サイドへ
支払っている者、ロ
ハで置いていく者等、まちまちなので今後、現状

動きをかけている。韓国は品質面で非常に厳し
て、場合によっては中国からシフトしていきたい

を把握、他の難処理品に就いても集荷サイドで
又、いい知恵を出し合って行く事で一致、その

と考えている。その場合、可能性として価格も

く慎重にすすめている。年内には方向性を出し

他、継続者問題、組合の会議に出席する困難

それなりに対応できるのではないかと思う。

勉強する。

さが各社共にある事が今回の会議で明らかに
なった。

＊輸出価格について

９月中旬に富士地区が修正となったが従来通

りで行った。

１０月からＭ商店でどう対応してくれるの
か。

討議の結果、Ｍ商店の修正と組合助成金と各

会社負担で、１０月から１２月まで対応する事
とした。

その後も四半期ごとに見直しをする。来年１

月からの分の価格に関しては１２月に共販委員

会を開き再検討したい。今後、状況によっては

国内メーカーへ振り向ける事を視野に入れ検

討していく事を確認した。

＊海外研修（
中国）
について

参加者対象の説明会を１１月８日（
水）
午後５

時より行う。
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編集後記
次は、広報からのお願いです。此処の所、正直
に言って原稿が不足気味です。題材は、問いま
せんので組合員の皆様のご意見をお寄せ頂き
くのを億劫に感じる方もおられるかとも思い

美

私が広報の原稿を書く時は、締切の１０日程

ますが、日々のちょっとした事でも書いて頂け

広報部副部長 脇 克

前に書き上げるようにしています。もう覚えて
れば幸いです。

たいと願っております。お忙しい中、文章を書

いる方はいないと思いますが、前号の編集後記
を書いたのは８月の中頃で、まだ暑い盛りの時で
した。「
残暑が続く」
と書いたのに皆さんの手許
に広報が届いた時には長雨が続き、残暑なんて
ものは無く、既に秋めいていました。何かチグハ
グな文章になってしまい今後は、時候の事にふ
れないでおこうと決めました。まあ、天気の予
測の誤りは、気象予報士ではないのだからと自
分をごまかすことが出来ますが、ことが商売の
事となるとその読みの誤りはごまかしようも
なく、時として会社の存続にもかかわる事態に
なるやもしれません。が、その場合、その読み
が甘いと云うか、ボーっとその日その日を過ご
しているようで、はなはだ危なっかしいと思って
います。しかしながら簡単に会社を潰すことは
勿論出来ません。その一助となっているのが私
の場合、支部会や役員会、又はその後の飲み会
で皆さんのお話を伺うことです。やはり同業の
方のお話は何かとヒントとなる事も多く、助け
られています。私も人の役に立てるよう努力い
てゆきますので今後ともよろしくお願いいたし
ます。

