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時  の  視  点

輸出古紙・海外市況について
国際紙パルプ商事（株） 　　　

製紙原料本部貿易部・谷田浩一
（平成２９年９月４日現在）

中国メーカーにおいて今年後半分の輸入ライセン

ス（I/L）の更新が遅れており、殆どのメーカー

で新規契約が出来ない状況となっています。I/L

更新は、各社が一年間の輸入実績を確証に毎年

１２月に翌年の数量枠を申請しますが、ここで政

府から承認されるのは７０％～７５％程度である

ため翌年の６月頃に年内不足分の追加申請を行っ

ています。昨年まではスムーズに更新されていた

ものの、今年は７月に行われた政府による環境監

査（工場立ち入り検査）において違反企業が続出

したため、政府からの承認が大幅に遅れています。

I/L 残を保有しているメーカーとは契約が可能で

あるが僅かな数量です。全ての商品において中国

向けの大口契約が滞っています。そのため、市場

価格が大幅に下落し、段ボール古紙で＄２２０－

２３０、雑誌は＄１８０－１９０となっています。

但し、前述の通り殆ど契約が成立していません。

新聞については、日本国内の需要が堅調なため、

輸出される数量も限定的であり、価格は＄２７０

―２８０の高値で推移しています。

　韓国、台湾及び東南アジア向けは契約が可能で

あり、日本からのオファーも殺到していますが、

中国の影響を受けて価格の下落が激しく、契約は

限定的となっています。

　今後は I/L がいつ更新出来るかに掛かっていま

す。I/L が更新された後は段ボール古紙が暴騰す

る可能性があります。現在中国では国内古紙の取

り合いとなっており工場納入価格で＄３８０まで

高騰しています。その為、I/L 更新後は日本品段

ボール古紙で一気に＄３００を突破する可能性も

高いようです。　

　一方、雑誌も I/L 更新後は価格が上昇する可能

性がありますが、中国政府は年内をもって雑誌の

輸入禁止を発表しているため、このまま更新を承

認しない可能性があります。この場合は中国以外

の消費国で欧米品や中東品との競合になることか

ら日本品は更なる下落が予想され、また日本国内

においても雑誌が余剰となり、行き場に窮する事

態も有り得る話となってきています。
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時  の  話  題

静岡県紙業協会家庭紙部会
との懇談会

平成２９年６月１６日（金）午後２時００分～　

於）富士工業技術支援センター

出席者：静岡県紙業協会家庭紙部会　１０名

　　　　（内、家庭紙メーカー８名）

　　　　静岡県製紙原料商業組合　９名

　　　　東京都製紙原料協同組合　９名

三団体代表挨拶
イデシギョー（株）井出会長　

［静岡県紙業協会家庭紙部会］

製品については価格修正の方向で話は進んでいま

すが、具体的な内容の報告がまだありません。円

高の影響もありパルプも弱含みとなっておりま

す。

トイレット・ペーパーの昨年の出荷数は、２７年

度と比較すると１０２. １％と伸びています。パ

ルプロールとミックス（パルプと古紙を混ぜたも

の）は伸びていますが、再生紙のトイレット・ペー

パーが伸びていません。製品は大手の価格修正が

実現すれば、中小も追従して価格修正されると思

われます。現在、メーカーは生産調整等をして時

期を待っている状況です。

赤染理事長　［東京都製紙原料協同組合］

裾物３品は、４月後半から中国の旺盛な買い意欲

の影響もあり、段ボールを中心に強含みとなって

おります。又、５月の連休以降、古紙の発生が極

端に落ちています。是非、今後は製品の価格修正

が実現するよう願っております。

菊池理事長　［静岡県製紙原料商業組合］

全原連の総会では、今回、静岡・浜松での開催と

いう事で、何社かの家庭紙メーカーさんにご参加

いただき有難うございました。６月１４日に古紙

センターの業務委員会が開催され、その中で静岡

地区の新聞、雑誌、段ボールの在庫率がかなり落

ちているとの報告がありました。７月の岳排後

に、どの程度の在庫が持てるかが気になるところ

です。

市況全般と家庭紙原料について　

上田直納部長　［東京都製紙原料協同組合］

古紙全般の市況は、３月中旬に裾物３品が暴落し

ました。しかし４月からは３品とも値を戻しまし

た。特に段ボールの戻しが早く引き合いも強い状

態です。新聞は品薄で輸出には廻りません。５月

の連休明けより発生が悪く、古紙問屋はメーカー

への供給責任を果たすのがやっとの状態です。

産業古紙全般について　

冨澤直納副部長　［東京都製紙原料協同組合］

古紙の発生は５月連休明けあたりから低調が続い

ています。商印関係・出版関係も低調が続いてい

ます。出版関係では雑誌の売れ行きが悪く、版元

さんからは打つ手がないとの声が多く聞こえてき

ます。新聞の掲載広告だけではなく、雑誌に掲載

する広告も減少しております。雑誌の返本データ

を見ても、ここ１年大幅な減少が続いている状態

です。

オフィス系古紙について　

高橋直納部員　［東京都製紙原料協同組合］

古紙の掘り起しについて検討が続いていますが、

１年間で１６７万８千トンが可燃ゴミとして燃や

されています。この中で約４０％は古紙として使

える紙が混ざっていると考えられます。しかし、
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紙なら何でもいいのではなく、油などが付着して

いない良い物でなければなりません。古紙の消費

量を高めるには、古紙の回収率をさらに高める必

要があります。今後もオフィスから出るシュレッ

ダー紙や、家庭から出る紙ゴミを含めて、しっか

りと回収していかなければいけないと思っていま

す。

静岡の状況について
［静岡県製紙原料商業組合］

今年は、４月末からのゴールデン・ウィークにか

け休日が多くありました。休暇が多い中、会社を

休む印刷会社が多くありました。印刷会社の仕事

が少ないため、下請けの中堅どころの印刷会社か

らの発生が減少しています。

家庭紙メーカーの現状
［静岡県紙業協会家庭紙部会］

古紙の入荷が悪く在庫が少しずつ減ってきている

メーカーが多い。現在は生産調整等で何とか対応

しているが、８月からの生産期を迎えると心配で

ある。

質疑応答
Ｍ：メーカー　　　Ｇ：原料問屋

Ｑ－Ｇ：輸入物のトイレット・ペーパーは増えて

いるのか？

Ａ－Ｍ：毎年１０％ほど増えている。パルプ物が

多く、安く作る事が出来るため。

Ｑ－Ｇ：トイレット・ペーパーなど日本製の区別

がつくようになっているのか？

Ａ－Ｍ：日本の家庭紙製品全部に、折鶴のマーク

（日本家庭紙工業会）が入っていてわか

るようになっている。始まったばかり

なので、まだ浸透していないのが現状

です。

製本工組との古紙関係協議会

平成２９年８月４日（金）午後４時３０分～

於）上野・精養軒　２階「あやめの間」

出席者：　東京都製本工業組合　　　　７名

　　　　　東京都製紙原料協同組合　１２名

代表者挨拶
赤染理事長　挨拶（東京都製紙原料協同組合）

大手製紙メーカー３社の４月～６月期の決算が発

表になり、３社とも営業利益が前年比で半分以下

となる結果が出ました。特に紙パルプ部門に限っ

ては１社が赤字状況でした。

ここのところ古紙市況が月ごとに変化していま

す。本日、東京協組で共販輸出検討委員会を開き

ましたが、上物・段ボール・ミックスの３品が下

落しました。特に、ミックスの下落が大きい状況

でした。

大野理事長　挨拶（東京都製本工業組合）

製本関係の売上が落ちており、東京協組を含む関

連業界や会社は、軒並み取扱い量や売り上げが落

ちています。

古紙関係では中国の影響が強いのか、段ボールの

輸出価格の上げ下げが目立ちます。梱包材料につ

いても、難しい問題が出てきているので、後ほど

会議の中で不明点を聞いてみたいと思います。



5

No.3092017 年 9月

古紙業界の現状（東京都製紙原料協同組合）

古紙全般及び産業古紙に関する現況
（上田直納部長）

裾物（段ボール、新聞、雑誌）及び産業古紙

古紙需要は秋から冬場にかけてピークを迎えま

す。裾物の輸出価格が今年の３月中旬に大きく下

がり、３月末に価格を戻して更に上がりました。

中でも雑誌の価格が乱高下しましたが、今は少し

下がり気味です。裾物の輸出価格は上がっていま

すが、産業古紙の価格は上がっていません。又、

発生も良くありません。古紙全体から見た産業古

紙の量は、現状で１０％以下となっています。産

業古紙は扱い量は圧倒的に少ないですが、品質は

とても良いものです。

産業古紙に関する現況（冨澤直納副部長）

産業古紙の発生は低調が続いています。主にトイ

レット・ペーパーやティッシュ・ペーパーを扱う

家庭紙メーカーから需要が多くあります。しかし、

現状の消費は旺盛ではありません。家庭紙メー

カーは春に製品値上げを期待して製品の生産を増

やしました。特需を目指し増産したメーカーもあ

りましたが、製品値上げはありませんでした。そ

の結果、家庭紙メーカーの製品在庫は過剰になり

つつあります。輸出向けのミックス古紙が高値と

なったので、国内の上物古紙が不足していまし

た。

古紙の輸出価格は、メーカーの古紙購入価格に影

響を与えています。現在はミックス古紙の輸出価

格が下がってきていますので、家庭紙メーカーか

らの原料の調達がどのようになるか気がかりなと

ころです。

集荷に関する現状（長井集荷部長）

集荷は５月の連休以降、古紙の発生が良くありま

せん。特に家庭紙原料向けの発生が少ないのが目

立ちます。最近、古紙を扱うアウトサイダー業者

が、製本会社に買取り価格を提示したチラシを配

布しているようです。

製本業界の現状（東京都製本工業組合）

商業印刷関係
伝票印刷関係は銀行や保険会社の合併が増えると

注文が増えるが、合併直前にならないと注文が来

ないのが現状です。仕事はロットが出てこないと

仕事が減っていきます。５月連休以降から仕事が

少ない状況です。仕事が増える要因がないのが現

状です。

紙製品・手帳関係
カレンダーやメモ関係は、これから忙しくなる。

金具を使用したカレンダーは減っている。学参物

やテストブックも出てくる。書店では手帳とダイ

アリーを早い時期に陳列したいようです。書店で

はレジ横に並べる本がないので早目に手帳・ダイ

アリーを置きたい状態。手帳は売り物の返品率を

下げるため既存商品のロットを下げています。

書籍・雑誌・出版関係
今年１月～６月出版業界のデータが出ておりま

す。紙の出版物で、販売金額が前年比５. ５％減。

内訳は、書籍が２. ７％減で、雑誌が８. ５％と激

減しています。昨年は約４０年ぶりに販売金額で

雑誌を書籍が上回り、今年の上半期もその傾向が

続いています。販売部数も前年比で書籍が４. ４％

減で、雑誌１０. ６％減と大きく減少しています。

文庫本６％減。ウィークリーブックや、女性誌で

豪華な付録が付いた時だけ売れるという限定的な

売れ方。少年ジャンプの総部数が２００万部割れ

で、コミックの落ち込みが大きい。雑誌・コミッ

ク・文庫本は書店の収益源だが、この３ジャンル

の下げが止まらない状況です。
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出版全体の売上を１００とした場合、電子出版の

割合は１２. ４％（内訳は、コミック９. ４％、書

籍１. ７％、雑誌１. ３％）で紙書籍４７％、紙雑

誌は４０％でした。

返品率は、書籍が３４. ２％で前年比０. １ポイン

トほど改善され、雑誌は４４％で２ポイントの悪

化です。内訳は月刊誌が４５％で１. ９ポイント

増えて悪化し、週刊誌が３９. １％で２. ４ポイン

トの悪化となっています。

質疑応答
Ｓ－製本工組　　　　Ｔ－東京協組

Ｓ－Ｑ　ＵＶインクを使用した古紙について

Ｔ－Ａ　ＵＶインクが混ざると小さなブツが出や

すく、製紙となった場合、使われ方に

より目立つ事がある。印刷段階からの

入り方にもよる。返品雑誌を加工する

場合は事前にチェックしている。古紙

センターのトラブル報告では過去数年、

事例が上がった事はない。

東京返本加工協同組合

第５２回　通常総会開催
　　　　東京返本加工協同組合　事務局記

　去る、２０１７年８月２４日 ( 木 )　東京ドー

ムホテル５階『初音』の間に於いて東京返本加工

協同組合　第５２回（平成２８年度）通常総

会が１６時半より開催されました。

　ご来賓として、東京都製紙原料協同組合　理事

長　赤染清康様、出版共同流通株式会社　取締役

蓮田センター所長　長田　浩様、西川会計　代表

税理士　西川豪康様にご出席を賜り、藤川理事の

司会により総会が開会されました。

　審議に先立ち、工藤理事長より冒頭、取扱業量

は２０年前の半減、雑誌の売上はさらに厳しさを

増していますが、今後も古紙の価値を高める努力

を継続して参りますので、ご協力をお願いしたい

と挨拶されました。

続いて司会者より、組合総数１９名、過半数を超

える出席であり、今総会が成立した旨の報告がな

されました。

　議長選出では、「司会者一任」と会場からの声

により工藤理事長が議長に選任され審議に入りま

した。

　今総会では、第１号議案～第８号議案（①事業

報告、②決算報告、③剰余金処分案、④事業計画

案、⑤収支予算案、⑥借入金残高及び債務保証最

高限度額、⑦加工手数料、経費の賦課、加入手数

料、⑧役員報酬の案件）が提案され、全案件につ

いて議長並びに各理事より上程され、各議案とも

全会一致にて原案通りに可決されました。

　事業報告では、出版市況のダウントレンド影響

で雑誌プレス加工量　前年比８８. ７％、組合直

扱い分　前年比９１. ８％と、前年を下回る扱い

量となり出版物取扱量がマイナス傾向にあり、取

次会社の効率販売施作推進の影響が顕著に反映さ

れた状況の中、取次会社のプレス化促進会議等へ

の積極的な参画で、強い連携の維持継続を図り、

プレス化率を安定的な水準を維持出来た事等が報

告されました。

　全ての議事終了後、ご来賓を代表して出版共同
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流通株式会社　取締役蓮田センター所長　長田 

浩様より祝意と雑誌プレス業量動向分析や課題

点、また商品ごとの現況や新たな可能性を秘めた

取り組みについて紹介いただくご挨拶を賜りまし

た。

　閉会の辞では、司会より進行協力への感謝が述

べられ閉会致しました。

　総会に引き続き開催された懇親会は会場を４２

階『オリオン』の間に移し、日本出版販売株式会

社 物流部門担当取締役  北林誉様、東京都製紙原

料協同組合 理事長  赤染清康様をはじめ日本出版

販売株式会社様、出版共同流通株式会社様、総勢

４４名にご参加をいただき、冨澤理事の司会進行

で総会懇親会が開催されました。

返本組合　工藤理事長

開会に当たって、工藤理事長より開会挨拶がなさ

れ、厳しい状況の中ですが業界一体となって協力

していきたいと挨拶があり、引き続きご来賓を代

表して、日本出版販売株式会社 物流部門担当取

締役　北林役員様、東京都製紙原料協同組合　理

事長　赤染理事長様よりご祝辞を賜りました。

日版　北林役員

東京協組　赤染理事長

そして、出版協同流通株式会社 代表取締役社長 

高田 誠様の乾杯の音頭で開宴となりました。

出版共同流通　高田社長

宴中、日本出版販売株式会社様、出版共同流通株

式会社様、東京都製紙原料協同組合様、西川会計

様、東京都中小企業団体中央会様等のご来賓とし

てご挨拶がありました。

　余興として、「全国お取り寄せ名品」納涼ビン

ゴ大会が行われ、出席者の中から大勢の方々が当

選され、満面の笑顔で商品を受け取られ、皆様か

ら盛大な拍手がおくられていました。

　立食形式の会場では、各テーブルでいくつもの

輪ができ、楽しい情報交換の場となりましたが、

宴たけなわの中、齋藤副理事長の中締めの挨拶を

もって１９時５０分にお開きとなりました。

　お忙しい中、総会ならびに懇親会にご出席を賜

りました皆々様、誠にありがとうございました。

皆々様のご協力に感謝申し上げます。
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理事就任の挨拶

中央支部長　

安立博信

　組合員の皆様、いつも大変お世話になりまして

有難うございます。この度、理事に就任し中央支

部支部長となりました、むさし野紙業株式会社の

安立でございます。どうぞよろしくお願い申し上

げます。

　まずは私の経歴を申し上げます。私は１９８１

年４月に住商紙パルプ株式会社（SPC）の東京本

社に入社いたしました。入社して１０年は白板と

包装資材、段ボール原紙の販売を担当いたしまし

た。その後１９９１年に大阪転勤となり、古紙を

担当することとなりました。３年間大阪に勤務し、

名古屋へ転勤、また大阪に戻り、２００３年に福

岡に転勤し８年間勤務したのち、２０１１年の　

　東日本大震災のあった翌月の４月に２０年ぶり

に東京に戻りました。２０１３年に SPC が国際

紙パルプ商事株式会社（KPP）と合併し、私もそ

のまま KPP の社員となりましたが、本体には戻

ることはなく別の古紙の関係会社に勤務した後、

昨年６月現勤務先である、むさし野紙業の社長に

就任致しました。

　中央支部は組合員が最も少ない７社であり、支

部としての活動もなかなかできない状況ではあり

ますが、何とか支部を盛り上げていきたいと考え

ています。又、２０数年古紙に携わってお世話に

なった業界に少しでも恩返しをするという意味

で、当組合に多少なりとも貢献できますよう努力

いたしますので、今後ともご指導のほどよろしく

お願い申し上げます。簡単ではありますが、就任

のご挨拶とさせていただきます。有難うございま

した。

理事就任の挨拶

足立支部　近藤行輝

　この度、理事に就任し直納副部長を拝命しまし

た足立支部の近藤行輝です。

　昨年還暦を迎え健康だけには自信があったので

すが、最近は肉体的な限界を感じており、色々と

努力はしていますが、効果はでていません。

古紙業界には今年で３９年目に入り古紙の時代の

流れは肌で感じています。組合は青年部時代から

御世話に成り、活動を通じて人生に役立つことを

先輩からご享受また色々と経験させて頂き感謝し

ております。

　今までは古紙輸出が受給調整役となり価格的に

有利でしたが、中国の深刻な環境汚染が問題とな

りまして、現在世界中の古紙輸出が困難な状況と

成っています。日本の古紙は良質である為いずれ

解決すると思いますが、今は先が読めない状況と

成っています。現在私は関東商組の需給委員とし

ての活動もしていますので、これからは理事とし

て組合活動に貢献し、直納部副部長としての責任

を果たしたいと思いますので、皆様よろしくご協

力の程お願い申し上げます。



9

No.3092017 年 9月

理事就任の挨拶

足立支部　新井正樹

初秋の候 皆様には益々ご健勝のこととお慶び申

し上げます。さて、私ことこの度、理事会のご推

挙によりに東京都製紙原料恊同組合の理事に就任

いたしました。

私は東京の台東区の出身でありまして子供のころ

から会社のヤードに遊びにいってはリサイクルに

関心をもって古紙にも親しみをもって育ってきま

した。若輩者ではございますが今までの経験を生

かして全力を挙げて職務に取り組んで参ります。

皆様のご支援の程よろしくお願い申し上げます。

　さて、最近になって北朝鮮のミサイル発射、核

実験で北朝鮮とアメリカと関係が微妙となり世界

情勢が不安な状況となりました。日本経済や古紙

業界におきましてもその影響で大きく、大変厳し

い状況に陥ることもあり、安心して経済活動を行

える日が一日も早くきてほしいと思います。一方

で地球温暖化防止のために、循環型社会の実現へ

向け、リサイクル業界は一層、重要な役割を担え

ることと思います。今年度は一喜一憂せず、目の

前に置かれた問題に対して真摯に向き合い解決す

るための努力をしていく所存です。皆様方のご理

解ご協力をお願いしまして就任のご挨拶とさせて

頂きます。

総務部長就任の挨拶

文京支部　齋藤浩二

　今期から総務部長を拝命した齋藤です。私の役

割は各業務部が抱えている問題、課題をよりス

ムーズにサポートすることと思っております。特

に、支部員の減少、将来の会館のあり方など難題

は山積しております。今後は組合事務局と連携し

て、進めていく所存です。

これからも組合員のご指導ご鞭撻のほど、よろし

くお願いします。

青年部長就任の挨拶

千代田支部　　　　

　工藤充彦

　今年度より青年部部長を仰せつかりました

( 株 ) 起多邑の工藤と申します。

　私が東京協組の活動に参加するようになったの

は２０数年前にある方から誘われて青年部へ参加

した事がきっかけでした。その後、青年部の活動

を通じて同業、異業種問わずたくさんの方々と交

流が出来まして今日まで良き友人として永くお付

き合いさせて頂いております。
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また、平成１７年度より青年部幹事長を一期経験

させて頂きました事は組合理事の方々と顔見知り

になる良いきっかけになりました。任期中は大勢

の方々に多大なご協力とご支援を賜りました事を

大変感謝しております。

この度、青年部部長になりました事でご恩返しが

出来れば良いかと感じております。

今年度も研修会、異業種交流会、ゴルフコンペ等

様々な行事予定がございますので、各支部の青年

部の方々により多く参加して頂き、活気ある青年

部の活動にしていきたいと思います。

どうぞ皆様、ご協力の程宜しくお願いいたします。

永年勤続従業員表彰を受けて

文京支部　大塩健一

　この度、永年勤続従業員の表彰式に招いて頂き

誠にありがとうございました。私自身こんなに長

く勤続できた理由は今まで従事した倉庫業で取得

した、品質管理、日付管理における管理に使えた

事、作業管理も自分の能力に見合っていた事、そ

の結果、作業が難しくなく息をするかの如く出来

ること、これにつきます。

　今、古紙の絶対数が減少し各社古紙の確保に奮

闘されていることと思われます。弊社も例外では

なく古紙増に奮闘しています。ここ数年の減少は

抜き取り業者だけではなく、新聞や雑誌の購読減、

インターネットの普及により紙離れが著しい、そ

こへ追い打ちをかけるかのように製紙メーカーの

高値買取り、それに乗じた問屋同士の買取り競争

だと感じます。海外の情勢も気にはなりますがい

ずれ製紙メーカーの買取り価格が下落して来るの

も時間の問題なのでは。

私自身は各問屋間で連携を取り歩調をあわせ平和

に行ければ良いと思いますが跳びぬけた価格を付

けて買取る問屋も中にはいます。そのような傍若

無人な問屋は組合で輪を乱すものとし厳しく指導

すべきだと考えます。

この業界に参入して１０年を超えましたが採用し

て頂いた事を感謝しこれからも尽力していきたい

と思います。

ＴＰＩＣＯ　個人情報保護体制制度

ＴＰＩＣＯ（ティピコ）とは
　平成１７年４月１日、個人情報保護制度が施行

され、個人情報を取り扱うすべての事業者は個人

情報保護のための組織体制の構築が急務となって

おります。

　地方自治体の個人情報保護条例は個人情報の取

扱い件数に関わらず、違反に対しては行政指導の

対象としています。製紙原料業界においても保護

体制が必ず取引条件とされてきています。（出版

社、印刷・製本会社からの要求など）

　対策として自社の保護体制を示す必要がありま

すが、言葉やこれまでの実績だけでは、なかなか

発注元に安心・納得して頂くことができなくなっ

てきています。

ルールーの策定については、自社で決定をし保護

体制の自己宣言をするだけでは、その有効性を対

外的に示す場合、客観性に欠けます。そのためプ

ライバシーマークのように第三者認定制度を活用

することになりますが、これらの取得には労力と
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費用面でかなりの負担となります。

　このような状況を踏まえ、当組合では組合員の

皆様の個人情報保護体制の客観性を補完するため

に、組合独自の「個人情報保護体制制度」を導入

し支援していきたいと考えています。

tokyokyouso　for　privacy　information

conservation　organization

Ｔ　（東京協組）　　Ｐ　（プライバシー・個人）

Ｉ　（インフォメーション・情報）

Ｃ　（コンサベーシヨン・管理）

Ｏ　（オーガニゼーション・協会）

内容は「東京協組　個人情報管理協会」　となり

ます。

認定条件ほか
（１）組合主催の「認定取得セミナー」への参加

現在は年１回８月頃開催

次回開催予定　平成３０年８月頃

・講師：（株）コンサルテング・オフィス

・研修テキスト、サンプル規定集、ＣＤ－Ｒ

・認定講習会は６時間

（２）認定講習会での支援内容と認定条件

・個人情報保護方針の策定

・個人情報保護方針についての社員教育の実施

・従業員との機密保持誓約書の締結

・委託先との機密保持契約書の締結

・規定類等の整備

①個人情報保護管理規定

②ＰＣ管理規定

③委託先管理規定

④入退室管理規定

⑤苦情相談取扱い規定　　　　など

平成２９年度説明会と認定講習会

８月１日（火）に説明会が行われ、認定講習会を

８月２３日（水）と８月３０日（水）に実施しま

した。受講参加者は１６社１８名でした。

資格取得者・維持更新研修会

９月２７日（水）又は１０月１１日（水）の

どちらかに受講。

時間は、午後６時～９時　組合会議室

平成２８年度資格取得者　２１社

千代田支部： （株）北村佶正商店

 （株）庄司

台東支部　： （有）丸房紙業

 　山仁紙業（株）

 （株）山博

荒川支部　： （有）秋田商店

足立支部　： （株）長村紙興

 　近藤紙業（有）

 （有）澤村紙業

 （株）丸十商店

山手支部　： 　斉藤紙業

 （株）長井紙業

 （有）マル浜鈴木紙業

城南支部　： （株）共益商会

 （有）後藤商店

江墨支部　： 　製紙原料サワムラ商店

 （有）山口商店

城北支部　： （有）黒田商事

 （有）鈴木商店

 （有）富士紙業

 　皆川商事（株）
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直納部委員会及び納涼会　

東京都製紙原料協同組合　事務局記

日時：平成２９年８月２８日（月）　

午後５時～直納部委員会

午後５時３０分～納涼会

場所：根岸「宮川」　参加者：２９名

　一昨年以来の根岸「宮川」に於いて直納部委員

会と納涼会が開催されました。

午後５時から直納部委員会が始まりました。

上田直納部長の挨拶の後、各商社から輸出市況の

説明がありました。共販輸出では現在、輸出業者

からの古紙の売り先が決まりにくい状態で、苦戦

している話がありました。

　その後は、ご来賓参加の坂田秀一郎顧問が乾杯

のご発声で納涼会がスタート致しました。

今年の納涼会場の「宮川」は、内装が新しくなり

エレベーターが設置され会場も少し広くなりまし

た。今までとは違った雰囲気で、参加者も大変盛

り上がりました。楽しい歓談のひと時が過ぎ閉会

となりました。

青年部納涼会
青年部幹事長　宮内　啓悟

７月２５日、連日猛暑日が続いている中、銀座ラ

イオン新橋店において午後６時より参加人数　

１７名で青年部納涼会を開催しました。

　工藤青年部長にご挨拶をして頂き、私の乾杯で

始まり和気あいあいと会話も弾み、オリエンタル

バンケットの皆さん達の力も借りて会を盛り上げ

て頂き、あっという間にお開きの時間となり新井

副幹事長に挨拶してもらい三本締で閉会しました。

組合ゴルフコンペ
足立支部　近藤　勝

７月２２日、東京協組ゴルフコンペが豊里ゴルフ

クラブで製本工組・紙器組合から２名のお客様を

お迎えして、５組１８名参加のもと開催されまし

た。

　此度は大変栄誉ある第９回の組合コンペに優勝

させて頂き、有難うございました。持ち回り優勝

カップのリボンを見ていたら、何と第１回目の優

勝者が私で２度目の優勝となりました。茹だるよ

うな猛暑の中、無事完走する事が目的でしたが、

勝因は３つありました。

１つはいつも、がぶ飲みしてしまう水分補給を毎

ホール、一口ずつにした事。

２つ目は紙器組合の松本さんのパッティング、

ホールとボールの間で一度仮想ストロークをして

から本ストロークに入る事を自分も試した事。

３つ目は理事長を始めとする素晴らしいパート

ナーと午後の若いキャディーさんに恵まれ、真剣

にプレーが出来た事。
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　お陰様で午後は久しぶりに２バーディーを取る

事ができました。今後も宜しくお願い致します。

優　勝　：　近藤　勝　　　美濃紙業（株）

準優勝　：　安達　浩明　　（株）須賀

３　位　：　増田　悦宏　　（株）増田商店

清風会研修会及び納涼会
東京都製紙原料協同組合　事務局記

清風会研修会及び納涼会は、昨年に引き続き上野・

東天紅で開催されました。

研修会は、㈱コンサルティング・オフィスの神田

講師から中央会の各種支援制度とＴＰＩＣＯの説

明会・認定講習会・維持更新研修会についての説

明を受けました。

研修終了後は理事から説明会の参加表明や取組に

ついての様々な相談がありました。

研修会終了後は、神田講師にもご参加頂き納涼会

を開催しました。５月の総会後の慰労を兼ね、お

酒に料理に会話にと楽しい時間を過ごしました。

又、カラオケでは清風会の坂田会長より歌った方、

全員に景品が贈られました。今後もこの会が続い

ていくよう願いながら宴の幕が下りました。

 支　部　便　り

江墨支部　納涼会を開催
江墨支部長　山口勝弘

　我々、江墨支部の暑気払いは、７月２０日の木

曜日午後６時半より、いつも支部会で使っている

錦糸町の鮨・活魚「うさ美」にて、青年部員も含

め１４名とお馴染みのリバーアップのコンパニオ

ン４名の参加で行われました。

　木内幹事長の開会の言葉に続き、支部長より市

況報告や TPICO の説明など組合に加入している

ことでのメリットの話がありましたが、当日も非

常に暑かったので『早く乾杯を～』という声に押

され、金山理事の乾杯の音頭で宴会が始まりまし

た。

　コンパニオンにお酌をされながら、各々、地元

の資源回収の意見交換や、このところの異常な単

価の話等で非常に盛り上がり、いつもながらの和

やかな雰囲気の中、美味い食事にお酒も進み、あっ

という間にお開きの時間に成りました。松井理事

の締めの挨拶と１本締めでお開きとなりました。

　酷暑が予想されるこの夏も、支部員みんなが健

康で元気に乗り越えられますよう熱望し、９月支

部会での再会を誓いました。

城南支部　納涼会を開催
城南支部　土井宏信

　平成２９年８月６日（日）我々、東京協組・城

南支部は支部員の（有）坂田亮作商店・坂田社長

のご厚意で、神奈川県逗子市「逗子マリーナ」の

マンションにて納涼会（バーベキューパーティー）

を支部員とご家族など合わせて１８名参加のもと

開催しました。

　週間予報では、台風の影響から雨が心配されま

したが、参加者の日頃の行いの良さからか天も味

方し、南国のような情景の中、夏らしい日差しを

あび、美味しいお肉や野菜、魚介類を堪能し、お
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酒も入り、会話もはずみ、大変盛り上がったバー

ベキューパーティーでした。

また、マンションの目の前は海が広がり、施設内

にはプールもあり、バーベキューの前後の時間は、

おのおの好きなように遊び、お子さんたちも楽し

んでおりました。“ 夏ならでは ” の事を満喫して、

参加者一同たっぷり充電できた一日でした。

台東支部　納涼会を開催
台東支部　近藤達也

　平成２９年７月１０日、浅草 ビストロカトリ

にて８名の参加で開催致しました。

近藤支部長の乾杯の音頭で始まり、アラカルトを

中心とした本格フレンチやワインなどを堪能致し

ました。これまでと違う雰囲気のお店ということ

もあり、皆さん大変満足致しました。

参加者全員で記念撮影もし、有意義な時間を過ご

すことができました。

写真メール

文京支部移動支部会と納涼会を開催
文京支部長　梨本竜範

　文京支部の移動支部定例会と納涼会を７月と

８月に行いました。

７月１日～２日の土日で群馬県の草津で７月定例

会を行いました。２期４年支部長を務められた斎

藤氏から私、梨本に支部長が変わって、懇親会を

含めた定例会を大柴氏の幹事のもと、明治１０年

から草津温泉中心の湯畑そばの「奈良屋」にて参

加者８名で行いました。

　８月２１日 ( 月 ) に納涼会を豊島区役所の中に

ある中華料理「梅蘭」にて参加者２２名で行いま

した。最初の１５分位いは、あんしん財団の宮本

氏にお話頂きました。宮本氏は横浜の「梅蘭」に

よく行っていたらしく参加者の中で一番喜ばれて

いました。名物の焼きそばを食べ最後に集合写真

を撮り散会しました。

山手支部・家族従業員慰安会
山手支部　篠田定義

　平成２９年８月５日 ( 土）お祭りや花火大会な

どが重なるこの時期に、５５名の皆様に参加いた

だく事が出来　家族従業員慰安会を開催いたしま

した。

　新支部長、鈴木様のご挨拶と庶務の徳永様によ

る、乾杯のご発声で始まり、美味しい料理と飲み
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物でお腹を膨らませ、ビンゴゲ－ムで大変盛り上

がりました。何よりもお子様たちがとても喜んで

くれた事が、一番うれしく思いました。

最後には楽しかった宴会の席を理事の長井様に締

めていただきました。

又、２年後皆様とお会いする事が出来ればと願っ

ております。

千代田支部　納涼会を開催
千代田支部　名古路勝彦

　７月１０日（月）１８時から神楽坂にある創業

１５０年の長い歴史のある「志満金」で納涼会を

開催しました。近藤支部長に予約を取っていただ

き１０社１２名で盛大に行いました。（１社欠席）

　会費１万円の「鰻会席料理」を堪能しましたが、

いつもの飲み放題気分で飲んでしまい会計が大変

でした。

組 合 員 の 広 場

組合事業紹介・事業部
（都市近代化事業組合の事業について）

ＥＴＣカード
指定の高速道路が割引運行出来ます。又、首都高

速が割引で利用出来る事になりました。

（ご利用の場合は新しいカード作成が必要です）

ポイント可の高速道路でポイントが貯まると、そ

のポイント分が無料走行で使えます。

①ガソリンカードのご利用」について　

ご存知ですか？
組合では、皆様のお仕事に少しでもお役にたてる

よう色々な事業に取り組んでおります。

ここのところガソリン価格が高騰しております。

組合では、皆さまがお使いになっているトラック

や乗用車のガソリン代を少しでも安く購入できる

事業があります。

都市近代化事業組合が行っている事業を通じてガ

ソリンを購入されますと・・・全国平均と比べて

ハイオク・レギュラーガソリンが約３円ほど安く、

軽油が約９円ほど安く購入できます。

( その時の価格変動により大きく値動きがある事

がありますが、あらかじめご了承ください )

専用のカードを作り、該当するスタンドで使用す

ると自動的に割引料金でカード決済されます。

＊ＥＴＣカード、ガソリンカードのいずれも、東

京都製紙原料協同組合に加入されている組合員の

皆さまの特権です。

ご希望、ご質問は組合事務局までご連絡ください。
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共同購入についてのお知らせ

プレス機のオイル交換について

共同購入委員会

組合を通じて通常より格安での交換が可能となり

ます。

過去に実施した事業所では、処理のスピードや細

かな対応について高い評判を頂いております。

見積もりを取って比較した結果を見て頂けると分

かりますが、１, ０００リッターのオイル交換で

約５万円近い差が出ております。

どうぞこの機会に是非、ご利用くださいますよう

お願い致します。

手続きは簡単です。組合にご連絡いただき「プレ

ス機オイル交換申込書」を受取り、必要事項をご

記入し組合宛てにお送り下さい。交換時のレート

は２ｹ月に１度変更されますので実施時にレート

をご確認願います。尚、給油条件により追加金が

発生する場合がありますので、あらかじめご了承

下さい。

組合事業及び共同購入連絡先　

東京都製紙原料協同組合

 電話　　０３－３８３１－７９８０

 ＦＡＸ　０３－３８３１－７８８０

♪ことわざミニ知識♪

呉越同舟（ごえつどうしゅう）

中国の戦国時代に、呉と越の敵対する国の人々が

同じ船に乗り、嵐に出会った為、敵味方が協力し

て水を掻き出したと言う事から、不仲同士や敵味

方が、同じ場所に居合わせること。

ないしは反目し合いながらも、共通の困難や利害

に対して協力し合うこと。

支部スケジュール

千代田支部

　支部会　１１月　９日（木）　水道橋　菜の家

　忘年会　１２月　７日（木）　水道橋　菜の家

中央支部

　支部会予定は、未　定

文京支部　

　支部会　１０月１８日（水）東明飯店

　支部会　１１月２０日（月）寿し常本店

　忘年会　１２月１８日（月）場所未定

台東支部

　支部会　１０月　日にち未定　組合会議室

　忘年会　１１月　日にち・場所未定

荒川支部

　支部会　１０月１０（火）町会会館

足立支部　　

　支部会予定は未定

山手支部

　支部会　１０月１９日（木）鮨やなぎ

　支部会　１１月２０日（月）鮨やなぎ

　忘年会　１２月１６日（土）鮨やなぎ

城南支部

　支部会　　９月２８日（木）場所は未定

　忘年会　１２月　２日（土）場所は未定

江墨支部

　支部会　１０月２０日（金）うさ美

　支部会　１１月２０日（月）うさ美

　忘年会　１２月２０日（水）うさ美

　　　　　　　　　＊青年部合同

城北支部

　支部会　１０月１０日（火）場所　赤羽

　忘年会　１２月　日にちは未定　場所　赤羽
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お　知　ら　せ

［１０月会議・催事予定］
10 月　5 日 ( 木 ) 共販輸出検討委員会 (pm4:00~)

 常任理事会 (pm4:30~)

 理事会 (pm5:30~) 組合会議室

　　　〃　　　　 古紙センター・紙リサイクル

セミナー　

 (pm1:30~pm4:00)　星陵会館

10 月 11 日 ( 水 ) TPICO 維持更新研修会

 (pm6:00~8:00) 組合会議室

10 月 12 日 ( 木 ) 清風会ゴルフコンペ

 筑波カントリークラブ　4 組

10 月 18 日 ( 水 ) 古紙センター関東地区委員会

 (am10:30~) センター　会議室

10 月 19 日 ( 木 ) ～ 23 日 ( 月 )

 直納部主催海外研修

 ミャンマー・GSパッケージング

「段ボール紙器視察」　　　

10 月 25 日 ( 水 ) 古紙センター業務委員会

 (pm2:15~)　センター会議室

　　　〃　　　 全原連役員会 (pm3:15~)　〃

［古紙価格］
［東資協の古紙 4 品の標準売値］

平成 29 年 8 月 9 日現在

新聞 9 円～ 14 円（上値上昇 )

雑誌 7 円～ 11 円（上値上昇 )  

段ボ－ル 9 円～ 14 円（上値上昇 )

色上（並） 　　　－ 

［組織変更］（代表者変更）

・文京支部：（株）近吟紙業 代表者 近藤一郎　→

　新代表　近藤寛保（代表取締役）

　平成 29 年 7 月 25 日

・山手支部：中谷紙業（株）代表者　中谷稔 　→

　新代表  中谷浩康（代表取締役）

　平成 29 年 7 月 13 日

［訃報］　　　　　　　　　　　　　　　　　

・江墨支部：板橋紙原（株）の代表者　後藤　政義　様

　（享年 73）が平成 29 年 8 月 4 日にご逝去され

　ました。　　

・（有）石橋商店（代表者　石橋　隆寛）のご尊父

　石橋駒雄　様（享年 73）が平成 29 年 8 月 27 日

　にご逝去されました。　　　　　　　　　

会 議 概 要［ ６月・７月］

６月度定例理事会　

 

［平成２９年６月８日（木）］　於）組合会議室

出席理事２６名・監事０名　

理事長挨拶

本日は第１回理事会となります。討議内容が多々

ありますが宜しくお願い致します。

［各部報告］

［総務部］

５月２２日（月）第６１回通常総会が開催され理

事・監事の選挙がありました。その際、理事定数

が減員しましたので定款変更が必要となりまし

た。本来ならば、総会中に第１回理事会を開き正

副理事長と専務理事を選定すべきでしたが、今回

はできませんでした。その為、本日の理事会が第

１回理事会となり正副理事長と専務理事を選定い

たします。

選定の結果、理事長は赤染清康、副理事長は坂田

智と近藤昌和、専務理事は夏目茂となりました。

理事長より各業務部長に対し委嘱状の授与があり

ました。新任として齋藤浩二常任理事が総務部長、

工藤充彦常任理事が青年部長となりました。
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齋藤総務部長からは、各業務部長がテーマを持っ

て理事会に臨むようにとのコメントがありまし

た。

［直納部］

６月度の共販輸出は、上物では３社が入札に参加

し、（株）松本光春商店が国内価格を上回って落

札しました。仕向地は中国で業者の報告では「ス

ポット使用継続。先高感あり」との事。

裾物では、段ボールは３社での入札となりました。

結果、日商岩井紙パルプ（株）が国内価格を上回

り落札しました。仕向地は中国で業者の報告では

「５月以降、市況は強含みしているが、価格急騰

のため注意が必要」との事。ミックスは３社での

入札となりました。結果、日商岩井紙パルプ（株）

が国内価格を上回り落札しました。仕向地は中国

で業者の報告では「５月に入り、一時的に底値は

反転したものの、上昇幅はＯＣＣに比べ限定的。」

との事。

［集荷部］

５月のＧＷ明けから発生が悪い状態が続いてい

る。

［広報部］　

６月総会号の発行に向け作業をすすめています。

総合名簿改定による協賛広告の募集をしますので

協力を賜りたい。

［事業部］

引き続きガソリンカード・ＥＴＣカードの加入と、

ＴＰＩＣＯの資格取得を推進していきたいと思い

ます。

［青年部］

６月２０日に組合事務局で部会を開催。６月２６

日～２７日に鬼怒川カントリークラブで親睦ゴル

フ旅行を開催予定です。

［審議・検討・報告事項］

1. 理事数の減員により定款変更を申請し、６月１

日に都庁より認可される。役員の定数　２７

名～３２名以内に変更。

2. 第１回理事会開催：正副理事長と専務理事の

選出・・・

 選定の結果、理事長は赤染清康、副理事長は

坂田智と近藤昌和、専務理事は夏目茂となる。

3. 直納部海外研修について

 日程及び訪問先：　平成２９年１０月１９日

（木）～２３日（月）　ミャンマー　王子関係

紙器工場等の見学

 ホテル３泊・機内１泊

 10/19（木）13：50 成田発～ 18：30 着

　ミャンマー・ヤンゴン

 10/22（日）21：45 ヤンゴン発～

 10/23（月）6：50 着　成田

4. 新理事３名の紹介：　安立常任理事、近藤（行）

常任理事、新井（正）理事を紹介する。

5. ７月５日（水）　清風会講演会の件：　

 候補　①中央会の支援制度の紹介　　講師「中

央会」　

 候補　②ＴＰＩＣＯ関連（説明会の一部概要、

資格保持者の研修会開催、その他）　講師「（株）

コンサルティング・オフィス」

6. 組合総合名簿の作成と広告依頼　：　協賛広

告の依頼担当者と新規依頼先等の確認

7. 組合会館１階入口ドアのオートロック化につ

いて・・・税理士に償却年数を確認する。

8. 賛助会員紹介：丸大食品（株）　担当者　納（お

さめ）様を紹介した。

9. 組織変更・・・中央支部：

（株）新央　代表　直江忠雄　→　変更後　・　

代表取締役　直江　恵介　（平成２９年５月吉日）

10. 支部報告・・・文京：7 月支部会・8 月納涼

会、　荒川：6/9 支部会・8/5 納涼会、　台東：

7 月支部会、　足立：7 月か 8 月納涼会、山手：

6/12 と 7/21 支部会・8/5 家族慰安会、城南：

8/6 納涼会、　江墨：6/20 支部会
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古紙センター業務委員会　

［平成２９年６月１５日（木）］　pm2：15 ～　

於）古紙センター会議室　

［1］　定時評議会報告について

［2］　臨時理事会報告について

［3］　古紙の需要・市況動向について

＊ページ数の関係で割愛させて頂きます。

古紙センター関東地区委員会

［平成２９年６月１９日（月）］ ｐｍ 2：00 ～　

於）古紙センター会議室

［需要動向］　17 ／ 5 月　　単位トン、

（　）は対前年同月比、在庫の（　）は在庫率

［関東商組 32 社実績］

［新聞］ 仕入 55,984(  93.4%)

 出荷 56,553(  92.6%)

 在庫 8,417(  14.9%)

［雑誌］ 仕入 52,198(  97.7%)

 出荷 53,150(  96.4%)

 在庫 10,893(  20.5%)

［段ボール］ 仕入 139,259(104.0%)

 出荷 139,340(102.9%)

 在庫 12,124(    8.7%)

［関東・静岡実績］

［新聞］ 入荷 204,720(100.0%)

 消費 203,391(  93.0%)

 在庫 109,900(  54.0%)

［雑誌］ 入荷 105,332(  99.0%)

 消費 103,097(  99.8%)

 在庫 52,660(  51.1%)

［段ボール］ 入荷 332,408(110.1%)

 消費 305,986(104.4%)

 在庫 91,721(  30.0%)

［業者側コメント］

［新聞・雑誌・段ボール］

32 社報告の 5 月古紙仕入は前月比で段ボール・

新聞は横ばい、雑誌は減少した。前年比では段ボー

ルは増加、新聞・雑誌は減少した。在庫は前月比

で段ボールは横ばい、新聞・雑誌は減少した。三

紙会報告の 5 月古紙仕入は前月比で段ボールは

横ばい、新聞・雑誌は減少した。前年比では段ボー

ルは増加、新聞は減少し、雑誌は横ばいで推移し

た。6 月の仕入れは前年比で 3 品とも減少する見

通しである。

［上物古紙］

5 月の上物古紙在庫は家庭紙向けで前年・前月比

ともに減少した。DIP 向けでは前月比で微増、前

年比で増加となった。在庫は前月からランニング

ストックの状態が継続しているが、生産需要が落

ち着いていることから需給バランスが保たれてい

る。

［メーカー側コメント］

5 月の新聞の発注は横ばいから増加、入荷は低調、

消費は計画通りで、在庫は横ばいであった。6 月

の発注は横ばい、入荷は低調、消費は計画通りで、

在庫は横ばいから減少の見通しである。

5 月の雑誌の発注は横ばい、入荷は順調、消費は

計画通りで、在庫は微増となった。6 月の発注は

横ばい、入荷・消費は計画通りで、在庫は横ばい

から減少する見通しである。

5 月の段ボールの発注は横ばい、入荷は低調から

計画通り、消費は減少し、在庫は増加した。6 月

の発注は横ばい、入荷・消費は計画通りで、在庫

は横ばいから微減の見通しである。

７月度定例理事会

［平成２９年７月５日（水）］於）上野・東天紅「ルーキス」

出席理事２１名・監事０名　



20

No.3092017 年 9月

理事長挨拶

従来から家庭紙メーカーには、古紙再生促進セン

ターへの加入をお願いしてきました。正式に加入

が決まった場合、古紙問屋にも古紙再生促進セン

ター会費の負担が発生します。（トン８円×納入

量）あらかじめご了承願います。加入をお願いし

ているのは、静岡県紙業協会家庭紙部会のメー

カーの皆様ですが、現在、まだ１社も加入されて

おりません。

［各部報告］

［総務部］

先月の理事会でもお話したように、単なる報告で

はなく問題点の提議等、各業務部長がテーマを

持って理事会に参加するようお願いしたいと思い

ます。

［直納部］

６月度の共販輸出は、裾物では段ボール３社の入

札となりました。結果、日商岩井紙パルプ（株）

が国内価格を上回り落札しました。仕向地は中国

で、業者の報告では「ドル価格では近年で最高値

のレベルに到達しており、中国以外の国は追い付

いていけない」との事。ミックスは３社の入札と

なりました。結果、日商岩井紙パルプ（株）が国

内価格を上回り落札しました。仕向地は中国で、

業者の報告では「６月から７月は中国の発生期な

為、段ボールに比べれば上昇幅は緩やかであるが

需要は底固い」との事。

上物では３社の入札価格が、すべてミックスの落

札価格を下回った為、今回はスキップ扱い（輸出

見送り）と致しました。

［集荷部］

印刷・製本関係は仕事が減少しており厳しい状態

で、家庭紙古紙の発生増は望めない。毎回、選挙

前は暇だが、選挙が終わってから少し発生が増え

る傾向にあるので、今後の動向に期待したい。

［広報部］　

６月３０日に広報委員会を開催し、９月号の打合

せをしました。「時の視点」では市況について商

社に記事をお願いする予定です。新理事の安立理

事・近藤行輝理事・新井正樹理事の挨拶と新業務

部長の齋藤総務部長・工藤（充）青年部長の挨拶

を掲載予定です。その他に各支部の納涼会開催の

記事や組合ゴルフコンペの記事を掲載予定です。

ホームページの改定を予定しており、新たにＴＰ

ＩＣＯ関連のコーナーを開設して内容や認定方

法、認定者リスト等を掲載予定です。用意されて

いるバナー広告の運用を開始したいと思います。

［事業部］

本日、清風会の研修会でＴＰＩＣＯについての説

明があるので、資格取得希望者が増える事を期待

しています。又、番線等身近な仕事に関係してい

る商品を事業化していきたいと思います。

［青年部］

７月２２日の組合ゴルフコンペについてお手伝い

をしています。現在、参加者が１６名となり追加

者等の最終確認を行った後、組合せ表を作成しお

知らせする予定です。

７月２５日に銀座で納涼会を開催予定です。

［審議・検討・報告事項］

1. 組合総合名簿掲載の協賛広告の依頼は、担当

者が依頼先に連絡して実施協力の確認が取れ

たら事務局へ連絡する。事務局からは正式な

案内書を協力先へ送付する。

2. 全原連で進めている古紙回収率及び回収量Ｕ

Ｐについての提案について、東京協組も考え

清水広報部長が文章を作成し、９月の理事会

で検討する。

3. 支 部 報 告・・・ 文 京：6/30 ゴ ル フ コ ン ペ、

7/1 ～ 7/2 支 部 会（ 草 津 ）、8/21 納 涼 会、　

台東：7/10 納涼会（浅草）、荒川：7/10 支部

会、8/5 納涼会、　足立：7/14 納涼会、　山手：
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7/10 支部会、8/5 家族慰安会（椿山荘）、城南：

8/6 納涼会、　江墨：7/20 納涼会（うさ美）、

城北：7 月～ 9 月支部会休会、10 月懇親会

4. 清風会の研修会：（株）コンサルティング・オ

フィスの神田社長より①中央会の支援制度の

紹介

②ＴＰＩＣＯ関連（説明会の一部概要、資格保持

者の維持研修会開催、その他）の説明があり

ました。

古紙センター関東地区委員会
　

［平成２９年７月１９日（水）］ ｐｍ 4：00 ～　

於）古紙センター会議室

［需要動向］　17 ／ 6 月　　単位トン、

（　）は対前年同月比、在庫の（　）は在庫率

［関東商組 32 社実績］

［新　聞］ 仕入 54,815(  92.1%)

 出荷 56,164(  93.8%)

 在庫 7,068(  12.6%)

［雑　誌］ 仕入 47,733(  92.3%)

 出荷 49,443(  95.6%)

 在庫 9,183(  18.6%)

［段ボール］ 仕入 139,065(102.5%)

 出荷 140,425(102.7%)

 在庫 10,764(    7.7%)

［関東・静岡実績］

［新　聞］ 入荷 199,148(  96.9%)

 消費 198,480(  94.4%)

 在庫 110,460(  55.7%)

［雑　誌］ 入荷 104,789(  99.1%)

 消費 111,393(103.4%)

 在庫 45,076(  40.5%)

［段ボール］ 入荷 328,714(103.3%)

 消費 333,695(101.3%)

 在庫 86,749(  26.0%)

［業者側コメント］

［新聞・雑誌・段ボール］

32 社報告の 6 月古紙仕入は前月比で段ボールは

横ばい、新聞・雑誌は減少した。前年比では段ボー

ルは増加、新聞・雑誌は減少した。在庫率は前月

比で 3 品ともに減少した。

三紙会報告の 6 月古紙仕入は前月比で 3 品とも

に減少した。前年比では段ボールは増加、新聞・

雑誌は減少した。7 月の仕入れは前年比で段ボー

ルは増加、新聞・雑誌は減少する見通しである。

［上物古紙］

 6 月の上物古紙在庫は家庭紙向けで前年比微減、

DIP 向けでは減少となった。発生状況は芳しくな

く、問屋在庫はランニングストックの状態が継続

している。また、一部家庭紙メーカーでは古紙の

発生状況がタイトであることから、再生紙利用商

品の古紙配合比率を抑えている状況である。

［メーカー側コメント］

 6 月の新聞の発注は横ばい、入荷は低調、消費

は計画通りから減少、在庫は横ばいであった。7

月の発注は横ばい、入荷は低調、消費は計画通り

から減少、在庫は横ばいから増加の見通しである。

6 月の雑誌の発注は横ばい、入荷は低調、消費は

段ボールから振り替えを行っているメーカーが一

部あり、在庫は減少した。7 月の発注は横ばい、

入荷は低調、消費は横ばいで、在庫は減少する見

通しである。

6 月の段ボールの発注は横ばい、入荷は順調、消

費は順調から減少、在庫は微減となった。7 月の

発注は横ばい、入荷はやや低調、消費は順調、在

庫は減少する見通しである。5 月の新聞の発注は

横ばいから増加、入荷は低調、消費は計画通りで、

在庫は横ばいであった。6 月の発注は横ばい、入

荷は低調、消費は計画通りで、在庫は横ばいから

減少の見通しである。
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古紙センター業務委員会
　

［平成２９年７月２７日（木）］　pm2：15 ～

於）古紙センター会議室　

［1］　集団回収実施団体への感謝状贈呈について

［2］　紙リサイクルセミナーについて

［3］　平成２９年７月～１２月の段ボール・新聞・

雑誌の消費計画　　

［4］　古紙の需要・市況動向について

＊ページ数の関係で割愛させて頂きます。

広報誌　表紙写真募集の件
広  報  部

　皆様には日頃より組合活動にご協力を賜り、厚

く御礼を申し上げます。

さて広報誌の表紙は、従来、特定の組合員様のご

協力で写真を提供して頂いて参りました。

しかしながら諸般の事情により、今後その写真の

利用ができなくなりました。

そこで、組合員の皆様から表紙を飾る写真を公募

したいと思います。下記の要領で、奮って写真を

ご応募ください。お待ちしております。

募集要項
募集写真：白黒またはカラー写真　
焼き付け　または　添付ファイル
題　材　：風景、季節、催事を扱ったもの
提出時期：随時
募集写真提出先　：　　
〒 110-0016　東京都台東区台東 3-16-1
東京都製紙原料協同組合　事務局
ＴＥＬ　０３－３８３１－７９８０
ＦＡＸ　０３－３８３１－７８８０
Ｅ‐mail　：　info＠kosi‐tokyo.or.jp

編  集  後  記

　　　　　　　
広報部副部長　武田誠一郎

　８月は２１日間雨の日が続いた後に猛暑日が到

来、猛烈な残暑に見舞われるそうなので熱中症に

気を付けてお過ごしください。

今年８月は、ペルセウス座流星群やアメリカ大陸

横断皆既日食と天体現象がありました。私もテレ

ビで皆既日食を見ましたが心象風景となるほど感

動しました。

日本では、２０３５年９月に皆既日食が起きるよ

うなのでそれまで頑張って行こうと思いますが、

今から１８年後日本はどうなっているのか不安の

面もあります。

　また、中国では環境への被害が大きいとされる

固体廃棄物として廃プラや未選別古紙、廃繊維等

の一部が今年末までに禁止されることになってい

ます。

国内に廃プラが溢れるのではないかと心配です。

エトセトラ。

　　　　　　　　　　　　　　


