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回

通常総会

東京都製紙原料協同組合

第

開催

日︵水︶︑東京都製紙原料協同

た︒古紙消費に関して︑需要者と供給者との

かたより極端な品薄感が出た面もありまし

間で適切な振り分けをする工夫が︑今後の課

回永年勤続従業

回通常総会及び第

去る５月
組合第
員表彰式が開催されました︒

会場⁝上野精養軒 階﹁桐の間﹂

行われ︑多数のご来賓︑業界新聞社の方々が

木立も一層緑色を増した上野公園内精養軒で

ざしが差し込む天候となりました︒会場は︑

ありえません︒既に産業古紙の発生に関して

現在︑古紙回収量が何時までも増加する事は

古紙回収率が次第に天井に近づきつつある

題として残りました︒

赤染 清康 常任理事
ご出席くださりました︒

分別方法の再検討を通じて回収古紙の掘り起

当日は︑初夏を思わせるほどの爽やかな日

会
松井 隆宏 副理事長

日本の景気は︑米国の住宅金融問題から発

日時⁝５月 日︵水︶午後３時〜

開会の辞
清水 弘允 副理事長

こしを進め︑ジャパン古紙をブランドとして

料の大幅な値上げによって多くの企業が業績

確立し︑質量共に競争力が維持できるよう努

理事長

近藤

勝

東京都製紙原料協同組 合

理 事 長 挨 拶

ります︒

力する事が︑我々業界に与えられた課題であ

に︑古紙利用の推進が実体とかけ離れた形で

かし一方︑再生紙偽装問題で騒がれたよう

稼動し︑古紙利用が更に推進されました︒し

国内市場では大型マシーン︑ＤＩＰ設備が

ていかなければなりません︒

の回収増に努め︑国内外の製紙産業に供給し

移してまいりました︒今後もより一層︑古紙

ら︑価格は︑国際相場とリンクして底固く推

を中心としたアジアでの古紙需要の高まりか

を背景としたリサイクル社会の到来と︑中国

一方︑私共の従事する古紙業界は環境問題

ると見られます︒

を悪化させており︑景気下降局面に入ってい

は減少に転じて久しいですが︑回収ルートと

長

した世界的な株安と︑原油を始めとした原材

議
宮崎 勝保 常任理事

司

46

21

閉会の辞

21

52

表面化したり︑古紙の品種によっては需要が

2
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本日は大変お忙しい中︑第
回通常総会に

をしながら︑お互いにスムースな取引ができ
るよう理解を深めて行きたいと思います︒

といったことがどうしても遅れがちになりま

議

案

議

名中

審

︹組合員総数

本人出席

提出者 名︑議決権有総数 名︺

す︒現在︑上部団体である全原連が２つの認

又︑当組合の多くを占める小規模経営者に

がどうあるべきか考えて参りました︒幸いに

定制度を導入し取得を奨励しております︒そ

いますが︑今後も更なる古紙の掘り起こしに

準備がスタートしておりますが︑皆様の多大

典を挙行致します︒既に実行委員会を発足し

六号議案

名︑委任状

︵坂田智 事業部部長︶

平成十九年度財産目録︑貸借対照

表および損益計算書承認の件

︵高橋宏明 会計理事︶

平成十九年度剰余金処分案承認の

件︵高橋宏明 会計理事︶

平成二十年度における収支予算な

らびに経費の賦課及び徴収方法決

定の件︵高橋宏明 会計理事︶

平成二十年度における借入金額の

最高限度額決定の件

︵高橋宏明 会計理事︶

平成二十年度における加入手数料

額決定の件
︵高橋宏明 会計理事︶

︵清水 弘允議長より︶

八号議案 役員報酬の件

七号議案

︵坂内大介 事業部副部長︶

監査報告 ︵朝倉行彦 監事︶

努めて行かなければならないと思います︒一

なるご協力を宜しくお願い申し上げます︒本

五号議案

四号議案 平成二十年度事業計画案決定の件
宜しくお願いします︒

て今後も更に多くの情報を収集し組合員の皆

三号議案

二号議案

一号議案 平成十九年度事業報告書承認の件

44

大勢の組合員のご出席を頂きまして誠に有難
うございます︒

この 年1間で古紙市況は世界的に回復し逆有償
問題や需給調整といった問題は過去のものと

れらを積極的に組合員にお知らせし取得して

とってはコンプライアンスの遵守や資格取得

なりましたが︑長引く出版・印刷不況から上

もらうことによって︑自らの企業体質強化に

昨年度は私も新理事長として︑今後の業界

物古紙の発生は減少する一方となり︑産業古

努めてもらっています︒

154

様に発信して行きたいと考えておりますので

又︑海外への共販事業や海外視察会を通し

紙だけに特化することなく︑家庭系・事業系
の古紙分野にも積極的に展開を進めるよう組

％という回収率にまで進んで

合員に提言してまいりました︒
今︑日本は
いますが︑国内外の需要を考えればまだまだ

方︑我々業界は資源循環型社会の到来︑世界

日の総会は賦課金変更の件が入っておりま

周年記念式

的需要拡大の傾向から異業種や大手企業から

す︒宜しくご審議を頂き滞りなくスムースな

月に組合創立

の新規参入が活発化していることに危機感を

進行ができますようお願い申し上げましてご

最後に本年は

募らせております︒特に当組合の多くを占め

挨拶とさせて頂きます︒本日は有難うござい

足りません︒一時的な相場の調整はあると思

る小規模の集荷業者にとっては厳しい仕入れ

ました︒

本年も関連業界である製本工組様や印刷工
組様そして東資協様との会合を持ち情報交換

110

52

競争は死活問題となっています︒

60
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案通り可決されました︒

以上︑第一号議案から第八号議案はすべて原

長井 義人

高橋 宏明

坂田

脇

駒雄

智

克美

赤染 清康

宮崎 勝保

村上 雄三

松井 隆宏

た︒

彰

朝倉 行彦

仁 様

けて来てくださり︑通常総会で挨拶されまし

原仁様が公務多忙の中︑時間をさいてかけつ

衆議院議員であり当組合名誉顧問でもある松

松原

□衆議院議員 当組合名誉顧問

来賓ご祝辞

腰越

︹監事２名︺︵順不同・敬称略︶︶

義孝

石橋

清水 弘允

大介

黒田

勝弘

近藤 正彦

坂内

明利

忠敏

山口

勝

武美

晴健

清水

辻

昇

茂

菊池

上田

康夫

増田 唯之

工藤 裕樹

皆川

最後は宮崎勝保常任理事が閉会の挨拶をされ
て通常総会は滞りなく終了致しました︒

勝彦

祐康

藤井

赤松 源裕

4

尚︑第五号議案の中で平成二十年度より賦
課金を５００円上げＡランク３０００円︑Ｂ
ランク４０００円︑Ｃランク５０００円︑Ｄ
ランク６０００円に変更することで可決決定
いたしました︒
出席理事及び監事は次のとおりです︒
理事 名︵順不同・敬称略︶
近藤
夏目
名古路

山田

和男

信隆
廣田 圭吾

大久保

高山 昭二郎 近藤 昌和 久保田 貞行

大柴

33

松井副理事長
智常任理事 ・ 清水弘允議長
坂田

宮崎常任理事
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第

回 永年勤続従業員表彰式

あと︑上田理事の司会で本日表彰式に出席さ

開会の挨拶を高山昭二郎総務部長がされた

りました︒

彰式には多数のご来賓の方々がご参加くださ

通常総会終了後︑引続き行われた従業員表

午後４時 分〜
30

れた被表彰従業員６名の方々に︑近藤理事長

会 上田 晴健 理事

から表彰状と記念品が贈呈されました︒

司
開会の辞 高山昭二郎 理事・総務部長
閉会の辞 菊池 武美 理事

ご 来 賓 ︵出席者︶

仁 様

□ 衆議院議員 当組合名誉顧問
松原
□ 東京都環境局 局長

製造産業局

吉川 和夫 様
□ 経済産業省

紙業生活文化用品課 総括課長補佐
小山 和久 様

□ 経済産業省
製造産業局

紙業生活文化用品課 課長補佐
平松 克啓 様
□︵財︶古紙再生促進センター 専務理事
鈴木 節夫 様

隆男 様

□︵財︶古紙再生促進センター 常務理事
堀

□︵財︶古紙再生促進センター 事務部長
白井 俊市 様
□ 関東製紙原料直納商工組合 理事長
深田 和利 様

俊一 様

□ ︵社︶東京都リサイクル事業協会会長
畑

□ 東京都資源回収事業協同組合 理事長
吉川 太郎 様
□ 東京都印刷工業組合 専務理事
武石 三平 様
□ 商工組合中央金庫上野支店 支店長
則籐 誠司 様
□ 東京都中小企業団体中央会 主査
鴨志田 弘行 様
□ 東京返本加工協同組合 理事長
藤井 康夫 様
□ 東京返本加工協同組合 専務理事
稲生 正俊 様

□ 東京都製紙原料協同組合 相談役

野村 宮三郎 様

□ 東京都製紙原料協同組合 相談役

樫原 邦明 様

□ 大同生命保険︵株︶上野支社 課長

服部 正史 様

□ あいおい損害保険︵株︶大泉支社支社長

柴宮 光人 様

□ ︵株︶ウイル・プロモート 社長

近藤 靖俊 様

□ 杉山会計事務所 所長

杉山 靖彦 様

□ 納土社会保険労務士事務所

納土 祥滋 様

◆女性 ︵順不同︑敬称略︶

表彰従業員氏名

□男性

□山城 義治

◆高山 ふみ江

◆大森 久江

︹︵有︶富士紙業︺

︹︵株︶共益・商会︺

︹︵有︶北信紙業︺

︹︵有︶北信紙業︺

五名

□前田 利明

︹皆川商事︵株︶︺

︹勤続二十年以上︺

□足尾 邦光

5
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□徳永 賢二
︹㈱共益・商会︺

︹美濃紙業㈱︺

四 名

□石森 啓之

□蜂谷 守

□梅本 隆

︹︵株︶共益 商会︺

︹美濃紙業㈱︺

︹美濃紙業㈱︺

︹勤続十五年以上︺

◆金澤 晴代

回永年勤続表彰式に東京都環境

永年勤続表彰 理事長挨拶

本日は第

古紙再生促進センター様を始め大勢の業界の

局の吉川局長様︑経済産業省様︑財団法人

重鎮のご来賓の皆様方にお忙しい中︑ご出席

□二ノ宮 利春 ︹︵株︶共益 商会︺
︹︵株︶共益 商会︺

賜りまして誠に有難うございます︒特に吉川

︹︵有︶富士紙業︺

︹︵株︶松井紙業︺

局長様には都内に２︑０００以上ある組合の

□成毛 直樹

□阿部 恭一

︹︵株︶松井紙業︺

中で当組合にご出席頂きました事︑心より感

□山元 竜一

◆吉田 佐智子 ︹︵株︶松井紙業︺

□岩窪 弘一

︹︵株︶松井紙業︺

謝申し上げます︒

︹皆川商事︵株︶︺

︹︵株︶起多邑︺
□吉田 幸治

︹︵有︶黒田商事︺

□菅井 壽幸

□永井 暁
︹︵有︶ノボル紙業︺
□村野 義雄

︹︵有︶富士紙業︺

員の方々の表彰式ができますことは組合員一

九 名

□平石 浩史
︹︵株︶富 澤︺
□郷野 忠広

︹︵有︶富士紙業︺

堂︑この上ない喜びであります︒永年勤続と

□斉藤 正三
︹︵有︶坂田亮作商店︺

︹︵有︶北信紙業︺

と私は考えます︒

業界を支えてくれたのも社員の皆さんである

歴史は正に社員の皆さんの歴史であり今まで

間︑苦しい状況が続いておりました︒業界の

価されるようになりましたが︑本当に長い

は今でこそ環境問題から重要な業界として評

います︒紙のリサイクル業である私達の業界

でありまして本当に容易なことではないと思

す︒そういった苦労を乗り越えての永年勤続

い時︑やめようかと思った時もあるはずで

39

︹勤続十年以上︺

◆逆井 貴子
︹︵株︶富 澤︺

□伊藤 健治

︹︵有︶富士紙業︺

一口に申しましても︑会社勤務というのは常

□知久 生
︹︵有︶黒田商事︺

□渡辺 幸雄

︹︵株︶富 澤︺

名の従業

□稲葉 実
︹美濃紙業㈱︺

□神田 禎夫

︹皆川商事︵株︶︺

◆松本 品子
︹︵有︶富士紙業︺

□山﨑 浩正

︹︵株︶富 澤︺

大勢のご来賓の前で︑今年度は

□関口 正一
︹︵有︶坂田亮作商店︺

□八木 和孝

に平坦で楽しい時ばかりではありません︒辛

□高山 秀人

◆徳田 洋美

︹美濃紙業㈱︺

二十一名

□松田 剛

︹美濃紙業㈱︺

︹勤続五年以上︺

□関口 勉

︹美濃紙業㈱︺

◆下屋敷裕美子 ︹美濃紙業㈱︺
□飯塚 芳明

6
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以上 三十九名︵女性八名︶

高山総務部長

2008 年 5 月
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来賓ご祝辞
□ 東京都環境局 局長

吉川 和夫 様

□ 経済産業省
製造産業局

紙業生活文化用品課 総括課長補佐

小山 和久 様

□︵財︶古紙再生促進センター 専務理事

鈴木 節夫 様

7

祝賀懇親会
引続き︑午後５時

午後５時
分〜

分より２階藤の間で祝

組合青年部の皆さんも加わって賑やかな祝賀

司 会
黒田 義孝 理事

赤松 源裕 理事

会となりました︒

中締め

来賓ご祝辞
□ 関東製紙原料直納商工組合 理事長
深田 和利 様

俊一 様

□ ︵社︶東京都リサイクル事業協会会長
畑
乾杯のご発声
□ 東京都資源回収事業協同組合 理事長
吉川 太郎 様
また︑都合がつかず来られませんでした︑
商工組合中央金庫理事長︑江崎格様︑組合事

倉持治夫様よりご祝電を頂戴い

様
和利
深田

30

また︑同じ上野精養軒で当日総会を行った

賀懇親会が行われました︒

30

業でお世話になっている大同生命保険︵株︶
取締役社長
たしました︒

8

関東製紙原料直納商工組合
東京都資源回収事業協同組合 （社）東京都リサイクル事業協会

理事長
様
俊一
畑
会長
様
太郎
吉川
理事長
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副理事長挨拶

第

次は国内外の会社・団体・役所との交流で

議員を通じて国︑東京都とのパイプが太くな

す︒組合顧問になって頂いている松原衆議院
東京都製紙原料協同組合

り︑経済産業省製造産業局だけでなく︑今回

活動にしろ企業活動にしろ個別の事情はある

次は我々内部の世代間の活性化です︒組合

機会となっています︒

としての動向の把握と︑物の見方を拡げるいい

きたいと思います︒海外視察は古紙の国際商品

を発信して︑世の中の変化に迅速に対応して行

らのパイプを通じて情報を吸収すると共に情報

は東京都環境局とのパイプも出来ました︒それ

副理事長 清水 弘允

回総会も無事終了し︑近藤理事長体制

総会で承認された事業方針は六つあります︒

うでしょう︒次世代を担う若手を積極的に組

出来るかどうかで︑そこの将来が決ってしま

と思いますが︑基本的に若手の活用を上手く

副理事長として出来る事は協力しますので︑

合活動に参加させたいと思います︒

になって２年目が正式にスタートしました︒

各業務部がそれぞれの事業を順調に具体化さ

事業方針としてまず挙げられているのは全

ドバイザー認定制度﹂︑﹁古紙商品化適格事業

在︑全原連を中心として﹁古紙リサイクルア

次は組合員の資格取得の事になります︒現

原連をはじめ関連団体との交流です︒古紙業

所認定制度﹂それに﹁エコアクション ﹂の取

れる事を期待しています︒

界が世の中で一段と認知されて来ている今
日︑関連団体とあらゆる機会を通じて交流

アンスへの要望に応えると共に︑非組合員との

得を進めています︒お得意様からのコンプライ

次は組合員の親睦︑福利厚生です︒合同新

し︑業界の存在意義をアピールする事が必要

り︑関連業界の動向を直に見聞きする事で︑

年会は支部を超えた組合員の交流機会とし

差別化を図る一助となるはずです︒

仕事上のメリットも期待出来ると思います︒

です︒そして交流を通じて人的繋がりが広が

21
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得て行われるゴルフコンペ︑現役・ＯＢ理事

て︑すっかり定着しました︒青年部の協力を

はかなり変化のあった一年でした︒

くくりの総会が終わり振り返ってみると業界

するたびにいつもホッとします︒本年度しめ

輸出条件の好転により単価の上昇があり古

全員に対象を広げた清風会も共に好評です︒
その他︑親睦のアイデアがあればどんどん出

青年部総会開催

圭吾

去る五月二十一日︑組合総会と日を同じく

青年部幹事長 廣田

集荷経費ギリギリの単価で魅力のない古紙を

して青年部通常総会が上野精養軒で開催され

紙が価値のあるものとなってきました︒長年

扱ってきましたがやっと商品を扱えるように

ました︒

して下さい︒

なった感です︒こうなるとつい忘れがちです

出席者と委任状出席により総会は成立し︑

最後は︑創立 周年記念事業です︒

多数の参加で盛大に祝いたいと思います︒記

が何年か前のどん底のころ︑集荷はいくら働

左記各議案もそれぞれ承認され︑無事に総会

日︵金︶に開催が決定していますので

念誌の発行も計画していますので支部単位の

いても︑赤字ばかり︑直納は在庫ばかりでど

月

資料作りにご協力ください︒

第二号議案 平成一九年度
況だけで直納︑集荷とも競争に走るのは避け

第三号議案 平成二〇年度事業計画決定

責任を果たさなければなりません︒目先の状

将来どんな時代が来ても営業を続ける以上

れてはいけません︒

は終了しました︒

副理事長挨拶
東京都製紙原料協同組合

たいものです︒それよりもしなくてはいけな

慮︑そして迷惑をかけない機動力︑上品質の

荷部長に両名に来賓頂き︑誠に有難うござい

また当日は︑本部より清水副理事長︑宮崎集

会計決算報告承認 監査報告

副理事長 松井 隆宏

第四号議案 平成二〇年度収支予算決定

古紙の︑出荷等に気使いしたいと思います︒

ました︒
会社の繁栄を望むばかりです︒

また集直一体となっての組合の繁栄︑個々の

今は環境への配慮︑また情報の保護への配

いこと︑世の中が要求していること︑やはり

会通常総会も無事終わりました︒私も

毎年いくつかの総会に出席しますが無事終了

第

第一号議案 平成一九年度事業報告承認

うしようもなかった事︑このような過去を忘

60

以上︑宜しくお願いします︒

24
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第 回清風会ゴルフコンペ開催

午後には本降りとなりました︒水はけの良い

コースでフェアウエイなどは問題ないものの︑

グリーン上は所々に水が浮いた状態︒腕達者が

揃うメンバーでもグリーン周りは苦労するコン

一昨年から始めたゴルフですが︑練習をし

勝を飾りました︒ハンデ戦とはいえ︑上位は皆

そんな悪コンディションの中︑増田会長が優

圭吾

て上達したい気持ちはあるものの︑なかなか

青年部幹事長 廣田

練習場に足が向かわず︑ぶっつけ本番ばかり

打
1 差ずつの大混戦を制しました︒自分も終
わってみればぼちぼちのスコア︒目一杯のハン

ディションでした︒

でラウンドして酷いスコアを連発︒ゴルフセ

デを頂いたお陰で︑好順位に︒

増田 唯之 ︵株︶増田商店

︵株︶國光

赤松 源裕 ︵株︶赤松商店

次回ハンディ

朝倉 行彦

次回ハンディ

３位

準優勝

次回ハンディ４

優勝

成績は次の通りです︒

コンペにも是非参加したいと思います︒

初参加でしたが︑とても楽しめました︒秋の

挙がりました︒

非︑晴天時にもう一度プレーしたい﹂との声が

開催コースの評判も良く︑パーティでは﹁是

ンスの無さを練習不足のせいにして︑また練
習に行かない︒でもゴルフは好き︒
そんな駆け出しゴルファーが歴史ある﹁清
風会﹂に初参加することに︒﹁一ホールで十
打は打たない﹂が目標の低レベルで︑果たし
て参加していいものかと思いましたが︑思い
切ってのエントリーです︒
当日は生憎の雨となりました︒コースは栃
木のプレステージ︒比較的平坦ながらも︑戦
略性に富む美しいコースです︒４か月ぶりの
プレーでクラブを握るのも久しぶり︒同じ組
の緒先輩の足を引っ張らぬようにと緊張しま
したが︑やはり右に左にチョロと忙しないゴ
ルフに︒そんなヘタレにも︑たまに真っ直ぐ
飛ぶと﹁ナイスショット﹂と声をかけて頂
き︑楽しくプレーできました︒

11

15

11

48

集荷部部長挨拶
集荷部長 宮崎

勝保

平成 年度は︑
平成 年度の価格修正を受け

年間６回の広報誌を発行します︒少しで

もお役に立つ記事を掲載したいと思います︒
記事︑随筆︑写真等︑どしどし提供して下さ
い︒

事業部部長挨拶

事業部長 坂田

智

日頃︑事業部にご協力を頂き誠にありがと

うございます︒事業部は７月の納涼会︑そし

広報誌のデザイン︑
サイズを再検討して︑今

年度中に新スタイルの広報誌に変身したいと

周年

名が参加されたという事で︑とて

周年記念事業︒この式典は

て

月の

思います︒

事業の時

力を上げて頑張る所存です︒そして来年１月

も大きな式典になると思われます︒組合の総

場でお渡し出来るように記念誌を作成しま

の合同新年会の運営︑又昨年に引き続き﹁労

周年記念事業に伴い︑記念式典会

周年記念誌がありますので今回

ていきたいと考えております︒そのためにも

したいと思います︒記念誌の半分は各支部の

の記念誌は最近の

進︑ＥＴＣカード・ガゾリンカード事業の運

組合ホームページを刷新してデータの更

必要であれば適宜提供します︒

提供したい︒また対外交流に資料︑データが

て︑皆さんが商売する上で参考になる情報を

古紙業界の関連情報をなるべく沢山集め

は写真︑
記事の準備を宜しくお願いします︒

10

新を２ヶ月ごとに行う︒最新の広報誌をホー
ムページに掲載していきます︒

で︑宜しくお願いします︒

の協力を得て良い１年にしたいと思いますの

資協︑東印工︶を開催致します︒組合員各位

運営︒又︑他団体との懇談会︵製本工組︑東

集荷部の皆様のご協力をお願い致します︒

広報部部長挨拶
広報部長 清水

事業計画にも書きましたが︑今年は以下の

橋副部長ともども宜しくお願い致します︒

昨年に続き広報部を担当する清水です︒
脇︑
高

弘允

営︑団体共済保険事業︑集団損害保険事業の

す︒立派な

働時間等設定改善推進助成金制度﹂事業の推

創立

50

経営の基礎を整える年にしたいと思います︒
本年度は集荷部委員会を年３回程度実施す
ることにより︑情報の収集や発信を行い︑更
なる経営の向上や安定に努力をしていこうと
思います︒

300 60

直近 年史にしたいと思いますので︑
各支部長

又︑直納部と共に不当な過当競争に対応し

10
年間に的を絞って記事に

60

19

重点項目を実現したいと考えています︒

10

12

50

20
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総 会

支 部 便 り
文京支部
文京支部長 大柴 和男

文京支部総会を４月
日︵日︶箱根湯本温

泉︑箱根水明荘にて開催いたしました︒
文京支部は役員の改選のない年の総会は旅
先で行なうのが恒例になっています︒

平成

年度事業報告︑平成
年度事業計画案︑平成

年

委任状の提出︑出席者の確認をして総会に
入り︑議案
度会計報告︑平成

年度予算案︑他すべて承認︑成立いたしまし
た︒
今回の総会の出席者は︑︵有︶オオシバ・
大柴和男︑︵有︶倉友紙業・倉友基弘︑グ
リーンロジテック
㈱・ 清 水 弘 允 ︑ 三 弘 紙 業
㈱・森山亨︑東日紙商・人見一男︑㈱梨本・
梨 本 竜 範 ︑㈱パ ル コ ム ・ 山 田 祐 康 の ７ 社 で
す︒引き続き懇親会に入りコンパニオンが２
名加わり︑酒が入るにつれて話も盛り上り楽
しい宴のひと時を過ごす事ができました︒翌
日は自由解散︑有志とともに箱根彫刻の森美
術館を霧の中で見学︒箱根登山鉄道により小

山手支部

総 会

︵有︶徳永商店 徳永 裕司

山手支部では︑去る４月 日︵土︶﹁やな

た︒

名の支部員が出席され︵他委任状

平成

年度決算報告の件及び

監査報告

金融部会計報告承認の件及び

監査報告

績が報告されました︒昨年は山手支部家族慰

事業報告においては︑昨年の支部の活動実

第５号議案 評議員改選の件 その他

第４号議案

第３号議案 平成 年度予算案承認の件

第２号議案

第１号議案 平成 年度事業報告の件

議 案

６名︶︑左記議案について審議いたしまし

当日は

ぎ鮨﹂にて平成 年
19度の総会を開催しました︒

19

19

田原で︑かまぼこを買い︑小田急ロマンス

20

13

カーで岐路につきました︒楽しい総会でし
た︒

19 19

20

13

12

20 19
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安会︑忘年会︑合同新年会他︑日ごろの支部
活動が報告されました︒決算報告予算の承認
におきましては︑支部運営の基幹ともなる案
件につき︑皆様より活発なご意見並びご提案
をいただき︑無事承認の運びとなりました︒

組合員の広場

リ サ イ ク ル

き続き金融部の会計及び監査が報告され︑最

と紙業社の多さでした︒紙の銘柄も段ボール

専業主婦の私が古紙問屋へ入社して 年
12︑最
初に知った事は至る所で目にするパッカー車

︵株︶丸十商店 野村 みゆき

後に新評議員として佐藤茂雄︑斉藤美一︑中

新聞雑誌などの他に沢山の種類があり︑品物

これより︑新年度におきまして山手支部研修

谷浩康︑関原徹博の各氏が選出され︑総会を

によってメーカー別に搬出しているという事

旅行会を９月に開催する予定であります︒引

終了しました︒

でした︒今では︑トイレットペーパーや

れます︑清水弘允氏をお招きして︑本部活動

いるかなど︑主婦の立場からどれが一番安く

メーカーを確認し︑何ｍ巻か︑何組になって

ティッシュペーパーを購入するときは︑製紙

及び市況報告などをお伺いいたしました︒ま

て︑品質が良いのかを確認する様になりまし

総会後の懇親会には︑本部副理事長でおら

た︑文京支部長でおられます︑大柴和男氏に

た︒

いろいろな意味でリサイクルやエコに対し

い物ｅｔｃ．リサイクルに回しています︒

く︑
我が家でもゴミの選別や古着︑
本など使わな

あるとつい見入ってしまいます︒紙だけでな

テレビでも古紙を扱っている番組の特集が

も参加いただきまして︑まことにありがとう
ございました︒

本年度も山手支部員の皆様︑支部会並び
に︑支部行事に大勢の参加をお待ち申し上げ
ております︒

て目を向けることが多くなりました︒これから

も限りある資源地球にやさしくありたいと小さ

な種を蒔き続けて行きたいと思っています︒

14
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マ イ ブ ー ム
㈱共益・商会 大森営業所
谷津田 貴弘

仕事には関係ないですが︑今回は︑マイ

上下を操作︑ギアを使って︑八輪有るタイヤ
の内︑六輪を操作する物です︒
仕事から帰ってからの時間で︑五日掛りで
完成させました︒これには子供もビックリし
ながら︑喜んでいました︒

支部スケジュール

千代田支部

支部会 ６月５日︵木︶水道橋 茶の家

今では︑特殊なパーツや︑日本未入荷の商
品などを探しては︑子供と作って楽しんでい

支部会 ７月７日︵月︶水道橋 茶の家

妻からは︑家の中が狭くなると小言を言わ

ます︒

と一緒のマイブームを書こうかと思います︒

れながら︑この社員便りを︑ＰＣで打ちなが

支部会 ６月 日︵月︶

ブームとして︑今︑自分の中でと言うか︑
子供

それは︑ＬＥＧＯ︵レゴ︶です︒俗に言う

ら︑隣のＰＣでは︑レゴをネットで探してい

支部会 ７月 日︵金︶

中央支部

ブロックです︒これが︑なかなか奥が深い︒

ます︒今では︑直接自宅に送ってもらわず

台東支部

支部会 ７月︵納涼会を兼ねる︶

荒川支部

支部会 ６月 日︵木︶

15

最初は︑基本ブロックで遊ばせていましたが

に︑一旦会社に送ってもらっています︒
自分が飽きる迄︑暫く小言を聞きながら︑

支部会 ６月９日︵月︶

一緒に遊んでいる内に自分がハマってしま
い︑ネットで色々探し始めてしまいました︒

また入札や︑振込みをしている今日この頃で

文京支部

子供には︑俗に言う大人買いで︑次々に

支部会 ７月８日︵木︶

パーツを揃え始めました︒そんななか︑自分
も何か作ろうかと思い︑
ネットで探していた時︑
レゴ テクニックと言うのを見つけました︒
対象年齢が十一才以上で︑パーツ総点数が
１︑８００以上︑というトラッククレーンを
見つけ︑早速ネットで探して︑購入してしま
いました︒妻には︑内緒で︒
このクレーンはエアポンプとエアシリン
ダーを使って︑ブームの上下を操作し︑ギア
とモーターを使ってブームの伸縮︑フックの

納涼会 ８月８日︵金︶

す︒

11 13

12

＊﹁
周年記念行事の開催﹂

日時 ⁝ 平成 年 月 日︵金︶
場所 ⁝ 上野 精養軒

日に発生しました中国四川省の大地

＊中国大地震救援金について
５月

震につきまして当組合より﹁日本赤十字社﹂

せ

６月 日︵水︶共販輸出検討委員会

︵ｐｍ３ :〜︶組合会議室
６月 日︵水︶集直正副委員長会議

︵ｐｍ４ :︶組合会議室
６月 日︵水︶関東地区委員会

00

︵ｐｍ２ :︶センター会議室
６月 日︵木︶古紙センター業務委員会

00

足立支部
支部総会 ６月１日︵日︶
翌日 湯元カントリークラブでゴルフ

山手支部
支部会 ６月 日︵木︶
支部会 ７月 日︵土︶

城南支部

を通じて救援金を送りました︒
万円寄附︶

支部会 ６月 日︵金︶

ら

︵平成 年６月２日

知

:︶

︵ｐｍ３ :︶銀座ラフィナート
６月 日︵木︶全原連役員会

︵ｐｍ４ :︶銀座ラフィナート
６月 日︵水︶直納部委員会

:〜︶

︵ｐｍ４ :︶組合会議室
６月 日︵金︶静岡県紙業協会家庭紙部会

との懇談会

事前会議︵ｐｍ１

本会議︵ｐｍ２ :〜︶
富士工業技術センター会議室

平成 年５月８日現在

︹東資協の古紙４品の標準売値︺

︹古紙価格︺

15

納涼会 ７月 日︵土︶八芳園

お

︹６月会議・催事予定︺
６月３日︵火︶常任理事会︵ｐｍ２
:︶

00

江墨支部
支部会 ６月 日︵木︶
納涼会 ７月 日︵火︶

城北支部
支部会 ６月 日︵金︶
支部会 ７月 日︵金︶

理事会︵ｐｍ４
組合会議室

00

00

00

00

〜 円 ︵横這い︶

11 15

16

11

11

18

＊雑誌 ９〜 円 ︵横這い︶

＊新聞

20

12

10

:スタート８組 名

30

19

20

６月８日︵日︶組合ゴルフコンペ
Ｊゴルフ鶴ケ島ａｍ７

32

19

60

12

20

25

27

24

00

19 19

26 13

11 19

11 13

10

39
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〜 円 ︵横這い︶

住所変更
︹台東支部︺

ご母堂 上村 キミ 様 ︹享年

平成 年５月 日逝去

︹江墨支部︺

平成 年５月 日逝去

金山 文子 様 ︹享年

︺

︵代表者 金山 佳正 様︶ ご母堂

︵株︶アサヒ・クリーン

17

＊段ボール
＊色上︵並︶ ９〜 円︵横這い︶
︵株︶國光 代表者 深田和利
新住所⁝〒１１０︱００１５
台東区東上野１︱ ︱

新御徒町ＫＭビル７階

20

︺

90

一身上の都合のため

︵有︶柳井紙業︵代表者 柳井 勇夫︶

︹城北支部︺

一身上の都合のため

飯田商店︵代表者 飯田 常夫︶

︹山手支部︺

代表者者逝去のため

︵株︶富士峰︵代表者 平林 千鶴子︶

︹文京支部︺

︹組合員脱退︺ ︵平成 年３月末脱退︶

79

︹古紙品質調査事業︺

古紙︺１８︑０００ 円／トン
︹城北支部︺
︵株︶ミヤコ 代表者 望月 廣重
新住所⁝〒３５２︱００１１
埼玉県新座市野火止１︱ ︱

西武運輸︵株︶流通センター内
電話・ＦＡＸ ０４８︱４９４︱１３５０

訃 報

︺

20

平成 年４月〜６月価格
︹新聞
︹段ボール 古紙︺１８︑０００円／トン

︹代表者変更・住所変更︺
代表者変更
︹城南支部︺
︵資︶豊田八郎商店 旧代表者﹁豊田二郎﹂
様から

︹城北支部︺

桑原せつ子様 ︹享年

桑原秀一商店︵代表者 桑原秀一︶ ご母堂
︹城南支部︺

平成 年３月 日逝去︒

新代表者 ⁝ 代表取締役 豊田 大八様

49

11 13

⁝ 平松 邦明 様

17

12

26

28

12

︵株︶平松商店 旧代表
﹁平松 清邦﹂
様から
新代表

30

︵有︶上村商店 ︵代表者 上村 敏雄 様︶

︹荒川支部︺

20

20

12
78

20

年３月３日
︵月︶
︺

会議概要 ︹３月・４月・５月︺
３月度定例理事会︹平成
出席理事 名於︶上野・精養軒 ｐｍ４

︹直納部︺

とも需要は低調で推移︒価格面では輸出価格

が︑為替の部分を差し引いても高値で推移し

ている︒それが国内価格を押し上げる形で出

日上野精養軒において静岡県紙業協会

家庭紙部会との懇談会を開催しました︒全体

てきている︒段ボールは︑海外は相変わらず

２月

名の参加があり︑会議については年明け

は︑最初に大同生命の支社長と課長より︑組

となりご協力ありがとうございました︒本日

加できない集荷部の方も数名加わっての会議

終える事ができました︒直納部及び普段は参

紙業協会家庭紙部会との懇談会を行ない無事

高の影響でどのくらいになるか注目してい

対前月比︑やや上昇の状況であり︑今後︑円

市況全般については︑関東商組の共販輸出で

の話が出た︒

ら︑今後の東京開催について開催増の可能性

た︒終了後の懇親会では︑紙業協会の幹部か

れからの原料供給が難しくなる事を強調し

した厳しい家庭紙原料の状況説明があり︑こ

静岡県製紙原料商業組合からもデータを元に

点︑ＤＩＰも増産になる点を説明した︒又︑

生の低さ︑共販輸出価格が上昇し順調である

家庭紙原料の状況を話した︒家庭紙原料の発

家庭紙原料が品薄の中︑組合としては厳しい

日︵土︶に集荷部会と新年会を開催し

︹集荷部︺

時期になるので期待したい︒

︹オフィス古紙︺

が出る事を期待している︒

調な状況︒３月で期末なので倉庫関係の荷物

ガキの返品がでる︒全体的には相変わらず低

︹返本雑誌︺

︹上台紙︺ 発生が少ない︒

問題ない状況︒

しくなってきている︒需要面では︑まったく

は心配ない状態︒特更メーカーは単価面で苦

切付は︑まったく衰え感がなく販売に対して

できた状態︒

引き合いが強いが︑国内はある程度︑在庫が

で

合員が普段加入しております生命保険がどの

る︒先月︑青年部主催で四国の大王製紙の三

２月

５月

日に直納部が東京で初めて静岡県

日の第

︹総務部︺

︹各部報告︺

説明してもらいます︒

２月は︑

近藤理事長挨拶

ような種類があり内容がどのようなものかを

島工場を見学し︑古紙の需要の多さを痛感し

名の参加者で２月

の資格取

日の静岡県紙業協

発生が悪い︒３月に発生

２月の返本の状況は︑年賀ハ

回通常総会について皆様のご

た︒

:〜

19

た︒現在は輸出も好調で原料不足であり仕入

44

回永

協力を願いたい︒又︑同日行われる第

て︑ご協力をお願いしたい︒
第２回全原連主催エコアクション

名の参加希望

ろである︒

月上昇しており今後の価格が注目されるとこ

がどうなるか︒当組合の共販輸出の価格も毎

多くの人が参加し意見を述べたい︒当日は集

処するか話合いをした︒いい機会であるので

会家庭紙部会との懇談会に対しどのように対

新聞︑雑誌は国内外

荷部から５名が参加予定である︒
︹新聞︑雑誌︑切付︺

︹品種別市況報告︺

19 16

00

20

得の募集について当組合より

21

19

52

18

29

19

年勤続表彰についての表彰者の参加につい

46

21

があった︒

21
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︹広報部︺
広報の３月号は３月中旬に発送する予定であ
る︒原稿がまだの方は早急に出してほしい︒
周
60年記念行事について５日に打合せを行う︒
当日は︑事業部長と紙業タイムスにも参加し
てもらいアドバイスをもらいたたき台を作る

年度の事業報告と
年度の事業計

日に総会資料検討会を行うので各業務

予定である︒
４月
部長は︑
画を提出してほしい︒

古紙センター
業務委員会︹平成 年３月
日︵水︶︺

・平成 年度事業計画・平成 年度収支予算

・公益法人改革に伴う公益財団法人認定に向

月１日﹁公益認定法等﹂の施行

けての準備遂行

年

された後︑公益財団法人認定のための準備

平成

面の都合で割愛させていただきます︒

状況等を勘案して公益財団法人認定し申請

︹２︺平成

回通常理事会︵３／１２︶の報告に
ついて
︹３︺集団回収実施団体への感謝状交付︵近
畿地区委員会推薦︶について
︹４︺平成 年４月〜９月の段ボール・新聞・雑
誌の消費計画について

年４月〜９月の段ボール・新聞・雑

聞⁝

４月〜６月 １︑
１６６︑
９４３ｔ 前年比 ％

・新

４月〜９月 ４︑
００９︑
２９６ｔ 前年比 ％

７月〜９月 １︑
９９１︑
２３５ｔ 前年比 ％

４月〜６月 ２︑
０１８︑
０６１ｔ 前年比 ％

・段ボール⁝

誌の消費計画について

＊平成

業金融公庫理事︶退任理事⁝青木宏道

＊理事の変更︑新任理事⁝坂東一彦︵中小企

諮っていくこととする︒

の時期等について平成 年
21３月開催予定の理
事会・評議員会等センター内の審議機関に

年度第２回評議会︵３／６︶第

ｐｍ１ :〜 於︺ 古紙センター会議室
︹１︺古紙の需要・市況動向については︑書

20

︵１︶古紙再生促進センター関係

４月〜９月 ２︑
３４６︑
９１２ｔ 前年比 ％

７月〜９月 １︑
１７９︑
９６９ｔ 前年比 ％

需給委員会⁝先月︑札幌で開催され︑インド

12

４月〜９月 １︑
２７５︑
９７１ｔ 前年比 ％

104.1 106.7 101.6

誌⁝

前年比 ％

・雑

６３９︑
８５３ｔ

前年比 ％

①業務委員会︵１月 日・３月 日開催︶
19

25

回通常理事会︵３月

６３６︑
１１８ｔ

視察のまとめと市況報告︑古紙配合率偽装問

報告

及び第

４月〜６月

:〜 於︺

＊最終ページをご参照ください︒

全原連 第７回役員会
古紙センター会議室

︵内︑委任出席 名︶欠席 名

15

︹事業部︺
労働時間等設定設定改善推進助成金制度につ
いて︑これまでの経過報告と次年度もこの事
業を行いたい旨を報告︒又︑５月に行われる
総会に向けてお手伝いをしていきたい︒

︹平成 年３月 日
︵水︶
ｐｍ３

２月に四国の大王製紙の工場見学研修を実施

理事・監事 名⁝出席 名

︹青年部︺

した︒今回の研修を参考に次回の研修地等の
検討をしていきたい︒

12

12

11
＊平成 年度第２回評議員会︵３月６日開催︶

12

題についてのメーカー対応について話合いを

︹近代化推進事業委員会︺

45

７月〜９月

18

99.8 99.0 100.5

102.8 100.8 104.8

56

20

42

日開催︶の

した︒
全原連のロゴマークの使用についての案内︒

42

19

30

20

20

20

12

20

19

20

20

19

11

＊集団回収実施団体への感謝状交付について

員会事務総局︑日本製紙連合会︑コクヨ︑

︵案︶について︵矢倉選考委員長説明︶︒

・理事 名⁝

北海道商組︵３名︶︑東北協組︵２名︶︑

リコー︑全原連︑関東商組︑東京都協組︑
神奈川県協組︑茨城県古紙加工処理協組︑

・推薦地区委員会⁝近畿地区委員会
・推薦団体⁝平野西二部会町会︵大阪府大阪

関東商組︵ 名︶︑東京都協組
︵４名︶
︑神

北陸︵１名︶︑長野県商組︵１名︶

日︵水︶

日本再生資源連合会︑古紙問題市民ネット

年４月

︵４︶全原連関係

奈川県協組︵１名︶︑静岡県商組︵３名︶

日

日浅草ビューホテ

９３０︑９９７ 予算内︒

月 日︵ 社︑１０２所︶︑

・適格事業所⁝

︵役員会上程︑承認︶

クルアドバイザー﹂申請認定に関する件

②﹁古紙商品化適格事業所﹂・﹁古紙リサイ

関東商組︵１名︶︑東京都協組︵１名︶

・監事２名⁝

九州商組︵４名︶

山口県商組
︵１名︶
︑香川県商組
︵１名︶
︑

山県商組︵２名︶︑広島県商組︵１名︶

中部商組︵６名︶︑近畿商組︵８名︶︑岡

移︒
⑤新年会収支報告︵１月
ルで開催︶

支出 ￥

・予算 ￥１︑０００︑０００

日浅草ビューホテ

・１月度組合経理財務内容予算通り順調に推

④総務財務委員会︵２月 日開催︶

開催︶︒

③正副理事長会・総合運営委員会︵２月

ル
:〜開催︶︒
・各地区人数割定員を選出︒

・選考委員会開催︵１月

②役員改選の審議︵矢倉選考委員長︶︒

承認︒

・広報宣伝事業の一環として業界の

①正副理事長会︵１月 日開催︶
活動を
PR

市︶︑城蓮寺住宅自治会︵大阪府松原市︶
＊業務委員会等の予定
・４月業務委員会︵平成
:〜 センター会議室︶
・５月業務委員会
︵平成 年５月 日 ︵木︶

︵木︶
:〜銀座ラフィナート︶

︵２︶段ボールリサイクル協議会
︵１月 日開催︶
・平成 年度第３回運営委員会報告
・段ボールリサイクル協議会及び全段連
進委員会の 年度活動経過報告

︵３︶リサイクルシステム議員懇談会

推

:〜 銀座ラフィナート︶
・通常理事会・評議員会
︵平成 年６月 日

:〜 センター会議室︶
・６月業務委員会︵平成 年６月 日︵木︶

22

︵１月 日衆議院会議室開催︶

︵５︶審議事項

１月 日︵ 社︑ 所︶︑

２月 日︵ 社︑ 所︶︑

月〜２月累計︵３２７社︑６６８所︶

・アドバイザー⁝

月 日︵ 社︑２３６名︶︑１月 日

︵９社︑ 名︶

２月 日︵ 社︑２２６名︶︑

月〜２月累計
︵３５４社︑１︑４００名︶

15

19

20

・﹁再生紙混入率偽装の実施とその背景につ
いて﹂

87 25

14

23

20

15

①平成 年５月役員改選に伴う役員候補者

20

19

3R

25

20

20

17

51 11 50

58

58

20

55

15 15 15

15

15

19 29

・出席者⁝環境省︑経済産業省︑公正取引委

12

10

12

10

13
00
19

21

25

13
30

13
30

14
00

31

16
00

20
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③平成 年度近代化推進事業・事業計画
︵案︶
について
・各委員会委員長より継続・新規事業について
説明あり︑承認︒
④新聞広告掲載に関する件
・費用⁝１５︑０００千円︵概算︶︑全原連

年４月以降︑全国版掲載

％︑関東商組 ％︒
・実施時期⁝平成
︵読売・朝日・日経︶予定︒
・掲載内容︵渉外広報委員会・経営革新委員
会で起案を検討する︒︶

①四国製紙原料商工組合︵仮称︶設立進渉状
況︵現在 香川県商組のみ︶
・四国４県の組合設立について書類提出受理

在庫

出荷

６︑８４３︵ ％︶

５７︑１９６︵ ％︶

仕入

１２４︑１４２︵ ％︶

１２２︑６１３︵ ％︶

︹段ボール︺

出荷

され︑５月９日設立総会を開催予定︒
②中国製紙原料商工組合︵仮称︶設立進渉状

９︑６６５︵ ％︶

単位トン︑

消費

入荷

１５６︑２８９︵ ％︶

２１２︑２９３︵ ％︶

２１０︑２１６︵ ％︶

消費

入荷

５６︑７２７︵ ％︶

１０８︑２４２︵ ％︶

１０２︑０５９︵ ％︶

消費

入荷

１３２︑７４２︵ ％︶

２４５︑５７１︵ ％︶

２４３︑１８１︵ ％︶

社と比較するとほぼ同じ数

が大きく減ってきている︒チラシの悪さが目

字である︒チラシと新聞を比べると︑チラシ

︹新聞・雑誌︺

︹業者側コメント︺

在庫

︹段ボール︺

在庫

︹雑 誌︺

在庫

︹新 聞︺

︹関東・静岡実績︺

在庫

12.0 102.6

広島県商組︑岡山県商組︑山口

況︵現在
県商組︶

・広島県商組を母体として︵岡山県商組︑山

社︶予定︒５月設立総会開

口県商組は解散︶３月末登記︑４月１日以
降組合加入︵
催予定︒

古紙センター
関東地区委員会︹平成 年３月 日︵火︶︺
ｐｍ２

／２月

:〜 於︶古紙センター会議室
︹需要動向︺

︵ ︶は対前年同月比︑在庫の︵ ︶は在庫率

︹新 聞︺
７８︑８４７︵ ％︶
７８︑７０６︵ ％︶
８︑７８３︵ ％︶

５５︑６２８︵ ％︶

21

◎古紙を使用することによって︑チップ・木
材パルプを原料として生産するよりも環境
の負荷が少ない︒
◎古紙を使用した方がチップ︑パルプを使用
するよりもコストが安い︒
◎古 紙 の 流 通 量 は 国 内 の 古 紙 使 用 量 よ り 約
４００万トン／年︑回収量が上回る︒

20

7.8 105.2 104.2

73.6 105.6 107.1

52.4 100.0 96.0

54.1 102.3 104.7

24

︹関東商組 社実績︺

め高品質な古紙を供給する必要がある︒

仕入

︶た

◎高品質な古紙を確保するために全原連とし

出荷

◎さらに古紙の利用を高める︵利用率

て﹁古紙商品化適格事業所﹂﹁古紙リサイ

在庫
︹雑 誌︺

年

クルアドバイザー﹂両認定制度を平成
度に創設し︑平成 年度より運営する︒

仕入

32

25

11.2 92.5 93.7

100.2

UP

08

20

︵６︶その他

19

00

20 50

20

32

50

に付く︒
︹段ボール︺
段ボールは︑入ってきてもす

ぐ出てしまう︒輸出は昨年の９月から少なく
・８％と落ち

４月度定例理事会︹平成

３月の共販輸出は︑今月より新しく加わった

︹直納部︺
年４月３日
︵木︶
︺

阪和興業︵株︶が︑他社を上回る価格表示で

出席理事 名於︶上野・精養軒 ｐｍ４

入札となった︒４月は︑明日開催される共販

:〜

輸出検討委員会で入札結果が協議される︒

なってきた︒１月は対前年比
近藤理事長挨拶

新聞が中国むけ２２︑２２０円︑雑誌が中国

ている︒食料品関係の発生が悪いと聞いてい

きているようです︒

むけ２１︑２２０円︑段ボール②タイ向けで

市況については︑関東商組の共販輸出価格

︹メーカー側コメント︺

我々業界は表向き良く見えていますが︑依然

２０︑９００円となっている︒

政治・経済と混乱した状況が続いております

新聞は︑２月は在庫がたもてた︒消費は大き

として出版・印刷業界は不況であり厳しい状

輸出価格はキロ１〜２円の差が出てきてい

る︒
在庫も昨年より１ポイント下回っている︒

く延びていない︒非発生期にもかかわらず入

況であります︒再生紙の古紙配合率の問題で

上げ価格幅にいたっていない︒

円高で輸出が値下がりをした︒

あり操業短縮をして在庫減らしをしている︒

︹段ボール︺ メーカーの製品在庫は

万トン

比べ増えていない現状︒製品価格は目標の値

︹家庭紙︺ 引き続きタイト感︒発生が２月に

︹上白︺タイトで変化はない︒

︹品種別市況報告︺

ている︒

庭紙原料は建線で︑１月２月と各１円上がっ

屋も︑つぼ先で苦労している状況である︒家

荷が順調であった︒メーカー入荷量は今まで

周年記念

る︒集・直とも仕入競争は激化している︒一

月の

製紙連合会が︑７月１日から古紙の配合率を

合の方では︑来月の総会︑

になく入り１月としては良すぎるくらいの好

％とあまり良くなかっ

部の入札等で高値が出てきており︑集荷や問

調な滑り出しである︒
段ボールは︑前年比

行事とこれから忙しくなりますが本日もよろ

回通常総会と︑同日

た︒３月は景気全体が悪く前年割れの見込

事と寒かったのでビールの売上が悪くて影響
︹各部報告︺
︹総務部︺

を受けた︒食品缶を中心に段ボールが動いて
いる︒

総務部で５月

ることになっている︒４月

段ボール古紙は発生が２月非発生期であるの

り発生も悪く入荷ペースも延びない︒消費も

討会で詳しい打合せをして各自の担当を決め

日の総会資料検

回永年勤続表彰について担当す

52

延びがなく在庫も横這いである︒

行われる第

日の第

しくお願い致します︒

60

実数値で表示するとの発表がありました︒組

は︑段ボールがタイ向けで２０︑８２０円︑

00

が︑ここにきて︑若干︑円高・株安が戻って

29

み︒原因は青果物の仮需の反動が続いている

102

に悪かった︒消費量も延びなかった︒３月に入

21

22

92

20

10

11

46

たいと考えている︒

39
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︵株︶から説明があった︒

度の実施についてコンサルティングオフィス

を集める︶についての検討をする︒

古紙センター

年間の活動を中心に支部からデータ

︹事業部︺

関東地区委員会︹平成 年４月 日︵金︶︺

︵過去

オフィスコンサルテング︵株︶から説明が

輸出は︑４月から道路交通法でシャーシーの

新聞は一部の国内価

あったように労働時間等設定改善推進助成金

問題で重量の積み込みの規制がある︒クレー

格と輸出価格が逆転した︒雑誌は輸出価格が

制度について︑次年度もこの事業を行いたい

︹需要動向︺

価格的に高くなっている︒
︹新聞︑雑誌︑切付︺

︹集荷部︺

細列︶の使用を考えている︒

業界で洋紙メーカー向けにホットメルト︵難

る︒

に開催する組合ゴルフコンペのお手伝いをす

本日︑幹事会を組合会議室で開催する︒６月

︹青年部︺

出荷

仕入

︹雑

／３月

８６︑８８３︵ ％︶

単位トン︑

:〜 於︶古紙センター会議室

誌︺

在庫

仕入

出荷

８７︑２０４︵ ％︶

８︑４６２︵ ％︶

６５︑４３３︵ ％︶

６３︑４２９︵ ％︶

実施されたインド視察研修の報告書作成会議

仕入

１３２︑７１０︵ ％︶

８︑８４７︵ ％︶

会号として６月中旬に届くよう手配する予定

１３０︑７０１︵ ％︶

︹段ボール︺

在庫

20

ンの運賃等のコストアップと円高が重なって

下がって比較的︑堅調で高値調整中である︒

旨を報告︒又︑５月に行われる総会に向けて

︵ ︶は対前年同月比︑在庫の︵ ︶は在庫率

返本の発生状況は︑前年対比

ｐｍ２

︹上台紙︺ 発生が悪く変わっていない︒

お手伝いをしていきたい︒

︹返本雑誌︺

発生が落ち込んでいる︒２月３月は延びるは

組合の総会当日に青年部の総会を開催する︒

︹関東商組 社実績︺

ずだが相変わらず落ちている︒又︑過当競争

組合から数名参加をお願いしたい︒

で落ち込んでいる︒価格帯は変わらず︒今︑

が激しくなってきている︒

︹近代化推進事業委員会︺

18

9.7 92.7 92.2

13.9 97.2 96.1

︹新 聞︺

︹広報部︺

２月

日に札幌で全原連の需給委員会で

広報の３月号は配布済みである︒６月号は総

・

08

00

32

出荷

４月 日に紙業タイムス社を交え①ホーム
︹その他︺
年度
19

年度に対しての同︑助成金制

ページ
︵デザイン︑
古いデータの更新︑
予算等︶に

の総括報告と

労働時間等設定改善推進助成金制度の
周年記念史の作成

20

１１︑６７４︵ ％︶

︹関東・静岡実績︺

在庫

8.9 96.8 98.2

23

10

が行われた︒５月初めには配布される予定︒

14

である︒

13

ついての検討︒②広報誌の改良︵Ａ４版に変

11

更︶についての検討 ③

60
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︹新
聞︺

︹メーカー側コメント︺
新聞は︑３月に入り入荷は少しいい︒消費は
多く在庫は若干︑少ないが好調な推移であ

２７４︑８３８︵ ％︶
２７７︑７２２︵ ％︶
る︒入荷はいい数字である︒

入荷
消費
１７２︑１７４︵ ％︶

％で稼動日が１日

在庫
〜

５月度定例理事会︹平成

:〜

年５月１日
︵木︶
︺

出席理事 名於︶組合事務局 ｐｍ４

近藤理事長挨拶

１２８︑７４５︵ ％︶

影響もありビール等の飲料関係が悪い︒特に

少なく悪い︒青果物の仮受の問題や︑天候の

の輸出にも影響が出てきているようである︒

でも非常に良くない状況となっている︒中国

各企業の３月決算が出てきており︑アメリカ

入荷
１３０︑６６２︵ ％︶

段ボールは︑前年比

消費

又︑本日︑都庁の産業労働局と環境局の局長

２９５︑２５８︵ ％︶

段ボール古紙は３月は計画どおりであり４月

かった︒

ら︑当日︑来てくれる可能性もある︒本日は

いただくようお願いをしてきた︒もしかした

宛に総会の招待状を持参し︑来賓として来て

入荷
３００︑６１１︵ ％︶

月が寒かったことと飲料としての在庫が多

消費

５月

面の都合で割愛させていただきます︒

平成 年度調査結果について
︹４︺集団回収実施団体への感謝状交付︵九

日の総会に向けて準備を進めていきた

の入荷は計画どおりであった︒出荷が悪い︒

日︵水︶︺

１５３︑１０６︵ ％︶

古紙センター

︹業者側コメント︺
︹新聞・雑誌︺ 新聞・チラシの家庭に入って

業務委員会︹平成 年４月

％と激減している︒今年に入ってか

いる量が前年と比べると減っている︒特にチ
ラシが

雑誌は︑新規に雑誌に加わる物がなく︑古紙

︹２︺日本製紙連合会会員企業有志による環

ｐｍ１ :〜 於︺ 古紙センター会議室
︹１︺古紙の需要・市況動向については︑書

の発注がない︒又︑自治体の回収も進んでい

ない︒集荷は低調でありメーカーは生産の調

︹３︺関東地区における古紙品質調査事業の

境保全のための追加貢献に係わるセン

・

ない︒海外では日本の古紙は品質的に評価が

段ボールは︑前年対比で

ターの対応について

︹段ボール︺

高い︒
依然としてタイトな状況に変化はない︒

らの減り方が異常である︒

23

在庫

︹段ボール︺

ビール関係は４月に入ってもかなり悪い︒２

誌︺

20

６１︑９４５︵ ％︶

︹雑

27

在庫

96

00

貸借更新

回永年勤続表彰については

会館２階︵株︶ロータス 平成 年４月 日賃

名の表彰者が出ている︒

日行われる第

総務部では︑５月 日の第 回
52通常総会がある
ので式次第を見て内容を確認してほしい︒同

︹総務部︺

︹各部報告︺

いします︒

い︒限られた時間ですが本日もよろしくお願

21

新をした︒

賃借料︑現状８４︑０００円で更

30

24

95

20

州地区委員会推薦︶について

20

39

62.0 104.4 103.4

47.4 102.2 104.4

50.9 99.2 98.1

整をしており在庫も増えていない︒

21

83

２％︒景気の低調で食料品の売れ行きが良く

98

46

30

19
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新聞は特殊な需要でかなり上がった︒雑誌は

いる︒

干︑落ちていてプレミア価格も陰をひそめて

需要はなくなってきている︒輸出価格も若

カーが操短をしている︒一時期のような強い

てきている︒製品値上げの関係と原紙メー

市況全般としては︑段ボールの状況が変わっ

︹直納部︺

ある︒輸出が

︹段ボール︺

円を切ってきており高値のス

国内メーカーの在庫はかなり

してやりくりをしていくようである︒

は古紙発生の不安があるため︑堅実な調達を

状況になってくるのではないか︒メーカーで

は︒価格は少し動きがあってもおかしくない

第で産業古紙に少しタイト感が出てくるので

確保するようである︒洋紙メーカーの動向次

順調に動くはずが︑４月は落ち込んでいる︒

生が悪すぎる︒例年だと４月の中旬頃までは

廃業等の影響が出てきている︒産業古紙の発

印刷用紙の値上がりのため小さい関係業者に

︹集荷部︺

行部数は年々２％くらい落ちている︒

ている︒価格は変化なしで推移している︒発

カーが製品値上げをしつつある︒

輸出に関しては横這い︒家庭紙は︑大手メー

内との価格が逆転してきている︒

このような状態が続くのでは︒久し振りに国

ポット価格が修正されてきている︒今後も︑

又︑インターネットが普及し印刷物が減って

の状態が続くのではないか︒

集荷量が数パーセント下がっていて当分︑こ

︹新聞︑雑誌︑切付︺

いる︒

関東商組の輸出価格は︑
１９︑２００円︑

新聞は底堅い︒輸

段ボール

︹広報部︺

出価格は︑実際は２円安い状況で国内需要
は︑引き続き堅調である︒価格は底堅い︒

①ホームページに関しては︑紙業タイムスと

１９︑５００円︒

新聞︑中国向け ２５︑０２０円︒

雑誌は新聞のように逼迫はしていない︒洋紙

改良に入っている︒５月末には改良が終わる

タイ向け

雑誌︑中国向け ２１︑９６０円︒

メーカーが新聞に引っ張られているようだ︒

︹品種別市況報告︺

つある︒仮需は︑おさまってきたが︑ここに

に近いようなものが出ている︒

ガジンが減り︑雑誌古紙が増えていて上台紙

こに混ぜても板紙なら使える状態︒雑誌はマ

である︒業務部長は︑挨拶原稿を︑支部長

９月号の間で順次︑挨拶を掲載していく予定

業務部長︑支部長の変更はないが︑５月号〜

②広報誌は︑５月号は総会号で総会が主体︒

予定︒

きて各家庭紙メーカーも製品在庫を持つ傾向

発生は４月の終わりは落

発生が悪く変わっていない︒ど

にある︒古紙のメーカー在庫は︑ばらつきは

︹オフィス古紙︺

は︑６月・７月の各支部のスケジュールを５

︹上台紙︺

あるが︑ある程度持っている︒３月〜４月の

ち着いてきた︒輸出価格に向けて雑誌に影響

月末までに出してもらいたい︒

ある程度︑製品価格は浸透しつ

産業古紙の発生が思ったほど増えない︒今後

が出てきている︒

︹家庭紙︺

５月〜７月の発生の少ない時期にどう対応す

周年記念行事については︑記念史に掲載
︹返本雑誌︺

する座談会を７月上旬に行いたい︒

③

るのか︒あるメーカーでは︑３月〜４月の在

年割れ︑４月は前年プラスと去年と逆になっ

返本の発生状況は︑３月が前

庫の中で余剰分をひっぱっていき在庫として
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︹事業部︺

︹３︺グリーンマーク表示規定の改正につい

︹関東・静岡実績︺

聞︺

２７９︑５５６︵ ％︶

︹新

入荷

２５９︑７０８︵ ％︶

て
︹４︺紙リサイクル経験者の登録について

消費

理事会開催前にあいおい損保から説明があっ
たように︑組合員の損害保険についてご検討

︹５︺平成 年古紙品質向上対策検討委員会

在庫

１９２︑０２２︵ ％︶

入荷

１３７︑８８１︵ ％︶

１４１︑９９１︵ ％︶

報告書について

古紙センター

消費

誌︺

関東地区委員会︹平成 年５月 日︵金︶︺

６６︑０５５︵ ％︶

ｐｍ２

消費

入荷

３２０︑９１０︵ ％︶

３１８︑１８４︵ ％︶

︹業者側コメント︺

１５０︑７２１︵ ％︶

８６︑８７１︵ ％︶

％

％と激減して

％と新聞は読まれて回収もされてい

％と季節的な要因がある︒ＤＩＰ関

面の都合で割愛させていただきます︒

仕入

１３８︑０５２︵ ％︶

１３６︑１９２︵ ％︶

がりをしている︒

金額ベースだと古紙とチップでは古紙が値上

段ボールは︑ＧＷ前にメー

出荷

︹段ボール︺

︹２︺古紙回収推進特別委員会の設置につい

連︑価格ベースは変わらないのではないか︒

雑誌は

る︒

合計で

いる︒１〜４月で比較すると新聞とチラシの

と落ちている︒特にチラシが

４月の新聞の配布数は

︹新聞・雑誌︺

７１︑９５９︵ ％︶

７１︑３７３︵ ％︶

８︑４６４︵ ％︶

８６︑８６９︵ ％︶

在庫

︹段ボール︺

在庫

︹雑

いただきたい︒必要であれば︑あいおい損保
の担当者が各支部の支部会に説明にいく︒
組合のガソリンカード事業について︑まだ未
加入の組合員は参加をお願いしたい︒

︹青年部︺

:〜 於︶古紙センター会議室

︹需要動向︺

単位トン︑

のお手伝いをしていく︒

︵ ︶は対前年同月比︑在庫の︵ ︶は在庫率

／４月

組合の総会当日に青年部の総会を開催する︒

聞︺

誌︺

在庫

出荷

仕入

︹新

︹関東商組 社実績︺

６月８日︵日︶に開催する組合ゴルフコンペ

73.90 104.5 96.8

９︑８１４︵ ％︶

て

26

23

組合から執行部役員の数名の参加をお願いし
たい︒

日︵金︶全原連の総会前に各推進委員

︹近代化推進事業委員会︺
５月
会が開催される︒

仕入

︹雑
古紙センター

出荷

32

47.9 109.0 106.6

47.0 104.2 103.0

83

08

８︑２６１︵ ％︶

95

20

19

00

︹段ボール︺

在庫

業務委員会︹平成 年５月 日︵木︶︺
ｐｍ１ :〜 於︺ 古紙センター会議室
︹１︺古紙の需要・市況動向については︑書
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在庫

30

9.7 93.3 93.4

11.5 104.4 102.41

7.1 104.2 102.8
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カーが多く購入した︒１〜４月の仕入は
％

編 集 後 記

者の路線なら組合員の趣味︑道楽︑エッセイ

など︑仕事以外の息抜き主体の広報誌となり

ます︒上手く出来たら面白い方向ですが︑ど

％︒段

ボールは海外要因が重要な位置をしめる︒４

ントだと思います︒後者の路線であれば︑よ

各支部の行事予定は以前より充実させます︒

広報部長 清水弘允

総会も終わり〝ひと安心〟の理事さんが多

相場に関しても海外市況も取り入れた情報

り仕事に直結した情報を集めます︒本部及び
いかと思います︒ところが広報部は残念なが

を増やせると思います︒業界紙に近づいてい

︹メーカー側コメント︺

い比率である︒メーカーの入荷︑消費も好調

ら︑そうはいきません︒総会の記事を掲載す

く事になります︒ただ以前︑どの記事がよく

％︑在庫率

で在庫も潤沢である︒物量的に︑各メーカー

る都合上︑発行を遅らせていた総会号を作成

新聞は︑消費が

は潤っている︒

取った時に︑余り一つの分野に集中しなかっ

読まれているのか︑皆さんからアンケートを

各業務部長さんにも今年度の抱負を語って

が終了するまでは頼みづらく原稿が遅れ気味

以上に追及していくしかないのかも知れませ

結論は楽しい記事︑得になる記事を今まで

た事を覚えています︒

５月は前年割れになるのではないか︒景気が

になります︒いつも無理言ってすいません︒

もらう事になっていますが︑どうしても総会

良くなく︑段原紙は全体的に生産調整してい

ん︒何れにしろ︑どんな記事でも歓迎です︑

どんどん出してください︒そして広報誌に対

さて今年は

周年記念事業を秋に控え︑広

数的にはたいしたことはなかった︒

半に持ち直した︒ＧＷ前に箱が使われたが枚

しなければいけないからです︒

％で非常に高

中国の製品価格が少し下がってきている︒

れだけ皆さんが原稿を出して頂けるかがポイ

である︒輸出は１〜３月の比較で

101.4

月〜６月は価格の変動はないのではないか︒

87.5

段ボールは︑４月は前半︑良くなかったが後

73.9

る︒入荷は順調︑在庫は満杯の状況である︒

報誌の刷新を是非やりたいと思っています︒

する要望もどしどしお寄せください︒

いた業界情報重視の紙面作りの方向です︒前

紙面作りの方向︒もう一つは仕事に重点を置

一つの方向はより皆さんが参加する楽しい

えられます︒

ます︒それには大きく分けて二つの方向が考

に関しても刷新が出来たらいいなと考えてい

書きにすると言った形の問題も然り乍ら中身

Ｂ５判からＡ４判にするとか︑縦書きから横
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