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給量が不足しており、年間約３, ７００千 t を輸

時 の 視 点

入に依存している。
一方、ＡＳＥＡＮにおける２０１８年までの

東南アジア諸国連合における
古紙を含めた紙パルプ産業の動向

マシン新設計画は、インドネシア・タイ・ベト

日本紙パルプ商事（株）

２, １ ０ ０ 千 t、 ２ ０ １ ５ 年 の 板 紙 生 産 量 に 対

環境・原燃料事業本部

して約１７％の生産の増加が想定されている。

ナムといった同地域における紙・板紙の生産量
上位３カ国に集中しており、その新設により約

古紙事業部
部長

荻

英雄

２０１４年の古紙回収量は前年比３. ０％程度

ＡＳＥＡＮ ( アセアン ) は１９６７年８月８日、

の増加であることから、原料となる古紙の需給

バンコクにおいて「域内における経済成長、社会・

ギャップは一段の拡大が見込まれており、今後も

文化的発展の促進」「地域における政治・経済的

ＡＳＥＡＮ以外の地域からの輸入を増やすことに

安定の確保 」「域内諸問題に関する協力」を目的

より、古紙を手当せざるを得ない状況になると考

として設立された。１９９４年４月にカンボジア

えられている。
現在、日本より約７５０千 t ／年の古紙が同地

が加盟し現在の１０ヶ国となった。
２０１５年のＡＳＥＡＮファイブ合計の人口は

域へ輸出され、中国以外の古紙の仕向地としては

約５. ５億人となり、世界の約７．５％を占めてお

最も有望視されるマーケットと言える。しかしな

り、ＧＤＰにおいても約４兆６千億ドルと、日本

がら、オセアニア地区を初めとして北米・欧州・

の約５５％相当の規模となっている。２０１６

中近東など世界各国より原料（古紙）調達を行う

年の成長率は４. ８％と見込まれており、中国の

一方で、域内での古紙回収量を向上させる取組も

６. ９％には及ばないものの依然高い成長率を維

見られる。また新設マシンにおいては、使用可能

持している。一部の試算においては２０２０年代

となる原料の幅が広がると共に、マシンの高速化

半ばにはＧＤＰにおいて日本を追い越すとのデー

による製品輸出の増加から品質要望も高まってお

タもある。

り、原料（古紙）に対する品質需要も高まってい
る。今後、同地域との安定的な取引を行う為には、

ＡＳＥＡＮ１０ヶ国における２０１５年の紙・
板 紙 消 費 量 は ２ ２, ３ ８ ５ 千 t ／ 年 と、 日 本 の

品質と価格のバランスが益々求められることが想

２６, ７６１t ／年には及ばないものの、板紙だ

定され、日本品についてもその対応が肝要と言わ

けをみれば日本の１１, ６２２千 t ／年を超える、

ざるを得ない。

１４, ６１９千 t ／年が消費されている。一方、
古紙回収量は１２, ６２４千 t ／年と、日本の約
６０％の回収量であり、その回収率は６０％程度
にとどまっている。シンガポールやマレーシアで
は一部行政回収も行われているが、その他地域に
おいては住民のリサイクルに対する理解は進んで
おらず、リサイクル施設などインフラが整うには
時間が要すると見られている。その結果、各国に
おける生産能力に対して、自国内からの古紙の供
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コンテナよりの荷卸しは屋根付きのドックを利用

時 の 話 題

して行われ履歴として全コンテナの写真を取って
いる。次に４ベールをランダムに選択して水分検

直納部主催・タイ海外視察研修

査を行っている。その後２ベールを実際に開梱し

海外メーカー視察研修レポート
文京支部

品質チェックを行っているとの事で、品質管理は

竹内慎也

厳密に運用されている様である。クレーム対象品

第１日目

については補償含め本社とも協議をして進めてい

製紙会社訪問 サイアムクラフト社

る様であり OCC の場合では紙管・ラミネート品・

Siam Kraft Industry Co, Ltd.

水分クレームが多く発生している。日本品につい

バンコクから西に２時間（約１００㎞）離れた

ても紙管については未離解の問題から避けるよう

ガンジャナブリーにある王室系企業（約３割保有）

先方からの要望を受けると共に、ラミネート品の

である国内最大の民族系財閥企業の製紙会社、

割合が多くなっているとの指摘があった。

サイアムクラフト社のバンポン工場の見学を行った。

（その他所感）
バンポン工場は１９６５年に設立され、敷地面積

今回の訪問に際して非常時の避難経路の説明に始

３５万坪で繁忙期には従業員数２, ９００人（社

まり、見学通路における安全帯歩行徹底など安全

員１, １００人）態勢で運用しているアジア最大

衛生に対して相当配慮しているようであった。ま

級の段ボール、中芯工場である。クラフト生産に

たスライドを使ったプレゼンテーションに於いて

おいては去年から稼働を始めた最新鋭の１６号マ

は設備・機械類の合理化による原価削減のみなら

シンを含め、年間７０万トンの生産を行っている。

ず、環境負荷の低減・雇用を含めた地域貢献にも

工場内の南側に約６, ０００坪の原料置き場があ

重点を置いている旨の説明に注力しており、CSR

り古紙を約１ヶ月分保有している。生産量から逆

（企業の社会的貢献）を重視している企業姿勢が

算すると約５～７万トン程度と思われる。

大変印象的であった。

原材料の OCC 使用量は約１７０万トンで、国
内手当が約１００万トン、海外からの輸入は約
７０万トン行っている。
品質においては経営方針がしっかりしており良い
製品を造るためには良い原料を使用すると言う方
針がしっかりしている。従って品質チェックは当
たり前であるが厳しくなっている。
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ＰＰソーティング社

しかしタイでは行政による分別回収が行われてお

PP Sorting Co., Ltd.

らず、一般的な古紙持込みでは、まだリサイクル
意識が低く、資源物の分別が徹底していない印象

バンコクから東へ約４０㎞離れたブラトムタニ

であった。

にある、古紙問屋ＰＰソーティング社のヤード見

従って排出の際に分別が十分できてないので、古

学を行った。

紙業者がかなり分別の負担をしている様子がうか
がえた。ベーラー前で同社の構内作業員が再度選
別を実施していた。日本で言うと産廃業者が古紙
の分別を行っている感じだった。
今後は排出側でのリサイクル文化の構築も必要と
感じた。
なおタイ国内のＯＣＣは中小メーカーへの持込み
価格で約１９円／㎏（６. ３バーツ）となっている。
品質においても日本品と比較して著しく悪いとの

ＰＰソーティング社は今回訪問したヤード以外に

印象は受けなかった。

営業所が２ヶ所あり、古紙扱い量は合計で約１万
トン／月である。同社は祖父の代に設立され、今
回応対していただいた社長は３代目との事。
タイでは大手製紙会社による古紙問屋の系列化が
進んでおり、同社のような独立系の古紙問屋は少
なくなっている。
操業は朝８時から夕方５時までの９時間となっ
ている。敷地は約５千㎡にベーラー２基が設置さ
れており余裕のある配置となっている。
視察した際に感じられた事は、産業古紙（上質紙・
段ボール・紙コップなど）の排出では、環境問題

タイ研修観光レポート

もあり排出側企業の問題意識は高まっている様子

今回、タイでの視察及び観光を行い感じた事を

がうかがわれた。

簡単に記載させて頂きました。
まず、気候ですがタイは熱帯に位置しております
ので年間を通じて気温は高いと聞いてはいました
が現地へ到着してびっくりでした。高温多湿でか
なり蒸し暑く感じました。今回の視察でも３０℃
越えが当たり前でかなり厳しい暑さの中での視
察、見学となりました。
文化の面ではタイのプミポン国王がご逝去され
た影響もあり街中（飲食店・ビルの看板・ホテル
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など）や会社の入り口付近に国王の写真や絵が多

ワット・ポー

く飾られていて国民から愛されていた様子がうか

日本ではあまり見る事がない横寝している大仏

がえました。

（全長４６ｍ）で金色に輝く姿は圧巻でしたし、
足の裏には仏教の世界を現わす１０８の図が描か
れているのも見応えありました。

ワット・アルン
この寺院はタイで使用されている１０バーツ硬貨
にも描かれている有名な仏塔を見学しました。

交通面ではバンコクは渋滞都市と言っても過言
ではない程で特に朝、夕方の通勤ラッシュは目を
疑うほど凄かったです。
さて、観光ですが下記にて簡単にご報告させて頂
きます。

第２日目
ワット・トラミット
バンコクのチャイナタウンにある黄金の仏像は純
度６０％の黄金で造られた重さ５. ５ｔの迫力の

第３日目

ある大仏でした。

バンパイン宮殿
１６３２年にアユタヤ王朝２６代プラサート・ト
ン王によって建造されタイの歴代の王が避暑地と
して利用した夏の離宮だそうです。現在もタイ王
族の別荘であり、迎賓館としても活用されている
広大な敷地でした。
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ワット・ヤンチャイ・モンコン及び

整備が行われる前には警備もなく大仏の頭を切り

ワット・ロカヤ・スター

売却する窃盗団もいたそうです。

アユタヤ歴史公園の北側にある全長２８メートル

遺跡めぐりをする際に象に乗っての見学ツアーも

の巨大な仏像で現在、建物は崩壊し寝釈迦仏のみ

あるらしく高いところから見る風景も良さそうで

が残っていた。

した。

東京都資源回収事業協同組合
との懇談会
［平成２８年 9 月１４日（水）午後 5 時３０分～］
於）東京資源会館

４階会議室

出席者：東京都資源回収事業協同組合
東京都製紙原料協同組合

9名
10 名

代表者挨拶
アユタヤ

片岡理事長（東京都資源回収事業協同組合）

アユタヤは１３５１年にウートン王によって建都

今年の５月に理事長に就任しました片岡です。東

され、１９６７年にビルマ軍の攻撃で破壊され、

京都が推奨する「＆東京」に対して東資協から「リ

現在では遺跡が数多く残され歴史公園として整備

サイクル＆東京」
（recycle ＆ＴＯＫＹＯ）として

が行われ１９９１年にユネスコ世界遺産に登録さ

認可を取りましたのでご報告致します。昨年来、

れた遺跡群をめぐりしました。

円高や中国の国内事情により、中国で鉄クズが急
落しました。古紙にも影響が出ると思われました
が、今のところ大丈夫なようです。古紙業界では
仕入値が高騰しており、集団回収についても高値
が出ております。仕事ですから多少の競争は仕方
ないと思いますが、節度をわきまえた仕入価格を
実現できないかと考えております。本日は主に家
庭系の古紙を回収する東資協と、主に事業系の古
紙を回収する東京協組と、色々な問題について話
し合っていけたらと思います。

赤染理事長（東京都製紙原料協同組合）
円高の影響とアメリカのドル価格の影響で日本か
らの輸出価格が若干、落ちてきました。８月に数
社の輸出業社に話を聞いたところ、１０月には戻
すのではないかとの感想でした。印刷情報用紙は
２８ｹ月連続で前年割れを続けておりますが、板
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紙は堅調な生産が続いており、メーカーではシェ

している。

アの奪い合いがおきています。又、新聞・雑誌の

段ボール古紙は、裾物３品の中で唯一安定して

生産は落ちている状態です。東京協組では今年の

いる。インターネットの普及により在宅で注

７月から段ボールとミックスの共販輸出を開始致

文し宅配便で受け取れるサービスが増えてお

しました。本日は裾物３品と産業古紙、特に家庭

り、梱包材としての段ボールが増えてきてい

紙メーカーについての情報をお伝え出来たらと

る。各メーカーは上半期に多かったメンテナ

思っております。

ンスによる停止も下期については予定がない
ことから、これからの需要期に向けて引き合
いは好調をキープ。

2. 産業古紙の現況
上田

直納部長

出版業界は業績が、依然として下がり続けてい
る。書籍に関しては昨年ヒット作があり少し
持ち直した。古紙業界では書籍に関してはあ

古紙業界の現況（東京協組）

まり影響を受けてないが、雑誌に関しては大

1. 古紙全般に関する現況

きな影響が出ている。特にマンガ雑誌で少年

近藤行輝

直納部委員

ジャンプが最盛期の３分の１以下となってお

新聞古紙は、東京都知事選挙、リオ・オリンピッ

り、雑誌は完全にマイナスに転じているのが

クと話題は多かったが、ページ数自体に大き

現況である。

な変化がなかった。今年からできた祝日「山

産業古紙を扱う主なメーカーは、家庭紙（トイ

の日」の影響で、例年より長期休暇の傾向が

レット・ペーパーやティッシュ・ペーパーの

多く、新聞古紙の発生も低調となった。市況は、

製造）とマンガ紙を作るメーカーになる。ト

新聞全体の発生量が減少しており強含みでの

イレット・ペーパーは現在、非需要期である。

推移。新聞発行部数も毎月のように減少。関

しかし、古紙の発生が悪いため家庭紙メーカー

西方面では、この先マシン改造による長期停

からの引合いは強い状態である。

止を予定しているメーカーもあり、やや余剰

3. 集荷にかかわる現況

感がある。
雑誌古紙は、お盆以降に台風が立て続けに来た

近藤（昌）副理事長

ことで発生が低調。需要は国内の白板紙が洋

４月の初めから８月にかけ、異常なほど印刷・

紙に比べ比較的堅調に推移して、引き合いは

製本会社からの発生が悪かった。印刷会社で

良い状況が続いている。電子出版の２０１６

は、カタログ等の定期注文が減っており、急

年上期販売金額は前年同期比２８. ９% 増と好

ぎの注文が入ってきて何とか仕事面で帳尻を

調で、月額基本料を払えば、雑誌等の本が読

合わせている状態である。印刷会社は日曜だ

み放題となるサービスも浸透して、益々雑誌

けが休みの所が多かったが、最近では祝日や

古紙の発生減につながるのではないかと危惧

土曜日を休日にする会社が増えている。最近
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③集団回収業者助成制度と回収業者認定

ではネットで音楽がダウンロード出来るので、
扱い量の多かったＣＤジャケット等の印刷が

制度

減ってきている。

業者の回収にかかる経費は地区間問わず課題と

発生が悪く取り扱い量が少ないので仕入値で幅

なっている。また持ち去り問題に関与してい

を取りたいが、アウトサイダーの業者が破格

る業者の登録を認めるような回収業者認定制

な値で入り込んで来る事が多くなり、仕入値

度は見直し、地元業者や各地区での回収実績

を変えられないのが現状である。

を考慮した業者助成と認定制度を提言してい
く。

資源回収業界の現況（東資協）
１. 回収業者の現状

３. 今後の展望

清掃事業ゴミの戸別収集化は徐々に拡大してお

各地でゴミ減量、資源化は常識で、各自治体も

り、資源古紙回収までが戸別収集になるケー

ゴミ減産政策としてリサイクルを重要視してい

スも見受けられる。住民の利便性を考えた場

るが、我々業界は清掃事業ほどの安定は期待で

合、集団回収量減少に繋がる事から業者にとっ

きない。

ては厳しい環境になりつつある。

リサイクル事業は入札対象外とし、地元業者を

回収業者のコストをまるで無視した行政、住

中心に循環型社会の構築を目指さなくては、継

民主導の集団回収化をすすめる地区もあおり、

続性は望めない。そのために業界の信頼度を高

回収量増加だけでなくある程度の助成金を確

める必要がある。

保するシステムの構築は不可欠である。東資

質疑応答

協では他地域に悪影響を及ぼす案件に関して
は回収業者の代表としてその地域に足を運び、

ＴＳ（東資協） ＴＫ（東京協組）

素早い対応を心がけ、回収業者の地位向上を

ＴＫ—Ｑ：現在のアルミ価格について

目指している。

Ａ―ＴＳ：下げるのも早いが上がるのも早い。
現在は５０円～８０円くらい。紙に比べると

２. 今後の課題

変動が激しい。

①新規事業の開拓

第６５回清風会ゴルフコンペ開催

古紙回収だけでは先細り、体力の無い業者が衰
退して行く事も避けなければならない。

広報部副部長

長年培ったノウハウや回収ルートを活かしつつ
新規品目の増加、新規事業の開拓が必要。

武田誠一郎

１０月１３日にカントリークラブ・ザ・レイクス

②委託業務随意契約の維持

で第６５回清風会ゴルフコンペが開催されまし

リサイクル事業においては清掃事業同様、安定

た。

した運営と継続性が重要。また、中小企業の

少し肌寒いなか精鋭１５名の強者によるプレーが

支援、若手人材の育成、継続雇用の観点から

スタートし池との戦いが始まりました。

入札よりも随意契約が望ましい。

私は、清水さんと鈴木さんと長井さんとプレーを
楽しみました。やたらと池が多くボールも泣きた
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くなるほど吸い込まれて行き只唖然とするばかり

たらと思います。協組も東資協も仕事が似ている

でした。

ので話題が尽きる事なく２時間が過ぎました。又、

プレーも終了しパーティでの成績発表が始まり優

二次会にもほぼ全員参加して頂き、大変お疲れ様

勝は、近藤行輝さんだったんですが清風会規定で

でした。

初参加の方は優勝できないとの事で 4 位に降格

最後に、今回の会場（ボーリング場、居酒屋）の

した為、繰り上げで、私が優勝する事となりした。

閑散たる姿は、昨年以降、世の中が変わってしまっ

行輝さん有難うございました。次回は私がコース

た様に思えてなりませんでした。人々の変化にど

を決めるという事なので何とか参加できるように

こまで対応出来るのか不安になりました。

今から準備し、まだハンディがあるので連覇を狙
いたいと思います。
優勝

武田誠一郎

準優勝

近藤昌和

３位

長井義人

東京協組青年部、東資協青年部との懇談会
城北支部

辻

忠敏

第２回「ＴＰＩＣＯ」説明会を開催

前青年部部長の辻と申します。東資協青年部と
の懇親会が、１０月６日 ( 木 ) に池袋のロサ会館

今年の６月より東京協組でＴＰＩＣＯ（ティピコ）

で行われたので参加しました。当初はボーリング

の認定制度が導入されました。ＴＰＩＣＯとは、

大会から交流予定でしたが、ボーリング大会は協

組合独自の個人情報保護体制制度となります。

組青年部のみ参加となってしまったのはとても残

内容は、プライバシーマーク（Ｐマーク）とほぼ

念でした。

同内容で、取得時間と労力及び費用を簡素化し、

大会参加者９名＋見学者１名にて行い、結果は、
１位

辻

、２位

３位

望月

組合の独自内容を付け加えた制度です。

近藤英彰（美濃紙業 ( 株 )）、

行政機関などの応札基準に適合しており、いくつ

孝（新井紙材 ( 株 )）、B.B 高橋青年

かの団体や一部大手企業の取引条件にも適合して

部部長となりました。

おります。又、製本工組でも同様の制度を導入し

会場であるロサ会館ボーリング場は老朽化の為

て１０年以上が経過しております。

か、足元の滑りが悪く、皆のスコアが伸びずにい
る中、私の２ゲーム（160、172）がハイスコア

第２回説明会を開催

となり、素直に喜べない複雑な心境でした。

１１月１日（火）にＴＰＩＣＯ説明会が行われ、

その後、会場を同ビル、魚やー TOTOYA に移

１４社１６名が参加されました。

し、東資協青年部（７名）との懇親会に入りまし

６月に行われた第１回説明会と合計すると３０社

た。東資協の方の中には、人手不足を解消する為

３３名が受講されました。（認定講習は、説明会

にミャンマーまで行かれている方もいらっしゃい

に参加されていないと認定講習は受講できません

ました。興味のある方は青年部までお問合せ頂け

のであらかじめご承知おきください。）
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割引利用
1. 団体生命保険への割引加入
2. 団体傷害保険への割引加入
3. 自動車共済保険の割引加入
4. ガソリンの割引購入
5. 高速道路の割引利用、ポイント利用
6. プレス機のオイル交換の割引利用
説明会受講者による第２回認定講習を下記のよう
に開催致します。

全原連関係

認定講習：１１月２２日（火）午後６時～９時

1. 古紙再生資源化証明書の利用

と１１月２８日（月）午後６時～９時の２日間

2. 古紙商品化適格事業所の資格取得

合計６時間の認定講習となります。

3. 古紙リサイクルアドバイザーの資格取得

ＴＰＩＣＯ（ティピコ）とは・・・

4. Ｊ－ＢＲＡＮＤ表示ラベルの購入

「東京協組

個人情報管理協会」 となります。

関係団体

tokyokyouso

privacy

information

conservation

organization

1. 静岡県紙業協会家庭紙部会との懇談会の参加

Ｔ （東京協組）

Ｐ （プライバシー・個人）

2. 製本工組との懇談会参加

Ｉ （インフォメーション・情報）

3. 東資協との懇談会参加

Ｃ （コンサベーション・管理）

4. 紙器組合との懇談会参加

Ｏ （オーガニゼーション・協会）

5. 古紙再生促進センター関係行事の参加
（古紙リサイクルセミナー他）

直納関係

組合員のメリットについて
全

1. 直納部委員会の参加
2. 共販輸出への参加

体

1. 市況情報の入手

3. 海外研修の参加（集荷部参加可能）

2. 組合員証明書の発行

4. 納涼会・忘年会の参加

3. 支部会の参加
4. 総会の参加

集荷関係

5. 新年会の参加

1. 集荷部委員会の参加

6. 他団体との懇談会の参加

2. 新年会の参加

7. 従業員表彰への参加
8. ゴルフコンペの参加

広報関係

9. 若手従業員の青年部加入

1. 広報誌の配布（各種情報の入手）
2. 広告の有料掲載（暑中・年賀）
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組合認定制度

②ガソリンカードのご利用」について

1. ＴＰＩＣＯ（ティピコ）個人情報保護体制制

ご存知ですか？

度の取得

組合では、皆様のお仕事に少しでもお役にたてる

［共同購入］
プレス機のオイル交換について

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変動しております。
組合では、皆さまがお使いになっているトラック

共同購入委員会

や乗用車のガソリンや軽油を少しでも安く購入で

共同購入事業のプレス機のオイル交換の時期が

きる事業があります。

やってまいりました。

都市近代化事業組合が行っている事業を通じてガ

組合を通じて通常より格安での交換が可能となり

ソリンを購入されますと・・・全国平均と比べて

ます。すでに実施した事業所では、処理のスピー

ハイオク・レギュラーガソリンが約３円ほど安く、

ドや細かな対応について高い評判を頂いておりま

特に軽油が約９円ほど安く購入できます。

す。

( その時の価格変動により大きく値動きがある事

見積もりを取って比較した結果を見て頂けると分

がありますが、あらかじめご了承ください )

かりますが、１, ０００リッターのオイル交換で・・

専用のカードを作り、該当するスタンドで使用す

約５万円近い差が出ております。

ると自動的に割引料金でカード決済されます。

又、日曜、祝日、朝早い時間等の作業も可能です。

③自動車共済保険

どうぞこの機会に是非、ご利用くださいますよう

現在、割引を受けている保険料から、さらに約

お願い致します。

２０％ほどの割引いた保険料となります。

手続きは簡単です。組合にご連絡いただき「プレ

④カーリース事業

ス機オイル交換申込書」を受取り、必要事項をご

提携リース会社を利用する事により有利なリース

記入し組合宛てにお送り下さい。

が可能となります。

交換時のレート（２ｹ月に１度変更されます）は、

組合員であれば、どなたでもご利用できます。

申込書の送付時にご連絡いたします。又、給油条

［各種団体保険］

件により追加金が発生する場合がありますので、

①生命保険（団体保険の割引加入）

あらかじめご了承下さい。

②損害保険（団体保険の割引加入）

［都市近代化事業組合の事業利用について］

プレス機のオイル交換、ＥＴＣカード、ガソリン

①ＥＴＣカード

カード、自動車共済保険、カーリース事業、各種

指定の高速道路が割引運行出来ます。

団体保険のいずれも、東京都製紙原料協同組合に

首都高速の割引利用が出来る事になりました。

加入されている組合員の皆さまの特典です。

（ご利用の場合は新しいカード作成が必要です）

ご希望、ご質問は組合事務局までご連絡ください。

ポイント可の高速道路でポイントが貯まると、そ

連絡先：

のポイント分が無料走行で使えます。
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高橋美代子のマナー・アドバイス

②電話を受ける。かける。

ハイブリッジコンサルティング

す。声のトーンで同じ内容でも良くも悪くも伝わ

その２

第一声を感じよくハッキリと明るい声で話しま

イメージコンサルタント

ります。お互いに顔が見えないので対面以上に気
を配りましょう。

ビジネスマナー編：

・時は金なり、電話も有料です。相手も忙しいの

ビジネスマナーとは仕事をする上で必要とされる

で予め話す内容、資料などはまとめておくと効

マナーの総称です。マナーと一口に言っても挨拶

率よく話せます。

やお辞儀の仕方といった基本的なものから、ビジ

・朝一番、昼休み、休憩など時間外、帰宅時間は

ネスの現場で必要となる名刺の渡し方など多岐に

さけたほうが良いでしょう。

わたります。ビジネスマナーとは要するに仕事を

・挨拶も感じよく「○○会社、○○です。」

行っていく上で、相手を不愉快にさせないための

「こちらは○○ですが、社長さんはいらっしゃ

基本的なマナーのことです。当然、ビジネスマ

いますか？」

ナーが完璧＝仕事ができるというわけではありま

「いつもお世話になっております。」

せん。しかし、ビジネスマナーがなっていないこ

「お忙しいところ、誠に申し訳ございません。」

とから、取引先を不愉快にさせてまとまる商談も

・相手のご都合を聞いてから用件を話しだすと良

まとまらないなどということがあってはいけませ

いでしょう。

ん。マナーをまったく気にしない人もいますが、

「○○会社の○○ですが今、少しお話ししても

反対に非常に重要に考えている人もいるので、初

よろしいでしょうか。」

対面の時や相手のことがまだよくわからない時な

・電話の終わりは丁寧なあいさつで締めくくりま

どはしっかりとしたビジネスマナーをもって対応

す。「それではお会いする件、よろしくお願い

するのが基本です。

します。」「ありがとうございました。」
・相手がお客様の場合、先方が先に切ってから受

①言葉遣いのマナー

話器を置くなど話しが終わってもすぐ切らない

丁寧語、敬語、尊敬語などを使い分けましょう。

よう注意致しましょう。

特に初めて取り組むなどの場合、相手側の企業は

また聞き取れない時、「恐れ入りますが、お電

商談を進めていく過程でこちらに安心して仕事を

話が遠いようですのでもう一度お名前をお願い

任せられるのか、審査を兼ねてチェックをしてい

します。」或いは携帯からかけてくることもあ

ることもあるでしょう。是非心がけてみてくださ

りますので「恐れ入りますが、電波が届きにく

い。

いようですのでもう一度お願いします。」など

話し方を丁寧にするだけでも他社との差別化や優

というとあたりさわりがなく聞き返せます。

位に立つことも出来るのです。

・会社にメモを用意しておくのも一案です。聞き

そうはいってもビジネスの場合、突発的な緊急を

漏れを避けることが出来ますし、不在の時には

要することもありますのでその場合は安全や解決

担当者のデスクに貼るか、直接担当者に手渡し

を優先するのは言うまでもありません。

ますと間違いを避ける事が出来ます。誰宛ての
電話か、日にちと時間、誰からの連絡、折り返
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しの電話は必要か否か。等のメモは便利です。

に注意が必要です。

③携帯電話

効率を高めようとメールを使い、反って誤解が生

・携帯電話は会社から支給されたものは仕事のみ

じ効率を落としてしまうこともあります。

に使用し、プライベートとは分けることが基本

書式を簡潔に相手にわかりやすく書く。

です。しかし経営者にとりましてはプライベー

部下からのメールは上司の立場を考えて書くよう

トでも仕事でも同じように使える便利な連絡手

に伝える。

段です。

件名だけで内容が伝わるようにする。

それだけに話し方もＯＮとＯＦＦを使い分ける

アドレスを確認して送信する。

ことが難しく、話し方が仕事の意識を忘れがち

重要な要件の時には電話確認もする。

になりますので注意が必要です。

緊急の用件のときは使わない。などの注意も必要

会議中や電車の中などマナーモードやＯＦＦを

です。

上手に使いこなし、人の迷惑になることをさけ

高橋美代子の略歴

ましょう。
普通の電話より大きな声で話しがちになるので
声のトーンは控えめに。寧ろ大声で話すよりク
リアにハッキリ話した方が相手にも聞こえやす
いものです。
自分がお客様にかけるときは「○○会社の○○
です。今お話しして宜しいでしょうか。」と言っ
て確認してから話すと効果的。「○○です。」と
個人名を言うことでより信頼感が高まります。
また携帯電話の上級者編として経営者の中には
多忙でいちいち携帯電話に振り回されたくない
場合、携帯電話は自分がかけるときのみ使い、

・跡見学園高等学校卒業

かかってきたときはすぐ応答せずにまず留守電

・駒澤大学経営学部経営学科卒業

を聞いて重要性、緊急性の高そうものからすぐ

・装道礼法きもの学院卒業

にコールバックし、他は空いた時間にまとめて

・IIP（インターナショナル インターンシップ プ

かけるという方法も時には良いかもしれませ

ログラム ) スクールプログラム終了（アトラン

ん。

タにて）

そうすることでご自分のスケジュールを優先に

・IIP ビジネスプログラム終了（ワシントンにて）

することができますね。

・マンハッタン商工会議所インターン終了（ニュー
ヨークにて）
・株式会社ふじやす（特選呉服）取締役店長、

③携帯やＰＣからのメール

現在取締役

今やメールでのやり取りはどこでも送受信や確認

・株式会社ハイブリッジ起業（ブティック経営、

ができるので重要な連絡ツールとして便利です。

輸入卸）

その反面、顔の見えないコミュニケーションだけ
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・株式会社 May Jewelry Co.Ltd( 国際宝飾見本市

強羅駅からホテルまで数分の乗車時間でしたが、

ラスベガス、ドバイなど事業拡大プロジェクト

ベンツのハイブリット車２台の送迎があり、ホテ

参加）

ルへ行く前から感激しました。

・三越本店特選サロン、他有名デパートにてファッ

「部屋良し！」、「お風呂良し！」、「料理良し！」、

ションアドバイザーを勤める。

プラス、「仲居さん良し！」、「コンパさん = 少し

・PIS（プロイメージスクール）にてイメージコ

良し！」の「５良し！」旅行でした。

ンサルタントのディプロマ取得

なこじ（近藤支部長の代理）

・AICI(Association ofImage Consultants
International) 試験合格

組合員の広場

・米国国際イメージコンサルタント協会（AICI)、
FLC(First Level Certification) 認定

製本工組とのゴルフの思い出

を受ける
・AICI 2010 Civility Star Award（功労賞）受賞

清風会会長

坂田秀一郎

昭和５３年の秋に製本関係ゴルフコンペが開催

支 部 便 り

され、当組合の代表として（株）桂紙業の須藤正
規氏と小生が参加する事になりました。これが第

千代田支部旅行
千代田支部

１回大会でありました。
港区の製本業からも、相当数の方が参加しました。

名古路勝彦

千葉県成田の「総成カントリークラブ」に於い

千代田支部の旅行は、７社８名と少ない人数でし

て参加者は１８１名でした。ゴルフ場は貸切でプ

たが、ヨネマルさんの素晴らしい企画により 「強

レー中、ゴルフ場の真上をジャンボ機が飛来し、

羅花壇」へ９月２６日（月）～２７日（火）の１

轟音でプレーが中断する事もしばしばありまし

泊２日で行って来ました。

た。
私も原料組合からの参加と云う事で凄く緊張しま
した。当日はペリア方式でＨＣ１９. ２西コース
４ ５、 南 コ ー ス ４ ６。
私は１８位、須藤氏は
９位くらいだったよう
に思います。
尚、優勝は望月氏で西
４ １、 南 ４ ３ で し た。
随分と昔の思い出で

年齢が、８０代＝１名、７０代＝３名、

す。私が当時３８才の

６０台＝１名、５０代＝２名、４０代＝１名でし

時機でした。

た。
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♪ことわざミニ知識♪

足立支部
忘年会

１１月２９日（火）予定

「石に漱ぎ流れに枕す」
（いしにくちすすぎ

ながれにまくらす）

山手支部

中国の故事から来た言葉。本来なら「石に枕し流

忘年会

１２月１７日（土）鮨やなぎ

れに漱ぐ」（俗世間を離れ、人里離れた所で自由

支部会

２月は休会

に暮らす）と言うべきところを、「石に漱ぎ流れ
に枕す」と言い誤ってしまって友人にからかわれ

城南支部

た。すると負けん気が強い本人は、「流れに枕す

忘年会

るのは俗事を聞いて汚れた耳をすすぐためであ

２月４日（土）～５日（日）旅行会・場所未定

１１月２６日（土）六本木ﾋﾙｽﾞｸﾗﾌﾞ

り、石に漱ぐのは歯を磨くためだ」と言ったとい
う。

江墨支部

「さすが」に当てた漢字の「流石」や、夏目漱石

忘年会

１２月２２（木）うさ美

の名前は、この言葉に由来する。
城北支部

支部スケジュール

忘年会

１２月２日（金）下赤塚

支部会

１月・２月は休会

千代田支部
支部会・忘年会
支部会

１２月

９日（金）菜の家

◎直納部委員会及び忘年会

１月は未定

平成２８年１２月１５日（木）
中央支部

場所：

支部会・新年会

１月２０日（金）場所未定

上野 「翠鳳」

午後５時～直納部委員会
午後５時３０分～忘年会

文京支部
忘年会

１２月１９日（月）上野・東天紅

支部会

２月２０日（月）すし常本店

◎組合事務局・年末年始休暇
平成28年12月29日(木)~平成29年1月4日(水)

台東支部
支部会

１２月～２月開催予定なし

◎第１３回組合合同新年会

荒川支部
支部会

忘年会

平成２９年１月２１日（土）
１２月１２日（月）

午後６時～

東日暮里４丁目会館

場所：上野・精養軒

１２月１７日（土）上野・音音

支部会・新年会

１月７日（土）梅川亭
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お

知

ら

［住所変更］事務所移転

せ

・台東支部：
（株）近藤商店 代表者 近藤國宏 様
新住所

１日(木)

台東区元浅草４-１-３

電話番号 03-3843-3866 ＦＡＸ 03-3843-3867

［１２月会議・催事予定〕
１２月

〒111-0041

古紙センター業務委員会
(ｐｍ2：15)

〃

会 議 概 要［ 9 月・10 月］

全原連役員会
(ｐｍ3：15～)

センター会議室
１２月

５日(月)

９月度定例理事会

共販輸出検討委員会
(pm3：00～)

平成２８年９月５日（月） 於）組合会議室

〃

常任理事会(pm3：30～)

出席理事２４名・監事０名

〃

理事会(pm4：30～)

理事長挨拶

〃

清風会

ここのところ台風が数多く発生しており、地球温

〃

研修会

(ｐｍ5：30～6：30)

暖化の影響で今後、ますます異常気象になるとの

忘年会

報道がありました。輸出に関しては、９月は調整

(ｐｍ6：30～)

上野・東天紅

期ですが、１０月から中国等の国で需要期になる

直納部忘年会

ので１２月まで強含みになるのではと予想されま

〃

直納部委員会(ｐｍ5：00～)

す。９月２４日の製本工組全国大会に招待を受け

〃

忘年会(ｐｍ5：30～)

ており参加してまいります。又、東京協組から義

上野「翠鳳」

援金を贈った全原連・九州商組よりお礼状が届き

山手支部

ました。本日は議案が多く、決める事も多いので

１２月１５日(木)

１２月１７日(土)

忘年会

(ｐｍ7：00～)
「鮨やなぎ」

１２月１９日(月)

ご協力宜しくお願い致します。

赤染理事長、他

［各部報告］

文京支部

［総務部］

忘年会

(ｐｍ6：30～)

組合会館のテナント（２階北側・３階南側）が、
なかなか決まらない状況がつづいている。引き続

「上野・東天紅」赤染理事長、他

き、紹介等があったら教えて欲しい。

１２月２９日(木)～１月４日(水)
事務局年末年始休暇

［直納部］

［古紙価格］

９月度の共販輸出は、上物を国際紙パルプ商事
（株）が国内価格を上回り落札しました。仕向地

［東資協の古紙 4 品の標準売値］
平成 28 年 10 月 12 日現在

は中国で業者の報告では「中国の古紙需要に一服

新

聞

9 円～ 12 円 ( 横ばい )

感が出ており、古紙の非発生期であるにも関わら

雑

誌

7 円～ 10 円 ( 横ばい )

ず、古紙の対中価格に先安感が生じています。国

9 円～ 11 円（横ばい )

慶節後の製品需要も芳しくないとの見方が多いた

段ボ－ル
色上（並）

め、年末の古紙需要期まで古紙の国際価格は弱含

－
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みで推移されると予想されます。」との事。

メーカーでは古紙在庫多くを持っている所がある

裾物では、段ボールとミックスを日商岩井紙パル

状況。

プ（株）が国内価格を上回り落札しました。仕向

［オフィス系古紙］ 前月と変わらない。

地は段ボールが中国で、ミックスはインドネシア。

［返本関係］ 発生は前年対比９４％。雑誌販売の

業者の段ボールに関する報告では「８月後半から

落ち込みが酷い。販売数が増えないと返品が増え

ＡＯＣＣ、ＪＯＣＣともドル価急落。アメリカ品

ない。原因はコンビニでの雑誌販売が落ち込んで

は＄１８０前後で推移している。」との事。業者

いるため。雑誌はネット媒体で購読する方が安い

のミックスに関する報告では「富陽地区の操短の

ため、店頭販売で大きな影響を受けている。返本

影響は軽微。中国大手メーカーの需要強く、目先

雑誌はミックスとして輸出するには品質的にもっ

価格は安定的」との事。

たいないので、他に方法がないか模索している。

［品目別］

［集荷部］

［段ボール・新聞・雑誌］ 段ボール：８月に積極

発生は良くない。以前と比べ、年間での発生繁忙

的に古紙購入を実施したメーカーは、在庫が横ば

期は３月末（年度末）だけの１回になってしまっ

いか減少。段ボール原紙の７月度の国内出荷は、

た。

関東地区を中心とした梅雨明けの遅れや水不足に

［広報部］

よる青果物の育成遅れの影響で６ｹ月ぶりの減少。

広報誌９月号の準備をしている。「時の視点」で

生産は前年を上回るも、出荷が前年を下回る為、

は文京・山手支部共催の勉強会の中から、文京支

原紙在庫は４ｹ月ぶりに増加。８月はマシン休転

部の齋藤支部長の再生資源回収業についてのレ

が多く発注姿勢は各社まちまち。輸出は若干の弱

ポートを掲載します。「時の話題」では静岡県家

含み。

庭紙部会との懇談会・製本工組等との懇談会の報

新聞：古紙在庫は潤沢なメーカーが多い。発注量

告。各支部の納涼会を掲載予定。原稿を未提出の

は横ばいで価格は下落基調。７月度の新聞用紙の

支部は早急に原稿を提出してほしい。

出荷は５ｹ月連続で減少。発行部数も５ｹ月連続で

［事業部］

減少。国内メーカーの在庫は潤沢。

１０月に予定している清風会ゴルフコンペを「カ

雑誌：発注量は横ばい、ないし増加。白板紙の７

ントリークラブ

月出荷は３ｹ月連続の増加。雑誌は慢性的な発生

あんしん財団との契約施設なので、損保加入者は

不足。国内メーカーでは古紙に禁忌品の混入が増

補助金一人２, ０００円が出るので活用してほし

加。輸出は弱含みで推移。

い。

［家庭紙］ 産業古紙の発生は低調推移。ここにき

ザ・レイクス」で開催するが、

［青年部］

て商業印刷が大きく減少していると言う声が聞こ

１０月２７日（木）～２８日（金）に「コアレッ

えてきます。各メーカーの古紙原料の調達はタイ

クス信栄とイノベタス」の研修会を１泊で予定し

トな状態。メーカーでは、岳琲期間中にもかかわ

ている。

らず製品在庫が増えていたが、今は改善の方向に

１１月７日（月）に上野・精養軒で青年部５０周

向かっている。不安材料としてトイレット・ペー

年記念行事を開催する。現役理事と歴代の青年部

パー、ティッシュ・ペーパーの輸入量が落ちない。

長・幹事長を招待予定。

洋紙向けは低調で、ＤＩＰ向けの原料は、一部
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在庫

7,829( 16.9%)

［段ボール］ 仕入

135,287(105.4%)

出荷

134,945(105.4%)

［審議・検討・報告事項］
1. 組合脱退：中央支部
（有）山﨑

( 代表

山﨑紀代 )

廃業の為

平成

２８年８月３１日付・・・原案どおりで可決

在庫

組合新規加入：城南支部 （株）ネクスト

［関東・静岡実績］

( 代表 佐々木義春 ) 平成２８年９月１日付入会・・・

［新

8.6%)

入荷

183,612( 91.7%)

原案どおりで可決

消費

209,131( 97.5%)

・ＴＳマーク（仮称）について：

在庫

127,453( 60.9%)

入荷

94,209( 97.0%)

消費

89,489( 89.8%)

在庫

49,211( 55.0%)

［段ボール］ 入荷

307,254(106.4%)

第１回認定講習報告

受講者１３社１４名

［雑

聞］

11,666(

誌］

・名称決定：９月度の理事会においてＴＳマーク
（仮称）の正式名称がＴＰＩＣＯ（ティピコ）
に決まりました。
内容は「東京協組

個人情報管理協会」

消費

305,419(109.7%)

tokyokyouso

privacy

在庫

79,991( 26.2%)

conservation

organization

information

［業者側コメント］
［新聞・雑誌・段ボール］

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）

８月の古紙仕入は、前年比で段ボールが増加、新

Ｃ （コンサベーション・管理）

聞は横ばい、雑誌は若干の増加。在庫は３品とも

Ｏ （オーガニゼーション・協会）

増加した。

・テナント契約更新：会館１階

７月の仕入は良かった。

平成２８年７月２３日

サンプリント（株）

現賃借料で更新

［上物古紙］

・熊本地震の義援金に対する御礼状が届く

８月の東京協組４２社上物古紙在庫データでは、

（全原連・九州商組より）

前月比と前年比で家庭紙向けが合計で約１０％の
マイナス、ＤＩＰ向け全体では前月比でマイナス
し前年比でプラスした。一部の家庭紙メーカーで

古紙センター関東地区委員会

は原料に不足感を感じている所がある。９月も発

［平成２８年９月２１日（水）］ｐｍ 4：00 ～

生は悪くメーカーからの引合いは強い。

於）古紙センター会議室
1.［需要動向］ 16 ／ 8 月
（

［メーカー側コメント］
単位トン、

）は対前年同月比、在庫の（

段ボール：８月の発注は横ばい、入荷は計画通り、

）は在庫率

消費は順調、在庫は横ばいか増加。９月の発注は
横ばい、入荷は悪い、消費は順調、在庫は減少の

［関東商組 32 社実績］
［新

［雑

聞］

誌］

仕入

56,714( 99.8%)

見通し。

出荷

54,887( 94.2%)

新聞：８月の発注は横ばい、入荷は計画通り、消

在庫

11,571( 21.1%)

費は順調、在庫は減少。９月の発注は横ばい、入

仕入

46,518(101.3%)

荷は横ばい又は低調、消費は計画通り、在庫は横

出荷

46,264(101.5%)

ばいか減少の見通し。新聞、印刷情報用紙が悪い。
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雑誌：８月の発注は横ばい、入荷はやや低調、消

きのクレーム等が出ており、今後の予測が難しい

費は計画通り、在庫は横ばいかやや減少。９月の

状況となっております。

発注は横ばい、入荷は低調、消費は計画通り、在

［各部報告］

庫は減少する見通し。１０月から一部メーカーで

［総務部］
組合会館のテナント（２階北側）の申込があった

雑誌から段ボールへの振替がある予定。

が、契約直前でキャンセルとなった。最近は、２
階・３階とも問合せや内覧希望が多くなってきた。

古紙センター業務委員会

［直納部］
１０月度の共販輸出は、上物を（株）松本光春商

［平成２８年９月２９日（木）］ pm2：15 ～

店が国内価格を上回り落札しました。仕向地はベ

於）古紙センター会議室
［1］ 変更認定の申請概要及び審査状況について

トナムで業者の報告では「スポット引合いあり」

［2］ 賛助会員の変更について

との事。又、他社のコメントでは「発生が限られ

［3］ 集団回収実施団体への感謝状贈呈について

る中、国内外とも引き合いは強い」との事。

（中部地区、近畿地区、中・四国地区委員会推選）

裾物では、段ボールとミックスを日本紙パルプ商

［4］ 第５回日中古紙セミナーについて

事（株）が国内価格を上回り落札しました。

［5］ オーストラリア産ブドウの輸入品ロウ引き段ボー

仕向地は段ボールがタイで、ミックスは中国。業

ル２０１６年度段原紙工場調査結果について

者の段ボールに関する報告では「中国は国慶節の

［6］ 昇華転写紙の古紙への混入防止に関する調

休み前だが、他の国では引き合いは強い」との事。

査結果について

業者のミックスに関する報告では「国慶節後は、

［7］ 平成２８年７月～１２月の段ボール・新聞・

中国の大手メーカーを中心に価格は強含み」との事。

雑誌の消費計画

全体に発生が悪い。

［8］ 古紙の需要・市況動向について

［品目別］

＊ページ数の関係で割愛させていただきます。

［段ボール・新聞・雑誌］ 段ボールは多少、発
生が増えており、メーカーから裾物の引き合いは
強い。新聞・雑誌は低位安定。産業古紙は底固い

１０月度定例理事会

状況。

［平成２８年１０月５日（水）］於）組合会議室

［家庭紙］ 産業古紙の発生は製本・印刷業界の動

出席理事２５名・監事０名

きとリンクしており、業界不振の中、古紙の発生

理事長挨拶

も良くありません。大手出版社の決算結果を見る

先日、製本工組全国大会に来賓として参加してま

と、電子媒体の業績は好調で増収・増益だが、紙

いりました。全国から約５００人が参加され大変

を使用した従来の雑誌・書籍等は減収、減益の結

盛り上がりのあった大会でした。当組合も２年後

果となっています。

に７０周年を控えており、厳しい状況の中ですが

パルプを原料とする家庭紙は、パルプ安でシエア

実現が出来ればと思っております。

を拡大しており、製品価格も安値の物が店頭に並

８月から台風が数回発生したため天候不順とな

んできています。古紙物の製品価格も下がってき

り、古紙の発生も悪い状況です。一部では水分引

ているが、価格が下がっても荷動きの悪い状況と
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なっています。家庭紙メーカーは原料の発生が悪

1. 組合脱退：千代田支部

く、入荷も悪いため、これから年末にかけ古紙原

（有）山中商店

料の調達に不安を持っています。

代表者

山中明徳

廃業

平成２８年９月３０日付・・・原案どおりで可決

［オフィス系古紙］ 前月と変わらない。

報告事項

［返本関係］ ９月の発生は悪い。返本雑誌は、こ

１. 日程について：

こ何年か昇華転写紙の混入がなく、発生減でもあ

直納部忘年会： １２月１５日（木）上野「翠鳳」

り引き合いが強くなってきている。サーフィン関

・古紙リサイクルアドバイザー第３回更新試験結

係を長年扱っていた出版社が先日、倒産した。雑

果報告

誌販売の落ち込みを反映している。

受講者４３名・
・
・内、
合格者４２名・新規受講者１名

［集荷部］

９月１０日（火）開催分

検討事項

発生が悪く前月と変化なし。印刷関係ではカレン

１. 関係団体との懇談会の担当業務部の明確化

ダーの印刷が始まり、製本関係はイレギュラーの

（静岡県紙業協会家庭紙部会・東資協・製本工組・

細かい仕事で何とかやりくりをしている状況。

紙器組合との懇談会）
以前より参加者が少なく根本的に見直す時期に

［広報部］
先月末に広報誌９月号を送付した。１０月１２日

来ている。何故、参加が少ないかを知るため

に広報委員会を開き１１月号の製作準備をする。

アンケートを取る事とした。無記名で問題点

「時の視点」では毎年、商社からの市況を掲載し

の指摘と前向きな意見が出るよう総務部と事

ているが、今回はどうするか委員会で決める予定。

務局共同でアンケート内容を工夫してもらう。

支部での催しが少ない時期なので、なかなか原稿

2. ＴＰＩＣＯロゴマークの作成

が集まらないと予想している。「組合員の広場」

ネットに掲載されている既存デザインを使用し

に掲載する随筆等あったら協力して欲しい。

マーク名と組合名を入れ使用。価格は１万円
で買取り。選択は赤染理事長に一任。

［青年部］
１０月１８日（火）幹事会（組合会議室）と部会
を開催する。

古紙センター関東地区委員会

１０月２７日（木）～２８日（金）に「コアレック
ス信栄とイノベタス」の研修会を１泊で予定して

［平成２８年１０月１８日（火）］ｐｍ 4：00 ～

いる。

［需要動向］ 16 ／ 9 月

１１月７日（月）に上野・精養軒で青年部５０周

（

年記念行事を開催する。すでに現役理事と歴代の

［関東商組 32 社実績］

青年部長・幹事長及び部員に招待状を送ってある。

［新

単位トン、

）は対前年同月比、在庫の（

仕入

58,367( 98.3%)

一人でも多くの参加をお願いしたい。

出荷

61,229(104.9%)

組合のゴルフは、今回は関東商組との対抗戦で、

在庫

8,710( 14.2%)

仕入

48,318( 97.6%)

出荷

48,440(102.6%)

在庫

7,707( 15.9%)

［段ボール］ 仕入

137,555(102.7%)

青年部が日程及び場所の手配をする事になってい

［雑

る。担当は田中幹事長と宮内幹事。
［審議・検討・報告事項］
審議事項
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出荷

136,927(104.6%)

在庫

12,294(

［メーカー側コメント］

9.0%)

9 月の新聞の発注は横ばい、入荷はほぼ計画通り、
消費は計画通りから若干増加で、在庫は横ばいで

［関東・静岡実績］
［新

入荷

199,824(104.0%)

あった。10 月の発注は横ばい、入荷・消費は計

消費

198,293( 98.2%)

画通りで、在庫は若干減少する見通しである。台

在庫

127,969( 64.5%)

風の影響を受けたメーカーや減産解除のメーカー

入荷

96,579( 97.8%)

もあるが、10 月・11 月に休転を控えている工場

消費

98,839( 98.9%)

もあり、在庫に逼迫感はない。

在庫

46,296( 46.8%)

9 月の雑誌の発注は横ばいから若干増加したメー

［段ボール］ 入荷

323,147(104.9%)

カーがあった。入荷は計画通り又は低調で、消費

消費

332,332(104.3%)

は計画通りのため、在庫は減少した。10 月の発

在庫

71,022( 21.4%)

［雑

聞］

誌］

注は横ばい、入荷は低調、消費はほぼ計画通りで、

［業者側コメント］

在庫は減少する見通しである。一部の工場では雑

［新聞・雑誌・段ボール］

誌から段ボールへの振替を今後も継続していく予

32 社報告の 9 月古紙仕入は前月比で 3 品とも増

定である。

加し、前年比では段ボールは増加、新聞・雑誌は

9 月の段ボールの発注は増加、入荷は天候不順に

減少した。在庫は前月より段ボールが増加、新聞・

より計画を下回り、消費は順調で、在庫は減少し

雑誌は減少した。三紙会報告の 9 月古紙仕入は

た。10 月の発注は横ばいか増加で、入荷は若干

前月比で 3 品ともほぼ横ばいで、前年比で段ボー

低調である。消費は高い水準を維持し、一部の工

ルは横ばい、新聞・雑誌は減少した。長雨の影響

場は雑誌から段ボールへの振替もあり、在庫は減

で新聞・雑誌は家庭内で備蓄され、天候が良くな

少する見通しである。11 月の段ボールの発注は

れば出されると思われる。10 月の仕入は前年比

横ばいの予定である。

で段ボール・新聞・雑誌 3 品とも横ばいの見通
しである。

古紙センター業務委員会

［上物古紙］
9 月末の上物古紙在庫は、全体では前月比で増加、

［平成２８年１０月２０日（木）］ pm2：15 ～

前年比で減少し、品種別では前年比で色上以外

於）古紙センター会議室

は 100％割れの状態が継続している。10 月は産

［1］ 臨時総会の報告について

業古紙の発生期であるが、9 月より改善している

［2］ 集団回収実施団体への感謝状贈呈について

ものの芳しくなく、問屋の取扱数量が軒並み減少

（東北地区委員会推選）

している。また、板紙メーカーでは製品需要期で

［3］ 平成２８年７月～１２月の段ボール・新聞・

もあり、引き合いが強い状態が続いている。家庭

雑誌の消費計画

紙では価格競争が散見され、原料に不足感がある

［4］ 古紙の需要・市況動向について

メーカーから追加納入要請が多くきている。円高

＊ページ数の関係で割愛させていただきます。

による製品流入が懸念され、輸入動向に注意が必
要である。
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広報誌掲載の広告募集について

組合総合名簿の協賛広告について
広

組合では、広く業界関係各社から広報誌の広告掲

報

部

載を募集しております。

この度は、組合総合名簿の協賛広告にご協力いた

広告スペース、場所、料金等の詳細につきまして

だき誠にありがとうございました。

組合事務局までお問合わせください。

広報誌では一昨年の１１月号より２年間に渡り、

東京都製紙原料協同組合

ご協力頂きました企業・団体に対し１回ずつ無料

電話

０３－３８３１－７９８０

で広告掲載をさせて頂きます。掲載の順番や掲載

ＦＡＸ

０３－３８３１－７８８０

ページは、こちらの都合で行いますのであらかじ
めご了承願います。（広告を掲載した号の広報誌
は、該当の企業・団体にお送りいたします）
今回は、雑誌・返本関係の会社・団体・組合と車

編 集 後 記

両・番線等の関連業者で日頃、ご協力いただいて
いる会社を掲載いたしました。

広報部副部長

尚、有料での掲載も可能ですので、ご希望の際は

武田誠一郎

組合までお申し出ください。料金等は下記のよう

すっかり秋らしく朝晩の冷え込みも厳しくなっ

になります。

てきました。これから本格的な秋が近づき紅葉も
見ごろになってくるでしょう。

＜広告料金について＞

秋と言えば食欲の秋国産マツタケも今年は豊作

広報誌は、１月号、３月号、６月号、９月号、

らしく価格も 3 割安ぐらいで出回っているみた

１１月号の年５回発行しております。

いなので是非とも食したいですね。

掲載と同じ２分の１ページの広告を掲載した場合

また「天高く馬肥ゆる秋」と言いますがこの時期

年 1 回の掲載 :14,000 円

は秋の味覚の収穫時です。馬だけが肥えるのでな

年 2 回の掲載 :26,000 円 (13,000 円× 2 回 )

く我々も肥える時期なのであります。

年 3 回の掲載 :36,000 円 (12,000 円× 3 回 )

スポーツの秋でもありますから十分に栄養を摂

年 4 回の掲載 :44,000 円 (11,000 円× 4 回 )

取し、そしてスポーツをして、あまり太らないよ

年 5 回の掲載 :50,000 円 (10,000 円× 5 回 )

うに身も心もバランスよく肥えて下さい。

掲載ページにつきましては広告数によりますが、
最終ページに近い順に掲載する予定です。

お申し込みは、東京都製紙原料協同組合

22

電話

０３－３８３１－７９８０

ＦＡＸ

０３－３８３１－７８８０

