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上記の要因から中国向け輸出相場は当面の間は低

時 の 視 点

位安定し、中国とその他需要国（東南アジア・台
湾等）との価格差が縮まり均衡化されるものと推
測する。

輸出市況及び中国動向について

何らかの大きな環境変化がない限り、２０１８年

国際紙パルプ商事㈱ 製紙原料本部
貿易課課長

のように過熱した価格変動（暴騰・暴落）はない

谷田浩一

ものと思われる。

２０１９年中国の輸入ライセンス（以下ＩＬ）

直近の状況に目を向けると、年明け以降買い控え

は、昨年末から合計４回発行され、約５５４万ｔ

していた玖龍紙業（美国中南）が３月積分で購買

となった。

を再開、価格を若干上げており、当初予想した下

２０１８年は合計２６回の発行で１, ８１６万 t

落基調に歯止めが掛かっている。

（玖龍紙業・理文造紙・山鷹紙業の大手３社で

中国の国内段ボール古紙は春節前の２, ３００元

６０％を占める）、２０１９年の発行数量は前年

から２, ８００元に急騰しており、日本品に割安

比４０％削減され１, １００万ｔ弱になる見込み

感が出ていることは間違いない。中国古紙が高騰

である。

している背景は、２０２０年末の完全輸入禁止を

上半期で纏まったＩＬ量が発行される見込であ

見据え、ＩＬを保有している大手メーカーが国内

り、使用期限も１２月末まで付与される。前年比

問屋を囲い込むべく高値で買い占めており、取り

で発行数量は大幅に削減されるが、製紙メーカー

合いになっている。その影響として下落した日本

は計画的に調達することが可能となり、２０１８

品との価格差が大きくなっていることが要因とし

年のようにＩＬを消化するために高値を付けるこ

て考えられる。

とは考え難くなる。繊維の長い米国品を優先的に

しかしながら、中国経済にかつての活気はなく製

調達することも容易となり、日本への引き合いが

品の売れ行きが芳しくない。各製紙メーカーは古

弱くなることが考えられる。

紙価格が下落基調と見ており、少なくとも夏場以

２０２０年も２０１９年と同様の削減幅（△３０

降の需要期になるまでは、市況は低水準で推移す

～４０％）になることが予想され、中国政府の方

るものと思われる。

針通り、２０２０年末をもって完全輸入禁止にな
る方向性に変わりない。
既に２０１９年のＩＬも玖龍紙業等の大手メー
カーを中心に発行されており、今後もそのトレン
ドは変わらないものと推測する。今までは中小
メーカーによる価格の吊り上げもあったが、今後
は大手メーカーが価格をコントロールしやすい環
境となる。
中国経済はかつての勢いはなく、爆発的な需要の伸
びは考えられない。古紙の調達においてはＩＬの発
行減と共に買い手市場になることが予想される。
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時 の 話 題
平成３１年

合同新年会
事 務 局

平成３１年１月１９日（土）に、東京都製紙原
料協同組合の合同新年会が上野・精養軒で開会さ

衆議院議員

れました。

松原 仁

様

経済産業省製造産業局 素材産業課

鈴木山手支部長の司会により会が進行され、当組
合の坂田理事長より新年の挨拶がありました。

課長補佐

金内

理恵

様

東京都産業労働局商工部経営支援課
坂田理事長挨拶

課長

川﨑

秀和

様

次に来賓の方々から新年のご挨拶を頂戴いたし
ました。都合により衆議院議員で当組合の顧問

次に乾杯のご発声を（公財）古紙再生促進セン

である松原仁様からは、入場直後にご挨拶を頂

ター関東地区委員会委員長

和田 健太郎様にし

きました。又、当組合顧問で東京都議会議員自
由民主党東京都支部連合会幹事長の髙島直樹様
は、開宴直後に所用で退出されました。
最初に経済産業省製造産業局 素材産業課課長
補佐

金内理恵様、東京都産業労働局商工部経

営支援課課長

川﨑秀和様とご挨拶を頂きまし

た。

て頂きました。

そして、司会者からその他、関係団体、関係会

（公財）古紙再生促進センター関東地区委員会

社のご来賓のご紹介がありました。
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得し、終始、和やかなムードでした。
宴席も盛り上がる中、中締めは当組合の組合員
で関東製紙原料直納商工組合理事長でもある大

委員長

和田 健太郎

様

歓談中のアトラクションは、昨年に引き続き子
供たちによるダンスです。江墨支部のご協力に
よりダンス「江戸川禅」の皆様が若く激しい踊
りを披露してくれました。

久保信隆様にお願いをしました。

そして、恒例の支部対抗のカラオケ大会となり

最後に、ステージ上に支部長全員が揃ったとこ
ろで、文京支部の梨本支部長が閉会の辞を述べ
閉幕となりました

ました。
カラオケ大会は青年部の宮内幹事長が司会進行
役で始まりました。３位までの入賞者には景品
が贈呈されました。常連やベテランが景品を獲

5
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行政機関などの応札基準に適合しており、いくつ

新年会
集荷部長

かの団体や一部大手企業の取引条件にも適合して

長井義人

おります。又、製本工組でも同様の制度を導入し
て１０年以上が経過しております。

２月１６日（土）中華料理の上野「翠鳳」に
於いて集荷部の新年会を開催しました。

現在は、昨年取得された２社を含め３４社が資格

今年は集荷部員１０名と来賓６名の合計１６名

を取得されています。
今年も新規の資格取得希望者を募る予定です。

の参加となりました。
鈴木集荷副部長の司会で、まず坂田理事長にご

６月頃にご案内を差し上げますので、ご希望の方

挨拶を頂きました。上田直納部長に古紙の市況

はこの機会に是非、取得されてはいかがかと思い

報告してもらい、続いて乾杯のご発生して頂き

ます、
認定講習を受けられた方々の中であと数社、認

ました。宴会に入り美味しい料理とお酒を飲み

定用書類が提出されておりません。

楽しい時間が過ぎていきました。時間も忘れて
和やかなひと時を過ごし、あっと言う間にお開
きの時間となりました。
中締めを近藤昌和副理事長にやっていただき解
散となりました。ご来賓の方々、集荷部委員の
方々寒い中、ご出席いただき有難うございまし
た。
今後も集荷部委員の方が、もっと多く集荷部会

期限が迫っております。まだ提出をされていない
方は期日までに提出されるようお願い致します。

賛助会員案内について
賛助会員制度は、組合員外との交流、連携をより
促進させ、組合組織の充実強化を図る為、導入致

に出席してくださるようお願い致します。

しました。

「ＴＰＩＣＯ」認定用書類提出について

今回は以下の３社のご紹介をさせて頂きます。

３年前より東京協組でＴＰＩＣＯ（ティピコ）
の認定制度を導入しました。ＴＰＩＣＯとは、

① コマツカスタマーサポート（株）

組合独自の個人情報保護体制制度となります。

コマツカスタマーサポート（株）は、フォークリ

内容は、プライバシーマーク（Ｐマーク）とほ

フトの販売や製品の修理及びアフターサービスを

ぼ同内容で、取得時間と労力及び費用を簡素化

行う会社です。組合総合名簿の協賛広告に古くか

し、組合独自の内容を付け加えた制度です。

らご協力頂いております。
フォークリフトの購入や資格取得の際は、是非、
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ご活用くださるようお願い致します。

調理加工食品事業		

＊後ページに広告掲載

食を囲むことは、家族や仲間がひとつになるこ

会社名：コマツカスタマーサポート（株）

と。丸大食品では、多様化するライフスタイルに

所在地：東京都港区白金１－１７－３

合わせて調理の利便性を高めるとともに、多くの

ＮＢＦプラチナタワー

お客様が食べる楽しさを感じて頂けるよう、多彩

電話：０５０－３４８６－７１４７

な惣菜を産み出しています。定番商品の「チキン

Fax ：０５０－３４８６－７０９８

ナゲット」をはじめ、韓国料理の「スンドゥブ」
などのレトルト惣菜も高い人気です。

②丸大食品株式会社

食肉事業		

（MARUDAI FOOD CO.LTD.）

国内はもとより、デンマーク・カナダ（豚肉）、

本社所在地：大阪府高槻市緑町２１番３号

米国・豪州（牛肉）、ブラジル（鶏肉）等、丸大

創

食品では世界各国の様々な食肉を取り扱ってい

立：昭和 33 年 6 月 10 日

資本金：67 億 1,625 万 2,022 円

ます。それら全ては安全で高品質なものを厳選

株

し、グループ会社の丸大ミート ( 株 ) や丸大フー

式：授権株数

2 億株

発行済株式 1 億 3,252 万 7,909 株

ド ( 株 ) を通じ、素材の特徴を生かした商品を新

従業員数：1,895 名（グループ合計 5,539 名）

鮮な状態でお客様にお届けしています。また ( 株 )

（平成 30 年 9 月 30 日現在）

ミートサプライを通じてお客様のニーズに対応し

売上高：第 70 期

た商品へと加工し、量販店や外食店等、様々なチャ

（平成 29 年 4 月～平成 30 年 3 月）1,665 億円

ネルのお客様にお届けしています。

＜グループ合計 2,395 億円＞

バラエティ豊かなラインナップ		

事業所：東京支店

丸大食品グループでは、様々なシーンやニーズ

事業所：東京支店

に対応できるよう、多彩なラインナップの商品を

東京都中央区築地 4 丁目 7 番 5 号 築地 KY ビル

ご用意しています。おいしい焼肉やデザート、新

・全国営業所
・工場

37 ヵ所

鮮なフルーツを生かしたヨーグルトなどおいしさ

13 ヵ所

・物流センター

も様々で、遊び心とおいしさを兼ね備えた商品を

代表取締役社長

10 ヵ所

お届けしています。また、ギフトにピッタリのハ

百済 徳男

ムやデザートも人気の定番商品で、多くのお客様

事業内容		

にご利用いただいています。

ハム・ソーセージ事業		

＊後ページに広告掲載

丸大食品の伝統を受け継ぐ、「燻製屋熟成ウイ
ンナー」や「本焼工房焼豚」をはじめ、「うす塩
シリーズ」「ふんわりうす切りシリーズ」などお

③（株）Ｆ－ＳＵＮツーリストジャパン

客様のニーズを高いレベルで満たした品揃えが特

■

経営方針

長です。素材や工程など安全性を徹底的に追求し、

＊

誠実に、お客様の立場に立って営業する。

セオリーに縛られない自由な発想で、魅力ある製

＊

新規情報収集、現地情報収集に力を入れ、提

品をお届けいたします。

案型の営業をする。
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今までの習慣、営業スタイルにこだわらず、

ＲＩＳＴ ＣＯ ., ＬＴＤ

柔軟に変化に対応する。
■

会社設立経緯

●ミャンマー

２５年の旅行業経験を生かし、前身の株式会社エ

＊ＡＳＩＡ

フサンツーリストが旅行業撤退を契機に、一部業

＆

ＢＬＯＳＳＯＭ

ＴＯＵＲＳ

ＴＲＡＶＥＬＳ

ＣＯ ., ＬＴＤ

務を引継ぎ、２０１０年に設立。自身が生まれ育っ
た東京都品川区に本社を構え、今までの人脈を生

●ネパール

かすことを念頭に、地域及び社会貢献出来る企業

＊ＦＳＵＮ

となることを目標とする。一般的な海外・国内旅

ＡＶＥＬ

行をはじめ、各種団体 ･ 企業などの視察研修旅

＊その他、タイ、ベトナム、ラオスなどに提携現

行、復興支援ボランティアツアー（宮城県南三陸

地法人がございます。

町での漁業支援、福島県いわき市でのオーガニッ

＊後ページに広告掲載

ＮＥＰＡＬ

ＴＯＵＲＳ

＆

ＴＲ

ＰＶＴ．ＬＴＤ

クコットン農園支援）、親善訪問、視察旅行、業
務渡航の取扱に力を入れる。
設

立

２０１０年１１月２９日

創業日

２０１１年０２月０１日

本社所在地

支 部 便 り

東京都品川区東五反田４－１０－９

城南支部

シャトレー五反田２Ｂ
電

新年会旅行
城南支部

新井遼一

話

０３－５４２２－７５３０

ＦＡＸ

０３－５４２２－７５３２

Ｅ -MAIL

info@fsun.co.jp

の城南支部新年会旅行を箱根湯本「河鹿荘」にて

資本金

４，０００，０００円

開催いたしました。私は初参加でしたが、他支部

代表者

小林

から移籍された方々も含め、例年より多い１４名

■

去る２月２３日（土）・２４日（日）、毎年恒例

宏至

で平成最後の新年会旅行となりました。まず新宿

業務内容

・ランドオペレーター業（海外現地手配業務）

駅に集合。今回は、新型ロマンスカー先頭車両の

・旅行業法に基づく旅行業者代理業（商業・工業・

展望席に陣取って箱根を目指すことに。出発前に

農業視察、各種団体・企業・学校・ゼミ ･ 平和

記念撮影いたしました。何も遮るものが無い広々

研修、親善訪問、観光）

としたガラス張りの展望席は、久しぶりの太陽の

・損害保険代理店業（ＡＩＵ保険会社代理店）

光で満たされ、暑いくらいでした。おかげで、冷

・書籍及び旅行ガイドブックの販売

たいビールがよりおいしく感じました。
宿に到着後は、それぞれ温泉を楽しんだのちに

・海外進出コンサルティング

宴会場へ集合。最初に安立支部長にご挨拶いただ

・海外企業の日本における営業代理業

き、坂田理事長による乾杯の御発声で宴会がス
■

タートしました。

海外提携現地法人

途中、坂田秀一郎氏による炭坑節のご披露もあり、

●カンボジア
＊ＦＯＸ

ＳＥＲＶＩＣＥ

ＵＮＩＯＮ

大いに盛り上がってそのまま二次会のカラオケ大

ＴＯＵ
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会に突入いたしました。

引き続き、会場を移動して懇親会となりまし

翌日、お土産を各自調達した後、またロマン

た。城北支部会

辻支部長のご挨拶と乾杯とな

スカーの展望席で眺望を楽しみながらの帰途に

り、講師の篠崎氏も交えて１２名が集まりまし

着きました。あっという間の２日間でしたが、

た。市況交換を重ねながら、お酒もすすんだと
ころで中締めとなり、北部青葉会

宮崎会長の

三本締めで、有意義な懇親会もお開きとなりま
した。

千代田支部

新年会を開催
千代田支部長

近藤正彦

平成３１年１月１８日新年会を毎日新聞本社１

とても有意義で来年が待ち遠しくなる、とても
良い新年会でした。

城北支部と製本二世連合会・北部青葉
会
との合同勉強及び懇親会
城北支部

工藤嗣人

階

平成３１年２月２１日（木） 東京都製紙原料

「いろは鮨」にて開催しました。

協同組合会館・会議室において、製本二世連合

１０名の少人数ですが、皆、気心の知れた者同

会・北部青葉会さんと、東京都製紙原料協同組合・

士で２時間を過ごさせて戴きました。最後に今

城北支部会との合同勉強懇親会を開催しま

年１年間を皆、元気で過ごせるよう一同手締め

した。エリアの近い、北部青葉会の皆様と交流

で解散致しました。

も兼ねた勉強会は「アンガーマネジメント入門
講座」の受講となり、一般社団法人
ガーマネジメント協会

日本アン

組合員の広場

篠崎氏により勉強させ

ていただきました。アンガーは「怒り」マネジ
メントは「後悔しないこと」という事で、「怒ら

「平成を振り返って」

ないこと」ではなく、怒りの感情を自ら調整して、

城南支部

他人を傷つけず、自分を傷つけず、モノを壊さず、

坂田秀一郎

平成の思い出

上手に怒っていく表現などを学びました。個々
の体験談など、グループディスカッションもあ

①平成５年５月より逆有償を実施した事

り、大変有意義な勉強会となりました。

②平成８年頃から組合として東京都の古紙回収
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システムに参画した事

■ 現在複数社よりご消耗品等をご購入されてい

③平成１０年頃より古紙の中国輸出が始まった事

る場合、「たのめーる」にお纏め頂きますと、請

④坪上業者として古紙価格が低位安定して苦況が

求書も一本化され、それらの処理にかかっていた

続いた事

時間も含めたコスト削減に繋がります。

⑤平成後期から次第に坪上業者が廃業していった事

■ 過去のご購入実績データのダウンロードが可

⑥組合の運営でミスが無かった事

能ですので、消耗品の管理にお役立て頂けます。

⑦古紙回収業者の品格が認められた事

以上

■ ＷＥＢからのご注文で、100 円につき 2 ポイ
ント、ハッピーポイントが貯まります。貯まった

「たのめーる」入会のお願い

ポイントはお菓子、家電などのプレゼント商品と

組合が事業として取り入れました文房具や事務用

ご交換頂けます。

品を安価で購入出来る文具通販「たのめーる」に

（ＦＡＸでのご注文につきましては 100 円につき

ついてご案内申し上げます。

１ポイントの加算となります。）

「たのめーる」は大塚商会が運営しており、日本

■ お支払条件（締日、お支払日）、お支払方法（振

紙パルプ商事（株）が代理店として手続き等を致

込、又は自動振替）をご指定頂けます。

します。

■「オーダーメニュー」でＷＥＢより名入れ封筒、

加入申込や購入に関しましては、組合が窓口とな

ゴム印等の発注もでき、翌日のお届けが可能です。

りますので、是非、この機会に沢山の組合員の皆

（一部ＦＡＸのみの取扱い商品もございます）

様にご利用いただければと思います。

■ 弊社が代理店となり今後のフォローはしっか

入会ご希望の方は加入申込書（たのめーる新規ご

りやらせて頂きますので、安心してご利用頂けま

登録ＦＡＸ用紙）にご記入のうえ、組合事務局迄

す。初期設定もご相談下さい。

ＦＡＸでお送りくださるようお願い申し上げま

他にも、掲載の無い商品の追加、価格のご相談に

す。

ついても随時承ります。

尚、登録用紙は組合事務局迄ご連絡いただければ
すぐにお送りいたします。
東京都製紙原料協同組合

「古紙用語」

電話

０３- ３８３１- ７９８０

◆ＲＰＦ

ＦＡＸ

０３- ３８３１- ７８８０

リフューズド・プラスチック＆ペーパー・フュエ
ルの略。廃プラスチックと古紙をおよそ７：３の

「たのめーる代理店」

比率で混ぜ合わせて成形した固形燃料のこと。

日本紙パルプ商事株式会社 機能材・情報用紙

石炭の代替燃料としてバイオマスボイラーで使用

営業本部ビジネスソリューショングループ

されるが、年間需要の１３０万トンのうち、製紙

TEL03-5548-4267

メーカー向けが７割前後を占める。

FAX 03-5548-4277

貴社の経費、労力削減のお手伝いができればと

製紙原料に向かない古紙の用途として重宝されて

思い、是非この機会にご加入頂きますようご検討

きたが、近年、ＲＰＦの需要は頭打ち傾向にある。

の程お願い申し上げます。
【ご提案のポイント】
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♪ことわざミニ知識♪

６月まで予定なし

「隗（かい）より始めよ」

江墨支部

中国戦国時代の郭隗（かくかい）の言葉。
「賢者

支部会

４月２０日（土）寿司屋の弥助

を招きたいならば、まず自分の様なつまらない者

総

会

５月１８日（土）寿司屋の弥助

をも優遇せよ、そうすれば優れた人材が次々と集

支部会

６月２０日（木）寿司屋の弥助

まってくるであろう」と言う意味。転じて遠大な
計画も、まず手近なところから着手せよと言うこと。
城北支部

支部スケジュール

総

会

支部会

４月２５日（木）赤羽「ぎょろぎょろ」
５月・６月は休会

千代田支部
総

会

４月１１日（木）菜の家

支部会

５月１３日（月）菜の家

支部会

６月１０日（月）菜の家

第６３回
第５７回

通常総会
永年勤続従業員表彰

期日：２０１９年５月２０日（月）
文京支部

場所：上野精養軒

支部会

４月１８日（木）大塚すし常

時間：総会

支部会

６月１８日（火）大塚すし常

永年勤続従業員表彰

支部会

７月１８日（木）池袋東明飯店

お

台東支部
総

会

４月

ひにちと場所は未定

支部会

６月

ひにちは未定

組合会議室

午後４時００分より

知

午後５時１０分

ら

せ

〔４月会議・催事予定〕
４月

３日（水） 共販輸出検討委員会（pm4：00 ～）

荒川支部

〃

常任理事会（pm4：30 ～）

スケジュール未定

〃

理事会（pm5：30～） 組合会議室

４月１２日（金） 会計監査 （ｐｍ 5：00 ～）
４月１４日（日）～１５日（月）１４日清風会親睦会

足立支部
スケジュール未定

（河鹿荘泊）
・１５日ゴルフコンペ
箱根湖畔ゴルフコース
４月１８日（水） センター関東地区委員会

山手支部
総

会

支部会

日にち未定

鮨やなぎ

（ｐｍ2：00～）センター会議室

６月１８日（火）鮨やなぎ

４月２４日（水） センター業務委員会
（ｐｍ2：15～）センター会議室
〃

城南支部
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センター会議室

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

［古紙価格］

は２ｹ月に１度変更されます。尚、給油条件によ

［東資協の古紙 4 品の標準売値］

り追加金が発生する場合がありますので、あらか

平成 31 年 2 月 13 日現在

じめご了承下さい。

新

聞		

9 円～ 14 円 ( 横ばい )

ＥＴＣカード・ガソリンカード・プレス機オイル交

雑

誌

5 円～ 8 円 ( 上値下降 )

換のお申込みは、組合事務局までご連絡ください。

10 円～ 12 円（上値下降 )

東京都製紙原料協同組合 ☎ 03－3831－7980

段ボ－ル

組合事業紹介（事業部）

会 議 概 要［ 1 月・2 月］

（都市近代化推進事業協同組合）
① ＥＴＣカード

１月度定例理事会

指定の高速道路が割引運行出来ます。首都高速も

［平成３１年１月１０日（木）］

割引で利用出来る事になりました。

於）製紙原料会館会議室

（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

出席理事１５名・監事０名

のポイント分が無料走行で使えます。
② ガソリンカード

［坂田理事長

挨拶］

当組合で一番人気の事業のひとつです。

明けましておめでとうございます。本年も組合運

全国平均と比べハイオク・レギュラーガソリンが

営にご協力をお願い致します。

約３円、軽油が９円ほど安く購入できます。

［各部報告］
［直納部］
１２月度の共販輸出は、上物及び裾物（段ボール

共同購入についてのお知らせ

とミックス）が３社共に「市況が不透明であり対

プレス機のオイル交換について

応が厳しい事や販売先を確保できない」との理由

共同購入委員会

から入札辞退の申し出があった為、入札不可とな
りました。

組合を通じて通常より格安での交換が可能となり

［上 物］ 上物価格は上がっていない。産業古紙

ます。
実施した事業所の話では、処理のスピードや細か

の発生は年々、減少しているが、使用は安定して

な対応について高い評判を頂いております。

おりメーカーは入荷を増加させたい意向。産業古

見積もりを取って比較した結果を見て頂けると分

紙は国内で完全循環型の商品で輸出には向いてお

かりますが、１, ０００リッターのオイル交換で

らず、さい落物は軽くてコンテナ内で飛んでしま

約５万円近い差が出ております。

い嫌がられ、切り付けは軽すぎて運賃が高くなっ

どうぞこの機会に是非、ご利用くださいますよう

てしまいます。国内需給が堅調なら暴落はないで

お願い致します。

あろうとの予想。
［新聞・雑誌・段ボール］ 新聞古紙の発生は発行

手続きは簡単です。組合にご連絡いただき「プレ
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部数減と折り込みチラシ枚数減に加え、輸出価格

［青年部］

が高騰した上に持ち去り被害もあり入荷が減少。

１２月１８日青年部臨時総会及び忘年会を開催し

需給はメーカーの発注調整と輸出も限定的なた

ました。

め、一時的に緩和し始めています。読売新聞社が

議案は、現在青年部で加盟している印刷産業青年

１月に購読料を１０％値上げしたので、今後、発

連絡協議会（印青連）継続の有無です。青年部部

行部数減が予想されます。

員４６名出席者１６名委任状１４名で投票の結

雑誌古紙の発生は低調で、国内メーカーの雑誌古

果、継続６票、中断１０票で印青連加盟中断との

紙配合増により引合いは強含みです。段ボール古

結果になりました。

紙との価格差を考慮した調達となり引き続き強含

［審議・検討・報告事項］

みで推移すると思われますが、輸出価格が軟化し

1. 組合脱退：足立支部（有）有山商店（代表

ており今後の状況では一転して弱含みの可能性が

有山和男）自己都合

あります。

平成３１年３月３１日付

2. 組合会館内塗装について（主に廊下と階段部

段ボール古紙の発生は年末・年始でもあり増加。

分の壁） 見積り添付

需給は製品販売にブレークがかかってきた影響も

原案どおりで承認

時期：２月中旬 ・・・

ありメーカーは発注調整。年末・年始の暦の並び

3. 清風会親睦会：４月１４日（日）～１５日（月）

が良くないので問屋は在庫を持っている状況が続

4. 紙器組合解散による株券の購入について・・・

いています。２０１９年の第一四半期分の中国輸

購入しない事で可決

入ライセンスが発行されましたが、メインはアメ

5. 集荷部

リカの古紙を購入するためで日本品の引合いはほ

部会及び新年会

午後６時３０分～

とんどない模様で、今後は弱含みで推移すると予

２月１６日（土）

上野「翠鳳」

6. 住所変更・山手支部：（株）カネイ紙業（代表

想されます。

山田勝将） 新住所

価格は３品ともプレミアム対応分の値下げ調整と

平成３０年１１月５日より

なっており、厳しい状況となっております。

文京区関口１- ２４- ８

7. テナント更新：２階「ティーズクリエイト」

［返本］ 返本１２月発生は前年同月比８６%。年

現状料金で更新

末年始書店売上（１２/ ２９から１/ ４まで）前

平成３０年１２月２２日

8. 支部推薦理事の提出は、２月２７日まで各支

年対比、約マイナス４%。

部長が事務局へ提出する。

コミックなどは堅調、雑誌・書籍は低調。

９. 支部報告：千代田

新年会

城南

新年会 2/23 ～ 2/24、

集荷は集める量が問題となります。今は発生が少

城北

合同勉強会

ないですが、産業古紙の価格が安定しているのが

荒川

支部総会

［集荷部］

1/18、

2/21、
4月

救いです。
［広報部］

古紙センター関東地区委員会

広報１月号を作成中です。ほとんどの原稿は集
まっていますが、まだ、忘年会開催の原稿を提出

［平成３１年１月２１日（月）］ｐｍ 4：00 ～

していない支部がありましたら、早急に事務局宛

於）古紙センター会議室

てに出してください。
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［需要動向］ 18 ／ 12 月
（

単位トン、

）は対前年同月比、在庫の（

［上物古紙］

）は在庫率

・12 月の上物古紙在庫は、発生量減少の影響に
より、家庭紙向け、DIP 向け共に前年比で減少

［関東商組 32 社実績］
［新聞］

仕入

49,037( 82.2%)

した。特に、DIP 向け模造が前年比 50％であり、

出荷

47,052( 82.2%)

大きく減少した。

在庫

8,799( 18.7%)

仕入

44,230( 85.8%)

・12 月の新聞の発注は横ばいから微増、入荷は

出荷

40,368( 86.8%)

計画通り、消費は休転により減少し、在庫は増

在庫

11,122( 27.6%)

加した。1 月の発注は減少、入荷は計画通り、

［段ボール］ 仕入

151,743(101.1%)

消費は計画通りおよび微減となり、在庫は増加

出荷

141,779( 98.7%)

する見通しである。

在庫

19,741( 13.9%)

［雑誌］

［メーカー側コメント］

・12 月の雑誌の発注は横ばいおよび微減、入荷
は計画通り、消費は減少し、在庫は増加した。
1 月の発注は減少、入荷は計画通り、消費は減

［関東・静岡実績］
［新聞］

入荷

180,531( 84.3%)

消費

169,024( 87.6%)

・12 月の段ボールの発注は休転のために抑制し、

在庫

119,728( 70.8%)

消費が少なかったことから在庫が回復した。1

入荷

113,382( 99.4%)

月の発注は抑制、消費もよくなかったことから

消費

105,918(101.6%)

在庫が増加した。2 月の発注も抑制する見通し

在庫

52,286( 49.4%)

［段ボール］ 入荷

338,797(100.4%)

消費

307,527( 97.4%)

在庫

109,921( 35.7%)

［雑誌］

少し、在庫は増加する見通しである。

である。

古紙センター業務委員会
［平成３１年１月２４日（木）］ pm2：15 ～

［業者側コメント］

於）古紙センター会議室

［新聞・雑誌・段ボール］

［1］ 欧州古紙状況調査報告

・32 社報告の 12 月古紙仕入は前月比で 3 品と

［2］ 平成３１年１月～６月の段ボール。

もに増加し、前年比では段ボールは増加し、新
聞・雑誌は減少した。在庫は前月比で 3 品とも

新聞・雑誌の消費計画について

に増加し、前年比では段ボールは増加、新聞・

［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いただきます。

雑誌は大きく減少した。ただし、一昨年の 12
月は中国の輸入規制の影響で在庫が多かった事
情があり、今年の新聞と雑誌は適正在庫である。

２月度定例理事会

・三紙会報告の 12 月古紙仕入は前月比で 3 品と
もに増加し、前年比では 3 品共に減少した。1

［平成３１年２月５日（火）］

月の仕入は前年比で段ボール・雑誌は横ばい、

於）製紙原料会館・会議室

新聞は減少する見通しである。

出席理事１９名・監事０名

14

2019 年 3 月

No.317

［返本］２０１８年の返本発生量は、対前年比
［坂田理事長

８８%（１２% 減）。

挨拶］

１月は新年会が多く毎晩大変だと思いますが、体

出 版 物 推 定 販 売 金 額 は、 紙 ＋ 電 子 =

調を整えて業務に励むようお願い致します。

１兆５, ４００億円で前年比３. ２% 減。

先日、私の営業所で当組合の事業であるオイル交

内 容 は、 書 籍 ６, ９ ９ １ 億 円 ２. ３% 減、 雑 誌

換を利用しました。普段使用している業者と比べ

５, ９ ３ ０ 億 円 ９. ４% 減、 電 子 ２, ４ ７ ９ 億 円

ると、料金が９万円ほど安く処理出来ました。今

１１. ９% 増。

後、皆様がお使いになる機会がありましたら是非、

紙媒体は１４年連続の落ち込み。

組合のオイル交換事業を利用するようご検討願い

［集荷部］

ます。

集荷は１月と変わらず発生が少なく、仕事量も少
ない状況です。

［各部報告］
［直納部］

［広報部］

１２月度の共販輸出は、上物及び裾物（段ボール

２月１日に広報委員会を開催し、３月号の記事内

とミックス）が３社共に「市況が不透明であり対

容の検討を致しました。「時の視点」は、商社の

応が厳しい事と販売先を確保できない」との理由

ＫＰＰに市況レポートをお願いしました。「時の

から入札辞退の申し出があった為、入札不可とな

話題」では合同新年会と集荷部新年会を掲載予定

りました。

です。又、１月号に引き続き「平成を振り返って」

［上 物］ 発生は低調。メーカーの需給はタイト

のテーマで原稿を募集しております。対象は組合

感が続いている。古紙の発生少なく、パルプ代替

員と、組合員の会社の社員も可能ですので宜しく

品として古紙の貴重なポジションは変わらない。

お願い致します。又、「支部便り」では支部新年

［新聞・雑誌・段ボール］ 新聞古紙の発生は引き

会や支部旅行等の記事を掲載予定です。

続き低調。メ－カー各社による発注調整と輸出も

［青年部］

限定的なため、需給は一時的に緩和傾向。読売新

２月１９日に部会を開催します。

聞社が１月に購読料を１０％値上げしたので、発

［審議・検討・報告事項］

行部数減が予想されます。

１. 日程について

平成３０年１２月新聞発行部数：前年同月比
売新聞
新聞

９５. ６％、朝日新聞

読

①静岡県紙業協会家庭紙部会との懇談会3/11
（月）

９４. １％，日経

事前会議（ｐｍ 1：15）本会議（ｐｍ 2：00）

９４. ４％

富士工業技術支援センター

雑誌古紙の発生は低調。１月に各メーカー在庫過

②集直合同会議：家庭紙部会へ向けて

多による荷止めが続いた影響もあり需給は弱含

３/７（木）

ｐｍ 4：30 ～

み。

③総会資料検討会：正副理事長、
業務部長、
専務理事

段ボール古紙の発生は堅調。メーカー各社は古紙

３/ ２９（金）ｐｍ４：00 ～

在庫が多く、需給は緩和している。生産の上がる

④会計監査：監事・会計理事・理事長又は副理事長・

３月まではこの状況が続くと思われます。

専務理事・杉山会計

価格は３品ともプレミアム対応分の調整で値下げ

４/１２（金）ｐｍ5：00～

２. 平成３１年度ランク変更：千代田支部

となっております。

（株）
ナコジ 現在 Ｅランク→Ｄランクに変更
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平成３１年４月より・・・原案通りで承認

消費

171,214( 94.7%)

在庫

127,711( 74.6%)

入荷

119,721(117.7%)

消費

115,611(117.7%)

在庫

55,900( 48.4%)

３０社

［段ボール］ 入荷

332,299(106.5%)

原案通

消費

318,271(103.2%)

在庫

123,949( 38.9%)

３. 脱退者（廃業以外）及びランク変更は３月５
日理事会までに提出する。

［雑誌］

４. 支部推薦理事の提出・・２月２７日までに支
部長が事務局へ提出する。
５. 古紙商品化適格事業所
３５事業所

第４回更新

更新申請有り

・・・

りで承認
６. 事業部と青年部の合併について・・・先に青

［業者側コメント］

年部内で検討してから理事会ではかる事とす

［新聞・雑誌・段ボール］

る。

・32 社報告の 1 月古紙仕入は前月比、前年比で

７. 支部報告：

千代田

支部会 3/12

3 品ともに減少した。在庫は前月比で新聞・雑誌

文京

支部会 2/18

は減少し、段ボールは増加した。例年であれば 3

荒川

支部会 2/18・総会 4/6 ～ 4/7

品ともに減少するが、段ボールは違っていた。

足立

支部会３月・総会 5/12 ～ 5/13

・三紙会報告の 1 月古紙仕入は前月比、前年比で

山手

支部会

3 品ともに減少した。2 月の仕入は前年比で 3 品

城南

新年会 2/23 ～ 2/24

3/19

とも減少する見通しである。
［上物古紙］
・1 月の上物古紙在庫は、発生が減少しているも

古紙センター関東地区委員会

のの輸出が低調なため、家庭紙向けの込頁・オフィ

［平成３１年２月２１日（木）］ｐｍ 4：00 ～

ス MIX、DIP 向け模造・ケントが前月比で増加

於）古紙センター会議室
［需要動向］ 18 ／ 1 月
（

した。家庭紙ではパルプもの、古紙ものともに生
単位トン、

）は対前年同月比、在庫の（

産が増加し、仮需対応で出荷が好調なため、引き

）は在庫率

合いが強くなる見通しである。

［関東商組 32 社実績］
［新聞］

［メーカー側コメント］

仕入

45,469( 89.4%)

・1 月の新聞の発注は若干の抑制、入荷は増加、

出荷

46,403( 89.9%)

消費は減配継続があるものの微増し、在庫は若

在庫

7,865( 16.9%)

干増加した。2 月の発注は一部戻したメーカー

仕入

41,198( 96.0%)

もあるが概ね横ばい、入荷は計画通り、消費は

出荷

41,843(100.9%)

復配があったものの若干の減少で、在庫は増加

在庫

10,477( 25.0%)

する見通しである。3 月の発注は 2 月末在庫を

［段ボール］ 仕入

133,278(103.0%)

出荷

131,997( 99.6%)

在庫

21,022( 15.9%)

［雑誌］

見て調整となる見通しである。
・1 月の雑誌の発注は若干の増加、入荷は微増、
消費は概ね計画通りで、在庫は若干増加した。
2 月の発注は抑制、入荷・消費は計画通りで、

［関東・静岡実績］
［新聞］

入荷

179,759( 88.0%)

在庫若干減少する見通しである。3 月の発注は
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決まっていないメーカーも多いが前月比で若干

募集写真提出先

の増加となる見通しである。

〒 110-0016

：

東京都台東区台東 3-16-1

東京都製紙原料協同組合

・1 月の段ボールの発注は抑制、入荷は順調、消

事務局

費は概ね計画通り、在庫が増加した。2 月の発

ＴＥＬ

０３－３８３１－７９８０

注は日数の関係で抑制、入荷は順調、消費は休

ＦＡＸ

０３－３８３１－７８８０

転もあったが概ね計画通りで、在庫が増加し、

Ｅ‐mail ： info＠kosi‐tokyo.or.jp

在庫が満杯のメーカーもある。3 月の発注は日
数が増えることから回復する見通しである。

古紙センター業務委員会

編 集 後 記

［平成３１年２月２７日（水）］ 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の贈呈について

広報部副部長

［２］内閣府による立入検査結果概要

武田誠一郎

映画「ボヘミアン・ラプソディー」を鑑賞し、

［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いただきます。

熱い感動と興奮を感じた人が何人かはいると思い
ます。本当に素晴らしく感動を覚えました。

広報誌

どんなに才能が有っても一人では何もできない、

表紙写真募集の件

上り詰めると周りが見えなくなりそして壁にぶつ

広 報 部

かり歩いてきた道を振り返る。

皆様には日頃より組合活動にご協力を賜り、厚

何事も成就した陰にはそれに携わった人がいるこ

く御礼を申し上げます。

とを忘れてはならない。そんな事を教えてくれた

さて広報誌の表紙は、従来、特定の組合員様のご

映画でもあったように感じ取れました。

協力で写真を提供して頂いて参りました。

伊藤園創業者本庄正則さんの座右の銘に「春風

しかしながら諸般の事情により、今後その写真の

を以て人に接し、秋霜を以て自らを慎む」と言う

利用ができなくなりました。

言葉があります。人に優しく接し、自分に厳しく

そこで、組合員の皆様から表紙を飾る写真を公募

対峙するということです。

したいと思います。下記の要領で、奮って写真を

普通人は自分に甘く、人に厳しいものですが、

ご応募ください。お待ちしております。

その逆を教えた佐藤一斎の言葉です。
この先、行く道が共存なのか席巻なのか、岐路に

募集要項

立たされている自分を俯瞰する映像が思い浮かび

募集写真：白黒またはカラー写真

ます。

焼き付け
題

材

または

添付ファイル

：風景、季節、催事を扱ったもの

提出時期：随時
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