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まで下がりました。２００８年のリーマンショック

時 の 視 点

の後は約半年で 需給、市況ともに回復しましたが、
今回は１年を経ても低迷が続いています。
一方で日本国内での古紙需要は堅調のはずでし

「混迷極まる古紙市況の行方」
㈲古紙ジャーナル社

編集長

た。好調だったのが昨年の上半期まで。陰りが見

本願 雅史

えてきたのが、６月、７月頃です。長梅雨、冷夏

中国がくしゃみをすれば、世界が風邪をひく。

といった異常気象によって、段ボール需要に陰り

世界経済における中国の影響力が増したことを

が出始めました。さらに秋口の大型台風、１０月

表す例えですが、今回は中国から拡散した未知な

からの消費増税が重なりました。古紙消費も段

るウィルスが世界を震撼させました。２年前から

ボール原紙向けが主役となった今、微妙な景気動

始まった中国の古紙輸入規制で、古紙市況は低迷

向の影響を受けるようになったのです。段ボール

期に突入しましたが、コロナショックという新た

原紙の内需は当初、１. ３％増と予想されていま

な要因で、ますます先行きは混沌としています。

したが、結局１. ６％減のマイナス成長となりま

こうした見通しが難しい局面ですが、２０１９年

した。

の古紙を取り巻く状況を振り返りつつ、今年の

国内向けの古紙価格は、段ボール古紙の建値を

行方を予想してみたいと思います。

１８円で据え置きながらも、輸出原紙枠として

まず海外の古紙需要ですが、昨年の中国の古紙

ディスカウント価格でも手当てするようになり、

輸入量は１, ０３６万トンと対前年比３６％減り

二重価格も拡がりました。国内の需要が伸び悩む

ました。

ものの、製紙メーカー各社は海外向けに段ボー

中国政府は２０２０年末をもって古紙を全面輸入

ル原紙の輸出を強化しています。２０１９年は

禁止する方針を打ち出しており、２０１８年から

４７万２千トンの段原紙が輸出されました。各社

段階的にライセンスの発行を減らしています。

とも、高強度のライナーを開発するなどして、輸

中国の輸入量は製紙メーカーに対して発行する

出市場を開拓する動きが活発化しています。

輸入ライセンスの多寡に左
右されます。一方、 東南ア
ジアに生産拠点の移転も加
速し、先進国で発生する古
紙の受け皿となりつつあり
ますが、 中国の落ち込みを
支え切れるほどの需要はま
だありません。
世界的な需給のダブつきによっ
て、昨年から 古紙の国際市況は暴
落が続いています。日本の ＯＣＣ
（段ボール古紙）は６月以降、一桁
台に転落し、１２月にはキロ３円台
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今年はどうなるのか？

ションと大王製紙の転抄マシンの稼働によって、

では、今年の古紙の需給と市況はどのように推移するの

計４９万トンの年産能力が増強されます（純増

でしょうか？コロナショックによる影響は未知数ですが、

では３１万トン）。転抄マシンの稼働にともなっ

需給や市況を揺るがす可能性があります。古紙需

て、北越は北陸・関東エリア、大王は近畿、中四

要が一時的、局地的に高まる場面や、経済減速に

国、九州から段ボール古紙を中心に手当てするの

よって市況が崩れる局面も十分考えられます。

で、古紙需要増は期待できます。ただし、こうし

一つは海外の動向です。当初、今年の中国の

た環境下での製品の供給増は、市況軟化に繋がる

輸入量はさらに縮小し、前年の４割減ほどにな

といったマイナス面もあります。

るとみられていました。つまり年間の輸入量は

国内メーカーが古紙を建値で買い支えるのは、

６００万トン前後というわけです。２月末まで

古紙リサイクルシステムを維持する目的に加え、

に３回に亘りライセンスが発行され、合計では

製品市況を維持する狙いもありました。段原紙は

３２１万トンに上っています。

過去２年間に計１８円の値上げが実現し、その後

ところが、中国国内では、コロナウィルスの集

も製品相場を維持しています。古紙市況の下落に

団感染を防ぐため、古紙回収業者にも移動制限が

伴い、エンドユーザーからの下げ圧力も強まって

かかったり、住宅地に立ち入ることが禁じられて

いますが、製紙メーカーは比較的、これまで強気

いるそうです。回収量は大幅に落ちているとみら

で交渉してきました。

れ、回復までに一定の時間を要するとみられます。

ところが、コロナ騒動が勃発したことで、 段

中国では４月末頃にはコロナ騒動が収束するとの

原紙の需要が落ち込むだけでなく、日本経済

全

見方もあり、仮に製紙メーカーの工場が一斉に稼

体がダメージを受けています。このような中で、

働を始めると古紙が不足するのは明らかです。

製紙メーカーも「痛み分け」のような対応をする

そうすると環境政策の一環で古紙輸入を制限し

のか、注目されるでしょう。昨年までのように突っ

てきましたが、イレギュラーな事態としてライセ

張ねるには、分が悪い環境になってきました。段

ンスの特別付与などの措置もあり得るでしょう。

原紙価格を決める交渉の行方によっては、国内の

また海外市場が輸入古紙の買い漁りに動けば、

古紙市況にも影響を及ぼす可能性が充分あるわけ

市況が急騰する場面も考えられます。

です。

もう一つは、今年の日本国内での段ボール原
紙の動向です。今年の
内需の伸びは０. ５％
増と予想されていまし
たが、年初からのコロ
ナショックで早くも大
幅減産を迫られていま
す。そこへ段ボール原
紙の能力増強が相次ぎ
予定されています。春
先に北越コーポレー
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新年会の時に来ていただきました。坂田

７０周年記念座談会

さんとか歴代の支部長にもよく来ていた

『この 10 年を振り返って』

だきました。最近忙しいせいか、理事長

シリーズ全３回の３回目

に来て下さいと言わないから、又、お願
いしたいと思います。

座談会出席者（氏名 50 音順）

坂田：城南支部長として、色々な支部に理事長に

美濃紙業㈱ 近藤 勝・㈱松井紙業 松井 宏隆
㈱ノボル紙業 近藤 昌和

なる前には行っていました。理事長になっ

㈲坂田亮作商店 坂田 智・㈱グリーン 齋藤 浩二

てしまうと顔を出すところが多くて。ほ

司会 / ㈱丸十商店 高橋 宏明

とんどの支部は行っていると思うのです

２０１９年８月２日 於：大志満 椿壽 ( 有楽町店）

が。身体を大事にする観点からも、お酒

広報１１月号より続いて・・・

が好きなものですから。声掛けていただ
ければなるべく行けるようにしたいと思
います。
高橋：そういえば、支部長があちこち顔を出した
と言う事で思い出しましたが、最近、支
部長はあまり代わっていないような気が
します。また、組合の中からそういう話
を提案して、支部長からも、あちらこち
らに何かあったら行きたいという事を、

高 橋： 話 の 中 で 近 藤 さ ん が 組 合 費 の 値 上 げ の

皆さんにお勧めしたいと思います。色々

時、各支部を回った。それが基礎となっ

と話が出て来ましたが、他に何かありま

て、 支部同士の交流会に発展していった

すか。

と思います。ただ、残念なのが東京協組
は１０支部あったのが９支部になってし
まい、 中央支部が城南支部と一緒という
残念な 結果になったのですが、なかなか
支部員が集まっていただけないので、足
立支部なんかは齋藤さんのいる文京支部、

高橋

広報部長

近藤さんのいる台東支部とか、あちらこ

近藤（勝）：清風会の事ですが、私が直納部長を

ちらにお声掛けをして支部会をやってい

やっていた頃ですから、何年前か私も分

ます。その意味では支部間交流がまだ続

からないけれど、その当時は清風会には、

いていると私は 実感していますが、松井

先輩が多数いたのです。あの当時は、瀧

さんどうですか。支部同士の交流につい

本さんを呼んで清風会の前に講演会をお

ては。

願いし、そういう事を頻繁にやっていま

松井：他支部と全員が集まってと言うのはないで

した。その流れを引き継いで、今も２回

す。ただ理事長とか集荷部長には忘年会、

のゴルフと２回の講演会と懇親会、年に
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４回をずっと続けてきたのですが、やは

少し裾野を広げて。そういうふうに、今

りここ数年、だんだん参加者が減ってき

後して行くということでしょうか。

ています。特に先輩方がほとんど出てこ

近藤（勝）：そうです、理事のＯＢじゃなくても、

ない。前回の清風会も本当に先輩が誰も

一般のＯＢでも良いかもしれません。

いなかったのでは。現役の先輩、松井さ

松井：ええ。

んは同輩だから坂田秀一郎さんがやめら

近藤（勝）：色々とその辺は考えて。ただ、一般

れてから、もう本当に出てこない。

のＯＢ全員に招待状を出す訳にはいかな

ただ、これも中には来てもいいのではな

いから。ここ１，２年本当に寂しかった

いかと思う人もいます。だから前回の清

のです。清風会の懇親会の人数が減って、

風会の時に、松井さん、清水さん、当時我々

これは

一緒にやってきたのですが、色々とお話

のですが、ちょうど時代も令和に代わっ

をして、時代も令和になったので、やり

たのだから、何か思い切ってやりましょ

方を変えてみようかと。それで、どう変

うという話をこの間、させてもらったの

えるかという事については色々としてみ

です。それについては、理事長を通して

たらどうでしょう。今までの様に必ず懇

理事会にも討議していただきたいと思っ

親会の前には講演会をやると、その講演

ています。

会は清風会の一つの売りでやってきたの

何とかしなければと思っていた

齋藤：年配の方もＯＢの方も欲しいのですが、

ですが、本来、組合として講演会をやっ

もっと若手の人も欲しいです。

ても良いので、清風会は清風会を卒業さ

近藤（勝）：そうです、理事にこだわる必要がな

れた先輩方に、この前、松井さんが言っ

いかもしれない。

ていたけれど、招待状を出して、来て下

近藤（昌）：そう思うのです。１５年ぐらい同じ

さいと皆に声を掛けて、純粋に現役と先

顔なので、若い方にも来て欲しい。

輩方の会にしようではないかと。そうい

近藤（勝）：後継者、現役の青年部を呼ぶとか。

う案とか。

清風会を今までの理事の会というのをや
めて。全体の懇親会に。
近藤（昌）：本当は、理事の会でなかったら来た
いという人がいたかもしれない。自分は
なっていないから行けないと。
近藤（勝）：それはそうだ、あるかもしれない。
そういう意味でも、変えて行きましょう。
高橋：理事の方、ずいぶん若い方、青年部の方も

近藤（勝）元理事長
松井 : 理事だけではなく、一般組合員を対象とし

入っているので、そういう人を招いて案

た勉強会にするとか。もう少し広い会場

内を出して、もっと来てもらえれば。活

を用意して。

性化すると思います。

高橋：清風会は元々現職の理事とＯＢだけの会で

近藤（勝）：今までは７月と１２月にやってきた

すが。理事、ＯＢの会だけれども、もう

けれども、それを年３回ぐらいやっても
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良いのでは。１２月と１月は忙しいので

すが、その辺も、青年部も含めて考えて

それを外して、１１月、２月、中間の７

行かないと。本当は従業員の方でも良い

月等、３回ぐらいはやりたい。幅を広げて、

のかと。青年部だから２世、３世、お子

理事会の後にやるようにすれば、理事の

さんでなくても、従業員数が多いところ

人も来られるし、そんな形でやりたいと、

は従業員の方でも出していただければ有

先日は話をさせてもらった。

難いと思います。

高橋：清風会の規約も見直して。皆さんのお力を

近藤（昌）：私の甥っ子は青年部ですが、やはり、

頂戴して。

夜７時ぐらいから始まるのが多くて。翌

近藤（勝）：何か切っ掛けがないと出来ない。令

朝は６時には会社に、現場に行かなけれ

和になったという一つの切っ掛けでやり

ばならないという事で、やはり二の足を

たい。

踏んでしまうという事です。私が終われ

齋藤：若い理事さんもいるので、その人が規約を

ば理事にならせたいと思っているので。

改正しなければならないのですが。ＯＢ

もちろん支部の方々の推薦がなければな

の方には、ここにおられる人知っている

らないのですが。ですから、土曜日の夕

方に、最近お顔を見ないのですが、是非

方からやるような青年部の会にしていた

おいでいただけませんかと。本当は招待

だかないと、難しいのではないかと思い

状を送るのが一番良いのでしょうが。今

ます。

の時代、業界情勢も悪いではないですか。

齋藤：昔は運動会とかも開催し、荒川支部の時は、

ここ１，２年は厳しいということがある中

スキーにバス２台を借りて行った事があ

で、盛り上がることが必要ではないかと

る。特に日暮里エリアは、ほとんど問屋

思います。

の集まりみたいなところがあり、従業員
が多い訳です。昔は住み込みが多かった
から。
だからそれで考えると、隣り同志し、お
互い、知り合う、従業員同志しが知り合
う事も多く、特に銭湯に行くと現場と間
齋藤

違うぐらい ( 笑 )。特に我々の近くの銭湯

理事

近藤（勝）：そうして大勢集まる中で情報交換を

は２つ位に分かれているのですが、だい

すれば、やはり出てくると思う。それは

たい顔見知りが多いです。時間帯で、皆

是非やりたいですね。

が仕事を終えて銭湯に行くから。自然に

高橋：青年部の部員数がだんだん減ってきて、

かなり交流があって、時にはボーナスが

上限の５０歳を迎える人は、一応５０歳

出たとか出ないとかそういう話になって、

で青年部の方は定年なのですが、５０歳

お前のところの給料はどうだとかになり

を過ぎても私はまだ大丈夫だという人に

ますが、やはり身近なところから始まる

は残っていただいたら。青年部も加入す

というのが非常に良いかと思います。

る人が少ないというのが現状はあるので

高橋：一部の支部の中では、支部で青年部がある
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ところがある。荒川は荒川の中に青年部

その家族もだんだん年を取ってきて、そ

がある。本部ではなく、支部の中にある。

こに問題があります。新しい赤ちゃんが

松井：江墨はあります。青年部というのはないの

生まれて、賑やかになってくれれば良い

ですが、青年達がいるから、年に５回ぐ

のですが、だんだん、二の足を踏んでし

らい支部会に招待する。会費は出しても

まう方が多くなっているのは事実です。

らうのですが、安く招待します。

高橋：少子高齢化ですね。

高橋：近藤昌和さんの台東支部は。

近藤（勝）：足立支部もそうです。ただ支部の中

近藤（昌）：青年部というのは支部の中にはない

では青年部を作りたいという事で議案に

です。

挙げて、支部内では一応 OK は出ているの

高橋：若手を呼んだりする事はあるのですか。

ですが、まだ行動には移せていない。結局、

近藤（昌）：なかなか難しいですね。いつも来る

本部の青年部というとやはり出づらいと

人を集めるだけでも精一杯という感じです。

いう方がいるので。支部の中で顔なじみ
の中で情報交換をして、それから本部の
中に入れて、組合活動に参加していただ
けるように頑張っていかなければならな
いと思っています。
坂田：高橋さんじゃないですが、途中から坂田で

近藤（昌）副理事長

すと言っていないから、分からないかも

高橋：齋藤浩二さんの支部は。人数が多いのです

しれない。途中から私は言うけれど、坂

が。

田ですって言っていないから。

齋藤：そうでもない。支部会はほとんどメンバー
が変らない状況だと思います。それも皆
さんにお声掛けしないと来ないです。で
きるだけ忘年会とかは、お声掛けをして。
今月も納涼会が１９日にあるのですが、
それはもう従業員達を出したりしますが。
高橋：山手支部とか城南支部もそうですが、家族

坂田

理事長

会を年に２回やられています。納涼会も

高橋：一応名前は言って、気を付けているつもり

やられています。そういうところは組合

ですが。組合の今後の方向と、組合の全

員も、支部員さんも多い。

体の方向性の様な事はいかがですか。組

坂田：城南支部は、合併して組合員も多くなりま

合を編成する中で、どういうふうに折り

したが、その前からバスを１台借り切っ

合っていくかという事を話したい。全体

て。お正月も泊まりで行き、バーベキュー

として、今後、どうしたらいいかと。

パーティを開催し、そういう意味では価

齋藤：一番考えられることは何処も人で苦労し

格にもよりますが、あまり高くなければ

ている事です。特に物流の問題など仕事

家族と来てくれることがあります。ただ、

があっても人がいません。そこで、集荷
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の人達が我々からすればお手伝い願える

も安くなった。

かとか、お仕事を渡すとか。そういう持

坂田：あれ、使っていただいている方が少ないの

ちつ持たれつの関係作りを今後ある程度

です。結構、広報部の方で記事を何回も

やってもいいのかと思います。

出していただいているのですが、読んで

坂田：そうです。広報か何かに書いたと思うので

くれないのかなと思うぐらい、プレス機

すが、問屋さんは人出不足で、集荷は仕

のオイルは相当安いです。

事が減っているというところで、個々に

松井：確かに安いです。前どこかでやった時は

決めて何とか仕事を回していけるような

35 万円ぐらい取られたけど、組合でやる

仕組みができないかというのは、そこは

と２０万円かそこら。

一番あるのですが。私は広報誌で２回ぐ

坂田：１０万円以上安いです。

らい提案しているのですが、なかなか反

松井：色々考えて、やった方が良いと思います。

響がないというのが実情です。

坂田：問屋さんの例ですが、段ボールでも何で

近藤（勝）：私等の時代も、松井さんから提案さ

も回収したものを自分のところに持って

れていたのですが。やはり仕事を支部間

来るのは不合理だという事で。話をして、

で融通し合う、そういうシステムが作れ

近くのところに降ろしてまた仕事に行く。

ないかと言っていた。遠いところまで行

近藤（勝）：そういう形が増えてきました。

かなくても近くの業者が互いに取りに行

坂田：増えてきました。そういう形で集荷の方を

けば効率的です。

うまく使ってもらえると有難いと思いま

松井：理想ですが、なかなか、しがらみで。

す。そこが一番大事で、それができれば
相当違うと思います。この組合の集直一
体という特長が活かされると思います。
高橋：では時間的にもちょうど１時間経ちました。
本日は本当にお忙しい中集まっていただ
き有難うございました。

松井

元副理事長

松井：あと、共同購入はもう少し組合員のために
と、今まで言ってきているのですが。区
の委託事業をやっている組合ですが、ト
ラック 100 台位あるので、車検を安くや
るようなところを探しているようです。
車検も高いじゃないですか、２t 車は１０
数万取られます。安くやるところを探し

全員着席

てと言っているのですが。それに限らず、

座談会参加者６名・その他、関係者４名

色々な事で協力した方が組合員も助かる

（広報部２名・事務局１名・紙業タイムス社１名）

と思います。組合でやってオイルなんか

シリーズ全３回
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そして、司会者からその他、関係団体、関係会社

時 の 話 題
令和２年

のご来賓のご紹介がありました。

合同新年会
事務局

令和２年１月１８日（土）に、東京都製紙原料
協同組合の合同新年会が上野・精養軒で開会され
ました。
安立城南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。

東京都議会議員 自由民主党東京都支部連合会

今回は挨拶内容を普段と変え、野球関係の話や元

幹事長

髙島

直樹

様

有名選手のエピソードと組合運営の共通点につい
て話されました。

経済産業省製造産業局 素材産業課
坂田理事長挨拶

課長補佐

金内

理恵 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で
ある松原仁様からは、入場前に一部組合員にご挨
拶を頂きました。最初に、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
直樹様からご挨拶をいただきました。
次に経済産業省製造産業局 素材産業課課長補佐

東京都産業労働局商工部経営支援課

金内理恵様、東京都産業労働局商工部経営支援課

課長

課長 川﨑秀和様からご挨拶を頂きました。

川﨑

秀和

様

そして、今回は特別に理事長より現在行っている
組合事業についての説明がありました。
その後、長年に渡りお世話になりました長井

保

元相談役と坂田秀一郎元相談役に対して感謝状と
記念品の贈呈が行われました。
受賞は代理で長井義人元集荷部長が、坂田秀一郎
衆議院議員

松原 仁

元相談役は、ご本人がそれぞれ受け取られました。

様

9

2020 年 3 月

No.322

アトラクションは、今回、初の女性グループ３人
によるベリーダンスです。工藤事業部長のご協力
によりベリーダンス「アルマース」の皆様が踊り
を披露してくれました。
そして、恒例の支部対抗のカラオケ大会となりま
した。

次に乾杯のご発声を（公財）古紙再生促進センター

カラオケ大会は青年部、近藤（英）幹事長の司会

関東地区委員会委員長

進行役で始まりました。３位までの入賞者に対し

和田 健太郎様にして頂

きました。

て景品が贈られました。

（公財）古紙再生促進センター関東地区委員会
委員長

和田 健太郎

様

今回は、昨年５月に理事の改選があり正副理事長、
専務理事、業務部長全員がステージ上で紹介され
ました
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集荷部

新年会
集荷部長

鈴木

邦浩

２月８日（土）集荷部新年会を銀座ＧＩＮＴＯ
にて坂田理事長、上田副理事長、冨澤直納部長、
夏目専務理事をお迎えし集荷部員１３名の参加を
得て開催致しました。

宴席も盛り上がる中、中締めは当組合の組合員で

市況も芳しくなく、コロナウィルスの問題もあ

関東製紙原料直納商工組合理事長でもある大久保

り心に霞みがかかった様な気持ちでいたのは私だ

信隆様にお願いをしました。

けでしたでしょうか。レストランの入り口で厳重
にアルコール消毒をしてから入店となりました。
店内は普段はあまり馴染みのないお洒落で高級な
雰囲気が漂い、先ほどまで覆っていた心の霞みも
すっかりと晴れてしまいました。
５階の会場からは銀座の夜景も一望でき、例年の集荷
部新年会とは趣が異なりとても良かったと思います。
冨澤直納部長の市況報告の後、坂田理事長にご
挨拶を頂き、上田副理事長の乾杯で開宴しました。

最後に、ステージ上に支部長全員が揃ったところ

銀座の高級フレンチ料理を堪能し、お酒も大いに

で、江東支部の山口支部長が閉会の辞を述べ閉幕

すすんで、とても和やかな新年会をおくることが

となりました

できました。
最後は近藤副理事長の逆風をものともしない威勢
の良い中締めで散会となりました。令和２年、私
達の業界は大変厳しい年となる事が予想されます。
東京協組の集直一体という理念のもと、この難局
を皆様と共に乗り越えて参りたいとおもいます。
最後になりましたが、お店を選んで頂いた夏目専
務理事、司会進行の梨本集荷部副部長、誠に有難
うございました。
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組合事業紹介（事業部）

賛助会員案内について

「ＴＰＩＣＯ」認定用書類提出について

賛助会員制度は、組合員外との交流、連携をより

当組合ではＴＰＩＣＯ（ティピコ）認定制度を

促進させ、組合組織の充実強化を図る為、導入し

導入しております。ＴＰＩＣＯとは、組合独自の

ております。

個人情報保護体制制度です。

現在、下記６社が賛助会員として登録されており

内容は、プライバシーマーク（Ｐマーク）とほぼ

ます。（後方ページの広告を参照下さい）

同内容で、取得時間と労力及び費用を簡素化し、
組合独自の内容を付け加えた制度です。

① 矢崎エナジーシステム（株）

行政機関などの応札基準に適合しており、いくつ

お使いの車両が計量器付車両に変わります。

かの団体や一部大手企業の取引条件にも適合して

車載式重量計ＬＩ

おります。又、製本工組でも同様の制度を導入し

・既存車、新車を問わずに取付可能

て１０年以上が経過しております。

・最大積載量、車高が変わらない

現在、当組合では３４社が資格を取得されていま

・モニター運用で購入前に確認が出来る

す。

以上のような機能が活用出来ます。

今年も新規の資格取得希望者を募る予定です。

② 丸大食品株式会社

６月頃にご案内を差し上げますので、ご希望の方
はこの機会に是非、取得されてはいかがかと思い

丸大食品グループでは、様々なシーンやニーズ

ます。

に対応できるよう、多彩なラインナップの商品を

昨年、維持更新の研修会に参加された方々の

ご用意しています。おいしい焼肉やデザート、

中で、更新対象となっている組合員の方が数社お

新鮮なフルーツを生かしたヨーグルトなどおいし

ります。

さも様々で、遊び心とおいしさを兼ね備えた商品

更新の期限が迫っておりますので、まだ更新書類

をお届けしています。また、ギフトにピッタリの

を提出されていない方は期日までにご提出をお願

ハムやデザートも人気の定番商品で、多くのお客

い致します。

様にご利用いただいています。

③（株）Ｆ－ＳＵＮツーリストジャパン
一般的な海外・国内旅行をはじめ、各種団体 ･ 企
業等の視察研修旅行、復興支援ボランティアツ
アー（宮城県南三陸町での漁業支援など）、親善
訪問、視察旅行、業務渡航、小笠原諸島など離島
ツアーの取扱に力を入れています。
現在、直納部の海外視察研修や支部の研修会等で
ご活用いただいております。
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④ 極東開発工業株式会社

加入申込や購入に関しましては、組合が窓口とな

特装車の製造・販売をはじめ、環境、パーキング

りますので、是非、この機会に沢山の組合員の皆

など幅広い事業を通じて社会の基盤づくりに貢献

様にご利用いただければと思います。

しております。

入会ご希望の方は加入申込書（たのめーる新規ご

特に、パッカー車（プレス式・回転板式）につい

登録ＦＡＸ用紙）を作成し、組合事務局迄ＦＡＸ

ては、新型機種（プレスパック・パックマン）を

でお送りくださるようお願い申し上げます。

発売致しました。

尚、登録用紙は事務局迄ご連絡いただければすぐ

各能力ＵＰはもちろんのこと、メンテナンス、デ

にお送りいたします。

ザインにも力を入れた高い作業性と安全性及び環

東京都製紙原料協同組合

境性を備えた製品となっております。

電話

０３- ３８３１- ７９８０

ご興味のある方は、ぜひご連絡をお待ちしており

ＦＡＸ

０３- ３８３１- ７８８０

「たのめーる代理店」

ます。

日本紙パルプ商事株式会社 機能材・情報用紙
⑤ ユナイテッド・インシュアランス（株）

営業本部ビジネスソリューショングループ

総合保険代理店。組合では主に損保の取り扱いと

TEL03-5548-4267

なります。

FAX 03-5548-4277

この度は東京都製紙原料協同組合様よりご紹介

経営者様の「お役立ち」のためのアドバィザー集

頂き、文具通販「たのめーる」をご案内させて頂

団。経営者様に寄り添って、各種営業課題をソ

きます。貴社の経費、労力削減のお手伝いができ

リューションし、ともに歩むパートナーとなる事

ればと思い、是非この機会にご加入頂きますよう

を目指しています。

ご検討の程お願い申し上げます。
【ご提案のポイント】

⑥ コマツカスタマーサポート（株）

■ 現在複数社よりご消耗品等をご購入されてい

コマツカスタマーサポート（株）は、フォークリ

る場合、「たのめーる」にお纏め頂きますと、請

フトやショベルローダの販売や製品の修理及びア

求書も一本化され、それらの処理にかかっていた

フターサービスを行う会社です。

時間も含めたコスト削減に繋がります。

フォークリフトの購入や資格取得の際は、是非、

■ 過去１年のご購入実績データのダウンロード

ご活用くださるようお願い致します。

が可能ですので、消耗品の管理にお役立て頂けま
す。
■ ＷＥＢからのご注文で、100 円につき 2 ポイ

「たのめーる」の入会について

ント、ハッピーポイントが溜まります。貯まった

組合が事業として取り入れています、文房具や事

ポイントはお菓子、家電などのプレゼント商品と

務用品を安価で購入できる文具通販「たのめーる」

ご交換頂けます。

についてご案内申し上げます。

（ＦＡＸでのご注文につきましては 100 円につき

「たのめーる」は大塚商会が運営しておりますが、

１ポイントの加算となります。）

日本紙パルプ商事（株）が代理店として手続き等

■ お支払条件（締日、お支払日）、お支払方法（振

を致します。

込、又は自動振替）をご指定頂けます。
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■「オーダーメニュー」でＷＥＢよりゴム印等の

ス機オイル交換申込書」を受取り、必要事項をご

発注もでき、翌日のお届けが可能です。

記入し組合宛てにお送り下さい。交換時のレート

（一部ＦＡＸのみの取扱い商品もございます）

は２ｹ月に１度変更されます。尚、給油条件によ

■ 弊社が代理店となり今後のフォローはしっか

り追加金が発生する場合がありますので、あらか

りやらせて頂きますので、安心してご利用頂けま

じめご了承下さい。

す。

ＥＴＣカード・ガソリンカード・プレス機オイル

他にも、掲載の無い商品の追加、価格のご相談に

交換や、その他のお申込み、お問い合わせは、

ついても随時承ります。

組合事務局までご連絡ください。

ご登録につきましては、お手数ですが「たのめー

東京都製紙原料協同組合

るご登録ＦＡＸ用紙」にご記入のうえ、組合へ

☎

03 － 3831 － 7980

ＦＡＸをお願い致します。

その他事業・共同購入についてのお知らせ

支 部 便 り

「都市近代化推進事業協同組合関係」

城北支部 新年会開催

① ＥＴＣカード
指定の高速道路が割引運行出来ます。首都高速も

城北支部長

割引で利用出来る事になりました。

辻

忠敏

令和２年２月１８日（火）赤羽の串焼き不二子

（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

にて新年会を開催しました。

のポイント分が無料走行で使えます。

不二鳥を使用しているお店なので、焼き鳥のお
いしい店でした。

② ガソリンカード
当組合で一番人気の事業のひとつです。

今期最後の支部会は９社１０名の参加が有り、

全国平均と比べハイオク・レギュラーガソリンが

ほぼ青年部員と活気あふれる新年会になりまし

約３円、軽油が９円ほど安く購入できます。

た。業界の現状は非常に厳しい状況ですが、これ
から繁忙期を迎えるに当たり古紙の発生と出荷が

「プレス機のオイル交換について」

増えるよう望んでいます。又、４月には総会を開

組合を通じて通常より格安での交換が可能となり

催しますのでご協力よろしくお願いします。

ます。
実施した事業所の話では、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
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新年会開催
江墨支部

組合員の広場

石橋隆寛

令和２年２月２２日に御徒町の「とろ一」にて

ニュージーランド旅行記

江墨支部の新年会を開催いたしました。

2020.1.1 ～ 2020.1.8

毎年恒例の奥様同伴で、総勢１４名での宴席と

広報部副部長

なりました。市況の悪化や、コロナウイルス問題
など暗い話題ばかりでしたが、綺麗処を交えての

清水弘允

正月休みを利用して８日間のニュージーランド

宴席はあっという間に中締めとなりました。

旅行（ＮＺ）に行ってきました。

「とろ一」さんはお寿司屋さんですが、和洋折衷

最初にＮＺについての豆知識を紹介しておきま

とりどりのお料理に奥様方も喜んでお帰りになら

す。ＮＺは南半球にありますが、現在は夏時間で

れました。

日本より時差が４時間進んでいます。日没は夜９

業界も世の中も大変厳しい状況ですが、皆様方ど

時頃でした。

うぞ健康にご留意下さい。

北島と南島に分かれ面積は２７万平方キロ、日本
の面積と比べると７割程度の広さです。人口は
４９５万人でヨーロッパ系が７４％、マオリ系が
１５％、アジア系が１２% です。広い国土の割に
人口が少なく気候が温暖で、ほとんどの国土が緑
に覆われた農業国、牧畜の国と言う印象です。
歴史としてはポリネシア系のマオリ人が８世紀頃
から住み始めたようです。その後、１７世紀中旬

千代田支部

にオランダ人がやって来たがマオリ人に追い返さ

新年会開催
千代田支部長

令和２年１月 31 日

れ、ついで１８世紀後半にイギリス人探検家の

近藤正彦

ジェームス・クックが上陸を果たし、それを契機

竹橋パレスサイドビル

にクジラやアザラシの捕獲を行う人々の補給地と

「いろは寿司」にて千代田支部新年会を開催しま

して利用されるようになったそうです。イギリス

した。

人とマオリ人との武力闘争が長く続きましたが、

総勢１０名の参加者で久しぶりに賑やかな宴会と

１８４０年に両者間で平和条約が締結されＮＺは

なりました。

イギリス領であると宣言されました。その後も人
種に関わる紛争は続いたようですが、現在のＮＺ
は可なりマオリ人の権利に配慮している感じがし
ます。
（１日目）
ＮＺ北島のオークランド国際空港に朝９時頃に到
着。直ぐバスでロトルアまで５時間程走り、
ワイトモ鍾乳洞に行き土ボタルを見学。
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土ボタルの幼虫が出す蛍光に寄ってきた昆虫を、

昼食後、クライストチャーチの市内観光。まず車

幼虫が餌にするそうだ。幼虫の蛍光は綺麗だった

窓から２０１１年に地震で倒壊した教会を観る。

が、それを楽しむためカメラのフラッシュを使え

建て替える予定だったが、市民の反対で元の教会

ないので写真が撮れなかった。バスから見る個人

を復興する事になり、まだ倒れたままの姿であっ

住宅は土地が広いので殆ど平屋で建っていた。

た。地震後の建てられた仮設の「紙の大聖堂」を
見学した。

（２日目）
アグロドームに行き、羊の毛刈りショーを見る。
1 頭を年 2 回刈るそうだ。
次いでトンガリロ国立公園に向け出発。途中でタ
ウポ湖（北島最大の湖）から流れ出る川の小さな
滝、フカ滝を見学。バスの窓から遠くに雪の被っ
た山が見えたが、富士山とそっくりな山があった。
ロトレアに戻りテ・プイアと言うマオリ文化の伝
承を目的とする文化センターに行く。そこでマオ
リ彫刻と伝統的な織物と衣装を見る。次いでポフ

紙の大聖堂

ツ間欠泉の見学をする。蒸気は常に噴き出してい

これは日本の建築家の坂茂（ばんしげる）がデザ

る感じがしたが、それでも間欠泉だそうだ。

インしたそうだ。すべて段ボールで出来ている。

ＮＺにしかいない絶滅危惧種キウイの展示があっ

その後、５時間以上掛けてマウントクック国立公

たが、夜行性という事もあり見る事はできなかっ

園に向かう。

た。ＮＺにはマオリに由来する地名が多いので覚

途中でテカポ湖に寄り、「バウンダリー犬の像」

えにくい。

と「善き羊飼いの教会」を見学。ここは夜に素晴
らしい星が観察できる場所としても有名である。

マオリ彫刻
（３日目）

善き羊飼いの教会

早朝の４時半にホテルを出発してオークランド国

ＮＺでは植物も動物も外来種の入る事を厳しく

際空港から、南島のクライストチャーチに空路移

排除しているそうだ。しかし皮肉な事に外来種の

動する。到着後、まず昼食をゴルフ場のレストラ

ルピナスが至る所で綺麗に咲いていた。

ンで取る。ＮＺはゴルフが盛んで３００ヶ所のゴ

マウントクックのホテルに到着。部屋からマウン

ルフ場があるそうだ。

トクック山が見えた。エベレスト初登頂はエドモ
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ンド・ヒラリーが１９５３年に達成したが、彼は

時超で罰金となる。しかし飲酒運転には寛容で

ニュージーランド人で現在でも５ドル紙幣になっ

ビール３杯位まではＯＫ。車以外に交通手段がな

ている。因みに最初の日本人は１９７０年に植村

いからだろう。

直己が登っている。
（４日目）
朝食後、マウントクック・ハイキングをする。出
発した時は若干曇りがちだったが、２．５ｋｍ程
の山道を歩いていたら強烈な風が吹き始め、時に
は立っていられない程であった。
登った先には氷河湖のミューラー湖があった。
氷河が解けた湖なので乳白色である。
その後、クイーンズタウンに向け出発。次第に山

Ｕ字型断崖

岳地域となり急峻な山が迫り、左右に曲がる道路

（６日目）

をバスは走った。

クライストチャーチ空港を出発して北島のオーク

途中、昔のゴールド・ラッシュで栄えたアロータ

ランド空港に戻る。市内を走って岬の先まで行き

ウンと言う町に立ち寄り、街を散策した。当時は

デボンポートと言う町を散策後フェリーで湾を横

砂金が採れたそうだが古い家並みは西部劇の町の

切り街の中心に行く。港の脇にあるＯＫギフト

ようであった。次いでジェット噴射式ボートに

ショップに寄る。これは大橋巨泉がカナダとオー

乗ってカワラウ川を３０分ほど走る。泊まった

ストラリアにも持っている店である。マヌカ入り

ホテルの部屋から見る、プカキ湖と背景の山脈は

蜂蜜を購入した。その後、１時間ほど街を歩いて

素晴らしかった。

写真を撮った。オークランドはＮＺでは例外的に
高層ビルが建っていた。

（５日目）
ホテルを出発して６時間ほど掛け３００k ほど走

ＮＺにはＳＵＳＨＩの看板がかなりあった。

行してフィヨルド国立公園内のミルフォード・サ

サンドウィッチを売るように売っている。しかし

ウンド観光へ。観光船に乗って出発。フィヨルド

カウンター式の寿司屋はないようだ。

特有のＵ字型断崖。あいにく雨と風になってし

（７日目）

まったが、船内や船外で写真等を取る。雨が降っ

９：５０発の便で帰国。１１時間のフライトだが

たお陰で断崖から何本もの滝が落ちていた。今日

時差が４時間あるので１６：５０に成田空港に到

のバスガイドは日本人男性で説明が分かり易かっ

着する。

た。ＮＺの天気は変わり易く気温変化も同様。紫

♪ことわざミニ知識♪

外線は日本の７倍から８倍と言っていた。
降水量は７, ０００mm で東京は１, ５００mm と
比べれば多い事が分かる。家賃は週払い、給料の

「溺れる者は藁をも掴む」

支払は２週に１回。平均年収は４６０万円。家の

非常に困難な状況に陥った時は、藁のような頼り

価格が急上昇中で平均でも１億円位する。一般

になりそうもない物まで、頼りにしてしまうもの

道路、高速道路共に１００km/ 時の制限。５km/

だ。
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◎第６４回 通常総会
第５８回永年勤続従業員表彰
期日：令和２年５月１８日（月）
場所：上野精養軒
時間：総会 午後４時１５分より

支部スケジュール
千代田支部
支部会

４月～５月

総

５月

会

未定

永年勤続従業員表彰

日にちと場所未定

午後５時１０分

文京支部
支部会

４月２０日（月）東明飯店

支部会

６月１８日（木）すし常（大塚）

お

知

ら

せ

台東支部
総

会

４月２７日（月）場所未定

〔４月会議・催事予定〕
４月

荒川支部
未定

３日（金） 常任理事会 (pm4：30 ～ )
〃

理事会 (pm5：30 ～ )

組合会議室

４月１２日（日） 清風会ゴルフコンペ 宿泊「河鹿荘」

足立支部
未定

～１３日（月） 小田原湯本ＣＣ（ａｍ10：00スタート）
４月１４日（火） 会計監査 （ｐｍ 5：30 ～）

山手支部
総

会

４月１８日（土） 鮨やなぎ

支部会

６月１９日（金） 鮨やなぎ

組合会議室
４月２０日（月） センター関東地区委員会（ｐｍ2：00）
古紙センター会議室

城南支部
未定

４月２３日（木） センター業務委員会（ｐｍ2：00～）
〃

江墨支部

全原連役員会（ｐｍ 3：15）

未定

古紙センター会議室

［古紙価格］

城北支部
総会

４月２８日（火）組合会議室

支部会

５月・６月は休会

［東資協の古紙 4 品の標準売値］
令和 2 年 2 月 12 日現在
新聞		

5 円～ 8 円 ( 下値下降 )

雑誌

3 円～ 4 円 ( 上値下降 )

		

段ボ－ル

3 円～ 6 円（横ばい )

会 議 概 要［ １月・２月］
１月度定例理事会
［令和２年１月８日（水）］於）組合会館会議室
出席理事２２名・監事０名
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理事長挨拶

１２月に輸出再開されたので、各社の問屋在庫が

年初にイランとアメリカとの険悪なムードが漂っ

減り年末を迎える事が出来た。

ています。私たちの仕事は必要性があるので、協

２０１９年１１月輸出は昨年同月比３１％増。

力して少しでも良い物を作り日本の古紙の優位性

２０１９年１月から１１月までの輸出は前年同期

を上げていければと思います。

比で１１％減。

［各部報告］

インドネシアへは、船の確保が難しくキャンセル

［総務部］

になるのではないかと言われている。

・組合会館３階のテナント更新について：小柳工

［上 物］ 上物は年初から大変厳しい状況が予想

業（株）が現状料金で更新した（令和元年１１

される。

月２日より）

［オフィス古紙］ 年末なので発生が多かった。

・組合会館２階テナント入居：
（株）ファンリミット
ナヤ

代表者

メーカーによってはミックス系を使いたいとか、
金谷

泰享（カ

込頁やケント、模造系を使いたくないとの声が出

ヤスト） 職種「軽貨物運送・各種軽作

ています。メーカーによっては使えそうな雑誌か

業請負・他」

ら、ある程度確保できてるいので、価格の高い古
紙は使いたくない模様である。
［返本関係］返本の発生は前年対比で９１. ５％。

［直納部］
１月度の共販輸出は、上物及び裾物（段ボール・

今年はオリンピックイヤーで、以前ですと特別な

ミックスとも）に関して、輸出業者３社共に「市

事がある年は相乗効果で本が売れたが、現在は、

況が不透明で対応が厳しく、販売先を確保できな

その他のメディアのウェートが上がり売り上げに

い」との理由から入札辞退の申し出があり入札不

繋がっていない。

可となりました。

［集荷部］
昨年末は商印関係で中綴じの仕事が早めに終わっ

［新聞・雑誌・段ボール］
新聞の発生は、引き続き低調。新聞用紙や洋紙は

てしまい、１２月だけをみても発生は少なかった。

減産の影響で発注調整があり荷余り感がある。今

製本関係では、並製の物が昨年の夏から秋にかけ

後も市況は弱含みが続く模様。２０１９年１月か

て少なかったが、年末に多く出てきており３月く

ら１１月までの輸出は前年同期比で３２％減。今

らいまで続くのではないかと予想しています。

年 1 月は新聞の輸出がほぼ出来ない状況になる

［広報部］

と聞いている。

今月下旬に広報１月号を発送予定で現在、原稿を

雑誌の発生は引き続き低調。需給は段ボール古紙

集めています。新年の挨拶が中心となりますが、

からの配合変更もあるため他品種に比べ引合いは

原稿の提出がまだの方は早急に提出して下さい。

安定。２０１９年１月から１１月までの輸出は昨

［事業部］

年同期比で２３％減。

１月１８日に合同新年会を開催しますのでご協力

段ボールの発生は堅調。メーカーは販売が振るわ

をお願い致します。新年会のアトラクションは「ア

ない上、製品輸出減による影響で減産傾向。古紙

ルマース」によるベリーダンスを予定しています。

輸出はオファーが少ない上、輸出価格は国内価格

あとは恒例のカラオケ大会があり上位３名に景品

を大きく下回り弱含みで推移。インドネシアが

が贈呈されます。
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［青年部］

古紙センター関東地区委員会

１２月１７日（火）午後６時半より銀座「ワイン
ホールグラマー」で忘年会を開催しました。

［令和２年１月２０日（月）ｐｍ 4：00 ～
於）古紙センター会議室
［需要動向］ 20 ／ 1 月

［支部報告］
荒川支部：1/8「伊豆栄梅川亭」新年会

（

山手支部：支部会は 2 月休会で 3 月実施予定

［関東商組 32 社実績］

城南支部：2/29 ～ 3/1 箱根「河鹿荘」で新年会

［新聞］

単位トン、

）は対前年同月比、在庫の（

）は在庫率

仕入

45,133( 92.0％ )

出荷

42,361( 90.0％ )

在庫

15,303( 36.1％ )

仕入

43,719( 98.8％ )

出荷

38,929( 96.4％ )

在庫

13,304( 34.2％ )

［段ボール］ 仕入

149,828( 98.7％ )

①来賓受付担当者「直納部 近藤（行）・安立」

出荷

144,734(102.1％ )

②新聞社受付及び会計関係（濱谷・宮内）

在庫

28,667( 19.8％ )

城北支部：2 月後半に新年会予定

［雑誌］

［審議・検討・報告事項］
1. 合同新年会（1 月 18 日）について
＊担当常任理事集合
２階

午後５時１０分

精養軒

受付カウンター前

③進行「司会：安立支部長、閉会の辞：山口支部長」
④その他

アトラクション・カラオケ景品準備

［関東・静岡実績］

「近藤（充）」

入荷

152,689( 84.6％ )

⑤支部受付：各支部長

消費

148,706( 88.0％ )

2. 組合脱退：城北支部（株）千足（代表 伊藤 滋）

在庫

113,108( 76.1％ )

入荷

120,940(106.7％ )

・・・原案通りで承認可決

消費

115,855(109.4％ )

3. 全原連役員改選：①理事３名・監事１名

在庫

51,935( 44.8％ )

［段ボール］ 入荷

325,118( 96. ％ )

4. 東リ協リサイクルフォーラム「東京 2020 オ

消費

314,677(102.3％ )

リンピック・パラリンピック・リサイクルレガシー

在庫

127,800( 40.6％ )

事業内容の変更

［新聞］

令和２年３月３１日付脱退

［雑誌］

②近代化推進委員・・・２月理事会で決定する

を考える」開催
ホテルメトロポリタンエドモンド３Ｆ
5. 集荷部新年会

飯田橋

［業者側コメント］

集荷部委員会及び新年会

［新聞・雑誌・段ボール］

（ｐｍ6：30～） ２月８日（土）場所は後日連絡
6. 組織変更
（株）清水

・32 社報告の 12 月古紙仕入は前月比で 3 品と

荒川支部 :

もに増加し、前年比では 3 品ともに減少した。

代表取締役社長

新代表 代表取締役会長
代表取締役社長

清水明利

→

在庫は前月比、前年比で 3 品ともに増加した。

清水明利

小池康治

［上物古紙］

令和２年１２月

・12 月の上物古紙在庫は、前年比で全品種が増
加となり、合計で 150% 近い増加となった。在

20

2020 年 3 月

No.322

庫増加の主要因は上物代替として雑誌古紙の余

２月度定例理事会

剰分がメーカーに納入されたためである。

［令和２年２月５日（水）］於）組合会館会議室
［メーカー側コメント］

出席理事２５名・監事０名

・12 月の新聞の発注は微減、入荷は計画通り、

理事長挨拶

消費は微減で、在庫は増加となった。1 月の発

先月の合同新年会ご協力有難うございました。人

注は前月から調整のため微減、入荷は計画通り、

数が昨年より少なかったのが残念でした。

消費は微減で、在庫は微減となる見通しである。

［各部報告］

2 月の発注は 1 月並みから微減の見通しであ

［直納部］

る。

１月度の共販輸出は、裾物の段ボールについて１

・12 月の雑誌の発注は微減、入荷は計画通り、

社から札がはいりました（他、２社は入札辞退）。

消費は減少し、在庫は増加した。1 月の発注は

しかし、組合が予定していた価格と折合いが付か

新聞同様、前月からの調整のため微減、入荷は

ず輸出見送り（スキップ）となりました。他の上

計画通り、消費は振るわず微増となり、在庫は

物及び裾物（ミックス）に関しては、輸出業者３

増加となる見通しである。

社共に「市況が不透明で対応が厳しく、販売先を

・12 月の段ボールの発注は横ばいから微増、入

確保できない」との理由から入札辞退の申し出が

荷は計画見直しがあり、消費は低調で、在庫は

あり入札不可となりました。

増加した。1 月の発注は抑制気味、入荷は順調

中国への輸出が２月１０日と遅れており中国メー

で、消費は低調のため、在庫は増加する見通し

カーと商談が出来ない状況。輸出先は段ボールが

である。2 月の発注状況は横ばいから抑制の見

ベトナム、雑誌が中国しか購入先がなく現在、止

通しである。

まっている状況。新聞についても雑誌と同様。
［新聞・雑誌・段ボール］
新聞の発生は、引き続き低調。メーカーからの引

古紙センター業務委員会

合いが極端に弱くなった事から持ち去りが減り、

［令和２年１月２３日（木）］ pm2：00 ～

行政回収の新聞が増加傾向。需要は新聞用紙の他、

於）古紙センター会議室

洋紙の大幅減産の影響で発注調整があり荷余り感

［1］ 集団回収実施団体への感謝状贈呈について

が継続。当面、回復の見込みはなく苦しい状況が

（中・四国部地区委員会の推薦）

続く模様。２０１９年１月から１２月までの輸出

［2］ 諸外国における古紙輸出動向

は前年同期比で３０％減。

［3］ 令和２年１月～６月段ボール・新聞・雑誌

雑誌の発生は引き続き低調。輸出が低迷している

の消費計画について

事で国内メーカーへの入荷は好調だが、白板の生

［4］ 古紙の需要・市況動向について

産・販売が不振で一部大手メーカーは発注量を２

＊ページ数の関係で割愛させていただきます。

割カット。２０１９年１月から１２月までの輸出
は昨年同期比で２３％減。
段ボールの発生は堅調。メーカーは販売が振るわ
ない上、製品輸出減による影響で減産傾向。古紙
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輸出は一時的にオファーが出ている模様だが先行

りますので早めの提出をお願い致します。又、広

き不透明で一部大手メーカーは発注量１０％カッ

報９月号と１１月号で掲載しました「７０周年記

ト。２０１９年１月から１２月輸出は昨年同期比

念座談会」の記事を、業界紙の紙業タイムスが掲

７％減で、段ボール古紙は、年末にかなりの輸出

載を決めました。

が出来た模様。

［事業部］

［上 物］ 産業古紙の発生は落ちている。洋紙メー

１月１８日に行われた合同新年会についてご協力

カーでの産業古紙の使用も落ちている。国内の雑

有難うございました。アトラクションのベリーダ

誌から廻ってきて使用出来そうな物も洋紙メー

ンスが少し盛り上がりに欠けたのが残念でした。

カーに流れている。洋紙メーカーの不況も産業古

［青年部］

紙に影響を与えている。

２月１９日に部会と懇談会を開催します。

［返本関係］ 返本の販売は７年ぶりに前年対比

［支部報告］

で０. ２％増となった。しかし内訳は電子出版

千代田支部：３月に支部会開催

がプラス２３. ９％、紙媒体はマイナス４. ３％

文京支部：2/18 と 3/18 に支部会開催

と振るわなかった。書店の床面積については、

荒川支部：2/12 に支部会

２０１８年と２０１９年を比べると５万坪落ちて

足立支部：３月に支部会開催

おり、売場が減少している。

山手支部：3/19 支部会
城南支部：2/29 ～ 3/1

［集荷部］

箱根「河鹿荘」で新年会

発生は悪い。裾物古紙の状況が悪い中、上物古紙

江墨支部：2/2 に新年会

が家庭紙向けに流れている事は、集荷の仕事の中

城北支部：2/18 に新年会

でも現れてきています。集荷ではケント紙になる

［審議・検討・報告事項］

よう、雑誌にならないよう選別しています。集荷

（１）日程について

が気にしているのは裾物古紙の価格が下落してい

①

静岡県紙業協会家庭紙部会との懇談会

るので、産業古紙の価格が同じように下落しない

事前会議（ｐｍ1：15）本会議（ｐｍ2：00）

ようにする事です。そして、集荷の際にかかる費

富士工業技術支援センター

用を古紙価格にしっかり組み込む事を忘れないで

３/１１（水）

② 集直合同会議：家庭紙部会へ向けて

ほしい事です。現状、小規模の在る製本屋では、

（ｐｍ4：30～）

７年ぶりの少ない仕事量だそうです。

３/５（木）

③ 総会資料検討会：正副理事長、業務部長、専
務理事（ｐｍ5：00～）

［広報部］
２月３日に広報部委員会を開催しました。打合せ

３/３１（火）

④ 会計監査 ： 監事・会計理事・理事長・専務

内容は、広報３月号の内容についてです。「時の

理事・杉山会計 （ｐｍ5：３０～）

視点」では古紙ジャーナル社による市況と７０周

４/１４（火）

年記念座談会の第３回目の記事掲載です。「時の

（２） 全原連役員の改選： 新理事 （坂田、上田、

話題」では合同新年会と集荷部新年会を掲載予定

工藤、廣田）、 監事（坂内）

です。

近代化推進委員

「支部便り」では各支部による支部新年会の開催

経営革新（廣田、坂内）、

需給（上田、冨澤）、 ＩＴ（工藤、冨澤）、

記事となります。原稿の締め切りは３月初めとな

渉外広報（高橋、宮内）
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（３） 賛助会員

丸大食品（株）１２月ギフト販売

（お歳暮）の実績報告

した。中国向け輸出は新型コロナウイルスの影

昨年対比１１０％

響から商談が出来ず、3 月の輸出は不透明であ
る。
2 月古紙価格は下方修正。

古紙センター関東地区委員会

［上物古紙］

令和２年１月 20 日（月）ｐｍ 2：15 ～

・1 月の上物古紙在庫は、オフィス MIX 以外は

於）古紙センター会議室

前年比で増加し、DIP 向けの余剰だけでなく家

［需要動向］ 20 ／ 1 月
（

単位トン、

）は対前年同月比、在庫の（

庭紙向けも余剰してきている。3 月はオフィス

）は在庫率

MIX の発生期であるため、更に余剰する恐れが
ある。

［関東商組 32 社実績］
［新聞］

仕入

39,993( 88.0％ )

出荷

40,876( 88.1％ )

［メーカー側コメント］

在庫

14,420( 35.3％ )

・1 月の新聞の発注はやや減少、入荷は計画通り、

仕入

38,792( 94.2％ )

消費は減少で、在庫は微減となった。2 月の発

出荷

37,922( 90.6％ )

注は日数減分の減少、入荷は計画通り、消費は

在庫

14,174( 37.4％ )

やや減少で、在庫は減少する見通しである。3

［段ボール］ 仕入

133,261(100.0％ )

月の発注は一部メーカーで休転を控えており、

出荷

135,249(102.5％ )

抑制となる見通しである。

在庫

26,679( 19.7％ )

［雑誌］

・1 月の雑誌の発注はやや減少、入荷は好調、消
費は順調で、在庫は微増した。2 月の発注は日
数減分の減少、入荷は計画通り、消費はやや減

［関東・静岡実績］
［新聞］

入荷

145,771( 81.1％ )

消費

149,286( 87.2％ )

・1 月の段ボールの発注は減少、入荷は順調、消

在庫

110,858( 74.3％ )

費はやや減少で、在庫は増加した。2 月の発注

入荷

116,969( 97.7％ )

は抑制し、入荷は順調で一部メーカーで荷止め

消費

110,145( 95.3％ )

があった。消費は生産の急ブレーキから大幅に

在庫

58,308( 52.9％ )

減少し、在庫は増加する見通しである。3 月の

［段ボール］ 入荷

320,136( 96.3％ )

発注状況は一部メーカーで休転を控えており、

消費

306,381( 96.3％ )

抑制となる見通しである。

在庫

141,681( 46.2％ )

［雑誌］

少で、在庫は減少する見通しである。

＊２月２７日（木）センター業務委員会

［業者側コメント］

〃

［新聞・雑誌・段ボール］
・32 社報告の 1 月古紙在庫は前月比で新聞・段
ボールは減少、雑誌が増加し、前年比では 3 品
ともに増加した。特に新聞・雑誌は大幅に増加
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表紙写真募集の件
広 報 部

編 集 後 記

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。

広報部長

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。

高橋宏明

中国が「くしゃみ」をすると世界が風邪をひく

しかしながら諸般の事情により、今後その写真の

というが、本当に現実になりつつある。

利用ができなくなりました。

２００８年リーマンショック時より酷くなるかも

そこで、組合員の皆様から表紙を飾る写真を公募

しれない。新型コロナウイルスの影響で、全てが

したいと思います。下記の要領で、奮って写真を

自粛・縮小してしまうと経済に悪影響がでておか

ご応募ください。お待ちしております。

しくなってしまう。また、ネットなどで「デマ」
が流れ、トイレットペーパー・お米・水・紙オム

募集要項

ツなど無くなると騒がれドラックストアーに人が

募集写真：白黒またはカラー写真

殺到しています。これらの品物が中国で作られて

焼き付け

いると思っている人が多いのも「ビックリ」です。

題

材

または

添付ファイル

：風景、季節、催事を扱ったもの

「デマ」や「うそ」に惑わされないように注意し

提出時期：随時
募集写真提出先
〒 110-0016

ましょう。

：

また、この難局に大変ですが組合員の皆様頑張り

東京都台東区台東 3-16-1

東京都製紙原料協同組合

ましょう。

事務局

ＴＥＬ

０３－３８３１－７９８０

ＦＡＸ

０３－３８３１－７８８０

Ｅ‐mail ： info＠kosi‐tokyo.or.jp
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組合総合名簿の協賛広告について

＜広告料金について＞
広報誌は、１月号、３月号、６月号、９月号、

広 報 部

１１月号の年５回発行しております。

この度は、組合総合名簿の協賛広告にご協力いた

掲載と同じ２分の１ページの広告を掲載した場合

だき誠にありがとうございました。

年 1 回の掲載

:

14,000 円

広報誌では昨年より２年間に渡り、今回ご協力頂

年 2 回の掲載

:

26,000 円（13,000 円× 2 回）

きました企業・団体に対し１回ずつ無料で広告掲

年 3 回の掲載

:

36,000 円（12,000 円× 3 回）

載をさせて頂きます。掲載の順番や掲載ページは、

年 4 回の掲載

:

44,000 円（11,000 円× 4 回）

こちらの都合で行いますのであらかじめご了承願

年 5 回の掲載

:

50,000 円（10,000 円× 5 回）

います。（広告を掲載した号の広報誌は、該当の

掲載ページにつきましては広告数によりますが、

企業・団体にお送りいたします）

最終ページに近い順に掲載する予定です。

今回も組合とかかわりの深い関係会社を掲載いた
しました。

お申し込みは、東京都製紙原料協同組合

尚、有料での掲載も可能ですので、ご希望の際は

電話

０３－３８３１－７９８０

組合までお申し出ください。料金等は下記のよう

ＦＡＸ

０３－３８３１－７８８０

になります。

Ｋ－ 7

やわらかパルプで
コーティングした
エコロジーロール

再生紙の表面をバージンパルプでコーティングした
シートを、さらに２枚重ねにしました。お肌にふれ
る表面はやわらかなバージンパルプで、デリケート
な方でも安心。

香水入り
３０m ２枚重ね ダブルエンボス １２ロール

静岡県富士市鷹岡本町 4-19
TEL 0545-71-3005 FAX 0545-71-6858

〒419-0203

Ｋ－ 8
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コアレックス三栄株式会社 東京工場
〒210-0866 神奈川県川崎市川崎区水江町
6-10
コアレックス三栄株式会社
東京工場

TEL.044-281-1100
FAX.044-281-1101
〒210-0866 神奈川県川崎市川崎区水江町
6-10
TEL.044-281-1100
FAX.044-281-1101
コアレックス信栄株式会社
〒421-3306 静 岡 県 富 士 市 中 之 郷 575
コアレックス信栄株式会社

番1

TEL.0545-56-2513
FAX.0545-56-2511
〒421-3306
静岡県富士
市 中 之 郷 575 番 1
TEL.0545-56-2513 FAX.0545-56-2511

Ｋ－ 9
Ｋ－ 9

コート白
コート白
トイレット
トイレット

ボ ー ル （マルイコート・マルイコート裏白）
ボ ー ル （マルイコート・マルイコート裏白）
ペーパー（トロフィー・菊華）
ペーパー（トロフィー・菊華）

Ｋ－ 10
2610
Ｋ－
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Ｋ－ 11
Ｋ－ 11

家庭紙（トイレットペーパー・ペーパータオル）製造 販売
家庭紙（トイレットペーパー・ペーパータオル）製造 販売

太
太洋
洋紙
紙業
業株
株式
式会
会社
社
代表取締役社長
代表取締役社長

〒 418-0022
〒 418-0022

TEL
TEL
FAX
FAX

渡 辺 和 裕
渡 辺 和 裕

静岡県富士宮市小泉 350
静岡県富士宮市小泉 350

0544-27-3166
0544-27-3166
0544-27-0911
0544-27-0911

h t t p : / / w w w. t a i y o - p a p e r. c o . j p /
h t t p : / / w w w. t a i y o - p a p e r. c o . j p /

Ｋ－ 12
2712
Ｋ－
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再生印刷用紙抄造
再生印刷用紙抄造

丸王製紙株式会社
丸王製紙株式会社
地球環境にやさしい企業
地球環境にやさしい企業

代表取締役社長
代表取締役社長

渡 邊 典 正
渡 邊 典 正

〒 417-0854 静岡県富士市宇東川西町 1-12
〒 417-0854 静岡県富士市宇東川西町 1-12
TEL（0545）53-0115 FAX（0545）51-8494
TEL（0545）53-0115 FAX（0545）51-8494
Ｋ－ 13
Ｋ－ 13

Ｋ－ 14
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Ｋ－ 15
Ｋ－ 15

Ｋ－ 16
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賛助会員の入会特典

現在、下記６社の賛助会員が在籍中です。

入会されますと次のような特典があります。

１．丸大食品（株）

1．組合広報誌を毎号贈呈

２．矢崎エナジーシステム（株）

2．広報誌に無料で広告掲載が出来る。

３．（株）Ｆ - ＳＵＮツーリストジャパン

3．広報紙面において加入後１回に限り、賛助会員

４．コマツカスタマーサポート（株）

紹介として企業紹介・事業紹介をする事が出来

５．ユナイテッド・インシュアランス（株）

る。

６．極東開発工業（株）

4．賛助会員の共同購入事業を詳しく紹介するため
の講習会を実施する事が出来る。
5．年１回、組合総会の懇親会に参加する事が出来
る。その他についても計画中です。
賛助会員にご加入希望の方、及び、入会のご紹介を
いただける方は組合事務局へご連絡ください。詳細
についてご案内致します。
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〒 330-0062

埼玉県さいたま市浦和区仲町 3-12-6 5F

TEL：048-711-2505 ㈹

FAX：048-711-3071

https://www.utdi.co.jp
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年間広告掲載会社のご紹介
広報誌では、組合総合名簿の協賛広告にご協力頂
きました企業・団体に対し１回ずつ２年に渡り、
無料で広告掲載をさせて頂いております。
その中の１社である矢崎エナジーシステム㈱
より年間掲載（有料）のお申し込みを頂いており
ます。有難うございます。
又、賛助会員でもあります。
どうぞこの機会に皆様も有料広告掲載をご検討い
ただきますよう宜しくお願い致します。
お申込みや料金等の詳細につきましては、広告先
頭ページのご案内をご参照ください。

矢崎エナジーシステム株式会社
TEL:03-5782-2703
FAX:03-5782-2737
〒 108-0075 東京都港区港南 1-8-5 Ｗビル６Ｆ
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藤川達郎

本

社 〒955-8691 新潟県三条市福島新田丙2318-1
TEL 0256-45-1251・FAX 0256-45-2204
東京支店 〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-6-7
TEL 03-3263-4531・FAX 03-3262-6918
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