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んぷんかんぷんな記事が大きく載りました︒

ストアッブになり︑配合率を下げたなどとち

国の需要増大で古紙の争奪戦で行き過ぎてコ

﹁古紙高騰︑偽装断てず﹂という見出しで中

先が我々製紙原料商に向かってきました︒

題が焦点になっていくと思っていたところ矛

背景について︑私は技術的な問題や品質の問

して新聞やテレビ報道では古紙配合率偽装の

らなくなったと思います︒又生産にあう原料

集めすぎたことが︑製品にあった原料が集ま

我々が長い間︑製紙メーカーに簡単に原料を

一定の繊維を売るのです︒今回の偽装問題で

ここで忘れでならないのは品質です︒古紙は

りますし︑国内価格に問題点がありますが︑

りとなってしまいました︒価格は需要で決ま

ると同時に世界資源高と重なり輪出が高止ま

時の視点

東京都製紙原料協同粗合

偽装問題から
大久保 信隆

きると思っている方が大半ではないか︑新聞

は少ないです︒新聞紙でどんな紙でも再生で

一般の人たちには紙と板紙との違いが解る人

型マシンが４台稼動いたします︒原料対策大

しょうか︒去年から今年に印刷情報用紙の大

は高くなるので注文しなかったのではないで

理事
本年は人類が早急に取り組まなければなら

すると言われますね︒しかし配合表示通りに

丈夫でしようか︒また小さいところが心配を

てもらわなくてはなりませんし︑ゴミ減量の

行なうには製紙会社がこんな原料をこれぐら

では上質紙は出来ません︒正確な報道を信じ

題でパルプと古紙のことを言う人が出て来ま

ため我々は潤沢に量を供給すれば良いと思い

ないのでしようか︒原料屋は集めることが第

い集まるか我々に明示する必要があるのでは

洞爺潮でサミットが行なわれるのでＣＯ２問
す︒我々もしっかりと答えられるようにして

り︑自治体には良い子になってゴミの移送を

すぎたのでは特に雑紙回取で新しい品種を作

紙会社は我々にゴミの処理が大変だといって

図りはじめたのではないでしょうか︒近年製

剰になった時に大変ということをお忘れな

を供給することです︒ただ古紙はいつでも余

一で原点に帰って選別を確りやって良い品物

ります︒幸いに今︑中国市場という巨大マー

団結が無いと無駄な過当競争を呼び起こし処

ケットの出現によって古紙価格の復元が出来

装をしているのか︑大手各社が皆行なってい

生懸命集めているのに各製紙会社共良い設備

紙原料協同組合の活動の役割は大きな力とな

備えているのに何故だと思っていました︒そ

2

ない課題の一つ﹁地球環境問題﹂が北海道の

おかないといけないと思っていました︒
う大変なニュースが飛び込んで来てびっくり

おります︒私どもは原料商ですから余裕を

く︒

年明け早々製紙会社の古紙配合率違反とい
仰天いたしました︒なぜ２０１０年経済産業

もった供給者にならなくてはいけないのです
・６％とオー

％利用率

62

理が大変です︒そんな中︑これから東京都製

が２３００万トンの古紙は小企業にとっては

％向

年回収率は

省へ示した目標の回収率
かっている中

72

・２％と近づいているのに︑偽

73

たなんて︑信じられないが第一印象でした︒

バー利用率

07

回収業界は目標以上に環境を良くしようと一
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年２月
日︵火︶午後４時〜︺於︶

静岡県紙業協会家庭紙部会
との懇談会
︹平成
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年半前からの古紙価格の上昇は︑他の資源︑

関係も出来ていると感じております︒ここ１

さんとは︑古くからのお付き合いもあり人間

聞いております︒家庭紙メーカーと原料問屋

後︑会合等で検討していきたいとの考えだと

合︑品質面で技術的に難しいことが多く︑今

栄していけますよう祈念しております︒

きますよう︑又︑両業界が今後とも存続︑繁

是非とも製品価格も適正価格になっていただ

国際価格になったと近年言われていますが︑

にない気配だと感じております︒古紙価格が

て古紙の発生は今年も︑あまり期待できそう

社とも頭打ちの感があり︑出版不況も加わっ

り︑これからも皆さんと一緒に考えていかな

今回︑会議を東京で設定していただきあり

佐藤理事長 ︹静岡県製紙原料商業組合︺

鉄鋼関係等の不足と同じように上昇してお
けれぱならない問題だと思っております︒

近藤理事長 ︹東京都製紙原料協同組合︺

がとうございます︒東京は︑広い地盤で大変

加しており︑
現在の状況と集荷の立場から色々

な規模でリセッションが進むのではないかと

サププライムローン問題をかわきりに世界的

な量を扱っているので︑こういう場で率直な

な発言をしていただきたいと思っております︒

の意見が出ています︒中国からアメリカに対

今回︑初めてこの会が東京で開催となり︑

古紙の輸出量が︑昨年始めてマイナスとなり

だと感じております︒

感謝しております︒

する輸出が減少していく︒中国の輸出が減れ

意見︑情報の交換を行う事は意義のあるとこ

古紙配合率偽装問題で︑大手メーカーが決め

ました︒昨年後半は︑国内メーカーさんが価

ぱ︑日本からの輸出も減っていくという連鎖

ございました︒本日は︑集荷部から６社か参

られた量の古紙を使っていない事が解りまし

格対応された事で大きく引き戻されたかたち

が起きてきて︑古紙の動きも︑どういう風に

大変遠いところ︑おいでいただきありがとう

た︒驚いたのは︑大手メーカーが本当に古紙

になりました︒価格がこれほど大きく流れを

なってしまうこととなります︒家庭紙もこの

なっていくのか︑腰の落ち着かない状況と

めて東京開催となり︑実現されたことに対し

をきちんと使ったら︑家庭紙メーカーが使う

した︒今年は北京オリンピックがあるにも関

見極める必要があると思われます︒

先︑どういう風な動きとって行くのか慎重に

変えてしまうことをあらためて痛感いたしま
％と
横這いになってきております︒ここにきて各

わらず︑国内の紙︑板紙の需要予測が

古紙が足りなくなってしまうのではないかと
紙の入荷が逼迫している状祝です︒大手メー

思われます︒それだけ今︑家庭紙の方では古

毎回静岡で開催していた会議が︑今回︑初

︹静岡県紙業協会家庭紙部会︺
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カーでは︑再生紙に古紙を多く使用した場
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家庭紙メーカーの現況について
井出会長・里和部員

売りを切り上げるのではなく全体的な価格体
系の中で価格修正をしていくようにしたいと
考えている︒これをしていかないと大手との
シェアと我々のシェアの偏りが出てしまうの
で慎重にすすめて行きたい︒大手と歩調を合
わせながらやっていくよう考えている︒

古紙全般の市況について
赤染直納部部長
︹東京都製紙原料協同組合︺

た︒年明けはスケジュールどおり進まなかっ

８６万トンであり︑国内の余剰分を輸出して

となっている︒昨年の輸出量は︑現実には３

家庭紙原料について

小林直納部副部長

︹東京都製紙原料協同組合︺

昨年 月に︑この会議が富士で開催された際︑

産業古紙及びオフィス古紙の発生状況の平成

年と 年の比較を説明しましたが︑その時︑以

はないかと懸念しております︒

は思われず︑ 再度価格上昇の市況になるので

が出てきますと︑ 価格もこのまま推移すると

さらに大手洋紙及び板紙メーカーの増量計画

の産業古紙のタイト状況が続くと思われます︒

生量が微量のまま推移していきますと︑ 今年

に期待したいと思っております︒ この期の発

今後の古紙の発生について３〜４月の発生増

て大変ご迷惑をかけ心苦しく思っております︒

ている現状で家庭紙メーカー向けの納入に関し

ます︒
２月の発生も１月同様低迷のまま推移し

のキャンセル及び順延が出ていると聞いており

ましたが︑
１月中旬以降発生の低迷により納品

け以降︑
瞬間的に古紙全般の出荷は順調であり

ま今日にいたっております︒今年１月の正月明

ていましたが︑
それ以降も発生状況は低調のま

前回では︑説明で前年割れの在庫水準でとなっ

降も同様に比較しましたので説明いたします︒

18

︹静岡県紙業協会家庭紙部会︺
ティッシュ製品の関係は大手が主導で動いて
います︒昨年から原料価格を上げているがパ
ルプの上げが早いのが現状であり︑製品の価
格修正をしなくてはならない状況になってき
ている︒動向については︑明るい状況になっ
てきている︒

たが︑ここにきて変わってきているようであ

いる︒新聞︑段ボール古紙については︑価格

全般的に古紙は︑全て足りない状況である︒

る︒中小の代理店・小売店に対しては２月初め

的にスポット価格が出ており︑大手洋紙メー

製品価格は︑再生紙のトイレットペーパーの

頃から実施できてきているところがあり︑そ

カーは新聞その他の材料を買い始めている︒

裾物３品は中国と日本のメーカーが取り合い

れ以外では３月初めには出来てくるのではな

古紙の輪出価格は現在︑上昇している︒家庭

価格修正について１月中旬に発表がありまし

いかと聞いている︒大手のドラッグストアー

紙原料は年明け出版︑印刷業界が不祝であり
により引き合いが強い︒東京協組で行ってい

等は難航しているようである︒全体的には︑
うのは４月頃のようであると感じている︒ク

る共販輪出ではケントで２月は前月より１円

発生が悪く︑大手洋紙メーカーのＤＩＰ稼動

オリティの高いトイレットペーパーは︑現在

上昇している状況である︒

かなり進んでいるのが現状であり︑大手が揃

より高い価格になるのではないかと言われて
いる︒次にセカンドクラス物︒その下がブレ
ンド物︵パルプと古紙︶︒今年は︑特売とか安

4
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％が紙で眠っている︒又︑平成
年度の

のか等のデータをご提供いただけるとありが

たい︒データか分かることにより︑すみ別け

り

ができ︑製品に使用されている古紙の量が把

集荷部より
行政回収及び集団回収が５５１︑７５８トン

握できる︒データがある事により︑古紙の種

官崎集荷部長

あり前年と比べ２ ９
･ ％増加している︒内訳
は︑ほとんどが新聞︑雑誌︑ダンボールだ

︹東京都製紙原料協同組合︺

ンター等の機関もあるので何らかの形で利用

き︑反映することもできる︒古紙再生促進セ

ン回収されている︒これに事業系をプラスす

できないものか︒

類︑選別︑価格等の必要に応じた利用がで

になってきていると思われる︒
しかし︑
印刷・製

ると︑少し増えてきているのではないか︒可

り︑その他に色上︑模造︑チラシも３０６ト

本の不況︑
少子化による学校関係の出版物のほ
燃ゴミの約

︹質疑応答︺

が︑牛乳パックが約１４８トン回取されてお

とんどが３分の１ぐらいになってしまっ た︒

庭から出るシュレッダー類も活用したいの

Ｇ︵原料側︶・Ｍ︵メーカー側︶

咋年来までは低調時期が続いたが︑昨年よ

この影響で︑さらに発生が減ってくるのでは

で︑いかに資源の方に回ってくるか期待した

％が紙であり︑これからは︑家

ないかと思われます︒集荷の仕事を持続性を

Ｑ│Ｇ⁝ 古紙配合率偽装問題でトイレット

いと思っている︒

ロールの製品価格修正に影響が出

た価格に修正していただいて︑この状祝をさ

新聞の発行部数が減り︑折込チラシが減って

ントの中でチラシがだいぶ減ってきている︒

家庭紙系を集めているが︑チラシ︑色上︑ケ

石原理事 ︹静岡県製紙原料商業組合︺

い る︒したがって︑大手の古紙配

は ︑大 手 と は 別 に 分 か れ て 行 っ て

も一緒に行っているが︑家庭紙

Ａ│Ｍ⁝ 大手は︑トイレットもテイッシュ

ているのか︒

らに続けていってもらいたいと感じている︒

いる︒トイレット製品の製造が減り使用が増

オフィス古紙について

合率偽装問題で家庭紙が受ける影

Ｑ│Ｇ⁝ 前回の会議でお願いを申し上げた

二見委員 ︹静岡県製紙原料商業組合︺

営業をかける事例かあった︒静岡

類を扱う原料問屋の取引先に直接︑

件で︑
一部の製紙メーカーが機密書
現在︑富士の家庭紙メーカーが色上︑模造等

動いている︒

が︑ここにきて海外の相場が主として価格が

えている︒価格については︑今までは家庭紙

定して持続していただき︑製品もそれに伴っ

もって出来るようにするには︑今の価格を安

り小幅な価格修正があり少し︑
息がつける状態

18

響はないといえるのではないか︒

45

の製紙原料が何トン使われ何社が受けている

5

45

メーカーと原料問屋との間で決まってきた

高橋委員

18

︹東京都製紙原料協同組合︺
発生は︑かなり落ちている︒コピーや印刷
区のゴミの収集量は︑３︑３３３︑

が減ってきているためだと恩われる︒平 成
年度の

の内︑可燃ゴミは１︑６４５︑２９７トンあ

６１８トンと前年に比べ１・７％の減少︒そ

23
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協組より文書にて取りやめていた
だくよう申し入れをしたが︑その
後の進捗についてお聞きしたい︒
Ａ│Ｍ⁝ この件は︑紙業協会の理事会に提
案され話し合いをした︒問題のあ

第５回 合同新年会を開催
広報部副部長 脇

克美

てくださいと言ってある︒協会の

ました︒年を追うごとに参加人員もふえ︑今

同新年会を池之端﹁東天紅﹂にて開催いたし

日︵土︶当組合では第５回となる合

メンバーの中で︑そう言うことを

年は１２３名の出席となりました︒当日は大

１月

言うのであれぱ ％原料を入れて

るところは︑そこで話し含いをし
26

紙業協会と静岡協組との団体同士

細かい部分を解決するのであれば︑

もらえるのかとの意見も出た︒

両理事長とも今年の当業界への課題と力強い

として栗原正雄全原連理事長のご挨拶を頂き

され︑近藤勝当組合理事長︑またご来賓代表

柴文京支部長の司会により︑午後６時に開演

発展への抱負のお言葉を頂きました︒続いて

で話合いの場を持ちたいと考えて
いる︒

畑俊一東リ協会長に乾杯のご発声を賜り︑宴

にあたってはコストがかかるの

Ａ│Ｇ⁝ 相場は需要で上下する︒集荷する

ついてご検討いただけないか︒

う︒古紙の集荷先の掘り起こしに

価格上昇の原因にもなってしま

る量が少ないと製品が作れず又︑

が必要である︒しかし︑入ってく

会進行により︑お酒のほうも大分まわってき

部代表によるカラオケ大会です︒青年部の司

方々もステージに上がり軽妙な 演?技をしてい
ただき︑十分楽しめました︒次は恒例の各支

り経験が無かったのですが︑数人の組合員の

レビで見るくらいでステージマジックはあま

ションはマジックショーでした︒私自身はテ

しばらくの自由歓談があり今年のアトラク

が開かれました︒

で︑選別費を含めた改善策を上部

て宴もたけなわの中︑各支部のみなさんはヤ

Ｑ│Ｍ⁝ 家庭紙メーカーは︑上質系の古紙

団体に問題提義してみたい︒

ンヤの喝采を浴びながら︑歌い上げていらっ

しゃいました︒毎回思うのですが同業とはい

え︑普段あまり顔を合わせることの少ない他

支部の方々とたとえ言葉をかわさなくとも組

合員としての一体感が生まれてくればいいと

思います︒

宴会も最高潮となってきましたが︑広神十

七七相談役の中締めご発声があり︑各支部長

閉会となりました︒多くの方々がそれぞれ二

が壇上に上がり菊池中央支部長の挨拶により

6
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次会で盛り上がったと後で聞いております︒

日︵金︶に﹁精養軒﹂にて開

周年にあたります︒記念パー

来年の開催も決定しております︒また︑今年
月

は組合創立
ティーを
加をお願い致します︒自分達の為の組合なん

催する予定です︒是非︑より多くの皆様の参
ですから︒

東京返本加工協同組合

は５期目の決算を終えたがお陰様で初めて黒
字決算をすることが出来た︑このことはＴＯ
Ｍさんの協力と支援がなければなし得なかっ
た︑両者の連携は大きな力となった︑今後は
更にニュービジネスに果敢に取り組んで行く
さんの更なる協力が必要と考えているの
が TOM
で宜しくお願いしたいと結ばれた︒
東京都製紙原料協同組合・近藤勝理事長は
業界団体の現況でのタイムリーな話題を上
げ︑古紙価格が安定した今こそ本来の業務を
緻密に分析し︑更なる飛躍に繋げる努力をし

新 年 会 開 催
事 務 局

た︒乾杯の発声は出版共同流通㈱中山剛専務

なければならないと辛口なご挨拶を頂きまし

日
︵木︶ 時より︑
上野・

東京返本加工協同組合︵理事長・藤井康 夫︑
略称ＴＯ Ｍ︶は１月

会は懇談の後︑恒例の初参会者によるカラ

取締役より製紙業界︑出版業界︑来会者のこ

移し早くも５年の歳月が経過したが︑組合員

オケによる自己紹介パフォーマンス︑初夢福

精 養軒に出版販売会社幹部等の来賓を招き組

並びに役職員の努力により業務も順調であ

袋抽選会となりました︑精養軒・ディナーペ

の１年の益々の健闘を誓う杯が上げられまし

り︑昨今の安定した古紙価格により業績もま

アチケットは出版共同流通㈱出井課長が見事

合員との懇親会を開催致しました︒

ずまずの状況となっている︑日販様︑出版共

にゲットし︑仲間より誰と行くのかとヤンヤ

た︒

同流通様との連携も強固なものであり︑本席

挨拶で会は無事散会となりました︒

りました︑工藤裕樹渉外担当理事の中締めの

り︑今後の組合活動にとって貴重なものとな

約２時間の会は各所で情報交換の輪が広が

の喝采を浴びることとなりました︒

来賓挨拶では高見吉弘社長︵出版共同流通

たいとの謝意が話されました︒

幹部の方々にもこの場を借りて感謝申し上げ

にご来臨頂いている高見社長様を始めとした

挨拶に立った藤井理事長は蓮田の地に拠点を

18

集荷部委員会及び新年会開催

駒雄

旬菜﹁圭﹂に於い

集荷部副部長 石橋

日︵土︶上野御徒町

にありがとうございました︒

日

皆様には大変お忙しいところ御臨席頂き︑誠

中︑楽しい宴席を持つことが出来ました︒

本部役員の皆様とも非常に和やかな雰囲気の

が又集荷部らしい空間で︑きれい所も入り︑

まり︑
やや手狭な会場ではございましたが︑
それ

頂き︑集荷の松井副理事長の乾杯の音頭で始

開宴に先立ち︑清水副理事長よりご挨拶を

後︑やや遅ればせの新年宴会に入りました︒

ての対応協議等々お話し頂き︑意見交換の

に迫った家庭紙メーカーとの三団体懇に向け

をお迎えし︑各位にそれぞれ市況動向︑

長︑小林・上田両直納副部長︑夏目専務理事

ました︒本部より清水副理事長︑赤染直納部

て︑
新年懇親会を兼ね集荷部委員会が開催され

２月

16

60
24

㈱︑日販・常務取締役︶より出版共同流通㈱

7

31

19

10

青年部主催

青年部 持永

毅
した︒

大盛りでも５００円でお釣がくる程の安さで

どんを堪能︒とにかく安くておいしい！

ではなく︑大衆食堂の様な雰囲気のお店でう

③発電

ト・チラシ用紙を抄いている︒

聞抄紙機︑Ｎ７はコート原紙を︑Ｎ８はコー

ラフト抄紙機︑Ｎ３・Ｎ４・Ｎ５・Ｎ８は新

万キロワットの発電

ボイラーは

台あり︑

さて昼食を終えていよいよ目的の大王製紙三

名で大王製紙三島

材部の神代部長代理の説明を受けました︒ま

技術開発本部７階の会議室に於いて︑同社資

島工場の見学です︒

用するが︑主燃料はバイオマス燃料・ＲＰ

どの発電量である︒一部補助のため重油も使

量が確保できる︒これは広島市全域を賄うほ

50

大王製紙㈱三島工場視察記

日〜

10

日の予定で︑近藤理事

松本光春商店の旅行部門であるサンワール
年２月

ドトラベル長野さんにアテンドをお願いし︑
平成
23

な説明の後︑Ｎ１０マシンまで移動し︑古紙

長・川口氏にもお立会い頂きました︒全般的

長代理︑東京紙パルプ交易株式会社の田口部

た︑今般の視察には︑資材部第三課の平方課

から輸入

チリ︵自社植林︶︑カナダ︑タスマニアなど

④チップ

い︒

から購入しており︑自家発電１００％ではな

現在はコスト面から一部夜間電力を電力会社

Ｆ・製紙スラッジなどを利用している︒

工場を視察しました︒以下はその記録です︒

ヤード〜生産ラインまで視察させて頂き︑最

⑤Ｎ１０マシン

◆２月 日︵金︶◆
７ :羽田空港出発ロビーに集合︑８ : Ｎ
Ｈ５３１便にて高松空港へ出発︒約１時間半

視察概要となります︒

後に技術開発本部 階6の展示スペースにて商品
や原料の展示品を見せて頂きました︒以下は

長をはじめとする組合員

22

のフライトで９ :高松空港へ到着︒そこでサ
ンワールドトラベル長野さんと合流︑バスで

ンライン塗工機︶

上着を脱いで上り下りをしている人もいまし

※単一工場ではトップクラスの生産量

・生産量⁝２３０万ｔ／年
︵川之江工場含め︶

ｔ ／ ｄ ａ ｙ︵ ２ ４ ︑０ ０ ０ ｔ ／ 月 ≒

万ｔ

２２５ｍ︑回転数１︑８００ｒｐｍ︑生産量

様⁝ＶＯＩＴＨ社製︵ボイト︶︑全長

性⁝抄紙 ↓ 塗工までの一貫生産︵オ
①全体

た︒本宮までは８００段弱有り︑奥社までは

号線を挟んで展開してお

・立

り︑瀬戸内海の埋立地に臨海工場を建設︑石

・原

コーター︵微塗工︶１基 ※切替え可能

日分

／年︶
︒
ブレードコーター︵塗工︶２基︑ロール
炭船やチップ船も停泊可能
︵ 万ｔ級ＯＫ︶
︒

・離 解⁝ツイン式のドラムパルパー
︵

ｒｐ

のストック可能︒
雑誌・色上・上質古紙を使用︒

料⁝３︑０００坪のヤードに約

た︵すごい！︶︒

②抄紙機

地⁝国道

１︑３６８段もあるそうです︒帰り道︑地元

800

ひと汗かいた後は昼食です︒香川と言えばやは

の学生がトレーニングで階段を上っていまし

・特

:金刀比羅宮の階段登りに挑戦︒ほぼ全員
途中の書院︵４７７段︶辺りまで行きました

・仕

05

・敷 地⁝約１７０万㎡
︵東京ドーム 個分︶

琴平へ向かいました︒

30

22

00

が︑２月なのに汗をかく程の運動量︒中には

36

台の抄紙機があり︑Ｎ１・Ｎ２は板紙・ク

10

30

13

10

11

8

24

20

10
30

り名物の うどん ︒かしこまったレストラン

22
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離解している︒異物はＲＰＦへ︒

あり︑古紙同士の摩擦力を利用し︑高濃度で

ｍ︶
にて離解︒４５０ｔ／ｄａｙの離解能力が
が︑四国もまた大変な風でした︒

吹き︑交通機関に影響が出たとの事でした

の日はとんでもない強風！東京でも春一番が

ゴルフも大変なコンディションで︑打つ瞬
間ボールが動いてしまうほどの強風でした︒

記⁝日本製紙石巻工場のマシンとほぼ

同じ︵石巻工場にはブレードコーターはあ

結果はさておき︑名門コースを楽しくラウン

・特
るが︑ロールコーターが無い︶
ドしました︒

２０００年

１９９５年
２９１万ｔ

３１０万ｔ

３５６万ｔ

非塗工紙

６８５万ｔ

６７３万ｔ

６６７万ｔ

５０３万ｔ

塗工紙

いほどのゆれがあり︑ちょっと怖い思いもし

なりました︒途中︑今までに経験したこと無

遅れにより︑１時間余り遅れてのフライトと

に向かいましたが︑結局強風による到着便の

観光組とは空港で待ち合わせ︒急いで空港

⑥データ

２００５年
２８７万ｔ

２００１年
１８３万ｔ

１７５万ｔ
ライン塗工機︶を視察させてもらい︑我々が

今般︑抄紙から塗工までの一貫生産︵オン

ました︒

以 上

9

∧印刷用紙の出荷推移∨

２００６年

ましたが︑
:無事羽田空港に到着︒そこで
解散となりました︒

２００５年
１９６万ｔ

∧大王製紙グループの古紙使用量∨

２００６年

扱っている商品がどのように使われているか
を確認できました︒また︑データからも分か

２４０万ｔ︵見込み︶

一通り見せて頂いた後︑技術開発本部７階に

るように︑今後益々古紙が必要であると感じ

終了しました︒

し上げます︒

て頂いた組合員の方にこの場を借りてお礼申

機会を与えて頂いた事に感謝すると共に︑
アテンドをお願いした長野さん︑ご一緒させ

戻り︑

分間程度の質疑応答があり︑視察を

２０１０年

19
00

そこから一路道後温泉へ︑
:過ぎにホテル
へ到着︒一風呂浴びて宴会となりました︒
◆２月 日︵土︶◆
︶こ

２日目は観光組とゴルフ組に別れ行動︑前

17
00

10

23

日の皆さんの行いが良かったせいか︵

!?
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新年会開催

中央支部

新 年 会
中央支部長 菊池 武美
日︵土︶午後６時

で集合し︑幹事の平松さん会計の井出さんに

車中での酒︑つまみの買出しをして頂き︑

のこだまで出発致しました︒熱海まで 時1間
程なので︑乗り込んですぐにアルコールの

当日は︑土曜日で仕事終了後ということも

う熱海のそばまで来ていました︒この続きは

ピッチを上げましたが︑調子が出た頃にはも

時から楽しみな宴

宴会でとの思いを胸に︑ホテル迎えのバスに

乗り込み︑温泉に入り︑

会との運びとなりました︒食事は︑品数も多

その後︑懇親に移り︑おいしい中華料理を

となりました︒翌朝は東京で雪が積もってい

中締めは井出社長さんにお願いしてお開き

く味もよく︑酒もさらに進みました︒そして

は５組の同伴︑そして支部員８名︑コンパニ

すみました︒︵ギョーザはでませんでし

いただきながら︑自然に酒量も思いのほかす

るとテレビで知り︑皆おどろいて帰路に着き

長の新年挨拶︑石橋理事の乾杯で宴が始まり

寄附して頂き︑大変盛りあがりました︒

名で開会︒始めに松井支部

た︒︶参加各社︑出席者の情報交換を行ない

ました︒

オン２名の総勢
ました︒飲んだり食べたりと話に花が咲き楽

ながら和気あいあいと過ごし︑あっという間

城南支部長 坂田

新 年 会

しい宴席となり盛り上ったところで︑毎年恒
つも喜ばれる一時幹事冥利につきます︒束の
間の楽しい 時2間でした︒最後に現価格の長期
維持︑そして支部員皆様の健康を祈念して那
須野様の三本締めでお開き﹂となりました︒
支部員の皆様︑そして奥様方のご協力ありが

さがみや﹂にて行なわれました︒
:に東京駅

︵土︶３日︵日︶一泊で熱海﹁ホテルニュー

毎年恒例の城南支部新年会が︑２月２日

城南支部

例の奥様方にお年玉の配布となりました︒い

20

とうございました︒

智

に 時2間が過ぎました︒現在の経営状況が永く
続くことを祈念して散会いたしました︒

頼︑会計報告︑３月〜５月の支部会スケ

周年史への協力を依

％と参加者が多く大変盛り上がりました︒

あり︑又︑場所が中国名菜の為か︑出席率が

より銀座アスター本店にて開催致しました︒

中央支部新年会は２月

:

14

司に於いて新年会を開催しました︒

乾杯の後︑本部報告︑

18

支部便り
江墨支部
江墨支部 埜島 昌利
分太平町吉野寿

56

坂田前副理事長よりビンゴゲーム用の賞金を

日金曜日午後６時

16

ジュール等を確認しました︒

１月
18

当支部の新年会は夫婦同伴が原則です︒今回

60

名で２日の

14
30

10

30

70

今回の参加人数は

12
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組合員の広場

ぱいに広がって︑そして鼻に抜けていく感じ

した︒食べたときにあの独特の香りが口いっ

を探検したいと思っています︒それでは再見

ては残念でなりません︒今後も奥の深い中国

解決を望んでいます︒中国びいきの私にとっ

廣田 栄一

てみて食べられそうな物をおかずにしていま

く目玉焼きも油まみれの感じです︒少し食べ

支部会

千代田支部

約１年間中国で過ごした時の事を書きたいと

た︒日本では白米ですが︑何かくすんだパサ

した︒そうだ肝心のご飯のことを忘れてまし

支部会

総会・支部会 ４月７日︵月︶

３月６日︵木︶

支部スケジュール

が今でも苦手です︒後は全体的に油っぽく炒
飯も油炒めのような感じで茶碗一杯がいいと
ころです︒次に会社での昼食ですが︑現地の

年の７月より

中国長期出張の思い出
荒川支部︵株︶富澤

仕出し弁当を食べていましたがやはり油っぽ
少し前になりますが︑平成
思います︒会社の関係で江蘇省の南通市と言

パサのご飯で今の日本ではまずない米以外の

３月 日︵月︶

５月７日︵水︶

う所に開くヤードの技術指導員として長期出

異物が入っていることがたまにあります︒噛

支部会

文京支部

支部会

中央支部

張することになり︑中国人スタッフと近郊の

ありました︒それでも中国の人たちは︑きれ

んでいるときにジャリッとくることが何回か

ンプ︑フォークリフトの扱い方などの指導を

かお国柄を感じます︒私も最初の１ヶ月くら

いに平らげるのですから食文化の違いと言う

業者を回っての仕入れ︑ベーラー作業︑クラ

中で一番は食だと思いますので︑最近問題に

していました︒まず異国にいって︑衣食住の

３月 日︵月︶遠東飯店

支部総会 ４月 日︵日︶箱根水亜明荘

みたいと思います︒最初に現地の飯店︑酒店

うにしてからは体調も良くなり日本に居たと

で食べられる物以外はできるだけ遠慮するよ

いはお腹の調子がおかしかったですが︑自分

ランクのちょっといいお店では︑回転する

きより体重も増えました︒最近中国の食品︵冷

支部会

５月８日︵木︶寿し常

テーブルに前菜から始まって十数皿の料理が

凍 餃 子 等 ︶で 問 題 が 大 き く 報 じ ら れ て い ま す

支部総会 ５月に予定

支部会

出てきますが日本の中華料理店で見る料理は

が︑我が日本でも食品の偽装が次から次へと

あるとは思いますが︑日本にとっても中国な

支部総会

支部役員会 ５月 日︵土︶

荒川支部

台東支部

数皿で後は日本ではお目にかかったことのな

大な中国の事ですからこれからも色々な事が

出てくるのですから︑人口も多く︑国土も広

口に合う物は少なかったです︒辛いとか甘い

しではやっていけないのですから問題の早期

３月に予定

試してみましたが︑さすがに本場の料理は︑

い料理でした︒まずは習うより慣れろで全品

なっている食についての事を私なりに書いて

10

13 10

とかの問題ではなく私には香菜がまずダメで

５月 日︵日︶

13 22

11

17

足立支部
支部会

３月１日︵土︶鮨やなぎ

３月 日︵水︶

評議会
３月 日︵火︶鮨やなぎ

山手支部
支部会
５月 日︵月︶鮨やなぎ

支部総会 ４月 日︵土︶鮨やなぎ
支部会
城南支部
支部総会 ５月 日︵土︶

３月 日︵木︶

﹁

:︶

周年記念行事の開催﹂

理事会︵ｐｍ４

:︶

:︶ 組合事務室

:︶

︵ｐｍ５ :︶ 組合会議室
３月 日︵水︶業務委員会︵ｐｍ２

３月５日︵水︶広報委員会

︵ｐｍ５

３月５日︵水︶共販輸出検討委員会

懇談会︵ｐｍ７ :︶
ホテル・ラングウッド

講演会︵ｐｍ５

３月４日︵火︶東リ協リサイクルフォーラム

上野﹁精養軒﹂

:︶

３月３日︵月︶常任理事会︵ｐｍ２

︹３月会議・催事予定︺

お 知 ら せ

上野﹁精養軒﹂

平成 年 月 日︵金︶
24

センター会議室

３月 日︵火︶関東地区委員会

︵ｐｍ２ :︶
センター会議室

︹４月会議・催事予定︺

:︶

４月３日︵木︶常任理事会︵ｐｍ２

理事会︵ｐｍ４

組合会議室

４月 日︵木︶清風会ゴルフコンペ

４月 日︵金︶総会資料検討会

:︶

︵ｐｍ４ :︶組合会議室
４月 日︵火︶会計監査︵ｐｍ３ :︶

組合会議

センター会議室

４月 日︵水︶業務委員会︵ｐｍ２

＊新聞

センター会議室

〜 円 ︵上昇︶

︹東資協の古紙 品4の標準売値︺
平成 年２月８日現在

︹古紙価格︺

４月 日︵水︶全原連役員会︵ｐｍ３

８〜 円 ︵上値上昇︶

:︶

:︶

30

〜 円 ︵下値上昇︶

00

江墨支部
支部会
４月 日〜 日 親睦旅行

３月 日︵金︶

支部総会 ５月 日︵火︶

支部会
５月９日︵金︶

支部総会 ４月 日︵金︶
支部会

回 通常総会﹂

＊雑誌

段ボール

12

00

30

00

00

20

３月 日︵水︶全原連役員会︵ｐｍ３

:︶

00

25

11 10

10

センター会議室

10 11 10 13

00
10 00

15

23

色上︵並︶ ８〜 円 ︵上昇︶

20

城北支部

﹁第

上野﹁精養軒﹂

00

23

30
00

00

00

13

平成 年５月 日︵水︶

52
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12
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︹古紙品質調査事業︺

出たので資料に添付しました︒③古紙リサイ

余計にひどくなってきている感がある︒

非常に少なくひどい状態である︒今年に入り

認定制度について新聞の広告媒体を使いＰＲ

︹広報部︺

クルアドバイザーと古紙商品化適格事業所の

古紙︺１５︑５００ 円／トン

をする計画がある︒④外部との会議について

る︒次回３月号の打合せを１月

日
︵水︶
︺

日︵水︶に

新年号を今週中に発送予定であ

古紙︺１６︑０００円／トン

は２月に静岡県紙業協会家庭紙部会との懇談

平成 年１月〜３月価格
︹新聞

報

︹段ボール

訃
︹中央支部︺ ︵有︶藤井商店
︵代表取締役 藤井保廣 様︶のご尊父
藤井 泰雄 様︵享年 ︶

年１月

︹ １ 月 ・２ 月 ︺

平成 年１月 日︵月︶ご逝去

会議概要
１月度定例理事会︹平成

会を上野精養軒で行う︒東印工との会議につ

ている︒広報部で原稿を作り宮崎集荷部長に写

東リ協会の広報誌に当組合の紹介記事が載っ

実施する予定である︒

周年の記念式典を予定しており︑そ

の他にも海外研修やゴルフコンペなど沢山の
計画がありますので︑
本年もよろしくお願い致
します︒
︹各部報告︺

共に送付する︒

︹事業部︺ １月 日
︵土︶
に合同新年会を控え

て準備中である︒支部長に積極的に動いていた

だいた結果︑出席者は本日現在で１２４名で

分︑開演６時︑マジック

分より行う予定︒司会は文京

で協議した結果︑︵株︶松本光春商店の提示

店・ジェーオーピー︶の入札で︑検討委員会

１月の共販輸出について２社︵松本光春商

組合の

ラオケのお手伝いをしていただきます︒

池支部長が行う予定である︒
又︑
青年部には︑カ

支部の大柴支部長で閉会の辞を中央支部の菊

ショーを６時

す︒受付５時

明けましておめでとうございます︒昨年来

した入札価格で決定しました︒現在︑共販輸

ンバーが実行委員となり毎回の常任理事会で

せします︒①昨年

近藤理事長挨拶
から動きのある事項が何点かあるのでお知ら

出事業の新規取引先について検討中である︒

内容を検討し実施していく事になりました︒

周年記念行事について︑常任理事メ

日︵金︶に当組合の

全般的な市況では︑年末︑年始であまり変化

月

顧問である松原議員の紹介で都庁を訪問し︑

︹直納部︺

真の提供をしてもらった︒新年号の広報誌と

開催を予定している︒７月は製本工組との会
月は

合︑９月は東資協との会合を予定している︒

きましたは︑先方の役員改選後の６月以降に

30
又︑

周年誌のうち最近の

年間を広報部を

期日は 月 日
︵金︶
で精養軒他を当っている︒

す︒

中心に作成していくことで準備を始めていま

10

17

13

26

がない︒

いする事が出来ました︒②昨年︑斎藤議員が
日︵土︶に集

︹集荷部︺

集荷部は︑２月

輸出古紙に関税をかける話が出たが︑全原

荷部会を開催する︒市況については︑発生が

60

10

60

14

:〜

30

30

60

産業労働局と環境局の局長さんに直接︑お会

出席理事 名 於︶組合会議室ｐｍ４

16

21

10

20

23

連・古紙センター宛に経済産業省より回答が

16

12

00

91

20

20

日︵土︶四

︹雑 誌︺

いる︒１月も前年と比べると

％で︑あまり

増えていない︒チラシは︑昨年対比

日︵金︶〜

６５︑７６３︵ ％︶

ンション配布用のチラシが落ちている︒又︑

２月

仕入
６１︑２２１︵ ％︶

︹青年部︺
国の大王製紙三島工場に工場見学に行く予定

出荷

％でマ

となった︒人数の制限がありますが理事の方
でも参加をして欲しい︒

１４７︑３６２︵ ％︶

雑誌は︑出版関係が大不況のため激減してい

︹段ボール︺
仕入

る︒

︹その他︺

１６︑８１７︵ ％︶

１３９︑９８５︵ ％︶

日で終わったこともあるが

社のシ

︹段ボール︺ 段ボールは︑
非常に低調である︒

出荷

月は

入荷

２３５︑５４６︵ ％︶

２２９︑６０８︵ ％︶

輸出は

まりかわらないようである︒

入荷

１１２︑９２０︵ ％︶

１２２︑１３７︵ ％︶

月から少なくなってきた︒メーカー

消費

が価格対応をしてきた事も関係している︒新

消費

５６︑２２７︵ ％︶

いる︒輸出は昨年︑一昨年並みである︒

聞は昨年後半から海外へ出る量が減ってきて

︹メーカー側コメント︺

月と言えども季節感がなくパッと
入荷

２７６︑５１５︵ ％︶

２９９︑１４０︵ ％︶

の入荷状況である︒昨年 月まで回収量 ９･
％と何とか使用増で頑張っている︒全体的に

しない︒１月に入って︑現時点ではまずまず

新聞は︑
消費

１１６︑２１０︵ ％︶

︹段ボール︺

在庫

︹雑 誌︺

１７１︑８４３︵ ％︶

参入してきている︒メーカーの入荷状況もあ

エアが少なくなってきている︒色んな業種が

32

在庫

︹新 聞︺

︹関東・静岡実績︺

在庫

理事︶監事１名︵高山常任理事︶
年２月１

○新組合員加入申請について⁝足立支部
承認で平成

日︵月︶︺

単位トン︑

28

11

藤紙業︵近藤利一︶
日より加入︒

古紙センター
関東地区委員会 ︹平成 年１月

／ 月

ｐｍ４ :〜 於︶古紙センター会議室
︹需要動向︺

12

在庫

％で本文のページ数

新聞は︑昨年︑チラシを含

︹新聞・雑誌︺

︹業者側コメント︺
９５︑５８８︵ ％︶

めた配達量が前年対比

が少なかった︒これは回収量とほぼ比例して

月の発生状況は︑日数が前年と

古紙の発生が底冷えとなってきている︒

じであった︒実感としては︑あまり良くな

比べ１日分少ないが︑結果的に前年とほぼ同

段ボールの

98

20

21

︵ ︶は対前年同月比︑在庫の︵ ︶は在庫率
聞︺
仕入

12

近

長・清水副理事長・坂田常任理事・工藤常任

97

○東京協組・全原連役員

４名︵近藤理事

１０︑６９７︵ ％︶

98

在庫

17.5 96.0 96.9

73.0 106.3 103.9

49.8 97.0 98.9

42.0 102.6 101.7

20

12.0 97.0 98.2

スーパー関係も落ちている︒ 月1の回収量は期
待できない︒全体に紙の消費に元気がない︒

22

12

14

23

12.7 95.2 95.4

11

07

９２︑４６２︵ ％︶

32

１１︑７３４︵ ％︶

12

00

︹関東商組 社実績︺
︹新
出荷
在庫

97

No.258
2008 年 3 月

2008 年 3 月
No.258

い︒年末年始の休みが長かったので前倒しで
取っていたのではないか︒ 月1はマイナスにな
るのではないかとの感触がある︒段古紙の
月の入荷ベースはだいたい計画どおりであ

近藤理事長挨拶
日に東天紅で１２３名が集まり合同新

である︒オリンピック明けまでは︑この状況で

推移していくのではないかとの見方である︒家

庭紙については︑価格修正後︑メーカーでは︑

１月
年会を盛大に行い︑役員の方にご協力いただ

紙については︑８日の集直委員長会議︑ 日の

スポット価格で対応しているようである︒家庭

日に古紙リサイクル推進懇談会に出席

きありがとうございました︒
１月

いたしました︒各省庁︑東資協︑各消費者団

直納共販合同委員会の中で︑ 日の静岡県紙業

いて話し合いたいと思っている︒家庭紙原料の

協会家庭紙部会との懇談会の対応策や戦略につ

発生は相変わらず低く︑出版・印刷業界も不況

た︒再生紙偽装問題で意見が交わされました
が︑後ほど全原連から会議内容についてのレ

である︒

︹各部報告︺

日もよろしくお願いします︒

研修見学会があり︑忙しい月となりますが本

ない︑青年部では四国の大王製紙三島工場の

で静岡県紙業協会家庭紙部会との懇談会を行

価格がもちなおし輸出は高値である︒数量的に

︹新聞︑雑誌︑切付︺

ていくか︒

︹家庭紙︺ 発生が低い︒スポットでどう出し

︹上白︺ 発生と市況に関しては変化なし︒

︹品種別市況報告︺

新聞︑雑誌は 月に
︹総務部︺

は売りに困らない状況である︒現在は︑発生が

良くない︒

︹切付︺ 発生低調の状況︒需要は旺盛でかな

年後の更新の際に契約
を取り交わすので︑契約書を作成中です︒契

月は国内メーカーが買って

りタイトな状況が続いている︒

︹段ボール︺

が前年割れであった︒ヨーロッパから来る物

おり入荷は順調であった︒輸出は︑微量である

の海上運賃の値上げ︑アメリカも同じでアメ

多目にとっている︒共販輸出につきまして
は︑引き続き２月も上昇し順調である︒中国

リカからの農産物用にコンテナが取られてい

古紙全般は︑年が明けてすべての流通在庫を

︹直納部︺

約が終了しましたらご報告いたします︒

でいますが︑次回︑

原料会館の地代の支払は昨年末に支払が済ん

載時にご覧ください︒今月は︑直納部が東京

ポートがあがりますので︑詳細については掲

体︑製紙連合会等が集まり会合を行いまし

19

る︒原紙の出荷が若干︑滞ったことで在庫は

りである︒

日︵金︶︺

プラスになった︒ 月1は中旬︑順調で下旬にダ
ウンしているが︑全体的には︑ほぼ計画どお

古紙センター
業務委員会 ︹平成 年１月
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
紙面の都合で割愛させていただきます︒
︹２︺平成 年度国庫補助金
︵内示︶
について
︹３︺平成 年度事業計画案について
︹４︺集団回収実施団体への感謝状交付につ
いて
︹５︺エコプロダクツ２００７への出展の報
告について

26

31

の旧正月明けの影響が懸念されましたが順調

15

12

12

25

出席理事 名 於︶組合会議室ｐｍ４

:〜

00

12

20

12

２月度定例理事会 ︹平成 年２月６日
︵水︶
︺
20

30

30

20 20
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日頃に集め︑３月
日頃に発送す

る予定である︒

稿を２月

かったため︑買いが多く出ていて価格は急騰
支部長にお願いは︑これから２ヶ月の支部の

る︒アメリカ︑ヨーロッパからの古紙が少な
している︒段古紙は︑発生期にあたる４月〜

予定を文書で提出していただく︒又︑昨年︑

１．直納部

集直正副委員長会議

５月に出てくるのではないか︒

永年勤続の表彰を受けた会社の方に原稿を書

東京協組の２月共販輸出は価格が上昇し順調

︹平成 年２月８日︵金︶︺

︹上台紙︺ 発生が悪い︒

いてもらい掲載をしていきたい︒文書で依頼

︹事業部︺

出席委員 名 於︶組合会議室ｐｍ４

:〜

出版不況によりノリなし雑誌

である︒中部商組の輸出でも中国︑タイが

︹返本雑誌︺
て準備作業をしている︒

を出す予定です︒ホームページの更新に向け

る︒本年は雑誌の販売は︑そうとう厳しい状
月〜１月にかけて発生

況になるのではないか︒
︹オフィス古紙︺

買っており︑関東商組でも段ボール・雑誌は

価格修正し新聞も順調である︒国内メーカー

の買いにより輸出量が若干落ちた︒北京オリ

ンピックまでは裾物は︑このまま順調に推移

古紙の配合率偽装問題については︑古紙の配

するのではないか︒

に行なわれまして︑皆様にはご協力をいただ

日︵土︶に東天紅で合同新年会が盛大

少ない︒３月〜４月には発生時期になるので

年から

日︵金︶上野﹁精養軒﹂で実施

︹上白︺ 輸出は量的に少ない︒使うメーカー
はご協力いただきたい︒

︹返本︑雑誌︺ １月の返本︑雑誌は昨年対比

ポットで対応している︒

︹ダンボール︺ 出版・印刷の不況が続き︑ス

︹新聞・雑誌︺ 相変わらずタイトである︒

格についてもバラツキがある︒

る︒発生したものは相当バラツキがある︒価

メーカーの買いは︑そこそこであ

が少なくなってきた︒発生がにぶくタイト感

るようであるがスポット価格のようである︒
日︵土︶に集荷部会を開くので集荷の
日の静岡県

名

が出てきている︒

２月

方は参加してほしい︒又︑２月

で実施する事となった︒

古紙適格事業所のプレートが出来たので認定

︹近代化推進事業委員会︺
︹広報部︺

書と同時に送付予定である︒

経営革新より⁝

があり青年部有志と理事の希望者による

︹青年部︺

年間分を出す予定ですので支部長に

か︒

合率自体が古紙の品質を左右するのではない
月

60

先日︑広報の３月号の打合せをしました︒原

してほしい︒

24

２月に入り発生が悪い︒

年の

される事に決まりました︒記念史を

行事が

周年

１月

00

20

14

きありがとうございました︒当組合の

は多少あり在庫もできた︒２月に入り発生が

なるべく早い時点でリニューアルしたい︒

ル雑誌は洋紙メーカーが積極的に取ってい

20

のコート紙の量が極端に減っている︒ビニー

20

オフィス系が出てくるのではないか︒
︹集荷部︺

24

︹切付︺

２月に入り家庭紙原料の価格修正が動いてい

50

10
10

四国の大王製紙の工場見学研修は︑人数制限

60

16

26

12

紙業協会家庭紙部会との懇談会のほうも参加

19

16
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で
％で︑発生は
％落ちている︒ピンコー

ト︵フライディ・フォーカス等︶の落ち込み
が激しい︒ビニール表紙の用紙は発生ベース
で増えている︒週刊誌︑ノリ付雑誌は前年よ
上がっているが︑週刊誌の発行部数が落ちて

り落ちている︒発生が低調である︒返品率は

発生が悪く回復の兆しがない︒

きており本離れの傾向にあるようである︒
︹家庭紙︺
メーカーからの要求は強く︑一部スポット価
格で問屋が動いている︒
製品在庫は非常にタイト︒メーカーは製品欠
品だけは出したくないが古紙がない状況︒家
紙古紙は全体的にオフィシャル化していくの

庭紙古紙は洋紙古紙化している︒今後︑家庭
ではないか︒
２．静岡県紙業協会家庭紙部会との懇談会に
むけて
〇出版︑印刷が悪い点等の状況説明をする︒
〇組合の共販価格も参考価格として伝える︒

︹上白︺ 国内メーカー︑輸出とも引き合いは

３．各品目別

直納部共販合同委員会

非常に強い︒発生が少なく在庫も持っていな

出席委員 名 於︶組合会議室ｐｍ４

︹色上︺ 家庭紙︑オフィス古紙がパッとしな

入ってから納入ペースが悪くなってきた︒古

は家庭紙メーカーに納入されたが︑２月に

い︒産業古紙が非常に低調である︒１月明け

６日の共販輸出協議委員会で協議に結果︑

紙に対する納入依頼が後をたたない状況であ
る︒

洋紙メーカーの納入ペースも非常に悪かっ

た︒発生そのものが低調で︑２月に入っても

未納︑キヤンセルはなくなっていないが︑１

増量する気配がない︒

ナムにも広がり︑価格については国内価格を

量に対して多く要求してくるが︑答えられな

社あたりの量が軽い状況が続いている︒発注

２．市況全般について

はケントの品質の問題もあるのだが︑白色を

張りたがっている傾向がお互いにある︒これ

最近は模造︑ケントよりも︑込頁を多く引っ

い状況が続いている︒
全体的に年明けで極端に発生が少ない︒ 品3
については在庫がなく︑輸出の影響もあり︑

えるためには模造︑込頁がいいと言う家庭紙

薬品を増やしたり︑変えて工夫してる家庭紙

メーカーが見受けられる︒白色を得るために
％

％か

家庭紙原料は発生が少なく︑製品の価格修
正がどのくらいできているのか︒

に出てきてしまう状況となるのではないか︒

メーカーも見受けられる︒発生の低下が 月2も
推移していくと非常にきびしいタイト感が表

る︒

国内でもスポット価格が出ている状況であ

をつのりたいと考えている︒

上回る価格となってきた︒共販輸出の参加者

ケントの扱いで輸出先がフィリピン︑ベト

た︒

り︑既存の３社と合わせ４社での入札となっ

３月より阪和興業︵株︶が新た入札に加わ

ジェーオーピーに決まりました︒

２月度は︑前月よりプラス１円高で︵株︶

１．共販輸出について

い状況が続いている︒

︹平成 年２月 日︵火︶︺
:〜

00
20

等︶

12

ぐらいではないか 日の会議で確認したい︒

15

〇集荷の現状を伝える︵選別にかかるコスト

20

13

〇分別により品質の向上をしていく点を伝え
る︒

19

17

18
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家庭紙メーカーは︑価格面で今後︑どうなる
のか心配している︒３月︑４月にどの程度の
発生があるのか︒結果によって動きがあって
もおかしくない状況になるのではないか︒
誌は堅調︒１月は良いが２月は発生が悪く納

関東地区委員会 ︹平成 年２月 日︵月︶︺

古紙センター

消費

入荷

６２︑９１０︵ ％︶

１０６︑６７８︵ ％︶

１１３︑３６１︵ ％︶

／１月 単位トン︑

︹関東商組 社実績︺
︹新 聞︺
仕入
出荷
在庫
︹雑 誌︺
仕入
出荷
在庫

消費

入荷

１３５︑１３２︵ ％︶

２４４︑１２６︵ ％︶

２６３︑０４８︵ ％︶

︹業者側コメント︺

在庫

７８︑７３４︵ ％︶

︹新聞・雑誌︺

％に落ちている︒チラシも

％に落ちてい

新聞発行数が昨年対比で

８１︑８２６︵ ％︶
８︑６４２︵ ％︶
５８︑７５９︵ ％︶

発生は良くない︒３月は例年だと増えるのだ

ラシが減ってきているため︒２月もチラシの

る︒原因は︑建築基準改正法で建築関係のチ
６１︑０４５︵ ％︶

が今年は︑落ちるのではないか︒新聞は発生
１２３︑０４７︵ ％︶

る︒昨年対比

雑誌については︑出版の売上が落ちてきてい

量が限界にきているのではないか︒

８︑４１１︵ ％︶
仕入

１２８︑６７０︵ ％︶

％と減少傾向にある︒今年

出荷

１１︑１９４︵ ％︶

段ボールは︑入ってきてもす

も︑いい材料がなくこの傾向が続くのではな
いか︒

︹段ボール︺

・６％と後
入荷

２２５︑６２９︵ ％︶

２１２︑１５２︵ ％︶

１月は在庫がない状態︒中国の冷凍餃子問題

半少なくなってきた分︑若干落ちた︒

ぐ出てしまう︒輸出は昨年対比
消費

でスーパーでの売上がよくない︒段ボールに

は経済活動の状態が︑そのまま現れる︒スー

１５８︑３６６︵ ％︶

︹新 聞︺

︹関東・静岡実績︺

在庫

︹段ボール︺

︹段ボール︺

在庫

ｐｍ２

:〜 於︶古紙センター会議室

20

︵ ︶
は対前年同月比︑在庫の
︵ ︶
は在庫率

︹需要動向︺

25

10.6 97.4 95.4

︹切付・新聞・雑誌︺ 切付は同状態︒新聞︑雑

輸出価格が国内メーカー価格

入はパッとしない︒雑誌も同じである︒
︹段ボール︺

00

08

在庫
︹雑 誌︺

98

を決めている状況︒２月は︑どこのメーカー
も良くない︒
︹返本・雑誌︺ 出版︑印刷︑製本は不況︒発
生が悪く仕事が廻ってこない︒返本の数量は
出版の落ち込みほど悪くない︒
発行部数を絞っても︑ある程度︑返品率は上
がっているが︑返品量は除々に下がってい

％が紙ゴミである︒

発生は減っている︒東京

る︒禁忌品が非常に多くなってきている︒
︹オフィス古紙︺
区の発生ゴミの内︑

集団回収でもシュレッダー︑オフィス古紙が
雑誌と比較して発生量は少なく

かなりの量入っている︒
︹上台紙︺

応じきれない︒価格は輸出価格に引っ張られ
ている︒台紙も雑誌に代わって出て行く︒

97

18

93

32

59.0 98.6 94.4

55.4 92.5 104.3

99

45

13.8 95.7 95.6

8.7 101.1 100.8

70.2 104.3 108.4

23

2008 年 3 月
No.258

パーに仕入が多くなれば消費も多くなる︒１

％で消費は

月〜２月にかけて回収が少なく︑経済活動が
低調である︒
︹メーカー側コメント︺
新聞は︑１月は入荷が昨年対比
83

低調︵
〜
％︶である︒関西︑東北が低

段ボールは︑１月は仮受の反動︑地域差の関係で

況を見ながら上手な利用をしていく︒

庫は各月とも平均２６︑
０００トン多く︑
発生状

％︑
在庫は ％で特に過不足感はなかった︒
在
92

99

画の中で推移していくのではないか︒段ボー

前年に比べ低調︒メーカーは生産が低く︑計

メーカーとも順調なペース︒２月は全体的に

か︒段古紙は︑１月を引きずるかたちで各

１月と同じように前年対比を割るのではない

調︒２月は段原紙の在庫があり出荷が低調︒

98

ル減産の傾向は続くかもしれない︒

編 集 後 記
広報副部長 高橋

宏明

３月号は新年号の後なので︑打ち合わせか
ら発送に時間のゆとりがありましたが︑ペー
ジ数が何ページになるんだろうかと少し心配
をしました︒また︑次号５月号は総会後の発
送予定なので少し遅れるかとおもいます︒
さて︑広報部では広報誌を現在のＢ５判の
縦書きから︑一般的な流れになっている用紙
サイズの﹁Ａ４判﹂の横書きに変更をしよう
と検討中です︒サイズを A4
判にする事によっ
て︑文字も少し大きくでき読みやすくなるの
ではと考えています︒ただ個人的には︑横書
きもいいですが︑縦書きでも良いのではない
かと思っています︒何故︑横書きが一般的な
流れになっている中で縦書きが良いかと思っ
たかと言いますと︑国語の教科書や新聞紙・
く縦書きで書いてあるからです︒

週刊誌・小説などもほとんどが横書きではな
それは︑新聞や週刊誌などは縦書きの方が
読みやすい︵教科書は別︶からではないで

しょうか？縦書きの文章は日本の文化でもあ

り︑他の広報誌とも違い個性があって我が広

報誌もそういった意味でも気軽に読んでいた

だきたいと思います︒

自分は︑﹁横書きの方がいい︒﹂﹁縦書き

の方がいい︒﹂と言ったご意見などがありま

したら是非︑組合広報部にご連絡を下さい︒

また組合員の皆様には︑ご意見のほかにも

思い思いの気持ちを原稿に気軽に書いてもら

いたいと思います︒ご協力のほど宜しくお願

いします︒

19

85

