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新年のご挨拶

東京都製紙原料協同組合

理事長　赤染清康

　皆様、新年明けましておめでとうございます。

２０１６年を迎えまして、皆様益々ご健勝のこと

と存じます。

　さて、昨年はイスラム国によるテロ事件、東芝

の不適切会計問題、マイナンバー制度がスタート

するなど大きなニュースが多々ありました。今年

も参議院選挙、投票年齢の１８歳への引き下げな

ど更なる変化が訪れようとしています。

　古紙業界においても構造的変化が引き続き表面

化していくことと思われます。ＩＴ化の更なる発

展による紙媒体情報の減少や新聞や出版業界の読

者離れによる印刷情報用紙の生産の減少などによ

る産業古紙の発生の減少、そしてそれに伴い洋紙、

白板向けおよび家庭紙向け上物原料のタイト化が

想定されます。段ボール原料についても、国内生

産が好調なためタイト化傾向にあります。

　輸出古紙の市況については、中国経済停滞の影

響はまだ顕著には現れておりませんが、中国およ

びアジアの製紙メーカーの再編は避けて通ること

は出来ず、遅かれ早かれその影響が出てくること

と思われます。

　いずれにせよ他業界と変わらず、紙パルプおよ

び古紙業界も社会情勢の変化に伴い様々な構造改

革を突き付けられており、これをいかに克服し新

たな道を開拓して行けるかが、これからの業界の

鍵となるものと思われます。

　当組合としましても、このような諸問題に直面

している現在、新規事業の開拓や十年後を見据え

た事業計画の策定等、組合員の皆様のためになる

メリットを打ち出せるよう頑張る所存です。

　組合員の皆様におかれましても積極的に組合の

活動にご参加をいただき、より組合員の皆様の声

が反映されるより良い組合にしていきたいと思っ

ております。皆様のご指導・ご鞭撻のほどよろし

くお願い申し上げます。

　最後になりましたが皆様の益々のご健勝とご発

展を祈念致しまして、新年のご挨拶とさせていた

だきます。
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新年のご挨拶

東京都製紙原料協同組合

副理事長　坂田　智

　昨年の総会において副理事長を仰せつかりまし

た坂田でございます。組合員の皆様、明けまして

おめでとうございます。

昨年の古紙業界はと言うと、かなり安定した一年

ではなかったかと思います。

　当組合は、産業古紙を扱っている企業が多く、

産業古紙が減りつづけている現況を考えますと、

大変苦しい状況になっています。これを打開する

には色々なことを試みていかなければならない筈

です。例えば現在人手不足という事がありますが

仕事が減っている集荷の方は、取引している問屋

さんの引き取りをする。そのことによりお互いに

ウィンウィンになるのではないかと模索してみる

のも一つのアイデアではないでしょうか？

　振り返ってみれば私がこの業界に入って今年で

４０年になります。この１０年は輸出により売る

事に困らなくなりましたが、その前の３０年は、

どうやってうまく売るかが私たちの手腕に掛かっ

ていました。今思うと眠れない日が続き苦しい

日々、メーカーさんに日参してお願いしていたこ

とを昨日のことのように思い出されます。ですか

ら私は今でも国内メーカーさんを第一に考えてお

ります。

この先中国の疲弊により輸出も徐々に厳しくなる

ようになった時に、企業にとって難しいかじ取り

になるのではないかと思います。

しかしそうなったときに今全原連で取り組んでい

るジャパンブランドが効果を発揮してくれると私

は期待しています。

　上物古紙に関して私は、まず心配はないのでは

と考えます。やはり産業古紙が減り続けることに

合わせましてまだ輸出では使いづらいと言われて

いるアート類が必ず海外の技術の進歩により引き

が強まると思われるからです。今年は不透明な一

年になると思いますが、組合員の皆様の鋭意、努

力によって良い一年になることを祈念いたしま

す。

そして何よりも組合の情報をうまくお使い頂きま

すようお願い申し上げます。年に数回発行してい
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る広報紙に必ずお目を通して頂ければ、皆様のお

役にたつことがあると思いますので、よろしくお

願い申し上げます。

 

新年のご挨拶

東京都製紙原料協同組合

副理事長　近藤昌和

　新年明けましておめでとうございます。組合員

の皆様方にはお健やかに新しい年をお迎えのこと

とお慶び申し上げます。

　さて、「中国ショック」により中国の景気が段々

と元気がなくなり、鉄やアルミの原料価格が大暴

落しており、鉄に至っては、逆有償しなければな

らないなどという話も聞いております。

幸いにも古紙の価格は現在、安定しており、喜ば

しいことではございますが、他人事ではなく、只々

今の価格で順調に推移していってくれることを祈

るばかりです。そして、今の古紙価格は明確では

ない為、直納問屋さんもメーカーへの対応にバラ

ツキがあり、集荷業者もやり辛く苦労しておりま

すので、以前のような建値になってくれることを

望んでおります。そして、本年も集荷部と直納部

でしっかりと協力をして、良い組合運営を行って

いきたいと思います。

　最後になりますが、今年も微力ながら組合の発

展のために頑張る所存でございます。皆様のご指

導ご鞭撻を宜しくお願い致しまして平成２８年が

皆様にとって、良い年となりますよう、ご祈念申

し上げて、新年のご挨拶とさせていただきます。



5

No.3012016 年 1月

新年のご挨拶

東京返本加工協同組合

理事長　工藤　裕樹

新年あけましておめでとうございます。

２０１６年の新春を迎え、東京都製紙原料協同組

合並びに東京返本加工協同組合の皆様に謹んで新

年のご挨拶を申し上げます。

　昨年は安倍政権の安定化により一年を通して株

価上昇や円安基調が進んだものの、円安による輸

入燃料や原材料の影響は変わらず、中小企業に

とっては引続き厳しい経済環境となりました。

経済産業界においては期待された経済成長には及

ばず、二極分化の様相がより一層鮮明になったと

も言える一年でした。２０１６年に向けて経済成

長率は上向くとの見通しもあり、安倍政権には経

済活性化に向けた更に強い実行力を期待したいも

のです。

　また、昨年は世界で活躍する日本の姿を多く目

にすることができました。ノーベル賞では一昨年

に引続き日本人２人が物理学、生理学・医学の分

野で受賞する快挙がありました。そして、プロス

ポーツ界では世界ラグビーワールドカップでの予

想を超えた活躍や、それぞれのトップアスリート

たちの期待を上回る成績や逆境を乗り越えての活

躍に爽快感と共に元気をもらった１年でもありま

した。

　東京返本加工協同組合も昨年の２月にはお陰様

にて５０周年の記念祝賀会を催すことがで、多く

のご来賓の皆様にご出席を頂くことがきました。

この時のご挨拶の中でも申し上げましたように

皆様のご支援ご協力があっての５０年を礎に、次

の５０年に臨みたいという思いで第５１期 ( 平成

２７年 7 月 1 日～ ) の事業年度をスタートしま

した。上半期終了時点での実績を見ますと古紙販

売事業における状況は出版業界の厳しい市況から

取扱量は年々減少化傾向が進み、依然として厳し

い環境下にあります。当組合の柱事業である共同

販売に於いて、海外輸出においては輸出価格に変

動はあるものの一定の堅調さを保っており、国内

需要への更なる期待感は増すばかりです。出版販

売会社様では出版流通の効率化を進める施策が継

続して実行されており、また、電子媒体の浸透や
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多様化も取扱量の減少化傾向に更に拍車をかけて

いるようにも感じられます。このような状況の中、

業界としての協力関係や事業間連携に対する認識

もより一層必要になっていくものと考えておりま

すし、そして、この厳しい現状をしっかりと把握

すると共に業務の見直しや原価意識を常に持ち続

けながら職務を遂行して行かなければならないと

考えております。

　当組合は今年、新たな５０年へのスタートを切

りました。役職員一同、次の半世紀に向けて着実

な歩みを刻んでいく所存です。

これまでにも増して組合員並びに出版販売会社様

そしてお取引の各社様との連携をより一層強固な

ものとし、この１年を奮闘させて頂きます。何卒、

皆さまのご指導ご鞭撻を宜しくお願い申し上げま

す。

時  の  話  題

清風会「講習会を開催」

広　報　部

　上野・精養軒にて１２月度の理事会の後、「清

風会」の講習会が開催されました。

今回は、１時間半の中で２本立てのテーマによる

関係業者からの説明がありました。

　一つ目は、（株）コネクトによる「簡単で安価

なＧＰＳについて」で社長の松田様が自ら説明さ

れました。内容はドライブレコーダーを使用し、

様々な情報を得て運行状況の把握や管理に役立て

るシステムでした。

　二つ目は、全国製紙原料厚生年金基金より「厚

生年金基金解散後の新制度」について。
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講習内容は、厚生年金基金の勝野常務理事と関係

金融機関のりそな銀行の担当者による、４月から

始まる新しい企業年金制度についての説明でした。

現在、加入していない方はこの機会に加入してほ

しいとの事でした。

近藤前理事長
「東京都功労者賞受賞祝賀会」

平成２７年１２月７日（月）午後６時３０分より

上野・精養軒に於いて、近藤前理事長の受賞祝賀

会が開催されました。

　祝賀会の冒頭で赤染理事長より記念品の贈呈が

ありました。そして普段、お世話になっているコ

ンパニオン会社リバー・アップの川上代

表より花束の贈呈がありました。

会場には東京都功労者の表彰状と銀杯。受賞した

日に撮影された写真が飾られました。

　祝賀会は、近藤前理事長のお礼の挨拶に続き、

清風会の当初会員である古田敏一様の乾杯のご発

声によりスタートしました。

楽しい歓談やカラオケ等があり大変盛り上がった

祝賀会となりました。

近藤前理事長、４期・８年に渡る理事長職の遂行

ご苦労さまでした。



8

No.3012016 年 1月

直納部忘年会を開催
広　報　部

　直納部忘年会が１２月１７日（木）鶯谷「宮川」

で行われました。年末の忙しい中でしたが、直納

部員とご来賓で総勢３２名が参加しました。

ゲストとして日頃、共販輸出でご協力頂いている

商社の（株）松本光春商店、日本紙パルプ商事（株）

国際紙パルプ商事（株）の３社にもご参加いただ

き、宴会前に海外の市況についてお話をしてもら

いました。

その後、上田直納部長の挨拶に続き、坂田秀一郎

相談役の乾杯のご発声があり、和やかに宴が始ま

りました。直納部の方の毎年変わらない笑顔が活

力の源になっているようです。

青年部研修会
　　日新工業㈱山形工場見学

青年部部長　高橋宏明

　平成２７年１１月６日（金）～７日（土）１泊

２日で参加者１１名にて日新工業㈱山形工場に研

修視察旅行に行ってきました。

　６日（金）上野駅 AM ８：１４発山形新幹線

に乗り山形駅まで約２時間車内の中は「笑い声」

や「話し声」で他の乗客の人に迷惑をかけたかな？

と思いつつあっという間に着いてしまいました。

工場視察の前にはまず「腹ごしらえ」駅ビル内の

飲食店に入り、「山形牛」を堪能しました。お腹

も満たされ、レンタカーに乗りいざ「日新工業」

へ出発しました。

　日新工業㈱山形工場は駅から１５分位の所にあ

り近いなあと思いつつすぐに着いてしまいました。

まず、日新工業㈱山形工場の概要を説明します

所在地：山形市大字南館字中河原４３８番地

敷地面積：４７, ０８４㎡（１４, ２６８坪）

 東京ドームよりやや大きいくらい

設備概要：抄紙機２基　内訳　抄紙１号機　

 ラグ原紙製造用　１基　

原料　古布（破砕布２０％）と雑誌（８０％）

抄紙２号機　不織布製造用　１基

原料　ポリエステル他
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断熱材製造機１基、断熱材カット機１基、

アスファルト製造機１基

叩解機２０基（抄紙関連設備）、

パルパー３基（抄紙関連設備）、ボイラー４基

会社及び工場の特色

創業以来一貫して、建築には欠くことの出来な

い防水材料ルーフィング並びに屋根材シングル・

フェルト等の製造・販売を行う総合防水メーカー

です。このなかで山形工場では、主力製品である

ルーフィングの芯材である原紙（製品化は埼玉工

場にて）、工事用断熱材、低針入度アスファルト

の生産を行っております。

　生産能力（月産）、ルーフィング原紙６００ｔ

（ラグ原紙５００ｔ、不織布原紙１００ｔ）、シェー

ンボード１００, ０００枚、低針入度アスファル

ト１５０ｔ、雑誌在庫７００ｔ～８００ｔ（２ヶ

月分弱）。

写真メール

　はじめてルーフィング工場を見学させて頂き、

古紙と古繊維を原料として配合し溶解しているの

にも（古紙繊維と古布繊維の合体）驚きました。

自分たちの知らないところで、まだ沢山の古紙原

料を使っている工場が有ると知りました。

当日、お忙しいなか案内して下さった日新工業㈱

山形工場・工場長　田中英夫様　資材課課長　高

野洋様　総務課課長　今野和宏様　大変ありがと

うございました。

今夜の宿泊先は、山形駅から約２０分位のところ

にある「悠湯の郷　ゆさ」で美味しい料理とお酒

に夜遅くまで楽しみました。翌日は、自由解散で

観光組と帰宅組に分かれました。

青年部主催ボーリング大会
城南支部　望月　孝

　平成２７年１１月１７日池袋のロサボウルに於

いて東京都製紙原料協同組合青年部主催のボーリ

ング大会を開催しました。大会は、午後６時から

２２人７レーンを貸し切って盛大にスタートしま

した。当日はちびっ子達も参加してくれて和やか

な雰囲気の中、大人（部員達は）缶ビールを飲み

ながらワイワイ開始の時間までボール選びをした
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りしていました。定刻になり田中幹事長からルー

ルの説明、高橋青年部長より挨拶を頂き、記念撮

影をして、幹事長から「ここから練習時間ですの

で各自練習してください。」の一言から皆の顔色

は一変。勝負モードになり多い人はほぼ 1 ゲー

ム分投げた人も・・・。始める前から大汗かいて

ゼーゼーしている人もいました。

　練習が終わり、さー本番。ゲームが開始され最

初からストライクを出した人から雄叫びが上がっ

たり「あぁ～」とため息をつく人。ちびっ子達は

バンパーレーン（ガターに落ちない）で投げて、

結構パタパタと倒してました。時には指から滑り

落ちロフトボールになって「キャ～」とこちらも

賑やかでした。

1 ゲーム目が終わり最終ゲームになると皆、他の

スコアが気になるらしく「１３０超えたの？」な

どと聞いていたり、最後まで頑張りました。個人

的な感想ですが、ボーリングも地味に疲れます。

終了後は足がパンパンでした。

　皆、ケガも無くレーンも壊さず、ボールも割れ

ず、あと片付けもキチンとして、同施設内の大馬

鹿地蔵（カラオケ居酒屋）で結果発表となりまし

た。

　幹事長よりブービー滝原順一さんから順に（当

日賞）永井暁さん、（飛び賞）駒井香楓さん、（ラッ

キー 7 賞）伊藤滋さん。その他、頑張ったちびっ

子に（サプライズ賞）などが高橋部長がプレゼン

ターとなり発表されていき、残すは上位３人のみ

となりました。第３位トータル２７２で三弘紙業

の持永さん、第２位２８２で黒田商店の黒田さん。

そして気になる優勝は３１１で「モチナガ」さん

と・・発表され、一時沈黙。その後「m(__)m ゴ

メンもっちー」出ずらい私・・・。だから書いて

るこのレポート・・。しかし、優勝ですから気分

は最高です。その後、最多ストライク賞も頂きま

した。

　この会を企画運営して頂いた、田中幹事長、皆

川のヒデちゃんお疲れ様でした。今後も参加者を

たくさん募って恒例行事として続けていければと

思います。
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支　部　便　り
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千代田支部　忘年会開催　

千代田支部長　近藤正彦

　去る１２月１１日（金）千代田支部忘年会は、

いつもの菜の家で安価にて行われました。

費用は安くても、１０社が参加して盛大に楽しく

２時間が、あっと言う間に過ぎました。

そして新年会は、もうちょっと奮発して盛大に行

うという事でお開きとなりました。

台東支部　忘年会開催
台東支部　近藤達也

　平成２７年１１月２５日（水）今年も近藤清司

さんの手配で、入谷「タイ料理チャムチャム」に

て台東支部忘年会を開催しました。本部から坂田

智副理事長をお迎えし、総勢９名の参加となりま

した。

　副理事長の挨拶の後、近藤昌和支部長の乾杯の

音頭と共に始まりました。料理はどれも本格的で

ありながら、日本人好みの味で、皆さん箸がすす

んでいる様子でした。

　業界の市況を振り返りつつ、来年の動向につい

ての話題もあがりました。とても有意義で、あっ

と言う間の２時間でした。

文京支部　忘年会開催
文京支部長　齋藤浩二

１２月１１日（金曜日）於いて：上野精養軒

１８時３０分より開演　出席者：１９名

　定刻より梨本さんの司会で始まり、初めに支部

長が来賓の方々をご紹介し、引き続き赤染理事長

より挨拶を受け、古紙の現状と今後の市況につい

て述べられました。

その後、乾杯のご発声を坂田副理事長が執り行い、

しばし歓談に入りました。忘年会が続いているせ

いか、皆さんやや疲れ気味でしたが、時間が経つ

につれて和やかに会話が進み、いつも通りの雰囲
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気になりました。

　時間を見計らって幹事がビンゴゲームのシート

を配り始め、大いに盛り上がり、１位は文京支部

の志田さんがゲットし、本人も申し訳なさそうに

受け取っていました。そろそろ時間となり大柴さ

んの中締めによって終える事ができました。

足立支部　忘年会開催
足立支部長　高橋宏明

　平成２７年１１月２５日（水）中国名菜「銀座

アスター千住賓館」にて、足立支部忘年会を開催

しまた。来賓として、斎藤文京支部長兼直納部副

部長、朝倉会計理事のお二人と、足立支部７名の

合計９名の参加者での開催となりました。

　まず、高橋支部長より開会の挨拶があり、赤松

前支部長の乾杯の音頭と共に始まりました。おい

しい料理とお酒に舌鼓を打ち、支部員どうしの親

睦も深まりました。最後に、美濃紙業近藤専務に

締めて頂き、散会となりました。有難うございま

した。

山手支部　忘年会開催　

山手支部長　長井義人

　１２月１９日 ( 土 )　鮨やなぎで山手支部の忘

年会を行いました。

当日は支部員と青年部１１名、赤染理事長、斉藤

支部長、近藤前理事長、大柴氏に来て頂きました。

支部長の挨拶の後、赤染理事長に挨拶を頂き、文

京支部長に乾杯のご発声を頂きました。　　　　

　コンパニオン３名が加わり大変盛り上がりまし

た。あっという間に時間がたち皆様楽しんでいま

した。締めは鈴木理事にして頂き、最後に毎年の
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ように大柴さんに集合写真を写してもらい大変楽

しい忘年会になったと思います。

来年は、山手支部は集荷が多いので頑張っていき

たいと思います。

城南支部　忘年会開催　

城南支部長　坂田　智

  恒例の城南支部忘年会は１２月５日の土曜日に

目黒区池尻大橋の寿司屋のなかむらで開催されま

した。出席者１５名来賓に大同生命の小川さんに

おいで頂きました

　初めに支部長の私の挨拶があり、乾杯のご発声

を赤染新理事長にお願いいたしました。宴会には

コンパニオン３名も加わり楽しい会の始まりで

す。なかむらさんの美味しいお刺身に舌鼓を打ち

ながら狭い座敷にコンパニオンも一緒に座り、和

やかに会話も盛り上がりを見せて皆さん満面の笑

みで本当に楽しそうでした。

　中締めを坂田紙業社長の坂田秀一郎さんにお願

いしていったんお開きとなりましたが、同じ場所

で違った料理を出していただき２次会も有志で和

気あいあいと楽しく過ごしました。

後程、聞きましたが３次会もあり５名ほどで盛り

上がったそうです。

 

♪ことわざミニ知識♪

「禍福（かふく）は糾（あざな）える縄（な
わ）の如し」
禍（わざわい）が福になったり、福が禍の元になっ

たりして、この世の幸不幸は繰り返す。

幸と不幸は縄を縒り（より）合わせたように表裏

をなすものだ。

不幸な事が起きても過度に悲観する事はないし、

一方でうまく行っている時こそ、慎重に行動せよ

と言う事だろう

「人間万事塞翁（さいおう）が馬」も同様の意味

である。



14

No.3012016 年 1月

支部スケジュール
千代田支部

　支部会　 　２月　８日（月） 菜の花

　支部会　　３月　７日（月） 菜の花

　支部総会　４月１１日（月） 斉藤商店

中央支部

　支部会　未定

文京支部　

　支部会　　２月１８日（木） すし常本店

　支部会　　３月１８日（金） 東明飯店

台東支部

　支部会　　３月中（日にちは未定）組合会議室

荒川支部

　支部会　未定

足立支部　　

　支部会　未定

山手支部

　支部会　　３月１９日（土） 鮨やなぎ　

城南支部

　新年会旅行　２月６日（土）～７日（日）

　　　　　　　湯河原

江墨支部

　新年会　　２月２０日（土）うさ美（婦人同伴）

城北支部

　支部会　　２月未定（１月・３月は休会）

お　知　ら　せ

１月・２月会議・催事予定

〔１月会議・催事予定〕

1 月 28 日 ( 木 ) 古紙センター業務委員会

 (pm1:15 ～ ) センター会議室　

　　〃  　　　  全原連新年会

 (pm5:00 ～ ) 浅草ビューホテル

〔2 月会議・催事予定〕

2 月　4 日 ( 木 ) 共販輸出検討委員会 (pm3:00 ～ )

　　〃 　　  　  常任理事会 (pm3:30 ～ )　

　理事会 (pm5:30 ～ )　 組合会議室
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2 月　6 日 ( 土 ) 東資協新年会　

 お茶の水ガーデンパレス

 懇親会 (pm5:00 ～ )　

2 月 12 日 ( 金 )　 富士貨協　荷主懇談会　講演会

 (pm3:00～)懇親会(pm5:00～)

 H グランド富士　

2 月 16 日 ( 火 )　青年部　東京製本二世連合会と

の合同勉強会　石坂産業 ( 株 )

産廃関係見学

2 月 19 日 ( 金 )　集荷部新年会　集荷部委員会

 及び新年会 (pm6:30 ～ )

 江戸川橋「鮨やなぎ」　

2 月 22 日 ( 月 )　関東地区委員会 (pm2:00 ～ )

　  センター会議室　

2 月 25 日 ( 木 )  古紙センター業務委員会

 (pm2:15 ～ ) センター会議室　

　　〃 全原連役員会 (pm3:15 ～ )

 センター会議室　

古紙価格
［東資協の古紙 4 品の標準売値］

平成 27 年 12 月 9 日現在

新　聞  9 円～ 12 円 ( 横ばい )

雑　誌　      7 円～ 10 円 ( 横ばい )  

段ボ－ル　  9 円～ 11 円（横ばい )

色上（並） 　　　　－ 

［共同購入］

プレス機のオイル交換について

共同購入委員会

共同購入事業のプレス機のオイル交換の時期が

やってまいりました。

組合を通じて通常より格安での交換が可能となり

ます。

すでに実施した事業所では、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。

又、日曜、祝日、朝早い時間等の作業も可能です。

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

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（２ｹ月に１度変更されます）は、

申込書の送付時にご連絡いたします。又、給油条

件により追加金が発生する場合がありますので、

あらかじめご了承下さい。



16

No.3012016 年 1月

プレス機のオイル交換、ＥＴＣカード、ガソリン

カード、自動車共済保険、カーリース事業のいず

れも、東京都製紙原料協同組合に加入されている

組合員の皆さまの特権です。

ご希望、ご質問は組合事務局までご連絡ください。

連絡先： 東京都製紙原料協同組合

 電　話　０３－３８３１－７９８０

 ＦＡＸ　０３－３８３１－７８８０

＊お 知 ら せ
２月１９日（金）  集荷部新年会　
集荷部委員会及び新年会（pm6：30～）

　江戸川橋「鮨やなぎ」　

会  議  概  要 ［11 月・12 月］

１１月度定例理事会
　

［平成２７年１１月５日（木）］於）組合会議室

出席理事２５名・監事１名　 

赤染理事長挨拶

１１月・１２月は各支部の忘年会を含め忙しいス

ケジュールが続くと思います。１月にはすぐに合

同新年会も控えており後程、内容について検討し

ます。先日開かれた静岡県紙業協会家庭紙部会で

は、久しぶりに会議終了後、懇親会が開かれ和気

藹々とコミュニケーションを交わす事が出来まし

た。会話の中でゴルフコンペ開催の話題もあり、

コミュニケーションの大切さを感じました。

［各部報告］

［総務部］

組合会館の外壁の補修は、隣りの家屋のリフォー

ム（工事終了１２月末予定）が終わってから実施

する予定。

［直納部］

１１月度の共販輸出は３社が入札に参加した。入

札の結果は、国内を上回る価格で国際紙パルプ商

事（株）が落札した。仕向地は中国で、業者の報

告では「輸出国側の需要が旺盛なため輸出余力が

制限されることから、一部の品種では輸出価格が

底打ちしました。ただ、中国では紙板紙需要の回

復に時間を要しているため輸出価格は小幅上昇に

留まっています」また他社のコメントでは、①「中

国各社、依然需要少なく生産も少ない」②「古紙

の引合いは安定しており円安が追い風」

全体的な市況は前月と変わらず変化なし。輸出に

関しては、日本の国内需要が強く、原料が国内へ

シフト。１１月の輸出量は減少。中国の白板需要

は依然低迷。中国への１月～８月輸出量は前年比

４％増、回収量が前年比３. ７％増で経済が停滞

と言われる中、紙の消費は延びている。

裾物共販輸出に関しては、実施する方向で商社を

検討中。

静岡県紙業協会家庭紙部会では集荷が今回、初め

て出席していない事を強調した。メーカーの古紙

は何とか操短しないで廻している状態。年末に向

けては心配しているメーカーが多かった。古紙の

掘り起しをメーカーと原料問屋で協力して進めて

いく方向で一致した。

［品目別］

［段ボール］　１１月メーカー古紙発注量は横ばい

か増加。メーカーにより購入状況は二極化。製品

在庫は高水準。原紙在庫も４６万トンと２ｹ月連

続の増加。　

［新聞、雑誌］　１１月の新聞のメーカー古紙発注

量は引き続き積極姿勢。輸出弱含みも国内は下が

らず。新聞発行部数の減少のため地域間の受給バ

ランスが崩れる。

１１月の雑誌のメーカー古紙発注量は横ばいか増

加。白板製品の生産は悪く大幅に出荷が減少。中
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芯メーカーの一部工場では雑誌古紙を段古紙にシ

フト。

［家庭紙］　上物古紙の発生は引き続き低調。メー

カーは岳排以降、生産調整をして在庫を膨らませ

ない傾向。家庭紙の製品出荷は上向いており、古

紙原料はタイト状態。ＤＩＰ向けの古紙も同様に

推移。古紙問屋の在庫は低水準。中国への輸出は

低調で横ばい。

［集荷部］

１０月の発生は悪かった。印刷・製本関係からの

仕事が少なく集荷は厳しい状態が続いている。

［広報部］　

広報１１月号作成中である。すでに依頼してある

原稿が未提出の場合は、早急に提出して欲しい。

組合総合名簿が印刷中である。発送は１１月中旬

を予定している。

［事業部］

来年の新年会の内容を決めた。司会は、足立支部

の高橋支部長、中締めは中央支部の小森支部長。

カラオケが中心となり、アトラクションは２年間

続いたダンスに変わり違うもので検討した。候補

があがっている中から、出演料の関係で参加費を

１, ０００円ほどプラスして対応する予定。各支

部長は支部員に事情を伝えてほしい。

［青年部］

１１月６日～７日の日新工業（株）山形工場の視

察会をする。

１１月１７日（火）ボーリング大会を開催する。

場所は池袋ロサボウル１８時より

１２月１５日（火）青年部忘年会を開催する。鳥

良　池袋２号店　１８時より。

［近代化推進委員会］

経営革新委員会：１１月１６日～１７日に大阪で

開催。

［支部報告］

支部会・忘年会の日程

文京：12/11 忘年会、　台東：11/25 忘年会、　

荒川：11/28 忘年会、　足立：11/25 忘年会、　

山手：12/19 忘年会、　城南：12/5 忘年会

江墨：12/19 忘年会

＊千代田・中央・城北支部は開催未定

［審議・検討事項］

１. 近 藤 前 理 事 長 の 東 京 都 功 労 者 賞 受 賞 パ ー

ティーについて：

１２月７日（月）清風会講演会終了後に理事、元

理事、清風会ＯＢのみで開催する。

場所は上野精養軒で午後６時半からを予定。記念

品贈呈のため希望者よりお祝いの寄付を募る予

定。

古紙センター関東地区委員会

［平成２７年１１月２４日（火）］ａｍ 10：30 ～

於）古紙センター会議室

［需要動向］　15 ／ 10 月　　単位トン、

（　）は対前年同月比、在庫の（　）は在庫率

［関東商組 32 社実績］

［新　聞］ 仕入 61,866(104.2%)

 出荷 62,311(104.2%)

 在庫 8,713(  14.0%)

［雑　誌］ 仕入 52,287(104.4%)

 出荷 54,381(107.2%)

 在庫 7,754(  14.3%)

［段ボール］ 仕入 141,942(104.9%)

 出荷 143,913(106.0%)

 在庫 11,120(    7.7%)

［関東・静岡実績］

［新　聞］ 入荷 210,422(101.2%)

 消費 196,274(  99.3%)

 在庫 140,407(  71.5%)
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［雑　誌］ 入荷 112,983(101.5%)

 消費 104,207(  96.6%)

 在庫 46,313(  44.4%)

[ 段ボール ] 入荷 336,876(106.4%)

 消費 331,163(103.3%)

 在庫 89,768(  27.1%)

［業者側コメント］

［新聞・雑誌・段ボール］

１０月の発生は３品とも前月比と前年比でプラ

ス、在庫は減少。毎年１０月は発生が良く、１１

月は悪い傾向が出ている。輸出は前月と変わらない。

［上物古紙］

１０月の東京協組４３社上物古紙データでは、家

庭紙向けが前月比と前年比でプラス。ＤＩＰ向け

は前月比で若干のマイナスだが前年比では横ば

い。家庭紙向け色上が前年比で５５. １％と極端

にマイナスしているのは、今の価格では選別費が

出ず輸出ミックスに回っていると見受けられる。

家庭紙原料は慢性的な発生不足で、家庭紙メー

カーからは引き合いが強く、需要に比べ供給が少

ない。

［メーカー側コメント］

雑誌古紙の１０月発注は横ばい、入荷は改善、使

用は横ばい、在庫は増加。１１月は発注、入荷と

も横ばいで使用は計画どおりだが、一部、雑誌か

ら段ボールに振り替えるメーカーが見受けられ

る。在庫は横ばいか減少。

新聞古紙の１０月発注は横ばい、入荷はまずまず、

在庫は増加。１１月は発注が横ばいで入荷は悪く、

使用は減少か減産なので在庫はほぼ横ばい。

段ボールの生産は順調に推移している。段ボール

原紙の在庫は７万５千トン増えており、中芯は過

去最高でメーカーの在庫はきわめて多い。段ボー

ル古紙の１０月発注は横ばいかプラス。入荷は順

調で在庫は横ばいかプラス。１１月発注はまちま

ちで入荷は良くない。在庫は横ばいかマイナス。

古紙センター業務委員会
　

［平成２７年１１月３０日（月）］　pm2：15 ～

於）古紙センター会議室　

［1］　第４回中日古紙セミナーについて　

［2］　関東地区委員会新潟分会について

［3］　“ 紙リサイクル ” コンテスト 2015 表彰式

　　　について

＊古紙の需要・市況動向はページ数の関係で割愛

させていただきます。

全原連  平成２７年度第５回  理事会報告

平成２７年１１月３０日（月）　15：35～16：45

於）　古紙再生促進センター

理事・監事６５名：出席３１名

（内、委任出席　　名）欠席０名　

Ⅰ .　主要議題

　（１）役員改選に係る選考委員選出依頼

　（２）古紙リサイクルアドバイザーの認定申請

　（３）平成２８年新年会開催計画　

Ⅱ　諸議題

　各委員会活動報告

　１. 経営革新委員会　１１月１６日開催 　

　２. 需給委員会　

　３. IT 推進委員会

　４. 渉外広報委員会　１１月５日開催

Ⅲ　その他報告事項

　１. 業務委員会（１１月３０日開催）

　２．古紙持ち去り意見交換会（１１月１６日開

催）

　３. 第４回中日古紙セミナー（１１月１８日～

２１日）

　４. アジア紙リサイクル構築支援事業（１１月

１７日～２６日）

　５. 機密抹消国際セミナー（１１月２５日開催）
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１２月度定例理事会

［平成２７年１２月７日（月）］　於）組合会議室

出席理事２６名・監事０名　　

赤染理事長挨拶

本日は理事会終了後に清風会講習会と近藤前理事

長の東京都功労者賞受賞祝賀会があります。理事

会は１時間と限られているのでスムーズに議事進

行をお願いしたいと思います。

［各部報告］

［直納部］

１２月度の共販輸出は３社が入札に参加した。入

札の結果は、国内を上回る価格で（株）松本光春

商店が落札した。仕向地は中国で、業者の報告で

は「引き合いは慎重、且つ安定。為替の追い風続

く」また、他社のコメントでは①「輸出国側の古

紙需要が旺盛な為、輸出余力が制限されています

が、古紙の発生期であることから輸出価格は軒並

み下落しております。米国品の下落幅は大きく、

日本品も追従する傾向となっています。②「中国

各社、依然需要少なく生産も少ない」

全体的な市況は前月と変わらず変化なし。

［品目別］

［段ボール］　１１月の段ボールの発生は横ばいか

多少増加。天候不順により青果物の動きが弱かっ

た為、段古紙の回収量は減少。積極的に購入する

メーカーと、そうでないメーカーとに別れてい

る。原紙在庫は３ｹ月連続増加。在庫の多い原因

は、原紙輸出が低調、近年の多品目化、メーカー

間のシエア競争に拍車がかかってきた事が考えら

れる。国内メーカーの操業は一部メーカーがフル

生産、他方では減産傾向で二極化している。段ボー

ル古紙の輸出は弱含みだが、国内需要が旺盛で価

格が米国品と同水準にある。中国国内の段ボール

古紙価格は一部の地域で上昇している。

［新聞、雑誌］　１１月の新聞発生は減少。新聞用

紙動向は、生産量、出荷量とも２０ｹ月連続の減少。

発行部数の減少。新聞古紙の発生減により仕入価

格が上昇し、プレミアム価格が継続されている。

雑誌の１１月発生は横ばいか多少の増加。さまざ

まな食品等の値上げによるスーパー等で白板の消

費が低迷。その影響で白板紙の減少が目立ち、２ヶ

月連続の出荷減少。一部メーカーでは製品販売不

調から雑誌古紙購入を少なくする工場も出ている

ようである。　

［家庭紙］　毎年１０月は古紙の発生期で家庭紙

メーカー向けの需要も多い。１０月の発生は前年

に比べ多少、多かったが、１１月に入り落ちてき

た。大手パルプ物は伸びているが、再生紙ものは

伸びていない。販売価格は安定しているおり、メー

カーの操業は順調だが、原料の確保に苦労してい

る。

［集荷部］

１１月の発生は少なかった。相変わらず先が見え

ない状態が続いている。

［広報部］　

広報新年号は１月の終わり頃、お届けする予定です。

正副理事長や返本組合の理事長の新年挨拶が中心

となります。

他には支部での忘年会の報告があります。原稿の

締め切りは年内となりますので期限までに提出す

るようお願いします。

ホームページの変更について制作中です。組合の

紹介等、修正点についてピックアップしている最

中です。

［事業部］

新年会の来賓について招待状を送る前に確認をし

た。

あんしん財団の上半期は保険加入が１０９名とな

り手数料に特別料金が加算されました。現在、下

半期に入り４社２５名が加入されました。引き続

き、加入の紹介を続けてほしい。
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［青年部］

１１月６日～７日の日新工業（株）山形工場の視

察会と１１月１７日にボーリング大会を開催しま

した。

１２月１５日（火）鳥良　池袋２号店　１８時よ

り青年部忘年会を開催する予定です。

［近代化推進委員会］

経営革新委員会：１１月１６日～１７日に大阪で

委員会を開催した。詳細は添付議事録参照。

ＩＴ推進委員会：１１月５日に委員会を開催した

ので詳細は添付議事録参照。

［支部報告］

支部会・忘年会・新年会の日程

千代田支部： １２月１１日忘年会、

 １月２１日新年会（いろは寿司）

中央支部　： ２月に支部会

文京支部　： １２月１１日上野精養軒で忘年会

台東支部　： １１月２５日忘年会

荒川支部　： １１月２８日上野「音音」で忘年会、

 １月９日支部新年会

足立支部　： １１月２５日忘年会

山手支部　： １２月１９日に忘年会

城南支部　： １２月５日忘年会

江墨支部　： １２月１９日「うさ美」で忘年会、

 ２月に夫婦同伴による支部新年会

城北支部　： １２月・１月は支部会休会

　

［審議・検討・報告事項］

１. 古紙商品化適格事業所の更新日程が決まった。

１月更新申請書の配布、２月末までに更新書

類の組合への提出、

　３月中旬までに全原連へ提出審査。

２. 理事の代理について：理事は個人と組合との

委任関係なので理事の代理は不可。

編  集  後  記

広報部副部長　武田誠一郎

　年明けから株の下落が続いています。

　「羊辛抱申酉騒ぐ」と格言がありますが、今年

は何かが起きそうな気配がします。

　昨年の漢字一字に「安」の字が選ばれましたが、

今年も引き続き我々業界の価格安定、事業安泰を

目標に掲げこの一年を乗り切りましょう。

また、昨年飲み過ぎて千鳥足で自宅に帰る時に自

転車に跳ね飛ばされ肋骨を骨折しました。今年は、

ほどほどにしようと反省もしている今日この頃で

す。

広報誌　表紙写真募集の件

広　報　部

　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。

組合員の皆様から表紙を飾る写真を公募しており

ます。下記の要領で、奮って写真をご応募くださ

い。お待ちしております。

募集要項
募集写真：白黒またはカラー写真　

　　　　　焼き付け　または　添付ファイル

題　材　：風景、季節、催事を扱ったもの

提出時期：随時

提出先　：　　

〒 110-0016　東京都台東区台東 3-16-1

東京都製紙原料協同組合　事務局

Ｅ ‐ mail　：　info ＠ kosi ‐ tokyo.or.jp

電話　　０３－３８３１－７９８０

ＦＡＸ　０３－３８３１－７８８０


