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時  の  視  点

「中国の全面輸入禁止後の需給バランス」

㈲古紙ジャーナル社　編集長　本願雅史

令和２年９月１６日開催　足立支部会研修より

全面禁止を前に物流混乱
　中国が古紙の輸入を全面禁止するまで、残すと

ころあと４ヵ月となりました。２０１７年に打ち

出した方針は、いよいよ現実のものとなりそうで

す。一方で中国は原料を必要としているため、緩

和策を期待する見方もありましたが、最近の一連

の動きから全面輸入禁止は確定したとみて間違い

ないでしょう。

　中国の生態環境部は６月３０日、定例記者会見

において、「２０２１年より（古紙を含む）固形

廃棄物輸入を全面禁止とし、生態環境部は固形廃

棄物輸入に関する申請を一切受理しない」と正式

に発表したのです。事実上、２０２１年以降の古

紙輸入全面禁止が正式に決定しました。

　また９月１日からは「改訂固定廃棄物汚染環

境防治法（国廃防治法）」が施行され、固形廃棄

物が全面輸入禁止になることが法的にも担保さ

れました。違法に輸入した場合は５０万元以上

５００万元以下の罰金を科す規定も定めていま

す。この２つの動きから、中国が門戸を閉ざすこ

とは確定的でしょう。２０００年初頭から製紙業

の急発展とともに世界中の古紙の受け皿となって

きた中国市場は２０年を経て突如消滅するのです。

　国廃防治法は、段階的に輸入禁止にすることを

定めていますが、９月から輸入できないとも解釈

できるため、船会社の中には前倒しして古紙の船

積みを停止する動きも出ています。グローバル企

業である船会社が、コンプライアンス対応に敏感

に反応したというわけです。

　また別の問題も発生しています。中国ではコロ

ナ後の経済的な復調で、中国→先進国へ輸出する

際のコンテナ需要が急増。本来は古紙を積んで中

国に向かうコンテナが空のままで集められ、輸出

商社がコンテナ確保に苦労しているのです。

　２０２０年の古紙輸入ライセンスは８月末まで

に５９４万トンが発行され、さらに９月中にも

８０万トンが追加発行されると言われています。

計６７０万トン前後が発行される見通しですが、

コンテナが確保できなかったり、また荷積みする

船会社がみつからなかったりすれば、輸入ライセ

ンスが大幅に残る可能性もあるでしょう。

３つの需給バランスの変化
　来年から中国の禁輸措置によって、世界の古紙

需給バランスで注目したい変化が３つあると思い

ます。

（１）中国の原料需給がバランスできるのか、

（２）中国→東南アジアに古紙の需要がシフトす

るのか、

（３）日本国内で原料需給がバランスできるのか

です。

（１）は中国で古紙の輸入減少分を、①国内回収

の掘り起こし、②古紙パルプの輸入、③段ボール

原紙の輸入で補っていくとみられます。①中国の

古紙回収率は４９％と低いものの、パッケージと

して輸出される分も多いので、既に掘り起こしの

余地は乏しいようです。古紙回収量は過去４年間

で４８００万～５３００万トンで上下しており、

内需や天候などの影響もあって安定しません。

メインとなりそうなのが（２）と（３）です。

今年１－６月の古紙輸入量は２９１万トンで前年

同期より２５１万トン減りました。一方、古紙

パルプは６５万トン増の９０万トン、段原紙は

１６６万トン増の３２２万トンでした。単純に差
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し引きすると前年より２０万トンの不足ですが、

歩留まりを考慮すると、プラス１４万トンとなっ

て古紙の輸入減少分を補っています。

　古紙パルプは、米国や東南アジアで設備の増

強が相次いでおり、２０２１年中に設備能力は

４５０万トンに達するとみられます。今年の輸

入量は２００万トン近くに達するとみられ、来

年はさらに倍増の可能性もあります。段原紙も

２０２５年までに東南アジアで中国メーカーを筆

頭に１５００万トンほどの増設計画があります。

そのうち５００万トン前後を中国が輸入するとみ

られます。

 

（２）中国から東南アジアへ需要先の移行として

は、主要８ヵ国の輸入量の総量は１８３１万トン

で、中国の１０３６万トンを上回りました。ただ

し、過去２年間の増減では、中国は１５３６万

トン減だったにもかかわらず、主要８ヵ国では

６５７万トンしか増えておらず、中国の減少分を

吸収できていません。前述のように、東南アジア

で増設計画も目白押しですが、中国の古紙輸入の

減少ペースに増設に伴う需要増が追い付いていま

せん。

先進国を中心とした古紙の輸出国は一部を中国以

外の他国へ振り替えつつ、自国内（欧州では域内）

での消費量を増やすか、ごみ化することで需給を

調整していくしかありません。

 

（３）日本では、中国禁輸後の需給バランスがど

う変わるのでしょうか？まず日本の古紙消費量は

２０１３年以降、１７００万トン前後で推移して

きましたが２年連続で減り、今年１－６月も対前

年比６％減っています。ただ、紙・板紙の生産量

の同比１０％減、繊維原料の消費量の同比９％減

に比べるとその落ち込みは緩やかです。古紙利用

率も６６. ５％と過去最高の水準で推移するなど

異例の展開となっています。これは２社で洋紙マ

シンを段原紙マシンに転抄して生産を始めるな

ど、一部で古紙の消費も増えたためです。

　収縮する中国向け輸出は、他国への分散が進み

ました。日本から古紙の年間輸出量は、２０１９

年に３１４万トン。そのうち中国向け比率は

５２％でした。この比率も品種別では、段ボール

＝４４％、上物＝７９％、新聞＝８１％、雑誌＝

６５％、その他＝５２％。段ボールや上物、その

他は他国分散化が進んでおり、バランスしそう

です。新聞は月間２. ６万トン、雑誌は月間３万

トンが中国向けです。今年１- ７月の実績をみて

も、２. １万トン、３. ３万トンが中国に出ていま

す。新聞は世界的にみても希少品種となりつつあ

り、リーズナブルな価格帯であれば、日本品の需

要は底堅いでしょう。来年、行き場を失う可能性

があるのが中国に依存している雑誌古紙の３０万

～４０万トンです。この振替え先の確保が求めら

れており、一部は RPF 原料などのサーマル利用

やごみ化も避けられないでしょう。
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時  の  話  題

東京返本加工協同組合
第５５回　通常総会開催

東京返本加工協同組合　事務局記

　去る、２０２０年８月２０日 ( 木 )　東京ドー

ムホテル地下１階『シンシア』の間に於いて東京

返本加工協同組合　第５５回通常総会が１４時か

ら開催されました。

ご来賓として、税理士法人西川会計　西川豪康様

にご出席を賜り、渡邊理事の司会により総会が開

会されました。

審議に先立ち、藤川理事長より冒頭、コロナ禍で

暑い中をご参加いただいた御礼と古紙発生減少が

続く中で収益改善に努めてきたものの厳しい決算

となった旨を報告し、今期は雑誌返品協業を成功

させていきたいので皆さまのご協力をお願いした

いとの挨拶がありました。

続いて司会者より、組合総数１８名、過半数を超

える出席であり、今総会が成立した旨の報告がさ

れました。議長選出では、「司会者一任」と会場

からの声により藤川理事長が議長に選任され審議

に入りました。

　今総会では、第１号議案～第９号議案（①事業

報告、②決算報告、③剰余金処分案、④事業計画

案、⑤収支予算案、⑥借入金残高及び債務保証最

高限度額、⑦加工手数料、経費の賦課、加入手数料、

⑧理事及び監事改選、⑨役員報酬の案件）が提案

され、全案件について議長並びに各理事より上程

され、各議案とも全会一致にて原案通りに可決さ

れました。理事及び監事については再任となって

います。

　事業報告では、昨年、日販様とトーハン様の　

「雑誌返品処理業務」の協業が発表され、本年　

１１月より段階的に業量移管され２０２１年３月

には全て完了される予定であることや計画的に準

備を進めている取組状況等について報告されてい

ます。

　全ての議事終了後、閉会の辞では、司会より進

行協力への感謝が述べられ閉会致しました。

東京協組の理事会について

２０２０年に入り新型コロナウイルスの影響で理

事会の開催が一部変更になり、現在に至っていま

す。

２０２０年理事会経緯

１月８日（水）常任理事会・理事会（通常開催）

２月５日（水）常任理事会・理事会（通常開催）

３月４日（水）常任理事会のみ開催（変則開催）

４月３日（金）常任理事会のみ開催（変則開催）

５月１日（金）理事会開催中止

６月３日（水）理事会開催中止

７月３日（金）上野・東天紅にて

　　　　　　　常任理事会・理事会（通常開催）

尚、理事会終了後に例年実施しておりました清風

会「研修会」と「納涼会」は中止となりました。

８月理事会は例年通り休会

９月３日（木）通常開催（常任理事会・理事会）

　　　　　　但し、理事会は一部入れ替えで開催

１０月５日（月）通常開催（常任理事会・理事会）

　　　　　　理事会は一部入れ替えで開催予定
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１１月からの理事会は、組合会議室にてテレビ会

議と併用して一部の理事は会議室で、その他の理

事はテレビ会議での参加で開催を予定しておりま

す。

「普段より広い会場で行った東天紅での理事会」

共販輸出について
昨年より滞っていました共販輸出の内、裾物　　

「段ボール」が３月より９月まで７ｹ月連続で実施

出来ております。　　　　　　　

 ［段ボール］　　　［輸出先］　　　［商社］

３月 店頭渡し ベトナム他 ＫＰＰ

４月 店頭渡し ベトナム他 ＫＰＰ

５月 店頭渡し ベトナム他  日商岩

６月 店頭渡し 台湾　　　  日商岩

７月 店頭渡し ベトナム他  ＫＰＰ

８月 店頭渡し　　台湾　  日商岩

９月 店頭渡し 中国　　　  ＫＰＰ

ＫＰＰは国際紙パルプ商事で日商岩は日商岩井紙パルプ

ＴＰＩＣＯ　個人情報保護体制制度
ＴＰＩＣＯ（ティピコ）とは
　数年前、個人情報保護制度が施行され、個人情

報を取り扱うすべての事業者は個人情報保護のた

めの組織体制の構築が急務となっております。

　地方自治体の個人情報保護条例は個人情報の取

扱い件数に関わらず、違反に対しては行政指導の

対象としています。製紙原料業界においても保護

体制が必ず取引条件とされてきています。（出版

社、印刷・製本会社からの要求など）

　対策として自社の保護体制を示す必要がありま

すが、言葉やこれまでの実績だけでは、なかなか

発注元に安心・納得して頂くことができなくなっ

てきています。

ルールーの策定については、自社で決定し保護体

制の自己宣言をするだけでは、その有効性を対外

的に示す場合、客観性に欠けます。そのためプラ

イバシーマークのように第三者認定制度を活用す

ることになりますが、これらの取得には労力と費

用面でかなりの負担となります。

　このような状況を踏まえ、当組合では組合員の

皆様の個人情報保護体制の客観性を補完するため

に、組合独自の「個人情報保護体制制度」を導入

し支援しております。

tokyokyouso　for　privacy　information

conservation　organization

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）

Ｃ　（コンサベーシヨン・管理）

Ｏ　（オーガニゼーション・協会）

内容は「東京協組　個人情報管理協会」　となり

ます。

認定条件ほか
（１）組合主催の「認定取得セミナー」への参加

年１回

　・講師：（株）コンサルティング・オフィス

　・研修テキスト、サンプル規定集、ＣＤ－Ｒ

　・認定講習会は６時間

（２）認定講習会での支援内容と認定条件
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　・個人情報保護方針の策定

　・個人情報保護方針についての社員教育の実施

　・従業員との機密保持誓約書の締結

　・委託先との機密保持契約書の締結

　・規定類等の整備

①個人情報保護管理規定

②ＰＣ管理規定

③委託先管理規定

④入退室管理規定

⑤苦情相談取扱い規定　　　　など

令和２年　資格取得者・維持更新研修会
（対象３４社）

　例年ですと資格取得者の維持更新研修会は、組

合会議室にて２グループに分かれて講師より研修

を受けておりました。

今年は特例で、新型コロナウイルス感染防止のた

め蜜を避けて各認定企業にて研修を行い、終了後

に報告書を提出してもらいます。

研修期間：令和２年９月～令和２年１１月３０日

事前にお送りした研修資料をもとに各自で実施

＊全社員を対象とした社員教育を併せて実施され

ることが望まれます。

◎研修終了後の「教育実施報告書」は令和２年　

１２月２５日迄に組合事務局までご提出下さい。

＊令和２年度の新規取得希望者は、応募がなく説

明会及び認定講習会の開催はありませんでした。

普段で新規取得希望がありましたら、組合事務局

までご連絡下さい。複数の希望者になった時点で、

説明会を開催致します。

尚、以前に説明会を受講されている方で新規希望が

ありましたら、同じく組合事務局までご連絡願いま

す。取得のための認定講習は１名でも行います。

その他、ＴＰＩＣＯに関して何かご質問がありま

したら事務局までご連絡下さい。

組 合 員 の 広 場

「コロナ奮闘記」①

理事長　坂田　智

　日頃、組合の運営にご協力頂き、誠にありがと

うございます。私のコロナに対する予防処置はも

ちろん皆さんが行っているマスク、手洗い、消毒、

は基本中の基本ですが、まず人混み、公共交通機

関を使用した場合は自宅に戻ると直ぐにシャワー

を浴びることです。また極力不要な外出を避ける

ようにしています。

　コロナでよく言われている高齢者に入ってし

まっている私は、感染すれば命にかかわるという

ことです。たまには夕食を家族で近所に出かける

こともありますが、開店時間に予約して他のお客

さんが入ってくると家に帰ってくるようにしてい

ます。

もう一つは床屋さんに２か月で３回行っていまし

たが、今は怖くて行きません。家内にバリカンで

刈ってもらっています。とにかく皆様におかれま

しても極力リスクを回避して感染しないように頑

張っていただきたいと思います。

「コロナ奮闘記」②

文京支部　渡邉繁光

　とにかく困ったことはマスクが手に入らなかっ

た事。それまでは１日で使い捨てていた不織布マ

スクを毎日洗って乾かしては再利用。ボロボロに

なるまで使っていました。なかなか手に入らない

ので節約しないと。

そんな状態がゴールデンウイーク前まで続きまし

た。
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「コロナ奮闘記」③

城北支部長　辻　忠敏

　極寒の２月から早半年、コロナ対応生活が日常

になる中、仕事関係は徐々に戻りつつありますが、

一番変わったのは家族、親族などの身近な人との

かかわりかもしれません。

日本伝統のお盆休みも一変したと思います。紙か

ら携帯電話に変わったように人間関係も良い方に

変化してもらいたいです。

組合事業紹介・事業部
（都市近代化事業協同組合の事業について）

　ＥＴＣカード
指定の高速道路が割引運行出来ます。又、首都高

速が割引で利用出来る事になりました。

（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

のポイント分が無料走行で使えます。

①「ガソリンカードのご利用」について
ご存知ですか？
組合では、皆様のお仕事に少しでもお役にたてる

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高騰しております。

組合では、皆さまがお使いになっているトラック

や乗用車のガソリン代を少しでも安く購入できる

事業があります。

都市近代化事業協同組合が行っている事業を通じ

てガソリンを購入されますと・・・全国平均と比べ

ハイオク・レギュラーガソリンが約３円、

軽油が約９円ほど安く購入できます。

( その時の価格変動により大きく値動きがある事

がありますが、あらかじめご了承ください )

専用のカードを作り、該当するスタンドで使用す

ると自動的に割引料金でカード決済されます。

＊ＥＴＣカード、ガソリンカードのいずれも、　

　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。

共同購入についてのお知らせ

プレス機のオイル交換について
共同購入委員会

組合を通じて通常より格安での交換が可能となり

ます。

過去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

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

は２ｹ月に１度変更されますので実施時にレート

をご確認願います。尚、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。

組合事業及び共同購入連絡先　

東京都製紙原料協同組合

　　電話　　０３－３８３１－７９８０

　　ＦＡＸ　０３－３８３１－７８８０
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♪ことわざミニ知識♪

「虻蜂とらず」（あぶはち　とらず）

二つを同時に手にいれようとすると、両方とも手

に入らない。

支部スケジュール

千代田支部

　支部会予定は未定

文京支部　

　支部会　１０月１９日（月）場所未定

　支部会　１１月１８日（水）場所未定

　忘年会　１２月１８日（金）場所未定

台東支部

　忘年会　１１月　日にち場所未定

荒川支部

　支部会予定は未定

足立支部　　

　支部会予定は未定

山手支部

　支部会１０月１９日（月）鮨やなぎ

　支部会１１月１９日（木）鮨やなぎ

　＊支部会はコロナの影響で中止する場合有り

　忘年会１２月　日にち場所未定

城南支部

　支部会予定は未定

江墨支部

　支部会予定は未定

城北支部

　支部会予定は未定

お　知　ら　せ

［１０月会議・催事予定］

１０月　５日（月） 常任理事会　（ｐｍ 4：30 ～）

 理事会 (pm5：30 ～ )  組合会議室

１０月１９日（月）古紙センター関東地区委員会

　　（ｐｍ 2：00 ～）　センター会議室（TV 会議）

１０月２９日（木） 古紙センター業務委員会

　　（ｐｍ 2：00 ～）センター会議室（TV 会議）

　　　〃　　　　　全原連役員会（ｐｍ 3：15 ～）

センター会議室（TV 会議）

［古紙価格］

［東資協の古紙 4 品の標準売値］

令和 2 年 8 月 11 日現在

新　聞　     5 円～ 7 円（横ばい )

雑　誌　     2 円～ 3 円（横ばい )  

段ボ－ル　 3 円～ 5 円（横ばい ) 

色上（並） 　　－ 

［中止の会議・催事等］

１．理事会

　５月・６月理事会中止

２．直納部催事

　８月納涼会中止

　海外視察研修及び国内研修の中止

３．他団体との懇談会

　６月静岡県紙業協会家庭紙部会との懇談会中止

　７月製本工組との古紙関係協議会開催中止　

　８月東資協との懇談会開催中止
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［組合脱退］

　城北支部　桑原秀一商店　代表　桑原秀一

　廃業（本人死去）の為　令和２年６月３０日付

［賛助会員脱退］

　ユナイテッド・インシュアランス（株）　

　自己都合の為　令和２年５月３１日付

［訃 報］

・城北支部：高草木商店 代表者 高草木 裕二 様の

ご尊父　高草木　学 様（享年８０）が令和２

年８月１４日にご逝去されました。

 謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

会 議 概 要［ ６月・７月］

６月度定例理事会 

［令和２年６月３日（水）］

・・・緊急事態宣言発令で中止

古紙センター業務委員会　

［令和２年６月１８日（木）］　ａｍ 10：30 ～

於）古紙センター会議室（テレビ会議）

［1］　通常理事会の報告

［2］　定時評議会の報告

［3］　臨時理事会の報告

［4］　全国小中学生 “ 紙リサイクル ” コンテスト

2020 について

［5］　ＵＳＡからの古紙輸出（2020年1月～4月）

［6］　アジア各国の古紙輸出（2019 年実施）

［7］  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。

古紙センター関東地区委員会

［令和２年６月２２日（月） ｐｍ 4：15 ～　

於）古紙センター会議室（テレビ会議）

［需要動向］　20 ／ 5 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 32,682(  71.5%)

 出荷 35,412(  80.2%)

 在庫 7,586(  21.4%)

［雑誌］ 仕入 44,343(  99.9%)

 出荷 46,526(103.2%)

 在庫 14,878(  32.0%)

［ボール］ 仕入 128,835(  90.4%)

 出荷 131,511(  99.3%)

 在庫 15,960(  12.1%)

［関東・静岡実績］

［新聞］ 入荷 115,981(  72.1%)

 消費 111,864(  69.5%)

 在庫 106,525(  95.2%)

［雑誌］ 入荷 117,094(  93.9%)

 消費 119,110(  95.1%)

 在庫 55,017(  46.2%)

［段ボール］ 入荷 314,773(  97.5%)

 消費 331,908(103.2%)

 在庫 122,656(  37.0%)

［業者側コメント］

［新聞・雑誌・段ボール］

・関東 32 社の 5 月の古紙の状況は、段ボール、

新聞で仕入れが少なく、特に新聞が大きく減少

した。出荷も良くなかったが、 仕入れを上回っ

たため在庫は前月に比べ減少した。雑誌の仕入

れは横ばい、出荷は順調で前年比 100％を超え、

在庫は前月に比べ減少した。

 6 月は中旬から仕入れが良くなく、5 月に比べ
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減少する可能性がある。また、7 ～ 8 月は岳排

の影響により、在庫は増加する見込みである

［上物古紙］

5 月末の上物古紙在庫は、前年に比べ多くの品目

で減少した。産業系古紙は出版物、折込チラシが

減少した影響などにより 2 ～ 3 割少なくなった。

 ［メーカー側コメント］

・段ボール貼り合わせの生産は、4 月は巣籠り需

要などの影響により良かったが、5 月に入ると

ブレーキがかかり、5 月末の在庫は過去最高と

なった。6 月も復調の兆しがない状況である。

 段ボール古紙の 5 月の発注は減少、消費は良く、

在庫は減少した。6 月の発注は横ばい、消費は

良くなく、在庫は増加する見込みである。7 月

は発注を抑制する予定である。

・5 月の新聞、雑誌の発注は減少、消費も減少し、

在庫は横ばいであった。6 月も同様の傾向であ

る。7 月は発注を抑制する予定である。

 洋紙の生産は、上期は前年比 70% 程度、下期

は 80% 程度の見通しであり、コロナ後の需要

回復は見込めないと判断している。よって、チ

ラシ古紙、雑誌古紙、上物古紙の発生率は、経

済活動の回復により徐々に戻ってはくるが、前

年比 80% 程度の覚悟が必要と考えている。

７月度定例理事会

［令和２年７月３日（金）］

於）上野東天紅　８階「ルーキス」

出席理事２２名・監事０名　

理事長挨拶

しばらく振りの理事会開催となりました。本来な

らば理事会終了後に清風会納涼会を計画していま

したが、新型コロナウイルス感染者数が増加して

きており感染防止のため中止と致しました。

これから感染を防止しながら、どうやって仕事を

行っていくか考えながら毎日をおくっていきたい

と考えています。

［各部報告］

［直納部］

７月度の共販輸出は、裾物の段ボールについて２

社から札がはいりました（他、１社は入札辞退）。

国際紙パルプ商事（株）から札が入り実施する事

になりました。

裾物（ミックス）に関しては、輸出業者１社より

札が入りましたが、予定していた価格に見合あわ

なかった為、スキップとなりました。他、２社は

入札辞退。

上物に関しては、輸出業者３社共に「市況が不透

明で対応が厳しく、販売先を確保できない」との

理由から入札辞退の申し出があり入札不可となり

ました。

製紙連合会の５月データでは、紙・板紙の生産は

合計でマイナス１６. ６％、紙だけだとマイナス

２８. ３％。新聞用紙はマイナス２９. ４％、印刷

情報用紙マイナス３７. ２％と大きく減っており

古紙の消費に影響が出ています。

［新聞・雑誌・段ボール］　

新聞は緊急事態宣言が解除以降、多少、新聞紙面

やチラシが戻ってきているが、発生は引き続き低

調。新聞紙の生産は前年比で３０％減少。需給は

新聞用紙や洋紙の大幅減産ほか、ＳＤを控えてい

るため発注調整があるが発生も低調なのでほぼバ

ランスしている。輸出向けは中国の新聞輸入ライ

センスが潤沢にあるため新聞洋紙メーカーの引合

いは強くなってきているが国内の発生減から出荷

数量は限られている。

雑誌は５月の緊急事態宣言期間中に家庭内整理を

した人が多かったため発生は多かったが、６月に

その反動もあり落ち着いた。需給は白板や紙の減

産が大きく引合いが低迷。輸出は中国の大手メー
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カーの一部がＮＯ１０として引合いはあるもの

の、数量は限定的で価格は若干、上昇しているが

引き続き低位で推移すると予想される。

段ボールは緊急事態宣言が解除され百貨店等が再

開した事もあり発生は一部戻ってきた。メーカー

はコロナの影響で販売低調が続く中、製品輸出を

増やして対応してるものの減産幅が大きく古紙の

引合いは弱い。全体的に製品の需要も落ちており

５月末の原紙在庫は、過去最高の５５万トンを超

えている。今年の夏は猛暑と予想されているが、

行楽が盛り上がらないと出荷増加にはならない可

能性大。減産により古紙在庫も多い状況に続き急

な荷止めをするメーカーも出てきている。新型コ

ロナウイルスの影響により欧米品の古紙供給がタ

イトになった事から日本品の価格が一時的に上昇

したものの、欧米諸国の輸出再開にともない価格

が下がってきた。中国の下期ライセンス発行の発

表を待ちながらメーカーも様子をみている状況。

［上 物］　産業古紙は低調な発生状況で推移。緊

急事態宣言以降、出版物、チラシが低迷をしてき

た関係で発生が非常に少ない状況。メーカーも消

費動向に影響が出ている。家庭紙では製品の需要

が落ち込んでおり、今月から減産がきつくなって

きています。

［オフィス古紙］ 新型コロナウイルスの影響で在

宅勤務が多くなり、発生が５割から多い所では８

割ほど少なくなった。テレワークが増えた関係で、

家庭からシュレッダー類が古紙回収に廻らず焼却

処分に廻っている事が多い。

［返本関係］ コロナの影響で取材や編集が出来ず、

雑誌の休刊が多かった。６月は発生が今までにな

い大きな落ち込みだったが、７月からは通常の落

ち込みになるのではないかと思われます。

［集荷部］　集荷の現場はコロナの影響で、製本関

係の会社や印刷関係の会社では毎週土曜は休みで

あったり、平日は午後３時終わりの会社を多く見

かけます。回収業者もトラックに満載はなくなり、

満載で出しても２日や３日に１回と回数が減って

惨憺たる状態です。

特殊な例としては、給付金関係の封筒印刷を大量

に受注した会社からスポットで仕事が出てくる事

がありますが、ほんの一部です。

早く元の状態に戻らないと廃業等が増えると考え

られます。

［広報部］　

広報部は６月に総会号を発行しましたが、紙面中

の「コロナ奮闘記」で台東支部の作者掲載で誤り

がありました。正しくは近藤昌和支部長の作成文

でした。「コロナ奮闘記」は今後も掲載予定です

ので原稿の提出をお願い致します。

［青年部］

６月２３日に幹事会を開催し、７月２１日青年部

主催ゴルフコンペの打合せをしました。ＪＧＭや

さと石岡ゴルフクラブで開催予定ですが、コロナ

の状況をみて開催の可否を決めたいと思います。

［審議・検討・報告事項］ 

１．理事会スケジュール：　　９/ ３（木）、　

１０/ ５（月）、　１１/ ５（木）、　１２/ ３（木）

の予定

２．直納部催事及び研修について

 ①納涼会　毎年８月に開催している納涼会

は中止とする。

　　②海外視察研修は中止とする。　但し、国内

研修を検討中。国内メーカーや上物関係の

視察を１０月～１１月（沖縄等が候補）

３．千代田支部　近藤（正）支部長について：現

在入院中だが病状は回復してきている。回

復するまで、工藤（充）が支部長を代行する。

４．組合員脱退　城北支部　桑原秀一商店（代表

桑原秀一）　廃業（本人死去）　令和２年６

月３０日付・・・原案通りで承認

５．賛助会員脱退　ユナイテッド・インシュアラ
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ンス（株）　経営状態悪化の為　令和２年５

月３１日付・・・原案通りで承認

６．製本工組との古紙関係協議会開催：

 製本工組からの要望で今年は中止とする。

７．製紙原料会館テナント更新　１階　サンプ

リント（株）賃貸更新契約　令和２年７月

２７日～令和４年７月２６日

８．支部報告：　荒川支部－支部総会 6/ ２７（土）

「宮川」、　足立支部：支部総会 6/19（金）

　

古紙センター関東地区委員会
　

［令和２年７月３１日（金） ａｍ 10：45 ～　

於）古紙センター会議室（テレビ会議）

［需要動向］　20 ／ 6 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 32,913(  76.1%)

 出荷 33,375(  80.3%)

 在庫 7,124(  21.3%)

［雑誌］ 仕入 38,036(  95.8%)

 出荷 42,543(102.2%)

 在庫 10,371(  24.4%)

［ボール］ 仕入 135,974(  97.2%)

 出荷 132,210(  91.9%)

 在庫 19,724(  14.9%)

［関東・静岡実績］

［新聞］ 入荷 110,776(  76.8%)

 消費 103,092(  66.7%)

 在庫 113,438(110.0%)

［雑誌］ 入荷 120,320(  98.9%)

 消費 122,815(  94.4%)

 在庫 52,038(  42.4%)

［段ボール］ 入荷 327,968(100.1%)

 消費 325,783(  97.3%)

 在庫 124,841(  38.3%)

［業者側コメント］

［新聞・雑誌・段ボール］

・関東 32 社の 6 月の古紙の仕入れは、3 品とも

に前年を下回った。特に新聞の仕入れが大きく減

少したが、出荷もよくなく、在庫は横ばいであっ

た。雑誌の出荷は前年を上回り、在庫は減少した。

段ボールの出荷は前年に比べ減少し、在庫が増加

した。6 月は 3 品ともに在庫が少ない状態であっ

たが、7 月はメーカーの減産により増加している。

［上物古紙］

上物古紙の 6 月の発生は、新型コロナウイルス

の影響により低調であったが、需要も少なかった

ため、在庫はやや重い状態であった。秋の需要期

まで同じような状態が継続すると思われる。

 ［メーカー側コメント］

・段ボール貼り合わせの生産は、6 月は去年より

2 日多いが前年比横ばい、7 月は前年比 95 ～

97％の見通しである。業種により需要が大きく

異なり、自動車メーカーなどは需要が大きく落

ち込んでいる。

 段ボール原紙は、6 月は在庫が膨れ、現在は生

産調整を行っている。

 段ボール古紙の 6 月の発注は横ばい、消費は減

少し、在庫は増加した。7 月の発注は抑制であっ

たが、消費が引き続き落ち込んでおり、在庫は

あまり減っていない。8 月は工場のマシンや岳

南排水路の定期点検により、大幅に抑制する見

通しである。

・新聞古紙の 6 月の発注は減少、消費も減少し、

在庫は横ばいであった。7 月も 6 月と同様の傾

向であり、8 月は引き続き発注は減少する見通

しである。

・雑誌古紙の 6 月の発注は減少、消費も減少した

が在庫は増加した。7 月はやや在庫が減少して

いるが、8 月の発注は減少する見通しである。
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古紙センター業務委員会
　

［令和２年７月３１日（金）］　ｐｍ 2：00 ～　

於）古紙センター会議室（テレビ会議）

［1］　紙リサイクルセミナーについて

［2］　集団回収実施団体への感謝状贈呈について

　　　（静岡地区委員会推薦）

［3］　諸外国における古紙輸出動向

［4］　2020 年 7 月～ 12 月段ボール・新聞・雑誌

　　   消費計画について　

［5］  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。

古紙センター関東地区委員会

［令和２年８月２６日（水） ｐｍ 2：45 ～　

於）古紙センター会議室（テレビ会議）

［需要動向］　20 ／ 7 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 34,057(  77.2%)

 出荷 32,538(  73.6%)

 在庫 8,643(  26.6%)

［雑誌］ 仕入 35,956(  89.8%)

 出荷 37,497(  92.0%)

 在庫 8,830(  23.5%)

［ボール］ 仕入 141,491(  97.2%)

 出荷 138,806(  94.8%)

 在庫 22,409(  16.1%)

［関東・静岡実績］

［新聞］ 入荷 111,913(  77.5%)

 消費 119,065(  80.4%)

 在庫 105,255(  88.4%)

［雑誌］ 入荷 110,972(  91.4%)

 消費 111,290(  95.8%)

 在庫 50,801(  45.6%)

［段ボール］ 入荷 323,930(  99.8%)

 消費 336,338(100.0%)

 在庫 112,433(  33.4%)

［業者側コメント］

［新聞・雑誌・段ボール］

関東 32 社の 7 月の古紙の仕入れは、雨が多く発

生が低調であったことから 6 月に引き続き 3 品

ともに前年を下回った。新聞の仕入れは前年に比

べ増加したが、出荷が減少したため在庫が増加し

た。雑誌の出荷は 6 月までは前年を上回ってい

たものの、7 月は前年比 92％と減少、同時に仕

入れも減少したため在庫については前年に比べ減

少した。段ボールの出荷は依然として　前年を割

り込んでおり、在庫が増加した。

［上物古紙］

上物古紙の 7 月の発生は、家庭紙・DIP 向けとも

に低調であったが、メーカーからの需要が少なく、

前月と比べ在庫は増加した。秋の需要期まで在庫

量は増えていく見込みである。

 

［メーカー側コメント］

・段ボール原紙、段ボールの 7 月の生産はそれぞ

れ前年比 98.1％、96％～ 97％であった。需要

としては夏休み前までは好調であったが、それ

以降は一転して低調に推移した。

 段ボール古紙の 7 月の発注は抑制、消費はマシ

ン休転、岳排の影響もあり減少し、在庫は減少

した。8 月も 7 月に引き続きマシン休転による

発注抑制・消費の減少傾向は続き、在庫は増加

する見込みである。9 月に関してはマシン休転

明けの各メーカーの発注対応に応じてばらつき

がでることが予想される。

・新聞古紙の 7 月の発注は先月に比べ回復したも

のの依然低水準のため、消費も減少したが、在

庫は減少した。8 月の発注は抑制、消費・在庫

は減少する見込みである。
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・雑誌古紙の 7 月の発注は新聞古紙同様に低水準

のため、消費は減少したが、在庫も減少した。

8 月は発注抑制、消費減、在庫横ばいの見込み

である。

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。

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。

しかしながら諸般の事情により、今後その写真の

利用ができなくなりました。

そこでこの機会に、組合員の皆様から表紙を飾る

写真を公募したいと思います。

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

ＴＥＬ　０３－３８３１－７９８０

ＦＡＸ　０３－３８３１－７８８０

Ｅ ‐ mail　：　info ＠ kosi ‐ tokyo.or.jp

ご質問等は、事務局までお気軽にご連絡ください。

編  集  後  記

　　　　　　　　
広報部副部長　辻　忠敏

　皆さん、猛暑の中いかがお過ごしでしょうか。

コロナの影響が広がる中、行事や催事が出来ずに

コミュニケーション不足になっている方が多いの

ではないでしょうか。広報も記事不足で大変です

が、人と会話ができない分、空調の整った室内で、

紙に書いていただき、組合及び広報にご協力おね

がいします。

次回、広報誌１１月号について

（１月号との合併号でのお届け）
　新型コロナウイルスの影響で、４月の緊急事態

宣言や最近の感染防止のため、ここのところ数々

の会議や催事が中止となっています。

特に、いつも広報誌に掲載する懇談会や集会が実

施出来ないため、記事が不足する結果となってい

ます。

今回の９月号は何とか今までの状況をお伝えする

為の記事が集まりましたが、１１月号に関しては

充分な記事が集められない事が予想されます。

そこで、次回、発行の１１月号と１月号を併せて

１月合併号として、１２月末に組合員の方へお届

けするよう手配しております。

なにとぞご理解いただけるようよろしくお願い致

します。
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組合総合名簿の協賛広告について

広  報  部

この度は、組合総合名簿の協賛広告にご協力いた

だき誠にありがとうございました。

広報誌では名簿作成の際に協賛広告にご協力頂き

ました企業・団体に対し１回ずつ無料で広告掲載

をさせて頂きます。掲載の順番や掲載ページは、

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）

尚、有料での掲載も可能ですので、ご希望の際は

組合までお申し出ください。料金等は次のように

なります。

＜広告料金について＞

　広報誌は、１月号、３月号、６月号、９月号、

１１月号の年５回発行しております。

掲載と同じ２分の１ページの広告を掲載した場合

年 1 回の掲載  :  14,000 円

年 2 回の掲載  :  26,000 円（13,000 円× 2 回）

年 3 回の掲載  :  36,000 円（12,000 円× 3 回）

年 4 回の掲載  :  44,000 円（11,000 円× 4 回）

年 5 回の掲載  :  50,000 円（10,000 円× 5 回）

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
電話　　０３－３８３１－７９８０
ＦＡＸ　０３－３８３１－７８８０

Ｋ－ 27

Ｋ－ 28

藤　井　康　夫

各社

返品



16

No.3242020 年 9 月 Ｋ－ 27

Ｋ－ 28

藤　井　康　夫

各社

返品

Ｋ－ 29

Ｋ－ 30

藤川 達郎

本社・工場　〒332－0001　埼玉県川口市朝日 4 丁目 1 番 26 号
電話番号   048－222－3701　FAX   048－222－3746

URL:ht tp/ /www.k-s ikou.co. jp
E-ma i l :be le r@k-s ikou .co . jp
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Ｋ－ 30

藤川 達郎

本社・工場　〒332－0001　埼玉県川口市朝日 4 丁目 1 番 26 号
電話番号   048－222－3701　FAX   048－222－3746

URL:ht tp/ /www.k-s ikou.co. jp
E-ma i l :be le r@k-s ikou .co . jp

Ｋ－ 31

Ｋ－ 32
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Ｋ－ 32

Ｋ－ 33

Ｋ－ 34
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Ｋ－ 34

Ｋ－ 35

Ｋ－ 36
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賛助会員の入会特典

入会されますと次のような特典があります。

1．組合広報誌を毎号贈呈

2．広報誌に無料で広告掲載が出来る。

3．広報紙面において加入後１回に限り、賛助会

員紹介として企業紹介・事業紹介をする事が

出来る。

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。

　

現在、下記５社の賛助会員が在籍中です。

１.　丸大食品（株）

２.　矢崎エナジーシステム（株）

３.　（株）Ｆ - ＳＵＮツーリストジャパン

４.　コマツカスタマーサポート ( 株 )

５． 極東開発工業（株）

Ｋ－ 35

Ｋ－ 36
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2019年モンドセレクション最高金賞受賞 ※のハムメーカーです。

丸大食品株式会社 東日本営業部 首都圏特販課

TEL　　03-3647-1572
FAX　　03-3647-3274

贈り物に丸大ハムギフトをどうぞ！

一年間お取り扱いギフトも特別価格にてご案内いたします

別途特別優遇条件にてご案内申し上げます。

 ※弊社「王覇ホワイトロース・ホワイトボンレスハム」「煌彩特選ホワイトロースハム・特選ロースハム」が
2019年モンドセレクション最高金賞をいただきました。

〒135-0051
東京都江東区枝川2-23-2
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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。

賛助会員でも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。

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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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

藤川達郎

4－9－5


