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時  の  視  点

「コロナ禍で想定外の古紙高騰」

㈲古紙ジャーナル社　編集長　本願雅史

予想覆して逼迫、古紙市況が高騰
　昨年から今年にかけて、日本の古紙市場は大き

な転換期を迎えています。世界の古紙需要を牽引

した中国が、昨年末をもって古紙の全面輸入禁止

に踏み切ったからです。最盛期に年間３０００万

トンもの古紙を世界から調達していた国ですから、

本当に輸入をゼロにすることなどできるのか？

半信半疑でした。今年の中国の通関統計をみると、

香港を除き古紙の輸入実績はゼロです。香港だけ

はごみ問題が深刻化することから受け入れる

方針となりました。ちなみに、日本は中国に最大

３９１万トンを輸出していましたから、中国市場

の消失は大きな試練だったのです。

　今年から中国が古紙を買わなくなるので、ダブ

つくだろうというのが大方の予想でした。ところ

が予想に反して世界の古紙需給は締まり、ついに

３月末に段ボール古紙の輸出市況がキロ２０円を

上回り、国内市況も超えてきました。

　実に１８年末以来、２年３ヵ月ぶりのことです。

中国の禁輸措置に加えて、コロナ禍という未曾有

の出来事が組み合わさり、古紙市場の異常な高騰

を招いたのです。振り返れば、１８年もこの輸入

規制を強めていく過程で、米中の貿易戦争に古紙

が巻き込まれ、国際市況はかつてない水準まで

上振れしました。

　今回、輸出価格が急騰した背景には、（１）

コロナ禍の古紙需給のタイト感、（２）海上物流・

輸送面での制約、（３）円安による円価手取り

上昇の３つが挙げられます。

　（１）２０年はコロナ禍で紙・板紙の需要減に

見舞われ、世界的に古紙の発生が落ち込みました。

アジア諸国のロックダウンで地場の古紙が集ま

らず、輸入古紙に引き合いが強まったのです。

ネット通販や食品や医薬品向けのパッケージなど

需要が堅調な分野もあります。特に経済の復興期

には古紙原料の需要も急回復しますが、発生物で

ある古紙の供給が追い付かず、需給バランスがタ

イト化したのです。

　（２）アジアを起点とした世界的なコンテナ

需給も逼迫しました。古紙は通常、帰り便の

コンテナを使いますが、コロナ禍で需給の均衡が

崩れました。

に 20年に原紙輸出は過去最多の 88万トンを記録し、21年も前年比 5割近く伸びています。 

 
一方、海外ではベトナムで丸紅グループの Kraft of Asia（KOA）が新工場を立ち上げ、年産 40
万トンの段原紙マシンを稼働させました。古紙輸入ライセンスの取得が間もないとされています。
またマレーシアでも王子グループの GSPP が 2 台目となる年産 45万トンのマシン増設を予定し
ています。当初 4 月の立ち上げと言われていましたが、コロナ感染拡大で遅れが生じています。
こうした設備が立ちあがれば、日本から古紙の引き合いも強まるでしょう。 

 
つまり、従来までのように海外勢が古紙市況を引っ張るだけではなく、日系メーカーによる内

外での新マシン増強が古紙需給の逼迫に拍車をかけているのです。原紙輸出が増えたことで、国
内では古紙として回収されず、逼迫感を強まった側面もあります。 
この内外の設備増強で増える段ボール古紙の需要を試算してみると、国内の増設分については、

段ボール古紙の配合率 85％、歩留まり 90％とすれば、43 万トンほどとみられます。海外の２工
場では、原料の 30％を日本の段ボール古紙で賄うとすれば 28万トン、50％だとすれば 47万トン
になります。フル生産時に内外合わせておよそ 60 万～90 万トンの日本の古紙を使うことになり
ます。ただし、それも古紙が余剰してのこと。需給がここまで締まり、高騰してきたのは想定外
でした。古紙の輸出価格の騰勢は 22年以降も続く見通しです。300ドル台半ばまで上昇する場面
も想定されています。秋需のように段原紙の国内出荷が伸びるタイミングでは、古紙の入荷状況
によっては調達方針の見直しに迫られるでしょう。今後は海外メーカーの引き合い以上に、増設
に動いた国内メーカーの古紙調達の動きに目が離せなくなっています。 

メーカー名 工場名 生産能力 稼働時期 備考
北越コーポレーション 新潟工場 13万ｔ 2020年4月 印刷情報用紙からの転抄
大王製紙 三島工場 30万ｔ 2020年4月 印刷情報用紙からの転抄
王子製紙 苫小牧工場 30万ｔ 2021年8月 新聞用紙からの転抄

73万ｔ
大王製紙 三島工場 10.8万ｔ 2020年 Ｎ１をクラフト紙に生産振替え
王子マテリア 名寄工場 16.3万ｔ 2021年12月 3号マシン停機

27.1万ｔ
45.9万ｔ純　増（A）ー（B）

増産計（A）

減産計（B）

日本国内における段ボール原紙の増産・廃棄計画（2020-21年）

メーカー名 国 生産能力 稼働時期 備考
KOA（丸紅グループ） ベトナム 40万ｔ 2020年4月 輸入ライセンス取得申請中
GSPP（王子グループ） マレーシア 45万ｔ 2021年4月 ２号機。稼働に遅れ

85万ｔ

海外における日系メーカーの段ボール原紙の増産計画（2020-21年）

増産計（A）
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　中国でコンテナ需要が戻ると、古紙は真っ先に

キャンセル対象となり、急激な運賃値上げにも繋

がったのです。古紙は港上げから工場の荷下ろし

まで猶予時間を設けるフリータイムも足かせとな

りました。

　（３）ドル価格の上昇だけでなく、為替が円安

に振れてきたこともあります。年初に比べて９月

までに約６円強の円安が進みました。古紙問屋の

輸出手取りは１円の円安につき、約０. ２円 /

キロ上昇しますので、円安要因だけで１. ２円 /

kg 強の価格上昇につながったのです。

国内メーカーが内外でマシン増強
　この中国の古紙輸入禁止をチャンスに変えよう

としたのが日本の製紙メーカーです。２０年から

２１年にかけて、国内において３社３台の転抄

マシンが稼働を始めました。需要が萎んだ印刷

情報用紙と新聞用紙のマシンを改造して、段原紙

の生産に切り替えたのです。余った古紙を使える

ことも念頭にありました。この３台で生産能力は

　７３万トンの増加です（純増では４５. ９万

トン）。段原紙の内需は毎年１～２％の成長率で

すから、当初から段原紙の海外輸出も視野にあ

りました。現に２０年に原紙輸出は過去最多の

８８万トンを記録し、２１年も前年比 5 割近く

伸びています。

　一方、海外ではベトナムで丸紅グループの

Kraft of Asia（KOA）が新工場を立ち上げ、年産

４０万トンの段原紙マシンを稼働させました。　

古紙輸入ライセンスの取得が間もないとされてい

ます。またマレーシアでも王子グループの GSPP

が２台目となる年産４５万トンのマシン増設を

予定しています。当初４月の立ち上げと言われて

いましたが、コロナ感染拡大で遅れが生じていま

す。こうした設備が立ちあがれば、日本から古紙

の引き合いも強まるでしょう。

　つまり、従来までのように海外勢が古紙市況を

引っ張るだけではなく、日系メーカーによる内外

での新マシン増強が古紙需給の逼迫に拍車をかけ

ているのです。原紙輸出が増えたことで、国内で

は古紙として回収されず、逼迫感を強まった側面

も あ り ま す 。 こ の 内 外 の 設 備 増 強 で 増 え る

段ボール古紙の需要を試算してみると、国内の

増設分については、段ボール古紙の配合率８５％、

歩留まり９０％とすれば、４３万トンほどとみ

られます。海外の２工場では、原料の３０％を

日本の段ボール古紙で賄うとすれば２８万トン、

５０％だとすれば４７万トンになります。

フル生産時に内外合わせておよそ６０万～９０万

トンの日本の古紙を使うことになります。ただ

し、それも古紙が余剰してのこと。需給がここま

で締まり、高騰してきたのは想定外でした。古紙

の輸出価格の騰勢は２２年以降も続く見通しで

す。３００ドル台半ばまで上昇する場面も想定さ

れています。秋需のように段原紙の国内出荷が伸

びるタイミングでは、古紙の入荷状況によっては

調達方針の見直しに迫られるでしょう。今後は

海外メーカーの引き合い以上に、増設に動いた国

内メーカーの古紙調達の動きに目が離せなくなっ

ています。

に 20年に原紙輸出は過去最多の 88万トンを記録し、21年も前年比 5割近く伸びています。 

 
一方、海外ではベトナムで丸紅グループの Kraft of Asia（KOA）が新工場を立ち上げ、年産 40
万トンの段原紙マシンを稼働させました。古紙輸入ライセンスの取得が間もないとされています。
またマレーシアでも王子グループの GSPP が 2 台目となる年産 45万トンのマシン増設を予定し
ています。当初 4 月の立ち上げと言われていましたが、コロナ感染拡大で遅れが生じています。
こうした設備が立ちあがれば、日本から古紙の引き合いも強まるでしょう。 

 
つまり、従来までのように海外勢が古紙市況を引っ張るだけではなく、日系メーカーによる内

外での新マシン増強が古紙需給の逼迫に拍車をかけているのです。原紙輸出が増えたことで、国
内では古紙として回収されず、逼迫感を強まった側面もあります。 
この内外の設備増強で増える段ボール古紙の需要を試算してみると、国内の増設分については、

段ボール古紙の配合率 85％、歩留まり 90％とすれば、43 万トンほどとみられます。海外の２工
場では、原料の 30％を日本の段ボール古紙で賄うとすれば 28万トン、50％だとすれば 47万トン
になります。フル生産時に内外合わせておよそ 60 万～90 万トンの日本の古紙を使うことになり
ます。ただし、それも古紙が余剰してのこと。需給がここまで締まり、高騰してきたのは想定外
でした。古紙の輸出価格の騰勢は 22年以降も続く見通しです。300ドル台半ばまで上昇する場面
も想定されています。秋需のように段原紙の国内出荷が伸びるタイミングでは、古紙の入荷状況
によっては調達方針の見直しに迫られるでしょう。今後は海外メーカーの引き合い以上に、増設
に動いた国内メーカーの古紙調達の動きに目が離せなくなっています。 

メーカー名 工場名 生産能力 稼働時期 備考
北越コーポレーション 新潟工場 13万ｔ 2020年4月 印刷情報用紙からの転抄
大王製紙 三島工場 30万ｔ 2020年4月 印刷情報用紙からの転抄
王子製紙 苫小牧工場 30万ｔ 2021年8月 新聞用紙からの転抄

73万ｔ
大王製紙 三島工場 10.8万ｔ 2020年 Ｎ１をクラフト紙に生産振替え
王子マテリア 名寄工場 16.3万ｔ 2021年12月 3号マシン停機

27.1万ｔ
45.9万ｔ純　増（A）ー（B）

増産計（A）

減産計（B）

日本国内における段ボール原紙の増産・廃棄計画（2020-21年）

メーカー名 国 生産能力 稼働時期 備考
KOA（丸紅グループ） ベトナム 40万ｔ 2020年4月 輸入ライセンス取得申請中
GSPP（王子グループ） マレーシア 45万ｔ 2021年4月 ２号機。稼働に遅れ

85万ｔ

海外における日系メーカーの段ボール原紙の増産計画（2020-21年）

増産計（A）
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時  の  話  題

協同組合出版リサイクルセンター
第５６回　通常総会開催

協同組合出版リサイクルセンター事務局記

　２０２１年８月２５日（水）１４時から日本出版

クラブ３階ホールに於いて、協同組合出版リサイ

クルセンター（２０２０年１１月に東京返本加工

協同組合から組合名称変更） 第５６回通常総会が

開催されました。

　渡邊理事の司会により総会が開会され、審議に

先立ち、藤川理事長より冒頭、コロナ禍で猛暑の

中をご参加いただいた御礼と大手取次会社様の

「雑誌返品処理業務」の協業が昨年１１月より

スタートし、本年３月に完全移管となった事、

そして移管前の業量減少の影響により２期連続の

厳しい決算になった旨の報告があり、また多様化

する禁帯品の増加に伴う、対応取り組みへのご理

解ご協力等について挨拶がありました。

藤川理事長

　続いて司会者より、組合総数２０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、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理事及び監事補充、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。

事業報告では、藤川理事長の挨拶の中にもありま

したが、日本出版販売株式会社様と株式会社

トーハン様の「雑誌返品処理業務」の協業が昨年

１１月より段階的に実施され、本年３月に計画通

り全て完了したことが報告されました。

　第８号議案、理事及び監事補充においては、　

指名推選の方法が取られ、理事に工藤嗣人氏

（㈱工藤商店）、監事に大村直紀氏（大村紙業㈱）

が満場一致の承認を以って選出されました。

　全ての議事終了後、閉会の辞として、司会より

進行協力への感謝が述べられ閉会致しました。
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副理事長就任の挨拶　

山手支部　鈴木邦浩

　本年度より副理事長の重責を仰せつかりました

鈴木邦浩でございます。

身の丈を超える役席に戸惑っておりますが、冨澤

副理事長と共に上田新理事長を精一杯支えて参り

たいと思っております。

　昨年来のコロナ禍の中、私たちの生活は様変わ

りをしてしまいました。ソーシャルディスタンス

にリモートワーク、ネットショッピングの隆盛し

かり。どなたか経済学者が仰っておりましたが

「スマホの上に世界が乗っている」と、まさに実感

するところでございます。時代は日進月歩どころで

はなく凄まじい勢いで変化を繰り返しております。

　私達が携わる古紙をとりまく環境もしかり。　

情報印刷用紙の生産は出版不況、コロナ禍での

イベントの自粛・中止などと相俟って減少が進ん

でいる一方、ダンボールに関してはこれから先、

期待の持てる分野となっていくのではないでしょ

うか。

　私達は誰も未来を正確に見通す事は出来ません

が、今ある情報を精査する事で進むべき道の足元

を照らしてくれるはずです。組合員の皆様によ

り多くの有益な情報の提供を心掛けると共に、

東京都製紙原料協同組合の集直一体という理念の

もと新しい集荷・卸・販売のシステムをダイナミッ

クに考えていくことも必要かと存じます。

　微力ではございますが皆様と共に東京都製紙原

料協同組合のために力を尽くして参りたいと思い

ます。どうぞよろしくお願い致します。

副理事長就任の挨拶　

　

荒川支部　冨澤進一

　第６５回通常総会に併せ行われた第１回理事会

において副理事長を拝命いたしました冨澤でござ

います。

　これまで組合のかじ取りをされてきた多くの先

達に敬意を表しますとともに職責の重さを痛感し

ております。私が業界に入った約３０年前、産業

古紙の発生は増加局面にありましたが、２００７

年をピークに減少に転じ、コロナ禍に見舞われて

いる現在では情報媒体は紙からデジタルへ移行

し、産業古紙の発生減少は顕著となり業界構造は

新たなフェーズへ移りました。

　副理事長を拝命し微力ではございますが、これ

からの業界が一層厳しい環境に置かれる中で組合

のかじ取りを担う上田理事長を補佐し、集直一体

の組合として双方の競争力強化を図るべく組合員

の方々への有益な情報提供に努めてまいります。

引き続きご指導を賜りますようお願いを申し上げ

ます。
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理事就任の挨拶

荒川支部　小池康治

　この度、理事に就任致しました荒川支部（株）

清水の小池康治と申します。皆様ご承知の通り

新型コロナウイルス感染症の世界的な流行拡大に

より、社会全体が停滞を余儀なくされています。

人流は抑制され、社会経済に大きな影響を及ぼし

ていますが、ワクチン接種が進んでおり回復の兆

しがみえてきています。しかし新型コロナウイル

ス感染症は変異株の発生など予断をゆるさない

状況が続いています。

　古紙業界においても急速なデジタル化により

産業古紙の発生が年々減少していく中で、新型

コロナウイルス感染症拡大による諸々のイベント

中止等により、古紙回収量が激減しています。

ただいつまでも景気停滞が続く事は無く、必ず

景気拡大へと変換すると確信します。

諸先輩方が作りあげてきた組合活動を通して皆様と

共にさらなる発展をしていきたいと思っております。

今後ともご支援、ご指導を賜りますよう、よろし

くお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　

理事就任の挨拶

荒川支部　大久保　薫

　このたび、理事に就任致しました荒川支部

（株）大久保　大久保薫と申します。祖父の信之、

父の信隆と、荒川支部をはじめ、組合には大変

お世話になり、こうして代々社業を積み重ねてこ

られましたのも皆様のお陰だと思っています。こ

の場を借りまして、御礼申し上げます。

私　自身は、現場で第一線を張るわけではありま

せんので、その分、現場の声に耳を傾け、また、

女性という半分素人の目線を大事にしながら物事

を捉え、理事という要職を全うできるよう、努め

て参ります。

　デジタル化、新型コロナウイルス、甚大な自然

災害・・・と古紙業界にとって、未曽有の時代へ

突入して参ります。変化を恐れず、しっかりと前

を向いて進み、微力ではございますが、皆様のお

役に立てるよう精進して参りますので、今後共、

ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

監事就任の挨拶

荒川支部　久保田貞行

　この度、監事を拝命致しました株式会社久保田

商店の久保田貞行でございます。

組合本部の活動からしばらく離れておりましたが

任命を受け就任することになりました。

　長引くコロナ禍の中、古紙業界を取り巻く環境

は厳しくなっております。

ペーパーレス化も進む中、この難局を皆様と共に

乗り越えられたらと願っております。

皆様のご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいた

します。
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監事就任の挨拶

城北支部　皆川英章

　今年度より新しく監事に就任いたしました、

皆川商事㈱の皆川英章でございます。

主に青年部で活動させていただいており、今年度

で４期目の青年部の会計を仰せつかっております。

新監事に推薦・就任させていただいたのですが、

イマイチ何をすればよいのかわかっておりません。

推薦と書かせていただきましたが、事の運びは

青年部某 H 部長よりご連絡いただき、「皆川君を

新監事に推薦しておいたから。というか、ほぼ決

まったから」と言われ推薦と決定は同義語だった

かな？と広辞苑で調べたものです。（笑）

昨年より続いております新型コロナウィルスの影

響で組合活動がなかなかできず、また、感染予防

の観点から理事会で理事の皆様にもご挨拶できて

いない状況でいます。

早くこのコロナが終息することを願うとともに、

簡単ではございますがご挨拶とさせていただきます。

まだまだ若輩者ではございますが、今後とも

ご指導の程、宜しくお願い申し上げます。

組 合 員 の 広 場

「コロナ奮闘記」

城北支部長　辻　忠敏

　コロナ生活も板に付いた今日この頃、皆さん

体調はいかがですか。私は２回目のワクチン接種

で発熱に見まわれて数年ぶりに１日半寝込み、

せっかくのお盆休みを頭痛と共に過ごしました。

今回は調度、お盆休み中だったので仕事には影響

しませんでしたが、代わりがいない事業主として

は、もし３回目を打つような状況になると考え物

です。それにも増して心配な事は、私ども少人数

事業主にとって、コロナに感染すると自分も社員

も濃厚接触者、誰も代役を頼めない事です。２～

３日位なら仲間や問屋に頼めても、１０日以上と

なるとどう対処すべきか悩みます。感染が身近に

迫る中、どのように集荷するのか、仲間や問屋と

話し合っておく必要性を強く思う今日この頃です。

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。
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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

・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３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。

昨年は特例で、各認定企業にて研修を行い、終了

後に報告書を提出という形にしました。今年は

研修期間：令和３年１０月～令和３年１１月に

２ループに分け研修を行い、それと同時にリモート

参加や昨年と同様の各認定企業での研修の組合わ

せも考えております。

詳しくは、後日、案内書をお送りしますのでご確

認願います。

＊令和３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。
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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、導入し

ております。

現在、下記５社が賛助会員として登録されており

ます。（後方ページの広告を参照下さい）

①  矢崎エナジーシステム（株）
お使いの車両が計量器付車両に変わります。

車載式重量計ＬＩ

・既存車、新車を問わずに取付可能

・最大積載量、車高が変わらない

・モニター運用で購入前に確認が出来る

以上のような機能が活用出来ます。

②  丸大食品株式会社
　丸大食品グループでは、様々なシーンやニーズ

に対応できるよう、多彩なラインナップの商品を

ご用意しています。おいしい焼肉やデザート、　

新鮮なフルーツを生かしたヨーグルトなどおいし

さも様々で、遊び心とおいしさを兼ね備えた商品

をお届けしています。また、ギフトにピッタリの

ハムやデザートも人気の定番商品で、多くの

お客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。

現在はコロナ禍で実施できていませんが、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。

④  極東開発工業株式会社
特装車の製造・販売をはじめ、環境、パーキング

など幅広い事業を通じて社会の基盤づくりに貢献

しております。　

特に、パッカー車（プレス式・回転板式）につい

ては、新型機種（プレスパック・パックマン）を

発売致しました。

各能力ＵＰはもちろんのこと、メンテナンス、デ

ザインにも力を入れた高い作業性と安全性及び環

境性を備えた製品となっております。 

ご興味のある方は、ぜひご連絡をお待ちしており

ます。

⑤  コマツカスタマーサポート（株）
コマツカスタマーサポート（株）は、フォーク

リフトやショベルローダの販売や製品の修理及び

アフターサービスを行う会社です。

フォークリフトの購入や資格取得の際は、是非、

ご活用くださるようお願い致します。

「たのめーる」の入会について

 組合が事業として取り入れています、文房具や

事務用品を安価で購入できる文具通販「たのめー

る」についてご案内申し上げます。

「たのめーる」は大塚商会が運営しておりますが、

日本紙パルプ商事（株）が代理店として手続き等

を致します。

加入申込や購入に関しましては、組合が窓口とな

りますので、是非、この機会に沢山の組合員の皆

様にご利用いただければと思います。

入会ご希望の方は加入申込書（たのめーる新規ご

登録ＦＡＸ用紙）を作成し、組合事務局迄ＦＡＸ

でお送りくださるようお願い申し上げます。

尚、登録用紙は事務局迄ご連絡いただければすぐ

にお送りいたします。
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「たのめーる代理店」
日本紙パルプ商事株式会社　機能材・情報用紙

営業本部ビジネスソリューショングループ　
TEL03-5548-4267　FAX 03-5548-4277

　東京都製紙原料協同組合様よりご紹介頂き、文

具通販「たのめーる」をご案内させて頂きます。

貴社の経費、労力削減のお手伝いができればと思

い、是非この機会にご加入頂きますようご検討の

程お願い申し上げます。　

【ご提案のポイント】

■ 現在複数社よりご消耗品等をご購入されてい

る場合、「たのめーる」にお纏め頂きますと、請

求書も一本化され、それらの処理にかかっていた

時間も含めたコスト削減に繋がります。

■ 過去１年のご購入実績データのダウンロード

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

ント、ハッピーポイントが貯まります。溜まった

ポイントはお菓子、家電などのプレゼント商品と

ご交換頂けます。

（ＦＡＸでのご注文につきましては 100 円につき

１ポイントの加算となります。）

■ お支払条件（締日、お支払日）、お支払方法　

　（振込、又は自動振替）をご指定頂けます。

■ 「オーダーメニュー」でＷＥＢよりゴム印等の

発注もでき、翌日のお届けが可能です。

（一部ＦＡＸのみの取扱い商品もございます）

■ 弊社が代理店となり今後のフォローはしっか

りやらせて頂きますので、安心してご利用頂けま

す。

他にも、掲載の無い商品の追加、価格のご相談に

ついても随時承ります。

ご登録につきましては、お手数ですが「たのめー

るご登録ＦＡＸ用紙」にご記入のうえ、組合へ

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

「都市近代化推進事業協同組合関係」　

①ＥＴＣカード

指定の高速道路が割引運行出来ます。首都高速も

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。

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。

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９円ほど安く購入できます。

「プレス機のオイル交換について」
組合を通じて通常より格安での交換が可能となり

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

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。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。

「たのめーる」・ＥＴＣカード・ガソリンカード・

プレス機オイル交換や、その他のお申込み、お問

い合わせは、組合事務局までご連絡ください。

　　東京都製紙原料協同組合　

　　☎ 　03 － 3831 － 7980

　　FAX  03 － 3831 － 7880
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♪ことわざミニ知識♪

「聞いて極楽、見て地獄」　

（きいてごくらく　みて　じごく）

人から聞くと極楽のように思えるものでも、実際

に見ると地獄のようである。

支部スケジュール

山手支部

　支部会　１０月１９日（火）鮨やなぎ

　支部会　１１月１９日（金）鮨やなぎ

　忘年会　１２月１８日（土）鮨やなぎ

＊その他の支部につきましては、支部会予定

は未定です。

［東資協の古紙 4 品の標準売値］

令和 3 年 8 月 11 日現在

新　聞  6 円～ 7 円（横ばい）

雑　誌  2 円～ 3 円（横ばい） 

段ボ－ル 4 円～ 7 円（上値上昇 ) 

色上（並） 　　　　－ 

お　知　ら　せ

［１０月会議・催事予定］
10 月　1 日（金） 古紙センター業務委員会（pm1:30）

 センター会議室（TV 会議併用）

　　　〃　 全原連役員会（pm3:00~）

 センター会議室（TV 会議併用）

10 月　5 日（火） 共販輸出委員会（pm4:30~）

　　　〃　　 理事会（pm5:00~）　組合会議室

 （TV 会議併用）＊常任理事会は中止

10 月 20 日（水） 古紙センター関東地区委員会

（pm3:00）センター会議室

 （TV 会議併用）　

10 月 29 日（金） 古紙センター業務委員会

 （pm1:30）センター会議室

 （TV 会議併用）

　　　〃　　 全原連役員会（pm3:00~）

 センター会議室（TV 会議併用）

［組織変更］営業所、本社移転
・足立支部：大村紙業（株）　

事務所移転（本社登記は現在のまま）　

〒 344-0113　

埼玉県春日部市新宿新田 14　庄和流通センター内

経理部総務部 　電話　048-718-0011

  　FAX　048-718-0055

営　業　部　　　 電話　048-718-0202　

  　FAX　048-718-0222

・城南支部：東京紙業（株）　本社移転　

〒 104-0032　

中央区八丁堀１- ８- ６　ライムライトビル４階

（電話・ＦＡＸ番号は変更なし）
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［組合脱退］
千代田支部：（有）佐野商店　代表者　佐野雅彦

　　　　　　廃業　令和３年６月３０日付

城北支部：（有）佐々木商店（代表者　佐々木賢治）

　　　　　　廃業　令和３年８月３１日付

［訃 報］
千代田支部：（株）庄司　代表者 庄司紀昭　様の

ご尊父　庄司吉秋 様（享年８７）が令和３年７

月６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。葬儀告別式は近親者のみで執り

行われました。

会 議 概 要 ［ ６月・７月］

６月度定例理事会

 ［令和３年６月３日（木）］

ＴＶ会議併用（内リモート参加１０名）

於）原料会館会議室　

出席理事２２名　・監事０名　　

理事長挨拶

令和３年５月２４日上野精養軒にて第６５回通常

総会が開催され、新しい理事、監事が誕生しまし

た。総会後の理事会では、私、上田が新しく理事

長となり、鈴木副理事長と冨澤副理事長も就任致

しました。坂田前理事長には３年に渡り、組合運

営にご尽力いただき有難うございました。又、近

藤（昌）副理事長も同様にご協力有難うございま

した。

新しい課題に取り組むと共に、今ある課題にしっ

かり取り組んで、現世代から次世代に組合運営が

伝えられるよう頑張っていきたいと思っておりま

す。どうぞ宜しくお願い致します。

［各部報告］

［直納部］

６月度の共販輸出は、裾物の段ボールについて６

社から札が入りました（他、１社は入札辞退）。

その結果、日商岩井紙パルプ（株）で実施する事

になりました。仕向地は台湾又はベトナム。業者

コメントでは「反転相場」との事。段ボール古紙

の輸出価格は、高止まりの状況です。

裾物（ミックス）と上物に関しては、輸出業者３

社より、すべて入札辞退の連絡が入りました。

［新聞・雑誌・段ボール］　

新聞：新聞古紙の発生は低調。しかし古紙の引合

いはバランス取れている。輸出は一部の商社で国

内価格を上回る価格を提示している所もある。

雑誌：雑誌古紙の入荷は発生期が過ぎてから悪く

なっている。白板の販売は、緊急事態宣言が続い

ている影響でお土産物関係が不振。国内販売分の

減少を輸出でカバーしている。雑誌古紙の輸出は

前年比では少ないが前月比で増えており、在庫は

適正となってきた。

段ボール：段ボール古紙の発生は最悪期を過ぎ回

復に向かっているが、地方では低調な状況が続い

ており在庫は少ない。メーカーは国内販売減少分

を製品輸出でカバーしており堅調に推移。古紙の

輸出は、引き続き東南アジアでの引合いが強く、

今後の状況を注視していく必要がある。

［上 物］　

メーカーの販売状況は段ボール原紙を除いてほと

んどの物が前年比で大きく割り込んでおり、生産

も低調。

国内出荷の内訳は、新聞用紙が前年比で０. ８％

減。印刷情報用紙が３. １％増で、２１ｹ月ぶりの

増加。白板は前年同月比９. ２％増で２ｹ月連続の

増加。（これはコロナの影響で昨年の同月比では

増加する現象となる）

国内のある家庭紙メーカーでは、出荷の減少が連
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続して止まらない。トイレットペーパー、ティッ

シュペーパー、ペーパータオルが大変苦戦してい

る。富士地区の家庭紙メーカーは古紙原料の在庫

を多く持っているようである。

［オフィス古紙］

オフィス古紙は緊急事態宣言中ではありますが、

通常通り動いている会社が多いので古紙の発生も

前年よりは多い。今後はオリンピックの実施に伴

い古紙の発生が多くなる可能性があります。

コストについて言うと、鉄が値上がりしている影

響で番線も値上がりしています。

［返本関係］

返本実績は前年同月比８７％。しかし、二大取次

店はコロナ禍の巣籠もりによる影響で本の販売が

良く決算も上々との事。

［集荷部］５月の発生は悪かった。家庭紙につい

ても発生が少なく動きが悪くなる事により、価格

面で影響が出てこないか心配しています。又、燃

料費も上昇しているので、価格面が懸念されます。

コロナが落ち着いたら、集荷部会を開催したいと

考えています。

［広報部］　

広報誌６月総会号の発送を今月２５日に予定して

おります。今回は「時の視点」で総会の内容、新

理事長の挨拶。「時の話題」は商社からの市況報

告を掲載予定です。

９月号以降に新しく役員や理事、監事、業務部長

なられた副理事長、理事、監事、業務部長等の挨

拶も掲載予定ですので、時期が来ましたら原稿の

提出をお願い致します。又、「コロナ奮闘記」も

引き続き原稿を募集中ですので協力をよろしくお

願い致します。

［青年部］

５月２４日上野精養軒にて本部総会終了後に青年

部の総会を開催しました。役員は全員留任で部長、

幹事長の変更もありません。

７月６日に青年部のゴルフコンペを開催予定で

す。正副理事長及び理事を来賓として招待するの

でご協力をお願い致します。

［審議・検討・報告事項］ 

１. 新しく役員に就任した方の紹介が行われた

（１） 副理事長の紹介：鈴木邦浩　副理事長、

 冨澤進一　副理事長　

（２） 理事紹介：大久保 薫 理事、小池 康治 理事

（３） 監事紹介：久保田 貞行　監事、

 皆川 英章監事

（４） 業務部長紹介：　赤松源裕　総務部長、

 梨本竜範　集荷部長

（５） 業務部新副部長紹介： 辻 忠敏　集荷部副

部長

（６） 支部長紹介：齋藤浩二 文京支部長

＊理事長より業務部長全員に委嘱状が渡された。

２. 組合会館２階テナント　（株）ファンリミット

　５月２５日迄で契約解除　　　　　　　　　　

３. 組織変更（営業所、本社移転）

・足立支部：大村紙業（株）　

事務所移転（本社登記は現在のまま）　

新住所　〒 344-0113　埼玉県春日部市新宿新田 14

　　　　　　　　　　   庄和流通センター内

経理部総務部 電話　048-718-0011　

  FAX　048-718-0055

営　業　部　 電話　048-718-0202　

  FAX　048-718-0222

・城南支部：東京紙業（株）　本社移転　

新住所　〒 104-0032　中央区八丁堀１- ８- ６

　　　　　　　　　　　ライムライトビル４階

（電話・ＦＡＸ番号は変更なし）
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古紙センター業務委員会　

［令和３年６月１６日（水）］　pm2：00 ～　

於）古紙センター会議室（ＴＶ会議併用）

［1］ 定時評議会の報告について

［2］ 臨時理事会の報告について

［3］ 2022 年度以降の輸出委員会運営・賛助会員

［4］ 海外古紙及び製品の品質調査 

［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。

各地区の古紙需給報告

5 月の古紙の発生は、新型コロナウイルスの影響

により大幅に減少した前年に比べると 100％を

超える場合もあったが、前々年比では減少し、全

体的に低調であった。国内での消費は好調であり、

問屋在庫はランニングストックの状態であった。

東南アジアなどからの強い需要により古紙の輸出

価格が上昇しているため、一部で値上げの動きが

あるが、全体的には冷静に対応しており、大きな

変化はなかった。

国内古紙市況は、一部地域で新聞の仕入れ価格の

上方修正。

古紙センター関東地区委員会
　

［令和３年６月２３日（水）ｐｍ 2：45 ～ 

於）古紙センター会議室（ＴＶ会議併用）

［需要動向］　21 ／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 34,193(104.6％ )

 出荷 34,868  (98.5％ )

 在庫 7,620  (21.9％ )

［雑誌］ 仕入 39,474  (89.0％ )

 出荷 41,448  (89.1％ )

 在庫 8,887  (21.4％ )

［段ボール］ 仕入 137,484(106.7％ )

 出荷 139,380(106.0％ )

 在庫 15,960  (11.5％ )

［関東・静岡実績］

［新聞］ 入荷 123,560(106.5％ )

 消費 130,245(116.4％ )

 在庫 86,119  (66.1％ )

［雑誌］ 入荷 124,782(106.6％ )

 消費 124,974(104.9％ )

 在庫 51,798  (41.4％ )

［段ボール］ 入荷 355,657(113.0％ )

 消費 372,231(112.1％ )

 在庫 102,505  (27.5％ )

［業者側コメント］

①［新聞・雑誌・段ボール］　関東 32 社 4 月報

・新聞の仕入は前月比でマイナス、前年比でプラ

ス。出荷は前月比と前年比でマイナス。

・雑誌の仕入と出荷は前月比と前年比でマイナス。

・段ボールの仕入と出荷は前月比でマイナス。前

年比でプラス。

②［三紙会古紙発生量報告］

・段ボール古紙の５月の発生は前月比でマイナス。

前年比でプラス。６月は前月比でプラス。前年

比でマイナス。

・新聞古紙の発生は５月と６月で、前月比と前年

比でマイナス。

・雑誌古紙の発生は５月と６月で前月比と前年比

でマイナス。

③［上物古紙］

　上物古紙の 5 月の発生は、DIP 向け・家庭紙向

け共に低調であった。DIP 向け需要については

大きな変化はなく低調である。家庭紙向けの需

要についても低迷しており、在庫は徐々に増加

している。秋までは在庫の増加傾向が続く見込

みである。
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［メーカー側コメント］

①段ボール古紙

　　　発注　　　入荷　　　消費　　　在庫

５月　減少　　　計画通　　増加　　　減少　

６月　増加　　　計画通　　計画通　　減少

７月　横ばい少

②新聞古紙

　　　発注　　　入荷　　　消費　　　在庫

５月　やや減　　計画通　　やや増加　現象

６月　横ばい　　計画通　　やや増加　やや減少

７月　やや増加

③雑誌古紙

　　　発注　　　入荷　　　消費　　　在庫

５月　やや減少　計画通　　やや減少　減少

６月　やや増加　計画通　　計画通　　やや減少

７月　横ばい

７月度定例理事会

 ［令和３年７月５日（月）］

ＴＶ会議併用（内リモート参加９名）

於）原料会館・会議室　

出席理事２４名　・監事０名　　

理事長挨拶

新型コロナ感染者が増加している中で、オリン

ピックが近づいてきました。オリンピックは開催

されても、酒類販売は可能とのメッセージが最初

にありましたが、その後、不可になりました。間

違って解釈されそうなメッセージを発してしまう

と、どんどん誤った方向に行ってしまう。大切な

のは、最初に正確で誤解のないメッセージを伝え

る事だとあらためて感じました。以上の事から、

理事長として組合の方針、活動等について皆様に

誤解される事のないよう正確な情報を今後も発信

していこうと考えています。

［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輸

出業者６社から札が入りました。他、１社は入札

辞退。入札の結果、参加委員より発生不足により

数量の確保が不透明等の理由で、今回はスキップ

（段ボール共販輸出見送り）となりました。

裾物（ミックス）と上物に関しては、輸出業者３

社より、すべて入札辞退の連絡が入りました。

全体の市況としてはパルプ価格の高止まりが続い

ている。

［新聞・雑誌・段ボール］　

新聞：新聞古紙の発生は低調。製紙メーカーは製

品在庫減少分を増産対応しているので需要は強含

み。輸出は国内価格を上まわる価格が出ておりタイト。

雑誌：雑誌古紙の入荷は発生期が過ぎたために悪

い。白板の販売は、緊急事態宣言が解除されたが

土産物関係やティッシュペーパーが不振。国内販

売分の減少を輸出でカバーしており需給はバラン

スしている。雑誌古紙の輸出は前年比では少ないが輸

出の引合いが増えていて、在庫はタイトとなってきた。

段ボール：段ボール古紙の発生は最悪期を過ぎ回

復に向かっているが、地方では低調な状況が続い

ており在庫レベルは低い。メーカーは国内販売減

少分を製品輸出でカバーしており堅調に推移。古

紙の輸出は、引き続き東南アジアでの引合いが強

く、国内価格を大きく上回る価格での取引。発生

減とともに輸出業者との古紙の取り合いでタイト

な状況になってきている。

［上 物］　

家庭紙はオリンピックのインバウンドが見込めな

い状況。スーパー等の量販店のトイレットペー

パーの荷動きは良くない。

７月は岳排があり原料の消費が大幅に落ちるの

で、７月の半ば以降は余剰感が強まる予想。白板

はコロナの影響で国内消費が非常に厳しいが、一
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方で中国需要に引きずられて製品の輸出が増えて

きている。パルプ高と白板の輸出増の影響で上物

古紙の需要が高まってくる可能性がある。

製品消費の５月の速報としては板紙の動きは弱

いが、速報では紙、印刷用紙の消費は、前年対

比で大きく上回っている。新聞用紙は４３ｹ月ぶ

りに増加、印刷用紙も２ｹ月連続の増加。しかし

２０１９年比でみると紙合計で１６. ７％減、板紙

合計で８. ７％減なので２０１９年全体でも大きく

マイナスしており、生産の方も弱含みになっている。

［返本関係］

５月期の出版販売推定額ですが書籍、雑誌合わ

せて前年対比０. ７％増。書籍が０. ９％減、雑

誌が２. ６％増。コロナで巣籠の影響もあり雑誌

を購入している人が増えているようです。返本

は少ないが一般読者の雑誌購入が増えている。

２０２１年６月発生分は昨年同月比６％増です

が、２０１９年６月比ですと１４％減ですから、

昨年の数字が極端に低いだけだと思まれます。

［集荷部］

発生については、家族で経営している小規模の印

刷・製本会社からの情報ですと６月末から７月初

めにかけて今年一番、悪いそうです。又、中規模

の印刷会社では大手の印刷会社に吸収合併したと

か、小さな印刷・製本会社が廃業している話も出

ています。集荷業者は先行きの見えない状況の毎

日となっています。

［広報部］　

広報誌６月総会号が６月２５日頃にお手元に届い

た思います。９月号以降で新しい副理事長、理事、

監事、業務部長の挨拶を掲載予定です。期日が近

づきましたら原稿の提出をよろしくお願い致します。

又、本日の議案の中でも詳しく説明しますが、組

合総合名簿を今年作成致します。

［青年部］

７月６日に青年部ゴルフコンペを皆川城カント

リークラブ４組１４名で開催予定です。

［審議・検討・報告事項］ 

１. 組合脱退：千代田支部  （有）佐野商店   代表者

　佐野　雅彦　廃業　令和３年６月３０日付・・・

原案通りで承認

２. 組合総合名簿の作成と広告依頼：

　①協賛広告継続のお願いと一部担当者の変更　

　②新規依頼企業（４商社）に対しての担当者決

め・・・（株）富澤

　③今後のスケジュールは依頼を８月末まで、申

込を９月１５日までとする。

３. 冒頭の理事長挨拶の後、上田理事長より坂田

前理事長に対し感謝状と記念品の贈呈が行わ

れた。

４. 古紙持ち去り問題意見交換会より

　古紙を扱う業者を登録制とする等、古紙持ち去

り禁止に係る新法（骨子）案に対する意見が

ありましたら組合事務局までご連絡願います。

古紙センター関東地区委員会
　

［令和３年７月２９日（木）］ｐｍ 2：45 ～ 

於）古紙センター会議室（ＴＶ会議併用）

［需要動向］　21 ／ 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 33,930(103.1％ )

 出荷 34,455(103.2％ )

 在庫 7,095  (20.6％ )

［雑誌］ 仕入 36,414  (95.7％ )

 出荷 38,480  (90.4％ )

 在庫 6,821  (17.7％ )

［段ボール］ 仕入 137,542(101.2％ )

 出荷 139,771(105.7％ )

 在庫 13,731    (9.8％ )
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［関東・静岡実績］

［新聞］ 入荷 116,878(105.5％ )

 消費 123,272(119.6％ )

 在庫 79,194  (64.2％ )

［雑誌］ 入荷 129,211(107.4％ )

 消費 132,767(108.1％ )

 在庫 47,929  (36.1％ )

［段ボール］ 入荷 360,139(109.8％ )

 消費 368,031(113.0％ )

 在庫 96,115  (26.1％ )

［業者側コメント］

①［新聞・雑誌・段ボール］　関東 32 社６月報告

新　聞　　　　 雑　誌　　　　   段ボール

前月比  前年比   前月比  前年比    前月比  前年比

仕入

 99.2     103.1      92.2     95.7　  100.0　101.2

出荷

 92.8     103.2      92.8　 90.4　  100.3　105.7

在庫　     99.6            65.8     　            69.6

在庫率     20.6            17.7         　          9.8

3 品合計の在庫率は 13.0％であり、適正在庫率

を下回っている。

②［三紙会古紙発生量報告］

         　　　　　６月　　　　　　　　７月

                     前月比％前年比％前月比％前年比％

段ボール古紙　103.1　100.1　103.0　100.0　

新聞古紙　　　 102.0　  99.9　103.2　100.0

雑誌古紙　　　   98.2　  95.2      90.0　  95.0

③［上物古紙］

　上物古紙の 6 月の発生は、DIP 向け・家庭紙向

け共に低調であった。DIP 向け需要については

大きな変化はなく低調である。家庭紙向けの

需要についても低迷しているものの、発生が

低調なこともあり在庫は大幅に増加していない。

［メーカー側コメント］

①新聞古紙

　　　　発注　　　入荷　　　消費　　　在庫

６月　　横ばい　やや減少　　やや減少　　減少

７月　　横ばい　　減少　　　増加　　　　減少

８月　　減少

②新聞古紙

　　　　発注　　　入荷　　　消費　　　在庫

６月　　増加　　　減少　　　横ばい　　減少

７月　やや増加　　減少　　　増加　　　減少

８月　　減少

③段ボール古紙

　　　　発注　　　入荷　　　消費　　　在庫

６月　　増加　　　計画通　　増加　　　減少

７月　　増加　　　やや減少　増加　　　減少

８月　　横ばい

古紙センター業務委員会
　

［令和３年７月３０日（金）］　pm1：30 ～

於）古紙センター会議室（ＴＶ会議併用）

［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

　　（近畿地区委員会推薦）

［3］ 紙リサイクル関連団体表彰について

［4］ 2020 年の中国の古紙統計について

［5］２０２１年７月～１２月段ボール、新聞、　

　　zax 雑誌の消費計画について 

［6］ 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。

各地区の古紙需給報告

6 月の古紙の発生は、地域、品種によってばらつ

きがあったが、新型コロナウイルスの影響などに

より全体的には低調であり、問屋在庫は減少した。

段ボールは原紙の輸出が好調であるため段ボール

古紙の消費が増加し、メーカーの在庫も減少した。

国内古紙市況は、古紙の輸出価格が高止まりして

いたため、一部地域で段ボール、新聞、雑誌の仕

入れ価格の上方修正があった。
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古紙センター関東地区委員会
　

［令和３年８月２７日（金）ｐｍ 3：00 ～ 

於）古紙センター会議室（ＴＶ会議併用）

［需要動向］　21 ／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 33,184  (97.4％ )

 出荷 32,896(101.1％ )

 在庫 7,383  (22.4％ )

［雑誌］ 仕入 35,988(100.1％ )

 出荷 36,841  (98.3％ )

 在庫 5,968  (16.2％ )

［段ボール］ 仕入 146,083(103.2％ )

 出荷 146,566(105.6％ )

 在庫 13,248    (9.0％ )

［関東・静岡実績］

［新聞］ 入荷 109,286  (97.7％ )

 消費 124,297(104.4％ )

 在庫 63,099  (50.8％ )

［雑誌］ 入荷 115,671(104.2％ )

 消費 124,693(112.0％ )

 在庫 38,847  (31.2％ )

［段ボール］ 入荷 355,548(109.8％ )

 消費 381,206(113.3％ )

 在庫 70,457  (18.5％ )

［業者側コメント］

①［新聞・雑誌・段ボール］　関東 32 社６月報告

新　聞　　　　　雑　誌　　　　　段ボール

前月比  前年比  前月比  前年比  前月比  前年比

仕入

  97.8   97.4    98.8 100.1 106.2 103.2

出荷

  95.5 101.1   95.7   98.3 104.9 105.6

在庫   85.4    67.6     59.1

在庫率   22.4    16.2      9.0

3 品合計の在庫率は 12.3％であり、適正在庫率

を下回る状況が続いている。

②［三紙会古紙発生量報告］

 　　6 月 　　7 月

 前月比 前年比 前月比 前年比

段ボール古紙 102.3   98.9   96.0   96.0

新聞古紙 101.1   97.7   95.0   90.0

雑誌古紙   95.2   94.6   97.0   90.0

発生は３品とも前年を下回る。８月集荷は発生が

少なく、古紙ヤードへの入荷少ない。

③［上物古紙］

上物古紙の 7 月の発生は、DIP 向け・家庭紙向け

共に低調であった。DIP 向け需要については大き

な変化はなく停滞しており、在庫も減少している。

家庭紙向けの需要についても停滞している。古紙

の発生は 8 月半ばまで引き続き悪く、家庭紙は

需要期を迎える秋口からの供給能力に懸念がある。

［メーカー側コメント］

①段ボール古紙

　　　　発　注　　入　荷　　消　費　　在　庫

７月　やや減少　　減少　　　増加　　　減少

８月　やや増加　　減少　　　やや減少　減少

９月　　　増加

②新聞古紙

　　　　発　注　　入　荷　　消　費　　在　庫

７月　　やや減少　減少　　　減少　　　減少

８月　　減少　　　低迷　　　減少　　　横ばい

９月　　やや増加

③雑誌古紙

　　　　発　注　　入　荷　　消　費　　在　庫

７月　　横ばい　　減少　　　計画通り　減少

８月　　横ばい　　減少　　　やや減少　増加

９月　　横ばい
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編  集  後  記

広報部副部長　宮内啓悟

　７月２３日　妻と１番下の子供と３人で友人宅

にお邪魔して、オリンピック開会式をテレビで見

ながらお酒を交わしていました。東京は緊急事態

宣言が発令中で感染者数が増え続けていた時でし

た。２６日早朝、２３日に一緒にいた友人から、

子供が感染してしまったと連絡が来て、その友人

も前日の夕方から夫婦で発熱したとの事です。　

午後からＰＣＲ検査を受けに行くけど、その前に

移しちゃっていたら申し訳ないという事で連絡が

来ました。私は、大丈夫、元気だし味覚も嗅覚も

あるからと言って、友人のＰＣＲ検査結果がでた

ら教えてといい電話を切りました。

その８時間後、あれ？身体が熱い！まさかと思い

体温を測ると３７度２分と微熱、自宅に帰って

その日は早く就寝。

　翌朝、熱が上がっていて、咳・頭痛・悪寒と

体がだるく、妻と子供も発熱していました。

友人のＰＣＲ検査の結果がまだ出ていなかったけ

ど、区役所の相談窓口に連絡し事情を説明すると、

近くの病院を紹介してくれてＰＣＲ検査を受けに

行きました。

翌日、病院から連絡が来て３人とも陽性との事、

翌日保健所から連絡が来て、重症化していないの

で自宅療養してくださいとの事でした。３人の子

供のうち２人は、ワクチン接種しているの？と保

健所から連絡が来た日、大学でＰＣＲ検査をして

陰性結果が出ていたので、２人を数日近くのホテ

ルに逃がそうと、保健所の人に聞くと、濃厚接触

者なので家にいてくださいと言われました。陰性

なのになんで？と聞くとワクチン接種しているか

ら症状が出ないだけで、体内にウィルスを保菌し

ている可能性があり、人に移す危険があると言わ

れ、それから、1 週間後の８月７日まで、一家５

人、一歩も外に出られませんでした。

私は、４日目には熱が下がり、身体は少し楽になっ

たのですが、ご飯を食べた時、味覚嗅覚が無い事

に気が付きショック！！！それから３週間、何を

食べても味が無くにおいもわからず、８月の後半

でやっとわかるようになって来ました。

そして、この記事を書いている９月７日罹患して

１カ月たちますが、前の日の９月６日に１回目の

ワクチンを接種しました。医者からは、感染した

人がワクチン接種すると副作用が出やすいので、

気を付けてくださいと言われました。しかし、そ

の夜、腕も痛くないし熱も出ていないので一杯

ハイボールを接種（摂取）。変化がなく寝るまで

飲み続けて就寝。

朝、腕が筋肉痛みたいな痛みはありましたが、　

日課のウォーキングをして会社に出勤しました。

コロナに感染をして、もう少し早くワクチン接種

出来ていればと思うのとコロナを甘く見ていた

事、もう２度と感染はしたくないと思いました。

皆さんはもうワクチン接種しましたでしょうか？

感染しないように気を付けてください。

ウォーキング中に撮影した希望の虹
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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、東京都では昨年

より緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が続い

ております。今年になっても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ほ

とんど実施出来ないため、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。

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
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株式会社　紙  業  新  報  社
〒 101-0054	 東京都千代田区神田錦町 3－ 7－ 2
	 	 　東京堂錦町ビルディング 801
ＴＥＬ：０３（６６６１）３９９１
ＦＡＸ：０３（６７００）８５３９
E-mail　info@shigyoushinpou.com
Twitter　http://twitter.com/yujirotakemoto
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上野店  TEL.03(3828)5111
https://totenko-gift.com

東天紅オンラインショップ

クール冷凍便配送

ご注文はこちらから▶

「ふかひれスープ」や「ふかひれ姿煮」付きのコースもございます

Ｋ－ 61

Ｋ－ 62

http://www.seiyoken.co.jp/
〒110-8715 東京都台東区上野公園 4 番 58 号
JR 上野駅公園口、京成上野駅、地下鉄上野駅  徒歩 5分

上野の森の結婚式場 ご婚礼・ご宴会・レストラン・ケータリング

Since 1872

上野の森の高台で過ごす至福の時間、

　　　緑深き都会のオアシス、上野の森。

  いくつものエピソードが彩られた、華やぎの歴史がここに。

洗練されたおもてなしが光る、

　贅を尽くした宴。

感動と祝福を胸に刻む、

　夢に見たセレモニーシーン。

Banquet
Weddinf

8/27
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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－ 63

創業１９６８年（昭和４３年）おかげ様でもうすぐ５５年

7/28

Ｋ－ 64

〒 152-0011 東京都目黒区原町１－４－５　アインクラフト３０１
  ＴＥＬ　０３－５７０８－５１４０
  ＦＡＸ　０３－３７１３－１０６６
携　帯　０８０－１２８０－０４５９　			Ｅ－mail　tamatan0323@gmail.com

　　   　　　　　　　　　　　　　　　　代表　 杉 浦   珠 実

株式会社オリエンタルバンケットサービス
ORIENTAL BANQUET SERVISE

各種パーティ、イベントのコンパニオン業務全般
新年会、忘年会、周年行事、大小パーティ、受付・エスコート

等を承っております。

ご連絡をお待ちしております。
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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。

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。有難うございました。

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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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

4－9－5


