
No . 208

関東製紙原料直納商工組合

発行人　大久保信隆／編集人　斎藤大介

東京都台東区東上野1-17-4 坂田ビル

電話 03(3833)4105(代)　http://www.kantoushoso.com
発　　　行
2020.4.20

特集／新年賀詞交歓会を盛大に開催
　　　関東商組（1月16日）・全原連（1月23日）

春号

KANTOU208_表紙.indd   1 2020/03/25   17:59



KANTOU208_表紙.indd   2 2020/03/25   17:59



No.2082020（R2）4-20

1

700 年前に兼好法師は「徒
然草」の文章で「をりしも雨
風うちつづきて、心あわたた
しく散り過ぎぬ」心の浮き立
つ春をたたえながら、（私には
“選抜高校野球”だが）空模様
が変わるのを残念がっている。
春はのどかな光の中、草も萌
えだして周辺では春霞に覆わ
れて、花も色づいてくる。い
い気分になると言っておりま
すが、今「マスクがない」と
行列、そして「トイレットペー
パーがなくなる」とデマが飛
ぶ令和元年度の期末を迎え、新型コロナウィル
スがどうなるのか心配して毎日を送っています。
3月 7 日アメリカのジョンズ・ホプキンス大
学の集計によると世界の感染者数、約10万 2千
人のうちの約 8割を中国が占め、次に韓国が最
も多く約 6,600 人、次いでイラン約 4,750、イタ
リア 4,640 人続く。日本は 400 人を超えた。中
国では新たな感染者数が減ってきた反面、それ
以外の国や地域での感染者が急増している。今
のところ予防策は「手洗い」と「うがい」と空
気がこもる所にいかない事です。今後日本では
どの様に収束させていくのか、治療薬のワクチ
ンがいつ出来るのか、見えない敵と戦わなけれ
ばなりません。
本年はオリンピックイヤーで、すべての国が
ウィルスの封じ込めをしないと東京オリンピッ
クは出来ないと思います。また、今後の経済は
どうなるのか。アメリカ市場ではダウ平均が米
連邦準備理事会の0.5％の緊急利下げを実施した
にも関わらずリーマン級の波乱相場となった。
日本では、新聞報道によると社会の人の動き
が大きく変わりつつあると書かれていました。
オフィス街では人が 2割少なく、銀座と新地の
夜の人出は半減で活気なし。ホテルや飲食など
の予約キャンセルも2月末には20％を超えまし

た。大企業では業務改革が加
速すると言っており、3 月 7
日に安倍晋三首相は個人事業
主を含む中小、小規模事業者
を対象に金利などの条件を大
幅に緩和した貸付制度を創設
すると表明した。日本政策金
融公庫などを通じて「実質無
利子、無担保の融資をする」
と述べた。業界にとって「古
紙余剰対策」と「働き方改革」
は非常に厳しい年となってい
る中、ありがたいです。
また、自ら状況をもっと知

らしめる必要があると思います。リサイクルの
優等生「古紙の回収率 79％に下がる」などとセ
ンセーショナルな記事が掲載されるが、我々が
選別に苦労して循環産業を維持している実態の
PR不足とサービス精神が旺盛だった事を反省
しなくてはなりません。
特に働き方の「時間」と回収する「数量」そ

して「分別」について排出者側に明確に分かる
ように組合として基準を提示する時を迎えたと
思います。それによって安定的な回収が行われ、
古紙が持続的にリサイクルされるには「作る製
紙会社」だけの理解では足りず「加工会社」も
理解し、「使う消費者」も分別排出を理解し、回
収、梱包、配送にも費用が掛かることを理解し
てもらう事が重要だと考えます。
人間の血液と同じように動脈、静脈の流れの

ごとくそれぞれが責任を果たし応分の経費を負
担することも SDGs の 17 項目 12 番「つくる責
任　つかう責任」の一つだと思います。
色々と問題は山積し、不透明な時代が続きま

すが、組合員一同、一層信頼できる製紙原料業
界にするため、元気に朗らかに健康に注意して
今後も頑張りましょう。
� （2020. 3. 9）

関東製紙原料直納商工組合
理事長

大久保信隆

「春を想う」

頭 言巻
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古紙品質の持続的な向上努力で
安定した輸出先の確保を図る

関東製紙原料直納商工組合（以下「関東商組」）
は1月 16日、東京・荒川区のホテルラングウッ
ド「鳳凰の間」で新年賀詞交歓会を開催した。
会は斎藤大介・副理事長（斎藤英次商店）の司
会で進行。齋藤米蔵・副理事長（齋藤商店）の
開会の辞で始まり、大久保信隆・理事長（大久
保）の挨拶に続き、来賓を代表して甘利明・衆
議院議員（資源リサイクル議員連盟会長〈以下
「リサイクル議連」〉）、村山勝彦・経済産業省製
造産業局素材産業課企画調査官、和田健太郎・
（公財）古紙再生促進センター関東地区委員長が
祝辞を述べた後に須長利行・副理事長（二見）
が来賓を紹介。栗原正雄・全国製紙原料商工組
合連合会理事長（栗原紙材）による乾杯の発声
で定刻まで歓談。藤川達郎・副理事長（藤川紙
業）が中締めを行い梶野隆史・副理事長（梶谷
商事）の閉会の辞で終了した。
なお、祝宴の合間を利用して来賓の富田茂之・
衆議院議員（リサイクル議連）、西川太一郎・荒
川区長、松島みどり・衆議院議員がそれぞれ祝
辞を述べた。
以下、各氏の発言要旨である。

＊

［開会の辞］
齋藤米蔵・副理事長（齋藤商店）
「厳しい状況だが皆さまの協力を得て」

令和2年は製紙原料問屋にとって20数年来の
厳しい状況で始まり、今後も厳しい状況が続く
と見込まれています。このような状況下で、本
日は資源リサイクル推進議員連盟の国会議員の
方々や、古紙再生促進センター関東地区委員会
の方々など多数の参加をいただいています。皆
さま方のお力添えを得ながら、この難局を何と
か乗り切っていきたい。

＊
［理事長挨拶］
大久保信隆・理事長（大久保）
「消費と回収のバランスをとって古紙リサイクル
を維持させる」
昨年を振り返ると、米国トランプ大統領の来

日後に平成から令和へ即位の儀式が年末まで行
われ、国民は新天皇に一層親しみを感じたと思

関東製紙原料直納商工組合
（1 月 16 日）
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を渡る JR東海道線。富士山東から丹沢を経て
相模湾に注ぐ豊かな足柄平野の水源。鮎も釣れ、水田
も潤す。春の土手は桜や菜の花が満開に。
� 渉外広報・IT 委員長　須長　利行

関東商組と全原連 新年賀詞交歓会
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います。スポーツの世界ではラグビーのワール
ドカップで日本代表が「ONE�TEAM」の合言
葉のもと大活躍し、国中を沸かせました。反面、
厳しい出来事もありました。暴風・豪雨、台風
15 号や 19 号が上陸し長野や関東地区に甚大な
自然災害をもたらしました。今年も気候変動の
影響で自然災害が懸念されているので、ヤード
運営や古紙の輸送などに際しては極力CO2の排
出削減に努め、地球温暖化の防止に貢献してい
きたい。
さて、政府は「景気は緩やかな回復基調が続
いている」と発表しているが、米中貿易戦争や
中東の地政学リスクの影響などにより世界経済
は不透明感を増しています。国際政治の緊張関
係が今年も続くと予想され、経済の不確実性や
為替変動などの影響で一層複雑な一年になると
思います。
紙・板紙の生産が年々減少する中、わが国で
は 2020 年度末までに古紙利用率 65％の達成を
目標に掲げています。一方、中国は2020年末を
もって固体廃棄物としての古紙を輸入しないと
述べています。どこの国でも、ゴミを買わない
のは当たり前です。われわれは古紙を回収し、
製紙原料として商品化しています。昨年11月の
回収率は79％に下がったが、これは製紙原料に
ならない複合材や禁忌品を除き、品質強化に努
めた証しでもあります。
この 4月から中小企業にも「働き方改革」関
連法が適用されますが、われわれの業務は時間
との闘いなので、業界として連携して克服した
い。そして今後の需給調整にとって安定した輸

出先の確保は大きな問題であり、製紙メーカー
と緊密に連携しながら検討しています。何より
も製紙メーカーからは「紙リサイクルシステム
を壊してはいけない」という力強い言葉を頂戴
しています。当組合は昨年 8月から、中国以外
の国へ定期輸出を始めました。これからも消費
と回収のバランスを図りながら、製紙原料であ
る古紙の品質を持続的に向上させる努力をして
いきます。
古紙価格が値下がりして持ち去りは少なくな

ったが、資源リサイクル推進議員連盟の皆さま
には新しい法律の制定をご検討いただいていま
す。われわれは、「生業」として紙のリサイクル
に携わるだけでなく、社会に貢献してコンプラ
イアンスに則った業界としていくべきであると
思っています。持ち去り行為を撲滅するため今
年も各自治体と協力の上、GPSによる追跡調査
を実施します。
今年は東京オリンピック＆パラリンピック・

イヤーです。誇りを持って前進することで、外
国の方々に製紙原料業界を知ってもらいたいと
思います。本年も特段のご協力とご支援をお願
いします。

＊
［来賓祝辞］
甘利明・衆議院議員（リサイクル議連 会長）
「現場の声を受け止め景気を安定させる」

関東製紙原料直納商工組合の方々は、リサイ
クル社会の構築に先陣を切って活動されていま
す。リサイクル社会と言われて久しいですが、
古紙業界はそれ以前から業態が定着していた。
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その後「混ぜればゴミ、分ければ資源」などの
言葉も出てきた。古紙の持ち去り問題について
は、GPSでの追跡調査など撲滅に苦労されてい
る。リサイクル議連では葉梨康弘議員が座長に
なって法制化を検討しており、少しずつ前進さ
せています。
このところの古紙市場は中国の環境政策の影
響で輸出が減少しており、国際情勢の変化に翻
弄されています。国内の景気は米中の経済摩擦
や中東の情勢、英国のEU離脱など不安要因も
あるが、外交努力を通じ世界の主要国の一員と
して安定化に取り組んでいます。外的な要因も
ありますが、国内経済を安定化させるために今
年度は大型の補正予算13兆円、来年度予算と合
わせて総事業規模 28 兆円を 15 ヵ月予算として
編成します。消費税対策としてポイント還元、
その後にはオリンピック・パラリンピックの開
催、9月にはマイナンバーカードを利用した還
元を予定しており、切れ目のない経済対策に取
り組んでいきます。現場の声を受け止めながら
景気の安定に努めます。

＊
［来賓祝辞］
村山勝彦・経済産業省製造産業局 素材産業課 
企画調査官
「需給両業界との情報交換で難局を乗り切る」

2020年は令和2年。2が並ぶ年は大変珍しい。
2は指で表すと勝利のＶや平和の PEACEでも
あります。今年も、皆さま方が平和で大活躍す
る年になると思っています。昨年は、自然災害
による甚大な被害が引き続き発生しました。勢

力の強い台風が関東地区に上陸し、記録的な暴
風により広域での停電など日常生活に大きな被
害をもたらしました。経済産業省では製紙業界
の協力をいただき、段ボールベッドやトイレッ
トペーパーなどの物資を被災地へ供給しました。
この活動は紙の重要性を再認識する機会になり
ました。
古紙については中国の固体廃棄物輸入規制に

よって、日本国内の需給状況が2018年末までの
逼迫状況から一変し、段ボール古紙を中心に大
幅な余剰になっています。中国はさらに古紙輸
入ライセンスの発行量を減らし、今年末までに
古紙の輸入量を限りなくゼロにする予定です。
中国の市況と合わせ、古紙を取り巻く今後の環
境に注視が必要です。古紙の需給バランスの急
激な変化や価格の変動は皆様方の商売にダイレ
クトに影響します。
日本は限られた資源を利用していますが、古

紙は製紙原料業界と地域住民の尽力によってリ
サイクルシステムが確立されています。経産省
としては需給両業界の方々と緊密に情報交換し
ながら、この難局をともに乗り切っていきたい
と思っています。
変化が大きい昨今ですが、経産省では2020年

度までに古紙利用率65％という達成目標を掲げ
ています。つまり本年 4月から、その最終年度
を迎えます。直近の統計では、古紙利用率65％
を目前にしています。皆さま方の日頃からの協
力に感謝を申し上げるとともに、引き続き積極
的な取組みをお願いします。
日本国内では人手不足が続いていますが、古

紙業界の皆さまにおいては、これまでの職歴に
とらわれず意欲と能力を持っている人材の積極
的な採用を検討いただくようお願いします。本
年は夏に東京オリンピック・パラリンピックが
開催されますが、日本代表選手の大活躍で、わ
れわれも元気をもらいたいと思います。

＊
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［来賓祝辞］
和田健太郎・（公財）古紙再生促進センター
関東地区委員会 委員長
「ピンチをチャンスに変える」

昨年は 5月に平成から令和へ元号が変わり新
しい時代になりました。スポーツ界ではラグビ
ーワルドカップなど明るい話題が提供され、世
界レベルで戦う選手たちを見て、たくさんの勇
気をもらいました。一方、自然災害では台風 15
号、19号により各地で甚大なる被害が発生しま
した。
紙業界に目を転じると、日本国内の紙・板紙
出荷量は昨年 1～ 11 月ベースで△ 2.9％。うち
紙は△ 3.8％、板紙は△ 1.9％と、非常に芳しく
ない状況です。中国は独自の環境政策に基づき
古紙の輸入制限を強めており、2017年の実績は
2,600 万t、18 年が 1,700 万t、19 年が 1,100 万t
でした。20 年は前年の 6割程度になるようで、
粛々と政策が進められています。一方、日本の
段ボール古紙は年間160万tの輸入超過であり、
この分を輸出しなければ国内のバランスが取れ
ない状況です。
そこで業界として心掛けなければならないこ
とを、次の通りお願いしたい。まず、「製紙メー
カーとしては当たり前のことを確実に行う。」と
りわけ今年は、できるだけ古紙を使用していき
たい。古紙問屋では収益が確保できるように、
仕入価格と販売価格の間で適正な幅を保ってい
ただきたい。次に「古紙回収業界と古紙問屋業
界が、ともに収益を確保できる仕組み」を作る
必要がある。古紙はリサイクルが止まるとゴミ

化してしまうので、必ず循環させなければなら
ない。そのためにも回収業界と問屋業界の経営
は、健全である必要があります。過当競争では
なく、コストを意識した経営を目指していただ
きたい。
日本の古紙は選別の品質が良好で高い評価を

受けていますが、輸出先の国からは欧米の古紙
と同じように扱われる。今こそ“JAPAN�BRAND”
を前面に出し、日本の古紙を安定的に輸出でき
る体制を作る手伝いをしたい。「大変」という言
葉は大きく変わると書くが、ピンチをチャンス
に変えるタイミングでもあります。われわれは
今こそ一丸となって難局を乗り切り、古紙リサ
イクルの輪を維持できるようにしたく、ご協力
をお願いします。

＊
［乾杯の発声］
栗原正雄・全国製紙原料商工組合連合会 理事
長、（公社）東京都リサイクル事業協会 理事長
「明るい希望の持てる年に」

旧年中は大久保理事長を中心に中核団体とし
て全原連を支えていただき、心より感謝を申し
上げます。本年も引き続きご支援・ご指導をい
ただくようお願いします。令和 2年が製紙原料
業界にとって明るい希望の年であることと、本
日参加された皆さま方にとって幸多い年になる
ことを祈念して杯を高らかに掲げます。

＊
［来賓祝辞］
富田茂之・衆議院議員（リサイクル議連 幹事長）
「古紙リサイクルの補助金を検討」
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昨年末に資源リサイクル推進議連の総会に出
席し、古紙業界の大変な状況を説明していただ
きました。また先週、千葉県資源リサイクル事
業協同組合連合会の新年会に出席した際は、集
団回収で集めた古紙を回収してもらえない地域
があることや逆有償回収が始まっていることを
聞き、驚きました。古紙問屋のヤードをどのよ
うに維持していくか─国から市町村の各自治
体にお願いして、回収コストをどのように確保
するかが最大の課題となります。千葉県では補
助金の要望が出ました。千葉では昨年、台風の
被害で発生した廃棄物のリサイクルを業界の
方々にお願いしています。処理には 2年程度の
期間が必要なので、古紙回収と合わせて補助金
を検討したい。

＊
［来賓祝辞］
西川太一郎・荒川区長
「資源リサイクル行政を通じて業界をサポート」

ご臨席の国会議員や経済産業省の方々、大久
保理事長や栗原全原連理事長の指導・支援のお
陰で、荒川区の資源リサイクル行政を円滑に進

めることができています。都政との連携でも、
さらに活動が広がっています。これからも木材
由来の古紙が再生利用され、地球環境が維持で
きるよう業界の皆さま方をサポートしていきた
い。

＊
［来賓祝辞］
松島みどり・衆議院議員
「小規模事業者へ補正予算で3,600億円」

東京オリンピック・パラリンピックまでの景
気は良いが、その後も景気が悪くならないよう
にしなければならない。昭和のオリンピックで
は、終了後に景気が悪くなって中小企業が倒産
しました。1月 20 日から始まる通常国会では、
今年度の補正予算に中小企業小規模事業対策費
を例年の3倍となる3,600億円に上積みして、も
のづくり補助金や IT化補助金などとして皆さ
ま方に使っていただけるようにします。また資
金繰りについても、信用保証協会の特別枠で個
人保証なしで金融機関からの借入れができるよ
うにします。さらに今後、日本政策金融公庫が
事業承継された方への特別融資に取り組んでい
きます。皆さまの業界は日本にとっても世界に
とっても重要な業界であり、これからの事業継
続と発展を祈念します。

＊
［中締め］
藤川達郎・副理事長（藤川紙業）
「重要課題は古紙リサイクルシステムの維持」
古紙はこの 1年ほど、余剰が続いています。

今年の最重要課題はリサイクルシステムの維持
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です。昨年は製紙各社の協力によって何とか古
紙リサイクルが維持できました。今年も引き続
き倍旧のご支援を賜るようお願い申し上げます。

＊
［閉会の辞］
梶野隆史・副理事長（梶谷商事）
「希望を持って活動する一年に」

ご挨拶では厳しい内容の発言が多かったです
が、本日参加された方々の笑顔を見ると、この
難局を乗り切れるのではないか思います。今年
一年、希望を持って活動していきたいと思いま
す。

全国製紙原料商工組合連合会（以下「全原連」）
は、1月 23 日（木）東京・浅草ビューホテル祥
雲の間で新年会を開催した。
会は岩渕慶太・副理事長（九州商組：イワフ

チ）の司会で進行。開会の辞を石川喜一朗・副
理事長（中部商組：石川マテリアル）が述べ、
栗原正雄・理事長（関東商組：栗原紙材）が挨
拶。富田茂之・衆議院議員（資源リサイクル推
進議員連盟〈以下「リサイクル議連」〉幹事長）、
吉村一元・経済産業省製造産業局素材産業課�課
長、矢嶋進・日本製紙連合会�会長が来賓を代表
して祝辞を述べた後、渡良司・（公財）古紙再生
促進センター代表理事による乾杯の発声で開宴
し定刻まで歓談した。司会者から当日出席の来
賓が紹介され、浅野哲・衆議院議員（リサイク
ル議連）、大畠章宏・リサイクル議連特別顧問、
松木けんこう・前衆議院議員が挨拶。アトラク
ションとして地元浅草の芸者衆の紫乃さんと千
乃さんによる日舞が披露された。大久保信隆・
副理事長（関東商組：大久保）の中締めに続い
て矢倉義弘・副理事長（近畿商組：大和紙料）
の閉会の辞で祝宴は終了した。
以下、各氏の発言要旨である。

＊

全国製紙原料商工組合連合会
（1 月 23 日）

［来賓祝辞］松原仁・衆議院議員

［司会］斎藤大介・副理事長
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［理事長挨拶］
栗原正雄・理事長
「古紙のゴミ化を防ぎ、リサイクルシステムを維持」

昨年で中国が先進国からの古紙輸入を規制し
始めて 3年が経過しました。中国が昨年輸入し
た古紙は 1,070 万t です。3 年前が 2,600 万t だ
ったので半分以下に減っています。昨年の中国
からの商品輸入に伴う段ボールケースなどの梱
包材は160万tでした。段ボール原紙は100％段
ボール古紙から生産しているので入超分は海外
に戻さないと国内の需給が整いません。
一昨年までは中国を含めたアジア各国へ超過
分全てを輸出していましたが、昨年は中国の規
制強化によって超過分の一部が輸出されないこ
とで古紙の国際循環が断たれた結果になりまし
た。国内で余剰な状態が続き国内の製紙会社で
は年初から古紙価格が下落しましたが、日本の
古紙リサイクルシステムを維持するために今日
まで買い支えて頂きました。
この様な状況下、年間で古紙が最も発生する
12月を迎えて、経済産業省へ製紙会社に対して
在庫の積み増しをしてもらう様にお願いしまし
た。11 月の古紙輸出量は段ボールが 21 万ｔそ
の他 8万t 合計 29 万t は、年末に発生する古紙
を荷受けするために全国の組合員各社が採算を
抜きにして輸出して頂いた結果です。また、全
原連と各地域の商工組合の連名で自治体へ古紙
受け入れの支援依頼をした結果、在庫場所の提
供や御用納め以降の回収は年明けにしてもらい
ました。
現在、中国国内のマーケットは輸入規制を行

っている影響で古紙の不足状態が続いており、
価格は国際価格の 6～ 7倍になっています。こ
の結果、中国の製紙会社は近隣諸国へ移転する
計画が進んでいます。私は中国政府が輸入規制
を続けることは結果的に大きなマイナスになる
と思っています。日本の古紙回収率は80％を超
えていますが、中国は古紙回収率を80％以上に
引き上げることで、ゴミの発生を抑えて人民政
府の支出を減らすことを目的としています。こ
れには誤りがあります。日本には輸入品の梱包
材として約 160 万t の段ボール箱が入ってきて
おり、欧米へは日本の 5 倍～ 6 倍（650 万t ～
780万t）の量になりますが、中国政府は国内の
回収率の計算で、輸出商品の梱包材としての段
ボール原紙の量を減らしていません。大都市部
での回収率は日本より高い回収率になっており、
今後も中国国内で回収量が増えることは考えに
くいと考えています。リサイクル議連の国会議
員の方々にこの様な状況を理解して頂いて、日
本政府から中国政府へ実情を話して頂き、中国
が謳っている環境対策として固体廃棄物を輸入
しないことに対して、『日本の古紙はゴミが混入
していないので廃棄物ではなく、製紙原料=資
源であること』を中国政府に認識させることを
お願いしたい。
中国は引き続き先進国からの古紙の輸入を減

量すると言われており、昨年は古紙の輸出先の
比率は80％が中国、20％が東南アジアでしたが、
昨年は 55％が中国、45％がアジア諸国になり、
中国向けの25％分を他の国へ輸出しました。そ
れでもまだ十分ではなく年間を通して余剰の状
態が続きました。
今年度もさらに中国以外の輸出比率を高めら

れる様に、本日ご来席の皆様方のご支援を頂い
て、何としてでも古紙のゴミ化を防ぐために、
紙リサイクルシステムの維持を図っていくこと
を社会的な責任と認識して全原連一同力を合わ
せて課題に取り組んで参りたいと思います。
ここにおられる皆様方にとって令和 2年が幸

せで和やかな年であることを祈念して年頭の挨
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拶とさせて頂きます。

［来賓祝辞］
吉村一元・経済産業省製造産業局素材産業課課長
「インドを含めてアジア地区への輸出枠を検討」

昨年は大規模な自然災害が続きました。被災
された方々にはお見舞いを申し上げます。全国
で被災された地域へ、紙の業界からトイレット
ペーパーや段ボールベッドなど支援物資を届け
て頂いたことにお礼申し上げます。
古紙を取り巻く環境に大きな変化が生じてい
ます。中国においては固体廃棄物の輸入規制に
よって、2018年までとは大きく変化している状
況です。段ボール古紙を中心に大幅な余剰が発
生しています。中国では今後も輸入ライセンス
の枠を徐々に減らして、今年の年末までに輸入
量をゼロにすると発表しています。中国の国内
でも問題が生じているので情報を取りながら対
策を考えていきます。
一方、日本は限られた資源の中で古紙を活用
して製紙業界、原料業界、地域住民が一体とな
って世界に誇る紙のリサイクルシステムを構築
してきました。このシステムを使って国際競争
力を高めて頂きたい。経産省として古紙の余剰
対策に取り組みたいと考えています。
経産省では2018年度から製紙業界と原料業界
と連携してインドを対象にして紙のリサイクル
システムを構築する事業を行っています。専門
家をインドに派遣して、インドからは研修生を
受け入れて、インドを含めたアジア地区へのビ
ジネスを拡充させて、アジア地区への古紙の輸

出枠を確保していきたいと考えています。

［来賓祝辞］
矢嶋進・日本製紙連合会会長
「古紙市場の長期的な存続のために基準価格を
設定」

昨年はいろいろな事がありました。今年は干
支の最初の年なので平穏な年になって欲しいと
心底思っています。
昨年は米中貿易摩擦や宗教の対立による中東

問題、英国のEUからの離脱、北朝鮮問題、香
港の民主化問題など枚挙にいとまがない年でし
た。日本経済もこれらの世界情勢にかなり影響
を受けた上に、日本独自の少子高齢化問題、財
政問題、日銀の超金融緩和政策問題などが解決
できずに年を越しました。従って日本経済の不
安定な状態が今年も続くのではないかと思って
います。
2019年紙・板紙の出荷量（速報）は2,370万t

強で前年比▲3.2％でした。長期減少傾向が続い
ている状況です。特にグラフィック系の新聞用
紙は▲7.8％で大幅に減少しました。印刷・情報
用紙は▲ 4.4％、板紙は▲ 1.9％、主力の段ボー
ル原紙は▲1.6％でした。段ボール原紙は当初前
年比でプラスを見込んでいましたが台風 15 号、
19 号の上陸と 10 月の消費税増税に伴う景気の
落ち込みなどのマイナス要因によって前年比で
減少しました。紙・板紙には様々な品種があり
ますが、唯一前年比で増加したのは家庭紙です。
日本製紙連合会の今年の予測は紙・板紙合計で
▲1.7％で、今年も減少傾向に歯止めがかからな
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い状況です。新聞用紙が▲ 6％、印刷・情報用
紙▲3.8％、板紙＋0.1％（段ボール原紙は＋0.5％）
です。いずれにしても当業界は日本の人口と同
様に業容がシュリンクすることが予想されてい
ます。
古紙は一昨年の下期から中国の環境行政の影
響で輸出価格が高騰し、国内価格も輸出価格に
引っ張られて高騰しました。この時、製紙会社
の数社が古紙の購入基準価格を撤廃しました。
理由は実勢価格が高騰したことで基準価格との
乖離が大きくなり過ぎたからです。しかしなが
ら王子グループは基準価格に固執し、最低の購
入価格として新たに位置付けました。この基準
価格が今も守られていると思っています。実際
には新聞 17円／kg、雑誌 15円／kg、段ボール
18 円／kg であります。この算定根拠は回収コ
ストに一定の利潤を乗せております。この基準
価格の中で常識的に疑問に思うところは、段ボ
ール古紙が新聞古紙より高いと言うことです。
段ボール古紙は全量を国内の製紙会社で消費で
きないことで、製紙原料業界は輸出か燃料にし
か用途がないものまで回収しなければならない
部分をコストとして捉えています。
古紙の市場は製紙会社が古紙の供給者であっ
て需要者でもあるので供給者と需要者が同一の
者です。市場における価格は供給曲線と需要曲
線が交わる均衡点で決定されますが、古紙の市
場では供給者と需要者が同一であるためこの考
え方が成立しません。供給者と需要者が同一で
ある市場の価格は長期的なコストで決定される
ことが当然であります。製紙会社は短期的な古
紙の価格に惑わされることなく、適正な利潤を
含めた長期的なコストで古紙を買い続けること
が、この市場を成立させて長期的に存続させる
ことになると考えます。外部的に大きな衝撃が
なく、内部的な異端者の影響が大きくならない
限り我々製紙会社はこの様な考え方で古紙に対
して接していくべきであると考えています。
一部の報道では段ボール原紙を高めに安定さ
せるためにもっと下げることができる古紙の価

格を人為的に吊り上げている様な記事がみられ
ますが、我々はこの様な報道に対して大変な憤
りを禁じ得ません。我々が根本的に持っている
考え方をまったく理解せず、平面的な現象だけ
で物事を決めつける人達には十分な注意が必要
です。
我々製紙会社は原料業界と共に意思の疎通を

図って、逆風が吹いている業界環境の中で頑張
っていきますので、ご協力をよろしくお願い致
します。

［乾杯の発声］
渡良司・（公財）古紙再生促進センター代表理事
「古紙は貴重な資源であることを認識し、利用率
65％を達成」

先程からいろいろな方が話されていて、今年
も何となく難しい年になりそうですが、今年は
オリンピックイヤーなので希望に満ちた明るい
年になると心から思っています。
昨年の古紙を取り巻く環境は一昨年とは全く

違った状況でしたが、需給両業界にとって非常
に悩ましい年でした。今年も何があるかわかり
ませんが需給両業界が知恵を出し合って難局を
乗り越えたいと思います。そのためには古紙は
大切で貴重な資源であるとの共通認識のもと、
古紙の回収率を上げて利用率目標の65％を達成
して、紙リサイクルの維持と発展に努めなけれ
ばならないと思います。古紙センターとしても
様々な活動を行っていきますので、引き続きご
協力をお願い致します。
正月にNHKの「映像の世紀プレミアム 東京�
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夢と幻想の1964年」という番組を観ました。昭
和 39 年の夏は猛暑で水が全くなく小河内ダム
（西多摩郡奥多摩町）が干上がって東京砂漠現象
が起こりました。幸いにも 8月に大雨が降って
都民は慈雨として喜びました。当時の映像では
木造家屋が多く、非常に貧しかったとの印象を
受けました。加えて東京は非常に汚い街でもあ
ったことが解りました。
当時の東龍太郎都知事が「1964年の東京五輪
をキレイな街で（首都の美化はオリンピックの
1種目）」をスローガンとして呼びかけて、都民
総出で清掃をしている映像もありました。当時
はゴミを平気で路上や川に捨てていた時代でし
た。そのために道路ミスト車両や道路清掃車、
川に浮いているゴミを回収する船もあった様で
まさしくイノベーションが起こったと思います。
それから56年経過して東京はきれいな街にな
ったと思います。これは行政の力もありますが、
本日お集まりの方々の先輩たちが、紙ごみを資
源として回収することで、東京をきれいにしよ
うとの思いで事業に取組まれた結果だと思いま
す。今年はオリンピックイヤーですので、その
想いを強くして、紙のリサイクルを維持発展さ
せねばならないと思いました。

［来賓祝辞］富田茂之・衆議院議員

［来賓祝辞］大畠章宏・前衆議院議員

［来賓祝辞］松木けんこう・前衆議院議員

［開会の辞］石川喜一朗・副理事長

［中締め］大久保信隆・副理事長
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［閉会の辞］矢倉義弘・副理事長 和やかな集合写真

アトラクション［司会］岩渕慶太・副理事長
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令和元年度　第 7回　理事会報告

開　　催：令和元年 12 月 23 日（月）
　　　　　15 時～ 16 時 45 分
　　　　　関東商組事務局 会議室
出席状況：出席…28 名

１．古紙持ち去り関係
（1）GPS 追跡調査実施状況
　　実施なし（11月理事会から本理事会の間）

２．各支部市況報告
前月末在庫状況 特記事項

東京都
東支部 ランニング
西支部 ランニング
多摩支部 ランニング 12/5�支部会

神奈川県
支部

東部 輸出により減って
きている
段ボール中心に在
庫あり

中央
西部

千葉県支部 少したまっている

埼玉県
支部

東部
まちまち

12/9�役員会
京浜部 東部、京浜忘年会

群馬県支部 多少あり
茨城県支部 まちまち
栃木県支部 横ばい

３．  関東商組における段ボール古紙余剰対策へ
の対応状況

（1）台湾・マレーシア向け輸出
組合員価格を6円／kgと維持するため引
続き補填に需給安定基金を使用してい
く。
マレーシア向けの値段については再考し
てほしいことを申し入れた。

（2）段原紙輸出への対応
来年も引き続き取り組んでいきたい。

（3）関係機関への要請状況
経産省素材産業課から日本製紙連合会へ
古紙在庫の確保などの協力要請が出され

た。
地方自治体への協力要請等文書が必要の
場合には事務局まで連絡すること。

４．令和 2 年新年会開催計画（修正）
開会の辞を斎藤米蔵副理事長に変更。

５．  台風 15号及び台風 19号による被害に係る
全原連見舞金の取扱い
11/29 全原連理事会において関東商組に対
し40万円の見舞金をおくることが決定され
た。被害報告のあった支部に対して次の通
り配分する。

支部名 東京都
東

東京都
西 神奈川県 埼玉県 埼玉県 栃木県 茨城県

配当額
（万円） 3 3 14 5 9 3 3

６．各会議報告
（1）総務財務委員会（12月19日開催）
　　順調に推移している。
（2）正副理事長会（12月19日開催）
（3）総合運営委員会（12月19日開催）

７．近代化推進事業委員会報告
（1）経営革新委員会（12月10日開催）
・令和2年3月22日～3月29日　海外調査事
業（オランダ・フランス）実施予定。

・品質管理責任者更新試験について
　今年度の申込者は更新204名、新規48名
（12/10時点）
　今回更新できない場合は令和4年3月31
日までに更新をしてください。

・古紙商品化適格事業所について
　品質管理責任者の資格を持つ会社を増加
していき新規登録を推進したい。

（2）安全防災委員会
・無事故、無災害で年末年始を乗り越えて
いきたい。

（3）需給委員会（11月27日・12月20日開催）

KANTOU208.indd   13 2020/03/25   17:58



No.208 2020（R2）4-20

14

・12月、1月分（国際マーケット調査事業）
の見積もり合わせを行なった。
・12月段ボール、新聞各500tの調査事業を
実施。雑誌は見送り。
・1月段ボール500tの調査事業を実施が決
定した。
・古紙センター主導でのインドネシア調査
を進めていく。
・経産省から古紙に関する事業環境の変化
につての意見交換会が1、2月に開催され
る、関東商組からは下記2名が参加する。
　経営革新委員会　新井委員長
　需給委員長　山室委員長

（4）渉外広報・IT委員会
●かんとう編集部会（12月9日IT活用部会
合同開催）
・かんとう207号（新年号）は1月20日発行
予定。
・春号に向けて企画会議を実施。
●日中古紙セミナー
・詳細のパワーポイントが古紙センターの
ホームページに掲載中。

８．三紙会
　令和元年11月 裾物主要三品仕入報告
・段ボール：前月比 �96.5％、前年比 �98.9％
・新　　聞：前月比 103.8％、前年比 �93.6％
・雑　　誌：前月比 �98.2％、前年比 100.2％

９．その他
（1）古紙センターによるインドネシア調査報

告
（2）組合事務局年末・年始休暇
　　令和元年 12 月 28 日（土）～令和 2年 1月
5日（日）

　　緊急の際は富所専務理事へ

各種統計資料等
₁．関東商組　32社古紙在庫月別報告書
₂．財務相貿易統計　古紙輸出まとめ
◎次回開催：令和2年2月19日（木）15時～

令和元年度　第 8回　理事会報告

開　　催：令和 2 年 2 月 19 日（水）
　　　　　15 時～ 16 時 45 分
　　　　　関東商組事務局 会議室
出席状況：出席…27 名

１．古紙持ち去り関係
（1）GPS 追跡調査実施状況
　　実施なし（12月理事会から本理事会の間）
（2）来年度におけるGPS追跡調査に関する方

針
　　来年度も引き続き実施する、持ち去り禁
止法令の制定・施行後は方針を再検討す
る。

２．各支部市況報告
前月末在庫状況 特記事項

東京都

東支部 新聞・雑誌多い段ボール少し増えている 2/25�新年会

西支部 ランニング新聞・雑誌増えている 2/4�新年会

多摩支部 雑誌多い 2/5�ブロック会

神奈川県
支部

東部
新聞・雑誌多い 3/12�役員会

西部

千葉県支部 新聞・雑誌多い GW後の対応を考えて
いる

埼玉県支部 新聞・雑誌・上物多い 3月北部ブロックと群
馬県支部でブロック会群馬県支部 あり

茨城県支部 ランニングと在庫
ある所とまちまち

1/28�新年会
2/20�定例会

栃木県支部 横ばい 3月末支部会

３．次期役員候補者
（1）関東商組　役員候補者推薦状況
　　推薦会議において令和2,�3年度の役員を
候補者名簿に沿って決定した。

（2）全原連　関東商組分　役員候補者
　　監事候補として平松理事を推薦する。

４．  関東商組おける段ボール古紙余剰対策への
対応状況

（1）台湾・マレーシア向け輸出及び段原紙輸
出への対応状況

　　引き続き取り組んでいきたい。
（2）製紙会社からの提案への対応

KANTOU208.indd   14 2020/03/25   17:58



No.2082020（R2）4-20

15

　　王子エコマテリアル㈱から全原連あてに
「輸出製品増産による古紙消費量の維持・
拡大について」提案があり、全原連は地
域組合が個別に対応することを付記し提
案に賛同した。

　　関東商組としては全原連の回答を了承し
た。

５．  日本の古紙の品質が優れていることをアピ
ールするための動画作成
選別古紙であることを輸出先及び輸出国に
アピールすべく古紙センター、日資連、全
原連で作成内容を検討している。

６．働き方改革の本格実施に向けた取組
・回収について東資協などに確認し組合とし
てのコストを検証していきたい。
・日曜日を業界として定休日に出来るように
議論した。各支部で協議すべき等の意見が
出されたが結論は出なかった。

７．  集団資源回収事業存続のための業者助成金
支給に係る要望
埼玉県内の業者から要望書の要求があった。
市区長村に提出する際に宛名を変更する場
合は事務局へ。

８．  東京 2020 オリ・パラ大会における分別ナ
ビゲーターの募集
各組合員へ通知し応募される会社は東リ協
へ推薦者リストを FAXするよう伝えるこ
とになった。

９．第 27 回 TAMA とことん討論会協賛依頼
例年通り協賛することが決定した。

10．各会議報告
（1）総務財務委員会（2月14日開催）
（2）正副理事長会（2月14日開催）
（3）総合運営委員会（2月14日開催）

11．近代化推進事業委員会報告
（1）経営革新委員会（1月21日・2月17日開催）
　　回収に係るコストについて議論した。

　　回収に関する費用として『逆有償』でな
く『古紙流通化費用』、ヤードコストに関
しては『古紙商品化費用』など分かりや
すい言葉に変更して料金をもらう方向に
シフト出来ないか議論した。

（2）安全防災委員会（2月6日開催）
　　8,�9月に近畿商組、紙朋会とディスカッ
ションし、令和3年度ポスター作製をす
る。

（3）需給委員会（12月20日・1月27日開催）
　　相場2円程度になっている。（国際マーケ
ット事業）

　　新型コロナウイルスの輸出への影響は次
回開催時に報告できると思う。

（4）渉外広報・IT委員会
●IT活用部会　持ち去り車両の報告その他
資料の公開を続けている。

●かんとう編集部会　次回は4月号、働き方
改革などにふれていきたい。

12．三紙会（1月29日開催）
2月 13日～研修として王子マテリア、大分
製紙・豊前工場を見学した。

13．その他
（1）特別区清掃リサイクル主管課長会、東京

二十三区清掃一部事務組合との紙リサイ
クル意見交換会（1月29日開催）

　　資源化コストへの助成の必要性について
話し合った。

（2）その他

各種統計資料等
₁．関東商組　32社古紙在庫月別報告書（2019
年12月・2020年1月）

₂．財務相貿易統計　古紙輸出まとめ（2019年
11・12月）

◎次回開催：令和2年3月19日（木）15時～
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日　時：令和元年 12 月 16 日（月）
　　　　15 時 30 分～ 17 時 00 分
場　所：関東製紙原料直納商工組合�会議室
幹　事：福浦�秀樹・㈱大久保
　　　　足立�進・王子斎藤紙業㈱
報告者：伊藤�弘幸・㈱二見

【令和元年 11 月
 裾物主要三品仕入実績報告（34 社）】
［段ボール］� 前月比� 96.5％� 前年比� 98.9％
［新　　聞］� 前月比� 103.8％� 前年比� 93.6％
［雑　　誌］� 前月比� 98.2％� 前年比� 100.2％

【ブロック別仕入平均単価報告（各地区発表）】
平均単価：�段ボール…6.76 円、新聞…9.71 円、

雑誌…4.52 円

【各委員会活動報告】
●業務委員会
（１）上物市況報告
［洋紙向け］パルプの下落に連れ安となる形で価
格弱含み。

［白板向け］発生は低調、消費も低調で、低位バ
ランス。

［特更向け］出版物の販売不振は深刻、しかし消
費も低調であるため荷余り感あり。

［家庭紙向け］11 月後半から荷動きは好調、古
紙の発生は悪いものの、大手洋紙メーカーの
停機による上物需要減なども影響しており、
メーカーの古紙在庫にひっ迫感はない。また、
雑誌選別品の流入があり、メーカーも同品質
品を積極的に使用している為、ケント・模造
などの真物の動きが悪くなっている。
●定例会終了後　忘年会を開催

次回の三紙会は、 1月 29 日（水）15 時 30 分～。

日　時：令和 2年 1月 29 日（水）
　　　　15 時 30 分～ 17 時 00 分
場　所：関東製紙原料直納商工組合�会議室
幹　事：鈴木�大介・㈱共益商会
　　　　佐々木�健・栗原紙材㈱
報告者：後藤�和則・㈱高岡

【令和元年 12 月
 裾物主要三品仕入実績報告（34 社）】
［段ボール］� 前月比� 111.6％� 前年比� 100.7％
［新　　聞］� 前月比� 109.9％� 前年比� 94.6％
［雑　　誌］� 前月比� 117.3％� 前年比� 100.4％

【ブロック別仕入平均単価報告（各地区発表）】
平均単価：�段ボール…6.28 円、新聞…9.19 円、

雑誌…4.05 円

【各委員会活動報告】
●業務委員会
（１）上物市況報告
［白板向け見当］発生は低調であるが、消費も低
調であるため、低位バランス。

［洋紙向け色上］パルプの下落に連れ安となる形
で価格弱含み。

［特更向け別上・切付］出版物の販売不振は深
刻。それに伴う切付の発生は低調。消費も低
調であるため荷余り感が出てきている。

［家庭紙向け］製品の荷動きは好調。真物の古紙
は発生悪いものの、大手洋紙メーカーの停機
による上物需要減なども影響しており、メー
カーの古紙在庫は潤沢。また、メーカー側は
コストダウンを狙い雑誌選別品を積極的に使
用しているため、古紙問屋では家庭紙向け古
紙の在庫が増えていると推測される。

（２）��製品市況・トピックス（紙・板紙の 12 月
の需要速報）

12　月　度　定　例　会

1　月　度　定　例　会
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12月の紙・板紙国内出荷量は、前年同月対比
で 6.1％の減（5ヶ月連続の減少）。
　うち、紙は9.5％減、板紙は2.2％減となった。
　〈主要品種〉
・印刷情報用紙の国内出荷は前年同月比12.7�
％減
・衛生用紙の国内出荷は同2.1％減
・段ボール原紙の国内出荷は同1.4％減
また、製紙連合会が発表した2020年の紙と板
紙の国内需要は前年比 1.7% 減となる見通し。
（前年実績を下回るのは 10 年連続）うち、紙
は 3.2% 減、印刷・情報用紙は 3.8% 減、衛生
用紙は 0.8% 増と予測している。
●研究委員会
令和元年12月度　新聞・チラシ重量調査の報
告
●財務委員会
　季節変動係数算出資料の提出依頼

次回の三紙会は、 2月 21 日（金）15 時 30 分～。

日　時：令和 2年 2月 21 日（金）
　　　　15 時 30 分～ 17 時 00 分
場　所：関東製紙原料直納商工組合�会議室
幹　事：小池�茂男・㈱小池商店
　　　　島田�秀彦・㈱工藤商店
報告者：金井�大輔・㈱藤川紙業

【令和 2 年 1 月
 裾物主要三品仕入実績報告（34 社）】
［段ボール］� 前月比� 87.0％� 前年比� 100.8％
［新　　聞］� 前月比� 86.9％� 前年比� � 91.9％
［雑　　誌］� 前月比� 88.4％� 前年比� � 98.8％
［総括］入荷量が増えている要因は、集団回収業
者がやめた物が行政回収として入ってきてい
る。

【ブロック別仕入平均単価報告（各地区発表）】

平均単価：�段ボール…5.94 円、新聞…8.73 円、
雑誌…3.87 円

［総括］建材向けの段ボール持込は￥0ないしお
断する場合がある。仕入価格は依然として下
げ基調となっている。

【各委員会活動報告】
●業務委員会
（１）上物市況報告
［洋紙向け］パルプの下落に連れ安となる形で価
格弱含み。

［白板向け］発生は低調であるが、消費も低調で
あるため、低位バランス。

［特更向け］出版物の販売不振は深刻であり、そ
れに伴う切付の発生は低調。しかし、消費も
低調であるため荷余り感が出てきている。

［家庭紙向け］業界の中では比較的堅調な販売・
稼働ではあるが、コロナウイルスの影響によ
るインバウンド需要の不透明感があり、今後
の動きに不安要素が強い。また、コストダウ
ンを狙い雑誌選別品を積極的に使用している
ため、各問屋とも引き続き家庭紙グレードの
古紙は在庫が重いと推測される。

●研究委員会
3月の新聞・チラシ重量調査のお願い。

●広報委員会
3月 5日（木）18：00 ～委員会を行う。
かんとう次号の三紙会Tweetは【私のオリン
ピック】、4人に執筆依頼済。

●その他
「逆有償」という言葉は適切ではないので「回
収費用」などへ変更したほうが良いのでは。
また、行政機関等にも協力して頂く様に促し
ていく。市況変化があり古紙価格が高騰した
場合には回収費用とは別に売払いなどを検討
すれば良いのではないか。

次回の三紙会は、 3月 27 日（金）15 時 30 分～。
　※総会前の役員会を 15 時～開催する。

2　月　度　定　例　会
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三紙会　Tweet

晴らしい試合でした。

まだ、自分の人生において究極の選択の場面

に出くわしていませんが、後悔しない選択を出来

る引き出しを沢山これから持ちたいと思います。

勝つことだけが素晴らしいことではないと、

あの試合は教えてくれた名場面です。

「私のオリンピック」

何を書こうかと、あれこれ悩み、名場面か？　

名言か？

沢山ありまして一つに絞れないまま締め切り

の日が近づき、好きな選手は誰かと思って最初

に出てくるのが、柔道の山下さんです。

度々、柔道の名場面集でも出て来るので皆様

も知っていると思いますが、あの金メダルの試

合は、いつ見ても感動します。

もし自分があのエジプトの選手と同じ立場だ

ったらどうだろうか、スポーツマンシップと金

メダル獲得の重圧と本当に究極の選択に違いな

い。

その当事者しか分からない緊張感の中で、素

株式会社高岡
後 藤 � 和 則

栗原紙材株式会社
佐 々 木 � 健

私のオリンピック。私にとっては、1回目の

東京オリンピックです。祖母に東京オリンピッ

クの話を聞くと嬉しそうに昭和39年の話をして

くれます。祖母にとっては 2回目の東京オリン

ピックです。昔話をしている人は活き活きして

います。まさに映画「三丁目の夕日」の世界で

す。昔話は呆け防止にもなるそうです。私は昔

話を聞くことが好きです。昔話（歴史）からは

多くのことを学べます。栗原紙材にも 2回目の

東京オリンピックを経験する方が大勢いらっし

ゃいます。その方たちの昔話を聞くことも好き

です。私も 2回目の東京オリンピックの際に、

後輩へ令和 2年のオリンピック話が出来るよう

に、今回楽しみます。

「私のオリンピック」
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株式会社大久保
遠 藤 � 龍 二

㈱大久保の遠藤でございます。久しぶりに原

稿依頼が舞い込んで慌てております。

さて、「私のオリンピック」との題材ですが、

私が生まれたのが、前回の東京オリンピックが

開催された昭和 39 年になります。私ももう 56

歳という事になります。56年前の東京オリンピ

ックがどんな感じだったか解らないですが、た

ぶん日本中が盛り上った事だったと思います。

今年はどんなオリンピックになるか楽しみにし

ておりましたが、最近中国武漢より発症したコ

ロナウィルスの影響が気になります。間違いな

く開催されるとは思いますが、地元開催という

事もあり前回のリオオリンピックのメダル数41

個を上回る事は間違いないでしょう。チケット

はすべて外れてしまいましたので、自分は自宅

にてＴＶ観戦オンリーで応援したいと思います。

http://www.kk-sakurai.com/

お問い合わせ先
ビジネスソリューション営業第一部
営業担当︓柿崎 貴信
TEL︓03-4233-0945　FAX︓03-5463-1138
＊旧社名 東芝ソリューション販売株式会社

2019年7月1日より社名変更となりました。

システムは「所有」から「利用」へ！

シンプルで
即戦力！

セキュリティと
災害に強い！

サーバ購入
・管理不要！

本コーナー「三紙会　Tweet」は、オリンピック・パラリンピックの開催延期が発表される以前
に執筆された記事になります。
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昨年 7月、日本製紙連合会理事長に着任しま
した小川です。
私と古紙やリサイクル問題との最初のお付き
合いは、今から 40 年以上前の 1978 年、私が当
時の通産省の立地公害局に 1年生で配属された
際、当時の厚生省の廃棄物処理法の所管課の課
長通達で、廃棄物処理法の許可が不要な、いわ
ゆる「専ら物」の運用に関し厚生省との議論を
行ったときであります。�
次の接点は、1990年から91年にかけて、通産
省環境立地局の法令審査委員として、当時の環
境政策課長の若杉隆平さん（現・新潟県立大学
学長）のお手伝いをしながら、日本で最初のリ
サイクル関連の法律である「再生資源の利用の
促進に関する法律」（通称「リサイクル法」）を
策定いたしました。思い返してみますと、当時
の紙業課、製紙業界、古紙業界の皆さまには、リ
サイクル法の制定に先駆けて、「1994年度までに
古紙利用率を55％とする」目標を制定（1990年）
していただく等、大変ご協力をいただきました。
その後のリサイクル関連の法律を知った方々
からは、90年の法律をみても至極当然の概念が
並んでいると感じられると思いますが、ゼロか

ら新しい分野に法律をつ
くるのは、大変でして、
当時の内閣法制局の担当
参事官の山本庸幸さん
（元内閣法制局長官・元最
高裁判事）には、ぎりぎ
り詰められながら、最後
は助けて（抱き起して）
いただいたのをよく覚え
ております。

その次の機会は、1993 年から 96 年まで、同
じく環境立地局の再資源化対策室長として、当
時の環境政策課長であられた羽山製紙連合会顧
問の指導・監督を受けながら、「容器包装リサイ
クル法」の担当管理職として、今の働き方改革
とは全く正反対の勤務環境の中で、同法及び政
省令をつくりましたことであります。
また、その後の家電リサイクル法、自動車リ

サイクル法の骨子をつくり、96年に再資源化対
策室長を離任する最後の仕事として、組織改正
で、再資源化対策室をリサイクル推進課に格上
げして、初代リサイクル推進課長になり、リサ
イクルの世界を離れました。

その後、2009年に経産省を退職するまで、ほ
とんどを国際関係の業務に従事しました。退官
後は、民間企業や大学の客員教授にたずさわり
ましたので、製紙業界やリサイクルの問題に直
接関係するのは、およそ四半世紀ぶりですが、
少しでも皆さまのお役にたつべく全力を尽くし
たいと思いますので、よろしくお願い申し上げ
ます。

日本製紙連合会
理事長
小川 恒弘

「リサイクルとの再会」

春が来ました。春に疫病は無
害のようです。コブシ、桜が山々
に彩色しています。街中ではツ
ツジ、ハナミズキが目に鮮やか
です。無数のタンポポ、菜の花
が広がっています。永続してき
た風景です。

春に咲く花は人々に何を伝え
ているのでしょう。コブシは負
けん気の強さ。桜は精神の美。
ツツジは節制。ハナミズキは永
続性。タンポポは愛の信託。菜
の花は快活。これらは花言葉で
す。病に負けてはいけません。

恐怖はマラリヤや黒熱病より
も恐ろしい病気である。マラリ
ヤや黒熱病は体を蝕む。しかし、
恐怖は精神を蝕む。ガンジー。
� （編集人�斎藤大介）

編 記集 後
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