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新年明けましておめでとう
ございます。
皆様にはご家族と共に、輝
かしい新春を迎えられたこと
とお慶び申し上げます。平素
は関東商組の諸活動にご理解
とご協力を賜り、厚く御礼申
し上げます。
昨年を振り返って見ますと
自然の凄さが毎年のように繰
り返していると思います。こ
れも地球温暖化現象であるとしたら、世界の人々
が住みよい場所にすることを考え、どのように
対策を打つべきか早く地球規模で環境対策を構
築していかなくてはなりません。我が国の菅総
理大臣は2050年に温室効果ガスの排出量を実質
ゼロにすると所信表明で発表しました。目標達
成には大変な努力が必要となりますし、科学振
興は勿論、国民全体の協力が必要です。そして
今考えられることは国民の『原子力アレルギー』
をなくし、2050年までに安心、安全な原子力平
和利用が出来る様にすることでしょう。政治家
と科学者たちがこの課題を克服することに期待
し、我々は協力を惜しまないことです。様々な
課題を抱えていますが、まずは、昨年中国から
起こった新型コロナウィルス（COVID‒19）の
パンデミック（世界的大流行）を収めることが
最優先です。この感染症は人から人へ移るので
すがどう移るかわかりません。見えない敵との
戦いです。感染対策として『密接、密集、密閉』
の三密を避けることが大事になってきます。
この感染症は経済への影響に留まらず人の価
値観や生活習慣にも変化を与え、結果的に産業
構造まで変えていくような地球規模の地殻変動
が起こっていると感じます。早くワクチンが出

来て皆で打つことを期待して
います。
さて、そんな中、経営革新

委員会が2020年を振り返る古
紙重大ニュースに『コロナ問
題』と『中国による固体廃棄
物輸入禁止』を取り上げてい
ます。我が国の紙、板紙の生
産は年々減少しています。特
にコロナで紙の生産量が大幅
に減少し、2020年 10月の紙、

板紙の国内出荷量は1,907千トンと 15ヶ月連続
でマイナス（前年比93.4％）、古紙の発生は大幅
に減少し回収量が前年比（5 月 93.8％）（6 月
90.2％）（7月 89.8％）（8月 94.8％）となってお
ります。段ボール原紙の輸出が大幅増で90万ト
ンになると思います。2020 年 10 月頃から世界
的に海運状況が悪化し、航路不足、コンテナ不
足の深刻化が続き、春先まで古紙輸出と製品輸
出に大きな影響を与えると思います。
『コロナ問題』『中国による固体廃棄物輸入禁
止』と、本年は節目の年、製紙原料業界にとっ
て転換期になると思います。それには日本に活
気をつけるためコロナを克服して東京オリンピ
ックを開催させましょう。一層元気に行動しま
しょう。我々製紙原料商は誇りを持ってエッセ
ンシャルワーカーとして仕事に対して継続的か
つ持続的に一所懸命行っていかなくてはなりま
せん。
問題は山積し不透明な時代が続きますが、皆

で考え、工夫して効率性のある業界にしましょ
う。そして一層信頼の出来る業界にして行くた
めに、組合員の皆様には年頭に当たり重ねてご
支援とご理解とご協力をお願いいたします。
� （2020. 12. 4 記）

年・頭・所・感

関東製紙原料直納商工組合
理事長

大久保　信隆
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関東商組組合員の皆様、新
年明けましておめでとうござ
います。昨年中は大久保理事
長を始め、多くの役員の皆様
方そして組合員の皆様方に、
全原連の活動を支えて頂き、
また全原連の中心的役割を果
たして頂き誠にありがとうご
ざいます。
昨年11月頃より新型コロナ
ウイルスの感染拡大が第 3波を迎え、関東地区
の人口集中都市に於いて、感染者が増加してい
る事は大きな脅威となっておりますが、手洗い・
うがい・マスクの着用等基本的予防策を講じて、
安全を確保して頂きたいと存じます。
新型コロナウイルスの影響で経済活動は低迷
しており、紙・板紙の出荷量の減少は 1年以上
継続し、その結果古紙の発生も激減しておりま
す。古紙の取扱量が減少している中、経営を安
定していく為には利幅を確保しなければなりま
せん。それぞれの地域で協調して仕入の安定化

を目指さなければならないと
思います。また中国の古紙輸
入の禁止は、本年 1月 1日よ
り実施されております。昨年、
米国の西海岸より中国へ輸出
された段ボール古紙は約 300
万トンであり、カナダからの
輸出分を合計すると約 330 万
トンに達したものと思われま
す。本年以降の輸出先は中国

を除くアジア諸国に向かうと予想されます。
また、昨年中国へ輸出された新聞古紙、雑誌

古紙の合計約 110 万トンの輸出先を新たに開拓
しなければなりません。今後古紙の国際マーケ
ットに於いて大きな波乱が起こるものと予想さ
れ、古紙の品質をさらに高めて優位性を確保し
なければならないと思われます。
本年が組合員の皆様方にとって、コロナ禍を

克服し、混乱が予想される古紙市況を乗り越え
て幸多い年になることを心より御祈念申し上げ
ます。

年・頭・所・感

全国製紙原料商工組合連合会
理事長

栗原　正雄
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　スペインの世界遺産都市、セゴビアの旧市街に 1世紀
後半にローマ人によって建造された水道橋が 19 世紀ま
で使われました。花崗岩を積み上げただけで、釘もセメ
ントも使わず 813m×28mもの石の橋。昨年コロナが襲
ってくる直前の新春に撮影。
� 渉外広報・IT 委員会　須長 利行
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令和 3年の新年を迎え、謹
んでお喜び申し上げます。ま
た、平素より経済産業行政に
対する深いご理解と格別のご
支援を賜り、厚く御礼申し上
げます。
昨年は、中国での新型コロ
ナウイルス感染症の発生とい
う、未曾有の事態から始まっ
た 1年でした。まずは、これ
までお亡くなりになられた
方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、
今なお、健康面や経済面で多くの影響を受けて
いる皆様に、心よりお見舞い申し上げます。ま
た、国民生活の安定のため、厳しい状況にあり
ながらも、物資の安定供給にご尽力いただきま
した紙パルプ産業の多くの企業の皆様に、改め
て厚く御礼申し上げます。
ポストコロナの時代に向けて、菅総理大臣よ
り、2050年までに温室効果ガス排出を全体とし
てゼロにする、カーボンニュートラル宣言がな
されました。この「グリーン社会」の実現に向
けたハイレベルな目標の達成のためには、産業
界一体となった取組を推進していかなければな
りません。素材産業においては、自家用石炭火
力発電を含めたエネルギーの脱炭素化、原料由
来CO2の排出量低減や回収・再利用技術の実現
などに取り組んでいく必要があります。これら
のカーボンニュートラルに向けた取組は、もは
や経済成長の制約ではなく、新たなビジネスチ
ャンスにつながる成長戦略そのものです。政府
としても、重点分野における技術開発・社会実
装に向けた取組を10年間に渡り支援する2兆円
基金の創設と、脱炭素化効果が大きい設備投資
に対する税制優遇措置をとりまとめました。特
に紙パルプ業界においては、バイオマス利用に
ついて他の業界をリードしているものと認識し

ており、革新的な技術開発を
通じ、日本の紙パルプ産業が
これまで以上に国内外の産業
界全体に貢献する産業となっ
ていくことを期待しています。
紙パルプ産業においても、

新型コロナウイルス感染拡大
は大きな変革をもたらしてい
ます。企業における在宅勤務
推進やインバウンドの減少に
より情報用紙や白板紙などの

需要が急減しております。他方で、衛生意識の
高まりによりタオル用紙などは需要が増加する
動きが見られ、こうした需要構造の変化に素早
く対応することが求められています。さらに、
製造業の競争力強化と製品の確実な配送のため、
サプライチェーン全体での効率化や取引適正化、
取引条件の改善も重要な課題となります。2016
年に発表した「未来志向型の取引慣行に向けて」
に従い、昨年は下請取引適正化に向けた自主行
動計画の策定の動きがありました。本年も、関
係業界の皆様と連携しながら、より一層の取組
を進めてまいります。また、製紙原料の一つで
ある古紙については、本年から中国の固体廃棄
物輸入規制により、中国の古紙輸入が停止され
ることとなっております。国内の紙リサイクル
システムの維持のため、しっかりと状況を注視
しつつ、製紙企業と古紙業者双方による資源循
環の維持に向けた取組を支援してまいります。
令和の時代を迎えて 3年目となる本年は、新

型コロナウイルスが社会に与えた激動の変化を
乗り越え、ウィズコロナ・ポストコロナの新時
代を迎える年となります。この新しい時代を迎
えるにあたって、皆様のご健康とご多幸を、そ
して我が国紙パルプ産業の更なる発展を祈念い
たしまして、新年のご挨拶とさせていただきま
す。

年・頭・所・感

経済産業省 製造産業局
素材産業課長
吉村　一元
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2021年の新春を迎え、謹んで
年頭のご挨拶を申し上げます。
昨年は、新型コロナウイル
スで始まり、新型コロナウイ
ルスで終わる、まさに災禍の
1年となりました。世界経済は
このパンデミックにより未曾
有の危機に直面し、世界全体
の経済成長率は1930年代の大
恐慌以来のマイナス成長にな
るものと見込まれております。
我が国経済も、昨年 4月の
緊急事態宣言の発出により、
2020年4-6月期の実質GDPは
年率 28.1％減と戦後最悪の落
ち込みを記録する等、景気は
急激に悪化しました。緊急事
態宣言の全面解除以降は、経済活動再開の広が
りや政府におけるコロナ関連の経済対策により、
景気は緩やかに持ち直してきていましたが、新
型コロナウイルス感染者の再拡大を受け、足元
では先行きの不透明感が強まる状況となってお
ります。
昨年末には、日本同様、世界において感染が
再拡大する一方、ワクチンの接種が米英で始ま
り、終息に向けての一条の光も見え始めていま
すが、いずれにしても、新型コロナウイルスの
終息のスピードと時期が、2021年の日本はもと
より世界経済の回復の下振れリスク、上振れ要
因となることは間違いありません。
こうした経済情勢の下、製紙産業においては、
構造的要因に加えパンデミックによる経済活動
の停滞により、昨年の紙・板紙の国内出荷は大
きく減少しました。特に新聞用紙や印刷・情報
用紙といったグラフィック用紙については、各
種イベントの自粛や中止、テレワークの普及、
さらには行政、企業におけるデジタル化の動き
の拡大によって需要が大きく減少し、その減少
幅は2008年のリーマンショックに匹敵する水準
となりました。また、段ボール原紙を中心とす
るパッケージング用紙につきましては eコマー
スの拡大、衛生用紙につきましてはタオル用紙
の需要拡大等、一部にコロナ禍における生活様
式の変化にともなう需要が生まれてきておりま
すが、全体的にはマイナスとなり、経済の本格
的回復を待つこととなっております。
今後の紙・板紙需要に関しては、品種間にお
けるバラツキはあるものの、全体的にはグラフ
ィック系用紙を中心とした減少トレンドは続く
ものと思われます。その中において、少子化や
ＤＸの進展による構造変化を含め、ウィズコロ
ナ、アフターコロナ下での需要構造の変化をど
う見ていくのか、さらには、この災禍を抜けた
後のビヨンドコロナにおける社会活動・生活様
式の変化がどの程度、紙・板紙需要に影響を与
えていくのかを見極めていくことが、短期的、
中・長期的にも重要なポイントとなるものと感

じております。
会員企業においては、すで

に供給体制の再構築、一層の
生産性向上、省エネ、物流コ
スト等の削減、製品の高付加
価値化、新興国市場を始めと
する海外での事業展開、さら
には脱プラスチックの動きに
対応する代替製品の開発強化
並びに需要創出、セルロース
ナノファイバーの新素材開発
等、事業構造の転換を進めて
いるところでありますが、さ
らにコロナで浮き彫りとなっ
た災害や感染症等に対しても
よりレジリエントな企業体質
へと変容していくことが重要

であります。
日本製紙連合会といたしましては、業界を取

り巻く事業環境が変化する中、こうした会員企
業の皆様の経営努力、取り組みが結実するよう、
的確な情報提供や環境整備に努め、側面から支
援していくとともに、日本の製紙産業の様々な
社会課題への対応を積極的に国内外へ発信して
いくことが肝要であります。
昨年 10 月には、菅新政権から 2050 年に温室

効果ガス排出の実質ゼロ実現の言明があり、製
紙業界にとっても地球温暖化対策へのさらなる
対応を迫られる状況となっております。当連合
会では低炭素社会実行計画の下、温室効果ガス
の削減に継続して取り組んできておりますが、
本年は新たに「製紙業界の2050年までの地球温
暖化対策長期ビジョン」を策定し、業界として
の温暖化対策を一層強化してまいる予定として
おります。
さらには、古紙リサイクルを始めとした資源

循環型社会構築への貢献、死亡災害 0を最大の
目標とする、働く全ての人々に安全・安心な労
働環境を提供するための労働安全活動、内外関
連統計及び情報の収集と提供、国際事業の推進、
そして情報発信の核となる広報活動の推進等、
いずれも重要な取り組みとなります。また、こ
うした活動を通じ社会課題へと取り組むことは、
国連が2030年を目途として提唱するSDGsで示
された目標達成に貢献するものであり、その取
りまとめも行ってまいります。
昨年、コロナ禍において医療従事者等を称す

るエッセンシャルワーカーという言葉が定着し
ましたが、我々、製紙産業は構造的要因による
需要面での逆風もありますが、様々な課題を克
服しながら、豊かな国民生活を支えるエッセン
シャル産業としての役割を今後とも果たしてま
いります。
最後となりますが、関係各位の今年 1年のご

健勝、ご発展と新型コロナウイルスが早期に終
息し 1日でも早く正常な社会経済活動に戻るこ
とを祈念し、新年のご挨拶といたします。

年・頭・所・感

日本製紙連合会
会長

野沢　徹
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令和 3年の新春を迎え、謹ん
でお慶び申し上げます。年頭に当
たり、一言ご挨拶申し上げます。
昨年の我が国経済におきまし

ては、年初からの新型コロナウ
イルス感染症の拡大に伴い、4月
～ 5月の緊急事態宣言の発出に
よる外出自粛等の影響もあり、4
－6月期の実質GDP成長率は、
前期比年率 29.2％減と大幅な落
ち込みとなりました。
夏以降は、感染拡大の防止策

を講じつつ、社会経済活動のレ
ベルを引き上げていく中で、各
種政策の効果や海外経済の改善
もあって、持ち直しの動きがみ
られているものの、依然として回復するまでには至
っていないのが現状です。
国内政治の面を見ますと、昨年9月に、平成24年

末から約7年8か月続き、憲政史上最長となっていた
安倍政権に代わり、新たに菅政権が誕生しました。昨
年12月には、政府は来年度予算と合体した15ヶ月予
算として、新型コロナウイルスの感染拡大防止策など
73兆円規模の追加経済対策を決定したところです。

さて、製紙業界の 1年を振り返りますと、紙の生
産は、デジタル化や少子高齢化などにより構造的に
減少傾向にありましたが、コロナ禍の影響を受けて、
さらに需要が低下し、非常に厳しい状況にあると言
わざるを得ません。一方、板紙の生産は、通販の増
加や段ボール原紙の輸出にも支えられ、比較的堅調
に推移しました。昨年 5月には初めて、板紙の生産
が紙の生産を上回り、通年でもその状況が継続する
見通しとなっております。

古紙を取り巻く状況を見ますと、一昨年の年初か
ら古紙需給関係は余剰傾向にありましたが、紙の需
要減により古紙の発生が低調に推移したことや古紙
輸出量が当初の想定を上回っていることなどから、
昨年春以降は、古紙需給関係は比較的バランスが取
れている状況にあると思料されます。
こうした古紙需給関係に大きな影響を及ぼす要因

の一つとされる中国は、環境保護を目的として、2020
年末に古紙を含む固体廃棄物の輸入をゼロとする方
向で着実に施策を実施しております。実際に、中国
政府が発行する輸入ライセンスは2019年の1,075万
トンから昨年は675万トンと対前年比で約40％減と
なり、大幅に減少しています。
かかる状況において、我が国の古紙総輸出量は、

一昨年は 314 万トンでしたが、昨年もほぼ同程度に
落ち着くものと考えられ、そのうち、中国向けの昨
年の輸出量は、一昨年の164万トンから約40万トン
減の 120 万トン強に減少すると見込まれます。この
約40万トンの減少分をベトナム、インドネシアを始

めとする東南アジア諸国や台湾
などへ拡販することが必要でし
たが、幸いにも、各国において
一昨年の実績を上回るなど、中
国向け古紙輸出減少分を補填し
た状況になっております。
一方で、不透明感はあるもの

の、2021 年には、昨年の日本か
らの中国向け古紙輸出量の 120
万トン分がゼロになることを見
据える必要があります。アジア
地区においては段ボール原紙、再
生パルプ用の抄紙設備の新増設
が計画されているため、一部の
古紙輸出量は吸収できるものと
考えられますが、今まで以上に

国内における古紙の利用促進や品質向上を図ること
はもとより、ベトナム、インドネシアなどの東南ア
ジア諸国や台湾、インドへの古紙輸出の更なる拡大
及び開拓に加え、製紙メーカーによる段ボール原紙
等古紙利用製品の輸出拡大を図っていくことが極め
て重要です。
私どもセンターとしましても、こうした状況を広く

国や自治体、関係業界に情報発信し協力を得て、我
が国の紙リサイクルシステムの維持・向上を目指す
とともに、昨年までの取り組みにも増して需給両業
界と協力し、この難局を乗り越えてまいる所存です。

ご高承のとおり、我が国の昨年 1月～ 10 月の古
紙回収率は 85.6％、古紙利用率は 67.1％と極めて高
い水準となっています。年度ベースで見ましても、
昨年4月～10月の古紙回収率は87.3％、古紙利用率
は 68.3％となっており、資源有効利用促進法に基づ
く令和２年度末の古紙利用率目標は65％とされてい
ることから、あくまでも今年度の特殊な環境下では
ありますが、当該目標を達成する確率がかなり高い
と考えております。
センターとしましては、当該目標を達成した場合

であっても、これまで実施してきた古紙利用率向上
に向けた取り組みを促進し、関係者における共通認
識形成を図りつつ、活動を継続してまいりたいと存
じます。
昨年に続き、本年も製紙業界、古紙業界にとって

大変厳しい状況が続くかと思われますが、需給両業
界の皆様におかれましては、当センターを討議の場
として活用していただき、お互いの事業の継続的発
展を確保する方策に、その叡智を結集していただき
たいと考えております。
最後に、我が国の古紙の需給・市況が安定し、需

給両業界が長期的な共存体制を確立させ、将来に向
けて明るい展望が開けますことを願うとともに、本
年が皆様方にとりまして、希望に満ちた良い年とな
りますよう心から祈念いたしまして、新年のご挨拶
とさせていただきます。

年・頭・所・感

公益財団法人古紙再生促進センター
代表理事

長谷川　一郎

KANTOU211.indd   5 2020/12/28   9:41



No.211 2021（R3）1-20

6

� 経営⾰新委員会　委員長　新井 重樹

「かんとう」より標題の原稿依頼を受けたが、
何を抱負として語ろうか非常に難しい。この原
稿を執筆時は 11月 20日過ぎだが、2020年は新
型コロナウィルスに明け暮れた 1年で、本年の
委員会活動は、ほぼ中止している状況の中、来
るべき2021年に向けて何を語るにしても、まず
は、新型コロナウィルス流行が終息することが
一番で、今や世界中の人々の願いであることが
明白です。
私も新型コロナ前の正常な世界を取り戻すこ
とを切に願っています。
そんな2020年に改めて認識したことの一つに
私たちの業種は、エッセンシャルワーカーに分
類される業であったことに思いを新たにしまし
た。社会活動において、必要不可⽋な業に携わ
れているということです。
さて、私たち古紙業界に携わる人たちは、未
来から振り返ると今年もそうでしたが、ここ2、
3年は大激動の年だったとの思いを馳せる時代
であったと思います。
一昨年（2018年）のジェットコースターのよ
うな市況、米中間の輸入関税の問題により、下
落からの急激な価格上昇が昨年2019年の念頭か
らの国際市況の大暴落を呼び込み、1年を通じ
てほぼ値下げしかない一年を過ごしました。2020
年は中国が 12 月 31 日を最後に全世界から古紙
の輸入を禁止するということが確定している環
境下でスタートした一年が、新型コロナウィル
スの大流行により、日本がというより、世界が
地球的規模で経済活動の停滞を非常に強いられ
た中での企業経営の一年でした。紙・板紙生産

量の中でも、特に紙生産量の大幅な落ち込みは、
過去に比類するものがないほどのレベルに達し
ています。
さらに落ち込んだ紙生産量が元の水準に回復

をすることが望めないだろうことが、想像に難
くありません。今後の日本国内での古紙の発生
量及び扱い量の縮⼩が、私たち業界を取り巻く
環境の非常な厳しさを物語ります。
この近年、業界や世界で起きたことを振り返

ると、企業も社会も常に変化する環境に適応し
ないといけないと思います。
生物学における「適者生存」という用語が脳

裏に浮かびました。「適者生存」はイギリスの哲
学者ハーバード ･スペンサーが提唱し、ダーウ
ィンが『種の起源』で「自然選択」よりも的確
な語であると述べた用語です。企業経営も組合
活動も環境に適応し続けないと継続的な活動が
難しくなるということです。
企業経営や経済活動は、「成長こそが全ての解

である」という世界で、「量を追えない時代」は
何を物語るのであろうか？ この問題について、
2021年の委員会活動の命題の一つとして革

あらた

（改）
めて考えてみたいと思います。
そもそもの経営革新委員会の発足は故深⽥和

利前理事長が、初代委員長として2003年（平成
15 年）5月から始まり、2代目委員長瀧本義継
⽒、3代目委員長梶野隆史⽒から不肖ながら私
が 4代目委員長を仰せつかり、発足から現在ま
で、一貫して「業界の質的なこと」をテーマに
委員会活動を行ってまいりました。
古紙扱い数量の減少を予測した世界も過去に

「企業力向上研修」や「5年後を考えるシンポジ
ウム」で扱った命題でもありました。
2021年は、世界の古紙を取り扱う関係者にと

っては、中国が古紙を買わない年の始まりであ

2021年  経営⾰新委員会  委員⻑抱負

2021年の各委員会の抱負
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り、アフターチャイナ元年です。現時点で、大
局を読もうとしても読めない年でもあります。
そのような環境で適応する術を得るべく、2021
年は初心に立ち返り、改めて業界の「質的なこ
と」、「クオリティー」について委員会活動の中
で議論を深めていきたいと思います。今後も組
合員皆様のご協力をお願い申し上げます。

� 安全防災委員会　委員長　大久保 薫

安全防災委員会では、「全原連加盟組合員全社
の無事故・無災害達成‼」を目標に、安全ポス
ター、春・秋のリーフレット、防火ポスターの
4つのポスターの作成、安全セミナーの実施な
ど、組合員の安全活動の一助となるべく活動を
しております。
安全ポスターは、当該年度スローガンをベー
スに、一年間ヤードに掲示する大切なもの。他
社さんへお伺いした際、ポスターが掲示してあ
ると本当に嬉しいですし、「面白いね！」と声を
かけられると、ちょっぴり鼻が高くなります。
こんな気持ちを沢山の皆さんと共有すべく、ま
た、安全意識を全国の皆さんと共に高めていき
たいと思い、3年前より、関東の枠を飛び出し、
地方単組と合同でポスターの作成、ならびに意
見交換会を開催しています。
残念ながら20年度は単組の皆様との合同開催
はできず、エッセンシャルワークである古紙業
務を円滑に運営させるため、新型コロナウイル
ス対策を意識したものとなりました。手洗い、
うがい、消毒……など、まだまだ⽋かせない対
策ですので、ポスターやシールの掲示で、引き
続きウイルス対策の徹底をお願い申し上げます。
古紙業界では、残念ながら事故や災害が絶え
ることがありません。20年度に紹介した、画像
認識技術による巻き込まれ被害軽減装置のよう
に、安全に対する技術は確実に進歩しています。
こういった新技術の紹介と、ポスターやセミナ

ー、移動委員会などアナログな活動を組み合わ
せ、組合員の安全意識の向上に繋がるよう、安
全ファミリー一同、21年度も真摯に活動し続け
たいと思います。

� 需給委員会　委員長　山室 新太郎

コロナウィルス感染防止が続く中で古紙を取
り巻く環境は、国内メーカーの工場再編や中国
の禁輸を軸とするアジア諸国の輸出環境変化に
加え、古紙発生量の減少による経営環境の見直
しなど、業界全体として転換期に入っておりま
す。
当委員会としては定期事業として実行してい

る需給予測を軸としてトレンドをしっかりと掴
み、委員会考察を交えて発信をすることを最優
先とします。
国際マーケット調査事業につきましては現在

の規定に基づき継続します。海外現地渡航調査
はコロナの関係で実行不可能と判断しますが、
古紙センターにおける輸出委員会と連動して情
報共有を行います。
わからないという不安を一つでも解決に導け

るような情報発信する委員会を目指します。

� 渉外広報・IT 委員会　委員長　斎藤�大介

平素より、組合広報活動及び原稿執筆などに
ご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
本年もよろしくお願いいたします。
さて、2021年は、広報誌かんとう、組合ホー

ムページから、従来通り組合の情報をお伝えす
ることに加えて、“DX”（デジタルトランスフォ
ーメーション）について、お伝えしたいと考え
ています。
政治、経済、社会生活と全方位に“DX”が、

2021年の委員会目標

2021年 需給委員会について

渉外広報・IT委員会抱負
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急速に進んでいます。DXとは、IT（情報技術）、
AI（人工知能）などのデジタル技術を活用して、
政治、経済、生活を変化させていくことです。
身近な例では、電子決済サービス、インターネ
ット通販、テレビ会議があります。
IT活用部会では、業界でのDX活用について
調査研究したいと考えています。様々な活用事
例を集めて、事業活用アイデアを組合員へ提供
していきます。
かんとう編集部会では、DXが普及している
事例を広報誌「かんとう」で組合員へお伝えし
ていきます。
今年の渉外広報委員会の活躍をご期待くださ
い。

� 三紙会　会長　平松 邦明

昨年4月の総会で会長に再任され、3期目（任
期 2年）に入り自分の中の集大成として、若手
へのバトンタッチを目標にしました。
しかし2020年は新型コロナウイルスの感染拡

大まさにコロナ禍になり、未だ収束には至って
いません。その為昨年はウイズコロナとい言う
事で会議も縮⼩し、総会、暑気払い、忘年会も
中止せざるを得ない状況でした。
本稿のテーマでもある2021年の目標は、古紙

業界のアフターコロナに備え、今後デジタル化
が進む中、更にペーパーレスが加速する事が予
想され、いや現実となる日が迫る中、我々三紙
会としては、会員全員が認識し、生き残りまた、
若い世代の人達にも夢のある業界にする為に、
あらゆる手段を議論していく年にしたいと思っ
ています。
今後も業界のポストリーダーを輩出する三紙

会である事を願っています。

2021年の三紙会目標について
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令和 2年度　第 5回　理事会報告

開　　催：令和 2 年 9 月 25 日（金）
　　　　　15 時～ 17 時 20 分
　　　　　ホテルラングウッド  2 階  孔雀の間
出席状況：出席…26 名
　　　　　理事：25 名
　　　　　監事：1 名

１．古紙持ち去り関係
（1）GPS 追跡調査実施状況
　　実施なし（7月理事会から本理事会の間）
（2）㈲松沢紙業の動向
　　現状確認を行い、報告を受けた。

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 なし
西支部 なし
多摩支部 ランニング

神奈川県
支部

東部
ランニング 10月から役員会検討

西部
千葉県支部 ランニング 来月支部会

埼玉県
支部

京浜
ランニング 10月役員会予定

西部
群馬県支部 ランニング 支部会

茨城県支部 ランニングと段ボ
ール在庫有と半々 10/22�支部会

栃木県支部 なし

３．  新型コロナウイルス感染拡大による影響度
調査結果の取りまとめ
94社から回答を得た。今後も半年に1回程
アンケートを実施していきたい。
仕入量、出荷量、在庫量とも期間中に減っ
た方が多く、これからも減っていくと考え
ている方が多数。
“車間距離”を維持する経営に関する取組状
況は自社では守られていると答えた会社は

82 社 87％だったが、「周辺で守られている
と答えた会社は半数だった。
詳しい結果は広報誌やHPに掲載予定。
参加者全員から発言があった、意見の概要
次の通り。
・周りは値上げしているのではと疑心暗鬼
になっているのではないか

・“車間距離”が会社によって異なるのでそ
のことも反映されているのではないか

・「周辺」で守られていないが 41社 43％と
いうのは業界として危機的な数字

・どうすれは守られる様になるのか
・継続して調査していく必要がある
・地域ごとで適正価格が違う
・ブロック会を活用して情報共有の精度を
高めていく必要がある

・コロナで経営が行き詰まらないようにす
る必要あり

・次のステップで経営が改善される方向を
目指す

・古紙発生量が伸びないということが大前
提としてある

４．段ボール古紙需給調整事業の実施状況
国内向け 10 月分から休止、11 月以降は状
況を見ながら検討する。
台湾向けは引き続き進めていく。

５．  集団回収感謝状贈呈団体の推薦状況及び感
謝状の贈呈方法
贈呈式は取りやめ、感謝状は支部長と回収
業者が同行して手渡す。

６．各会議報告
（1）総務財務委員会（9月17日開催）

組合事業に関する支出が少ない。需給安
定基金のGPSに対する支出を抑えて緊急
性の高い事業に回している。
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（2）正副理事長会（9月17日開催）
（3）総合運営委員会（9月17日開催）

７．近代化推進委員会報告
（1）経営革新委員会（7月30日・9月8日開催）
　　今年の古紙リサイクルアドバイザーは見
送り予定。

（2）安全防災委員会（7月28日開催）
　　感染予防ポスターと感染予防のステッカ
ーを作成。今年度安全セミナーは中止。

（3）需給委員会（7月27日・8月24日・9月24日
開催）

　　仕入れ値は上がっていない、特定の業者
の買い増しをした。

　　中国の2020年問題が読み解けない中、受
け皿になっている東南アジアも検査方法
等新しい手段を取り入れてくるため注意
が必要。

　　古紙センターの東南アジアプロジェクト
の訪問先がインドネシアからインドへ変
更になった。

（4）渉外広報・IT委員会
・IT活用部会（9月15日開催）
　　HPリニューアルについて、PC対応版と
スマホ対応版の作成を検討。必要コンテ
ンツを選定し不要コンテンツを削除する。
・かんとう編集部会（9月15日開催）
　　10/20　209、210 合併号発刊予定。
　　特集“中国の固体廃棄物輸入禁止後の貿
易について”211 号について企画中。

８．三紙会報告（8月25日・9月23日開催）

7月
前月比 前年比

段ボール 103.2％ � 98.0％
新　　聞 103.8％ � 83.2％
雑　　誌 �94.1％ � 93.2％

8月
前月比 前年比

段ボール �95.7％ � 98.5％
新　　聞 101.4％ � 90.0％
雑　　誌 �97.5％ � 97.9％

９．その他

各種統計資料
₁．関東商組　32社古紙在庫月別報告書（令和
2年7・8月）

₂．財務省貿易統計　古紙輸出まとめ（令和2年
7月）

◎次回開催：令和2年10月23日（金）15時～
　　　　　　ホテルラングウッド（予定）

令和 2年度　第 6回　理事会報告

開　　催：令和 2 年 10 月 23 日（金）
　　　　　15 時～ 16 時 40 分
　　　　　ホテルラングウッド  2 階  孔雀の間
出席状況：出席…22 名
　　　　　理事：21 名
　　　　　監事：1 名

１．古紙持ち去り関係
（1）GPS 跡調査実施状況
　　正規ルート1件（9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

神奈川県
支部

東部
ランニング 10/8�役員会

12月役員会予定西部
千葉県支部 ランニングより少ない

埼玉県
支部

京浜 ランニング
ほとんどなし 10/5�役員会

西部
群馬県支部 ランニング
茨城県支部 ランニング 10/18�支部会予定
栃木県支部 ランニング

３．段ボール古紙需給調整事業の実施状況
マレーシア向け、国内向けは市況を見なが
ら対応していく。
データを見て意見交換を行った。
・発生量が落ちているので利幅を確保する
しかない。
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・排出先に理解をしてもらうために説明す
る必要があるのでは。
・新聞、雑誌の発生はもどらない、段ボー
ルも 8月以降少なくなっている。
・発生元と価格だけに左右されない環境を
作っていく必要があるのでは。
・アウトサイダーを支部会に出席してもら
い理解を得てくしかないのでは。

４．  集団回収感謝状贈呈団体の推薦状況及び感
謝状の贈呈方法
未提出の支部は引き続き検討お願いします。

５．各会議報告
（1）総務財務委員会（10月21日開催）
　　余剰対策等事業に使用していきたい。
（2）正副理事長会（10月21日開催）
（3）総合運営委員会（10月21日開催）

６．近代化推進委員会報告
（1）経営革新委員会（10月12日開催）
　　中国の紙・板紙消費量を注視していきた
い。

　　委員会でもアンケートを実施したい。
（2）安全防災委員会
　　安全セミナーは終了。走行中、積込み時
等引き続き気を付けてほしい。

（3）需給委員会（9月24日開催）
　　10月分輸出は段ボールのみ。11月見積合
せを26日に行う。

（4）渉外広報・IT委員会
・IT活用部会
　HPリニューアルについてスマートフォ
ン、英語対応を検討中。
・かんとう編集部会
　1月発刊の新年号を作成中。

７．三紙会報告（10月22日開催）

9月
前月比 前年比

段ボール 98.8％ 96.7％
新　　聞 95.9％ 86.7％
雑　　誌 95.4％ 91.9％

12/8に延期になっていた六地区委員会を九

州・紙藍会主催でリモートにて開催予定。
８．その他
（1）本年12月23日（水）忘年会（理事会後役員

による）及び年明け1月21日（木）の新年会
は中止

各種統計資料
₁．関東商組　32社古紙在庫月別報告書（2020
年9月）

₂．財務省貿易統計　古紙輸出まとめ（2020年
8月）

₃．全原連　各地区古紙在庫月別報告書（2020
年9月）

◎次回開催：令和2年11月25日（水）15時～
　　　　　　ホテルラングウッド（予定）

令和 2年度　第 7回　理事会報告

開　　催：令和 2 年 11 月 25 日（水）
　　　　　15 時～ 16 時 30 分
　　　　　ホテルラングウッド  6 階  彩林の間
出席状況：出席…20 名
　　　　　理事：19 名
　　　　　監事：1 名

１．古紙持ち去り関係
（1）GPS 追跡調査実施状況
　　実施なし（10月理事会から本理事会の間）

２．各支部市況報
前月末在庫状況 特記事項

東京都
東支部 なし
西支部 ほぼなし
多摩支部 ランニング

神奈川県
支部

東部
なし 12月開催検討

西部
千葉県支部 12月支部会予定
埼玉県支部 ランニング
群馬県支部 まちまち
茨城県支部 ランニング 12月支部会中止
栃木県支部 ランニング

３．段ボール古紙需給調整事業の実施状況
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台湾向けのみ実施、引き続きの協力をお願
いした。

４．賦課金の一部納入免除
第 4期分（1-3 月分）につき、2か月分を
納入免除とすることが承認された。

５．集団回収感謝状贈呈団体の推薦状況及
13 団体の推薦が承認された。

６．古紙商品化適格事業所承認申請
1 社 1 営業所の申請があり承認された。

７．各会議報告
（1）総務財務委員会（11月20日開催）
（2）正副理事長会（11月20日開催）
（3）需給安定基金運営委員会（11月20日開催）
　　コロナウイルスの影響で仕入れが減って
いる、加入者を対象に支援金総額 1,000
万円を支給する旨について報告があった。

（4）総合運営委員会（11月20日開催）
８．近代化推進委員会報告
（1）経営革新委員会（11月12日開催）
　　需要速報、発生状況について資料を確認
しながら情報共有した。今年の古紙業界
の出来事を振り返った。

（2）安全防災委員会
　　引き続きのベーラー等安全対策、火災予
防をお願いした。

（3）需給委員会（10月26日・11月24日開催）
　　12月分調査対象外とした。コンテナ不足

について情報共有を行った。
（4）渉外広報・IT委員会
・IT活用部会（⼩委員会11月10日開催）

　　HPリニューアルに向けての基本方針を
検討した。本理事会で承認を得たので方
針に基づき進めていく。

　　リニューアル後に移設するデータは2019
年 1 月以降の記録とし、旧データはHD
等に保存して事務局で保管する。

・かんとう編集部会
９．三紙会報告（11月18日開催）

10月
前月比 前年比

段ボール 103.2％ 98.2％
新　　聞 105.2％ 91.8％
雑　　誌 107.0％ 95.4％

10．その他

各種統計資料
₁．関東商組　32社古紙在庫月別報告書（2020
年10月）

₂．財務省貿易統計　古紙輸出まとめ（2020年
10月）

₃．全原連　各地区古紙在庫月別報告書（2020
年9月）

◎次回開催：令和2年12月23日（水）15時～
　　　　　　ホテルラングウッド
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日　時：令和 2年 9月 23 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：髙橋�德行・㈱丸十商店
　　　　近藤�浩富�・美濃紙業㈱
報告者：後藤�和則・㈱高岡

【令和 2 年 8 月
 裾物主要三品仕入実績報告（35 社）】
［段ボール］� 前月比� 95.7％� 前年比� 98.5％
［新　　聞］� 前月比� 101.4％� 前年比� 90.0％
［雑　　誌］� 前月比� 97.5％� 前年比� 97.9％

【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…5.73 円、新聞…7.74 円、

雑誌…2.80 円
9 月に入り各ブロックとも価格は落ち着いてい
るものの、新聞に一部高値が出ている。

【各委員会活動報告】
●業務委員会
　上物市況報告
　＊全体の状況
新型コロナウィルス感染拡大防止に伴うイ
ベントの中止・在宅勤務の増加などを受け、
紙の需要が大幅に落ち込んでいる。今月も
引き続き需要は低迷している。

［家庭紙向け］現状フル生産まではいかず、荷受
けもひと時よりは弱い状態。冬の需要期に向
けて古紙需要はあるが、コロナウィルスの動
向次第による為、不透明要素も多い。

［白板向け］製造、販売、古紙受払、全てコロナ
ウィルス起困による経済活動の鈍化で一段も

二段も弱い状態が続く。復調には時間を要し
不透明要素も多い。

　＊製品市況・トピックス
紙・板紙の8月の需要速報は未発表のため、
以下に 7月の速報を記す。
7月の紙・板紙国内出荷量は前年同月対比
で 14.6％の減（12 ヶ月連続の減少）。新型
コロナウィルス感染拡大の影響で夏のイベ
ント中止などが続き、印刷物など紙製品の
需要が低迷している。
コロナウィルスの収束が見通せないうえ、
働き方も大きく変わり、更なる下振れは避
けられない状況。

〈主要品種の国内出荷〉
［新聞用紙］前年同月比 15.4％減（33 ヶ月連
続の減少）

［印刷情報用紙］同 27.2％減（12 ヶ月連続の
減少）

［衛生用紙］同 4.6％減（3ヶ月連続の減少）
［段ボール原紙］同 5.2％減（10ヶ月連続の減
少）

［白板紙］同 17.6％減（12 ヶ月連続の減少）
●財務委員会
令和元年度原価構成比調査依頼（提出期限　
10 月 15 日まで）

●研究委員会
令和 2年 9月度　新聞・チラシ重量調査の依
頼（提出期限　10 月 10 日まで）

●広報委員会
　かんとう新年号　三紙会 tweet 執筆依頼

【その他】
・�六地区懇談会に関する検討（Web会議等での
開催）

次回の三紙会は【10 月 22 日（木）15 時 30 分～】
とする。活動内容の予定は以下の通り。
　○裾物三品仕入平均単価報告
　○ブロック別仕入平均単価報告
　○各委員会活動報告

9　月　度　定　例　会
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　時：令和 2年 10 月 22 日（木）
　　　　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：宮下�和丈・㈱山室
　　　　川又�修・㈱新井商店
報告者：足立�進・王子斎藤紙業㈱

【令和 2 年 9 月
 裾物主要三品仕入実績報告（35 社）】
［段ボール］� 前月比　98.7％　前年比　97.5％
［新　　聞］� 前月比　95.4％　前年比　87.7％
［雑　　誌］� 前月比　95.6％　前年比　92.1％
［総括］段ボールは堅調、新聞・雑誌の落ち込み
は依然として続いている。

【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…6.08 円、新聞…8.05 円、

雑誌…2.93 円
［総括］輸出向け売価上昇に伴い一部の地域で仕
入価格の値上げが続いている。

【各委員会活動報告】
●業務委員会
（１）パルプ市況報告
［NBKP］� ＄価格 660� 前月比 ＋10
［LBKP］� ＄価格 500～540� 前月比 ±0
［総括］
〈NBKP〉9月の市況はサプライヤーの休転が控
えていることもあり需給バランスは引き締め
られた状態で推移。このような状況下、中国
では価格の先高観によりユーザーからの発注
が増え、結局中国向け9月価格は＄10程度の
値上げで決着した模様。日本向け 9月積価格
についても当初の予定通り＄10程度の値上げ
で決着。今後も休転によりパルプの供給量が
一時的に抑制されるため、サプライヤーは価
格の値上げを積極的に取り組んでいる。一方

需要については、中国では国慶節前の特需も
ひと段落し、ユーザーの購買意欲は落ち着い
た様相を呈している。このためユーザーは値
上げに対し冷ややかな反応を示している。

〈LBKP〉秋から冬にかけてサプライヤーが実
施・予定しているが、依然として在庫過多の
状況が続いている。しかし、中国向けの需要
が回復傾向となっていることや、NBKP価格
が上げ基調となり、NBKPとLBKPの価格差
が開き始めていることからLBKPの需給バラ
ンスは徐々に改善されつつある。結果的に 9
月の中国向け価格は横ばいにて決着し、10月
については一部のサプライヤーが値上げをす
ることを計画している模様。

（２）上物市況報告
［白板向け］コロナ起因による経済活動の鈍化で
大きく長い低迷が続いている。現状復調の兆
しも見えず、先行き不安。

［家庭紙向け］需要期に差し掛かるが、例年に比
べて調達強化はまだ見受けられない。業務用
製品についてはコロナによる影響が大きく、
復調は厳しい状況。

［総括］新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う
イベントの開催減少・在宅勤務の増加などを
受け、紙の需要が大幅に落ち込んでいる。今
月も引き続き需要は低迷している。

●研究委員会
新聞・チラシ重量調査集計結果（9月度実施
分）配布

●財務委員会
　原価構成比調査　未提出分の提出依頼
●広報委員会
広報誌「かんとう」掲載　三紙会Tweet原稿
作成依頼

【その他】
　10 月 13 日開催　三紙会役員会の報告
・�12 月 8 日六地区懇談会を ZOOMミーティ
ングで開催予定（主管：九州・紙藍会）

次回の三紙会は【11 月 18 日（水）15 時 30 分～】

10　月　度　定　例　会
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とする。活動内容の予定は以下の通り。
　○裾物三品仕入平均単価報告
　○ブロック別仕入平均単価報告
　○各委員会活動報告

　時：令和 2年 11 月 18 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：藤井�康輔・㈱マンモスエコロジー
　　　　井出�一之・井出紙業㈱
報告者：井出�一之・井出紙業㈱

【令和 2 年 10 月
 裾物主要三品仕入実績報告（35 社）】
［段ボール］� 前月比　103.2％　前年比　98.2％
［新　　聞］� 前月比　105.2％　前年比　91.8％
［雑　　誌］� 前月比　107.0％　前年比　95.4％
［総括］前年比が前月までと比べ比較的上向いて
いるのは、前年度が台風影響によるものと思
われる。発生は依然として落ち込んでいる。

【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…6.09 円、新聞…8.16 円、

雑誌…2.96 円
輸出価格の上昇につられ、三品ともに下値が上
昇している模様。

【各委員会活動報告】
●業務委員会
（１）パルプ市況報告
［NBKP］� ＄価格 680� 前月比 ＋20
［LBKP］� ＄価格 500～540� 前月比 ±0
［総括］
〈NBKP〉価格の底上げを目論むサプライヤー
は、休転による減産を理由に 9月に引き続き
10月においても中国マーケットにおいて値上
げを発表。ユーザーは、当初値上げに抵抗を

したものの需給タイトな状況を鑑み、結果的
に値上げを受け入れた模様。なお、日本向け
10月積込価格については$20アップで決着と
なった。11月においてもサプライヤーはもう
一段階の値上げを実施する目論見だが、LBKP
と価格差が広がる中、ユーザーからの反発は
必至と見られる。また、新型コロナウィルス
再拡大の兆候が欧米地域で確認されており、
今後の需給バランスに影響を与える可能性も
ある。

〈LBKP〉中国マーケットの需要が回復基調とな
り、加えてNBKPとの価格差が広がっている
中、サプライヤーはこれを好機と捉え、10月
価格の値上げを発表。当初、中国マーケット
は国慶節明けでパルプ需要が一段落し、値上
げの実行は難しいものと思われていた。しか
し、アイボリーボード等のバージンパルプを
主原料とした板紙の価格が値上がりしたため、
同製品を製造するユーザーは値上げを受け入
れやすい状況となった。この結果、中国向け
10月価格は $20程度の値上げで決着し、更に
11月においてもサプライヤーは値上げを計画
している。しかし、新型コロナウィルスの影
響で景気の先行きが不透明な状況下、更なる
値上げに対しユーザーからは反発があるもの
と推測される。

（２）上物市況報告
　＊全体の状況
新型コロナウィルス感染の広がりが見え、
年末に向けた需要も期待できない状況。
日本製紙㈱が同社釧路工場での洋紙生産か
ら撤退することを発表。（2021 年 8 月生産
終了予定）

［家庭紙向け］第1波のコロナ時に品薄となるほ
ど購入した製品の家庭内備蓄も多く、需要期
に入るも⼩売りの製品荷動きは鈍い。また、
業務用についてもGoTo など期待していた施
策に対して、コロナの第 3波の横やりが入り
弱含みが続いている状況。

［白板向け］コロナ起困による経済活動の鈍化

11　月　度　定　例　会
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で、大きく長い低迷が続いている。現状復調
の兆しも見えず、先行き不安。
　＊製品市況・トピックス
紙・板紙の 10 月の需要速報は未発表のた
め、以下に 9月の速報を記す。
9月の紙・板紙国内出荷量は前年同月対比
で 11.1％の減（14 ヶ月連続の減少）。新型
コロナウィルス感染拡大の影響で、イベン
トの開催が少ないことからチラシに使用さ
れる塗工紙の需要が低迷している。また、
在宅勤務の広がりでコピー用紙などの荷動
きも振るわない。

〈主要品種の国内出荷〉
［新聞用紙］前年同月比 10.6％減（35 ヶ月連
続の減少）

［印刷情報用紙］同 18.5％減（14 ヶ月連続の
減少）

［衛生用紙］同 14.5％減（5ヶ月連続の減少）
タオルペーパーは増加

［段ボール原紙］同 2.5％減（12ヶ月連続の減
少）

［白板紙］同 12.2％減（14 ヶ月連続の減少）
●財務委員会
令和元年度原価構成比調査の結果報告

●研究委員会
令和2年12月度　新聞・チラシ重量調査の依
頼（提出期限　1月 8日まで）

●広報委員会
　かんとう新年号　三紙会 tweet 執筆依頼

【その他】
・�12 月 8 日に六地区懇談会（ZOOMミーティ
ング）にて開催（主管：九州・紙藍会）

次回の三紙会は【12 月 17 日（木）15 時 30 分～】
とする。活動内容の予定は以下の通り。
　○裾物三品仕入平均単価報告
　○ブロック別仕入平均単価報告
　○各委員会活動報告

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！

KANTOU211.indd   16 2020/12/28   9:41



No.2112021（R3）1-20

17

去る 10 月 15 日、（公財）古紙再生促進センタ
ー主催による恒例の「紙リサイクルセミナー」
が開催された。今年はコロナ禍における感染拡
大防止の観点から、人数を限定して都内の会場
で行い、併せてYouTube による同時ネット配
信という形式をとった。
まず、開催に当たり長谷川一郎代表理事が登
壇、次のように挨拶した。
今年の春先から新型コ
ロナウイルス（COVID‒19）
感染症が猛威を振るい、
依然として収束が見通せ
ない状況だが、当センタ
ーもニューノーマルやウ
ィズコロナの時代に対応した活動の在り方を模
索している。その試みの一つとして、本日のセ
ミナーは会場の参加人数を限定し、ライブ配信
と録画配信をすることとした。
さて2019年の我が国古紙回収率は80.3％、利
用率は 64.6％と非常に高いレベルを維持してい
る。資源有効利用促進法に基づく古紙利用率の

目標は、2020年度末で65％だが、本年4～ 8月
の 5ヵ月間では 68.8％に達した。これはコロナ
禍により、新聞やチラシなどに使う紙の生産が
下がり、相対的に古紙利用率の高い板紙の生産
割合が高まった結果と考えられる。コロナ禍と
いう特殊事情はあるものの、古紙利用率の目標
達成が難しいという昨年までの状況から一転し
て、今年度は当該目標を達成する可能性が高く
なった。
当センターとしては引き続き、さらなる古紙

利用率向上に向けた取組みを継続し、古紙品質
の実態調査などにより情報把握に努め、関係者
間における共通認識の形成を図り、対応策を促
進していく。
一方、海外に目を向けると、日本からの主な

古紙輸出先であった中国は2017年から、環境保
護を目的に古紙を含む固体廃棄物の輸入を制限
するようになり、20年度末での輸入ゼロを掲げ
た。これに伴い中国向けの古紙輸入量は、2017
年の 2,572 万t から 19 年には 1,036 万t まで減
少。中国政府が発行する2020年の輸入ライセン
スは 9月末時点で 665 万t と、昨年比 40％減少
している。
中国による古紙輸入の急激な減少を受け、日

本や世界の古紙輸出国は新たな販路を求めて東
南アジア、インドなどへの拡販を目指している

中国の国策で一層の
品質向上が課題に

公益財団法人古紙再生促進センター
紙 リ サ イ ク ル セ ミ ナ ー

出典　紙業タイムス社
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が、インドネシアやベトナムなどの関係輸入国
は低品質古紙の流入に警戒を強め、総じて廃棄
物輸入規制、通関検査体制の強化といった措置
を講じている。さらに中国の古紙輸入削減が世
界的な余剰古紙を招き、新たな利用先確保が困
難な場合、古紙のゴミ化も懸念されている。
日本国内には構造的な余剰古紙問題の顕在化
リスクがあり、紙リサイクルの持続的な安定化
に向けた取組みは不可⽋。また今後は中国のみ
ならず東南アジアやインドなど、各国の動向を
注視していくことが肝要だ。
当センターとしては、持続的な紙リサイクル
システムの維持・向上を目指し、今まで以上に
古紙需給の両業界と協力しつつ課題に対処して
いく。
続く講演では、最初に平井成子・全国牛乳パ
ックの再利用を考える連絡会代表が「牛乳パッ
ク（飲料用紙パック）の回収状況」と題して登
壇。続いて、「中国古紙輸入禁止と市場の変化　
今後の古紙・段原紙市場予測」をテーマに藍瓊
娥・山發日本代表取締役が講演した。そして最
後は石川喜一朗・全国製紙原料商工組合連合会
副理事長（石川マテリアル代表取締役社長）が
「古紙回収状況と品質改善の取組みについて～名
古屋市の事例」と題し、ウェブを利用して報告
を行った。
閉会に当たり登壇した大久保信隆・副理事長
の挨拶要旨は次の通り。
講演者の方々の話に共
通するのは、古紙を製紙
原料とするために“手を
掛ける”ことの大切さだ。
つまり、良質な古紙を提
供することが求められる。
手を掛けるには、個別回収サービスなどの継続
が求められるが、それにはどうしても相応のコ
ストがかかる現実を、一般の方々に理解しても
らうことが大切となろう。

明るい話題が見えない
牛乳パック回収　　　

「牛乳パック（飲料用紙パック）の回収状況」
と題した、平井成子・全国牛乳パックの再利用
を考える連絡会代表（写真）の講演である。

全国牛乳パックの再利
用を考える連絡会（以下
「全国パック連」）の歴史
は、1984年に遡る。使い
捨て生活が社会で謳歌さ
れていた状況の中、日本
は資源のない国にもかか
わらず、上質なパルプを
使用している牛乳パックの使い捨てはもったい
ない、牛乳パックの再利用をしようという思い
で、モノを大切にする大人の姿を子どもたちに
示そうと、一人の主婦の提案から活動は始まっ
た。
翌1985年、各地で回収を始めた市民ボランテ

ィアグループと連携を強めるために発足したの
が「全国パック連」である。全国パック連の活
動は、牛乳パックの再利用を通して子どもたち
にモノを大切にする心を伝える、消費優先型生
活の改善を行う、自然と人間との共存、人と人
との共生を目指すという、牛乳パック再利用に
よる教育的観点から始まった。
当初、牛乳パックは回収されない禁忌品だっ

たので、さまざまなルート作りに苦労した。牛
乳パックリサイクルの特徴は、第一に市民付き
のリサイクルである点。市民が主体となって始
め、回収ルールやルート作り、再生品の利用拡
大にまで関与するという、世界でも例のないリ

講演の抄録Ⅰ
「牛乳パック（飲料用紙
パック）の回収状況」
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サイクルのシンボル的な運動となった。
しかし牛乳パックは洗わないとひどく汚れて
おり、回収も困難、開かないと嵩張るという難
点があった。自分たちが回収しやすい状況を考
える中で、自ずと回収ルールが徹底したという
事情がある。こうした牛乳パック回収ルールは、
市民が責任をもって徹底した。市民ボランティ
アで回収・ストックを行っていたことから、排
出上のマナーを訴求する必要性があり、「洗っ
て、開いて、乾かす」というルールが定着し、
最寄りの回収拠点まで持っていくルール作りに
つながった。
現在でも、牛乳パックは単独ルートによる回
収が行われている。リサイクルが始まる前は、
古紙の中に混ぜてはいけない禁忌品だったので、
市民が単独で回収せざるを得なかった。そのた
め、新聞、雑誌、段ボールなどの古紙とは違う、
牛乳パックは牛乳パックだけで分別して出しま
しょうと強く訴え続ける必要があった。
紙パックはポリエチレンフィルムを使用して
いることから、古紙の中に紙パックを混ぜると、
当時はそれが原因で禁忌品として扱われていた。
よって牛乳パックは単独で回収し、牛乳パック
を受け入れる製紙メーカーのルートに乗せると
いう単独ルートによる収集が行われてきた。
また、各地の障害者福祉作業所がこの活動に
多く関わっていることも特徴の一つだ。牛乳パ
ックの回収や手すきハガキなどの自主製品作り
は、障害者の社会参加や経済的自立の糧となっ
ている。
全国パック連の活動内容はいろいろあるが、
中でも再生品の利用促進、啓発活動、国際交流、
調査などが活動の中心となっている。例えば啓
発活動として、牛乳パックリサイクル出前授業
の実施、牛乳パックリサイクル講習会の開催は、
活動の柱である。広く一般に牛乳パックリサイ
クルの重要性を訴求するため、啓発活動に力を
入れてきた。講習会、出前授業とも好評で、2007
年から続けているが、毎年、全国各地の学校や
自治体から出張の要望をいただいている。

さて、牛乳パック（飲料用紙パック）の回収
状況をみてみる。以下の数字は、全国牛乳容器
環境協議会（略称：容環協…乳業メーカーと牛
乳パックの製造メーカーで構成している事業者
団体）の調査によるものだが、2018年度におけ
る全国の紙パック回収率（損紙・古紙を含む）
は42.5％、飲料用紙パック原紙使用量は22.3万t
という実績だった。以前は 25万tほどあったの
で、紙パックの製造自体も減少していることに
なる。
また、飲料メーカーを通して国内に出荷され

た飲料用紙パックは19.32万tで、このうち一般
家庭向けが 17.14万t、学校給食や飲食店などの
事業系が2.18万tだった。以前の出荷数は22万t
ほどあったと思われるので、こちらも減少傾向
にある。
これに対して国内の紙パック回収量は9.47万t。

紙パックメーカーからの損紙が前年度から900t
減少して 2万 7,300t となった。これまでの推移
をみると、2007年からずっと横ばいが続いてい
る。事業者団体としては回収率50％を目指して
いるが、まだそのレベルには至っていない。
回収率の低迷の背景として、「洗って、開い

て、乾かして」の手間がかかるという意見が多
く聞かれる。これについては、上質なパルプで
あり、簡単に手開きもできるため、ひと手間か
けることで資源の有効利用につながるという啓
発が必要と考えている。
また古紙類に位置づけられているため、雑が

みに混入されやすい。こちらの方が量的に多い
のではないかと思う。自治体によっては「古紙
類」と一括りにしているので、新聞・雑誌・段
ボール・牛乳（紙）パックの分別徹底について、
さらに自治体にお願いしていくことが重要だ。

雑がみとの混入が課題

続いて、牛乳パックを取り扱う古紙問屋への
調査状況をみていく。低迷状態の回収率なので、
どこが重要なカギを握っているのかと考えた時
に、やはり古紙問屋ではないかと結論し、2018
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年と19年に全国の古紙問屋を対象に、牛乳パッ
クの取扱い状況について実態調査を行った。調
査結果は 2年前のもので、古いと感じる人もい
るだろうが、ご容赦いただきたい。
まず2018年度の調査では、ヒアリングを行っ
た。そこで分かったのは紙パックの場合、行政
回収、集団回収、店頭回収（スーパー・生協）
が非常に大きなウェイトを占めているという点。
また学校給食用ならば事業系の回収ルートとな
るし、このほか最近は古紙問屋が独自に店舗の
駐車場や空き地を借りて古紙リサイクルステー
ションを設置し、紙パックという分別品目を書
いた回収箱を設置するケースもある。
それぞれの課題をみると、行政回収では、雑
がみやミックス古紙に混入されやすい。紙パッ
クを分別している自治体はまだ少ないことが、
その理由だと思う。集団回収は主要ルートでは
あるが、少子高齢化で減少傾向にある。店頭回
収は1990年代に定着した回収方法で、当初は品
質も回収効率もよかったが、最近は微減傾向に
ある。
事業系回収では、コーヒーチェーンなどによ
る紙パックの扱いが大変多く、スターバックス
が紙パックの回収に積極的だ。できればその取
組みを、他のチェーンに広げられないかと期待
しているのだが、今後どのように働きかけを行
っていくべきか検討中だ。このほか、先ほど挙
げた古紙問屋の独自回収は非常に期待されるも
のの、回収ボックスの設置場所が一般的でない
ことから、今後どのように広げられるのか検討
を要する。
紙パックなどの輸出動向をみると、中国の禁
輸措置、また今年はコロナ禍の影響もあって、
輸出は落ち着いている。ただし、これまでミッ
クス古紙として輸出していたところが、輸出先
がなくなって処分に困り、焼却に回らないだろ
うかという懸念はある。
紙パックの地域的な回収・需給動向と課題に
ついては、それぞれの地域で特徴がある。表（21
頁）を見てもらうと分かるように、例えば北海

道は回収量が減少しており、札幌市では雑がみ
に紙パックが紛れているとの話を聞いた。東北
は紙パックの主要受入先がなく、岩手に 1社あ
るものの積極的に受け入れていないことから、
北海道や静岡のルートになる。また回収量ばか
りでなく、回収業者も減少している。口栓付き
の紙パックは、古紙問屋からも問題になってい
るという話を聞いており、中には口栓付きはそ
のまま廃棄している、という回収業者もあった。
続いて関東だが、こちらも回収量は減少して

おり、雑がみに紛れたまま納めざるを得ないと
いう古紙問屋もあった。中部は紙パック回収の
歴史が古い地域だが、やはり雑がみ等々に紙パ
ックが混じっているという課題があった。関西
は、福祉事業所やボランティアなどによる回収
が進んでいる地域だが、回収団体などが先細り
になった時に、その仕事がスムーズに古紙業者
へ移行できず、結果、回収量の増加につながら
ないのでは、という課題が挙がった。
四国も回収量が増えにくい状況。紙パックの

受入先はあるものの、効率よく回収する仕組み
が十分ではないようだ。中国も受入先の主要メ
ーカーは 1社あるが、そこに集中されず、分散
していることから、うまく仕組みが機能してい
ない地域と言える。九州はなかなか集めにくい
ところで、以前は生協で回収していたが、学乳
パックのビン化を進めたことから、業者が紙パ
ックの回収から手を引いてしまった。それ以降、
回収率は上がっていない状況だ。
翌2019年は、古紙問屋を対象にアンケート調

査を実施した。古紙問屋では 8割が紙パックを
取り扱っており、種類としては900㎖や1ℓの牛
乳パックが主流だった。一方、学乳パックの取
扱いは 44.4％と低く、牛乳以外のお茶や果汁用
の飲料用紙パック類はさらに低くて 20.9％と、
伸び悩んでいた。
そして学乳・飲料用紙パックは大手問屋の取

扱いが多く、取扱量は全体の 6～ 7割を占める
ものの、学乳パックの受入れを停止するメーカ
ーが出てきたため、多くの学乳パックが回収さ
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北海道 東北 関東 中部

回収ルート

ルート 傾向 増減 傾向 増減 傾向 増減 傾向 増減
集団回収 ◎ ↘ ◎ → ◎ → ◎ →
行政回収 ○ → ○ ↘ ◎ ↘ ○
店頭回収 ○ → ◎ → ◎ ↘ ○
仲間買い ○ ○
独自回収 ○ ↗ ○ ↗ ○ ○ ↗

他古紙への混合 ○ ○ ○
紙パックの発生量・傾向 ◎ ↘ ○ ↘ ◎ ↘ ◎ ↘

集荷された紙パックの
販売先（商圏） ◎ 北海道 ○

北海道
岩手
静岡

◎ 静岡 ◎ 静岡
四国

受入先
家庭紙 ◎ ○ ◎ ◎
板紙
古紙パルプ

製紙メーカーの納品量の増減 → → → →
輸出の有無 ○ ○ ○ ○
集荷の意向 ◎ ○ ○ ○

価格（ヒアリングによる） 20円/kg
変動なし

18～20円/kg
変動なし

20円/kg
変動なし

25～30円/kg
変動なし

課　　　　　題

・回収量は減少
・まとまった量が集ま
らない

・札幌市は雑がみに紙
パックが紛れている

・回収量も回収業者も
減った

・量が安定しない
・雑がみに紛れたまま
納めている問屋もあ
る

・口栓付きは処分して
いる

・回収量は減少
・集荷効率が悪い
・雑がみに紛れたまま
納めている問屋もあ
る

・紙パックは、雑がみ
や紙製容器包装に混
ざっているが、人手
不足のため選別でき
ていないと思われる

関西 四国 中国 九州

回収ルート

ルート 傾向 増減 傾向 増減 傾向 増減 傾向 増減
集団回収 ◎ → ◎ → ◎ ↘ ◎ ↘
行政回収 ○ → ○ ↘ ○
店頭回収 ◎ → ○ → ◎
仲間買い ○ ◎ ↗ ○ ◎
独自回収 ○ ○ ○ ↗

他古紙への混合 ○ ○ ○ ○
紙パックの発生量・傾向 ◎ ↘ △ ↘ △ ↘ △ ↘

集荷された紙パックの
販売先（商圏） ◎

静岡
関西
四国

○ 四国 ○ 関西
四国 △ 四国

九州

受入先
家庭紙 ◎ ○ ○
板紙
古紙パルプ ◎

製紙メーカーの納品量の増減 → → → →
輸出の有無 ○ ○ ◎ ◎
集荷の意向 ◎ ◎ ○ ○

価格（ヒアリングによる） 18～30円/kg
22～24円/kg
10年前から
5円上昇

25～30円/kg
変動なし

25～30円/kg
5年間で
10円上昇

課　　　　　題

・回収量は減少
・紙パックは遠距離輸
送が難しく、ハンド
リングが難しい品目

・段ボールなどの取扱
量が増え、少量発生
古紙に対する関心が
低くなっている

・量が集まらない
・雑誌や紙製容器包装
に混ぜている問屋も
いるようだ

・量が集まらない
・国内のメーカーは学
乳は単体でプレスし
なければならないた
め手間がかかる

・高齢化に伴い集団回
収が微減

・紙製容器包装に紙
パックが紛れている

資料；全国牛乳パックの再利用を考える連絡会

表．古紙問屋へのヒアリング調査結果（2018 年）
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れない状況が起きている。
牛乳パックが主導し古紙商品として定着した
紙パックだが、飲料用紙パックの古紙（再生資
源）としての認知度アップや、「牛乳パック＝そ
の他の紙パック」の認知度をさらに上げること
が今後の課題と言える。
古紙問屋とユーザー（受入れ製紙メーカー）
の関係でみると、件数的には直接納入が多い。
これは当然のことながら、問屋で量をまとめて
もらわないと製紙メーカーとしては受け入れら
れない、ということだろうと思う。
問題なのは雑がみの中に紙パックの混入率が
高いという点。雑がみの中から紙パックを分別
するためには人手が必要だが、実際には人手不
足で難しい。古紙問屋としては効率も悪く、費
用も嵩むので、排出する段階できっちりと分別
する必要がある。自治体としては、消費者の理
解を深める活動が必要だろうと思われる。
今、課題となっているのは口栓付きの紙パッ
クだ。注ぎ口はプラスチック製が多いのだが、
これは手開きで簡単に取ることができる。こう
いったこともきっちり啓発していけばよい。便
利さを享受している消費者に、リサイクルする
時に一手間かけてもらう──こうした啓発活動
が必要だ。

コロナ禍でも啓発活動を展開

今年はコロナ禍で、出前授業や講習会がすべ
て中止となり、各種展示会への出展、各種研究
会の開催も目処が立っていない。例年の 3分の
1程度の活動となる見通しだが、こうした中で
一体何ができるのかを考えてみた。
まずは回収ボックス配布事業がある。これは

前出・容環協と連携して行っている。年間 500
個ほどの要望があるので、こちらを全国各地に
送付した（写真左）。また啓発広報活動として、
『紙パックリサイクルほんとのはなし』や『もっ
たいないものがたり』など、各種広報冊子の配
布も行っている。
『学校給食用牛乳パックリサイクルの手引き』
という冊子は、今年度 4月から乳業メーカーの
東京都内における学乳パック引取り停止を受け、
東京都教育庁の担当者と昨年から協議していく
中で、手引きがあると説明しやすいという話か
ら、急遽作成したパンフレットである。学校内
にカッターやはさみを持ち込めない校則がある
場合、紙パックは手開きでも簡単に開くとか、
給食時間が短く作業もできないという声に対し
ては手順など示すなど、できるだけ配慮した。
さらに「紙パック回収ありがとうキャンペー

ン」を実施している。容環協との連携活動とし
て、2002年より回収ボックス配布事業を開始し、
これまでに 2万 5,000 箱の回収ボックスを配布
した。現在、回収ボックスの配布要請が続々と
届く中で、コロナ禍の影響からトイレットペー
パー買い占めなどの混乱が起きたことを受け、
回収ボックスの設置先を対象に、抽選で 200 の
個人・団体・企業にトイレットペーパー 1ケー
ス（100 ロール入り）をプレゼントするキャン
ペーンを実施中だ。
また動画配信も行う予定で、こちらはすでに
撮影を終了しているが、芸人をしながらごみ清
掃業の仕事をしている太⽥プロ所属「マシンガ
ンズ」の滝沢秀一⽒を起用した。彼に紙パック
も手開きでできるとか、口栓付きの新型紙パック
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も簡単に手開きできるといった説明をしてもらう
ことで、一般消費者に浸透させることが狙いだ。
さて牛乳パックリサイクルの今後だが、見通
すのは難しく、懸念材料も多い。なかなか明る
い未来が見えないといった状況にある。
中国の禁輸措置を受けて紙パックの輸出が減
少したため、一時期深刻だった国内メーカー向
け入荷量の減少問題は改善されたものの、逆に
洗浄が十分でないまま回収されていた紙パック
の行き場がなくなり、廃棄ルートへと流れてい
くことを非常に懸念している。牛乳パックの洗
浄は、リサイクルに携わる人や団体の使命でも
ある。洗わないものをリサイクルするのは非常
に難しい。ここは基本として押さえ、啓発活動
などに反映していきたいと思っている。
コロナ禍の影響で在宅を余儀なくされる中、
家庭内の資源物をリサイクルに出さずに廃棄す
る傾向もみられる。つまり、感染を懸念して資
源回収に出さない人が増え、回収率が低下する
心配もある。
さらに乳業メーカーによる学校給食用牛乳パ
ックの引取り停止を受け、廃棄を選択する自治
体が多く、これまでリサイクルされていた学乳
パックが廃棄焼却されてしまう恐れも看過でき
ない。正直、乳業メーカーの引取り停止は20年
前から文科省が通達しており、それを実行に移
さなかったのはどうなのかと思う。もし引取り
停止をするのであれば、教育委員会や学校に丁
寧な説明を行い、どうやったらリサイクルがで
きるのかといった協議を重ねた上で、その結果、
引取り停止に向かうのならば我々も納得する。
自治体が廃棄を選択したのであれば仕方のない
ことだからだ。
だが、あまりに性急な引取り停止を各自治体
に通達したことに対し、我々としては準備の時
間が足りなさすぎたのではないかと思っている。
その点、以前から協議を続けてきた東京都に
は比較的前向きに捉えていただいている。今後
は各自治体の方で、廃棄するかリサイクルする
かを決めることになる。全国パック連もこの点

を踏まえながら、今後も東京都とは協議を丁寧
に進めていきたい。
最後にリサイクルキャンペーンの応募者の中

から、いくつかコメントを紹介すると、「牛乳パ
ックを回収して収益を社会福祉貢献に活用。子
ども達の学びにもつなげ、限りある資源を大切
にしていきたい」「回収ボックスの配布事業は大
変有意義なので、エコパック運動と合わせて全
国に推進・展開されることを願い協力させていた
だく」など前向きな意見が多く寄せられている。

古紙貿易の中心は東南アジアへシフト

中国の 2020 年固体廃棄物輸入ゼロ化に伴い
加速する、東南アジアへの古紙輸出シフトの動
きや、品質向上の必要性など、21 年の見通しも
含め、「中国古紙輸入禁止と市場の変化～今後の
古紙・段原紙市場予測」をテーマに行われた、
藍瓊娥・山發日本代取副社長の講演内容を抄録
する。ちなみに山發日本は台湾の製紙大手、正
隆が設立した日本法人。もともとは正隆の古紙
調達部門という位置づけだったが、現在は古紙
のほか段原紙、白板紙、家庭紙などの紙・板紙
製品を幅広く取り扱い、外資系商社として存在
感を発揮している。

近年、新たな古紙輸出
市場として浮上してきた
東南アジアの動向に触れ
る前に、その変化を誘発
した中国の固体廃棄物
（古紙を含む）に対する輸
入規制の強化と、それに
よって起こった国内市場

講演の抄録Ⅱ
「中国古紙輸入禁止と市場の変化
～今後の古紙・段原紙市場予測」
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および貿易構造の変化を眺めてみよう。
ミックス古紙の輸入禁止や異物混入率の上限

（0.5％未満）設定など、再生資源全般に対する
輸入規制の強化に乗り出した結果、中国は2017
年以降、慢性的な古紙不足に直面し、18 ～ 19
年の 2年が経緯した。この中国の古紙不足問題
を解消する動きとして、中国の製紙産業は古紙
パルプやバージンパルプ、あるいは段原紙など
の輸入拡大に動いた。同時に国内の古紙回収を
増やし、古紙不足に対応していくとした。中国
の古紙不足には、米中貿易摩擦で米国産古紙に
対する輸入関税が引き上げられたことも影響し
ていたが、一方で薄物化の進展により紙・板紙
の消費が伸び悩み、国内の古紙発生量が減少す
るという側面もあった。
2020 年 1 ～ 6 月の中国の輸入実績をみると、
古紙は前年同期比で△ 251 万t と大きく減少し
ているが、逆に段原紙輸入量は同＋166万tと大
幅な増加、古紙パルプ輸入量も同＋65 万t と増
えている。つまり古紙不足は段原紙と古紙パル
プの輸入増によって解消されつつある。代替原
料の輸入が着実に進んだ結果だ。
一方、中国政府は国内回収を増やす方向で動
いており、政府主導による家庭資源ごみの回収
システム整備に取り組んでいる。2016 年は 32
省で 1ヵ所ずつ試験的に古紙回収ポイントを設
置し、20 年は 46 都市で分別回収の実施・義務
化を完了した。2025年までに、すべての都市に
おいて資源ゴミの分別回収を目指すとしている。
日本も、古紙センターが発足した1974
年の古紙回収率は38％だったが、2019年
の実績は80.3％となった。45年間かけて、
ここまできた。中国国内の古紙回収量・
回収率推移をみると、2018年に一時的に
若干下がったものの、過去10年間で着実
に上昇している。すなわち中国の古紙回
収量・回収率は、2017 年が 5,285 万t で
48.5％、18年が 4,964万tで 47.6％、そし
て 19 年は 5,244 万t で 49.0％と、50％近
くまで上がってきた。

減少する輸入古紙に代わって、増加している
のが古紙パルプの輸入だ。この 2年間で約 6倍
になった。輸入量をみると、2018年は 29.4万 t、
19年は 92.1 万t、そして 20年は推計 180万 t前
後とみられる。現在、公表されている古紙パル
プ設備に関する投資情報から計算すると、数年
以内には中国向け輸入が 600 万t を超える見通
しとなっている。
中国が古紙パルプを輸入する先は東アジア、

東南アジアがマジョリティを占め、特に台湾、
マレーシア、ラオス、米国、ミャンマーからの
輸入は、中国の大手製紙メーカーが自工場向け
に生産したものが主軸となっている。2020 年 1
～ 6月の統計では約 90万tだが、直近の 8月ま
での累計輸入量は119万tに達している（表1）。
こうしてみると中国は、輸入が禁止される古

紙に代わって再生パルプに力を入れていること
が分かる。

増加する中国の段原紙輸入

中国はまた、段原紙の輸入も増やしている。
2019年の輸入量は 306万tで、前年比＋59万t。
20 年の 1～ 6月実績は 322 万t で、前年同期比
214％と急増している。そして直近の8月は単月
で 463 万t に上る。その内訳をみると、中芯原
紙が 228 万t、Kライナーが 127 万t、テストラ
イナーが 107 万t など。特に、テストライナー
と中芯原紙が前年度から倍増している。
段原紙の輸入先を国別にみると、特に目立つ

表 1．中国の古紙パルプ輸入－国別実績と構成比� 単位：万 t
国　　名 2018年 2019年 前年比 20年1～6月 同期比

ラオス 0� 172,526� － 196,100� 86.7倍
台湾 18,885� 319,729� 2.9% 164,594� 1.5倍
マレーシア 20,175� 62,571� 3.1% 142,426� 6.1倍
米　国 1,628� 165,137� 101.4% 122,075� 2.6倍
ミャンマー 0� 13,293� － 79,930� －
ベトナム 93,201� 89,752� △3.7% 51,476� 1.4倍
韓　国 3,686� 15,533� 4.2倍 49,982� 17.9倍
タ　イ 0� 13,913� － 42,995� 21.5倍
インドネシア 3,461� 1,316� △62.0% 17,625� －
インド 17,651� 17,579� △0.4% 9,877� 3.3倍
その他 45,606� 49,198� 7.9% 20,131� -1.10%

合　　計 294,293 920,547 3.1倍 897,214 3.6倍
資料；古紙ジャーナル
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のはベトナムからの輸入で、同国は 2015 年に
164 万t だった段原紙の生産量が 18 年には 446
万t と、この 3年間で 3倍近くに増えた。また
段原紙以外では、古紙パルプへの設備投資も活
発である。ここから分かるのは、アジアは古紙
パルプだけでなく、段原紙においても中国向け
輸出の一大拠点になりつつあるという実態だ。
次に中国の段原紙消費量推移をみていく。
2017年の輸入古紙に対する規制強化を機に、中
国国内では段原紙の需給ギャップが生じた。具
体的にみていくと、2017年の生産量4,720万tに
対して消費量は4,906万tで、その差は△186万t。
同じく 18 年は 4,250 万t に対して 4,558 万t で、
差は△308万t。19年は 4,410万tに対して4,777
万 t で、同△367 万t となっている。17年以降、
生産量と消費量の需給ギャップは少しずつ拡大
していることが分かる。しかし前述したように、
国内古紙回収率の向上や古紙パルプの輸入増、
段原紙の輸入増などにより、この生産不足によ
るギャップは改善されつつある。
2020年予測だが、段原紙の国内生産量は4,100
万t、国内消費量は 4,500 万t と推定される。新
型コロナウイルスの影響もあり、どちらも前年
比マイナス成長という状況だ。原紙の薄物化に
よる影響もあって、消費量は重量ベースで伸び
悩んでいる。コロナ禍の中、今後の世界的な景
気後退により、さらに消費量が減少する可能性
は高いとみている。
こうした状況下にあって中国は段原紙の薄物
化を積極的に進めているほか、高強度ライナー
や強化中芯の生産を増やしてい
る。薄物化の進展と高強度ライ
ナー増加の背景には、二つの要
因がある。第一は古紙不足の問
題、第二は環境規制の変化だ。
RISIの調査による日本と中国
の生産コスト比較では、中芯が
日本の約 330㌦/t に対し中国は
450㌦/t、ライナーは日本の 360
㌦に対し中国は 420㌦前後。国

内古紙を国際相場より高い価格で購入している
結果だが、この差をみると中国は薄物化を進め
るだけでなく、差別化を図らないといけないし、
付加価値の高いものを生産していく必要がある。
古紙輸入制限の強化に伴い、中国では繊維原

料に占めるバージンパルプの配合率が高まって
いる。2019年の製紙用木材パルプ消費量は3,581
万t（前年比＋8.42％）で、生産量も 1,268 万t
（同＋10.55％）となっている。これに伴い紙・
板紙向け繊維素原料に占めるパルプの割合も、
2013年の26％から19年は32.27％へ増加してい
る。
段原紙を薄物化しても内容物の保護に支障が

出ないようにするためには、道路のアスファル
ト化などインフラ整備が必要だが、中国のイン
フラは近年かなり進んでいるので、近い将来は
さらに薄物化になっていくだろう。また中国で
はこのところ、Kライナーの輸入量が増えてい
るが、これはやはり強度の高い繊維として使い
たいという事情があるとみられる。

中国に迫る勢いのベトナム市場

東南アジアやインドでは、ここへきての段原
紙の増産プロジェクトが数多く発表され、実行
に移されている。例えばベトナムでは、2025年
までに年産1,500万t以上の段原紙設備、さらに
300 万t 近くの古紙パルプ設備が稼働を開始す
る。そのほとんどが、中華系の大手製紙メーカ
ーによる直接投資である。これほどの設備投資
が行われれば、東南アジアへの古紙輸入が増え

表 2．中国とアジア主要各国の古紙輸入量推移� 単位：万 t
2013年 2015年 2017年 2018年 2019年 19対17

中国輸入ライセンス 2,811.0 1,815.5 1,077.9 △1,733.1
中　国 2,924.0 2,928.0 2,571.7 1,703.2 1,036.2 △1,535.5
韓　国 159.0� 154.0� 145.9� 155.4� 146.1� 0.2
台　湾 79.0� 59.0� 110.5� 134.9� 136.9� 26.4
タ　イ 86.0� 113.0� 149.9� 139.5� 177.9� 28.0
ベトナム 56.0� 63.7� 71.2� 180.0� 242.9� 171.7
フィリピン 4.4� 6.5� 13.6� 14.5� 11.7� △1.9
インドネシア 222.0� 169.0� 219.2� 318.7� 318.2� 99.0
マレーシア 16.0� 19.0� 26.3� 33.4� 56.6� 30.3
インド 253.0� 309.0� 328.4� 641.5� 655.2� 326.8

総輸入量 3,799.4� 3,821.2 3,636.7� 3,321.1� 2,781.7 △855.0
資料；山發日本
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るのは当然だ。
2019年の中国を含めたアジア主要国の古紙輸
入をみると、中国は対 17 年比で△1,536 万t と
大きく減少した。一方、東南アジアではベトナ
ムの古紙輸入量が対17年比で 171万t増えたほ
か、インドでも同 327 万t 増加している。これ
により、アジア全体の総輸入量としては△855
万t にとどまった（表 2）。東南アジア全体の需
要をみると、この 2年間で 880 万t 増加したこ
とになる。
輸入量で一番多いのは、雑がみや選別してい
ないミックス古紙だ。しかし環境規制の強化で
ミックス古紙の輸出先が減っている現実が、こ
こ何年かで表面化してきている。
また、日本の古紙の輸出先も大きく変わりつ
つある。東南アジアへの製紙産業進出に伴って、
その販売先がシフトしてきた。対17年比で中国
向けは 44％と半分以下になった。一方、ベトナ
ム、マレーシア、インドネシア向けはそれぞれ
直近で 4倍近い輸出量となっている。特にベト
ナム向けの輸出は、2020 年総輸出量予測の約
330万tに対して、中国向け（107.8万t）に匹敵
する 90.9 万t の輸出量となる見通しだ。
古紙と段原紙の間には相関関係がある。段原
紙の増産プロジェクトは中国やアジアばかりで
なく、欧米などでも計画が進められている。欧
州では 700 万t、北米も 300 万t、東南アジアで
1,500万t、中国 650万tというように、5年以内
に世界総計で3,000万t以上の段原紙増産が見込
まれる。コロナ禍の影響でどこまで計画が実行
されるかはいささか不透明だが、3,000万tの段
原紙がマーケットに出れば当然、古紙の循環が
滞る心配はない。
こうなると今度は、古紙や板紙の流通に変化
が生じてくる。中国の環境規制により、古紙貿
易の主戦場は東南アジアへシフトした。これに
ついても大きな流れの変化が起きている。
段原紙については、米中貿易戦争や中国の古
紙輸入規制などにより、東南アジアから中国へ
の製品輸出がさらに拡大すると思われる。しか

し今回のコロナ禍で先進国の紙需要が停滞する
ため、やや見通しが立てづらい状況ではある。
ただ、古紙・板紙の流通経路は東南アジアが起
点となり、将来的には中国市場向け段原紙など
の供給元となることから、中国への輸出依存度
はますます高くなるのではないかとみている。

3,000万t が市場に流れると�
価格の駆け引きが加速する�　

今後の市場予測はとても難しいが、古紙の面
からみると当然、東南アジアが主役を担うこと
になるだろう。次はインドという話も出ている。
日本の古紙は、東南アジアへ販売するには何の
問題もなかったが、インドは価格を重視してお
り、古紙の方は低価格帯の EOCCや AMIX が
メインとなっている。
中国は現在、各社が紙パルプ一貫工場の建設

に注力しており、将来はそちらに軸足を移して
いくと考えられる。今は米中貿易戦争による影
響で、一時的に古紙パルプの調達先をベトナム
など東南アジアにシフトしているが、それも時
間の問題だ。
中華系大手メーカーの考え方としては当面、

東南アジアで古紙パルプ設備を増やし、将来的
には現地で高強度ライナーや強化中芯を自製す
ることだ。自社工場までパルプを輸送するコス
トを考えても、ローカルな中⼩メーカーと比べ
たら少なくとも t当たり 30～ 50㌦は安くなる。
購入パルプによる生産ではなく、自製パルプに
よる一貫生産が図れるというわけだ。中国の大
手メーカーは、そういうノウハウは一般の商社
より持っている。彼らが東南アジアに工場を作
る背景は、その辺りにあると思われる。
現在は新型コロナの問題で世界的に危機が広

がり、生産も減速すると同時に、消費量も減っ
ている。そうした中で近い将来、段原紙の増産
分3,000万tがマーケットに出てくれば、市場は
飽和状態になる。そしてそれは、各国の原紙相
場にも関わってくる。
今のところテストライナーや中芯は中国向け
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だろうが、競争は激しさを増し駆け引きも多く
なるだろうから、古紙価格の上昇はあまり期待
できないと思う。当然、日本の段ボール古紙
（JOCC）といえども、将来的にはEOCC（欧州
の段ボール古紙）と価格面で競合するようにな
っていくと考えられる。

質疑応答
講演終了後、質疑応答の時間が設けられ、会
場から以下のような質問が寄せられた。

（1）外資系の商社からみて、日本国内の需給ギ
ャップで生じる古紙は今後、どのような流通経
路が優位性または競争力があると思われるか。
具体的には、①従来の古紙輸出を中国以外に
進めていく ②日本のメーカーが生産した原紙を
製品として輸出する ③他国のように古紙パルプ
として輸出していく。

（2）山發グループの各製紙工場側からみて、日
本の古紙の印象はどうか。各地域の地域性もあ
り、評価の違いがあるのかどうか（例えば台湾
の本社工場、ベトナムの工場、あるいは中国の
工場など）。

（3）中国では、廃プラスチックに対する規制が
年々強化されていると聞く。来年以降、段ボー
ルの原紙がうなぎ上りに増産されるようだが、
中国語で古紙のことを“廃紙（フェイツー）”と呼
んでいるように、やがて古紙についても次なる
規制が始まる心配はないのか。そしてアジア諸
国でも、中国のこのような固体廃棄物規制に追
随して、輸入が厳しく制限される心配はないか。
これらに対する藍瓊娥⽒の回答は以下の通り。

（1）-①については、今後の東南アジアの経済
成長などを勘案すると、輸出は引き続き伸
びると考えられる。
（1）-②については、現在日本から一定量
の段原紙が輸出されている。今年の 8月時
点で 8万 7,000t くらい輸出しており、引き
続き継続するだろうとは思う。しかし東南
アジアの市況の変動による不安定要素や、
市場に合わせた商品開発の必要性など、多

くの課題がある。
ライナーを例にとると、国やメーカーによっ

て、それぞれ好みの色や特徴が異なる。日本は、
そうした輸出先の国に合わせた色を出すという
ところまで対応していない。日本にとっては、
これが課題の一つと言える。
このほか価格が原料動向に左右されやすく安

定しないという問題もあるが、いずれにせよ今
後も日本から一定量の輸出は見込めると思う。
（1）-③だが、中国の古紙パルプ生産はまだこ
れからという段階だ。それまでは海外に古紙パ
ルプ設備を入れて、製品を輸入するだろう。品
質面ではAOCC（米国段ボール古紙）がメイン
になっているから、AOCCを入れないと日本の
古紙だけでは恐らく、中国の望む古紙パルプに
はならないと思う。
日本のあるメーカーも高強度のKライナーを

作ったと聞いているが、中国ではAOCCベース
の古紙パルプ輸入が少しずつ増えているようだ。
このことからも、強度の高いライナーを作る必
要性が高まっていると考えられる。
日本の古紙は繊維が短すぎるので、長い繊維

を入れて混合すれば、チャンスはないとも言え
ない。ただ、日本の製造コストは、東南アジア
と比べたら高いという課題もある。
（2）日本の古紙品質は、台湾でも一定の評価
を得ている。しかし日本の古紙回収は、自治体
からの補助金が多くないこともありコストが高
い。正隆グループはAOCCとJOCCを一定の比
率で配合しており、価格や品質によって、その
都度キメ細かく調整している。価格的にみると、
JOCCの相場は165～ 170㌦、AOCCは概ね145
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～ 150㌦となっている。この 20㌦の差はメーカ
ー側にとっては大きい。しかし日本の古紙は高
いが、品質についての評価はよい。
ベトナムにある正隆の 1号マシンは中芯だけ
の生産なので、品質の要求というところまでい
っていない。ただし来年には40万 tの 2号ライ
ナーマシンを稼働させる計画で、その時は日本
から一定量の古紙を買う予定がある。
山發としても2017年以降は、中国向けの古紙
輸出を抑制している。中国向けが多かった時は
当然、日本の古紙の評価もよかったうえ、納期
も米国と比べたら短いというメリットがあった。

東南アジアはやはり　
中国を見本としている

（3）2017年に本格的な環境規制を始めてから、
中国政府は国策として古紙の回収を強化してき
た。よって、以前に比べると古紙の回収量は多
くなっている。最近は中国政府も資金や土地を
提供するなどして、古紙回収に力を入れている
から、品質面でもある程度改善された。
しかしながら、中国国内で回収される古紙の
価格は高い。㎏単価で考えると、回収コストが
多少高くても採算的には合う。以前は日本の古
紙も非常に高かった。そういう歴史的な経緯を
踏まえると、中国国内の古紙はもっと下がると
考えているが、政府としては今のところ、国内
古紙の値段を下げないとみられる。今は平均285
㌦で、日本円に換算すると㎏30円ぐらい。日本
国内の古紙は建値で概ね18円ほどだから、その
差は大きい。
今の中国は消費と生産が逆になっている［消
費＞生産］から、まだ高い古紙を使える。ただ、
このままずっと 20 ～ 30 年続けて高い古紙を使
うことは多分ないと思う。日本のように古紙回
収率がどんどん向上すれば、価格はかなり下が
ってくるだろう。
中国では製紙メーカーに対する環境規制が厳
しくなってきているが、その一方でパルプの開
発に政府も補助金を出すなどして企業を奨励し

ている。
今、固体廃棄物については中国に代わり、世

界中から第三国に流れている。環境汚染問題は
東南アジア諸国も懸念しているところで、背景に
は環境問題に敏感になってきた世論もある。この
ことから、東南アジアの各国政府は、輸入古紙
に対する明確な規定をする流れにはなると思う。
その一方で東南アジアは経済発展のため、外

国企業の誘致を求めている。流れとしては、中
国の高度成長期とよく似ているかもしれない。
ベトナムも今、ミックス古紙の輸入は少なく

なっている。ベトナム政府も規制をもっと厳し
くするという情報があるが、はっきりとは決ま
っていない。またインドネシアは、中国と同じ
ライセンス制度のような登録制度にする動きも
みられる。
このようにみていくと、東南アジア諸国も結

局は中国を見本としてみているし、環境規制を
重視していると言える。やはり、地球温暖化問
題に対しては各国政府も関心を抱いており、古
紙にしても継続的に品質向上に注力していかな
いといけない。

複数回にわたり紹介してきた古紙再生促進セ
ンター主催による、「紙リサイクルセミナー」の
講演内容。最終回は名古屋市の事例をベースに
した、石川喜一朗・全国製紙原料商工組合連合
会副理事長（石川マテリアル代取社長）の「古
紙回収状況と品質改善の取組みについて～名古
屋市の事例」を抄録する。名古屋市では、ごみ
問題の顕在化を受けて「ごみ非常事態宣言」を
発令。行政、市民、古紙業者など市民総出で、
この問題に取り組んできた。その取組み経緯や
方法、成果などについて、当日は名古屋からウ

講演の抄録Ⅲ
分別回収促進で
ごみ処理量を減らす
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ェブを通じての講演となった。

まず、冒頭でお伝えし
たいのは、古紙の本質は
「分別にある」というこ
と。そして、製紙原料と
して品質を高めるには、
「排出段階での分別が重
要」だという点だ。以下、
昨年 11 月に中国江蘇省
無錫市で開催された「第8回日中古紙セミナー」
で報告した、名古屋市における20年前からの取
組み事例をベースに、今回のテーマに合わせて
内容を再構成した。
最初に、取組みに当たって重要な役割を果た
した各組合について説明する（表 1）。中部製紙
原料商工組合（中部商組）は全国製紙原料商工
組合連合会（全原連）の傘下にあり、古紙の共
同輸出などを行っている。愛知県再生資源団体
連合会（愛資連）は、古紙のほか、鉄スクラッ
プや再生繊維などのリサイクルを推進する組合
が加入している。今回は主に愛知県の会議に出
席して、ごみ減量に尽力した。
愛知県古紙協同組合（古紙協）は、その愛資
連の傘下で、自治体のごみ減量に協力し委託事
業を実施している。名古屋市においては紙製容
器包装、PETボトルの選別・梱包・保管業務に
携わっている。このほか、市町村の古紙運搬業

も請け負っている。最後に名古屋リサイクル協
同組合（名リ協）は、名古屋市内の集団回収を
請け負う団体で構成され、回収業者の組合とし
て日本再生資源事業協同組合連合会（日資連）
の傘下に属する。現在、これら 4団体の理事長
を私が兼任している。
さて、名古屋市における古紙回収の歩みをみ

ていくと、昭和30年代後半から、子供会などを
通じて集団資源回収が始まった。当時の廃品回
収は品目ごとに分ければお金になるので、市民
の努力で分別が徹底された。その結果、分別の
習慣が根づいたとも言える。
昭和40年代になると、子供会の連合会ができ

て、名古屋市全域に集団資源回収が広まった。
45年頃からは、ちり紙交換車が登場する。古紙
がトイレットペーパーと交換されるので、リサ
イクルが広まる契機となった。この影響からか、
多くの人が今でも古紙はトイレットペーパーに
なると思っている。ちり紙交換では回収業者が
分別して回収を行ったことから、古紙の品質は
非常によかった。
ところが平成に入るとバブルが崩壊し、価格

破壊により古紙価格も暴落して集団回収が衰退
した。当時の古紙価格、つまり問屋が売る値段
をみると、1kg当たり段ボール 5円、新聞 7円、
雑誌 3円と大きく値が下がっている。

ごみ非常事態を宣言し�
名古屋方式をスタート

古紙価格の暴落や集団資源回収の衰退によっ
て、名古屋市内のごみ処理量は増え続け、本来
は資源として再利用できるものまで、ごみ化し
ていた。こうした事態を受け、名古屋市は 1999
年に「ごみ非常事態宣言」を出し、翌年から学
区協議会方式による集団資源回収をスタートさ
せた。これは分かりやすくたとえると、民間に
よる行政回収といった方法で、「名古屋方式」と
呼んでおり、今回の講演テーマでもある。
1998 年には名古屋市のごみ処理量が 100 万t

に迫り、焼却能力や埋立て容量の限界を迎えつ

表 1．各組合の役割
◆中部製紙原料商工組合（中部商組）
愛知県・三重県・岐阜県の古紙問屋 58 社の組合
【主な事業】��古紙の共同輸出、組合だよりの発行、市況報

告など
◆愛知県再生資源団体連合会（愛資連）
愛知県主催のごみゼロ社会推進あいち県民会議の理事
◆愛知県古紙協同組合（古紙協）
愛知県で古紙を扱っている 38 業者の組合
【主な事業】行政委託事業の実施
・�名古屋市：紙製容器包装、PETボトルの選別・梱包・
保管などの業務
・�津島市、弥富市、安城市、愛西市、尾張旭市、飛島村の
古紙などの収集業務など

◆名古屋リサイクル協同組合（名リ協）
名古屋市の集団回収を実施している回収業者 61 社の組合
【主な事業】名古屋市学区協議会方式集団資源回収
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つあった。全く余裕のな
いごみ処理状況にあった
と言える（表2）。また当
時は分別回収を行ってい
ないので、排出時の区分
は「燃えるごみ」と「燃
えないごみ」の 2種類だ
けだった。
当時、古紙が非常に余
っており、特に雑誌古紙
の余剰は深刻で、業界としてどう解決すればよ
いかと協議を重ねていた。折しも年末は雑誌の
刊行点数が多い時期と重なるため、出された雑
誌古紙の置き場所もなく、10月頃から各集団回
収の団体に対して、家庭内で備蓄するようにと
依頼文書を配布。12月は雑誌を回収しなかった。
ところが市民は、古紙として出せないなら紙
屑じゃないかということで、各自の判断に基づ
き燃えるごみと一緒に雑誌もすべて出してしま
った。これによって、ごみの量が一気に増え、
後から聞いた話では例年の12月の倍になったそ
うだ。これが、ごみ非常事態宣言につながった
要因の一つだったかもしれない。
ごみ処分場は名古屋市内には作れず、岐阜県
と愛知県の頭文字をとった「愛岐処分場」（岐阜
県多治見市）で処理しているが、埋立て可能区
域の余裕はなくなっている。そこで、名古屋市
港区にある藤前干潟に最終処分場を作る計画を
立てていたが、環境問題により断念することと
なった。あと 2年もすると、埋立て区域は満杯
になるという状況まで追い込まれていた（写真
下）。

その頃、国政のレベルでは、リサイクルに関
する法律が次々と制定。1993 年に環境基本法、
2000年に循環型社会形成推進基本法、同じく容
器包装リサイクル法、2001年に資源有効利用促
進法といった法律が相次いで施行された。名古
屋市では容器包装リサイクル法を励行し、紙リ
サイクルを推進・実行することとなった。そし
て先述の通り 1999 年 2 月に「ごみ非常事態宣
言」を発令。ごみを分別してリサイクルを推進
し、ごみの減量を図るという方針に転換した。
以前は黒いポリ袋に何でも入れて、ごみとし

て出していた。しかし非常事態宣言以降は、黒
いごみ袋から透明のごみ袋に替え、ごみを分別
して出すという方針に大きく変更した（写真上）。
とはいえ、これを短期間に浸透させるのは容易
ではない。そこで、「新資源回収に向けて」と題
したパンフレットを作成したほか、地域ごとの
説明会も延べ 2,300回、累計 21万人の市民に対
して実施した（写真下）。
2009 年 4 月からは紙製容器包装、PETボト

ル、プラスチック製容器包装の収集を開始。写
真（31頁）は、各容器ごとに排出物がきちんと
分けられているかどうかを、地域の保健委員が
チェックしている様子だ。こうした人たちの協
力により分別回収が定着した。

表 2．  名古屋市の 
ごみ処理量推移

� 単位：万 t
年　度 処理量
1993� 90.8
1994� 93.0
1995� 93.4�
1996� 95.5�
1997� 98.8�
1998� 99.7�
1999� 89.4
2000� 76.5
2005� 70.3
2010� 62.2
2017� 61.1
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分別の中身だが、現在の名古屋市の「ごみ減
量・資源化ガイド」をみると、古紙は「集団資
源回収」という枠で明記しており、回収日が記
載された日に古紙を出してもらうようにしてい
る。また古紙回収に当たっては、名リ協が対応
することになった。
ガイドに記載されている「各戸収集」と「ス
テーション収集」は、ともに行政回収になるの
で、名古屋市が収集する。紙製容器や PETボ
トルなどの選別・梱包・回収業務は、愛紙協が
受託する。

「なごや古紙リサイクル協議会」の発足

集団資源回収を将来にわたって定着させるた
め、1999年 8月に「なごや古紙リサイクル協議
会」が発足した。協議会に参加したのは新聞社・
新聞販売店（中日、朝日、読売、日経など）、製
紙メーカー、古紙業界（愛紙協、名リ協）、市民
（名古屋市内の子供会連合会、保健委員など）、
行政（名古屋市）で、これらが一つのテーブル
に着いた。
それぞれの役割を表 3にまとめているが、当

時は拡大生産者責任（EPR）というのが問われ
ていて、その中には新聞社や製紙メーカーなど
も含まれていた。こうして、利害関係者一同が
古紙リサイクルの在り方について同じ土俵上で
話せるようになり、ごみ分別基準の統一が図ら
れ、品質向上が進んだ。
ごみの減量を図るため月 1回は必ず資源回収

を実施することとし、その回収を請負う名リ協
加盟の回収業者に対しては、名古屋市から補助
金が出る仕組みを整えた。また中日新聞社には、
環境情報誌『Risa』の発行や集団資源回収の告
知チラシ作成で協力をいただいている。『Risa』
は現在も、資源・環境問題などを伝える情報紙
として月 1回発行している。また作成された告
知チラシは、地域住民へ古紙の回収日を知らせ
るために新聞販売店が配布を行っている（写真
下）。

家庭内の古紙分別では、分別基準の統一とし
て、ひもで縛って出してもらうことを古紙業界
から強くお願いした。古紙回収の取組みを始め
た当時、新聞販売店では購読世帯サービスの一
貫として古紙の回収袋を各家庭に配布しており、
その袋の中に古新聞を入れて出すのが一般的だ
った。しかし袋の中に入れて出すとなれば新聞
だけでなく、雑誌や封筒などの雑がみ系も混ざ
ってしまう。これにより古紙の品質が大いに乱
れたことから、家庭から出す段階でやめてもら
おうとした。
そこで協議会の場において、古紙の品質を上

げて価値を高めるには分別の徹底が大事だと説
明し、ひもで縛って出すことで統一を図った。

表 3．「なごや古紙リサイクル協議会」参加メンバーの役割
＊新聞社・新聞販売店
　告知チラシの作成・配布及び各種媒体を使った啓発
＊製紙メーカー
　古紙の全量引取りと古紙配合率の拡大
＊古紙業界
　分別基準の統一化と効率的な回収、円滑な回収実施
＊市民
　分別排出への協力、再生品の使用促進
＊行政
　資源回収活動の支援と市民への啓発、情報提供
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回収業者の立場からすると、排出時に中身が見
えることはとても大事で、見えないとなると何
が入っているのか分からないというリスクもあ
る。ひもで縛って出すという分別基準の統一は、
古紙の品質向上に大きな役割を果たした（写真
下）。

一方、雑がみの回収は 2004 年から始まった。
名古屋市では、それまで新聞、雑誌、段ボール、
牛乳パックなどは回収するけれども、それ以外
の古紙については基準が不明確だった。雑誌古
紙のように縛れるものは出してもらえるのだが、
では、縛れないないものはどうしたらよいのか
となった。例えば、トイレットペーパーの芯や
封筒といった、多種多様な雑がみの処理方法に
ついて、市民から問い合わせが上がってきた。

それを受けて、雑がみについては、紙袋の中に
まとめて入れてもらい、ひもで縛って出すよう
にしてもらった。
地域の集団回収としては、ビンや缶、PETボ

トルなどの回収拠点に、古紙も出すことにした。
毎月この回収を実施することで、ごみの減量に
つながったと言える。それまで子供会や町内会
では、極端に暑い季節や寒い季節には資源の集
団回収を行っていなかった。これを毎月実施す
ることで、ごみ減量を図ることができた。
集団資源回収の方法だが、例えば城西⼩学校

区を例に挙げてみよう。学区内には40ヵ所ほど
の資源回収施設がある。そして回収日の 2日前
に新聞販売店が学区内の世帯に対して告知チラ
シを配る。それを見た住民が、最寄りの回収拠
点に古紙を持ち込む。持ち込まれた古紙は、名
リ協の組合員が回収するという流れだ。
このように毎月定期的に古紙を回収する取組

みが定着した結果、ごみの発生量は大きく減少
した。この古紙回収の推進に加えて、容器包装
リサイクル法の完全施行という追い風もあり、
名古屋市のごみ処理量は1998年度の99.7万 tか
ら 2010 年度には 62.2 万t と、約 40％も減量す
ることができた（図）。

図．ごみ非常事態宣言後の名古屋市ごみ処理量の推移� 単位：万 t
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赤字覚悟で余剰古紙を輸出

名古屋市がごみ非常事態宣言を発出した1999
年から 2010 年にかけて、ごみ処理量は約 40％
減少したが、その後は2017年に至るまで年間の
処理量は 60 万t 台と概ね横ばいで推移した。
一方、国内で回収された古紙は本来、国内の
製紙メーカーに全量納入できればよいのだが、
2010年以降は東日本大震災やリーマン･ショッ
クなどもあって紙・板紙の内需が振るわず、古
紙回収量が増えても製紙メーカーに 100％は引
き取ってもらえないという事態が到来した。
このままでは、再び余剰古紙が増え続けてし
まう。そこで古紙業界としては、赤字覚悟で古
紙を輸出することにした。これによって、ごみ
の減量が実現できたといっても過言ではないの
だが、市民からは「せっかく集めた古紙をなぜ
輸出するんだ」といった批判も一部で出てきた。
この状況を理解してもらうために、製紙業界の
現状を説明したりもした。
中部商組として古紙の輸出事業に踏み切った
理由の一つに、製品とともに海外から日本へ大
量の段ボールが入ってくるという事情があった。
これは梱包材としての役目を終えた後、そのま
ま日本で古紙になるわけだから、成り行き任せ
では需給バランスがとれなくなる。幅広い用途
に使える新聞古紙は余剰化の懸念が少ないので、
組合事業としては輸出に取り組まなかったが、
段ボール古紙や雑誌古紙は輸出で国内の余剰化
を防ぐ必要があった。
折から中国では21世紀に入って製紙産業が急
成長し、国内の回収システムが整備されていな
いこともあって、世界中から大量の古紙を輸入
するようになった。とりわけ日本の古紙は選別
品質が高くて異物の混入が少ないうえ、欧米に

比べて輸送距離も短いので発注から納品までの
時間を短縮できる。
このようなメリットが評価されて輸出事業の

採算が好転した結果、他の地区の古紙問屋も積
極的に輸出を手がけるようになり、ピーク時の
2012年には国内回収量の2割強に当たる490万
t 以上の古紙が、中国を中心とした海外へ輸出
された。また輸出価格に引きずられる形で国内
の古紙市況も回復したことから、余剰時に古紙
回収業者に支払われていた助成金も打ち切られ
た。
さて、2010年度以降はごみの減量化に頭打ち

傾向がみえていたが、行政としてはさらなる減
量の必要に迫られており、組合に対して名古屋
市から相談があった。この背景には、ごみ焼却
施設の処理能力が2020年3月から低下するとい
う事情があった。ごみの減量化は差し迫った課
題だった。
依頼を受けて、2017年度に排出された可燃ご

みの組成調査を行ったところ、古紙（新聞・雑
誌、段ボールなど）が年間 3万 8,000t、容器包
装が同 2万 3,000t で、合わせた 6万 1,000t につ
いては、まだ資源化できる余地が大きいと分か
った（図）。そこで、ごみの中からこの6万1,000t
分を抽出し、資源化する方策を立てることとな
った。

「なぜ分けるのか」を
正しく知ってもらう

図．ごみの組成割合� 単位：万 t

古紙
（新聞・雑誌・
段ボール・雑がみ）

ごみ量
3.8

資源化量
7.5

繊維製品（衣類・布類） 2.3 0.2
びん・缶・PETボトル 0.2 2.5

プラスチック製容器包装 2.7 2.2

紙製容器包装 2.3 0.7

プラスチック製品 1.6
草木類 5.1

生ごみ 12.3

その他
（資源化困難な紙など） 10.6

注）数量は 2017 年度の名古屋市実績。
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まず、ごみ減量の方策
として古紙回収サービス
を提案した。今、日本は
世界一の超高齢社会と言
われている。こうした中、
地域住民からは「回収場
所（ステーション）まで
古紙などを持っていけな
い」という声も非常に多
く挙がっていた。そこで、各戸回収を推進する
ことになった。名古屋市では今、回収量の 7割
ぐらいがステーションから各戸回収へ移行して
いる（写真上）。通常の子供会や町内会の回収
も、各戸回収にしてほしいとの要望があり、徐々
にこうした変化が起きている。
もう一つは、常設ステーションの設置だ。古
紙業界の提案したステーション方式だが、これ
は利便性が高い。今、宅配ニーズが増えており、
家庭内に段ボールが溜まりやすくなっている。
段ボールは嵩張るので、すぐに片付けたいとい
う要望が多い。そのニーズに応えるため、古紙
業界から常設ステーションの設置を提案したこ
とが喜ばれている（写真下）。

常設ステーションを設置した当初は、地域の
集団回収の量が減る（＝収入が減る）という理
由で反対意見もあった。実は名古屋市も、当初
は設置に反対の意向だった。そこで反対してい
る人たちと 2年がかりで議論を行い、ようやく
認めてもらった。結局、古紙などをステーショ
ンに持っていく人も、片付ける人も市民であり、
市民の利便性を考慮したことが認められた部分
はある。その後、消防法の関係から消防署など
とも調整を行い、今では名古屋市内に 100 ヵ所

ほど設置している。
分別された古紙は、品質チェックも兼ねて選別
作業を行っている。全原連の古紙商品化適格事
業所認定制度に則り、事業所で選別チェックさ
れ、製紙原料が生産される。そこで適格と判断さ
れた商品は、日本古紙品質認定制度（J-BRAND）
というラベルを貼付している（写真上）。このラ
ベルは古紙を輸出する際にも貼付され、組合が
輸出する段ボール古紙には「J-BRAND認定」の
ラベルが貼られている。
古紙回収の啓蒙活動についてだが、⼩学校へ

の出前事業や、工場見学会などを開催している
（写真下）。なぜ、ごみを分別するのかをきちん
と伝えるため、中部商組として、全原連の「古
紙リサイクルアドバイザー」認定制度を活用し、
古紙再生促進センターの行う出前授業を2013年
度から始めた。当初は 3校からのスタートだっ
たが、19 年度は 31 校まで増えた。ただ残念な
ことに、今年はコロナ禍で中止となってしまっ
た。

分別ごみの“その後”を �
正確に伝えることが大切

ごみの分別文化を守るためには段ボールは段
ボールに、新聞は新聞に、雑誌は紙箱になると
いう事実を、知識として学んでもらうことが大
切だ。先ほども言ったように、新聞古紙や段ボ
ール古紙がトイレットペーパーになると思って
いる人はまだまだ多いので、なぜ分ける必要が
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あるのかを正確に伝えることは大変重要だ。
昨年、愛知県内の16自治体からごみ減量の担
当者に集まってもらい、紙リサイクルの意見交
換会を開催した（写真上）。これも古紙再生促進
センターの事業として行ったものだが、自治体
の担当者は 2年ほどで異動するので、禁忌品が
何かを知らない人もいる。相互理解のために、定
期的な意見交換会の実施は必要だと強く感じた。
古紙回収における自治体の目的は、ごみの減
量を推進することにある。一方、製紙メーカー
側は、良質の製紙原料を安定的に購入すること
が最大の眼目だ。このように両者の視点は異な
ることから、両者の間に古紙業者が調整役とし
て介入し、まとめていかなければならないと思
っている。
自治体との意見交換会では、紙リサイクルと
SDGs（持続可能な開発目標）との関係性につい
て伝えている。これまでは、モノを作る責任だ
けだったが、今は使う責任もあるのだという知
見を説明している。20 年前は拡大生産者責任
（EPR）により、作る側ばかりに責任が求められ
ていた。しかし、SDGs によって使う側にも責
任があるのだという考え方がクローズアップさ
れたことの意義は大きい。なぜかというと、「消
費者＝ごみ排出者」でもあるからだ。

また昨今の古紙輸出問題については、古紙の
余剰原因に中国の環境規制によって輸出市場の
不安定さが増し、構造調整の局面に入ったこと
が挙げられると説明した。後日、自治体の担当
者から、協力するので古紙を輸出してほしいと
いう要望の声も上がった。

日本のキャッチフレーズは　　�
「分ければ資源、混ぜればゴミ」

冒頭で申し上げたように、古紙の本質は「分
別」にあり、種類ごとに分けるので資源古紙に
なる。こうした日本のごみの分別文化を守るこ
とが、古紙の品質を維持するうえで重要な役割
を果たすと思われる。
分別された古紙を回収し、選別チェックして

製紙原料を生産し、適正な価格で品質のよい原
料を供給すること、そして、どんな環境におい
ても、リサイクルを継続させることが、われわ
れ古紙業者の責務と言える。たとえ古紙が安く
なっても回収システムや品質を維持し、余剰に
なった時には古紙を輸出して需給をバランスさ
せることが社会のためになる。
2019年の日中古紙セミナーで、私は「分けれ

ば資源、混ぜればゴミ」という日本のキャッチ
フレーズを中国の人たちに伝えた。中国では古
紙のことを「廃紙」と呼ぶが、日本の古紙は分
別された「製紙原料」であると伝えている。こ
うした日本の良い習慣を学んでほしいと切望す
る。
今年はコロナ禍という大変な時代となったが、

大企業はよりグローバルに、中⼩企業はさらに
地域のために貢献しなければ存続できない。地
域に根づく古紙業界は、社会貢献と企業側利益
を両立させるクリエーティング・シェアード・
バリュー（CSV）を実践することが肝要だと考
える。日本語的にいうと、英語と算盤の関係が
近いのかもしれないが、この実践が地域社会に
とってなくてはならない活動だと思っている。
最後に、愛知県の取組みは中部商組をはじめ、

古紙協、名リ協などで手腕を発揮された先達か
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ら引き継いで、今に至っていることをお伝えし
ておく。

∽　　　　∽
以上の講演を終えた全原連の石川副理事長に
対し、以下の 2点について質問があったので、
紹介する。
第 1 の質問…さらなるごみ減量の方策として古
紙回収サービスの推進など、大変素晴らしい取
組みと感じた。その分、回収における労力や苦
労も多かったと推察されるが、新たに見えてき
た課題はなかったのか。また事業系の古紙回収
は、今後どのように取り組むのか。
石川氏の回答…回収における苦労、労力は相当
あったが、中でも人員の確保が難しいという課
題があった。また、働き方改革に対応しないと
いけないという要望もある。
各戸回収に変えてほしいと名古屋市からも依
頼され、名リ協と推進してきたが、組合員の中
でもコストが合わないことを理由に、辞退する
向きがある。コストが合わない理由には、回収
量の減少がある。
ただ、各戸回収を古紙業界の提供するサービ
スとして認めてもらった結果、名古屋市からの
補助金がこの 4月より支給されているので、コ
スト面では採算が合うようになったと思ってい
る。
次の事業系回収だが、これには一般の古紙回
収と機密性の古紙回収がある。一般古紙回収は
コロナ禍の 5月以降、相当に量が減っており、
通常の半分くらいまで減少した事業所もあった。
今後、さらに量が減るのではないかと危惧して
いる部分もある。

もう一つの機密古紙回収だが、これも量は減
るかもしれないが、漏洩問題もあることから、
機密を保持してリサイクルすることが一段と重
要になる。そのため、第三者認証などの認定制
度を積極的に取得して、管理徹底ができている
ことを訴求する必要があると思う。
事業系の場合、問題なのはシュレッダー処理

した古紙だ。シュレッダーにかけた古紙は製紙
原料に向かないことから、取扱いが難しく、引
き取り手も少ない。いかにシュレッダーを掛け
ない状態で回収するかというところが課題だろ
う。
第 2 の質問…愛知県は製造業が多く、外国人労
働者も多いと聞いている。こうした外国人に対
する古紙回収の啓蒙活動など、苦労や工夫など
があれば教えていただきたい。
石川氏の回答…啓蒙活動は各自治体が行うこと
だと思うが、名古屋市では、先ほど報告したよ
うに、分別に関するパンフレットなどを配布し
て啓蒙活動を続けている。これには中国語版も
あり、名古屋市のホームページにも掲載されて
いるので、そちらを参考にしてもらうようにし
ている。
ごみを分別する習慣のない国の人たちに、分

別を習慣化させることは容易ではないと思う。
日本人の場合でも 7～ 8割は協力してもらえる
が、それでも決して 100％にはならない。
また、分別のことを翻訳して伝えようとして

も簡単には理解してもらえない部分がある。ま
ずは、彼らに日本を好きなってもらい、自分た
ちの住む地域住民がやっている分別を真似ても
らうしかないのではないだろうか。
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2020 年の古紙市況は 2019 年からの暴落を引
きずり、特に輸出古紙は低位安定で推移すると
思われたが、年初より世界中に影響を及ぼして
いる covid-19 により、輸出価格のみならず製品
輸出の数量、コンテナの流れやポジションに甚
大なる変化を及ぼしており、尚その影響は継続
されている。
2020年はアメリカの大統領選挙が行われ、民
主党が勝利を手中に収める中、政策の一つに掲
げているのが「環境政策」である。現在アメリ
カ国内の古紙はシングルストリームで選別され、
販売されないものは基本的にはごみとして埋め
立てられている。
2021年以降、中国に輸出されていた数百万ト
ン規模の古紙が行き場を失った後、その「環境
政策」の中で「埋め立て」か、輸出を再開して
でも「リサイクル」かの議論が大国間でなされ
た場合、少なからず予断を許さない激しい変化
が、来年以降も古紙業界を覆うかも知れず、今
後も古紙は米中間との貿易関係に巻き込まれて
いくだろう。

一方で、中国を含めたアジア圏全体の経済成
長は目覚ましく、2021年以降も製品輸出や古紙
輸出の主たるマーケットになる事は疑う余地が
ないが、今までとの大きな違いは中国への古紙
輸出が止まる2021年以降、日本は古紙のみなら
ず、日本から輸出される紙製品も、中国を仕向
け地とした国際競争に晒される可能性が高くな
るだろう。

新年あけましておめでとうございます。
さて、「2021年の古紙輸出はどうなるのか？」

というテーマに関してですが、日々激しく変化
する環境の中でコメントすることは非常に難し
く、新年を迎えてみなければ全く様子が分から
ないというのが本音です。
新型コロナの影響で日本国内の様子も大きく

変化しましたが、発生する古紙の全てを国内消
費することは難しく、引き続き輸出に頼らなけ
ればならない環境にあることは周知の事実です。
固体廃棄物輸入禁止に伴い行き場を失うであろ
う中国向け古紙を、東南アジアへ仕向地変更す

日商岩井紙パルプ株式会社
 東京製紙原料部　山下 将史

美国中南日本株式会社
 専務取締役　常盤 聡

特 集 2021年の古紙輸出はどうなるのか？

展望が開かれた古紙輸出
　昨年の全輸出量の約 3 割（約 100 万トン）になる中国向け古紙輸出が禁止された。次の成長
市場として期待されるベトナム、インドネシア、タイを始めとする東南アジア。しかし、昨年後
半からコンテナ不足で出荷が停滞している。さらにコロナ感染拡大の勢いは衰える兆しもない。
米国カリフォルニア州は昨年 12 月に再び都市封鎖（ロックダウン）を行っている。欧米ではコ
ロナ感染拡大で古紙供給が不安定になることが考えられる。
　特集では、組合の国際マーケット調査事業に協力いただいている各社に対して、2021 年の古
紙輸出についての回答を掲載している。

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
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るといった単純なものではなく、引続き原料供
給を必要とする中国への対応を加味した取組が
必要になると考えます。
2021年も古紙業界を取り巻く環境はより一層
厳しさを増しているのではないでしょうか。そ
のような環境の中、弊社の強みであるメーカー
直結のネットワークを駆使し、中国政府の打ち
出す方針にいち早く対応できるよう、弊社に出
来ること全てに力を注ぎ、また明るい未来を切
り開いていく事が弊社の使命であると捉え、古
紙業界に携わる皆様のお役に立てるよう、誠実
さと情熱をもって進んで参りたいと思います。
最後に、関東商組並びに組合員様の益々のご
発展を祈念申し上げ、本年も変わらぬご愛顧を
賜りますよう、どうぞよろしくお願い致します。

先ず、結論から述べさせていただくと来年以
降古紙の流通が途絶えてしまう…可能性は低く、
東南アジアの市場は中国がシェアの多くを占め
ていた原料を既に受け入れる能力も十分有るよ
うに見受けられる。
同時に世界の段原紙需要はまだまだ成長過程
で有る為、目先数年は古紙供給＜需要の関係性
が強く表れる為、底値難い古紙価格が来年以降
も継続する古紙市況と見ている。

上記理由についてもう少し詳しく以下に記載
致します。

１．世界段原紙増産に関して
新型肺炎による世界中の経済パニックが生じ
る前から、板紙需要は顕著に伸びており、各国
増産に向けて下準備を整えていた。パンデミッ
クが落ち着かない昨今でも計画中止の話は上が
らず、当初予定より時間は掛かるものの大型設
備が順次稼働する予定である。

・欧州…700 万トン
2019 ～ 2022 年、再生ベース 580 万トン、パ
ルプベース 120 万トン、再生パルプ 100 万ト
ン増産計画。

・北米…300 万トン
2019 ～ 2022 年、再生ベース 192 万トン、パ
ルプベース 108 万トン、再生パルプ 203 万ト
ン増産計画。

・中国…650 万トン
強化中芯や高強度ライナーを 135 ～ 650 万ト
ン設備増強予定。

・東南アジア…1,500 万トン
2025 年までに段原紙、1,500 トン、再生パル
プ 300 万トンが稼働予定。

・日本
2021 年までに段原紙 87 万トン、停機、転抄
を含め 70 万トンの純増産予定。

※�5 年以内に累計 3,000 万トン以上の増産見込
みとなっている。

２．中国段原紙 /再生パルプ輸入に関して
〈再生パルプ〉
中国の再生パルプの輸入量は 2018 年 29 万ト

ン程だったが、2020年は 180万トンに到達する
予定。そして、輸入元は東南アジアが多く、シ
ェア上位からラオス（22％）、台湾（18％）、マ
レーシア（16％）、米国（14％）、ミャンマー
（9％）…となっている。
ラオス、ミャンマー、タイは 2年前までは再

生パルプの輸出実績が全くない中から、中国の
需要に合わせて急伸しており、短期間で需要を
形にする各地メーカーの意気込みが表れている。

〈段原紙〉
2019 年の中国の段原紙輸入量は 341 万トン。

2020年は既に500万トン近く輸入されており現
在発表されている各国増産計画から鑑みても
1,000 万トン輸入まで多くの時間は掛からない。
中国へ段原紙を輸出している国も東南アジア

のメーカーのシェアが圧倒的である。

山發日本株式会社
 営業部　製紙原料課　青木 幸一
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〈中芯〉※シェア上位から
インドネシア（33％）、韓国（13％）、ベトナ
ム（13％）、インド（9％）、台湾（7％）…

〈ライナー〉
米国（23％）、ベトナム（13％）、台湾（7％）、
ロシア（７％）、日本（6％）…

輸入している段原紙はライナーと中芯は各半
分ほどの割合であり、再生パルプと合わせて今
後年間 1,500 トンは容易に輸入できる環境とな
るので、今まで古紙を輸入して自国で生産して
いた部分を輸入品で補うことができる。

３．東南アジアの古紙輸入増に関して
中国が2013年の古紙輸入量2,924万トンに対
して東南アジアは当時 875 万トンほどしか輸入
していなかった。2019 年、中国の輸入量 1,360

万トンに対して、1,745万トン東南アジアの国々
では輸入し、2013年と比較した際に全体輸入量
（3,799 万トン）は減少はしているものの、2019
年全体量（2,781 万トン）の 60％近いシェアを
東南アジアの市場が受け入れている。

結論：中国の市場規模や影響力の大きさは引き
続き来年以降も切っても切れない関係性を持つ
ことになる。短期的には中国の原紙需要は一気
に高まり、中国国内製品は薄物、高強度化され
るためパルプ比率が高い製品が主に流通し、中
国国内で製造できない製品が東南アジア周辺諸
国で精力的に生産され、中国へ輸出される商流
が多くなると考えられる。それに伴い東南アジ
アメーカーの古紙調達姿勢は益々活性化され、
中国が抜けた穴を容易に埋める事が出来るので
はないでしょうか。

http://www.kk-sakurai.com/
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令和 2年 10 月 16 日（金曜日）銀座ブロッサムにて東京都知事感謝状 216 名、東京都中⼩
企業団体中央会会長表彰 152 名の表彰式が開催されました。関東商組からは大久保信隆理事
長と⼩池茂男理事が団体役員として、東京都知事感謝状を授与されました。また、組合功労
者として高橋徳行理事と平松邦明理事、優良専従役職員として富所富男専務理事が東京都中
⼩企業団体中央会会長から表彰状が授与されました。今回の表彰式は、新型コロナウィルス
感染拡大防止のための参加人数に制限があり、関東商組からは大久保理事長と⼩池理事が参
加されました。

　〈受賞者〉

東京都知事感謝状
大久保　信隆　理事長
小池　茂男　　理事

東京都中小企業団体中央会会長表彰
《組合功労者》

高橋　德行　理事
平松　邦明　理事

《優良専従役職員》
富所　富男　事務局長

　　　　　　　（被表彰者名簿順）

左 小池理事　　　右 大久保理事長小池都知事 祝辞
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東京都中小企業団体中央会表彰式
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新 社 長 紹 介

この度、近藤勝の後任として、令和2年 10月
1 日付で代表取締役に就任しました近藤行輝で
す。入社して42年に成ります。身に余ることと
は思いますが、会社のため、従業員と健全に発
展できる会社を目指し、陣頭に立とうと決意し
ました。
今日こうして弊社の経営が続けておりますの
も創業者である私の父と、この度会長に就任し
た私の兄である前社長のお客様に対する感謝の
精神であると考えております。この精神を引き
継ぎ、従業員とともに頑張って行きたいと思っ
ています。
さて、昨今古紙業界を取り巻く環境は、非常
に変化が激しく古紙問屋にとっては大変厳しい

ものに成っております。中国の古紙を含む固体
廃棄物輸入禁止に伴う市場の混乱、世界中の新
型コロナウイルスの流行とそれに伴う一層のペ
ーパーレス化は、決して大きいとは言えない古
紙業界の様相を変えてしまう勢いでございます。
危機的とも言える状況では有りますが、このよ
うなときだからこそ原点に立ち返り、現場から
経営を見ていきたいと考えております。
私は常に現場に一番近くにありたいと考え、

仕事をしてまいりました。
現場にこそ経営の本質があると考えておりま

す。
現場を支えるお客様、関係会社の皆様、従業

員と一緒に考え、成長することが私の信念です。
お客様や関係者の皆さんの現場の声を謙虚に聞
き、これらを経営に活かし事業の発展に寄与し
たいと考えています。そのためには今まで以上
に意思疎通ができる風通しの良い現場作りを徹
底しようと思います。開かれた会社づくりの基
本は明るい環境づくりであると考えております。
コンプライアンスを順守した会社運営を基礎に
した、お客様や関係者の皆さんの声を活かせる
柔軟な組織運営を今まで以上に進めてまいりま
す。今後も皆様からの変わらぬご指導ご鞭撻の
ほどよろしくお願い致します。

美濃紙業株式会社
代表取締役　近藤 � 行輝
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三紙会　Tweet 「アフターコロナ」

コロナ以前より体重が 3ケタを超えている事
もあり慢性腰痛を患い10月下旬に椎間板ヘルニ
アの摘出手術を行いました。痛みは軽減したも
のの完治できていなく、これを機会にダイエッ
トを真面目に取組み健康な体を手に入れるべく
大好きなお酒やラーメンなどを控えております。
本来であれば日頃より節制するべきですが、

入院して健康である有難みを痛感しております。

緊急事態宣言が解除されて、しばらくの間は
感染者の数も少なく終息したように思われまし
たがPCR検査を受ける人数が増えた事もあり現
在でも日々、数百人の感染者が出ている状況で
すが生活環境は戻りつつあります。

株式会社藤川紙業
金 井 � 大 輔

る。以前から店舗ではなかなか見つからないも
のや特別なものを買う時のみ利用していたが、
人との接触を極力避ける環境下において、日用
品の購入などもオンラインショッピングを利用
するようになった。
これらの利便性・安全性・衛生面を考えると、

以前の様な生活スタイルには戻らないと感じて
おり、同様に就業環境などコロナ禍で変化した
ものは今回の変化から元には戻らないものにな
るだろう。5年後 10年後が不安でもあり、楽し
みでもある。

今回のテーマである「アフターコロナ」、既に
巷ではアフターコロナは当分来ることはなく、
『ウィズコロナ』の状態が長く続くと考えている
様である。その観点から考えると、自分自身が
おのずと始めている、若しくは多用しているも
のがある。電子マネーの活用とオンラインショ
ッピングである。
元々現金払いが多く、ちょっと高額になる時
のみクレジットカードを利用していた⼩生が、
最近では殆どが電子マネーor�カード払いになっ
ている。以前は現金所持による安心感があった
が、昨今の状況でそれが不衛生と言う感覚にな
り、またコロナ禍で電子マネーの利用出来る店
舗が一気に増え、支払いが迅速で履歴が残るな
どのメリットがあることから、完全に切り替え
ている。
オンラインショッピングについてもそうであ

三弘紙業株式会社
持 永 � 毅

KANTOU211.indd   42 2020/12/28   9:41



No.2112021（R3）1-20

43

Ａ：GoTo イートも大盛況って聞いたで。
Ｂ：それは「アフターコロナ」やろ。
Ａ：第 3波なんて言ってるメディアもあるで。
Ｂ：それは「アフターコロナ」ちゃうで。

こんな漫才がテレビから聞こえてきそうな昨
今の時世だ。
ため息をつくにもマスクをしてからだ。

Ａ：�GoTo トラベルで旅行する人が増えたらし
いで。

Ｂ：ほな「アフターコロナ」やな。
Ａ：でもまた感染者が増えているみたいやで。
Ｂ：ほな「アフターコロナ」ちゃうがな。

有限会社北信紙業
高 山 � 友 生

もせずに街中を歩ける”、“パネル越しではなく
和気あいあいと飲食できる”等の『普通

4 4

の行動』
が、当たり前ではなく、こんなにもありがたい
ものだと感じさせていただいています。
さて、今回のお題は「アフターコロナ」とい

うことですが、コロナ前は、“家での食事＝休肝
日”のような状態でしたが、飲み会や外食が減
り、“適度な？家飲み”のお陰で“ごはん（米）”
を食べなくなったからか体重も多少減り、検査
の数値も改善してきたのは、自粛生活のお陰か
もしれません（笑）
コロナ前の社会・環境に戻っても、体重は戻

さないよう、節制に努めたいと思います。
何よりも 1日も早い治療薬の登場でコロナ禍

の終息を願ってやみません。

♬マスクも無ぇ　薬も無ぇ　PCRは何者だ
会合無ぇ　飲み会無ぇ　店も閉まって仕事
が無ぇ　カラオケはあるけれど　三密怖く
て客がいねぇ
世界中に猛威を振るう「新型コロナウィルス」
により、リモートワーク・授業やWeb 会議、
Uber�Eats、無観客試合、音楽や芸術のライブ
配信……など三密を作り出す環境が積極的に避
けられ、我々の生活スタイルに大きな変化があ
った 2020 年でした。“オンライン飲み会”など
はコロナ前には考えもしなかったことです。
今まで意識もしなかったことですが、“マスク

井出紙業株式会社
井 出 � 一 之

2021 年は行事が少ない。
₁月20日　��ジョー・バイデン46代アメリカ大統

領就任。
₃月11日　東日本大震災から10年。
₇月23日　中国共産党100周年記念日。
₇月23日～₈月₈日　東京オリンピック。
₈月24日～₉月₅日　東京パラリンピック。

₉月11日　アメリカ同時多発テロから20年。
時期未定　��衆議院議員選挙、任期満了の10月ま

でに選挙がある。
新型コロナウイルスワクチン接種開始。

すばらしい一年になりますようお祈り申し上げ
ます。本年もよろしくお願い致します。
� （編集人�斎藤大介）

編 記集 後
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新井紙材  株式会社

代表取締役　新  井  重  雄

東京都港区麻布十番2-7-1
TEL 03-3408-5862

株式会社  金子商事

代表取締役　金  子  　  孝

埼玉県所沢市南永井767-5
TEL 04-2944-4097

王子浮間古紙センター  株式会社

代表取締役　諸  隈  令  介

東京都北区浮間5-11-7
TEL 03-3967-6236

株式会社  新井商店

東京都台東区根岸5-14-13
TEL 03-3873-9111

株式会社  育峯紙業

代表取締役社長　毛  塚  孝  男

茨城県古河市小堤315-14
TEL 0280-98-2632
FAX 0280-98-2635

市川紙原  株式会社

代表取締役社長　栗  原  正  幸

千葉県市川市平田1-20-11
TEL 047-322-3301

株式会社  市川商店

代表取締役　市  川  哲  也

東京都練馬区早宮3-12-18
TEL 03-3992-6136
FAX 03-3992-6137

大村紙業  株式会社

代表取締役社長　大  村  直  紀

足立区保木間1-10-11
TEL 03-3850-9772

株式会社  木　下

代表取締役社長　木  下  一  善

神奈川県川崎市幸区戸手4-12-18
TEL 044-544-5611

株式会社  共益商会

代表取締役社長　赤 染 マ リ リ ン

東京都品川区南大井6-8-11
TEL 03-3763-9431

株式会社  工藤商店

代表取締役社長　工  藤  裕  樹

東京都板橋区前野町4-40-18
TEL 03-3965-5101

株式会社  木場リサイクル

代表取締役社長　新  井  英  希

東京都江東区塩浜2-14-2
TEL 03-5665-8088

栗原紙材  株式会社

代表取締役　栗  原  正  雄

東京都荒川区東日暮里1-27-9
TEL 03-3806-1751

株式会社  グリーン

代表取締役　斎  藤  浩  二

千葉県松戸市紙敷879
TEL 047-391-1588

ウブカタ資源  株式会社

代表取締役　金  子  真  澄

群馬県沼田市屋形原町2113
TEL 0278-22-5555

株式会社  今　井

代表取締役社長　今  井  利  明

埼玉県さいたま市浦和区
　　　　　　　　針ヶ谷1-1-14
TEL 048-831-5468

王子斎藤紙業  株式会社

代表取締役社長　諸  隈  令  介

東京都新宿区新宿1-34-8
TEL 03-3226-6611㈹

株式会社  大久保

代表取締役社長　大 久 保 信 隆
常  務  取  締  役　大  久  保  薫

代表取締役会長　新  井  勝  夫

代表取締役社長　新  井  重  樹

東京都荒川区東日暮里1-40-5
TEL 03-3891-1188㈹

株式会社  海　原

代表取締役社長　海  原  健  二

群馬県館林市新宿1-9-34
TEL 0276-73-0047

株式会社  金澤紙業

代表取締役社長　金  澤  基  彦

神奈川県藤沢市白旗4-2810
TEL 0466-81-0865

株式会社  梶谷商事

代表取締役社長　梶  野  隆  史

東京都杉並区堀ノ内3-13-3
TEL 03-3315-4411

昨年中はいろいろ有難うございました。

　　本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。迎　　春
令和3年 1月　　（アイウエオ順）

株式会社  久米川紙業

代表取締役　吉  浦  高  志

東京都東村山市廻田町1-18-91
TEL 042-391-4113

株式会社  斉藤久七商店

代表取締役　斉  藤  岳  二

東京都荒川区東日暮里4-14-2
TEL 03-3806-2897

株式会社  齋藤商店

代表取締役社長　齋  藤  米  藏

東京都千代田区神田神保町1-46
TEL 03-3293-7701㈹

株式会社  佐久間

千葉県四街道市四街道1544-2
TEL 043-420-6501

三弘紙業  株式会社

代表取締役社長　上  田  晴  健

東京都文京区本郷1-30-17
TEL 03-3816-1171㈹

株式会社  中商ホールディングス

代表取締役　中  上　　 剛

福島県白河市白坂鶴子山66番地1/2F
TEL 0248-28-2942

株式会社  斎藤英次商店

代表取締役　斎  藤  大  介

千葉県柏市柏6-1-1
TEL 04-7186-6701

株式会社  小池商店

代表取締役　小  池  茂  男

東京都新宿区新宿1-20-2
TEL 03-3354-9321㈹

株式会社  近藤商店

代表取締役社長　近  藤  國  宏

東京都台東区元浅草4-1-3
TEL 03-3843-3866
FAX 03-3843-3867

株式会社  國　光

代表取締役社長　朝  倉  行  彦

東京都台東区東上野1-28-12
TEL 03-5816-7055

有限会社  斉藤宏商店

代表取締役　齋  藤  久  雄

群馬県高崎市柴崎町1175
TEL 027-352-6633

株式会社  下田商店

代表取締役会長　土方十四江

代表取締役社長　土  方  道  明

代表取締役社長　佐久間仁宣

東京都日野市万願寺2-35-6
TEL 042-583-0753

株式会社  須　賀

代表取締役　須  賀  清  文

東京都荒川区東日暮里2-28-11
TEL 03-3891-6224

株式会社  タンザワ

代表取締役　中  村  幸  司

神奈川県秦野市曽屋357
TEL 0463-81-1010

東京紙業  株式会社

代表取締役　赤  澤  　  満

東京都中央区八丁堀3-5-8
TEL 03-5540-6141

株式会社  坪野谷紙業

代表取締役　坪野谷悟輝

栃木県下野市柴1-4
TEL 0285-44-5005

株式会社  富　澤

代表取締役社長　冨  澤  進  一

埼玉県川口市元郷3-21-31
TEL 048-227-3098　FAX 048-226-2044

株式会社  中　田

代表取締役社長　中  田  敏  夫

東京都渋谷区恵比寿西2-6-6
TEL 03-3461-5910

永田紙業  株式会社

取締役会長　永田博太郎

取締役社長　永田耕太郎
埼玉県深谷市長在家198
TEL 048-583-2141

株式会社 ナコジ

代表取締役会長　名古路勝彦

代表取締役社長　辻　　 昭  彦

東京都千代田区神田錦町3-13-7
TEL 03-5280-3710

有限会社  根本商店

代表取締役　根  本  祐  一

日立市平和町1-4-11
TEL 0294-21-2068

昨年中はいろいろ有難うございました。

　　本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。迎　　春
令和3年 1月　　（アイウエオ順）
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新井紙材  株式会社

代表取締役　新  井  重  雄

東京都港区麻布十番2-7-1
TEL 03-3408-5862

株式会社  金子商事

代表取締役　金  子  　  孝

埼玉県所沢市南永井767-5
TEL 04-2944-4097

王子浮間古紙センター  株式会社

代表取締役　諸  隈  令  介

東京都北区浮間5-11-7
TEL 03-3967-6236

株式会社  新井商店

東京都台東区根岸5-14-13
TEL 03-3873-9111

株式会社  育峯紙業

代表取締役社長　毛  塚  孝  男

茨城県古河市小堤315-14
TEL 0280-98-2632
FAX 0280-98-2635

市川紙原  株式会社

代表取締役社長　栗  原  正  幸

千葉県市川市平田1-20-11
TEL 047-322-3301

株式会社  市川商店

代表取締役　市  川  哲  也

東京都練馬区早宮3-12-18
TEL 03-3992-6136
FAX 03-3992-6137

大村紙業  株式会社

代表取締役社長　大  村  直  紀

足立区保木間1-10-11
TEL 03-3850-9772

株式会社  木　下

代表取締役社長　木  下  一  善

神奈川県川崎市幸区戸手4-12-18
TEL 044-544-5611

株式会社  共益商会

代表取締役社長　赤 染 マ リ リ ン

東京都品川区南大井6-8-11
TEL 03-3763-9431

株式会社  工藤商店

代表取締役社長　工  藤  裕  樹

東京都板橋区前野町4-40-18
TEL 03-3965-5101

株式会社  木場リサイクル

代表取締役社長　新  井  英  希

東京都江東区塩浜2-14-2
TEL 03-5665-8088

栗原紙材  株式会社

代表取締役　栗  原  正  雄

東京都荒川区東日暮里1-27-9
TEL 03-3806-1751

株式会社  グリーン

代表取締役　斎  藤  浩  二

千葉県松戸市紙敷879
TEL 047-391-1588

ウブカタ資源  株式会社

代表取締役　金  子  真  澄

群馬県沼田市屋形原町2113
TEL 0278-22-5555

株式会社  今　井

代表取締役社長　今  井  利  明

埼玉県さいたま市浦和区
　　　　　　　　針ヶ谷1-1-14
TEL 048-831-5468

王子斎藤紙業  株式会社

代表取締役社長　諸  隈  令  介

東京都新宿区新宿1-34-8
TEL 03-3226-6611㈹

株式会社  大久保

代表取締役社長　大 久 保 信 隆
常  務  取  締  役　大  久  保  薫

代表取締役会長　新  井  勝  夫

代表取締役社長　新  井  重  樹

東京都荒川区東日暮里1-40-5
TEL 03-3891-1188㈹

株式会社  海　原

代表取締役社長　海  原  健  二

群馬県館林市新宿1-9-34
TEL 0276-73-0047

株式会社  金澤紙業

代表取締役社長　金  澤  基  彦

神奈川県藤沢市白旗4-2810
TEL 0466-81-0865

株式会社  梶谷商事

代表取締役社長　梶  野  隆  史

東京都杉並区堀ノ内3-13-3
TEL 03-3315-4411

昨年中はいろいろ有難うございました。

　　本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。迎　　春
令和3年 1月　　（アイウエオ順）

株式会社  久米川紙業

代表取締役　吉  浦  高  志

東京都東村山市廻田町1-18-91
TEL 042-391-4113

株式会社  斉藤久七商店

代表取締役　斉  藤  岳  二

東京都荒川区東日暮里4-14-2
TEL 03-3806-2897

株式会社  齋藤商店

代表取締役社長　齋  藤  米  藏

東京都千代田区神田神保町1-46
TEL 03-3293-7701㈹

株式会社  佐久間

千葉県四街道市四街道1544-2
TEL 043-420-6501

三弘紙業  株式会社

代表取締役社長　上  田  晴  健

東京都文京区本郷1-30-17
TEL 03-3816-1171㈹

株式会社  中商ホールディングス

代表取締役　中  上　　 剛

福島県白河市白坂鶴子山66番地1/2F
TEL 0248-28-2942

株式会社  斎藤英次商店

代表取締役　斎  藤  大  介

千葉県柏市柏6-1-1
TEL 04-7186-6701

株式会社  小池商店

代表取締役　小  池  茂  男

東京都新宿区新宿1-20-2
TEL 03-3354-9321㈹

株式会社  近藤商店

代表取締役社長　近  藤  國  宏

東京都台東区元浅草4-1-3
TEL 03-3843-3866
FAX 03-3843-3867

株式会社  國　光

代表取締役社長　朝  倉  行  彦

東京都台東区東上野1-28-12
TEL 03-5816-7055

有限会社  斉藤宏商店

代表取締役　齋  藤  久  雄

群馬県高崎市柴崎町1175
TEL 027-352-6633

株式会社  下田商店

代表取締役会長　土方十四江

代表取締役社長　土  方  道  明

代表取締役社長　佐久間仁宣

東京都日野市万願寺2-35-6
TEL 042-583-0753

株式会社  須　賀

代表取締役　須  賀  清  文

東京都荒川区東日暮里2-28-11
TEL 03-3891-6224

株式会社  タンザワ

代表取締役　中  村  幸  司

神奈川県秦野市曽屋357
TEL 0463-81-1010

東京紙業  株式会社

代表取締役　赤  澤  　  満

東京都中央区八丁堀3-5-8
TEL 03-5540-6141

株式会社  坪野谷紙業

代表取締役　坪野谷悟輝

栃木県下野市柴1-4
TEL 0285-44-5005

株式会社  富　澤

代表取締役社長　冨  澤  進  一

埼玉県川口市元郷3-21-31
TEL 048-227-3098　FAX 048-226-2044

株式会社  中　田

代表取締役社長　中  田  敏  夫

東京都渋谷区恵比寿西2-6-6
TEL 03-3461-5910

永田紙業  株式会社

取締役会長　永田博太郎

取締役社長　永田耕太郎
埼玉県深谷市長在家198
TEL 048-583-2141

株式会社 ナコジ

代表取締役会長　名古路勝彦

代表取締役社長　辻　　 昭  彦

東京都千代田区神田錦町3-13-7
TEL 03-5280-3710

有限会社  根本商店

代表取締役　根  本  祐  一

日立市平和町1-4-11
TEL 0294-21-2068

昨年中はいろいろ有難うございました。

　　本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。迎　　春
令和3年 1月　　（アイウエオ順）

No.2112021（R3）1-20

45

KANTOU211.indd   45 2020/12/28   9:41



森田紙業  株式会社

代表取締役社長　森  田　　 臣

東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎2113
TEL 042-557-0864

株式会社  平松商店

代表取締役　平  松  邦  明

東京都渋谷区幡ヶ谷2-42-5
TEL 03-3378-5631

株式会社  丸栄商店

代表取締役　金  井  篤  史

茨城県古河市尾崎11-2
TEL 0280-76-2690

代表取締役　村  松　　 修

神奈川県横須賀市舟倉2-2-8
TEL 046-835-8562

株式会社  藤川紙業

代表取締役　藤  川  達  郎

東京都荒川区西日暮里2-32-20
TEL 03-3807-9347

株式会社  ブシュー

代表取締役　近  藤　　 豊

埼玉県新座市野火止1-13-41
TEL 048-479-7578

株式会社  丸興佐野錦一商店

代表取締役会長　佐  野　　 一

代表取締役社長　相  田  寛  文
静岡県富士市五貫島546
TEL 0545-65-6277

松岡紙業  株式会社

代表取締役社長　佐  藤  元  彦

静岡県富士市蓼原110
TEL 0545-63-1212

株式会社  村松紙業

株式会社  増田商店

専務取締役　増  田  悦  宏

代表取締役　増  田  唯  之

東京都葛飾区立石2-23-17
TEL 03-3694-8824

株式会社  丸十商店

代表取締役　高  橋  德  行

東京都足立区本木2-10-1
TEL 03-3849-7201

株式会社  二見

代表取締役社長　須  長  勇  太

神奈川県小田原市中町3-13-22
TEL 0465-23-3125

皆川商事  株式会社

代表取締役社長　皆  川  三  彦

東京都板橋区舟渡1-9-11
TEL 03-3968-2427

株式会社  もっかいトラスト

代表取締役社長　長谷川裕一

埼玉県春日部市南栄町15-9
TEL 048-754-6298

美濃紙業  株式会社

会　　　長　近  藤  　  勝

社　　　長　近  藤  行  輝
東京都足立区千住東2-23-3
TEL 03-3882-4922

株式会社  水　越

代表取締役　水越謙太朗
〒316-0036
茨城県日立市鮎川町2-1-35
TEL 0294-36-2545　FAX 0294-35-8121
http://www.mizukoshi-re.co.jp/

株式会社  山　博

代表取締役　山室新太郎

東京都台東区元浅草3-8-4
TEL 03-3845-2828

株式会社  山　室

代表取締役社長　畑　　 純  一

東京都台東区元浅草2-2-15
TEL 03-3844-8191

株式会社  和　光

代表取締役　齋  藤  秀  樹

東京都渋谷区幡ヶ谷3-48-7
TEL 03-3377-3714

代表取締役社長　安  立  博  信

埼玉県川越市大字下広谷404-1
TEL 049-239-3456

むさし野紙業  株式会社

株式会社  北越マテリアル

代表取締役　大  矢  秀  樹

千葉県市川市塩浜3-14-1
TEL 047-397-3115

昨年中はいろいろ有難うございました。

　　本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。迎　　春
令和3年 1月　　（アイウエオ順）
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