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紙リサイクル

全国小中学生

応募 者 全 員 に

参加賞

紙リサ イクルノート

プレゼント！

コンテスト2021

文部科学大臣賞

が設けられています！

紙リサイクルに関する活動・体験やアイデア
紙

テーマ

例えば…

紙リサイクルについて

「リデュース」と「リユース」は

なるべくごみを

当コンテストでは取り上げない

出さないこと

ため、審査の対象外になります。

紙リサイクル とは、読み終わった
新聞や雑誌、使い終わった段ボール、
紙パックを回収し、資源に戻して新

3R

使い終わった

たな紙の原料に利用することです。

捨てずに

ものを資源に

繰り返し

戻して利用する。

締切

12 月10 日（金）
（当日消印有効）

2021年

募集部門

※4部門で応募しま す

（原稿用紙400字詰3枚（1,200字 ）
以 内）
※手書きに限る。

③ ポスター小学生部門
④ ポスター中学生部門

て
につい
イクル
紙リサ
！
みよう
調べて
ね！
てみて
もやっ
お家で

① 作文小学生部門
② 作文中学生部門

（四つ切 以内、絵の具・パステルなど画材は自由）
※裏面にポスターの意図を記入すること。

使うこと

募集対象

全国の小学生・中学生ならどなたでも
お問い合わせ先
〒105-0013

東京都港区浜松町1-23-4

浜松町昭栄ビル4F

『全国小中学生 紙リサイクル コンテスト2021』事務局（CISC内）
TEL. 03（5777）
1322 ／FAX. 03（3432 ）4044
過去の受賞作品や応募の手引きなど、

古紙再生促進センターのホームページで公開中！
紙リサイクルコンテスト

検索

http://www.prpc.or.jp/activities/public̲relations/?id=contest#contest
◀ 紙リサイクル促進大使「カミリィ」ちゃんと「カミリィママ」

《主催》 公益財団法人古紙再生促進センター
《後援》 文部科学省 全国連合小学校長会 全日本中学校長会 全国市町村教育委員会連合会 全国小中学校環境教育研究会
読売新聞社 全国製紙原料商工組合連合会 日本再生資源事業協同組合連合会 段ボールリサイクル協議会 日本製紙連合会

詳しくは裏面をご覧ください。
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巻頭言
世界中がコロナでパンデミ
ほしい。
ックになっているが、併せて
仕事の話に戻しますと需給
異常気象が地球上で起こって
「ウィズコロナと自民党総裁選 小委員会から 2 回目の回収予
いる。世界各地で自然災害の
測を出していただきました。
凄さがテレビで映し出されて
挙後のわが業界への提言」 それによると回収量は前年比
います。関東地方は 9 月に入
96.8% の 18,164 千トン、前回
ると秋雨前線が停滞して一気
の 96.7% 18,153 千トンでほぼ
に気温が下がり晩夏を楽しむ
変わりませんが、メーカーの
ことが出来ません。今年はど
消費量は古紙再生促進センタ
関東製紙原料直納商工組合
こへも行けずステイホームで、
ーによる消費実績及び計画か
理事長
かみさんと「にらめっこ」と
ら算出すると 16,171 千トンと
大久保信隆
「オリンピックとパラリンピッ
前回計算と比較すると 50万ト
ク」のテレビ観戦でした。長
ン以上多くなり、間違いなく
い期間じっと辛抱で動きがと
タイトになっております。そ
れない夏でした。
「緊急事態宣
の上古紙の輸出は通年で 1,427
言」は 9 月 12 日解除されず延長するでしょう。
千トンで回収が前年比 72.8% と伸びない中、7
百年に一度と言われる「未知との遭遇」状況に
月に 203 千トンも出ており、中国以外の国々か
世界中が社会不安の解決に向けて頑張っており、
ら注文は多く、需給バランスが崩れています。
ワクチン供給活動も時間を掛けてパンデミック
製紙メーカーの原紙輪出は今年 100 万トンを超
の収束に向かうことを期待しているが､ そう簡
えると言われております。輸出は契約商売です
単に解決しないことも解りました。新型コロナ
から直ぐにやめられませんし、出荷分は古紙の
ウイルスはウイルス自身が生きるために変異し
発生は無くなる。このまま行くと古紙の争奪戦
て行くので直ぐ絶滅は無理だと解りました。感
が起こるのと製紙会社は原料不足で操業短縮に
染症の先生たちに退治する研究を進めてもらい
なって行くと思われます。日本の製紙産業を維
ながら感染した時に対処できる薬と病院を増や
持発展していくために原料業界が過当競争前夜
して頂き､ これからも我々は三密を避けること
の悩みに直面しようとしています。私共原料商
を心掛けて罹らないようにする。そして仕事を
は買い商売で､ 不特定多数に販売された紙製品
して活動を進めて行くだけです。
を良い原料として使っていただくように常に仕
そんな中、突然に菅義偉総理大臣が自民党総
分に努力し、集め過ぎた余剰分を海外に販売し
選出馬を辞退すると発言し、
「つぎの総理大臣が
て需給バランスを取っておりました。今は古紙
誰になるか」
「衆議院選挙がどうなるか」は秋号
輸出を少なくすることも考えなくてはいけない
が出る頃までに決まらないと思います。菅総理
のか ? 悩み、
「雑誌古紙はもっと選別強化して
大臣の一年余、コロナ対策の発言で「国民の安
家庭紙原料に回して輸出するものを少なくする。
」
全と安心を守る」と能面の顔での話し方はやは
「段ボール古紙の輸出は月 10万トンまでにする。
」
り後ろにいる人の操り人形だったと思います。
そのかわりに製紙会社は古紙の値段を少し考え
無派閥で官房長官が長く、決められたことを述
て頂きながら原紙輸出を抑えて需給バランスを
べる人が自身で全面的に決定する立場にたった
取って頂ければ有難いですがいかがでしょうか？
ことで急に変わることができず、結局後ろ盾の
我々は過当競争で業界が自滅しないためと需給
意見を尊重するしかないと「のっぺらな顔」に
バランスを安定させるために今、古紙の輸出を
なってしまったのかと思います。真のリーダー
絞れるかが秋から冬にかけての実践課題だと思
でなかったのが残念でした。今後の総裁選では、
います。しばらく、価格問題に辛抱と我慢が続
仲間がいて一緒に日本を良くする人、国を守る
きます。
ことが出来る人、操られない政治家が出現して

（2021. 9. 6 記）
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令和 3 年度

第2回

３．段ボール古紙需給調整事業の実施状況

理事会報告

7 月積み段ボール古紙は台湾向けのみ実施。
開

催：令和 3 年 6 月 24 日
（木）

引き続きの協力をお願いした。

15 時～ 16 時 30 分

４．東京都中小企業団体中央会会長表彰の推薦

（公財）
古紙再生促進センター

案の通り 3 名の推薦が承認された。

出席状況：出席…21 名（理事 20 名、監事 1 名）

５．組合新規加入申請
河村商事㈱の加入が承認された。加入日は

１．古紙持ち去り関係

7 月 1 日となる。
６．集団回収感謝状贈呈団体の推薦

（1）GPS 追跡調査実施状況
正規ルート 1 件（4月理事会から本理事会

支部の担当者は 9 月 30 日までに「推薦団体

の間）

の活動状況調書」を事務局へ送付してもら

（2）古紙持ち去り行為禁止法令に係る資源リ

う。
７．古紙商品化適格事業所認定

サイクル推進議員連盟試案への対応
関東商組としての意見を取りまとめるた

1 社 1 事業所の申請があり、承認された。
８．各会議報告

め 7 月 16 日までにメールまたは FAX で
事務局へ送付してもらい、7 月 20 日の理

（1）総務財務委員会（6月18日開催）

事会で報告を予定している。

低位で安定している。

２．各支部市況報告
東支部
東京都 西支部
多摩支部
神奈川県 東部
支部
西部
千葉県支部
埼玉県 東部
支部
西部
群馬県支部
茨城県支部
栃木県支部

目
次

CONTENTS

前月末在庫状況
段ボール、新聞少ない
ランニング
ランニング

（2）正副理事長会（6月18日開催）
（3）総合運営委員会（6月18日開催）

特記事項

９．近代化推進委員会報告
（1）経営革新委員会（5月12日・6月10日開催）
古紙リサイクルアドバイザーについては

ランニング
ランニング

スケジュール（8月下旬～ 9月末）を設定

6/15 支部会

して案内をする。

ランニング
少ない
ランニング

DVD 講習は各自で事前に視聴してもら
い、試験のみ組合で実施する。

8/24 市況交換会

（2）安全防災委員会

ランニング

巻頭言 

1

三紙会 Tweet 

19

関東商組理事会報告 

2

業界人語 

20

三紙会定例会報告 

5

編集後記 

20

特集①「2022 年国際古紙市況の展望」

8

②「中国製紙業界と東南アジア諸国の現状」 10
新社長紹介 

17

【表紙写真】

秋は京都、もみじ（紅葉）の永観堂。禅林寺が正式。
中央に広がる放 生池（ほうじょうち）を囲む、3000 本
のもみじが水面に映る池泉回遊式庭園の代表的な美し
さが日本一。
渉外広報・IT 委員 須長 利行

2
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ベーラーでの死亡事故が続いている、基

令和 3 年度

第3回

理事会報告

本を徹底して改めて気を付けて欲しい。
（3）需給委員会（4月26日・5月24日開催）

開

催：令和 3 年 7 月 20 日
（水）
15 時～ 16 時 30 分

原紙輸出を行っているからこその需給状

（公財）
古紙再生促進センター

況だと整理する必要がある。原紙輸出量
が減らない様に努めてほしい。

出席状況：出席…22 名（理事 20 名、監事 2 名）

国際マーケット調査事業の 7 月積みは
6/25 の見積もり合せで決定する。

１．古紙持ち去り関係
（1）GPS 追跡調査実施状況

（4）渉外広報・IT委員会

実施なし（6月理事会から本理事会の間）

・IT活用部会（6月15日開催）
HP リニューアルに向けて掲示するコン

（2）古紙持ち去り禁止に係る新法（骨子）案

テンツの再確認を行った。更新コンテン

に対する意見取りまとめ

ツ絞り込みを行った。

前回の理事会後に意見を募集したものを
意見ごとにとりまとめをした。

・かんとう編集部会（6月15日開催）
かんとう 213 号の校正会議、214 号の特集

賛成、反対とともに改善すべき点、理解

の検討会を行った。213 号は 7 月 20 日発

を深める必要がある点があげられた。こ

行予定。

れらを関東商組の意見として全原連へ提

10．三紙会報告（6月28日開催予定）

２．各支部市況報告

5月
前月比

前年比

段ボール

96.4％

101.3％

新

聞

91.0％

99.3％

雑

誌

89.9％

89.0％

11．その他
（1）労働災害発生速報
（2）東京五輪開催に伴う夏（7・8月）の祝日
移動
各種統計資料
₁．関東商組

32社古紙在庫月別報告書（2021
古紙輸出まとめ（2021年

4・5月）
₃．全原連

前月末在庫状況

特記事項

東支部
東京都

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
西部

千葉県支部
埼玉県
支部

ランニング

7/6 役員会

ランニング

京浜
西部

ランニング

東部

群馬県支部

少ない

茨城県支部

ランニング

栃木県支部

ランニング

8/24 市況交換会

３．段ボール古紙需給調整事業の実施状況

年 4・5月）
₂．財務省貿易統計

出することが承認された。

各地区古紙在庫月別報告書（2021

年 3・4月）
４．関東 5 港（日立・千葉・東京・川崎・横浜）
通関実績（2021年4月）
◎次回開催：令和3年7月20日
（火）15時～
古紙再生促進センター会議室（予定）

8 月積み段ボール古紙は台湾向けのみ実施。
引き続きの協力をお願いした。
４．全原連

雑がみ利用促進検討委員会の構成

委員会設置にあたり委員を各組合から選任
する。
経営革新委員会より

新井重樹委員長

需給委員会より 1 名が選任される。（7/27
の委員会で協議する。
）
５．各会議報告

3

KANTOU214.indd 3

2021/10/11 12:59

No.214

2021（R3）10-20

（1）総務財務委員会（7月15日開催）

７．三紙会報告（6月28日・7月19日開催）

収入先行、支出低位。GPS 費用を引き続

5月

き抑えていく。

前月比

前年比

（2）正副理事長会（7月15日開催）

段ボール

96.4％

101.3％

（3）総合運営委員会（7月15日開催）

新

聞

91.0％

99.3％

雑

誌

89.9％

89.0％

６．近代化推進委員会報告
（1）経営革新委員会（7月28日開催予定）

6月

報告事項なし。
（2）安全防災委員会（7月13日開催）
秋季リーフレットの図案を検討した。ベ
ーラーでの事故が続いているため防火ポ
スターの代わりに再度「鍵を抜け、命を
守れ！」のマグネットを検討している。
（3）需給委員会（6月25日開催）

前月比

前年比

段ボール

103.1％

100.1％

新

聞

102.0％

99.2％

雑

誌

98.2％

95.2％

８．その他
（1）事務局

夏季休暇

8月7日
（土）
～ 8月15日
（日）

国際マーケット調査事業の 8 月積みは

8月10日
（火）
～ 8月13日
（金）
は 1 名ずつ出

7/27 の見積もり合せで決定する。

勤。

（4）渉外広報・IT委員会
・IT活用部会
HP リニューアルに向けて制作会社に発
注をかけた、10 月初旬に新しい HP が完
成する予定になっている。
・かんとう編集部会
かんとう 214 号（10 月号）の原稿等依頼
の確認中。

各種統計資料
１．関東商組

32社古紙在庫月別報告書（2021

年6月）
２．財務省貿易統計

古紙輸出まとめ（2021年

6月）
３．全原連

各地区古紙在庫月別報告書（2021

年5月）
４．関東 5 港（日立・千葉・東京・川崎・横浜）
通関実績（2021年5月）
◎次回開催：令和3年9月22日
（水）15時～
場所

未定

4
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［家庭紙向け］オリンピック入場観客数制限開催
により業務用ロールの需要見込めず。また巣
ごもり需要も不発でスーパーなどの量販ロー
ルも需要は減退傾向。古紙発生減が顕著だが、

6
日

月

度

定

例

生産も非常に悪いため低位でバランス。今後、

会

業務用・スーパー関連のどちらも全体的に弱

時：令和 3 年 6 月 28 日
（月）

含み。7 月の富士地区は岳排の影響で生産調

15 時 30 分～ 17 時 00 分

整が入ることにより更なる余剰感が強まると

場

所：関東製紙原料直納商工組合 会議室

見られ、一部価格修正の可能性もある。

幹

事：藤井 康輔・㈱マンモスエコロジー

■製品市況・トピックス（紙・板紙の 5 月の

川嶋 秀明・㈱ナコジ

需給速報）

報告者：後藤 和則・㈱高岡

5 月の紙・板紙国内出荷量は前年同月対比
で 9.4％の増（ 2 ヶ月連続の増加）
。紙・板紙

【令和 3 年 5 月


の輸出は前年同月対比 68.6％の増（17 ヶ月連

裾物主要三品仕入実績報告（35 社）
】

［段ボール］ 前月比

96.4％

前年比

101.3％

［新

聞］ 前月比

91.0％

前年比

99.3％

［雑

誌］ 前月比

89.9％

前年比

89.0％

続の増加）
〈主要品種の国内出荷〉
［新聞用紙］前年同月比 0.6％増（43 ヶ月ぶり
の増加）
［印刷情報用紙］同 18.8％減（ 2 ヶ月連続の増

【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…6.90 円、新聞…8.39 円、
雑誌…3.00 円

加）
［衛生用紙］同 1.8％増（ 4 ヶ月ぶりの増加）
※トイレットペーパー減少、ティッシュ・
タオルペーパーは増加。
［段ボール原紙］同 6.2％増（ 6 ヶ月連続の増

【各委員会活動報告】
●業務委員会
（１）上物市況報告
■全体の状況
パルプは中国の景気浮揚策と古紙輸入停止
の影響、コロナによる生産停滞で高止まりが

加）※輸出は 88.6％増で 18 ヶ月連続の増
加。
［白板紙］同 12.0％増（ 3 ヶ月連続の増加）
※高板・特板・コート白とも増加
●研究委員会：
「新聞・チラシ重量調査（ 6 月
度）
」の実施協力依頼

続いている。今後コロナの感染状況次第では
あるが、外販パルプの好調が続けば古紙単価

次回の三紙会は【 7 月 19 日
（月）
15 時 30 分～】

にも影響し始める可能がある。スクラップな

とする。活動内容の予定は以下の通り。

どと同様に上がりすぎた素材に政府指導介入

○裾物三品仕入平均単価報告

の可能性あり。

○ブロック別仕入平均単価報告

［白板向け］コロナの影響により国内需要は引き

○各委員会活動報告

続き厳しい状況。一方で中国需要に引きずら
れて製品輸出が活況になりつつあり、価格は
低いが徐々に使用が増加傾向。パルプ高騰に
より上物古紙需要も高まる可能性もあり。
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7
日

月

度

定

例

不発でスーパーなどの量販ロールも需要は減

会

退傾向。7 月富士地区で岳排の影響により生

時：令和 3 年 7 月 19 日
（月）

産調整が入り余剰感が強まると思われる。8

15 時 30 分～ 17 時 00 分

月のお盆休転で 9 月頃まで生産は低調と予想

場

所：関東製紙原料直納商工組合 会議室

される。

幹

事：伊藤 弘幸・㈱二見

■製品市況・トピックス（紙・板紙の 6 月の

金井 大輔・㈱藤川紙業
報告者：金井 大輔・㈱藤川紙業

需給速報は未発表）
●研究委員会：6 月度

新聞・チラシ重量調査

結果発表・資料配布
【令和 3 年 6 月


※前年度のコロナ渦と比べると 3 月度に引き

裾物主要三品仕入実績報告（35 社）
】

続き各紙とも増となっている。

［段ボール］ 前月比 103.1％

前年比 100.1％

●広報委員会：特になし

［新

聞］ 前月比 102.0％

前年比	  99.2％

●財務委員会：原価構成比調査依頼

［雑

誌］ 前月比

前年比	  95.2％

98.2％

提出期日：8 月 20 日（金）まで

［総括］前月より入荷量が増えている要因は事業
所関係の稼働日、行政持込、一部スポットが

次回の三紙会は【 8 月 26 日
（木）
15 時 30 分～】

あったためと思われる。

とする。活動内容の予定は以下の通り。
○裾物三品仕入実績報告

【ブロック別仕入平均単価報告】

○ブロック別仕入平均単価報告

○各地区発表

○各委員会報告

〈平均単価〉段ボール…7.05 円、新聞…8.47 円、
雑誌…3.23 円

8

［総括］輸出市況により 6 月後半から仕入価格が

月

度

定

例

上昇して、7 月平均は 5 ～ 6 月と比べて上昇

幹

値が大きくなると思われる。

報告者：井出 一之・井出紙業㈱

会

事：近藤 浩富・美濃紙業㈱

※2021 年 8 月度の定例会は、緊急事態宣言を受
【各委員会活動報告】

け、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、

●業務委員会

資料配布のみ

（１）パルプ市況報告
パルプは一部で下げ調整があったものの横這
いとなり高止まりが続いている。古紙単価に

【令和 3 年 7 月


裾物主要三品仕入実績報告（35 社）】

も影響し始めており、上白や白アートなどの

［段ボール］ 前月比

102.3％

前年比

98.9％

引き合いが高まりつつある。

［新

聞］ 前月比

101.1％

前年比

97.7％

［雑

誌］ 前月比

95.2％

前年比

94.6％

［白板向け］国内需要は引続き厳しい状況。一方
で中国需要に引きずられて製品輸出が活発に
なりつつあり価格は安いが徐々に使用が増加
傾向。パルプ高騰により上物古紙需要も高ま
る可能性あり。
［家庭紙向け］オリンピック無観客により業務用

【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…7.61 円、新聞…8.62 円、
雑誌…3.18 円

ロールの需要見込めず。また巣ごもり需要も

6

KANTOU214.indd 6

2021/10/11 12:59

2021（R3）10-20

【各委員会活動報告】
●業務委員会
（１）パルプ市況報告
資料なし
（２）上物市況報告

No.214

7 月の紙・板紙国内出荷量は前年同月対比
で 6.0% 増（ 4 ヶ月連続の増加）
。しかし、一
昨年比では 9.6% 減で、コロナ前の水準には届
いていない。
紙・板紙の輸出は前年同月対比 35.5% 増（19

パルプは季節的な不需要期ということもあり、

ヶ月連続の増加）

中国マーケットは落ち着いている。しかしな

〈主要品種の国内出荷〉

がら、価格の大幅な下げは無く、高止まり継
続。その影響で、上白・白アートなど国内メ
ーカーの引き合いが高まっている。
［白板向け］国内メーカーは引き続き厳しい状況

［新聞用紙］前年同月比 0.7％減（ 2 ヶ月連続
の減少）
［印刷情報用紙］同 9.8％増（ 4 ヶ月連続の増
加）

であるが、中国需要に引きずられて製品輸出

［衛生用紙］同 2.3％増（ 2 ヶ月連続の増加）ト

が活況。原料単価は安いが使用が徐々に増加

イレット減、ティッシュ・タオルペーパー

傾向。パルプ高止まりにより、表下に使用す

は増

る上物古紙の引き合いが強まる可能性あり。

［段ボール原紙］同 3.5％増（ 8 ヶ月連続の増

［家庭紙向け］緊急事態宣言発出による GOTO

加）※輸出は 29.6％増で 20 ヶ月連続の増加

需要不振、オリンピック無観客開催によるイ

［白板紙］同 11.0％増（ 5 ヶ月連続の増加）高

ンバウンド需要低迷、巣ごもり需要も不発で
業務用・量販ロールとも製品の動きは悪い。

板・特板・コート白ともに増加
●研究委員会： 9 月度

そのため生産は悪いが、ここに来て古紙の発

新聞・チラシ重量調査

依頼

生減が顕著に出ており、ややタイト感あり。
9 月くらいまでは生産低調と見るが、現在の

次回の三紙会は【 9 月 29 日
（水）
15 時 30 分～】

発生状況から考えると秋以降タイト感が増す

とする。活動内容の予定は以下の通り。

と推測。

○裾物三品仕入実績報告

■製品市況・トピックス（紙・板紙の 7 月の

○ブロック別仕入平均単価報告

需給速報）

○各委員会報告

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！
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特集 ①

「2022 年国際古紙市況の展望」

2022年の市況を想像する上で ①今後の日本
古紙の輸出予測

②輸出環境で起こりうるリス

外の古紙は地産地消が成り立つ品目になると考
えている。

ク ③国内外需要の成長 の 3 つの視点から予
測させていただきます。


（匿名）

〈日本古紙輸出動向〉

〈輸出環境のリスク〉
韓国の MIX 古紙輸入規制…22 年以降は MIX
古紙の輸入は禁止。雑誌の受け皿として実績十

中国が正式に環境規制による固形廃棄物への

分な韓国への輸入が禁止されると、市場に与え

取り組みを強化すると発表した 2017 年から日本

るインパクトは大きい。中国が 17 年に雑誌の輸

古紙輸出数量を追ってみると 373.4万トン、377.9

入を実質禁止したことにより、欧米品が 18 年以

万トン（18 年）
、314.1 万トン（19 年）
、318.8 万

降、韓国への輸出割合を増やす事となり、日本

トン（20 年）とその年々によって増減をしてい

品は 16 ～ 18 年は年間 10 万トン、韓国へ輸出し

るため、輸出量だけでは、ペーパレスや文書の

ていたが、19 年は 5 万トン、20 年 1.6 万トンと

デジタル化による、紙市場の縮小を判断する事

韓国政府の政策動向に順応していたため、22 年

は難しい。

から禁止されたとしても、市場に与える影響は

加えて、19 年からの新型肺炎の感染拡大、21

軽微なものとなる見込み。

年からの中国古紙輸入禁止などの大きな山場に

ベトナム政府は固形廃棄物の輸入に割当制を

直面していたが、いい意味で一般予想を裏切り

導入…25 年より固形廃棄物を原料として製造を

ながら原材料の必要不可欠さを認識する事とな

行う場合、使用する原料の 2 割は国内原料の使

った。

用を義務化、輸入原料は製造品に対して最大 8

一方で 21 年 1 月～ 6 月の輸出量は 122.4 万ト

割までに限定され、輸入割当制度を今後適用さ

ンで前年対比 27％減と急激に大幅に減少してい

れる運びとなった。また、輸入原料は二次処理

る。品目別でみると段ボール古紙（82 万トン、

や転売目的での輸入は不当とされ、そのような

6.8％減）は微減であるが、雑誌古紙（22.5 万ト

事例を摘発された場合は強制的にシップバック

ン、37％減）
、新聞古紙（9.2 万トン、54％減）

となる。また、雑誌古紙の輸入は 21 年末までと

の減少は火を見るよりも明らかで、以前までは、

政府指導の下、取締りを強化するため、年間 20

雑誌、新聞は輸出環境にも依存している原料だ

万トン程の日本品雑誌の流通市場を失う事には

ったが、新型肺炎がペーパレス化に大きな影響

なる。しかし、今年は昨年対比で半分ほどまで

を与えることになり、近い将来には段ボール以

供給量はコントロールされているので、現在、

8
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雑誌を試験的もしくは、高騰した段ボール古紙

大 し た。19 年 は 東 南 ア ジ ア（約 125 万 ト ン、

の代替えとして使用している現地メーカーが困

40％）
、中国（約 164 万トン、52％）となり、中

る事になると予想している。

国メーカーが東南アジアに生産をシフトしたこ
とが実数として表れている。20 年は東南アジア
（約 175 万トン、55％）
、中国（約 120 万トン、

〈国内外需要の成長〉

38％）と遂にシェアは逆転。今年 1 ～ 6 月の時

17 年以降、日本古紙の流通を脱中国とさせる

点で東南アジア（107 万、89％）までシェアを

ため、新たな市場開拓に向けた取り組みが急ピ

画一し、今後も東南アジアの 4 ～ 6％の経済成

ッチに進んだ。その大きな穴をカバーする事に

長率と 6 億人規模の市場潜在能力は、東南アジ

なったのは、他でもない東南アジアの市場が経

アへの紙需要を支える事となるでしょう。

済成長と共に自然な形で受け皿となったと考え
られる。

また、日本国内の製紙メーカーも北越コーポ
レーションの段ボール原紙への転抄から大王製

17 年の日本から東南アジア向けに輸出された

紙の N 7 マシンの生産増、そして、王子製紙苫

数量は 100 トン弱で輸出量全体の 27％ほど、対

小牧工場の段ボール原紙生産などと、板紙への

して中国は約 244 万トン出荷されていた為、全

生産展開と原料需要増が国内古紙の引合いを次

体の 65％のシェアであった。18 年は東南アジア

第に強めていくことになるので、国内外で原料

向け（約 75 万トン、20％）
、中国向け（約 274

を必要とする状況、即ち 2022 年は原料高、製品

万トン、72％）で依然雑誌・新聞の代替輸出先

安の年を迎えるのではないでしょうか。

が見つかっておらず、中国向けのシェアが再拡

http://www.kk-sakurai.com/
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特集 ②

「中国製紙業界と東南アジア諸国の現状」
「紙リサイクルセミナー Web 講演」

本年 4 月 1 日付けにて公益財団法人古紙再

せて頂きましたが、中国の政策変更が古紙業界

生促進センター／輸出委員会の委員長を拝命致

のみならず、世界経済に及ぼす影響度が日増し

しました、国際紙パルプ商事㈱の中道と申しま

に大きくなっています。直近では中国の環境政

す。10 月 15 日に「紙リサイクルセミナー」に

策の強化により、発電所での石炭消費が強制的

て講演させて頂きました「中国製紙業界と東南

に制限され 20 省で計画停電が実施されており、

アジア諸国の現状」について、ご紹介させて頂

中国の景況感が急低下。この影響で中国が東南

きます。

アジア市場から輸入する段ボール原紙の価格が
弱含み、連鎖的に段古紙の国際相場も調整局面

（公財）古紙再生促進センター
輸出委員会

に入っています。このような環境下、今回の講

委員長

演が皆様の海外古紙市場の理解の、一助となれ

国際紙パルプ商事株式会社

ば幸いです。

グローバルビジネス製紙原料営業本部


製紙原料本部

本部長

中道

先ずは弊社の紹介をさせて頂きます。国際紙

徹

パルプ商事株式会社は、創立 1924 年（大正 13
年）の世界有数の独立系紙パルプ商社であり、

・会社紹介

2024 年に 100 周年を迎えます。当社グループは
長年にわたり、紙・板紙の販売及びその関連事

弊職の経歴については本紙の「業界人語」の

業をベースに成長を遂げてきましたが、人口減

欄にて述べさせて頂いており、割愛しますがそ

少や電子化の影響を受け国内紙市場は長期的に

こに記載しております 2008 〜 2012 年、2017 〜

縮小傾向にあります。このように困難な状況に

2020 年の二度の中国駐在、及び 2000 年以降の

おいても持続的に成長するために、環境の変化

中国・東南アジア向け古紙輸出の過程で得た見

に俊敏に対応できる組織を作り、事業ポートフ

識に基づき、講演資料を作成しました。2008 〜

ォリオを柔軟に組み変え、新たな挑戦に取り組

2012 年の駐在期間中には中国政府系の再生资源

んでまいります。

回收会社への投資交渉を通じて、供銷合作総社・

また昨今では、環境に対する意識が世界的に

中国再生資源回収利用協会と交流できた事で、

高まっており、
「SDGs」や「ESG」などサステ

通常の商取引では得られない中国の製紙、古紙

ナビリティに関する考え方も企業に広く浸透し

業界の知識、理解を深める事が出来ました。

ております。当社グループではマテリアル・リ

2014 年以降は各方面からご依頼を頂き、中国
の古紙輸入に関連する環境政策を題材に講演さ

サイクルとサーマル・リサイクルの双方により、
事業活動自体が環境負荷を低減する仕組みづく
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業本部は、マテリアル・リサイクルを担う本部

No.214

・日本の紙・板紙払出量及び古紙回収
量、回収率の推移

です。古紙問屋の皆様からお売り頂いた古紙を

さて、海外の市場の説明の前に先ず日本の紙・

製紙会社にお納めする以外にも、古紙の投資事

板紙の出荷数量の推移と古紙回収量の推移を振

業会社 2 社（関東圏 9 ヤード）
、持分法適用会社

り返りたいと思います。紙・板紙の払出のピー

2 社（中部 7 ヤード、九州 2 ヤード）での古紙

クは 2000 年の合計 31,721 千トンで、その年の

の自社回収に加えて、
「ecomo（エコモ）
」シリ

古紙回収量は 18,332千トン（古紙回収率 57.7％）
。

ーズでの古紙回収による環境負荷低減に貢献を

その後は紙・板紙の払出は微減となるが 30,000

しています。「タウン ecomo」はスーパーなど

千トン以上を維持する一方で、古紙回収率の向

の店舗に設置された古紙回収ボックスに古紙を

上により 2007 年に古紙回収量のピーク 23,325

持ち込むと、その重量に応じて店舗でのお買い

千トン（古紙回収率 74.5％）を記録した。

物券等に交換できるポイントシステムです。2021

その間に日本の産業の空洞化が進行し、生産

年 8 月末時点における「タウン ecomo」の設置

拠点の海外移転に伴い海外で生産された衣類・

店舗数は、417 店舗、有効会員数は 43 万 1 千人

家電・雑貨、等の輸入が増加し、梱包材である

と大変多くの方に利用されご好評をいただいて

段ボール箱が古紙として回収されるようになり、

います。

結果として古紙余剰を招いた。
日本は 2000 年までは海外から古紙を輸入して
いたが、2000 年前後から日本は古紙の「輸出国」
に変貌する事となった。2008 年のリーマンショ
ックにより紙・板紙の出荷量は大幅に低下した
が、2007 年以降の古紙回収率向上により古紙回
収量の減少は比較的緩やかになったが、昨年の
コロナ禍により古紙回収量は 2000 年のピークか
ら二割減の 18,879 千トン（回収率 84.9％）とな
った。

・中国の古紙輸入ゼロへの対応
中国政府は下記の通り古紙輸入ライセンスの
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削減と並行して、国内では古紙を含めた再資源

クの融合に乗り出したのは南京市であり、つい

化物の回収促進政策を段階的に実行して来た。

で上海市、杭州市となっているが、これら市内

具体的には 2017 年に 2020 年末迄に①古紙輸入

でも区域ごとに進展には大きな差があるのが実

の停止、②ゴミの完全選別を発表し、これを実

態。開始時期にばらつきがあり、地方ごとの文

現した。

化背景も異なるため、それぞれ異なった方式を
採用しているが、目的は全て 2020 年末までに日
本型ゴミの完全分別と持続可能なリサイクルシ
ステムを構築することであった。
2018（杭州・蘇州・南京）
、2019 年（厦門）の
中国回収紙業大会、中国再生資源回収利用協会
主催、新華網、中央電視網、での調査に参加、
意見交換した際に得た情報、及び中国再生資源
が出版した「共亨緑色世界（两网融合与垃圾治
理探索）
」に基づく内容が前項の要旨。
行政のごみ回収人は中国全土で 300 万人、リ
ヤカーで再資源化物を回収している人は 600 万
人、ダブルネットワークのもう一つの意味は、
この 900 万人の回収網を融合して、ゴミと再資
源化物の回収効率を上げると云うもの。
実際には居住区のゴミ集積所で再資源化物は
回収人により分別されていたが、家庭内分別を
徹底する事によりリサイクル率を向上させる事
が目的。ダブルネットワークの構想を立ち上げ
た当初は、中国再生資源が分別された再資源化
物の売買に介在しようとしたが、回収人・古紙

この目標の実現までの道程は容易なものでは

問屋に反発され断念した。

なく、古くは 2006 年 - 2015 年の環境 10 ヵ年計
画でゴミの無害化、減量化、再資源化を明示し、
2010 年から各地方政府は「有害廃棄物の分別回
収」
「資源ゴミの分別回収」に本格的に取り組ん
でいたが、実際には成果が上がらなかった。
2015 年の 10 ヵ年計画最終年、目標未達とな
ったため中央政府は、供銷合作総社・中国再生
資源回収利用協会を 2016 - 2020 年の環境 5 ヵ年
計画の中枢として機構改革を実施。2015 年より
日本型の資源リサイクルを手本とし「分別回収
ネットワーク」と「再生資源利用ネットワーク」
の融合を目指した政策を進めており、これを「ダ
ブルネットワークの融合」と位置付けた。
2015 年に他地域に先んじてダブルネットワー

・上海市居住区のごみ分別回収ボックス
弊職が生活していた上海市では、小学校、中
学校でのごみ分別の教育、居住区の共産党支部
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による啓蒙活動を進めた上海市では、2019 年度
で既に家庭ごみの完全選別が実施されていた。

・中国の国内古紙／パルプの自給率向上
中国製紙業界は古紙の自給率向上に加え、パ
ルプの国内自給率を高めている。2024 年にかけ
2018 年 11 月 5 日 か

て更なる中国内でのパルプ増産が計画されてい

ら上海で開催された中

るが、以下二つの要因により増産が必須となっ

国国際輸入博覧会に習

ている。第一は中国市場で裏ネズの白板紙の設

近平が出席。翌日の 6

備廃棄と並行して、白カード／高板への移行が

日に上海市虹口区の居

進んでおり、ミックス古紙からパルプへの原料

住区を訪問、市民とゴ

転換が進んでいる。第二にパルプ含有率の高い

ミ分別の状況を確認し、

米国の段古紙の輸入が停止し、中国製紙会社は

「垃圾分类工作就是新
时尚（ゴミを分別する

古紙パルプの輸入、段ボール原紙の輸入により
古紙不足を補完してきた。

活動は新しいライフスタイルだ）
」とコメント
し、家庭での分別の重要性を説いた。国家主席
がゴミ分別の状況を視察するのは異例であり、
全国紙でも報じられた。これは各地の環境局に
プレッシャーを掛ける意味もある。
下記の回収ボックスは、タッチパネル式でス
マホアプリの QR コードを読取り、再資源化物
の重量に応じてポイントが貯まる仕組みであっ
たが、回収コストが合わず設置会社が破綻。右
上は行政が設置した分別回収ボックス。ポイン
トは付かない。投入可能時間が午前 7 〜 9 時、
午後 6 〜 8 時と短い為、ボックス前に再資源化
物が放置される場合もあり。

2021 年 1 - 8 月累計の古紙パルプ輸入実績は
2020 年の通年実績の水準に達しており、2021 年
通年の輸入量は 360 万トン程度の見込み。タイ、
マレーシアは山鷹、理文、等の中国メーカーが
自社工場向けに古紙パルプを生産。台湾メーカ
ーも中国の自社工場向けに生産。メーカー系以
外に中小規模の独立系の古紙パルプメーカーが
乱立しており、段原紙・古紙の市況変動要因に
なっている。
中国の段原紙の輸入実績は古紙輸入の削減に
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応じて増加してきたが、2021 年の輸入実績は中

高く、ベトナムは 77％。インドネシアは APP

芯原紙の輸入が減少し、合計で 100 万トン程度

による上質紙、コート紙、家庭紙の生産量が大

減少する見込み。ライナーはパルプ比率の高い、

きく、板紙比率が低い。その他の国は新規の段

米国、ロシア製、及び太陽紙業がラオスで生産

原紙マシンの稼働により、今後も板紙比率の上

するものは継続するが、中芯原紙は中国国内品

昇が予想される。

より安価でないと販売が困難。今後は中国国内

中国の古紙輸入ライセンス枠の削減に伴い、

でも新規の段原紙マシンの稼働が予定されてお

2019 年以降はベトナム、台湾、インドネシア向

り中芯の輸入は減少に転じる可能性あり。

け古紙の輸出比率が上昇。品種別の比率を中国
が古紙輸入停止を宣言する前の 2016年と比較す
ると、段古紙は 2016 年の中国（60.6％）から
2021 年 1 〜 8 月の累計はベトナム（37.5％）
、台
湾（32.8％）
、新聞古紙は中国（57.4％）から韓
国（60.5％）
、タイ（14.5％）
、雑誌／台紙／他は
中国（82.9％）から、ベトナム（27％）
、インド
ネシア（26.2％）韓国（19.3％）向けに分散して
いる。

・東南アジア諸国の市場規模
インドの紙・板紙の生産量は中国の約 1/4 で
あるが、2019 年に中国、日本、韓国、台湾の生
産／消費量が減少するなか、インドは生産量（対
前年＋1.5%）消費量（同＋2.5％）共に拡大。ベ
トナムも生産量（対前年＋12.9%）消費量（同＋
6.6％）が増大しており、今後もサプライチェー
ンの変革、海外企業の各製造業界の事業拠点の
再配置により両国の生産、消費の拡大は継続す
ると予想される。
アジア諸国は板紙（白板／段原紙）の比率が

・米中貿易摩擦でベトナム産業界に恩
恵、製紙業界も急成長
米中貿易摩擦により中国企業が生産拠点をベ
トナムを含む ASEAN 諸国に移転。中国以外の
グローバル企業もベトナムへの投資を増やして
おり、輸出梱包材としての板紙の生産・消費の
拡大が継続している。印刷情報用紙、新聞は大
きな設備投資を避ける為、原紙の輸入で需要を
満たしている。
多くのグローバル企業はこれまで中国での生
産活動を積極的に行ってきたが、① 米中間の関
税率、② 生産コスト、③不動産コストの上昇に
より、徐々にサプライチェーンの一部を他のア
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◎マイナス要因
・海上運賃の高止まりにより物流コストが増加、
円建て価格の上昇が抑制される。
・サプライチェーンの組換えにより衣類、雑貨、
等の低付加価値商品が東南アジアで生産され、
アジア諸国から中国に一般消費財が輸出され
る割合が増えると、中国の古紙自給率が上昇。
古紙パルプ、段原紙の輸入量が減少する。
ジア諸国等へ移転させつつある。その背景には、

・世界規模での板紙の過剰設備が、板紙／段ボ

米中間の緊張の高まりや突発的な自然災害、カ

ールケースの価格転嫁の阻害要因となる恐れ

ントリーリスクに対する備えとして、生産拠点

がある。

を分散させるという意図が有る。JETRO が行
った中国で生産活動を行う日系企業に対する
2019 年の調査でも、ベトナムが中国からの移転
先候補国として 1 位にあげられている。

・世界規模で拡大する段ボール原紙抄造
機の新設・転抄計画（2019～2024 年）

中国からの移転先としてベトナムが選ばれて

コロナ禍により建設が遅れているが、2024 年

いる理由は、上記のリスク分散、人件費等のコ

までに全世界で合計約 4,000 万トンの段ボール

ストの低さに加えて、ベトナムはアジア主要国

原紙・古紙パルプの新マシンの稼働が予定され

の中で中国と最も輸出品目や相手国等が類似し

ている。

ており、中国での生産を代替しやすいことが挙
げられる。

・コロナ後の国際古紙市場
◎消費増、価格上昇要因
・2024 年までに全世界で合計約 4,000 万トンの
段ボール原紙・古紙パルプの新マシンの稼働
が計画されており、継続的な段ボール古紙の
要増大が予想される。
・欧米での板紙需要の増加に伴い、域内の古紙
需要が拡大。古紙輸出余力が低下しており、
東南アジア諸国から日本市場への古紙の引合
いが強まる。アジア各国でのロックダウンに
より自国内の古紙回収量が減少。

・コロナ禍による国際物流の混乱、海上運
賃上昇が円建て価格上昇を抑制される
直近の段古紙輸出のドル建て価格は 2018年の

・中国で 2025 年末で宅配の化成品包材は、生分

最高値に近付いているが、円建て価格は 2018 年

解性プラスチック以外は使用禁止に。2025 年

の水準に達していない。これはコロナ禍による

までに 460 万トン／年の段原紙の新規需要が

国際物流の混乱により、海上運賃が大幅に上昇

発生する見込み。

しており円建て価格の上昇が抑制されている事
を表している。人件費以外に燃料費も高騰して
おり、今後も物流コストの上昇が懸念されてい
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ロナウイルス感染者が減少し、経済活動が再開
した国から紙・板紙の生産が増加し、古紙需要
増による価格上昇が予想されます（実際に欧米

中国政府が異物混入率の上限を
1.5％ ⇒ 0.5％に引上げ。
欧米品がストップし、日本品に買
付けが集中し輸出価格が高騰。

ドル建て価格
（右軸：US$/MT）

ではこの現象が発生している）
。
中期的には世界各国で同じ環境となり、古紙

海上運賃の高騰が円建て
価格の上昇を抑制。

の国際相場は高値圏で推移すると予想されます
が、中長期的には上記の設備過剰の環境により

中国政府が古紙輸入ライセン
スの枠を大幅削減した事に
より、古紙の国際相場が下落。

円建て問屋店頭価格
（左軸：円/㎏）

中国の古紙輸入実績
2018年1,703万
2019年1,036万㌧
（▲667万トン）

板紙が供給過剰となり、原料コストの上昇の販
売価格への転嫁が容易に進まない状況となる可
能性があります。製品の価格維持の為にメーカ
ーは生産調整により製品／古紙原料の需給を安
定化せざるを得ず、古紙価格も乱高下する恐れ

《総括》
・短期的には欧米でのロックダウン解除、景気

があります。中国市場は既にこの傾向があり、
段古紙の価格上昇が段原紙価格に反映され難い
環境となっています。

回復により自国内の古紙消費が拡大しアジア
向け古紙の供給力が低下。東南アジア諸国で

・SDGs の観点からも、古紙は国内でのリサイ

のロックダウンにより自国内の古紙回収が停

クルが望ましい。

滞し、日本の古紙輸出価格は強含みで推移す

SDGs 及び脱炭素の観点からも、古紙を海外

ると予想される。
・中期的には 2024年に掛けて全世界で年産約

に輸出し海外の製紙工場で板紙を生産し、また
その国から他国に板紙が輸出されるとすれば、

4,000 万トン（古紙パルプ含）の段ボール

物流過程で排出される二酸化炭素は大幅に増加

原紙抄造機の新設・転抄が計画されており、

し、環境負荷が高くなります。実際に英国製紙

古紙需要拡大が見込まれる。段ボール古紙の

産業連盟も、脱炭素に取組んでいない国からの

輸出市況価格は強含みで推移しており、コロ

紙製品を輸入するのではなく、自国品を生産す

ナ禍の終息を期に本格的上昇基調に転ずると

るために英国製紙産業が増産すべきとコメント

予測される。

しています。

・世界的な設備過剰により板紙・古紙価格の上

本来であれば国内で回収された古紙が国内で

昇余地は限られる。中長期的には新規、或い

リサイクルされ、取引が安定化する事が理想で

は印刷情報用紙から板紙への転抄マシンの稼

す。その為には製紙会社、古紙問屋さんが同じ

働により、板紙が供給過剰となり、原料コス

目標に向かって協力して行く必要があり、容易

トの製品価格への価格転嫁が困難となる可能

な事ではない事は、35 年間の古紙営業経験で理

性あり。

解しています。商社の立場でこのような意見を

全世界の紙・板紙の生産量は年間約 4 億トン

述べても、単なる理想論になりますが、古紙セ

であるが、RISI の資料によると、全世界の紙・

ンターの輸出委員会の委員長の立場であれば、

板紙の生産能力は 6 億トン／年を超えている。

微力でも何かお役に立てる事があると思い、委

中国、東南アジアでの新規設備の導入、先進国

員長の職をお受けしました。今後とも皆さまの

での印刷情報用紙から板紙への転抄により極端

ご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願いします。

な設備過剰の状態となっている。今後は新型コ
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新社長紹介
して手伝っておりましたが、正式に平成 13 年に
入社し現在に至っております。
2020 東京オリンピック開催年でコロナ禍真っ
只中の就任でしたが、今まで経験の無い世界情
勢で変化をうまくチャンスに変えて、新しい経
営体制で臨んでいければと思いました。
オリンピックは一年延期にはなりましたが無
事開催され日本のメダル獲得数も過去最多で、

株式会社赤松商店
代表取締役社長

「メダルの多い年は景気も上向き」と今までは相

田中 淳一

関関係がありましたが、今回は無観客など大き
く期待は出来ないかと思いますが少しでも古紙

拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申

し上げます。

業界も良くなってほしい所です。
コロナワクチンが接種されてはいますが未だ

平素は特段のご芳情にあずかり厚く御礼申し
上げます。

収束には程遠く、地球温暖化など環境の変化に
より、長雨など甚大な被害が報告されています

このたび、令和 2 年 11 月に前社長の赤松源裕

が、社員一同力を合わせ様々な難局も乗り越え

が取締役会長になり代表取締役社長に就任しま

更に会社の発展に努めていきたいと思っており

した田中淳一です。弊社は昭和 13 年に創業して

ます。

私で 3 代目となります。歴代社長が築き上げた
会社やすべての社員に、心より感謝申し上げ更
に向上を目指し社業に邁進してまいります。

まだまだ

社長 1 年生、皆様のご教授を仰ぎ

ながら、頑張っていきたいと思います。
もとより未熟な若輩の身ではございますが、

私がこの業界に入った動機ですが、実家の稼

社員のご家族様に安心していたける会社づくり

業の関係で眼科の検査技師として都内の病院で

を行い、誠心誠意、社業に精励いたす覚悟でご

働いていました。その時医療事務をしていたの

ざいますので今後ともこれまで同様、ご指導、

が現会長の長女で、ご縁があり一緒になり

ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

会

長の人柄にも惹かれ、忙しい時には休みを利用

表紙写真募集 !

「かんとう」表紙の写真投稿を募集します。
新年号（ 1 月）
春 号（ 4 月）
夏 号（ 7 月）
秋 号（10 月）

写真

1 年間 4 点です。
季節の写真を募集

応募は本部事務局 中尾宛 11 月末まで。Mail：nakao@zengenren.com
組合員（会社名）、氏名を添えてお申し込み下さい。
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恵まれ充実した 5 年間を過ごさせて頂きました。
お陰様で、今でも商売のあるなしに関わらず何
人もの方とゴルフに誘って貰ったり、テニスを
したり、仲良くさせて頂いています。
入社後は、機密文書処理事業の営業マンから
スタートし、課長から部長へ、その後、各事業
所の管理業務、総務業務の管掌役員を経て社長
栗原紙材株式会社
代表取締役社長

栗原 護

就任という事となりました。
関東商組、全原連では、経営革新委員会の副
委員長を拝命しており、J-BRAND、古紙商品化
適格事業所認定制度、古紙リサイクルアドバイ

関東商組の皆様には日頃より大変お世話にな
っております。
令和 3 年 5 月 31 日、栗原紙材株式会社の代表

ザー制度、出前講座などなど時代の変化に伴う
社会や業界の要望に対応すべく、たくさんの事
業に携わらせて頂いております。

取締役社長に就任いたしました、栗原護と申し

業界活動の中で感じる事は、我々すべての古

ます。弊社は昭和 13 年より荒川区東日暮里にて

紙問屋の取り巻く社会環境は非常に速いスピー

創業し 83 年の間、古紙に携わってきました。こ

ドで変化しているという事。私の子供の頃は古

れまでの歴史の重みや、積み上げてきていただ

紙問屋という仕事はあっても、環境、リサイク

いた方々の想いを受け継いでゆかねばならない

ルなどという事業意識は存在しなかったと思い

と思うと身の引き締まる思いです。

ます。

今回、自己紹介という事なので自分のことを

ところが近年、大学採用の面接で、
「環境に関

述べさせていただきます。私は昭和 48 年生ま

わる仕事がしたい」とか、
「仕事自体が社会の役

れ、現在 47 歳。趣味はテニス、ゴルフです。テ

に立っている会社で働きたい」とか、そんな言

ニスは 10 歳の頃から始め大学時代までやってい

葉を耳にします。我々の日々行っている古紙リ

ました。そんな訳で学生時代は常に日に焼けて

サイクル業とは、今やそんな環境意識、社会意

真っ黒。ゴルフも 14 歳の時、年 2 回の家族コン

識の高い学生さんからも、ちゃんと注目して貰

ペにてスタート。コロナ前は年間 15 ～ 16 回程

える素晴らしい業界なのだと改めて気づかされ

度ラウンドし、毎回、怪我せず楽しくプレーす

ます。これもきっと諸先輩方の努力の賜物なの

るという事が目標です。しかし、残念ながら今

だと思います。

年はコロナ禍にて 1 回しかラウンドできていま
せん……。
駒澤大学を卒業後、一年間オーストラリアに

これからも色々な変化は起こると思いますし、
その度に悩み、周りの方々に支えて頂きながら
進んでまいりたいと思いますが、そんな中でも、

留学し、平成 10 年、日本紙パルプ商事（JP）さ

昨日よりも今日が少しだけ良い方向に、今日よ

んに入社。本社で 2 年間、LA の子会社 SAFE

り明日が少しだけ良い方向に向かうべく、精一

SHRED 社で 3 年間を過ごし、栗原紙材に入社

杯の努力をして参りますので栗原紙材という会

致しました。

社共々、今後ともよろしくお願い致します。

前職時代では、本当に色々な先輩方、同期に
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三紙会 Tweet

「金メダル」

の状況下の中、感染対策をしながら競技に全集中す
る。何しろ５年間、苦しい想いで練習をしてきた事
をすべて発揮して頑張って欲しいと願うばかりです。

株式会社工藤商店

島 田

秀 彦

さて今回のお題は「金メダル」……
誰かに金メダルをあげたい。さて誰に？
やはり当社の社員に金メダルを与えたい。ここま
で来たら誰にでも感染してもおかしくないのに今現

日々、新型コロナ新規感染者数 1,000 人以上が感
染している東京都だったが、とうとう 3,000 人を突破
してしまった。そんな中、東京オリンピックは開催
された。パラリンピックも同様に開催されるだろう。
世論では賛否両論の意見があるようだが結果的に無
観客での開催となった。アスリートの皆さんは、こ

在でも感染者数はゼロだ！ 毎日、感染対策をしな
がら業務を遂行している。
現場が無ければ成り立たない。すべての社員に
「金メダル」を差し上げたい。
あと少しだ！コロナパンデミックを終息させる為、
もう少し頑張って行こう！

似したものだ。
次のオリンピックの開催国が日本と聞いた時は驚
いた。

株式会社増田商店

増 田

悦 宏

しかし何の因果か延期され、このような状況下で
の開催。
テレビ、ラジオ、スマフォのニュースからメダル
獲得、新記録等が流れてくる。

「金メダル」オリンピックで私の頭に真っ先に思
い浮かぶのは、1988 年ソウルオリンピックの水泳、
背泳 100m 男子、鈴木大地さん。
当時、水泳をやっていたのでバサロ泳法をよく真

株式会社新井商店

川 又

修

スーパーカーブームの世代ではないが、20 数年前

でも本当に気になるのは新規感染者数だけ…
「金メダル」は医療従事者へ送りたい。今もこれ
からも闘っている。
早い終息を願う。

謝の気持ちを込めて、金メダルを送りたいです。
2030 年代のガソリン車販売禁止へ向けて、これか
らも更なる進化、楽しめる自動車を世に送り出して
くれるだろう期待を胸に、今 120 ㎞の風に僕はなる。

まではマンガ等の影響で、峠や湾岸線をスポーツカ
ー等で走行するのが流行っていた。
昨今のミニバンや SUV 車の人気と若者の車離れ
が目立つ中、令和になり、20 代の頃に憧れたスポー
ツカー復活は、心躍らせ夢中でアクセルをふかした
あの頃と車を操作して動かす喜びを思いださせてく
れた。日本の自動車開発エンジニア全ての方々へ感
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米からの古紙の輸入に従
事していましたが、1996
年に米国に赴任し、2000
「商社の枠を超えて」
年に帰任すると日本が古
紙の「輸出国」になって
（公財）
古紙再生促進センター
いました。帰国後は赤字
輸出委員会 委員長
の古紙事業会社の立て直
国際紙パルプ商事株式会社
しを通じて経営管理を学
グローバルビジネス製紙原料営業本部 本部長 び、古紙を地面から拾上
中道 徹
げてヤードから出荷する
までの行程で徹底的に効
率を上げて、如何に黒字化するかに明け暮れま
この度、4 月 1 日付けにて公益財団法人古紙
した。
再生促進センター / 輸出委員会の委員長を拝命
2005 年に本社に戻り古紙輸出に従事し、2007
致しました、国際紙パルプ商事㈱の中道と申し
年から主要輸出先であった中国／上海に赴任。
ます。輸出委員会には 2015 年から委員として参
二度の中国駐在では紙・板紙、化成品の輸入、
加させて頂いておりましたが、2017 年に中国の
中国の国内取引にも携わり、製品の営業経験が
子会社への出向に伴い輸出委員会を離れており
今も排出事業者への提案型営業、クローズドリ
ました。
サイクルの提案、そして製品の視点から古紙市
今般、委員長と言う大役を仰せ付かり、また
況を予測する際に役立っています。
業務委員会にもオブザーバーとして出席する機
この 35 年間の日本の製紙・古紙業界の変遷、
会を頂き、身の引き締まる思いです。古紙業界
古紙輸入国から輸出国への構造変化を経験し、海
の皆様にご指導、ご鞭撻頂きました経験、そし
外の取引先との交渉で使う言葉も英語から中国語
て古紙事業会社、海外駐在で得た見識が古紙セ
に替わりました。そして、中国政府が「2020 年
ンターでの活動を通して、古紙業界発展の一助
末を以って古紙輸入を停止する」と宣言した 2017
となれば幸いです。
年に中国に赴任し、2020 年までの 4 年間に中国
この場をお借りして、私の経歴を紹介させて
政府が国内で実行して来た環境政策を、中国再生
頂きます。1986 年に大学卒業後に住商紙パルプ
資源回収利用協会の実地研修団に加わり、分別回
に入社、2013 年の国際紙パルプ商事との合併を
収の実態調査が出来た事は貴重な経験でした。
経て現在に至りますが、この 35 年間を通じて古
中国の古紙輸入停止による世界規模の古紙サ
紙ビジネスに従事して参りました。その間に古
プライチェーンの混乱、そしてコロナ肺炎の影
紙事業会社 4 社（16 ヤード）へ 5 度の出向、海
響により、先行き不透明感が強い状況ですが、
外法人への 3 度の駐在を経験し、出向期間が合
商社の立場から日本の古紙需給安定化に少しで
計 20 年間となり本社勤務より長くなっていま
も貢献出来るよう尽力します。引続きご指導、
す。
入社して 10 年間は関西で古紙の国内取引、欧
ご鞭撻宜しくお願い致します。

編
一日あたりの新型コロナ感染
者は、日本は千人を下回り、米
国は 9 万人、英国 3 万人、イン
ド 1 万人となっている。日本と
比較すると桁違いだが、米英印
はピークから 6 割以上減少して
いる。ようやくウイズコロナに

集

後

近づいたかと思う。感染との折
り合いを探りながら世界経済は
回復を続けている。2021 年は急
回復した需要に供給不足とイン
フレが起きた。22 年も回復が続
くが 21年に比べると大きく鈍化
する見通し。もっと良くなって

記
ほしいと思うが、すでに十分良
くなったと思えないものだ。安
定した経営を持続するためには、
無限の努力を必要とする。

（編集人 斎藤大介）
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