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平成２８年（２０１６年）熊本地震  

熊本県および大分県の被害状況報告 

 無駄なことは排除して、もっと 

もっと合理的に仕事をしなければ 

と常々思っている。ところが中々 

現実は思うようにいかない。 

 タバコをやめて１０年になる。 

以前は休憩時間に社員とタバコ 

を吸いながら雑談に耽ったもの 

だ。あっという間に５分、１０分。 

今はタバコを吸わないので社員 

との雑談の中に入るのが激減 

した。 

 雑談と言うとそれこそ無駄の 

代名詞のように聞こえるが、毎日 

命令と指示だけの上からの一方 

通行だけでは真の業務遂行は 

できないのではないか。無駄に 

見える雑談の中にこそ、上司と 

部下との信頼関係が生まれ、 

目標達成への近道ができるよう 

に思える。  
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 （広報部会 副部会長 田村 幸男） 

 このたびの平成２８年（２０１６年）熊本地震により被災された皆様に謹んで 

お見舞い申し上げます。ＥＬＶ機構会員の被害状況を以下にまとめます。 

熊本県（ＥＬＶ熊本協同組合） 

会員２０社中・・・物理的被害があった事業所   １６社 

      ・・・そのうち甚大な被害があった事業所  ９社 

大分県（大分県ＥＬＶ商業組合） 

会員１３社中・・・物理的被害があった事業所    ４社 

主な被害事例（上記２団体よりヒアリング） 

■第二事務所の一部損壊、ブロック塀の一部損壊、現車部品（車）、単品 

 部品（棚）の倒壊による在庫部品の損傷。（パーツ登録分の２〜３割？） 

■今でも車両引取に通常より時間がかかる。（道路渋滞等）  

■断水中は出荷時に部品等を洗うことができません。できるだけ綺麗に 

 して出荷はしますが、困ります。 

 九州ブロックからのお願い 
 

 現在は仕事を再開してるので、ぜひ部品を九州から買ってください。 
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【自動車リサイクル士】 関係者検討会を開催、講習会日程決定 

 ５月１２日、ＥＬＶ機構会議室（東京都港区）にて 

「自動車リサイクル士制度関係者検討会」を開催 

しました。 

 この会には、経済産業省、環境省、日本自動車 

工業会、自動車リサイクル促進センター、自動車 

再資源化協力機構といった関係者の皆様にご参加 

いただき、昨年度の自動車リサイクル士の新制度 

移行結果報告や今後の計画などを説明しました。 

その後の質疑応答では、「試験の透明性・公平性 

の確保」「資格取得後のフォローアップ」といった 

これから同制度を進めていくうえで参考となるような 

貴重なご意見も多数いただきました。 
 

※昨年度の報告や今後の計画は以下のとおりです。 

２０１５年度の自動車リサイクル士の新制度移行結果報告 

（※）２０１４年度資格取得者は２０１６年度まで移行手続き可能であるため、最終的な移行率は未確定。 

移行手続き方法 
２０１３年度 

資格取得者 

２０１４年度 

資格取得者 
合 計 

講習会（東京会場）受講 41名 9名 50名 

講習会（大阪会場）受講 35名 7名 42名 

資料・ＤＶＤ請求 436名 120名 556名 

合 計 511名 134名 645名 

移行率 81.8% （※）47.2% - 

２０１６年度の自動車リサイクル士制度認定講習会の開催予定 

自動車リサイクル士 新制度移行特別認定講習会（受講対象者：２０１４年度資格取得者）  
 

近畿ブロックおよび中国・四国ブロック合同開催として１会場（岡山会場）で実施 

日 時 ２０１６年７月２２日（金）１０：００ ～ １６：１５ 

場 所 イベントホールみのるガーデン２階（会議室名：ダリア） 
・住 所：〒７００－０９０４ 岡山県岡山市北区柳町１丁目４－８－２０１ 

・電 話：０８６－２２５－６６６８ 

・ＵＲＬ：http://minoru-garden.co.jp/hall.html#access/ 

自動車リサイクル士制度認定講習会 （受講対象者：資格未取得の新規の受講希望者）    
 

東北ブロックおよび関東ブロックの２会場で実施 
 

【開催予定】（※具体的な日時や会場は未定のため、決定し次第、ご案内させていただきます） 

 ■東北ブロック：２０１６年１０月に宮城県仙台市にて開催予定 

 ■関東ブロック：２０１６年１１月に東京都内にて開催予定 

http://minoru-garden.co.jp/hall.html#access/
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公益社団法人自動車技術会主催「２０１６年春季大会」のフォーラムにて  

プラスチックリサイクルの議論にＥＬＶ機構理事も参加 

審議会関連検討会に出席 第２回理事会を開催 

 ５月１０日、ＥＬＶ機構会議室（東京都港区）にて、 

「第２回理事会」が開催され、理事１９名全員が出席 

しました。当日は次期理事候補にもご出席いただき、 

２０１６年度の予算案の内容確認など定期社員総会 

に向けた確認・審議のほか、熊本・大分震災義援金 

に関する報告が行われました。 

 以前ニュースレターでも取り上げたとおり、産構審・ 

中環審合同会議での議論を経てとりまとめられた 

「自動車リサイクル制度の施行状況の評価・検討に 

関する報告書」の内容を受け、「情報発信の在り方 

等に関する検討会」と「自動車リサイクルに係る３Ｒ 

の推進・質の向上に向けた検討会」といった２つの 

検討会が発足しており、それぞれにＥＬＶ機構役員が 

委員として出席しています。現在の各検討会の状況 

について、以下のとおり報告します。 

情報発信の在り方等に関する検討会 

 直近では５月３１日に第４回が開催され、酒井副代表理事が 

委員として出席しました。内容としては、リユース・リビルト部品に 

関する情報発信等およびユーザー選択などについて議論が 

行われました。次回は、６月２３日に開催される予定です。 

自動車リサイクルに係る３Ｒの推進・質の向上に向けた検討会 

 直近では５月２４日に第３回が開催され、木内総務部会長が 

委員として出席しました。内容としては、関連調査結果や今後 

の検討の方向性などについて議論が行われました。次回は、 

６月～７月（日程未定）に開催される予定です。 

 公益社団法人自動車技術会が主催する「２０１６年春季大会」のフォーラムにＥＬＶ機構の永田理事（兼 広報 

部会長）が参加しました。永田理事より、当日の内容を以下のとおりご報告いただきました。 

 この度は、機会がありＥＬＶ機構の理事として私 

永田が自動車技術会のリサイクル技術部門委員会に 

委員として参加させていただくこととなりました。 

その自動車技術会が主催の「２０１６年春季大会」が 

５月２５日（水）～２７日(金)に、パシフィコ横浜 

（横浜市西区みなとみらい）にて開催されました。 

なんといっても「人とくるまのテクノロジー展２０１６」 

という展示ブースには驚かせられました。今後、次世代 

自動車に搭載される先端技術、インフラが一目瞭然に 

理解することができます。自動運転自動車の時代がすぐ 

そこまで来ていること、自動車の歴史が変わりつつ 

あることをひしひしと感じることができました。 
 

 リサイクル技術部門委員会は「採算性のある自動車プラスチックリサイクルを目指して」というテーマで、 

樹脂リサイクル活用に関する中間発表を行いました。特にパネルディスカッションでは事業性に焦点を当て、 

自動車メーカー、大学、樹脂再生メーカー、ＥＬＶ機構からは私がパネラーとして参加し、討議しました。 

樹脂リサイクルは非常に注目度の高いリサイクルであることは、皆さん共通した見解として持っています。 

しかしながら、自動車リサイクル業者もトライアルを重ねてはいるものの、採算性の壁を越えることができず 

足踏みしているのが現状です。大きな要因としては回収量と輸送コストが上げられます。この件に関して「分散 

する素材を１カ所に集約する拠点を作り、共同出荷することで輸送コストを削減するなどのビジネスモデルを 

構築することが必要ではないか」との意見もありました。再生樹脂リサイクルをテーマとしたまとめは、あと 

一年続きます。来年の総括では採算のとれるビジネスモデルを皆さんの前で発表できるよう検討を重ねてゆき 

たいと思います。  
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■ブロック会議開催実績（５月開催分）                

開催日 会議名 開催場所 

２０１６年５月２２日 沖縄ブロック会議 沖縄市農民研修センター（沖縄県沖縄市） 

２０１６年５月２７日 北海道ブロック会議 センチュリーロイヤルホテル（北海道札幌市） 

２０１６年５月２８日 九州ブロック会議 サンライフホテル２・３ （福岡県福岡市） 

 ５月１３日、日本ＥＬＶリサイクル機構山口県 

支部と広島県支部は「第１６回定期総会」および 

「設立１５周年記念式典」をホテルサンルート 

徳山（山口県周南市）にて開催しました。 

 来賓として、中国経済産業局の濱田ゆかり様、 

自動車再資源化協力機構の柴田芳徳部長、鍋谷佳成 

様、山口大学の阿部新准教授が出席され、ＥＬＶ 

機構からは、河村代表理事、酒井副代表理事、吉川 

副代表理事が出席しました。 

 当日は各種報告のほか、１５周年記念講演と 

してトヨタＬ＆Ｆの梅原茂様が講師を務められた 

講演会などが実施されました。 

■山口・広島：設立１５周年式典を開催 

ブ ロ ッ ク ・ 地 域 団 体 の 活 動 紹 介  

沖縄ブロックより、ブロック会議報告をいただきました！ 

 ２０１６年５月２２日（日）１３時～１６時 

 「第１回 沖縄ブロック会議 」 

 

 １．開 会（沖縄ブロック長挨拶） 

 ２．平成２７年度日本ＥＬＶリサイクル機構 

   活動報告等 

 ３．沖縄ブロック共同出荷事業について 

 ４．その他 

 ５．閉 会 

 

 会議参加者：ブロック長含めて１５名出席        

 ５月１４日、山梨県カーリサイクル協同組合は 

「低圧電気取扱特別教育講習会」を甲府市東部 

市民センター（山梨県甲府市）にて開催しました。  

 当日は、講師として株式会社プロトリオスの 

ボデーリペア技術研修所の小川直紀氏を迎え、 

組合員２４名が参加しました。 

 今後、使用済自動車としてハイブリッド車が多く 

排出されていく中、労働安全衛生法にもとづいて 

より安全な解体作業工程を確立するための知識と 

技術を学びました。（座学７時間・実技１時間） 

講習会後には修了書を交付しました。 

■山梨：低圧電気に関する講習会を開催 
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鉄 ス ク ラ ッ プ 最 新 情 報  

■ ５月第４週（２５日）の鉄スクラップ動向 ■  
 

 [ 提供：日刊市況通信社 ］ 

国内市場 荷余り感強く相場が続落 東京製鉄宇都宮特級・2万円割れ    
 

 

 国内市場では24日、国内電炉各社の鉄スクラップ購入価格の値下げ改定が広がり、全国的に続落した。値下がり局面 

が続いているため、発生元や市中問屋筋が鉄スクラップの出荷繰りを急ぐ一方、減産下にある電炉筋の間では荷止や 

荷受制限も見られ、荷余り感が強まった。さらに輸出市場では、海外ミルからの引き合いが弱く、輸出価格が続落して 

いるうえ、成約数量も伸び悩んでいる。このため湾岸商社・シッパー筋には先安観を持つところが多く、浜値も続落して 

いるのが現状だ。 

 24日から全国的に電炉筋の値下げが広がったが、特に東日本の下げ幅が大きい。輸出不振の影響を強く受ける関東 

地区では、東京製鉄宇都宮が特級購入価格を1㌧あたり19,500円とし、約2カ月ぶりに2万円割れ。これを受けて、東日本 

全域でH2価格が、電炉買値・浜値とも2万円を割り込む動きとなっている。国内市場は当面弱基調が続く見通しで、 

「底が見えない」状況となっている。 
 

【関東地区】 域内市況は続落、H2平均価格が2万円割り込む  
 

 関東地区では24日、域内電炉の鉄スクラップ購入価格の追加値下げが契約納入筋などを除き広がり、相場は一段安 

の展開となった。このため24日時点のH2炉前実勢価格は1㌧あたり18,500～19,500円中心、高値20,000～21,000円見当 

へ下落。24日時点のH2炉前総合価格は19,100円となり、20,000円を割り込んだ。また、浜値も続落し、H2浜値は18,000 

～19,000円中心となった。 
 

【東海地区】 メーカー24日からさらに1,000～1,500がたの一斉下げ  
 

 東鉄・田原工場は24日から一律1,500円値下げし、5月に入り2回の下げで計4,500円の急落となった。この動きの影響で 

名古屋地区メーカーは、24日から一斉に購入価格1,000～1,500円がた引き下げた。下げ幅は大同特殊鋼、愛知製鋼、 

中部鋼鈑、共英製鋼名古屋の4社は一律1,500円、トピー工業は鋼ダライ粉1,500円その他1,000円、山口鋼業は一律 

1,000円。H2炉前実勢価格は21,000～22,000円中心に下押しした。 
 

【関西地区】 24日から下げ改定広がり一段安へ 輸出環境難と関東大幅安で先安見通し    
 

 大阪地区では24日から電炉間や品種によって下げ幅は異なるものの、1,000～1,500円の値下げが広がる動きと 

なった。関東地区の大幅下げを受け、輸出価格が定まらないなかで、西日本が輸出や東日本を上回っているため、 

目先も下振れ圧力が高まったままだ。H2炉前実勢価格は21,000～22,000円（一部上値22,500円）。姫路地区も24日 

からの東京製鉄岡山工場の買値引き下げに連動した。H2炉前実勢価格は22,000～23,000円に後退。 
 

（※価格、数量等は日刊市况通信社調べ、5月24日午前時点のもの）  

５月２４日の国内スクラップ炉前実勢価格（中心値） 

  Ｈ ２  気 配  

関
東 

北関東 18,500  ～ 19,500  急反落 

南関東 18,500  ～ 19,500  急反落 

名古屋 21,000  ～ 22,000  続落 

関
西 

大阪 21,000  ～ 22,000  値下がり 

姫路 22,000  ～ 23,000  値下がり 
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お 知 ら せ  

行 事 予 定  

編 集 後 記  

◆会員数 （２０１６年５月末日時点） 
 

総数 ５６６社 ／ 会員 ５４０社、賛助会員 ２６社 

 

◆熊本・大分地震義援金のご報告と御礼 
ＥＬＶ機構では、本年４月に発生しました平成２８年 

（２０１６年）熊本地震に関しまして、４月２１日より 

「熊本・大分地震義援金」募集活動を行ってまいり 

ました。このたび、義援金一次募集が４月２８日に 

終了しましたので、義援金総額およびご協力企業・ 

団体のご報告を申し上げますとともに、皆様からの 

心温かいご協力に厚く御礼申し上げます。 

 

□一次募集での義援金総額   ２，３４０，０００円 

□ご協力企業・団体     ８１社 （←クリック） 

 

二次募集（５月末締切）の義援金につきましては、 

集計が完了し次第、ご報告させていただきます。 

また、この義援金はＥＬＶ機構から九州ブロックの 

会員様へ各団体を通じて配分される予定です。 

 

 

６ 月 の 主 な 予 定  

ＥＬＶ機構Ｆａｃｅｂｏｏｋ 

日々の活動の様子をタイムリーに、写真つきで確認する 

ことができます。左のアイコンをクリック！ □ 

６月２日（木） 
 

   第２回 三役会 
 

６月３日（金） 
 

   自動車リサイクル士制度 

   第５回 カリキュラムＷＧ 
 

６月８日（水） 
 

   第１回 ブロック長会議 
 

６月９日（木） 
 

   ２０１６年度定期社員総会 

６月２０日（月） 
 

   ＪＩＳ開発事業 

   第２回 原案作成ＷＧ 
 

６月２１日（火） 
 

   第３回 広報部会 
 

６月２３日（木） 
 

   第５回 情報発信の在り方等に 

   関する検討会 

 熊本地震の被害報告をＥＬＶ熊本協同 
組合の村田理事長と大分県ＥＬＶ商業組合 
の湯浅理事長より頂戴しました。今号一面 
では、その報告をもとに被害状況をまとめて 
みました。自らも大変な状況におかれて 
いる中、一社一社の安否を気づかいながら 
も被害状況をまとめられた両理事長には 
心より敬意と感謝を申し上げる次第です。 
被災された皆様の心身のお見舞いと、地域 
の一日も早い復興をお祈り申し上げます。 
▼業界の将来の可能性を探ろうとする企画 
「我々の未来をどう創るか」、その第２回目 
の意見交換会が５月１７日にＥＬＶ機構本部 
にて行われました。今回のゲストはモーター 
スカレッジ東北の中里明光代表です。中里 
社長は自動車リサイクル業のみならず、 
かつて自動車整備･鈑金工場も経営されて 
おりました。しかし次世代自動車が台頭して 
くる中、「このままでは整備業界は危うく 
なる」との思いから、ある日一念発起して 
自社の自動車整備を廃業し、「モータース 
カレッジ東北」を立ち上げました。その先見 
性と勇気には感動します。この意見交換会 
の模様は、ＥＬＶニュースレターＶｏｌ．８９ 
（８月１日発行）に掲載予定です。ご期待 
ください。  

（広報部会 部会長 永田 則男） 

http://www.elv.or.jp/media/5/20160502-20160428_gienkin_list.pdf
https://www.facebook.com/JAERA.office/

