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 ３月７日に、今年度最後の「第４回ブロック長会議」を開催しました。当日は 

ブロック長と常任役員、また、オブザーバーとして北海道自動車処理協同 

組合から２名の方々にご参加いただき、今期の活動計画の振り返り、来期 

に向けた話し合いを行いました。 

 今年度のブロック長会議の活動方針は、「適正処理の推進と不適正処理 

の撲滅活動」「定期的な機会を通しての情報の発信と共有活動」「行政との 

定期的な情報交換活動」「地域団体／ブロック活性化のための活動」 

「優れた取り組みに関する情報の集約と発信」（ちょっとした工夫）でした。 

今期を振り返り、総括といたしまして、各ブロックで定期的に会議が開催 

され、本部活動などの情報発信・共有も、地域団体長や役員の方々の間 

ではある程度できてきているかと思います。しかしながら、個々の会員さん 

の声を聴くまでには、まだまだ至っていないと感じています。ブロック会議 

での会員さんの声をブロック長を通じてブロック長会議に届けていただき、

その声の総意を常任役員会議で伝えるのがブロック長会議長である私の 

役割ですので、仕組みの構築など来期に向けて取り組んでいきます。 

 前号のニュースレターでも募集を行った「ちょっとした工夫」については、 

３月２５日で募集を締め切り、最終的にはご提供いただいた事例を冊子の 

形にまとめて会員の皆様に配布する予定です。 

 近年、会員の皆様のご理解・ご協力により、各ブロック会議への役員の 

出席やブロック長会議の定期開催ができるようになりました。会員の皆様と 

地域団体、ブロックをつなぐブロック長会議を目指して、他のブロック長と 

ともにこれからも精一杯取り組んでいきます。 

（ブロック長会議長 平地 健） 
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巻 頭 言 

 先日、個人の確定申告をして 

きた。会場へ行ったらノートパソ 

コンの前に案内され、自分で 

入力するよう言われ、職員に 

教えてもらいながら入力をして 

きた。 
 

 別の日、飲み友達と一杯やって 

いたら仲間の開業医の話を耳に 

した。その医者は患者に説明 

する時パソコン画面ばかり見て 

患者の顔を見ないらしい。だから 

あんなのは医者ではないと、 

掛かりつけをやめたそうだ。 
 

 人と人が顔を合わせ、お互い 

を 見ながら仕事を す ること が 

少なくなっていく世の中に寂しさ 

を感じるこの頃である。  

北海道から沖縄まで、全国のブロック長が一堂に会す 

２０１６年度最後のブロック長会議 

▼平地ブロック長会議長（写真中央、右から６人目）にご寄稿いただきました！ 

（広報部会 副部会長 田村 幸男） 
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 「関東ブロック会議」 ２０１７年３月９日（木）開催 
 

関東ブロック ブロック長   三枝 透 

 「中部・北陸ブロック会議」 ２０１７年３月１３日（月）開催 
 

中部・北陸ブロック ブロック長   岡野 功 

ブロック会議開催報告 

 ３月９日、ＥＬＶ機構会議室にて関東ブロック会議を開催しました。今期２回目の会議ですが、交流会の中で 

開催される会議を含めると、３回目の地域代表者会議となります。２日前に開催されたブロック長会議の報告 

事項に約２時間の時間を割き、本部活動情報の共有化を徹底しました。 
 

 その後、関東ブロックの地域情報交換を行いました。どの地域でも車両の入庫仕入れの減少や価格競争の 

ため、経営が厳しくなっています。そして、最近顕著なのが人材不足です。求人しても応募がない、戦力として 

使えるような人材が来ないといった悩みです。 
 

 ＥＬＶ機構の活動については、一部の会員さんだけに仕事が多く割り当てられてしまっている現状があり 

ます。個社個社が「ＥＬＶ機構から何をしてもらうのか」ではなく、「何を提供できるのか」を残りの時間で話し 

合いました。 

 ３月１３日、名古屋市のウインクあいちにて、第２回 

中部・北陸ブロック会議を、中部経済産業局の環境・ 

リサイクル課の嵩山様をはじめ３名の行政関係者の 

方々にもお越し頂き、総勢１４名にて開催しました。 
 

 ３月７日に行われたブロック長会議や各部会の報告 

等を行った後、各地域団体から質疑や近況報告を頂き 

ました。会員の減少に向けての根本的な対策や当機構 

が向かっている方向性等についての質問には、埜村 

副代表理事から当機構は不法業者の摘発等の行政 

への働きかけよりも、自己研鑚や会員各社の基本の 

確認を徹底する事に主を置いている趣旨を説明頂き 

ました。 

 

 ２０１７年度は、中部・北陸ブロック内の会場にて自動車リサイクル士制度認定講習会が開催される予定と 

なっているので、運営や参加者の面で各地域団体の協力要請を行い、また、最後はブロック長会が行っている 

「ちょっとした工夫（ベストプラクティス）」の情報をまとめたサンプルを皆さんで回覧して頂き、各会社さんが工夫 

している案件を情報提供して頂き、会員間の情報共有に役立てて欲しいと呼びかけ、会議を終了しました。  



3 

 

 

コンピューター基板／エアバッグカプラー／センサー類の３品目を年度内２回に分けて集荷 

２０１６年度共同出荷事業、全２回の集荷が完了 

 ２０１６年度貴金属類の共同出荷事業について、年度内全２回の集荷が完了しました。ご協力いただきました 

会員の皆様には心より感謝申し上げます。参加数や重量データなどを以下のとおりご報告いたします。なお、 

第２回集荷分の品位は現在分析中のため、分かり次第あらためてご報告いたします。 

概要                           

【回収対象品目】 

 ■コンピューター基板 

  ※アルミ無・アルミ有で単価は異なる 

 ■エアバッグカプラー 

 ■センサー類（Ｏ２センサー・ＡＦセンサー） 

【集荷時期】 

 ■第１回集荷 

   ２０１６年７月２０日～８月３１日 

 ■第２回集荷 

   ２０１７年２月 １日～２月２８日 

参加事業所数・回収重量                  

参加事業所数

［社］ 

回収重量［kg］ 
    

基板（無） 基板（有） ＡＢカプラー センサー類 合計 

  168  16,331.0  1,808.5  3,435.0  20,086.5  41,661.0  

１回目 136  7,990.5  584.5  1,414.0  6,789.0  16,778.0  

２回目 157  8,340.5  1,224.0  2,021.0  13,297.5  24,883.0  

品位                           

  基板（無） 基板（有） ＡＢカプラー センサー類 合計 

受入重量［kg］ 8,049.0  591.5  1,394.5  6,774.0  16,809.0  

Au品位［g/t］ 105.0  70.0  101.0  0.0  -  

含有量［g］ 845.1  41.4  140.8  0.0  1,027.3  

Ag品位［g/t］ 827.0  722.0  42.0  47.0  -  

含有量［g］ 6,656.5  427.1  58.6  318.4  7,460.6  

Pd品位［g/t］ 57.0  59.0  0.0  8.0  -  

含有量［g］ 458.8  34.9  0.0  54.2  547.9  

Cu品位［%］ 18.8  15.8  18.1  0.0  -  

含有量［kg］ 1,513.2  93.5  252.4  0.0  1,859.1  

Pt品位［g/t］ 0.0  0.0  0.0  297.0  -  

含有量［g］ 0.0  0.0  0.0  2,011.9  2,011.9  

※以下の数値は第１回集荷分のみ、第２回集荷分は現在分析中 

■ブロック・地域ごとの詳細集計データはこちら → https://goo.gl/S10FBQ  
 

■今年度・昨年度以前の事業報告書はこちら  →  https://goo.gl/ceL7ye  

LET’S CLICK !  

https://goo.gl/S10FBQ
https://goo.gl/ceL7ye
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未来部会、２０１６年度の活動を振り返って 

 私が未来部会部会長を拝命してから、もう少しで一年が 

経とうとしております。 

 部会方針であります、次世代人材の育成／ＥＬＶ機構の 

事業活性化／ＥＬＶ機構会員間の意思疎通。以上の３つの 

柱を軸として全国の若手経営者・後継者の多くの方々の 

参加者を募ることを考え、企画して参りました。その第一弾 

として今年度は１０月２１日～２２日の２日間にて、事業所 

見学会を北海道の地にて開催させて頂きました。 

 １０月にも拘らず前日より雪が降り、当日は最高気温８度 

と言う寒い中、全国より３６名もの多くの参加者が集い、 

忌憚ない意見を交わし、熱い勉強会を行えたことを昨日の 

事のように思います。 

 

 そして、来年度も楽しい企画をさせて頂いております。その一つとして６月に外部より講師を招いての講演会 

の開催、この講演会は２部構成となっており、１部では「欧州のサーキュラー・エコノミーがＥＬＶリサイクルに 

及ぼす影響」と題した日本生産性本部の喜多川センター長様による講演、２部では少し趣向を変えて会計士に 

よる決算書の大事な見方や事業計画のお話をして頂く事になっております。１０月には第２回目の事業所見学会 

を九州の地にて開催致します。九州ブロックの皆様には、大変なご苦労とご面倒をお掛け致しますが、何卒、 

ご協力の程、宜しくお願い致します。 

 最後になりましたが、全国の会員の皆様が参加して良かったと思って頂ける勉強会を行って参りますので、 

一人でも多くの方の参加をお待ちしております。何卒、宜しくお願い致します。  

（未来部会 部会長 吉岡 篤史） 

ＭＴＫが新春講演会を開催 

 ２月２１日、パレスへい 

あん（宮城県仙台市）で 

行 わ れ た 宮 城 県 中 古 

自動車解体再生部品卸 

協同組合（略称：ＭＴＫ） 

の新春講演会にて、福島 

県自動車リサイクル協同 

組合の代表理事、田村 

幸男様（写真）の講演が 

ありました。 
 

 「出会いがすべて ～邂逅 人生の意味ある出会い～」と 

いう演題の講演でしたが、恥ずかしながら私は邂逅という 

言葉の意味を知りませんでした。意味を調べて真っ先に 

思い浮かんだのは、ＭＴＫのことでした。 

 田村様がおっしゃった人と人の出会い。大切な出会い。 

講演を聞きながら今、正に私の人生の中でこんなに沢山 

の方と知り合うことが出来たのはＭＴＫに入社したからだ 

と思いました。 

▼ＭＴＫ事務局の佐々木様にご寄稿いただきました！ 

▼吉岡部会長（写真手前、左から２人目）にご寄稿いただきました！ 

（ＭＴＫ事務局 佐々木 志保子） 

https://goo.gl/ynDqgx
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主なリサイクル可能樹脂材料の使用箇所（例：イグニス内装） 

自 動 車 メ ー カ ー 提 供 記 事 （スズキ株式会社） 

■環境に配慮したリサイクル設計への取り組み  

環境に配慮したリサイクル設計は、自動車の設計を行う上で大切な取り組みです。スズキは、樹脂製の外装 

部品や内装部品にリサイクルし易い材料を使用する等、環境に配慮したクルマ作りに日々取り組んでいます。 

主なリサイクル可能樹脂材の使用例を２０１６年１月に発売したイグニスを例にご紹介します。 

■使用済リチウムイオン電池の回収とリサイクルへの取り組み  

ワゴンＲ、スペーシア、アルト等に採用されている低燃費化技術エネチャージ、Ｓ－エネチャージには回生用 

リチウムイオン電池パックが搭載されています。また、ソリオハイブリッドは、駆動用リチウムイオン電池パック 

が搭載されています。スズキは、環境保全と資源の有効利用のため、これら車両の廃棄時に取り外した使用 

済リチウムイオン電池の回収とリサイクルに取り組んでいます。 

スズキホームページ（※）に掲載の取り外しマニュアル、回収・リサイクルマニュアルをご参照の上、リチウム 

イオン電池の取り外し、保管を行い、スズキ電池引取受付センターに回収を依頼してください。 
 

（※）http://www.suzuki.co.jp/about/csr/recycle/battery/index.html  

主なリサイクル可能樹脂材料の使用箇所（例：イグニス外装） 

バックドアガーニッシュ 

リヤコンビランプ 

フォグベゼル 
バンパー フェンダーライニング 

カウルトップガーニッシュ 

フードガーニッシュ 

ドアミラー 

ドアハンドル 

フェンダーライニング バンパー 
フォグベゼル 

ヘッドランプ 

グリル 

リチウムイオン電池パック 

（助手席シート下部） 

--------------------------------リチウムイオン電池搭載場所-------------------------------- 

①駆動用リチウムイオン電池パック 

（ラゲッジフロア部） 

②補助電源用リチウムイオン電池パック 

（助手席シート下部） 

コンソールボックス 
サイドシルスカッフ 

インストルメントパネル 

インストルメント 
クラスターパネル 

ルームミラー 
ルームランプ センターピラートリム 

アシストグリップ 

クォータートリム 

バックドアトリム 

ラゲッジボード 

フロントピラートリム 

グローブボックス 

ダッシュサイドトリム 

レーダーカバー 

リヤドアトリム 

ドアハンドル 

ドアハンドル 

フロント 
ドアトリム 

▼回生用リチウムイオン電池パック ▼ソリオハイブリッド車用リチウムイオン電池パック 

  ※①と②セットで回収します 

http://www.suzuki.co.jp/about/csr/recycle/battery/index.html
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鉄 ス ク ラ ッ プ 最 新 情 報  

■ ３月第４週（２１日）の鉄スクラップ動向 ■  

連休終え国内相場に「ピーク感」、輸出価格が反落し調整局面に  
 

 3月18～20日の3連休を終え、国内鉄スクラップ市場では相場に「ピーク感」が台頭している。輸出価格が反落に転じ 

調整局面に入ったこと、連休を終え国内市場でも目先の強材料が失われたことなどから、根強かった市中での「先高観」 

が解消している。 

 貿易筋によると、ベトナム向けのH2輸出価格は1㌧あたりCFR290㌦どころとなり、FOB価格に換算すると29,000円台 

前半まで値下がりしている。国内H2相場は関東や中部で3万円台に乗せており、輸出価格に比べると割高な状態だ。 

 国内市場は、電炉筋の生産が集中する3連休を終えたことで、一部に見られたスポット手当てが終わり、高値解消に 

向かう見通しだ。また、連休後の電炉在庫は減少しているものの、先高観が解消したこともあり、発生元や市中問屋筋 

が出荷に動き出す時期を迎える。さらに、地域によってバラつきはあるものの、一定量の年度末整理玉の発生も予想 

される。月末に向けて、市中スクラップの荷動きが活発化するとみられる。 

 ただ、市中発生にはバラつきがあり、輸送用トラック・トレーラーの不足も指摘され、急な荷動きの回復は見込めないと 

される。一方、国内電炉生産は回復傾向にある。下げ予想と共に「底堅さ」を指摘する声もある。 
 

【関東地区】 市中問屋、連休後の電炉対応を様子見  
 

 関東地区の市況は、堅調な推移のまま3連休を迎えた。ただ、3月第3週末時点の市中問屋筋は、高値筋への出荷に 

動いているものの、全体に荷動きが活発化する状況には至っていない。連休後の電炉在庫は減少が予想されていること 

もあり、今後の電炉各社の価格対応を様子見する姿勢だ。H2炉前実勢価格は1㌧あたり29,500～30,500円中心、これに 

対し、H2浜値は29,500円中心、高値30,000円見当となっている。 
 

【東海地区】 メーカーの対応待ちで荷動きに低調感  
 

 名古屋地区の電炉は、3月11日に500円がたの値上げを実施してからは、様子見を続けている。H2炉前実勢価格は 

29,000～30,000円どころ中心。東京製鉄は16日から全拠点の購入価格を500円引き上げ、田原工場の特級は31,500円 

どころの高値圏へ上昇した。域内の電炉他社はこれに対し即時の追随値上げは見送ったが、業者間には対応待ち筋が 

少なくない。このため荷動きは低調で、電炉の入荷にはなおバラつきが見られる。 
 

【関西地区】 引き合いは継続もピーク感広がる  
 

 大阪地区の鉄スクラップ市況は強含み様子見。3連休明け直後にかけても共同輸出の船積みが行われ、電炉筋の 

多くも消費した在庫を回復させなければならないだけに、一定の引き合いは継続すると見られる。しかし、輸出商談が 

軟調化していることを受け、域内の市況にもピーク感が広がりつつある。H2炉前実勢価格は28,500～29,000円、一部 

上値30,000円。姫路地区のH2炉前実勢価格は29,500～30,500円。 

 

（※価格、数量等は日刊市况通信社調べ、3月21日午前時点のもの）  

３月２１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 29,500  ～ 30,500  様子見 

南関東 29,500  ～ 30,500  様子見 

名古屋 29,000  ～ 30,000  様子見 

関
西 

大阪 28,500  ～ 30,000  強含み様子見 

姫路 29,500  ～ 30,500  強含み様子見 

 

 [ 提供：日刊市況通信社 ］ 
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お 知 ら せ  

自動車再資源化協力機構からのお知らせです。 
 

フロン類の回収作業を適正に行うと回収料金が増える 

可能性があります。 
 

以下のリンク先に「回収料金の算出方法」や「回収量 

が下がってしまう要因」などがまとめられています。 

ご確認のうえ、フロンの適正回収・最大回収にご協力 

のほどよろしくお願いします。 

 

 

編 集 後 記  

行 事 予 定  

 この業界において年度末は繁忙期。この 

号が出る頃には、そんな慌ただしさから 

多少解放され、一段落ついたところかと 

思います。厳しい市況を経験していますと 

「やはり仕事は忙しい方がいい。忙しい 

のは何よりのビタミン剤」と、つくづく感じ 

ます。▼今号のトップ記事は、今年度最後 

のブロック長会議を取り上げています。 

年度最後とあってか会議は終始活発な 

議論がなされました。今回は北海道自動 

車処理協同組合（北自協）から役員二名 

がオブザーバー参加されました。その中 

で北自協の逼迫した問題、会費問題や 

会員数減少による組織運営の危機を訴え 

られていました。この問題は北海道のみ 

ならず、全国の地域団体が抱えている 

共通の問題です。いま全国のどの地域 

団体も組織運営の正念場にあります。 

来期の機構運営における大きな課題と 

なるでしょう。▼最後に明るい話題をひとつ。 

各社で実践されている業務上のアイデア 

を持ち寄った「ちょっとした工夫」は楽しい 

企画です。目から鱗ともいえるアイデアが 

満載されています。近日、公開予定との 

ことですので楽しみにお待ち下さい。  

（広報部会 部会長 永田 則男） 

会員数（２０１７年３月末日時点） 

フロン類全量回収のお願い（自再協のお知らせ）  

総数 ５５０社 ／ 会員 ５２４社、賛助会員 ２６社 

４月の主な予定 

４月 ５日（水） 

自動車リサイクル士 

第１回 カリキュラムＷＧ 

 

４月１１日（火） 

第１回 広報部会 

 

４月２２日（土） 

九州ブロック会議 

 

４月２６日（水） 

自動車リサイクル士 

関係者検討会 

 

● 

 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

● 

ＥＬＶ機構Ｆａｃｅｂｏｏｋ 

 日々の活動の様子をタイムリーに、写真つきで 

 確認できます。（以下のＵＲＬをクリック！） 

 https://www.facebook.com/JAERA.office/ 

 

https://goo.gl/cjGcrs  
LET’S CLICK !  

https://www.facebook.com/JAERA.office/
https://goo.gl/cjGcrs

