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巻 頭 言 

 ニュースレター１００号、とても 

嬉しい事です。私は途中からの 

参加ですが、ニュースレターに 

関わらせていただき、感謝して 

います。１号発行から８年４か月、 

まさに「継続は力なり」です。最初 

に発刊された方々の思いは、 

「業界が一つにまとまり強くなる」 

その為には、情報の共有化を 

通して現状を知った上で、互いの 

智恵を出し合い、切磋琢磨し、 

皆が発展する姿を強く願われた 

のではないでしょうか。今後我々 

の自動車業界も大きな変革を 

迎えます。その変革にも対応 

できるような情報を提供できる 

よう広報部会で努めていきたい 

と思います。  

 （広報部会 木村 香奈子） 
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 ニュースレターが発行を重ねとうとう１００号を迎えました！ 

 何しろすべて手作りのＥＬＶ機構のニュースレターです。月１回の 

発行ですので、言ってみれば、歴代の広報部会の皆さんの３０００日 

の活動記録です。文章を書くのが好き、得意というわけでもない部員 

さんの苦闘がしのばれます。 

 発行当初から面白い、役に立つ記事ということに頭を悩ませ続け、 

読み物風の連載をしたり、その時代での苦労が見えます。最近の企画 

では、より事業につながるような日刊市況通信社様のデータ、また、 

自工会各社様の、リサイクル技術関連の記事も連載されております。 

が、何と言ってもすべて手作り。皆さんからの情報提供、リクエスト 

をいただけるとさらに充実した紙面になりますので、ぜひご贔屓に！  

 

ニュースレター１００号に寄せて ―― 代表理事 酒井 康雄 

【１号：２０１０年６月発行】 【最新号：２０１７年６月発行】 

mailto:jaera-homepage@elv.or.jp
http://www.elv.or.jp/
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総 力

特 集 「２０１７年度定期社員総会」 
一般社団法人 

日本ＥＬＶリサイクル機構 

第１部 定期社員総会（１３：００～１４：００）           
 

・社員の過半数の出席により、本総会は適法に成立しました。 

・１号議案 第１２期事業報告、２号議案 第１３期事業計画案、３号議案 理事選任、以上３つの 

 議案すべて、社員の方々の多数の拍手により、承認可決されました。  

・新たに北海道ブロック（北海道自動車処理協同組合）所属の山口一幸氏が理事に選任されました。 

第２部 会員交流会（１４：１５～１５：４５）            
 

・冒頭に２０１７年度人事の発表があり、先の定期社員総会にて理事として選任された山口一幸氏 

 が北海道ブロック長に就いた旨、報告がなされました。 

・会員の皆様へのご報告として、ブロック長会議長平地健から「ちょっとした工夫の報告」、一般 

 社団法人日本自動車リサイクル研究所の理事の熊田正隆氏から「日本自動車リサイクル研究所に 

 関する説明」がありました。 

・意見交換および質疑応答の時間では、まず事前にお寄せいただいたご質問、それに対する回答の 

 発表が行われ、その後、当日ご参加いただいた会員の皆様からご質問を募りました。 

・会員の皆様からは「貴金属類の共同出荷事業」や「日本自動車リサイクル研究所」などについて 

 ご質問がありました。（詳細は次ページ参照） 

第３部 懇親会（１６：００～１８：００）             
 

・開会挨拶の後、ご来賓を代表して、経済産業省製造産業局自動車課より自動車リサイクル室長の 

 保坂明様、一般社団法人日本自動車工業会環境委員会よりリサイクル廃棄物部会長の嶋村高士様 

 にご挨拶をいただきました。 

・一般社団法人自動車再資源化協力機構 代表理事の阿部知和様に乾杯のご挨拶をいただきました。 

・懇親会の会場では、先の会員交流会で報告された「ちょっとした工夫」のスライドショーが流れ、 

 各社の事例が紹介されました。 

 ６月１６日、ＴＫＰ東京駅日本橋カンファレンスセンター（東京都中央区）にて、「２０１７年度 

定期社員総会」が開催されました。定期社員総会は以下の３部構成で行われ、ご来賓の方々も含めて 

総勢約１５０名の参加がありました。 
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貴金属類の共同出荷事業について  

 会員の皆様から寄せられたご質問・ご意見を以下のとおり紹介します。なお、紙面の都合上、一部 

抜粋とし、同内容の質問はまとめさせていただきました。ご了承くださいませ。 

 

質 問１ ＥＬＶ機構として、今後の共同出荷事業をどのように展開していく予定なのでしょうか。 
   

回 答１ ＥＬＶ機構で実施している「貴金属類の共同出荷事業」での出荷量は、２０１４年度は 

     約２０トン、２０１５年度は約２８トン、２０１６年度は約４１トンと、順調に伸びて 

     おります。環境省の事業で培った実績や本事業で構築した全国にわたる回収スキームと 

     いった強みを活かして、今後は買取価格の交渉や箱付きコンピューター基板の対応など 

     会員がより参加しやすい環境づくりを推進していく予定です。  

特預金の使途について  
 

質 問２ ３年前の広島での土砂災害発生時、番号不明車の処理において、東日本大震災のときの 

     ような特預金を使ったリサイクル料金再預託の対応が行われず、広島市の税金を使って 

     リサイクル料金再預託がされ、処理が行われました。被災車両については特預金を使う 

     べきではないでしょうか。  
   

回 答２ 自動車リサイクル促進センターに確認したところ、広島での土砂災害発生時は特預金の 

     使途として災害支援という内容の法の定めがなく、対応ができなかったとのことでした。 

     （東日本大震災に関しては、あまりに大規模であったため、特例として特預金を使用） 

     しかし、２０１６年１１月より自動車リサイクル促進センター等で資金管理料金の使途 

     として「激甚災害への支援」が定められたため、現在では、激甚災害発生時に資金管理 

     料金（×特預金）による支援が可能となっているそうです。 

     特預金の活用という面では、自動車リサイクル促進センターにおいて、大規模災害への 

     対応として、以下の２つの事業が実施される予定だと伺っております。 

     【自動車リサイクル促進センターで実施する予定の事業】 

      （１）災害発生時の対応 

         → 番号不明被災自動車への再資源化預託金等の預託等（２０億円確保） 

      （２）事前対応 

         → 災害時における自動車リサイクルの円滑に資する情報提供・協力事業  

日本自動車リサイクル研究所について  
 

質 問３ 日本自動車リサイクル研究所の活動内容は、ＥＬＶ機構の事業内容と重複している点が 

     多いように感じますが、ＥＬＶ機構とはどういった関係なのでしょうか。また、自動車 

     リサイクル士制度などのＥＬＶ機構の事業が研究所に移行することはあるのでしょうか。 
  

回 答３ 優良事業者認定などにおいても、ＥＬＶ機構が認定をするのは“自分を自分で認定する” 

     ということになってしまいますので、業界内で中立性をもってそういった認定ができる 

     第三者機関が必要ではないか、という話が日本自動車リサイクル研究所の設立背景だと 

     認識しています。中立性を担保するという意味でも、組織的にも財政的にもＥＬＶ機構 

     と日本自動車リサイクル研究所はまったくの別物です。重複している内容があるという 

     ご指摘ですが、同じ内容のものを別ルートでＥＬＶ機構と研究所が平行してやっていく 

     ことはありえないと考えております。  

     事業において、ＥＬＶ機構が研究所に自動車リサイクル士制度における業務を委託した 

     場合には委託費用が発生しますが、それは当然ながら、「この部分は研究所に委託した 

     ほうがいい」という必要性や会員の皆様のメリットをふまえた判断が前提です。それが 

     なければ、研究所に事業を移行したり、業務を委託したりすることはありません。  
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 当日の様子をフォトギャラリーでお楽しみください。これらを含めて、当日撮影した写真はすべて 

Ｆａｃｅｂｏｏｋにアルバムとして掲載しています。 ★アルバム → https://goo.gl/Waus5L  

https://goo.gl/Waus5L
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未来部会、２部構成の講演会を開催 

 ６月１７日、ＥＬＶ機構会議室において、２０１７年度第１回未来部会主催の講演会及び懇親会が 

開催されました。講演会は２部構成になっており、第１部は「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」と題して公益財団法人日本生産性本部 コンサルティング部よりエコ・ 

マネジメント・センター長の喜多川和典様からご講演を頂戴し、第２部は「知らないと損する銀行 

交渉のツボ！！」と題して大久保会計事務所より税理士の大久保俊治様よりご講演を頂戴しました。 

 第１部では、欧州発のＣＥ（サーキュラー・エコノミー）のサーキュラーとは「循環する」の意味で 

大量生産→大量消費→大量破棄というのではなく、一度作ったものを長く使って壊れたら修理、修理 

出来ない状態になったら素材を再利用し、捨てるのではなく繰り返し使うこと、リユース業そのもの 

がＣＥにぴったりであるとのお話から始まりました。ＣＥ型ビジネスとしては、リース・レンタル・ 

リペア・シェアリングがあり、ＢＭＷやＡＵＤＩ等の様々なカーシェアの例をお聞きし、そのビジネス 

の在り方に大変驚かされました。ＣＥの中で大切なことは、「誰のどの様な利益に繋がっていくのか」 

を表現し、伝えていくことがビジネスチャンスになるとのことでした。 

 第２部では、１０年以内に日本の銀行の半分が消える中、中小企業が生き残る為に取るべき対策と 

して ①営業利益を上げる ②現金資産経営 ③強みを生かし１本化戦略 ④労働生産性を上げる ⑤固定 

資産を減らして流動資産を増やす計画を立てる とご指導いただきました。 

 今回の講演会は、先ず足元の経営を固める為の会計的側面と未来を見据えた戦略的側面を同時に学ぶ 

ことが出来、大変有意義な時間となりました。  

▼参加者の方より、ご寄稿いただきました！ 

貴金属類の共同出荷事業、７月に１回目の集荷 
 ＥＬＶ機構では、今年度も会員の皆様限定で「貴金属類の共同出荷事業」を実施します。第１回目の 

集荷は７月いっぱいです（下表参照）。会員の皆様には、アサヒプリテックの担当者より、順次参加 

意思確認・集荷日調整等のご連絡がいく予定です。 

 対象品目は昨年度と同様に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品目ですが、 

コンピューター基板については、アルミ等の付着量が多すぎるものは引取拒否になる可能性があります 

ので、ご注意ください。本事業の詳細はこちら（←クリック）からご確認ください。 

 単価提示時期 集荷時期 

第１回目 ２０１７年６月２２日 

→ 会員向けメールマガジンにて周知済 

２０１７年７月１日～３１日 

第２回目 ２０１８年１月５日ごろを予定 ２０１８年１月１５日～２月１５日 

http://www.elv.or.jp/index.php?itemid=1182
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自 動 車 メ ー カ ー 提 供 記 事（ダイハツ工業株式会社） 

■樹脂外板採用部位について  

ダイハツでは環境負荷低減を目的とする車体軽量化のために、２０１３年１２月から樹脂外板を採用しており 

ます。車種や生産時期により使用部位が異なりますので、ご紹介いたします。（画像カッコ内は樹脂記号）  

【コペン（2014.6～）】 

 ドア以外の外板はすべて樹脂製で、フレームにボルト付けされているので、外板の着せ替えが可能。 

  ①ラゲージコンパートメントドアパネル ②クオーターパネル    ③フューエルフィラオープニングリッド 

  ④ロッカパネルアウタ         ⑤フロントフェンダパネル ⑥フードパネル 

 

 

Ｃｅｒｏ Ｒｏｂｅ 

①ラゲージ 
 コンパートネント 
 ドアパネル（UP）  

②クオーター 
 パネル（PP）  

③フュールフィラ 
 オープニング 
 リッド（PP）  

④ロッカパネル 
 アウタ（PP）  

⑤フロントフェンダ 
 パネル（PP）  

②クオーター 
 パネル（PP）  

③フュールフィラ 
 オープニング 
 リッド（PP）  

④ロッカパネル 
 アウタ（PP）  

⑥フードパネル（PP）  

【タントシリーズ（2013.12～）】 

【ウェイク（2014.11～）】 

 ①バックドア 

 ②フロントフェンダパネル 

 ③フューエルフィラオープニング 

  リッド 

 ④スライドドアセンタレール 

  カバー 

 ⑤フードパネル（2015.11まで） 

【ムーヴ（含むカスタム）（2014.12～）】 

【キャストシリーズ（2015.9～）】 
【ブーン（2016.4～）】 

 ①バックドア 

 ②フロントフェンダパネル 

 ③フューエルフィラオープニング 

  リッド 

【ムーヴキャンバス（2016.9～）】 

【トール（2016.11～）】 
 ①バックドア 

 ②フロントフェンダパネル 

 ③フューエルフィラオープニング 

  リッド 

 ④スライドドアセンタレール 

  カバー 

⑤フードパネル（PP）<2015.11まで＞ 

③フューエルフィラ 

 オープニングリッド 

 （PP） 

②フロントフェンダパネル（PP） 

①バックドアアッパ（PP） 

①バックドアロア（PP） 

④スライドドア 

 センターレール 

 カバー（PP） 

③フューエルフィラオープニングリッド（PP） 

②フロントフェンダパネル（PP） 

①バックドアアッパ（PP） 

①バックドアロア（PP） 

③フューエルフィラオープニングリッド（PP） 

②フロントフェンダパネル（PP） 

①バックドアロア（PP） 

④スライドドア 

 センターレール 

 カバー（PP） 

①バックドアアッパ（PP） 
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鉄 ス ク ラ ッ プ 最 新 情 報  

■ ６月第５週（２６日）の鉄スクラップ動向 ■  

国内市場 堅調相場持続も様子見機運  
 

 国内の鉄スクラップ市場は、6月21日から関東、新潟、九州・山口などで電炉筋の値上げ改定が広がり、堅調な相場 

推移を維持している。ただ、この間の値上がりで関東や中部相場などが輸出価格を上回る状態となっており、国内市場 

では様子見機運も広がり始めている。 

 5月、6月と市中スクラップの荷動きは低迷する状態が続き、国内電炉は断続的に購入価格を引き上げて引き合いを 

強めた。しかし、この間の電炉各社の値上げ改定により、月末に向けて市中問屋筋が鉄スクラップの出荷に動くと予想 

されており、電炉筋が購入価格を引き上げて引き合いを強める対応も一服する見通しだ。 

 また、輸出価格が国内相場ほど伸びていないことも、市中問屋筋が手持ち在庫の出荷へ動く要因となっている。直近 

のH2輸出成約価格は1㌧あたりFOB26,000円。関東や中部相場はすでに輸出価格を上回る水準に達している。7月 

以降は国内電炉各社が夏季減産期に入る。輸出市場の今後の動向は不透明だが、内需減が予想される中、市中での 

先高観が薄れ始めている。 
 

【関東地区】 荷動き好転し電炉入荷上向く  
 

 関東市場では、電炉の鉄スクラップ入荷が上向き始めている。浜値や輸出価格に対して電炉買値が優位に立った 

ことで先高観が薄れ、月末も迫っていることなどから、市中問屋筋は高値の電炉向け出荷に動き始めている。一方、 

湾岸商社・シッパー筋の購入姿勢は消極的で、6月21日からの電炉筋の値上げ改定には対応せず様子見姿勢を維持 

している。H2炉前実勢価格は26,000～26,500円中心、H2浜値は25,000～25,500円中心。 
 

【東海地区】 荷動き低調、強含み様子見気配で月末へ  
 

 名古屋地区の鉄スクラップ市況は、強含み様子見気配で月末に向かう公算が大きくなっている。電炉の多くは6月13日 

以降、新たな値動きを見せていない。H2炉前実勢価格は24,500～25,500円中心、上値26,000円どころ。東京製鉄・田原 

工場は6月16日を最後に価格改定がないが、宇都宮工場が6月21日から1,000円の値上げとなったことから、地区業者間 

には一段高への期待が根強く、ここ2週間近く荷動きは低調のままだ。 
 

【関西地区】 需要の停滞基調は変わらず模様眺め  
 

 大阪地区の鉄スクラップ市況は模様眺めとなっている。輸出優位な展開に東高西低も加わり、強含みととらえる見方も 

残るものの、電炉筋の大半が使用量を確保できている。地区内の鉄スクラップ需要の停滞基調は変わっておらず、需給 

タイト化には向かいづらいと見られる。このため相場は上伸力が乏しい状況だ。H2炉前実勢価格は24,000～25,000円、 

一部上値25,500円見当。姫路地区のH2炉前実勢価格は24,500～25,500円。 

 

（※価格、数量等は日刊市况通信社調べ、6月26日午後時点のもの）  

６月２６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 26,000  ～ 26,500  様子見 

南関東 26,000  ～ 26,500  様子見 

名古屋 24,500  ～ 26,000  強含み様子見 

関
西 

大阪 24,000  ～ 25,500  様子見 

姫路 24,500  ～ 25,500  様子見 

 

 [ 提供：日刊市況通信社 ］ 
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お 知 ら せ 編 集 後 記 

行 事 予 定 

 定期総会も滞りなく終わり、翌１７日は 

未来部会主催で講演会が催され、第一部 

で日本生産性本部より喜多川和典氏を 

講師にお招きしサーキュラー・エコノミーに 

ついて講演を頂戴しました。サーキュラー・ 

エコノミーはいわば産業革命です。喜多川 

氏は「トランス・フォーメーション」と言って 

おられましたが、世の中はこれまでとは 

全く違う社会に変貌するといいます。近い 

将来、従来型の線形経済が通用しなくなる 

時代がやってくるという内容に、参加者は 

衝撃を禁じ得ないといった感じでした。▼ 

今号でニュースレターは１００号という記念 

すべき節目を迎えました。まさしく継続は 

力なり。これも諸先輩達の努力の賜です。 

現在は僭越ながら私が広報部会長を仰せ 

付かっておりますが、諸先輩の偉大な業績 

には足元にも及びません。改めまして敬意 

と感謝を申し上げる次第です。ニュース 

レターは肩の力を抜いた気楽な情報誌 

だからと承ったことがありますが、作る 

立場からすれば気楽なんてとんでもない。 

毎号、毎号、真剣勝負です。そんなわけで 

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。  
 

 （広報部会 部会長 永田 則男） 

会員数（２０１７年６月末日時点） 

総数 ５３４社 ／ 会員 ５０８社、賛助会員 ２６社 

７月の主な予定 

７月 ３日（月） 

自動車リサイクル士制度 

第７回 カリキュラムＷＧ 

 

７月 ４日（火） 

第１回 拡大ブロック長会議 

 

７月１１日（火）  

トラック解体作業見学会・意見交換会 

第３回 常任役員会 
 

７月１２日（水）  

関東ブロック会議 

 

● 

 
 

 

● 
 

 

● 

● 
 

 

● 

７月１４日（金） 

第４回 広報部会 

 

７月２１日（金） 

近畿ブロック会議 

 

７月２２日（土） 

九州ブロック会議 

 

● 

 
 

● 
 

 

● 

HFO-1234yfの取り扱いに関する注意  

経済産業省より、ＨＦＯ－１２３４ｙｆをカーエアコン用冷媒として 

使用する自動車の取り扱いに関する文書が公表されました。 

 

▼公表された文書 

  http://www.elv.or.jp/media/12/20170622-HFO-1234yf.pdf 

 

ＨＦＯ－１２３４ｙｆは自動車リサイクル法に基づきフロン類回収 

業者が回収しなければならない対象ではなく、フロン類の破壊 

に関する再資源化等料金（リサイクル料金）は設定されていま 

せん。このため、ＨＦＯ－１２３４ｙｆの処理については、大気 

開放を行うことも、自主的に回収を行うことも可能です。 

ただし、リサイクル料金が設定されていないことから、回収を 

行っても回収料金は支払われませんので、ご留意ください。 

 

自主的に回収を行う場合は、高圧ガス保安法との関係に留意 

が必要です。特定の要件を満たしている回収装置を使い、 

取り扱いに関する注意点をふまえて回収を行うことで高圧ガス 

保安法の適用除外となります。詳細については、上記リンク先 

文書の「３．高圧ガス保安法との関係」をご参照ください。 

http://www.elv.or.jp/media/12/20170622-HFO-1234yf.pdf

