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 サッカーのワールドカップロシア 

大会で日本はベルギーに敗れ、 

初のベスト８には進めなかった 

ですが、みんなで攻めてみんなで 

守り、最後まで諦めないプレーに 

感動しました。また、ロシア大会で 

日本のサポーターの方が客席を 

掃除して帰ることや日本のベンチ 

やロッカーがきれいだったことを 

テレビで見て、さらに感銘を受け 

ました。昔、私も「来たときよりも 

きれいして帰りなさい」と、部活の 

先生から言われたことを思い出し 

ました。プレーだけでなく、礼儀 

作法も含めて、私は日本代表の 

皆さんから感動や勇気をもらい 

ました。再度心を高め、原点に 

戻り、地域の方に必要とされる 

会社を目指したいと思います。  
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巻 頭 言 

（広報部会 伊地知 志郎） 

２０１８年度自動車リサイクル士（自リ士）制度認定講習会 

日 程 会 場 詳 細 

１０月 

１０日（水） 

１１日（木） 

大阪会場 エル・おおさか（大阪府立労働センター）  

本館５階 研修室２ 

大阪府大阪市中央区北浜東３－１４ 

※会場詳細はこちらをご確認ください。 

１１月 

２１日（水） 

２２日（木） 

福岡会場 福岡県中小企業振興センター 

５階  ５０１会議室 

福岡県福岡市博多区吉塚本町９－１５  

※会場詳細はこちらをご確認ください。 

 講習会の申込受付開始はお盆明けを予定しています 
 

  申込受付開始時には以下のページに２０１８年度版の 
 案内文書・申込書を掲載いたしますので、今しばらく 
 お待ちくださいませ。 
 

 http://www.elv.or.jp/35-87-0.html 

  
自リ士 

NEWS 

２０１８年度の講習会は 
大阪と福岡の２会場に決定！ 

 ２０１８年度の自動車リサイクル士制度認定講習会の開催会場が上表 

のとおり決定しました。申込受付開始はお盆明けを予定していますので、 

その際にあらためてホームページにてご案内させていただきます。 

 講習会は全２日間の日程となっていますが、資格付与の要件としては、 

引取・フロン工程は１日目の受講のみ、全工程は全２日間の受講と２日目 

に行われる修了試験での合格が必要です。 

 １日目の自動車リサイクル法に関する講習は行政の方に講師を依頼して 

おり、２日目の自動車メーカーの取り組みに関する講習は自動車メーカー 

の方（一般社団法人日本自動車工業会からの派遣講師）に講師を務めて 

いただきます。行政やメーカーによる講習が受けられる貴重な機会です。 

 また、昨年度好評だった有資格者向けの「自動車リサイクル士フォロー 

アップ講習」も２日目に併催します。２日目の最後には、次世代自動車の 

リサイクルをテーマにした特別講演などを行いますので、すでに資格を 

お持ちの方々もぜひお申し込みください。 

mailto:jaera-homepage@elv.or.jp
http://www.elv.or.jp/
http://www.l-osaka.or.jp/pages/access.html
http://www.joho-fukuoka.or.jp/hall/map/index.html
http://www.elv.or.jp/35-87-0.html
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企画記事 

第１弾 

明日の経営のヒントをつかむべく、新たな事業に取り組んでいる 

会員事業所に直撃取材！ 
 

有限会社 岡野自動車商会 ―― オイル販売 

 広報部会の企画記事第一弾として、岡野功氏が代表取締役を務める「有限会社岡野自動車商会」（三重県 

度会郡）を取材しました。同社の創業は１９０７年（明治４０年）、１００年以上もの歴史ある会社です。１９３５年 

（昭和１０年）ごろには自動車や船を解体し、戦前にはすでに中古部品を販売されていたと聞いて、大変驚き 

ました。３年前の２０１５年９月、事務所を三重県伊勢市から同じ三重県内の度会郡へ移転し、さらなる発展を 

遂げています。 

 同社は長い歴史のある会社ですが、その歴史に驕ることなく、昔から現在に至るまで実にさまざまな新しい 

取り組みに挑戦されています。そのうちのひとつがエンジンオイルの販売です。２０１３年からミャンマーの企業 

と手を組み、自社のオリジナルパッケージ「ＯＫＡＮＯ」のブランドで、メイドインジャパンにこだわった質の高い 

エンジンオイルの販売を行っています。  

 エンジンオイル販売のきっかけは、ミャンマーへ部品を 

コンテナで輸出する際に、お客様から「日本製のオイルを 

購入したい」と言われたことだったそうです。これを機に 

同社では５年前の２０１３年８月から２０フィートのコンテナ 

で年間３～４本、オイル缶（４Ｌ）にして毎年２万個を輸出 

しています。さらに、「海外だけでなく国内のインターネット 

でも売れるのでは」という岡野社長の考えから、今年４月 

にインターネット販売を始めたところ、まだ販売を開始 

して３か月ほどですが、国内でも毎月２０～３０個の売上 

があるとのことでした。右の写真は同社の店頭に並んで 

いるオイルです。現在、国内では店頭かヤフーショップ 

にて購入することができます。 

会社概要「有限会社 岡野自動車商会」 

■所在地  三重県度会郡玉城町中楽693-1 
 

■創業   1907年（今年で創業111年） 
    明治40年創業！歴史ある会社です 
 

■従業員数  20名 
 

■取扱台数  年間 約3,000台 
 

■敷地面積  本社 2,000坪 
 

■ＨＰ   http://www.okanojidousha.co.jp/ 
 

★自社のオリジナルパッケージ「OKANO」 

 ブランドのオイル（写真左）を販売！  

   企 画 概 要                       
 

この企画は、広報部会で行ったニーズ調査の結果をふまえ、皆様に明日の経営のヒントとなるような情報を 

提供することを目的として企画されました。解体業以外の新たな事業に取り組んでいる会員事業所に取材を 

行い、２０１８年度の新企画として年度内に全４回の掲載を予定しています。 

http://www.okanojidousha.co.jp/
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 現在同社で販売しているオイルは全４種類ですが、今後は粘度の異なる３種類を追加し、計７種類のオイルを 

販売する予定とのことでした。 

 また、ミャンマーの小売業者に対しては、オイルをたくさん販売した会社をクリスタルトロフィー（写真左）で表彰 

したり、消臭剤やタオルなどの販促物（写真右） を作成・配布したり、さまざまな工夫を行っています。 

オイル販売以外にも…… 岡野自動車商会のさまざまな取り組み       

■中古タイヤの販売  ■カーリース  

 一般のお客様へ中古タイヤを販売し、タイヤ交換 

作業も行っています。  

 部品取りや解体前の中古車を使用し、「カーリース」 

にも積極的に取り組んでいます。  

取材を終えて…… 我々の業界にもビジネスチャンスは無限にある！      

 岡野社長の素晴らしいところは、やると決めたら 

「迅速」であること。カーリースもスタートして数か月の 

間に貸出台数２２台、在庫車両３０台を用意したうえで 

伊勢神宮など観光資源の多い伊勢という地の利を 

生かして旅館やホテルへ「宿泊者向けに車をレンタル 

しませんか」と岡野社長自ら営業に回り、確実に台数 

を増やしています。 

 今回の取材を通じて「我々業界のビジネスチャンス 

は無限にある」と感じました。岡野社長は新たなことに 

対して常に前向きです。チャレンジ精神旺盛で何事に 

も貪欲。歴史のある会社だからこそ、古き良きもの 

から学び、新しきものを知る「温故知新」の姿勢がある 

のだと感じました。今後も新たな事業が生み出されて 

いく予感がします。そして、社員さんや地域の方々を 

大切にされているのが大変印象的でした。  

【↑写真解説】 

 岡野自動車商会の皆さん、最前列中央が岡野社長 



4 

 

総会後の新体制で初の地域ブロック長会議を開催 
 ７月１０日、ＥＬＶ機構会議室（東京都港区）にて、「第１回拡大地域ブロック長会議」が開催されました。総会後、 

新体制になってから初めての地域ブロック長会議であり、“拡大”ブロック長会議ということで地域ブロック長、 

本部役員、事務局のほか、地域団体の役員や会員の方々にもオブザーバーとしてご参加いただきました。当日 

は、西日本豪雨による被害状況の確認や対応の検討、新任ブロック長の挨拶、支部制導入に関する協議など 

を行いました。 

関東ブロック長 小林 信夫 （栃木県／有限会社しのぶや）       
  

 私は２０００年にＮＧＰのメンバーとなってからの業界遅デビューで、しかも解体 

処理に至っては自リ法施行時です。ＥＬＶ機構に於いては、数年前に諮問委員会にて 

少しだけお手伝いをさせていただきましたが、その後は諸先輩方におんぶに抱っこ 

で来てしまいました。そんな私ですので、今後は出来る限りの業界への恩返し、微力 

ではありますが尽力して参ります。よろしくお願いいたします。  

中部・北陸ブロック長 新井 雄士 （愛知県／有限会社名古屋解体）    
 

 この度、中部・北陸ブロックの代表に就任する事になりました。少しでも業界 

発展に貢献出来るように精一杯努めさせて頂く所存です。何卒よろしくお願い 

致します。弊社は名古屋市守山区で車社会の消費者のニーズに応え得る会社を 

目指しています。次世代自動車が普及していく中で我々業界の力が一つになる 

時が来ましたね。  

近畿ブロック長 赤松 健一 （大阪府／桂木産業株式会社）       
 

 この度、日本ＥＬＶリサイクル機構 近畿ブロック長を仰せつかりました赤松 

健一と申します。大阪自動車リサイクル協同組合員であり、大阪・堺にて営業を 

しています。本部からの情報を発信し、近畿２府４県の現状を把握しながら、 

活発な地域活動が出来るよう、努力していきたいと思います。今後とも宜しく 

お願い致します。 

九州ブロック長 森田 光弘 （福岡県／株式会社モリタ）       
 

 今期から九州ブロック長の務めをする事となりました。九州では豪雨、地震 

での爪痕が残っており、仕事や生活に影響が出ている方もいます。こんな状況や 

不況に負けない組織作りを目指して皆さんの利益を生む九州ブロックにしたいと 

考えています。組織には不慣れですが、皆様と共に活動させて下さい。今後とも 

宜しくお願い致します。  

 新ブロック長からのご挨拶  

 平地地域ブロック長会長からのメッセージ  

 地域活動は、地域性の環境などで異なることが感じられます。しかしながら、多くの会員さんは 

自動車リサイクル産業を良くしたいという想いは、共有できると強く感じます。リサイクルの技術、 

仕組み、人材育成、雇用、各ブロックや地域団体の活動の共有で、課題解決の一助になればと思って 

います。地域ブロック長会としては、定期的に会議を開催する（年４回：７月、９月、１２月、３月） 

ことで本部とブロックの情報の共有を最優先しています。また、各ブロック会議の定期的な開催を 

目指し、多くの課題を解決していく議論で、厳しい環境を乗り越えられる会議の場にしていきます。 

４７都道府県にすべての支部を設置していく準備をはじめます。ブロック長、地域団体長、役員、 

会員皆様の協力が必要不可欠です。私がＥＬＶ機構の事務所の扉を開いてから、多くの諸先輩方々の 

活動やお話を聞く機会をいただきました。「次の世代に渡せる環境」をみんなで作れたらと思います。  
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今回の説明会では、非会員の方からＥＬＶ機構に対する要望なども出ました。 

要望が出るということは、それだけＥＬＶ機構に期待を寄せていただいているということ 

だと思います。これを機に、ブロック長として会員拡大に努めてまいります。 

会員拡大・組織力強化に向けＥＬＶ機構の説明会を開催 

 ７月２０日、高松テルサ（香川県高松市）にてＥＬＶ機構の説明会が開催され、参加申込のあった会員４名、 

非会員１３名、各県の支部長ら１０名が参加し、本部からの出席を含めて総勢２９名の参加となりました。 

 今回、一般社団法人日本自動車リサイクル部品協議会（リ協）との合併を機に、会員拡大・組織力強化に向け、 

ＥＬＶ機構の活動や今後の方向性などを説明する場を設けてＥＬＶ機構への理解を深めていただくことを目的 

として説明会を開催しました。 

 すでにＥＬＶ機構に加盟されている会員の方々に対しても、ＥＬＶ機構のことをよりくわしく知っていただきたい 

と考え、会員・非会員を問わずに参加者を募りました。 

 今回の説明会について  

 今回の高松会場においては、本部から酒井代表理事と埜村副代表理事が出席し、以下の取り組みについて、  

現在の活動内容と今後の方向性を説明しました。  
 

 １．自動車リサイクル業界一体化への取り組み  ６．資源循環への取り組み 

 ２．自動車リサイクル法関連活動     ７．優良事業者制度創設 

 ３．自動車リサイクル士制度の運用     ８．外国人技能実習制度活用への取り組み  

 ４．自動車リサイクルの高度化への取り組み   ９．自動車リサイクル部品の規格策定への取り組み  

 ５．３Ｒに関する議論       １０．その他の取り組み 
 

 さらに、都道府県支部制導入について、その目的や都道府県支部（長）の役割、支部の運用方法に至るまで  

詳細な説明を行いました。  

 当日の説明内容について  

岸本 中国・四国ブロック長から今回の説明会を終えてコメントをいただきました！ 

酒井代表との直接コミュニケーションのいい機会となったように思います。 

厳しい意見も出ましたが、今回の説明会を第一歩として四国の業界の連携を図りながら、 

コミュニケーションの機会を今後も作っていただけると有難いです。 

参加者（ＥＬＶ機構会員）の方から感想コメントをいただきました！ 
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ブ ロ ッ ク 活 動 報 告  

開催日 会 議 名 場 所 

７月１８日（水） 第１回 近畿ブロック会議 エル・おおさか（大阪府大阪市） 

７月２０日（金） 第１回 中国・四国ブロック会議 高松テルサ（香川県高松市） 

７月２１日（土） 第２回 九州ブロック会議 ＫＭＭビル（福岡県北九州市） 

 下表のとおり各地でブロック会議が開催されました。主な内容としては、本部活動について合併に関する説明 

や各種事業の報告などがあり、その後、各ブロックの活動報告や今後の活動計画の検討などが行われました。 

 ７月２１日、ＫＭＭビルにて「第２回九州ブロック会議」が開催 

されました。森田光弘ブロック長の挨拶で始まり、本部で行わ 

れた「第１回拡大地域ブロック長会議」の報告では、支部制の 

導入について資料にもとづく説明がありました。 

 その後、西日本豪雨（平成３０年７月豪雨）に関する状況確認、 

１０月開催予定の東北ブロック合同会議での見学内容の検討、 

１１月開催が決定した自動車リサイクル士制度認定講習会の 

講師などに関する報告・検討が行われました。 

 参加者間の意見交換では、今後九州ブロック会議の中で各県 

の持ちまわりで会社見学を実施してはどうかという提案が出る 

など、ブロック活動に前向きな意見が聞かれました。  

PICK UP ! 「第２回 九州ブロック会議」 

地 域 団 体 活 動 報 告  

 活動報告１ 広島県支部：広島県支部総会・会議を開催  

 活動報告２ 東京自動車リサイクル協議会：第１１回定期総会を開催  

 ７月３日、広島オフィスセンター（広島県広島市）にて、「広島県支部総会・ 

会議」が開催され、支部会員や賛助会員、来賓も含めて１０名の参加者が 

集まりました。 

 本部からは酒井代表理事が出席し、第一部の総会では、日本自動車リサ 

イクル部品協議会（リ協）との合流、支部制の導入の２点について報告を 

行いました。第二部の講演では、内田工業株式会社の塩津昌泰氏を講師に 

迎え、廃棄物の取り扱いについてお話がありました。最後に参加者全員の 

近況報告を行い、会議後の懇親会では参加者が交流を深めました。 

 ７月７日、両国ビューホテル（東京都墨田区）にて、「第１１回東京自動車 

リサイクル協議会定期総会」が開催されました。この総会には来賓も含め 

総勢３４名の出席があり、昨年度の活動報告や今年度の活動計画案など 

の４つの議案すべてが承認可決されました。  

 本部から酒井代表理事、木内副代表理事、奥野事務局長が参加し、総会 

後に行われた講演会では、「日本ＥＬＶリサイクル機構の今後について」と 

いうテーマで酒井代表理事がＥＬＶ機構の主な取り組みや支部制導入など 

今後の方向性について語りました。  
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鉄 ス ク ラ ッ プ 最 新 情 報  

■ ７月第４週（２６日）の鉄スクラップ動向 ■  

国内市場 需給引き締まり堅調様子見  
 

 国内市場の鉄スクラップ市況は、全国的に堅調様子見の推移を続けている。国内電炉の一部はすでに夏季集中炉休を 

実施し、順次9～10月初旬まで夏季炉休期間が続く予定だ。ただ、それでも国内電炉鋼生産が例年に比べて高い一方、 

「酷暑」の影響などで市中スクラップの発生・荷動きが低迷しているため、国内需給は引き締まった状態が続いている。 

 ただ、国内電炉各社は概ね様子見姿勢を維持している。市中スクラップの荷動きが活発化する月末が近づいている 

こと、今後、夏季炉休が順次実施されることなどから、国内需給の動向を様子見しているためだ。また、トルコの鉄スク 

ラップ輸入価格が1㌧あたりCFR340㌦（米HMS1&2(80:20)）前後で推移するなど国際相場に軟調観が出ていること、韓国 

の現代製鉄が7月第3週（20日）、日本産鉄スクラップの輸入商談をスキップしたことなども、電炉筋が慎重な購買姿勢を 

崩さない要因となっているとみられる。 

 ただ国内市場では鉄スクラップに「不足感」も出ているため、関東などでは電炉筋や湾岸筋が「安値修正」の値上げを 

断続的に実施しており、ジリ高の展開だ。7月末から8月初旬にかけての市中玉の荷動き次第で、電炉筋が引き合いを 

強めてくる可能性がある。 
 

【関東地区】 電炉筋の値上げ散発、ジリ高の推移   
 

 関東市場の鉄スクラップ市況は、電炉筋や湾岸商社・シッパー筋の値上げ改定が散発しており、ジリ高の展開が続いて 

いる。現時点では値上げの動きは中心値の範囲内にとどまっているものの、一部電炉が夏季集中炉休期間に入った中 

での動きでもあり、関東相場の堅調さを示している。H2炉前実勢価格は33,500～34,500円中心、高値35,000～35,500円 

見当。H2浜値は安値が切り上がり34,000円中心となっている。 
 

【東海地区】 電炉筋は模様眺め 入荷に勢い見られず  
 

 名古屋周辺の電炉メーカーは7月25日までに3社が夏季炉休に入っており、鉄クラップの消費は減少傾向にある。一部 

の電炉メーカーは7月第4週末（28日～）にかけて荷受けを休止するが、25日時点では大半で荷受け中。域内の電炉は 

ここ1カ月余り模様眺めを続けているものの、生産が堅調な電炉への入荷に勢いが見られないことで、引き合いは緩め 

難い状況と考えられる。同地区のH2炉前実勢価格は34,000～35,000円中心。 
 

【関西地区】 動意材料乏しく概ね様子見推移   
 

 大阪地区の鉄スクラップ市況は概ね様子見の状態が続いている。一部でダライ粉類の値下げが聞かれるが、上級 

品種を中心に入荷促進に向けた裏値対応も続いており、8月もそれほど需要は落ち込まないと見られる。このため、 

目先に大きな値動きを予測する声は乏しい。一方、上級品種は一部で裏値加算が行われるなど、水面下での積極対応 

が続いている。H2炉前実勢価格は大阪地区が33,500～34,500円。姫路地区が33,500～34,000円。 
 

（※価格、数量等は日刊市况通信社調べ、7月26日午前時点のもの）  

 

 [ 提供：日刊市況通信社 ］ 

７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 33,500  ～ 35,500  ジリ高 

南関東 33,500  ～ 35,500  ジリ高 

名古屋 34,000  ～ 35,000  様子見 

関
西 

大阪 33,500  ～ 34,500  様子見 

姫路 33,500  ～ 34,000  様子見 



8 

 

西日本豪雨（平成３０年７月豪雨）関連  
 

被災自動車対策本部設置のお知らせ 

８月 ９日（木） 

自動車メーカー等との意見交換 

 

８月１１日（土）～１６日（木） 

ＥＬＶ機構事務局 夏季休業 

 

８月２１日（火） 

第５回 広報部会 

 

８月２３日（木） 

第４回 常任役員会 

 

＊ 
 

 

＊ 
 

 

＊ 
 

 

＊ 

８月の主な予定 

お 知 ら せ 編 集 後 記 

行 事 予 定 

 未曾有の災害をもたらした西日本の 

豪雨は、いまだ被害の全貌がつかめて 

いません。テレビに映しだされる映像から 

も被災規模の大きさが伝わってきます。 

また、ボランティアで多くの皆さんが猛暑 

の中復興作業を手伝われています。何も 

出来ていない自分がもどかしく思えてなり 

ません。被災者の皆さまには謹んでお見 

舞いを申し上げると同時に、早期の復興 

を祈念致します。▼さて、この度の豪雨 

被害の状況をまとめた「西日本豪雨 緊急 

レポート」を７月１２日にＥＬＶ機構より号外 

として発行しました。実はこの紙面の企画、 

取材、編集をＥＬＶ機構本部事務局の相澤 

静香女史が全面担当してくれました。彼女 

の強い使命感がなければこの企画は成り 

立たなかったでしょう。被災地の情報のみ 

ならず、被災したＥＶ車・ＨＶ車の取扱い、 

使用済自動車の処理に対する注意勧告 

にいたるまでほぼひとりで取材を行い、 

わずか３日で作りあげてくれました。この 

スピーディーな情報発信のおかげで我々 

はより早く情報の共有をすることが出来た 

のです。ここに改めて感謝申し上げる次第 

です。  

（広報部会 部会長 永田 則男）  

会員数（２０１８年７月末日時点） 

総数 ５２０社 ／ 会員 ４９４社、賛助会員 ２６社 

このたびの西日本を中心とする豪雨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機構は「西日本豪雨（平成３０年７月豪雨）被災自動車 

対策本部」を立ち上げ、災害救助法が適用された１１府県 

（第１４報時点）に現地対策本部を設置しています。 
 

組織図・連絡先などはこちら （←クリック） 
 

豪雨被害に関する情報をお持ちの方、お困り事やご相談事 

がある方は、まず対策本部事務局までご連絡ください。 

西日本豪雨（平成３０年７月豪雨）関連  
 

関係省庁からのお知らせ 

経済産業省や国土交通省から情報共有がありました。 

以下のリンク先より内容をご確認ください。 
 

▼被災中小企業者等への支援措置 

http://www.elv.or.jp/index.php?itemid=1403 

▼自動車保管場所証明書の有効期間等の取扱い 

http://www.elv.or.jp/index.php?itemid=1405 

http://www.elv.or.jp/index.php?itemid=1410
http://www.elv.or.jp/index.php?itemid=1403
http://www.elv.or.jp/index.php?itemid=1405

