札解協＆北自協と共に２０年
北海道自動車処理協同組合

創立１５周年事業記録誌
創立１５周年記念史

平成１０年５月撮影(撤去前)利尻島

平成２０年５月撮影(撤去後)利尻島

平成２０年６月フォーラム会場

基調講演

平成２２年１１月
平成２６年１０月追加
おまかせください 北海道の廃車リサイクル

北海道自動車処理協同組合
《廃車処理は我々の使命》
廃車処理は我々の使命

＜表 紙 写 真＞
（上左）利尻島における大きな窪みに捨てられた廃車
（上右）当時の廃車等は完全に撤去され、自然を取り戻した
（下左）自動車リサイクル環境フォーラム会場
（下右）基調講演会開催

なお、札解協・北自協の事業活動報告を「平成１９年５月」に制作、その
後、両組合並び個人事業所が関係行政などから多くの受賞を記念
して、「平成２３年６月」増発制作に至る。
改めて、関係行政並び関係団体更に組合員、賛助会員等に感謝を申し
上げます。
問い合わせは、
北海道自動車処理協同組合
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札解協と北自協の事業記録誌を綴るに当たって

札解協＆北自協の通算２０年間を務めさせて頂きました理事長期間を、記録
事業アルバムや自動車関連新聞等を参考に自作で制作しました。
私は、昭和２９年夕張市立工業高等学校を卒業、石炭の輸送を主とする夕張鉄道に
入社した。当時の夕張は活気が良く全国的に安定した市の経営などで人口は増加、
１１万人ほどで道内では５番目規模となっていた。
終戦と同時にＧＨＱ(連合国軍最高司令官)は、石炭の増産を「経済復興の重点課題」にあげ、政府
に対して全国的に新炭鉱開発を促す。当然、夕張も石炭増産に努めた。夕張の石炭の品質は良く、
町は活気が良く炭鉱祭りなどで楽しい日々が続いた。昭和２１年５月、三菱美唄炭鉱が全国トップで
ストを行った。その後、炭鉱ストが続発、夕張炭鉱もストを行った。２４時間・４８時間また一番長いス
トは１００日に及ぶことがあった。ストを行う要因は、賃金闘争や保安闘争などでした。
更に、炭鉱事故があると長期間、石炭の出荷がなくなる。また、落盤事故や坑内火災(ガス爆
発)が発生すると、坑口を密閉しなければならないこととなる。政府が石炭産業に見切りを付
けたのが、昭和５６年１０月１６日に発生した、北炭夕張新炭鉱ガス突出事故です。当災害は９３人
の死者を出す大惨事となり、最終的に日本における石炭産業の崩壊を早めました。
現在の夕張市の人口は１０.０００人を切ろうとして居ります。夕張における過疎化の最大要素は袋
小路(山と谷に囲まれる地の利)であることが挙げられる。現在の主たる産業は全国的に知名度を上
げた夕張メロンです。
１６年間の夕張鉄道生活に見切りをつけ、自動車解体業界に第二の人生をかけました。それ
から３８年を経過。自動車解体業は小規模事業が分散的に静脈産業として支えきた。が、自
動車リサイクル法が検討されるに伴い、事業規模が大きく変革の期を迎え様として居ります。資本
力や設備拡大事業者の狭間で小規模事業は危機的状況を向かえようとして居ります。
もしかしたら、夕張市の様な企業淘汰が訪れるのではないかと案じて居ります。
自動車リサイクル業界は必要不可欠の産業です。組織の交流を遵守することによって社会的認知
と安全・安心の事業形態で小規模事業者が小回りを生すことで救われる企業と思います
ここまで、私を支えて頂いた組合員の皆様並び行政、更に自動車関係団体の協力が全国的に、類
のない団体・個人表彰の受賞となったことを照会させて頂く次第です。
当事業活動誌を足早に辿りながら制作しました私が務めました「札解協」＆「北自協」の２０
年の記録を綴じさせて頂きます。なお、私の本業は自動車解体業であることから解体するこ
とは出来ますが組み立てることは苦手ですので誤字などが有りました節にはご指導のほどよ
ろしくお願い致します。
平成２５年 ７月
北海道自動車処理協同組合

(前)理事長 南 可 昭

はじめに
平素は、自動車解体業界に特段のご配慮ご指導を賜り誠に有難う御座います。半世紀に及ぶ間廃棄
車両等について、法的規制がない状況で処理が行われて参りました。自動車は我々の日常生活には
無くてはならない乗り物となって居ります。更に、日本経済を支え普及効果はゆうまでもなく、今や、世
界をリードする自動車産業国のトップとなって居ります。
その反面、色々な問題点を抱えて居ります。一例を上げると、環境破壊に繋がるフロンガスによるオ
ゾン層破壊が地球温暖化の大きな原因となって居ります。この回収対策においては、平成
１４年４月１日、(うち、使用済自動車に関して平成１７年１月１日以降は「自リ法」に移行する)からフロン
回収破壊法が施行され、フロンガスが搭載されている機器等が廃棄処分を行う事前で、回収する義務
を関係事業者に法的に義務付けされました。
また、廃自動車に関する保管状況が問われて居ります。ゆえることは、法的規制が明確でなく、廃棄
車輌を扱う事業者(個人所有者含む)などに対する指導等についても、所有者が有価物であると言い張
ると、手のうち用がないのが「自リ法」の施行以前でありました。「ごみか、財産か」産廃ごみ、の扱い
をめぐり騒動が至るところで起きて居りました。廃棄車輌等に関する問題を解決したのが、いわゆる
「自動車リサイクル法」です。施行から６年を経過おおむね順調に推移していると思います。
自動車リサイクル法の安定により、従前から事業を行って参りました業界に大きな問題が発生しまし
た。使用済自動車の流れが大きく変化を来たして居ります。既存事業者の仕入れ先は従来自動車販
売店・中古車販売店・修理工場・一般所有者などで有りましたが、昨今はオークション市場などでリュ
ース車として扱われることが恒常化されて居ります。先般、産業構造審議会において、「使用済自動
車」の定義が発表されました。いわゆる、一見、自動車としての見なすことが出来ない状況である車輌。
だが、一方ではオークション市場に出品する「使用済自動車」等に類似する車輌等についてはあくまで
も出品者の意向を尊重するとの文言がなされて居ります。
オークション市場を指摘しているのでは有りませんが年式の古い車輌が齎す環境汚染(排気ガス)など
を与える影響はエコー自動車を普及する社会環境に逆行するのではないかと思います。
平成２１年４月１０日から平成２２年３月３１日までにそれぞれ必要な手続きがなされている新車と廃車
が対象となる、補助対象車と補助金制度が閣議決定。条件は、「古い車を廃車して一定の環境性能を
有する車を購入する場合、または古い車の廃車を伴わなくとも環境性能に優れた車を購入水没車場
合に補助金が交付される」システムが構築された。条件の一端に初年度登録から１３年に達した古い
車を廃車して、一定の環境性能を有する新車を購入する者に対する補助。
１３年の位置づけ、古い車とした理由が出品者の意向を尊重するとの位置づけにあいまいさを感じま
す。
自動車リサイクル業界は、今後、益々発展を続けて行く反面、少子高齢化社会など自動車産業界は厳
しい環境に晒されるとは事実です。日々淘汰の環境の中で組織活動の必要性を鑑みながら「ＥＬＶ機
構」を軸に地方団体が連携を保つ必要をあると感じます。
今後とも、行政並び自動車関連団体等のご支援ご指導をお願い致します。

以 上

