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向けて「リサイクル部品活用推進協力店」を提案!!
NGPグループから自動車整備事業者に�
向けて「リサイクル部品活用推進協力店」を提案!!
NGPグループから自動車整備事業者に�
向けて「リサイクル部品活用推進協力店」を提案!!

「自動車リサイクル法」対応支援プログラム全国展開!!

経済産業省などの主催で行われた第三

回自動車リサイクル法全国説明会も終了

し、益々、自動車整備事業者のリサイク

ル法対応への準備も加速することとなり

ました。

NGPグループでは、「NGPリサイクル

部品活用推進店」を発足し、全国にある

NGPグループメンバーが各地域の整備事

業者の方々に自動車リサイクル法対応の

ための具体的支援メニューの提案を行っ

ています。

支援メニューの内容としては、

①NGP会員との提携による使用済自動車

適正処理

NGP会員は、7月1日のリサイクル法解

体業者の許可制度の施行に伴い全社が申

請を完了しているので、法律を遵守した

解体自動車の適正処理が確保されます。

整備事業者の方々は、お客様から引取っ

た使用済自動車を適法に安心して引渡す

ことができます。

②提携NGP会員による電子マニフェスト

入力・管理支援

整備事業者の

方々は、引取業

者として、使用

済自動車の移動

報告を行う場合

に電子マニフェ

ストによる入力

が必要となります。その操作方法や不明

な点について、パートナーを組んだNGP

会員が相談・バックアップします。

③自動車リサイクル法セミナーの支援

冊子「こんな時どうする？自動車リサ

イクル法Q&A」などを使って、わかりや

すい自動車リサイクル法のセミナーを実

施します。各地の整備団体などの要請に

対し、講師を派遣して自動車リサイクル

法を具体的に説明します。

④リサイクル部品啓蒙ツールの提供

NGPグループでは、一般ユーザーにも

っと自動車リサイクル部品のことを知っ

てもらい、活用推進につなげていくため

リサイクル部品について、目で見てわか

りやすく、簡単に説明できる啓蒙ツール

を作成しています。この啓蒙ツール3点

セットは、NGP会員とパートナーを組ん

だ整備事業者の方々に無料配布していま

す。

⑤使用済自動車残価見積評価サービス

使用済自動車が入庫した際、その車が

部品取車両等として、どの程度の残価価

値があるかをNGP会員が迅速に見積評価

する仕組みです。整備事業者から引渡し

を受けた車両は提携NGP会員が適正処

理・電子マニフェスト等の自動車リサイ

クル法を遵守した処理を行います。

⑥リサイクル部品ディスプレイ無償提供

お客様へのリサイクル部品の品質につ

いてわかりやすく説明するためのツール

として、パートナーを組んだ整備事業者

の要請により、レンズ等のリサイクル部

品をディスプレイ用として無償で提供し

ます。

以上の各種支援メニューでNGPグルー

プが整備事業者のバックアップをお約束

します。

今後も、NGPグループでは、整備事業

者への自動車リサイクル法支援に力を注

ぐとともに、自動車リサイクル法施行を

きっかけとした自動車整備業界と自動車

解体業界の垣根を越えたアライアンスに

よる相互利益の追求を目指してまいりま

す。

来年１月から自動車リサイクル法が本格施行を迎え自動車整備

事業者は様々な影響を受けることとなり、現在、その準備対応が

急務とされています。

NGPグループでは、自動車整備事業者が「自動車リサイクル法」

で担うべき役割に対して、各種支援メニューを用意してパートナ

ーシップを呼び掛ける取り組みを展開しています。

自動車リサイクル法への�
対応準備は万全ですか？�

独自のテキストでリサイクル法をわかりやすく解説



NGPグループ会員の㈲カーパーツコン

ドウ（近藤正秋社長）は、去る6月21日に

岐阜県大垣市の（財）ソフトピアジャパン

において、お客様である整備事業者の

方々を招待して時局セミナーを開催した。

セミナー当日

は、台風接近に

伴い、あいにく

の天気となった

が、数多くの事

業者の方々が出

席した。

自動車リサイ

クル法の説明会

では、㈱NGPの多田幸四郎専務（㈱多田

自動車商会）が特別講師として講演を行

い、自動車リサイクル法が自動車整備事

業者に与える影響や対策についての説明

を行った。

近々に迫ったリサイクル法への対応に

ついてという、興味深いテーマであった

こともあり、出席者は熱心に講師の話に

耳を傾けていた。

また、去る6月27日には静岡県車体整備

組合主催による「自動車リサイクル法対

応セミナー」が静岡県自動車整備振興会

会館3階会議室で開催された。講師には、

NGPグループから青木勝幸会長及び玉木

基裕事務局長が招かれ、約2時間に渡って、

自動車リサイクル法の概論、リサイクル

法の施行による車体整備事業者に与える

影響や実務の詳細などについての解説を

行った。

当日は、静岡県自動車車体整備協同組

合に加盟する3地区から約60名の事業者が

参加した。

説明会終了後は、熱心な事業者から、

自動車リサイクル法対応への質問が多く

寄せられていた。

各地で自動車リサイクル法セミナーを開催!!（岐阜・静岡）�

自整業も自動車リサイクル法 知っ 得 ゼミナールゼミナール�

第６回　

預託金の納入方式について③

先月号に引き続き、指定整備工場

が（財）自動車リサイクル促進セン

ターから委託を受けてリサイクル料

金の預託業務を行い、リサイクル券

を発券する場合の納入方式につい

て、今回は郵便局口座振替による収

納概要について説明していきたいと

思います。

・郵便局口座振替

指定整備事業者はユーザーからリ

サイクル料金を預かり、指定整備事

業者の郵便局口座に入金すると預託

申請日の3日後に口座振替が実施

（=預託済み）され、その翌日（申

請日から4日後）にリサイクル券の

発行が可能となります。

また、その際、郵便局口座が残高

不足だった場合、口座振替が出来ず

同日振替予定の全ての預託申請が無

効となってしまい、改めて預託申請

手続きが必要となり、車検業務にも

支障をきたすこともあるので、郵便

局口座振替を利用する整備工場は注

意する必要があります。

ですから、郵便局口座には常に余

裕を持っておくと良いでしょう。

また、郵便局口座振替では日々の

振替結果（明細）を通知するＤＭな

どのサービスはありません。そのた

め、事業者は常に記帳を行って残高

確認をしておきましょう。

更に注意点として、預託日の午後

5時を過ぎると預託申請は、翌営業

日の扱いとなり、FAXでの預託申

請は、その申請の確認に1時間程度

時間がかかるので余裕をもって申請

するようにしましょう。

次に郵便局口座振替前の預託申請

取消しについてですが、パソコンま

たはFAXにて、預託申請の取消し

処理を行うことになります。（取消

処理のタイミングによっては、郵便

局口座からいったん振替が実施され

ることもあります。）

更に預託申請を申請日の午後5時

以降に取消す場合、取消した預託申

請車両のリサイクル料金については、

預託申請日の3日後にいったん指定

整備事業者の郵便局口座から振替が

されます。

その後、口座振替が行われた取消

し分のリサイクル料金については月

末でとりまとめ、翌月の初頭に返金

される仕組みとなります。

また、口座振替がいったん行われ

てしまうと預託申請の取消しはでき

ませんので注意が必要となります。

以上が、預託方式の郵便局口座振

替を使用した場合の概要となりま

す。

次回はBタイプの金融機関口座引

落しを利用する場合について説明し

ていきたいと思います。（つづく）

カーパーツコンドウ主催の時局セミナーには多くの
出席者

挨拶する㈲カーパーツ
コンドウ近藤正秋社長

セミナーの特別講師を
勤めた㈱NGPの多田幸
四郎専務 静岡県自動車車体整備協同組合主催のセミナーには

約60名の参加者が集った



去る6月16日に「NGP北信越リサイクル

協同組合」が設立総会を開催した。

この設立総会で挨拶に立った青木勝幸

NGPグループ会長は「自動車リサイクル

法の施行を間近に控え、自動車解体事業

者を取り巻く環境は厳しくなり、競争は

激化しています。この機にメンバーが集

い、協同組合を設立した意義は大変大き

いものと考えます。全国のNGPグループ

の先鋒的な取り組みとして大きなる期待

を抱いております。」と語った。

また、同組合の発起人代表として挨拶

した㈱ハセ川自動車、長谷川利彦社長は

「今、我々が何をし、何をすべきかを熟考

した表れが協同組合の設立です。これに

よりNGPグループとしての結束力をさら

に強固たるものとし、各社の事業拡大に

直結するような活動を展開していきたい

と考えております。」と挨拶した。

NGPグループでは、同組合の誕生によ

り、NGPメンバーの車両入庫増加やリサ

イクル部品の拡販増大による基盤強化に

つなげるとともに地域に密着したNGPグ

ループの活動がより強固なものになると

確信しています。NGP北信越リ

サイクル協同組合の設立は、お

客様からの要望にも即した新た

な事業形態の一つの形として、

今後のNGPグループの地域活動

にも新しい風を吹き込むものと

期待している。

新たにNGPグループの新規会員（会員

となる）メンバーが受講する初期指導研

修会が去る6月15日から3日間、あいおい

損害保険㈱湘南東保園にて行われた。

同研修会の目的は新たにNGPグループ

のメンバーとなる新規会員にNGPグルー

プの基本理念や3大信条を学んでもらい、

NGPグループの根幹を形成する扶助の精

神をメンバーとして理解してもらうこと

をねらいとしている。

NGP研修カリキュラムには、各社の経

営者、フロント責任者、生産責任者が必

ず受講する義務を負わせています（その

他のスタッフも受講は可）。

「初期指導では、NGPグループメンバー

としての心構え、あるいは経営者、部門

責任者の人たちに明確な意識付けを持っ

てもらうことが目的です。講師陣として

は、今まで、グループが長年培ってきた

ノウハウをしっかりと理解させ、事業の

基盤づくりを早期に確立するよう厳しい

指導を行っています。」（佐藤幸雄組織部

長）

3日間の研修最終日は、研修に参加した

各社の代表による決意表明が行われ、

NGPグループは心強い新しい仲間を迎え

た。

NGP北信越リサイクル協同組合役員人事

理 事 長 有限会社ツクダ自動車　　　代表取締役　佃　　正人

専務理事 有限会社山一商店　　　　　代表取締役　山田　　彰

監　　事 株式会社共伸商会　　　　　代表取締役　佐藤　幸雄

顧　　問 株式会社マルトシ青木　　　代表取締役　青木 勝幸

事務局長 山下　　満

理　　事 株式会社ハセ川自動車　　　代表取締役　長谷川利彦

株式会社金沢ヨコイ部品　　代表取締役　横井　三朗

有限会社メタルオート北陸　代表取締役　戸田　暢生

有限会社堀川自動車商会　　代表取締役　堀川　茂雄

津田鋼業株式会社　　　　　代表取締役　津田　和栄

株式会社ナカスジオートパーツ 代表取締役　徳原　健志

NGP北信越リサイクル協同組合が設立総会を開催!!

第34回ＮＧＰグループ初期指導研修会を開催�第34回ＮＧＰグループ初期指導研修会を開催�第34回ＮＧＰグループ初期指導研修会を開催�

初期指導に参加した受講生と講師全員で記念撮影

初期指導には、青木会長も駆けつけNGPグループとし
ての思いを受講生に伝えた。

研修最終日には各社の代表が決意表明

N G P 通 信 欄 �

会　社　名� 代表者�ブロック�コードNo.

＜代表者　変更＞�

東　北　209　   ㈱ＡＢＯパーツセンター（阿保解体㈱）　  　齋藤　年正�

会　社　名� 新電話番号� 新FAX番号� 新　　住　　所�ブロック�コードNo.

＜住所・電話・FAX変更＞�

北関東　315　   ㈱ＣＲＳ埼玉 049-228-5111　 049-228-5113　 350-0833  　埼玉県川越市芳野台２－８－３６�

新郵便番号�

NGP北信越リサイクル協同組合発足



時代が求めるリサイクルパーツを、�
全国ネットのNGPグループが、お届けします。�
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リサイクル部品活用促進啓蒙ツール�
�

時代が求めるリサイクルパーツを、�
全国ネットのNGPグループが、お届けします。�

  NGPグループ本部�
〒１０８-００７４  東京都港区高輪3丁目19番26号 高輪光ビル5F�
 TEL 03-5475-1208　FAX 03-5475-1209

  株式会社 NGP�
〒１０８-００７４  東京都港区高輪3丁目19番26号 高輪光ビル5F�
 TEL 03-5475-1200　FAX 03-5475-1201

※リサイクル部品活用促進啓蒙ツールは上記の3つのアイテムをセットにして、NGPグループメンバーから整備工場様へ無料配布いた
しております。（お問い合わせは、お取引のあるNGPグループメンバーまでお願いいたします。）�

使用済自動車の適正処理は、NGPグループ加盟店にお任せください！�

「リサイクル部品活用推進店」として仲間の輪に加わりませんか！�
・ NGPグループは、産業廃棄物処理許可資格を有している国内最大の自動車リサイクル事業者

ネットワークです�

・ 全国どの地域でも使用済自動車の引取・適正処理に対応いたします�

・ 当グループが生産する高品質リサイクルパーツ（同年式純正部品）は、地球と人に優しい修理

に貢献します�

リサイクル部品活用促進啓蒙ツール��

NGPグループでは、一般ユーザーにもっと自動車リサイクル部品のことを知ってもらい、活用促進につなげて

いくため、リサイクル部品について、目で見て分かりやすく、簡単に説明ができる啓蒙ツールを作成していま

す。NGPグループ商品を取り扱っている「リサイクル部品活用推進店」の自動車整備工場、板金工場など

に無料配布して、PR活動を展開しています。�

リサイクル部品活用推進店ステッカー� 卓上三角スタンド�

リサイクル部品説明用パネルツール（表）� リサイクル部品説明用パネルツール（裏）�


