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　NGP日本自動車リサイクル事業協同組
合（佐藤幸雄理事長）は、(株)ビィ・フォ
アード（本社：東京都調布市、山川博功代
表取締役）と、リユース部品の海外販路拡
大を目的とした業務提携を行いました。
　ビィ・フォアード社の輸出する中古車は
2019 年 度 実 績 で 133,125 台 に 及 び、
205の国と地域と取引実績があります。
中古車輸出の市場規模は2020年度実績で
約100万台を超えており、コロナ禍で流
通が停滞しているものの、新興国を始めと
する海外では、高品質な日本の中古車のニ
ーズは依然として高い状態を保っています。
　そういった市場背景や、ビィ・フォアー
ド社の販売から輸送まで一気通貫で展開し
ていることへの顧客評価の高まりもあり、
順調に車両販売の事業拡大を続けていく中
で、修理に必要な自動車部品に対するニー
ズも高まっていました。
　一方、NGP協同組合は設立以来、厳し
い品質基準で信頼性の高いリユース部品を
日本国内に供給しています。
　またNGP協同組合は2019年にSDGs宣
言を行い、リユース部品の活用によるCO2

削減を目標に掲げており、国内のみならず
海外に向けてもリユース部品の流通拡大を

行うことで、SDGsの達成に寄与できると
考え、海外への販路を模索していました。
　そのような両社の目的が一致し、今回の
提携に至りました。
　リユース部品の供給は、ビィ・フォアー
ド社運営のECサイト（https://autopart
s.beforward.jp/）にNGPが部品データを
提供する形で行われ、サイト上に公開され
た部品を、ビィ・フォアード社の顧客であ
る、海外ユーザーが購入します。
　これにより、当ECサイトの部品公開点

数は約340万点を超える見込みとなります。
　サービスは2021年6月14日から開始
され、ビィ・フォアード社による顧客への
プロモーション活動が行われています。
　今後はビィ・フォアード社の持つ海外で
の販売力、NGPの持つリユース部品供給
力、両社の強みを活かして、グローバルな
リユース部品の流通拡大を行っていくこと
で、自動車リサイクルの後押し、SDGsへ
の貢献を図っていきたいと思います。

NGP協同組合、中古車輸出大手・ビィ・フォアード社と提携

海外へ販路を広げ、
リユース部品の活用によるCO2削減でSDGsの達成に寄与

NGPのSDGsモデル（左）とCO2削減の目標と現状報告（右）。NGPは、2030年までに使用済み自動車約1,000
万台から2,000万点以上の自動車リユース部品を生産・販売するとともに適正なリサイクル処理を実施することで、
50万トン以上のCO2削減に貢献することを目標としている



　国土交通省と自動車事故対策機構（NAS 
VA）は5月25日、自動車等の安全性能を
評価する自動車アセスメントについて、
2020年度の結果を公表しました。
　2020年度は乗用車6車種、軽自動車4
車種の計10車種に対して試験を実施して
おり、その結果6車種がファイブスター賞

（衝突安全性能と予防安全性能において最
高ランク＜Ａランク＞であり、事故自動緊
急通報装置を搭載した車種）を獲得してい
ます。そしてファイブスター大賞（最高得
点）には、SUBARUレヴォーグが輝きま
した。

　NGP協同組合（佐藤幸雄理事長）は5
月18日、廃車となった自動車の取扱説明
書をアップサイクルした「環境教育ノート」
を土庄町立豊島小中学校(香川県小豆郡土
庄町)に寄付しました。
　NGPは2019年に国際社会共通の目標
であるSDGs（持続可能な開発目標）への
取り組みを宣言し、自動車リサイクル法制
定の契機となった国内最大級の不法投棄事
件が起こった香川県豊島において環境保
全・再生活動を続けており、豊島の子供た
ちに対しても「何か」できないかという思
いを当初より抱いていました。
　NGP協同組合は2021年2月、廃車の取
扱説明書を廃棄せずに回収することで有効
な資源として「環境教育ノート」を制作す
る「NGPアップサイクルプロジェクト」
をスタートしました。「環境教育ノート」は、
自動車リサイクルの流れを通じて、リサイ
クルと廃棄物抑制の大切さを子供たちに学
んでもらうことを目的としたものです。
　このプロジェクトで製作した「環境教育
ノート」の配布先を検討する中で、「最初
の配布先は豊島の子どもたちにしたい」と
いうことを、NPO法人瀬戸内オリーブ基
金に相談したところ、今回の豊島小中学校
への寄付が実現しました。
　ノートを受け取った子ども達からは、「リ
サイクルの勉強になる」、「（通常の紙に比

べ）リサイクル感が出ていて、リサイクル
が身近に感じられた」、「リサイクルについ
て改めて考える機会になった」、といった
声が聞かれました。
　なお新型コロナウイルス感染拡大防止の
観点から、豊島に事務所がある瀬戸内オリ
ーブ基金事務局がNGP協同組合に代わり、
学校へノートを寄付しました。

　NGP協同組合は、SDGsの目標に掲げる
「3Rの大切さを後世に伝える活動」の一つ
として、豊島の子どもたちへ定期的に「環
境教育ノート」を寄付する方針です。そし
て今後、リサイクルと廃棄物抑制の大切さ、
自動車リサイクルの仕組みについてより多
くの子供たちが学ぶことができる場を創出
していきたいと考えています。

ファイブスター大賞（最高得点）はSUBARUレヴォーグが獲得

2020年度自動車アセスメントの結果が公表される

3Rの大切さを後世に伝えるために

NGP協同組合、豊島小中学校にアップサイクル環境教育ノートを寄付

Topics
2020年度自動車アセスメント評価結果

ブランド 車種 総合獲得点数
（190点満点）

スバル レヴォーグ 186.91  ファイブスター大賞

トヨタ ハリアー 177.68  ファイブスター賞

日産 デイズ／ 
デイズ ハイウェイスター 175.72  ファイブスター賞

トヨタ ヤリス クロス 175.70  ファイブスター賞

ホンダ フィット 174.40  ファイブスター賞

トヨタ ヤリス 173.41  ファイブスター賞

日産 キックス 172.03 

三菱 eKワゴン／eKクロス 167.72 

ダイハツ タフト 161.68 

スズキ、 
マツダ

ハスラー、 
フレアクロスオーバー 146.93 

評価試験項目
①衝突安全性能評価 
　・フルラップ前面衝突試験
　・オフセット前面衝突試験
　・側面衝突試験
　・後面衝突頸部保護性能試験
　・歩行者頭部保護性能試験
　・歩行者脚部保護性能試験
　・シートベルトの着用警報装置試験予
②予防安全性能評価 
　・衝突被害軽減ブレーキ性能試験（対車両）
　・衝突被害軽減ブレーキ性能試験（対歩行者 昼間）
　・衝突被害軽減ブレーキ性能試験（対歩行者 夜間）
　・車線逸脱抑制性能試験
　・後方視界情報性能試験
　・高機能前照灯
　・ペダル踏み間違い時加速抑制装置性能試験
③事故自動緊急通報装置の有無

オリーブ基金から校長先生へ「環境教育ノート」を
贈呈

子どもたちは「環境教育ノート」の内容に興味津々

校長先生から子どもたちへ配布



※自動車リサイクル部品産学共同研究
会が、「自動車リサイクル部品による環
境負荷低減効果の研究」の結果をもと
に、NGPが販売したリユース部品の
90品目（左右ある部品を含むと115
品目）を対象に算出した数値です。

※リターナブル梱包材の利用に伴う削
減効果はNGP協同組合独自のCO2排
出量削減の取り組みです。段ボールに
代えて、専用梱包材を繰り返し使用す
ることを前提に削減効果を算出してお
ります。

NGP 今月のCO2削減量
リユース部品利用に伴うCO2 削減量

リターナブル梱包材利用に伴うCO2 削減量

令和3年５月： 0.8t

令和3年５月： 2,154t

　NGP組合員の(株)吉田商会（吉田恭平
社長、本社＝愛知県豊橋市）は、東愛知
新聞から取材を受け、4月30日の紙面
に掲載されました。
　取材は、豊橋市が運営する「豊橋市
SDGs推進パートナー制度」の取り組み
や今後に関して話し合う座談会形式で進
められ、出席者として同制度を担当する
豊橋市企画部未来創生戦略室室長補佐の
齋藤佳世氏、制度の創設から関わってき
た豊橋信用金庫常勤理事業務支援部長の
宮川直樹氏、そしてパートナーに加盟し
て様々な活動に取り組む企業として吉田
商会から吉田社長が招かれました。
　取材で、パートナー制度に参加した理
由を聞かれた吉田社長は、自動車リサイ
クル事業について「12番の“つくる責任、
つかう責任”と13番の“気候変動に具体
的な対策を”は、業務そのものが当ては
まる」と感じたことが、SDGsへ本格的
に取り組み、同制度に賛同するきっかけ
となったことを説明しました。また、こ

れからの目標について聞かれると、「ど
んな企業でも17ゴールに当てはまる部
分があると思います」と、周囲へ向けて
活動を呼びかけるとともに、それらの活
動が「地域のためにつながると確信して
います」と話し、今後もSDGsに積極的
に取り組む姿勢を示しました。
　また吉田商会は、豊橋市上下水道局の
企画したマンホール広告企画へ協賛し、

豊橋市内のマンホールのフタへ広告を掲
載しています。豊橋市内の歩道に、「い
らない車 乗らない車 買取ります」のメ
ッセージとともに吉田商会の社名が掲載
されたマンホールのフタが設置されまし
た。この広告が地域の人々の目に止まる
ことで、自動車リサイクル業界の認知度
向上につながることでしょう。

吉田商会、東愛知新聞主催の座談会へ出席

豊橋市が推進するSDGs関連事業への協力や、 
各種取り組みの内容などを紹介

NGP組合員
かわら版

吉田商会の広告が掲載されたマンホールのフタ座談会の記事が掲載された紙面

リペア・金山正男会長（中）から七尾市・茶谷
義隆市長（左）へ、目録が手渡された

　NGP組合員の(株)リペア（金山征二社
長）は5月13日、「子どもたちが健やか
に育つ環境整備など、より良い街づくり
に役立ててほしい」という思いを込めて、
石川県七尾市へ500万円を寄付しました。
　今年創業50周年を迎えた同社は、こ
れまで支えられてきた地域の皆様に感謝
の気持ちを伝える取り組みを検討し、未
来を担う子どもたちのためにできること
を考え、今回の寄付に至りました。
　七尾市役所で同社の金山正男会長から
目録を受け取った茶谷義隆市長は「有効
に活用したい」と感謝の意を示しました。
　金山社長は、「次の50年、100年を
見据え、子どもたちのために何ができる
か、今後も地域の皆様とともに考えてい
きたいです。また当社はSDGsに取り組
んでおり、今回の寄付金についても
SDGsが掲げる目標の一つである“住み
続けられるまちづくり”に役立てていた
だければと思います」と、寄付に込めた

思いを述べています。
　金山社長はSDGsについて、地球の未
来はもとより、持続可能な地域社会の実
現及び地域活性化のためにも必要な取り
組みであると考え、組合としての活動だ
けではなく、個社としてもSDGsに取り
組む方針です。今後、地域貢献に向けた
取り組みについて従業員全員で話し合い、
SDGs宣言へとつなげていく予定です。

創業50周年の感謝と地域貢献への思いを込めて

リペア、七尾市へ500万円を寄付
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FSC® 森林認証紙、ノン VOC インキ（石油系溶剤 0％）など印刷資材と製造工程が環境に
配慮されたグリーンプリンティング認定工場にて、印刷事業において発生する CO₂ 全てを
カーボンオフセット（相殺）した「ゼロカーボンプリント」で印刷しています。

FSC® 森林認証紙、ノン VOC インキ（石油系溶剤 0％）など印刷資材と製造工程が環境に
配慮されたグリーンプリンティング認定工場にて、印刷事業において発生する CO₂ 全てを
カーボンオフセット（相殺）した「ゼロカーボンプリント」で印刷しています。
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FSC®森林認証紙、ノンVOCインキ（石油系溶剤0％）など印刷資材と製造工程が環境に配慮されたグリーンプリンティング
認定工場にて、印刷事業において発生するCO₂全てをカーボンオフセット（相殺）した「C0₂ゼロ印刷」で印刷しています。

FSC® 森林認証紙、ノンVOCインキ（石油系溶剤0％）など印刷資材と製造工程が環境に
配慮されたグリーンプリンティング認定工場にて、印刷事業において発生するCO₂ 全てを
カーボンオフセット（相殺）した「C0₂ ゼロ印刷」で印刷しています。

　NGP組合員の(株)共伸商会（本社＝新
潟県新潟市、佐藤幸雄社長）は5月25日、
日本テレビ系列テレビ局・テレビ新潟の
番組「夕方ワイド新潟一番」から取材を
受けました。
　日本テレビ系列は、SDGsの持続可能
な開発目標の17項目を中心に、人のた
め、暮らしのため、そして未来のために
できることを考えることをテーマとした

「Good For the Planetウィーク」キャ
ンペーンを、5月31日～ 6月6日まで
展開しました。
　人々の身近なSDGsを取り上げるとい

う趣旨のもと、車社会である新潟県にお
いて切っても切り離せない車について取
り上げる中で、同社の自動車リサイクル
を通じたSDGsの活動が紹介されました。
同社は、3月に開催された「SDGsアワ
ードにいがた」で奨励賞を受賞しており、
その受賞内容が同テレビ局企画担当者の
目に止まったことが、今回の取材につな
がりました。
　使用済み自動車を再資源化する企業の
取り組みとSDGsへの貢献をテーマとし
て、自動車リサイクルの流れや同社が
SDGs宣言に取り組んだきっかけ、宣言

した目標に対してどのような活動をして
いるかなどについて取材を受けました。
　SDGsの取り組みを担当する佐藤陽輔
常務は「私たちのような中小企業こそが
SDGsに取り組み、誰にでも取り組める
活動であることを伝えたいと考えていま
す。身近なところから、社会を変えるこ
とができます。これからもSDGsに取り
組み、様々な人々がSDGsに取り組むき
っかけになるような活動をしていきたい
と思います」と、今後も積極的にSDGs
に取り組む姿勢です。

自動車リサイクルを通じたSDGsの活動を紹介

共伸商会のSDGsの取り組みをテレビ新潟が取材

　NGP協同組合、(株)NGPは5月21日
に開催した理事会及び役員会において、
昨年に引き続き新型コロナウイルス感染
拡大に伴う組合員への経済支援策として、
約7,000万円にのぼる支援策を決定し
ました。
　NGP協同組合では、組合員会費（賦

課金）を6 ～ 8月分まで免除する措置
を理事会にて決定しました。近く臨時総
会を緊急開催し、最終決定する予定です。
併せてNGP賛助会員の会費についても、
リサイクル部品流通を担うNGPの仲間
であることは変わらないことから、理事
会で正組合員同様の措置を行うことを決

定しました。
　また(株)NGPでは、リサイクル部品在
庫共有システム「NGPシステム」の月
額利用料について、6 ～ 8月末までの3
ヵ月間、全額免除します。両支援策の総
額は7,000万円以上に上る予定です。

NGPの新型コロナウイルス対応について

コロナ禍対応で総額7,000万円以上の組合員支援を実施

NGP組合員
かわら版

取材の様子

令和3年5月26日、(株)オートセンターNAO（福島県大沼郡）　代表取締役　鈴木 博次（すずき ひろつぐ) 様がご逝去されました（69歳）。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。訃報


