長野県環境審議会地球温暖化対策検討会 意見交換会 議事録
日 時
場 所

平成１７年１０月１４日（金）
午前１０：５０〜午前１１：３０
長野県庁西庁舎３階
３０１会議室

（関係団体：（社）長野県自動車店協会）
高木委員長

私がちょっと遅れてきうえに、更に進行が遅れてしまってお待たせしてしま
ってどうも申し訳ございませんでした。

司

それでは（社）長野県自動車店協会との意見交換をお願いしたいと思います。
先ほども申し上げましたけれども、この意見交換会につきましては、何かを
決めるというものではなくて、実情をお話しいただきまして、県民総参加の条
例づくりに生かしていただくということで、委員さんたちと忌憚（きたん）の
ないご意見の交換をお願いしたいと思います。
よろしくお願いいたします。

会

高木委員長

じゃあこれから意見交換を始めさせていただきます。
委員の皆さんにはお手元に自動車店協会からの提言という形で、あらかじめ
資料が配られているかと思いますので、その資料を提案と、あと統計資料その
他いろいろ入っていますが、ご提案を最初に説明していただいて、それをベー
スに話を進めていけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。

自動車店協会

はい。ではちょっと自己紹介をします。ちょっと封筒をご覧いただきたいと
思います。

高木委員長

封筒は、我々のところには来なかったんじゃないかな。

自動車店協会

え。

高木委員長

封筒は我々のところに来ない、みんなまとめて。

自動車店協会

あの、本日は、私ども（社）長野県自動車店協会と、こういうことで出席を
していますが、平たくは販売店協会でございます。
ちょっと説明を申し上げますが。私は協会の専務理事の○○でございます。
よろしく。
私は、長野トヨタ自動車の営業本部長の○○と申します。会社では新車の、
あるいは中古車の販売の統括責任者をしております。それからあと、専務のほ
うから話がありましたが、販売店協会の中では普通車部会の小委員長をしてお
ります。それからあと環境部会あるいは東部町にありますリサイクルセンター
の運営委員会、その委員を務めておりますので、売るほうと環境面と両方の立
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場で今日はご出席させていただきました。よろしくお願いします。
それでちょっと、理解していただくためにいろいろ資料をお送りしたけれ
ど、きっと読む時間がなかったと思います。本当は母体は長野県販売店協会と
いって、車を販売している皆さんで組織しています。これは昭和 31 年にでき
ています。
その後全国的な組織ということで、この３番目にある（社）自動車協会連合
会長野県支部と。これはどこでも群馬県なら群馬販売協会だし支部ということ
で、これは経済産業省と国土交通省の共管団体です。これは全国どこの都道府
県にもあるけれど、あとの２つはどこにもない団体を長野県は持っているわけ
です。
それが今、一番上にある（社）長野県自動車店協会、これは平成３年に知事
認可できまして、これだけの車社会になって何ら社会参加活動をする必要性が
あるということで、この知事認可を得ました。やはり任意団体では、なかなか
許可、認可、登録、その他強いあれができないので社団法人化をしました。
言うまでもなく車社会ですから、交通安全と環境保全を定款に取り上げてや
っています。そういうことでその定款上に、今日のいろいろな環境問題も入っ
ていますので、店協会ということで一応出席しています。
さらにご案内のとおり、使用済み自動車、昭和から平成になってから野積み、
その他放棄、いろいろな問題があって、やはり車を売った者の責任として引き
取った車は環境に配慮しながら自分の手で解体、リサイクルをしなければいけ
ないということで、平成７年に協同組合をつくって、東部町、現東御市でリサ
イクル解体事業をしています。それが協同組合。
ですから私ども販売店協会の会員になろうとすれば、４団体に加入しなけれ
ばならない。イコールなんです。組織はイコールということで、会長、支部長、
理事長は長野トヨタの会長である○○ですし、私は専務ですがこの４団体すべ
てを統括しています。そういう団体でございます。
そんなことでいろいろ事業展開をしてきまして、私ども今日は事務局の提言
または２人の提言ではなくて、早速普通車部会で１カ月ほど前に提案事項をお
聞きしましたので、委員会、部会を開き、それから決定機関である正副、それ
から各部いろいろ大型とか中古とか環境部会があって、そういう部会に常任理
事会があって、そこで決定したのがこの提案です。
ですから私ども販売店協会としての意見、提言でございますのでご理解いた
だきたいと思います。なおかついろいろ今日、そういう事業展開をしている中
で、先ほどもいろいろ環境（保全）協会、私ども店協会もリサイクルセンター
も、環境（保全）協会の委員に両方入っております。そんなことでお話を聞い
ておりました。
それでは時間的な関係もありますので、提言事項についてちょっと一瀉（い
っしゃ）千里で申し上げた上で、お話ししたいと思います。
まず条例についてです。いろいろと排ガス、その他もろもろで大変条例の中
には車に関することがありますが、条例制定の内容について案というか、いろ
いろな意見について検討しましたが、これについては前向きに賛成であると、
こういう意見でございます。
その中で直接私ども販売協会にある関係、これは前の資料からそういうこと
で、運送部門の中で２つございます。まずはひとつは一定規模以上の自動車販
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売業者は店頭において購入者にうんぬんということは情報提供をするという
ことで、これは規定化に賛成でございます。
そう申しますのは、そこにもありますが 10 月１日現在 35 社で、国内メーカ
ー11 社すべて入っております。それから外車の一部も入っていて、営業所・
支店等が皆さんと直接関係があるのが 400、従業員が約 6,500 名というのがこ
の団体で、新車販売の比率からいいますと、そこにありますが昨年になります
と 91.7％というのが我々会員の新車販売の比率でございます。
そんなことで、低燃費、低公害車の普及開発については、各社は当然やって
いますし、我々も既にそういう店協会を平成３年に設立した後、県が主催しま
す環境フェア、それからこのごろも運輸支局がやりました、協会としても低公
害車、低燃費車を出展したり、もちろん今日おりますが各店でもそういうこと
でやっていますので、何らこういうことに規定化することについては賛成でご
ざいます。
それから２番目の、今度買うユーザーに対する努力義務ということで、使用
することの義務でございます。これも大いに賛成ですが、努力義務というのが
はたして先ほども二人乗りとかいろいろありましたが、なかなかこれは実践で
きない。
経験から申し上げますが、例えば車ですが自家用車は１年に一遍ずつ定期検
査を受けて、２年ごとに車検と。その定期検査、バンとか商用車は半年に一遍
ずつ定期検査を受けて１年ごとに車検。それから自家用車は２年ごとに車検。
その前に定期検査を受ける人がいないんです。50％なんです。だから今月も、
全国一斉に定期検査月間ということですから、なかなか努力義務といっても大
変でございます。受けなくても車検は受けられるんです。そういうようなこと
で努力義務というのも。
ここで申し上げますと、もちろん長野県はトップクラスです。そこの資料１
にありますように、世帯別でも人口別でも全国トップクラスの保有率です。で
すから先ほども公共交通機関といろいろ言っていますが、それをいかに現状を
どのようにあれするかというのが大きな課題だと思います。
そこで申し上げておりますのが、ご案内のとおりそのコメントの１ページの
ところを見ていただければ、世帯数では３位 2.35 台１世帯、人口では 1.2 人、
１人に１台ずつある。企業の台数も多いのですが、全国１位ということで、全
国ベースからいくと、全国は世帯は 1.55、人口では 1.64 ですが、そういうこ
とでこの車社会、特にトップクラスの長野県にあって、この辺をどういう対策
をしていくかというのは大きな課題だと思います。
そこで努力義務でございますので、そこにもいろいろと書いてありますが、
経済性やいろいろな問題があって、必ずしも難しい問題ではないということ
で、そこで先ほども自動車関係税の話がございましたが、例えば自動車税とか
取得税の面で軽減をするとか、そういう措置をすることによって、やっぱり経
済的な援助をすることによって、皆様方が買いやすい状態になり、そういうこ
とが守られるんじゃないかと。
そういうことで、ぜひ行政でもこの面を買っていただきたいということでご
ざいます。それから合わせて、自動車を購入した際、当然交換で下取りに出し
ますが、その中で年数は別として低年式車、努めて使用済み車として適正処理
するようにしていただきたいということで、これは廃棄自動車にするか中古車
にするかは、あくまでも買い側ではなく所有者の権利なわけです。
有価で買おうと、逆有償で渡そうとそれはあくまでも。それに関連しては次
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のほうでその理由は申し上げますが、いずれにしろそういうことでできるだけ
低年式車は車としてではなくて、やはりビジネスという、ただ金になるかなら
ないかじゃなくて、環境面からそうした、せっかく今年１月から自動車リサイ
クル法ができていますから、その法律に乗った適正処理をするほうに、お客さ
まに対して買い手であるディーラー等々、そういう働き掛けを権限があるので
やっていただきたいということです。これが当対策委員会から提案があった事
項に対する回答です。
次に当協会としての、ひとつ提案でございます。カーエアコン用フロン、こ
れはご案内のとおりでございます。オゾン層、地球温暖化の最たるものでござ
います。この関係ですが、平成６年をもって特定フロン、ＣＦＣですね。それ
から以後はＨＦＣ、これは前の特定フロンはオゾン層ですし、後のほうは温暖
化に大変関係あるので、それは委員長の高木先生がご案内のとおりでございま
す。
これが車には 300 何十グラムぐらいずつ残っているわけでございますが、平
成 14 年 10 月にフロン法ができました。そのまずいところは再利用がいいとい
うことです。なおかつ今年自動車リサイクル法になって、そこへ移行しても再
利用は認めていますが、この関係についても、今うちでリサイクルをやってい
ますが、大体解体に出てくる主流は平成６年車です。
ですから特定フロンについては、もう再生したら 100％破壊しなさいという
条例ですね。長野県では法律ではそう。というのは東京都でも、そういうこと
をしたり、いろいろしていますので、やはり条例の中で積極的に、もうそうい
う古い車で、エアコンが効かなかったら暖かい車に乗ったり、新しい車に乗り
換えればということで、これは抜いてもあれしないということで、あとコメン
トのほうに数値がございますが、そういうことでぜひ県において、そういうも
のの再利用をやめていただきたいという提案でございます。
もうひとつは２番目に多燃費、非低公害車の中古車類の県外、海外搬出につ
いて抑制をしていただきたい、こういうことでございます。ご案内のとおり、
自動車リサイクル法ができまして、俗にいう廃棄自動車、解体事情がまるっき
り変わってしまった。強いては悪法とまでは言わないが、適正放置やら適正処
理をすべき法律が悪用されて、結局それが今海外へ行ってしまいました。
問題はこういうことなんです。結局、車は長野県だけの問題、日本の問題だ
けではなくて、世界に通じる。２日、３日たてば海外へ行ってしまうんです。
特にこの地球温暖化にはＣＯ２という問題が出てきますが、特に日本車は世界
に確たるものでございます。
せっかく長野県でお客さまが低公害車を買ったけれど、その２倍、３倍出る
車が東南アジアやらロシアへ行ったら何もならない。これは高木先生がご専門
ですのでご存じですが、そのせいで酸性雨などの原因になってしまえば、何の
意味の環境保全であるか。そのくらい車の社会というのは、長野県だけではす
まされない。そこまで考えた措置で、ぜひこういう排ガスの大変大きいのは県
内から排出する規制をしていただきたい。
そういうことで県内で出た使用済自動車は、県内で適正処理をしていただき
たいと、こういう提案でございます。
そんなことでいろいろと資料を用意しました。フロンの実態とか低公害車の
普及率などありますが、これも大変失礼ですが長野県はあまりよくありませ
ん。７ページをご覧いただければお分かりだと思います。
普及率ですが、これは登録、実際に調べた数字ですから間違いございません。
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右欄を見ていただければ、登録の際の普及率、例えば長野県は平成 16 年度
63.2％です。それから北陸と信越というのは、新潟・長野・石川・富山を含め
てですが、これは 67.5 なんです。それから現在保有している台数ですね。180
何万台、長野県の中に。その保有率の低公害車等々は、長野県は 16.3、それ
から北陸では 17.7 なんです。全国平均でも 19.3 なんです。保有者は全国トッ
プクラスにありながらこういう実態と。そういうことで先ほど訴えました。そ
れから次の 8 ページをご覧ください。
フロンでございます。これは大変失礼なんですが、県で各関係団体からフロ
ンの回収やら、破壊量を調べている数値です。これはうちの協会と他の関係団
体から報告があった数値でございますが、こういうことでうちの台数からいえ
ば 29％ですが、問題は破壊した量がうちの場合は 48％、50％近いです。合計
が下のほうにありますが、
ＣＦＣ特定とＨＦＣ代替を含めまして台数では36％
ですが、回収は 49、破壊は 54 と。
結局 36％の台数で破壊ということになると 54％という大変高い数字になっ
ています。それからもうひとつ同じく自動車リサイクル法ができましてやって
いますが、13 ページをご覧いただきたいと思います。
これは全国の自動車リサイクル法に基づいたフロンのあれなんですが、百分
率にしまして、この真ん中にフロン回収入力、これは絶対的に１台、１台入力
しているので間違いないそうですが、経済産業省が１６で発表した数字、全国
では 110 万台ですが、うちの協会としてやっているのは７千何万台ぐらいで、
全体の 0.6％の内訳である。いかにほかがやっていないかということです。そ
ういうことで盛んに、地球温暖化やらいろいろ騒ぎます。
最後に 14 ページでございます。こういうことで今言ったように、どんどん
悪い車がいきますと、既にこういう状態が海外ででてきているということで、
あといろいろな調査を私どもはやっていますが、そこにございます。
それからなお、参考までに海外輸出関係で申し上げますが、これも実態調査
でございます。長野県に近い富山、新潟港から中古車、もちろん純然たる中古
車になりますが、毎月富山から１万台強、新潟から７千台強がロシアを主体と
して出ている。こういうことでウラジオストック等々で使ったものが、だんだ
ん山を越えて二番せんじ、三番せんじ、そういうものが凍原原野に捨てられて
いる、そういう実態です。
そんなことで、ぜひそういうことがないように、この辺についても低公害車
等の県外排出を規制することによって、こういう弊害が防げるじゃないかと。
一応時間的な関係もあり、雑ぱくな説明でございましたが、以上でございま
す。
高木委員長

どうもありがとうございます。
今、協会の現状と、特にリサイクルセンター、今は東御市ですね。そこにつ
くられているところでの回収の現状等も含めて、ご説明をいただきました。基
本的に条例で我々が規定したところというのは、「自動車販売事業者は自動車
に関する」というところですが、ここに関してはほぼご賛成をいただきました
し、今もご説明だと我々が想定している一定以上の台数、一定規模以上のとい
うところに相当する部分がほぼ 90％以上、つまり皆さんの協会に入っている
ところが 90％以上で、10％弱ひょっとしたら非常に小さい販売店みたいなと
ころでやっているのがあるのかなという現状も把握をさせていただきました。
非常に心強いご説明を受けたので、その点に関しては私どもとしては多分皆
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さん安心したというか、ほっとしたというのが現状だと思います。ここではそ
れ以降のご提言をいただいているわけですが、その辺に関して委員の方から何
かご意見等々ございますでしょうか。
言葉の使い方で確認をしておきたいのですが、低年式車というのは販売して
から年数があまり経っていないという意味ですよね。
自動車店協会

いや、低年式は経っているんです。

高木委員長

経っているんですか。

自動車店協会

はい。

高木委員長

ここがよく分からない。

自動車店協会

これは、ちょっと業界の言い回しですが、古い車が低年式。

高木委員長

古い車。具体的には、何年以上ぐらいのものを言うのですか。

自動車店協会

８年以上。

高木委員長

８年以上のものを低年式車と言うんですね。

自動車店協会

そうです。

高木委員長

それからもうひとつ。

自動車店協会

８年、もうちょっと前ですね。今は、その辺もちょっと業界のほうもいろい
ろ区分けが違ってきまして、低年式は６年以上ですね、６年以上。いや、です
から低年式だから、すべて使えない車ということではないです。車を登録して
から何年かまでを高年式、中年式、低年式とただ区分けしているだけですから。
特に車が悪いとか、そういう意味ではないです。

高木委員長

６年あるいは８年以上経っている車については、使用済み自動車として処理
をするべきだというご提案。
分かりました。

自動車店協会

そこにもありますが、特に長野県の場合は今も○○専務が申し上げました
が、業界としてはだいたい 10 年、走行キロ 10 万というのが、一時期リサイク
ル法ができる前まで、そういうものが廃棄自動車というひとつの申し合わせと
いうのがあったわけです。
そんなようなことですが、
10 年以上が長野県の場合は 28 点何パーセントと、
全国ベースより高いんです。車の保有も多いし、それから低年式車というか古
い車をお使いになっているあれが、大変長野県も。だからＣＯ２にしろ、何に
しろ、結局そういうことですね。
結局低年式車という、少し古い車というのは、今の新車のいわゆる低公害車
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とか低燃費車とはかなり差があるわけです。非常に公害上問題もある。それを
本来であれば、もう通常なら商品価値からするとリサイクル、解体するという、
使用済車として解体するというのが、本来の考え方なんですね。
何でそれが中古車として流通をするかというと、結局７年、８年乗っていま
すからお客さまとしては下取り車の価値が、もうほとんどないということを、
お客さまも承知しているわけなんです。ですから下取り価格はゼロ。
ところがこれを中古車の業界へ持っていきますと、そこそこ商売になってし
まうんですね。それが３万とか、５万で売れるわけです。下手すると海外へ持
っていくと、それが 10 万ぐらいで売れてしまうわけです。
ですから本来は、もう車としては使用済車として解体処理すべきものが、ビ
ジネス優先でいろいろなブローカーとかいますので、そういう人たちがそれを
商売のネタとして使ってしまうものですから、その車がまた生きてしまうとい
うことなんです。
一方では低燃費車あるいはハイブリッド車というものがどんどん普及して
いく一方で、本来はそういうものがどんどんなくなっていかなければいけない
わけです。それがなくならずに残ってしまっているところに問題がある。
それが今、専務が説明したように県外であったり、あるいは海外であったり
ということなんです。
長野県の場合は海がないでしょ。塩分がないんで、新潟、富山へ行ってもさ
びるというのが少ないんです。だから結構いいお値段で売っているから、利用
価値が高いことは高い。そういうことですね。
高木委員長

長野の場合には塩カルの問題で、そういう状況ってないんです、あまり。

自動車店協会

塩カル程度は、大して影響がないです。

高木委員長

そうですか。

自動車店協会

潮風というか、そういうもので、車の。

宮本委員

いいでしょうか、すみません。委員の宮本と申します、よろしくお願いいた
します。
一家庭の主婦として、私ども自家用車に限りますけれども大切に使って、な
るべく長く使うというのが省エネになるかなと考えて、何度も何度も車検を繰
り返しまして、車が使えるだけ使えるというのが一番いい方法と思っていまし
たら、こういうことをお聞きしまして、本当にそうなんでしょうか。
これから考えを変えていくには、どこかでこういうことをよくピーアールし
ていただかないと、一般の消費者はまだ理解不足かなと思っております。

自動車店協会

車の排出ガスであるとか、性能、あるいは燃費とかということだけを考えま
すと、できるだけもう今の車に替えていったほうが、こういう環境面に対して
は間違いなく向上すると思います。
大事に乗っていただくことは、ものすごく大切なことできちんと点検さえし
ていれば、車というのは今 10 年でも平気で乗れるんですね。ただそのときの、
エンジンの構造であるとか、メーカーの生産技術と今とはかなり違っています
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ので、車としてはもちろん十分使えるのですが、いわゆる排気ガスのそういう
レベルで考えますと、現在の車よりもかなりレベルは低いですから、そういう
点では入れ替えていくほうが、こういう環境問題に関してはいいとは思いま
す。
高木委員長

多分今の宮本委員のご質問というのは、皆さんが持っている疑問なので、い
わゆるライフサイクルアセスメントを考えていただいて、製造から廃棄に至る
までのすべての流れを追った上で。燃費のことだけを考えていて、じゃあ最新
のモデルは３年ごとにみんなが買い替えていくのが地球のためにやさしいの
かとはとても思えないので、だからライフサイクルアセスメントできちんと示
していただくことによって、「うちの車は、もうここまで来たら買い替えるの
が地球のためにもやさしいんだ」ということが、はっきり分かると思うんです。
それは販売店というよりはメーカーサイドの話だと思いますので、メーカー
サイドのほうにそういうような要望を上げていただいて、製造から廃棄に至る
までのすべてのエネルギー的な、要するに環境の面から見た上で何年くらいで
替えるのが一番正解なのかというようなこと、それから多分車種等によっても
違いますので、例えば自分の乗っているクラウンならこのぐらいとか、非常に
燃費のいいプリウスだったらこのぐらいとか、そういうことが分かるようなも
のが出てくると、多分消費者が惑わないということも含めて。

自動車店協会

先ほどの条例の中に案としてありました。店頭においてお客さまにいろいろ
ご説明をするときに、今の宮本委員のような質問されたようなときに、正直な
ところまだ的確にお答えができないんですよ。ただ燃費がこうなっていると
か、計算するとガソリンがこのくらい少なくなるとかという程度のご説明しか
できないので、確かに今おっしゃられましたように、車のライフサイクルとし
てこうなんだ、それと環境問題と合わせてどうなんだということをきちんと説
明できるようにしないと、確かに売る側としてはまずいかなと、そういう認識
は持っています。

高木委員長
黒沼委員

高木委員長
黒沼委員

高木委員長

いいですか。
同じです。メーカーでは、今までは年数がたつと壊れたねじがもうないので
ということだったのですが、メーカーではねじ１つ補強できるような体制に変
わったというふうに聞いております。販売のほうでも、個人の持つ生活のスタ
イルに合わせて細やかにそういうアドバイスができれば、それは進むんじゃな
いかと思います。
だから全体的に所有台数を今の長野県の保有台数に比べてはどうだという
ことは一概に言えないのではないかというのが私が思っている感想なんです
が。
今の最後のことがよく分からなかった。
すみません、私もちょっと理由付けができなくて。高木委員長がおっしゃっ
てくださったので。
時間もだいぶ押してきているので、フロンのことについてなんですが、ここ
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のフロンに関するご提案とか県外あるいは海外搬出の抑制を、例えばこの条例
の中に入れるというのはなかなか難しいとは思いますので、それはそういうご
意見があるといことを環境面から見てどうなのかということは、県のほうでも
今後検討していただくという以上の、踏み込んだ答えは多分出せないだろうと
思います。
ちょっとフロンのことについてお聞きすると、先ほどご説明いただいたとき
にちょっとよく分からなかったのは、要するに東御にあるリサイクルセンター
に持ち込まれた自動車に関しては、フロンは完全に回収して破壊をしている
と。
自動車店協会

そうです。100％。

高木委員長

そういうことですね。100％やっているということですね。

自動車店協会

再利用は１グラムとてなし。

高木委員長

自動車店協会

ところがそこに入ってこなかったフロンに関しては、さまざまな用途に再利
用をされている。
再利用しているか放出しているか、それは他の。
外へ放出してしまっているか分からない。
分からない。私ども、知るあれは何も。だからうちはあそこで、たった 20％
か 25％の車しか処理していないんです。正直言って 10 何万台の廃棄自動車が
出るんです。長野県の。数字からいうと。それでそのうちの 20 何パーセント
しか出していないのに、統計で破壊したというのがもう 60％から 70％やって
いるんです。だから逆転しちゃっているんです。

高木委員長

そういう意味か。

自動車店協会

そういう意味合いで、これだけ地球温暖化って。

岡本委員

そうすると 60％から 25％というのは、非常にグレーな処理の仕方をしてい
る可能性があるという意味ですよね。

自動車店協会

そうです。だから法律的に再利用ということは、放出しても再利用と報告す
れば。

岡本委員

放出したのに、書類だけそういうふうに書き換えている可能性があるという
ことですね。

自動車店協会
高木委員長

そうやれば別にすんでしまう。だから地球温暖化と騒いでも。
ちょっと私は覚えていないのですが、フロンを大気中に放出する、特に特定
フロンに関して放出することは許されて。
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自動車店協会

いないですよ。それは当然。

高木委員長

いないですよね。

岡本委員

いないです。

自動車店協会

いないんだけれど、そういうことで。結局お金がかかるでしょ。だから結局。

岡本委員

高取りして処理をしないで、将来証拠が残らないから放出しちゃうという業
者がたくさんいる。

自動車店協会

たくさんいるかどうかは、私は。

岡本委員

いるのではなかろうかという意味です。

自動車店協会

数字上では。

岡本委員

数字上でね。

自動車店協会

いずれにしろ、そういう数字上で、実際には。

岡本委員

これは国のフロンに対する規制の法律が不備だからということですよね。

自動車店協会

岡本委員
自動車店協会

高木先生は知っておられると思いますが、全国に脱フロン全国連絡協議会と
いうのがあって、群大の。
ストップフロンですね。
はい、ストップね。群大の工学部のニシノ先生が、今、代表をやっています
が、全国にあってＮＰＯ法人になっている。いろいろそういう人たちにも私ど
もオーナーやら関係部長も来て。
だから必要以上に、私どもフロンについてはチラシをつくったり、ピーアー
ルになってしまいますが、こういうフロン取扱業者を規定であれしているんで
すが、協会、団体でつくって 400 の拠点へ２枚ずつ渡す。
今度のリサイクル法についても、協会でつくってすべてこういうところへき
ちっと処理をしているか、どこで破壊して、どうだというところまできちっと
書いてある。うちはすべて破壊した結果の数字を出しているので、うちで適当
な数字を出しているわけではございません。それだけフロンについては平成
４、５年くらいから取り組んで、あまり手前みそで恐縮ですが、環境フェアな
どのときにも、これが職員が刷ってやる。

高木委員長

見ております。

自動車店協会

こういうことでやっています。それだけに強く感じるんです。
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岡本委員

業界がそれほど率先してやっていただいているようなことなので、条例で何
とかもう少し応援をしてほしいと。

自動車店協会

しない限りは、法律で再利用を認めてしまっているので、それを条例で何と
か、そういう規制を、再利用を排除すると。

岡本委員

条例でどこまでできるのか、精査していただくということが必要かもしれま
せんね。

高木委員長

そうですね。はい、分かりました。
当然フロンの再利用がどうのこうのという踏み込み方もあるし、それからリ
サイクルセンターにきちんと持ち込まれるようにするという踏み込み方もあ
るわけですよね、多分ね。それはいけないの。

自動車店協会

それは、年間に２万 4,000 台の処理能力があるんです。リサイクルセンター
は。ですが実質的には 20％が組合員外ということで、100％あれじゃなくて。
基本的には組合員である販売店が下取りした中で使用済み自動車を処理する
というので、一般からの持ち込みは 20％枠ということですが微々たるもので
す。

高木委員長

能力的には、まだまだ台数は増えても大丈夫なんですね。

自動車店協会

ええ、今。

高木委員長

十分問題ないですね。

自動車店協会

今は 15％、20％落ちぐらいになる、前年に対して、法律ができて。それが
今言ったように、変な車が海外へどんどん行っている。そういうことでこの辺
の県外から国外については、地域に登録してからするとか、何か抑制措置をす
ることによって、多少でも変な車が県外、国外へ出ないんじゃないかという発
想から申し上げています。

高木委員長

はい、分かりました。
今のお話の部分に関しては、とにかくこの条例の中にそれを書くことは多分
難しいのでは。先ほども仕上げましたように、どういうことが我々としてサポ
ートできるのかということを今後の宿題として承っておきまして、ということ
にさせていただきます。
それからこの骨子(案)の中でも、県の責務として地球温暖化対策を効果的に
行うために必要な助成、税制、その他の経済的措置に関する調査、研究を行う
という項目が入っておりまして、先ほどおっしゃっていた低公害車、低燃費車
に対する何らかの税制的な支援というようなことは、多分そこの中に入ってい
る項目だと我々は認識しています。もちろんお金の問題もありますので、もし
お手元に骨子（案）のあれがあれば、県の温暖化対策の中のｈの項目で、要す
るに県はどういうことをやるということのほかに後ろに書いてあるような温
暖化対策がいっぱいあるわけで、それを効果的に実施するために必要な助成等
を行うというのもありますので、どこまでできるかはともかくとして、我々と
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しては県に対してもちゃんとやってくださいよということは、文章の中に載せ
ているつもりですので、それはご理解いただければと思います。
自動車店協会

今、環境税問題が国で出ていますが、ここにもあるように自動車は使う場合
は９税あるんです。９つ。特に大きいのが自動車税、県。取得税、この取得税
は二重税ですね。取得税を払って消費税を払うんだから。こんなばかな。これ
はみんな消費者は反対しているんですね。いろいろアンケート調査をしても、
先日意見を聞く懇談会でも。それから重量税、この辺はある程度行政メインで
すね。
本来は本則３％なんです。それが暫定でみんな５％になって、そのまま今日
に。だから大変車が高いと。税金で高いのに、車が高いというのが消費者にも
印象を与えたりしています。
それから手前ごとですが、うちの関係団体の車、17 年から。こういうよう
な程度の調査、それを１年目やって台帳を作って、その次年度はどのようにな
ったかというような、例えば車名、登録番号、それから初年度登録、低排ガス
か低燃費車かと、こういうような程度のものを、会社からあれされれば、その
会社、企業がどれだけ翌年までに改善されたかというような。参考までに、そ
れは書いていないんです。たまたまうちで、こんな程度の会社に対する調べな
らよろしいかとね。
これもひとつの提案ですが。

高木委員長

県としても低公害車、低燃費車に対することをどういうふうに普及させるか
ということに力を入れる部分がありますので、今おっしゃられたようなデータ
についてはご協力をお願いすることも今後出てくると思いますので、そのこと
についてはよろしくお願いいたします。
大体時間的にだいぶ過ぎてしまいましたので、遅れてスタートして、でも一
応 40 分、ここでもまた遅れてしまいまして。

自動車店協会

もうひとつだけ、これはご参考にと思ってお話ししておきますが、実は低公
害車、低燃費車の一番代表的な車は現在トヨタのプリウスでハイブリッド車な
んですが、実は飯田というのは非常にハイブリッド車の販売台数が多いんで
す。
飯田市ね。
どうしてかと思って私が確認しましたら、あそこはやはり市とグリーンクラ
ブという消費者団体がありまして、そこで低公害車をもっと普及させようとい
うことで、市ぐるみでいろいろ取り組んでおられる。一部我々も何か協力でき
ることがあればということでパンフレットをつくったり展示会をやったり、そ
ういうことをやっています。
そういう結果、結構ハイブリッド車の販売台数が増えてきていますので、そ
ういう地区、地区の団体とか我々販売店とかでいろいろ協力し合いながら、そ
ういう活動をやっていくのも非常に大事なことじゃないかなという感じはし
ていますけど。

高木委員長

牧内さん何かありますか。
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牧内委員

いえ。

高木委員長

よろしいですか。だいたいこれでよろしいでしょうか。
どうもありがとうございました。

自動車店協会

失礼しました。

（議事録中の■■■の部分は確認できなかった部分です。）
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