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『どうせ捨てる物だから・・・』
今月の事件ファイルは、あまりニュースや話題に上らない【古紙泥棒】に焦点をあててみました。
そういえば昔はトラックで『いらなくなった古新聞、古雑誌、ボロキレ・・・』といったちり紙交換の車が廻って
いましたね。
資源ゴミ分別化となってからは、行政が委託した業者が回収を行い、資源化して行政の財源に当ててい
るところが多いそうです。回収費用は税金で・・・。
こう考えると『無償で持って行ってくれるほうが良いじゃないか！』『官が民の仕事を
横取りしている！』という声も挙がってきます。
ただし、現在の古紙泥棒の実態は組織的犯行によるものも多いと見られ、暴力団が
関与し、資金源になっている可能性が高いそうです。
賛否両論あると思いますが、皆さんはどう思いますか？
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蔓延する古紙泥棒

■ 古紙泥棒
地域やマンションのゴミ置場へ捨てられた古紙を無断で持ち出す者。
■

盗難方法
深夜 1 人（下見役）が自転車にてゴミ置場の古紙を確認し、もう一人（回収役）がトラックで乗りつけ集積された古
紙を勝手に持って行く。

■

所有権と判例

【無罪判決】
集積所に出されたごみは、所有権を放棄したいわゆる「無主物」とみなされるために、勝手に持ち去
ったとしてもただちに窃盗などの罪に問うことはできない。
【有罪判決】
所有権は自治体となるとリサイクル条例を制定したところ（大田区・杉並区・横浜市）
自治体が指定したところ以外は回収してはならないと条例を制定したところ（世田谷区）

罰金 15 万円（求刑・罰金 20 万円）
■

古紙の値段相場
仲間の㈱システムアドヴァンス伊藤正信社長（産業廃棄物処理再生コンサル業）にお伺いしたところ、1 束 150 円
程度になり、体積が詰まっていて空き缶やペットボトルより全然効率が良いとの回答。

輸出と国内製紙メーカーの間で争奪戦の様相を呈しており、国内製紙大手は 4 月から古紙（古新聞）
の買い付け価格を１キロあたり 2 円引き上げている。
■

写真の概説

場所

千葉県船橋市

01:00 ごろ

下見役が自転車でマンションにのゴミ置場に現れ、古紙の確認をする。

04:00 ごろ

回収役がトラックで現れ、古紙を速やかに回収する。その間、2 分程度。

隣接のマンションも弊社設置の防犯カメラが導入されており、同行為を確認する。
古紙回収予定の別の日にも来ていたことを確認。常習犯である。
左写真の左上が下見役（自転車でフットワーク良く動くため痩せ気味）
右写真が回収役（車で動くため太り気味だけど力持ち）

■

まとめ

価格の高騰が不法行為を招いていることは事実だが、自治体が行っている資源回収はごみ減量と資源
の節約という公共的な目的にもとづいて行われている。自己の利益のために、それを横取りする行為は
許されるものではないだろう。法律や条例に違反するかどうか以前の、「公徳心」の問題である。末端で
不法行為を繰り返す業者は、「生活のため」とか「法律に違反していない」とか嘘ぶいているそうだが、自
治体に入るべき収入を横取りしているのだから鉄泥棒となんら変わりはあるまい。
（エコロジーレポート抜粋）
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株式会社 色設計 兵頭 浩二 さん
兵頭さんとは、私が以前勤めていたＡＬＳＯＫ時代から 10 年
以上のお付合いとなります。
兵頭さんと初めてお目にかかったのは千葉青年会議所へ私
がオブザーバーとして参加したときでした。
「うちはいつもセコムへ頼んでいるから結構です・・・」
これが初めての会話でしたっけ。
その後、兵頭さんの事務所へお伺いする機会があり、懇親
会をステーキとワインの店で過ごし意気投合！
今まで色々な方をご紹介いただき、仕事の面でもお世話に
なりっ放しです。
年に数回は一緒に茨城県の中川へカヤックに乗りに行ったり、今では家族ぐるみのお付合いをしていま
す。
私が独立するときは力強い言葉で応援してもらい、悩み事があるときは相談にのってもらい、また至らな
い部分があるときは率直に指摘してもらったりと、私にとってはとても良い兄貴分的存在であり、一生お付
合いのできる良き仲間です。
千葉東法人会青年部・部会長を務める傍ら、本業は、意匠の設計・監理をメインに、新たな事業として分
譲マンション管理組合の顧問契約も増やし、建物検査や大規模修繕を初めとした管理組合への適切なプ
ロの目から見たアドバイザーとして活躍されています。

『小善は大悪に似たり、大善は非情に似たり』
【株式会社 色設計】
千葉市中央区千葉寺町 1195－2（京成千葉寺駅前）
電話：043-209-3538
【兵頭浩二さんプロフィール】
昭和 38 年 8 月 3 日生まれ。愛媛県生まれ。奥様恵子さんは同郷の同級生です。
平成 5 年に独立。㈱色設計設立。
現在 3 人のパパ。

車は当時建築士らしくプジョーに乗っていましたが、今は落ち着いて中古マジェスタです。
（写真上記は群馬県谷川での研修会・右は茨城県カヤックキャンプ場にて）

今月の名言

廣池千九郎博士

『天爵を修めて人爵これに従う』

天爵（てんしゃく）とは、最高品性のことで、最も高貴な位階です。
その心は慈悲の心だと言えます。
一方、人爵（じんしゃく）とは、人間や社会から与えられる名誉・財産・地位などのこと
です。
一般に多くの人は、天爵を納めずにすぐに人爵を得ようと突き進むため、大きな失敗をし
たり、たまたま一時的に成功しても長続きしないのです。
品性を向上させて天爵を修めれば、遠回りのようですが、人爵は必ずその結果として自然
に得られ、そのようにして得られたものは、簡単にはぐらついたりしない強固なものであ
るのです。
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今月のグルメ店

ほてい家

千葉県千葉市中央区本千葉町
9－8
043-227-0281

営業時間 11 時～22 時 無休
昭和 4 年創業。
この店のお勧めはなんといっても『スペシャルハンバーグーッ』!!
お店の方が注文したハンバーグを持ってきて、こちらは大きめの紙ナプキンで体をガードしま
す。
次に、お店の方が特性ソースをハンバーグへかけると熱い鉄板と特性ソースが『ジュージュー』
と喧嘩をはじめ、それが収まるまでの 30 秒間は、まず目と耳でハンバーグを食します。
そして、ナイフを入れると肉汁が溢れ出て・・・・。ふんわりしたお肉を口の中へ・・・・。
皆さんも是非一度試してみて下さい。
（写真は、ほてい家スペシャルハンバーグ、たしか 1500 円くらい）

プロ太の小話集

NO 6

駅前の立飲み屋で二人の男が政治家への怒りをぶちまけていた・・・・・
A さん 「最近の政治家はひどすぎる」
B さん 「まったくだ！『政治家』イコール『くそったれ』だな」
A さん 「そうだそうだ！」
そのときそばにいた C 男が、怒って言った。
C男

「取り消せ！今の発言は許せない！いくら何でもひどすぎるぞ！！」

A さん 「……あんた、政治家なのか？」
C男

「違う！おれはくそったれだ！」

記事提供

ハンズクラブ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第６版のＫ－ＰＵＲＯニュースいかがでしたか？
お彼岸は父親のお墓参りに行ってきましたが、彼岸について良く知らなかったので調べて
みました。
「彼岸」を一言で表すと「あっちの世界」のこと。
その反対にこっちの世界を「此岸（しがん）」というのをご存知でしたか？
彼岸も此岸も仏教用語で、迷いや煩悩に満ち溢れたこっちの世界「此岸」から、悟りを得たあっちの世界
である「彼岸」へ到達するために、春分・秋分の日を中日とする前後７日間は、六波羅蜜（ろくはらみつ）と
いう修行に励みましょう！と意味が根底にあるそうです。
また、春分の頃には豊作を願い、秋分の頃には収穫を感謝するという自然信仰と仏教の教えとが結びつ
き、千年以上にわたって日本人の生活の中にお彼岸が定着しているんですって！（編集後記：プロ太）
注：プロ太とは、右写真のＫ－ＰＵＲＯ番犬です。（体長 10Ｍ・体重 1ｔ）
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