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　今年４月、新国立競技場の地盤改良工
事の作業管理に現場監督として従事して
いたT建設の23歳の男性が、過重労働を
苦に自殺したことが大きなニュースとな
りました。何と失踪する前の１カ月間は
約212時間の残業が認められたというか
ら驚きです。単純に計算しても、１日少
なくとも15～16時間は働いたことにな
るからです。現場の状況が過酷になった
根底には、デザイン案が二転三転し確定
するまで時間がかかりすぎ、着工が予定
より１年遅れたことにあると指摘されて
います。ただしこの事件は、間違いなく
建設業の『働き方改革』を加速させる導
火線になるだろうと私は考えます。
　もともと建設業は、運送業や新技術・
新商品の研究開発業務等と並んで残業の
上限を決める「36協定」の適用外業種で
あります。その主な理由は、建設工事は
官民通じて工期が決められており予算組
みもそれに沿って立てられているため、
天候等の自然条件に左右されることが
あっても工期の遅延が許されないため残
業を制限できないからです。
　また、幹線道路の工事や鉄道工事は、
夜間に行われることが普通で、最近日本
各地で頻発している自然災害の復旧・復
興工事においても、緊急を要するケース
が殆どです。
　併せて、リーマンショック以降建設投
資がピーク時に比べ半減したため、建設
工事従事者が激減し、若い人たちの入職
が増えてないのが現状です。

　また、建設技術者が高齢化し現在従事
している方たちの３分の１が、向こう10年
間に退職すると言われているため、国土交
通省も約２年前に重い腰を上げ、新たな目
標として上げたのが「i-Construction」
の取り組みです。
　「i-Construction」は三つの柱から成
り立っています。一つは“ICT技術の全
面的な活用”、二つ目が、“規格の標準化”、
三つ目が、“施工時期の平準化”であり
ますが、これらを公共工事中心に取り入
れることによって、①生産性の向上を図
る、②建設工事従事者の給与アップ、③
休みを増やす、④女性社員の積極的な登
用の四つの大きな目的があるのです。
　話は変わりますが、今建設業にアベノ
ミクス効果や震災復興事業とオリンピッ
ク需要が重なって追い風が吹いています。
特にスーパーゼネコン４社の昨年３月期
連結決算は、かっての決算数字を凌駕し
過去最高を更新しました。2017年の決
算数字は、各社とも減益を予想していま
したが今年の３月期も好況を継続してお
り、「もうけ過ぎ」と妬まれないがため
の予想だったと言わざるを得ず、相変わ
らず2020年の東京オリンピック・パラ
リンピックまでは熟しきれないほどの受
注残を抱えていると聞いています。
　大手に限らず、東京支部管内では中堅、
零細まで好採算の工事が増えており少な
くとも今後２～３年間は、安泰だと思わ
れます。
　ここ迄は、建設業にとって良いことば

日本建設機械レンタル協会　東京支部

支部長　藤 本  俊 雄

『働き方改革』今こそ取り組むとき

ご挨拶ご挨拶



2

かり述べましたが、懸念材料もあります。
それは、前にも述べた通り、「人手不足」
の問題です。これからの時代、人手をど
う確保していくかが、大きな鍵となって
くるのです。我が国の建設業の特徴は、
スーパーゼネコンを頂点に一次下請け、
二次下請け、その下の孫請けなど何段階
にもなった重層下請け構造になっており、
上位企業の利益改善が下記の企業にも順
次及んでいく仕組みになっています。単
体受注生産を基本とする建設業では、需
要の変動に応じて生産調整や在庫調整を
行うといったことが出来ない業種です。
　むしろ、人手不足や人件費の高騰が受
注のチャンスを逃したり、受注に成功し
ても事故やミスにつながって採算性の悪
化につながるのです。
　私は常々、建機レンタル業において機
械代金や材料費或いは人件費の上昇によ
るコストアップを何故レンタル料に転嫁
できないかを考え続けて参りました。
　そして最後に行き着いたのは、唯一つ、
建設業の収益性の低さにあると結論付け
たのです。建設業の利益率は、バブル崩
壊後の建設市場の低迷と競争激化により
2000年代の初めまで１％台まで低下傾
向が続き、産業別でも建設業は後ろから
数えたほうが早く一時期回復傾向にあり
ましたが、リーマンショックが追い打ち
をかけ未だ低迷しているのが実情です。
　もう一つ建設業の特性を上げると、「売
上至上主義」が罷り通っていることです。
労務者を休ませないためにも工事を取り
続けなければならず、工事を取るために
は「経営事項審査（経審）」という数値
化した評価を上げるか、維持し続けなけ
ればならないと多くの経営者が信じ込ん
でいるのです。我々も、「どこどこ市の
○○建設の売り上げ規模は幾らだから優
良企業だ！」などと表現することも多く
有りますが、これが正しい評価基準では
ないのは当然です。
　問題は、どれだけ利益を計上できてい
るかです。経審の数字が上がって長期の

大規模工事を受注しても、赤字に終わっ
たら何の意味もありません。むしろその
工事の赤字の穴を埋めようとして更に赤
字の工事を受注し、負のスパイラルに陥
り惨めな末路を迎えるのが落ちなのです。
　私が存じあげてる地元建設会社のS社
長は、役所工事を中心に200万円前後の
小規模工事を、月に最低５本以上で全体
の５割以上を占める程度の受注をし、
各々の利益率を30％確保するそうです。
　このクラスの工事は役所でも随契が多
く、又、民間工事でも工事金額について
も余りうるさく言われないそうです。
　売上は期待できないものの、これだけ
でも年間3000万円以上の利益が確保で
きる訳で、工期も短いので会計基準も「完
成基準売上」で計上できるため、会社の
現状も把握しやすいとおしゃっていまし
た。
　工事原価は、固定費である「労務費」
と「材料費」「外注費」「現場諸経費」の
四つのファクターがあります。従って経
営者は、利益を計上するために「外注費」
の内、手っ取り早く弱い立場の我々のレ
ンタル料を削ろうとするのです。我々も
建設関連業として『働き方改革』即ち『休
み方改革』に真剣に取り組まなければな
らない時期がきたようで、最近事あるご
とに本部支部の理事会やブロック会議な
どを通じて各社の取り組みについてヒア
リングを重ねて参りました。
　売上げ規模年間270億円前後で、東北
から九州まで60店舗以上を展開する或る
中堅レンタル業者が今年から週休２日制
を導入し、土曜日は交代制で営業してお
り土曜日に休めない人はウィークデイに
休むとのこと。その会社のT社長が私に
向かってこうおっしゃいました、「藤本
さん、協会員の始業時間を一律午前７時
30分にしましょうよ！」
　私も同感だが、皆さんはどう思われま
すか？
　そして度を越した低価格受注戦争も、
そろそろ終わりにしませんか？
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平成29年

 １月30日（月） 会報70号　新春号発行

 ２月13日（月） 東京協議会　勉強会・新年会 恵比寿イーストギャラリー

 ２月14日（火） 28年度第４回理事会・正副支部長会議 山の上ホテル

 ２月17日（金） 第６回関東ブロック会議 新潟

 ２月17日（金） 溶接技能コンテスト検定期間終了

 ２月17日（金） 埼玉協議会：勉強会・新年会 さいたま共済会館

 ２月23日（金） 関東地方整備局意見交換会 九段第３合同庁舎

 ３月 １日（水） 協会ニュース85号発刊

 ３月17日（金） 常任理事会 グランドヒル市ヶ谷

 ３月23日（木） 第156回TRゴルフ会 石岡ゴルフ倶楽部

 ３月27日（月） TRゴルフ幹事会 協会事務室

 ３月28日（火） 千葉協議会：役員会 三井ガーデンホテル千葉

 ４月 ４日（火） 溶接技能コンテスト合否通知

 ４月 ６日（木） 28年度会計監査 協会事務室

 ４月11日（火） 28年度決算理事会・正副支部長会議・50年誌委員会 山の上ホテル

 ４月14日（金） 車両貼付シール２種類販売開始

 ４月19日（水） 商品講習：講座１コマツ「ｉ-Construction」 コマツIoTセンター

 ４月24日（月） 協会ニュース86号発刊

 ５月 ８日（月） 賛助部会全体会議 クボタ会議室

 ５月 ９日（火） 千葉協議会：29年定期総会 三井ガーデンホテル千葉

５月16日（火） 第48回定期総会 グランドヒル市ヶ谷

５月18日（木） 埼玉協議会：勉強会 さいたま共済会館

５月22日（月） 協会ニュース87号発刊

５月23日（火） 東京協議会：三役会 協会事務室

５月23日（火） 平成29年度教育支援金スタート

５月26日（金） 第１回大型建機部会 アットビジネス岩本町

６月 ５日（月） 賛助部会分科会 ヤンマー建機会議室

６月 ６日（火） 第157回TRゴルフ会 アスレチックガーデンゴルフ倶楽部
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６月 ６日（火）

・ ７日（水）
建設機械整備士技能講習　ヤンマー建機第１回 同社東京支店

６月 ８日（木） 東京協議会：役員会 寿ビル

６月13日（火） 平成29年度第１回理事会・正副支部長会議 山の上ホテル

６月13日（火）

・14日（水）
建設機械整備士技能講習　ヤンマー建機第２回 同社東京支店

６月15日（木） 教育広報委員会 TKP神田駅前

６月19日（月） 可搬型発電機整備技術者資格更新講習 TKP市ヶ谷

６月20日（火）

・21日（水）
可搬型発電機整備技術者資格取得講習・試験 TKP市ヶ谷

６月21日（水） 建設機械整備士技能講習　クボタ建機第１回 同社埼京営業所

６月21日（水） 茨城協議会：勉強会 ザ・ウエストヒルズ水戸

６月22日（木） TRゴルフ幹事会 協会事務室

６月23日（金） 建設機械整備士技能講習　クボタ建機第２回 同社埼京営業所

６月23日（金） 可搬型発電機整備技術者資格更新講習 TKP市ヶ谷

６月27日（火） 流通委員会 すみだ産業会館

６月28日（水） 千葉協議会：流通懇談会・道路部会 三井ガーデンホテル千葉

６月30日（金） 会員名簿2017発行

６月30日（金） 第７回関東ブロック会議 栃木県日光市

７月 ４日（火） 建設機械整備士技能講習　住友建機販売第１回 同社千葉サービスセンター

７月 ４日（火） 千葉協議会：ボウリング大会 アサヒボウリングセンター

７月 ５日（水） 建設機械整備士技能講習　住友建機販売第２回 同社千葉サービスセンター

７月 ７日（金） 協会ニュース88号発刊

７月27日（木） 東京協議会：勉強会 天王洲　ヤマツピア

７月31日（月） 賛助部会分科会 クボタ建機会議室

８月 ３日（木） 茨城協議会：勉強会 日立建機ICTデモサイト

８月 ９日（水） 関東地整：技術展示館連絡協議会 関東地方整備局

８月21日（月） 埼玉協議会：八ッ場ダム見学会 群馬県長野原町

８月30日（水） 大型建機部会 TKP神田駅前
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平成29年５月16日（火）午後４時より

第48回定期総会がホテルグランドヒル

市ヶ谷白樺の間で開催され、当日上程の

６議案が原案通り承認された。

開会に先立ち事務局より当協会の会員

数175社、本日の出席者150名（内委任

状による出席者91名）であり、当支部規

約第23条により定足数を満たしており本

総会が成立することが報告された。

小松崎理事の開会の辞に続き藤本支部

長の挨拶の後議事に入り、規約に基づき

議長に原田英雄氏を、議事署名人に岡澤

真澄氏、池田勝信氏が指名された。

平成28年度事業報告承認の件

前田事務局長より報告

 平成28年度決算書承認の件及び監査報

告書承認の件

前田事務局長より報告

第１号議案

第２号議案

議長　原田英雄 氏藤本支部長 挨拶

平成29年 第48回定期総会平成29年 第48回定期総会平成29年 第48回定期総会
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役員補充選任に関する件

社内人事異動による理事３名の退任に

伴い、理事会推薦候補者３名の就任が全

員異議なく承認された。

伊藤政浩（日立建機日本㈱）

後藤津義（㈱アクティオ）

山根恵司（㈱カナモト）

平成29年度事業計画（案）承認の件

福山理事より説明

平成29年度予算書（案）承認の件

前田事務局長より説明

支部規約一部改正の件

前田事務局長より説明

引き続き平成28年度の新入会員として

正会員４社、賛助会員９社及び29年度に

入ってからの正会員１社の入会が事務局

太田参事より報告された。

最後に来賓としてご臨席の角口会長よ

りご挨拶をいただき、川曲理事の閉会の

辞で午後４時50分滞りなく終了した。

その後５時10分から293名様のご出席

をいただき、総会懇親会が瑠璃の間で盛

大に開催されました。

冒頭、藤本支部長より「本年度は人材

確保と教育支援に重点を置く。国土交通

省、建設会社との意見交換会の実施、他

支部との連携強化などにも取り組み協会

の重要性をより高めたい」との力強い挨

拶がありました。（協会ニュース87号既報）

挨拶のあと平成28年度溶接技能コンテ

ストの優秀成績者４名の表彰式が行われ、

表彰状と記念品が贈呈されました（後述

掲載）。

寅理事の乾杯の発声で懇親会に入り、

あちらこちらで歓談の輪が出来て和やか

な内に進み、加藤理事の中締めで７時に

お開きとなりました。

第３号議案

第４号議案

第５号議案

第６号議案

懇親会場

技能コンテスト受賞者

懇親会場

29年度 支部長・副支部長
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平成29年度 事業計画平成29年度 事業計画平成29年度 事業計画平成29年度 事業計画
５月16日の定期会員総会で、以下の事業計画が承認されました。

１　流通問題への取り組み
＜建機レンタル業の取引正常化と経営健全
化に向けての研究と対策＞

（テーマにより本部と合同で実施する）
①流通委員会開催に依るメーカー系、広域、
地場の情報交換の推進

②平成29年度より導入される「レンタル業
者登録制度」の円滑なる導入のため、会
員の理解促進と導入へのサポート

③復活される「建設機械器具賃貸業管理技士
制度」の普及と資格取得促進へのサポート

④モデル「就業規則」の普及へのサポート
⑤時代の要請によるテーマでの勉強会の実施
　流通問題テーマや各社の事例紹介（品質
向上・売上増加・利益拡大・スキルアップ）
など

⑥コンプライアンスの徹底
・過積載防止、不正燃料使用の撲滅への取
り組み

・各種注意喚起シールの作製検討
⑦その他流通重要課題への取り組み
・定期的なアンケート実施による景況感調査
・『仲間貸レンタル』の推進
・「建設機械等レンタル基本約款」並びに「表
明確約書」（暴力団等でないこと）及び「レ
ンタカー貸渡代行業務基本契約書」の運
用推進

・不良ユーザーに関する情報共有の方法検討
⑧建機等に使用する油脂類の共同購入の推
進及びレンタル料のカード決済の新規導
入と推進

２　国土交通省、大手建設会社との意見交換
会の開催

・国土交通省関東地方整備局との定期的な意
見交換会の実施による行政との関係の構築
と情報の開示。

・建設業の建機需要の60％以上を担うレンタ
ル業界として建設会社との更なる関係の醸
成を目指し、当面大手５社会との意見交換
会を開催する。

３　防災・減災活動への積極的な取組み
　関係機関の要請に基づき、社会貢献の面か
らも災害発生時の緊急対応を想定した「災
害協定」の締結の推進と、各種イベントへ
の参加を検討する。

４　関東圏他支部との連携強化
　関東圏近隣支部（神奈川、栃木、群馬、長野、
新潟）と共通問題の解決と共同事業の推進
ならびに協会活動の強化と効率化のため、
「関東ブロック会議」を開催し連携の強化を
図る。

５　委員会活動の充実
　委員会は協会運営の根幹をなすものであり、
各委員会において諸問題の検討を行うとと
もに関連情報を収集し会員への有益情報の
提供などを行い協会の体質強化を図る。

　時代の要請にもとづく勉強会・社員教育・
行事などを企画し、以て会員のレベルアッ
プと業界としての地位の確立、併せて会員
間の連携強化を目的に活動を行う。

６　部会・地区協議会の更なる活性化、賛助
部会との連携

・部会においては会員の健全経営のため、経
営の諸問題や身近な問題に対し勉強会や見
学会ならびに情報交換会などを開催し相互
のレベルの向上を目指す。

・地区協議会においては地域問題等の解決に
取り組み、勉強会等を通じ地域の連携強化
を図るとともに各協議会間との連携も併せ
推進する。

・賛助部会の支援による講習会の実施や技術
情報の収集提供等を行い、賛助会員とのさ
らなる連携を強め相互の業界の発展と健全
化を目指す。

７　人材の育成
　レンタル業界にとっても人材の確保と育成、
社員の高齢化、技術の継承は大きな経営課
題である。優れた企業経営のためのノウハ
ウの修得と技術の修得など人材の育成を図
るため講習会等の開催や教育支援を行う。
①管理者教育講習会の実施

重点推進施策
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②資格取得講習会の実施（特別教育）
③建設機械整備士資格取得のための受験対
策講習会の実施

④各社の実情に合わせた社外講習の受講に
対する教育支援

⑤商品講習会等の実施による商品知識の習
得と技術レベルの向上

⑥業界のニーズに基づくテーマでの研修会
の実施

⑦可搬形発電機整備技術者・資格取得・更
新講習会の案内と実施

８　技能コンテストの実施
　平成28年度実施した「下向き溶接検定」の
継続実施と新規課目を賛助部会の協力を得
て検討する。

９　情報収集と伝達
　会員間に共通する課題解決のための経営情
報の収集や会員の意志疎通のための情報を
収集する。

　また、「協会ニュース」や「ホームページ」
の活用によるタイムリーな情報伝達を行う。

10　会員の福利厚生事業の推進
　会員相互の親睦と横のつながりを図るため、
ゴルフ会の開催や社員・家族も参加できる
福利厚生行事を行う。

11　大規模現場見学会の実施
　我々が日頃レンタルする建設機械が建設現
場でどのように使用され管理されているの
かを別の角度から知り、併せて大規模建設
現場の実際を見学し見聞を広めるため現場
見学会の開催を検討する。

12　東京支部設立50周年記念誌の編集
　2019年の協会設立50周年に向け「記念誌
作製特別委員会」を立ち上げ、記念誌の編
集に着手する。

13　会員の加入勧奨
　会員間の連携強化と業界の地位の確立、併
せて協会の体質強化と財務基盤の確立のた
め、正会員および賛助会員への入会勧奨を
推進する。

①協会ニュース
　会員への協会活動の周知と連絡通信　　
概ね年５回

②会　報
　会員への情報伝達と情報交換　年２回
　（夏季号、新春号）
③会員名簿
　隔年発行（平成29年発行）
④一般広告
　業界専門紙での協会広告掲載
⑤ホームページ
　協会のPR、各種情報の提供、ユーザーへ
の協会からの情報伝達、会員への情報連絡

①定期会員総会
　平成29年５月16日（火）
②理事会
　年５回（４月、６月、９月、12月、２月）
③正副支部長会議
　原則理事会開催前
④常任理事会
　必要の都度
⑤委員会
　 総務厚生委員会・流通委員会・教育広報
委員会・記念誌作製特別委員会

　必要の都度
⑥部　会
　大型建機部会・賛助部会
　必要の都度
⑦協議会
　 東京協議会・千葉協議会・埼玉協議会・
茨城協議会が各々計画開催

平成30年１月22日（月）

一般社団法人 日本建設機械レンタル協会本部
と連携し、協会の発展と業界の地位の確立、
併せて建設機械レンタル業の発展に寄与する。

広報活動

会議の開催会議の開催

新年賀詞交歓会の開催
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この度、前任者から引き継ぎ理事を拝命
いたしました日立建機日本㈱の伊藤政浩と申
します。
現況国内の取り巻く景気は戦後３番目の

回復基調が続いていると言われておりますが
実際は停滞感を少し感じているのが実態かと
思われます。
しかし2020年の東京オリンピック・パラ

リンピック開催に向け関連工事をはじめ首都
圏を中心とした需要が高まることが期待され、
その対応への役割は重要と思われます。
一方業界として、

・「人材不足」に伴います「人材の確保」「人
材育成」と合わせ「働き方改革」を通した

「働く方の満足度向上」への取組
・商品面では建設機械の「４次排ガス規制機」
の主力機種が市場投入を目前となりスムー
ズな稼働への対応をすすめる体制づくり
・更に施工面では国交省をはじめ各自治体が
すすめる「i-Construction」に伴う「ICT機」
の現場での活用への取組を含めた新工法へ
の対応
と様々な課題に直面しております。
その様な課題の取組に対しお客様へのご

要望にご満足頂ける提案活動を通じ微力なが
ら協会のお役にたてますよう努めて参る所存
でおります。
何卒宜しくお願い申し上げます。

この度、理事を拝命いたしました㈱アク
ティオの後藤津義（ごとう つよし）と申し
ます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
弊社は1967年に設立、水中ポンプの修理

から始まり今年で50周年を迎える事が出来
ました。これもひとえに、お取引先各社様、
互いに切磋琢磨し合えた同業社の皆様のお陰
と感謝申し上げます。
これからの約３年間、2020年に開催され

る東京オリンピック・パラリンピックを迎え
るにあたり、今まで以上の大型案件に対する
期待感と、一生に一度、経験できるかどうか
のレンタル需要に高揚感を抱いております。
しかしながら同時に、オリンピック後の

景気後退も視野に入れ、2020年は単なる通
過点として捉え、協会の皆様とは【その先の
未来】を見据え、共に協力し合い発展して参

りたいと考えております。
またレンタル業界はこれまでも、そして

これからも、なくてはならない産業、重大な
責任を担っている仕事と自負しております。
昨今の豪雨災害・土砂災害、震災復興は

無論のこと、インフラ整備、補修工事、耐震
化、省エネ化、バリアフリー化等、日本だけ
ではなく世界中の人々に向けて【安全・安心】
を提供する為に、業界として貢献できる分野
は多岐に渡ると思います。
更なるレンタルの可能性と社会的存在意

義を追及し、次代を支える人材の育成と女性
の参画、働き方改革を着実に進め、業界の魅
力と地位向上に努めていく所存です。
若輩者では御座いますが、皆様のご指導・

ご協力を仰ぎながら一生懸命努めて参ります
ので、何卒宜しくお願い申し上げます。

伊藤　政浩 日立建機日本㈱理　事

後藤　津義 ㈱アクティオ理　事



11

この度、理事を拝命いたしました㈱カナ
モトの山根恵司と申します。どうぞ、宜し
くお願い致します。
昨今、東京を中心とした首都圏の環境は、

オリンピック、パラリンピックに向け交通
インフラ、（道路・鉄道・耐震工事）、同時
に再開発事業での民間投資による大型建築
工事が、数多く計画、施工され、取り巻く
環境は当業界にも追い風が吹く状況です。
　しかし需要と供給バランスとは逆行し、
不条理な競争が行われ、個人的に危機感を
感じます。
ただ、この旺盛な建設需要を機にチャン

スと捉え、例を１つ挙げれば、ICT化対応、

環境製品導入等の付加価値新商材とすべく、
賛助会員のメーカー様の協力を頂きながら、
在来機械より施工の人工減、時短、燃料消
費減などのメリット性を提案し、競争・競
合の交渉ラインの底上げをできるよう現場
環境改善の推進を例として、様々な改善施
策を支部を通じて、発信できるよう努力し
て行きたいと思います。
支部各会員様におかれましても、同様の

お気持ちかと思われ、各委員会・部会を通
じて、会員様と情報交換・交流・勉強会を
深耕させ、業界の健全化に向け微力ながら
お役に立ちたいと思っております。今後と
も宜しくお願い致します。

山根　恵司 ㈱カナモト理　事

事務局より①事務局より① 東京支部ホームページ

　ホームページ登録会員様に

は更新都度、メールにてお知

らせしております。希望され

る会員様は登録願います。

　行事予定は都度変更してお

りますので折に触れご覧くだ

さい。

　「レンタル会社を探す」へ

の登録・更新もお願いします。

会員専用ページの入り方

パスワード：2525810

I D　 ：  tokyo　 
ニコニコハッテン
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建機レンタル業界の『働き方改革』への取り組みについて

拝啓　貴社ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。
さて、関東圏各支部に新潟支部も参加し、平成27年より「支部との連携を促進することに
より、情報の共有化並びに効率化を図ることにより各支部での更なる活動の強化」を目的に
各支部持ち回りで『関東ブロック支部意見交換会』を開催しております。
先の第６回栃木支部での意見交換会において、現在政府主導で日本建設業連合会において
積極的に取り組み始めた「働き方改革」が取り上げ、関東ブロックとして全国に先駆けこの
問題を共通活動の一つの大きなテーマとして取り上げることとなりました。
現状、我々の業界としも労働問題、特に勤務時間・残業時間・年間休日・有給消化率等各社
に相違が有るものの、他産業に比べてもその内容に見劣りがすることは否めない事実でありま
す。
これらにも起因して我々業界として人員の確保も難しくまた、社員の定着問題にも波及し
ております。この状態をこのまま看過すれば将来的に事業存続も懸念され、この流れに乗り
遅れた企業の淘汰も現実のものとなることは十分に思慮されます。
確かに、処遇改善や長時間労働の是正などに取り組む企業ほど価格競争で不利になるので
改革に取り組む企業が評価される環境を整備する必要があるものの、先ずは我々自身が何ら
かの行動を起こさなければならない時期に来ていると考えます。
つきましては、産業界が「働き方改革」に取り込むこの機会に合わせ当レンタル業界とし
てもこの動きに呼応し、労働環境の改善・改革に取り組むことは喫緊の課題でもあります。
地域や規模、レンタル商品の特性等により置かれている状況や環境に違いはあるものの、
この世の中の動きに合わせ是非労働環境の改善等に付きご検討をいただき、「働きやすい会社、
明日への希望の持てる会社、明るい未来が有る業界」となすべく業界を挙げて取り組むとと
もに、各社におかれましてもご協力をお願いするものであります。
なお、その一助としていただくため先般「建機レンタル業：モデル就業規則」を作成し会
員各位に配布されているところであり、ご利用いただければ幸いです。
 敬具　

記

Ⅰ．働き方改革（働き方改革実行計画）の主要テーマ
　平成29年３月28日政府公表
その主要テーマは、
⑴同一労働同一賃金等非正規雇用の処遇改善
⑵罰則付き時間外労働の上限規則の導入等長時間労働の是正

現在、建設業界を含め政府・産業界を挙げて「働き方改革」に取り組んでおり、このテー

マは私たちの労働環境を大きく変えることにもなります。

東京支部においても、人材育成と伴に今年度取り組むテーマとするところであり、関東

ブロック６支部長連名で８月１日付けで以下文書を正会員様に発信しております。

会員の皆様もこの機会を捉え、ご検討への取り組みをお願いいたします。

【働き方改革】への取り組み
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⑶ 多様な人材の活用、育児・介護等と仕事の両立、障害者の活躍できる環境整備となって
おります。
＊ このテーマの概要および今後留意すべき、もしくは検討すべき事項は先に配布済みの『建
機レンタル業：モデル就業規則』の巻頭章「労務管理は就業規則から」の７頁に補足資
料として記述しております。

Ⅱ．産業界のうごき
⑴ 上記主要テーマの具体化については、その法制化も含めて政労使協議において基本的方
向性について合意がなされ、本年臨時国会において成立が見込まれています。
⑵ 一方、政府は労働側の強い反対により懸案となっているホワイトカラーエグゼンプショ
ン（いわゆる脱時間給制度）を含む労基法改正案についても、臨時国会において働き方
改革とあわせて成立させたいとしています。連合がいったんは年間104日以上の休日確
保等を条件とする修正案を提示しながら、内部事情により撤回し、混乱をきたしている
ことはご承知の通りです。加えて、様々な政治的混乱が続く中、与党が労基法改正案とセッ
トで採決を強行できるか、国会での審議が注目されるところです。
⑶ 建設業界は、その特殊性から労働時間の上限規制（原則、月45時間かつ年360時間、特
別条項で年720時間）を５年間猶予されることになっていますが、日本建設業連合会は、
毎月の上限時間を設定して段階的に引き下げていくという自主規制を先行して行う他、
　・2021年度までの５年間を目処に週休２日の定着
　・ ４週８休ではなく、原則として「現場の土曜閉所」を目標とする
　等の対策を行なっていきたいと表明しています。
　 　一方、警備業界は、建設業界と一体的な事業分野が多いことから、建設業界と同様の
経過措置を国に要請しているところです。
⑷その他個別企業では、長時間労働抑制対策として
　・連続休暇を増やす（年次有給休暇の計画的付与、誕生日休暇、リフレッシュ休暇）
　・残業削減（ノー残業デー、残業時間の代休への振替）
　・短時間正社員制度の導入
　等の取り組み事例が多く見受けられます。

Ⅲ．私たちの「働き方改革」検討課題（一例）
⑴就業規則ならびに関連規定の見直し、または策定
　・始業終業時刻の統一　 ・労働時間（休憩時間）　 ・年間休日・有給休暇　 ・特別休暇
　・賃金ルール　 ・残業手当　 ・役職手当　 ・資格手当　 ・その他各種諸手当
　・労働災害保険　 ・育児又は介護を担う従業員の処遇　
⑵社員の士気高揚策
　・改善提案報奨金　 ・会社目標達成報奨金　 ・個人目標達成報奨金　 ・特別ボーナス
　・社会貢献表彰　 ・永年勤続表彰　 ・異動上申制度　 ・持ち株制度
　・社員旅行　 ・各種レクレーション
⑶社内コミュニケーションの確立（風通し、場づくり）

Ⅳ．社員（若手）定着への留意事項
①仕事の内容（やりがい）
②給与・賃金の底上げ
③労働時間の短縮や休日の増加
④社会保険などの整備
⑤女性社員の積極的な登用

⑥将来の見通し（安定した仕事量、雇用）
⑦教育制度の充実
⑧社内のコミュニケーション向上
⑨業界・自社のイメージアップ

 以上
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　平成19年６月２日に「中型免許」が施行
されてから10年が経ち、今回の法改正で「準
中型免許」が新設され、平成29年３月12日
から施行された。

Ⅰ、新制度の概要

従 前 制 度

｛車両総重量｝

普通自動車
普通免許
18歳以上

中型自動車
中型免許
20歳以上

普通免許等保有通算２年以上

大型自動車
大型免許
21歳以上

普通免許等保有通算３年以上

新　制　度 （平成29年３月12日施行）

｛車両総重量｝

普通自動車
普通免許
18歳以上

準中型自動車
準中型免許
18歳以上
（新設）

中型自動車
中型免許
20歳以上

普通免許等保有２年以上

大型自動車
大型免許
21歳以上

普通免許等保有３年以上

   ※平成19年６月１日以前普通免許取得　→　８トン限定中型免許

   ※平成19年６月２日以降普通免許取得　→　５トン限定準中型免許

① 「普通免許」で運転できる車両は、改正前の車両総重量５ｔ未満から改正後は3.5ｔ
未満になり運転できる自動車の範囲が狭くなる。
② 平成29年３月12日以前に取得した「普通免許」は「車両総重量５ｔ限定準中型免
許とみなされこれまでと同様の車両を運転することができる。
③ 「準中型免許」を取得した者が運転するときは「普通免許」取得時と同様１年間
初心者マークを付けなければならない。

5ｔ 11ｔ

3.5ｔ 7.5ｔ 11ｔ

免許制度が変わりました

法 改 正
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Ⅱ、自動車区分

区　分 普通自動車 準中型自動車 中型自動車 大型自動車

車両総重量 3.5トン未満
3.5トン以上
7.5トン未満

7.5トン以上
11トン未満

11トン以上

最大積載量 ２トン未満
２トン以上
4.5トン未満

4.5トン以上
6.5トン未満

6.5トン以上

乗車定員 10人以下
11人以上
29人以下

30人以上

免許の受験資格 18歳以上
20歳以上
経験２年以上

21歳以上
経験３年以上

　平成19年６月１日以前に「普通免許」を取得し、現在「８ｔ限定中型免許」となっ
ている者は今回の改正による変更はない。

Ⅲ、留意事項

　今回の改正に伴いトラックの運転の際に運転免許証とトラックの自動車検査証の
照合を怠った結果、「普通免許」の保有者が「普通免許」では運転できないトラック
を運転して無免許で検挙され、行政処分を受けた事案が散見されている。
① 今後、トラックやダンプカー等の運転に関わる者は「準中型免許」や「中型免許」
により運転することができる範囲についてしっかりと確認する。
② 運送会社と運転手、レンタル会社のフロント担当者は出庫時の運転者の免許証と
運転するトラック等の自動車検査証に記載されている車両総重量や最大積載量を
きちんと確認すること。

車両貼付シールを作成しました
東京支部では会員のお客様が車両を使用し運転する際の注意喚起のため、車両
のキャビンの乗降口ドア部分に貼付する【免許区分シール】２種類（「準中型免許」
と「中型免許」）を作成して販売をしております。
新制度がスタートしてからの無免許運転防止に是非お役立てください。

※カラー見本は当支部ホームページでご確認下さい。

車両総重量
最大積載量

7.5t以上～11 t未満
4.5t以上～6.5t未満

一般社団法人 日本建設機械レンタル協会

中 型 免 許中 型 免 許
車両総重量
最大積載量

3.5t以上～7.5t未満
2t以上～4.5t未満

一般社団法人 日本建設機械レンタル協会

免 許準 中 型 免準 中中中中 免 許許型 許型 許型 免免 許許許免型 許型 免 許準 中 型 免 許
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平成28年度最後となる第156回大会が３

月23日（木）、茨城県の石岡ゴルフ倶楽部

に36名が参加し開催されました。

前々日に全国に先駆けて東京に桜の開花

宣言が出されましたがほとんどの箇所はま

だまだ蕾です。当日は風もなく寒くもなく

晴天に恵まれ日々の練習成果が存分に発揮

されたことと思います。

平成29年度第１回となる第157回大会が

６月６日（火）、茨城県の美浦ゴルフ倶楽

部に34名が参加し開催されました。入梅で

の天気が心配されましたが雨は降らず暑さ

もさほどではなく、まずまずのコンディ

ションで行われました。

各回の成績は次の通りです。

TRゴルフ会

第157回優勝 野津さん（左）

第156回優勝 黒米さん（右）

第157回参加者のみなさん

第156回参加者のみなさん

第156回

優 勝 黒米臣行 ㈱東リース ネット69（アウト41　イン45）

準優勝 富山泰幸 西尾レントオール㈱ ネット70（アウト40　イン46）

3 位 島本　卓 やまびこジャパン㈱ ネット70（アウト50　イン48）

第157回

優 勝 野津晃司 西尾レントオール㈱ ネット66（アウト47　イン44）

準優勝 石井朝徳 ㈱機電サービス ネット71（アウト42　イン45）

3 位 丸山寛司 ㈱機材社 ネット72（アウト45　イン48）
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賛助部会（千葉部会長）の第18回（平成

29年度）全体会議がゴールデンウィーク明

けの５月８日（月）八重洲のクボタ東京本

社大会議室で開催されました。今回は賛助

会員54名、協会側から藤本支部長以下７名、

総勢61名の皆様にお集まりいただきました。

千葉会長の挨拶の後、藤本支部長より「日

頃の協会ならびに正会員への支援に感謝す

る。今年度もお互い切磋琢磨し会員のため

ご協力いただきたい」との挨拶があり開会

されました。

その後、平成28年度の活動報告と平成

29年度の活動計画としてまず技能検定実技

準備講習がクボタ建機、ヤンマー建機、住

友建機販売の３社の協力での実施とそのス

ケジュールが発表されました。

商品講習についても回を追うごとに会員

の受講も増え期待も高まっています。今年

度は、高所作業車、ミニショベル、発電機

等の入出庫点検、トラブルシューティング

の講習会開催が各社より提案され、その具

体化は今後事務局と詰めて行くこととされ

ました。

また、前年度に続き第２回の溶接技能コ

ンテストの開催も実施に向けての協力と連

携が確認され、今年度の行事として行われ

ることとなりました。

会議終了後、全員が参加しての懇親会が

会場一杯となり盛大に開催され、賛助会員

間や協会との更なる連携強化につながる和

やかな楽しい懇親会となりました。

賛助部会

千葉部会長（中）、港副部会長（左） 全体会議

　TRゴルフ会には、日本建設機械レンタル協会東京
支部の正会員、賛助会員のどなたでも加入いただけ
ます。ゴルフ会は年３回開催されます。
　ゴルフを楽しまれる方または社内でゴルフをされ
る方がおられる会員は是非加入し、多くの方に会員
になっていただき楽しい会にいたしましょう。
　加入希望者は事務局までご連絡下さい。

会　員　募　集会　員　募　集
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第６回となる関東地方整備局との意見交
換会が２月23日（木）、千代田区九段の合
同庁舎において協会側から藤本支部長他14
名、行政側から企画部施工企画課林課長他
９名の総勢23名で開催されました。
行政側からICT新技術は建設生産システ
ムの効率化には欠かせないツールであり、
関東地整のICT活用工事の状況説明と新技
術の活用率がこの３年間で40％以上の実績
となっており土工事へ浸透してきている旨
の現状が報告されました。
ICT施工技術の取組については自治体に

も広めるとのことで、国、地方公共団体、
及び特殊法人等の21発注機関が情報交換を
行い連携強化を目的に協議会が設立されて
います。
また、建設産業における労働力不足の懸
念への対応とインフラの老朽化対応ならび
に大規模災害への迅速な対応に向けて積極
的な取組がされています。
協会側からはレンタル業者のICT機械導

入実態のアンケート調査結果、ICT勉強会
開催等積極的に活動をしていること、今後
自治体発注工事の増加に合わせ地場レンタ
ル業者にもICT機械の普及促進の必要性が
増している旨の話がされました。
更に、建機賃貸業も国土交通省管轄の建
設業の一環としての位置付けを強く要請い
たしました。
意見交換会は協会としても行政との更な
る関係強化のための重要な行事であり、時
代の進化に伴う課題解決に向けて今後も定
期的に開催してまいります。

今年度の東京地区の可搬形発電機整備技
術者講習の資格更新講習が６月19日（月）
と６月23日（金）の２回に373名受講、資
格取得講習（試験）が６月20日（火）・21
日（水）の２日間に142名が受講・受験し、
TKP市ヶ谷会議室で開催されました。
この「可搬形発電機整備技術者」資格制
度についてはレンタル業者が所有する移動

用発電設備（可搬形発電機）の安全性と機
能を確保する観点から、当協会が可搬形発
電機の点検・整備・管理の業務に関し、専
門的な知識と技能を持った整備技術者を自
主的に養成することを目的に昭和60年に創
設された資格制度で、平成28年度末までに
12,859名の「可搬形発電機整備技術者」
を送り出しています。今年は全国で550名
が受験されており合格発表は８月30日（水）
に行われます。
また、更新講習は５年毎に実施され可発
整備技術者がその質を維持することを目的
に実施されています。
今後も私たちの使命でもある「良質で安
全な機械器具の提供」のためにも積極的な
受講・受験をお願いいたします。

関東地方整備局意見交換会

平成29年度 可搬形発電機整備技術者講習

更新講習会場

左：協会側　右：行政側
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建設機械整備技術者実技試験の準備講習

が本年度もヤンマー建機㈱殿と㈱クボタ建

機ジャパン殿および住友建機販売㈱殿の３

社のご協力をいただき開催されました。

この講習は例年多くの受講希望者があり

その受講希望に十分応えられていない状況

から、今回住友建機販売㈱殿には２回の開

催となりました。逆に今年度(株)クボタ建

機ジャパン殿はＫＲ会での独自の受験準備

講習会が開催されたため今年は２回開催と

なり、全体では47名受講することが出来ま

した。

ヤンマー建機講習が２日間講習で第１回

が６月６日（火）・７日（水）、第２回が６

月13日（火）・14日（水）でそれぞれ６名

が受講。クボタ建機講習が１日講習で第１

回が６月21日（水）、第２回が６月23日（金）

でそれぞれ８名が受講。住友建機販売講習

が１日講習で第１回が７月４日（火）、第

２回が７月５日（水）で合わせて19名の受

講です。

講習ではエンジンの分解組立に始まり、

油圧シリンダー分解組立、鋼板の加工作業

や実技の筆記試験の傾向や合否に影響する

試験場での注意事項などが行われました。

この資格は我々レンタル業者にとっても

重要な資格の１つです。来年度も賛助会員

のご協力をいただき実施を予定しておりま

す。資格取得のため積極的に受講してくだ

さい。

技能検定「建設機械整備技術者」受験準備講習

●住友建機実技講習

講習会場

実技講習

講師のみなさん

実技講習
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●ヤンマー建機実技講習

講師のみなさん

実技講習

講習会場

実技講習

●クボタ建機実技講習

講師のみなさん

実技講習

実技講習

実技講習
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講座Ⅰ．コマツレンタル㈱
今年度第１回目の商品講習会として、４
月19日（火）にコマツIoTセンター東京で 
「i－Construction講習会」に47名が参加
し開催されました。
コマツでは、i－Constructionを「スマー
トコンストラクション」と呼称しています。
これは、現場を正確に見える化することに
より高性能な現況３次元データを作成し、
測量～計画～施工～検査まで現場全体の生
産性の向上を大幅に進化させています。使
用重機の装備も素晴らしく、今まで熟練し
たオペレーターしかできなかった複合作業
が、経験の浅いオペレーターでも簡単に作
業操作ができるようになっています。今回
33名の方が20トンクラスの油圧ショベル、
ブルドーザーに試乗し徹底的に簡略化され

た運転操作に驚き感動されたとの声が多く
聞かれました。
また、測量用ドローンのデモンストレー
ション飛行など日頃経験できない中身の濃
い研修内容となりました。
今後建設現場における熟練技能労働者の

減少に対処するため、国が推奨しているi－
Constructionによる建設現場の進化と変化
への理解を実感された内容でした。併せて
生産性の向上だけでなく建設機械の周りで
作業する人員が減ることで現場の安全性も
向上していくことにも感心させられました。
私達、建設機械レンタル会員各社のこれ
からの商品戦略転機へのヒントを得るとと
もに、建設業界がこれから向かっていく工
事スタイルにどうマッチングさせていくか
検討材料の参考になったことと思います。

商品講習PART Ⅶ　

コマツレンタル㈱

講
習
会
場

実
機
講
習
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第６回意見交換会が今回は新潟支部の担
当で２月17日（金）に６支部長10名の参
加で小雪ちらつく新潟市において開催され
ました。
各支部の今年度の実施状況についての説
明が有り、特に東京支部から現在本部主導
でまとめているレンタル業の「モデル就業
規則」について説明があり５月末の発行に
向けての意見聴取がされました。
また、栃木支部が現在栃木県と進めてい
る「家畜伝染病時における支援協定書」に

ついて、既に締結済みの支部の事例等を含
め意見交換などが行なわれました。
第７回意見交換会が栃木支部担当で６月
30日（金）日光市に５支部（長野支部欠席）
８名が参加し開催され、今回で６支部持ち
回り開催が一巡（東京支部２回開催）した
ことになります。
今回も毎回通り各支部の新年度に入って
からの実施状況の報告が有り意見交換に移
り、特に現在大きくクローズアップされて
いる「働き方改革」への取り組みと「点検
料（月次点検）」の完全徴収を関東ブロッ
ク会員に対し啓蒙活動することなどが決定
されました。
また、前年度東京支部で実施した「溶接
技能コンテスト」（平成29年12月実施予定）
について関東各支部も参加しての実施と前
年度開催した「関東ブロックゴルフ大会」
の開催（10月開催予定）も決定されました。
今回は東京支部として是非、優勝（前回、
同率３位）を目指して頑張りましょう。

関東ブロック意見交換会

第７回ブロック会議

直径140mm（正円） 直径140mm（正円） タテ140mm×ヨコ120mm

私
た
ち

は
、安
心・安

全な機械を提供
し
ま
す

一般社団法人
日本建設機械レンタル協会

会　員　証

東 京 支 部

警 告
！

軽油以外給油禁止

一般社団法人
日本建設機械レンタル協会

燃料の選定ミスに起因した修理および保全に要した
費用は全額請求させていただきます。

東京支部

！厳 　 守
泥・生コン・合材等の清掃に要した費用は
全額請求させていただきます。

泥落とし

一般社団法人
日本建設機械レンタル協会

東京支部

建 機 貼 付 シ ー ル
　東京支部では「泥落し」「不正軽油使用」
の警告シールを平成18年度より作製し、注
意喚起運動を推進してまいりましたが、昨年
４月の協会名称の変更に伴い運動継続のため
新たなシールを作製いたしました。
　この泥落し、不正軽油の問題は未だに解消
されていません。引き続き自己防衛のために
も新シールを自社の建機に貼付していただき、
会員が一丸となって実効を上げるためにも是
非ご活用ください。
　これに併せ、今般新たに懸案であった日本

建設機械レンタル協会の「会員証」シールを
作製いたしました。
　本シールを貼付することにより我々が協会
員としての責任を新たにすると同時に、非会員
との差別化を図ることを目的としております。
　各社の所有建機に可能な限り貼付していた
だき、ユーザーからの絶大なる信頼を得るた
めの新規顧客の獲得のツールの一つとして利
用されることをお願いいたします。
　なお、販売価格はいずれも80円です。希
望される会員様は事務局までお申込み下さい。

※ 

カ
ラ
ー
見
本
は
当
支
部

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
下
さ
い
。 
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東京支部では、熟練技能者の不足と技

術の継承ならびに技術レベルの向上を目

的に「技能コンテスト」の実施が以前よ

り計画検討されてきましたが、昨年度住

友建機販売㈱殿のご協力をいただき「溶

接技能コンテスト」として実施いたしま

した。

コンテストの内容は、基本級である下

向き溶接作業のアーク溶接で軟鋼用被覆

アーク溶接棒に適合するものを用い、下

向き姿勢による水平方向の突合せ溶接技

量を競うものです。

12月の初めの参加者募集に15社45名

が応募し、コンテスト期間は2016年12月

16日（金）～2017年２月17日（金）間に

参加者の工場に於てあらかじめ取り決め

られたルールに沿っての作業の実施です。

溶接作業終了後、専門検査機関にて審

査採点を行い、結果12名の方が見事合

格されましたが合格率27％と大変難関

なコンテストとなりました。

合格の基準は100点満点のうちの80

点以上であり、合格者全員に協会名での

合格認定証が発行されました。

コンテストの合格者の上位４名の成績

優秀者に対し、表彰式が５月16日（火）

の定期総会懇親会場で行われました。

❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖

最優秀賞：田久保　聡　様（新光重機㈱）

優 秀 賞：佐瀬　健嗣　様（新光重機㈱）

　　　　　垣田　光裕　様（㈱東部重機）

　　　　　中島　　健　様（三成研機㈱）
❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖

受賞された皆様、おめでとうございます。

今年度も第２回溶接技能コンテストの

開催を行うことが決定しております。多

くの優秀な技術マンのご参加をお待ちし

ています。

下向

水平

水
平

表彰状の授与

第１回 技能コンテスト開催される
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常 任 理 事 会

賛助部分科会

教育広報委員会

流 通 委 員 会

平成29年３月17日（金）

平成29年７月31日（月）

平成29年６月15日（木）

平成29年６月27日（火）
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レンタル料金のカード決済

油脂類の共同購入のご案内

　東京支部として、新たなカード決

済会社として㈱JMSを取扱い業者と

して導入し既に18社が取引を開始し

ております。

　クレジットカード決済活用のメ

リットは顧客の与信確認が省略でき

ること、スムーズなレンタル料金回

収が出来ること、請求書発行・代金

回収等の事務処理が軽減できること

などにあります。特に新規顧客との

取引に利便性を感じている会員様が

多くみられます。

　㈱JMSはJCB、東京三菱UFJニコ

ス、UCの共同出資会社で、３社のグ

ループの全てのカードの利用に対応

しております。

　初期設置の端末機は無料、手数料

率についてはレンタル協会会員優遇

料率になっております。

　導入を検討される会員様は事務局

までご連絡ください。

事務局より②

事務局より③

油脂類の共同購入が三菱商事エネルギーおよびユアサ商事を仕入先として

平成27年５月にスタートいたしました。我々レンタル業者にとって仕事柄油

脂類の購入量が多く、それが経費上も大きな負担ともなっており、共同購入

によるコストダウンは大きなメリットにもなります。

この共同購入への参加はあくまでも任意であり、希望される会員様はまず

会社登録が必要ですが登録が購入を義務付けるものではありません。油脂類

を購入する際、既存の取引先および両社の価格を比較検討しより有利な会社

から購入すればよく、購入先の選択肢が広がることとなります。

登録会員には毎月末に翌月の価格表がメールで発信されますので油脂類の

相場を知ることも可能となります。また、価格表に記載の油脂以外も協会会

員価格で柔軟に対応できますので両社とご相談ください。

是非登録をご検討ください。疑問点等有りましたら事務局までご連絡をお

願いいたします。
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◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

　平成29年度第１回勉強会がオリンピッ
ク施設見学会として７月27日（木）51名
が参加し実施されました。
　今回、まだ各施設とも本格的な工事が
始まっていないことや東京臨海部に散在
していることなどから、海上からの建設
場所の確認・見学として「東京オリンピッ
ク開催予定地巡りクルーズ」として開催
されました。
　天王洲アイル駅からほど近い「天王洲
ヤマツピア」より、14時30分に全員を乗
せ出港、当初は船室内にいた参加者も徐々
に船外デッキへと移動し始めます。この
日は日差しが無く、風がとても心地良く、
そのせいもあってか、船が進むにつれて
ほぼ全員がデッキに出て潮風に当たりな
がら、ガイドの声に耳を傾けます。船は
お台場から運河を抜けて首都高速やゆり
かもめの下をくぐり、細い水門を通り抜
けていきます。水上バスや観光船では決
して行かないような道路や線路のすぐ下
を通過すると、東京のスケールの大きさ
が実感できます。また海の森等、陸上で
は立ち入りできない場所も水上から見る
ことができ、とても惹きつけられました。
ガイドの方の説明もとても楽しく、この

クルーズのテーマであるオリンピック予
定地以外のことも細かく説明があり、日
頃より話題作りに余念がないのだろうと
思わされます。
　企画、天候、そして人に恵まれたこの
クルーズで、あと３年というわずかな期
間の後、私たちの東京でオリンピックが
開催されるのだという実感を持つことが
できました。そしてさらに、各企業の実
務レベルでの猛者たちが集うこの東京協
議会においても、何かしらの役にたてな
いかなあ・・・と、そんなことを考えさ
せられたクルーズでもありました。
　見学会終了後、今回も懇親会が開かれ
協議会の目的でもある会員間の横のつな
がりや情報交換もでき楽しい会となりま
した。
高野 雅夫（関東フォークリフトサービス㈱）

東京協議会

プレスセンター予定地 選手村予定地

船内の受講者
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千葉協議会

平成29年度千葉地区協議会は昨年同様、
藤本、富山２名の共同代表体制の下、三つの
委員会を中心にスタート致しました。
各委員の異動、退任でメンバー交代、２名

の新理事も加わり本年度も例年どおり活動計
画を積極的に実施する予定です。
【活動報告】
１．平成29年度定期総会
５月９日（火）に三井ガーデンホテル千葉

にて開催致しました。
各社GW明けのご多忙の折柄、58社165名

と大勢の参加者の下、総会に引き続き懇親会
を行いました。懇親会では藤本共同代表の挨
拶の後、住友建機販売㈱ 長尾部長からメー
カー、商社を代表し挨拶を頂き、新理事の㈱
レンタルのニッケン 大志支店長の乾杯の発
声で懇親会がスタートしました。
和やかな雰囲気の中、情報交換等活発に行

われ大変有意義な一時でありました。中締め
は西尾レントオール㈱ 富山共同代表にお願
いし、和やかな内に閉会しました。
２．平成29年度流通懇談会・道路部会
６月28日（水）に三井ガーデンホテル千

葉において、12社24名の出席で開催しまし
た。
テーマは市場動向、レンタル価格の情報交

換に加え、各社の社員の待遇について情報交
換を行いました。若く優秀な人材が集まり、
魅力ある業界と成るにはどうあるべきか。
残業や休日対応等の人事面だけでなく、業

界全体に視野を広げた活発な議論が行われ大
変有意義な会議になったと思います。
流通懇談会に引き続き流通・道路合同懇親

会が開催されました。会議の真剣な雰囲気か
ら打って変わり、和気藹々の楽しい懇親会と
なりました。

３．第９回ボウリング大会
７月４日（火）に福利厚生委員会の㈱カナ

モト 松本委員長を中心に第９回ボウリング
大会が千葉市のアサヒボウリングにて開催さ
れました。
各委員のご尽力で24社87名参加いただき、

21レーンフロアーをほぼ貸切の盛大な大会
となりました。男性74名、女性10名で団体
戦、男女個人戦が行われ、各レーンで大きな
歓声が響き渡る中、皆様本気でプレーしてい
ただきました。
個人戦優勝はトータル404の脅威のスコ

アーを出した西尾レントオール㈱ 吉田さん、
女性は、㈱アクトワンヤマイチ 熊谷さんがそ
れぞれ栄冠を獲得しました。少々ハプニング
があり裏方はバタバタでしたが、千葉協議会
の強い団結力で素晴らしい大会となりました。
表彰式は昨年と同じ会場で同様に行われ

多少費用を削ってからの開催となりましたが、
お店側のご好意から料理も多く出して頂き、
楽しい懇親の場となりました。次回も楽しい
企画を検討します。
今期の行事も順調に推移しており、秋の勉

強会、ゴルフコンペの予定があり大変ですが
楽しみでもあります。また次号詳細をご報告
させていただきます。

廣尾 健太郎（ヤンマー建機㈱）

懇親会場

定期総会

ボウリング大会
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◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

いつも埼玉協議会にご参加ご協力頂き
ましてありがとうございます。
29年度は５月18日（木）に第一回勉強
会を㈱帝国データバンク大宮支店の後藤
公正様、梅林政文様を講師に「埼玉県内
の市場動向と倒産動向について」開催致
しました。
全国の景気状況推移を折線グラフにて
2008年１月から現在までを見ながら過去
に海外や国内での景気を左右してきたこと
の説明があり、その後、全国と埼玉を比べ
た景気状況推移の説明がありました。次に
2011年から2016年までの県内倒産動向
と負債総額のグラフを見ながら状況のお
話しと県内の休業・廃業件数の話しを頂き
ました。
第二回は８月21日（月）に群馬県の八ッ
場ダム工事現場視察勉強会を予定してお
ります。昔は多かったダム現場ですが今
や数少ない現場になってしまいましたの
で、少し埼玉からは遠いのですが広大な

工事現場を見ることができません。どの
ような施工でどのような機械を使用して
いるのかを一緒に見に行きましょう。
第三回は11月中旬に恒例のボウリング
大会を予定しております。毎年多くの会
員さん、賛助会員さんにご参加頂きまし
てありがとうございます。本年もエリア
対抗戦を考えています。勉強以外でもエ
リア内の懇親を図っていただく為に参加
していただきましたら率先して会話やハ
イタッチ、応援をお願い致します。景品
も個人戦、団体戦、ベストスコアー、女
性賞など豪華景品？に乞うご期待？下さ
い。別途懇親会場にて表彰式・忘年会を
開催いたしますので振るってご参加をお
持ちしております。
第四回は翌年２月に新年会を予定して
います。以上、年間の行事になります。
本年度もどうぞ埼玉協議会にご支援ご参
加をお願い致します。
 黒米 臣行（㈱東リース）

埼玉協議会

茨城協議会

　平成29年６月21日（水）毎年つくば市
に於いて開催している勉強会を水戸市に
移して開催しました。遠方で雨が降る足
元の悪い中、茨城協議会第１回勉強会に
正会員27社65名、賛助会員28社22名、
非会員４社５名の計59社92名が参加、大
勢の出席でいつもよりも盛大な開催とな
りました。岡添副代表（㈲茨城リース）

の司会で第１部は、日立建機日本㈱茨城
支店近藤レンタル責任者の進行のもと、
フロントマン研修でのグループディス
カッションを行いました。参加者は11グ
ループに分かれ「新規顧客の対応」「クレー
ム対応」「同業者間の貸し借りの対応」「不
良ユーザー」について、活発な意見交換
が行なわれました。

勉強会 勉強会
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　第２部は、㈲牛久産機張替社長による
「新免許制度・道路運送法令」の講演を
30分間傾聴させていただきました。今回
は、特に女性の参加もあり、普段電話や
事務所でしか名前を聞いたことがない人
と会話が出来、参加者一同是非また研修
をやって頂きたいとの反響が多くありま
した。そして、小松崎監事（小松崎機械㈱）
の総評で終了しました。勉強会のあとの
懇親会ではさらに参加者が増えトータル
131名となり、小林所長（㈱マキナ）の
司会で始まり、張替副代表の挨拶、伊藤
支社長（日立建機日本㈱関東支社）の乾
杯の音頭に続き盛上がりの中開催されま
した。懇親会では各参加者が協議会のさ
らなる飛躍を誓い、和やかに親睦を深め
ておりました。岡添副代表（㈲茨城リース）
の締めで終了したあと、水戸大工町の夜
の二次会へとそれぞれ流れて行きました。
　平成29年８月３日（木）。昨年の10月
３日に開設した日立建機ＩＣＴデモサイ

トにおいてＩＣＴ講習会を13社41名の参
加で開催しました。今日までに約1600名
が来所し、その内約３割が官公庁関係者
との説明がありました。
　13時30分から座学の後に、ZAXIS200
や押しブル、タイヤローラーによるＩＣ
Ｔ施工の方法を実機試乗体験を行い、国
交省が推奨する ｢ｉ-construction｣ の普
及促進及び情報化施工の具体的な施工プ
ロセスを実感することができました。
　これからの時代ＩＯＴ及びＡＩの時代
が到来し、建設現場における作業の効率
化、生産性向上を実現していく動きは益々
加速していくと思います。現時点では国
の直轄工事で稼働していますが、今後は
各地方自治体にも発注が見込まれていく
と思います。出席者全員が最先端のＩＣ
Ｔ技術を体験し、貴重な知識の習得をさ
れた事と思います。

根本 忠康（㈱エービーリース機械）

会員の加入勧奨について事務局より④事務局より④

　今年度の事業計画においても、会員への加入促進が取り上げられております。
会員の増大は、業界の地位の確立と会員間の連携の強化、併せて協会の財政基盤
の強化にも繋がります。現在、理事会等を通じ加入推奨に取り組んでおりますが、
会員各位におかれましても親しく、また関係する未加入業者がおられましたら是
非お声を掛け、協会への加入をお勧めいただきたく、よろしくお願いいたします。

勉強会 ICT講習会
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　いつも大変お世話になっております。ヤン
マー建機株式会社東京支店　児山です。今回、
協会事務局より、「読者のひろば」への執筆依
頼を頂戴いたしまして、悩みに悩んだ末に、
なかなか経験する事ができない、貴重な体験
談を紹介させていただきます。
　皆さんは、野球の聖地と言われれば、どこ
の球場を思い描くでしょうか？「東京ドーム」、
「明治神宮球場」、「マツダスタジアム」・・・
人それぞれとは思いますが、「阪神甲子園球場」
を思う方は多いのではないでしょうか。私も
その一人です。
　甲子園が聖地と言われる理由。それは、毎
年開催される高校野球・春の選抜大会、夏の
選手権大会の全試合が、この甲子園球場で行
われ、数多くの名勝負や伝説が生まれ、時に
は怪物と呼ばれるスターが出現したりと、野
球少年がこの場所でプレーし、活躍すること
を夢見て、日々の練習に励み、青春を懸けて
目指す場所であるからではないでしょうか。
　また甲子園は、プロ野球・阪神タイガース
の本拠地で、こちらも幾多の名勝負が繰り広
げられておりますが、圧倒的に高校野球のイ

メージが強いのではないでしょうか。その甲
子園でプレー出来る選手は、地方大会を勝ち
抜いた、代表校のベンチ入り部員か、プロ野
球人となった人しか、憧れの夢舞台・聖地に
入ることは出来ません。ところが、実は私は、
野球人が憧れる聖地・甲子園、それもマウン
ドに立ち、ピッチングをした、貴重な体験を
したことがあります。
　小学生時代の６年間は、少年野球に取り組
み、高校野球に憧れ、プロ野球選手になると
いった夢を抱いた時期もあったと、微かに記
憶しておりますが、中学からサッカーに転換
し、高校生時代は、甲子園ではなく、年末年
始に行われている高校サッカー全国選手権大
会のベスト４に勝ち残ったチームのみが試合
の出来る、国立競技場を目指し、青春を謳歌
しておりました。Ｊリーグ・セレッソ大阪の
母体であった、ヤンマーに入社したのも少な
からず、サッカーからの企業イメージがあっ
たのも影響しております。
　このように、甲子園のマウンドで投げると
いうことに関して、全く縁も所縁も無いこと
はお分かりいただけたと思いますが、一昨年
に、“夢の舞台　甲子園球場で投球体験”とい
う企画があることを知り、家族分で応募をし
ました。無論、かなりの応募数で当選への競
争率は高く、当たれば良いなという程度で、
応募段階から、「まず当たることはないだろう」
と軽い気持ちで応募おりましたが、ここで運
を使ってしまいました・・・当選してしまい

読者
｠ひろば

の
　このページは会員の皆様が作るページです。

わが社の自慢、日頃感じておられること、趣味

にまつわるお話など、自由にお使いください。

　今回はヤンマー建機株式会社の児山様に投稿

いただきました。

夢舞台での
貴重な体験

ヤンマー建機株式会社　児山 貴之



33

ました！
　投球企画日は2015年12月26日。クリスマ
スも終わり、年末の忙しい時期、家族３人で、
埼玉から大阪まで往復新幹線移動です。運も
使い切ったことにより、年末ジャンボ宝くじ
が当たる事も、この時点でほぼ無くなった状
況で、当選したのは良いものの、このタイミ
ングで甲子園まで行けるのかと、緊急家族会
議を開き、なかなか体験することの出来ない、
甲子園のマウンドに立つという機会を最優先
に、旅程・費用を工面し、参加することに致
しました。

　投球当日の甲
子園の天気は晴
れ。当然、雨な
ら雨天中止とな
るので、先ずは
一安心。高校野
球のイメージと
は掛け離れた、
真冬の甲子園。
スタンドには誰
も居らず、静ま

りかえった甲子園は、どことなく寂しい感覚
もありましたが、ただただ広く、大きさに圧
倒されました。
　当日、この企画に当選した30名の皆さんと
一緒に、甲子園球場の案内を受けた後、ピッ
チングに備え、３塁側のブルペンで、キャッ
チボールで肩慣らしを行い、ベンチへ移動、
いよいよマウンドからの投球となります。投
球の持ち球は、１人３球。ベンチからマウン
ドへ向かう際には、ウグイス嬢のコールあり
という嬉しい演出。冬場ということもあり、
マウンドは少し硬し、少し解し、いざ投球へ。
初球、ど真ん中へストライク！スコアボード
には球速80キロと表示。２球目、高めへ外れ
るボール球。球速78キロ最後となる３球目、
思い切り投げ込もうと、力一杯投げましたが、
キャッチャーが立ち上がって捕球するほどの
ボール球。球速も82キロといまいちな結果で
降板となりましたが、夢舞台でのピッチング
に心踊り、感無量の貴重な体験をさせていた
だきました。

　ちなみにわが娘
も５歳で、甲子園
のマウンドに立つ
経験をし、今では
野球好きとなりま
した。
　この執筆をして
いる時に、今年の
夏の全国高校野球
選手権大会の49
の代表校が決まり
ました。夏の風物詩ともいえ、お盆の時期と
も重なり、故郷を思い出しながら地元の代表
校を応援し、少しノスタルジックな感覚で観
戦する方も多いのではないでしょうか。
　高校球児には大変申し訳ありませんが、苦
労もなく、運だけで立った甲子園のマウンド
ですが、自分が体験したイメージを照らし合
わせ、今年も地元代表を応援したいと思います。
　最後となりますが、甲子園というのは、大
正13年の干支「甲子＝キノエ・ネ」にちなん
で命名されたそうで、十干の先頭（甲＝キノエ）
と、十二支の先頭（子＝ネ）が揃うのは、60
年に一度で、大変縁起が良いとされており、
その年に完成したことから甲子園と名付けら
れたそうです。
　甲子園では、普段なかなか入ることの出来な
い球場内部を、ガイドによる解説を聞きながら
見学できる、スタジアムツアーが行われていま
す。関西では、甲子園は今や、パワースポット
とされているそうですので、夏休み、高校野球・
プロ野球の応援に、あるいは社会見学を兼ね
て訪ねてみてはいかがでしょうか！

イベントのバックスクリーン

筆者の第１球

小さなエース
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　九州北部の集中豪雨により福岡・宮崎県

に大雨特別警報が発令され甚大な災害が

発生（まず被災された方々にお見舞い申し

上げます）している一方、７月初めの東京

のギラギラした日差しの強い夏日、大田区

大森のアクト建機㈱に山下会長をお訪ねし

ました。同社は東京羽田モノレールの昭和

島駅から10分弱の住宅街の中に有ります。

　この場所は江戸時代より海苔が盛んに

つくられており、山下会長は生まれも育

ちもこの大田区大森です。その頃の大森

は海苔の一大生産地、海に面し松林が茂

り、茅葺きの海苔生産家屋が立ち並んだ

まさに海苔一色の地域でした。しかし東

京湾沿岸部の埋め立て工事が始まるため

昭和38年その歴史が閉ざされました。

　家業も海苔生産を行っておりご兄弟は

10人で会長は１番下の10番目、冬場にな

ると東北から出稼ぎの方３人位が自宅で

働き、食事のときなど15人ほどで戦場の

有様、おかずは一緒盛りのため早いもの

勝ちです。その時の習性で今でも１番美

味しい物から箸をつけています（笑）。

　山下会長のご経歴は少し変わっておら

れます。この時代まだ珍しく10歳頃から

児童劇団に入り26歳までテレビ、映画に

出演し、モデル業も経験され芸能界に身

を置いておられました。

　会長21歳頃、奥様の父親に初めてお会

いした時「この人は私の人生を変える人

だ！！」と強く感じられたそうです。

　その直感から導かれたのか（？）、義父

が大正建機で（当時常務取締役）働いて

いた縁で入社を誘われレンタル業界入り

したのが26歳です。大正建機では主に工

場で働き（１年～２年）その後系列の大

建ディーゼルに移りレンタルの営業と山

留工事を経験し両社の役員に就任し、バ

ブル時代の急成長を経験しました。

　同社を平成４年10月に解任されたこと

により、平成４年12月まず会社登記し平

成５年２月に８人で会社をスタートさせ

ました。その場所が現在の地で親から相

続した38.5坪、それが現在では周辺で約

700坪まで拡大しました。

　会社設立に当たっては皆様から大きな

御協力と御支援をいただきました。

　社名の「アクト」は行動、行為の「ACT」

から引用しました。

　１人１人が自分の意志で行動する、み

んなでつくる会社、社名は人柄を表しま

す。最終責任はオーナーが取りますが会

社は日々の１人１人の力の集約です。仕

事はコツコツと丁寧にやる、欲しがらず

求めず信用されることが１番です。

　同社には特に社是・社訓は有りません

人との出会いが大切
素直な気持ちで

アクト建機株式会社

会　長　山下　昭雄
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社に入社され、現在は建機や自動車等の

販売を事業とする会社の代表を務められ

ています。会長は「レンタルと販売仕入

れ会社の両社持って進めてきたことは成

功でした。両社が相まってお互いの発展

をけん引して来ることができました。息

子自慢になりますが２人は本当に頑張っ

ています」と目を細められています。

　協会・業界について伺うと、その地域

地域に根ざし正常な商売ができる状態が

望まれます。価格問題は永遠のテーマで

すがダンピングなど価格破壊は憂慮され

ます。しかし近年は良く整備された良い

機械が提供されています。これも協会の

指導の成果であり、今検討が進められて

いる「登録制度」も業界正常化の一助に

なるのではないでしょうか。

　私は人との出会いが大事であり大切にし

ています。いつでも素直な気持ちが大事で

す。私の今日が有るのは皆様との和と支

えに有りますとにこやかに話されておら

れました。

　昼食を挟み２時間半、色々なお話を伺

いました。山下会長はまだまだお元気で

す。同社のますますのご発展、山下会長

の素晴らしい第２ステージとご健康を願

い同社を後にしました。

 （まとめ：前田 秀雄）

が次の文章が額に入れられ社内に掲示さ

れています。

◯ア セ光り
◯ク ラク乗り越え 
◯ト ウカクを
◯建 ぶ心に
◯機 運熟して

　「アクト」が社是・社訓でしょうか・・・・。

　山下会長は今年の１月で古希を迎えら

れました。以前より考えていたご子息へ

この６月、社長を譲られ代表権のない会

長に就任されました。山下仁和新社長は

平成19年に協会の理事に就任され、現在

常任理事として協会活動に若手のリー

ダーの１人として精力的に関わっていた

だいております。

　「彼も今が１番の働き盛り、オリンピッ

クなどを控え業界環境も期待できるこの

時期での社長への委譲は絶好のタイミン

グでは」と話されています。自分が会長

として出社するのもあと１年ぐらいでは

ないか、いつまでも顔を出すと社長がや

りにくくなります。彼に全面的に任せる

つもりです。今も問われた時に応えるよ

うにしています。「自分の立ち位置が課題

です」とにこやかに話されておられます。

　ご趣味をお聞きすると「特には有りま

せん。強いて言えば仕事かな・・・？」と。

　色々お伺いするとご旅行がご趣味の１

つでもあるようです。今はクルーズ船で

の船旅を計画されておられます。

　山下会長は２人の男のお子様に恵まれ

ています。次男の泰崇さんは10年前に会

社内掲示の額

山下社長（左）・山下会長（右）
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皇 居

今号では東京駅から徒歩10分、東京

駅から丸の内の高層ビル群を抜けて眼

前に大きく広がる皇居（旧江戸城）を

訪ねました。

　皇居は、江戸時代に徳川歴代将軍が江戸
城として幕政を行い居城としていた所です。
明治維新の後、明治天皇は、千数十年にわ
たってお住まいになっていた京都からお移
りになり、以来ここに天皇がお住まいにな
り、宮殿では諸行事が行われてきました。
昭和20年（1945年）に東京大空襲で焼失
した明治宮殿に代り、昭和43年（1968年）
に現在の宮殿が完成しました。
　皇居の現在の面積は約115万平方メート
ルで、濠で囲まれ鬱蒼とした木立に恵まれ
周囲に８つの門があります。
　皇居見学は桔梗門から入り窓明館で厳し
い手荷物検査と皇居見学のオリエンテー
ションを受けます。当日は欧米系、東洋系
の外国人の方々が半数以上を占める見学者
に混じりナビゲータの宮内庁職員の説明を

聞きながら約90分2.2㎞の
見学の開始です。
　皇居に広がる松の緑、そ
の北西端にある桔梗門は、
枡形城郭門と白壁の美しい
姿をお濠の水面に映してい
ます。正式には外桜田門に
対して内桜田門と呼ばれま
すが、太田道灌時代に大手
正門であったことからその
家紋である「桔梗」が門の
瓦に施されていることから
桔梗門と呼ばれているそう
です。
　桔梗門に入場する前に最
初の桜田巽櫓が濠向かいの

石垣の上にあります。
　本丸の東南（辰巳）の方角にあることが
その名に由来します。「石落し」（石垣より
はみ出した出窓部）や鉄砲、弓矢用の「狭
間」を戦略的目的で備えているのがこの櫓
の特長です。
　窓明館を出て最初に江戸城創建時の石垣

石垣の薩摩紋

桔梗門（内桜田門）
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が目に入ります。当時築城に当たっては各
地の大名に普請をさせ、大名はその証に石
垣に家紋を刻すことが有りここでは薩摩藩
の家紋が彫られています。
　まもなく右手には江戸城の遺構としては
最も古い三重櫓の富士見櫓が見えて来ます。
万治２年（1659年）に再建され、石垣の
高さが約14.5メートル、櫓の高さは約
15.5メートルもあり壮観に聳え立ってお
り明暦の大火で焼失した天守閣が再建され
ることが無かったため、この富士見櫓が天
守閣の代わりであったようです。どこから
見ても美しく、どの方角から見てもその姿
が同じことから「八方正面の櫓」と呼ばれ
ています。往時はその最上階から遠くは富
士山や伊豆、房総など関東一円が眺められ
ていたようです。
　蓮池濠を見ながら宮殿の方向に進みます。
途中３階建ての宮内庁庁舎が見えて来ます。
この建物は昭和10年に建てられ先の大戦
で焼失した宮殿に替り、昭和27年10月か
ら昭和44年３月に現在の宮殿が完成する
まで３階が仮宮殿として使用されていたよ
うです。その庁舎を右手に見ながらなだら
かな坂を上がっていくと一般参賀などで有
名な大きな宮殿（長和殿）と宮殿東庭に着
きます。新年と天皇誕生日の一般参賀には
２万人の人々がここに集まります。無人の
宮殿をずっと眺めていると、皇族の皆様が
並んで手を振っておられる光景が浮かんで
きます。

　次に渡った二重橋「皇居正門鉄橋」は慶
長19年（1614年）に築造された折り二重
構造（木造）であったことが名前の由来と
なっていますが現在の橋は明治宮殿造営
（完成明治21年）に合わせ錬鉄製の橋に架
け替えられました。「皇居正門鉄橋」から
は石造りアーチ橋の「皇居正門石橋」を綺
麗に見下ろすことが出来ます。立ち止まる
と左手上に聳える伏見櫓が青空に映えてい
ます。この櫓は三代将軍徳川家光の頃に京
都の伏見城から移築されたと伝えられてい
ます。
　江戸城には当時19もの櫓が存在してい
ましたが、現在では先に散策した富士見櫓
と桜田巽櫓、そしてこの伏見櫓の３櫓を残
すだけとなりました。防御を兼ねて石垣の
上に設けられた長屋造りの建物である多聞
櫓を備えている形式の櫓で残っているのは
伏見櫓だけです。
　皇居の広さ、建造物の造り、爽やかな景
観はさすがで訪れた方々に大きな感動を呼
びおこします。
　数年後には平成天皇もご退位され、新し
い時代となります。皇居見学は午前と午後
の２回、500人を限度に行われており、皇
居東御苑はいつでも入ることが出来、大番
所、百人番所、天守台や松の大廊下跡など
見どころ一杯です。
　日本の長い歴史に触れこれからの日本の
成長と発展を願い、一度皇居を散策されて
は如何でしょうか。
 （記事・写真：太田 正道）

伏見櫓

宮殿　長和殿
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本部報告について
専務理事　西村　稔

本号では、本部報告として、去る５月

開催の第５回通常総会及び第９回理事会

と、７月開催の常任理事会・支部長合同

会議の会議報告をさせていただきます。

その１　総会及び理事会報告
（１ ）去る５月23日（火）、本会第５回
通常総会が開催され、平成28年度事

業報告及び決算並びに平成29年度事

業計画（案）及び予算（案）、そして

役員の補充選任に関する各議案の審

議をいただき、それぞれご承認をいた

だいたところです。

 　このうち、28年度決算においては、

経常収益計が３億2,218万円余、経

常費用計は２億8,552万円余で、当

期経常増減額は、3,666万円余となっ

ています。一方、29年度予算（案）

におきましては、経常収益計が３億

100万円余、経常費用計は３億1,561

万円余で、当期経常増減額は、△

1,460万円余を計上しております。

（詳しくは、「第５回通常総会議案書」

をご覧下さい。）

（２ ）また、総会に先立つ第９回理事会
におきましては、前記議案のほか、

①近畿５支部を統合し新たに「関西

支部」を設置する件（３月の常任理

事会・支部長会議において、５月理

事会の事後承認を前提に承認）と、

②「レンタル業者登録制度」及び建

設機械器具賃貸業管理技士制度を土

台とした「新たな資格制度」の早急

な実現に向け、前年度における、流

通委員会での「業者登録制度の基本

的枠組みの検討」と、教育研修委員

会テキスト改訂臨時委員会の旧「管

理技士講習テキスト」の見直しをも

踏まえ、その詳細設計や具体的な実

施態勢等を検討する「登録制度特別

委員会」の設置が、承認・議決され

ました。

（３ ）報告事項としては、①各委員会報
告、②グローバルレンタルアライア

ンス（GRA）会議への加入及びコネ

クスポ（CONEXPO）2017視察研

修、③平成28年入退会者、④日本建

設機械レンタル総合賠償制度並びに

⑤同企業年金基金の加入促進等につ

いて報告・説明が行われました。

その２　常任理事会・支部長合同会議報告
（１ ）続いて７月13日（木）、常任理事
会・支部長合同会議が開催されました。

本会議におきましては、報告事項と意

見交換が議事内容となりました。この

うち、報告事項については、①各委員

会からの報告、②可搬形発電機整備

技術者講習会及び試験制度、③平成

29年建設事業関係功労者等国土交通

大臣表彰、④本部事務局職員の採用、

本部のページ
このページではその時々の本部

からの情報などを掲載してまい

ります。

本部と支部をつなぐページです。
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⑤関東地方整備局「i-Construction

（ICT施工）技術講習会・見学会」及

び⑥九州北部地方を中心とした大雨

の被害状況等に関し報告が行われま

した。

（２ ）この内の各委員会報告については、
現在設置されている５通常委員会と

１特別委員会から、当面の課題等に

つき各委員長等から報告がありまし

た。以下に概要を記します。

　☆流通委員会
 　「レンタカー貸渡代行業務基本契約

書」の策定、「建設機械等レンタル基

本約款」の普及促進と見直し、建設機

械レンタルの流通その他に関するアン

ケート調査の実施、中古機処分のため

のJCRAスーパーオークションの継続

開催等

　☆教育研修委員会
 　可搬形発電機整備技術者講習会・試

験及び更新講習会の実施、建設機械整

備技能士養成及び管理者教育講習会へ

の助成

　☆総務委員会
 　平成29年度「建設機械レンタル業

実態調査」（８月）の実施、大手広域

14社特別会費の支部配分、日本建機

レンタル総合賠償制度における事故防

止活動等

　☆広報企画委員会
 　陸上自衛隊に対する平成29年度『災

害対応建設機械等の情報提供』の実施、

協会パンフレットの暫定増刷及び新規

パンフレットの作成、協会における災

害対策組織図及び連絡体制整備、機関

誌「かいほう」の充実強化に向けた継

続的検討並びに協会ホームページの見

直し等　

　☆i-Construction委員会
 　「i-Construction」（ICT技術の活用）

の会員への啓発とその普及促進、

「i-Construction」に関する行政との

連携・協力等

　☆登録制度特別委員会
 　「レンタル業者登録制度」の創設に

向けた詳細設計及び具体的な実施詳細

の検討、登録制度に併せた旧管理技士

制度をベースにした「新たな資格制度」

を構築するための制度設計並びに実施

詳細の検討、及び新資格のテキスト原

案の作成等

（３ ）意見交換では、労働環境改善・災
害対応時の連絡体制・会費・

i-Construction対応・登録制度・本

部ホームページの改善等について、

意見が交わされました。

以上が最近の本部活動のご報告になり

ます。

現在多くの委員会が活動を始めており、

活発な議論と各委員会が抱える課題への

取組が期待されるところです。

そうした中、本部事務局は、残念なが

ら脆弱と言ってよい態勢ではありますが、

引き続きバックヤード業務に務めてまい

りたいと考えております。

協会活動への皆様のご理解とご協力を

お願い申し上げます。
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　現在入社９年目で、フロント長として業務をこな
しています。電話受注、機械の手配、入出庫の指示、
接客などの通常のフロント業務だけでなく、オリジナ
ルのチラシの作成など企画業務にも携わり、どうした
らお客様を増やしていけるかを常に課題として捉え使命
感を持って日々の仕事に取組んでいます。父が大工という
こともあり、職人が活躍する建設業界に興味がありました。
そのため今の会社には迷わず入社させていただきました。仕事は楽しくやりがいがあり
ます。今後は、より女性の活躍ができる場が広がるように、女性スタッフが長く続けら
れる環境づくり・マインドづくりにも携わっていきたいです。
　業界に要望することとしては、「建設業界から日本を盛り上げて、景気を良くしてほ
しい。建機レンタル業界も、建設に関わる業界として、建設会社と一体となって推進し
ていってもらいたい」と願っています。建設業界は男性だけの職場というイメージがあ
りますが、もっともっと女性が活躍できる業界だと思っています。土木女子（ドボ
ジョ）も素敵ですよね。
　繁忙期になると大変なことも多いですが、いつも心に決めて実行していることがあり
ます。
　◇ どんな注文でも絶対に断らない。
　◇ 常に自社の機械を稼働させる工夫を凝らす。機械がなくても諦めない。他社に負け
ない対応を心掛ける。

　◇ 出庫の際には、必ず「気をつけて」「行ってらっしゃい」と声をかける。
―　笑顔が大事　常に120％の笑顔で接客する　―　をモットーに頑張っています。
　料理を作ることが好きで、趣味でも特技でもあります。また、お酒も好きでよく飲み
ます。他にもゴルフ、スノーボード、カラオケ、旅行なども大好きで、夢は夫と一緒に
日本一周することです。海外旅行も楽しいですが、私は日本が大好きなので、国内を全
部回ってみたいですね！夢を実現するために、仕事を頑張ります！頑張るには、仕事を
楽しんでやることが大事ですね！

　非常に明るく元気な石井さん。毎日職場を盛り上げてくれています。今年ご結婚され
たばかりの新婚さんです。新光重機㈱の社員の23％は女子社員で、フロントは全員が女
子社員のようです。女性がしっかりしている
営業所は売上が伸びているとのこと。石井さ
んのバイタリティーと仕事への姿勢を見てそ
れを裏付けていることがわかりました。これ
からもご活躍を期待しています。

“フレー・フレー機麗女子”

新光重機㈱ 木更津営業所

石井　加奈 さん

子女麗機



41

正会員

賛助会員
新入会員

社　　名 住　　　所 ＴＥＬ ＦＡＸ

荒井商事㈱ 〒323-0827 栃木県小山市神鳥谷2259-9 0285-39-8818 0285-39-8851

SORABITO㈱ 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1丁目9番2号
第一稲村ビル8階 03-5847-8991 03-5847-8992

㈱諸岡 〒301-0031 茨城県龍ヶ崎市庄兵衛新田町358番地 0297-66-2111 0297-66-3110

住所・電話番号変更
社　　名 住　　　所 ＴＥＬ ＦＡＸ

㈱桜川ポンプ製作所 〒134-0083 東京都江戸川区中葛西6-13-18  3階 03-5679-0860 03-3680-0721

東空販売㈱ 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4丁目18-9

会社名変更
社　　名 旧　社　名

やまびこジャパン㈱ やまびこ産業機械㈱）

㈱KATO HICOM IHI建機㈱

代表者変更
社　　名 代　表　者

デンヨー㈱ 代表取締役社長　白鳥　昌一

退会
社　　　名

㈱マクシスコーポレーション　　　　　㈱デジックス　　　　　㈱日立建機カミーノ

新入会員
社　　名 住　　　所 ＴＥＬ ＦＡＸ

菅機械工業㈱ 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町13番地
神田プラザビル4階 03-5296-0551 03-5296-0550

油機サービス㈱ 〒135-0046 東京都江東区牡丹一丁目9番3号 NJM東京ビル5階 03-6240-3600 03-6240-3604

住所・電話番号変更
社　　名 住　　　所 ＴＥＬ ＦＡＸ

本間電機㈱ 〒130-0013 東京都墨田区錦糸3-2-1 アルカイースト6階 03-5637-8002 03-5637-8051

㈱リョーキ 〒339-0009 埼玉県さいたま市岩槻区慈恩寺797番地1 048-794-5060 048-794-5161

会社名変更
社　　名 旧　社　名

日本キャタピラー合同会社 キャタピラーイーストジャパン合同会社

代表者変更
社　　名 代　表　者

㈱常南 代表取締役社長　長谷地　均

退会
社　　　名

㈱シー・エス・エム

協 会 情 報
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新入会員紹介
【正会員】

菅機械工業株式会社
　当社は、大正十三年（西暦1924年）の創業以来、あらゆる建設工事現場における建設機
械・仮設材のレンタルと販売、そして現場のニーズにあった商品開発を積極的に行い各種
工事の『トータルサプライヤー』として現場の作業効率向上と安全・環境に貢献している
企業です。
　今後もこの90余年の伝統と信用に甘んじることなく、今まで以上に社会のためになる会
社を目指して行く所存でございますので、より一層のご愛顧を賜ります様よろしくお願い
申し上げます。

【本社所在地】大阪府大阪市西区南堀江３丁目９番27号
【代表取締役】菅　大樹
【事 業 内 容】建設資材・機械販売及び建設機械レンタル
【資　本　金】１億円
【従 業 員 数】121名
【営 業 拠 点】大阪　東京　名古屋　京都　福岡
【U　R　L】http://www.suga-kikai.co.jp/

【正会員】

油機サービス株式会社
　弊社は、千葉、埼玉、仙台で、建設機械のアタッチメントのレンタル・販売・修理を中
心とした事業を展開させて頂いている会社です。アタッチメントは様々な用途の物があり
とても便利なものですが、同時に整備に手間暇のかかる商品ばかりです。弊社では、少し
でもユーザー様に満足して頂けるレンタル機を出荷させて頂くことが弊社の使命であると
信じて日々奮闘しております。
　この度の入会を機に、より現場のお役に立てる会社を目指し、努力を重ねてまいりたい
と考えております。
　どうぞよろしくお願い申し上げます。

【本社所在地】東京都江東区牡丹１－９－３
【代表取締役】宮地　秀悟
【事 業 内 容】建設機械のアタッチメントレンタル、販売、修理
【資　本　金】2,000万円
【従 業 員 数】15名
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【賛助会員】

SORABITO株式会社
　弊社は、「ALLSTOCKER」という建設機械のグローバルオンラインプラットフォームを
運営しております。
　「ALLSTOCKER」は、リース・レンタル会社様の保有機械の売却業務・機械管理業務、
レンタル業務等をインターネットの力で便利にするためのITサービスです。
　この度の入会を機に、より多くのリース・レンタル会社様に弊社サービスをご活用いた
だき、会員のみなさまの益々の事業発展に貢献できればと存じます。何卒よろしくお願い
申し上げます。

【本社所在地】東京都中央区日本橋茅場町一丁目９番２号　第一稲村ビル８階
【代表取締役】青木　隆幸
【事 業 内 容】建設機械のグローバルオンラインプラットフォーム「ALLSTOCKER」の運営
【資　本　金】２億9,692万円
【従 業 員 数】30名
【U　R　L】https://allstocker.com/

【賛助会員】

荒井商事株式会社　アライ建機オークション
　弊社は90年を超える歴史の中で時代・地域に必要とされるサービスとソリューションを
提供してきました。商社として多角経営を進める中、30年前より、日本の高度経済成長期
を支えた自動車・トラック・バイク・農業機械・産業機械・建設機械という業界へも積極
的に進出し、中古車流通システムのトータルソリューションと公正・公平なマーケットの
構築を目的にオークションビジネスを行っております。グローバル化が進む近年において
は、発展途上国などを中心にインフラの充実が急速に求められています。国内市場で築き
上げた中古車流通システムは、更なる広がりを必要とされる時代へと突入し、建設機械に
おいても、日本製機械のニーズは大変高いものとなっております。
　そのような中、弊社は建設機械（フォークリフト・発電機などを一部含む）のオークショ
ンを栃木県小山市にて毎週火曜日に１開催700台規模で開催しております。
　このたび、御協会に賛助会員として入会させて頂いた事を機に、会員の皆様へはオーク
ション利用を通して社業発展にお役に立てる様、努力して参ります。

【本社所在地】神奈川県平塚市紅谷町17－２
【代表取締役社長】荒井　亮三
【出品機展示場】栃木県小山市神鳥谷2259－９
【開 催 情 報】毎週火曜日　13：00スタート
【事 業 内 容】中古建設機械オークション運営。中古の乗用車、バイク、トラック、農業機

械のオークション運営。
【資　本　金】10,000万円。
【U　R　L】https://www.araiace.jp/
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【賛助会員】

株式会社　諸岡
　当社は1958年に土木建設会社としてスタ－トし、2018年で創業60年を迎えます。
　世界ではじめて本格的なゴムクロ－ラ－と全油圧駆動のトレンチャ－を開発して以来、
機械製造メーカーとして様々な機械を製造、販売して参りました。現在は建設機械、林業
機械、環境機械を中心にお客様にご愛顧いただいております。近年ではキャリアダンプ
VDR（全旋回キャリア）のシリーズ化（２-11ｔ）や、世界で唯一のクローラフォークリ
フトのフルモデルチェンジなど、新たな取り組みもお客様にご好評いただいております。
今後も新しい発想でお客様に喜ばれる製品を開発・製造してまいります。
　この度の入会を機に、貴協会並びに会員企業の発展に貢献できるよう努めてまいります
ので、よろしくお願い致します。

【本社所在地】茨城県龍ケ崎市庄兵衛新田町358
【代表取締役】諸岡　正美
【事 業 内 容】建設機械、土木機械、環境機器、農業機械などの製造販売
【資　本　金】10,000万円
【従 業 員 数】163名（2017年３月現在)
【U　R　L】https://www.morooka.co.jp

１）外部機関が実施する各社が必要とする資格講習を各社独自で選定し、受講し資格
を取得する。

２）取得する資格は事務系、技術系および公的資格、任意資格を問わない。
　 （ただし、趣味的資格に類するものは除く）
３）１人の支援額は受講料の60%とする。（但し上限5,000円)
４）協会への申請は「教育受講支援金申請書」に受講申請時に支払った領収書および

受講票を添付し事前に行う。
５）支援金の支払いは受講後の資格の取得の確認（資格証）を以て行う。

事務局より⑤事務局より⑤

　各社の社員教育実施の一助とするため、各社が必要とする外部教育を独自に選定して
受講し、その資格を取得した場合、協会としてその受講料の一部補助を行う。以て各社
社員の資格取得を奨励し、併せてレンタル業界のレベルアップを図ることを目的に本年
度も実施します。

１　今年度の支給対象講習は平成29年４月１日から30年３月31日までに実施される
外部講習とし、対象者は上限100人、各社２名までとする。
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本　　　社   〒279-0012　千葉県浦安市入船 1-5-2  NBF 新浦安タワー 16F 　TEL：047-316-4688

HP：http://www.r-rental.co.jp 導入事例サイト:http://jirei.r-rental.co.jp/

アールアンドアール
レンタル業界のパートナー
株式
会社

東京営業所 多摩営業所神奈川営業所
サービスセンター 営業開発課 技術部
千葉サテライト店

名古屋営業所埼玉営業所 大阪営業所 福岡営業所
札幌営業所 東北営業所 東北サテライト店

エルゴノミクスに基づく、位置調整式ハンドグリップ。 グリップ力の高い、産業グレードのホイール。　　　　　

状況によりハンドル部の高さ調整可（6段階）

サイドスライドウェイトシステムによりスクレーパー圧の調整可。

油圧駆動による自走式前進・後進機能。

独特な楕円状の刃先運動により、効率の良い剥離が可能。

●建設・産業機器レンタル業者向けレンタル専門
●商品カタログのご用命はお電話一本でお届けいたします。
●ホームページで新商品情報がご覧になれます。

特長
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未来へ伸びる、三笠の技術。
MLP-1212A

Mr.LIGHT 2

FX-40G/FU-162

高周波バイブレーター

転圧センサー

MVH-308DSC-PAS

バイブロコンパクター

NETIS No.TH-120015

MVC-F40S

プレートコンパクター

NETIS No.TH-100006

低騒音型

低騒音指定番号5097

低騒音型
MRH-601DS

バイブレーションローラー
MT-55L-SGK

タンピングランマー

防音型

NETIS No.TH-100005

MCD-RY14

吸塵式乾式カッター

NETIS No.TH-150001
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関東鉄工株式会社
本社・工場／〒  茨城県古河市尾崎

H600KS
H650KS
H600KS
H650KS

KT30KT30

フルオープンカバー＆
サイドガードフレーム

【第3次基準値排出ガス対策型】

【低騒音型建設機械】

【超低騒音型建設機械】【超低騒音型建設機械】

【第3次基準値排出ガス対策型】
  KV40CSE/KV25CS, DS

【特定特殊自動車排出ガス2014年 基準適合車】
  KV40CSi, DSi

【超低騒音型建設機械】

【NETIS】登録
TH-120018-VE

【NETIS】登録
TH-120018-VE

土工用振動ローラ３tタイヤローラ

KV40CSEKV40CSE
KV40CSiKV40CSi

コンバインド型
KV25CSKV25CS

タンデム型
KV25DSKV25DS
KV40DSiKV40DSi

超低騒音型
新発売！！

H11ix
H20i

クローラ洗浄機
CW25
人手の掛からない自動洗浄ロボットにより
重機足回りの洗浄費用が大幅低減！！

0000

低騒音型建設機械】

ヤロ ラ 振動ローラ
1ix
0i

定特殊自動車排出ガス2014年 基準適合車

陸内協排出ガス自主規制
２次規制適合エンジン搭載【 】
ハンドガイドローラーハンドガイドローラー

土工用振動ロ３tタイヤタンデム型

超低
新発

ヤローラ 振動ロ

内協排出ガス自主規制
次規制適合エンジン搭載】

ララード ラドローライイガイガイガドガドガハンハンハハハハハハハ ドドドドガガガガンンンン ガガガガガガンドガンンドガ ドドドドイイイイドイドロロロロロロロロロロ ララララーーローラーーー

【低騒音型建設機械】

【特定特殊自動車少数特例基準適合車】
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https://www.kobelco-kenki.co.jp
東京本社 〒141-8626 東京都品川区北品川5丁目5番15号
TEL:(03)5789-2111

http://www.kobelconet.com/east/
〒272-0002 千葉県市川市二俣新町17
TEL:047-328-7111

東京営業所  TEL:047-328-2322　東京北営業所  TEL:048-710-7550　東京西営業所  TEL:042-656-8580　横浜営業所  TEL:045-521-1550
厚木営業所  TEL:046-247-2981　千葉営業所  TEL:043-485-5328　　埼玉東営業所  TEL:048-794-3323　埼玉西営業所  TEL:0493-24-6611
群馬営業所  TEL:027-330-5700　宇都宮営業所  TEL:028-658-0611　茨城営業所  TEL:029-304-5501
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ICT油圧ショベル
ZX200X-5B

日立建機は、施工の効率化や品質向上、労働力不足と

いったお客様の課題に向き合い、情報化施工に対応

する建設機械をはじめ、ICTを活用したソリューションを

提供。お客様の多様なニーズにお応えしていきます。

Reliable solutions powered by ICT

レンタル機をご用命の際は、最寄りの日立建機日本の営業所へお問合せください。

マシンコントロール

お客様の
多様なニーズに応える、
日立のICT建機。

ベテランオペレータのような
施工ができる機能

目標面の施工に対して必要なフロント操作の
一部を、リアルタイムで半自動制御。施工現
場に応じて、３D設計データ又は２D設計
データに対応できます。

www.hitachi-kenki.co.jp/

関東支社 管理グループ
〒340-0004 埼玉県草加市弁天5-33-25　TEL：048-933-0171 FAX：048-935-1689
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レンタル百貨ではこんな事も出来ます
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https://wiseman.gr.jp/　  Email：teduka@wiseman.gr.jp

東京支店   〒103-0004
東京都中央区東日本橋3丁目11番11号   東日本橋Y

,
sビル7F

日本建機レンタル総合補償制度　指定代理店

制度ラインアップとお支払いの対象となる事例

この制度の特長
●日本建設機械レンタル協会の正会員のみが加入できる制度です。

●保険料は、全額損金処理できます。 

　＊今後法改正により変更となる場合があります。

　　実際の税務処理については税理士にご相談ください。

●団体スケールメリットを活かした割安な保険料で大型補償を

　ご提供します。

●協会の指定代理店による徹底したフォローが受けられます。

※この広告は概要のご案内となります。

まずは有限会社ゼンケンまで
ご連絡ください！

協会の指定代理店を
ご紹介します！

＜取扱幹事代理店＞
有限会社ゼンケン（協会事務局内）

〒101-0038  東京都千代田区
神田美倉町 12-1MH-KIYA BLDG.
< キヤビル >5階
ＴＥＬ03-3255-0514
 FAX 03-3255-0513

＜引受保険会社＞
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
営業開発部第一課

〒160-8338
東京都新宿区西新宿 1-26-1
ＴＥＬ03-3349-3322 
 FAX 03-6388-0155

SJNK17-00768／2017.04.18

～ ～

＜ご参考＞メニュー１の保険金お支払い実績（注）
（注）2016年1月1日から 2016 年12月31日までの1年間です。

ユーザーが舗装工事中バックホーの
操作を誤り、水道管を破損させた。

総合賠償制度 動産総合保険制度

建機をユーザーに貸出し中、台風により
バックホーが破損した。

労災上乗せ補償制度

リース機械の積み下ろし作業中、
機械が横転し下敷きになってしまった。

他社から借り入れた建機を自社に保管
中何者かに盗まれた。
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30： LET -3948-6631
30： XAF -3948-6617

〒176-0012  東京都練馬区豊玉北 1-23-4 h t t p : // w w w . b u n j u d o . c o . j p /

広告戦略やオフィス環境などあらゆるお悩み解決します。

カタログ・パンフレット・チラシ・ポスター

業務の“困った”お聞かせください業務の“困った”お聞かせください

Advertising & Printing

デザイン 企画 総合印刷 電子
ブック

ホーム
ページ

オフィス
備品
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平成 29年度

役  員  名  簿
相談役　鬼　丸　卓　哉

役 　 職 氏 　 　 名 会　　社　　名
支 部 長 藤 本 俊 雄 ㈱ビー・トライ

副 支 部 長 寅　　 太 郎 ㈱レンタルのニッケン

副 支 部 長 福 山 慎 一 双葉リース㈱

副 支 部 長 小松崎　伸一郎 小松崎機械㈱

副 支 部 長 加 藤 浩 孝 ㈱トーメイ

副 支 部 長 川 曲 幸 生 ㈱タケカワ建機

常 任 理 事 山 下 仁 和 アクト建機㈱

常 任 理 事 三 瓶　　 靖 ㈱サンペイ

常 任 理 事 根 本 忠 康 ㈱エービーリース機械

常 任 理 事 椎 野 尊 広 三成研機㈱

常 任 理 事 今給黎　宣　成 ㈱イマギイレ

理 事 丸 山 寛 司 ㈱機材社

理 事 小 俣 智 嗣 ㈱オマタ土鑛機商會

理 事 本 多 安 則 ユナイト㈱

理 事 野 本 芳 英 ㈱共英

理 事 山 岡 武 市 ㈱東京機材

理 事 岡 澤 真 澄 ㈲岡沢機械サービス

理 事 原 田 英 雄 ㈱アールアンドアール

理 事 田 口 正 治 千葉リース工業㈱

理 事 市ヶ谷　昌　彦 朝日機械産業㈱

理 事 山 部 雄 経 信和リース㈱

理 事 野 津 晃 司 西尾レントオール㈱

監 事 池 田 勝 信 ㈱城南建材社

理 事 岡 添 雅 治 ㈲茨城リース

理 事 橋 田 法 清 新光重機㈱

理 事 中　山　誠太郎 コマツレンタル㈱

理 事 伊 藤 政 浩 日立建機日本㈱

理 事 後 藤 津 義 ㈱アクティオ

理 事 山 根 恵 司 ㈱カナモト

監 事 黒 米 臣 行 ㈱東リース

監 事 今 村 真 二 ㈱テクノ

賛 助 部 会 長 千 葉 雅 司 ㈱クボタ建機ジャパン

事 務 局 長 前 田 秀 雄 日本建設機械レンタル協会 東京支部
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平成 29年度　役員担当表

委 員 会 委 員 長 副 委 員 長 委　　　員

総務・厚生 福 山 慎 一 加 藤 浩 孝 山 岡 武 市 市ヶ谷昌彦 山 部 雄 経 岡 添 雅 治

流　　　通 小松崎伸一郎 加 藤 浩 孝

山 下 仁 和 三 瓶 　 靖 根 本 忠 康 今給黎宣成 本 多 安 則

田 口 正 治 野 津 晃 司 橋 田 法 清 中山誠太郎 伊 藤 正 浩

後 藤 津 義 山 根 恵 司

教育・広報 寅 　 太 郎 川 曲 幸 生 椎 野 尊 広 丸 山 寛 司 野 本 芳 英 岡 澤 真 澄 原 田 英 雄

50年誌作製

（特別委員会）
藤 本 俊 雄

福 山 慎 一 寅 　 太 郎 小松崎伸一郎 山 下 仁 和 三 瓶 　 靖 今給黎宣成

川 曲 幸 生 小 俣 智 嗣 池 田 勝 信（赤坂光一郎）

部    会 部　会　長 副 部 会 長 委　　　員

大 型 建 機 椎 野 尊 広
（晴柀　保）

福 山 慎 一
（平清二郎）

賛　　　助 千 葉 雅 司
（奥井良弘）

（港　正一）

協 議 会 代 表 委　　　員

東京協議会 三 瓶 　 靖 山 下 仁 和 小 俣 智 嗣 福 山 慎 一 加 藤 浩 孝 池 田 勝 信

千葉協議会
藤 本 俊 雄

原 田 英 雄 田 口 正 治 山 部 雄 経 橋 田 法 清
（富山泰幸）

埼玉協議会 黒 米 臣 行 加 藤 浩 孝 川 曲 幸 生 今給黎宣成 市ヶ谷昌彦

茨城協議会 根 本 忠 康 小松崎伸一郎 丸 山 寛 司 岡 澤 真 澄 岡 添 雅 治

TRゴルフ会
会長：福山慎一　　副会長：池田勝信　　幹事：安藤俊幸（伊藤忠建機）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石原康孝（ヤンマー建機）
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Ad index 71号広告掲載社

広告主名 掲載頁

㈱アールアンドアール 45頁

㈱日商機械 46頁

㈱レンタルのニッケン 46頁

㈱生産技術パートナーズ 47頁

㈱クボタ建機ジャパン 48頁

三笠産業㈱ 48頁

㈱インシュアランス サービス 49頁

荒井商事㈱ 50頁

関東鉄工㈱ 50頁

日本建設機械レンタル企業年金基金 51頁

デンヨー㈱ 52頁

㈱鶴見製作所 52頁

東日本コベルコ建機㈱ 53頁

ユアサ商事㈱ 54頁

日立建機日本㈱ 54頁

広告主名 掲載頁

㈱イーエスエス 55頁

㈱スチール 56頁

㈱ティ・エイチ・アイ 56頁

㈱加藤製作所 57頁

北越工業㈱ 58頁

㈱アルタス情報システム 58頁

ヤンマー建機㈱ 59頁

J-ウィングレンタリース㈱ 59頁

㈱ワイズマン 60頁

損害保険ジャパン日本興亜㈱ 60頁

㈱タダノ 61頁

㈱文寿堂 61頁

㈱ハタヤリミテッド 表紙裏

㈱NSD 裏表紙裏

イー・イー・ティジャパン㈱ 裏表紙

会報第71号
発　行　平成29年８月
発行者　日本建設機械レンタル協会 東京支部 
　　　　東京都千代田区神田美倉町12-1
　　　　キヤビル5階（〒101-0038） 
　　　　TEL 03-3255-0515
　　　　FAX 03-3255-0516

発行責任者　教育･広報委員長  寅　太郎
印　刷　所　株式会社　文　寿　堂
　　　　　　東京都練馬区豊玉北1－23－4
　　　　　　TEL 03-3948-6631
　　　　　　FAX 03-3948-6617
題　　字　藤本　俊雄
表紙写真　皇居（撮影：太田 正道）

アリなどは歓迎したくないですね。過去には
ない新しい病気、感染症も近い将来発生する
かもしれません。
　これからの日本が抱える大きな課題は人口
減少と高齢化です。働き方改革により人材確
保・人材定着を解決していかなければなりま
せん。そのためにも多様な労働人材を確保し
て労働生産性を上げていくためには「女性・
若者の活躍できる仕事環境」、「高齢者の就業
促進」、「外国人材の受け入れ」が不可欠の時
代が始まってきています。
　我々業界も人材の確保、働き方改革は喫緊
の課題です。中長期的な視野で2020年を過ぎ
ても更なる進歩・成長が続けられる強靭な体
力・骨格を形成する努力が求められます。
　末筆になりましたが、今号もご寄稿・広告
に協賛いただいた会員各位に厚く御礼申し上
げます。

　残暑お見舞い申し上
げます。
　政府は2020年には
外国人観光客4,000万
人の訪日を目標にしてい
ます。インバウンドによる

収入効果も期待できます。また観
光だけでなくビジネスでの来日も益々増えて
くることが予想され、労働力不足を解消する
ための外国人労働者の受入れも増えてくる
でしょう。東京を中心に、国際色豊かな風景
が当然の社会現象になっていきます。更に
人だけでなく、今回のEPAの合意などによ
り外国製品も数多く「モノ」の輸入量も増え
てくるでしょう。
　良いことばかりではありません。海外から
人・モノが日本に入ってくることに伴い外来
の有害な動物、植物も入ってくるリスクも増
えてきます。最近メディアを賑わせているヒ

編集後記



建機レンタルNavi
建設機械のことなら建機レンタルNavi

建機レンタルNaviは、全国の建設機械利用者様に対してレンタルの情報をインターネットを通じて
お届けすることで、建機レンタル事業者様のビジネス拡大をお手伝いいたします。

掲載企業募集中！！

POINT!
1

●さまざまなレンタルの情報を一箇所にまとめて提供。
　地域の建機レンタルの情報を簡単に検索して頂けます。

多くの会社が集まることでビジネスチャンスが広がる！

POINT!
2

●地域を越えて情報発信できます。
●ホームページを持つことで、自社の認知度・信用力アップ！
●既にお持ちのホームページとの連携で、更なる集客も！

無料で簡単にホームページが持てる！

POINT!
3

●登録事業者様向けの営業を支援するオプション機能を順次ご提供！
　事業者様のビジネス拡大・営業効率化を支援します。

便利な営業支援機能！

http://www.kenki-navi.com/建機レンタルNaviサイト

お問合せは 0120 977 671 　 kenki-navi@nsd.co.jp

NSDの建機レンタルシステムは、
各種レンタル業の幅広いお客様にご利用頂いております！

NSDの建機レンタルシステムソリューション

「使える・選べる」システムで、会社が変わる

クラウド型サービス お客様所有型サービス

簡単導入・低価格！
インターネット経由でシステムを利用することで、

サーバや特別なソフトを必要とせず、
豊富な機能をすぐにお使い頂けます！

お客様の業務に合わせて、きめ細かく対応！
お客様の社内に専用のシステムを構築することで、

現場の多彩な要望にもお答えできます！

【本　　　社】
【大 阪 支 社】
【名古屋支社】
【福岡事業所】

●お問合せ専用／フリーダイヤル 0120－977－671 ※携帯電話からもご利用頂けます
詳しくは「NSD レンタル」で検索！

東京都千代田区神田淡路町2－101 ワテラスタワー
大阪府大阪市北区堂島1－6－20 堂島アバンザ
愛知県名古屋市西区牛島町6－1 名古屋ルーセントタワー
福岡県福岡市博多区博多駅前2－19－24 大博センタービル

〒101－0063
〒530－0003
〒451－6005
〒812－0011 URL E-mailhttp://www.nsd.co.jp/ rental@nsd.co.jp

NSD レンタル 検索

掲載無料

スマートフォン
でも利用可能

建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建機機機機機機機機機機機機機機機機機機レレレレレレレレレレレレレレレ
ンンンンンンンンンンンンレレレレレレ タタタタタタタタタタタタタタタルルルルルルルルルルルルルルタタタ
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ボブ・ディメット取締役副社長 - Scott-Macon Equipment

我々がe-Emphasysを選んだ理由は、彼らの建機代理店及びレンタル会社の
日々の業務に関する深い理解があるからです。このソフトウェアは、

合理的かつスタンダード化されたビジネスプロセスを全て網羅しています。


