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　謹んで初春のお慶びを申し上げます。

　会員の皆様におかれましては、健や

かに新年をお迎えのこととお慶び申し

上げます。

　さて、昨年12月に発表されたその

年を表す漢字が、「北」に決まりました。

北朝鮮のミサイル発射や核実験の強行、

九州北部豪雨、北海道産のじゃがいも

の不作、北海道日本ハムの大谷翔平選

手や清宮幸太郎選手、競馬キタサンブ

ラックなどが選ばれた主な理由だそう

です。

　九州出身の私に限らず、世相を表す

「北」という漢字は、少なくとも「南」

や「東」「西」より心に冷たく響く漢

字の筈。世相と言えば、我が国の昨年

後半の景気は必ずしも冷たいわけでは

なく、７月～９月のGDP成長率は２

次速報値において、実質0.6％（年率

2.5％）、名目0.8％（年率3.2％）と

なり景気回復の兆しが見えてきました。

　内外需別の寄与度をみると民間在庫

変動や民間企業設備投資が上方改定と

なったため内需の寄与度が、１次速報

値より0.3％上方修正されたからです。

外需に関しては、財貨やサービスの純

輸出等の指数に変動はありませんでし

た。

　こういった状況下、昨年９月に本部

において日経リサーチによる３回目の

「建設機械レンタル業実態調査」が実

施され、レンタルの売上が前年比

1300億円（9.6％）減の１兆2200億

円になったとのややショックな結果が

もたらされました。

　直近の協会ニュースでも書きました

が、レンタル売上は（単価×稼働率）

ですから稼働率が低下しなくても単価

が下落すれば売上が下がる計算で、当

支部が大半を占める首都圏の単価の下

落が大きく影響しているものと思われ

ます。何とも由々しきことです。

　話は変わりますが、今期は「人材育

成」のためのサポートと「働き方改革」

の推進を重点施策として取り上げて参

りました。

　特に我々建設関連業にとって人材の

確保と育成は喫緊の課題であり、今回

露見した大手ゼネコン４社のリニア建

設に伴う談合事件は、大きく我々の業

界の信用を失墜させるもので、日頃の

我々の地道な努力が水泡に帰しかねな

い頭の痛い問題です。

　巷間、人が集まらない業界の筆頭と

人材の確保と育成は喫緊の課題
人事評価制度は企業成長の礎
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いわれているのが我々の建設関連業界で

すが、どこの会社に行っても「仕事が有

るのに人手不足で困ってる」「募集して

も応募が無い」といった声が聞かれます。

従ってイメージダウンしたこの状況を如

何に払拭して行けるかが、今後の協会の

新たな役目となってくるでしょう。

　すでに「働き方改革」に取り組むべく、

『建機レンタル業のモデル就業規則』は

皆様のお手元にお届けしています。

　次に着手すべきことは、「人事評価制

度」ではないかと考えます。各社、ハロー

ワークでは人材が確保できないので転職

サイトに登録したり、HPの整備にも力

を入れているようですが、中々実効が上

がらないのが実情です。

　これは或る調査会社の受け売りですが、

正しい「人事考課システム」を導入した

「評価制度」こそ、単なる賃金決定のツー

ルに止まらず我々中小企業にとって成長

していくために欠かせないものだと考え

ます。

　過去は個社で取り組むべきだった「人

事評価制度」ですが、今後はサポートす

るため協会でも取り組んで行くことをお

約束いたします。

　又、次回の流通アンケートでも本件を

取り上げて参りますのでご協力をお願い

致します。

　2020年の東京オリンピック・パラリ

ンピックの槌音も聞こえ始め、築地市場

の移転に伴う豊洲市場の開場日が今年の

10月に決まりました。既に建設に着手

している新品川駅（仮称）も2020年の

暫定開業を目指しています。

　このように建設工事が活況を呈する中、

先頃日本建設業連合会が「週休二日実現

行動計画」の細目を理事会で正式に決定

しました。それは、次の７項目の基本方

針です。

　① 週休２日を21年度までに定着させる

　② 建設サービスは週休２日で提供する

　③ 週休２日は土日閉所を原則とする

　④ 日給月給の技能者（職人）の総収

入を減少させない

　⑤ 適正な工期を設定する

　⑥ 必要な経費は請負代金に反映させる

　⑦ 生産性をより一層向上させる

　これらのことがスケジュール通り進む

ならば、我々建機レンタル業界にとって

も単価や就業条件にとってもプラスに作

用するため大いに期待したいところです。

　何れ建機レンタル業界も完全週休２日

制を実現できる日も近いことでしょう。

　年頭に当たりまして会員の皆様にとっ

て最高の年となられますよう祈念申し上

げ、新年のご挨拶と致します。
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平成29年

 ８月30日（水） 会報71号夏季号発行

 ８月30日（水） 可搬型発電機整備技術者資格取得講習合格発表

 ９月12日（火） 29年度第２回理事会・正副会長会議 山の上ホテル

 ９月14日（木） 第158回TRゴルフ会 木更津ゴルフクラブ

 ９月21日（木） 流通委員会 すみだ産業会館

 ９月22日（金） 賛助部会分科会 協会事務室

 ９月24日（日） 懇親行事「社会見学ツアー」 キッコーマン、アサヒビール

 ９月26日（火） 協会ニュース89号発刊

 ９月28日（木） 関東地方整備局技術展示館連絡協議会 船橋技術展示館

10月 ３日（火） 商品講習：クボタ、ヤンマー、コベルコ コベルコ市川センター

10月 ５日（木）

・ ６日（金）
職長・安全衛生教育 連合会館

10月 ５日（木）

・ ６日（金）
関東ブロック会議 長野県軽井沢市

10月13日（金）

・14日（土）
大型建機部会事業所研修 日立住友重機械建機クレーン

10月17日（火） 千葉協議会：勉強会 三井ガーデンホテル千葉

10月19日（木） 東京協議会：役員会 バネバグーズ銀座

10月20日（金） 管理者教育講習会 日本教育会館

10月27日（金） 商品講習：タダノ タダノ両国ビル

10月30日（月） 月例点検料完全徴収文書発信

11月 １日（水） 教育・広報委員会 TKP神田駅前

11月 ７日（火） 茨城協議会：ゴルフ会 サミットゴルフクラブ

11月 ８日（水） 流通問題勉強会 グランドヒル市ヶ谷

11月16日（木） 商品講習：アイチ アイチ関東支社

11月17日（金） 50年誌作製特別委員会 TKP神田駅前
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平成30年

 １月18日（木） 千葉協議会：新年賀詞交歓会 三井ガーデンホテル千葉

 １月19日（金） 茨城協議会：新年賀詞交歓会 ホテルグランド東雲

 １月22日（月） 平成30年新年賀詞交歓会 グランドヒル市ヶ谷

 １月24日（水） 50周年実行委員会 TKP神田駅前

11月22日（水） 茨城協議会：勉強会 ホテルグランド東雲

11月22日（水） 埼玉協議会：ボウリング大会 大宮ラウンドワン

11月28日（火） 千葉協議会：ゴルフ会 大栄カントリー倶楽部

11月29日（水） 東京協議会：懇親行事 バネバグーズ銀座

12月 ７日（木） TRゴルフ幹事会 協会事務室

12月 ８日（金） 大型建機部会 TKP神田駅前

12月 ８日（金） 賛助部会役員会 クボタ建機会議室

12月13日（水） 正副会長会議 TKP市ヶ谷

12月13日（水） 29年度第３回理事会 グランドヒル市ヶ谷

12月13日（水） 賛助部会合同年末懇親会 グランドヒル市ヶ谷

12月21日（木） 北首都国道事務所災害協定調印式 北首都国道事務所

12月22日（金） 関東地方整備局技術展示館連絡協議会 松戸市 建設技術展示館

12月26日（火） 協会ニュース90号発刊
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平成30年新年賀詞交歓会が１月22日

（月）午後５時より、ホテルグランドヒル

市ヶ谷瑠璃の間において開催されました。

今年も過去最大となる438名（正会員206

名、賛助会員178名、建設会社35名、来賓

５名、報道他14名）のご参加の申込をいた

だきましたが昼過ぎからの大変な降雪で開

催も危ぶまれ、交通手段との関係からやむ

を得ずご欠席の方々もありま

したが滞りなく開催され、ある

意味記憶に残る賀詞交歓会と

なりました。

今年は東京支部として創設

50周年となる大きな節目の年

を迎えます。業界的にも2020

年の東京オリンピック・パラリ

ンピック等により活況が期待さ

れ、飛躍の年として「希望」に

満ち溢れた2018年の幕開けと

なりました。

冒頭、藤本支部長より「我々

建設機械レンタル業界として、

災害対策、排ガス対策、ICTへの貢献など

の役割拡大と、賃貸業を建設業関連業種と

なることを目指し会員の登録制度、人材の

育成をテーマに創立50周年を迎えた東京支

部として、更なる発展に向けて頑張ってい

きたい」との力強い挨拶が有りました。

その後、福山副支部長の元気な「乾杯！！」

の発声で和やかな交歓会へと進みました。

支部長　藤本　俊雄

今年も多くの皆様がご出席され盛大に開催

平成30年 新年賀詞交歓会



7

国土交通省
関東地方整備局 企画部
施工企画課
課　長　神宮寺　保秀

副支部長　福山　慎一

㈱クボタ建機ジャパン
代表取締役社長
伊達　康二

正 会 員　菅機械工業㈱　油機サービス㈱
　　　　　㈱生産技術パートナーズ　ケーティーマシナリー㈱
　　　　　EP Rental㈱
賛助会員　荒井商事㈱　SORABITO㈱　㈱諸岡

副支部長　小松崎　伸一郎

㈱竹中工務店
生産本部 生産機械部
部　長　森田　将史
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　東京支部「流通問題勉強会」は平成

20年に現支部長の藤本流通委員長が立

ち上げその後高野委員長（㈱アクティ

オ）、私と引き継がれ今回が10回目の

節目の開催となります。この勉強会で

はその時々の私たち業界としての懸案

事項や取り組み課題などをテーマに取

り上げて開催してきており、会員の皆

様のご支援をいただき現在では東京支

部として定期総会、賀詞交換会と並び

支部の３大行事の一つにまで位置づけ

られております。

　今回の第10回は社会的にも大きな

テーマと成っており、私たち業界とし

ても避けて通れない「働き方改革」を

テーマとし、2017年11月８日（水）、

ホテルグランドヒル市ヶ谷にて開催し

118名の参加をいただきました。ご多

忙の中ご参加いただきまして皆様に改

めて感謝申し上げます。

　今回の勉強会は２部構成で都合４時

間の開催です。

　第１部は働き方改革総合研究所㈱ 代

表取締役の新田龍氏に「働き方改革は

意識改革；改革先進企業の取組成功事

例と共通点」をテーマに基調講演をい

ただきました。まず参加者への現在の

働き方改革への取組状況の質問に始ま

り、働き方改革は単に「時短」「早帰り」

等や「福利厚生」ではなく前提となる

「ルールを変える」こと、政府が進め

る重要項目、生き残る人と取り残され

る人の違い、成功した組織が共通して

実践しているポイントと進み、最後は

具体的に何をすればいいのか？と細か

く話をしていただきました。

　業務効率化における「三大悪」①仕

事の属人化②ムダな会議③過剰品質、

また「仕事は死ぬ気でやれ！ただし、

８時間以内でね」との言葉が印象に残

りました。

　第２部は１部の講演を受け、レンタ

ル会社代表６社によるパネルディス

カッションです。パネラーとして大手

広域から２社で㈱アクティオ 後藤津義

氏、西尾レントオール㈱ 野津晃司氏、

地場業者からも２社で㈱イマギイレ 今

給黎宣成氏、新光重機㈱ 中尾謙一郎氏、

メーカー系レンタルから日立建機日本

㈱ 伊藤政浩氏、賛助会員からはユアサ

商事㈱ 奥井良弘氏の６名に参加をいた

だき私の進行で行ないました。この組

み合わせは、会社の規模等を超え幅広

副支部長・流通委員長
小松崎 伸一郎（小松崎機械㈱）
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い意見が出るのではないかとの思惑に

よるものからです。

　各社の就業規則の状況、課題、取組、

社員の士気高揚策、従業員満足度と顧

客満足度、社内コミュニーケーション、

新規採用、ビジネスツールの活用の７

項目のテーマで進めました。基本資料

としては、８月に会員に通知された関

東ブロック支部（東京、神奈川、栃木、

群馬、長野、新潟）６支部長による建

機レンタル業界の「働き方改革」への

取り組みについて、併せて４月に協会

本部が配布しましたモデル就業規則を

参考としました。

　活発な意見交換があり、参加者への

質問も行い、業界に共通する課題につ

いて情報交換をすることで会員の皆様

も現状を理解され改めて取り組みへの

認識を強く持たれ、業界全体の意識の

底上げをすることが出来たものと思わ

れます。

　参加者の皆様がそれぞれの立場で働

き方改革に取り組むことを願って６支

部長文書に記載されていた『働きやす

い会社、明日への希望が持てる会社、

明るい未来が有る業界』をスクリーン

に大きく写し、パネルディスカッショ

ンを終了しました。

　また、終了後は懇親会を開催しまし

た。懇談の中で皆様から勉強会につい

ての様々な意見をいただきました。こ

れから流通委員会を進めるなかで参考

にしていきたいと思います。勉強会同

様に有意義なものとなりました。

　最後になりましたが、会員各社との

情報交換を図り、様々な流通問題の解

決に向けて取り組んでまいります。こ

れからもご意見、ご要望をいただきた

いと思います、今後も宜しくお願い致

します。

パネラーのみなさん

基調講演 新田龍 氏

会場の様子
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現在、レンタル機械の月次点検における点検料がユーザーより徴収できていない状況が散見さ
れております。
建設機械の月次点検は日本建設機械レンタル協会「建設機械等レンタル基本約款」にもユーザー

において実施されることが明記されております。
この点検料の徴収徹底につき関東ブロックで一体となり運動を展開することとなり、関東６支

部長連名で10月30付けで下記文書を正会員の皆様に発信いたしました。
会員の皆様におかれましては徹底方よろしくお願いいたします。

【月次点検料】完全徴収への取り組み



11

事務局より②事務局より② 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

油脂類の共同購入のご案内事務局より①

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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講座２　 ㈱クボタ建機ジャパン、ヤンマー
建機㈱、東日本コベルコ建機㈱

開催日：10月３日（火）
場　所：東日本コベルコ建機
　　　　南関東支社市川センター
受講者：31名
テーマ： ミニ油圧ショベルトラブルシュー

ティング

今回初めての試みで、原因追究と修理を受
講者が究明して解決対応する内容で実施しま
した。実技講習終了後に評価検証を行い知識
の修得、対応力の向上を図ることにより、実際
に現場でトラブルが発生した際の処理能力を
高める意味では中身の濃い研修となりました。
経験５年までの限定条件で募集した17社

30名の技術社員を午前15名、午後15名の２
部制。講習では経験年数の近い他社の社員の

５名がチームを組み、３グループで各メー
カーのそれぞれの機械のトラブル解決に取組
み、ローテーションで３社全ての機械を経験
してもらいました。各社の講師の方々からも
トラブル発覚後の初期対応、電気回路図の見
方など実践的な指導をしていただき、受講者
も自社で扱い慣れているメーカー以外の機械
に触れることで視野を広げ課題克服の力をつ
ける良い機会となりました。
講習後のアンケートからも研修内容につい

て好評の意見が多く、今後もこのような講習
を続けて行ってほしいとの声が多くありまし
た。後日、参加社員の報告を受けたその会社
のトップからも御礼のメールをいただきまし
た。これからも東京支部として賛助会員各社
のご協力を頂きながら、内容に工夫を凝らし
会員のスキルアップに繋がる講習を企画して
参ります。

商品講習PART Ⅶ　

㈱クボタ建機ジャパン、ヤンマー建機㈱、東日本コベルコ建機㈱

コベルコ実機講習クボタ実機講習

受講者のみなさん ヤンマー実機講習
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講座３　㈱タダノ
　開催日：10月27日（金）
　場　所：㈱タダノ両国ビル
　参加者：26名
　テーマ： 小型移動式クレーン操作及び
　　　　　 メンテナンス講習、ウインチ運

転講習

　講座３が㈱タダノ様の協力により、タ
ダノ両国ビル研修室で実務経験５年以下
の技術社員17名、フロント担当社員９名
の９社26名の方々が参加して実施されま
した。
　午前の部では巻上げ機（ウインチ）に
ついての座学講習と屋外での実技講習（ウ
インチの運転及び荷掛け合図等）が行わ
れました。巻上げ機（ウインチ）の操作
には「特別教育」の資格が必要です。参

加者の中で資格を保有している方は１名
だけと認知されていないことも多く大変
勉強になったようです。
　午後の部では、小型移動式クレーンの
構造及び性能、安全対策についての座学
講習とレンタル機貸出し時の操作説明、
注意事項及び返却時の重要チェック箇所
について実機での説明が行われました。
小型移動式クレーンについては事故事例
も多く、死亡事故にも繫がっているため
安全対策への知識と技術的備えは非常に
大切です。
　限られた時間での講習会でしたが受講
者の皆様からも役に立つとの声を多くい
ただきました。協会としても今後、皆様
の要望を参考にさせていただき実務的な
商品講習の開催を検討してまいります。

㈱タダノ

実機講習 実機講習

講師のみなさん 受講者のみなさん
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講座４　㈱アイチコーポレーション
　開催日：11月16日（木）
　場　所：㈱アイチコーポレーション
　　　　　関東支店
　参加者：16名
　テーマ：トラック式高所作業車の点検
　　　　　講習

　今年度４回目となる最後の商品講習が
㈱アイチコーポレーション様のご協力に
より、さいたま市の同社関東支店講習会
場で技術社員11名、フロント他５名の
10社16名の参加で実施されました。
　高所作業車の入庫時、出庫時、月例の
点検の項目や、作動のしくみ、構造の説
明、更に特に注意すべき入庫時の点検の
重要ポイントを詳しく説明が行なわれま

した。見落としてしまうことにより、余
計な修理費用がかかるリスクを伴う事例
を聞き入庫時の点検の大事さを理解でき
たのは大きな収穫でした。実機による点
検演習では受講者同士での意見交換も活
発に行われ、講習を通じて整備時の視野
の拡大に大きく役に立つ内容でした。こ
の講習は経験年数制限なく行われました
が、各々の経験で捉えている課題、問題
点に対しても参考になる内容となりまし
た。
　講習後のアンケートでも入庫時、現場
での機械トラブルへの対応能力向上には
並々ならぬ熱意が感じられます。
　次年度も会員のスキルアップをサポー
トできる商品講習を開催してまいります。
多くの方のご参加をお待ちしています。

㈱アイチコーポレーション

講師のみなさん 受講者のみなさん

実機講習 実機講習
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平成29年度の安全衛生責任者教育が10
月５日・６日、御茶ノ水の連合会館に12社
25名が参加して開催されました。
講師による講義だけではなく、３名ずつ

８班のグループで、職長と部下と課長の３
役にわかれ部下の悩みを職長が聞いて報告
するという実践的なロールプレーイングや、
５名ずつで作業手順書の作成にむけての対
応討議やリスクアセスメントの洗い出し、
見積、低減措置の検討などのテーマで行わ
れました。受講者各々が職長の役割を理解
しながらグループのメンバー内で熱気のあ
る討議が行なわれ、まとめた解決内容を力
強く発表されていました。
また、ビデオによる現場での職長の働き

の内容も実践的でわかりやすく大変勉強に
なったとの感想も多く出されています。

安全講習は安全衛生法で一定の作業に従
事する職員に対し、事業主が実施すること
が義務付けられています。現場内での安全
への意識、規律徹底の要求はますます高まっ
ており、私達レンタル各社としても現場で
行う機械の保守・メンテナンス作業の際、
必要とされる資格です。
来年度も実施いたしますので、多くの方

の受講をお待ちしています。

職長・安全衛生責任者教育

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。
ご注文は事務局までお願いします。（１枚100円）

※カラー見本は当支部ホームページでご確認下さい。

事務局より③

グループディスカッション ロールプレーイング

田原講師

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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本年度の管理者教育講習会が10月20日
（金）、藤本支部長（㈱ビー・トライ）と寅
副支部長（㈱レンタルのニッケン）を講師
に日本教育会館に18社37名が受講し開催さ
れました。
藤本支部長が開講挨拶で、業界の今後の

課題について話された後、前年に続き、「管
理者教育クイズ」が実施されました。レンタ
ルの歴史、建設関連事例、政治面や一般常
識など、その内容は管理者として知っておく
べき知識ばかりで少し難しい内容でしたが
大変参考になったことと思われます。引続き
賃貸業の歴史と定義について講義をいただ
き、レンタル会社の現状やレンタル価格設
定の基本などを含め今後管理者として勉強
していくべき参考になる内容でした。
寅講師からは「レンタル業の基礎知識と

部下をその気にさせるマネージメント及び
お客様をその気にさせるプレゼンテーショ
ン」をテーマに具体的な事例を取り入れな
がら、受講者への問いかけも交えて分かり
やすく講義が行われました。
今回は『「単価を下げましょう」を言わな

いで、受注に繋げるにはどうしたら良い
か？』をテーマとしたグループディスカッ
ションを５つのグループに分けてポスト
イット方式で行ないました。各グループ内
で活発に意見が出され、まとめたあとに発
表が行われました。
講習会後の懇親会ではグループ討議での

交流もあったせいか昨年よりも盛況で受講
者同志での名刺交換、情報交換が活発に行
われていました。大変有意義で充実した長
い一日、参加者の皆様お疲れ様でした。
講義に使用された資料は支部のHPに貼付

されています。会員の皆様で是非ご覧にな
り参考にしてください。

管理者教育講習会

グループディスカッション

寅講師

和やかな懇親会

受講者のみなさん

藤本支部長
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この度、大型建機部会では、愛知県大府
市にある、日立住友重機械建機クレーン㈱名
古屋工場を見学してきましたので報告致しま
す。

クローラークレーン等の建設機械及びこ
れらに関連する機械器具装置の製造、修理、
販売が事業内容の同社は、愛媛県西条市にあ
る西条事業所（大型機の最終組立,試験検査,
出荷）と名古屋工場の２ヶ所に生産拠点を有
しています。『クレーン事業において、「安心」
と「信頼」を基礎に、「新しい価値」を提供
することで社会に貢献します』の企業理念の
もと、“世界のお客様に満足を”（横山社長メッ
セージ）とした日本を代表するグローバルな
企業です。

名古屋工場は、敷地面積：約100,000㎡
（３万坪）に建屋面積：41,000㎡（1.2万坪）の
規模で、生産工場以外にも、部品センターや
技術研究所も併設しており従業員600名の大
規模な工場となります。

オリンピック需要や首都圏等の再開発、リ
ニア新幹線などの豊富な需要に支えられて同

工場では30台～50台／月を生産し、国内シェ
アは40％、海外シェアでも20％と高く、世
界的な企業の大工場として機能しています。

工場見学に訪れる企業も多く、記念写真も
名古屋工場で撮影・全員に配布を頂きました。

当日は、金澤様、五十嵐様、渡邊様、高
野様にご説明・ご案内を頂き誠にありがとう
ございました。

日立住友重機械建機クレーン㈱の益々の
ご発展を祈願いたしまして、見学会の報告と
致します。

平 清二朗（西尾レントオール㈱）

大型建機部会研修会報告

今年度も会員各社の技術スタッフの技能レベル向上に向けて「溶接技能コンテスト」
を開催しております。

11月10日の締切で関東ブロック支部参加者を含め43名の方の参加申込がありまし
た。多くの技術マンのご参加有難うございます。各社において２月16日までの作業期
間でルールに則った溶接作業を既に行っていただいている方、これからチャレンジす
る方、皆様全員の合格を期待しております。

作業後の出来栄えは専門の検定機関により審査され80点以上が合格となります。合
格者には東京支部より「合格認定証」を発行します。更に成績優秀者は表彰が行なわ
れます。４月上旬の合格発表で多くの合格者が出ることを願っております。参加者は
くれぐれも検定品締切期日に遅れないように注意してください。

今後、協会としてもこの様な各社技術者の技術力向上に向けての技能コンテストを
企画してまいります。是非ご参加下さい。

溶接技能コンテスト実施中事務局より④

参加者のみなさん
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平成29年度第２回目となる第158回

大会が９月14日（木）千葉県袖ケ浦市

の木更津ゴルフクラブに28名が参加し

開催されました。

南の海では台風18号が迷走しこちら

への影響が心配されましたが、当日は残

暑からさわやかな秋風吹く時期に移りゆ

く気持ち良い気候の中、好天にも恵まれ

絶好のゴルフ日和で行われた大会となり

ました。

参加された皆様は日頃鍛えた腕を十分

に発揮され、コミュニケーションもとり

ながら楽しんでプレーをされていました。

当日の成績は次の通りです。

TRゴルフ会

第158回

優 勝 石 原 康 孝 ヤンマー建機㈱ ネット72（アウト45　イン48）

準優勝 小野田勝利 オノデンリース㈱ ネット70（アウト41　イン41）

3 位 飯 田 敏 彦 ㈱飯田機械産業 ネット73（アウト51　イン48）

※会のルールにより優勝、準優勝が入れ替わっております。

優勝の石原さん（右） 準優勝の小野田さん（中央） TRゴルフ会幹事会（12月7日）

　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８回意見交換会が東京支部の担当で
10月５日（木）、５支部６名（長野支部
欠席）が参加し、一段と冷え込み紅葉の
進む長野県軽井沢町で開催されました。
毎回通りこの半年間の各支部の活動状
況、年度後半の活動予定が報告されまし
た。今回の主要議題は前回の会議で出さ
れた「月次点検料の完全徴収」について
のブロックでの一体的な活動です。東京
支部作成の通知文原案（本誌10頁に掲載）
を審議し、ブロックとしてまとまって運
動を展開することが決定されました。
また、併せて12月から第２回がスター
トする東京支部の「技能コンテスト；下
向き溶接」に他５支部も参加することが
決定されました。
自由討論で藤本支部長より、我々のレ
ンタル単価が正常化されないのは建設業

の収益性の低さに有るのではないか、
近々開催される関東整備局との意見交換
会に協会側からの１つのテーマとして出
したいとの話、地域の景況感、働き方改
革、災害協定、協会運営上の問題点など
多くのテーマについて意見交換がなされ
ました。
翌日の６日（金）は第２回ブロック対
抗ゴルフ大会です。６支部から20名の精
鋭が参加し、団体戦と個人戦で争いまし
た。団体戦の優勝は栃木支部、東京支部
は残念ながら準優勝（昨年は同率３位）
です。しかし、個人戦は我が支部の鈴木
康友氏（㈱鈴木機工）が見事優勝し一矢
報いました。次回開催時はステップアッ
プして是非、団体戦の優勝を期待いたし
ます。

関東ブロック意見交換会

関東ブロック会議 ゴルフ大会参加のみなさん

会員の加入勧奨について事務局より⑤事務局より⑤

　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。
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今年度の会員親睦会は目先を変え社会
見学「子供も楽しめる大人の工場見学ツ
アー」として、９月24日（日）に秋晴れ
に恵まれ心地よい秋風を受けながら、お
子様９名を含む40名の方が参加されまし
た。
大型貸切バスで東京駅を出発して約50分、

千葉県野田市のキッコーマン野田工場に到
着。まず宮内庁に納める御用醤油醸造所、
通称「御用蔵」を見学しました。続いて工
場内「もの知りしょうゆ館」をスタッフの
案内で「しょうゆ」のすべてを視覚だけで
なく嗅覚も働かせ醤油の製造工程を理解し
ながら楽しく見学することが出来ました。
次に茨城県牛久市に移動して、神谷傳

兵衛の日本初のワイン醸造所シャトーカ
ミヤを訪ねました。2008年には３棟の旧
醸造場施設が国の重要文化財に指定され
ています。約６万平方メートルある敷地内
に、当時の建物を活かした記念館やレス

トランを整備し、ワインの歴史を紹介する
とともに“食の楽しさ”も提供しており、こ
このバーベキューガーデンで昼食をとり、
園内の散策を楽しみました。
最後は守谷市のアサヒビール茨城工場

の見学です。麦、ホップなどのビールの
原料の説明から衛生的でスケールの大き
い工場でビールが瓶詰されるまでの工程
を楽しく見学することができました。見
学後、地上60ｍのアイムタワーで関東平
野を眺めながら出来立てのビールの試飲
を楽しみ、冷たいビールに舌鼓を打ちな
がら皆さんの会話もはずんでいます。
18時過ぎに無事東京駅に到着し、夜の

とばりの中、高層ビルを背に翌日からの
１週間の始まりに向けて気持ちを切り替
えながらそれぞれが家路についていきま
した。１日お疲れ様でした。
来年度も楽しい行事を計画しますので

是非ご参加ください。

懇親行事：社会見学ツアー

アサヒビール見学 アサヒビール試飲会場 楽しい昼食バーベキュー

参加者のみなさん牛久シャトー
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理 事 会

50年誌作製特別委員会

流 通 委 員 会

教育広報委員会

平成29年９月12日（火）

平成29年11月17日（金）

平成29年９月21日（木）

平成29年11月１日（水）
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◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

　11月29日（水曜日）東京協議会としては
初めてとなるスポーツ懇親行事を開催しまし
た。東京協議会ではゴルフやボウリングなど
の運動系の懇親会を開催したことが無く、競
技ダーツの経験者である当協議会総務役員の
小俣社長の発案によりダーツ大会を開催する
事となりました。今回の開催に際し、小俣社
長には会場の選定、開催内容、協賛の募集な
どなど多大なご尽力をいただき、改めて感謝
申し上げます。
　会場は銀座６丁目にあるBAGUS（バグー
ス）銀座店、ダーツボードが６面ある地下二
階の５～60名程入るフロアーを貸し切り、
48名の皆様にお集まりいただき和気あいあ
いとした雰囲気での開催となりました。参加
者はマイダーツを持ってきている方もいらっ
しゃいますがダーツ未経験か１～２回過去に
投げた経験があるという方がほとんどです。
　先ずは30分ほど自由に投げて練習してい
ただきルール説明に入ります。小俣社長によ
る熱心なゲーム説明とチーム分けが伝えられ
ゲーム開始です。今回のダーツボードは
DARTSLIVE ２、１チーム７～８名に分か
れての団体戦で、ゲームはカウントアップ（３
本のダーツを１セットで８回投げた合計点数
を競う）でのスタート。チーム内の平均点数
の高い順に４チームに絞られ、そこからさら
にカウントアップで対戦し２チームに絞られ
ました。
　決勝のゲームは501（01ゲームの１つで、
501点から投げた点数を引いて最後にジャス
トゼロにするゲーム。ゼロをオーバーすると

最後の点数を投げ直し。）で対戦、参加者の
皆様の視線と歓声に緊張しながら順調に点数
は減っていくものの、最後の一本がなかなか
出ません。泥仕合の様相を見せ始めた時、入
りました！ジャストゼロ！！
　優勝はチーム№２、山下副代表のチームで、
個人優勝は最初のカウントアップで最高点数
を出した関東フォークリフトサービス㈱の宮
㟢さんでした。
　チーム優勝、個人優勝、ブービー賞などな
ど、各賞の表彰と豪華景品が渡され閉会とな
りました。協賛いただいた会員様、賛助会員
様、御礼申し上げます。
　初めての手探りで始めたダーツ大会でした
が、BULL（ダーツボードの中心）にダーツ
が入ると周りから歓声があがり、応援する方、
ワザと緊張させる方など、熱気にあふれた協
議会活動になりました。
　初めての方からも楽しめたとの声に、これ
からも東京協議会ではダーツ大会を定期的に
続けていきたいと思います。

山下 仁和（アクト建機㈱）

東京協議会

ダーツ大会 ルール説明 ダーツボード狙って一投

優勝者表彰



23

　平成29年度千葉地区協議会の活動も活動計
画に沿って順調に推移しています。５月の定
期総会、７月のボウリング大会も盛況のうち
に終了し、下記の勉強会、流通懇談会（道路
部会）、懇親ゴルフコンペも無事修了いたし
ました。
【活動報告】
１、平成29年度勉強会開催
　10月17日（火）に勉強会、並びに懇親会
が約160名の参加により、三井ガーデンホテ
ル千葉で開催されました。内容は２部構成で
１部は日立建機日本㈱ 多原副本部長様より
『ICT施工の現状と日立建機の取り組み』と題
された講演で情報化施工への取り組みに参考
となる内容でした。
　第２部は㈱ちばぎん総合研究所 松永専務様
より『衆議院選挙後の千葉県経済』と題した
講演で今後の千葉県経済を建設業から見た視
点から解り易く説明されました。
　その後両講師をお招きし懇親会を開催しま
した。藤本共同代表の挨拶、富山共同代表の
乾杯で情報交換の場へと移行し、ユナイト㈱ 
上野統括部長の中締めで和やかに閉会しまし
た。

２、第13回ゴルフコンペ（藤本杯）開催
　11月28日（火）に藤本杯ゴルフコンペが
大栄カントリー倶楽部で７組26名で開催され
ました。天気にも恵まれ素晴らしいコースを
皆堪能したことでしょう。
　優勝は㈱サクラコーポレーションの金谷様、
準優勝は福利厚生委員長 ㈱カナモト松本様で
した。ベスグロは接戦の中82で㈱鶴商メンテ
ナンス工業 西村様、皆様大変お疲れ様でした。
３、平成29年度流通委員会（道路部会）開催
　12月５日（火）に流通委員会（道路部会）
が東天紅の部屋を借りて開催されました。今
回はフリートーク形式で流通問題、各社の取
組みが議論され活発な意見交換の場となりま
した。又、同じく東天紅に各役員が合流し総
勢25名参加の忘年会へ移行し、藤本共同代表
を中心に和やかな時間をすごしました。今年
の千葉地区協議会の行事も当委員会で無事終
了する事ができました。千葉地区協議会会員
の皆様には大変お世話になりました。
　本年度の活動も僅かとなりましたが、千葉
地区協議会を中心に業界がさらに発展する事
を期待します。

廣尾 健太郎（ヤンマー建機㈱）

千葉協議会

埼玉協議会

受講者のみなさん ゴルフ参加者

８月21日（月）群馬県の八ッ場ダム現場視
察を正会員と賛助会員39名の参加で実施しま
した。朝８時に東松山に集合してバスでの出
発でしたが、昨晩の関越自動車道下り花園～
本庄児玉インター間で起きた事故検証と言う
ことで通行止め！八ッ場ダム視察を昼食後13
時からの予定を視察後昼食に急遽変更しまし
た。13時前に八ッ場ダムに到着し八ッ場ダム
資料館を見学してからダム視察の説明会に参
加。ダムの建設は昭和22年に起きた利根川の

氾濫で数千人の犠牲者が出たことで昭和27年
に計画が動き出し平成７年に工事を開始しま
した。途中、平成21年に歴代の都知事の反対
で工事中止となりましたが、平成21年９月に
再開されました。ダムの面積は約100万㎥で
東京ドームが約120万㎥と言いますから、東
京ドームで川の水を堰き止めるイメージを
持って頂ければどのくらいの現場かが想像で
きると思います。
説明会後、120ｍ上の場所から見学をしな
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がら工法、工程などの説明を受けました。次
に120ｍ下にバスで移動して現場を良く見ら
れるところで、実際に重機、クレーン、車両、
材料などを見学し工法の説明を聞きました。
１日１ｍづつ高さを上げる作業をして、そこ
ではＩＣ技術を使い正確な材料の数値と正確
な重機の動きや転圧の仕方の作業がされてい
ました。普段見ることができない大型重機や
大型機械が稼動しているのですが、あまりに
も大きな現場なので小型機械が動いているよ
うにしか見えません。また、日本に数台しか
ない770ｔの大型クローラークレーンも存在
感はありましたが、広い敷地の両サイドに
120ｍの壁がある現場だと小さく見えてしま
うんだな～と、思いました。約80分の視察で
したが、一生思い出になると言っていいほど
価値のある視察でした。お忙しい中、参加さ
れた会員、賛助会員の皆様、本当にありがと
うございました。
11月22日（水）ラウンドワン大宮にて毎

年恒例のボウリング大会を開催しました。参
加人数は正会員48名、賛助会員33名の81名
です。15時に埼玉協議会幹事の㈱イマギイレ 
風間常務さんの始球式（ナイス９本！）を皮
切りに大会がスタートしました。１チーム６
名の12チームで団体戦と個人戦各１位～３位
の豪華賞品獲得を目指しての熾烈な戦いの始
まりです。日頃はライバルでもあり、仕入先
でもあったりしますが、この時だけは同じ業
界同士という熱い絆で繋がっているような感
じがします。ストライクを出したときの声
援！失敗したときの激励？女性への応援！そ
してハイタッチ！と段々盛り上がってきた第
１ゲーム後半、数名の方たちのハイレベルな
スコア争いが始まっていました。その人達の
スコアがもう少しで200点越え間近のとき、
スコアボードを見ると、なんと！連続ストラ

イク４回！更にその上を行く連続ストライク
６回！それも後半の最後10フレームまで出し
ているので、この人達の勝負強さや精神的強
さに感銘しました。たぶん仕事にもその成果
が出ていると思います。１ゲーム目終了の結
果、トップは210点、２位は206点というハ
イスコアが目立っていました。後半の２ゲー
ム目は１ゲームで力を使い果たした人達が多
く見られましたが、チーム仲もより良くなっ
て応援スタイルも身体の動きが目立つように
なり、自然と仲間を応援している姿になって
いました。
会場を移し表彰式＆忘年会になり、埼玉協

議会幹事の㈱電動舎 石畑支店長の乾杯の発声
により始まりました。ボウリングで打ち解け
たのか何処の席も賑やかで、仕事の話ではな
くごく普通の世間話の会話でより一層親密感
が深まった感じです。お酒と料理が次々と
減っていく中、表彰式が始まり団体戦の発表
で１位～３位は僅差で悔しがる人の残念な表
情が印象的でした。個人戦は１ゲーム目に
210点を叩き出した、酒井重工業㈱ 鈴木統眞
さん、２位は206点を出した、ＪＡ三井リー
ス㈱ 村山太郎さん、３位が㈱荏原製作所の阿
部高久さんでした。個人戦は賛助会員に全部
持っていかれてしまいました。
最後に埼玉協議会幹事の西尾レントオール

㈱ 近藤部長から「業界の活性化をもっとして
行き、若い人に魅力ある業界を目指しましょ
う・・・。」の締めで今年の行事は終了しま
した。ご参加いただいた正会員、賛助会員の
皆様ありがとうございました。今後とも埼玉
協議会を宜しくお願いします。
2018年２月には新年会を予定しておりま

すので、皆様のご参加を心よりお持ちしてお
ります。
 黒米 臣行（㈱東リース）

八ッ場ダム見学会参加のみなさんボウリング大会
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平成29年11月７日（火）サミットゴル
フクラブ（石岡市）に於いて茨城協議会の
ゴルフコンペが開催されました。８組30名
の御参加を頂き、早朝は霧で先が見えない
状況の中プレーが始まり、やがて快晴の空
となり、最高気温23度と少し汗ばむ陽気で
したが、皆和気あいあいの和やかな雰囲気
でプレーがなされました。
このゴルフ場は10月５日～８日の４日間
に、第56回日本プロゴルフシニア選手権大
会「住友商事・サミットカップ」が行われ
たコースで、綺麗に整備されたベント芝の
グリーンやサンドバンカー等、美しさの中
に高度な戦略性があり、それぞれのレベル
で挑みがいのあるコースです。
優勝は、新ペリア方式で、アウト45・イ
ン41・グロス86　ネット70.4で関東鉄工
㈱ 鈴木社長、準優勝はネット72.4で㈲茨
城リース 岡添社長、３位は㈱アールアン
ドアールの有山様が受賞し、その他全員に
は参加賞が渡され会場を後にしました。幹
事役のデンヨー㈱ 前田様、ユアサ商事㈱ 
井阪様にはお忙しいところ準備運営にお力
添えをして頂き誠にありがとうございまし
た。
11月22日（水）にはホテルグランド東
雲（つくば市）に於いて茨城協議会第２回
勉強会が正会員25社55名、賛助会員29社
46名、非会員２社の計107名の参加で盛大
に開催されました。第一部では、帝国デー
タバンク戸羽水戸支店長から、｢茨城県内
建設業の動向と見通し｣ の題目で講演が１
時間、県内の建設業の動向と決算書の見方

や分析での会社の取引での判断材料の勉強
をしました。第二部では、｢AdBlue仕様機
（４次排気ガス機械）のメーカーレンタル
会社としての取り組み｣ で、３人にお話を
頂きました。最初にコマツ国内販売本部建
機営業企画部商品・分野グループの表西（お
もにし）様より排気ガス規制の流れやエン
ジンの構造、AdBlueの商品や管理方法を
細かく約40分、次にコマツ茨城つくば根本
支店長より従来機と４次排気ガス対策車の
稼働状況、レンタル単価やAdBlueの消費
状況、お客様への請求状況とメーカー側か
らの取り組み事例を詳細に約10分間説明が
ありました。最後に、牛久産機張替社長よ
りAdBlueへの地場レンタル会社の今後の
対応等についてお話しがされました。今回
の勉強会では、AdBlueの取り扱いやレン
タル機械への補充方法、現場対応等を改め
て認識させられるものであり、４次排ガス
の機械はこれから各社本格導入になって来
ると思いますので、茨城協議会でも尿素の
取り扱いは、ガソリンやオイルと同じよう
に消耗品として捉え、当然お客様へ請求す
るものとして定義していかなければならな
いと考えさせられる内容でした。これを機
に茨城協議会でも各社足並みを揃えるべく、
AdBlueを満タン貸し出しと決定させて頂
く方向で考えております。その為には皆様
のご協力とご理解を頂きたいと思います。
第三部ではSORABITO㈱様より中古機械
のIT活用としてのＰＲをして頂き、その後
懇親の場所に移動しました。

根本 忠康（㈱エービーリース機械）

茨城協議会茨城協議会

受講者のみなさん勉強会
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ICT施行現場：東京都内某個人宅新築現場
施 工 種：基礎根切土工事
施工業者：某建設会社
使用機器：GCSフレックス２Dガイダンス

システム＋303ESR

ミニ油圧ショベルの簡単ICT

　i-コンストラクションの推進で大規模現
場ではICTを活用した工事の普及が進みつ
つあります。一方、都市土木ではドローン
の飛行禁止制限や、ビルなどの障害物によ
りGPS衛星電波の利用条件が限定される現
場が多く、都市土木ではICT活用は難しい
のでは？という声が聞かれます。ICTを利
用した現場施工や管理は大規模現場に限定
されるものでしょうか？そんな声に対し、
ミニ油圧ショベルで簡単なICT施工を行っ
た事例をご紹介します。
　ご紹介する現場は東京都内の個人宅新築
現場で敷地面積は約50坪、解体工事は済ん
でおり基礎の根切りに使用しました。
　搬入路の制限から、準備された重機はミ
ニ油圧ショベル303ECRです。ICT機材は
汎用後付のGCSフレックスという２Dガイ
ダンスシステムです。これにおなじみのレー
ザー発光器を組み合わせます。
　GCSフレックスでは設計面とバケットの
位置関係がグラフィカルに表示されること
で、オペレータは常に施工面と設計面の寸
法誤差を知ることができます。

　これにより、機械を止めて手元作業者に
検測してもらうことなくオペレータ自身が
出来上がり精度をリアルタイムに確認しな
がら作業を進めることができます。
　作業後のオペレータの意見は「ICTの精
度が高いので、完成精度が良くなった。検
測のたびに機械を止めたり乗り降りしたり
することがなく楽にできた」と好印象でし
た。また、手元作業員の意見は「重機の近
くに寄ることがなくなったので、安心して
作業ができました」とこちらも良い印象で
す。そして現場監督からは「最初の設定に
戸惑った。ベテランオペレータが乗ったの
で、設定時間のロスを差し引くと正直作業
時間はあまり変わらないと思う。ただし安
全性が高まることと、楽に安心して作業で
きることは評価できる。若年オペレータが
乗った場合は差がつくのではないか」との
ご意見をいただきました。
　この装置は、２DガイダンスにGNSSアン
テナを搭載することで３Dマシンガイダンス
にアップグレードすることができて小規模な
市街地現場でも３D施工が可能になります。
　今回の試験施工では、丁張りなどの準備
工を必要とせずに施工できる事が実証され、
小規模現場での省力化と安全性の改善が期
待されています。また、熟練のオペレータ
が不足する中、ICTガイダンスが若年者の
指導者代わりとなり熟練を要する作業も施
工頂けます。

日本キャタピラー合同株式会社

今号でメーカー系レンタル各社の「ICT施行事例」を掲載いたします。ICT施工と言えば大
型現場が想定されますが、ここでは小規模現場での施工事例、地場建設業者での施工事例に
焦点をあてていただきました。

ICT施行事例特集

GCSフレックスにより正確に掘削基礎根切土工事現場



27

ICT施行現場：香川県宅地造成工事
施 工 種： 擁壁設置部床付け、防火水槽埋設

ピット掘削、宅地及び道路部の
鋤取

施工業者：山根建設㈱　香川県
使用機器： SH200-7マシンコントロール仕

様機

民間宅地造成工事へのICT施工の活用
　当社ハイブリッド型油圧ショベルSH200 
HB-6など３台のICT建機を保有する山根建
設様は、宅地造成工事や基礎工事など幅広
い民間工事でICT施工を実施している。今
回は当社が開発したSH200-7マシンコント
ロール仕様機（MC機）をデモ施工として活
用頂いた、香川県の宅地造成工事の事例を
中心に紹介する。
　今回の工事の中で、ICT施工を活用した
作業は、擁壁設置部床付け、防火水槽埋設
ピット掘削、宅地及び道路部の鋤取り作業
となる。ICT施工を行うことで、ライン引
きやレベルチェックの為の作業員が削減で
きると同時に、それらの待ち時間も削減で
きることから作業効率が上がり、さらに機
械のまわりに作業員がいなくなることから
安全に作業を行うことができる。山根建設
様ではこれらを実現させるために独自の工
夫が行われている。
　民間工事の図面には３Dデータ作成に必
要な情報が全て記載されていない場合があ
る。擁壁の変化点や勾配などは実際の施工
に合わせる必要があり、またコンクリート
型枠大工の作業空間なども考慮する必要が
ある。山根建設様では３Dデータの作成か
ら、ローカライゼーション、建機へのデー
タ投入まで全て自社で行う体制がとられて
おり、自社のノウハウを盛り込んだ３Dデー
タを作成し、効率良くICT施工を行うこと
が可能である。また、防火水槽埋設ピット
など別の工事で繰り返し使えるデータを再
利用することで、データ作成の効率化が図
られている。
　GNSSの補正情報としてIBSS（インター
ネット基準局サービス）を利用している。

事務所に設置された１台の基準局から得ら
れる補正情報をインターネット経由で配信
することで、香川県内の異なる現場で稼動
する複数のICT建機を精度良く稼動させる
ことができる。各現場への基準局設置の手
間を省くことができ、ICT建機の稼働率を
上げることにも貢献している。
　防火水槽埋設ピット掘削や鋤取り作業で

住友建機販売株式会社

重力式擁壁の施工

防火水槽埋設ピット

３DMC仕様機による鋤取り作業
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は、アームレバー操作のみで床掘りや法面
整形ができるSH200-7 3DMC仕様機の半
自動制御機能を活用した。気を使わず作業
が出来るのみでなく、標準機と変わらない
操作性や生産性と、安全性を考慮し直ぐに
ON/OFFできる半自動スイッチにより、効
率良く作業が行われていた。
　山根建設様では、すでにSH200-7 3DMC
仕様機を導入されており、今後はマシンコ

ントロール機能を活用し、地中梁の掘削な
どより複雑な作業の効率化を目指している。
また、これまでのICT施工のノウハウをマ
ニュアル化し、自社内での人材育成に活用
すると同時に、社外に対しセミナー等を実
施できる環境の整備を進めている。当社と
してもICT建機の提供を通じて、山根建設
様とICT施工の普及に貢献していきたい。

ICT施行現場：西九州自動車道
施 工 種：切土法面の整形
施工業者： ㈱福井建設（重機土木）佐賀県

唐津市
使用機器：「ホルナビ３Dマシンガイダンス」＋

SK200

　福井建設はこれまでに国や県などの土木
工事を中心に手掛け、2011年からICT施工
に着手。13年に「ホルナビ３Dマシンガイ
ダンス」を導入。桶渡社長は「現場の仕事
を少しでも楽にするために『ホルナビ』を
導入しました。それと同時にICT施工への
取組みが、企業の発展には不可欠な要素だ
という思いもありました」とICTを推進す
る理由を話されています。
　今回、佐賀県の西九州自動車道の建設現
場で『ホルナビ』搭載機を稼働させていま
す。オペレーターを務める伊藤直さんは
「従来の法面整形は少し削るごとにショベ
ルを降りて、丁張に結びつけられた水糸な
どによる目視での検測作業が必要でした。
しかし、『ホルナビ』導入後はショベルの

位置や向き、バケット刃先の位置などを常
にミリ単位でディスプレー表示できるため、
検測作業の度にマシンを乗降することが不
要になり作業がかなり楽になりました」と
評判も上々です。検測作業で高所に上るこ
ともなくなり安全面も向上。リアルタイム
で位置情報が確認できるため、粗取りの段
階からスピーディに作業ができ、施工時間
は３割短縮しました。
　本現場では、緩やかにカーブする曲線的
な法面の整形作業を行っていますが、通常
このような法面整形では20～30mmの誤差
は仕方のないものとされています。『ホル
ナビ』ではバケット刃先の位置をディスプ
レー上で常に把握できるため、感覚に頼ら
ない正確な施工が可能。仕上がりの誤差は
ほぼゼロになり熟練した技術者でなくても
設計図通りの整形ができます。
　桶渡社長は「地場企業でもICT施工がで
きることを、広く業界にアピールしたいの
です」とICTへの取組に自信をもって話さ
れています。

東日本コベルコ建機株式会社

ICT施行事例特集

3D「ホルナビ」搭載機法面の整形作業
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ICT施行現場： いわき市保育園園舎建て替え
工事

施 工 種：基礎掘削工事
施工業者： クレハ工事㈱土木・建築・舗装

専門工事業社　福島県いわき市
使用機器：ICT油圧ショベルマシンコント

ロール＋PC128Usi

　「建築現場の掘削工事にICT建機が活躍
する事を知り、導入しました」と話すのは
福島県いわき市に拠点を置くクレハ工事㈱
の建築工事課、課長の佐藤新市さん。今回
の現場はいわき市の保育園園舎の建て替え
に伴う基礎掘削工事。佐藤課長に導入経緯
を詳しく聞いた。「担当営業からの紹介で
郡山市にあるICT建機デモセンター福島に
行きました。初めてICT油圧ショベルのマ
シンコントロールに試乗し、作業機が自動
で制御されることで深堀する心配がなくな
ることを体験しました。建築現場の掘削工
事では、高度な技術を必要とする２次堀り
や最終仕上げまで、経験が浅いオペレー
ターにも任せられると思いました。それに、
繁忙期は現場が重なるために人材が不足し
ます。ICT油圧ショベルを導入することで
丁張設置や確認作業が軽減され、人員不足
解決につながる事を期待して導入しまし
た」と話した。
　実際にPC128Usiに乗ったオペレーター
の土橋慶太さんに感想を聞いた。「最初は
モニターの見方に苦労しましたが、作業を

進めているうちにすぐに慣れました。ICT
建機はマシンコントロールで制御してくれ
るので掘り過ぎる心配がなく、高い精度が
求められる今回のような建築基礎の掘削工
事でも活躍しますね。予想以上に作業が捗
りました」と教えてくれた。また、「従来
の方法だと、掘削する位置や高さなどの確
認作業を何度も繰り返し、手間と時間がか
かります。建機の周りにも作業員が居るの
で油圧ショベルの操作には細心な注意が必
要でした。ICT建機は、手元の作業員を配
置しなくても図面通りに掘削することがで
き、スムーズに作業が進み驚きました」と
話した。佐藤課長に感想を聞くと、「建機
の周りの人がいなくなったので、オペレー
ターは手を休める事もなく、安全に効率よ
く作業ができました。まさに、『人と環境
と未来のために』という当社の理念にピッ
タリです！」と笑顔で話した。

コマツレンタル株式会社

建築基礎での高積度な掘削コントロールボックス

マシンコントロールによる掘削作業
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ICT施行現場：某河川工事現場
施 工 種： 目視確認のできない水中掘削

現場
施工業者：某建設会社
使用機器：マシンコントロール機能＋

ZX200X

　今回、弊社がお客様と取組させていた
だいた事例をご紹介いたします。
　河川敷の現場において、降雨による影
響は受けやすく、泥水なので目標の深さ
まで掘削するのにオペレータはバケット
の刃先が目視できない。ポンプで排水し
ても追いつかず大きなタイムロスにつな
がりやすい。また、掘削作業後の確認作
業などで測定器を用いて水の中で出来具
合を確認することなど、補助作業員の負
担が大きい作業を強いられる。今回本現
場では事前に設計データを作成し、
ZX200Xにインストール、マシンコン
トロール機能を利用することで、オペ
レータが車内モニターで確認しながら、
設計値に従った掘削深さでの施工を実現
した。これにより、測定待ちなどの時間
が短縮でき、生産性の向上や品質の確保、

さらに安全性の向上につながるなど、
ICTの利用が多くのメリットをもたらす
ことができた現場である。
　具体的なお客様の意見として、安全性
については「検測時に、機械からの乗車
やバケット傍などでの確認作業が大幅に
削減することができ、事故リスクの低減
につなげることができた。」また、「現
場での作業内容や工程管理が電子データ
を用いて見える化されることにより、現
場内での頻繁な打合せも削減できるなど、
その効果により作業員の意識統一が容易
に図れた」。生産性については「人手に
よる測定の場合は、１mにせよ２mにせ
よピッチ間が計れない戻り手間が発生す
ることもある。だがZX200Ⅹによる情
報化施工であれば補助作業員による測定
が不要でしかも施工精度が高く、品質は
かなり向上する。この作業工程で生産性
は20％アップ」。など評価を頂いてお
ります。
　さらに今後については「日々進化する
ICTに併せて最適な工法や機材なども変
わるため、常に最新情報を得ておきた
い」と要望が寄せられています。

日立建機日本株式会社

ICT施行事例特集

事例：水深20cmの見えない掘削作業もマシンコントロール機能で高精度施工
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　入社11年目になる植﨑さん。大学では機械工学を専
攻していました。縁あってレンタル会社の㈱ユナイト
に就職して現在、本社業務部で事務主任として、レン
タル機械の調達をメインとした購買の業務を日々こなし
ています。
　購入先のメーカー・商社の担当者とはレンタル資産購入
に際して日頃からのやりとりがあるため、多くの方と知り合
いになれ建機展などのイベントでは必ず声をかけられる関係にま
でなりました。レンタル資産購入の際の交渉なども、上司と協力してデータ整理など事務的
なサポートを行っています。資産機械の購入だけでなく、レンタル資産の除却機の処理や海
外への資産売却の業務も行っています。反面、社内、営業所との関係では購入レンタル資産
の納期、購入予算の管理を行っています。業務で気苦労することは、営業所から新機購入機
械の納期をせかされること、購入予算についての要望を処理していくことです。そのために
必要な機械の種類、用途、購入コスト、細かい仕様など一生懸命勉強してきました。最近は
機械の種類や仕様が急激に増えて覚えるのが大変ですが、１日、１日コツコツと勉強してい
ます。
　社内結婚をして、職場は別々ですが夫婦でそれぞれの業務をこなしています。来年４月に
は第１子を出産の予定で体調を維持しつつ頑張っています。家庭では主人が家事等協力をし
てくれています。職場でも体調に合わせて時差出勤をさせていただいたり、周りからのサ
ポートや上司、同僚、後輩の皆様の配慮には感謝しています。周りの協力のおかげでいつも
もっと頑張ろうと前向きに臨んでいます。
　趣味は映画観賞、ヒップホップダンス、旅行です。最近ではタイのプーケットと沖縄へ行
き、シュノーケリングを楽しんできました。普段の休日では夫婦でカフェに行ってのんびり
過ごすことが楽しみです。
　レンタル業界、日々の業務について要望したいこととして、営業所の業務の中では、ユー
ザーに道路会社が多いこともあり、夜間工事現場での夜中の呼び出しが多く現場対応の大変
さに何か対策を講じていかなければと思っています。業務上仕方ないこともありますが普通
に休日が取れる働き方環境になれば良いと思います。
　レンタル会社は男性の職場のイメージが強いのですが、営業所での女性の役割も大きくあ
ります。フロントや営業事務などお客様や上司から強くあたられることもありますがそのと
きに営業の方から優しく声をかけてもらうだけでもまた頑張れるという気持ちになれます。
職場はチームワークが大事です。こうした職場環境が良くなれば更に働きやすくなり営業所
の実績につながっていくと思います。レンタル会社で働く女性の１人としてアピールさせて
いただきます。

　明るく職場の中でも中堅スタッフとしてリー
ダーシップを取り、日々業務をこなしている植
﨑さん。街中で自社の機械が稼働しているのを
見ると嬉しくてたまらないそうです。英語の勉
強も独学でされているとのこと、いつの日か海
外で活躍できる日が来ることを願っているよう
です。

“フレー・フレー機麗女子”

ユナイト㈱

植﨑　祥子 さん

子女麗機
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企業特集
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読者
｠ひろば

の
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　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。

　今回は伊藤忠建機株式会社の安藤様に投稿い

ただきました。

　日頃大変お世話に成っております。伊
藤忠建機の安藤です。今回、東京支部事
務局から会報誌「読者のひろば」への執
筆依頼を頂戴し、事務局からは「ゴルフ
漫遊記でも書いて下さい」とか言われま
したが、口車に乗ってここで本当に「ゴ
ルフ漫遊記」を寄稿したら「どんだけゴ
ルフしてんだ！！」と成るので、いつも
の私と違う一面をお見せ致します。
　皆さん休日は高い高速料金＆ガソリン
代を支払って、尚且つ数十キロの渋滞に
巻き込まれクタクタで観光地に行かれる
事もあると思いますが、都内近郊にも安・
近・短でふらっと出かけられる私在住の
千葉県市川市周辺の良い名所をご案内し
たいと思います。

　市川市は、江戸川を挟んで東京都に隣
接し千葉県内では人口第４位（約49万人、
因みに第３位は松戸市）、首都圏のベット
タウンです。そんな東京都に隣接しつつ
も江戸川と自然豊かな国府台の台地、
1500年代の戦国時代には関東の覇権を狙
う北条氏と里見八犬伝で有名な里見氏を
はじめとする房総緒将の両軍合わせて約
３万の兵がぶつかった第一次・第二次国
府台合戦の地でもあります。今では国府
台は和洋女子大・千葉商科大・東京医科
歯科大などが集まる学びの森と成ってお
り、春は桜の名所でもある里見公園、江
戸川沿いはのどかな田園風景、遠く東京
スカイツリーも眺められ、のんびりユッ

安・近・短
良い所がいっぱい！！

伊藤忠建機株式会社

安藤 俊幸

矢切の渡し
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クリ出来る散策コースです。
　江戸川沿いを上流の松戸方面へ歩いて
いくと、細川たかしの歌で有名な「矢切
の渡し」があります、千葉県松戸市矢切
～東京都葛飾区柴又間を今でも都内近郊
では珍しく渡し舟が通常運行され「大人
200円・子供100円」空いていれば「自
転車も100円」で乗船可能とリーズナブ
ル。プラス補足この矢切は伊藤左千夫の
小説「野菊の墓」の舞台にも成った場所、
「野菊の墓」と言えば松田聖子初主演映画
（今の若い子には分からないと思いますが
…、可愛かった…）。
　この「矢切の渡し」に乗船し江戸川を
渡ると、そこは「葛飾柴又」寅さんの故
郷であります。葛飾柴又には「柴又帝釈天」
が鎮座し、映画「男はつらいよ」シリー
ズの渥美清演じる主人公／車寅次郎（寅
さん）ゆかりの地、参道や周辺は映画の
舞台にも成りました。
　この柴又帝釈天には電車でも便利に行
けます、京成電鉄柴又駅下車、駅前広場
で「旅に出ようとする寅さん像」と「寅
さんを見送るさくら像」がお出迎え、改
札抜けて30秒で参道入口。参道は昔なが
らの情緒が残り、名物「草だんご」のお

店や「川魚料理店／鰻屋」などが軒を連
ねます。是非、参拝の際はお腹ペコペコ
状態で、昼食は「蒲焼」・おやつに「草だ
んご」を所望して下さい。因みに「草だ
んご」は１本売り（160円くらい軒先で
お茶のサービス有り）又はお持ち帰り折
り詰もあります（12個入り650円くらい）。
　補足「男はつらいよ」シリーズで寅さ
んの実家「とらや」のモデル店となった
お店は参道入口近くにある「高木屋老舗
（たかぎやろうほ）」です、店内には撮影
時の山田監督や渥美清はじめ出演者の写
真などが飾られています。
　さてさて、もう少し「柴又帝釈天」の
案内をさせて頂きます。境内自体はさほ
ど広くはありませんが、帝釈堂に拝殿し
参拝が出来ます。帝釈堂の内殿には「彫
刻ギャラリー」があり法華経で説かれる
代表的な説話10話が彫られています。ま
た庭園も非常に美しく庭園内に降りる事
は出来ませんが回廊を廻り参拝者の目を
楽しませてくれます（両方とも有料）。
　また、「柴又帝釈天」には全国的にも珍
しいテニスのお守りが売っています、そ
の名も「庭球勝守」。あの錦織圭選手がデ
ビスカップ（国別対抗戦）に出る前にチー

柴又駅前寅さん像帝釈天参道
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ムメイトと参拝し、この「庭球勝守」を
購入ラケットバックに付けたそうです。
私的には「芝球入守」か「芝球直守」が
あれば良いなと思う次第です…、やはり
ゴルフか…真っ直ぐ行きたい。
　最後に穴場中の穴場をご紹介します。
千葉県松戸市の千葉大学農学部北側に位
置する「戸定が丘歴史公園」をご紹介し
ます、「戸定」＝「とじょう」と読みます。
マニアックな歴史ヒストリーと魅力をご
紹介します。
　ここ「戸定が丘歴史公園」は、水戸藩
最後の藩主・徳川昭武（あきたけ）が建て
た邸宅の約７万平方メートルを越えた敷
地の３分の１を整備し、現在歴史公園と
なっています。西側に江戸川や富士山を
望む標高25ｍ程の高台に位置し、四季折々
の風情が楽しめる木々に囲まれた緑豊か
な園内になっています。園内の主体は「戸
定邸」と「戸定歴史館」になります。
　「戸定邸（とじょうてい）」とは、江戸
幕府最後の将軍／徳川慶喜の実弟・徳川
昭武の明治時代の住まいで国指定重要文
化財。住まいの敷地が７万平方メートル
（約２万坪以上？）って、ただ単に凄い。
邸宅は、明治時代の徳川家の住まいがほ
ぼ完全に残る全国的に唯一の建物であり、

旧徳川家の住まいが一般的に公開されて
いるのは全国でもここだけです。
　邸宅の家主・徳川昭武を少し紹介。最
後の水戸藩主で有り15代将軍・徳川慶喜
の実弟、12才で水戸藩兵300名を率い京
都御所警備、14才で将軍慶喜名代として
パリ万博に派遣され、そのままヨーロッ
パ歴訪・パリでの長期留学、16才で幕府
崩壊急遽帰国し水戸藩主に就任。幕府崩
壊前、将軍慶喜には子供が無く実弟の昭
武を自分の後継者と考えていたようで、
江戸幕府存続していたら第16代徳川将軍
「幻の将軍」。
　邸宅には、元将軍徳川慶喜初めとして
徳川一門の人々や東宮時代の大正天皇な
どが訪問され、特に実兄慶喜は度々この
地を訪れ、大好きだった趣味の写真撮影
を兄弟で楽しんだようです。邸宅に隣接
する「戸定歴史館」には、徳川慶喜・昭
武兄弟の撮影した古写真。徳川慶喜・昭
武兄弟の遺品や貴重な資料、幕末に昭武
が派遣されたパリ万博関係資料などが展
示されています（邸宅・歴史館共通入館
券240円、中学生以下無料）。
　安・近・短。今回ご紹介した場所、何か
の機会に「ふと思い出したら」出かけてみ
て下さい、また皆さんの身近な場所にも隠
れた名所があるかもしれません、そんな些
細な探索も楽しいです。因みに私の趣味は
「芝刈調査隊」と「歴史文庫」（最近読んだ
本：応仁の乱／古座勇一」と「城跡旧跡巡
り）ホントです。今は「安土城跡＆関ヶ原
古戦場をゆっくり廻りたい」です。
　それでは、またどこかのゴルフ場の野
外研修会か神田の夜街研修会でお会いし
ましょう。
　東京支部ＴＲゴルフ会への皆様のご参
加もお待ちしております！！戸定が丘歴史公園入口
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関東地方整備局北首都国道事務所と東京支部で平成29年12月21日付けで「災害時におけ
る建設機械器具等の支援に関する協定書」が締結されました。（「協会ニュース第90号」既報）
協定の骨子は、災害時における北首都国道事務所よりの建設機械の手配要請に対し、東

京支部の会員情報の提供に有ります。
北首都国道事務所その情報を維持業者（建設会社）等に通知し、維持業者において会員

を特定し特定された会員は可能な限り機械提供に応ずるとの協定となっております。
平成29年12月21日に北首都国道事務所で調印式が行なわれました。

平成29年12月13日の理事会において、東京支部会員で東京支部管轄エリア外に勤務
する社員の東京支部主催行事への参加についての運営要領が定められました。

東京支部主催行事への参加運営要領

本運営要領は東京支部会員で東京支部管轄エリア（東京、千葉、埼玉、茨城、山梨）
以外の事業所に所属する社員が東京支部主催の勉強会や技術研修会等の諸行事への参
加の取扱いについて下記の通り定めるものとする。

１ 、東京支部主催諸行事への参加資格者は原則、管轄エリア内の事業所に勤務する社
員とする。

　 　ただし、広域的な活動が求められる場合、または参加人数に余裕が有る場合はこ
の限りではない。

２ 、東京支部主催の諸行事で個人の参加に対し東京支部として補助金が組まれている行
事への管轄エリア外からの参加者に対しては、原則補助を適応せず実費参加とする。

３ 、東京支部主催諸行事に他支部が支部として参加する場合は、東京支部の参加費に
拘わらず、その参加費ならびに参加条件（特に東京支部で成約が有る場合は除く）
等は参加支部において任意に定めることを妨げない。

４ 、本運営要領は、平成29年12月13日より施行するが、先行して平成29年10月１日
より運用する。

以上

【災害協定】の締結

東京支部主催行事への参加運営要領
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　都内の銀杏が黄金色に輝く11月中旬、

伊達社長を八重洲のクボタ東京本社にお

訪ねしました。この「社長訪問」に賛助

会員の社長様にご登壇いただくのは久し

振りのことです。

　会員の皆様もクボタ建機については十

分ご存知のことと思われますので、今回

は伊達社長に焦点をあて色々とお伺いい

たしました。

　クボタ建機ジャパン殿には東京支部の

賛助部会部会長を長く担っていただき、

現在は千葉雅司取締役にご就任いただき

協会活動に何かとご支援をいただいてお

ります。

　クボタ建機ジャパンはクボタ建設機械

事業部の100％子会社で建機の販売・サー

ビスを担っております。以前11社に分か

れていた全国の販売会社を段階的に統合

し、平成21年に現在の形となり来年が創

立10周年となります。伊達社長は統合さ

れた会社での２代目社長となりますが、今

年１月クボタからの出向も外れ名実とも

クボタ建機ジャパンの社長です。（第１代

の塩路社長の在任期間は10か月程度です）

　伊達社長は四国香川県のご出身（“うど

ん”にはうるさい！！）、関西の大学を卒

業し昭和56年クボタに入社され、建設機

械一筋で現在まで来られました。入社し

た若いころは建機市場の波も大きく、事

業部としては製造し卸すのが仕事ですが

厳しい事業部で大変苦労をされました。

　今振り返り一番苦労したことは入社６

年目、福岡の農業機械販売会社に出向し

た29歳から32歳までの時代です。その会

社は農業機械主体（建機10％ほど）のた

め販売条件や支払い条件などに農機の

ルールが有り、建機市場と全く違います。

販売にも苦労しながら販売知識や商品知

識などの多くのことを吸収することが出

来ました。ここでの３年間の経験が今の

自分の土台を作ったと言っても決して過

言ではありません。

　２番目の大きな思い出は42歳の若くし

て広島の中国クボタ建機㈱の社長に就任

した時です。それまではクボタでの課長

職と言っても部下はせいぜい２～３人、

それが一気に60人の部下を持つことにな

りました。当然のことですが会社として

の利益を出すことは当たり前、売り上げ

を上げる（販売量の確保）ことを絶えず

考え、社員の統率と能力を最大限に引き

出さなければなりません。これは「会社

から自分が試されているのでは！」と大

変なプレッシャーの中での３年間でした。

この２回の経験が自分のサラリーマン人

生の大きな刺激となり自分を育ててくれ

問題意識と
　改善意欲を！！

株式会社 クボタ建機ジャパン

代表取締役社長 伊達康二
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平成23年の初回の挑戦は30キロを過ぎた

頃から足が動かず、沿道の観衆のサポー

トと大きな声援で何とか走りきることが

出来ました。ゴール後の感動は今でも鮮

明に覚えています。それ以後３回出場し

ましたがすべて完走です（自慢!(^^)!）。
　しかし、今は膝を痛めたことも有り会

社退任後の活動に支障を来さないために

と膝を大事にし、去年からはクボタ社員

４～５名の選手団の監督に就任し、応援

団に徹しています。

　現在、世の中の動きである「働き方改革」

については、社員の有給休暇の完全取得

を推進しております。「きちんと仕事をし、

きちんと休む」これは鉄則です。ご多分

に漏れず新卒者の採用には苦労します。

　「企業風土、体制の改革にも果敢に取り

組んで行かなければなりません」と力強

く語られておられました。

　伊達社長とは数年前、海外にご一緒す

る機会が有りました。その折の細やかな

気遣いを目にしたことを覚えています。

それ以外にも協会の諸行事などで度々同

席させていただく事が多く有ります。い

つもニコニコされ、周りを明るく楽しく

されていることにいつも感心させられて

おります。

　伊達社長はまだまだお若くお元気です。

ますますのご活躍とご健康、そしてクボ

タ建機ジャパンのご発展を願い可愛い受

付嬢に見送られ同社をあとにしました。

（まとめ：前田 秀雄）

ました。

　ミニバックホーの市場は近年では３年

前がピークで35,000台程度、昨年は

27,000台程度まで落ち込みました。その

中でクボタはレンタル会社様への販売・

サービス活動を中心にミニバックホー

シェアー30％を目指しています。現在ミ

ニの世界にもICTの導入の波が押し寄せ

ており我々としても準備が必要です。

　クボタは製販分離のため自社で改造で

きるところはないか絶えず意識し取り組

んでいます。また、建機の販売を通じて

取得した商品情報、開発情報、市場のニー

ズなどのクボタへの情報提供は大きな役

割です。

　伊達社長のお住まいは兵庫県の西宮市、

仕事で全国を飛び回っておられるため家

に居るのは月の３分の１程度、「亭主元気

で留守がいい」をまさに地でいっておら

れます。

　ご趣味をお伺いすると「無趣味」との

こと。退任後に向けて何か趣味を持つこ

とが出来ないか絶えず意識し考えていま

すがこれと言ったものがまだ見つかりま

せん。

　ただこれは趣味とは言えませんが、週

末自宅に居る折りに時間を作り体のため

に５～６キロのウオーキングをしていま

した。ある時、沖縄の佐久本支部長に誘

われ「那覇マラソン」に参加しました。

伊達社長（右）・柴山部長（左）
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　都電荒川線は早稲田から三ノ輪まで新宿
区、豊島区、北区、荒川区内を通る
12.2kmの距離（30か所の停留所）を56分
かけて走り、延べ33両の電車が１日平均
46,000人の都民の足として、地域に密着
した交通手段として親しまれています。
　地域では荒川線が「赤ちゃんとして産ま
れてから死ぬまでの路線」と呼ばれていた
そうです。それは、同線の区間には産婦人
科や各種学校、社寺仏閣や斎場・霊園など
が数多くあったからとのこと。沿線には多
くの商店街が誕生し繁栄して生活路線とし
て都民の生活を支えてきた歴史があります。
現在も、30の停留場全てに屋根が架けられ
るとともに、全てにバリアフリーのスロー
プがつけられ、沿線住民の生活に深く根付

いています。
　荒川線は都民生活の足として沿線の住民、
商店との関わりが非常に深く、平日の雨天
の日などは乗降客がどっと増えるそうです。
これは、雨が降ると普段自転車を利用して
いる方が都電を利用するためです。また、
最近は外国人の利用も多くなりました。レ
トロ調の電車も走り庚申塚、三ノ輪橋など
４つの停留所はランプ型照明などレトロ調
の造りになっています。
　沿線には早稲田大学演劇博物館、甘泉園
公園、鬼子母神堂、雑司ヶ谷霊園、巣鴨地
蔵通り商店街、染井霊園、飛鳥山公園（紙
の博物館、飛鳥山博物館、渋沢資料館）、旧
古河庭園、都電おもいで広場、あらかわ遊
園、ジョイフル三ノ輪商店街など見て触れ
て学び楽しむ場所も一杯で観光客なども多
く訪れています。
　都電の歴史は今年で107年を迎えます。
1911年（明治44年）８月１日に当時の東
京市（後に東京都）が東京鉄道㈱を買収し
たことにより、東京市電気局（後に東京都
交通局）が開局し、市電が誕生しました。
市電は現在の荒川線の前身である王子電気
軌道㈱の買収などを経て路線を拡大させ、

今号では、今まで訪れた建築構造物や

文化財などではなく、東京の下町を走

り沿線住民の足となり生活を支え沿線

にたくさんの見所が有る都電荒川線を

訪ねました。

都 線電 川荒

レトロ調電車と停留所



41

最盛期の昭和18年には１日約193万人の都
民が利用していました。また、この年に都
制が敷かれ、東京都となったことにより、
都電が誕生しました。しかし、モータリゼー
ションにより自動車が普及して軌道敷内の
通行での路面交通事情が悪化しました。こ
れらの理由により定時運行が困難となり利
用者が減少してきました。
　この様な状況下で公営交通事業の赤字と
輸送効率の著しい低下の解消に向け昭和42
年東京都は都電の廃止を含めた財政再建計
画を策定し、昭和47年までにほぼ全ての路
線が廃止されました。しかし、荒川線はほ
ぼ全線専用軌道であり、モータリゼーショ
ンの影響を受けにくかったこと、沿線住民
の強い要望があったことにより存続しまし
た。昨今では世界的な環境エコ対策の傾向
から更に注目を浴びています。
　現在路面電車が走っている都市は札幌、
函館、富山、広島、鹿児島など16都市に限
られ、札幌や富山など更
に路線を延長拡大してい
る都市も出てきており他
の都市でも路面電車が見
直され新型車両も多く導
入されてきております。
荒川線のCO２排出量は現
在の排ガス対策済自動車
に比べて５分の１以下と
地球環境にやさしく、電
力回生システムによる走
行電力の再利用の機能な
ど省エネルギー化も図っ
ています。
　この日、取材で訪問し
た荒川車庫では、荒川線

を走る33両の電車の基地として、安全に輸
送をしていくための車両の点検・整備を昼
夜で行っています。電車を点検・補修する
ための工場設備、電車を載せて動く電車「ト
ラバーサ」、軌道を保守点検する軌陸両用
架線作業車などの設備を見学することがで
きます。
　東京都交通局は、2020年のオリンピッ
ク大会に向けて日本初となるフルフラット
バスの導入や、初めてバスを利用する人で
も迷わないよう、駅からバス車内まで連続
した情報案内を多言語で提供していくなど
誰もが利用しやすい新たな取組みを行って
いく計画も進めています。
　都電荒川線には2017年４月28日「さく
らトラム」の愛称がつけられました。桜の
花が咲き始める頃沿線の散策で沿線下町の
人間模様も多種様々、そしてカラフルな車
輛に乗って沿線散歩してみませんか？
 （記事・写真：太田 正道）

荒川車庫整備場

都電荒川線路線図

電車を運ぶトラバーサ
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「登録制度等」の検討状況について
専務理事　西村　稔

　本号では、本協会の重点事業項目となっ

ております、「業者登録制度」及び本登録

制度に併せた「新資格制度」の実施に向

けた登録制度特別委員会（前号参照）の

検討状況について、中間報告的な内容で

はありますが、その概要をご報告させて

いただきます。

１．業者登録制度の創設について
（１）制度創設の背景
 □  建設機械レンタル業界は、社会資本

整備や災害復旧の直接の担い手である

建設業者を顧客とし、今やその使用す

る建設機械の６割を供給するに至って

おり、建設産業における役割も大きく

なっています。

 　    一方において、営業規制がないこと

等により、参入障壁の低い業態である

ため、優良事業者と不適格事業者が混

在している状況にあること、また、市

場飽和等を原因とする業者間競争の激

化によるレンタル価格の低下、さらに

は、労働人口の減少の中で、人材の確保・

育成が困難等の課題を抱えています。

 □  このため、良質・安全なレンタル機

器を期待する顧客の信頼を確保すると

ともに、業界の社会的信用の確保及び

質的向上並びに顧客の便宜を図ること

により、“信頼される業界”を目指すべ

く、業界団体として、何らかの規制が

必要な時期に来ているとの問題意識か

ら、今般、自主的かつ任意の「建設機

械レンタル業者登録制度」を創設する

ものです。

（２）検討状況等
 □  建機レンタル業界の社会的信用の確

保・質的向上と顧客の便宜を図ること

を目的とすることから、業者登録制度

のあり方としては、「人的要件として

の有資格者は、最終的に１拠点（営業

所）１名は必要」であり、加えて、「会

社の要件として、レンタルに関して不

正や著しく不当な行為をしていないこ

と」等のコンプライアンスに則った事

業ができること等を登録要件とするこ

とが検討されています。

 □  今後引き続き、地質調査業や建設コ

ンサルタントなど建設産業界の他業種

における業者登録制度等の内容も参考

としつつ、建設機械レンタル業界を巡

る環境の変化やレンタル業の存在意義

を整理した上で、これらに対応する建

設機械レンタル業登録規程（案）をは

じめとした、関係諸規程や実施詳細等

を本委員会で検討していく予定です。

（３）その他
　 　建設機械レンタル業への行政機関

（国）による登録制度の導入については、

昭和45年、本協会の前身団体である全

国建設機械リース業連合会結成の目的

に、賃貸料金の是正・耐用年数の適正化・

登録制による業者の資質向上を挙げて

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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以来、行政へ登録制度導入に関する要

望・要請活動を継続してきた経緯があ

り、本協会の積年の課題となっています。

２．新資格制度の創設について
（１）制度創設の背景
 □  上記業者登録制度における主要な人

的登録要件とするとともに、人材育成

による業界の質的向上を目指し、建設

機械レンタル業全般にわたる知識と管

理能力を備えた人材の確保に取り組む

ため、今般、本協会が平成12年度ま

で実施した、旧建設機械器具賃貸業管

理技士制度を土台にした新たな“資格

制度”（民間資格）を創設するものです。

（２）検討状況等
 □  業者登録制度において登録要件とし

て予定する「新資格」については、業

者登録制度導入前に一定数の資格者確

保が必要であるため、平成30年度の

実施施行が予定されています。このた

め、現時点においては、①新資格制度

の構築及び実施詳細の検討と、②当該

資格にどのような知識範囲を求めるか

等を整理した“講習テキスト”原稿の作

成・確定が急がれており、本委員会と

して、これらの検討を優先的に行って

います。

 □  新資格取得には、レンタル業の本来の

目的である、優良なレンタル事業所で、

良質・安全なレンタル商品を顧客に提

供するということを考えると、テキス

トによる一定の講習と一定の認定試験

実施が妥当との整理がなされました。

 　   なお、旧資格である建設機械器具賃

貸業管理技士資格者（永久登録を行わ

なかった者を含む。）については、初

回に限り、講習受講のみで新資格が取

得できる扱いとすることとしています。

　

 □  新資格取得に関する“講習及び試験”

の実施方法については、多くの会員会

社が本資格取得をさせると見込まれま

す。このため、現行の可発整備技術者

資格の講習及び試験で実施している

「座学講習＋筆記試験（マークシート）」

方式では、事務量が大きくなり、実施

運営が困難となることから、今日、多

くの資格制度で取り入れられている

「ｅラーニング（パソコンを利用して、

インターネットなどの手段を通じて行

う学習形態）＋会場型CBT試験（IT

によりネットワーク化された全国数百

会場のテストセンターにおいて、コン

ピュータで試験を実施）」の導入につ

いて検討を行っています。

 □  「新資格制度」におけるテキストにつ

いては、前年度におけるテキスト改訂

臨時委員会の改訂作業により作成され

た「たたき台」に、記述の重複・過不

足等が見受けられ、全体構成を含めた

編集作業を要する状況にあるため、　

レンタル拠点の所長（営業所長）が備

えるべき建設機械レンタル業務に必要

な最低限の知識と考えられる事項を整

理のうえ、不足項目に関する関係資料

の収集等を実施するとともに、テキス

トの再修正と編集作業を行っています。

３．まとめ
　以上、登録制度及びこれに併せた新資

格制度の検討状況の概要を記させていた

だきましたが、登録制度委員会では、月

１回開催のペースで、先ずは新資格制度

の来年度中の実施に向けた具体的な検討

を急ぐとともに、並行して登録制度の検

討も実施しております。今後も、機会を

設けて本件検討の状況について、会員周

知を図ってまいりたいと考えております。
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正会員

賛助会員
会社名変更

社　　名 旧　社　名

日本ニューマチック工業㈱ 日本ニューマチック建機㈱

代表者変更
社　　名 代　表　者

日本ニューマチック工業㈱ 代表取締役　織田　望

住所・電話番号変更
社　　名 住　　　所 ＴＥＬ ＦＡＸ

日本ニューマチック工業㈱ 〒335-0031 埼玉県戸田市美女木2-27-13 048-485-8305 048-485-8306

新入会員
社　　名 住　　　所 ＴＥＬ ＦＡＸ

㈱生産技術パートナーズ 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-2
山王グランドビル 03-6206-6441 03-6206-1176

ケーティーマシナリー㈱ 〒110-0016 東京都台東区台東2-20-13
古茂田ビル3階 03-5817-4481 03-5817-4482

EP Rental㈱ 〒180-0006 東京都武蔵野市中町1-15-5
三鷹ノースヒルズ7階、8階 0422-50-1710 0422-50-1714

代表者変更
社　　名 代　表　者

㈱泉リース 代表取締役社長　清水　一弘

協 会 情 報

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。

　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。

事務局より⑥事務局より⑥
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新入会員紹介
【正会員】

株式会社　生産技術パートナーズ
　弊社は、溶接関連機器を中心とする産業メンテナンス向け機械から建設工事に関わる商
品の卸レンタルの専門会社で、2015年４月に「株式会社生産技術パートナーズ」として営
業を開始しました。
　今まで培ってきた「専門性」を発揮し１台から大量需要までお応えできる「品揃え」、「安
心・安全」をモットーに、お客様から「便利」で「信頼」される商品とサービスを社員一
丸となって提供して参ります。
　今後とも、より一層のご支援とご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

【本社所在地】東京都千代田区永田町２－14－２　山王グランドビル６階
【代表取締役社長】阿部　進
【事 業 内 容】プラントメンテナンス・造船・土木・建築向けを中心とした機械器具の卸レ

ンタル
【資　本　金】5,000万円
【従 業 員 数】90名（2017年12月１日現在）
【営 業 拠 点】横浜　大阪　八戸　いわき　富山　小牧　水島　鳥栖　
【Ｕ　Ｒ　Ｌ】http://www.sg-partners.co.jp/

【正会員】

EP Rental株式会社
　弊社は創業以来、中型・大型の重機・建機のレンタルに特化したレンタル事業を展開し
て参りました。2011年の震災を機に、大型のダンプトラック及びミキサー車のレンタルも
開始して社会貢献に努めて参り、評価を得ております。今、国が進めております、情報化
施工に付きましても、取り組んでおり、情報化施工対応の建機も今年導入いたします。
　弊社は世の中の動き、流れに即応する事と、社会貢献を企業理念としてこれからも邁進
してまいりますので、より一層の御愛好を賜ります様よろしくお願い申し上げます。

【本社所在地】東京都武蔵野市中町１－15－５　三鷹ノースヒルズ７F, ８F
【東 北 支 店】宮城県白石市福岡深谷字佐久来221－１
【千 葉 支 店】千葉県千葉市緑区平川町1975－１
【代表取締役】李　孟東
【事 業 内 容】建設機械レンタル
【資　本　金】６千万
【従 業 員 数】20名
【Ｕ　Ｒ　Ｌ】www.epr.co.jp
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【正会員】

ケーティーマシナリー株式会社
　弊社は、2015年12月開業以来、海外輸入高所作業車を専門にレンタル・販売・メンテ
ナンスを中心とした事業を展開させて頂いております。レンタル事業は、卸レンタルを主
としまだ日本に導入されていなかった多関節ブームリフト、スパイダーリフト、テレハン
ドラーなど特色のある商品を中心にお客様にご提供させて頂いております。販売事業は、
TEUPEN社、MANITOU社の日本の窓口として販売サポートからアフターサービスまでお
客様が安心して購入・使用して頂けるようにサポートさせて頂きます。弊社のスローガン
である『常識を変え、工法を変える』『世界基準を日本へ』を合言葉に様々な現場の省力化
や安全作業の一助になるよう努めて参ります。
　この度の入会を機に、より多くの会員の皆様のお役にたてればと存じます。何卒宜しく
お願い致します。

【本社所在地】東京都台東区台東２－20－13　古茂田ビル３階
【代表取締役】小田切　敏郎
【事 業 内 容】高所作業車レンタル、販売、メンテナンス
【資　本　金】1,000万円
【従 業 員 数】８名
【Ｕ　Ｒ　Ｌ】http://www.kt-m.co.jp
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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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これからの未来へ向けて我々に見えてくる｢ビジョン｣は、無限な広がりです。   
ひろがる信頼と共に   

 

日商機械は、建築機械･物流機器･測量機器･各種ポンプをはじめ他社ではあまり扱わない小型機械を  

中心とした独自の商品構成で、多様化するお客様のニーズにタイムリーにお応えしております。 

5ｍ先端可動式内視鏡 オートハイスピンポンプ 防滴型永磁リフマー 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

株式会社日商機械〔Ｗレンタル＆リース〕・お問い合せ、カタログ請求は各営業所まで 

■川崎リースセンター ■船橋リースセンター ■戸田リースセンター 

TEL：044-201-3621 TEL：047-495-6388 TEL：048-434-0300 

URL：http://www.nisshokikai.co.jp 取扱商品・新商品情報等をご覧いただけます。 

 

株式会社日商機械 

屋外における作業にも 
使用可能な防滴型永磁リフマ！ 

超高輝度 LED4 灯搭載 
5 段階の光量調節が可能！ 

通過径重視タイプ 自動運転型！ 
 

型式 VJ-ADV 

メタルブレードで挿入性 
耐久性向上 

異物通過径 

30mm 

200V 2″550W 

水中ハイスピンポンプ 

吊上能力/150kg・300kg 

600kg・1000kg・1500kg 各種 

LED ﾌﾗｯｼｭ撮影 

大きな異物が混入する様な 
状況で威力発揮！ 
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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-RY14HS

吸塵式乾式カッター

NETIS No.TH-150001
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本社：広島市安佐南区大塚西6-2-11

■ 関 東(支) ☎ 0428-32-6777（代） 〒198-0025 東京都青梅市末広町1-7-2

■ 首都圏(営) ☎ 03-3687-5771（代） 〒134-0083 東京都江戸川区中葛西6-1-7

マルチ発電機DGMシリーズが

Ｖ登録の中でもトップクラスの

準推奨技術に選定されました。

国交省直轄工事の活用で、さらに有利になります。

●各出力電源の残容量デジタル表示機能 （特許取得済）

電源の種類別に使える電気の容量も一目で確認できます。
（残容量＝発電能力－使用中の電気）

●エコ発電 ●大型燃料タンク ●オイルガード

もっと快適、もっと便利。

貸して安心、使って満足！
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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 IC T 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

ユアサ商事株式会社
建機本部

北海道建機ＰＴ TEL (011)863-0160     中部建機部 北陸駐在 TEL (076)442-1196

東北建機部 TEL (022)236-0875     関西建機部 TEL (06)6266-4541 

関東建機部 TEL (03)6369-1900     中国建機部 TEL (082)245-5622

関東建機部 新潟駐在 TEL (025)287-4721     九州建機部 TEL (092)474-6431

関東建機部 静岡駐在 TEL (054)255-3123     九州建機部 沖縄駐在 TEL (098)876-2192

中部建機部 TEL (052)779-8150

高所作業車

マッスルスーツ

リチウムイオン

バッテリーLED投光機

防災備蓄倉庫

大風量冷風機

4灯式メタルハライドラン
プ油圧昇降式照明
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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
厚木営業所　TEL：046-247-2981
群馬営業所　TEL：027-330-5700

東京北営業所　TEL：048-710-7550
千葉営業所　TEL：043-485-5328
宇都宮営業所　TEL：028-658-0611

東京西営業所　TEL：042-656-8580
埼玉東営業所　TEL：048-794-3323
茨城営業所　TEL：029-304-5501

横浜営業所　TEL：045-521-1550
埼玉西営業所　TEL：0493-24-6611
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03-6733-4274
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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。

SJNK17-13403／2017.10.25

～ ～

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
( 受付時間: 平日の午前9時から午後5時まで)
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
( 受付時間: 平日の午前9時から午後5時まで)
ＴＥＬ03-3349-3322 
 FAX 03-6388-0155

＜ご参考＞メニュー１の保険金お支払実績（注）
（注）2016年10月1日から 2017 年9月30日までの1年間です。

※この広告は概要のご案内となります。
詳しい内容については、取扱代理店または
損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

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。

ダブルリース保険制度

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 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 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 野 津 晃 司

橋 田 法 清 中山誠太郎 伊 藤 政 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 原 田 英 雄 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 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 72号広告掲載社

広告主名 掲載頁

㈱アールアンドアール 47頁

㈱日商機械 48頁

㈱レンタルのニッケン 48頁

㈱クボタ建機ジャパン 49頁

酒井重工業㈱ 50頁

三笠産業㈱ 50頁

㈱生産技術パートナーズ 51頁

荒井商事㈱ 52頁

関東鉄工㈱ 52頁

㈱インシュアランス サービス 53頁

やまびこ産業機械㈱ 54頁

㈱鶴見製作所 54頁

日本建設機械レンタル企業年金基金 55頁

ユアサ商事㈱ 56頁

日立建機日本㈱ 56頁

住友建機㈱ 57頁

㈱タダノ 58頁

㈱ティ・エイチ・アイ 58頁

広告主名 掲載頁

東日本コベルコ建機㈱ 59頁

北越工業㈱ 60頁

㈱アルタス情報システム 60頁

㈱加藤製作所 61頁

ヤンマー建機㈱ 62頁

J-ウィングレンタリース㈱ 62頁

㈱ハタヤリミテッド 63頁

㈱ワイズマン 64頁

損害保険ジャパン日本興亜㈱ 64頁

㈱スーパーツール 65頁

㈱荏原製作所 66頁

デンヨー㈱ 66頁

SORABITO㈱ 67頁

㈱文寿堂 67頁

伊藤忠建機㈱ 表紙裏

㈱NSD 裏表紙裏

イー・イー・ティジャパン㈱ 裏表紙

会報第72号
発　行　平成30年１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　都電荒川線（撮影：太田 正道）

製品出庫検査等の偽装が超大手企業数社で
慢性的に行われていた事実が判明しました。
日本が営々として築き上げた「ものづくり
大国」への信頼が瓦解しかけない大きな事
件です。
　一度失われた信用は、またおなじ信用を
得るまでに以前の数倍の期間を要するよう
です。今一度足元を見つめなおし、原点に
立ち返ることが望まれます。　　
　私たちレンタル業者もこれを他山の石と
して「安全・安心」な建設機械の提供は私
たちの使命です。
　末筆になりましたが、今号もご寄稿・広
告にご協賛いただいた会員各位に厚く御礼
申し上げます。
 事務局

　新年あけましておめ
でとうございます。
　会員の皆様におかれ
ましては輝かしい年を
お迎えのこととお慶び
申し上げます。

　日本の戦後の高度成長は目
覚ましいものがありました。家電、自動車、
精密機械など優れた技術力で優れた製品を
次々に生み出し、たちまち世界トップの工
業国へと飛躍しました。日本の技術力を世
界が認め、「日本の製品は故障もなく、素
晴らしい」と高い信頼とステータスを築き
挙げてきました。
　しかし、昨年その日本の技術力への信頼
を揺るがす大きな出来事が起こりました。

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
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ボブ・ディメット取締役副社長 - Scott-Macon Equipment

eXtendは合理的かつ標準化された業務プロセスを全て網羅している上に、
e-Emphasys社は建機代理店およびレンタル会社の日々の業務に対し、

豊富な経験と深い知識を持っています。




