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　この度、第49回定期総会におきまし

て支部長を拝命しました小松崎機械株

式会社の小松崎伸一郎です。

　2020年東京オリンピック・パラリン

ピック開催まで２年となりました。首都

圏では、新国立競技場をはじめ、築地市

場の移転に伴う再開発、ホテルの新築・

増改築、都心の再開発、山手線新駅をは

じめとする交通のインフラ整備工事な

どが最盛期を迎えており、社会基盤整備

にもまだ当分の間は活況が続くものと

思われます。

　国内景気は、「緩やかながら拡大して

いる」との見方で、実感は伴わないもの

の「いざなぎ景気」を超える戦後２番目

の景気拡大局面が続いております。

　建設経済研究所によると、2017年度

建設投資額は、前年度2.6％増の53兆

8300億円、18年度も53兆8600億円と

同水準が予測されております。

　このような状況下、東日本大震災以降

正常な価格に向かっていたレンタル単

価が供給過多等により、以前の単価に

戻って来た感もあり懸念される事態も

生じてきております。

　また、我々業界も少子高齢化や業界・

企業に対する魅力不足等から、建設業従

事者の激減に連動し社員の採用難の状

況にあります。併せて「グローバル化、

Ｍ＆Ａ、専業化」という流れにより業者

数の減少という厳しい環境が続くもの

と予想されます。

　今年度、流通委員会活動等を通じて業

界の秩序を維持し、業界の更なる発展を

目指してまいります。その為、理事会・

委員会・部会活動の活発化と地域問題対

応のための協議会活動の充実ならびに

福利厚生行事や懇親会の開催による会

員間の団結を深めてまいります。

　併せて、協会本部独自の「会員登録制

度」の創設に伴う新たな資格制度の実施、

国土交通省が推進する「i-Construction」

（建設現場の生産性向上）への着実な対

応、少子高齢化に伴う若年層の人材不足

を踏まえ、魅力ある業界をめざした労働

条件（週休２日制の早期実現）の改善を

はじめとした「働き方改革」や人材育成

など業界の地位の確立と発展のために

積極的に取り組んでまいります。

　更に、関東ブロック他支部との情報交

換と連携の継続、国土交通省関東地方整

備局との意見交換会の開催、建設業者と

の関係の醸成や社会貢献の面からも関

係諸団体等との災害協定の締結にも積

極的に努めてまいります。

　５月18日には東京支部創立50周年祝

賀会が挙行され、新たな歴史がスタート

しました。「希望は持てる業界、魅力あ

る協会」を目指し協会運営をしてまいり

ます。会員各位のご支援、ご協力をお願

い致します。

一般社団法人

日本建設機械レンタル協会　東京支部

支部長　小松崎  伸一郎

「希望が持てる業界、魅力ある協会」へ

ご挨拶ご挨拶
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平成30年

２月 ８日（木）
・ ９日（金）

役員研修旅行 静岡県伊豆（伊東）市

２月14日（水） 29年度第４回理事会・正副支部長会議 山の上ホテル

２月14日（水） 50周年実行委員会 山の上ホテル

２月15日（木） 第９回関東ブロック会議 横浜キャメロットジャパン

２月16日（金） 埼玉協議会：勉強会・新年会 さいたま共済会館

３月 １日（木） 協会ニュース91号発刊

３月 ２日（金） 溶接技能コンテスト検定期間終了

３月 ９日（金） 新東名高速道路現場見学会 神奈川県高取山トンネル

３月13日（火） 第159回TRゴルフ会 麻倉ゴルフ倶楽部

３月15日（木） 常任理事会 グランドヒル市ヶ谷

３月26日（月） TRゴルフ幹事会 協会事務室

３月26日（月） 千葉協議会：役員会 三井ガーデンホテル千葉

３月29日（木） 50周年誌作製特別委員会 TKP神田駅前

４月 ５日（木） 29年度会計監査 協会事務室

４月10日（火） 29年度決算理事会・正副支部長会議 山の上ホテル

４月10日（火） 50周年実行委員会 山の上ホテル

４月11日（水） 溶接技能コンテスト合否通知

４月12日（木） 東京協議会　三役会 協会事務室

４月19日（木） 協会ニュース92号発刊　

４月27日（金） 50周年実行委員会 グランドヒル市ヶ谷

５月 ７日（月） 賛助部会全体会議 ユアサ商事会議室

５月14日（月） 埼玉協議会　勉強会 さいたま共済会館

５月18日（金） 第49回定期総会 ホテルニューオータニ

５月18日（金） 東京支部創立50周年記念祝賀会 ホテルニューオータニ

５月23日（水） 千葉協議会：30年定期総会 三井ガーデンホテル千葉

５月25日（金） 50周年誌掲載座談会 アーバンネット神田カンファレンス

５月30日（水） 協会ニュース93号発刊

５月30日（水） 東京協議会：役員会 TKP神田駅前

５月31日（木） 平成30年度教育支援金スタート

６月 ５日（火） 第１回大型建機部会 TKP神田駅前
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６月 ５日（火） 第160回TRゴルフ会オープンコンペ 成田ゴルフ倶楽部

６月 ６日（水）
・７日（木）
・８日（金）

　　　　　　　　　　　　第１回
建設機械整備士技能講習　第２回
　　　　　　　　　　　　第３回

クボタ建機ジャパン埼京営業所

６月 ６日（水）
 ・７日（木）

建設機械整備士技能講習　第１回 ヤンマー建機東京支店

６月12日（火） 平成30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（水）
・14日（木）

建設機械整備士技能講習　第２回 ヤンマー建機東京支店

６月18日（月） 教育広報委員会 TKP神田駅前

６月18日（月） 50周年誌作製特別委員会 TKP神田駅前

６月20日（水） 第10回関東ブロック会議 群馬県渋川市ヘルスパル赤城

６月22日（金） 茨城協議会：勉強会 ホテルグランド東雲

６月25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26日（火） 可搬型発電機整備技術者資格取得講習 TKP市ヶ谷

６月27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29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29日（金） 協会ニュース94号発刊

７月 ２日（月） 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 ３日（火） 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 ４日（水） 流通委員会 TKP神田駅前

７月11日（水） 総務・厚生委員会 TKP神田駅前

７月18日（水） 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23日（月） 50周年誌作製特別委員会 TKP神田駅前

７月26日（木） 東京協議会　勉強会 トヨタＬ＆Ｆカスタマーセンター

８月 ８日（水） 大型建機部会 TKP神田駅前

８月 ８日（水） TRゴルフ幹事会 協会事務室

８月23日（木） 賛助部会分科会 クボタ建機ジャパン本社

８月27日（月） 50周年誌作製特別委員会 TKP神田駅前

８月28日（火） 第２回流通委員会 TKP神田駅前

８月31日（金） 可搬型発電機整備技術者資格合格発表
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東京支部創立記念祝賀会が５月18日

（金）午後５時30分より、ホテルニュー

オータニ芙蓉の間において約400名（歴

代会長・全国各支部長・正会員、賛助

会員、建設会社、来賓、報道）のご参

加をいただき会場を埋め尽くす皆様の

熱気の中盛大に開催されました。

今年で東京支部創立50周年を迎えま

した。正会員、賛助会員のご支援ご協力、

建設会社・道路会社・設備会社等の皆様、

国・地方公共団体・道路・鉄道の発注

者の皆様、資材・燃料・備品・消耗材

等の取引業者様。地域の輪で日頃から

暖かく見守ってくださっている近隣地

域の皆様等、多くの方々に支えられて

50年を迎えることが出来ました。

冒頭、50年を振り返り「協会の歩み」

のスライドを上映、歴代会長紹介、50

年の歴史、支部活動状況が映像で紹介

されました。

角口会長、関東地方整備局 今井管理

官（泊局長代理）のご挨拶を頂いた後、

50周年祝賀会実行委員会の藤本委員長

の挨拶があり、歴代会長にもご登壇い

ただき、ご挨拶を頂きました。

その後、藤本前支部長から小松崎新

支部長へと支部旗が引き継がれ新たな

50年のスタートが切られました。

賛助会員の㈱クボタ建機ジャパンの

伊達社長の元気な「乾杯！！」の発声

で和やかな祝賀会の始まりです。

今回特別にお願いした猫音堂のジャ

400名を超える皆様が参加し盛大に開催

支部創立50周年記念祝賀会
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ズの音楽を楽しみながら50年を振り返

る語らいが続き、会場内はあちらこち

らで歓声が聞こえておりました。

最後に福山副支部長の閉会の辞で楽

しい宴が終了しました。

この50年会員の皆様のご支援、ご協

力を心から感謝申し上げます。今日か

ら、新たな歴史の扉が開きます。これ

からも会員の皆様とともに、「団結・信

頼・挑戦」の旗印のもと新たな歴史を

作ってまいります。皆様の更なるご支

援、ご協力お願い申し上げます。

アトラクション　猫音堂

祝賀会会場

歴代会長ご登壇 支部旗引継ぎ 藤本前支部長から小松崎支部長へ

お開き お見送り

支部長・副支部長
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　平成30年５月18日（金）午後４時よ

り第49回定期総会がホテルニューオー

タニ芙蓉の間で開催され、当日上程の５

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178社、当日の出席者154名（内委任

状による出席者76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。

　寅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

に池田勝信氏を、議事署名人に原田英雄

氏、野津晃司氏が指名された。

　平成29年度事業報告承認の件

　前田事務局長より報告

　 平成29年度決算書承認の件及び監査

報告書承認の件

第１号議案

第２号議案

議長　池田勝信 氏藤本支部長 挨拶

平成30年 第49回定期総会平成30年 第49回定期総会平成30年 第49回定期総会
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　 前田事務局長より報告後、黒米監事よ

り会計監査報告

　役員選任に関する件

　 新任を含む理事30名、監事２名の就

任が全員異議なく承認された。

　平成30年度事業計画（案）承認の件

　加藤理事より説明

　平成30年度予算書（案）承認の件

　前田事務局長より説明

　引き続き小松崎新支部長より退任役員

４名、事務局員１名に対し感謝状ならび

に記念品が贈呈された。

　藤本俊雄（㈱ビートライ）

　寅　太郎（㈱レンタルのニッケン）

　丸山寛司（㈱機材社）

　椎野尊広（三成研機㈱）

　前田秀雄（（一社）日本建設機械レンタル協会）

　引き続き平成29年度溶接技能コンテ

ストの優秀成績者２名の表彰式が行われ、

藤本前支部長より表彰状と記念品が贈呈

された（後述掲載）。

　最後に平成29年度の新入会員として

正会員３社、賛助会員２社及び30年度

に入ってからの正会員２社の入会が事務

局より報告された。

　川曲理事の閉会の辞で午後５時滞りな

く終了した。

第３号議案

第４号議案

第５号議案

感謝状授与

30年度支部長・副支部長 技能コンテスト受賞者



10

平成30年度 事業計画平成30年度 事業計画平成30年度 事業計画平成30年度 事業計画
５月18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今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「建設機械レンタル管理士制度」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（流
通勉強会）・セミナーの実施

　経営課題への各社の取り組み、情報化施
工、働き方改革、人材育成、各種補助金、
税務対策など

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
・『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」の運用促進

・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

２　働き方改革の推進
　優秀な人材の確保、生産性を上げる職場環
境、ホワイト企業という社会的信用の確保
など重要なテーマとなる。

　働き方改革実現のための取り組みなどを参
考にするための機会を提供する。
①管理職に求められる役割に関する講習
②各業界での取り組み（成功例）のセミナー
の開催

③優秀な人材確保のための方策（外国人、
高齢者、女性含む）のセミナーの開催

３　人材の育成
　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
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

４　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。

５　防災・減災活動等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。

６　関東圏他支部との連携強化
　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、継続して「関東
ブロック会議」を開催し連携の強化を図る。

７　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。

重点推進施策
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８　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。

９　技能コンテストの実施
　平成29年度実施した「下向き溶接検定」の
継続も含め、新規課目を賛助部会の協力を
得て検討し実施する。

10　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。

11　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。

12　大規模現場等の見学会の実施
　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るための大規模建設現
場の見学など見聞を広めるため研修会の開
催を検討する。

13　東京支部創立50周年記念誌の編集
　協会創立50周年を記念して記念誌作製特別
委員会を中心に、記念誌を完成・発行する。
（発行予定　平成30年秋）

14　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）
③一般広告
　業界専門紙での協会広告掲載
④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30年５月18日（金）
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し開催

　平成31年１月24日（木）

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、理事を拝命いたしました㈱テク
ノの今村真二と申します。監事の２年間は
大変貴重な経験させていただきました。そ
の経験を活かしながら、さらに理事として
協会活動に力を入れてまいりたいと思って
おります。
監事就任時に「わが社１社だけでできる

ことは限界がある。これからの時代はどう
やって連携・協力し、お互いの力をより発
揮できるフィールドを作るかが課題になる。
そういう問題意識を持って協会活動にあた
りたい」と書かせていただきました。その
気持ちは今も変わっておりません。むしろ
危機意識は強まっていると思います。
先日「プラットフォーマー」という言葉

を耳にしました。例えばフェイスブックや
アマゾン、グーグルといった21世紀の巨大

企業でネットを駆使してヒトとヒト・ヒト
と企業・情報を結びつける仕組み（プラッ
トフォーム）を作りだしている企業のこと
です。彼らの強み、そして収益源は情報です。
情報が集まれば集まるほどユーザーの利便
性が高まり、スポンサー（そうしたプラッ
トフォームに広告などを出す企業）の依存
度が高まっていくことになり、ユーザーも
スポンサーもそのプラットフォームから離
れられなくなるというわけです。私はレン
タル業のプラットフォーマー的役割を協会
に期待しています。各社の持つ情報やアイ
デアが結集され、ユーザーもレンタル業界
全体も良くなる仕組みです。そうした思い
を夢に、理事として少しでもお役に立ちた
いと思っております。何卒よろしくお願い
いたします。

この度、理事を拝命いたしましたユナイ
ト㈱の小田和功と申します。どうぞよろし
くお願い致します。
2020年東京オリンピック・パラリンピッ

クを控え、交通インフラの整備、再開発事
業など多くの関連工事が始まっております
が、私たちレンタル業者は建設産業の手助
けとして、国の発展・維持に重要な仕事を
任されております。また、近年多くの災害
も発生しており、復旧、復興のお手伝いを
行う事も大きな使命になっております。
しかし、建設業就労者の不足、高齢化及

び人口減少など環境変化にも対応する必要

があります。i-ConstructionにおけるICT
対応機械の導入など、お客様に満足して頂
けるサービスも必要不可欠になりつつあり
ます。しかしながら、新しい商品を導入し
ても安価で貸出しては採算が取れません。
業界全体で「適正価格」で貸出のできる環
境を皆様との交流を深め、連携を強化し様々
な諸問題を解決して参りたいと思っており
ます。また魅力ある業界に発展させるため
に、諸先輩理事の方々及び賛助会員の皆様
にご指導ご協力をいただきながら、微力で
はありますが、努力して参りますので何卒
よろしくお願い申しあげます。

今村　真二 ㈱テクノ理　事

小田　和功 ユナイト㈱理　事
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この度理事を拝命しました和泉機械㈱

の高木潤と申します。平成22年度より

２期４年理事を勤めさせていただきまし

たが、今回再度この大役を仰せつかるこ

ととなりました。微力ながらレンタル業

界発展のため努力いたしますので、何卒

よろしくお願い申し上げます。

私が以前就任しました平成22年から

現在の業界状況は様変わりしております。

東日本大震災を経験、機械不足、レンタ

ル単価の大きな変動、東京オリンピック・

パラリンピックを迎えての活発な社会基

盤整備、その後の建設市場の縮小予測

等々、私たちの対応も一寸も気を抜くこ

とが出来ない状況にあります。

また、昨今の「働き方改革」も避けて

は通れない大きな課題となっております。

協会として一歩一歩前進できるよう役員

の皆様と一緒に取り組んでまいります。

会員の皆様、役員の皆様の更なるご指

導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

このたび前任者の寅より引き継ぎまし

て理事を仰せつかることになりました㈱

レンタルのニッケンの響と申します。新

潟県出身で新潟で20年余り、その後東

京で５年、九州で４年の勤務を経て昨年

３月に東京に戻ってまいりました。現在

東京を中心とした首都圏は、２年後のオ

リンピックを控え公共、民間工事共に空

前の工事量となっておりゼネコン各社も

過去最高益を更新しております。しかし

ながら東日本大震災後持ち直したレンタ

ル単価も下落傾向にあり、また働き方改

革の名の基現場内の資機材管理など本来

建設会社が行うべき業務を建設機械レン

タル会社に無償で行わせる動きが加速す

るなど我々を取り巻く環境は厳しさを増

しております。

委員会では、流通委員会に所属し活動

させていただくこととなりました。我々

建機レンタル会社は、建設工事の中で施

工体系台帳にも載らない、建設業者にも

該当しない不安定な立場ですが、建設機

械レンタル管理士制度やレンタル業者登

録制度などの普及推進で建設業界での認

知度を高めるべく微力ながら諸先輩方の

ご指導、ご鞭撻を頂きながら建機レンタ

ル業界の地位向上に向けて努力してゆく

所存です。皆様どうぞよろしくお願いい

たします。

高木　潤 和泉機械㈱理　事

響　太郎 ㈱レンタルのニッケン理　事



14

この度、４月より理事を拝命いたしま

した鈴木機工㈱の鈴木康友と申します。

どうぞ宜しくお願い致します。

弊社は東京・千葉・埼玉・神奈川の１

都３県を中心とし、北は北海道、南は九

州まで溶接関連に特化した営業展開を

行っております。2020年東京オリン

ピック・パラリンピックに向けた工事や

関連インフラ工事、また再開発事業と関

東地区レンタル業界には追い風が吹いて

いる状況の中、単価下落に拍車がかかっ

ている場面に遭遇することがあります。

売上確保のために安値で受注するのでは

なく、適正な利益が確保できなければ、

断る勇気も必要ではないかと考えていま

す。

また、働き方改革も待ったなしの状況

で、若手人材から当業界で働いてみたい

と思える環境づくり、また現在働いてい

る人たちにも仕事に誇りをもってもらえ

る為に、業界として土日休み等の統一

ルールを策定するなどの取り組みを行っ

ていく事が必要ではないかと思います。

少しでも業界の発展、皆様のお役に立

てるよう若輩者ではありますが、努力し

ていく所存です。諸先輩方のご指導、ご

鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

今年度より日本建設機械レンタル協会

東京支部の理事に就任致しました㈱鶴商

メンテナンス工業の西村直樹でございま

す。総務・厚生委員会を担当させていた

だく事になりました。

弊社は千葉県市原市（本社）と君津市

の２拠点でコンビナート、プラント工事

向けの建設産業機械器具のレンタル業務

を主に行っております。いかなる時代背

景にあろうとも「お客様第一」という理

念は不変であり、小さくとも前進し続け

てまいります。

この度、千葉協議会の代表も拝命し、

このような役目をいただけた事は光栄で

あり、大変感謝しております。

まだまだ、若輩者ですが、レンタル業

界、レンタル協会の発展のために精一杯

尽くしてまいります。今後共、皆様のよ

り一層のご指導・ご鞭撻の程をよろしく

お願い申し上げます。

鈴木　康友 鈴木機工㈱理　事

西村　直樹 ㈱鶴商メンテナンス工業理　事
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大型建機部会に所属しております、小川
リース㈱の大音師と申します。
この度、日本建設機械レンタル協会　東

京支部理事を拝命いただきました。
当社、小川リース㈱は、タワークレーン

メーカーである㈱小川製作所の子会社とし
て、定置式クレーンのリース・レンタルを
主に行っております。
私自身、この建設機械業へは、ご縁の中、

異業種から中途にて転職し、気がつけば28
年の月日がたちましたが、まだまだ未熟な
ところでございます。この協会に参加させ
ていただいたことで、見渡せば経験豊富な
諸先輩方ばかりで、いろいろ教えていただ
きながら多くを勉強いたしました。感謝い
たします。

おかげさまで、クレーンメーカー業務と
リース・レンタル業務の今はやりの二刀流
の環境もあることで、また多くのつながり
と視野を広げることも出来たと思います。
振り返ると、この建設機械の需要と進化

についてはバブル期以降、景気にも左右さ
れましたが、ユーザーのアウトソーシング
が加速したこともあり、その価値と地位も変
貌し、まだまだ進化の過程と考えるところで
あります。この協会は、まさにその中心的役
割そのものではないかと思っております。
私も、まだまだ微力ではございますが、

そんな組織の一員となることで、お役に立
てる様がんばってまいりたいと思います。
何卒、ご指導、ご鞭撻の程宜しくお願い

申し上げます。 

この度、監事を拝命いたしました㈱東部
重機の小野寺博之と申します。どうぞ宜し
くお願いいたします。
弊社は1982年に設立、建設機械の修理

業から始まりレンタル・輸送事業から資材
関連に至るまで主に、解体現場で提供でき
るサービスを主流としております。35年以
上にわたり今日まで持続してこれましたの
は、社員はもとよりお取引先各社様、レン
タル協会を中心に業界の地位向上のためご
尽力されてきた諸先輩の皆様あってのもの
と改めて感謝申し上げます。
直近では、2020年の東京オリンピック

を迎えるにあたり、関連工事をはじめ首都
圏を中心に建設業や建機レンタル業を取り
巻く環境は順風・追い風に近い状態かと思
われます。

しかしながら、中長期では少子高齢化・
労働人口の減少による「人材不足」、原価
計算に基づいた「適正価格」、労働条件や
業界イメージの地位向上による「やりがい
のある安心・安全な業界」「働き方改革」
「IOT」といった長年にわたる課題から昨
今になり取り出されてきた課題が深刻な問
題になりつつもあり、業界全体が大転換を
求められている時代の最中にあるとも感じ
ております。
協会を中心に業界全体のテーマにひとつ

ひとつ着実に取り組み、業界の地位向上と
永続的な発展のため、微力で若輩者では御
座いますが、皆様のご指導・ご協力を仰ぎ
ながら少しでも皆様のお役に立てるよう努
めて参りますので、何卒宜しくお願い申し
上げます。

大音師　憲一 小川リース㈱理　事

小野寺　博之 ㈱東部重機監　事
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平成30年度　各委員長・部会長・代表  抱負

今年度から総務・厚生委員会を担当す
ることになりました、加藤浩孝でござい
ます。
総務部門としては、協会全体の円滑な
運営をサポートしてまいります。それに
伴い協会50周年の節目の年でもあります
ので、ホームページの活用をより積極的
に行うため、一部リニューアルを計画し
ています。また、協会組織の拡大につな
がる新会員加入促進にも力を入れていき
たいと考えます。
厚生部門としては、協会会員の懇親行
事として今年度「工場夜景クルージング
（横浜中華街での会食）」を計画していま

す。開催の際は、多忙な日々から離れ、
幻想的な工場夜景を堪能されてみてはい
かがでしょうか。
また、TRゴルフ会を年３回開催し、ゴ
ルフを通じて正会員および賛助会員の親
睦を深めてまいります。こちらも多くの
会員様が参加いただけるよう新規会員を
募集しております。
これからも今まで以上に多くの会員の
皆様が、参加したくなるような親睦と交
流を深める場を企画してまいりますので、
皆様の積極的なご参加をお願いいたしま
す。

今年度より、流通委員長を仰せつかり
ました㈱アクティオの後藤でございます。
前委員長より、流通委員会は、「取り扱う
テーマが幅広く、取り組む課題は大変重
要な案件ばかりである」とお伺いしてお
ります。私自身、更に気を引き締め、緊
張感・責任感を持って精励してまいる所
存です。
さて当業界を取り巻く環境は、2020年
に向け、東京オリンピック競技施設や都
心部を中心とした大型再開発・インフラ
整備など、大規模工事が活況を呈してお
ります。
私たちレンタル業界も重要な役割を担
い、機械の高稼働や市場の過熱化による
様々な問題も予見され、一方では、先般、
政府が最重要法案として成立した「働き
方改革」関連法による長時間労働の是正

や、主要建設業団体同様に、週休二日制
の実現、生産性の向上に真剣に取り組ん
でいかなければなりません。
この相反する二つの課題の他にも、「レ
ンタル価格、請求日数の適正化」・「レン
タル基本契約書の見直し」・「協会推奨の
機械出荷時点検表の書式作成」・「建設機
械レンタル管理士とレンタル業者登録制
度のサポート」等々、業界の地位向上に
向けての制度を確立してまいりたいと思
います。
この様々な施策・計画の実現、さらには、
取組方針として掲げさせていただいた、
建機レンタル業の価値創造と経営健全化
に向け、会員・各社様と共に多くの成果
を残せるよう鋭意努力してまいりますの
で、ご支援、ご協力を賜れますよう宜し
くお願い申し上げます。

総務・厚生委員会 委員長　加藤 浩孝　 ㈱トーメイ

流通委員会 委員長　後藤 津義　 ㈱アクティオ
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　この度大型機械部会長に就任しました
和泉機械㈱の高木潤と申します。どうぞ
よろしくお願い申し上げます。
　大型機械部会は多くの汎用機レンタル
会社で構成する協会内においても今一つ
認知度が高くないことを実感しておりま
す。私たちの認知度アップのためにも私

も含め大型機械部会会員が協会の諸行事
にも積極的に参画し、併せて部会を通じ
会員の増強と部会員以外の会員の皆様も
参加できる研修会等を考えてまいります。
　大型機械部会への会員の皆様のご支援
ご理解を心よりお願い申し上げます。

賛助部会長を務めさせていただいてお
ります、㈱クボタ建機ジャパンの千葉で
ございます。日頃は賛助会社各社の製品
のご使用並びに、ご購入を頂き誠に有り
難うございます。今年も賛助部会として、
賛助会員各社の協力のもと、
① 二級技能検定受験者対象者への受験準
備講習
　 ヤンマー建機㈱、住友建機販売㈱、㈱ク
ボタ建機ジャパンの３社で実施
② 商品講習会
　 東日本コベルコ建機㈱・ヤンマー建機㈱・
㈱クボタ建機ジャパン合同のミニバック
ホー、トラブルシューティング技術講
習会
③ 第三回溶接技能コンテスト
　 住友建機販売㈱の協力で事前講習も実
施予定

④ デンヨー㈱、北越工業㈱、やまびこ
ジャパン㈱合同での商品講習会の検討
以上を各委員会様と協力し実施してま
いります。開催時には、多くの会員様の
参加をお願い致します。正会員各社様に
は、今後どのような講習を希望されるか、
協会事務局にご意見を頂きたくお願いい
たします。
今年は東京支部の設立50周年と言う節
目の年であります。これから60年70年
100年に向かって、小松崎新支部長の下、
新たな気持ちで、いろいろなことにチャ
レンジされていくと思いますので、日本
建設機械レンタル協会東京支部の向上の
ため、賛助部会では少しでもお役にたて
ればと考えておりますので、正会員各社
様の温かいご支援を重ねてお願い申し上
げます。

このたび、教育・広報委員長に就任いた
しました。
教育活動として、人材育成のために賛助
部会員各社のご協力を得て技能検定受験
準備実技講習会、各種商品講習会、職長・
安全衛生責任者教育、溶接技能コンテス
トを実施してまいります。併せてスキル
アップのための教育支援補助金制度を推
進してまいります。

また、広報活動として、タイムリーな「協
会ニュース」の発信、年２回発行の「会報」
の充実を図りつつ『会員のための協会、魅
力ある協会』への協会活動を活発にする
ため微力ながら、貢献できるよう活動し
てまいります。
皆様の協会への要請、ご意見、ご感想、
情報提供などのご協力もお願いいたしま
す。

大型機械部会 委員長　高木　潤　 和泉機械㈱

賛助部会 委員長　千葉 雅司　 ㈱クボタ建機ジャパン

教育・広報委員会 委員長　川曲 幸生　 ㈱タケカワ建機
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正会員、賛助会員の皆様には日頃より
東京協議会の運営に際し格別のご協力を
賜り厚く御礼申し上げます。
今年度から三瓶代表に代わり、協議会
代表を仰せつかることになりました。
いままでの先輩方と同様に、業界の活
性化に向け、会員間、特に現場スタッフ
間の意思疎通と親睦を深めていくことを
主眼として活動してまいりますので、引
き続き会員の皆様のご参加とご協力を宜
しくお願い致します。
私が個人的に感じていることですが、
ある種の団体や組織が、課題に取り組む
とき、その集まりが「一体感」を持って
運営されることが望ましいと感じていま
す。その為に共通の課題を掲げることは
もちろんですが、それに取り組むにあた
り、個々の企業の垣根を越えて、また労
使間の立場を超えて、喜びや苦労や努力

を分かち合い相互に理解を深めていくこ
とで「一体感」が生まれるのだと感じて
います。
東京協議会は、現場のスタッフが主体
となっていますので、現場スタッフの喜
びや苦労や努力を、企業や立場の垣根を
超えて、相互に理解できるように、勉強
会やセミナー、懇親の場を企画をしたい
と考えております。
千葉、埼玉、茨城の協議会活動には、
まだまだ及びませんが、現場スタッフが
業界内で「一体感」を感じられるように
努力していきたいと思います。
レンタル業はまだまだ多くの可能性が
あり、将来の希望が持てる業態であると
信じています。協会の諸先輩方のご指導
のもと、微力ながら業界の発展に少しで
もお役に立てればと思っております。ど
うぞよろしくお願い致します。

今年度の役員改選により、千葉協議会
の代表に就任いたしました㈱鶴商メンテ
ナンス工業の西村直樹でございます。
藤本前代表におかれましては、４期８
年という長きにわたりリーダーシップを
発揮され、当協議会を牽引していただき
大変有難うございました。これまでの諸
先輩方が築きあげられたものを引き継ぎ、
更に協会の将来、発展向上のため、全会
員皆様のお力をお借りして、皆様と共に、
取り組んでまいる所存であります。
今年度は７月に流通懇談会、ボウリン

グ大会を既に行い、10月に勉強会、11
月に懇親ゴルフコンペを予定致しており
ます。会員相互の懇親を更に深め、情報
交換をし、有意義に過ごしていただける
活動を行って参りたいと考えております。
より多くの会員様のご参加の程、宜しく
お願い致します。
「おもしろい」千葉協議会を目指し、
より活性化したく努めてまいりますので、
会員の皆様には、今後共、より一層のご
支援・ご協力を賜りますようお願い申し
上げます。

地区協議会30年度抱負

東京協議会代表 小俣 智嗣　㈱オマタ土鉱機商会

千葉協議会代表 西村 直樹　㈱鶴商メンテナンス工業
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本年度は「他社の取組を知る」を課題
に勉強していく予定です。
見積書、入出庫、対応、修理、消耗品、
付属品、基本料、補償料など各社行って
いますが、その内容が各社によって違い
ます。お客様から「他社は取らないよ」、「他
社には無いよ」と良く言われると思いま
す。その結果、お客様の言いなりになっ
てしまい値引きされてしまいます。その
ようなことが無いように、他社の取り組
みを共有して極力値引きされないように
することで、無意味な競争が減ると思い
ます。また、入庫時にお客様に請求でき
そうで出来ないものを揚げて頂き、他社
の対応策や事前対策を勉強する予定です。
見積書関係では２灯式投光機（本体）と
搭載の発電機が別々単価提示の会社が
あったり、バックホーのクレーン仕様と
標準機が同じ単価提示だったり、何でも

一式単価、水満タン無料、基本料込など
お客様からすれば値引き交渉に出来るネ
タがあり好都合だと思います。また、入
庫時の２tダンプ荷台に合材を載せた跡が
あり、返却前に洗った形跡があるが基本
積載禁止なので整備料の話をしたが他社
は一切取らないと言われてしまい請求で
きなかった。また、ユニック車のワイヤー
がキンク（よじれ、曲がり）して帰って
きたのでお客様に言うと、「初めからなっ
ていた」と言って認めてくれない。この
ようなことが日々の業務の中に多々ある
ことが、埼玉協議会幹事会社内にてアン
ケート調査した結果多く見られました。
５月、８月の勉強会ではこれを中心に行
い、他社の良い取り組みの仕方を学び、
自社にも活かしていくことが出来るよう
に会員企業の社員さん達とディスカッ
ションしながら学んで行きます。

こんにちは。㈱エービーリース機械の
根本です。２期（４年）を終了し、引き
続き後１期をお受けし、茨城協議会を牽
引していきます。前２期は役員の皆様を
はじめ、多くの方のご協力を頂き、会が
運営できた事をこの場をお借りお礼を申
し上げます。ありがとうございました。
さて、振り返ってみますと、様々な勉
強会を年間２回行いました。その時々の
要請に基づくテーマで実施し大変有意義
な勉強会となりました。
さて、我々業界に目を向けますと、一
般会計予算の総額は97兆7128億円と６
年連続で過去最高を更新。公共事業関係
費も６兆6370億円と前年同水準となって
います。
一方、県内の公共事業費に目を向けま
すと前年度当初比0.9％減の1,180億
9700万円で、このうち国補分が3.9％減
の945億9700万円、県単分が13.5％増

の235億円となりました。災害に強い県
土づくりに向け、緊急輸送対策強化に
215億円、治水直轄事業に26億円、道路
や堤防の除草、修繕などの維持管理費対
策には131億円を計上するなど、県民の
「日本一幸せな県」との基本理念を揚げる
茨城県の大井川知事による新しい茨城づ
くりが動き出そうとしております。茨城
国体まで今日で残り460日近くとなりイ
ンフラ整備も急ピッチで進んでいます。
この様な状況下で我々の業界の仕事量も
益々増えて行きますが、どれだけ貢献で
きるか？真価が問われる事と思います。
当協議会においても東京支部定時総会
での事業計画の中に記載されている路線
を踏襲しつつ、レンタル会員証の作製等
独自の内容に沿った会員の皆様の役に立
つ勉強会を積極的に行っていきたいと思
います。どうぞ今期もよろしくお願い致
します。

埼玉協議会代表 黒米 臣行　㈱東リース

茨城協議会代表 根本 忠康　㈱エービーリース機械
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第159回TRゴルフ会
平成29年度第３回目となる第159回大会
が３月13日（火）千葉県佐倉市の麻倉ゴル
フ倶楽部に35名が参加し開催されました。
天候に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。

第160回ＴＲゴルフ会（オープン記念コンペ）
平成30年度第１回目となる第160回記念
大会が正会員・賛助会員の皆様が参加でき
るオープンコンペとして６月５日（火）千
葉県成田市の名門成田ゴルフ倶楽部に46名
が参加し開催されました。
梅雨の合間の絶好の天候に恵まれ世界の

トップ1,000に選ばれた名門コースで行わ
れた大会となりました。
記念大会であるためいつものハンデ戦と
違い、新ぺリアで行われました。総額50万
相当の商品が用意されたこともあり皆さん
本気モード？でのプレーとなりました。
当日の成績は次の通りです。

TRゴルフ会

優　 勝 富山泰幸 西尾レントオール㈱ ネット71（アウト39　イン43）

準優勝 石井朝徳 ㈱機電サービス ネット74（アウト43　イン44）

３ 位 樋脇就三 ㈱ニチワ ネット74（アウト52　イン40）

優　 勝 鈴木康友 鈴木機工㈱ ネット72.2（アウト45　イン38）

準優勝 石井朝徳 ㈱機電サービス ネット72.2（アウト44　イン45）

３ 位 宮地秀悟 油機サービス㈱ ネット72.6（アウト41　イン52）

参加者のみなさん優勝 富山さん（左）

参加者のみなさん優勝 鈴木さん（右）
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賛助部会の平成30年度全体会議がゴール
デンウィーク明けの５月７日（月）神田美土
代町のユアサ商事㈱会議室で開催されました。
今回は賛助会員58名、協会側から小松崎支
部長以下７名、総勢65名と過去最大となる
皆様にお集まりいただきました。
千葉部会長の挨拶の後、小松崎支部長より

「日頃の協会ならびに正会員への支援に感謝
すると共に今年度もお互い会員のため協力い
ただきたい」との挨拶があり開会されました。
その後、29年度の活動報告と30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。
また、前年度に続き第３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。
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。

今年度も引き続きミニショベルトラブル
シューティングの講習会開催が提案され昨年
同様クボタ建機ジャパン、ヤンマー建機、東
日本コベルコ建機の３社の協力で開催される
ことに決定した。
また、その他発電機、コンプレッサ、溶接

機、移動式クレーン、ローラーなどの講習が
提案され、今後事務局が中心となり日程・内
容などの調整を行うことが決定されました。
会議終了後、場所を変えて中華料理店での

懇親会が盛大に開催され、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

全体会議

左：奥井副部会長　中：千葉部会長　右：港副部会長

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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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25日
（月）と６月29日（金）の２回に351名
受講、資格取得講習（試験）が６月26日
（火）・27日（水）の２日間に170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、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29年度末ま
でに13,323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
647名が受験されており合格発表は８月
31日（金）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。

可搬形発電機整備技術者講習

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㈱と㈱クボタ
建機ジャパンおよび住友建機販売㈱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、ヤンマー建機㈱、住友建機販
売㈱は今年も２回の開催、㈱クボタ建機
ジャパンは３回の開催となり、全体では
54名が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（水）・７日（木）、第２回
が６月13日（水）・14日（木）でそれぞ
れ10名が受講。クボタ建機講習が１日講
習で第１回が６月６日（水）、第２回が６

月７日（木）、第３回が６月８日（金）
24名が受講。住友建機販売講習が１日講
習で第１回が７月２日（月）、第２回が７
月３日（火）で合わせて20名が受講です。
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各会場で親
切に教えて頂きました。
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

資格取得試験更新講習会場
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●クボタ建機実技講習

●ヤンマー建機実技講習

実技講習

実技講習

実技講習

講師のみなさん

●住友建機実技講習

講師のみなさん

実技講習

講習会場
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今年度も事業計画に「大規模工事現場見学
会」が計画されております。これは我々が日
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かを別の角度か
ら知り、併せて我々は日頃機械をレンタルし
ていますが我々が現場を見ることや、現場を
知ることが少なく、大規模建設現場の実際を
見学し見聞を広めることに有ります。
前年度は『新東名高取山トンネル西工事』

現場見学会として３月９日（金）に41名の
正会員・賛助会員が参加し実施いたしました。
前日は関東の各地での大雨で、開催の中止

も検討されましたが当日天候は回復、東京駅
を９時に出発して18時に東京駅に戻る日帰
りのハードスケジュールでしたが予定通り開
催し無事に終了しました。
まず向かったのは、神奈川県で横浜、鎌倉、

箱根に続く第４の観光核に指定され、自然と
文化で注目を集め、平成28年に日本遺産に
指定された「大山参り」の大山阿夫利神社へ
安全祈願等の参拝です。小雨の中坂道を登り
皆さん大変お疲れでした。天気が良ければ駿
河湾が一望できるほどの景勝地ですが、残念
ながら濃霧で見ることは出来ませんでしたが、
かえって幻想的な雰囲気の中各々自由に参拝
することが出来ました。
昼食後、14時からトンネル工事現場事務

所会議室で、「清水・みらい」JVの大橋機電
課長より工事概要のご説明を受け、実際に大
口径トンネルの坑道現場まで特別に入れてい
ただき掘削を止め、間近で現在の掘削状況の
説明をいただきました。

「新東名高速道路高取山トンネル西工事」
は平成26年５月30日～平成32年７月26日
までを工期とし、工区延長工事2,200mで
NATM工法、総工事費83億６千万の大規模
なプロジェクトです。
構内外では多種多様な大型特殊機械が稼

動しており、特に掘削用ドリルジャンボ、吹
き付けロボットなど普段は見ることのないマ
シンがどのような工事・工法の目的に使用さ
れ、稼動しているかが確認でき、今後のレン
タル機械調達のヒントにもなりました。それ
以外にも大型重機・設備が目白押しに配置さ
れ、大型ダンプの往来も圧巻でした。
工期にそれ程余裕がなく、工期短縮が一番

の課題で日夜 なく工事に取り組まれていま
す。一部の購入で調達している特殊機械を除
き、大半レンタルで機械調達をしており、大
手広域レンタル、地元レンタル会社がその役
割を担っています。
今回の見学会ではJVの垣見所長、大橋課

長、清水建設OBの井出様には見学会開催に
大変ご協力いただきました。無事安全で工期
内工事完成を参加者一同お祈りいたします。

新東名高速道路トンネル工事現場見学会

トンネル工事現場見学

「大山参り」参加のみなさん現場見学会参加のみなさん
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平成29年度で藤本支部長の下での４年
間の役員任期を以って退任することに伴
い「役員研修会」が計画され、２月８日
(木)・４日(金)、静岡県伊豆市のコマツテ
クノセンターの見学会として実施されま
した。
同施設は伊豆の山の上に所在し、敷地
面積156,000㎡の近代的な施設です。ま
ず会議室でコマツの企業説明・取り組み、
ICT建機などの説明が行われ、その後コ
マツの建設機械のデモンストレーション

です。前面ガラス張りの観覧スタンドの
前で小松の誇る大型機械が次から次と走
るある意味壮大な機械ショーです。見学
後にグランドに降り真近かで機械に触れ、
大型建機に乗車しその大きさと迫力に圧
倒され大変貴重な経験をすることが出来
ました。
その後、伊東に移動しての懇親会です。
翌日の自由行動等、大変楽しく記憶に残
る研修会となりました。

役員研修会

ICT建機勉強会 スタンドからの見学

機械デモンストレーション 研修参加のみなさん

研修参加のみなさん 研修参加のみなさん
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第９回意見交換会が神奈川支部の担当

で２月15日（木）、４支部10名（長野、

栃木支部欠席）が参加し、横浜市「ホテ

ルキャメロットジャパン」で開催されま

した。

毎回通り４か月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決定され、

10月に各支部より配信された「月次点検

料の完全徴収」についての経過報告が行

われ、引き続き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、東京支部主催の「技能コンテスト；

下向き溶接」の経過の報告と、併せて５

月18日に予定されている東京支部創立50

周年祝賀会の概要が説明されました。

自由討議では、各地区で行っている災

害協定の内容や地域の景況感、働き方改

革、協会運営上の問題点など多くのテー

マについて活発な意見交換がなされまし

た。

最後に次回群馬支部の担当で開催され

ることが確認され閉会となり、その後懇

親会が行われました。

第10回関東ブロック会議が群馬支部の

担当で６月20日（水）、５支部７名（長

野支部欠席）が参加し、渋川市「ヘルシー

パル赤城」で開催されました。

各支部からの４か月間の活動状況報告

の後、群馬支部中川支部長より、大規模

災害発生時における関東ブロックとして

の協調対応のための協定締結が提案され

各支部の賛同を得、協定書の締結が決定

されました。

また、昨年に引き続き東京支部主催第

３回溶接技能コンテストへの各支部の参

加も確認されました。

登録制度・新資格制度・働き方改革の

現況なども議論され、次回迄に各支部の

取り組み状況を報告することとなりまし

た。

最後に今年度も予定されている、ブロッ

ク対抗ゴルフ大会を次回ブロック会議と

併せ、担当の長野支部に依頼する旨確認

され閉会となり、その後懇親会が行われ

ました。

関東ブロック意見交換会

ブロック会議　於 横浜 ブロック会議懇親会　於 群馬
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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」の実施を昨年に
引き続き、住友建機販売㈱のご協力をい
ただき「溶接技能コンテスト」として今
回は関東ブロック他支部も参加し実施さ
れました。
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
量を争うものです。
12月の初めの参加者募集に14社43名
が応募し、コンテスト期間は2017年12
月15日（金）～2018年２月16日（金）、
参加者の工場で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、専門検定機関にて審
査採点を行い、結果４名（東京支部２名）
の方が見事合格されましたが合格率
9.3％と大変な難関のコンテストとなり
ました。
合格の基準は100点満点のうちの80
点以上であり、合格者全員に協会発行の
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２名の成績
優秀者に対し５月18日（金）の第49回
定期総会で表彰式が行われました。

❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖

最優秀賞：山田徹也様　三成研機㈱
優 秀 賞：塚田　誠様　㈱サンペイ

❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖

受賞された皆様、　おめでとうござい
ます。
今年度も第３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。

第２回 技能コンテスト開催される

表彰者全員 優秀賞授与
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正副支部長会議

決 算 理 事 会

流 通 委 員 会

平成30年４月10日（火）

平成30年４月10日（火）

平成30年７月４日（水）

50年誌作製委員会

平成30年６月18日（月）
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東京協議会第一回勉強会活動報告
　平成30年７月26日（木）第一回目の勉強
会が参加者63名で開催されました。
　今回は関東フォークリフトサービス㈱ 高野
専務にご尽力頂き、千葉県市川市のトヨタ
L&Fカスタマーズセンターで、第一部が「ト
ヨタ式４Sの進め方」のテーマでのセミナーと
館内の見学ツアー、第二部がこの秋から導入
が決定している「建設機械レンタル管理士資
格制度」の概要の説明会が行われ、その後サッ
ポロ千葉ビール園で懇親会が開かれました。
　第一部は㈱豊田自動織機 安藤主査より、
「トヨダ式４Sの進め方」のタイトルでのセ
ミナーを受講しました。具体事例も多数交え
分かりやすく説明を受け、業種が違う我々に
も基本的な考え方は一致するところが多くあ
り大変参考になりました。
　その後最新の物流機器などを見学させて頂
き驚かされることも多くありました。案内役
が「フィデル」という素敵な女性のガイドさ
んたちで、勉強会後半の疲れた体も癒されま
した。５Sに含まれた清掃とか躾というテー

マは、先日のサッカーワールドカップのサ
ポーターや日本代表のロッカールームが世界
から賞賛されたように、今や世界に誇れる日
本人や日本の組織の美意識と品格となってい
ると思います。
　第二部は、日建レン本部の大田さんより、
「建設機械レンタル管理士資格制度」の概要
の説明会が行われました。試験制度の目的や
今後の登録制度の導入に向けた方向性などが
説明され、現場の第一線の会員様に、業界の
地位向上への協会活動の意義を感じて頂けた
のではないでしょうか。
　その後サッポロ千葉ビール園に移動し懇親
会となりました。合計57名参加の大変賑や
かな懇親会、夏の暑さを吹き飛ばすビールの
喉越しと、食べ放題のジンギスカンに舌鼓を
打ち、大いに懇親を深め、大変有意義な勉強
会となりました。
　最後に、協力頂きましたトヨタL&Fカス
タマーズセンターの皆様、協会事務局、協議
会役員の皆様にも心から御礼申し上げます。

小俣 智嗣（㈱オマタ土鉱機商会）

東京協議会

懇親会場

研修会

小俣代表挨拶

研修会
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　平成30年度　千葉地区協議会は、新年度
役員改選を行い西村新代表の下３つの委員
会を中心にスタート致しました。
　各委員会の委員長も交代となり、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30年度定期総会
　５月23日（水）に三井ガーデンホテル千
葉にて開催致しました。
　事業報告、予算審議、役員改選と盛りだ
くさんの内容で熱心にご審議頂き、滞りな
く総会を閉会する事が出来ました。会員の
皆様、有難う御座いました。
　また、総会冒頭代表をご退任される藤本
様（相談役）より当協議会に対し熱いメッ
セージを頂きました。新代表の下、役員一
同気持ちを新たに千葉協議会の発展に向け
活動してまいります。藤本相談役、千葉協
議会代表として長きの間ご尽力頂き有難う
御座いました。
　総会に引き続き、54社144名と大勢の参
加者の下、懇親会を行いました。懇親会で
は西村新代表の挨拶の後、東京支部新支部
長の小松崎様からご挨拶を頂き賛助会員を
代表してやまびこジャパン㈱ 新家様のご挨
拶の後、㈱アクティオ 片桐支店長の乾杯の
音頭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㈱レンタルのニッケン大志支店
長にお願いし、和やかな内に閉会しました。

２、平成30年度第１回流通懇談会
　７月12日（木）に13社20名の出席で三
井ガーデンホテル千葉にて開催しました。
　過日発生した西日本豪雨災害、2020年オ
リパラ後について、人材確保について各社
より意見を頂き、活発な議論が行われ、大
変有意義な懇談会となりました。
３、第10回ボウリング大会
　７月18日（水）に福利厚生委員会の㈱瀬
戸商会 西村委員長を中心に第10回ボウリン
グ大会が千葉市のアサヒボウリングセン
ターにて開催されました。
　各委員のご尽力で25社90名参加いただき
22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77名、女性13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377のスコアーで
やまびこジャパン㈱の後藤さん、女性は㈱
アールアンドアールの内田さんが栄冠を獲
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費用を値切り
たおし開催となりましたが、お店のご好意
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お願
いします。
　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。
　また次号に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㈱）

千葉協議会

西村代表挨拶 ボウリング大会参加のみなさん
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５月14日浦和の埼玉会館にて「各社
の取組」の勉強会を開催致しました。
進行役に担当幹事㈱レンタルのニッケ
ン埼玉支店の渡（わたり）様にお願いし、
趣旨説明や勉強会の流れ、発表方式など
をご参加の皆様にお伝えし開始致しまし
た。
「各社の取組」とは、お客様からよく
言われる言葉で「他社は取らないよ」「他
社は込みだよ」などということをよく言
われますので、実際にどのようなことで
言われたのか幹事会社からアンケートを
取り、課題シートを作り各社の取組を話
して頂きながらディスカッションをして
頂きました。
・見積書ではクレーン付バックホー、配
管付、狭バケット付などが同じ単価。
ローラー水満タン他社は取らないよ。
舗装カッターは他社はブレード付でや
るよ。
・入庫時ではユニックワイヤー乱巻き・
曲がりなど、初めからなっていた。車
両に傷が付いていたが、写真が無けれ
ば解らない。バックホーキャタピラに
泥付のまま返却し、泥の処分料など他
社は取らないよ。
・その他は何でも込みの金額、小物無料
回送、請求後の値引きなど他社はやっ
てくれるよと言うお客様が多い。

上記のことを模造紙に課題と対応策を
グループごとに書き発表して頂きました。
感想としましては、これはほんの一部
であり、回送、修理、現場、営業の各分
野に於いて同じようなことがまだまだあ
り、日頃お客様に都合の良いように使わ
れているのかと思いました。対策では、
事前に今日の様な事例をお客様に提示し、
「このようなことは請求になりますよ」
と事前通告をする。あと、会話の中で「込
み」と言う言葉を使わないようにする。
などと言う発表があり、早速実行できる
なと思いました。次回８月も続編の勉強
会を開催いたしますので、会員の皆様に
は多くのご参加宜しくお願い致します。
また、担当幹事会社の皆様、案内、集計、
段取り本当にありがとうございました。
 黒米 臣行（㈱東リース）

埼玉協議会

各グループ発表

勉強会

グループディスカッション
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茨城協議会・Ｈ20年新春会員交流会及び
第１回勉強会開催について
平成30年１月19日（金）ホテルグランド

東雲において新春会員交流会を正会員29社
55名、賛助会員27社42名、非会員３社４名
の計59社96名の大勢の皆様が参加し、いつも
よりも盛大に開催されました。今回も会員様
に好評なグループディスカッション形式で日
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・ウーマン研修を行
いました。参加者はグループに分かれ「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
発な意見交換を行い、普段電話でしか話さな
い担当者と顔を合わせる事で親近感も一層増
して会員間の交流が諮れた事と思います。懇
親会では今回初めて余興を入れて、『マジシャ
ンとむやむくん』で愉快なキャラクターとしっ
かりしたマジックを披露、場の雰囲気も最高
潮に達し、より一層の交流会となりました。
平成30年６月22日（金）ホテルグランド

東雲において勉強会を正会員29社69名、賛
助会員29社54名、非会員５社11名の計63社
134名が参加、年々勉強会の出席率も多く
なってきています。今回も会員様に好評なグ
ループディスカッション形式で日立建機日本
㈱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・ウーマン研修を行いました。

今回は会員から「若手の人材育成」・「同業者
間の貸し借り応対」・「値引き要求客への対
応」・「新規顧客の対応」等テーマを出して頂
きそのテーマに沿って各グループのディス
カッションです。レンタル協会独自の会員
カードを作成してお客様に登録して頂き、Ｗ
レンタルの時にお客様に提示して頂ければ大
丈夫等の色々な意見や要望等が出てきて、こ
れからの協議会への課題と検討材料となりま
した。その後㈱レンタルのニッケン三陸支店
長より、リース単価の原価計算・リース金額
の仕組みを丁寧に解説して頂き、安価な単価
は何のメリットも無いという事を改めて理解
させて頂きました。
最後はコマツ茨城水戸支店長鈴木様より

バックホーの安全装置とＩＣＴ建機の今後に
ついて説明して頂き、懇親会へと進みました。
 根本 忠康（エービーリース機械㈱）

茨城協議会

各グループ発表

勉強会

グループディスカッション根本代表挨拶

各グループ発表
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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②

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

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30年４月１日から31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①事務局より①
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企業特集
北越工業株式会社

常に新しい価値を追求し、社会と産業に貢献する企業へ
北越工業は、1938年の創業以来、80年の歴史を持つエアコンプレッサメーカーです。「空
気」を原料としたエア・エナジーは環境にやさしく安全でクリーンなエネルギー源とし
て高い実績を積んできました。永年培った独創性と高い信頼性を基盤に、空気技術、電
気技術や油圧技術を融合した“エアマン”製品は、常に新しい時代のニーズに対応した
製品として社会や産業の豊かな発展に貢献してきました。
北越工業グループでは次代の「豊かな社会」のため、また、企業価値向上のため、環境
と省エネを念頭に入れた新商品の開発にフレキシブルに挑戦し、国内外のマーケットに
新たな価値を提供するとともに社会や産業に貢献してまいります。これからも皆様のご
支援、ご指導を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

■本　　　社　〒959-0293 新潟県燕市下粟生津3074
　　　　　　　TEL 0256-93-5571(代)
■東 京 本 社　〒160-0023 
　　　　　　　東京都新宿区西新宿１-22- ２ 
　　　　　　　新宿サンエービル８階
　　　　　　　TEL 03-3348-7251(代)
社　　　　名　北越工業株式会社
創　　　　立　1938年５月15日
資　本　金　34億1,654万円
従　業　員　651名（連結）、438名（単独）
主な事業所　本社・工場、東京本社　他15事業所
グループ会社　国内３社、海外４社

代表取締役　寺尾 正義 氏

新潟本社

平成30年６月11日（月）創立80周年記念式典 
（於）東京・品川プリンスホテル アネックスタワー
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バイクの魅力ってなんだろう？と、この原
稿の依頼を受けて改めて考えてみました。昔
乗っていた方も大勢いらしゃるのではないで
しょうか？大型自動二輪の４台に１台が「ハー
レー」で40台～60代のリターンライダーが増
えていると聞きます。
私は高校生の時からバイクが好きで、中型
免許を取得して今年で30年になります。サー
キット専用のレーサーから林道を走るオフ車、
チョッパーまで、いろいろなジャンルのバイ
クを乗り継いできました。
五感を研ぎ澄まして身体のすべての機能を
使って操る乗り物でジャイロの法則で安定し
バランスを崩して曲がる乗り物です。タイヤ
が回らない低速では安定しないので気を抜け
ない。そこが車とは決定的に違いますし、そ
こが最大の魅力ではないのかと思います。
また、気温・湿度の変化、植生の変化、風
の強弱、香り、天候の移り変わり……肌を通
じて全身で感じるそれらすべてを含めてバイ
クの旅なのです。
運転中は独りになれるので日頃のイライラ
も頭カラッポで集中出来て精神衛生にも良く、
非常に快適です。バタバタと排気音を聞きな

がら高速道路を走り続けるのも気分爽快。見
通しの良い峠道をカーブの手前で減速しなが
らフロントフォークを沈めてハンドルを逆に
チョコっと切ってバイクを倒して旋回状態へ、
出口に向かってアクセルをガバっと開ける。
スローイン・ファーストアウトで安全に走行
し、この動作をリズミカルに繰り返して目的
地まで走るのも魅力のひとつです。
また、真夏の40℃近い気温の中、北海道ま
で陸路で往復したこともあります。途中「俺、
何やってるんだろう？」と毎回、東北道の盛
岡～の直線で毎回ウトウトしながら思うので
すが、アクセルを開け続けないと目的地には
到着しないので気合で走りきってます。
空冷エンジンのハーレーは更にうだるよう
な暑さ、突然の雨。そんな劣悪な環境で連日
10時間走りっぱなし・・それでもぜんぜん苦
にならず楽しいから不思議です。景色も湿度
も日差しも方角も変わる、それを直に楽しめ
る事がツーリ
ング中の楽し
みでもありま
す。
いろいろな
ところをじっ
くりと観てま
わるなら徒歩
が一番。その
次は自転車、
でも自転車は
長時間乗って
いるとやっぱ

　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。

　今回は有限会社 茨城リースの岡添様に投稿

いただきました。

ツーリングで
心と脳を健康に

有限会社 茨城リース

岡添 雅治

シルバーのバイクCB750F
1983年式のHONDA・CB1100F
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り疲れちゃいます。そうすると集中力も切れ
ちゃいます。実は、自転車に比べればバイク
は疲れないんですよ。車に比べて、移動して
いる間もいろいろな情報が肌から入ってくる
ので、覚醒状態になっているのだと思います。
バイクは、移動するスピードと、それらの
情報を取り入れることのできるセンサーのバ

ランスが一番
自分にフィッ
トしていると
思います。峠
を越えれば、
景色が変わり
変化があって
飽きない日本
の 風 景。 海
外の壮大な
自然の中を

突っ走るのも魅力的ですが、四季と海と山が
ある日本は走っていて飽きないです。
たとえば、茨城から日帰りできる距離でも、
風光明媚な景色を楽しめるコースはいろいろ
あって、 春、新緑が迫る奥多摩で、少しひん
やりする山の冷気を感じながらそばを食べる
のもいいですし、48のカーブが名前の由来で
あるいろは坂は登りが２車線使えるので気持
ちよく走れて秋の紅葉も見事ですし、上りき
れば中禅寺湖がぱっと目の前に広がり、金精
峠から片品村を抜けて沼田までの約30kmの峠
道のルートも最高です。
海と山の景色が両方楽しめるといえば伊豆

半島。特産物がそれぞれ楽しめるのも
またいいです。海沿いの国道135号を行
けば、雄大な海を眺めながらのツーリ
ングになり、伊豆スカイラインに入れ
ば、山の景色を堪能できます。
勢いで箱根に向かえば、さらに楽し
く、目の前に大きくその姿を現してい
く富士山。見下ろせば、芦ノ湖がその
湖面を光らせています。ワインディン
グロードを楽しむもよし。秋であれば
仙石原のすすき草原に心を奪われるの
もまたいいですね。急ぐことはないの
で、お腹が空けば腹を満たせばいい。景
色を見たければしばしそこに留まり、自
然に思いを馳せればいい。自由気まま
に頭をカラッポにして１日楽しむ事が

できます。
月に１～２回、年に何回かは家族ともツー
リングを楽しんでいます。大学生になった息
子と同級生達とショートツーリングをしたり、
西伊豆土肥温泉まで泊まりで走ったり、仙台
までラーメンを食べに高速を飛ばしたりもし
ています。途中バイクを乗り換えて、走って
いる自分のバイクを眺めるのも楽しみの一つ
ですね。
実は、バイクに乗ることは認知症防止にも
なるという説もあるらしく、アンテナをあら
ゆる方向に張っていること。手、足、頭、す
べてが違う動きをしていること。適度な緊張
状態を保てることなどが、その理由だそうです。
「体ひとつ」で走るので危険な乗り物と思
われがちですが、ルールを守って交通の流れ
に乗り、装備・整備をキチッとした車両で昔
みたいな無茶を
しなければ、とて
も楽しく、安全で
刺激的？な移動
ツールなので、昔
乗っていた皆様
ももう一度アク
セルを握ってみ
て は い か が で
しょうか？
弊社では車種
の選定や購入の
ご相談も承って
おります。

黒いバイク 1974年式 kawasaki Z1
真冬に仙台

筆者 1983年式 ハーレーダビッドソン FXRT

緑のOFF車
筑波山近くの加波山の崩落している酷道
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　西日本に甚大な豪雨被害が発生（まず

被災された方々に心よりお見舞い申し上

げます）し、日本全体が厳しい暑さに見

舞われている７月中旬、酒井重工業の酒

井一郎社長を港区芝大門の本社にお訪ね

しました。

　同社は今年創立100周年を迎えられて

おります。創業は1917年（大正７年）芝

浦で森林用の機関車の製造業として創業

されました。その後幾多の変遷を経て日

本の高度成長期とともに成長し、タイを

皮切りに世界100カ国以上に輸出し、現

在ロードローラーの国内シェアーは70％

と日本を代表する道路建設機械トップ

メーカーとしての地位を確立されておら

れます。

　酒井家は福

島県のご出身、

先々代の酒井

金之助さんが

東京に出てこ

られ機械メー

カーに勤務さ

れ将来を嘱望

されましたが、

その会社のお

嬢様と結婚さ

れ独立されたのが同社の始まりです。

　一郎社長は慶応大学の理工学部機械工

学科のご出身、機械工学を学ばれたのも

将来の同社を背負う道筋を意識されてい

たのかもしれません。大学卒業後、三井

物産㈱に就職され電気機械輸出部におい

て東南アジア向け重電プラントの輸出を

担当されました。1,000億円位のプラン

ト輸出を手がける部門でしたが、一番楽

しかったのは50億円位のプラント輸出

だったとのことです。三井物産には５年

間勤務され、1990年に酒井重工業に入社

されました。その５年後、２代目酒井智

好社長の急逝に伴い３代目社長にご就任

されたのが1995年（平成７年）33歳の

時です。同社の創業が大正７年、一郎社

アフリカが楽しい！！
世界の国土建設に貢献

酒井重工業株式会社

代表取締役 酒井 一郎

アフリカが楽しい！！
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に行われ非常に有効です」とニコニコさ

れ話されておられました。

　一郎社長のご家族は奥様とお嬢様がお

一人、大変可愛がられておられます。「こ

れからは女性活躍の時代、将来の後継者

として・・」と私、勝手に思いを巡らせ

ました。

　酒井社長はまだお若くお元気です。同

社の更なるリードとご発展、酒井社長の

ご健康を願い同社受付の100周年の記念

表示やテレビ映像などを興味深く拝見し

同社を後にしました。

（まとめ：前田 秀雄）

長のご就任が平成７年、この７年つなが

り（ラッキーセブン）が今日の発展の暗

示だったのかもしれません。

　酒井社長にご趣味をお伺いすると「特

にありません。強いてあげればゴルフと

仕事くらいかな・・・」と。最近海外の

アフリカに興味を持たれているとのこと

です。ケニア・ウガンダ・モロッコ・セ

ネガルなど仕事で訪ねておりますがその

国の文化・風土・自然・食べ物などに興

味があります。また同社の市場としてア

メリカ・東南アジアは既にビジネスとし

て出来上がっており、アフリカは今後の

市場として大いに可能性があります。ま

た中国のアフリカの進出に対抗し、日本

国としてアフリカに力を入れており我が

国の国策の一端を担うことにもなってお

ります。

　同社の働き方改革の一つとして今、「ラ

インワークス」に取り組んでおられます。

これは私たちが携帯しているスマート

フォンの「ライン」を使っての情報交換

です。現在のチャットメンバーは世界に

所在する経営幹部・営業・サービス・設計・

本部社員112名の社員で行われており、

日本語や英語で書き込むと同時に英語や

日本語に翻訳されスマホに両国語で表示

されます。「タイムリーな情報交換が瞬時

頭山満氏書による額
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今号では東京から足を伸ばし、最近観

光客にも人気のある小江戸と呼ばれて

いる埼玉県の川越を訪ねました。今回

の川越は千葉県市川市の中山法華寺、

茨城県の筑波山に続く長距離散歩です。

川 越

川越市は、埼玉県南西部に位置する、人
口約35万人、さいたま市、川口市に次ぐ県
内第３位の県西エリア最大の商業都市です。
若い世代では映画『ウォーターボーイズ』
の舞台の県立川越高校が有名ですが、最近
はNHK朝の連続ドラマ「つばさ」でも人気
となったことが思い出されます。
首都圏有数の観光名所「小江戸川越」と
知られる川越。神社・寺院・歴史的建造

物が多く
「世に小
京都は数
あれど、
小江戸は
川越ばか
りなり」
とうたわ
れ 年 間
700万人

もの観光客が訪れる一大観
光都市であり近年は、多く
の外国人観光客を見かける
ようになりました。
川越の名前の由来は、鎌
倉幕府に重用された豪族の
「河越氏」からきていると言
われます。
川越城は室町幕府時代に
太田道灌によって築城され、
以降、多くの合戦の舞台と
なりました。江戸時代、川
越には武蔵国筆頭藩として
大老の重鎮が配置され商工
業・学問の盛んな城下町と
して発展を遂げました。
1871年、廃藩置県により

川越藩から川越県、その後入間県となり、
1873年の熊谷県を経て、1876年に埼玉県
に編入後川越町は1889年に成立しました。
1895年開業の川越鉄道（現・西武鉄道）、
1914年開業の東上鉄道（現・東武鉄道）
など交通・流通網が整備され、県内初とな
る米穀取引所や民間銀行（川越銀行や川越
商業銀行）が設立し、城下町から埼玉県随
一の商都・金融の中心地、米取引・穀物集
散地として発展しました。
なお、商工会議所や医師会の発足、火力
発電所や水力発電所が作られたのも、埼玉
県では最初です。
川越で真っ先に思い浮かぶのは「時の鐘」
ではないでしょうか。「時の鐘」は三層構
造の高さ約16ｍ。江戸時代に川越藩主・酒
井忠勝が建てたと言われ、現在の鐘楼は４
代目となっています。当初から、庶民の暮
らしに欠かせない「時」を告げる川越のシ大正浪漫通り商店街

川越のシンボル「時の鐘」
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ンボルとなっています。古くは鐘撞き守が
決まった時間に時を知らせていましたが、
現在は、自動で１日４回（６時・正午・15
時・18時）、川越城下の蔵造りの町並みに
鐘の音を響かせています。
「時の鐘」から北西、この辺りは昭和初
期には70軒余りの菓子屋が軒を連ねていま
したが現在では20件ほどが営業し、せんべ
い・カルメ焼き・あめ玉などの駄菓子が販
売されており、懐かしい雰囲気が楽しめま
す。平成13年には環境省主催「かおり風景
百選」にも選ばれています。
また、大正浪漫夢通り商店街は古き良き
大正時代を思わせる情緒あふれ、歴史の深
い商店街です。毎日の買い物からこだわり
の逸品、川越観光のお土産などを販売する、
個性的なお店が軒を連ね、200mほどの通
りは、御影石の石畳を敷き、電線を地中に
埋設するなどしています。通りの終点は、
撮影のスポット「バルテノン神殿」のよう
な重厚な雰囲気が印象的な川越商工会議所
が有ります。
川越氷川神社は、川越の総鎮守として信
仰される神社です。1842年に起工した現
本殿には江戸彫りと称する精巧な彫刻が施
されており、県の重要文化財に指定されて
います。
川越大師喜多院は、五百羅漢や正月３日
のだるま市（初大師）で広く知られていま
す。天長７年淳和天皇の勅により慈覚大師
円仁により創建されました。寛永15年の火
災後の再建時には、江戸城内の家光誕生の
間、春日局化粧の間が喜多院の書院、客殿
として移築されました。境内には他にも多
くの文化財や史跡が有り、多くの参拝客で

賑わってい
ます。
名物グル
メが沢山あ
るのも川越
の魅力の一
つで、雰囲
気の良いお
店でゆっく
りしたり、食べ歩きも楽しみ方の一つです。
中でも1807年創業の江戸時代から続く伝
統の味を今も守っている「小川菊（おがき
く）」で鰻を味わってはいかがでしょうか。
また、本物のかまどに取り付けた蒸し器
で蒸している、菓匠右門の饅頭の食べ歩き
も外せないところ。川越名物「いも恋」は
大人気で、蒸し立てを片手に「時の鐘」で
写真を撮ればまさしく「インスタ映え」す
る写真が取れます。また、伝統建築物に認
定されていたり、江戸時代の蔵戸を再利用
した扉があるなど、店舗外観・内観も必見
です。
国の登録有形文化財に指定された、明治
蔵（おみやげ処）、大正蔵（まかない処）、
昭和蔵（くら市場/地場野菜）の３つの蔵と、
展示蔵（つどい処）からなる施設では、お
土産を選んだり、食事もできるので、様々
な楽しみ方ができます。特におみやげ処は
明治時代に建てられた蔵なので、まさに小
江戸川越の歴史を感じられる場所と言えま
す。
これから「川越に行く予定だけど、どこ
に行けばいいんだろう」そんな方の少しば
かりお役にたてればと思います。

（記事・写真：大森 達也）

川越商工会議所　国指定有形文化財 ルネッサンス様式の埼玉りそな銀行川越支店

川越大師喜多院



42

ご挨拶
専務理事　小椋 直樹

この度５月総会において「一般社団法

人　日本建設機械レンタル協会」の専務

理事を拝命いたしました小椋と申します、

どうぞよろしくお願いいたします。

＜自己紹介＞

今回は初めての寄稿となりますので簡

単に自己紹介をさせていただきます。

生年月日は昭和33年10月29日、生ま

れは愛媛県松山市です。大学進学と同時

に上京し卒業後昭和56年に当時の建設

省（現在の国土交通省）に入省いたしま

した。入省後は主に建設産業行政、土地

行政、公共用地取得の業務等を担当。在

職中には、中国地方整備局（広島市）、

四国地方整備局（高松市）、建築研究所（つ

くば市）、国土庁、日本下水道事業団な

ど数回の転勤と出向を経験しております。

在職中の思い出深い業務というとまず

は公共用地の取得業務がございます。例

えば道路建設が行われる場合まずは道路

用地の確保が先決となります。買収ルー

トに従って用地取得計画を立て地域住民

の方への説明会を開催してから個別の用

地交渉を実施するという一連の流れがあ

りますが、なかなかスムーズに仕事が進

まずに苦労をしたことは一度や二度では

ありません。しかし“道路”は目に見える

公共施設ですので、無事に開通した時の

達成感は大きいものがあります。退職し

た今でも東京外環道や第二東名高速道路

の工事現場を見るにつけ当時のことが感

慨深く思い出されます。

さらに建設機械課（現在の公共事業企

画調整課）において除雪用建設機械に関

する予算の仕事を担当した事もあります。

各地の除雪ステーションに除雪機械を購

入配備する仕事でしたが、当時は全く経

験の無い分野で建設機械に対する知識も

無く大変苦労いたしました。建設機械

メーカーさんのご厚意で工場見学をさせ

ていただき、各種除雪機械の製造工程を

見学、機械名や仕様などについて詳細に

教えて頂き購入の参考にした記憶があり

ます。当協会は当時（社）全国建設機械

器具リース業協会という名前で建設機械

課の所管法人であったということも何か

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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のご縁かもしれません。

また国交省勤務時代に阪神淡路大震災

（1995年）、東日本大震災（2011年）、

熊本地震（2016年）と大きな地震が発

生いたしました。大災害が起こったとき、

国、都道府県、市町村がどういう役割分

担でどのような災害対応をしているのか、

実際に被災した地域でまず最初に動くの

は誰なのか、司令塔となるべき行政機関

が被災したときは誰が指揮を執るのか、

こういった具体の危機に直面した際の動

き方は大変勉強になりました。当協会に

おいても災害対応への取組、連絡網の整

備を進めておりますが、地震だけでなく

温暖化等に伴う風水害等も深刻化してい

る今、早急に取り組むべき課題であろう

かと思います。

35年間在職した国交省を退官した後

は、民間企業への再就職の道を模索しま

した。就職活動の結果知人の紹介もあり、

自動車のワイヤーハーネス（組み電線）

においては国内トップシェアを誇る矢崎

総業グループの矢崎エナジーシステム㈱

に就職いたしました。同社では電線事業

部の営業開発部門に所属し、主に官公庁

への商品説明や新技術（ＮＥＴＩＳ）登

録に関する業務を担当しました。２年間

という短い勤務期間ではありましたが新

しい仲間を得ることもでき、また新しい

分野の仕事を知ることもでき非常に貴重

な経験となりました。

＜一般社団法人日本建設機械レンタル協

会に勤務して＞

自己紹介が長くなりすぎましたが、当

協会に就職しての抱負について少々書か

せていただきます。

まだ出勤して日が浅いので業務に関し

てはただいま勉強中ですが、会員企業様

の非常に多い当協会においては本部事務

局としての業務も多岐にわたるものと考

えております。現在協会が取り組んでい

る「建設機械レンタル管理士」試験の実

施、レンタル管理士の設置を要件とした

「建設機械レンタル業者登録制度」の創

設については本年から試験が開始される

ということを踏まえて迅速且つ慎重な業

務の実施が必要だと認識しております。

また、昨今建設業界等で頻繁に話題に上

るi-Constructionに関しても他の業界か

ら立ち後れることなく取り組んで行くこ

とが必要だと感じています。

当協会は規模も大きく歴史のある団体

でありますので、まだまだ様々な問題や

課題が山積みかと思いますが、支部の皆

様と協力して密に連携を取りながら各種

の公益活動の積極的展開や会員福祉に向

けた諸活動がなされるよう微力ながら尽

力したいと考えております。

会員の皆様、今後ともご指導の程よろ

しくお願いします。



44

　入社６年目になる張替さん。今回話し好きで、元
気な笑顔のかわいい女性にお会いできました。茨城
県古河市のご出身、学生時代は意外だとは思いますが
警察官になることを夢見て頑張っておられました。残
念ながら夢は叶いませんでしたが、たまたま参加した会
社説明会が縁で㈱アールアンドアールに就職し東日本大震
災後の東北営業所（仙台市）に初赴任し現在、東京営業所で主
に入出荷のフロント業務を担当されています。Wレンタルがメインのため、小物から大
物まで取扱商品が多く伝票処理も煩雑で、特に朝はトラックが何台も並びお待たせする
時間が長くなりお客様にご迷惑をかけることもありますが、持ち前の笑顔でクレームを
かわしながら日々業務をこなしています。近年は会社独自のICタグ管理（WARシステ
ム）が導入され、以前より迅速で正確な入出庫が出来るようになりました。現在東京営
業所は女性６名がそれぞれの担当で活躍されています。
　総合職として入社したため、今後全国各地に転勤の可能性もありますが、やりがいを
求め昇進を目指し頑張ります。また現在、交代ではあるものの週休２日など、福利厚生
が充実して非常に満足しています。
　一方、今は楽しい一人暮らしですので、普段の休日はまず家事を済ませ、近隣の商業
施設へのショッピングへ行くことが多いです。学生時代の友人も近くに多く、時間があ
ればディズニーランドへ遊びに行ったり、アウトレットまで足を延ばすこともあります。
最近では以前留学していた友達がいたこともあり女友達５人でフィリピンへ遊びに行っ
て来ました。また長期休暇の予定が友達と合えば国内外旅行でも行く計画を立てること
が楽しみです。残念ながら現在永遠の彼氏募集中です。張替さんならきっとそれほど遠
くない時期に実現するでしょうね。
　高校は学費免除・大学では奨学金制度を利用し、自宅から通学しご両親に経済的に負
担をかけなかった超親孝行者でした。アルバイトも今までほとんどの職種を経験してき
たと豪語する張替さん。仕事に対しての責任感、人に対しての明朗さの礎となっている
ようです。今後フロントや営業事務など女性が活躍できる職場環境がさらに改善され、
女性が輝く業界に成長していくことを期待しています。

　底なしに明るく、元気で職場の中でも
中堅スタッフとしてリーダーシップを取
り、日々業務・改善をこなしている張替
さん。今後いろいろな業務でも活躍でき
る逸材です。㈱アールアンドアールの明
るく自由な雰囲気の下、更に活躍される
ことを期待します。

“フレー・フレー機麗女子”

㈱アールアンドアール

張替　博美 さん

子女麗機
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正会員

賛助会員

新入会員
社　　名 住　　　所 ＴＥＬ ＦＡＸ

シューワ㈱　墨田支店 〒131-0044 東京都墨田区文花1-2-2 03-5655-0848 03-5655-0847

新入会員
社　　名 住　　　所 ＴＥＬ ＦＡＸ

森田電機産業㈱ 〒105-0012 東京都港区芝大門2-10-6 03-3434-1821 03-3434-1396

㈱アタッチリンク 〒270-0144 千葉県流山市前ヶ崎411-1 04-7148-1170 04-7148-1171

代表者変更
社　　名 代　表　者

ユナイト㈱ 代表取締役社長　須郷　洋一

㈲岡澤機械サービス 代表取締役　岡澤　真澄

田中運輸リース㈱ 代表取締役社長　北大路　永典

東京キデン㈱ 代表取締役　佐藤　千惠美

㈱レンタルシステム関東 代表取締役社長　阿藤　勇二

Ｊ－ウィングレンタリース㈱ 代表取締役社長　長手　繁　

アイム機械㈱ 代表取締役　眞淨　靖　

日本綜合産業㈱ 代表取締役　豊福　寅久

㈱伸成電機工業 代表取締役社長　下田　英一郎

会社名変更
社　　名 旧　社　名

コマツカスタマーサポート㈱ コマツレンタル㈱

住所・電話番号変更
社　　名 住　　　所 ＴＥＬ ＦＡＸ

㈱アールアンドアール 〒279-0012 千葉県浦安市入船1-5-2
プライムタワー新浦安16F

退会
社　　　名

ＡＪＡＬＭ㈱

㈱ケービーエス

大和機工㈱

協 会 情 報
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新入会員紹介
【正会員】

株式会社　アタッチリンク
　当社は建物解体業の修理部門としてスタートし、現在ではメーカー各社様のご協力の元、
建設機械（建物解体仕様機）・アタッチメントの新品/中古機械販売・リース・修理を中心
とした事業を展開しております。
　実際に現場で建設機械を扱う一員として、国内最大級の品揃えでユーザー様の様々なニー
ズにお応えし、メンテナンスを含めた総合的な支援ができるよう社員一同、日々邁進して
おります。レンタル協会会員様へのダブルレンタル等も対応致します。ぜひご相談、ご活
用くださいませ。
　このたびの入会を機に、より一層、建設機械レンタル業界の発展と会員企業様のお役に
立てますよう努めて参ります。何卒宜しくお願い致します。

【本社所在地】千葉県流山市前ヶ崎411番地１
【代表取締役】木谷　豊武
【事 業 内 容】建設機械及びアタッチメント販売・リース・修理
【資　本　金】980万円
【従 業 員 数】40名
【Ｕ　Ｒ　Ｌ】http://www.attach-link.com

【正会員】

森田電機産業株式会社
　弊社は、シンフォニアテクノロジー株式会社の総合代理業を主な事業として 昭和31年に
発足しました。産業電機関連事業、省力・自動化関連事業、物流関連 事業、サービス・メ
ンテナンス事業、情報関連・特殊産業機器事業、環境関連事業、人材派遣事業を中心とし
て運営し、関連各社製品の営業活動とメンテナンス・サービスを含めた総合的な事業を行っ
ております。
　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】東京都港区芝大門２丁目10番６号 
【代表取締役社長】森田　彰 
【事 業 内 容】エンジン式・バッテリー式フォークリフトのレンタル及び販売 
【資　本　金】3,000万円 
【従 業 員 数】110名 
【Ｕ　Ｒ　Ｌ】http://www.morita-ei.co.jp/
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２月１日より事務局に入協しました大森達也と申します。
私は賛助会員の某メーカー出身です。在任中、千葉協議

会の事務局をさせて頂いておりました。
縁あって協会にお世話になることになりましたが、レン

タル業界の発展の為少しでもお役にたてる様精一杯努めさ
せていただきます。
宜しくお願い致します。

【賛助会員】

シューワ株式会社
　弊社は、経営理念として「ありがとうを世界一集める企業」を掲げております。
　私ども、シューワグループは、昭和63年の創業以来、お客様に「より良い商品を、より
安く、より便利に」ご利用いただけますよう、灯油の物流改革に微力ながら努めてまいり
ました。そして今日、すっかりお馴染みいただいた「雪やコンコ」のテーマソングととも
に玄関先まで灯油をお届けする「巡回販売方式」により、販売エリアを拡大してまいりま
した。灯油取扱量の急増に伴う問題も供給各社様よりご協力いただき、自社大型タンクロー
リー車で効率よく、大量に配送ができるようになり、巡回販売「シューワ」をご支援いた
だくお客様は、創業の地、関西をはじめ、東海、関東、九州、東北で約100万世帯に達し、
灯油小売業として販売数量日本一の座を確固たるものとすることができました。その中で
今回、賛助会員になりました弊社「ウォーター事業部」また他10事業部を含め今後の皆様
のお役に立てればと存じます。
　これからの日本の産業は、人口減による空洞化が予想されます。その環境の中、マーケッ
トサイズは縮小傾向でありますが、商圏やサービスメニューを広く取り入れながら、出来
る限りキャパを増やし、さらには季節変動を利用し、高いシェアを狙うニッチオンリーワ
ン戦略（ 間商法）を進め、少子高齢化の中、我々の最も得意とするFACE to FACE、
DOOR to DOOR、無店舗商法の強みを生かし、お客様のありがとう満足度を上げられるよ
う取り組んで参りますので今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

【本社所在地】大阪府堺市中区陶器北244－５
【代表取締役】矢野　秀和
【事 業 内 容】ウォーター事業、石油事業、ファシリティー事業、ＢＣＰ事業、エナジーオー

ト事業、人材派遣事業、クリンネス事業、物流事業、新エネルギー事業、入
札・石油輸送事業、移動コンビニ事業

【資　本　金】１億740万円
【営 業 拠 点】全国38拠点
【従 業 員 数】約750名
【Ｕ　Ｒ　Ｌ】http://www.shu-wa.jp/

新入職員のご紹介
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MVH-308DSC-PAS
バイブロコンパクター

NETIS No. 転圧センサーTH-120015-VE

MT-55H
タンピングランマー

NETIS No. TH-100005-VE

MVC-F60HS

MRH-601DS

MLP-1212A

FX-40G/FU-162
低騒音指定番号

5097

MCD-318HS-SGK
低騒音指定番号

6190
NETIS No.
TH-100006-VE
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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

その他の取扱商品はこちら☞ アールアンドアール 検索 http://r-rental.co.jp/

従来の避雷針では雷を誘導し、建物の直撃雷を防いでいましたが
落雷バリアは雷が落ちないように一定のエリアを保護する全く逆の
発想で開発されました。

落雷のメカニズムを理解し、地上から落雷に向けて放電する
「お迎え放電」を制御し、落雷自体を発生させない画期的な発想で
開発された避雷針です。建物への落雷による屋内設備の二次被害や
直撃雷による人的被害などを防ぎます。

推奨施設
空港施設、港湾施設、ゴルフ場、鉄道、道路、病院、
オフィス、ホテル、マンション、データセンター、工場、
工事現場、校庭、グラウンド、遊園地、イベント工場、
野球場、木造建築、無線アンテナ、屋外監視カメラ、
化学工場、船舶など

【落雷バリアの特徴】

【レンタル・販売にて対応】

（1）地面に誘起された電荷を用いるた
          め、電源は必要としません。
（2）保守について、費用も手間もほと
           んどかかりません。
（3）効果は第三者認証機関「ビューロ
           ーベリタス」が認証しています。
（4）世界で多くの実績があります。

イベントなどでもご利用いただける
ように短期レンタルを行っておりま
す。
また、常設として販売にも対応して
おりますので詳細はお問い合わせく
ださい。

ビューロベリタスは、
品質・安全、環境及び
社会的責任分野における
適合性評価を行う、
世界最大級の検査・認証
機関として有名です。

● 建設・産業機器レンタル業者向けレンタル専門
● ホームページから新商品情報がご覧になれます。

落雷バリア従来の避雷針

雷を誘導し、落とす従来の避雷針から
落雷バリアは落雷を制御し、対象構造物等を保護します。

落雷バリアは雷が落ちないように
一定エリアを保護します。

従来の避雷針は、建物への被害を防ぐが
屋内設備への被害や雷を誘導してしまい
ます。
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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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● 関東営業部 (〒362-0025) 埼玉県上尾市上尾下998-１　　TEL(048)778-4878　FAX(048)778-4880
●東 京 支 店
●神奈川支店

TEL(048)774-6313
TEL(046)246-2151

● つくば営業所
●北関東支店

TEL( 0 2 9 ) 8 4 1 - 6 7 6 0
TEL ( 0 2 8 4 ) 9 1 - 3 6 1 1

● 千 葉 支 店
●甲信越支店

TEL(043)227-3400
TEL(026)261-4101

 
 

 
  

http://www.dendousya.co.jp 
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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までご相談ください。
●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。

SJNK18-04644／2018.7.13

日本建設機械レンタル協会�
正会員専用 保険制度� ～総合補償制度のご案内～

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＞総合賠償制度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。

保険金お支払件数

支払保険金総額

141件

約 7,422 万円

※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、水道操作を誤り、水道操作を誤り、 管を破損させた。

総合賠償制度
（施設賠償責任保険、生産物賠償責任  
　保険、請負業者賠償責任保険）

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。

（受託者賠償責任保険）

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。

（動産総合保険）

動産総合保険制度

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。なってしまった。なっ

（傷害総合保険）

労災上乗せ補償制度



63



64



65



66

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。
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事務局より③事務局より③ 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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平成 30年度

役  員  名  簿
相談役　鬼　丸　卓　哉　　　藤　本　俊　雄

役 　 職 氏 　 　 名 会　　社　　名
支 部 長 小松崎　伸一郎 小松崎機械㈱
副 支 部 長 福 山 慎 一 双葉リース㈱
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
副 支 部 長 小 俣 智 嗣 ㈱オマタ土鑛機商會
副 支 部 長 後 藤 津 儀 ㈱アクティオ
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 今給黎　宣　成 ㈱イマギイレ
常 任 理 事 原 田 英 雄 ㈱アールアンドアール
理 事 池 田 勝 信 ㈱城南建材社
理 事 野 津 晃 司 西尾レントオール㈱
理 事 中　山　誠太郎 コマツカスタマーサポート㈱
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 市ヶ谷　昌　彦 朝日機械産業㈱
理 事 山 部 雄 経 信和リース㈱
理 事 橋 田 法 清 新光重機㈱
理 事 岡 添 雅 治 ㈲茨城リース
理 事 伊 藤 政 浩 日立建機日本㈱
理 事 山 根 恵 司 ㈱カナモト
理 事 今 村 真 二 ㈱テクノ
理 事 小 田 和 功 ユナイト㈱
理 事 高 木　　 潤 和泉機械㈱
理 事 響　　 太 郎 ㈱レンタルのニッケン
理 事 鈴 木 康 友 鈴木機工㈱
理 事 西 村 直 樹 ㈱鶴商メンテナンス工業
理 事 大音師　憲　一 小川リース㈱
監 事 黒 米 臣 行 ㈱東リース
監 事 小野寺　博　之 ㈱東部重機
賛 助 部 会 長 千 葉 雅 司 ㈱クボタ建機ジャパン
事 務 局 長 大 森 達 也 日本建設機械レンタル協会 東京支部
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平成 30年度　役員担当表

委 員 会 委 員 長 副委員長 委　　　員

総務・厚生 加藤浩孝 福山慎一 山岡武市 市ヶ谷昌彦 山部雄経 岡添雅治 大音師憲一 西村直樹

流 通 後藤津義 小俣智嗣

山下仁和 三瓶　靖 根本忠康 今給黎宣成 山根恵司 小田和功

伊藤政浩 野津晃司 橋田法清 中山誠太郎 響　太郎

教育・広報 川曲幸生 原田英雄 池田勝信 高木　潤 野本芳英 岡澤真澄 今村真二 鈴木康友

50年誌作製

（特別委員会）
藤本俊雄

小松崎伸一郎 福山慎一 三瓶　靖 山下仁和 今給黎宣成 小俣智嗣 池田勝信

川曲幸生 原田英雄（赤坂光一郎）

部 会 部 会 長 副部会長 委　　　員

大 型 建 機 高木　潤

大音師憲一

福山慎一（晴柀　保）

（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 小俣智嗣 山下仁和 三瓶　靖 福山慎一 加藤浩孝 池田勝信

千葉協議会 西村直樹 原田英雄 山部雄経 橋田法清

埼玉協議会 黒米臣行 加藤浩孝 今給黎宣成 川曲幸生 市ヶ谷昌彦

茨城協議会 根本忠康 小松崎伸一郎 岡澤真澄 岡添雅治

TRゴルフ会 会長：池田勝信　　幹事：安藤俊幸（伊藤忠建機）石井茂雄（ヤンマー建機）
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Ad index 73号広告掲載社

広告主名 掲載頁

㈱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

㈱アルタス情報システム 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

㈱アールアンドアール 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

広告主名 掲載頁

㈱ティ・エイチ・アイ 58頁

東日本コベルコ建機㈱ 59頁

ヤンマー建機㈱ 60頁

㈱電動舎 60頁

㈱加藤製作所 61頁

㈱ワイズマン 62頁

損害保険ジャパン日本興亜㈱ 62頁

伊藤忠建機㈱ 63頁

㈱荏原製作所 64頁

デンヨー㈱ 64頁

㈱諸岡 65頁

イー・イー・ティジャパン㈱ 66頁

SORABITO㈱ 67頁

㈱ハタヤリミテッド 表紙裏

㈱NSD 裏表紙裏

酒井重工業㈱ 裏表紙

会報第73号
発　行　平成30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  川曲 幸生
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
表紙写真　川越「時の鐘」（撮影：大森 達也）

た方も多かったと思います。そして、サッ
カーワールドカップでの日本の決勝トーナ
メント進出や活躍に心躍りました。特にベ
ルギー戦は敗れたものの今迄で一番素晴ら
しい戦い方だったのではないでしょうか。
心から選手の皆さんを称えたいと思います。
　そんな熱い感動にも負けない心温まる会
報73号をお届けできる運びとなりました。
今年は支部長の交代があり、また50周年祝
賀会もありまして内容も豊富ですが、投稿
や取材に協力してくださった皆様のお陰で
素敵な会報に仕上がりました。ご寄稿、広
告に協賛頂いた会員様に心より感謝いたし
まして、今後も皆様に楽しんで頂ける広報
誌になりますよう鋭意努力してまいる所存
です。 教育広報委員　原田 英雄

　残暑お見舞い申し
上げます。
　今年の夏は本当に
暑かったです。災害と
も思える高温が続き、

豪雨災害や大型台風の上
陸等、異常気象に悩まされた年となりま
した。今後、社会としても業界としても暑
さ対策を講じる必要性が強くなりました。
　また、今年は暑かっただけでなく熱く
なった年でもありました。平昌オリンピッ
ク・パラリンピックでの日本人選手の活躍
に心を熱くし感動を覚えました。フィギュ
ア、スピード、パシュートのスケート競技
やスキージャンプ、カーリング等、冬だと
いうのに手に汗握りテレビに釘付けになっ

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

建機レン
タルNa
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