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　５月に新元号「令和」がスタートしま
した。
　また、昨年11月には2025年国際博覧
会（万博）開催が大阪に決定しました。
大阪万博は1970年以来２回目になり、
2800万人の来場を見込み経済効果は
２兆円とも言われています。
　一方、2020年東京オリンピック・パ
ラリンピック開催まで１年を切り、首都
圏では、新国立競技場をはじめ、ホテル
の新築・増改築や都心の再開発、山手線
新駅（高輪ゲートウェイ）をはじめとす
る交通のインフラ整備工事などの最盛期
を迎えており、しばらくは社会基盤整備
中心に活況が続くものと思われます。
　国内経済は、実感は伴わないものの引
き続き緩やかな基調で推移すると思われ
ますが、米中の貿易摩擦、イギリスのＥ
Ｕ離脱など、世界経済に与える影響があ
り景気の先行きは不透明な状況が継続す
ると思われます。
　また、近年毎年のように起こる大災害
に対し、安倍首相は今後の防災、減災、
国土強靭化のために緊急対策を表明され
「19年度政府予算」では公共事業関連費
は前年度より最大２割増の７兆円規模と
なりました。
　建設業への就業者は２月１日の総務省
が発表した労働力調査によると、国や各
団体の人材確保の効果、またオリンピッ
ク関連事業などの建設需要増により前年
比で１％増加して503万となりました。
内訳をみると男性が減少している対し、
女性は６万人増と高い水準となりました。
　しかしながら、将来的には少子高齢化

や企業に対する魅力不足等から、建設業
従事者が減少し、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。
　このような状況下、我々建設機械レン
タル業界も、「働き方改革」への対応が
喫緊の課題であり週休２日制導入など若
年者の入職促進や高齢者、外国人労働者、
さらには女性活躍推進のためには業界挙
げて早急に取り組む必要が有ります。
　今後も引き続き「協会の存在意義」を
改めて確立していかなければなりません。
業界の諸問題の解決はもちろん、無意味
な価格競争を是正し、若い世代が中心と
なり豊かな発想力を持ち、積極的な議論
を交わし実のある変革が望まれます。
　また、働き方改革特別検討委員会、流
通委員会の活動等を通じて業界の秩序を
維持し、業界の地位確立のため、更なる
発展を目指してまいります。今後も、理
事会、委員会、部会活動の活発化と地域
問題対応のために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。
　昨年10月からスタートした「建設機
械レンタル管理士資格」の促進、更には
2020年の創立をめざしている「建設機
械レンタル業者登録制度」に向けた諸活
動にも取り組んでまいります。現在の受
講申し込みは1800名、合格者は約
1000名になっております。
　会員各位におかれましては本年度も、
昨年と同様のご支援、ご協力をお願い致
しまして挨拶とさせていただきます。

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

引き続き「働き方改革」への対応を
推進してまいります

ご挨拶ご挨拶



課税事業者から区分記載請
求書等の交付を求められる
ことがあります。

　令和元年 10月 1日から、消費税及び地方消費税の税率が 8%から
10％に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施され
ます。

〈令和元年 6月〉

令和元年10月1日から
消費税の軽減税率制度が実施されます

仕入れ（経費）について、取引ごとの税率により区分経理を
行う等の対応が必要となります。

課税事業者と取引を行う場合、区分記載請求書等の交付を求
められる場合があります。

売上げや仕入れについて、取引ごとの税率により区分経理を
行うことや、区分記載請求書等を交付する必要があります。

免税事業者からの仕入れにつ
いても、仕入税額控除を行うた
めには、区分記載請求書等の保
存が必要です。
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平成31年

２月13日（水） 管理者教育講習会 日本教育会館

２月15日（金） 第10回関東ブロック会議 アートホテル新潟駅前

２月21日（木）
２月22日（金）

ICT建機講習会 トプコンソキア行方センタ

２月22日（金） 埼玉協議会：勉強会・新年会 さいたま共済会館

２月26日（火） TRゴルフ幹事会 協会事務室

３月 １日（金） 溶接技能コンテスト検定期間終了

３月 ５日（火） 第162回TRG会 中山カントリークラブ

３月12日（火） 常任理事会 ホテルグランドヒル市ヶ谷

３月12日（火） 働き方改革検討特別委員会 ホテルグランドヒル市ヶ谷

３月14日（木） 社会見学ツアー　大月リニア見学センター 山梨県

４月 ４日（木） 30年度会計監査 協会事務室

４月10日（火） 30年度決算理事会・正副支部長会議 ホテルグランドヒル市ヶ谷 

４月11日（水） 溶接技能コンテスト合否通知

４月12日（金） 東京協議会：三役会 協会事務室

４月16日（火） 協会ニュース97号発刊

５月 ８日（水） 賛助部会全体会議 ユアサ商事会議室

５月13日（月） 千葉協議会：令和元年度定期総会 三井ガーデンホテル千葉

５月21日（火） 第50回定期総会 ホテルグランドヒル市ヶ谷

５月24日（金） 協会ニュース98号発刊

５月27日（月） 大型建機部会 TKP神田駅前

５月29日（水） 東京協議会：役員会 TKP神田駅前

５月30日（木） TRゴルフ幹事会 協会事務室

５月31日（木） 令和元年度教育支援金スタート

令和元年
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６月 ４日（火） 建設機械整備士技能講習　クボタ建機ジャパン第１回 埼京営業所

６月 ５日（水） 建設機械整備士技能講習　クボタ建機ジャパン第２回 埼京営業所

６月 ５日（水）
・ ６日（木）

建設機械整備士技能講習　ヤンマー建機第１回 千葉支店

６月 ５日 （水） 第163回TRG会 武蔵ゴルフクラブ

６月13日（木） 令和元年度第１回理事会・正副支部長会議 ホテルグランドヒル市ヶ谷

６月14日（金） 茨城協議会：勉強会 ホテルグランド東雲

６月18日（火） 総務・厚生委員会 TKP神田駅前

６月20日（木） 協会ニュース99号発刊

６月26日（水） 教育広報委員会 TKP神田駅前

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

７月 １日（月） 可搬型発電機整備技術者資格更新講習 TKP市ヶ谷

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

７月 ２日（火） 可搬型発電機整備技術者資格取得講習 TKP市ヶ谷

７月 ２日（火）

・ ３日（水）
建設機械整備士技能講習　ヤンマー建機第２回 千葉支店

７月 ３日（水） 試験 TKP市ヶ谷

７月 ９日（火） 可搬型発電機整備技術者資格更新講習 TKP市ヶ谷

７月10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17日（水） 千葉協議会：流通懇談会 三井ガーデンホテル千葉

７月20日（土） 懇親行事 東京八重洲

７月24日（水） 東京協議会：勉強会 恵比寿イーストギャラリー

８月 １日（木） 大型建機部会 TKP神田駅前

８月 ７日（水） 流通委員会 TKP神田駅前

８月21日（水） 埼玉協議会：勉強会 さいたま共済会館

８月27日（火） 賛助部会分科会 ユアサ商事会議室

８月30日（金） 可搬型発電機整備技術者資格合格発表
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　令和元年５月21日（火）午後４時よ

り第50回定期総会がホテルグランドヒ

ル市ヶ谷で開催され、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、本日の出席者154社（内委任

状による出席者162名）であり、当支部

規約第23条により定足数を満たしてお

り本総会が成立することが報告された。

　小俣理事の開会の辞に続き小松崎支部

長の挨拶の後議事に入り、規約に基づき

議長に後藤津義氏を、議事署名人に今給

黎宣成氏、市ヶ谷昌彦氏が指名された。

　平成30年度事業報告承認の件

　大森事務局長より報告

　 平成30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　後藤副支部長小松崎支部長 挨拶

令和元年 第50回定期総会令和元年 第50回定期総会令和元年 第50回定期総会
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　 大森事務局長より報告後、小野寺監事

より会計監査報告

　役員補充選任に関する件

　 新任で西條博生氏の就任が全員異議な

く承認された。

　令和元年度事業計画（案）承認の件

　加藤理事より説明

　令和元年度予算書（案）承認の件

　大森事務局長より説明

　最後に平成30年度の新入会員として

正会員 ３社、賛助会員 ３社及び31年度

に入ってからの正会員１社の入会が事務

局より報告された。

　

　三瓶理事の閉会の辞で午後５時滞りな

く終了いたしました。

第３号議案

第４号議案

第５号議案

伊達会長 挨拶

（左）神奈川支部 金子支部長
（右）群馬支部 中川支部長

根本常任理事 中締め

角口会長 挨拶

懇親会会場
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令和元年度 事業計画令和元年度 事業計画令和元年度 事業計画令和元年度 事業計画

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来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資格」の普及
と資格取得促進へのサポート

④時代の要請によるテーマでの勉強会の実施
　事例紹介（AI（人工知能）・IoT（物をイ
ンターネットでつなぐ）・ICT（４～５世
代の情報化施工）・働き方改革）など

⑤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（不正燃料・
泥落とし）

⑥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」（暴力団等でないこと）」の運
用推進

・不良ユーザーに関する情報共有の方法検
討

⑦建機等に使用する油脂類の共同購入の推
進

２　国土交通省、大手建設会社との意見交
換会の開催

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

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

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

の参加を検討する。

４　関東圏他支部との連携強化
　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。

５　委員会活動の充実
委員会は協会運営の根幹をなすものであり、
各委員会において諸問題の検討を行うとと
もに関連情報を収集し会員への有益情報の
提供などを行い協会の体質強化を図る。
時代の要請にもとづく勉強会・社員教育・
行事などを企画し、以て会員のレベルアッ
プと業界としての地位の確立、併せて会員
間の連携強化を目的に活動を行う。

６　部会・地区協議会の更なる活性化、賛
助部会との連携

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

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

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

７　働き方改革の推進
４月から施行される「働き方改革関連法」
に対し、東京支部としての目標を表明し推
進する。
週休２日制・有給休暇取得などの推進によ
り優秀な人材の確保、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構築。
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方（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

④ポスター（17時30分までの返却お願い）

重点推進施策

５月21日の定期会員総会で、以下の事業計画が承認されました。
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を作製し、意識付けを行う。

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

９　技能コンテストの実施
平成30年度実施した「下向き溶接検定」に
代わって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　大規模現場見学会の実施
我々が日頃レンタルする建設機械が建設現
場でどのように使用され管理されているの
かを別の角度から知り、併せて大規模建設
現場の実際を見学し見聞を広めるため現場
見学会の開催を検討する。

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

①協会ニュース
　会員への協会活動の周知と連絡通信　　
概ね年５回

②会　報
　会員への情報伝達と情報交換　年２回
　（夏季号、新春号）
③一般広告　　
　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
　令和元年５月21日（火）
②理事会
　年４回（４月、６月、９月、12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・働き方改革検討特別委員会

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

令和２年１月23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

新年賀詞交歓会の開催
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この度、前任者から引き継ぎ理事を拝命
いたしました日立建機日本㈱の西條博生と
申します。
現況国内の取り巻く景気は回復基調が続

いていると言われておりますが、実際は停
滞感を少し感じているのが実態かと思われ
ます。
しかし、2020年の東京オリンピック・パ

ラリンピック開催後も首都圏を中心とした
大型都市再開発工事、高規格幹線道路工事
などで需要が高まることが期待され、その
対応への役割は重要と思われます。
一方業界としては、

・建設業就労者の不足・高齢化などに伴う
労働人口の減少等、需要構造の変化に直
面しつつあるなかで「働き方改革」を通

した「働く方の満足度向上」への取組
・商品面では建設機械の「４次排ガス規制機」
の主力機種が市場に続々投入され、コス
トアップへの対応を進める体制づくり
・施工面では国交省をはじめ各自治体がす
すめる「i-Construction」に伴う「ICT
建機」に対して、その新技術に対応する
ための社内教育・レンタル資産拡充への
取組
　と様々な課題に直面しております。その
様な課題の取組に対しお客様へのご要望に
ご満足頂ける提案活動を通じ微力ながら協
会のお役にたてますよう努めて参る所存で
おります。
何卒宜しくお願い申し上げます。

西條　博生 日立建機日本㈱理　事

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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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。
　なお、現在東京支部はHPの
リニューアルの準備を進めてい
ます。今のところ年内に更新で
きる予定ですので、よろしくお
願いいたします。

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

50周年誌「わたしたちの歩み」販売について
　昨年５月18日の50周年記念祝賀会の開催に際し多く
の皆様にご参加いただき盛会裏に終えることができま
した。お陰様でこの50周年を振り返り、新たな50年へ
と思いを馳せる楽しい宴となりました。
　さて、この50周年を機に創立50周年誌「わたしたち
の歩み」を発行いたしました。
　本記念誌は、50周年を協会の歴史を振り返ることが
できる内容の他、建設機械の歴史や社会情勢の変化、
公共工事の歴史なども振り返るとともに、経済の歴史な
ども網羅させていただいております。
　会員様には各社１冊お送りしていますが、若干の在庫
がございます。
　購入のご希望がありましたら有償販売（8,000円/
１冊・送料、税込み）となりますが事務局までご連絡を
お願いします。
　連絡先：03－3255－0515　東京支部　事務局
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第162回TRゴルフ会
平成30年度第３回目となる第162回大会が
３月５日（火）千葉県の中山カントリークラ
ブに37名が参加し開催されました。
前日までの雨もあがり絶好のコンディショ
ンの中、後半は上着が要らないほどのぽかぽ
か陽気でした。
今回から固定ハンデを改正しての初めての
開催となり、歴代優勝者には少々厳しい改正
となりましたが「参加者全員に１回は優勝の
チャンスが期待できるように」との改正です。

今回、常連メンバーの福山さん、関さんが
体調不良で欠席されたことは残念でした。
成績は次の通りです。

第163回TRゴルフ会
令和最初の第163回大会が６月５日（水）埼
玉県の武蔵ゴルフクラブに34名の参加で開催
されました。梅雨入り前の蒸し暑い中でのプ
レーでしたが、全員無事にホールアウト出来、
老若入り乱れたハイレベルな混戦を制したの
は、川村さんでした。次回は10月に開催しま
すので皆さんのご参加をお待ちしています。
成績は次の通りです。

TR会ゴルフコンペ

第162回

優 勝 石 井 朝 徳 ㈱機電サービス ネット67（アウト39　イン42）

準優勝 千 葉 雅 司 ㈱クボタ建機ジャパン ネット69（アウト45　イン45）

３ 位 曽 根 　 哲 むつみ産業㈱ ネット69（アウト41　イン49）

第163回

優 勝 川 村 治 道 ㈱ティ・エイチ・アイ ネット65（アウト51　イン48）

準優勝 鬼 丸 卓 哉 ㈱城南建材社 ネット66（アウト41　イン41）

３ 位 鈴 木 康 友 鈴木機工㈱ ネット66（アウト35　イン34）

163回参加者のみなさん

162回参加者のみなさん

優勝の石井さん

優勝の川村さん

第2位の千葉さん

第2位の鬼丸さん

第３位の曽根さん

第３位の鈴木さん
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　賛助部会の令和元年度全体会議が大型連休
明けの５月８日（水）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41社54名、協会側から小松崎支部長以
下４名など、総勢61名の皆様にお集まりいた
だきました。
　伊達新部会長の挨拶の後、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。
　30年度の活動報告のあと、川曲委員長より
今年度の活動計画の概要の説明を頂きました。
　元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３社の実施とそのスケジュールが報
告されました。
　また、３年連続の開催となった溶接技能コ
ンテストの実施に関しては、代案の検討を行
い、新しいコンテストの実施を考えることに
なりました。
　また、商品講習については、奥井副会長の
進行で各会員から意見を頂くとともに、各会
員から随時提案を頂くことになりました。
　一方、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㈱、コベルコ建機日本㈱の３社の協力で開
催されることに決定しました。
　また、昨年度の計画にあった発電機、ロー
ラーの講習の案が挙がったが、会員へのアン
ケート調査を実施し検討する旨が確認され、
日程・内容などの調整を行い、今年度中実施
の方向で決定されました。
　新入会員も増え各社のＰＲの機会を作るた
め、合同の商品説明会の企画も併せて検討し
ていくことになりました。
　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 全体会議

中央　伊達会長

会　員　募　集
　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。
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　建設機械整備技術者実技試験の準備講
習が本年度もヤンマー建機㈱殿と㈱クボタ
建機ジャパン殿および住友建機販売㈱殿の
３社のご協力をいただき開催されました。
　この講習は例年多くの受講希望者があ
りその受講希望に十分応えられていない
状況から、ヤンマー建機㈱、㈱クボタ建
機ジャパン、住友建機販売㈱とも今年も
２回の開催となり、全体では46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５日（水）・６日（木）、第２回が７
月２日（火）・３日（水）で11名が受講。
クボタ建機講習が１日講習で第１回が６月

４日（火）、第２回が６月５日（水）で15
名が受講。住友建機販売講習が１日講習で
第１回が７月１日（月）、第２回が７月２
日（火）で合わせて20名が受講されました。
　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

　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７月１日
（月）と９日（火）の２回に334名受講、
資格取得講習（試験）が７月２日（火）・
３日（水）の２日間に137名が受講・受験
し、TKP市ヶ谷会議室で開催されました。
　この「可搬形発電機整備技術者」資格
制度についてはレンタル業者が所有する
移動用発電設備（可搬形発電機）の安全
性と機能を確保する観点から、当協会が
可搬形発電機の点検・整備・管理の業務
に関し、専門的な知識と技能を持った整
備技術者を自主的に養成することを目的

に昭和60年に創設された資格制度で、
14,000名の「可搬形発電機整備技術者」
を送り出しています。
　今年度の合格発表は８月30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。各講師の皆様
には大変お世話になりました。
　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

講習会場金子可発部会長 挨拶
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●クボタ建機実技講習

●ヤンマー建機実技講習

講習会場

実技講習

講師のみなさん

講師のみなさん

●住友建機販売実技講習

実技講習

実技講習

実技講習
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今年度の社会見学ツアーは、以前より行
先として希望が多かった「山梨県立リニア
見学センター」へ行ってきました。３月14
日（木）雲一つない好天に恵まれましたが、
大量の花粉が舞う中、36名の参加で開催し
ました。
朝８時、大型バスで東京駅から中央高速
道路で山梨県大月の目的地を目指し出発し
ました。途中ユーミンの「中央フリーウェ
イ」の歌詞にあるように、右には競馬場（府
中）左にはビール工場（サントリー）を通
過し、富士山の絶景を見ながらの快適な時
間でした。さほどの渋滞もなく予定通りの
到着、実物のリニア車両の前で記念写真を
撮影後、リニアの構造や、開発の歴史など
詳しい説明をいただきました。また、運よ
く試験走行の実施日と重なり、約１時間の
滞在時間にもかかわらず、３回の試験走行
を見ることができ、時速500キロの世界を
体験出来ました。１回目は、さすがに一瞬
の通過の為、撮影には苦労されていたよう
ですが、２, ３回目は何とかカメラに収め
られたようです。
次に、日本一ブドウの生産量を誇る山梨
県勝沼市に移動してワイナリー「勝沼ぶど
うの丘」でのバーベキューランチをいただ
きました。加藤委員長の昼前禁酒の指示も
解け、まずはビールで乾杯のあと、赤・白
ワインに酔いしれました。期待通りのワイ
ンはもちろん、食材（牛・豚・羊・各野菜）

も大変おいしく、中でも特大ソーセージは
絶品と好評でした。更に高台にあるバーベ
キューガーデンからの景色も最高でした。
最後は甲府市の武田信玄公の御祭神とし
て有名で、甲府のパワースポット「武田神
社」に参拝しました。ランチ、車内と飲み
過ぎでややグロッキーの方もいましたが、
全員参加での参拝となりました。帰路の途
中、山梨の定番「信玄餅」桔 屋本社工場
に立ち寄り、皆さん沢山のお土産を抱えて
の帰路となりました。
予定通り18時過ぎに無事東京駅に到着し、
名残を惜しみつつ、高層ビルを背にそれぞ
れ家路についていきました。
阪急交通社の鈴木さん、国際興業の五味
さん、滝沢さん大変お世話になりました。
参加者の皆様、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。

社会見学ツアー

リニア実験説明

リニアセンター

リニア説明
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桔 屋原田さん

リニア客室

ワイナリー

バーベキュー

武田神社

リニア試験走行

模型試乗　野津さん

バーベキュー
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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31年４月１日から令和２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③事務局より③

第11回意見交換会が新潟支部の担当で
２月15日（金）、５支部９名が参加し、新
潟市「アートホテル新潟駅前」で開催さ
れました。
毎回通り各支部の活動状況、今後の活動
予定が報告されました。
東京支部からは、行事報告の他「技能コ
ンテスト；下向き溶接」の経過の報告と、
「働き方改革ポスター」の紹介を行い、各
支部からも今後検討して頂くことになり
ました。
新潟支部の吉田支部長より、４次排ガス
規制対策費の問題が提唱され、各地区で

実施している内容や保有状況など各支部
に確認され、今後の対策が検討されました。
最後に次回長野支部の担当で開催され
ることが確認されました。また併せて前
回延期となりました、支部対抗ゴルフ大
会の開催（９月）の予定も決まり、閉会
となりました。
その後、富来家（新潟駅前）に移動して
の懇親会となりました。
関東ブロックでは各地区での災害協定
など今後の課題が山積みですが、各支部
連携し積極的に活動して参ります。

関東ブロック意見交換会
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　管理者教育講習会が２月13日（水）、
今回も寅太郎氏を講師に迎え日本教育会
館で開催され、14社33名が受講されま
した。
　小松崎支部長が開講挨拶で、業界の現
状について話された後、「レンタル業の
基礎テスト」が実施されました。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。引き続き賃
貸業の歴史と定義について講義をいただ
きました。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
実した長い一日でした。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
添付されております。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

寅太郎講師

講習会場

グループ発表
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㈱トプコンソキアポジショニングジャパン
開催日：２月21日（木）、22日（金）
場　所： ㈱トプコンソキアポジショニング

ジャパン関東トレーニングセンタ
参加者：61名（２日間合計）
テーマ：ICT建機レンタル商材に関する講習

　今回群馬支部合同で㈱トプコンソキアポジ
ショニングジャパン様のご協力により、茨城
県行方市の同社関東トレーニングセンタ会場
で61名の参加で実施されました。

　一部では今年
で３年目を迎える
i-Construction
に関する工事の
現況や各アタッ
チメントの紹介
など、映像を交
えながら分かり
やすく講習いた
だきました。

　二部では場所を屋外に移動し、前日の雨で
足元が悪く皆さん長靴に履き替えての講習会
となりました。大人数の為４班に分かれ実際
に試乗しながら説明をいただきました。ブル
ドーザMC・ショベルMC・グレーダーMCを

順番に最新機器
を体験させてい
ただきました。
　昨年新たにセ
ンタをオープン
し、今まさに時
流に乗った注目
される商品です
が、今年度国交
省の講習会にも

決定するなど今後とも重要なレンタル商材の
一つとなるでしょう。
　また、展示場には３次元レーザースキャナ
の展示や、UAV空中測量システム（ドローン）
の展示に加え、実際にドローンの飛行実演も
見学させていた
だきました。
　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。

ICT建機アタッチメント講習会
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今年度夏の会員親睦会は人気スポットで予
約が難しい東京八重洲旧ヤンマービル「THE 
FARM TOKYO」でのＢＢＱパーティーとな
りました。
当初は梅雨明けを予測し夏休み初日の、７

月20日（土）の開催を決定しましたが、長雨
の影響、併せて台風５号が西日本に接近し、
開催を心配する声が多くありましたが、当日
は晴天とまではいきませんでしたが、降って
いた雨も開催と同時に上がり予定通り最後ま
で終了することが出来ました。お子様８名、
綺麗な女性も多数含む総勢72名の参加でした。
午後４時、東京駅八重洲口前の会場に現地

集合し、最初の前菜？ポップコーンで子供た
ちが騒いでいる中、小松崎支部長の乾杯で
パーティーが始まりました。10グループに分
かれ個々、BBQを楽しみました。初対面のグ
ループもありましたが、調理を担当する人、
ひたすらお酒を飲む人、ほとんど食べないで
各テーブルを回る人とそれぞれでしたが終了
間際にはほとんどの食材も無くなりました。

途中で行った大抽選会では、加藤委員長に
抽選（飛び入りの子供）をお願いし、「ディ
ズニーオンアイス」「ディズニーランド」チ
ケットなど豪華賞品を巡って皆さん大興奮で
した。また福山社長に無理を言ってお願いし
た、「マジックショー」チケットは希望者に
よるじゃんけん大会となりました。
夕暮れが迫った午後６時20分加藤委員長の

一本締めで楽しいパーティーも終了となりました。
最後に今回の懇親行事開催のため会場の予

約等で協力いただいた、ヤンマー建機㈱様は
じめ、イベント企画に携わった厚生委員の方に
感謝申し上げます。
楽しくもあり、

慌ただしくもある
時間でしたが大変
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：THE FARM TOKYO
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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
を目的に今回で３回目となる「溶接技
能コンテスト」を今年度も住友建機販
売㈱のご協力をいただき実施いたしま
した。
コンテストの内容は、基本級である
下向き溶接作業のアーク溶接で軟鋼用
被覆アーク溶接棒に適合するものを用
い、下向き姿勢による水平方向の突合
せ溶接技量を争うものです。
12月の初めの参加者募集に13社36名
が応募し（神奈川・群馬支部７名含む）、
コンテスト期間は2018年12月17日（月）
～2019年２月15日（金）間に参加者の
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６名の方が見事
合格されましたが例年通り合格率約
16％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３名の成
績優秀者に対し、表彰式が５月21日
（火）の定期総会懇親会場で表彰式が行
われました。
最優秀賞：熊谷公明様
　　　　　所属会社　三成研機㈱
優 秀 賞：福島和利様
　　　　　所属会社　㈱サンペイ
　　　　　國重健一様
　　　　　所属会社　㈱エスアールエス
受賞された皆様、　おめでとうござい
ます。

第３回 溶接技能コンテスト開催される

表彰者全員
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働き方改革
促 進

働き方改革検討特別委員会

一般社団法人 日本建設機械レンタル協会  東京支部

ご協力ください‼

レンタル品は

までの返却をお願いします
17:30

このポスター（Ａ２判）をご希望される方は、事務局までお問い合わせください。
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働き方改革委員会

正副支部長会議

平成31年３月12日（火）

平成31年４月10日（水）

常 任 理 事 会

平成31年３月12日（火）

第１回 理 事 会

令和元年６月13日（木）
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総 務 委 員 会

令和元年６月18日（火）

教育広報委員会

令和元年６月26日（水）

大型建機部会

令和元年８月１日（木）

流 通 委 員 会

令和元年８月７日（水）
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東京協議会

令和元年７月24日（水）令和になり最初
の東京協議会勉強が開催されました。
各社の管理者を主体として56名に参加し
て頂きました。
勉強会の内容は、第１部に改正労働安全
衛生規則の解説としまして、東京支部賛助
会員である技術技能講習センター㈱佐治様
を講師にお招きして、
① 安全帯の名称変更（墜落制止用器具）フ
ルハーネス着用義務と適切な器具の理解
② チェーンソー（伐木作業等）の安全対策
強化、作業切創防止保護衣着用について
という２つの講義をして頂きました。
いずれも、私自身が曖昧な知識、間違っ
た解釈をしていた内容もあり、大変勉強に
なる講義内容でした。お客様も間違った解
釈をされている方も多くおりますので、今
後は自信を持ってお客様へ説明出来るよう
になり、同じような感想を持った受講者も
多くいたようです。
第２部はハラスメント防止研修としまし
て、㈱クレオ・シー・キューブの林　朋子
様を講師にお招きして、セクハラ、パワハ

ラの定義、判断基準を正しく理解してハラ
スメント防止に必要な知識の習得を目的と
した講義をして頂きました。
グループディスカッションを盛り込みな
がら、受講者全員で参加し、自分の所属す
る会社での事例や例題に当てはめての討議
など、大変充実した講義内容でした。
今回の勉強会受講は管理者の方が多くお
り、昨今の社会情勢、会社事情を考えると、
とても他人事ではすまされない内容であり、
受講者の方の皆が直面する可能性がある内
容である事を考えても、大変意味のある有
意義な講義であったと思います。
講義終了後は懇親会が行われ、同じ業界
で働きながらも中々顔を合わす事の無い
方々とも交流を持つことが出来、円滑に日
常業務を行う為の意見交換も行う事が出来
ました。
有意義で楽しい勉強会と懇親会となり、
今回の開催にご尽力を頂いた皆様に心から
感謝申し上げます。

兵頭 謙住 （㈱アクティオ）

小俣代表 挨拶 小松崎支部長 挨拶 佐治講師 林講師

講習会会場 グループディスカッション
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　令和元年度千葉地区協議会は、昨年同
様西村新代表の下三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、令和元年度定期総会
　５月13日（月）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、ありがとう御
座いました。
　総会に引き続き、53社153名と大勢の
参加者の下、懇親会を行いました。
　懇親会では西村代表の挨拶の後、東京
支部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三笠産業㈱ 丸山様の
ご挨拶の後、㈱レンタルのニッケン 大志
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㈱アクティオ 加藤支
店長にお願いし、和やかな内に閉会しま
した。
２、第11回ボウリング大会
　７月10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11回ボ
ウリング大会が千葉市のアサヒボウリン
グにて開催されました。
　各委員のご尽力で23社75名参加いただ
き、盛大な大会となりました。男性64名、
女性11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370のスコアー
で西尾レントオールの吉田さん、女性は
アクティオの酒井さんがそれぞれ栄冠を
獲得しました。
　表彰式は会場を変え、ダーツバーで開
催。初めて利用する会場の為少々ハプニ
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。次回も楽しい企画をお願
いします。
３、令和元年度第１回流通懇談会
　７月17日（水）に15社22名の出席で
三井ガーデンホテル千葉にて開催しまし
た。レンタル単価が下落している中、４
次規制機に対し環境費請求の取組みにつ
いて懇談会に引き続き流通・道路合同懇
親会を開催。会議の真剣な雰囲気から打っ
て変わり、和気藹々の楽しい懇親会とな
りました。
　今期の行事も順調に推移しており、秋
の勉強会、ゴルフコンペの予定があり大
変ですが楽しみでもあります。また次号
詳細をご報告させていただきます。

廣尾 健太郎（ヤンマー建機㈱）

千葉協議会

小松崎支部長 挨拶西村代表 挨拶

定期総会会場風景 ボウリング大会集合写真
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５月23日（木）さいたま共済会館にて勉
強会を開催いたしました。今年はレンタル
機械のトラブルシューティング、使い方、
保管の仕方、破損の見分け方などを中心に
勉強しました。今回は古河ロックドリル㈱
による油圧ブレーカーに関するトラブル、
㈱田口クリエイトによる油圧クラッシャー
に関するトラブル、北越工業㈱によるテー
ブルリフター、コンプレッサー、発電機の
トラブル、関東いすづ自動車㈱による尿素
に対しての知識等の講義をして頂きました。
参加人数50名各社管理職の方たちが参加さ
れました。普段現場から言われたトラブル
をお客様の言うことを鵜呑みにして保険対
応にしたり、貸し出した側のミスというこ
とになってしまったりして、レンタル代や
修理代が貰えないケースが多々あると思い
ます。もっと貸し出し側の知識レベルを上

げて、貸出前に使い方、保管の仕方、トラ
ブルになった時の対応をお客様に伝えてい
れば、現場もスムーズに作業ができ、貸し
出し側も余計な対応がなくなるのでWIN 
WINに行くはずです。また、破損の状況を
見て、お客様がどの様に機械を使用して壊
したのかが分るようになれば、修理代は勿
論のこと、今後お客様も正しい仕様、保管
をしていただけるのと、貸し出し側からの
レンタル機械に対する指導、対応をするこ
とで、お客様と対等の立場になり、レンタ
ル単価も時代に合った金額が貰えるのでは
ないでしょうか。埼玉協議会ではレンタル
会社の知識向上でレベルアップできるよう
に今後も勉強会を開催していきますので、
今後とも社員さんの参加を宜しくお願い致
します。

埼玉協議会代表　黒米 臣行

2019年新春会員交流会及び第１回勉強会
開催について
2019年１月30日（水）ホテルグランド

東雲において新春会員交流会を正会員30社
68名、賛助会員36社65名、非会員６社13
名の計72社146名が参加し、大勢の出席で
いつもよりも盛大に開催されました。今回
は、帝国データバンク水戸支店様より「茨
城県内建設業の動向と今後の動静（オリン
ピック以降）」と題して講演を頂きました。
茨城県内の2018年の景気の振り返りや倒産
状況、2019年の景気の見通しや国内のスケ
ジュール等興味を引く内容の話で、明治維
新以降景気の波は40年周期でやってくる。
それが2020年の東京オリンピック以降どの
ような影響が出てくるかなど参加者一同真
剣に傾注していました。2019年の景気をい
かに早くキャッチして、経営に生かすのか？

決して景気が良いとはいえないこの状況を
認識しつつ、講師への質問が絶えることな
く懇親会へと移っていきました。
また、元号が変わって初めての勉強会６

月14日（金）ホテルグランド東雲において
正会員28社59名、賛助会員22社37名、非
会員３社７名の計47社97名が参加し開催さ
れました。今回は会員様に好評なグループ
ディスカッション形式の三部構成で行いま
した。先ず一部では、㈱トキワ小野様より、
「働き方改革　始業・就業時間　休憩・休暇」
について各社週休二日制の取り組みや、休
暇の取り方等、現状各会社様の取り組み報
告及び改善方法等面白い意見を模造紙一杯
に記入して、発表して頂きました。
第二部では、箕輪リース㈱箕輪様より「ア

ドブルー請求とサービス付帯費用の請求」
泥落とし費用請求や、アタッチメント交換

埼玉協議会

茨城協議会

勉強会風景勉強会風景
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費用などお客様より頂ける請求は頂きま
しょうという活発な意見も出ました。また、
四次排気ガス対策機械が今後増えていくに
つれて、消耗品アドブルー等の環境対策費
用という名称で、具体的金額請求事例も交
えてディスカッションされ、各社持ち帰り
今後県内でも実施する方向で進んでいくと
思われます。
第三部では㈲牛久産機様による「運送コ

ンプライアンスと運賃規定」の講義内容で、

司法書士を交えての、こうすれば特車申請も
問題ない事や、こうすれば会社の利益にも
繋がる申請方法等を説明して頂き、目から鱗
が落ちるように受講者は聞き入っていました。
毎回勉強会を開催し、会員にとって本当

に有意義な時間を過ごせていると実感する
と同時に、今回講師を快く受けて頂いた小
野様、箕輪様、張替様、協議会の発展にご
尽力いただき、本当にありがとうございます。
 茨城協議会代表　根本 忠康

車両貼付シールを活用下さい
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④

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

許免 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

勉強会会場

懇親会会場

根本代表 挨拶

グループディスカッション
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企業特集
ヤンマー建機東京支店のリニューアルオープンについて

ヤンマー株式会社のグループ会社であるヤンマー建機株式会社（本社：福岡県筑後市、
社長：奥山博史）は、関東における営業の中心拠点となる東京支店を2019年８月23日
（金）リニューアルオープンしました。
ヤンマー建機東京支店は、最適なソリューションを提供する営業機能、お客様の手を止
めない整備・サービス活動を展開するサービス機能、情報提供や研修などを行う情報発
信機能を備えています。新設した３階建ての事務所棟では、開放的な空間の商談コーナー
や、最大35名が利用できる研修ルームを設けたほか、整備工場のスペースは従来の２
倍に拡張しました。
ヤンマー建機では、今後、東京支店のリニューアルをモデルケースとして、トータルサ
ポートを展開する拠点を、順次全国に展開していきます。また、各地域でお客様に対す
るサポート体制を強化し、整備工場の拡充を図ることで、お客様に寄り添った製品やサー
ビスの提供をしてまいります。

■施設概要
所 在 地：埼玉県上尾市上尾下998－１　
敷地面積：2443㎡
延床面積：969㎡（事務所棟、整備工場）
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１．サポート体制をより充実させた整備工場

お客様のサポート体制を拡充し、安心して機械
のメンテナンスや修理を行えるよう整備工場規
模は従来の２倍に広げ、約370㎡の設備スペー
スを設けました。サービスエリアは従来通り東
京都と埼玉県をカバーしつつ、より多くのメン
テナンスおよび修理の対応できる体制を整えま
した。 

２．開放的な商談コーナー 

事務所棟１階の商談コーナーはヤンマーのデザイ
ン戦略室が監修し、ヤンマーグループとして統一
したブランドイメージを保ちつつ、ガラス張りの
開放的な空間で、お客様が立ち寄りやすく、リ
ラックスできる空間を目指しました。またヤン
マー建機の最新製品・サービスにする情報を提供
していく場所としての機能も備えています。

■ヤンマー建機東京支店の特長



読者
｠ひろば

の

32

意外に思われるかもしれませんが、私が最
も真剣に取り組んでいる趣味は、楽器の演奏
です。クラリネットと言う木管楽器を中学生
の時から吹いていますがすでに40年以上休
まずに楽器と向き合っています。クラリネッ
トを吹き始めたきっかけは、小学校６年生の
時に当時全国大会に出場していた故郷新潟県
糸魚川市の糸魚川中学校の吹奏楽部が小学校
に出張演奏に来た時に最前列で華麗にクラリ
ネットを吹いていた男子の先輩の姿がとても
格好よく、その姿に憧れて中学校に進学し即
吹奏楽部に入部してクラリネットを始めまし
た。その２歳年上の先輩は、今でも私の兄の
ような存在で時々会って酒を酌み交わしてい
ます。吹奏楽部は、意外にも体育会的で、当
時苦楽を共にした同級生は今でも男女に関わ
らずかけがえのない親友です。

その後の学生生活でも吹奏楽に没頭し、中
学、高校とも名門校の吹奏楽部で活動した事
で演奏技術をマスターできました。学生時代
の努力の積み重ねが糧となって、今でも現役
で演奏活動が出来ているのだと思っています。
現在は、実家の有る新潟県上越市の上越交響
楽団と言う団体で演奏活動し、年２回、３月
と９月の定期演奏会で演奏しています。単身
赴任ですが、月に２回は地元に帰り練習に参
加しています。社会人になって糸魚川市の吹
奏楽団に入っていましたが、24才の時にオー
ケストラ曲の演奏に興味を持ち上越交響楽団
に入団しました。40歳までは、吹奏楽とオー
ケストラの二足のわらじを履いていました。
吹奏楽と違い、オーケストラでは、弦楽器
が加わる事でより重厚な響きを作る事が出来
る事やバッハからベートーベン、ストラビン
スキーなどの偉大な作曲家が作曲した200年
以上前の楽曲から現代にまで至る楽曲まで
様々な名曲を演奏出来る事も大きな魅力です。
今まで300曲以上の曲を演奏してきました
が、チャイコフスキー、ブラームスの交響曲
やドビッシーの作品等が好きです。メロ
ディーの美しさやオーケストレーションの巧
みさに魅かれます。今年３月の演奏会では、
名曲中の名曲であるベートーベン交響曲第３
番「英雄」を演奏しました。

　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。

　今回は株式会社レンタルのニッケンの響様に

投稿いただきました。

オーケストラに
魅せられて！

㈱レンタルのニッケン

響　太郎
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演奏の醍醐味
や交響楽団で演
奏する喜びはど
のようなもので
すかと良く聞か
れますが、オル
ガンや電子楽器
等と違い管楽器、
弦楽器の音色、
音程は奏者自身
が造り上げる物
です。偉大な作
曲家が作曲した
名曲を私の考え
る音楽の４要素「高い、低い」「長い、短い」
「大きい、小さい」「速い、遅い」＋音色を曲
の場面ごとに各楽器奏者がお互いの音を聞き
合って表現して最高のハーモニーを造る事が
出来たときは何物にも代えがたい喜びが有り
ます。私のビジネスネーム「響」の由来もこ
こから来ています。
演奏が上手くいった時の達成感は格別です

が、長い曲ですと演奏時間が一時間以上の曲
も有ります。楽譜も20ページ以上となり日頃
の基礎練習と共に表現も含め楽譜通りに演奏
する為には地道な練習が必要です。特に難曲
を演奏しなくてはならない時は、一番苦労し
ます。一秒間に音符が20個くらい書かれて
いる曲などは、その一秒の為に何時間も練習
する事も有ります。又、クラリネットは、リー
ドと言う葦のうすい板を振動させて演奏する
ので、湿度、温度で大きくリードの調子が変
化する事が有り、演奏会本番前はとても気を
使います。今年の３月の演奏会も外は雨模様
で湿度が高い日でしたが、ホール内は非常に
乾燥しており、リハーサル時から本番にかけ
てのリードの調整には非常に苦労しましたが
おかげさまで本番は大変うまくいきました。
まだまだ現役と思っていますが、仕事と同
じく私のクラリネット人生も終盤に差し掛か

りました。今後の目標は今まで演奏した事の
無い名曲、たとえばリヒャルト・シュトラウ
スの曲などを演奏してみたいと思います。又
過去にベートーベンの交響曲第９番（通称第
九）を２回演奏していますが、２回とも満足
の行く演奏ではなかったので再挑戦しリベン
ジしたいと思っています。来年３月の演雄会
では、冒頭に長いクラリネットのソロが有る
シベリウスの交響曲第一番を演奏します。ま
ずはこの曲で良い演奏をして演奏会の打ち上
げでうまい酒を飲みたいと思っています。
クラッシック音楽というととても堅苦しく
感じるかもしれませんが、東京にはＮＨＫ交
響楽団など名だたるオーケストラがいくつも
有りますし、サントリーホールや東京芸術劇
場など素晴らしい音楽ホールもたくさんあり
ます。私の所属している上越交響楽団の演奏
会にも来ていただきたいのですが、機会が有
れば是非プロオーケストラの演奏会に足を運
んでみてください。オーケストラの演奏会に
行って肩ひじ張る事なく演奏を聴けばきっと
メロディ、ハーモニーの美しさなどを感じる
事が出来ると思います。
お問い合わせいただければ、おすすめの演
奏会等はご紹介いたしますので是非お問い合
わせ下さい。

上越交響楽団定期演奏会
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海の日を過ぎたにもかかわらず、一向に梅
雨明けの声が聞こえそうもない７月中旬、㈱タ
ダノの多田野宏一社長を両国の東京事務所に
お訪ねしました。両国ビルには約170人が勤務
されているそうです。
同社は今年８月創業100周年を迎えられま

す。会社設立は1948年（昭和23年）ですが、
創業者である現社長のご祖父様多田野益男氏
が溶接業を立ち上げるべく高松から北海道・
旭川へ旅立った1919年（大正８年）８月29日
を創業の日と定めたとのことです。その後、
1923年の関東大震災（大正12年）を契機に数
年後に四国へ戻られ、1948年（昭和23年）に
会社組織としてスタートされたようです。
お話を伺うと、当初はいろいろな事業（鉄道

保線機械、銅山関係等）を手掛けられましたが、
現社長のお父上様が戦時中、海軍航空隊に在
籍され、南方の最前線で米軍の重機（油圧）の
技術に圧倒され、「溶接と油圧の組合せでなに
か出来ないか」との発想から、多くの試行錯
誤を繰り返し、現在のクレーン開発の道が開
かれたようです。1955年（昭和30年）には国
内初の２ｔ吊クレーン車（OC-２型）の製造開

始、その後、約十数年後には海外への輸出開
始と技術の発展とともに着実な成長を遂げら
れました。
また、創業100周年を迎え、特に対外的な

記念行事の計画はないということですが、二つ
の記念事業を考え、実行されているとのこと
です。簡単にご紹介いたしますと、一つ目は
同社が世界文化遺産である南米チリイース
ター島「モアイ像」の修復に1988年から1996
年までご尽力され、修復に係る費用面は基よ
り、後の島内公共工事の為に過去２台のクレー
ンの寄贈もされたとのこと。この度、創業
100周年の記念として３台目のクレーン寄贈
を計画されているそうです。特に大型機械の
為、輸送上陸など大変ご苦労された当時のお
話を伺いました。
二つ目は、多田野社長の人脈で深くかかわ

りのある京都大学の三つの天文台の一つで、
アマチュア天文学の聖地とも言われ、太陽観
測では世界的な実績を持つ1929年（昭和４年）
に設立された「花山天文台」が現在は予算の
関係から存続の危機にあり、その存続に対し
全面的に協力されるとのことです。これも創
業100周年の記念として、㈱タダノとして「花
山宇宙文化財団」を設立し、今後10年間、運
営資金の提供も約束されたようです。いずれ

世の中のお役にたてる企業へ
Lifting Equipment (LE)
世界No.1を目指して！！

株式会社 タダノ

代表取締役 

多田野 宏一

花山天文台

モアイ 1回目寄贈
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は、グリニッジ天文台のような博物館・観光
地となってくれることにも期待をされていま
す。併せて、先般京都大学との間で調印され
た「包括連携共同研究」を継続するとともに、
世の中の変化に順応するべく、東京大学など
多くの大学などとAI・IoTなどの研究にも取り
組んでおられます。
また、創立100周年の節目として計画され

ていた、念願の新工場も今年８月29日開設を
予定し準備がほぼ整っているとのことです。
写真の通り瀬戸内海上の埋め立て地に建設さ
れ専用の港から神戸港へ機械が出荷されるな
ど、壮大な計画のもと計画されています。埋
め立て地の一部は香川県の運動公園として活
用されるとのことで、まるで関西国際空港の
ような連絡橋で繋がっており、地域のシンボ
ル的な建物になるのではないでしょうか。
さらに、ドイツのクレーンメーカーとのM

＆A、インドでの合弁会社設立と順調に事業を
拡大されていることを実感いたしました。
多田野社長は1954年（昭和29年）高松の地

で生まれで65歳とのことですが、前述の国産
初クレーン（OC-２型）と同年代だと笑いなが
ら話されました。
趣味をお聞きすると、無芸・大食ではなく「無

芸、小食」を名乗っているとのお答えでしたが、

少し考えられて「読書」と「たまのゴルフ」
とお答えになりました。まだまだお若く、お
元気そうですが、「後に引退したら何をすれば
よいか、そろそろ考えないといけない」と笑っ
ておられました。
多田野社長に郷土の自慢をお聞きしたとこ

ろ、やはり予想していた通り「讃岐うどん」
これは瞬時にお答えになられました。会社で
もお客様へのお土産は「うどん」が多く、最
近では「うどん券」をお渡しすることも定番
になってきたそうです。うどんの良いところ
は「美味しくて安い」ということです。その他、
丸亀のうちわ、また白鳥町の手袋も全国的に
はシェアが高いとのことです。あとは中学生
の社会で習った記憶がある「日本一雨量が少
ない場所」、「ため池が多い」ことでしょうかと。
多田野社長は機械に精通しておられ、天文

学にもご興味がおありなので理工系のご出身
と思いましたが、経済学部のご出身で、大学
卒業と同時に某商社で勤務され赤道直下で７
年間生活されたそうです。11年後にタダノに
入社され31年経過されているそうです。入社
後の赴任地は詳しくお聞きできませんでした
が、お若いころは、様々な経験をされ、多くの
人脈を構築されてきたのではないでしょうか。
最後に今後の展望をお聞きしましたが、「LE

（抗重力・空間作業機械）で世界一になる」を
目標に、世界のお役に立てる企業を目指して、
コンプライアンスをベースとした安全・品質・
効率をコアバリューとしているとのことです。
過去のクレーン事故の教訓から今以上の安全
装置の開発、さらに作業機械は、「移動すると
きはコンパクト、作業時は大きく、高く、遠
くへ」をモットーに今後も多くのお客様の声
を聞きながら、皆様に喜んでいただける企業
へと躍進していきたいとの決意を述べられま
した。

今回、多田野社長から多くの興味ある話を
お聞きすることが出来、取材というよりも、
楽しく、有意義な時間を過ごさせていただき
ました。
社長から教えて頂いたように、ご当地では

「しめのうどん」「うどんは別腹」の言葉が有
るほど年中うどんを食しているようです。ど
うぞ健康に留意され、特にうどんの食べ過ぎ
には十分ご注意してください。同社の更なる
リードとご発展をお祈り申し上げます。
ご安全に！ （まとめ：大森 達也）

香西工場（2019年5月撮影）

OC-2型
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鹿島神宮は神武天皇元年創建で、約3,000

年の歴史を持つ古社です。平安時代から、

伊勢神宮の他に神宮と呼ばれたのは、鹿島

神宮と香取神宮だけということからも、い

かに格式が高いということが理解できるで

しょう。御祭神は「タケミカヅチ神」と言

われ、日本最強の武神、勝利の神様と呼ば

れ、現代で

も多くの武

道場に鹿島

大明神の掛

軸が掲げら

れているそ

うです。

参道は大

鳥居から奥

宮（関ヶ原の戦いでの勝利を

記念して、徳川家康が建立）

まで一直線で、拝殿の先から

は、両側に杉木立が並ぶ鎮守

の社で、「奥参道」と呼ばれ、

奥宮に導く荘厳で神秘的な参

道です。当日は34度の猛暑で

小生も多少体力が消耗している状況でした

が、長い参道は木々に囲まれ涼しく感じま

した。「タケミカヅチ神」の穏やかな魂と

荒ぶる魂へと向かう道と云われ、目標に向

かう気持ちを向上させ、勝負への決断、行

動力を倍増させると言われています。また

途中の「鹿園」では鹿島神宮の神使いと呼

ばれる日本

鹿が飼育さ

れており、

かわいい？

鹿を沢山見

ることがで

きました。

売店で餌を

購入した者

長梅雨のあけた7月下旬、東京駅から
高速バスに乗り、小松崎支部長の御
膝元、「人生最強のパワースポット」
とも言われている茨城県鹿嶋市「鹿
島神宮」を訪ねました。今回は埼玉
県の川越に続く長距離散歩です。

鹿 島 宮神

本殿

重要文化財・楼門

君が代にも歌われているさざれ石

奥参道
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しか入れな

いと言うこ

となので、

餌を与えて

いる観光客

を少し離れ

て見てまい

りました。

また、地元サッカークラブ鹿島アントラー

ズは鹿の角「アントラー」からつけられて

いるそうです。アントラーズが毎年上位で

優勝争いをしていることもこのご利益なの

でしょうか？

また、平日にもかかわらず外国人も含め観

光客の姿が多かったのには驚きでしたが、中

でも御朱印帳を持った女子が目立ちました。

聞くところによると、「相川七瀬」デザイン

の御朱印帳

が大人気だ

そうです。

また、近

くのもう一

つのパワー

スポットで

有名なとこ

ろは、奥宮

のさらに先にある「御手洗（みたらし）池」

です。神話の時代に一晩で湧き、以来、干

ばつが有っても枯れた事の無い奇跡の池と

して信仰されています。更にこの池に大人

が入っても、子供が入っても水位は胸まで

しかないという伝説が有り、癒しと清めの

スポットだ

そうです。

更に池の隣

のお食事処

「一休」で

は鹿島神宮

の長命の名

水を使用し

た 味 噌 を

使った「み

たらし焼き

だんご」が

有名だそう

ですが、当

日は猛暑の

影響なのか

皆さん「か

き氷」をおいしそうに食していました。そ

の他、地酒、手打ちそばなど、御神水を使

用した味が楽しめるとのことです。

折角ですので、神宮から数キロと少し離

れた東、西、南の一の鳥居を見に移動した

かったのですが、移動の手段がなく断念し

ましたが、以前ゴルフ場へ向かう車から眺

めた記憶のある西の一の鳥居をご紹介しま

す。ここは水上鳥居としては日本最大級の

鳥居として有名とのことです。私も幾度も

訪問した事の有る広島の安芸の宮島は特に

有名ですが、なんと大きさでは日本一との

ことです。

また機会が有ればもう少し涼しい時期に

鳥居を見に行きたいと思います。

鹿島神宮では、年間約90の祭典が執り行

われているほか、武道にまつわる催しや当

地ならではの特色のある年中行事が行われ、

なかでも９月には最も重要な祭典「例祭」

が開催され、宮内庁の勅使が参向されるほ

か県内外の神社関係者・氏子崇敬者500名

が参列されるとのことです。

次回はもう少し時間に余裕を持って、家

族で「厄払い」を兼ねて訪れたいものです。

残念ながら今回はバスと電車の移動のため

時間がなく「美味しいグルメ」を堪能でき

なかったことが心残りとなりました。

皆さんも是非一度、「おいしいグルメ」

と「パワー」を求めてご参拝ください。

最後になりますが、「パワースポットで、

どこかいいところはないだろうか」とお探し

の方のほんの少しお役にたてれば幸いです。

（記事・写真：大森 達也）
御手洗池

湧水茶屋「一休」鹿園

奥宮
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本部報告について
専務理事　小椋 直樹

　本号では去る５月24日（金）に開催され
た「第７回通常総会及び第13回理事会」、７
月に開催された「常任理事会・支部長合同会
議」、また６月５日（水）～６月７日（金）
に出展した「2019防災産業展in東京」につ
いて報告をさせていただきます。

【総会及び理事会報告】
　令和元年５月24日（金）当協会第７回通
常総会が開催され、平成30年度事業報告及
び決算並びに令和元年度事業計画（案）及び
予算（案）、さらに役員の選任及び本部賛助
会員入会に関する各議案についてご審議をい
ただき、それぞれ承認をいただきました。
　なお平成30年度決算においては、経常収
益計が３億9,371万円余、経常費用計は３億
6,726万円余で、当期経常増減額は、2,645
万円余となっております。一方、令和元年度
予算（案）におきましては、経常収益計が
３億5,643万円余、経常費用計は３億8,016
万円余で、当期経常増減額は、△2,373万円
余を計上しております。（詳しくは、「第７回
通常総会議案書」をご覧下さい。）
　また総会に先立ち第13回理事会におきま
しては、前記議案のほか、①業者登録制度（規
程、要綱の一部修正）と、②GRA会議の日
本開催の依頼について説明があり、それぞれ
承認・議決されました。
　報告事項は次の５点、①各委員会報告、②
登録制度特別委員会報告、③平成30年正会
員入退会者、④日本建設機械レンタル総合賠

償制度並びにゼンケン決算、⑤同企業年金基
金の加入促進等。それぞれについて報告・説
明が行われました。
　また総会後の懇親会におきましては多数の
ご来賓にご列席いただき、国土交通省の岡積
技術参事官よりご挨拶をいただきました。ご
挨拶の中で昨年の７月豪雨に関する当協会の
取組に関して感謝のお言葉を頂戴致しました。

【常任理事会・支部長合同会議報告】
　続いて７月10日（水）、常任理事会・支部
長合同会議が開催されました。
　本会議におきましては、国土交通省からの
情報提供及び意見交換、並びに報告事項と支
部意見交換が議事内容となりました。
　国土交通省からは森下施工安全企画室長を
お招きしi-Constructionの最新情報につい
てご説明をいただき、その後意見交換が行わ
れました。また野原補佐からは建設業法の改
正についての情報提供をしていただきました。
　次に報告事項については、①各委員会から
の報告、②登録制度特別委員会からの報告③
令和元年度年間スケジュールの調整④支部意
見交換等。このうち各委員会報告については、
現在設置されている５通常委員会と１特別委
員会から、当面の課題、取組等につきそれぞ
れ各委員長等から報告がありましたので以下
に概要を記します。
☆流通委員会
　「建設機械等レンタル基本約款」の普及促
進と見直し、建設機械等レンタル業に関わる
流通問題の検討、流通アンケート実施結果に
ついて、JCRAスーパーオークションについ
て、その他物流問題について。なお今後は独
占禁止法に抵触しないように公正取引委員会

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。



39

とも連携しながらそれぞれの取組を進めてい
くという報告がありました。
☆教育研修委員会
　可搬形発電機整備技術者講習会・試験及び
更新講習会の実施について、建設機械整備技
能士養成及びリーダー育成研修への助成につ
いて。
☆総務委員会
　令和元年度「建設機械レンタル業実態調査」
の実施、大手広域14社特別会費の見直しに
ついて、「働き方改革」について、日本建機
レンタル総合賠償制度における事故防止活動
等について。
☆広報企画委員会
　国土交通省各地方整備局との災害協定締結
について、協会ホームページの全面改訂につ
いて、「2019防災産業展in東京」への出展報
告
☆i-Construction委員会
　冒頭の国土交通省からの情報提供の中で 
‶ICT建機の所有状況について”の調査依頼が
あったので、i-Con委員会のメンバー各社に
て対応することを確認。なお資料等について
は当日の国土交通省説明資料を後日出席者に
配信致しました。
☆登録制度特別委員会
　「レンタル業者登録制度」について2020
年４月からの業者登録に向けて、申請方法、
申請マニュアルの作成、業者登録のメリット
について引き続き検討する旨の報告。「建設
機械レンタル管理士」については受講・受験
の申込状況、合格状況の報告。併せてレンタ
ル管理士部会の活動状況についても報告され
ました。

【「2019防災産業展in東京」への出展報告】
会　期　６月５日（水）～６月７日（金）
　　　　10：00～17：00
会　場　東京ビッグサイト青海展示棟
主　催　日刊工業新聞社
　協会本部においては初の取組となりました
が「2019防災産業展in東京」に参加を致しま
した。‶いち早く被災地支援に対応する日本
建設機械レンタル協会”と銘打ち、これまで
の災害対応の取組や被災地支援活動について
ご紹介を致しました。
　なおパネル写真及び防災グッズの展示に関
して、各支部・会員企業様から快くご協力を
いただきました。この場をお借りして御礼を
申し上げます。
＜ご協力いただいた支部、会員企業様＞
レンタル協会中国支部、レンタル協会四国支
部、レンタル協会静岡支部、レンタル協会青
森支部、㈱アクティオ、㈱レント、レンタル
のニッケン㈱、㈱キナン、㈱青森リース）

　以上が最近の本部活動のご報告になります。
現在は５つの委員会と１つの特別委員会が活
動をしており、活発な議論と各委員会が抱え
る課題への取組が期待されているところです。
本部事務局は各委員会活動を中心とした協会
活動を積極的にサポートし業務に努めてまい
りたいと考えております。今後とも協会活動
への皆様のご理解とご協力をお願い申し上げ
ます。

国土交通省　森下室長からの情報提供、意見交換

「防災産業展in東京」への出展



40

　入社６年目になる石川さん。（倭所長一押しの）元気
で、明るさが印象的な素敵な女性にお会いできました。
地元神奈川県川崎市のご出身で、川崎市立幸高校を卒業
され入社されました。会社と高校のつながりが深く毎年のよ
うに学校側から紹介されるなど先輩、後輩社員も幸高校出身者
が多く、皆さん優秀で、明るく、元気な方ばかりだそうです。一見小柄で華奢な石川さんですが、
高校時代は県内でも有名な弓道部で活躍されていたようです。今度（的当て）ダーツ大会にでも
誘ってみましょうか！
　現在、川崎リースセンターで勤務されています。主にフロント業務（電話対応・受注等）を担当
されています。会社の事業内容は、建設機械・物流機器・建設用工具・測量機器をメインとした
卸レンタルですので、取扱商品も4,000品目を超える多種多様な商品が有り覚える事が多く大変
そうですが、日々数百件の電話受注をこなし、当然お客様の人気も高い事でしょう。
　また会社の福利厚生面では、この業界ではトップクラスで年間休日は120日を越え、完全週休
２日制、各有休（特別）休暇、産休、育休、も充実し「女性が活躍できる素晴らしい環境整備が進
んでいる会社」と感じました。
　また、会社の行事として年１回全社員が集まる兵庫県但馬ドームで本気モード？の「社内運動
会」が行われるほか、社員旅行も充実しているとのことでした。意外にもまだ海外旅行の経験が
ないそうですが、日本一「儲かってる？」会社ですから近いうちに実現できることでしょうね。
　一方、プライベートでは、現在も実家にお住まいとのことから、ご両親と映画を観に行くこともあ
るそうです。仲が良い理想の家族？ですね。（お父様が羨ましい！）また最近は人気の「ホットヨガ」
に目覚めたそうで、併せて各地の「温泉・スパ」へ行くことを楽しみにされているようです。姉妹のよ
うに仲の良いお母様とご一緒することが多いそうですが、笑顔で話される表情から察すると、当然、
独身の素敵な石川さんのことですからご一緒する候補者？はたくさんいることでしょうね。
　最後に今後の目標をお聞きしましたが、まずは会社の昇進制度に基づいて、直近の主任試験を
突破することだそうです。今は結婚しても女性が活躍する時代ですから、多くの女姓管理職誕生
もそう遠くないかもしれません。陰ながら応援させていただきます。

　各ハラスメントが問題になっている昨今ですが、（倭所長曰く）「社内飲み会や各種レクリェー
ション参加率が100％に近い」とのことで、皆が楽しく仕事をし、ストレスの少ない、アットホー
ムな雰囲気の職場と感じ、少々羨ましくも感じました。
　我が業界の人手不足解消のヒントとなるのではないでしょうか。
　この様な素晴らしい会社で、今後更に活躍され、公私ともに充実な人生を送られることをお
祈りいたします。
“フレー・フレー機麗女子” （記事：大森 達也）

日商機械㈱　川崎リースセンター

石
い し か わ

川　真
ま い

衣 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

技術技能講習センター㈱ 〒176-0012 東京都練馬区豊玉北4-1-5-1F 03-6914-9674 03-6914-9684
㈱ジェルシステム 〒102-0074 東京都千代田区九段南4-2-11-8F 03-5211-5613 03-5210-3023

㈱メビウス21 〒104-0041 東京都中央区新富1-15-3
新富ミハマビル8階 03-5542-0994 03-5542-0996

㈱トプコンソキアポジショニングジャパン 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 03-5994-0671 03-5994-0672

代表者変更
社　　名 代　表　者

㈱サクラコーポレーション 代表取締役　矢治　憲弘

会社名変更
社　　名 旧　社　名

コベルコ建機日本㈱ 東日本コベルコ建機㈱
伊藤忠TC建機㈱ 伊藤忠建機㈱

住所変更
社　　名 住　　　所

関東鉄工㈱ 〒306-0127 茨城県古河市下片田852-4

退会
社　　　名

ナラサキ産業㈱
東日興産㈱

新入会員
社　　名 住　　　所 ＴＥＬ ＦＡＸ

㈱東亜工機 〒284-0031 千葉県四街道市成山7番地 043-432-6261 043-432-6265

代表者変更
社　　名 代　表　者

㈲サンコー建機リース 代表取締役　片石　賢一
㈲櫻井ロードサービス 代表取締役　筑肱　賢一
産業リーシング㈱ 代表取締役　吉川　和宏
㈱レンタルのニッケン 代表取締役　南大　太郎
㈱機電サービス 代表取締役　石井　朝徳
日建商事㈱ 代表取締役　西原　聡

会社名変更
社　　名 旧　社　名

日建商事㈱ 日本建設機械商事㈱

住所変更
社　　名 住　　　所

㈱TSユニオン 〒104-0043 東京都中央区湊2-12-11
IXOビル5F

退会
社　　　名

㈱常南
コーエィ㈱

協 会 情 報
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新入会員紹介
【正会員】
株式会社　NDT
　弊社は、株式会社レンタルのニッケンの100%子会社として、2003年に設立されました。
国内での重機の長期レンタルに加え、国内外にて中古建設機械の売買を行っております。三菱
商事グループを活かした業界トップクラスの流通網、専門メカニックによる安心の査定、良質
なレンタルアップ機などの豊富な品揃え、オークション・マーケットプレイスの運営や海外拠
点など多岐に渡るサービス展開で会員企業様に貢献して参る所存です。

【本社所在地】東京都千代田区永田町２丁目14番２号　山王グランドビル８階
【代表取締役】宮沢 達朗
【事 業 内 容】 重機の長期レンタル、ゼネコン各社の海外プロジェクト工事への資機材販売、

中古建設機械の買取、輸出、国内販売 、GUIAオークション、NDT ONLINEの
運営

【資 本 金】３億円
【従 業 員 数】54名
【Ｕ　Ｒ　Ｌ】https://www.ndtcorp.co.jp/

【正会員】
株式会社　東亜工機
　弊社は、建設用タワークレーン、工事用エレベーターのレンタルを主に、平成６年に設立し、
現在までお客様、同業他社様、メーカー様のご協力ご支援を賜りながら今期25年を迎える事
が出来ました。
　この度の会員の入会を機に、一層安心して頂ける商品のご提供を努めてまいりますので、
今後とも、以前と変わらぬご支援、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

【本社所在地】千葉県四街道市成山７番地
【代表取締役】丸山 賢二郎
【事 業 内 容】 建設用タワークレーン・工事用エレベーターのレンタル等
【資 本 金】1,000万円
【従 業 員 数】15名

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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【賛助会員】
株式会社　ジェルシステム
　弊社は1972年に設立し、東京都千代田区に本社、福島県西白河郡に工場を構え、産業機器
部品と省エネ環境関連製品の製造、販売をおこなっております。
　産機事業ではSSR（ソリッドステートリレー）が交通信号機に採用され、環境事業では低
圧受電事業所の電気基本料金を約40％削減できる「電子ブレーカー」を約100,000台出荷し
ております。
　最近では、高圧受電事業所の「受変電設備保安点検業務」や「キュービクル改修工事（電力
損失計測：特許取得）」、その他、「LED照明」・「空調制御システム」・「防犯カメラ」・「感震ブレー
カー」など、お客様の省コスト（コストマネジメント）・省エネ（エネルギーマネジメント）・
資産管理（アセットマネジメント）・安全対策（セキュリティマネジメント）をおこない、経
費削減や不動産資産価値向上、人命や環境の保全に繋がる幅広い業務に取り組んでおります。
　この度の賛助会員の入会を機に、会員企業様および業界の発展に貢献できるよう努めて参り
ます。何卒よろしくお願い致します。

【本社所在地】東京都千代田区九段南４－２－11　アビスタ市ヶ谷ビル８Ｆ
【代表取締役】星本　嘉恵
【事 業 内 容】 ソリッドステートリレー、パワーモジュールの製造・販売、省エネ・省コスト／ 

環境関連製品の製造・販売
【資　本　金】5,000万円
【従 業 員 数】60名
【Ｕ　Ｒ　Ｌ】https://www.jelsystem.co.jp

【賛助会員】
株式会社　トプコンソキアポジショニングジャパン
　弊社は1932年に光学メーカーとして誕生した株式会社トプコンのグループ会社でございま
す。この度、協会に加盟をさせて頂きました。トータルステーションをはじめGNSS受信機な
どの測量機マシンコントロール／マシンガイダンスなどのシステムの販売をさせて頂いている
会社でございます。
　昨今、国土交通省発注工事においてi-Constructionの発注が進み浸透してまいりました。各
地方自治体においても同様の動きがみられ、最大の目的は生産性の向上です。ICTの飛躍的な
発展は土木・測量の産業構造を大きく変革させています。私どもは既存の重機にシステムを搭
載することで、i-Constructionに対応できるICT建機として供給することが可能です。それに
よりユーザーの施工ニーズに応える事ができます。
　またシステムについて理解を深め、スキルアップを図っていただける施設として全国４か所
にトレーニングセンタを配置しております。会員の皆様と共にユーザー様により良いご提案が
できるよう取り組んでまいる所存です。今後とも、よろしくお願い申し上げます。

【本社所在地】東京都板橋区蓮沼町75－１
電話：03－5994－0671　FAX：03－5994－0672

【取締役社長】田中　俊太郎
【事 業 内 容】スマートインフラ及びポジショニング関連製品の販売

GNSS受信機、ICT建機関連、マシンコントロール／マシンガイダンス製品の販売
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【賛助会員】

株式会社　メビウス21
　当社は1996年の創業以来、ITを活用した車両回送サービス事業を全国展開してまいりまし
た。営業所間、エンドユーザー様への回送業務を建設機械レンタル事業者様へアウトソーシン
グの提案をさせて頂いております。
　近年、働き方改革や売り手市場の人材採用など人員の確保が困難になる中、当社では、車両
回送サービスに特化した日本全国3,000名の回送員体制でお客様のお車を迅速、安全、丁寧を
モットーにお運びしております。
　この度の入会を機に、建設機械レンタル業界の発展と会員企業様へのお役に立てますよう努
めてまいります。今後とも何卒よろしくお願いいたします。

【本社所在地】大阪府大阪市中央区安土町３－２－14　イワタニ第２ビル２F
 電話：06－6264－6680　FAX：06－6265－3330
【代表取締役社長】林　茂太
【事 業 内 容】建設機械車輛回送サービス、レンタカー回送サービス他
【Ｕ　Ｒ　Ｌ】http://www.mebius.co.jp

【賛助会員】

技術技能講習センター株式会社
　労働安全衛生法に基づく技能講習等資格講習会を平日、土日祝祭日と全日程にて開催。
　建設業のあらゆる職種を招集し業者間の繋がりを支援するための交流会の開催をしておりま
す。
　機械系科目の実技は建設機械運転経験者を講師採用。現役から引退された方まで熱意のある
方を随時募集しております。
　この度の賛助会員の入会を機に、会員企業様および業界の発展に貢献できるように、また現
場で働く方々が安全に作業できるよう努めて参ります。何卒宜しくお願いいたします。

【本社所在地】東京都練馬区豊玉北４－１－５
【講 習 会 場】東京都練馬区桜台２－９－２－１F

神奈川県横浜市中区羽衣町２－５－13－３F
千葉県千葉市中央区千葉港４－３

【代表取締役】佐治　泰幸
【事 業 内 容】労働安全衛生法に基づく講習会の開催・労働安全衛生コンサルタント業務

建設業者交流事業・職人マッチング事業
【取 扱 科 目】玉掛け・小型移動式クレーン・高所作業車・ガス溶接

酸素欠乏及び硫化水素危険作業主任者・有機溶剤作業主任者
特定化学物質及び四アルキル鉛作業主任者・鉛作業主任者
足場の組立て等作業主任者・型枠支保工の組立て等作業主任者
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者・鉄骨の組立て等作業主任者
フルハーネス型墜落制止用器具・職長安全衛生責任者教育　等

【従 業 員 数】31名
【Ｕ　Ｒ　Ｌ】https://tec-skill.co.jp　
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本社・工場／〒306-0127 茨城県古河市下片田852-4
TEL: 0280-77-0081  FAX: 0280-77-0080

https: //www.kanto-tk.co. jp

ハンドガイドローラーハンドガイドローラー

クローラ洗浄機
CW25

人手の掛からない自動洗浄ロボットにより
重機足回りの洗浄費用が大幅低減！！

KT30SKT30S
３tタイヤローラ 土工用振動ローラ

CA2500DCA2500D

【NETIS】登録
TH-120018-VE

【陸内協排出ガス自主規制】【２次規制適合エンジン搭載】

業界最軽量
超低騒音型
新発売

超低騒音型

H600KS
H650KS
フルオープンカバー＆
サイドガードフレーム

H550KS

【超低騒音型建設機械】【NETIS】登録TH-120018-VE

【特定特殊自動車少数特例基準適合車】

【低騒音型建設機械】

【超低騒音型建設機械】

関東鉄工株式会社

【第3次基準値排出ガス対策型】

【NETIS】登録
TH-120018-VE

KV40CSEKV40CSE
KV40CSiKV40CSi

コンバインド型
KV25CSKV25CS

タンデム型
KV25DSKV25DS
KV40DSEKV40DSE
KV40DSiKV40DSi

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

【第3次基準値排出ガス対策型】
  KV40CSE, DSE/KV25CS, DS【超低騒音型建設機械】
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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
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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

504-3434
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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。

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）2018 年 1月1日から 2018 年 12 月31日までの1年間です。

保険金お支払件数

支払保険金総額

106 件

約 9,818 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

SJNK19-00362／2019.04.09
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285-0842 70  
TEL 043-460-0211 FAX 043-460-0212 9 00 18 00

－
－
－

－ －
－ －

－ －

－ －
－ －

メンテナンスを機械化して
　品質の均一化と省力化を
　　　　　サポートします

【メンテナンス装置】

　　　 　サ

クローラ洗浄装置

100V ポンプ試験装置

部品洗浄装置※

集塵機フィルター
洗浄装置※

※近日発売予定

オートポンプ 残水処理
オートポンプ

水中サンド
オートポンプ

【自動運転水中ポンプ】
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半世紀の実績！負荷試験装置の「TATSUMI」
業界No.1 のラインナップで、様々な発電機の負荷試験に対応できます！

その他の装置も多数あります。詳しくはお問い合わせください。

発電機のメンテナンスは負荷運転！
乾式負荷試験装置でカンタン・安全、しかもローコスト！

― 新たに出会える足跡を残す ―
　
建設機械・保安用品・安全機材
各種ショベルパーツ販売・はがし屋弁慶販売
仮設トイレ・ユニットハウス販売・チョイ切くん販売
オリジナルこわし屋さんリース・販売
生コンバケット販売・風丸送風機販売

㈱ 鈴 木 建 機
TEL：03－3677－0288　FAX：03－3677－5527

http://www.suzukikenki.co.jp/

SK
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http:// www.asahicorporation.com

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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令和元年度

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 西 條 博 生 日立建機日本㈱

理 事 山 根 恵 司 ㈱カナモト

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 伊 達 康 二 ㈱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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令和元年度　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 西 村 直 樹

大音師憲一

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 野 津 晃 司

中山誠太郎 橋 田 法 清 西 條 博 生 山 根 恵 司 小 田 和 功

響 　 太 郎

教育・広報 川 曲 幸 生 原 田 英 雄 池 田 勝 信 野 本 芳 英 岡 澤 真 澄 高 木 　 潤 鈴 木 康 友

働き方改革

（特別委員会）
小松崎伸一郎

後 藤 津 義 福 山 慎 一 川 曲 幸 生 山 下 仁 和 三 瓶 　 靖 今給黎宣成

小 俣 智 嗣 原 田 英 雄 加 藤 浩 孝 根 本 忠 康 山 根 恵 司

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 伊 達 康 二
（奥井良弘）

（港　正一）

協 議 会 代 表  （委　　　員）

東京協議会 小 俣 智 嗣 東 京 地 区 理 事

千葉協議会 西 村 直 樹 千 葉 地 区 理 事

埼玉協議会 黒 米 臣 行 埼 玉 地 区 理 事

茨城協議会 根 本 忠 康 茨 城 地 区 理 事

TRゴルフ会
会　長：池田勝信　　副会長：岡澤真澄　　 
幹　事：矢尾彰男（伊藤忠建機）・石井茂雄（ヤンマー建機）・大森達也（東京支部）
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Ad index 75号広告掲載社

広告主名 掲載頁

関東鉄工㈱ 46頁

やまびこジャパン㈱ 46頁

㈱クボタ建機ジャパン 47頁

コベルコ建機日本㈱ 48頁

㈱加藤製作所 49頁

デンヨー㈱ 50頁

日立建機日本㈱ 50頁

三笠産業㈱ 51頁

ユアサ商事㈱ 51頁

㈱ワイズマン 52頁

損害保険ジャパン日本興亜㈱ 52頁

日本建設機械レンタル企業年金基金 53頁

㈱ティ・エイチ・アイ 54頁

㈱日商機械 54頁

㈱アールアンドアール 55頁

㈱インシュアランス サービス 56頁

㈱アルタス情報システム 57頁

広告主名 掲載頁

㈱タダノ 57頁

㈱レンタルのニッケン 58頁

伊藤忠TC建機㈱ 58頁

㈱諸岡 59頁

㈱サクラコーポレーション 60頁

㈱桜川ポンプ製作所 60頁

㈱辰巳菱機 61頁

㈱鈴木建機 61頁

㈱アタッチリンク 62頁

住友建機㈱ 63頁

北越工業㈱ 64頁

㈱あさひコーポレーション 65頁

㈱文寿堂 65頁

㈱ハタヤリミテッド 表紙裏

㈱NSD 裏表紙裏

イー・イー・ティジャパン㈱ 裏表紙
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しょう。

一生に一度のイベントということも

あり、チケット抽選を申し込みました

が、見事にハズレました。涼しいとこ

ろでＴＶ観戦したいと思います、、、

会報75号をご覧いただきありがとう

ございます。今後とも協会の運営のご

協力よろしくお願いいたします。

岡澤　真澄

東京オリンピッ

クまで、いよいよ

１年を切りました。

工事のほうも大詰めに

差し掛かっており、現場で対応され

ている会員の方々もいらっしゃると

思います。

連日暑い日が続きますので、熱中

症に気をつけて乗り切っていきま

編集後記





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。


