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一般社団法人 日本建設機械レンタル協会
東　京　支　部

会報

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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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

　新年明けましておめでとうござい

ます。

　正会員、賛助会員の皆様には日頃よ

りご支援、ご協力いただき深く感謝し

ております。

　2020年東京オリンピック・パラリ

ンピック開催まで半年を切りました。

メイン会場となる新国立競技場は

2016年12月の本体着工から３年を経

て完成し、華やかにオープニングセレ

モニーが行われたほか、年明けより

サッカー、ラグビーの試合も随時開催

されるようになりました。

　一方、都心では、ホテルや商業施設

の新築・増改築がピークを迎え、春に

は山手線の新駅（高輪ゲートウェイ駅）

が開業するなど、引き続き、各交通の

インフラ整備工事など社会基盤整備も

活況です。

　建設経済研究所によると、2019年

度建設投資は62兆2,100億円前年比

2.2％増となりました。2020年度は

62兆7,100億円、前年比0.8％増が予

想されております。

　また、2019年度政府一般会計予算

は101兆4,564億円となり、７年連続

過去最大を更新するなど、公共事業関

係費は６兆9,099億円となっておりま

す。また2020年度は104兆9,998億

円が予想されています。

　国内景気に目を向けますと、輸出を

中心に「弱さ」が長引いているものの、

緩やかに回復しているようです。また、

先行きについても当面は「弱さ」が残

るものと思われますが、雇用・所得環

境の改善が叫ばれている状況下、各種

政策の効果もあって、緩やかとは言え

回復が続いていくことが期待されてい

ます。

　しかしながら、通商問題を巡る緊張、

中国経済の先行き不安、英国のＥＵ離

脱の行方等、海外の動向や金融資本市

場の変動の影響に加え、消費税引上げ

後の消費者マインドの動向にも十分留

意する必要があると思われます。

　そのような環境の下、私たち業界も

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の影

響もあり、社員の採用は困難の状況が

続き、「人手不足」、「人材不足」が大

「働きやすい会社・明日への希望の持てる
会社・明るい未来が有る業界」を目指し、
業界を挙げて取り組みます
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きな課題となっております。　

　昨今、建設業界も政府、経済界の指

針のもと「働き方改革」へ取り組みが

急速に加速しています。すでに昨年４

月から「働き方改革関連法」が順次施

行されています。

　つきましては、産業界が「働き方改

革」に取り込むこの機会に、私たちレ

ンタル業としても、この動きに呼応し、

各社の労働環境の違いは承知していま

すが、将来を担う若者の入職を促すた

めにも、是非この機会に労働環境の改

善等、積極的にご検討をいただき、「働

きやすい会社、明日への希望の持てる

会社、明るい未来が有る業界」となれ

るよう業界を挙げ取り組んでいきたい

と考えます。

　当支部は昨年２月に「返却時間のお

願い」のポスターを作製し、全正会員

に配布させていただきました。また４

月に、有給取得や労働時間に関する「支

部目標」を設定するなど活動してまい

りました。

　また、11月には初の試みとして、

女子従業員意見交換会（ランチミー

ティング）を開催し、女性目線からの

職場の現状や今後の希望など多くの貴

重な意見をいただきました。今後いた

だいた意見を参考にさせていただき、

更に女性が活躍できる業界になれるよ

う推進していければと思います。

　また、今度も引き続き、流通委員会

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。

そのためには、理事会・委員会・部会

活動の活発化と地域問題の対応のため

協議会活動の充実ならびに福利厚生行

事や各懇親会の開催による会員間の団

結を深めてまいります。

　更に、関東ブロック会議の開催を継

続し、各支部との情報交換等連携を図

るとともに、国土交通省関東整備局と

の意見交換会の開催も行っていきます。

併せて、社会貢献の面からも、各種団

体との災害協定の締結にも積極的に努

めてまいります。

　最後に、社会的地位の向上とレベル

アップ及びユーザーの便宜を図ること

を目的とした協会独自の「建設機械レ

ンタル業登録制度」が４月よりスター

トいたします。会員の皆様には「建設

機械レンタル管理士資格」の積極的な

受講ならびに取得をお願いいたします。

　年頭に当たり本年が皆様にとって健

康で幸多き年となりますことを祈念し

新年の挨拶と致します。



3

年頭挨拶････････････････････････････1

　東京支部支部長　小松崎伸一郎

協会記録････････････････････････････4

令和２年　新春賀詞交歓会････････････6

流通レポート････････････････････････8

特集 ･･････････････････････････････ 10

　「女子意見交換会」（ランチミーティング）

行事報告･･････････････････････････ 14

　TR会ゴルフコンペ

　役員・賛助部会合同忘年会開催

　商品講習会

　発電機・溶接機講習会

　関東ブロック意見交換会

　職長・安全衛生責任者教育

　大型建機部会研修会報告

写真による行事報告････････････････ 22

地区協議会活動････････････････････ 24

　東京協議会

　千葉協議会

　埼玉協議会

　茨城協議会

企業特集･･････････････････････････ 28

　伊藤忠TC建機株式会社

読者のひろば ･･････････････････････ 30

　ヤンマー建機株式会社　石井 茂雄

社長訪問67 ･･･････････････････････ 32

　信和リース株式会社 

　　代表取締役社長　山部 雄経

東京散歩･･････････････････････････ 34

　神宮外苑・新国立競技場

本部のページ ･･････････････････････ 36

機麗女子･･････････････････････････ 38

東京支部ホームページについて ･･･････ 39

協会情報･･････････････････････････ 40

新入会員紹介･･････････････････････ 41

広告･･････････････････････････････ 43

令和元年度　役員名簿 ･･････････････ 64

令和元年度　役員担当表 ････････････ 65

編集後記･･････････････････････････ 66



4

令和元年

 ８月30日（金） 会報75夏季号発行

 ９月10日（火） 大型建機部会ゴルフコンペ 武蔵松山カントリークラブ

 ９月13日（金） 令和元年度第２回理事会・正副支部長会議 ホテルグランドヒル市ヶ谷

 ９月13日（金） 働き方改革検討特別委員会 ホテルグランドヒル市ヶ谷

 ９月25日（水） 協会ニュース100号発刊

 ９月26日（木） TR会幹事会 協会事務室

 ９月26日（木） 茨城協議会役員会 ホテルグランド東雲

10月 ２日（水） ミニ油圧ショベルトラブルシューティング講習会 コベルコ市川センター

10月 ８日（火） 千葉協議会：勉強会 三井ガーデンホテル千葉

10月 ８日（火） 茨城協議会ゴルフコンペ つくばカントリークラブ

10月 ９日（水） 第164回TR会 成田ヒルズカントリークラブ

10月18日（金）

・19日（土）
大型建機部会工場視察 長崎・熊本

10月23日（水）

・24日（木）
職長・安全衛生責任者教育 技術技能講習センター

10月29日（火） 女子意見交換会 ドームホテル

11月 ６日（水） 流通問題勉強会 グランドヒル市ヶ谷

11月12日（火） 教育・広報委員会 TKP神田駅前

11月14日（木） 東京協議会役員会 バネバークス赤坂見附

11月14日（木） 千葉協議会ゴルフコンペ 藤ヶ谷カントリークラブ

11月15日（金） 茨城協議会勉強会 ザ・ウェストヒルズ水戸

11月21日（木） 埼玉協議会：ボウリング大会 大宮ラウンドワン

11月21日（木） 発電機・溶接機講習会 デンヨー㈱開発研究センター

11月27日（水） 東京協議会：懇親行事 バネバクーズ赤坂見附

12月 ３日（火） 大型建機部会 TKP神田駅前
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令和２年

１月23日（木） 東京支部令和２年新年賀詞交歓会 グランドヒル市ヶ谷

１月28日（火） 千葉協議会令和２年新年賀詞交歓会 三井ガーデンホテル千葉

12月 ４日（水） 賛助部会分科会 神田呉園

12月 ４日（水） 千葉協議会道路部会（流通懇談会） 東天紅

12月16日（月） 溶接技能コンテスト開始

12月17日（火） 令和元年度第３回理事会・正副支部長会議 グランドヒル市ヶ谷

12月17日（火） 理事会・賛助部会合同懇親会 グランドヒル市ヶ谷

12月20日（金） 協会ニュース101号発刊
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　令和２年新年賀詞交換会が１月23日（木）

午後５時30分より、ホテルグランドヒル

市ヶ谷瑠璃の間において開催されました。

今年も417名（正会員195名、賛助会員

179名、建設会社22名、来賓10名、報道他

21名）のご参加で開催となりました。

　待望の東京オリンピック・パラリンピッ

ク開催まで半年を切り、国内が更なる飛躍

の年として「希望」に満ち溢れた2020年

の幕開けとなりました。

　冒頭、小松崎支部長より「我々建設機械

レンタル業界として、働き方改革、災害対

策、新資格制度・登録制度の定着、更には

女性も含めた人材の育成をテーマに東京支

部として、更なる発展に向けて頑張ってい

きたい」との力強い挨拶が有りました。

　その後、ご来賓の方々からご挨拶をいた

だいた後、福山副支部長の元気な「乾杯！！」

の発声で和やかな交歓会へと進みました。

今年も多くの皆様がご出席され盛大に開催

支部長　小松崎　伸一郎会場風景

令和２年 新春賀詞交歓会
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国土交通省
関東地方整備局 企画部
機械施工管理官
神宮寺　保秀

副支部長　福山　慎一

㈱クボタ建機ジャパン
取締役会長
伊達　康二

新入会員のみなさま 副支部長　加藤　浩孝

一般社団法人
日本建設機械レンタル協会
会　長　角口　賀敏
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流通問題勉強会
開催日：令和元年11月６日（水）

時　間：13：30～16：30

場　所：ホテルグランドヒル市ヶ谷

　　　　瑠璃西の間

日本建設機械レンタル協会 東京支部

の会員各社様におかれましては、日頃

より当委員会の活動・運営にご理解と

ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

流通問題勉強会は第12回目の開催と

なり、本年は昨年を上回る125名の

方々がご参加くださり、ご多忙の折、

ご受講いただきました皆様にはあらた

めて感謝申し上げます。

今回の勉強会は、私共の業界の命題

でもあり、地位向上を目指すためには

必要不可欠であります接客のプロとし

ての心構え、また現在、各社様が直面

しております、慢性的な人材不足に対

する一助としてのセミナーを二部構成

にて執り行いました。

第一部は、元全日本空輸客室乗務員：

吉永由紀子様を講師にお迎えし、『元

CAは見た！顧客感動のエピソードか

ら感じる接客のプロとは』をテーマに

ご講演いただきました。

サービス要員に求められる資質のお

話から始まり、『顧客満足のポイント』

等、常にお客様の立場となって考え行

動することの大切さ、続いて『組織の

ALL FOR YOUのしくみ』のお話へと

進み、実際にご自身で体験された実話

を基に感動のエピソードをご紹介くだ

さいました。

冒頭の「チーム」と「グループ」の

違いのご講話につきましては、昨年の

ラグビーワールドカップにおいて

「ONE TEAM」をスローガンに躍進を

遂げた日本代表チームの活躍とオー

バーラップし、更には、後半に取り上

げられたANA時代の「フロントライン」

と「バックライン」の絆のエピソード

とも結び付けられ、非常に感銘を覚え

ました。『ホスピタリティ・サービス

の創造』のお話に関しましても、相手

に心を込めて尽くし、顧客に提供する

個々のサービスの質を高めることで従

業員の接遇能力が向上し、顧客に【ま

た来たい】と思わせる、最終的には【自

社のファン】とすべく、高次のサービ

スを提供していかなければならないと、

学ぶべきことの多いご講演でした。

第二部は『外国人人材受け入れの基

礎知識』について、JCN事業協同組合

流通委員長
後藤 津義（㈱アクティオ）

会場風景
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後藤委員長挨拶

第二部講師　服部 潔 氏第一部講師　吉永 由紀子 氏

会場風景

理事：服部潔様にご説明いただきまし

た。

外国人技能実習制度の解説、建設機

械レンタル業界においてこの制度を活

用するための手順、過去の実例を基に

した技能実習生受け入れのメリット・

デメリットについて、また、費用面を

含めた実習生配属のためのアドバイス、

配属後のフォローについてもレク

チャーくださいました。業界にとって

も弊社にとっても大変有意義で、実用

的なお話を拝聴させていただくことが

出来ました。

昨年、東京五輪のメイン会場となる

新国立競技場が竣工を向かえました。

競技施設などの直接工事の他、付随す

るインフラ整備等の間接工事も収束に

向かい、五輪開催後はその反動で大き

く衰退すると懸念されておりました。

しかしながらここ最近の首都圏の市況

感としましては、閉幕後にスライドさ

れた大型再開発事業、リニア中央新幹

線や国土強靭化のためのインフラ整備

に関する長期的な土木プロジェクト等

も始動しており、業界にとっては明る

い兆しが見え始めております。このよ

うな背景の中、私共の建設機械レンタ

ル業界への期待とニーズは高まってい

くことと存じます。今後とも、会員・

各社様と共に、この業界で働くすべて

の方の意欲・業績が向上し、やりがい

のある、魅力ある業界と成せるよう鋭

意努力してまいりますので、引き続き、

ご支援・ご助力賜りますよう宜しくお

願い申し上げます。
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女子意見交換会（ランチミーティング）
◆内容◆
働き方改革検討特別委員会活動の一環として、会員７社から活躍されている女子社員様を
選抜していただき意見交換会（ランチミーティング）を開催しました。

日　　時　2019年10月29日（火）
場　　所　東京ドームホテル　アーティストカフェ
出 席 者　（アイウエオ順）
　　　　　 張替博美さん（㈱アールアンドアール）・川池佳菜子さん（㈱アクティオ）・石川ゆう子さん

（㈱オマタ土鑛機商會）・高橋沙姫さん（小松崎機械㈱）・山崎知惠さん（新光重機㈱）・
井上彩美さん（西尾レントオール㈱）・岡村絵奈さん（ユナイト㈱）

司　　会　小俣 智嗣　㈱オマタ土鑛機商會　代表取締役社長（副委員長）
協会参加　 小松崎支部長（委員長）・後藤副支部長（副委員長）・中山理事（委員）・大森（事務局）

司会： 我々の業界では決して女性を軽視してい
るわけではありませんが、男性の集まる
機会が多く、女性の参加の機会が少ない
現状です。今回このような機会を設けさ
せていただき女性の立場から見る意見を
お聞きしたいと思います。よろしくお願
いいたします。

　　　 それでは、質問をさせていただきます。

まず、現在の仕事を楽しくできています
でしょうか？

井上： 会社全体としてはわかりませんが、個人
的には楽しく仕事をさせていただいてい
ます。入社当時とは違い、柔軟に仕事を
与えていただいていますし、自分の意見
も聞いてもらえるようになりました。

山崎： 何が楽しいかはわかりませんが、仕事は
楽しいです。毎日男性社員を怒りながら
ですが。男性はだらしないところが多く、
尻を叩きながらですけど。（笑）

張替： 楽しいかどうかは答えることは難しいで
すが、１年前に後輩社員が入社してきた
のでモチベーションは上がっています。

川池： 楽しいです。所員が６人と少なく、皆仲
が良く、協力しながら出来ていますから。

石川： 社長の前では答えにくいですが（笑）楽
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しく仕事をしています。小さな会社です
からいろいろありますが、それほどスト
レスも長引かないし、上司も含め男性社
員にも協力してもらいながら仕事ができ
ています。今は機械の知識を身に着けよ
うと頑張っていますし、お客様の対応で
感謝されることもあり、達成感もありま
す。

司会： ありがとうございます。職場環境が大事
だということですね。やはり女性が多い
と楽しいかもしれませんね。仕事以外に
おいてもですが。

　　　 続いて今の会社、業界を選んだ理由、ま
た選択に満足していますか？

張替： 私は最初、警察官になることを目標に就
職活動していましたが、迷っている時期
に会社説明会で弊社に「出会い」ました。
選択のポイントは福利厚生面が充実して
いたからです。今考えると多少違ってい
ることがありますが（笑）

井上： 私も当初はブライダル関係を考えていま
した。当然レンタル業界を考えていたわ
けではありませんが、両親などから「法
人向けの会社が良いのでは」とアドバイ
スをいただき、数社の中から福利厚生、
会社内容、株価など検討して選びました。
一人暮らしをしたかったので決め手は社
宅制度でした。結局一人暮らしはしてい
ませんが（笑）

岡村： 紹介での入社ですが、現在まで長年勤め
ていることを考えれば、満足していると
思います。数年経過すると「やりがい」
も出てきますし、会社に対する「愛」が
芽生えてみたいな（笑）

　　　 最近の若者はすぐに会社を辞めますけど。
私は今、刺激もありますし、自分から
「いかに楽しく仕事をするか」を考えよ
うとしています。

山崎： 求人誌で見つけて、軽い気持ちで３日間
の企業体験に参加したことです。大きな
企業ではないので、社長をはじめ皆さん、
優しく接していただけることがうれしい

です。当時は、とにかく規則正しい生活
がしたいと思っていましたので（笑）

石川： 私は中途での採用なので、場所（渋谷）、
勤務時間、事務職で選んだだけです（笑）

　　　 建設業界は素人ですが、採用されたら頑
張ろうと思いました。覚えることも多く
大変ですが、好奇心が旺盛なほうなので
自分に向いているのかもしれません。

　　　 また、女性が少ないほうが向いています
し、将来結婚で退社することになっても、
経験を積めば再就職先でも有利かなと
思って（笑）過去女性が多い会社で人間
関係に苦労しましたから（笑）

高橋： 学校の多くの求人票の中から選びました。
社長の人柄、会社の雰囲気、車での通勤、
産休・育休など福利厚生面も充実してい
ましたので。また小さい会社ならではの
メリットもあり、皆仲が良いですし、高
卒の１つ年上の先輩もいましたので。今
では自社の機械を路上で見かけるとうれ
しくなります（笑）

司会： ありがとうございます。この業界の人の
特徴として、レンタル機を見ると注目し
てしまいますね「どこの機械かなー」と
ね（笑）

　　　 次の質問ですが、自分の会社を後輩に勧
めますか？

川池： 自分で仕事を見つけることが出来る人で
あればOKかもしれません。

張替： 将来キャリアウーマンを目指す人であれ
ば良いかもしれません。

山崎： 実は会社から紹介を依頼されましたが、
断りました（笑）
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　　　 人それぞれですが、きれいな恰好や、き
れいな職場を求めますから。特にヤード
には泥があったりする会社ですから。

高橋： 女性なら勧めるかもしれません。コミュ
ニケーションの取れる人なら

井上： 勤務先によりますね。本社オフィスなら。
営業所だと車がないと通勤できませんし、
まあ、キャラクター次第でしょうが、難
しいでしょうね。

司会： ありがとうございました。
　　　 次の質問ですが、会社の男性社員を見て

どう感じますか？楽しそうですか？
石川： 女性と比べて男性は先に出勤し、後で退

社していますので大変だと思いますが、
弊社はノルマもありませんし、新規営業
もありません（笑）ので比較的時間内で
きちんとしていますので大丈夫ではない
でしょうか。

山崎： やはり男性のほうが大変だと思います。
サービスは機械が好きな人が多いので楽
しそうに見えます。ただ、営業の人は続
かない人が多いですね。男性はメンタル
が弱いですね（笑）

川池： やはり女性は優遇されていると感じます。
時間が来れば男性が仕事を変わってくれ
ますし、休み時間や夜間、休日でも携帯
電話で対応しなければならないので。

高橋： お客様によって楽しそうな場合もありま
すが、いい人ばかりではないですしね。

岡村： 全員楽しそうではありませんね。年配者
は家庭、生活のため頑張らざるを得ない
でしょうか。若い人は嫌ならすぐに辞め
ますけど。レンタル業界は男性にとって
は厳しいと思います。今後女性もサービ

ス、営業への起用など会社全体で考えな
いといけないと思います。

司会： ありがとうございます。将来待遇面が良
ければレンタル営業をやってもよいと考
えますか？（挙手を求めた）「フロント
営業なら」との印象を受けた（積極的で
はなかったが３名の手が上がった）

　　　 次の質問ですが、働き方改革で何か変化
はありましたか？

岡村： まずは有給休暇でしょうか。また勤務管
理もシステム化されましたし、残業など
の計算も楽になりました。

井上： 同じく管理がシステム化されたことで
しょうか。またリフレッシュ休暇も年４
日になりましたし、残業超過など特に厳
しくなり、結果次第では上司の管理能力
で人事考課にも影響されるくらいです。

川池： 以前と比べ残業が少なくなりました。有
給消化も会社指定ではなく、自己申告で
土日に付けたりできています。

張替： やはりシステム化されたことでしょうか。
PCも20時に強制的に終了させられます。
有給は年６日事前に希望をとっています。

石川： もともと残業は少ないほうです。有給は
個人によって違いますが、私はいただい
ています。基本的には、週末を避けての
会社から指定されますが代替可能です。

高橋： 有給休暇は月１回、週末や特定日を避け
てとることができます。留守電も18時以
降活用するようになりましたし、働き方
改革ポスターの影響もあり、お客様にも
浸透してきたと感じます。また10月から
完全の週休２日制になりました。

山崎： 地区の同業者を調査したところ、休日が
少なかったため、年５日ほど増えました。
また有給消化しやすくするため半日でも
取れるようになりました。併せて週１回
ノー残業デーができました。

司会： ありがとうございます。
　　　 次の質問ですが、会社、協会に対する要

望があればどんなことでしょうか？
高橋： 大変満足していますが、あえて挙げるな
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ら、昼時間の当番をより明確にできたら
よいと思います。食事中、休憩中でも都
度対応が必要なケースがありますので。

張替： 弊社は昼時間電話、接客の対応はしてい
ませんが、本来部外者以外は知らないは
ずの裏電話にお客様から連絡が多いこと
です（笑）できれば変更などして徹底し
てほしい。

石川： できれば、自社機が使用されている現場
などへ同行させていただき、実際にどの
ように使用されているかなど見てみたい
と思います。

川池： 営業時間と就業時間が異なるため、男性
は結局早出、残業になっています。でき
れば早番・遅番制度を導入してほしい。
また、協会には女性でも参加しやすい商
品勉強会など企画していただきたい。

井上： 本部指針では留守番電話設定の指示が出
ていますが、営業所ごとに対応が違うの
で、統一した方針を示してほしい。業界
として統一した方針が出れば助かります。

岡村： 今後、２交代制なども検討していきます
が、終業時間、留守電対応なども、業界
で標準化していただくとユーザーに堂々
と示すことができるのですが。やはり、
「他は対応してくれますよ」と言われれ
ばやるしかないので。

司会： ありがとうございます。終業時間など統
一できればいいのですが、独禁法など難
しい問題もありますので、今後の課題と
して検討していきたいと思います。

　　　 最後になりますが、レンタル協会の行事
等に関する希望はございますか？

張替： 行事があっても、会社からの指名がなけ
れば参加できない状況です。声がかかり
やすいように「女子だけの行事とかあれ
ばいいですね」女子だけのダーツ大会と
か（笑）

井上： まだまだ業界の認知度が低いため、業界
としてPRしていただけたらいいですが。

司会： 昨年の若手経営者座談会でも意見が出ま
した。今以上に広告など是非大手レンタ

ル会社様にお願いしたいですね。アク
ティオさんにキッザニアに参加していた
だくとか（笑）

井上： イベントなど参加したいとは思いますが、
女性の場合子育てなどの時間的問題もあ
り、就業時間内に参加できるセミナーな
ど企画していただければいいですね。ま
た、行事の案内が女性までは届きません
ので、女性向けの、参加しやすい研修、
講習会等企画があるといいと思います。

司会： ありがとうございます。本日のようなラ
ンチミーティングがあればまた参加いた
だけますか？（挙手を求めた）全員の手
が上がりました。

　　　 食事付きなら参加いただけることはわか
りました（笑）

　　　 今後、皆さんのスキルアップのためにも、
女子社員向け講習、現場見学会などを企
画し、女子の参加を促すような案内の仕
方も検討していきたいと思います。将来
的には女子部会も立ち上げて、一緒に各
イベント、セミナー等企画出来るように
なれば良いと思います。

締め： 小松崎支部長（働き方改革検討特別委員
委員長）

　　　 本日は皆さんから積極的に貴重なご意見
をいただきました。本日いただいた意見
を参考にさせていただき、少しでも業界
が良い方向に改善出来るよう検討すると
ともに、働き方改革に関し、委員会の中
で何らかの方向性を出していきたいと思
います。ありがとうございました。
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第164回TRゴルフ会
令和元年度第２回目となる第164回大会が
10月９日（水）千葉県印旛郡の成田ヒルズカ
ントリークラブに33名が参加し開催されまし
た。
雲一つない絶好のコンディションの中のプ
レーとなりました。
参加された皆様は日頃鍛えた腕を十分に発
揮され、和気あいあいでのプレーとなりまし

た。
世界屈指の設計家ピート・ダイ設計の池に
囲まれた難コースを制したのは、絶好調の山
部さんでした。
次回165回記念オープンコンペは茨城ゴル
フクラブで開催を予定しており、どなたでも
参加いただけます。たくさんの方の参加をお
待ちしています。
当日の成績は次の通りです。

TR会ゴルフコンペ

第164回

優 勝 山部　雄経 信和リース㈱ ネット68（アウト48　イン48）

準優勝 小金沢　登 上信重機工業㈱ ネット67（アウト50　イン46）

３ 位 添田美智雄 ㈱エスアールエス ネット70（アウト46　イン53）

優勝　山部さん 準優勝　小金沢さん

164回参加者のみなさん

３位　添田さん

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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令和元年12月17日（火）午後５時10分より、
役員、賛助部会合同忘年会が、ホテルグラン
ドヒル市ヶ谷瑠璃西の間において開催されま
した。107名（役員27名、賛助会員80名、）
のご参加をいただき、小松崎支部長の挨拶で
開会しました。
港副部会長の元気な「乾杯！」のご発声で
開宴し、各テーブルとも和やかに懇親を深め
ておりました。
中締めは川曲副支部長にご登壇いただき、

「台風、大雨など甚大な災害が多かった令和
元年を振り返るとともに、年内行事も予定通
り終了し、来るオリンピックイヤーが皆様に
とってより良い年になりますように」と願い
を込め三本締めで閉会となりました。
今年も１年間理事の皆様大変お疲れ様でし
た。また、賛助会員の皆様にも絶大なご協力
を賜り厚く御礼申し上げます。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。

役員・賛助部会合同忘年会開催

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。

賛助合同忘年会 小松崎支部長ご挨拶



16

㈱トプコンソキアポジショニングジャパン

講座１　 ㈱トプコンソキアポジショニング
ジャパン

　開催日：12月３日（火）、４日（水）
　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：33名（２日間合計）
　テーマ： ICT建機レンタル商材に関する

講習

　２月開催に引き続き、トプコンソキアポ
ジショニングジャパンのご協力により、茨
城県行方市の同社関東トレーニングセンタ
会場で33名の参加で実施されました。
　 座 学 に お い て 国 交 省 が 推 奨 す る
i-Constructionに関する工事の現況や施工
機器、３次元計測機器等、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
すく紹介いただいた後、場所を屋外に移動
し、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。
　今後も会員のスキルアップをサポートで
きる商品・サービス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。

商品講習会

受講者のみなさん

実機講習

実機講習

㈱トプコン事務所
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商品講習会

㈱クボタ建機ジャパン、ヤンマー建機㈱、コベルコ建機日本㈱

講座２　 ㈱クボタ建機ジャパン、ヤンマー
建機㈱、コベルコ建機日本㈱

　開催日：10月２日（水）
　場　所：コベルコ建機日本㈱
　　　　　関東支社市川センター
　受講者：37名
　テーマ： ミニ油圧ショベルトラブル

シューティング

　今年度も昨年に引き続き、故障の原因追究
と修理を受講者が自ら解決対応する内容で実
施しました。実技講習を通して知識の修得、
対応力の向上を図ることにより、実際に現場
でトラブルが発生した際に「少しでも参考に
なれば」という意味では実践的な研修ではな
かったでしょうか。
　定員を超える15社37名の技術、営業員を
午前20名、午後17名の２部制で実施しまし
た。講習ではできる限り経験年数の近い他社
の社員５～７名でチームを組み、３グループ

で各メーカーのそれぞれの機械のトラブル解
決に取組み、ローテーションで３社全ての機
械のトラブル対応を経験してもらいました。
各社の講師の方々からもトラブル発覚後の初
期対応、電気回路図の見方など実践的な指導
をしていただきました。受講者も自社で扱い
慣れているメーカー以外の機械に触れること
で視野を広げ課題克服の力をつける良い機会
となったのではないでしょうか。
　講習後のアンケートからも研修内容につい
て好評をいただき、今後も引き続き同様の講
習を続けて行ってほしいとの声を多々いただ
きました。
　また、次回開催が予定されている発電機の
他、高所作業車などの講習会開催の希望が多
くあり、今後も賛助会員各社のご協力を頂き
ながら、講習機種を選定し、それぞれ講習内
容に工夫を凝らし会員のスキルアップに繋が
る講習を企画して参りますので、是非ご参加
ください。

講師のみなさん 実機講習 実機講習

受講者のみなさん 実機講習 実機講習
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 デンヨー㈱
　開催日：11月21日（木）
　場　所：デンヨー㈱　開発研究センター
　参加者：30名
　テーマ：発電機・溶接機　講習

この度、会員様のアンケート調査におい
て開催希望が多かった、発電機・溶接機講
習を、デンヨー㈱の協力により、埼玉県坂
戸市の開発研究センターで技術、営業社員
15社30名の方々の参加で開催されました。
午前の部は、発電機、溶接機それぞれの

基礎知識、構造、構成部品などの説明を中
心に座学での講習が実施され、複雑な結線
図等を含む、豊富な資料に基づき各講師に
より詳しい解説をいただきました。参加者
は、経験年数の格差があり、経験年数が少
ない人は多少難しい内容もあったと思われ
ますが、皆さん熱心に受講されていました。
併せて商品の特徴の説明やメンテナンス方
法、負荷、コードの選定など解説いただき、
大変勉強になったようです。
午後の部は、２班に分かれて、実機を交

えて不具合箇所診断等、実例を想定して検
証するなど、より実践的な講習となりました。
トラブルシューティングの解説は今後の

業務の参考になるとの意見が多く聞かれま
した。
特に発電機は、先般の台風災害時におけ
る停電への需要が高いことが見直され、引
き続きレンタル商品の主流となることは間
違いなく、各会員様も製品の知識、サービ
ス関係の知識はますます重要となると思わ
れます。
今回、限られた時間での講習会でしたが
受講者の皆様からも今後の業務に役に立つ
との声を多くいただきました。協会として
も引き続き、皆様からのご要望を参考にさ
せていただき、より実務的な商品・サービ
ス講習の開催を企画していきたいと思いま
す。
次回講習会においても、たくさんの参加
をお待ちいたしております。

発電機・溶接機　講習会
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第12回意見交換会が長野支部の担当で９
月19日（木）、６支部９名が参加し、少し
だけ秋の気配を感じられる長野県軽井沢町
で開催されました。
毎回通りこの半年間の各支部の活動状況、
年度後半の活動予定等が報告されました。
冒頭で小松崎支部長より、九州支部役員
会に参加された内容の報告の後、東京支部
管轄においての台風15号の被害状況が報告
されました。
また、本部の方針でもある全国各地方整
備局との災害協定についても、具体的な検
討がなされ、関東ブロックにおいても、関
東地方整備局との再締結の件が報告され、
新潟支部を除く（北陸地方整備局所管のた
め）５ブロックに一部関係のある静岡支部
を加えて、各支部長連名での関東地方整備
局との再締結が確認されました。併せて現
在の協定で取り交わしている緊急連絡網の
整備も確認いただきました。
最後に次回開催が栃木支部であることが

確認され、翌年３月20日予定で計画される
こととなりました。
会議終了後に行われた懇親会では、会議
に引き続き、お酒をいただきながら意見交
換が行われ、楽しくもあり有意義な時間と
なりました。特に各地の景況感、働き方改
革、災害協定、協会運営上の問題点など多
くの話題を共有することができました。
翌日の20日（金）はブロック対抗親睦ゴ
ルフ大会が、名門軽井沢72ゴルフ東入山
コースで開催されました。神奈川支部を除
く５支部から20名の精鋭が参加し、団体戦
と個人戦で争いました。見事に団体戦の優
勝は東京支部でした。
残念ながら個人戦は栃木支部から参加い
ただいた平山佳代子さんの優勝でした。準
優勝は、接戦の末僅差でベスグロの東京支
部鈴木康友さんでした。
次回も今回以上に盛大に開催できること
を期待いたします。

関東ブロック意見交換会

意見交換会 親睦ゴルフ大会
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令和元年度の職長・安全衛生責任者教育
が10月23日・24日、今年度、新たに賛助
部会に入会いただいた、技能講習センター
㈱の協力をいただいて、練馬区新桜台の研
修室で５社27名が参加して開催されました。
講師による講義だけではなく、グループ
に分かれてのデスカッションなど２日間17
時間のカリキュラムで行われました。グ
ループディスカッションでは各問題点の検
証など、自由討議の形で行われました。受
講者各々が職長の役割を理解しながらグ
ループのメンバー内で熱気のある討議が行
われていました。
２日目は皆さんお疲れの様子でしたが、
最後まで真剣に受講いただきました。

時には厳しい指導もありましたが、講義
内容は実践的でわかりやすく大変勉強に
なったとの感想も多く出されました。
安全講習は安全衛生法で一定の作業に従
事する職員に対し、事業主が実施すること
が義務付けられています。現場内での安全
への意識、規律徹底の要求はますます高
まっており、私達レンタル各社としても現
場で行う機械の保守・メンテナンス作業の
際、必要とされる資格です。
また、最近は再講習受講の要望も高いた
め、来年度は、新規講習の他、再講習も企
画する予定です。
次回も多くの方の受講をお待ちしていま
す。

この度、大型建機部会では、長崎県西彼
杵郡にある、日本ビソー㈱長崎製作所で「ゴ
ンドラ」の製造過程を見学してきました。
長崎空港に降り立ったのは、令和元年10
月18日の10時10分過ぎでした。現地合流
の２名を加えて、総勢14名でチャーターし
たバスに乗り、昼食を挟みながら日本ビ
ソー㈱長崎製作所に向かいました。今回、
日本ビソー㈱様にお願いしたのは首都圏の
高層ビル建築におけるゴンドラ需要や、東
日本大震災後のゴンドラ更新需要新築現場
での仕上げ仮設ゴンドラ需要を背景に、そ

のゴンドラの歴史と背景、構造と仕組みを
大型建機部会として勉強したいと考えたか
らです。
当日は、今回の見学で色々ご助力頂いた
本設ゴンドラ事業本部の牧次長様と同部営
業推進部の井石部長様、長崎製作所の荒木
所長様にアテンド頂きながら会社の歴史、
ゴンドラの仕組み、安全装置、海外展開な
どをお聞きしました。
特に興味深かったのは、元々は、埼玉県
川口市にあった工場を縁もゆかりもない長
崎に移転した事（表と裏の理由を説明頂き

職長・安全衛生責任者教育

大型建機部会研修会報告

村井講師 講習会場
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ました）、初代は人力に頼るゴンドラから
電動化となり、安全も進化しているが、欧
州の方の安全基準が高かった事、ゴンドラ
製造の中で、工場内の５Ｓが行き届いてい
た事、メンテナンス対応ではミリ単位での
チェックが行われていた事です。流石、業
界最大手の会社であると感銘を受けました。
また、最も盛り上がったのは、『ベルリン
の壁』です。壁の仕事に従事される会社の
象徴として、本物の『ベルリンの壁』の一
部を輸入され長崎製作所のシンボルとして
玄関に飾られていました。何でも、日本に
持ちこむ際に美術品扱いとなってしまい、
桁が違う位のかなりの費用が掛かったとの
事でした。最後に、『ベルリンの壁』をバッ

クに記念撮影させて頂き、見学は終了しま
した。
日本ビソー㈱様の今後の益々の発展を祈
願し、研修会の報告とさせて頂きます。

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②事務局より②

大型建機部会工場視察
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理 事 会

教育広報委員会

TRゴルフ幹事会

令和元年９月13日（金）

令和元年11月12日（火）

令和元年９月26日（木）

令和元年９月13日（金）

働き方改革検討特別委員会
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理 事 会

溶接コンテスト事前講習

令和元年12月17日（火）

令和元年12月23日（月）

正副支部長会議

令和元年12月17日（火）

大型建機部会

令和元年12月３日（火）
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令和元年　忘年ダーツ大会　活動報告
令和元年11月27日（水）、毎年好評を頂

いております忘年ダーツ大会がバネバクー
ズ　赤坂見附店で開催されました。忘年ダー
ツ大会も今回で三回目の開催となります。
今年も参加者が昨年を上回り、78名の会員
様にご参加いただきました。
㈱電動舎の石畑部長の司会進行の下、来

場者順にチーム分けされ、12チームで個人
戦及び団体戦のダーツ大会がスタートします。
30分程度の練習の後、予選ラウンドとし
て「カウントアップ」の個人戦を行い、各
チームの「カウントアップ」の平均点の高
い順に上位６位までが本戦に進出、７位か
ら12位までは敗者復活戦へまわります。
本戦及び敗者復活戦ではチーム戦で再び

「カウントアップ」を行い、得点上位２チー
ムが決勝に進出し、本戦３位のチームと敗
者復活戦で一番得点の高いチームが３位決
定戦を行いました。
３位決定戦と決勝戦は「ゼロワン501」
というゲームで争われ、この二つの試合は、
参加者全員で観戦しました。僭越ながらダー
ツ経験10年以上の小職が、ダーツの解説を

しながらの、３位決定戦及び決勝戦となり
ました。
大勢の観戦者がいる中でのダーツは、緊
張感も違い、いつもなら狙い通り入るダー
ツも、観客を意識すると思うように行かな
いものです。手軽で身近なダーツという競
技でこういう体験が出来るのも、ダーツの
魅力のひとつです。
終了してからも、参加者から「来年まで

に練習しておきます」や「来年こそリベン
ジします」など次回も必ず参加する旨の好
評が多く聞かれ、ダーツが協会の東京協議
会に浸透してきたなと長年ダーツをやって
いる小職としては非常にうれしい限りです。
今回初めて小職もプレーヤーとして参加し
ましたが、やっぱりダーツは見るよりやっ
たほうが楽しいと感じた忘年ダーツ大会で
した。
最後となりますが、今回の開催にご協力

いただいた協議会役員様・事務局そして多
数ご協賛を頂戴した各企業様に厚く御礼申
しあげるとともに、今後も協議会活動への
ご協力を心からお願い申し上げます。

東京協議会代表　小俣 智嗣

東京協議会
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団体戦 結果（決勝及び３位決定戦 ゲーム：ゼロワン501）
優勝 台番号10番 靍　　見チーム
２位 台番号２番 小俣２号チーム
３位 台番号11番 和　　田チーム
４位 台番号９番 石　　畑チーム

個人戦 結果（カウントアップ 個人成績）
１位 575点 レンタル協会東京支部 事務局長 大森　達也様
２位 527点 ㈱クボタ建機ジャパン 江ヶ崎隆臣様
３位 526点 ㈱ ト ー メ イ 加藤　浩孝様

　令和元年度千葉地区協議会の活動も活動計
画に沿って順調に推移しています。５月の定期
総会、７月のボウリング大会も盛況のうちに終
了し、下記の勉強会、流通懇談会（道路部会）、
懇親ゴルフコンペも無事修了いたしました。
１、令和元年度勉強会開催
　10月８日（火）に勉強会、並びに懇親会
に約156名参加頂き、三井ガーデンホテル千
葉において開催しました。
　内容は２部構成で１部は『４次規制機の運
用・管理』をテーマに、㈱小松製作所 表西様、
日立建機日本㈱ 川村様に講演頂き環境負荷
の低減等メリットと運用上の注意点について
解り易くご説明いただきました。
　第２部はエーオンジャパン㈱ 石山様より
『建機レンタル業における損害保険』と題し
講演頂き損害保険の仕組みと活用例を解り易
くご説明いただきました。
　その後各先生方もご参加いただき懇親会を
開催しました。西村代表の挨拶、㈱レンタル
のニッケン大志支店長の乾杯で情報交換の場
へと移行し、総務委員長の千葉レンタル㈱ 
七谷社長の中締めで和やかに閉会しました。
２、第15回ゴルフコンペ（西村杯）開催
　11月14日（木）に西村杯ゴルフコンペが
藤ヶ谷カントリークラブで６組24名の参加
で開催されました。天候にも恵まれ、素晴ら

しいコースを皆堪能したことでしょう。
　優勝は古河ロックドリル㈱の那須様、準優
勝は㈱加藤製作所の中島様でした。ベスグロ
は接戦の中86でカナモトの松本様でした。
皆様大変お疲れ様でした。
３、令和元年度流通委員会（道路部会）開催
　12月４日（水）に流通委員会（道路部会）
が東天紅の部屋を借りて開催されました。
　今回もフリートーク形式で流通問題、各社
の取組みが議論され活発な意見交換の場とな
りました。又、同じく東天紅に各役員が合流
し総勢22名参加の忘年会へ移行し、西村代
表を中心に和やかな時間をすごしました。今
年の千葉地区協議会の行事も当委員会で無事
終了する事ができました。千葉地区協議会会
員の皆様には大変お世話になりました。
　本年度の活動も僅かとなりましたが、千葉
地区協議会を中心に業界がさらに発展する事
を期待します。

千葉協議会事務局　廣尾 健太郎

千葉協議会

石山講師西村代表 勉強会

団体優勝の皆さん個人優勝　大森さん 団体２位の皆さん

R1コンペ集合写真
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勉強会（ボウリング大会＆忘年会）報告
11月21日（木）大宮ラウンドワンにて
ボウリング大会を開催いたしました。毎年
恒例となり応募者も増えているのですが、
ワンフロアー12レーンの72名までしかボ
ウリングはできません「すいません！」。
今回参加者は総勢84名の方に参加していた
だきましてありがとうございます。今年の
担当幹事さんは日立建機さんと電動舎さん
にやって頂きました。先ずは全員で写真撮
影をしたあと私（黒米）による始球式（８
本倒しました！）をしてプレー開始いたし
ました。１チーム６名の12チームによる団
体戦と個人戦を行いました。レンタル会社
＆賛助会員さん交えたチームにして、日頃
取引のある会社や、ライバル会社ですけど、
このボウリングではお互いに協力し合い、
励ましあい、ハイタッチし、歓声しあいな
がらどのチームも共感しながら楽しんでい
ました。ボールの投げ方も人それぞれで、

スムーズに投げる人、回転を掛けてボール
を曲げる人、パワーで投げる人と、いつも
の勉強会では見られない一面が見れてより
一層親近感が取れて短い時間でしたけど浸
しくなれたと思います。ボウリング終了後、
場所を移動して表彰式＆忘年会を開催いた
しました。カナモト伊藤ブロック長より乾
杯の挨拶を頂き軽く食事をしたのち、表彰
式を行いました。団体戦１位～３位と個人
戦１位～３位を歓声のなか発表し、協議会
から細やかな景品を渡しました。
お忙しい時期に社員さんを派遣して頂き
ました各社さんありがとうございました。
来年も盛大に勉強会、ボウリング大会を行
いますので宜しくお願い致します。
最後に日立建機さん電動舎さん幹事お疲
れさまでした。案内、集計、組合せ、受付、
順位表、会場手配、集金などなど本当にあ
りがとうございました！
 埼玉協議会代表　黒米 臣行

埼玉協議会

第２回勉強会
令和元年11月15日（金）ホテル・ザ・ウェ
ストヒルズ水戸（水戸市）に於いて茨城協
議会第２回勉強会を正会員25社48名、賛
助会員24社36名、非会員２社の計90名参
加で開催しました。第一部では、石川労働
安全衛生コンサルタント事務所の石川様よ

り、｢不安全行動・ヒューマンエラー防止」
の題目で60分講演を頂き、事前に当社より
作業に関するヒヤリハット体験事例を予め
提出して、それを参考に講演をして頂きま
した。石川様は依然ゼネコンの現場に長く
在籍をしていて現場の事は彼に聞けと言わ
れるほどの人物で、今では安全大会や特別

茨城協議会

参加の皆さん ボウリング大会
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教育等大変お世話になっている方です。そ
の現場をよく熟知したスライド等で参加者
の目を惹きつけていました。日々ドライ
バーやサービスマンが作業していれば危険
は付き物。気が付いた時には遅かったとい
う事が多々あると思います。労働災害の原
因の96.4％がヒューマンエラーによるもの
であり、スライドの中では平成28年10月
に起きた東京六本木で塗装作業終了後足場
解体中、アサガオが２スパン外されていた
にも関わらず、立入禁止措置及び誘導員の
配置を確認せず、10階部分の建枠の下桟を
取り外し開始。その下桟の１本を誤って24
ｍ落下し、通行人男性に直撃。鳶、現場代
理人が（禁固１年６ヶ月）執行猶予４年の
業務上過失で書類送検された事例が紹介さ
れました。その講演を聞いた後の11月19
日に和歌山で同様の事故が起きたことは記
憶に新しく、ぞっとする瞬間でもあり、明
日は我が身、不安全な行動や、ヒューマン
エラーを極力出さないようにしなければな
らないと再確認させられました。
第二部では、私の友人でもあります、根
本社会保険労務士事務所の根本様より

「知っておきたい職場のハラスメント」で
講演をして頂きました。ビデオやスライド
を活用しながら、どこからがパワハラ・セ
クハラなのか、ハラスメントの種類を細か
く説明し、その線引きをどこでするのか難
しいところではありますが、結論的には所
員との正しいコミュニケーションが必要で
あると思います。相手が不快に思えばそれ
がセクハラ、パワハラになれば指導など出
来るわけでもなく、今回の講義内容を聞け
ばそのような問題も回避できるのではない
かと思い、大変参考になりました。また、
11月18日には織田信成氏のモラハラ報道
もあり尚更参加者の皆さまの記憶に残る講
義内容だったと思います。
懇親会の前には、賛助会員参加者様全員
の会社・新商品ＰＲ等の時間を設け、東京
支部長小松崎様より挨拶、乾杯を賛助会員
代表の㈱クボタ建機ジャパン綿貫所長にお
願いし、約１時間半の懇親後中締めを㈲茨
城リース岡添社長で閉めて頂き散会となり、
二次会は各々水戸の街へと繰り出して行き
ました。

茨城協議会代表　根本 忠康

根本代表挨拶 小松崎支部長挨拶

勉強会 懇親会

石川講師
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企業特集
伊藤忠TC建機株式会社

次世代型ソリューション企業を目指して

　伊藤忠建機株式会社は、伊藤忠商事株式会社の保有株式50％を東京センチュリー株
式会社に譲渡したことを受け、2019年７月１日より伊藤忠TC建機株式会社に社名変更
致しました。
　伊藤忠建機は、伊藤忠商事グループの国内建設機械販売専門商社として、皆様の多様
なニーズに応えるべく、国内外の様々な建機・資材等の販売・レンタル事業に携わって
参りました。
　東京センチュリーは、伊藤忠商事の関連会社であり、近年は金融事業のみならず、サー
ビスや事業性ビジネスを積極的に推進している企業であります。
　新生・伊藤忠TC建機株式会社は、伊藤忠商事
と東京センチュリーが持つ多彩なサービス機能
並びに国内外の広範なネットワークを活用し、
皆様の事業ライフサイクル（購入～仕様～売却）
において、販売のみならず、ソフトウェアやサー
ビス・ファイナンス等のあらゆるニーズにワン
ストップで対応する次世代型総合ソリューショ
ン企業を目指して参ります。

創立50周年記念式典集合写真

横山社長挨拶
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2006年７月16日に福岡空港から上海浦東
空港に到着。大きなスーツケースを転がし迎
えの車に乗ったことを今でも忘れられません。
それは2006年１月のことでした。当時の
営業部長から電話が入り、「久しぶりに食事
でもしないか」と連絡がありました。山梨県
甲府市で昼食をとりながら話をする事になり
ました。（当時の私は長野支店に転勤して一
年目だったので担当していた山梨県の事や転
勤後の状況を聞きに来てくれたと思っていま
した。）
私はカキフライ定食を美味しく食べながら、
現状の業務報告などを一生懸命していたと思
います。そして食後のコーヒーが出てくると、
営業部長も鞄から一枚の新聞記事を取り出し
て話を始めました。キーワードは「中国」で
話を始められたので、当然私は日本の中国地

方かと思い話を聞いていると、「日本やない
で！中国やで！」と関西弁で言われました。
その後は「中国に行ってみないか？」と言わ
れたことしか覚えていません。
「一度しかない人生」なので後悔したくな
いと思い中国赴任を決めました。そこから約
半年間の準備期間を経て同じように中国赴任
を決めた上司、同僚３人で中国上海へと旅立
ちました。
まず衝撃を受けたのは町中に鳴り響く車の
クラクション（現在は静かです）、日本料理
屋と称するお店で見たメニューの中で「コー
ヒーライス」と書かれていたことなどでした。
（店員に聞いたらカレーライスでした。笑）
あとはコンビニなどで買い物した時にお釣り
を投げられたことは正直衝撃的でした。
生活面では言葉の壁（当時、中国語はもち
ろん英語すら喋れませんでした）が一番でし
たが、筆談と電子辞書、後は家庭教師もお願
いしたりして何とか中国赴任生活を送りまし
た。
一方仕事は、中国市場に進出したばかりで、
まずは市場開拓として中国全土に代理店を見
つけることでした。当時の現地スタッフと二
人で各地の建機代理店などが密集している所
へ出向き、建設機械を取り扱っているお店へ
の飛び込み訪問をしたりしましたが、当時は

　このページは会員の皆様が作るページです。

わが社の自慢、日頃感じておられること、趣味

にまつわるお話など、自由にお使いください。

　今回はヤンマー建機株式会社の石井様に投稿

いただきました。

中国赴任の想い出

ヤンマー建機株式会社

石井 茂雄
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会社としての知名度も無い海外メーカーを取
り扱うことに抵抗を感じられ門前払いがほと
んどでした。そんな中お昼ご飯を食べるのに
駄菓子屋みたいなところでカップラーメンに
お湯を入れてもらいお店の前で立って食べた
時には泣きそうになりました。
月日が経過するとともに各地に代理店が設
定されると、販売手法の一つとして展示会を
開催することが主流でした。展示会と言って
も日本とは違い、ホテルの駐車場などに機械
を数台展示して実機試乗会、会議室では資料
を使って商品説明、そしてホテル会場で食事
を振舞うことが定番です。びっくりしたのは、
食事の時間になるとお客さんが突然増えるこ
とでした。（美味しい料理を食べることと、
来場したお客様へ配る記念品をもらうのが目
的だったようです）または日本人を見ること
も珍しかったのかもしれません。（代理店の
方々は展示会の集客を増やすため
に日本人が来ることも伝えていた
ようです）
色々驚くことが多かった中国赴
任生活ですが、私自身の変化と言
えばお酒でしょうか。
日本にいる時には正直お酒は苦
手でした。しかし、中国の方々の
ビジネスにおいてはお酒と煙草で
コミュニケーションを取るのが普
通であると感じ、中国駐在したトー
タル８年間でどれだけのお酒を飲
んだことでしょう。煙草もですが。

このコミュニケーションを積極的にしたこ
とで中国生活を生きていく術や言葉の壁も全
て解決できたような気がしています。
プライベートにおいても駐在している日本
人が週末を利用して主催する様々なクラブ活
動がある中で、私も学生時代にしていたテニ
スクラブを見つけて毎週３時間体を動かして
いました。会社以外の日本人の方々と知り
合ったことで交流も増え、中国赴任における
ストレス発散もできたと思っています。
最後になりますが2006年から５年間、
2014年から３年間とトータル８年間の中国
赴任を経験させてもらい感じたことは、日本
と中国では文化の違いはありましたが、最終
的には人と人の繋がりなので、日本人も中国
人も関係ないと今でも思っています。そして
私が信念として思っていることは、人生１回
しかないので後悔しない人生を送ることだと
思っています。
今回、書かせていただいたことはほんの一
部です。もし興味のある方がいらっしゃれば
お酒と共に何時でもお話します！
また、２月29日（土）に当社で日本流の
展示会を開催しますので、是非ご来場お待ち
しております。場所は埼玉県上尾市です。宜
しくお願いします。ヤンマー建機株式会社 
東京支店、TR会幹事の石井でした。

グループ社員旅行

現地スタッフの結婚式
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９月以降に発生した台風15,19,21号の影

響で、千葉県内各地で大きな被害が頻発いた

しました。（まずは、被災された方々にお見

舞い申し上げます）

災害の多かった令和元年も終わりを迎えよ

うとしている年の瀬12月末、千葉県千葉市

の信和リース株式会社に山部雄経社長をお訪

ねしました。

同社は1967（昭和42）年創業の老舗で、

建設機械のリース、修理、販売を中心に地元

のお客様と共に歩んできました。また、創業

者の石橋廣氏が「これからは地球環境への取

り組みを考えなければならない」として資源

の再生を以前より手掛けられたそうです。石

橋氏の後を継いだ山部社長も先代の遺志を引

き継ぎ、現在も資源（緑）の再生に積極的に

取り組まれています。

千葉市緑区の本社の他、香取神社で有名な

香取市小見川営業所で建設機械レンタル、修

理、販売を中心に営業展開をされていますが、

当初より木材の破砕機である「ウッドチッ

パー」を導入されリサイクルを手掛けておら

れました。平成13年にはさらなる目標達成

のため、長生郡長柄町にグリボーン事業部を

設立され、植物廃材、中間処理業を開始され

ています。また、その後もさらに一般・産業

廃棄物処理の許可などの取得をするなど、事

業の拡大のため、香取市に新しく中間処理施

設を作り処理能力の拡充を図っておられます。

山部社長にシステムの説明をしていただきま

したが、この施設により、「草木を発酵させ、

堆肥・竹酢液・竹炭へと再生出来る」とのこ

とです。再生した商品は地元のお客様のお役

に立てるように安価で販売されているそうで

すが、一般の方にも「道の駅」で販売されて

います。人気があり常に品不足で「問い合わ

せに対応するのが大変だ」と笑って話されま

した。

また、一方の柱である建機レンタルの主な

取扱商品は、ミニバックホー、車両、高所作

目標は資源（緑）の再生

信和リース株式会社

代表取締役社長 

山部 雄経
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業車発電機、コンプレッサなどの他、ウッド

チッパー等草刈り商品など品揃えも豊富です。

山部社長にお聞きすると、レンタル品は指定

色（緑）とのことです。ここからも目標に掲

げられている「緑の再生」の意味を改めて強

く感じました。

山部社長にご趣味をお伺いすると、「大好

きな犬猫とのふれあい」と「ゴルフ」とお答

えになりました。あと、忘れてはいけないこ

とは「大の西武ライオンズファン！」です。

本社には、（各営業所にも番犬がいるよう

ですが）犬と数匹の保護猫ちゃんがいます。

犬猫のご飯や、散歩等で休日も会社に行き世

話をしているとのことです。時にはお客様の

アポイントよりも動物たちが優先する？？こ

ともあるようです。

ゴルフはお客様と仕事上でやることがほと

んどですが、時にはプライベートで仲間と楽

しんでおられま

す。「ゴルフは

得意ではないで

すよ」と謙遜さ

れていますが、

前回TR会で優勝

され、得意そう

に「優勝の弁」

をお話しされていたことを思い出します。

山部社長のご家族は奥様と息子さん、３人

の娘さんがいらっしゃいます。（数人のお孫

様も）現在息子さんの拓也さんは本部長とし

て活躍されており、社長に変わって社外行事

にも参加されていることもあるようです。部

外者の私から見ても会社の雰囲気は、家族同

様、アットホームで、社員の皆さんも仲が良

く感じられます。最近は「働き方改革」で労

働環境の整備が叫ばれますが、地場の会社な

らではの良さなのではないでしょうか？やは

り会社の労働環境は、「社長のお人柄次第な

のだなぁ」とつくづく感じます。

先代の石橋氏が創立当時から掲げられた

『地球環境のために』の目標を継承されてい

る山部社長ですが、今後更に二つの柱とも業

績を伸ばし、地元に貢献されることと思います。

山部社長とは小生の前職時代から数年間仕

事上でお付き合いさせていただいていました

が、時に交渉は厳しかったことはありました

が、山部社長の怒っている姿はほとんど記憶

にないくらい優しく、温和な方です。山部社

長はまだ還暦を少し超えたほどのお年で、こ

の業界の社長としてはまだまだお若いほうで

す。これからの協会、業界の発展にもさらに

協力いただけるものと確信しています。

同社の更なるご発展、山部社長のご健康を

願い会社のステッカーにも描かれている「犬

猫？」に見送られ帰路につきました。

（まとめ：大森 達也）
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「新国立競技場」は皆さんもご存じの通り
東京オリンピックの誘致・開催に伴い、老朽
化した以前の国立霞ヶ丘陸上競技場の全面建
替え工事によって建設されました。東京都の
新宿区と渋谷区にまたがり、明治神宮外苑に
隣接しています。本競技場は、各スポーツ開
催の他、コンサートなどの各イベントなどに
も幅広く利用される予定であり、運営主体の
文部科学省所管の独立行政法人、日本スポー

ツ振興セン
ター（JSC）
から、名称
は今のとこ
ろ「国立競
技場」とす
る案が発表
されていま
すが、民間
への委託も
検討されて
いるようで

す。皆さんも記憶に新しいと
思いますが、高額な建設費や
一時「ザハ案」で決まったか
に思えたデザイン、機能など
問題で幾度もなく計画の見
直しが行われ、当初希望され
ていた「日本中が盛り上がっ
たラグビーワールドカップ
2019」開催に間に合わせるこ
とが出来なかったことは残念
でした。しかしながら、これ
からも日本のスポーツの聖地
として、また数多くの文化を

発信するスタジアムとして生まれ変わること
でしょう。現在はまだ外から眺めるしかあり
ませんが、神宮外苑の緑豊かな環境に溶け込
むよう、木材が多く使われ、外周には日射を
遮り、風を送り込む庇を設けるなど、日本の
伝統建築も使われるなど多くの工夫と知恵が
感じられます。オリンピックのチケット同様
12月21日のオープニングイベントのチケッ
ト取得は難しそうですが、年明けのサッカー
天皇杯、大学、社会人ラグビーには是非行き
たいものです。
「新国立競技場」の外周を半周すると、新
しく建設さ
れた日本オ
リンピック
ミュージア
ムがありま
す。現在多
くの観光バ
スが立ち寄
るスポット

今号では2020年東京オリンピッ
クのメイン会場「新国立競技場」
をはじめとする神宮外苑の紹介で
す。少し肌寒くなり、木々も色づ
き始めた11月中旬、ＪＲ千駄ヶ谷
からの散策スタートです。

神 ・宮 新苑 立 技 場外 国 競

新国立競技場

オープニングセレモニー 12/21
写真提供（知人より）
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です。ここでは
五輪のシンボ
ルを背景に競
技場を撮影で
きる唯一の場
所です。建物の
中はミュージ

アムがあり様々な記念の写真や聖火トーチな
ど興味深い展示品を観ることが出来ます。ま
た、映像でもオリンピックの歴史など振り返
ることが出来、休日は入場制限がされるほど
の人気だそ
うです。
スタジア

ム通りを渡
ると、東京
ヤクルトス
ワローズが
本拠地とす
る「明治神
宮野球場」があります。
神宮球場は大学野球の主要球場として長年

使用され六大学野球・東都大学野球・高校野
球東京大会など、アマチュア野球ではなくて
はならない球場です。小生も学生時代にはよ
く駆け付けたものです。現在東京オリンピッ
ク後の計画として建替え計画も進行中で
2027年には新球場として生まれ変わる予定
だそうです。野球の好きな小生としては、野
外球場の神宮は「東京ドーム」とは違い、夏
の夜風にあたりながら飲むビールは最高です。
また当日でもチケットが手に入りやすく、グ
ランドも近く選手が身近に感じられる良い球
場です。
また、神宮球場の先には、関東におけるラ

グビーの聖地「秩父宮ラグビー場」がありま
す。最近ではワールドカップの日本代表が練

習場で使用
していまし
た。またラ
イブビュー
イングで多
くの人が集
まっている
映像が目に
浮かびます。

2030年を目処
に秩父宮ラグ
ビー場も神宮
球場と同じく
建て替えが決
定しているよ
うです。（場所
は入れ替わるようですが）
神宮外苑は、他にも散策スポットがたくさ

んあり、歩くだけでも楽しい場所です。疲れ
たらおしゃれなカフェでお茶を楽しむのはい
かがですか。今回は足を延ばせなかったです
が、もう少し歩けば、青山エリア、表参道エ
リアも近く、さらには渋谷、原宿、明治神宮
も徒歩圏内です。
毎年、11月下旬のいちょう祭り開催中に

は夕方には「神宮外苑イチョウ並木」がライ
トアップされたくさんの人が詰めかけるそう
です。明治神宮外苑のシンボルともいえる聖
徳記念絵画館とイチョウ並木は青山通りから
絵画館に向かい４列に木々が連なる東京を代
表する風景となっています。四季折々に美し
い姿を見せる並木は12月初旬までの黄葉が

もっとも美
しいと言わ
れ、東京の
秋の風物詩
として定着
し、180万
人を超える
観光客が訪

れているそうです。
最後に絵画館に立ち寄り、ＪＲ信濃町で散

策終了です。
会報では、基本的に各県順番に紹介をして

おります。本来、今号は千葉県を紹介する順
番ですが、先般の台風被害の影響を考慮し東
京都内での記事となり
ました。次回、千葉県
をご紹介いたします。
補足：千駄ヶ谷の有

名ラーメン「ホープ軒」
も美味しいらしいです
よ！
（記事・写真：大森 達也）

神宮野球場

神宮外苑イチョウ並木

ホープ軒秩父宮ラグビー場

聖徳記念絵画館
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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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業者登録制度スタート 専務理事　小椋　直樹
　いよいよ本年４月１日から「建設機械レンタル業者登録制度」が開始されます。更なる優良業者と
して客観的に認められるレンタル業者として、全ての会員企業の登録を目指して運営を進めて参ります。
　登録業者には、優良業者としての登録商標である金看板が本社に掲示され、レンタル拠点となる
各営業所には登録証が掲示されます。また社会に信頼されるレンタル業者として、当協会ホームペー
ジでの業者紹介や、保有機械、機材に対しては、登録業者保有機械ステッカー（PQステッカー）を
貼りつけることでの登録業者保有機械を広く一般に明示し、ユーザーが安全・安心に機械を確保しや
すい等、優良業者としてレンタル業を運営していく上での制度として参りたいと思います。
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㈱アクティオ

大石　弓恵 さん

子女麗機

　入社４年目になる大石さん。礼儀正しく、明るい
笑顔が印象的な素敵な女性にお会いできました。樹氷
で知られる蔵王山麓が見渡せる、かみのやま温泉のあ
る、山形県上山市のご出身です。小さいときからスポーツ
が得意で、小・中学校ではバスケットボール部に所属し、同
時に習っていた空手は三段の腕前だそうです。地元の高校卒業後、空
手の経験を活かし、千葉県の勝浦市にある、国際武道大学に進学され空手を極めたそうです。
　就職活動においては、特にレンタル業界に興味がなかった大石さんですが、会社説明会で
㈱アクティオとの出会いがあったようです。決め手は「自分が成長するためにも、全く知ら
ない世界に入ることに興味がわいた」ということだそうです。
　現在、江東区の東京DLセンターで勤務され、レンサルティング本部鉄道事業部の紅一点女
性の営業としてご活躍されています。主に、軌陸車（線路と道路の両方を走行可能な車両）
納入時等の説明の他、社内のセミナー、事業者様が「軌陸車を安全に使っていただくための
トレーニング」の講師として全国を駆け回っておられます。
　現在の仕事に対する感想をお聞きしたところ、お客様に自分を認知していただき、講師の
指名を受けたリ、高評価をいただいた時には強い「やりがい」を感じているそうです。
　唯一不満があるとするなら、今以上に現場に行って経験を積みたいという気持ちをお持ち
ですが、軌陸車の作業は主に夜間作業で危険を伴うため、女性であるがため、行く機会が限
られていることだそうです。（これも上司の優しい心遣いでしょうが？）
　また、現在会社には非常に満足されており、「働き方改革」の影響もあり、休日の増加、
産休、育休等福利厚生面でもますます充実してきているのは当然として、復職時などの状況
に応じ勤務先・職種を変わることも可能とのことです。採用難が叫ばれている今業界ですが、
さすが「将来的にも女性が安心して働ける環境を考慮している会社」と感じます。
　一方、プライベートでは、元空手部のご主人と今夏ご結婚されたそうです。ご主人の仕事
の関係で、新婚旅行は「今後のお楽しみ」ということです。今はまだ「新婚ほやほや」で仲
の良いであろう？空手部同士のご夫婦ですが、万が一喧嘩になったら「道着」をつけての対
決もありえるかもしれませんね。
　最後に今後の目標（夢）をお聞きしましたが、直近では「アクティオの大石の認知度を更
に上げ、今以上に声がかかるようになること」また、「女性役職者が増えてきているので、
頑張り次第では昇進し、役職に就くことができるというのは夢がありいい刺激になる」と意
欲的に笑顔でお答えになりました。

　一見小柄でかわいい大石さんですが、実は、「男性もかなわない根性の持ち主」と感じま
した。最近は女性でも活躍する時代ですから、将来部長？も夢ではないかもしれませんね。
これからも趣味で週一通っている「キックボクシング」でさらに鍛錬を重ね、スキルアップ
し、公私ともに充実した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）



39

東京支部ホームページについて

h t t p s : //www. t cm l a n . comU R L

　会員企業、賛助会員企業の皆様、また、ホームページをご覧いただく皆様に東京支
部や業界の最新情報をより早く、わかりやすく発信するために、この度ホームページ
を全面的にリニューアルいたしました。
　要望の高かった、スマホでの閲覧が可能になった他、支部の行事予定等、今までよ
りもわかりやすく変更しました。また、各行事の案内、報告なども随時発信できるよ
うになっております。
　今後もさらに内容の充実を図ってまいりますので、今まで以上にご覧いただきます
ようよろしくお願いいたします。
　また、会員様ならではの情報も掲載しておりますので、一般ページと合わせてご覧
いただきますようよろしくお願いいたします。

会員ページの入り方 ＩＤ：to k y o　　 ＰＷ：２５２５８１０
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正会員

賛助会員

新入会員

社　　名 住　　　所 ＴＥＬ ＦＡＸ

極東開発工業㈱ 〒140-0002 東京都品川区東品川3-15-10 03-5781-9821 03-5781-3431

会社名変更

社　　名 旧　社　名

みずほリース㈱ 興銀リース㈱

住所・電話番号変更

社　　名 住　　　所 ＴＥＬ ＦＡＸ

柏木工機㈱
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-6-1

日経茅場町別館3階
03-3661-1241 03-3662-6059

代表者変更

社　　名 代　表　者

㈱飯田機械産業 代表取締役　飯田　良子

㈱ＮＤＴ 代表取締役　四方　昌志

住所・電話番号変更

社　　名 住　　　所 ＴＥＬ ＦＡＸ

ピー・シー・エス㈱ 首都圏建機営業所
〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町3-2-5

マレ本石ビル5階
03-6262-3198 03-6262-3199

日本綜合産業㈱ 〒206-0802 東京都稲城市東長沼878-1

㈱コシハラ 東京支店
〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-26-7

クレセントビル8階
03-5615-3400 03-5615-3401

協 会 情 報
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【賛助会員】

極東開発工業株式会社
　弊社は、昭和30年（1955年）の創業以来、特装車事業、環境事業、パーキング事業（不動
産賃貸等）の３つの事業を柱に、さまざまな製品・サービスを提供し、社会インフラの整備に
貢献して参りました。
　特装車の総合メーカーとして、高い技術力とノウハウを具現化した高品質な製品を幅広くラ
インナップするとともに充実のサービス体制をご提供することで、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る所存でございますので、今後とも何卒よろし
くお願い申し上げます。

【本社所在地】兵庫県西宮市甲子園口６丁目１－45
【代表取締役】髙橋　和也
【事 業 内 容】（特装車事業）

　 特殊自動車その他の輸送運搬機械の製造、架装および販売、修理ならびに同
部品の製造、販売。

　トレーラ・トラックボデー等の製造および販売。
（環境事業）
　環境整備機器および施設の製造、販売、修理ならびに同部品の製造、販売。
　環境整備機器および施設の運転、管理。
（パーキング事業（不動産賃貸等））
　立体駐車装置および設備の製造、据付、販売および修理。
　駐車場の経営（コインパーキング）。
　不動産の賃貸および管理。

【資 本 金】11,899百万円（2019年３月末現在）
【従 業 員 数】連結2,866名、単独1,039名（2019年３月末現在）
【Ｕ　Ｒ　Ｌ】http://www.kyokuto.com

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③

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

新入会員紹介
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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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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ハンドガイドローラ
【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

【NETIS】登録
TH-120018-VE 【超低騒音型建設機械】

関東鉄工株式会社

【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】

クローラ洗浄機
CW200

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！！

KT30S
３tタイヤローラ 【超低騒音型建設機械】

【NETIS】登録
TH-120018-VE

【第3次基準値排出ガス対策型】

「スーパードラム」採用で仕上がり品質アップ、耐久性が大幅に向上しました。
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巧みな作業を、
すべての人へ。

ICT 油圧ショベル ZX200X-6

ZX200X-6 の
詳細はこちら2020 年燃費基準

100% 達成建設機械
特定特殊自動車

排出ガス2014 年基準
適合車

国土交通省
超低騒音型建設機械 

指定機

優れたパフォーマンスと、

視認性が向上したタッチパネルディスプレイ。

施工図面を高精度に再現するICT建機が、

さらに進化しました。

国土交通省新技術登録システム
省エネ油圧システムTRIAS搭載油圧ショベル

登録番号CG-130004

〒340-0004 埼玉県草加市弁天 5-33-2
電話 048-933-0171
URL https://japan.hitachi-kenki.co.jp/

関東支社 管理グループ

i-Constructionなど、
ICT施工をトータルにサポート
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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

https://www.growingnavi.com
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Tel 048-465-4120    Fax 048-462-6550

LINDENV
onodenlease co.,ltd

http://www.onodenlease.jp 5 4120 F 048 462 6Tel 048-46565
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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。

～ ～

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10 月1日から 2019 年 9 月30日までの1年間です。

損害保険ジャパン日本興亜株式会社は、関係当局の認可等を前提として、
2020年4月1日に商号を変更し、「損害保険ジャパン株式会社」になります。

※この広告は概要のご案内となります。

詳しい内容については、取扱代理店または

損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

ユーザーが舗装工事中バックホーの
操作を誤り、水道管を破損させた。

総合賠償制度
（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。

（傷害総合保険）

労災上乗せ補償制度

SJNK19-10115／2019.11.28
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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 https://r-rental.co.jp/

● 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。

※商品に車両は含みません

使
い
や
す
さ
を
追
求
し
た

凍
結
防
止
剤
散
布
機
、

「
Ｚ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
」誕
生
！

凍結防止剤散布機

ZS-500K

ZS-300K

ー防塵対策ー
塩化カルシウムの特性を活かし
防塵・霜柱・土壌安定等に効果が
あります。
砂埃等の発生を防ぐことができ
グラウンドやテニスコートに散布
することによって防塵対策にも
利用できます。
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東京営業部

大阪支店 神戸支店

企業のリスクマネジメントに取り組みおかげさまで45年
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関東営業部 〒362-0025

東京支店

千葉支店

TEL(048)774-6313

TEL(043)227-3400

TEL(0284)91-3611北関東支店

つくば営業所

神奈川支店

TEL(029)841-6760

TEL(046)246-2151

TEL(026)261-4101甲信越支店

埼玉県上尾市上尾下９９８-１

〒362-0025

〒300-0844

〒260-0006

〒243-0804

〒329-4214

〒389-0802

埼玉県上尾市上尾下９９８-１

茨城県土浦市乙戸１０６４-３

千葉県千葉市中央区道場北２-１８-２３

神奈川県厚木市関口１０３

栃木県足利市多田木町１４０-１

長野県千曲市大字内川１０４

TEL(048)778-4878
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285-0842 70  
TEL 043-460-0211 FAX 043-460-0212 9 00 18 00

567－8525
134－0083   
913－0038 

072－645－5252
03－5679－0860  
0776－82－7862

TEL
TEL
TEL

072－645－5253
03-3680-0721
0776－82－7938

FAX
FAX
FAX

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
 RW-1405A

100V ポンプ試験装置
 R-139

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
 UEX-40C

残水処理
オートポンプ
 UEXK-40B

水中サンド
オートポンプ
 HS-615C
 +RAU-110M
 （オートユニット）

【自動運転水中ポンプ】
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本社〒105-0012 東京都港区芝大門1-4-8 営業所 札幌・仙台・関東・名古屋・大阪・広島・福岡

運転者の“まさか・うっかり”など
ヒューマンエラー防止を補助する
緊急ブレーキ装置（後進用）を
搭載した専用機

www.sakainet.co.jpTEL.03-3434-3401 専用動画へアクセスできます。
チャンネル内で「緊急ブレーキ」
を検索してください。

緊急ブレーキ装置（後進用）搭載タイヤローラ



62



63



64

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 76号広告掲載社

広告主名 掲載頁

関東鉄工㈱ 43頁

やまびこジャパン㈱ 43頁

㈱クボタ建機ジャパン 44頁

コベルコ建機日本㈱ 45頁

デンヨー㈱ 46頁

日立建機日本㈱ 46頁

三笠産業㈱ 47頁

ユアサ商事㈱ 47頁

オノデンリース㈱ 48頁

㈱ハタヤリミテッド 49頁

㈱ワイズマン 50頁

損害保険ジャパン日本興亜㈱ 50頁

㈱ティ・エイチ・アイ 51頁

㈱日商機械 51頁

日本建設機械レンタル企業年金基金 52頁

㈱アールアンドアール 53頁

㈱インシュアランス サービス 54頁

広告主名 掲載頁

㈱アルタス情報システム 55頁

㈱タダノ 55頁

ヤンマー建機㈱ 56頁

㈱サクラコーポレーション 57頁

㈱桜川ポンプ製作所 57頁

㈱辰巳菱機 58頁

J-ウィングレンタリース㈱ 58頁

住友建機㈱ 59頁

北越工業㈱ 60頁

酒井重工業㈱ 61頁

㈱生産技術パートナーズ 61頁

㈱東部重機 62頁

極東開発工業㈱ 63頁

㈱NSD 表紙裏

㈱アタッチリンク 裏表紙裏

イー・イー・ティジャパン㈱ 裏表紙

会報第76号
発　行　令和２年１月
発行者　日本建設機械レンタル協会 東京支部 
　　　　東京都千代田区神田美倉町12-1
　　　　キヤビル2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　新国立競技場（撮影：大森 達也）

90％弱を中東に頼っています。今後影響が出る
のではと思っております。また、今年は海外か
らの来訪者が増加するでしょう。経済はプラス
になるでしょうが、業界ではオリンピック需要
が一段落します。一方、首都圏では新しく再開
発地域が数多く計画されています。プラス思考
で一年間を乗り切りましょう。
今年も会員の皆様からのご指導いただきなが

ら、微力ではございますが東京支部の運営を実
施していきたいと考えております。社内にゴル
フ好きな方がいらっしゃれば、ＴＲゴルフ会入
会のご検討お願いします。３月25日（水曜日）
は茨城ゴルフ倶楽部でオープンコンペを開催し
ますので、参加をお待ちしております。
最後になりますが、今年一年会員の皆様のご

活躍を祈念して編集後記といたします。
池田 勝信

新年明けましておめ
でとうございます。
2020年令和最初の新

年を迎え会員の皆様にお
かれましては輝かしい年

をお迎えのこととお喜び申
し上げます。

昨年は台風・大雨での災害が全国に及び、
また消費税増税もあり、働き方改革がスター
トし、人材不足に悩まされた年でもありました。
今年はいよいよ2020東京オリンピック・パ

ラリンピックを迎える年となり、各大会競技
会場の完成も終盤を迎えています。人生で一
度か二度のチャンスですので観戦して大いに
楽しみたいものです。
新年早々にはアメリカとイランの間で紛争

がありました。我が国のエネルギー調達は

編集後記
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一般社団法人 日本建設機械レンタル協会
東　京　支　部

会報

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。


