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ZAXIS 7型シリーズ油圧ショベル

きめ細やかな制御で、スムーズな操作の実現きめ細やかな制御で、スムーズな操作の実現

作業量を維持しながら、
無駄のないスムーズな稼働をサポート無駄のないスムーズな稼働をサポート

機械の動きを瞬時に判断しエンジンの回転数を自動制御する、
「アクティブエンジンコントロールシステム」が進化。作業量を
維持しながら、さらに燃費を低減　

※しています。

ZW 6型シリーズホイールローダ

NEW

ZX200-7

ZW220-6

掲載写真は撮影用の姿勢です。機械を離れるときには、必ず作業装置を接地させてください。

徹底した“現場”目線

レンタル本部 埼玉県草加市弁天５－３３－２５
 TEL：048-933-5509
 https://japan.hitachi-kenki.co.jp/ 

新型油圧ショベルZAXIS-7シリーズ登場

よりクリーンな新エンジンと新油圧システムを採用。環境に配慮
しながらランニングコストを低減。周囲環境視認装置「AERIAL 
ANGLE」を搭載。より高い安全性能と生産性を両立。

※平均燃費 ZW220-5B比 約4%削減（当社測定方法による比較値）
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平素より、当協会活動へのご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

一昨年からの新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、特に昨年は公衆衛生

上の脅威に加え、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置により、外出自粛や働き方

の変化、経済活動そして人々の価値観を大きく変えた一年となりました。

当協会においても皆様の安心と安全を最優先に考え、諸会議や講習会等について

もリモートで開催し、協会活動が停滞しないよう注力してまいりました。昨年末か

らは世界各地でオミクロン株の流行が伝えられ、日本においても年明けと同時に第

６波が襲来しており、まだまだ先行きが見えない状況ですが、会員の皆様とともに

このコロナ禍を乗り越えていかねばと思っております。

当協会では2018年から『建設機械レンタル管理士資格制度』、2019年から『建

設機械レンタル業者登録制度』を創設いたしました。現在登録業者は184社に達し

ております、業者登録制度の登録要件の１つであるレンタル管理士資格の取得者に

ついては、約4,000名に達しており、内外からの注目度も高く、今後さらに資格者

が増加することで業界のレベルアップが推進されるものと思います。

令和３年度は協会の新たな取り組みとして、「可搬形発電機整備技術者資格」の

講習・試験をeラーニング・CBT試験方式へと移行しました、指定期間内であれば、

場所と時間を問わず学習ができ、日常業務への支障を最小限に抑えることができる

ため受講者や会員企業においても大変ご好評をいただいております。今年度の新規

合格者数は798名、更新者数は2,149名となり、例年以上の受験、受講率となりま

した。

また、2022年分より可搬形発電機定期点検済証票（可発ステッカー）の販売を

webに変更させていただきました。今後は会員企業様が必要枚数を直接申し込みす

ることができるようになりました。

ご 挨 拶
一般社団法人 日本建設機械レンタル協会

会長(代表理事)　　角口　賀敏
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さらに業界の景況感を知るための「建設機械レンタル業地域業況調査(WEB)」

を開始し、昨年11月に第一回目の公表を行いました、今後は四半期ごとに定期的

に調査結果を公表する予定にしております。また、我が業の実態把握のための「建

設機械レンタル業経営アンケート(WEB)」についても、調査項目をリニューアル

して新たに実施し、会員のへのきめ細かな情報提供と協会業務のDX化を同時に進

めております。

昨年も全国各地で災害が相次ぎ、２月の『福島県沖地震』、『宮城県沖地震』、静

岡県熱海市を中心とした『令和３年７月伊豆山土砂災害』、九州地方を中心とした『令

和３年８月の大雨』による災害、10月の『青森県沖地震』等で被災された皆様に

は心よりお見舞いを申し上げます。既に協会として災害協定を締結しております国

土交通省各地方整備局、陸海空の各自衛隊に加え、昨年10月には、経済産業省と『被

災地における物資調達に関する協定』を締結いたしました。関係行政との連携・協

力関係を深め、災害発生時に国及び地方公共団体等が実施する復旧、復興活動に協

力し、我々建機レンタル業の社会的責任と役割を果たしていきたいと考えておりま

す。

新年度についてもこれらの取り組みを引き続き積極的に推進していくとともに、

協会改革のための支部10ブロック化の検討、WEB講習会のメニューの拡充、DX化

の推進、また、「i-Constructionの推進」、「各種災害への適切な対応」などの課題

について各行政機関との意見交換・情報交換等を積極的に実施していく予定です。

最後になりましたが、会員・賛助会員の皆様の益々のご隆盛を祈念申し上げ、ご

挨拶とさせていただきます。
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全国の会員の皆様、はじめまして。今年度より当協会副会長を拝命

し、流通委員会を担当させていただいております。お見知りおきのほど宜しくお願い申し上げます。

まずは、平素より当協会活動に対しましてご理解並びにご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

微力ではありますが、少しでも当協会活動にお役立ちできるよう尽力してまいる所存でございます

ので改めて皆様のご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

さて、ご案内の通り新型コロナウイルスのまん延が始まり２年余りが経過致しました。この２年

余りの経験から我々は多くを学び、そして対処してまいりましたが、この間のウイルスの変化も著

しく、未だに収束には至らず窮屈な生活状態を余儀なくされている次第です。

そして、我々の業界がこのコロナ禍にあって既に直面している人材確保、労働時間の改善、

ICTへの対応等、諸課題について先般の「建設機械レンタル業経営アンケート」におきましてお

聞ききし、その結果については本誌に掲載されておりますが、その結果にもあります通り、実に多

くの解決すべき課題があり、「信頼される業界」に変えていくためには、それぞれの課題に対して

一つずつ取り組み、地道に解決していく必要性を感じております。

しかしながら、その課題の解決に取り組むには集計に使用されているデータの結果数が現段

階では会員総数の30%弱と不足しており、集計数を増やすことが喫緊の課題となっております。

このデータの集計数の増加には先ずは当流通委員会の努力が必要ではありますが、同時に、

所属する会員各社のご協力なくして増やすことはできません。

つきましては、会員各社に対しまして、改めてアンケートへの回答へのご協力をお願い申し上げ

る次第です。

労働環境の改善は人材確保の改善に直結し、またICTへの対応も今後の本レンタル業界にと

っては避けては通れない課題かと思います。

上記これら課題へのアプローチそして少しでもその解決の糸口を見つけることにより会員の皆

様に貢献できるよう尽力して参る所存ですので、改めてご指導ご鞭撻をお願いし、ご挨拶にかえ

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

副会長　　佐久本　嘉幸

ご 挨 拶
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今年度より副会長に就任しました中部支部の瀧哲也です。

早いもので中部支部長を10年（以前の中部建機レンタル業協会含め）務めさせて

いただきました。中部支部にも新しい風が必要だ。支部長が代わる時だな。と考え

た矢先に角口会長から副会長の就任を打診され、協会活動により深く係わることに

なりました。考えていた事と逆になりましたが、これも何かのご縁だと思い微力な

がら尽力させていただきますのでよろしくお願いします。

現在、協会本部の取り組みとして全国20支部５協議会を国土交通省整備局単位

に集約して10ブロックに統合し、各ブロックで会計及び本部の窓口となる事務を

一本化する体制に移行する計画が進められています。

会計を一本化するための剰余金の処理方法やブロック化することによる会員・賛

助会員（会費）の減少等のいろいろ課題が考えられますが、ブロック化により対象と

なる地域が広がることで会員の皆様にもプラスになるのではないでしょうか。各支

部での活動の状況は異なりますが、支部活動の大半は会員・賛助会員との情報交換

及び親睦を図ることだと思います。中部支部では、親睦を通して会員間の仲間貸（W

レンタル）や情報交換も以前より積極的におこなわれるようになりました。特に地

元を中心に事業をおこなっている会社であれば一時的に大型プロジェクトや災害復

旧工事があって忙しくても、その事業が終わったら需要が激減するかもしれないと

不安もあると思います。これから国内の建設機械レンタル需要が大きく増え続ける

とは考えられません。会員各社が信頼できる他の会員とネットワーク（協力関係）を

広げ、レンタル資産の有効活用等をおこなうことも重要な気がします。支部のブロッ

クは、会員間の交流を広げるチャンスではないでしょうか。私も中部支部と静岡支部

が中部ブロックとして統合され盛大に懇親会ができることを楽しみにしています。

会員の皆様のご多幸とご繁栄を祈念して挨拶とさせていただきます。

ご 挨 拶
一般社団法人 日本建設機械レンタル協会

副会長　　瀧　哲也
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● 寄  稿

１．はじめに

国内では社会インフラ老朽化と人口減少・

高齢化、また、世界的には気候変動とカー

ボンニュートラル、感染症拡大など、大き

な社会的課題を抱えています。一方で、ICT

（情報通信技術）やAI（人工知能）といった

新技術は世界中で急速な進化が見られます。

これらの技術・サービスがダイナミックな

国際競争環境下にある中で、我が国におい

ても産学官が連携し、積極的な技術開発と

普及促進の取組みが重要性を増しています。

このような背景の下、政府では「経済財

政運営と改革の基本方針2021」（令和3年6

月18日閣議決定）を定め、建設施工関連に

ついても、次のとおり記載されています。

・�デジタル化や脱炭素化を図りつつ、生産

性向上に資する取組を進める。

・�設計、施工、維持管理等の自動化・ＡＩ

活用等による効率化などインフラＤＸを

進め、特に、中小建設業等のＩＣＴ施工

の 利 活 用 環 境 の 充 実 等 に よ り

i-Constructionを推進する。

・�令和２年度豪雪も教訓に豪雪時の道路交

通確保対策を強化する。

国土交通省　総合政策局　公共事業企画調整課

施工安全企画室長　　新田　恭士

これからの時代に対応するための
建設施工・機械のデジタル化と普及
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本稿では、これらの政府基本方針に係る建

設施工分野の取り組みについて紹介します。

２．ICT施工の導入・普及

（１）ICT施工の現況

国土交通省では、平成28年より、調査・

測量から設計、施工、検査等のあらゆる建

設生産プロセスにおいてICTを活用する

i-Constructionに取り組んでいます。その

後5年が経過し、直轄工事において公告件数

の約８割で実施するなど、取組を拡大して

きました。（表－１）

一方で、地方自治体におけるICT施工の実

施率は約３割に満たない状況である。国の

工事においても、中小企業におけるICT施工

経験企業の割合は、C等級企業で５割程度、

D等級企業で１割に満たない状況で、中小企

業への普及が課題となっています。（表－1、

図－１）

ICT施工未経験の中小企業からはコスト面

や人材育成に対する意見が多く寄せられて

いるところであり、これに対し国土交通省

では、各地方整備局におけるICT講習会の実

施や、アドバイザー制度の導入、e-ラーニ

ング環境の整備などの人材育成の支援を進

めています。更に、現在、小規模の現場に

対応したICT施工の導入促進のための施策を

検討しています。

（２）人材育成＿ICTアドバイザー制度

ICT施工の人材育成として、各地方整備局

等でICT施工に関する講習会・研修等を実施

することに加え、ICT施工に関する様々な

アドバイスを受けることができるICTアド

バイザー制度の導入を図っています、今年

度中には北陸地方整備局を除いた各地方整

備局等において支援が受けられる体制が整

います。（図－２）

表－１　ICT施工の実施状況

図－２　ICTアドバイザー制度（中部の例）

図－１　等級ごとのICT施工経験企業の割合
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（３）人材育成＿講習・研修ツールにもICT

新型コロナウイルス感染症の影響により、

昨年度は、研修会等が大幅に縮小しました

が、今年度は、web講習会やe-ラーニング

コンテンツの導入により、既に利用者は10

月時点で9700人となっています。人材育成

ツールとしてもICTを活用することで、逆境

を克服することができました。なお、e-ラ

ーニングコンテンツは九州地方整備局のホ

ームページで公表しており、誰でも、いつ

でも、どこででもICT施工に関する基礎知識

を習得可能にしています。（図－３）��

（４）ICT施工の小規模の現場への普及

従前のICT施工では、主に中型のバックホ

ウでの施工を標準としていました。今後は、

都市部や市街地などの狭小箇所における施

工に効果が期待される小型のショベルを使

ったICT施工の導入を推進します。(図－4)�

また、小規模な現場では、TLSなどの計

測機器による出来形管理が費用的に見合わ

ないとの声もありました。今後は、スマホ

などにも搭載された携帯端末のLiDAR機

能を使って出来形管理を行うことを可能と

するなど、安価で汎用的な機器を活用した

新技術の導入を推進します。（図－5）

（５）更なる普及策の検討

更なる普及策として、現在、構造物の出

来形管理や路盤の締固め管理へ、ICT施工の

適用範囲の拡大を検討しています。また、さ

らに普及を促すため、事前に一定の機能を

備えた建設機械や後付け装置に対してICT建

設機械としての型式認定を与える認定制度

の創設を検討しています。認定を受けた機

械は、現場で日々実施している精度確認試

験の資料作成が不要になるなど、書類作成

を簡素化することで普及の後押しを図りま

す。（図－６）

図－３　e-ラーニングシステム企業の割合

図－5　携帯端末による出来形計測技術企業の割合

図－4　小規模ICT施工のイメージ（中部の例）
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３．建設機械の自動化・遠隔化施工

建設機械の自動化・遠隔化技術は現場の

省人化による抜本的な生産性向上、安全で

快適な場所からの遠隔作業という点で働き

方改革に大きく寄与するものと考えていま

す。（図－７）

建設機械の自動化・遠隔化技術の普及の

ためには、安全基準や技術基準の整備など

分野横断的な検討が必要なため、国土交通

省では、省庁や業界をまたいで建設機械の

自動化・遠隔化技術の導入に向けた検討を

行う協議体の設置を準備しています。これ

までに自動化・遠隔化技術に関係する建機

メーカ・施工企業・ICTベンダー等の関係者

から聞き取った、現状の課題や、求められ

る対応策について、一部を紹介します。

（１）開発目標の明確化

自動車の自動運転においては、統一的な自

動化レベルの基準や開発のロードマップが

整備されており、企業が開発目標を設定し

たり、ユーザやビジネスパーソンが企業の

開発状況や開発目標を理解・比較したりす

るための共通認識が存在します。一方、自

動化・遠隔化建機においては個別の開発者

が独自の自動化レベルの基準やロードマッ

プを示すにとどまっています。　

今年度、建機の自動化レベルの定義につ

いては、ISOにおいて標準化の審議が始まり

ました。今後、新たに設ける協議会を通し

て各社の開発状況や最新の技術動向に関す

る情報を共有し、自動化・遠隔化建機の開発・

導入のロードマップおよび自動化レベル基

準のあり方を検討したいと考えています。

（２）開発技術の相互利用促進

自動化・遠隔化建機の開発では、ハード

開発だけでなく工法手順や安全対策まで含

めたインテグレーションが必要であり、施

工会社を中心に複数企業が協力し行われま

す。一方で、秘密保持などの事情から、本

来なら協調領域となる技術についても、各々

が一から開発を行う必要があるとも言われ

ています。

そのため、自動化・遠隔化建機に使用され

る技術の一部を共通化・標準化することによ

り、技術の相互利用を促すことが必要です。

図－７　従来施工から自動化・遠隔化へ

図－６　ICT対応構造物出来形管理イメージ
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（３）安全確保の考え方の整理

遠隔操作と異なり、人に代わってシステ

ムが機械を操作する「自動化建機」につい

ては、考慮すべきリスクや安全対策につい

ては、体系的な知見が得られていません。

協議会では、安全に資する技術の開発動

向や、安全対策に必要なコスト等に関する

情報を収集し、今後、自動化・遠隔化建機

が使用されることが想定される現場状況を

段階的にいくつか設定し、自動化・遠隔化

建機使用のシナリオに基づいて議論すべき

項目を整理したいと考えています（図－

８）。更に現場を模した試験場等で自動化・

遠隔化施工を試行し、必要な情報収集を行

った上で、自動化・遠隔化建機の現場導入

にあたって講じるべき安全対策について、

労働安全を所管する厚生労働省と連携し検

討したいと考えています。

（４）�自動化・遠隔化建機の適用現場の増補

無人化施工においては、雲仙普賢岳など

の災害復旧フィールドが技術開発において

重要な役割を果たしました。自動化建機の

技術開発においても、一部の施工会社が山

間部のダムや砂防の大規模工事の現場で見

られますが、その数は少なく、今後、自動化・

遠隔化建機の導入により効果が期待される

現場については「自動化・遠隔化施工モデ

ル工事」に指定するなど、実工事を自動化・

遠隔化建機の技術開発に資するフィールド

として施工会社などの開発者が活用できる

現場を増やす仕組みを検討する必要があり

ます。

４．除雪機械の高度化に向けた取り組み

近年の除雪現場においては、担い手不足

や作業の難易度が高いこと等からオペレー

タの高齢化及び技術者不足の問題が顕在化

しており、今後も冬期道路の交通を確保し

ていくために早急な対応が求められていま

す。

担い手不足対策の1つとして、ロボット技

術やAIを活用した省人化の試みが各業界で

進められており、自動車業界においては自

動運転の開発が急速に進んでいます。国土

交通省においても、インフラ分野のDXと

して除雪作業の自動化に向けた実証実験を

開始しています。

国土交通省の実証では、各種自動化のセ

ンサー類が苦手としている使用条件の厳し

い積雪寒冷地での実証試験を行い、自動制

御システムの安定性を確認した上で、自動

化に必要な仕様の決定と導入マニュアルの

図－８　労働安全検討項目の一例



13

作成を推進していきます。

（１）除雪トラックの高度化

除雪トラックには、雪を路側にかき寄せ

るために車両前方に装備した「フロントプ

ラウ」、路面の圧雪を削り取る「グレーダ

装置」、一時的に雪を抱え込み交差点等に

雪を残さないようにする「サイドシャッ

タ」など各種除雪装置があります。除雪ト

ラックの自動化（図－９）はフロントプラ

ウの上下及び進行角可変動作、グレーダ

装置の上下及び伸縮動作、サイドシャッタ

の開閉動作などを想定しています。除雪ト

ラックの除雪作業内容と基本動作を（図－

10）に示します。

また、令和３年度においては、橋梁ジョ

イント、マンホール箇所等の設置箇所を除

雪する際の作業装置の一時回避動作の検証、

トンネル等通過時の一時的に作業装置を回

送姿勢にする制御など、実運用に即した実

証実験を予定しています。

（２）除雪グレーダの高度化

除雪グレーダは、路面状況、道路構造、沿

道条件等に合わせた複雑で難易度が高い操

作が必要であり、ブレードは、走行しなが

ら６～７本のレバーにより操作しているこ

とからも、オペレータの習熟が必須となる

機械です。（図－11）

除雪グレーダは、①②の押付圧を調整す

る「オートブレード」、交差点や中央分離帯

などの現場条件によりブレードを横送りす

る③「ブレードスライド」、同様の現場条件

で除雪負荷に応じてブレードの推進角（投

図－11　除雪グレーダのブレード装置概要図

図－９　除雪トラックの自動化範囲

図－10　除雪トラックの作業内容と基本動作
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雪方向）を変更する④「サークル回転（推

進角）」、⑤圧雪へのエッジ食い込み角度を

適正に調整する「切削角」、⑥交差点部等で

ブレード端部シャッタを閉じ雪の前送りを

行う「シャッターブレード」⑦前車輪を倒

し横滑り防止、旋回性向上を図る「リーニ

ング」など、７つの機能を巧みに操作する

必要があります。

除雪グレーダの自動化は、既に開発済み

の「①②オートブレード」、「⑥シャッター

ブレード」以外の機能で、除雪作業時に操

作回数が非常に多い「③ブレードスライド」、

「④サークル回転（推進角）」を優先し検討

がなされました。

また、推進角の制御に関しては、エンジ

ン回転数などを監視し、除雪負荷に応じた

推奨推進角制御の検討が行われました。（図

－12）

令和３年度においては、推進角、スライ

ド操作の自動化に向けた詳細設計、自動制

御装置試作及び構内試験、ワンマン化に向

けた安全確認技術として周囲警戒カメラ（図

－13）を架装した際の既存カメラモニタ、

近接車両検知システム（過年度成果）の統

合検討が予定されています。

（３）ロータリ除雪車の高度化

ロータリ除雪車は、拡幅除雪や運搬排雪

に使用され、車両前部の装置（オーガ、ブ

ロワ）を回転させて雪をかき込み、シュー

トと呼ばれる装置で方向や距離を調整し雪

を飛ばす機械です。自動化の範囲を図－

14に示します。

ロータリ除雪車は、「ブロワ」単独で左右

任意の角度での遠方投雪、「シュート」によ

図－12　除雪グレーダのガイダンス画面

図－１３　周囲警戒カメラ

図－14　ロータリ除雪車の自動化範囲
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る３６０度任意の方向への投雪、「シュート

キャップ」による任意の距離への投雪など、

現場条件に応じた細やかな自動化を目指し

ています。ロータリ除雪車の作業装置の自

動化においては、ティーチング（習い制御）

の手法を検討しています。ティーチングと

は、作業装置がある場所に到達したら特定

の動作を行うということをあらかじめ機械

に覚えさせる手法であり、工場内の産業用

ロボット等で利用されてきた手法です。ロ

ータリ除雪車による除雪作業の場合は、場

所によって投雪方向や投雪禁止箇所が決め

られているため、位置情報等をもとに、あ

る地点に到達したらシュートを旋回し投雪

方向を変えるなどの操作をロータリ除雪車

に搭載する自動制御システムに記憶させ自

動化を行う「習い制御」を基本に検討を進

め、防雪柵上部と電線の間に投雪する（写

真－１）など、より高度な操作の実証実験

が行われています。

令和３年度においては、準天頂衛星「み

ちびき」の不感地帯対策（車両慣性航法シ

ステム、路車間通信、磁気マーカーなど）の

検討、シュート自動制御時における雪質や

風等の現場条件に合わせた手動微調整機能

などの実証実験も予定されています。

７．おわりに

建設施工・機械のデジタル化とその普及

は、国内の事情、そして、国際的な情勢に

鑑みると、待ったなしの状況です。

2024年度には改正労働基準法が建設業に

も適用されることとなっており、現在、直

面しているインフラの老朽化、災害の激甚

化・頻発化、担い手不足は、喫緊の課題です。

今回ご紹介した「ICT施工」「建設機械の

自動化・遠隔化技術」「除雪機械の高度化」

をはじめとする建設施工行政について、産

学官で連携しつつ、現場と一体的に進めて

いく事が重要と認識しています。

日本の建設施工において、取り組むべき

課題は山積しています。これまで新技術の

社会実装に多大なる貢献を頂いている貴協

会や建設機械レンタル業の皆さまには、引

き続き、ご支援を賜りますよう宜しくお願

い申し上げます。

写真－１　防雪柵と電線の間の高度な投雪
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● 寄  稿

１　はじめに

�　陸上自衛隊は、一般社団法人日本建設

機械レンタル協会様と「建設機械等の情

報に関する合意書」締結に基づき、災害

派遣活動等を円滑に行うための情報提

供をいただいているところであり、感謝

申し上げます。

�　この度、日本建設機械レンタル協会様

の会報誌「かいほう」への投稿という貴

重な機会を頂きましたので、第３施設団

の概要、近年における第３施設団の災害

派遣活動及び大規模災害対処のための

取組みについて紹介させて頂きます。

２　第３施設団の紹介

�　第３施設団は、全国に所在する陸上自

衛隊の５つの方面隊のうち、北海道を担

任管区とする北部方面隊直轄の施設科

部隊です。平成29年に北部方面施設隊

から第３施設団に改編され、日本最大の

施設団として、北部方面隊における施設

支援を任務としています。

�　第３施設団の部隊は、団本部、第105

施設器材隊及び第303ダンプ車両中隊が

南恵庭駐屯地（北海道恵庭市）、第12施

設群が岩見沢駐屯地（北海道岩見沢市）、

第13施設群が幌別駐屯地（北海道登別

最近の第３施設団の
災害派遣活動と
大規模災害対処のための
取組み等について

陸上自衛隊　北部方面隊　第３施設団

防衛班長　　常盤 裕也
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市）、第14施設群が上富良野駐屯地（北

海道空知郡上富良野町）に所在し、それ

ぞれの地域の災害派遣等の活動を担任・

支援しています。

�　第３施設団の特性として、北海道内に

おける災害派遣はもちろんのこと、北海

道外での災害発生時においても活躍を

期待されている部隊です。

３　�近年における第３施設団の災害派遣活

動

(1)　平成30年度北海道胆振東部地震

　ア�　平成30年度北海道胆振東部地震

の概要

　　�　平成30年９月６日0308頃に北海

道胆振地方中東部を震央として発生

したマグニチュード6.7の地震によ

り、厚真町を中心に広い範囲で土砂

崩れ、液状化現象による道路の損

壊、全道全域にわたる停電等が発生

しました。土砂崩れ等により死者

43名、負傷者782名、住宅の全壊・

半壊の被害１万６千棟、全道全域の

約295万戸での停電等の被害が出ま

した。

　イ　第３施設団の活動

　　�　地震発生直後の９月６日1530頃

から、厚真町において、人命救助�

支援として安否不明者の捜索、人命

救助のために土砂崩れで損壊した家�

屋に至る道路の啓開、決壊の恐れの

ある厚真ダムに至る道路の啓開、生�

活支援道路のための道路啓開等の災

害派遣活動を実施しました。発災当�

初は、現地の被害状況が不明な中に

おいて、油圧ショベル、中型ドーザ、

バケットローダ等の機材を主体とし

た部隊が被災地へ派遣されました。�

厚真町到着後は、24時間態勢で倒

壊家屋等による安否不明者捜索を実�

施しました。この際、家屋の解体等

による人命救助支援のため、グラッ�

プル付油圧ショベルの運用が重要と

なりました。

　　�　第３施設団として、災害派遣活動

を12日間、行方不明者６名の発見、

道路啓開延べ7340mを実施しまし

た。

　　�（写真―１、２、３、４）

写真―１　油圧ショベルでの人命救助支援のための
倒壊家屋解体

（北海道勇払郡厚真町吉野地区）
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(2)　令和２年度７月豪雨

　ア�　令和２年７月豪雨の概要

　　�　令和２年７月３日以降、長期にわ

たり梅雨前線が本州付近に停滞し、

東北地方から西日本にかけて広い範

囲で記録的な大雨となり、特に３日

から８日にかけては、九州で多数の

線状降水帯が発生し、記録的な大雨

となり、熊本県人吉市等では市街地

の広範囲が浸水、住宅への流木や土

砂の流入等の被害が出ました。全国

で死者84名、行方不明者２名、負

傷者80名、住宅の損壊・浸水等の

被害１万６千棟の被害が出ました。

　イ�　第３施設団の活動

　　�　第３施設団は、７月８日に第12

施設群を基幹とする北方施設支援隊�

を編成・派遣し、熊本県人吉市、球

磨村及び芦北町において、流木除

去、土砂運搬及び道路啓開等の活動

を実施しました。油圧ショベル、バ

ケッ�トローダ、資材運搬車等の機

材を中心とした編成により、９月

12日か�ら現地での活動を開始しま

した。現地での活動では、油圧ショ

ベル及び�バケットローダを使用し

て道路啓開を実施するとともに、作

業内容に応�じて同地域に派遣され

た普通科連隊と協同しながら、橋梁

等の狭小部等�において資材運搬車

と人員による流木除去等を実施しま

した。第３施設�団として、災害派

遣活動を５日間、流木除去及び土砂

写真―３　民間建設機械と連携した道路啓開
（北海道勇払郡厚真町厚真ダム）

写真―４　生活支援道路のための道路啓開
（北海道勇払郡厚真町高丘地区）

写真―２	 油圧ショベルでの人命救助支援のための
倒壊家屋解体

（北海道勇払郡厚真町吉野地区）
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運搬延べ557 ㎡、 道路啓開延べ

100mを実施しました。

　　�（写真５、６、７）

４�大規模災害対処のための取組み

(1)　関係機関等との連携

　�　第３施設団は、大規模災害を含む各

種災害に迅速・的確に対応するため、

「自衛隊統合防災演習」をはじめとす

る各種防災訓練の実施及び地方公共団

体等が行う防災訓練への積極的参加を

通じて、各省庁等の関係機関、自衛隊

部隊間の連携を図っており、災害対処

能力の向上に努めています。何時何処

で発生するか分からない災害に対処す

るため、引き続き、自治体等の防災訓

練に参加し、関係機関等との連携を推

進していきます。発災当初は被災状況

等の情報が限定される中、人命救助に

おいては初動が極めて重要であり、平

素から関係機関等との連携を図ること

により、迅速かつ効果的に災害に対処

することができると考えます。（写真

８、９、10）

写真―５　油圧ショベル及び人員による道路啓開
（熊本県球磨村伊高瀬）

写真―７　人力による橋梁部の流木除去
（熊本県人吉市天狗橋）

写真―６　グラップル付油圧ショベルによる流木除去
（熊本県人吉市大柿）

写真―８　道防災訓練への参加
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(2)�　災害派遣活動における建設機械の

借り上げ

　�　道内における災害派遣においては、

現地の詳細が不明なまま迅速な現場進

出が求められ、人命救助をはじめとし

たあらゆる事態に対応することが必要

になります。自衛隊が保有する機材は

大型なものが多く、狭小な地域での作

業や人力作業との連携に制約を受ける

場面があります。災害派遣の特性上、

約３日間（72時間）が人命救助のため

に重要な時間であり、その時間に自衛

隊が保有する施設器材を現地に派遣す

るとともに、現地の地形、作業内容等

に適した必要な建設機材を借り上げる

ことにより、より効果的に救助活動が

可能になると考えます。

　�　道外における災害派遣においては、

人命救助のみでなく大規模な道路啓開

等の所要が増加することが予想されま

す。北海道からの輸送においては、船

舶輸送量の制限により、輸送できる施

設器材に制限を受ける可能性があ�る

ことから、現地周辺において必要な建

設機材を借り上げることができる�こ

とは非常に重要なことだと考えます。

(3)　新しい技術への挑戦

　�　近年、陸上自衛隊は、災害時の装備

品としてドローンを導入し、情報部隊

等が撮影した映像を3D化して、土砂

災害時の道路等に堆積した土量の計測

等に活用しています。ドローンによる

空中からの撮影により、正確な被害状

況を把握するとともに、派遣部隊の認

識の共有を促進し、効率的・効果的な

救助活動に寄与できるものと考えま

す。

５　おわりに

�　今回は、第３施設団が派遣された道内

及び道外における災害派遣について述

べさせていただきました。災害派遣にお

写真―９　道警災害対処訓練における消防との調整

写真―１０　道警災害対処訓練における
がれき等の除去の展示
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いては、「当初の72時間の人命救助優先

の活動」、「大規模な道路啓開」等に対し、

保有する施設器材等を用いて活動しま

す。しかしながら、災害の種類・場所等

により、施設科が保有する油圧ショベ

ル、７ｔダンプ等の大型施設器材での活

動に加え、小型油圧ショベル等の小型の

建設機材と人力作業が連携した小規模

の活動が期待される可能性があります。

�　任務達成のため、自衛隊が保有する大

型の施設器材のみでなく、小型の建設機

械の借り上げが重要な手段となるため、

引き続き、部隊等との連携をよろしくお

願いします。
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● 寄  稿

はじめに

技能実習２号等を修了後、引き続きの在

留が認められなかったこれまでとは異な

り、１号特定技能外国人として通算５年間

働くことができるようになりました。今で

は、１号特定技能外国人が日本人の後輩へ

仕事を教えたり、技能実習生をまとめる役

割を担ったりと受入企業にとって人材育

成の一端を担う重要な存在

となっています。2021年９

月末の時点で、建設分野に

おける特定技能１号在留外

国人数は3,745名であり、多

くの企業がこの制度を活用

しています。

本稿を機会に、建設企業

の皆様が、この特定技能外

国人制度を正しく理解し、

有効に活用することで、それぞれの建設企

業の皆様の人材確保策の一助となれば幸い

です。

■�建設分野の特定技能外国人の受入れにつ

いて

（１）受入対象職種は以下の18職種です。

型枠施工・左官・コンクリート圧送・トン

（資料１）特定技能外国人になるルート

建設分野の特定技能外国人の
受入れについて

（一社）建設技能人材機構（JAC）



23

ネル推進工※・建設機械施工・土工※・屋

根ふき・電気通信※・鉄筋施工・鉄筋継手※・

内装仕上げ・とび・建築大工・配管・建築

板金・保温保冷・吹付ウレタン断熱※・海

洋土木工※

※�印の６職種については、技能実習等に職種がない
ため、「建設分野特定技能１号評価試験」を受験し、
合格することが必要。

（２）特定技能外国人になるルート

外国人が特定技能外国人になるルートは

次の２つがあります。

（３）受入負担金の負担

受入負担金の額

�　１号特定技能外国人を受け入れる建

設企業（以下「受入企業」という。）の皆

様には、１号特定技能外国人１

名につき毎月、右上の表に記載

する受入負担金を負担いただく

仕組みとなっています。なお、

この受入負担金は、直接的又は

間接的を問わず、１号特定技能

外国人に負担させてはいけませ

ん。

�　この受入負担金は、教育訓練

及び技能評価試験の実施、試験

合格者や試験免除者の就職・転

職の支援、受入企業及び１号特

定技能外国人に対する巡回指導

並びに母国語相談ホットライン

業務など、JACが特定技能外国人受入

事業実施法人として実施する共同事業

に充てられます。

（４）受入企業がすべきこと（主なもの）

対象となる
特定技能外国人の別

受入負担金
の月額

海外試験合格者（本機構が指
定する海外教育訓練を受ける
場合）

20,000 円

海外試験合格者（本機構が指
定する海外教育訓練を受けな
い場合）

15,000 円

国内試験合格者 13,750 円

試験免除者（技能実習２号修
了者等） 12,500 円

受入企業がすべき事項（主なもの）

JACに間接的または直接的に加入　➡会員証明書の入手

建設業法第３条許可の取得《地方整備局等または各都道府県》

特定技能雇用契約に係る重要事項説明

特定技能雇用契約の締結

建設特定技能受入計画の認定申請【オンライン申請】《地方整備局等》

１号特定技能外国人支援計画の作成

１号特定技能外国人受入報告書の提出【オンライン申請】《地方整備局等》

受入後講習の受講　《（一財）国際建設技能振興機構（FITS）》

受入

受入

※建設特定技能受入計画の認定申請に必要

※現に有する在留資格の在留期間満了日（または入国予定年月日）の半年前から申請可能

※受入後より１ヶ月以内に提出

※概ね３か月以内に受講

※「在留資格変更許可申請」は現に有する在留資格の在留期間満了日の２ヶ月前から申請可能
※「在留資格認定証明書交付申請」は入国予定年月日の３ヶ月前から申請可能

1

2

3

4

5

6

8

9

7

10

後

前

「在留資格変更許可申請」または「在留資格認定証明書交付申請」
【窓口またはオンライン申請】《地方出入国在留管理局》

建設キャリアアップシステムへの登録《（一財）建設業振興基金》

（資料２）受入企業がすべきこと（フロー図）
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（５）キャリアアップシステム　

特定技能外国人制度において、受入企業

は「建設キャリアアップシステム」への加

入が義務づけられています。これは、技能

者本人の情報や日々の就業履歴を蓄積し、

見える化することで、技能と経験に応じた

処遇を実現するために導入されたもので

す。受入企業とともに技能者である１号特

定技能外国人もシステムに登録されるた

め、いつ・どこで建設工事の施工に従事し

たかが記録され、実務経験として蓄積され

ます。こういった客観的な技能評価によ

り、適正な処遇での雇用につながっていき

ます。

（６）�「建設機械施工」職種についての最近

の動向

2021年９月末の時点で、建設分野にお

ける特定技能１号在留外国人数は3,745名

でした。職種別では18職種ある中で、「と

び」の743名に次ぎ、「建設機械施工」は

717名（全体の19％）と非常に多い割合で

した。重機のオペレーターはすぐに育成で

きるわけではありません。１号特定技能外

国人は最大で５年間働くことができるの

で、しっかりとキャリアを築くことができ

る制度ととらえ、より有効に活用していた

だくことができます。

■�（一社）建設技能人材機構（JAC）の取組み

（１）技能評価試験の実施

国内外で技能評価試験を実施しておりま

す。2021年３月には、フィリピンで「電

気通信」を、ベトナムで「鉄筋施工」の技

能評価試験を実施いたしました。国内で

は、「コンクリート圧送」「電気通信」「鉄

筋継手」「土工」「海洋土木工」「配管」の

職種の試験を実施しました（2021年12月

末時点）。2022年２月に「建設機械施工」

の試験を実施予定です。

（２）海外現地講師の育成

新型コロナウィルス感染症拡大の影響を

受けた渡航制限等により、日本からの講

師・試験官が現地に入国できず、技能教育

訓練及び技能評価試験の実施延期が継続し

ております。これらの課題に対応するた
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め、ウィズ／ポストコロナを踏まえた新た

な取組みとして、講師・試験官の日本から

の渡航を前提としない技能訓練や試験の実

現を目指し、海外現地人材を育成していま

す。

（３）無料職業紹介事業

他分野では、特定技能外国人の人材紹介

を受ける場合は、民間の職業紹介事業者を

介在しますが、建設業務（土木、建築その

他の工作物の建設、改造、保存、修理、変

更、破壊もしくは解体の作業またはこれら

の作業の準備に係る業務をいう。）に就く職

業については、一般の民間の有料職業紹介

事業者による職業紹介は行ってはいけない

とされています。そのため、JACでは、会

員企業に対し、職業紹介事業を行っており

ます。ウェブサイトよりお申し込みフォー

ムで受け付けておりますので、ご活用くだ

さい。（ただし、紹介できる人材は「特定

技能」の在留資格にかかるものに限りま

す。日本人技能者の求人は受け付けており

ません。）

（４）適正就労監理

特定技能外国人からの苦情・相談への母

国語での対応、巡回指導等を適正就労監理

機関（（一財）国際建設技能振興機構�FITS）

への委託により実施しております。

その他、特定技能外国人の受入れに関す

ることやJACの活動について、ウェブサイ

トに記載しておりますので、ぜひご覧下さ

い。

さいごに

温暖化による異常気象により、本年度も

様々な災害が発生いたしました。（一社）日

本建設機械レンタル協会の会員の皆様にお

かれましては、災害対応・復旧活動に必要

な機材を提供していただいたことに感謝申

し上げます。
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● 寄  稿

1．はじめに

近年の人口減少に伴う建設現場の担い手

不足といった重要課題に対し、国土交通省

では建設現場の生産性向上と将来の担い手

を確保するための働き方改革への取組とし

て2016年 度 か らi-Constructionが 推 進 さ

れています。それにより、直轄工事におい

てはICT施工の普及が進み、ICT施工対象

工事における実施率は約８割にまでなりま

した。一方、地方自治体においては現状の

実施率は３割に満たない状況であり、地域

を地盤とする中小規模のお客様へのICT施

工の普及が求められています。今後の国土

交通省施策にも支えられながら、我々レン

タル会社としましても、しっかりと役割を

果たしていく事が重要となって参ります。

２．国土交通省との意見交換会開催

そうした中、去る11月19日に国土交通

省と日本建設機械レンタル協会の意見交換

会が中央合同庁舎特別会議室において開催

されました。

国土交通省からは総合政策局公共事業企

画調整課長岩見様、同施工安全企画室長新

田様をはじめ総勢11名の方が参加、当協

会からは会長、副会長のほかi-Construction

ICT施工の普及拡大に向けて

一般社団法人 日本建設機械レンタル協会　i-Construction委員長

　　　苅谷　秀行コマツカスタマーサポート株式会社
スマートコンストラクション事業部長



27

に早くから取り組んでおられる会員会社の

実務責任者等総勢12名の方に参加頂き活

発な意見交換を行いました。

協会側からは現在取り組んでいる　①建

設機械レンタル管理士ならびに建設機械レ

ンタル業者登録制度について　②地方整備

局との災害協定締結状況について　③「建

設機械レンタル業況調査報告」について説

明を行いました。

国 土 交 通 省 か ら は　 ① 令 和 ３ 年 度 

i-Constructionの 主 な 取 り 組 み に つ い て　

②小規模現場に対応したICT施工の導入

（ミニバックホーのMG機等新技術の活用）　

③ICT建設機械等認定制度の創設に向けた

説明　④地球温暖化対策の取組（建設施

工・建設機械におけるCO₂排出量削減につ

いて）のご説明がありました。

その後の意見交換の中では、当協会の実

務メンバーからi-Construction現場におけ

るレンタル会社の負荷状況や関連書類の更

なる簡素化への要望があり、国土交通省か

らもそれらの問題に対する認識と今後の対

＜国土交通省側出席者：総合政策局公共事業企画調整課 課長 
岩見吉輝 様（左から3人目）、施工安全企画室長 新田恭士 様（左
から2人目）他の皆様＞

＜当協会側出席者：角口会長（右から4人目）他関係役員＞
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応等への説明があり大変充実した会となり

ました。

今回はこの意見交換会にて示された国土

交通省の新方針に対応しうる新技術の例に

ついて、簡単にご紹介させて頂きます。

３．�地方自治体工事へのICT施工普及に向

けて

これまでICT施工は一定土量以上の直轄

工事を中心に推進され、0.8m³クラス以上

を中心とする3Dマシンコントロール・3D

マシンガイダンスを搭載したバックホウが

用いられてきました。国土交通省では、令

和４年度には0.1～0.2m³クラスのバック

ホウでの小規模土工にまでICT施工の適用

工種を拡大することにより、中小規模工事

でのICT施工の普及を促進することが検討

されています。スマートコンストラクショ

ンレトロフィットはIMUセンサ、GNSSア

ンテナ、コントローラ、タブレットから構

成されるi-Constructionに対応可能な後付

けで安価な3Dマシンガイダンスであり、

ミニバックホウへの搭載も可能となってお

ります。ミニバックホウでの施工において

も、3Dマシンガイダンスを搭載すること

で、施工性の向上、丁張作業の削減による

土木作業全体の迅速化、現場補助員削減に

よる安全性向上、確認作業のための乗降軽

減による労力低減・安全性向上等といった

ICT施工による多くのメリットを享受する

ことができます。従って、今後見込まれる

ICT施工適用工種拡大による中小規模工事

へのICT施工普及にも貢献できるものと考

えています。また、建設生産性向上に資す

るICT建機を認定する制度の創設も国土交

通省の施策として計画されており、この認

定制度により更にICT施工全体の普及が促

進されるものと期待しています。

４．�建設現場のデジタルトランスフォーメ

ーション

 ICT建機は施工機械であると同時に施工
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履歴といった地形のデジタルデータの取得

も可能です。スマートコンストラクション

レトロフィットも施工時にバケット刃先等

が動いた軌跡を用いた施工履歴データの取

得が可能であり、ICT建機から取得したデ

ジタルデータを使って施工全工程を繋ぎ、

施工の最適化をおこなうデジタルトランス

フォーメーション（DX）スマートコンスト

ラクションの一つのIoTデバイスとなって

います。建設業界のDXに貢献し、ICT施工

の実施にあたって要望の多い書類の簡素化

にも寄与ができると考えています。

５．まとめ

国土交通省i-Constructionでは当初５要

件（３次元起工測量、３次元設計データ作

成、ICT建機による施工、３次元出来形管

理等の施工管理、３次元データの納品）の

実施が定められていましたが、今は要件を

緩和された簡易型も導入されています。今

後は、中小規模工事への拡大に向け、より

ICT施工に取り組みやすくなる施策が実施

されようとしています。それらの施策に支

えられながら、お客様には、まずはできる

ところから、一度ICT施工を経験して頂き、

それを通じてその良さ実感し、もう一度使

ってみたいと感じて頂くことが大切と考え

ています。実際、ICT施工を一度体験され

たお客様はそのよさを実感され、リピート

利用されるケースが比較的多くなっていま

す。

これからも当協会員各社が得意とする分

野を組み合わせながら、お客様にICT建機

をはじめ様々な機器やサービス・ソリュー

ションを提供することで、施工の合理化、

生産性の向上といったICT施工の目的の実

現に貢献し、結果としてレンタル業界全体

の発展と地位向上につながっていけば幸い

と考えております。
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● 協会事業

当協会では、災害発生時における協定を各自治体や団体等と締結しております。

災害復旧や応急対策事業等の支援活動について、積極的に取り組み、誠心誠意ご

協力させていただきます。

また、本部では、昨年10月に経済産業省と「被災地における物資調達に関する

協定」を締結いたしました。現況の災害協定の締結状況については、下記の通りで

す。

本部締結状況
相手方 締結時期 相手方部署 締結した当協会部署等 協定等の名称

経済産業省 2021/10 経済産業省 製造産業局 日本建設機械レンタル協会 被災地における物資調達に関す
る協定書

海上自衛隊 2020/5 海上自衛隊 補給本部 日本建設機械レンタル協会 災害時における資器材の提供に
関する協定

航空自衛隊 2019/12 航空自衛隊 補給本部 日本建設機械レンタル協会 災害時における資器材の提供に
関する協定

陸上自衛隊 2015/3 陸上自衛隊 補給統制本部 日本建設機械レンタル協会 建設機械等の情報に関する合意
書

国土交通省 2013/3 関東地方整備局 全国建設機械器具リース業協会
【現・日本建設機械レンタル協会】

大規模災害時における関東地方
整備局管内の災害対策用機械の
メンテナンス等の支援に関する
協定書

支部締結状況
支
部

締結
期日

締結した
支部等の名称

協定の
相手方 協定等の名称 協定対象資機材 災害時の対応

北
海
道

2020年
3月26日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
北海道支部

北海道開発
局

災害時における北海
道開発局の災害応急
対策業務に関する協
定

建設機械・資機材等 建設機械・資機材等の要請
があった場合に提供する。

北
海
道

2019年
7月11日

北海道建設機械
レンタル協会
北見地区部会

網走市

災害時における物資
の供給に関する協定

トイレ・発電機・照明機器・
暖房機器・排水用ポンプ等・
その他指定するものであっ
て､ 供給可能なもの

要請があったときは、保有
する物資の供給及び運搬の
積極的な協力を行う。

北
海
道

2018年
12月10日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
北海道支部

（一社）日本建設機
械レンタル協会
北海道支部札幌
地区部会

札幌市

災害時における建設
機械器具の支援に関
する協定書

発電機・照明器具・暖房器
具・その他災害応急対策に
必要な器具

器具の要請があったとき
は、供給に努める。また、
地区部会で供給困難な場合
は、支部が他地区部会と調
整を行い、器具の確保に努
める。

北
海
道

2017年
7月31日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
北海道支部宗谷
地区

稚内市

災害時におけるレン
タル機材の供給に関
する協定書

仮設トイレ・発電機等のレ
ンタル機材一式

要請を受けたときは、物資
の調達及び供給を協力す
る。

北
海
道

2014年
3月25日

北海道建設機械
レンタル協会
函館支部

函館市

災害時の仮設トイレ
等レンタル機器の供
給に関する協定書

仮設トイレ・その他指定す
る機器

要請を受けたときは、保有
および供給可能な機器につ
いて、優先的に、かつ、速
やかに確保して、協力する。

災害協定締結状況
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支
部

締結
期日

締結した
支部等の名称

協定の
相手方 協定等の名称 協定対象資機材 災害時の対応

北
海
道

2013年
5月22日

北海道建設機械
レンタル協会
室蘭支部

社会福祉法
人
室蘭福祉事
業協会

災害時における機器
の調達に関する協定
書

照明機器・移動式暖房機器・
発電機・仮設トイレ・その
他指定する機器

要請を受けたときは、保有
及び調達可能な機器につい
て、優先的に、且つ、速や
かに確保して協力する。

北
海
道

2013年
3月6日

北海道建設機械
レンタル協会
室蘭支部

室蘭市

災害時における機器
の調達に関する協定
書

照明機器・移動式暖房機器・
発電機・仮設トイレ・その
他指定する機器

要請を受けたときは、保有
及び調達可能な機器につい
て、優先的に、且つ、速や
かに確保して協力する。

北
海
道

2012年
11月26日

北海道建設機械
レンタル協会
空知支部

夕張郡
長沼町

災害時における機器
等の調達に関する協
定書

仮設トイレ・移動式暖房機
器・発電機・その他指定す
る機器等

要請を受けたときは、保有
及び調達可能な機器等につ
いて、優先的に、かつ、速
やかに協力する。

北
海
道

2012年
11月9日

北海道建設機械
レンタル協会
帯広支部

帯広市
災害時におけるレン
タル機材の優先供給
に関する協定書

仮設トイレ・移動式暖房機
器・発電機等その他

要請を受けたときは、速や
かに機材の調達及び供給に
ついて、積極的に協力する。

北
海
道

2012年
9月7日

北海道建設機械
レンタル協会
北見支部

北見市

災害時における物資
の供給に関する協定

トイレ・発電機・照明機器・
暖房機器・その他指定する
ものであって､ 供給可能な
もの

要請があったときは、保有
する物資の供給及び運搬の
積極的な協力を行う。

北
海
道

2012年
8月20日

北海道建設機械
レンタル協会
旭川支部

旭川市
災害時における機器
の調達に関する協定
書

仮設トイレ・移動式暖房機
器・発電機・その他指定す
る機器

要請を受けたときは、可能
な限り協力する。

北
海
道

2012年
7月17日

北海道建設機械
リース業協会
函館支部

北斗市

災害応急対策用資機
材の調達に関する協
定書

発電機・照明器具・簡易ト
イレ・ポータブルストーブ・
その他避難所の開設に必要
な資機材

要請に対して迅速に供給す
るため、区域内の事業所に
おいて、可能な限り協力す
る。

北
海
道

2011年
8月10日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
釧路地区部会

阿寒郡
鶴居村

災害時における鶴居
村所管施設等の災害
応急業務に関する協
定

要請があったときは、村が
所管する施設及び設備に係
る応急措置の実施に関して
支援する。

北
海
道

2005年
11月24日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
北海道支部釧路
地区部会

釧路市

災害時における機器
の調達に関する協定

仮設トイレ・移動式暖房機
器・発電機・その他指定す
る機器

要請があったときは、優先
的かつ速やかに協力する。

青
森

2021年
9月7日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
青森支部

青森県
五戸町

災害時におけるレン
タル機材の提供に関
する協定書

油圧ショベル・発電機・水
中ポンプ・投光器・小型汎
用機器・高所作業車・仮設
用機材等

レンタル機材の要請があっ
たときは、できるだけ優先
して協力する。

青
森

2018年
10月25日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
青森支部
八戸部会

青森県
八戸市

災害時におけるレン
タル機材の提供に関
する協定書

油圧ショベル・発電機・水
中ポンプ・投光器・小型汎
用機器・高所作業車・仮設
用機材等

レンタル機材の要請があっ
たときは、できるだけ優先
して協力する。

青
森

2018年
10月1日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
青森支部

青森県十和
田地域広域
事務組合消
防本部

災害時におけるレン
タル機材の提供に関
する協定書

油圧ショベル・発電機・水
中ポンプ・投光器・小型汎
用機器・高所作業車・仮設
用機材等

レンタル機材の要請があっ
たときは、できるだけ優先
して協力する。

青
森

2018年
9月10日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
青森支部
弘前部会

青森県
西目屋村

災害時におけるレン
タル機材の提供に関
する協定書

油圧ショベル・発電機・水
中ポンプ・投光器・小型汎
用機器・高所作業車・仮設
用機材等

レンタル機材の要請があっ
たときは、できるだけ優先
して協力する。

青
森

2018年
9月1日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
青森支部

青森県
東北町

災害時におけるレン
タル機材の提供に関
する協定書

油圧ショベル・発電機・水
中ポンプ・投光器・小型汎
用機器・高所作業車・仮設
用機材等

レンタル機材の要請があっ
たときは、できるだけ優先
して協力する。

青
森

2017年
3月27日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
青森支部

東北管区警
察局
青森県情報
通信部

災害時におけるレン
タル機材の提供に関
する協定書

油圧ショベル・発電機・水
中ポンプ・投光器・小型汎
用機器・高所作業車・仮設
用機材等

レンタル機材の要請があっ
たときは、できるだけ優先
して協力する。
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支
部

締結
期日

締結した
支部等の名称

協定の
相手方 協定等の名称 協定対象資機材 災害時の対応

青
森

2016年
12月1日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
青森支部

青森県
七戸町

災害時におけるレン
タル機材の提供に関
する協定書

油圧ショベル・発電機・水
中ポンプ・投光器・小型汎
用機器・高所作業車・仮設
用機材等

レンタル機材の要請があっ
たときは、できるだけ優先
して協力する。

青
森

2014年
9月30日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
青森支部
西北五部会

青森県
五所川原市

災害時におけるレン
タル機材の提供に関
する協定書

油圧ショベル・発電機・水
中ポンプ・投光器・小型汎
用機器・高所作業車・仮設
用機材等

レンタル機材の要請があっ
たときは、できるだけ優先
して協力する。

青
森

2014年
2月20日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
青森支部

青森県
三沢市

災害時におけるレン
タル機材の提供に関
する協定書

油圧ショベル・発電機・水
中ポンプ・投光器・小型汎
用機器・高所作業車・仮設
用機材等

レンタル機材の要請があっ
たときは、できるだけ優先
して協力する。

青
森

2013年
10月1日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
青森支部

青森県

災害時におけるレン
タル機材の提供に関
する協定書

油圧ショベル・発電機・水
中ポンプ・投光器・小型汎
用機器・高所作業車・仮設
用機材等

レンタル機材の要請があっ
たときは、できるだけ優先
して協力する。

青
森

2013年
2月26日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
青森支部

青森県
十和田市

災害時におけるレン
タル機材の提供に関
する協定書

油圧ショベル・発電機・水
中ポンプ・投光器・小型汎
用機器・高所作業車・仮設
用機材等

レンタル機材の要請があっ
たときは、できるだけ優先
して協力する。

青
森

2012年
12月1日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
青森支部
青森部会

青森県
青森市

災害時におけるレン
タル機材の提供に関
する協定書

油圧ショベル・発電機・水
中ポンプ・投光器・小型汎
用機器・高所作業車・仮設
用機材等

レンタル機材の要請があっ
たときは、できるだけ優先
して協力する。

青
森

2012年
7月13日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
青森支部
むつ部会

青森県
むつ市

災害時におけるレン
タル機材の提供に関
する協定書

油圧ショベル・発電機・水
中ポンプ・投光器・小型汎
用機器・高所作業車・仮設
用機材等

レンタル機材の要請があっ
たときは、できるだけ優先
して協力する。

青
森

2012年
1月19日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
青森支部
弘前部会

青森県
平川市

災害時におけるレン
タル機材の提供に関
する協定書

油圧ショベル・発電機・水
中ポンプ・投光器・小型汎
用機器・高所作業車・仮設
用機材等

レンタル機材の要請があっ
たときは、できるだけ優先
して協力する。

秋
田

2010年
3月15日

㈳全国建設機械
器具リース業協
会秋田支部

秋田県
大仙市

災害時応急対策業務
応援協定書

建設機械重機等、避難対策
資機材

要請に対して可能な限り協
力する

宮
城

2009年
3月18日

宮城県建設機械
リース業協会 仙台市

大規模災害時におけ
る機器材のリース等
に関する協定

仮設ハウス・仮設トイレ・
ポンプ・発電機・投光器・
電化製品・暖房用品・事務
用品・その他保有する機器
材

大規模災害時において機器
材を必要とするときは、協
定対象の機器材のリースを
要請することができるもの
とする。

宮
城

2006年
4月1日

宮城県建設機械
リース業協会

陸上自衛隊
東北地方総
監部

宮城県沖地震等の災
害派遣時に、必要と
するリース物品の提
供に関する協定

発動発電機・簡易トイレ リース物品を早期かつ優先
的に提供するように努め
る。

福
島

2018年
5月29日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
福島支部

福島県

家畜伝染病における
防疫対策業務に関す
る協定

油圧ショベル・発電機・水
中ポンプ・投光器・小型汎
用機器・高所作業車・仮設
用機材等

いわき地区・郡山地区・会
津地区にて対応し、事務局
と密に連絡

群
馬

2014年
11月28日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
群馬支部

国土交通省
関東地方整
備局高崎河
川国道事務
所

災害時における建設
機械器具等の支援に
関する協定

建設機械器具等 要請があった場合には、可
能な限り応ずる

栃
木

2018年
1月24日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
栃木支部

栃木県

家畜伝染病の発生時
等における防疫対策
への協力に関する協
定書

油圧ショベル・発電機・水
中ポンプ・投光器・小型汎
用機器・高所作業車・仮設
用機材等

レンタル機材の要請があっ
たときは、できるだけ優先
して協力する。
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支
部

締結
期日

締結した
支部等の名称

協定の
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栃
木

2014年
3月13日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
栃木支部

栃木県

災害時における資機
材の供給に関する協
定書

油圧ショベル・発電機・水
中ポンプ・投光器・小型汎
用機器・高所作業車・仮設
用機材等

レンタル機材の要請があっ
たときは、できるだけ優先
して協力する。

東
京

2017年
12月21日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
東京支部

北首都国道
事務所

大規模災害時におけ
る災害対策用機材の
調達支援

油圧ショベル・発電機・水
中ポンプ・タイヤショベル・
小型汎用機器・仮設用機材
等

災害発生時の円滑な災害復
旧支援等

東
京

2015年
12月21日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
東京支部

東京都
特定家畜伝染病発生
時における機材供給
協力

仮設トイレ・簡易手洗い場・
車両・油圧ショベル・仮設
用機材等

特定家畜伝染病発生時の円
滑な資材提供支援等

東
京

2014年
12月25日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
東京支部

三多摩管工
事協同組合

災害時における災害
対策用機材の調達支
援

油圧ショベル・発電機・水
中ポンプ・投光器・小型汎
用機器・仮設用機材等

災害発生時の円滑な災害復
旧支援等

東
京

2013年
3月29日

㈳全国建設機械
器具リース業協
会

関東地方整
備局

大規模災害時におけ
る災害対策用機材の
メンテナンス等の支
援

油圧ショベル・発電機・水
中ポンプ・投光器・小型汎
用機器・高所作業車・仮設
用機材等

円滑な災害復旧支援

東
京

2012年
11月20日

㈳全国建設機械
器具リース業協
会
東京支部

独立行政法
人水資源機
構

災害時における災害
対策用機材の調達支
援

油圧ショベル・発電機・水
中ポンプ・投光器・小型汎
用機器・仮設用機材等

円滑な災害復旧支援

神
奈
川

2018年
12月26日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
神奈川支部

相模原市
大規模災害時におけ
る建設機械器具等の
支援に関する協定

都度指定 協定に基づき要請がある場
合協力する

神
奈
川

2018年
5月1日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
神奈川支部

（ 一 社 ）神 奈
川県建物解
体業協会

大規模災害時におけ
る被災建物の解体撤
去等に関する協定

都度指定 協定に基づき要請がある場
合協力する

神
奈
川

2017年
10月31日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
神奈川支部

川崎市
災害時における応急
対策を行うための応
援に関する協定

都度指定 協定に基づき要請がある場
合協力する

神
奈
川

2017年
1月23日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
神奈川支部

神奈川県

災害等発生時におけ
る応急対策活動用資
機材等のレンタルに
関する協定

都度指定 協定に基づき要請がある場
合協力する

神
奈
川

2017年
1月23日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
神奈川支部

神奈川県

家畜伝染病発生時に
おける資機材供給に
関する協定

協定書第４条記載：埋却溝
掘削用重機・資機材輸送車
輛・テント・照明器具・コー
ドリール・仮説トイレ・簡
易手洗い場・その他取扱商
品

協定に基づき要請がある場
合協力する

長
野

2021年
12月20日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
長野支部

長野県
松本市

災害時における資機
材リースの協力に関
する協定書

発電機・水中ポンプ・投光
器・組立ハウス・コンテナ
ハウス・軽トラック・仮設
トイレ・石油ストーブ・扇
風機　他

機材のリースの要請があっ
たときは、その緊急性にか
んがみ、可能な範囲におい
て、機材のリースを実施す
る。

長
野

2021年
8月24日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
長野支部

長野県
長野市

災害時における資機
材リースの協力に関
する協定書

発電機・水中ポンプ・投光
器・組立ハウス・コンテナ
ハウス・軽トラック・仮設
トイレ・石油ストーブ・扇
風機　他

機材のリースの要請があっ
たときは、その緊急性にか
んがみ、可能な範囲におい
て、機材のリースを実施す
る。

長
野

2021年
7月23日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
長野支部

長野県
箕輪町

災害時における資機
材リースの協力に関
する協定書

発電機・水中ポンプ・投光
器・組立ハウス・コンテナ
ハウス・軽トラック・仮設
トイレ・石油ストーブ・扇
風機　他

機材のリースの要請があっ
たときは、その緊急性にか
んがみ、可能な範囲におい
て、機材のリースを実施す
る。
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長
野

2020年
11月2日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
長野支部

長野県
阿南町

災害時における資機
材レンタルの協力に
関する協定書

発電機・水中ポンプ・投光
器・組立ハウス・コンテナ
ハウス・軽トラック・仮設
トイレ・石油ストーブ・扇
風機　他

機材のレンタルの要請が
あったときは、その緊急性
にかんがみ、可能な範囲に
おいて、機材のレンタルを
実施する。

長
野

2019年
4月22日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
長野支部

長野県
安曇野市

災害時における資機
材レンタルの協力に
関する協定書

発電機・水中ポンプ・投光
器・組立ハウス・コンテナ
ハウス・軽トラック・仮設
トイレ・石油ストーブ・扇
風機　他

資機材の調達の要請を受け
たときは、可能な範囲にお
いて資機材の供給を実施す
る。

長
野

2018年
11月19日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
長野支部

長野県
駒ヶ根市

災害時における資機
材レンタルの協力に
関する協定書

発電機・水中ポンプ・投光
器・組立ハウス・コンテナ
ハウス・軽トラック・仮設
トイレ・石油ストーブ・扇
風機　他

機材のレンタルの要請が
あったときは、その緊急性
にかんがみ、可能な範囲に
おいて、機材のレンタルを
実施する。

長
野

2018年
8月7日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
長野支部

長野県
飯山市

災害時における資機
材レンタルの協力に
関する協定書

発電機・水中ポンプ・投光
器・組立ハウス・コンテナ
ハウス・軽トラック・仮設
トイレ・石油ストーブ・扇
風機　他

機材のレンタルの要請が
あったときは、その緊急性
にかんがみ、可能な範囲に
おいて、機材のレンタルを
実施する。

長
野

2018年
1月17日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
長野支部

長野県
須坂市

災害時における資機
材レンタルの協力に
関する協定書

発電機・水中ポンプ・投光
器・組立ハウス・コンテナ
ハウス・軽トラック・仮設
トイレ・石油ストーブ・扇
風機　他

機材のレンタルの要請が
あったときは、その緊急性
にかんがみ、可能な範囲に
おいて、機材のレンタルを
実施する。

長
野

2017年
10月23日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
長野支部

長野県
塩尻市

災害時における資機
材レンタルの協力に
関する協定書

発電機・水中ポンプ・投光
器・組立ハウス・コンテナ
ハウス・軽トラック・仮設
トイレ・石油ストーブ・扇
風機　他

機材のレンタルの要請が
あったときは、その緊急性
にかんがみ、可能な範囲に
おいて、機材のレンタルを
実施する。

長
野

2017年
10月20日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
長野支部

長野県
小諸市

災害時における資機
材レンタルの協力に
関する協定書

発電機・水中ポンプ・投光
器・組立ハウス・コンテナ
ハウス・軽トラック・仮設
トイレ・石油ストーブ・扇
風機　他

機材のレンタルの要請が
あったときは、その緊急性
にかんがみ、可能な範囲に
おいて、機材のレンタルを
実施する。

長
野

2017年
10月16日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
長野支部

長野県
中野市

災害時における資機
材レンタルの協力に
関する協定書

発電機・水中ポンプ・投光
器・組立ハウス・コンテナ
ハウス・軽トラック・仮設
トイレ・石油ストーブ・扇
風機　他

機材のレンタルの要請が
あったときは、その緊急性
にかんがみ、可能な範囲に
おいて、機材のレンタルを
実施する。

長
野

2017年
9月28日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
長野支部

長野県
松川町

災害時における資機
材レンタルの協力に
関する協定書

発電機・水中ポンプ・投光
器・組立ハウス・コンテナ
ハウス・軽トラック・仮設
トイレ・石油ストーブ・扇
風機　他

機材のレンタルの要請が
あったときは、その緊急性
にかんがみ、可能な範囲に
おいて、機材のレンタルを
実施する。

長
野

2017年
2月27日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
長野支部

国土交通省
中部地方整
備局
飯田国道事
務所

災害時における建設
機械器具の手配に関
する協定書

建設機械器具 災害時に必要と認める建設
機械器具の協力手配要請内
容に応じた手配を行う。

長
野

2017年
2月27日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
長野支部

国土交通省
中部地方整
備局
三峰川総合
開発工事
事務所

災害時における建設
機械器具の手配に関
する協定書

建設機械器具 災害時に必要と認める建設
機械器具の協力手配要請内
容に応じた手配を行う。
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長
野

2017年
2月27日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
長野支部

国土交通省
中部地方整
備局
天竜川上流
河川事務所

災害時における建設
機械器具の手配に関
する協定書

建設機械器具 災害時に必要と認める建設
機械器具の協力手配要請内
容に応じた手配を行う。

長
野

2017年
2月27日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
長野支部

国土交通省
中部地方整
備局
天竜川ダム
統合管理事
務所

災害時における建設
機械器具の手配に関
する協定書

建設機械器具 災害時に必要と認める建設
機械器具の協力手配要請内
容に応じた手配を行う。

長
野

2017年
1月20日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
長野支部

長野県
佐久市

災害時における資機
材レンタルの協力に
関する協定書

発電機・水中ポンプ・投光
器・組立ハウス・コンテナ
ハウス・軽トラック・仮設
トイレ・石油ストーブ・扇
風機　他

機材のレンタルの要請が
あったときは、その緊急性
にかんがみ、可能な範囲に
おいて、機材のレンタルを
実施する。

長
野

2015年
3月27日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
長野支部

長野県
原村

災害時における資機
材レンタルの協力に
関する協定書

発電機・水中ポンプ・投光
器・組立ハウス・コンテナ
ハウス・軽トラック・仮設
トイレ・石油ストーブ・扇
風機　他

機材のレンタルの要請が
あったときは、その緊急性
にかんがみ、可能な範囲に
おいて、機材のレンタルを
実施する。

長
野

2015年
3月27日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
長野支部

長野県
富士見町

災害時における資機
材レンタルの協力に
関する協定書

発電機・水中ポンプ・投光
器・組立ハウス・コンテナ
ハウス・軽トラック・仮設
トイレ・石油ストーブ・扇
風機　他

機材のレンタルの要請が
あったときは、その緊急性
にかんがみ、可能な範囲に
おいて、機材のレンタルを
実施する。

長
野

2015年
3月27日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
長野支部

長野県
茅野市

災害時における資機
材レンタルの協力に
関する協定書

発電機・水中ポンプ・投光
器・組立ハウス・コンテナ
ハウス・軽トラック・仮設
トイレ・石油ストーブ・扇
風機　他

機材のレンタルの要請が
あったときは、その緊急性
にかんがみ、可能な範囲に
おいて、機材のレンタルを
実施する。

長
野

2015年
3月27日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
長野支部

長野県
諏訪市

災害時における資機
材レンタルの協力に
関する協定書

発電機・水中ポンプ・投光
器・組立ハウス・コンテナ
ハウス・軽トラック・仮設
トイレ・石油ストーブ・扇
風機　他

機材のレンタルの要請が
あったときは、その緊急性
にかんがみ、可能な範囲に
おいて、機材のレンタルを
実施する。

長
野

2015年
3月27日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
長野支部

長野県
下諏訪町

災害時における資機
材レンタルの協力に
関する協定書

発電機・水中ポンプ・投光
器・組立ハウス・コンテナ
ハウス・軽トラック・仮設
トイレ・石油ストーブ・扇
風機　他

機材のレンタルの要請が
あったときは、その緊急性
にかんがみ、可能な範囲に
おいて、機材のレンタルを
実施する。

長
野

2015年
3月27日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
長野支部

長野県
岡谷市

災害時における資機
材レンタルの協力に
関する協定書

発電機・水中ポンプ・投光
器・組立ハウス・コンテナ
ハウス・軽トラック・仮設
トイレ・石油ストーブ・扇
風機　他

機材のレンタルの要請が
あったときは、その緊急性
にかんがみ、可能な範囲に
おいて、機材のレンタルを
実施する。

長
野

2013年
12月16日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
長野支部

長野県
飯田市

災害時における災害
対応資機材リースの
協力に関する協定書

発電機・水中ポンプ・投光
器・組立ハウス・コンテナ
ハウス・軽トラック・仮設
トイレ・石油ストーブ・扇
風機　他

機材のリースの要請があっ
たときは、その緊急性にか
んがみ、可能な範囲におい
て、機材のリースを実施す
る。

長
野

2011年
12月21日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
長野支部

長野県
伊那市

災害時における資機
材リースの協力に関
する協定書

発電機・水中ポンプ・投光
器・組立ハウス・コンテナ
ハウス・軽トラック・仮設
トイレ・石油ストーブ・扇
風機　他

機材のリースの要請があっ
たときは、その緊急性にか
んがみ、可能な範囲におい
て、機材のリースを実施す
る。
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長
野

2010年
2月26日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
長野支部

長野県
上田市

災害時における資機
材リースの協力に関
する協定書

発電機・水中ポンプ・投光
器・組立ハウス・コンテナ
ハウス・軽トラック・仮設
トイレ・石油ストーブ・扇
風機　他

機材のリースの要請があっ
たときは、その緊急性にか
んがみ、可能な範囲におい
て、機材のリースを実施す
る。

長
野

2008年
3月27日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
長野支部

長野県

災害時の災害対応機
材のリースに関する
協定書

発電機・水中ポンプ・投光
器・組立ハウス・コンテナ
ハウス・軽トラック・仮設
トイレ・石油ストーブ・扇
風機　他

機材のリースの要請があっ
たときは、その緊急性にか
んがみ、可能な範囲におい
て、機材のリースを実施す
る。

静
岡

2021年
12月16日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
静岡支部

牧之原市

災害時におけるレン
タル資機材の調達に
関する協定書

避難所向け・道路啓開向け
機材

資機材の要請に対し、可能
な限り確保に努める。物件
の賃貸借は、甲と協力会員
との間で直接行う。

静
岡

2021年
11月1日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
静岡支部

静岡県産業
廃棄物協会

災害時におけるレン
タル資機材の調達に
関する協定書

災害廃棄物仮置き場運営向
け資機材一式

優先供給の記載なし。資機
材のレンタルに関する契約
は、要請会員と協力会員と
の間での直接契約する。

静
岡

2021年
10月26日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
静岡支部

島田市

災害時におけるレン
タル資機材の調達に
関する協定書

避難所向け・道路啓開向け
機材

資機材の要請に対し、可能
な限り確保に努める。物件
の賃貸借は、甲と協力会員
との間で直接行う。

静
岡

2020年
3月18日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
静岡支部

国土交通省
中部地方整
備局

災害時における建設
機械器具の手配に関
する協定書

各種支援要請時のレンタル
機材供給、運搬

優先供給の記載なし。物件
の賃貸借は、甲と協力会員
との間で直接行う。

静
岡

2019年
1月28日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
静岡支部

静岡県警察
本部

交通信号機滅灯時の
発 動 発 電 機（ イ ン
バーター発電機）レ
ンタル供給に関する
協定

インバーター発電機のレン
タル機材供給、運搬

協力会員は、乙に対して提
示する別紙の「災害時にお
けるレンタル資機材の優先
供給に関する同意書」に従
い、当該協定に関する業務
に責任をもって対応する

静
岡

2018年
8月6日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
静岡支部

中遠広域事
務組合

災害時におけるレン
タル供給に関する協
定

発災後の不燃ごみプラント
BCP向け・発電機

協力会員は、要請を受けた
ときは、甲に優先的に資機
材を供給するものとする。

静
岡

2018年
1月30日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
静岡支部

静岡建設業
協会・清水
建 設 業 協
会・静岡県
解体工事業
協会・静岡
石油商業組
合（ ５ 団 体
間）

災害時における応急
対策業務に必要な資
機材及び石油類燃料
の確保に関する協定

（道路啓開作業の範
囲内）

道路啓開向け、建機・車両
他

要請会員に対応可能な協力
会員の情報を可能な範囲で
供給する。

静
岡

2017年
8月1日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
静岡支部

静岡県（経
済産業部
政策管理局
総務課）

防災物資拠点向け、フォー
クリフト、物流機器、照明、
トイレ、備品等

要請を受けたときは、要請
者に優先的に資機材を供給
する。

静
岡

2017年
3月9日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
静岡支部

静岡県解体
工事業協会

災害時における資機
材供給に関する
協定資機材のレンタ
ルに関する協定

各種支援要請時のレンタル
機材供給、運搬

要請を受けたときは、要請
者に優先的に資機材を供給
する。

静
岡

2016年
7月4日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
静岡支部

静岡建設業
協会

災害時におけるレン
タル供給に関する協
定

各種支援要請時のレンタル
機材供給、運搬

要請を受けたときは、要請
者に優先的に資機材を供給
する。

静
岡

2016年
7月4日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
静岡支部

清水建設業
協会

災害時におけるレン
タル供給に関する協
定

各種支援要請時のレンタル
機材供給、運搬

要請を受けたときは、要請
者に優先的に資機材を供給
する。
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静
岡

2016年
1月29日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
静岡支部

静 岡 県（ 経
済産業部畜
産振興課）

家畜電線病発生時に
おける資機材の供給
に関する協定

家畜伝染病向け洗浄機・照
明・発電機等

要請を受けたときは、要請
者に優先的に資機材を供給
する。

静
岡

2016年
1月22日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
静岡支部

藤枝市
災害時におけるレン
タル供給に関する協
定

避難所向け・道路啓開向け
機材

要請を受けたときは、要請
者に優先的に資機材を供給
する。

静
岡

2014年
11月26日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
静岡支部

長泉町
災害時におけるレン
タル供給に関する協
定

避難所向け・道路啓開向け・
雪氷除雪向け機材

要請を受けたときは、要請
者に優先的に資機材を供給
する。

静
岡

2014年
9月29日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
静岡支部

磐田市
災害時におけるレン
タル供給に関する協
定

避難所向け・道路啓開向け
機材

要請を受けたときは、資機
材の提供ができるよう確保
に努める。

静
岡

2014年
6月19日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
静岡支部

焼津市

災害時における必要
な資機材調達への協
力
に関する協定

避難所向け・道路啓開向け
機材

要請を受けたときは、要請
者に優先的に資機材を供給
する。

静
岡

2014年
2月14日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
静岡支部

伊豆市
災害時におけるレン
タル供給に関する協
定

避難所向け・道路啓開向け・
雪氷除雪向け機材

要請を受けたときは、資機
材の供給について優先的に
行う。

静
岡

2014年
2月7日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
静岡支部

小山町
災害時におけるレン
タル供給に関する協
定

避難所向け・道路啓開向け・
雪氷除雪向け機材

要請を受けたときは、資機
材の供給について優先的に
行う。

静
岡

2013年
11月4日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
静岡支部

静岡市
災害時におけるレン
タル供給に関する協
定

避難所運営向け、照明・ト
イレ・備品他

要請を受けたときは、要請
者に優先的に資機材を供給
する。

中
部

2021年
7月27日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
中部支部

愛知県
名古屋市

災害時における資機
材等に関する協定書

フォークリフト、ボックス
パレット、ハンドパレット、
台車、平床台車

災害時、災害救助用物資集
配拠点を開設した時は輸送
用資機材等（荷捌き用器具）
の手配協力をする。

中
部

2020年
3月26日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
中部支部

国土交通省
中部地方整
備局

災害時における建設
機械器具の手配に関
する協定書

油圧ショベル、ローラー、
ブルドーザー

協力要請を受けた時は、速
やかに要請内容に応じた手
配をおこなう。

中
部

2018年
4月6日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
中部支部

愛知県
名古屋市

大規模災害時におけ
る建設機械器具の手
配に関する協定

賢絶機械器具全般 協力要請があった場合は業
務に要する建設機械器具の
手配をする。

中
部

2017年
11月20日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
中部支部

岐阜県
岐阜市

災害時における建設
機械及び仮設トイレ
等の支援に関する協
定書

建設機械、仮設トイレ、発
電機及び冷暖房用機材、そ
の他要請に応じられる機材

要請があった時はやむを得
ない事由のない限り、通常
業務に優先して協力する。

中
部

2017年
11月14日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
中部支部

愛知県
名古屋市

災害時における建設
機械器具の手配に関
する協定

道路啓開作業用機械（油圧
ショベル、タイヤショベル
他）

要請があった時は特別な理
由がない限り、速やかに建
設機械器具の手配を行う。

中
部

2012年
3月30日

㈳全国建設機械
器具リース業協
会中部支部

愛知県
災害時における仮設
トイレ等の賃貸借に
関する協定書

仮設トイレ、発電機、その
他レンタル機材

要請があった時はやむを得
ない事由のない限り、通常
業務に優先して協力する。

中
部

2012年
1月30日

㈳全国建設機械
器具リース業協
会中部支部

三重県

災害時における仮設
トイレ等のあっせ
ん・供給に関する協
定書

仮設トイレ、発電機、その
他レンタル機材

要請があった時は会員が保
有する機材の優先的供給、
運搬、設置に協力する。

北
陸
・
新
潟

2020年
12月10日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
北陸支部、新潟
支部

国土交通省
北陸地方整
備局

災害時における災害
応急対策業務に関す
る協定書

油圧ショベル・発電機・水
中ポンプ・投光器・小型汎
用機器・高所作業車・仮設
用機材等

レンタル機材の要請があっ
たときは、できるだけ優先
して協力する。

北
陸

2014年
8月5日

北 陸 建 設 機 械
リース業協会
福井支部

福井県
敦賀市

災害時における物資
の貸渡しに関する協
定書

水道復旧活動に必要と認め
る物資　トラック、発電機、
投光器、エンジンカッター、
掘削機、排水ポンプ、プレ
ハブ倉庫

レンタル機材の要請があっ
たときは、できるだけ優先
して協力する。
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北
陸

2012年
8月31日

北 陸 建 設 機 械
リース業協会
福井支部

福井県
警察本部

災害時における物資
の貸渡しに関する協
定書

油圧ショベル・発電機・水
中ポンプ・投光器・小型汎
用機器・高所作業車・仮設
用機材等

レンタル機材の要請があっ
たときは、できるだけ優先
して協力する。

北
陸

2009年
3月27日

富山県建機レン
タル業協会

富山県
上市町

災害時におけるレン
タル機材の供給に関
する協定書

仮説トイレ、移動式仮設
シャワー室（消耗品含む）、
発電機、その他取扱品

レンタル機材の要請があっ
たときは、できるだけ優先
して協力する。

関
西（
京
都
）

2017年
3月1日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
京都支部

京都府

災害時における資機
材等の調達に関する
協定書

仮 設 用 資 機 材、 発 電 機、
フォークリフト、高所作業
車、散水車、投光車、ダン
プ、トラック、バス、油圧
ショベル、水中ポンプ、洗
浄機、工具類、保安用品、
寝具、消耗品

災害時等に応急対応に必要
な資機材・消耗品等の調達

関
西（
大
阪
）

2018年
9月17日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
関西支部

近畿地方整
備局

災害時における近畿
地方整備局所管施設
等の緊急災害応急対
策に関する協定書

災害が発生した場合に、被
害拡大防止と被災施設等の
早期復旧に資する為の機材
等。

要請があった時は優先して
協力する。

関
西（
和
歌
山
）

2020年
3月31日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
関西支部
和歌山協議会

和歌山市企
業局

災害発生時における
レンタル機材の供給
に関する協定書

レンタル協定に伴う企業局
体系図件連絡先

関
西（
和
歌
山
）

2017年
7月28日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
関西支部
和歌山協議会

和歌山市

災害時における機材
のレンタル供給の協
力に関する協定書

仮設トイレ・投光器・散水
車・ダンプ・ストーブ・ファ
ン・仮設ハウス・ミニユン
ボ・発電機・タイヤショベ
ル・水中ポンプ

連絡票　和歌山市市民環境
局

関
西（
和
歌
山
）

2017年
3月16日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
和歌山支部

和歌山市管
事業協同組
合

災害時におけるレン
タル機材の提供に関
する協定書

油圧ショベル・アタッチメ
ント・聖地積込運搬機材・
道路工事・高所作業・建設
荷役・空気電気・水処理清
掃・照明機器・ハウストイ
レ

災害発生時のレンタル機械
調達体制

関
西（
和
歌
山
）

2000年
9月20日

和歌山県建設機
械器具リース業
協同組合

和歌山県警
察本部

重要事件等における
警察活動に必要な機
材の借り上げ等に関
する覚書

資機材借り上げ等要請書

関
西（
和
歌
山
）

1998年
1月22日

和歌山県建設機
械器具リース業
協同組合

和歌山市消
防局

建設機械器具に関す
る消防業務協定書

建設機械器具に関する消防
業務協定に基づく建設機械
リース業連絡体系図及び事
業所名簿

中
国

2021年
3月25日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
中国支部

国交省中国
地方整備局
中国技術事
務所

中国技術事務所災害
応急対策に関する協
定書

発動発電機 災害時は速やかに機材の提
供に協力
資機材運搬車両の通行確保

中
国

2020年
11月18日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
中国支部

岡山県危機
管理室

災害時などにおける
応急対応資機材のレ
ンタルに関する協定
書

スポットクーラー・発電機・
フォークリフト・仮設トイ
レなど

資機材の運搬受託と車輛優
先通行の確保

中
国

2020年
10月6日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
中国支部

鳥取県警察
本部

災害時における発動
発電機の調達に関す
る協定書

インバータ発電機 依頼時の優先的な対応

中
国

2020年
9月10日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
中国支部

広島県企業
局水道課

災害時における資機
材レンタルの協力に
関する協定書

建設機械など レンタル機の優先確保・運
搬・設置の協力

中
国

2016年
4月6日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
中国支部

岡山県
赤磐市

災害時における資機
材調達に関する協定
書

赤磐市地域防災計画に基づ
いて避難所などで必要な資
機材

資機材の輸送業務従事者へ
の安全配慮と災害補償
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中
国

2014年
9月24日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
中国支部

岡山県広域
水道事業団

災害時などにおける
支援・協力に関する
基本協定書

発電機・水中ポンプなど レンタル機の優先確保・運
搬・設置の協力

中
国

2013年
7月10日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
中国支部

岡山県岡山
市水道局

災害時などにおける
支援・協力に関する
基本協定書

発電機など レンタル機の優先確保・運
搬・設置の協力

中
国

2011年
10月31日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
中国支部

広島県
呉市

災害時における資機
材レンタルの協力に
関する協定書

建設機械など 依頼時の優先的な対応

中
国

2008年
2月20日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
中国支部

岡山県
倉敷市

災害時における応援
協力に関する協定書

建設機械など 災害時の対応における配送
車両の優先通行の配慮

四
国

2021年
8月1日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
四国支部

徳島県板野
郡板野町
板野西消防
組合

災害時における機材
等の供給に関する協
定書

樹材、車両、重機等貸出 レンタル機材の要請があっ
たときは、できるだけ優先
して協力する。

四
国

2021年
3月26日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
四国支部

愛媛県
東温市

東温市上下水道施設
における発電機等の
調達に関する協定書

発電機及び関連機器の貸出 レンタル機材の要請があっ
たときは、できるだけ優先
して協力する。

四
国

2021年
2月1日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
四国支部

四国電力㈱
四国電力送
配電㈱

災害時における建設
機械等の賃貸借に係
る協定

高所作業車、資樹材運搬用
トラック、穴堀建柱車、小
型バッホー、その他貸出

レンタル機材の要請があっ
たときは、できるだけ優先
して協力する。

四
国

2020年
10月1日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
四国支部

徳島県名西
郡石井町
名西消防組
合

災害時における機材
等の供給に関する協
定書

仮設トイレ、発電機、車両
及び重機その他貸出

レンタル機材の要請があっ
たときは、できるだけ優先
して協力する。

四
国

2020年
3月16日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
四国支部

国土交通省
四国地方整
備局

災害時における建設
資機材の調達等業務
に関する協定

建設資機材、建設資機材の
修理、その他貸出

レンタル機材の要請があっ
たときは、できるだけ優先
して協力する。

四
国

2014年
9月26日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
四国支部

徳島県

大規模災害時におけ
る資機材等の供給に
関する協定書

簡易トイレ、簡易バス（風
呂）、簡易シャワー室、仮
設ハウス、発電機、照明器
具、その他貸出

レンタル機材の要請があっ
たときは、できるだけ優先
して協力する。

四
国

2014年
3月26日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
四国支部

徳島県
名西郡
石井町

災害時における仮設
トイレ等の賃貸借に
関する協定書

仮設トイレ、発電機、その
他要請に応じられる機材

レンタル機材の要請があっ
たときは、できるだけ優先
して協力する。

四
国

2012年
1月23日

㈳全国建設機械
器具リース業協
会四国支部

徳島県
家畜伝染病発生時に
おける支援活動業務
に関する協定

高圧洗浄機、動力噴霧器、
照明器具、発電機、簡易ト
イレ、その他貸出

レンタル機材の要請があっ
たときは、できるだけ優先
して協力する。

四
国

2011年
11月1日

㈳全国建設機械
器具リース業協
会四国支部

愛媛県
松山市

松山市下水道施設に
おける発動発電機の
調達に関する協定書

発動発電機の貸出 レンタル機材の要請があっ
たときは、できるだけ優先
して協力する。

九
州

2020年
8月11日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
九州支部
福岡県部会

福岡市

災害時における物資
の供給に関する協定

車両、プレハブ、設営器具、
電源（照明）機器、安全器具、
その他

緊急に資機材が必要になっ
た時は可能な限り供給す
る。

九
州

2017年
8月7日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
九州支部
長崎県部会

大村市

災害時における資材
及び機材の供給支援
等に関する協定

建設機械、資機材 ①会員の資機材提供能力の
情報取集を行い報告する。
②資機材の設置の要請があ
れば実施する。

九
州

2017年
2月20日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
九州支部
熊本県部会

熊本県

特定家畜伝染病防疫
協定

防疫作業、埋却作業及び消
毒作業などに必要な資材

指定された場所へ最優先で
配送及び設置する。

九
州

2016年
12月20日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
九州支部
福岡県部会

福岡県

口蹄疫等防疫作業支
援に関する協定

防疫作業、埋却作業及び消
毒作業などに必要な資材

（具体的には投光器、仮設
トイレ、発電機、ユニット
ハウス、テント、タイヤショ
ベル等）

指定された場所へ最優先で
配送及び設置する。
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支
部

締結
期日

締結した
支部等の名称

協定の
相手方 協定等の名称 協定対象資機材 災害時の対応

九
州

2016年
8月21日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
九州支部

九州電力㈱
災害発生時における
資機材等の手配に関
する覚書

車両、プレハブ、設営道具、
電源（照明）機器、安全器具、
その他

レンタル機材の貸出要請が
あったときは、事情の許す
限り優先的に貸し出す。

九
州

2016年
8月20日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
九州支部
長崎県部会

長崎県

家畜伝染病発生時に
おける防疫資材等供
給に関する協定

ダンプトラック、照明付発
電機、投光器、動力噴霧器

（高圧洗浄機）、コンテナハ
ウス、給水タンク、簡易ト
イレ、テント、机、椅子、コー
ン、コーンバー、その他

防疫資機材の供給をが必要
になった場合は、速やかに
実施のための措置をとる。

九
州

2014年
5月21日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
九州支部
及び各県部会

国土交通省
九州地方整
備局

災害時における九州
地方整備局管内の災
害応急対策業務の情
報提供等支援に関す
る協定

建設機械、資機材 情報収集し報告する。
資機材の設置について要請
されたときは業務を実施す
る。

九
州

2014年
2月19日

（一社）九州建設機
械器具リース業
協会大分県支部

中津警察署

災害発生時における
支援に関する協定書

発電機、投光器、仮設トイ
レ、移動式エアコン、仮設
ハウス、レンタカー、その
他指定する物資

災害時に可能な限り優先的
に供給する。

九
州

2012年
8月20日

㈳全国建設機械
器具リース業協
会宮崎県支部

九州管区警
察局
宮崎県情報
通信部

災害時における機械
器具類の供給に関す
る協定

建設機械、資機材 災害時に可能な限り優先的
に供給する。

九
州

2011年
11月25日

（一社）九州建設機
械器具リース業
協会宮崎県支部

宮崎県
口蹄疫等の防疫対策
に関する協定書

防疫作業、埋却作業及び消
毒作業などに必要な資材

指定された場所へ最優先で
配送及び設置する。

九
州

2011年
11月17日

㈳九州建設機械
器具リース業協
会福岡県支部

福岡県

口蹄疫等防疫作業支
援に関する協定

防疫作業、埋却作業及び消
毒作業などに必要な資材

（具体的には投光器、仮設
トイレ、発電機、ユニット
ハウス、テント、タイヤショ
ベル等）

指定された場所へ最優先で
配送及び設置する。

九
州

2011年
10月13日

㈳九州建設機械
器具リース業協
会大分県支部

大分県
中津市

災害時における機材
及び資材の提供に関
する協定書

九
州

2011年
6月23日

（一社）九州建設機
械器具リース業
協会大分県支部

大分県
口蹄疫等の発生時に
おける緊急対応に関
する協定書

防疫作業、埋却作業及び消
毒作業などに必要な資材

指定された場所へ最優先で
配送及び設置する。

沖
縄

2022年
1月12日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
沖縄支部

内閣府沖縄
総 合 事 務
局、（一社）沖
縄県建設業
協会

災害時における建設
資機材の調達等業務
に関する協定

建設機械、資機材 利用可能な建設資機材のレ
ンタル

沖
縄

2014年
4月30日

（一社）日本建設機
械レンタル協会
沖縄支部

沖縄県
那覇市

災害時における資機
材の供給支援に関す
る協定書

油圧ショベル・ダンプト
ラック・ブルドーザー・仮
設トイレ・クレーン付きト
ラック・発電機・ホイルロー
ダー・組み立て仮設ハウス・
水中ポンプ等

避難場所へ設置を必要とす
る資機材等を搬入、設置及
び搬出する。

沖
縄

2013年
3月15日

㈳全縄支部建設
機械器具リース
業協会沖縄支部

沖縄県

家畜伝染病発生時に
おける支援活動に関
する協定書

仮設テント、折椅子、アル
ミベンチ、会議用長テーブ
ル、コードリール、発電機、
仮設トイレ、動力噴霧器、
投光器等

家畜の死体等の運搬等や発
生農場の消毒に関する資機
材の貸し出し。
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● 協会事業

『建設機械レンタル業地域業況調査』はじまる地域景況感をスピーディーにレポート

協会本部では、会員の皆様への各種有益な情報提供の一環として、『地域業況調

査』を始めました。

10月常任理事会にてご議論頂き、スピード感を持ってホットな情報提供をする

ためWEBでの調査としました。第1回目の調査を21年10月に実施し、会員の皆さ

んからの積極的な回答を頂き、11月にはレポートを配信したところであります。

この調査は４半期ごとに調査を継続し、会員の皆さんの営業エリアの肌で感じる

業況を情報提供する事で会員各社様のレンタル業務のお役立ちができるものと思っ

ております。

併せまして、国土交通省が月次で実施しております動態調査から主要なレンタル

機材であります油圧ショベルの稼働率推移と、経済産業省が同じく実施しておりま

す業態調査からレンタル業の売上高推移を参考資料として掲載しております。こち

らは前年の実績もグラフ化しておりますので、業況感と併せて業界の動向を見る事

ができます。

第２回目の調査を22年１月に実施致したところでございます。既に、レポート

を配信しておりますが、足元の業況感が前回に比べ悪化しているエリアが比較的多

く見受けられたところです。コロナ禍でオミクロン株が追い打ちをかけてレンタル

顧客の工事等の延期や減少があったのではと推察されます。

この地域業況調査は、年４回の実施を予定しています。２年目以降は前年対比で

の景況感をお知らせできるようになりますので、建設機械レンタル業界の景況感を

唯一公表できる重要な指標となりますので、会員の皆様のなお一層のご協力をお願

いいたします。



42

建設機械レンタル業地域業況調査報告〈1月〉結果の概要

全国の足元業況は、３か月前のプラス14.6
からプラス8.7ポイントとなった。
都道府県別にみると、まだら模様の状況と
なり、１５の都府県で３か月前より改善。１９
の都府県で「良い」「やや良い」という結
果になった。

全国の業況推移

2021年10月 1月 4月

(

プ
ラ
ス
)

(

マ
イ
ナ
ス
)

3か月前

14.6
足元

8.7

3か月後

-2.5

‐18.0

‐13.0

‐8.0

‐3.0

2.0

7.0

12.0

17.0

良い ：40ポイント以上

やや良い ：10～40ポイント

横ばい ：-10～10ポイント

やや悪い ：-40～-10ポイント

悪い ：-40ポイント以下

建設機械レンタル業地域業況調査報告〈1月〉 地域別

＜地域ブロック詳細＞
東北：⻘森県、岩⼿県、宮城県、秋⽥県、⼭形県、福島県
関東：茨城県、栃⽊県、群⾺県、埼⽟県、千葉県、東京都、神奈川県、⼭梨県、⻑野県
北陸：新潟県、富⼭県、⽯川県、福井県
中部：岐⾩県、静岡県、愛知県、三重県
近畿：滋賀県、京都府、⼤阪府、兵庫県、奈良県、和歌⼭県
中国：⿃取県、島根県、岡⼭県、広島県、⼭⼝県
四国：徳島県、⾹川県、愛媛県、⾼知県
九州：福岡県、佐賀県、⻑崎県、熊本県、⼤分県、宮崎県、⿅児島県

地域ブロック別の業況推移

全国 北海道 東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄

14.6 26.5 16.9 16.2 15.9 14.3 7.5 15.8 -7.7 10.9 14.3

8.7 6.1 -2.2 14.5 -9.1 22.6 5.6 -4.3 0 35.2 -8.3

-2.5 -3 -14.6 3.4 -11.4 3.8 4.2 -17 -13.3 11.1 -8.3

3か月前（前回調査）

足元

3か月後

‐20.0

‐10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
3か⽉前 ⾜元 3か⽉後
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建設機械レンタル業地域業況調査報告〈1月〉都道府県別

都道府県別業況マップ

レンタルの繁忙期である前回調査に比べ足元は悪化したが、１９の府県で
「良い」「やや良い」となり、特に中部、九州エリアは業況良いようだ。
先行きの４月は、例年の工事量減少に伴うレンタル機材の売上げ減を想定
しての結果となった。

良い ：40ポイント以上

やや良い ：10～40ポイント

横ばい ：-10～10ポイント

やや悪い ：-40～-10ポイント

悪い ：-40ポイント以下

土木建設機械の賃貸売上高 ＜経産省動態統計調査＞

９月期までは昨年度と同水準以上で推移していたものの、繁忙期の売上は昨年度比マイナス
となった。業況調査での足元１月の景況感は悪化傾向にあることから、前年並みの弱含みの
売上げを予測せざるを得ない。

＜出典：経産省「特定サービス産業動態統計調査」＞
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ショベル稼働率推移 ＜国交省動態調査＞

レンタル部門の主要な機材である油圧ショベルの稼働率は、繁忙期の１１月に５０％を超え
る高い稼働率となり、昨年実績までに回復した。経産省の売上に比べショベルの稼働率が高
い水準で推移しているので売上げとなる足元は昨年並みに堅調に推移するのではと思われる。

＜出典︓国交省「建設機械器具リース業の動態調査」＞
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● 協会事業

『経営アンケート』にリニューアル

国内のインフラ整備、民間投資等の土木建築工事に使われる建設機械の約７割は

今やレンタルとなり建機レンタル業界は社会的に重要な産業となっています。ま

た、地球温暖化に伴う気候変動の影響で台風災害に加え豪雨災害も頻発するように

なり、災害時の復旧では内閣府をはじめ関係各省庁から多くの支援要請を受け、我々

業界の社会的責任も益々大きくなってきております。

こうした社会的要請に応えるためにも業界の持つポテンシャルを広く社会に公表

する事を目的に郵送による『建設機械レンタル業実態調査』を年１回実施してきた

ところです。

また、日本の生産性が低いと言われる中で急速なDX化の動きや働き方改革が叫

ばれ、ESG、SDG’sと業界を取り巻く環境は激変しています。こうした社会変化に

業界としてどう取り組むか、会員会社の現状をアンケートする事で業界としての課

題を浮き彫りにする目的で、郵送による『流通アンケート』を年１回実施してきた

ところです。

21年度につきましては、既に会員の皆様にはご協力を頂きましたが、いくつか

の改善を致しました。二つの調査をひとつにして『経営アンケート』とした事、保

有機調査を災害支援機材、ICT関連に限定した事、タイムリーな回答をするため

WEBでの調査とした事です。

昨年12月に調査を実施しまして、既に速報として１月理事会で報告し、全会員

の皆様には３月末には最終レポートを発行できる予定でございます。

今回のアンケートでは、業界の抱える問題、解決すべき課題が規模別に明らかに

なってまいりました。協会としてこうした問題点、課題を22年度の委員会活動の

中でひとつでも改善、解決するように努めてまいりたいと考えております。会員の

皆様の『経営アンケート』に対するご理解とご協力をお願いいたします。

速報　経営アンケート自社の経営に生かせる規模別レポート
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２０２１年建設機械レンタル業経営アンケート 調査の概要

調査の方法
メールにてアンケートURLを配信→WEB回答

別途協会より協力依頼メールを配信

調査主体 一般社団法人日本建設機械レンタル協会

調査の対象
日本建設機械レンタル協会会員企業

（企業単位で実施）

実施機関 株式会社日経リサーチ

実施時期 2021年11月25日～12月25日

調査配信数 727 事業所

有効回答数 210 事業所

回 答 率 ２８.9 ％

２０２１年建設機械レンタル業経営アンケート 売上規模別

選択肢 回答数 ％
回答者数 210 100.0%
2億円未満 46 21.9%
2億円以上5億円未満 33 15.7%
5億円以上10億円未満 39 18.6%
10億円以上20億円未満 35 16.7%
20億円以上50億円未満 24 11.4%
50億円以上 33 15.7%

21.9%

15.7%

18.6%

16.7%

11.4%

15.7%

2億円未満 2億円以上5億円未満

5億円以上10億円未満 10億円以上20億円未満

20億円以上50億円未満 50億円以上

5億円以上
20億円未満
35.2％

5億円以上
20億円未満
27.1％

5億円未満
37.6％

選択肢 回答数 ％
回答者数 210 100.0%
5億円未満 79 37.6%
5億円以上20億円未満 74 35.2%
20億円以上 57 27.1%

【売上3分類】

昨年（2020年）の全売上高

速報 抜粋 ２０２１年建設機械レンタル業経営アンケート 調査の概要

調査の方法
メールにてアンケートURLを配信→WEB回答

別途協会より協力依頼メールを配信

調査主体 一般社団法人日本建設機械レンタル協会

調査の対象
日本建設機械レンタル協会会員企業

（企業単位で実施）

実施機関 株式会社日経リサーチ

実施時期 2021年11月25日～12月25日

調査配信数 727 事業所

有効回答数 210 事業所

回 答 率 ２８.9 ％
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２０２１年建設機械レンタル業経営アンケート 売上規模別

売上高5億円未満（79社） 売上高5億円以上20億円未満（74社） 売上高20億円以上（57社）

時間外労働に関する法律順守

２０２１年建設機械レンタル業経営アンケート 売上規模別

売上高5億円未満（79社） 売上高5億円以上20億円未満（74社） 売上高20億円以上（57社）

不足している（懸念される）職種
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２０２１年建設機械レンタル業経営アンケート 前年比較

女性社員の一般職（事務職以外）への登用実績（複数選択）

16.1
13.2

5.3

31.6

3.3

50.3

2.6 3.0

16.2 15.7

9.0

44.8

2.4

40.5

0.0
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

管理職 営業職 整備職 フロント職 配送職 事例なし その他 無回答

2020年調査 2021年調査

２０２１年建設機械レンタル業経営アンケート 前年比較

外国人労働者の採用状況

14.5

8.6

76.0

1.0

15.7

21.9

62.4

0.0
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

採用している 採用を検討している 採用するつもりはない 無回答

2020年調査 2021年調査
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２０２１年建設機械レンタル業経営アンケート 売上規模別

売上高5億円未満（79社） 売上高5億円以上20億円未満（74社） 売上高20億円以上（57社）

今後研修が必要（レベルUPを図りたい）職種

２０２１年建設機械レンタル業経営アンケート 売上規模別

売上高5億円未満（79社） 売上高5億円以上20億円未満（74社） 売上高20億円以上（57社）

建設業の許可の保有状況
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２０２１年建設機械レンタル業経営アンケート 売上規模別

売上高5億円未満（79社） 売上高5億円以上20億円未満（74社） 売上高20億円以上（57社）

災害時の機材支援体制への協力

２０２１年建設機械レンタル業経営アンケート 前年比較

レンタル付帯料の徴収

補償料（サポート料、サービス料） 基本管理料（基本整備
料）

環境負荷低減料（環境サポート料）

17.4

80.6

2.0

18.1

81.0

1.0

徴収している していない 無回答

2020年調査 2021年調査

68.4

30.3

1.3

68.1

31.4

0.5

徴収している していない 無回答

78.6

20.1

1.3

85.7

13.8

0.5
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

徴収している していない 無回答
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２０２１年建設機械レンタル業経営アンケート 調査の結果

機材の保有台数①
＜地域ブロック詳細＞
東北：⻘森県、岩⼿県、宮城県、秋⽥県、⼭形県、福島県
関東：茨城県、栃⽊県、群⾺県、埼⽟県、千葉県、東京都、

神奈川県、⼭梨県、⻑野県
北陸：新潟県、富⼭県、⽯川県、福井県
中部：岐⾩県、静岡県、愛知県、三重県

近畿：滋賀県、京都府、⼤阪府、兵庫県、奈良県、和歌⼭県
中国：⿃取県、島根県、岡⼭県、広島県、⼭⼝県
四国：徳島県、⾹川県、愛媛県、⾼知県
九州：福岡県、佐賀県、⻑崎県、熊本県、⼤分県、宮崎県、⿅児島県

回答数 全国 北海道 東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄

掘削及び積込機
油圧ショベル（クローラ型）平積0.1㎥未満 174 14,131 2,450 953 3,747 729 1,926 1,623 792 896 951 64 
油圧ショベル（クローラ型）平積0.1㎥〜0.25㎥未満 173 33,391 4,370 1,376 10,214 857 8,341 3,284 852 1,512 2,350 235 
油圧ショベル（クローラ型）平積0.25㎥ 166 13,225 2,109 322 4,559 561 2,341 1,538 403 689 588 115 
油圧ショベル（クローラ型）平積0.26㎥〜0.7㎥未満 164 29,312 8,816 1,974 9,350 836 2,902 2,415 795 1,073 1,064 87 
油圧ショベル（クローラ型）平積0.7㎥以上 148 15,034 5,600 262 4,782 456 1,468 1,109 140 611 517 89 
ICT対応型油圧ショベル（クローラ型）平積0.1㎥未満 123 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
ICT対応型油圧ショベル（クローラ型）平積0.1㎥〜0.25㎥未満 124 10 6 0 0 3 0 0 0 0 0 1 
ICT対応型油圧ショベル（クローラ型）平積0.25㎥ 126 36 5 0 19 4 0 0 5 3 0 0 
ICT対応型油圧ショベル（クローラ型）平積0.26㎥〜0.7㎥未満 128 188 24 19 60 14 7 24 21 16 0 3 
ICT対応型油圧ショベル（クローラ型）平積0.7㎥以上 132 279 63 10 90 24 14 32 10 10 26 0 
アタッチメント 平積0.1㎥クラスフォーク 163 1,743 51 112 421 181 161 396 165 127 129 0 
アタッチメント 平積0.4㎥クラスフォーク 154 1,360 130 121 410 172 125 185 102 64 50 1 
アタッチメント 平積0.7㎥クラス未満コンクリートパクラー 130 481 33 23 153 152 0 98 14 8 0 0 
アタッチメント 平積0.7㎥クラス以上コンクリートパクラー 126 248 62 23 30 90 0 31 2 3 7 0 
アタッチメント 平積0.7㎥クラス未満コンクリートクラッシャー 132 876 35 132 262 165 9 202 25 41 5 0 
アタッチメント 平積0.7㎥クラス以上コンクリートクラッシャー 128 374 42 13 146 99 4 55 5 10 0 0 
トラクターショベル（ホイール型）⼭積2.0㎥未満 152 5,763 3,196 210 1,261 525 105 175 151 77 61 2 
トラクターショベル（ホイール型）⼭積2.0㎥以上 128 406 60 0 159 7 110 29 17 19 5 0 

運搬⾞
ダンプトラック積載重量4t未満 166 28,988 2,433 1,175 7,021 1,104 10,090 3,834 960 884 1,389 98 
ダンプトラック積載重量4t以上 150 14,261 3,378 723 2,804 271 4,709 1,297 228 458 392 1 
トラック積載重量4t未満（クレーン装置付き含む） 159 14,619 1,271 179 4,014 621 6,815 735 182 281 502 19 
トラック積載重量4t以上（クレーン装置付き含む） 142 9,436 2,665 160 4,965 56 765 287 157 261 120 0 
不整地運搬⾞（クローラ型）積載重量10t未満 158 5,522 1,538 384 1,302 165 740 490 303 364 216 20 
不整地運搬⾞（クローラ型）積載重量10t以上 131 1,509 1,272 82 68 11 27 29 8 6 6 0 

２０２１年建設機械レンタル業経営アンケート 調査の結果

機材の保有台数③
＜地域ブロック詳細＞
東北：⻘森県、岩⼿県、宮城県、秋⽥県、⼭形県、福島県
関東：茨城県、栃⽊県、群⾺県、埼⽟県、千葉県、東京都、

神奈川県、⼭梨県、⻑野県
北陸：新潟県、富⼭県、⽯川県、福井県
中部：岐⾩県、静岡県、愛知県、三重県

近畿：滋賀県、京都府、⼤阪府、兵庫県、奈良県、和歌⼭県
中国：⿃取県、島根県、岡⼭県、広島県、⼭⼝県
四国：徳島県、⾹川県、愛媛県、⾼知県
九州：福岡県、佐賀県、⻑崎県、熊本県、⼤分県、宮崎県、⿅児島県

回答数 全国 北海道 東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄

クレーン・その他の荷役機械
カニクレーン 135 969 118 12 355 30 335 46 36 22 13 2 
⽔上クレーン 125 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
フォークリフト3t未満 147 4,749 533 59 2,799 71 884 140 95 81 82 5 
フォークリフト3t以上〜5t未満 131 1,225 29 2 979 7 91 22 69 14 12 0 
フォークリフト5t以上 127 145 7 0 87 0 27 1 21 2 0 0 

⾼所作業⾞
⾼所作業⾞（室内系）5〜10m未満 140 56,228 5,501 118 25,391 259 21,252 1,549 436 522 1,156 44 
⾼所作業⾞（室内系）10m以上 130 2,237 817 12 583 0 687 30 50 27 31 0 
⾼所作業⾞（トラックタイプ）5〜10m未満 136 3,049 45 5 1,381 22 1,227 144 80 52 76 17 
⾼所作業⾞（トラックタイプ）10〜20m未満 152 8,685 1,625 73 3,002 108 2,417 836 228 196 177 23 
⾼所作業⾞（トラックタイプ）20m以上 140 2,870 702 8 1,036 17 631 255 100 55 56 10 

軽仮設材
仮設トイレ・⼤⼩兼⽤ 141 42,004 13,347 2,876 1,885 588 13,413 1,950 1,083 3,933 2,319 610 
仮設トイレ・⼩専⽤ 136 16,273 9,215 309 2,955 138 1,724 398 345 678 390 121 

その他
スポットクーラー・各種 151 25,132 1,401 162 11,066 430 9,104 915 926 553 555 20 
気化式冷⾵機・各種 141 5,964 348 14 1,829 71 3,167 190 48 123 172 2 
ジェットヒーター・温⾵ヒーター・ブライトヒーター・各種 161 61,748 29,402 1,451 25,050 610 3,690 730 204 281 330 0 
⽯油ストーブ・各種 151 28,764 4,895 742 11,563 590 6,805 1,126 220 1,152 1,671 0 
移動式エアコン・⼤型エアコン・各種 129 11,074 60 3,179 807 425 5,280 193 25 26 1,079 0 
投光器・バルーン投光器・エンジン搭載型・各種 162 105,210 6,245 2,322 30,432 1,847 53,431 2,367 1,496 3,260 3,645 165 
⽳掘建柱⾞ 124 162 18 0 0 0 0 141 2 1 0 0 
消化⽔のう、ジェットシュータ 124 596 500 0 96 0 0 0 0 0 0 0 
⽔陸両⽤ブル、⽔陸両⽤ショベル、超湿地ショベル 124 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
遠隔操縦式油圧ショベル（クローラ型） 124 12 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 
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● 協会事業

建設機械レンタル管理士資格制度営業社員、営業所長の育成にご活用ください‼

建設機械レンタル管理士資格制度は、2018年10よりスタートし、今年で4年目

を迎え、累計約4700名の受験・受講のお申込みをいただきました。

この資格制は、建設機械レンタル業全般にわたる業務知識、そして管理能力を備

えた人材を育成することを目的として始まり、現在では、資格者が約4000人にま

で達しています。

受講内容も、その時代に即した内容であるべきと考えておりますので、定期的に

内容の入れ替えを行い受験・受講者の皆様に新しい分野の学習も行っていただける

ようにご用意させていただいております。現代社会で必要とされています、SDGs

や情報セキュリティー等の知識を一般常識として学習していただくために、新たに

内容に加えさせていただく予定です。また、2023年より始まります、資格者の更

新時にも、その時代にあった学習内容をご提供させていただく予定としています。

現在、このコロナ禍で、テレワークを実施されている会員企業様も多いかと存じ

ますが、この資格制度は、インターネット上での受講（eラーニング）のみとなりま

すので、場所・時間に縛られることなく学習していただけますので、奮ってご応募

ください。
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● 協会事業

業者登録制度登録業者に優遇施策を発表‼

登録制度は、現在186社の会員企業様にご登録いだたいております。

有用な人材の確保・育成と、信頼される拠点づくりのため、建設機械レンタル管

理士の資格取得を通じ、各本社・営業所を合わせ約2000拠点に建設機械レンタル

管理士を配置していただきました。

　

登録制度にご登録いただきました会員様には、本年度よりいくつかの特典をご用意

させていただきました。

１つ目は、可搬型発電機定期点検済証票（ステッカー）等の販売価格を優遇させてい

ただきます。

２つ目に、現在、人手不足が深刻であると認められた14分野における外国人労働

者の労働が可能となる、特定技能外国人制度です。当協会では受入れ企業の推薦条

件を一定要件を満足している登録業者に限定しております。

３つ目は、日本建機レンタル総合保障制度における、保険料の割引です。

今後、登録制度にご賛同いただいております会員企業様へ向けてよりよい特典を設

けさせていだたく予定としております。
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今や建設現場で使用される機械の70％を担うまでになった、建設機械

レンタル業。こうした状況を背景に、業界の社会的役割のさらなる

拡大と地位向上を目的とした業者登録制度が開始されました。

「建設機械レンタル業者登録制度」は、より有用な人材の確

保・育成のための「建設機械レンタル管理士」の資格

取得とあわせて、安心と信頼をモットーとした業

務をめざす優良業者を認定するものです。

業者登録番号 ： （１）－１２３４５

登録制度登録制度登録制度

※見本のPQマークはサイズ（大）の原寸となります。 ※詳しい内容につきましては、裏面をご確認ください。

一般社団法人 日本建設機械レンタル協会

安心
と信頼のPQマーク

優良業者・安心建機の証

建設機械レンタル業者建設機械レンタル業者建設機械レンタル業者

登録商標第6325543号

「PQマーク」は、優良業者・安心建機の証です ■お問い合わせ、ご用命は下記へお申し付けください

一般社団法人 日本建設機械レンタル協会

〒101-0038 東京都千代田区神田美倉町12-1 MH-KIYAビル 2F
TEL ： 03-3255-0511　E-mail ： info@j-cra.org

※記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

レンタル協会 検 索https://www.j-cra.org

2021.10

建設機械は、通常の建築工事のみならず、大規模再開発や

各種インフラ整備、災害時の復旧・復興事業など、様々な

現場で大きな役割を担っています。レンタル建設機械につ

きましても、建築現場と周辺地域に安心・安全を提供する、

信頼性の高い性能と確かな管理体制が求められます。

建設機械に求められる期待と責任

Ad
m
ini

st
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ion 
                    Developer 

ICT施工

災害対策 施工現場

公共事業

建設現場

安心安全
の

　
     G

eneral Contractor　     Constru
ctio
n e

qu
ipm
en
t r
en
ta
l

登録業者のレンタル建設機械が、
現場の安全と地域の
信頼を構築します。

当協会では、建設機械レンタル業界の認知度の向上と技術のレベル
アップを図るため、独自の業者登録制度並びに優秀な人材育成を目的

とした資格制度を創設いたしました。信頼される業者としての地位確立
のためにも、本制度へのご登録を推奨しております。

建設機械レンタル業者登録制度とは

建設機械器具レンタル業の登録証

「PQマーク」は、優良業者・安心建機の証です

建設機械レンタル管理士認定証

※4要件を全て満たすことで業者登録をすることができます。

業者登録会社の有資格者

機械機器保有状況
(2020年実態調査報告書)

※記載された内容は、2020年12月25日現在の数字です。

※記載された内容は、2021年10月27日現在の数字です。

■サイズ ： （大）W12cm H10cm （小）W6.5cm H5.5cm
※仕様につきましては、登録業者様各社専用ページにてご確認ください。

業者登録番号 ： （１）－１２３４５

登録商標第6325543号

■建設機械レンタル管理士／3,978名
■建設機械レンタル業者登録／186社
■登録会社の営業所数／1,904営業所

■人的要件／営業所に専任の建設機械
　　　　　　レンタル管理士を配備
■財務的要件／自己資本500万円以上
■品質確保要件／有資格整備士の配備
■誠実性要件／反社会勢力の排除

■建設機械整備技能士／7,992名
■可搬型発電機整備技術士／4,816名
■自動車整備士／3,390名

■油圧ショベル／約120,000台
■トラクタショベル／約10,000台
■ダンプトラック／約55,000台
■発電機(可搬型)／約115,000台

業者登録制度の 現 状 業者登録制度の 登 録 要 件

建設技能人材機構
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● 協会事業

可搬形発電機整備技術者資格制度について

【eラーニング、CBT試験方式での受講・受験をスタート！！】

2021年度より、可搬形発電機整備技術者資格をeラーニング、CBT試験方式へ移

行いたしました。

eラーニングはインターネット環境さえご用意いただければ、休憩時間やお休み

のお時間が空いた時などに「24時間・いつでも・どこでも」学習できる点が大き

なメリットです。また、日にちが限定されている会場型とは違って、時間や回数の

制限無く、ご自分のペースで学習できる点も良い点です。

そして、CBT試験はeラーニング受講後、期間内であればご自身のご都合に合わ

せて日にちと時間を選択し試験会場を予約することができます。

 更新、新規の受講の流れは以下のとおりです。

ご不明な点がございましたら、協会本部事務局までお気軽にお問合せください。

また、2021年度の新規講習・試験、更新講習の受講状況は以下のとおりです。
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【2022年 改訂版テキストが完成しました】

2022年度より、「可搬形発電機整備技術者テキスト」を改訂いたしました。

また、これまで技術編・法令編・更新テキストの3冊に亘っていた内容をまとめ、

改定内容については、発電機メーカー、レンタル会社等の関係者に多大なるご協力

を頂き可搬形発電機のレンタルに関する関係法令を含め「電気の知識」、「原動機」、

「保守・点検」、「整備」、「接地工事」等のカテゴリーについて必要事項を概説して

います。

 

当協会で認定する可搬形発電機整備技術者は、主として建設工事等に使用される

可搬形発電機の品質、性能、安全性の確保の

ため、当協会が定める基準に基づき保守、点

検、整備管理の業務に従事する者の資格及び

任務について統一した技能の向上を図る事を

目的としております。関係諸法令に定められ

た技術基準により保守整備業務を適切に実施

し可搬形発電機の性能・安全性の確保にご配

慮いだくようお願いいたします。

本書が可搬形発電機の運用に携わる技術者

はもちろん、その他関連技術者の方々の自己

研鑽のために大いに活用される事を期待いた

します。
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● 協会事業

可搬形発電機定期点検済証票等 頒布状況2022年度から発注がWEBに移行

2022年度分より、可搬形発電機定期点検済証票（以下、可発ステッカー）と定期

点検記録表（以下、記録表）の販売方法を受発注システムCO-NECT（コネクト）を通

じたWEB上での販売方法へ移行いたしました。ご購入までの流れについては、下

記のとおりです。

既にコネクト上でアカウントを作成し、ご注文をいただいた会員様につきまして

は、2回目以降のご購入の際はコネクトトップページへアクセスいただき、ログイ

ン→「発注する」の順に進めてください。

当協会ホームページ【可搬形発電機定期点検済証票について】→受発注システム

CO-NECT（アカウントをお持ちの場合はこちらから）の順でもアクセスできます。

会員の皆様からのご協力の下、順調にスタートしたところですが、とくに2021

年中にご購入いただいた会員の皆様におかれては、発送時期が年末年始の繁忙期と
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重なったために、ステッカー等の到着までに通常よりもお時間をいただきました。

この場をお借りして、お詫び申し上げます。

来年度（2023年度）分の販売では、よりスムーズなお届けができるよう、発送方

法等についてさらに検討を進める

方針です。現在の頒布状況につい

ては、下記のとおりです。会員の

皆様には、引き続き何卒ご協力の

程、よろしくお願いいたします。

 

また、「可発ステッカー普及ポスター」もコネクト上でご購入可能となりました。

是非、安心できる発電機の証として可発ステッカーの普及促進にご協力くださいま

す様、お願いいたします。

ご不明な点がございましたら、協会本部事務局までお気軽にお問合せください。

可発ステッカー普及ポスター
（税込み 330円）

※別途送料を頂戴いたします。

可発ステッカー
（枚）

定期点検記録表（A）
（冊）

定期点検記録表（B）
（冊）
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● 協会事業

2022年度は新たに原動機、油圧装置のメニューを追加予定

【WEB講習会について】

教育研修委員会教育部会において2021年度から会員様への有益なサービスを提

供するため、WEB講習を企画し運用を開始しました。コロナウィルス感染症の世

界的な感染拡大で生活様式も業務形態も様変わりしている現状で、協会としても大

変有意義な取り組みであると認識しています。

初年度のメニューは「発電機の基礎知識」として入社１年目から３年目のサービ

スマンの方を対象に「電気①」、「電気②」と２つのメニューを用意しました。北越

工業株式会社様、やまびこジャパン株式会社様、デンヨー株式会社様の３社に多大

なご協力を得て研修資料を作成し、講師もお引き受けいただいております。なお

2022年度には「原動機」、「油圧装置」についての研修メニューの追加を検討して

おります、今後も会員の皆様のご要望に応えられるような制度にして参りたいと思

います。WEB講習の申し込みはHPから行えますので是非ご活用いただきますよう

お願いします、2021年度の実施状況、今後のスケジュールについては別表に掲載

いたしますので参考にしてください。

【リーダー育成研修会】

2021年度はコロナウイルス感染症の蔓延により上半期の研修は中止とさせてい

ただきました、11月より研修実施可能の通知をさせていただきましたが今年度は

別表の通りの実施状況となりました。今後はWEB講習との併用もご検討いただき

有効に本制度をご活用いただきたいと思います。

【建設機械整備技能士事前講習】

建設機械整備技能士検定の事前講習については中央職業能力開発協会にて予定ど

おり試験が実施されるという事もあり、別表実績通年で運用いたしました。本資格

は建設機械レンタル業を営むうえで非常に重要な資格です、今後とも各支部におか

れては積極的に実施を検討されるようお願い致します。

～教育部会WEB講習スタート～
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WEB講習受講状況� （2022年１月28日時点）

受講予定者 受講者
受講日 午前 午後 総計 午前 午後 総計

電気１

10月26日 50 32 82 36 25 61 74%
10月27日 52 50 102 38 38 76 75%
11月9日 40 40 37 37 93%
11月10日 50 50 100 37 47 84 84%
12月7日 24 24 17 17 71%
12月8日 50 47 97 35 38 73 75%
1月18日 33 33 21 21 64%
2月8日 22 22 0 0%

電気２

11月24日 51 50 101 37 39 76 75%
11月25日 50 50 33 33 66%
12月22日 50 50 100 34 32 66 66%
12月23日 37 37 32 32 86%
1月26日 44 44 30 30 68%
1月27日 27 27 13 13 48%
2月24日 41 41 0 0%
3月8日 14 14 0 0%

総計 635 279 914 400 219 619

WEB支部別受講状況� （2022年１月28日時点）

受講予定者数 受講者数
支部名 電気１ 電気２ 総計 電気１ 電気２ 総計
北海道 30 24 54 21 16 37
青森 8 6 14 2 3 5
秋田 2 1 3 1 0 1
岩手 3 6 9 1 5 6
宮城 8 5 13 6 2 8
山形 6 1 7 4 0 4
福島 8 7 15 4 6 10
新潟 11 8 19 5 5 10
群馬 5 3 8 3 0 3
栃木 7 6 13 6 4 10
東京 66 50 116 35 31 66
神奈川 25 24 49 18 9 27
長野 17 7 24 9 2 11
静岡 24 27 51 5 11 16
中部 53 43 96 31 31 62
北陸 35 29 64 17 7 24
滋賀 2 2 1 0 1
京都 5 3 8 4 2 6
大阪 14 20 34 12 3 15
兵庫 4 4 8 1 3 4
中国 31 28 59 19 23 42
四国 17 18 35 9 5 14
九州 100 81 181 56 43 99
沖縄 6 4 10 3 1 4

支部不明 13 9 22 96 38 134
総計 500 414 914 369 250 619
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2022年度WEB講習スケジュール� 2021年12月８日

2021年度 2022年度
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

発電機の基礎知識
電気①・②
原動機

受講者募集
web講習（電気①）
web講習（電気②）
受講者募集(予定)
web講習（原動機）予定

（仮称）油圧装置の
基礎知識WEB講習
①・②・③

受講者募集(予定)
web講習①予定
web講習②予定
web講習③予定

2021年度　リーダー育成研修会　開催状況� 2021年12月８日現在

支部名 人数 日程 講演テーマ 講師

1 東京 110 2021/11/9 若手社員が辞めない職場づくり 三宅哲之氏　
フリーエージェントインク㈱代表取締役

2 滋賀 40 2021/12/3 知的財産を経営に活かす 一般社団法人滋賀県発明協会　講師

3 和歌山 30 2021/11/19 建設ICTについて 山田真樹氏
㈱キナン�ICT事業部長　

2021年度　建設機械整備技能士事前講習会　開催状況� 2021年12月８日現在

支部名
実　技

人数 日程 級 担当講師

1 宮城 45 2021/6/12～13 1級、2級 花壇自動車整備大学校�小野寺氏、コマツ　
菅原氏�他　５名

2 静岡 14 2021/7/10 1級、2級 ㈱田澤建機田澤氏他５名
3 北陸 27 2021/6/8～10 2級 ㈱クボタ　�他
4 中国 46 2021/5/21～23 2級 ㈱クボタ　瀬古貴司　様　�他

支部名
学　科

人数 日程 級 担当講師
1 神奈川 24 2021/7/29～30 2級 住友建機販売㈱
2 九州 17 2021/8/7 2級 ヤンマー建機㈱２名
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● 協会事業

⽇本建設機械レンタル協会正会員専⽤保険制度

⽇本建機レンタル総合補償制度の案内
当保険は⽇本建設機械レンタル協会員（正会員）のみがご加⼊できる制度です。

POINT① 団体商品のスケールメリットを活かした⼤型補償に加え、保険料は割安

POINT② 年中いつでも加⼊することが可能

POINT③ 保険料は全額損⾦処理が可能
※今後法改正となり変更となる場合があります。実際の税務処理については税理⼠にご相談ください。

POINT④ ⽇本建設機械レンタル協会取扱代理店による徹底したフォローが受けられます。

＜お問合せは本制度取扱幹事代理店まで＞
有限会社ゼンケン

〒101-0047 東京都千代⽥区内神⽥1-18-11 東京ロイヤルプラザ620
TEL 03-6811-7413 / FAX 03-6811-7414（受付時間︓平⽇午前9時から午後5時まで）

【引受保険会社】 損害保険ジャパン株式会社 営業開発部第⼀課
〒160-8338 東京都新宿区⻄新宿1-26-1

TEL 03-3349-3322 / FAX 03-6388-0155（受付時間︓平⽇午前9時から午後5時まで）
※この記事は概要を説明したものです。 SJ21-15068 2022/2/10

まずはお⾒積りだけでもお気軽にお問合せ下さい︕
>> 協会HPからパンフレットや⾒積依頼書など確認できます。 <<

下記4つのメニューより貴社のニーズにあわせ
必要な補償を選択し加⼊することが可能です。

⽇本建設機械レンタル協会正会員専⽤保険制度

⽇本建機レンタル総合補償制度の案内
当保険は⽇本建設機械レンタル協会員（正会員）のみがご加⼊できる制度です。

POINT① 団体商品のスケールメリットを活かした⼤型補償に加え、保険料は割安

POINT② 年中いつでも加⼊することが可能

POINT③ 保険料は全額損⾦処理が可能
※今後法改正となり変更となる場合があります。実際の税務処理については税理⼠にご相談ください。

POINT④ ⽇本建設機械レンタル協会取扱代理店による徹底したフォローが受けられます。

＜お問合せは本制度取扱幹事代理店まで＞
有限会社ゼンケン

〒101-0047 東京都千代⽥区内神⽥1-18-11 東京ロイヤルプラザ620
TEL 03-6811-7413 / FAX 03-6811-7414（受付時間︓平⽇午前9時から午後5時まで）

【引受保険会社】 損害保険ジャパン株式会社 営業開発部第⼀課
〒160-8338 東京都新宿区⻄新宿1-26-1

TEL 03-3349-3322 / FAX 03-6388-0155（受付時間︓平⽇午前9時から午後5時まで）
※この記事は概要を説明したものです。 SJ21-15068 2022/2/10

まずはお⾒積りだけでもお気軽にお問合せ下さい︕
>> 協会HPからパンフレットや⾒積依頼書など確認できます。 <<

下記4つのメニューより貴社のニーズにあわせ
必要な補償を選択し加⼊することが可能です。

⽇本建設機械レンタル協会正会員専⽤保険制度

⽇本建機レンタル総合補償制度の案内
当保険は⽇本建設機械レンタル協会員（正会員）のみがご加⼊できる制度です。

POINT① 団体商品のスケールメリットを活かした⼤型補償に加え、保険料は割安

POINT② 年中いつでも加⼊することが可能

POINT③ 保険料は全額損⾦処理が可能
※今後法改正となり変更となる場合があります。実際の税務処理については税理⼠にご相談ください。

POINT④ ⽇本建設機械レンタル協会取扱代理店による徹底したフォローが受けられます。

＜お問合せは本制度取扱幹事代理店まで＞
有限会社ゼンケン

〒101-0047 東京都千代⽥区内神⽥1-18-11 東京ロイヤルプラザ620
TEL 03-6811-7413 / FAX 03-6811-7414（受付時間︓平⽇午前9時から午後5時まで）

【引受保険会社】 損害保険ジャパン株式会社 営業開発部第⼀課
〒160-8338 東京都新宿区⻄新宿1-26-1

TEL 03-3349-3322 / FAX 03-6388-0155（受付時間︓平⽇午前9時から午後5時まで）
※この記事は概要を説明したものです。 SJ21-15068 2022/2/10

まずはお⾒積りだけでもお気軽にお問合せ下さい︕
>> 協会HPからパンフレットや⾒積依頼書など確認できます。 <<

下記4つのメニューより貴社のニーズにあわせ
必要な補償を選択し加⼊することが可能です。

日本建機レンタル総合補償制度について



6363

● 協会事業

日本建機レンタル企業年金基金についてのご案内

日本建機レンタル企業年金基金は、一般社団法人日本建設機械レンタル協会を母

体とし、国の年金以上の給付を受けられることを目的に設立されました。

一般社団法人日本建設機械レンタル協会会員社の方は、加入できます。

私たちが加入する年金制度
会社にお勤めの皆さんは「厚生年金保険」という国の年金制度に加入します。
「厚生年金保険」を通じて「国民年金」にも加入することとなります。

加えて「日本建設機械レンタル企業年金基金」に加入することにより、
より豊かな老後生活を迎えられるために、国の年金とは別に独自に給付します。

「日本建設機械レンタル企業年金基金」は２つの年金制度
①確定給付年金（DB制度）：下図では第1DBと表示
②確定拠出年金（DC制度）：既に会社独自でDC制度を実施されている場合は第2DBを採用
を導入しています。

日本建設機械レンタル企業年金 独自の年金制度
第1DB DCまたは第2DB

厚生年金保険 民間企業で働く人のための
国の年金制度

国民年金 日本に住む全ての人のため
の国の年金制度

企業年金基金の制度概要
（1）確定拠出年金（第 1DB）

加入時期 入社日の翌月 1日加入
喪失時期 退職日または 65歳到達日
給付額 平均給与×加入期間に応じた支給率　　※給与：標準報酬月額

納付時期
60歳未満退職は 60歳時、60歳以上退職は退職時より支給
一時金給付は退職時　※ 65歳で退職となるが、在籍中の場合退職時まで繰
下げ可能（退職所得控除適用）

支給期間 5年、10 年、15 年、20 年の選択性の確定拠出年金　※支給期間に応じ、
年金給付額が変わる

（2）確定給付年金（第 2DB）：確定拠出年金をすでに採用している場合のみ
（「給付額」以外は（1）確定給付年金と同じ）

給付額 元利合計給付（利率は年 2.0％）　※確定拠出年金は利率変動のある元利合計
とみなせるため平仄を合わせた設計
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（3）確定拠出年金（DC）
（「給付額」「納付時期」「支給期間」以外は（1）確定給付年金と同じ）

給付額 本人が選択した商品により変動（利率変動のある元利合計）

納付時期
60歳未満退職は 60歳時、60歳以上退職は退職時より支給
一時金給付も退職時　※ 65歳で退職となるが、在籍中の場合退職時まで繰
下げ可能（退職所得控除適用）

支給期間 5年、10 年、15 年、20 年の選択性の確定拠出年金　※生命保険の商品は
終身給付あり

モデル給付額
加入年齢22歳　平均標準報酬月額65歳退職で320,000円
年金か一時金いずれかを選択します（死亡した場合、残存期間分を一時金支給）（単位：円）

確定給付年金（DB） 確定拠出年金（DB）
一時金を選択 1,699,000 2,255,000
年金を選択 年金額 年金月額 総受取額 年金額 年金月額 総受取額
支給期間５年

を選択 357,500 29,792 1,787,500 474,500 39,542 2,372,500

支給期間10年
を選択 187,600 15,633 1,876,000 249,000 20,750 2,490,000

支給期間15年
を選択 131,200 10,933 1,968,000 174,100 14,508 2,611,500

支給期間20年
を選択 103,100 8,592 2,062,000 136,800 11,400 2,736,000

（参考） 年金額 年金月額
国民年金 741,900 61,800 生存中のみ支給

厚生年金保険 905,100 75,425 生存中のみ支給

掛金率（全額会社負担）
標準報酬月額に対し

確定給付年金（DB） 0.8%
確定拠出年金（DC） 0.9%

注１）DC導入先は第2DBとなるが、その掛金率は0.9%
注２）厚生年金保険と異なり、賞与からは徴収しない

企業年金基金(DB)の財政状況　令和２年決算（令和３年３月末）は下図のとおり。

純資産 147億円
数理債務 104億円
剰余金 43億円

令和３年３月末において、理論的に必要な資産額(数理債務)104億円に対し、147億円の
資産を有し43億円の剰余金となっている。
参考：剰余金の効果
43÷104＝41％の剰余金は、運用利回りを1.5%としているため、
１）運用利回り0%が27年間続いたとしても不足とならない。
２）運用利回りが1.1%を維持できれば、剰余金は維持できる。
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企業年金基金加入のメリット
事業主にとって･･･
●退職金の平準化（退職金の内枠とした場合）※位置づけは会社の自由
●退職金の保全措置が免除
●税制面で優遇（全額損金算入）
●人材の確保と企業の活性化（イメージアップ等）
●福利厚生をバックアップ（基金独自の事業）

従業員にとって･･･
●手厚い年金（掛金負担なし）
●�基金独自の年金支給（加入10年以上でライフスタイルに合わせ５年、10年、15年、
20年、一時金から選択できる。３年以上は一時金）

●遺族一時金の支給：残存期間分は遺族一時金として支給
●�福祉事業の利用� �
（結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金、年金相談、広報誌の配布）

連絡・問合せ先  日本建設機械レンタル企業年金基金  事務局  山口  まで

TEL��03-3249-3871��FAX��03-3249-2801
メール��nkr@saegreen.ocn.ne.jp
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● 本部からのお知らせ

協会支部のブロック化について

本年１月19日（水）に開催された当協会理事会において、『支部ブロック化』につ

いて議論され、右手資料の内容にあります全国10ブロック化、事務局運営の効率

化等基本的な方針が示されました。下記は、会員の皆様への周知のため、各支部を

通じ、会員各位に宛てたお知らせ文書と説明資料となります。

会員各位

一般社団法人　日本建設機械レンタル協会

会長　角口　賀敏　　

協会支部のブロック化について「お知らせ」

謹啓

平素より、当協会活動へのご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。皆様

ご承知のとおり2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、緊急

事態宣言、まん延防止措置が次々と発令され全国的に大きな制限を受けておりま

す。各支部におかれましても活動に大変なご苦労をされているとは思いますが協会

一丸となってこの難局を乗り越えて参りましょう。

さて、2014年組織活性化委員会で協会ブロック化の方向性が示され取り組みを

進めて参りましたが、未だに全国的な整備が完了しておりません。このような現状

をふまえて去る1月19日の理事会においてブロック化完了についての議論を開始い

たしました。ブロック化を果たし対外的に発展的な団結を示すことは協会にとって

大きな意義があると考えております。会員の皆様には何卒ご理解を賜りますようよ

ろしくお願い致します。

尚、理事会等で審議されましたブロック化の経緯については、ホームページ及び

各支部からご報告させていただきます。

敬白
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● 本部からのお知らせ

現在、協会本部では*DX（デジタルトランスフォーメーション）の取り組みを進め

ております。この取り組みは、生産性の向上・業務効率化を実現するものとして、

有効と考えております。なお、2022年1月～施行された「電子計算機を使用して作

成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」（電帳法）の改正に対応

したシステムを用いたペーパーレス化・電子化を進めております。

＊具体的な取り組み

・�会計管理クラウドシステムの活用� �
→請求書発行クラウドシステム及び請求書受領クラウドシステムの導入

・キャッシュレス化→コーポレートカードの導入

・�オンラインバンキングツールの導入→インターネットバンキングを利用した銀
行振込

・オンライン会議システム→WEB会議、�WEB講習会等での活用

・リモートワーク対応→遠隔操作ツールの導入

・電子商取引ECサイトの活用→�可発定期点検済証票等のネット販売� �
（WEB受発注システムの導入）

・会員への一斉メールの配信

* �DX（デジタルトランスフォーメーション／ Digital�Transformation）とは、端
的に説明すると「デジタル技術による（生活やビジネスの）変革」のこと

※�なお、今回の電帳法改正にあっては、2021年末に下記のように2年猶予が与え
られることになりました。

電帳法改正についての詳細は、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）を

ご参照ください。

出典：国税庁 PDF「電子帳簿保存法が改正されました」より

協会本部の業務におけるDX化の取り組みについて
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● 本部からのお知らせ

平素は当協会事業にご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、誠に

恐縮ですが、当協会JCRAスーパーオークション事業につきまして、諸般の事情に

より、2021年12月31日をもちまして終了となりましたので、お知らせいたします。

長年にわたるご愛顧に対し、あらためて感謝申し上げますとともにご迷惑をお掛

けいたしますこと深くお詫び申し上げます。諸事情ご賢察の上、何卒ご了承頂きま

すよう、宜しくお願い申し上げます。

資格取得のための年間スケジュール

2022年度資格取得受講受験予定表

資格名 種別 受験受講期間

建設機械レンタル管理士
【新規】

申込み 通年受付

受験受講 受付後６か月間

可搬形発電機整備技術者
【新規】

申込み ２／１～３／３０

受講受験 ２／１～７／３０

可搬形発電機整備技術者
【更新】

申込み ４／１～５／３０

受講 ４／１～７／３０

JCRAスーパーオークション事業終了のお知らせ
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● 本部からのお知らせ

国土交通省道路局道路交通管理課長より当協会あてに、「道路法等の一部を改正

する法律」（令和２年法律第31号）により新たな特殊車輛通行制度が創設され令和４

年４月１日より施行される旨連絡がありましたのでお知らせいたします。

 

国 道 交 第 6 8 号 

令和 ４ 年 ２月 ８日 

一般社団法人 日本建設機械レンタル協会 

会長 角口 賀敏 様  

 

 国土交通省道路局  

道路交通管理課長 

（公 印 省 略） 

 

物流生産性の向上のための特殊車両の新たな通行制度の創設および 

大型車両の通行適正化に向けた法令遵守及び安全運送の確保に向けた取組について 

 

 

平素は、道路行政の推進にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

さて、令和 2年 5月 27日に公布された「道路法等の一部を改正する法律」（令和 2

年法律第 31 号）により、寸法、重量等に係る一定の限度を超える車両（限度超過車

両）を通行させようとする者が、あらかじめ国の登録を受けた車両（登録車両）につ

いて、従来の許可申請手続に代えて、通行が可能な経路をオンラインで即時に確認し、

通行できる制度が新たに創設され、令和４年４月１日に施行されます。 

新たな通行確認制度では、過積載等の違反の防止の観点から、道路法に基づき、運

送事業者が乗務記録、送り状等の登録車両に積載する貨物の重量を記録し保存してお

く義務があります。荷主関係団体におかれましては、運送事業者が法令を遵守できる

よう、運送事業者に積載する貨物の重量を連絡する旨、会員企業に周知いただきます

ようお願いいたします。 

また、昨今、道路の老朽化対策が喫緊の課題となっている中で、依然として違法走

行車両が約３割に上る状況であり、大型車両の通行に係る法令遵守及び安全運送の確

保に向けた取組を確実に講じていくことが極めて重要です。関係団体におかれまして

は、法令を遵守し、運送事業者に対して、過積載等の法令違反となるような要求はし

ないなど、安全運送に必要な対策を講ずる旨、会員企業に周知いただきますようお願

いいたします。 

関係省令記事
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新たな特殊車両通行制度について

国土交通省 道路局 道路交通管理課

令和４年２月

○ 一定の重量・寸法（一般的制限値）を超える車両が道路を通行する場合、
トラック事業者は道路法に基づく特車通行許可を受ける必要

○ 道路管理者は、道路と車両の物理的関係を審査し、道路の構造の保全及び交通
の危険の防止上、必要な条件を付して通行許可

高さ ３．８ｍ
※指定道路４．１ｍ

長さ １２ｍ
幅 ２．５ｍ

最小回転半径１２ｍ

総重量 ２０ｔ ※指定道路２５ｔ
（車両自重＋積載物重量＋乗員）

軸重１０ｔ

輪荷重５ｔ輪荷重５ｔ

（隣り合う車軸の
軸の距離により）
２軸の軸重合計
１８ｔ～２０ｔ

特殊車両の範囲（イメージ）

重量

特車基準下限値

特車許可
基準

軽い

重い

※ 一般的制限値を一つでも超える車両は、道路管理者の
通行許可が必要 寸法小さい 大きい

＜許可必要＞

＜許可不要＞

＜通行不可＞

例：トラック

例：建設機械類

例：コンテナ車

例：ポールトレーラ

特殊車両

一般的
制限値

一般的
制限値

特車許可
基準

例：乗用車

一般的制限値

特車通行許可制度の概要
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代表的な特殊車両

タタンンクク型型

ココンンテテナナ型型 ススタタンンシショョンン型型

自自動動車車運運搬搬用用
フフルルトトレレーーララ

建建設設機機械械類類

ああおおりり型型

海海上上ココンンテテナナ

重重セセミミ

ダダブブルルスス

ポポーールルトトレレーーララ

トトララッックク（（単単車車））船船底底型型

ババンン型型

幌幌枠枠型型

特殊車両通行許可件数、審査日数の推移

〇特殊車両通行許可件数については、ドライバー不足等に伴う車両の大型化の進展により、許可件数が増加
〇申請件数の増加に伴い、審査日数が長期化する中、迅速化の取組により一定程度短縮したが、更なる短縮は
困難な状況

■ 許可件数の推移 ■ 審査日数の推移
（年度）

0

10

20

30

40

50

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2

許
可
件
数
（
万
件
）

（年度）

45

39

32
30

28
25

27

48
50

0

10

20

30

40

50

60

直近21.2日
（R3.3）

最大55.6日
（H30.1）

R2R元

（年度）

H24 H25 H26 H27 H28 H29

平
均
審
査
日
数
（
日
）

H30

3
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ウェブ上に表示される複数の通行可能経路（イメージ）

○デジタル化の推進により、登録を受けた特殊車両が即時に通行できる制度を創設
◆事業者は、あらかじめ、特殊車両を国土交通大臣に登録
◆事業者は、発着地・貨物重量を入力してウェブ上で通行可能経路を確認
◆国土交通大臣は、ＥＴＣ2.0を通じて実際に通行した経路等を把握
◆国土交通大臣は、登録等の事務を一定の要件を満たす法人に行わせることができる

物流生産性の向上のための特殊車両の新たな通行制度の創設 【道路法、道路特措法】

○ 大型車による物流需要の増大に伴い、特殊車両の通行許可手続の長期化など事業者負担が増大

し、生産性が低下

背景・必要性

（過積載等の法令違反も依然として散見）

法律の概要

令和２年５月２７日公布
令和４年４月 １日施行

道路法等の一部を改正する法律（概要）

4

実実
際際
のの

通通
行行

行行
政政
のの
手手
続続

通通
行行
時時/

通通
行行
後後

事事
業業
者者
のの
手手
続続

物流生産性の向上のための特殊車両の新たな通行制度の創設について

デジタル化の推進による新たな特殊車両通行制度の導入

申 請
（１経路毎）

許 可 （申請した１経路のみ）

通行可能な経路を回答 （ウェブ上で即時に地図表示）

車両の登録
（１回のみ）

経路の検索 （確認請求）
（ウェブでいつでも検索可能）

審 査 協 議（地方公共団体）

決裁・許可証発行

通 行
（許可を受けた１経路を通行可）

通 行
（回答を受けた経路を通行可）

経路車両情報 重量

申請内容

入力情報

車両情報

入力情報

発着地 重量

ETC2.0
重量の

把握方法

発着地

約
30
日

即
時

※国土交通大臣は、登録等の事務を一定の要件を満たす法人に行わせることが可能

情報が電子データ化された道路について国が一元的に処理

WIM（自動計測装置）による取締り

導導入入すするる新新制制度度

・ETC2.0を活用した経路確認
・運送依頼書等による重量確認

取締基地における取締り

※手作業

現現行行（（許許可可））制制度度

特特殊殊車車両両のの通通行行手手続続

経路

・取締基地における取締り
・WIMによる取締り

（Ｒ
元
年
度
）

道道路路法法等等のの一一部部をを改改正正すするる法法律律（（令令和和２２年年法法律律第第3311号号））にによよりり創創設設

（（公公布布：：令令和和２２年年５５月月２２７７日日 施施行行：：令令和和４４年年４４月月１１日日））

5
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確確認認方方法法 内内 容容 基基本本的的なな検検索索 追追加加的的なな検検索索（（手手数数料料はは別別途途））

経経路路検検索索

○出発地から目的地までの
主主経経路路 と 代代替替経経路路
（それぞれ双方向）を確認

〇主経路・代替経路をつなぐ渡渡
りり線線（双方向）もあわせて確認

ママッッププ検検索索
（（都都道道府府県県単単

位位））

○ 出発地、目的地を含む都都道道
府府県県内内のの道道路路網網を確認

通行可能経路の確認方法について

通行可能経路の確認方法は、①経路検索 と ②マップ検索（都道府県単位） があり、
利用者の通行形態に応じて選択可能。
さらに、一度確認した通行可能経路に追加して、経路を確認することも可能。

＜主経路＞

＜代替経路＞
出
発
地

目
的
地

＜渡り線＞

※ いずれも一年間有効とし、中間部分（ラストマイル以外）は、主要道路（重要物流道路・大型車誘導区間）を確認

出発地

目的地

＜一の都道府県の区域
＞

＜主経路＞

＜代替経路＞
出
発
地

目
的
地

新たな目的地

＜渡り線＞

＜追加経路＞

新たな目的
地出発地

目的地

＜一の都道府県の区域
＞

＜追加経路＞

※

※
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申請１件（１台）につき ５，０００円 （５年間有効）

登録の手数料

確認の手数料

確認１件につき ６００円

※２地点間の主経路及び代替経路（渡り線含む）（双方向）を同時に確認。

〇申請者の多様なニーズに対応するため、検索範囲を限定した確認方法にも対応

【検索範囲を都道府県内に限定して確認する場合】

確認１件につき ４００円 （１都道府県あたり）

※都道府県内の主要道路すべてを一括して検索・確認。
※連接する都道府県を同時に確認する場合、5県目からは300円/県、15県目からは200円/県）

【一度確認した経路に追加して経路を確認する場合】 （※目的地や経由地の追加等を想定）

確認１件につき １００円 （経路延長10kmまで）
※延長が10kmを超える場合は、10kmごとに100円

（主要道路＝重要物流道路・大型車誘導区間）

新たな確認制度の手数料について

7
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特殊車両通行制度の比較

現行許可制度

〇審査に時間がかかる
［申請から許可まで約３０日※］

〇申請手続きが煩雑
［申請者が経路を細かく指定］
［申請の都度、車両諸元を入力］

〇許可経路が固定的
［１経路（片方向）ごとに許可］

〇すべての道路、すべての車両に対応

許可の手数料
１経路につき ２００円

（道路管理者が複数にまたがる場合）

新たな確認制度

〇早早いい
［オンラインシステムで即時に確認］

〇簡簡単単
［システムが自動的に経路を検索］
［車両登録は初めの一回だけ］

〇便便利利
［複数経路（双方向）を一度に確認］

〇情報が電子データ化された道路、登録
基準値内の重量・寸法の車両に対応

確認の手数料
１確認につき ６００円

（基本検索の場合。別途、登録手数料が必要）

※道路事情に応じて柔軟な経路選択を可能に

新たな確認制度は、現行許可制度と比較して、使使いい勝勝手手がが良良いい（（早早いい､､簡簡単単、、便便利利）） 手手続続きき となっている。
現行許可制度 １経路 ２００円 ⇒ 新たな確認制度 １件 （主経路・代替路・渡り線） ６００円

※令和元年度実績

8

【積載する貨物の重量記録保存方法】
手続省令15条では、貨物積載車両の場合には、以下を明らかにできる書類を通行させた日から
1年間保存するとされている。
• 積載する貨物の重量
• 貨物の積卸しの日時・場所

【「積載する貨物の重量に係る記録」に係る書類】
以下の①～④のいずれかの書類。
① 乗務記録（積載貨物重量、積卸しの日時・場所が記載されているもの）
② 送り状（積載貨物重量、積卸しの日時・場所が記載されているもの）
③ ①・②に類する書類（積載貨物重量、積卸しの日時・場所が記録されているもの）
④ 積卸し時における重量測定結果（総重量及び測定日時が記録されているもの）

※積載貨物重量については、重量の値が記載されていなくても、重量を確認できる情報（重量の換算が可能な貨物の内
容と量(例えば、石油○リットル、単位重量及び長さが明らかな鋼材○本、型式が明らかな自動車○台など)でも可。）

○ 新たな通行確認制度では、過積載等の違反の防止の観点から、道路法に基づき、運送
事業者には、乗務記録、送り状等、積載貨物重量の記録及び保存が義務づけられており
ます。
○ 荷主におかれては、運送事業者への運送依頼時に積載貨物重量の連絡をお願いいたし
ます。

9

荷主から運送事業者への積載貨物重量の連絡のお願い
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Letters From The Branch
支 部 だ よ り

◉ 北海道支部 北海道支部長　倉内　広昭

平素は、北海道支部の活動にご理解・ご協力いただきまして、深く感謝申し上げ

ます。

北海道支部は創立50周年を迎えまして、この度、記念行事を開催しましたので、

ご紹介いたします。

昭和45年４月道央地区を中心に「札幌建設機械リース業協会」として発足致し

ており、翌年には「旭川・帯広・北見地区」の参加を得て「北海道建設機械リース

業協会」と発展的に改称し、同時に「全国建設機械リース業連合会 北海道支部」

として、全国５番目の入会を果し、中央との結束を深めながらその一翼を担って参

りました。

現在迄の50年のあいだには多種多様な出来事や問題・課題などがあり、更には

厳しい市場環境の中「業界発展と地位向上」「会員相互の連携強化」にご尽力され、

現在の基礎を築いてこられた諸先輩各位ならびに会員各位の努力に謹んで敬意を表

わす次第です。

創立50周年の大きな節目にあたり、令和２年９月に盛大に記念式典と祝賀会を

開催する予定でありましたが、新型コロナウイルス

感染症拡大を受け、収束の改善が図られないことも

あり、一年程度の延期を決定致しました。しかしな

がら翌年 令和３年に入ってからも感染症の拡大が

全国各地に広がり、状況は悪化の一途を辿っており、
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８月には記念式典実行委員会として皆様の安全を最優先に考え、開催を中止とさせ

て頂く決断を致しました。

しかし、創立50周年の大きな節目にあたり、これまでの永きに渡り協会の発展

を支え、ご協力を頂いた方々へ感謝の意を表したく表彰式を挙行することと致しま

した。令和３年10月20日に札幌パークホテルにて、表彰受賞者および支部役員の

合計39名の皆様にお集まりいただき、これまで業界の発展に功績いただいた延べ

13人・23社へ感謝状・表彰状の贈呈を執り行いました。受賞された相談役からは、

協会設立からの経緯やご活躍のお話しをいただき、さらに新たな歴史に向けた激励

のお言葉を頂きました。最後には、出席者全員の記念写真を撮影して、表彰式を終

了致しました。

また、創立50周年にあたり「半世紀の歩み」と題した記念誌を令和３年12月に
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発行致しました。協会北海道支部50年の歩みを振り返り、「支部相談役の皆様によ

る座談会」、「協会発足から現在までの軌跡」、上述の「記念表彰式」など盛りだく

さんの内容を掲載しておりますので、機会がございましたら、ご覧いただきたく存

じます。

最後に、本紙面をお借りしまして、創立50周年記念にあたり、ご支援・ご協力

いただいた協会本部や会員各社および関係先の皆様に厚く御礼申し上げます。
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◉ 東京支部 東京支部長　小松崎　伸一郎

全国の正会員、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。

昨年の日本経済は、度重なる緊急事態宣言の再発令などによる不透明な状況が続

きましたが、ワクチン接種の順調な広がりとともに経済活動正常化の動きがみら

れ、回復傾向にありました。

東京支部においては、11月から活動を再開いたしましたが、新しい変異株の影

響を受け再度自重せざる状況となり会員各位にご迷惑、ご不便をおかけすることに

なりました。

また、昨年に引き続き第52回定期総会において、書面による決議をお願いし、

引き続き支部長職を務めさせていただくことになり、新年度をスタートしました

が、会員の皆様の安全を最優先に考え、10月までの理事会、委員会その他集会の

イベントの開催を中止させていただきました。中でも可搬型発電機整備技術者資格

講習・建設機械整備技能士講習を実施できなかったことから会員の皆様ならびに、

受講予定者の皆様には大変ご不便をお掛けしました。

また、昨年はコロナ過の勉強会としてWEBセミナーを3回実施いたしました。東

京協議会主催「モチベーション向上」、働き方改革検討委員会主催「メンタルヘル

ス（女性社員向け）」、流通委員会主催「「若手社員が辞めない職場つくり」を企画、

実施いたしましたが、多くの会員の方にご参加いただきました。

令和3年度、東京支部の活動は残念ながら縮小した活動となりましたが、活動の

一部ご紹介いたします。

【東京協議会web講習会】

東京協議会ウェビナーを令和3年9月15日

（水）開催しました。

「部下の主体性を引き出すマネジメント」を

テーマに㈱クリエイト野崎広治様にご講義いた

だきました。主に管理者としての心構え、モチ 野崎広治氏
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ベーション、感情について理解を深めることを主題に説明をいただきました。中で

も最近の若者の意識の変化を踏まえた部下のモチベーションマネジメントや、「怒

り方、怒り」に対するアンガーマネジメントは興味を引く内容でした。

【働き方改革特別委員会web講習会】

働き方改革検討委員会主催女子セミナーを令

和3年10月21日（木）開催しました。一昨年開催

した女子従業員ランチミーティングに引き続き

の開催となりました。

「メンタルヘルス」をテーマに㈱クリエイト

金子郁美様にご講義いただきました。メンタル

ヘルスに関してわかりやすく説明をいただきま

した。中でも最近様々のストレスから体調を崩される方が急増しているといわれて

いる中、日頃ストレスから身を守る必要性や対処の仕方など大変興味を引く内容で

した。

【流通委員会webセミナー】

流通勉強会は映像配信会社様協力のもと

Vimeoというプラットホームを利用したライブ

配信形式で、神田の貸会議室の一室から会員の

皆様に生放送で講演を配信致しました。

慢性的な人材不足の昨今、若手人材の早期離

職の防止を喫緊の課題として捉え、フリーエー

ジェントインク㈱　三宅　哲之様を講師にお迎

えし、「若手社員が辞めない職場づくり（部下の

気づき・行動を促す指導力とは）」をテーマに

ご講演をいただきました。

講演内容としては、部下と上司の日常のコミ

ュニケーション向上という内容ですが、①部下

の気持ちを聴く技術を上司が養う②部下に関心 三宅哲之氏

金子郁美氏
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を持つこととお互いの根っこを知り合う③外発的な動機付け（昇給やほめること）で

内発的な動機を促し自信を持たせる④部下が怖がらずに自己開示と他者受容できる

安心安全な環境（否定の無い場）を作る。⑤本気で向き合い対話する。こういったこ

とが本当の信頼関係を構築するという内容でした。

最後になりますが、来年度も引き続き「働きやすい会社、明日への希望が持てる

会社、明るい未来のある業界」のスローガンのもとに、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

極的な議論を交わせる実のある業界になれるよう活動してまいります。

「働き方改革ポスター」の推進や、有給休暇等労働条件の「支部目標」実現等、

今後も「全国最大支部」の自覚を持ち、「より良い協会・魅力ある協会」となるよ

う率先して活動していきたいと思います。

そのためにも、協会本部のなお一層の支援をお願いするとともに、会員各位のま

すますのご隆盛と日本建設機械レンタル協会のご発展をご祈念申し上げます。
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◉ 神奈川支部 神奈川支部長　金子　眞紀子
☆ 横浜からこんにちは ☆

2021年　建設機械整備・技能検定試験　１級・２級　実技試験　実施

毎年神奈川県職業能力協会からの委託により開催してきた技能検定も2020年度は

コロナ感染防止対策により開催直前に中止となり受験者及び関係者に影響を及ぼし

たが今年も開催が危ぶまれる中、予防対策を万全に順調に実技試験が完了した。

第42回　KL会 会員交流ゴルフコンペ（太平洋・御殿場コース）

******* ２０２２年の行事　予定 *******

・�新年賀詞交歓会　2022年1月26日（水）ホテルニューグランド�感染拡大により開催中止

2021年7月13日～16日　神奈川県立産業技術短期大学・茅ヶ崎キャンパス

[受検者数・合格者数]
受検者数� 総合計� 104名� 1級：�33名� 2級：71名��
神奈川支部受検者数�� � 1級：�29名� 2級：46名
神奈川支部合格者数�� � 1級：�14名� 2級：28名
他合格者数� � � 1級：� 1名� 2級：11名
合格者数� 総合計� 54名� 1級：�15名� 2級：39名

2022年１月１３日  快晴　参加者４０名　2年ぶりの開催となった。



83

◉ 静岡支部 静岡支部長　繁田　靖幸

静岡支部は、昭和47年に設立し現在、正会員26社、賛助会員20社が加入しており、

総務委員会、流通委員会、技術教育員会の3つの委員会を中心に活動しています。

流通委員会では、年2回、静岡県下東部・中部・西部地区別に分科会を開催して

おりますが、本年は新型コロナウィルス感染拡大に伴う緊急事態宣言の発令に伴

い、残念ながら中止とさせていただきました。

技術教育委員会の活動では、営業職や整備職を対象とした研修を開催していま

す。本年度は、建設機械整備技能士の資格取得を目的として研修を行いました。1級・

2級実技研修は14名、2級学科研修は19名の受講者が参加しました。

総務委員会では、災害協定書の実効性向上に向けた活動として、1月静岡県警察

本部との実演訓練に参加いたしましたが、その後は緊急事態宣言の発令により会議

や各種訓練が相次いで中止となりました。その後約9カ月の時を経て、11月に静岡

県中部地域の道路啓開訓練へ参加いたしました。また、本年度は新たに島田市、牧

之原市、（公社）静岡県産業廃棄物協会との災害協定を締結いたしました。引き続き、

各災害協定締結先との協定内容について、より具体的な行動手順に関する協議を進

めてまいります。

今年度も、昨年に引き続き、新型コロナウィルスにより多くの活動が制限されて

しまいましたが、来年度は、各官庁、各地方公共団体や企業と協力し、当協会のア

ピールや、レンタル業、建設業の発展に寄与すべく、協会活動にまい進して参りま

すので、皆様方の倍旧のご支援とご協力をいただけますと幸いです。

最後に、本年5月の田島　潤一前支部長の逝去に際し、多くの方よりご弔電、ご

供花、励ましのお言葉を賜り、また7月のお別れの会開催にあたっては，お忙しい中、

遠路はるばるご参列いただき、まことに

ありがとうございました。この場をお借

りし、御礼申し上げます。8月1日より

繁田 靖幸新支部長のもと、新役員体制

で業務をスタートさせていただきまし

た。引き続き、ご支援賜りますよう、よ

ろしくお願いいたします。
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◉ 中部支部 中部支部長　瀧　哲也

今期は新型コロナウイルス感染状況を鑑みながら、比較的落ち着いている時期に

感染対策を十二分に取った上で、支部活動を再開催致しました。

○ブロック会開催（北ブロック・東ブロック・西ブロック）

企業で会合などへの参加禁止や、まだまだ参加に不安を持たれている会員もおら

れ、少人数での開催となりましたがソーシャルディスタンスを十分に取り、飛沫防

止ボード等を使用しての情報交換会となりました。

議題　　　総会議案書事前詳細説明（会員出席なし委任状での参加形式の為）

　　　　　会員会社近況、情報交換

　　　　　コロナ禍の協会活動在り方について　他

5月13日	 西ブロック会議風景

5月17日	 東ブロック会議風景

小椋（㈱アクティオ）西ブロック長

近藤（東海機材㈱）　東ブロック長
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○理事会（令和3年6月9日）

定期総会開催前の恒例の理事会を開催致しました。

○第54回　定期総会（理事、役員　13名での少数開催、正会員は委任状にて参加）

○名古屋市財政局と災害時資機材供給協力協定締結（令和3年7月27日）

大規模災害時、市が災害救助用物資集配拠点を設置した時の物資の荷捌きに必要

な輸送用資機材の手配協力を目的とした協定

6月9日	 第54回　定期総会風景

5月18日	 北ブロック会議風景 瀧（瀧冨工業㈱）北ブロック長
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○高所部会、重機部会

久々の対面の場となり、会員同士の闊達な情報交換、意見交換がなされました。

〇新年食事会（令和4年1月19日）開催中止と致しました。

例年の新年賀詞交歓会から極力、対面での挨拶、会話を控えて頂く意味からも“令

和4年新年食事会”と称しまして、会員1社1名のみの参加とさせて頂き、着座形式

の開催で準備を進めて参りましたが年明けからの予想をはるかに上回る感染拡大の

為、やむなく開催を中止と致しました。

来期はコロナ感染も収束し、以前のように通常の協会運営、活動を行うことが出

来ますことを心より祈念致しております。

11月4日	 高所部会風景 重機部会風景
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◉ 関西支部 関西支部長　北野　一雄

お世話になっております

令和２年３月より現在に至るまでデルタ株感染に世界的にも日本も翻弄された２

年でしたが、ようやく昨年10月頃より収束の気配が見えて安堵した矢先に今年に

入ってまたまたオミクロン株による感染拡大が現在進んでいます。ほんまにえらい

ことです…

そのような環境なので本部事業も含め関西支部としては各行事が実施出来ない今

日現在です。新年度は会員の皆さんに価値のある事業計画を立て、実施出来ればと

考えております。

全国各支部も大変だと思いますが、又良い情報などを聞かせて頂ければ幸いです。

本年もどうぞよろしくお願い致します。皆様のご自愛を願っております。

関西支部 支部長　北野　一雄

〇関西支部

・4/5　副支部長及び各委員会部長 電話にてスケジュール等打合せ　

・4/15 ５月総会中止の件　電話にて打合せ

・5/20 国土交通省近畿地方整備局ICON WEB会議

 　（西村ICT部会長出席）

・7/9 事務局WEB会議

・9/17 事務局WEB会議

・1/14 事務局WEB会議

※  コロナ禍の拡大により関西支部としては理事会及び各事業は全て中止と  

致しました。
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以下・各協議会 報告
〇和歌山協議会

・実務者会議　６月17日(木曜日)　８社９名　　協会事務所

・理事会　　　６月18日(金曜日)　９社10名　　協会事務所

　　　　　　　９月17日(金曜日)　９社11名　　協会事務所　

　　　　　　　11月19日(金曜日)　９社10名　 エクシブ白浜

・リーダー育成研修会　11月19日(金曜日)

　テーマ　「建設ICTについて」

　　　　　講師 　㈱キナンICT事業部　部長　山田　真樹　氏  

会員・賛助会員　19社　28名　エクシブ白浜

・懇話会　　　11月19日(金曜日)　

　　　　　　　会員・賛助会員　17社　42名　エクシブ白浜

　(プレゼン)　会員１社・賛助会員５社

・懇親会　　　11月19日(金曜日)

　　　　　　　会員・賛助会員　18社　48名　エクシブ白浜

・ゴルフコンペ　

　　　　　　　第10回親睦ゴルフコンペ　11月20日(土曜日)

　　　　　　　会員・賛助会員　18社24名　ラ・グレースゴルフ俱楽部

・本部WEB事務局会議　　7/9、9/21、1/14

〇兵庫協議会

　　４月 ９日　役員会　楠公民館

  22日 ゴルフコンペ　チェリーヒルズクラブ

 ６月 11日 役員会　神戸産業振興センター

 ８月 19日 役員会　楠公民館

 11月 ４日 役員会　楠公民館

  18日 ゴルフコンペ　小野東洋ゴルフ倶楽部

 12月 ９日 忘年会　ANAクラウンプラザホテル神戸

 １月 28日 役員会　楠公民館

　　・本部WEB事務局会議　　7/8、9/21、1/13
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〇滋賀協議会

４月12日 ・令和３年度　第１回理事会　協議会事務所にて開催

５月14日 ・第33回通常総会　ホテルニューオウミにて開催

 　　　　　会員、賛助会員、顧問、など24名出席

５月31日 ・役員会　協議会事務所にて開催

６月９日 ・第２回理事会　協議会事務所にて開催

７月10日 ・ 協議会親睦ゴルフコンペ　琵琶湖カントリー倶楽部にて開催  

参加者21名

８月４日 ・役員会　協議会事務所にて開催

９月８日 ・高所作業車特別教育講習　滋賀県に緊急事態宣言発令のため中止

９月17日 ・役員会　協議会事務所にて開催

９月27日 ・第３回理事会　新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面議決

10月21日 ・ 実務担当者会議　ライズヴィル都賀山にて開催  

５グループに分かれて「各社の現状報告並びに情報交換」  

　　　　会員、賛助会員、39名出席    

12月３日 ・ リーダー育成研修会　懇親忘年会　ホテルニューオウミにて開催  

受講者　会員12社23名　賛助会員15社18名  

講師　INPUT滋賀県知財総合支援窓口　知財ナビゲーター有元幸郎氏  

　　　　　　　　　　　　　　「経営に活かす知的財産権」

・本部WEB事務局会議　　7/9、9/17、1/14

滋賀協議会　リーダー育成研修

令和３年12月３日（金）ホテルニューオウミにおいて、INPUT滋賀県知財総合支

援窓口　知財ナビゲーター有元幸郎氏を講師に迎え「経営に活かす知的財産権」と

題した研修会を開催した。建機レンタル業とは無縁に思われる知的財産権だが、企

業価値やビジネスとの関係について興味深い内容の講義であった。参加38名、そ

のあと懇親忘年会が開催された。

〇京都協議会

・事業活動自粛

・本部WEB事務局会議　　7/9、9/17、1/14
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〇大阪協議会

・6/23　役員及び理事会開催の件 電話にて打合せ

・12月　新年会及び理事会等はコロナ禍の為中止と致しました

・本部WEB事務局会議　　7/9、9/21、1/14



91

◉ 四国支部 四国支部長　仲田　優晴

静岡支部長を長年務められていた田島潤一氏が昨年夏に急逝をされました。享年

73歳であり、昨年の７月15日に静岡市で行われたお別れ会に参列をさせていただ

きました。同年代であったこともあり、悲しくかつ寂しい思いを致しましたことを

思い出します。当会副会長として、また流通委員長としての活躍を偲びつつ、改め

てご冥福をお祈りします。

さて、昨年を振り返ると、新型コロナウイルスに翻弄された１年で、皆様も同様

の思いを持たれていると存じます。また、日本中が、いや世界中が新型コロナ感染

症に振り回され、これまでの生き方や、社会の仕組みが問い直された一年であった

とも思います。卑近な例えですが、毎日家で夕食をとるなど、誰が想像したでしょ

うか。今では、当たり前のように日々の暮らしの一部となっています。

肝心の支部活動ですが、御多分に漏れず、多くの活動・事業が中止もしくは延期

となりました。そうした中で、災害等に関する協定の締結状況等に動きがありまし

たので、それに触れたいと思います。

国及び地方公共団体が実施する復旧・復興への活動協力が本部方針となっている

ことは、すでにご承知かと存じます。業界の地位向上を目指すためにも、大切な事

業だと思っています。

四国支部においては、コロナ禍が本格化した一昨年に２本、昨年に３本の新たな

協定を結び、現在、四国地方整備局・地方公共団体・四国電力などとの間で９つの

協定を結んでいます。この中で、徳島県と締結した「家畜伝染病時における支援活

動業務に関する協定」により、高圧洗浄機や発電機などのレンタル機器の貸出が２

度ありました。これは、鳥インフルエンザの発生により発動されたものであり、過

去の鳥インフルエンザの発生状況からすると、今後もあるのかな、と思っています。

運用は、徳島県に営業所を置く会員企業が当番制で担当することとしています。

その他の協定は、いずれも大規模災害時に発動される協定ですので、未だ実行は

されていません。封印した状態が続くことを願うばかりですが、その時に備えて、

現在は、迅速かつ的確に対応できる運用体制の構築に取り組んでいる所です。以上

が、四国支部における災害関連の取組みです。

令和４年度が間もなく始まります。ウィズコロナ・ポストコロナの時代が本格化
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していくことに加えて、取り巻く様々な事業環境を考えますと、「共生と競争」あ

るいは「共存共栄」の道を模索する一年になるのかなと思う今日この頃です。
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◉ 九州支部 九州支部長　峰平　国生

令和3年はコロナ感染症の第3派、4波、5派に見舞われ十分な協会活動ができま

せんでした。全国の支部、また会員、賛助会員各位におかれましてもご苦労が多か

ったのではないでしょうか。九州支部では5月に予定していた定期総会を、ゴール

デンウィーク中に感染者が急増したため（第4派）急遽中止せざるをえませんでし

た。理事もなかなか集まることができない中で、WEB会議を使ってまずはやって

みようと初めてWEB理事会を実施しました。

①　第2回理事会(WEB開催)

15カ所接続し理事15名、事務局2名で行いました。三役会など5，6か所接続

する会議は何度も行っていましたが、これだけの人数で実施するのは初めてでし

た。19名中15名の理事に参加してもらっての実施となりました。

ZOOMを利用して、問題なく接続でき初めて行ったとは思えないほどでした。

順番に話してもらうように気をつけて進行したので会議自体は順調に進められた

と思っています。ただ討議を行うのは人数が多いと少し難しいと感じました。資

料共有なども使用し、報告や審議については十分使用できると考えているので、

今後コロナ感染症などで集合するのが難しいときには積極的に活用していきま

す。
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②　令和３年度大規模津波防災総合訓練

平成27年12月の国連総会において11月5

日が「世界津波の日」として制定され、日

本では「津波防災の日」と定められ、毎年

11月5日の前後に「大規模津波防災総合訓

練」が実施されています。

平成28年以降は南海トラフ地震による津

波が想定される4地域ブロック（中部、近畿、

四国、九州）で実施され、令和3年度は大分

県津久見市の津久見港にて実施されました。

参加方法は実動訓練の参加と展示関係の参

加の2種類がありますが、今回はコロナ感染

症のため実動訓練が無観客で行われ（昨年は

中止）、展示部門で参加予定の団体はWEB上

でのPR動画を公開する形になりました。今回の訓練では合わせて107機関が参

加申し込みをし、2月から打ち合わせなど行われてきましたが、当初の想定とは

かなり違った形の開催となってしまいました。

九州支部では展示部門で参加することを決め、大規模津波防災訓練準備委員会

を4月に立ち上げました。準備委員会は3回行い、本部から今まで行ってきた災

害支援活動のパネルをお借りし、九州支部の活動紹介のパネルを準備しました。

また会員、賛助会の持っている商品で災害時に利用できるものを紹介しようと計

画していましたが最終的にWEB上でのPR動画に変わったため、準備してきたも

のを利用して動画を作成し公開いたしました。なお動画は34機関が公開してい

ます。

以下は九州地方整備局の防災訓練のページになります。
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URL　https://2021.tsunamibousai.net/index.html

URL　https://2021.tsunamibousai.net/movies.html

URL　https://www.youtube.com/watch?v=9wPv3hTIH4k&t=3s
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▪札幌営業所　▪苫小牧サテライト　▪東北営業所　　▪東京営業所　▪袖ヶ浦営業所　▪埼玉営業所　▪神奈川営業所
▪多摩営業所　▪関東機械工場　　　▪名古屋営業所　▪大阪営業所　▪水島営業所　　▪福岡営業所　▪北日本サービスセンター
▪東日本サービスセンター　　　　　▪西日本サービスセンター　　　▪営業開発課　　▪関東コールセンター

9t 油圧引張り試験機

s

アールアンドアールの安心と安全、
信頼の商品・技術力を体感して頂ける工場見学会です。
ご参加を随時受け付けております。

お客様のご希望に合わせ開催時間やご紹介内容を計画し、

工場見学会を全国の営業所にて開催しています。
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クラウドアプリ型 建機・仮設資材レンタル業向け業務支援システム

■主な特長

取扱商品の情報を広く発信したい
購入予定の特殊機械を幅広く周知したい
コストをかけずにホームページを作成したい

こんなご要望にお応えします

建機レンタルＮａｖｉ 検索建機レンタルＮａｖｉサイト

【 】
【 】
【 】

【東京本社】 東京都千代田区神田淡路町 ワテラスタワー
【福岡支社】 福岡市博多区博多駅前 九勧承天寺通りビル

【お問い合わせ】

貴社のレンタル品・会社情報の無料発信ポータルサイト

■クラウド オンプレ運用対応
■ 対応
■ 連携
■インボイス制度対応
■環境対策費対応

社以上の導入実績を基に最適な運用を
ご提案いたします。

検索

訪問 オンライン
デモ実施中

新登場

長年の運用ノウハウと最新のシステム開発技術を融合し、
待望の新バージョンをリリースしました。

無料掲載
募集中

伝票処理 請求・入金処理 顧客管理 在庫棚卸・稼働管理

修理整備管理 購買管理 集計・分析 統制管理



99



100



101

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



102



103



104

2022 年 2月現在

協会役員名簿（令和３年度）

役　職 氏　　名 所　　属　　先 支部等

会長 (代表理事 ) 角口　賀敏 株式会社キナン 関西（和歌山）

副会長 小沼　直人 株式会社アクティオ 広域

副会長 倉内　広昭 エスケーリース株式会社 北海道

副会長 福山　慎一 双葉リース株式会社 東京

副会長 瀧　　哲也 瀧冨工業株式会社 中部

副会長 仲田　優晴 喜多機械産業株式会社 四国

副会長 佐久本嘉幸 株式会社佐久本工機 沖縄
専務理事

(業務執行理事 ) 小椋　直樹 （一社）日本建設機械レンタル協会 本部

常務理事
(業務執行理事 ) 寺本　　健 （一社）日本建設機械レンタル協会 本部

常任理事 高橋　悦見 株式会社セントラル 岩手

常任理事 石井　浩一 東北グレーダー株式会社 宮城

常任理事 久保田栄二 北辰通商株式会社 福島

常任理事 小松﨑伸一郎 小松崎機械株式会社 東京

常任理事 花岡　　昇 フジヤ機工株式会社 長野

常任理事 白澤　照久 シラサワ建機株式会社 北陸

常任理事 内田　伸二 株式会社南大阪建機 関西 (大阪 )

常任理事 冨田　幹唱 山喜産業株式会社 関西 (兵庫 )

常任理事 日笠　保彦 三共リース株式会社 中国

常任理事 峰平　国生 株式会社森谷リース 九州

常任理事 橋口　和典 株式会社カナモト 広域

常任理事 苅谷　秀行 コマツカスタマーサポート株式会社 広域

常任理事 辻村　敏夫 西尾レントオール株式会社 広域

常任理事 伊藤　政浩 日立建機日本株式会社 広域

理　事 富山　政紀 日本建機サービス販売株式会社 北海道

理　事 三浦　正義 株式会社秋田中央機工 秋田

理　事 吉田健一郎 株式会社新潟まるよし 新潟

理　事 町屋　清隆 日東レンタル株式会社 栃木

理　事 中川　秀敏 レントリー新潟株式会社 群馬

理　事 原田　英雄 株式会社アールアンドアール 東京

理　事 金子眞紀子 金子機械株式会社 神奈川

理　事 松岡　　賢 マツオカ建機株式会社 中部

理　事 安田　良介 有限会社安田溶工所 関西 (滋賀 )

理　事 永島　一平 熊本中央リース株式会社 九州
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役　職 氏　　名 所　　属　　先 支部等

理　事 冨安　英孝 株式会社ワイズヨシハラ 九州

理　事 中島　清孝 日本キャタピラー合同会社 広域

理　事 絹川　秀樹 コベルコ建機株式会社 メーカー

理　事 地口　　徹 住友建機販売株式会社 メーカー

理　事 伊達　康二 株式会社クボタ建機ジャパン メーカー

理　事 江藤　陽二 デンヨー株式会社 メーカー

理　事 辻本　　治 株式会社鶴見製作所 メーカー

理　事 程　　暁明 日立建機株式会社 メーカー

理　事 杉本　義雄 ユアサ商事株式会社 メーカー

理　事 渡辺　和弘 一般社団法人日本建設機械施工協会 関係団体

監　事 関野　耕一 株式会社ワキタ 広域

監　事 加藤　浩孝 株式会社トーメイ 東京

監　事 加藤　義久 税理士法人日本みらい会計 公認会計士

相談役 荒井　敏彦 株式会社共英 東京

相談役 藤本　俊雄 株式会社ビー・トライ 東京

相談役 北野　一雄 北野建機株式会社 関西 (大阪 )

相談役 気田　福俊 青森リース株式会社 青森

参　与 小野寺啓一 株式会社髙千穂 山形

参　与 川下　五継 川下建機工業株式会社 北陸

参　与 吉田　博明 株式会社吉田商会 北陸

参　与 村上京太郎 株式会社京都鉄工 関西 (京都 )

参　与 吉田　勇二 トーヨースギウエ株式会社 四国

参　与 谷　　義博 讃岐リース株式会社 四国

参　与 門田　徹也 株式会社東部レントオール 四国

参　与 太田　新治 株式会社九州建産 九州

参　与 中野　　博 株式会社ナカノ 九州

参　与 後藤　健治 株式会社コマツレンタル宮崎 九州

参　与 加治　亮一 株式会社カネイチ 九州

参　与 夏目　正治 サコス株式会社 広域

参　与 柿木　敏雄 新日本建販株式会社 広域

参　与 須郷　洋一 ユナイト株式会社 広域

参　与 酒井　一郎 酒井重工業株式会社 メーカー

参　与 深谷　道一 日本車輌製造株式会社 メーカー

参　与 堀内　義正 北越工業株式会社 メーカー

参　与 京谷　弘也 三笠産業株式会社 メーカー

参与 藏本　健司 ヤンマー建機株式会社 メーカー

参与 為国　浩二 損害保険ジャパン株式会社 保険

特別顧問 二階　俊博 衆議院議員 自由民主党
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協会支部一覧

支部名 支部長名 事務局長 〒 所　在　地 TEL FAX
E-mail

北海道支部 倉内　広昭 田上　　悟 060-0005 北海道札幌市中央区北5条西6丁目1番23
北海道通信ビル3階 313号室

011-221-1485 011-222-5612
hkklrst1@bz01.plala.or.jp

青森支部 中村　昭芳 鳥谷部　稔 034-0051 青森県十和田市伝法寺字大窪62-1
青森リース(株)内

0176-28-3111 0176-28-2837
m-toriyabe@aomori-lease.com

秋田支部 三浦　正義 田仲　和昭 010-1103 秋田県秋田市太平中関字平形111 018-853-1401 018-853-1402
hrcnm549@ybb.ne.jp

岩手支部 高橋　悦見 佐藤　一彦 023-0401 岩手県奥州市胆沢南都田字化粧坂179
(株)セントラル内

0197-46-5977 0197-46-5977
jcra.iwate@gmail.com

宮城支部 石井　浩一 堀　　宏 984-0015 宮城県仙台市若林区卸町5-5-1
仙台団地倉庫協同組合会館2F

022-238-1751 022-238-1752
miya.k.l@io.ocn.ne.jp

山形支部 小野寺啓一 新関　秀一 994-0054 山形県天童市大字荒谷196-10 023-665-5509 023-665-5518
ykrk@beach.ocn.ne.jp

福島支部 久保田栄二 柳沼　孝二 963-0115 福島県郡山市南2-139 北辰通商(株)内 024-954-6531　024-954-6532
rentalfukushima@aroma.ocn.ne.jp

新潟支部 吉田健一郎 佐藤亜希子 950-0951 新潟県新潟市中央区鳥屋野326
(株)新潟まるよし内

025-378-0671 025-378-0672
znknigt@gmail.com

群馬支部 中川　秀敏 鴨志田幸平 379-2145 群馬県前橋市横手町38-1
(レントリー新潟㈱　高崎営業所内）

027-212-8733 027-212-8774
gcra@g-cra.com

栃木支部 町屋　清隆 伊藤　義昭 320-0041 栃木県宇都宮市松原3-6-27
コーポ松原102

028-612-8039 028-612-8037
iyougon@gmail.com

東京支部 小松崎伸一郎 大森　達也 101-0038 東京都千代田区神田美倉町12-1
MH-KIYAビル2F

03-3255-0515 03-3255-0516
aef05673@nifty.com

神奈川支部 金子眞紀子 久保　圭史 221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町2-10
アール･ケープラザ横浜Ⅲ1103

045-440-1116 045-440-1117
kleaseky@maple.ocn.ne.jp

長野支部 花岡　　昇 下村　剛司 399-3301 長野県下伊那郡松川町上片桐3322 0265-49-8252 0265-49-8242
naganojcra@asahinet.jp

静岡支部 繁田　靖幸 影山　早史 422-8004 静岡県静岡市駿河区国吉田1-6-10
(株)レント本社内

054-297-5800 054-297-5801
shizuren@triton.ocn.ne.jp

中部支部 瀧　　哲也 嶽　　清司 460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-14-14
御園パレス302

052-203-1657 052-203-1658
zenkengo@bronze.ocn.ne.jp

北陸支部 白澤　照久 沢崎　孝一 913-0046 福井県坂井市三国町北本町3-9-27 0776-50-2450 0776-50-2650
kensetsu-rent@videw.com

関西支部
滋賀協議会 安田　良介 岩下絹穂子 524-0013 滋賀県守山市下之郷3-14-25

第一観光ビル2F
077-581-0481 077-558-8007
shiga-cmla@drive.ocn.ne.jp

関西支部
京都協議会 村上京太郎 村上京太郎 601-8134 京都府京都市南区上鳥羽大溝2

株式会社京都鉄工内
075-661-0900 075-661-7552
k-tetu-h@camel.plala.or.jp

関西支部、
関西支部

大阪協議会
北野　一雄 田原　美春 577-0022 大阪府東大阪市荒本新町4番13号

サンリットビル5F　A号室

06-6618-7400 06-6618-7401

znkosk@gmail.com

関西支部
和歌山協議会 門　　哲生 丸田　美枝 640-8303 和歌山県和歌山市鳴神588-1

ソレーユ鳴神1F
073-474-5789 073-474-1038
warental@major.ocn.ne.jp

関西支部
兵庫協議会 吉江　雅彦 加藤みつき 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通3丁目1-8

ライオンズステーションプラザ神戸404号
078-361-2481 078-361-2487
znkhyug@gmail.com

中国支部 日笠　保彦 上野　　聡 733-0873 広島県広島市西区古江新町4-23
アルファ大田201号室

082-275-0532 082-275-0538
cyukenrentaru@oasis.ocn.ne.jp

四国支部 仲田　優晴 長尾　康敏 761-8072 香川県高松市三条町179番地1
ハイツ田中Ⅱ　101号

087-802-8800 087-802-8801
znkskk@gmail.com

九州支部 峰平　国生 藤井　　正 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-9-1
東福第2ビル6F

092-482-6685 092-452-2563
klr@klr-rental.jp

沖縄支部 佐久本嘉幸 津嘉山　司 901-2134 沖縄県浦添市港川537-3
D'sマンション美ら花302号室

098-876-6410 098-894-3455
okirental@tea.ocn.ne.jp

本部 角口賀敏 北條　雅己 101-0038 東京都千代田区神田美倉町12-1
MH-KIYAビル2F

03-3255-0511 03-3255-0513
info@j-cra.org

2022 年 2 月現在



ご回答ありがとうございました。

「かいほうNo.9」読者アンケート
この度は、かいほうNo.9をお読みいただきまして、ありがとうございます。
より充実した誌面をつくるために、ぜひアンケートにご協力ください。
今後の特集記事や定例記事作成の際の参考にさせていただきます。

　
アンケートにご回答いただいた方の中から抽選で、ジェフグルメカード5,000円分を10名様に進呈いたし
ます。（協賛：(株)博文社）　※なお、当選者の発表は、発送をもって代えさせていただきます。

『役に立った』／『印象に残った』／『面白かった』と思う記事をご回答ください。（複数回答可）Ｑ１

　

Ｑ２ 今後取り上げてほしいテーマや記事がありましたらお書きください。

かいほうNo.9　読者アンケート 回答用紙

ご回答の際はこのページをコピーしていただき、回答用紙としてご使用ください。
FAX（03-3255-0513）にてご回答をお願いいたします。

氏　　　名
会　社　名
部署・役職
住　　　所
TEL・FAX 　TEL　　　　　　　　　　　　　　FAX

　〒

E-MAIL 　　　　　　　　　　　　＠

締め切り　2022年5月31日まで にファックスにてお送りください。

送付先　FAX 03-3255-0513（一社）日本建設機械レンタル協会

『役に立った』と思う記事

『印象に残った』と思う記事

『面白かった』と思う記事

＊なお、ご記入いただいた情報、アンケートの内容に関しましては、当選品の発送、今後の紙面づくりの参考にの
み使用させていただきます。
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編 集 後 記

新型コロナ感染症の国内への感染拡大が
始まり２年を経過しました。これをきっか
けとして私たちの暮らしや働き方、社会も
大きく変わったと実感しています。同時に、
当協会そして各支部の活動も大きく制約さ
れた２年間であったと思います。このよう
な状況下にあって、皆様方のご理解とご協
力により、ここに「かいほうNo.9」を送り
出すことが出来ましたことに、関係する皆
様方にお礼と感謝を申し上げます。
本号では、国土交通省総合政策局公共事

業企画調整課新田恭士施工安全企画室長を
始め、多くの方にご寄稿を頂きました。何
れも当協会が取り組んでおります重要施策
に関する事柄であり、今後の協会活動に対

かいほう　№9（通巻第78号）広告掲載社
広　告　主　名 掲載頁

コベルコ建機㈱ 表2
日立建機日本㈱ 1頁
㈱アールアンドアール 97頁
㈱NSD 98頁
ユアサ商事㈱ 99頁
㈱タダノ 100頁
㈱ティ・エイチ・アイ 100頁
関東鉄工㈱ 101頁
㈱NISSHO 101頁
デンヨー㈱ 102頁
北越工業㈱ 102頁

広　告　主　名 掲載頁
㈱アイチコーポレーション 103頁
㈱アルタス情報システム 103頁
日本建設機械レンタル企業年金基金 109頁
酒井重工業㈱ 110頁
㈱鶴見製作所 111頁
やまびこジャパン㈱ 112頁
ズームライオン・ジャパン㈱ 113頁
三笠産業㈱ 114頁
ヤンマー建機㈱ 表3
住友建機販売㈱ 表4

かいほう　№9（通巻第78号） 広報企画委員会
委員長　仲田　優晴　喜多機械産業㈱
委　員　小野寺啓一　㈱高千穂
委　員　久保田栄二　北辰通商㈱
委　員　村上京太郎　㈱京都鉄工
委　員　石村　満春　㈱タガワ
委　員　冨安　英孝　㈱ワイズヨシハラ
委　員　永島　一平　熊本中央リース㈱
委　員　橋口　和典　㈱カナモト
委　員　杉本　義雄　ユアサ商事㈱

制 作 編 集　㈱博文社

する大きな道標となるものと実感をしてお
ります。皆様方に重ねてお礼を申し上げま
す。
このほか、８支部からも投稿を頂き、加

えて、今回も広告掲載にご協賛いただきま
した会員各社様に厚くお礼を申し上げます。
当協会の新年度も間もなくスタートです。

新型コロナウイルスの終息が未だ見えず、
また世界情勢の不透明性が一層深まるなど、
先が見通せない状況下にありますが、会員
の皆様方にとって充実した一年になること
を願いつつ、引き続き、当協会活動へのご
支援とご協力をお願い申し上げます。

広報企画委員会　委員長　仲田優晴

発　行　日　令和４年３月16日
発　行　者　一般社団法人　日本建設機械レンタル協会
	 〒101−0038
	 東京都千代田区神田美倉町12‒1	キヤビル２階
	 TEL	03‒3255‒0511　FAX	03‒3255‒0513

発行責任者　広報企画委員長　仲田　優晴
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日本建機レンタル協会様　2022 　かいほう 9_B5（182×257mm）

DGM600MK DGM450MK DGM250MK

■消費電力 :800W/全光束 :130,000lm

LED
800W

DGM1000MI-P

LEDバルーン投光機
LEDバルーンバッテリー投光機

土壌や河川への油漏れを防ぐ
オイルガード付き
　  インバータ発電機搭載カートリッジ式

　Li-ion バッテリー

業界初！
14in/12in 装着可能
　　　　※2020 年10月やまびこ調べ

SBL800LIDG
※プロジェクター灯具もあります。

ディーゼルエンジン

エンジンカッター

ECD7414S 混合燃料仕様
■ダイヤモンドブレード専用
■φ360mm：切込み深さ150mm
■φ320mm：切込み深さ130mm

やまびこジャパン
サイトはこちら

土木から建築まで
靴汚れをミストガンで一掃！

シューズクリーナー

WMS105
■コンプレッサー 770W 内臓
■定格吐出圧力 0.78MPa
■水タンク容量：1.2L ■消費電力 :240W/全光束 :28,800lm

LED
240W

■連続点灯：約 8～16 時間
　バッテリー1個でも点灯可能

SMB241LLG
Li-ionバッテリー

■連続点灯：約 25時間

「エアガン」と「ミストガン」
汚れに応じて選べます

ヘルメット内の「汚れ」「におい」は
たった45 秒で解消！

メットウォッシャー

HMW-100
■コンプレッサー 750W 内臓
■AC100V
■1回あたりの水使用量：1.5L

ヘルメットを置いてボタンを押すだけで
「洗浄」と「すすぎ」で自動洗浄します

NEWNEW

工事現場からアウトドアまで
どこでも使えるインバータ発電機

インバータ発電機

IEG2501
■定格出力：2.5kVA
■連続運転時間：17.5 時間
■質量：29.5kg

NEWNEW

NEWNEW
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業界の先頭を走る

リチウムイオン電池による電動化時代へ！

〒965-0052
福島県会津若松市町北町大字始字屋敷31番地1
TEL 0242-32-2622 FAX 0242-22-4474
https://zoomlionjapan.jp
info@zoomlionjapan.jp

ZOOMLION 日本販売総代理店 website

ZOOMLION（中聯重科 1157/HK）は、
中国最大手の総合建機メーカーです。

ZS0407DC-Li

10m未満電動屈伸ブーム

ZA10RJE

ZA14JE-Li
14mリチウム仕様

最大地上高 :4.5m
最大積載荷重:240㎏
動力:リチウムイオン電池

ZS0610C
7mクラス電動クローラ

世界初！SCISSOR LIFTS
フルシリーズ（4.5∼14m）で
リチウムイオン電池を搭載。
4.5mクラス以外は、DC／AC
仕様を選択可能。

最大地上高 :6.8m
最大積載荷重:250㎏
動力:電動

最大地上高 :9.55m
最大積載荷重:230㎏
動力:電動

最大地上高 :14.0m
最大積載荷重:230㎏
動力：リチウムイオン電池

最大地上高 :6.0m
最大積載荷重:380㎏
動力:リチウムイオン電池

ZS0608DC-Li
6mクラス380㎏積載の重荷仕様
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日本建設機械レンタル協会

（通巻第78号）

寄 稿

一般社団法人 日本建設機械レンタル協会

No.9KAIHOU
K
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社
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日
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）

No.

これからの時代に対応するための
建設施工・機械のデジタル化と普及
国土交通省　総合政策局　公共事業企画調整課　施工安全企画室長　　新田　恭士

ICT施工の普及拡大に向けて
コマツカスタマーサポート株式会社　スマートコンストラクション事業部　　苅谷　秀行

建設分野の特定技能外国人の受入れについて
（一社）建設技能人材機構（JAC）

最近の第３施設団の災害派遣活動と
大規模災害対処のための取組み等について
陸上自衛隊　北部方面隊　第３施設団　防衛班長　　常盤　裕也




