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土木現場の変革に挑む
若きリーダーと
次世代油圧ショベル。

あつ し

柴原宏 史は、三重県鈴鹿営業所に勤務するメカニック。
海に近い志摩市で生まれ育った彼にとって
子ども時代の楽しみといえば海水浴や魚釣りだったが
やがてバイクや自動車に興味を抱き、地元工業高校の機械科に進学。
卒業後は、製造系の職種に就くという選択肢もある中、
一台一台の機械と向き合い、トラブルを自分の力で解決していく達成感を
日々の仕事の中で感じたいとメカニックへの道を進んだ。
以来28年、幾多の現場でキャリアを積み重ねてきた柴原は、
ゆう き

現在、内田裕 基 メカニック、嶋健太メカニックとチームを組み、
その中心的な存在として400社を超える地元のお客様を支えている。

中学時代の先輩に声を掛けられたのが

1人で積める経験には限りがあります。

そもそものきっかけでしたが、
「№1メー

しかし、経験から得た知識を仲間と共有し

カーのキャタピラーならいろいろな機械

合えば、チームのみんなが一緒にレベル

に触れることができそうだ」
と好奇心をそ

アップしていけます。現在、鈴鹿営業所に

そられたのが入社を決めた理由です。新

は3人のメカニックが所属し、通常は個々

人研修で初めて油圧ショベルを前にした

に動いていますが、連絡や報告はもちろん

ときは、想像以上の大きさに驚きました。

業務上のコミュニケーションを密に取り合

これまでさまざまな経験を積んできま

うようにしています。

したが、最も印象に残っているのは、中部

年長でキャリアも長い私がチームのま

国際空港の埋立て用の土を搬出していた

とめ役という立場にはなっていますが、若

現場です。三重県のメカニックが2週間交

い2人に助けられたり、教えられたりする

代で2名ずつ常駐し、24時間休みなく稼

ことも少なくありません。実際に、どんな

働する約30台の機械の面倒を見ました。

状況でも冷静に対処できる内田メカニッ

現場を止められないというプレッシャー

ク、人一倍粘り強い嶋メカニックと連携

が大きく、体力的にもきつい仕事でした。

し合うことで、1人では対応困難な多くの

しかし、毎回異なるパートナーとコンビを

ケースを解決してきました。

組むことで 交 流が 広がり、5130B（旧モ

キャタピラーは、部品供給の早さでお

デル大型油圧ショベル）や777
（ オフハイ

客様より高い評価をいただいています。私

ウェイトラック）など、それまでは見たこ

たちメカニックもその評判に負けないよ

ともなかった大型機のトラブルシュートを

う迅速なトラブルシューティングを目指し

体験できたことは、大きな資産になり自信

ています。お客様の依頼にすぐに対応し、

にもつながりました。仲間と助け合うこと、

1分1秒でも早く機械を現場に復帰させて

お互いの情報を共有することの大切さも

いくために、これからも仲間と共に研鑽を

あらためて実感しました。

積んでいきます。

頼りになる仲間と共に、
チームワークでお客様を支えていく

Team Caterpillar

Technician

日本キャタピラー

鈴鹿営業所

柴原 宏史
Atsushi Shibahara
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anlommel社の最高経営責任者である

メカニックを擁し、5人1組のチームとしてお客

門からCat S3090モービルシァーを購入した。

ザーの収益性向上を追求して、各部に新設計

Michael van Moffaert氏は次のように

様の現場へ派遣している。

このワークツールアタッチメントはCat 385

を取り入れています」

油圧ショベルに取り付けられ、Ghent市にあ

「私たちは一般的なレンタル会社とは一線を画

方が、お客様にとってはるかに効率的です。大

るセメントサイロの解体作業に使われている。

すサービスを提供することで成長を遂げてき

型機の運転資格を持つ人材を苦労して探す必

Vanlommel社はいつものように専任のオペ

ツールのセールス担当、André Huysmans

ました。最大20tクラスまでの機械をオペレー

要がなく、また、プロジェクトが完了した後、

レータも派遣した。

は言う。

タなしでレンタルする会社はベルギー国内だ

オペレータの次の仕事に頭を悩ませる必要も

けでも数え切れないほどありますが、私たちは

ありません。必要に応じ、必要な期間だけレン

100ｔまでの大型機を、
お客様の必要に応じて、
ワークツールアタッチメントはもちろんオペ

タル料を払うだけで良いのです」
（Michael van Moffaert氏）

Bergerat Monnoyeur社で産業廃棄物処理

さらに、40年以上の営業経験を持つワーク
も私たちのそばにいて、仕事がうまく行くよう

「 私 たちは 、さまざ まな 業 種 のニーズ をカ

さまざまなサービスとアドバイスを提供して

バーするワークツールの提供を通じて、長年

くれます。Cat 385とS3090がこの上ない組み

業者を担当するマーケティングコンサルタン

Vanlommel社のビジネスをサポートしてき

合わせであるように、当社にとってBergerat

ました。高品質の製品を提供するだけでなく、

Monnoyeur社は最高のパートナーです」

機械への取り付け・調整はもちろん、現場に

同社は、幅広い業種向けに120台の機械を保

Vanlommel社は最近、
CatディーラBergerat

「この製品は、キャタピラーが開発した最新型

出張しての再調整やメンテナンスまで 行っ

有しているほか、120名のオペレータ、多数の

Monnoyeur社 の Work Tools and Service部

のスクラップ用モービルシァーであり、ユー

ています。競合他社よりも優れた機械とワー

Michael van Moffaert氏は、そう語った。

Vanlommel 社 の 最 高 経 営
責任者を務めるMichael van
Moffaert氏 。同社は、環境
保護や資源活用を重要な経
営課題として位置付け、Cat
336、352などのハイブリッド
マシンの導入も積極的に推
し進めている。

Ｖａｎｌｏｍｍｅｌ社は、ベル ギーの都市アントワープに拠点を置くレンタル会社。

年 前の創業当時は、たった１台の機械と１人のオペレータで立ち上げた小さな会社に過 ぎなかったが、

今日では、道路 、解体、土木工事向けを中心に１２０台の機械を取り揃えるまでになった。

大型機レンタルにターゲットを絞った大胆な事業戦 略によってビジネスを軌道に乗せ、

地域の建設業者にとって、今や欠くことのできない存在へと成長を遂 げたＶａｎｌｏｍｍｅｌ社。

その躍 進の陰にはＣａｔディーラＢｅｒｇｅｒａｔ Ｍｏｎｎｏｙｅｕｒのパートナーシップがあった。

お客様のこだわりに応える
機械、ワークツール、
そしてパートナーシップ。

Technology
Showcase
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「Bergerat Monnoyeur社のスタッフは、いつ

トのBert Heijligersは、Cat S3090について
こう語る。

レータまで合わせて派遣しています」

20

私たちがVanlommel社に選ばれている理由
です」

「機械とオペレータを合わせてご利用いただく

語る。

クツール、サービスをお届けできる。それが、

「私はオペレータとして28年
間キャリアを積 んできまし
た。他社の機械も運転でき
ますが、Catのマシンは信頼
性が高く、軽い操作性で思い
通りに作業できるため、オペ
レータから好まれています」
（Cat 385のオペレータを担
当するGerwin Wijs氏）

スクラップ・解体用の油圧ショベル向けに設計されたCat
S3090モービルシァー。切削性能を向上させ、耐摩耗性
を高めるデュアルアペックスジョーデザインやボルト
オンピアシングチップなどの新設計を取り入れている。
CAT CLUB 2019 NO.104
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「義理を貫く経営」
と「凡事徹底」
で
信頼を積み上げる。
河建興業様は、日本が高度経済成長の活気に溢れていた1963年、
三重県北部に位置する四日市市で事業をスタートさせました。そし
て、大規模な商工業都市へと急速に変貌するこの町と足並みを揃
えるように発展してきました。現在は今年32歳になる河北直樹様が
若きリーダーとして会社を率いています。創業者である祖父の光生
様、2代目社長として会社を成長へ導いたお父様の光一様から直樹
様が受け継いだのは、40名を超える社員と油圧ショベル、ブルドー
ザなど約40台の建設機械、そして二人が半世紀以上にわたってコ
ツコツと積み上げた、地元からの揺るぎない信頼でした。
直樹様が社長に就任したのは昨年9月。東京の大学で理系を専攻
し、大学院を修了した後、IT企業に勤務していましたが、3年前に家
業をサポートするため地元へ戻り、お父様の鞄持ちから始めて、現
場、営業、経理・総務といった管理業務まで一通りの仕事を経験さ
れたといいます。
「身をもって学べということだったのでしょうけれど、父は仕事の
やり方や会社のマネジメントについてはあまり多くを語りませんで
ぼん じ てってい

、こ
した。その代わり、
『不義理は絶対にするな』そして『凡事 徹 底』
の2つは事あるごとに繰り返して叩き込まれました」
お客様と交わした約束は必ず果たし、また、社員や協力会社の
方々を家族と同様に大切にすること。そして、
「 凡事徹底」
＝当たり
前のことを当たり前にやるのではなく、他人が真似できないほど一

見 聞 録

お客様

四日市市

三重県

File 05

生懸命にやりぬくこと。先代の鞄を持って一緒に歩き、取引先や関
係者などさまざまな人と会って話を聞くにつれて、初代と先代が
いかにそれらを実践してきたかを知るようになったそうです。
「自社の売り上げ、自分の利益だけを追っていたら、お客様やパート

土木現場の変革に挑む
若きリーダーと
次世代油圧ショベル。

河建興業様は、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001などのマネジメント認証を取得し
ており、地元の大手元請各社から厚い信頼を寄せられています。また、これまで数々の施工
案件において品質向上への貢献が称えられ、地方整備局から表彰を受けています。

河 建興 業 株 式 会 社

三重県四日市市に本社を構える河建興業株式会社様は、

河建興業株式会社

山土や砂利などの建材を採取・販売する会社として創業しましたが

代

その後、幹線道路建設をはじめとするインフラ整備の需要拡大を受けて

表

者 ： 河北 直樹

本 社 所 在 地 ： 三重県四日市市南小松町1213

土木工事中心へと事業をシフト。機動力を強みとして成長を遂げてきました。

設

創業者の祖父、2代目のお父様が半世紀以上にわたって築いた“信頼”。

従 業 員 数 ： 43名
（正社員）

立 ： 1990年（創業1963年）

事 業 内 容 ：	重 機土木、山土・砂利販売/残土処理、管渠更生工事、土木工事、

そのバトンを受け継いで、3代目社長に就任した河北直樹様に

太陽光発電事業 など

守り続けたいこだわり、さらなる前進へ向けた変革へのビジョンなどを伺いました。

U R L ： http: //www.kawakenkougyou.co.jp
31歳にして代表取締役の責務を担われた河北直樹社長。ICT施工への対応や働き方改革など新た
な取り組みに着手され、すでにリーダーシップを発揮されています。
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河建興業様が所有する約6万m2の残土処分場では、埋立てや整地作業にD7E LGPブルドーザが使

現場監督の永岡英三様、繁忙期にはオペレータも務められます。

われていました。今後はこちらもICT対応機に置き換えていくプランだそうです。

＊右は日本キャタピラーの足立部品サービスセールス

録

聞

見
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受け継いだものを大切にしながら、
新しいことにチャレンジしていく。
「3つの輪 」がデザインされたコーポレー
トマークは、東海3県（三重県・愛知県・岐

さまざまな分野の仕事がICTの活用によって急速に変化している

阜県）に跨る大きな 仕事ができる会 社に

ように、土木や建設の現場も、加速度を増しながら変わり始めてい

住宅地に隣接する採掘場で活躍するCat 336次世代油圧ショベル。

歴代のCat油圧ショベルに乗ってこられたと

成長したいと、先代社長の時代に考案さ

ペイロード機能、低騒音性、低燃費性が高く評価されています。

いうベテランオペレータの久保田尚次様。

れました。

ます。直樹社長は若きリーダーとして、その先頭に立って変革を進
めていきたいとお考えです。
「長年土木の世界にどっぷり浸かってやってきた経営者には、ICTが
出たからといって急にやり方を変えるのは勇気が要ると思います。

ナーとの関係も、会社という組織も続きません。当社が
『機動力』
と

を掘削し、336がダンプトラックへ積み込むという分担作業で搬出

『これまではやってこれた』
という気持ちも捨て切れないでしょう。

いう強みを発揮できるのも、現場で作業に従事するオペレータや、

を行うのですが、今日は搬出が休みなので2台とも掘削を行ってい

しかし、この流れは止められません。特にオペレータやドライバー

社員同様に頑張ってくれる協力会社のドライバーの支えがあって

ます。ご覧の通り、この現場は道一本挟んだ先が住宅地なので機械

の高齢化と人材不足が今後ますます進む中で、経営を成り立たせ

こそ。キャタピラーのようなパートナーが足繁く訪問して、当社の

には低騒音性も要求されます」

ていくためには、ICT活用へと思い切った舵取りをする必要があり

そうご説明くださったのは現場監督の永岡英三様。現場にも同行

くださるのも、祖父と父が皆様とのお付き合いを大切にしてきたか

してくださった直樹社長が付け加えるように
「以前、他社の油圧ショ

機動力で名が通っている河建興業様にとって、山を掘り、土を運

らだと、社長という立場に身を置いてあらためて感じています」

ベルを使っていた現場では住民の方から
『地響きがして困る』
とク

ぶ担い手がいなくなることは死活に関わる問題。地元でいち早く

最近、山土の積込み用に導入されたCat 336をはじめとする3台

レームをいただいたことがあるのですが、Catの機械では今までそう

Catの次世代油圧ショベルを購入したのもICT化への一歩を踏み出

の次世代油圧ショベルも日本キャタピラーのセールスのプレゼン

した話は聞きません。新たに導入した3台も
『静かで操作性がとても良

したかったからだと語られます。

テーションを受けて購入を決定されたそうです。
「購入後のアフターフォローまで気配りが行き届いているのもキャ

336の作業を見守る河北直樹社長。＊左は日本キャタピラーの日比野セールス

タピラーならではですね。たとえば『経営力向上計画』の申請に事
務員が手間取っていたときも、書類作成から手続きまでしっかり
サポートしていただきました」

山土の積込み作業に威力を発揮する
ペイロード機能。
河建興業様は、近隣に6ヵ所の山を所有し、山土や砂利の販売
も行っています。
「毎日休みなく土や砂利を運び出している当社にとって、ペイロード

い』
とオペレータに好評です」
と現場の評判を教えてくださいました。

「現在、キャタピラーの日比野さん
（セールス）
やICTアドバイザーの

こちらの現場で油圧ショベルのオペレーションを担当されている

方から、全国の導入事例の報告や技術的なオリエンテーションを受

久保田尚次様は、30年以上のキャリアを持つベテラン。
最近は、自治体が発注する大型工事への入札条件としてコンプラ

「昔は掘削をするのに4本のレバーを操作する必要がありましたが、

けながら検討を進めているところです。それと並行する形で、若手
ドライバーやデジタルに詳しいエンジニアといった今後を担う人材

イアンスが重視されており、元請企業から
「ペイロード機能が付い

今はジョイスティック1本。しかもモニタで数値を確認しながら積

確保のための
『働き方改革』
にも着手しており、少しずつですが成果

た機械を持っていますか？」
という問い合わせを受けることが増え

込みが正確に行えるので、作業が本当にラクになりました。動きが

が現れてきています。女性にも現場で活躍してもらえるような環境

ているそうです。

滑らかな上に運転騒音も静かで、疲労が少ないし、安心して作業す

と制度を整えていきたいと思っています。土木や建設に携わるさま

ることができます。新機能のE -フェンスも躯体が隣接する作業現場

ざまな会社とネットワークを持っているキャタピラーには、そうし

で活躍してくれると期待しています」
と、336に実際に乗られた印象

た面でも情報提供とアドバイスを通してフォローしていただきたい

を答えてくださいました。

ですね」

336が実際に稼働している様子を見学させていただくために、
インタビュー後、山土の採掘場へ案内していただきました。現場は
はぎみなみだい

本社から車で10分ほど北に向かった波木南台という町にありました。
山のすぐ下まで住宅地が迫っており、この現場も採掘後はきれいに

「購入前から336は燃費が良いという評判を聞いていましたが、その

「義理を貫く経営 」
と
「凡事徹底」
を通して築いた基盤の上に、若

機能は非常に魅力的なテクノロジです。ダンプへの積込み量を数値

造成され、宅地として利用されます。車から降りて現場を見上げる

効果は数値にもはっきりと現れています。当社では、採掘後の造成

い感覚としなやかな発想で“ 新しい土木会社”を作り上げていく。

で “見える化”して作業効率をアップしてくれるだけでなく、過積

とCat 336と320E RRの2台が山土の掘削作業を行っていました。

や残土の埋立て作業も日常的に行っているので、近いうちにICT

変革に挑む直樹社長と河建興業様を、キャタピラーはこれからも

対応のブルドーザも導入したいと考えています」
（直樹社長）

全力でサポートしていきます。

載や過少積載も防ぐことができます」
8

ます」

現場や作業条件に合った新車の提案や利用法のアドバイスをして
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「普段はダンプトラックがひっきりなしに出入りして、320E RRが山
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お 客 様の成 功をサポートする

Financial Solution × Exceptional Experience

リースで月々のお支払い負担を軽減、期間満了時に購入オプション
設備投資をなるべく抑えて、必要な期間だけ、最新モデルの車両を使いたい、
そんなお客様にお勧めです。

OPERATING LEASE

■ Catオペレーティングリース
● Cat油圧ショベル、ミニ油圧ショベル、ホイールローダ、ブルドーザを

毎月のお支払いを

月々のお支払い負担が少ないオペレーティングリースでご提供します。

抑えたいお客様は

● お得な月額リース料に加えて、リース期間満了時の選択オプションで

ぜひご利用ください！

ご購入も可能です。

キャタピラーファイナンス お得なプログラムのご紹介

対象機種

903C2-LM15

320-07 GLCT6 SC

D6K2LGP

月額リース料（税別）
5年/60回

43,500円～

178,800円～

188,400円～

※上記のリース料・購入選択権は土木作業、年間稼働1,000時間を前提にしています。

月額リース料は一例です。地域ごとに異なりますので、詳しくは最寄りの販売店までお問い合わせください。

キャタピラーファイナンスでは、
5年割賦まで金利0.9%の
「特別プログラム」
や、

リース＋延長保証＋動産総合保険の安心パッケージ

お手軽なリース料金で月々のお支払いを抑えながら機械をお使いいただき、
リース期間満了時にはご購入も選択できる
「オペレーティングリース｣をご用意。

毎月定額で、Catミニ油圧ショベル、
FIGAミニ油圧ショベルが安心してお使いいただけます。

さらに、リースに延長保証、動産総合保険を組み合わせ、
毎月定額で大きな安心をお届けする
「安心パッケージ」
もご提供しています。
お客様の経営状況や事業プランに合わせて、ぜひご利用ください。

MINI EXCAVATOR LEASE

■Catミニ油圧ショベル 安心パッケージ

低金利でお得！ 5年割賦まで金利0.9％
Cat油圧ショベル、ミニ油圧ショベル、ホイールローダ、ブルドーザなどの
新車購入に際して特別な低金利プログラムをご利用いただけます。

● 延長保証、動産総合保険、特自検などのメンテナンスが含まれており、

安心してご利用いただけます。
● ミニ油圧ショベルを月々のお支払い負担が少ない

VALUE FINANCE CAMPAIGN

5年リースでご提供します。

■ 特別プログラム

5年割 賦まで

金利

0.9%

動産総合保険
（ 有償 ）

特別プログラムの対象となるCat製品ラインアップ
油圧ショベル、ミニ・小型油圧ショベル、ホイールローダ、ブルドーザ、土工用振動ローラ、

今なら新車購入の
お支払い総額がお得に！

アーティキュレートダンプトラック、履帯式ローダ
主な対象機種
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320

336

312F

901C2

907M

914M
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308E2CR 305E2CR 303ECR
910M

950MZ

980M

D8T

D6T

D5K2

D3K2

12M3

953K

725C2

CS56B

対象機種

仕様

303ECR

303.5E2CR

304E2CR

305E2CR

305.5E2CR

月額リース料（税別）
5年/60回

キャノピ

47,200 円～

53,600円～

61,400円～

66,300円～

70,100円～

キャブ

50,000 円～

56,400円～

64,200円～

69,100円～

72,900円～

※上記のリース料・購入選択権は土木作業、年間稼働500時間を前提にしています。
※安
 心パッケージには、６ヵ月点検費用、特定自主検査費用、動産総合保険料および自主検査
時に実施するエンジンオイル交換、
エレメント交換、
燃料エレメント交換、
S.O.S（オイル分析）
ボトル１本が含まれています。
※延長保証は、３年または3,000時間のいずれかに到達するときまでの適用となります。

故障や修理時にも
備えあれば安心ですね！

月額リース料は一例です。地域ごとに異なりますので、詳しくは最寄りの販売店までお問い合わせください。

◎このほかにも、お客様の現場をサポートする各種のプログラムをご用意しています。

プログラムによって条件が異なりますので、詳細につきましては販売店の営業担当者、

またはキャタピラーファイナンスまでお問い合わせください。

2019 NO.104 CAT CLUB
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New machine Pickup!

刈払い作業の話

30t クラスとともに、次の時代へ。

次世代油圧ショベル Cat

®

持ってますか？
この資格

330GC/ 330
Catの次世代油圧ショベル 330 シリーズは

草木の緑がとても美しいシーズンになりました。
気温が上がって、雨も多くなるこの時期は、
雑草もどんどん成長します。刈払機を使用して、
作業に従事されている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、刈払機で作業を行うときに気を付けたい
安全対策についてご紹介していきます。

30t クラスの基準を変えてゆきます。
高い生産性 、頑丈な構造 、快適なキャブ。
キャタピラーのテクノロジで生み出す新た
な価値で、お客様の土木、砕石、あらゆる
現場をサポートします。
330GC
運転質量

27,600kg

330
※1

29,700kg

バケット容量

1.2m３

1.2 ～ 1.5m３

エンジン定格出力

151kW

203kW

※1 標準仕様の運転質量

オフロード法2014年
基準適合

国土交通省指定
低騒音型建設機械

夏場になると雑草が生い茂って、草むしりが大変…。そんなときに便
利なのが、電動式やエンジン式の刈払機です。ホームセンターやイン
ターネットで誰でも手軽に購入でき、簡単な操作で扱うことができま
かりば
すが、作業中は鋭利な刈刃が高速回転しているため、注意を怠ったり

1 キックバック

2 巻き付き・詰まり

キックバックとは、高速回転している刈刃が地面や木などの硬い
障害物に接触したときに、弾かれるように跳ね返される現象をいい
ます。跳ね返った刈刃が作業者自身や周囲の人に当たると大きな
けがを負う危険性があります。
キックバックを防ぐポイントは、刈刃は反時計回りに回転するた
め、決して刈刃の右側では刈らないようにすること。往復刈りは避
けて、必ず刈刃を右から左へ振るように
（つまり刈刃の左側だけを
使って）
作業してください。
●キックバック事故

キックバックを
起こしやすい部分
回転方向

■ 選べるパフォーマンス

330

■ 災害ゼロへ

E-フェンス機能 ［330のみ］
Catグレード2D、グレードアシストなどの標準装備をは

障害物や道 路 の付 近で 作業を行う際に安 全 性を確 保 する2D E-

じめ、ICT施工に対応する数々のテクノロジにより作業効率の大幅

フェンスを標準装備。オペレータが設定した作業範囲内にフロント

な向上
（最大45％）
を達成。さらに、新デザインキャブの採用でオペ

の可動領域や旋回角度を制限し、周囲の構造物や作業員などとの

レータストレスの軽減を図ったほか、メンテナンスコストの低減
（最大

接触事故を防止します。

330GC

リアビューカメラ ［330のみ］
映 像でモニタ表示するリア

え、燃料消費量の低減
（最大12％）
、メンテナンスコストの削減
（最大

ビューカメラを標準装備。さ

20％）
を実現し、ライトデューティからミディアムデューティのお客様

らに、車 両 全 周の 状 況 を 見

の時間当たりコストを大幅に低減します。
※2（

作業を始める前に
現場周辺をよく確認してください

下ろすような視点で 確認で
）
内の数値はいずれも当社従来機比

ペイロード計測システム

います。

リアビューカメラ

ROPSキャブ

さを正確に計測することが可能。過積載を防ぎ、積込作業の効率

万一の転倒時にもオペレータを保護

アップを実現します。

するISO規格適合のROPS
（Rollover

稼働中の車両の位置や状態をリアルタイムに把握し、適切な機械管

Protective Structure：転倒時運転者
保護構造）キャブを標準装備してい
ます。

理が行えるだけでなく、燃料消費量やアイドリング時間の分析によ
るコスト削減も可能。ペイロード計測システムの積載データ管理も
Product Linkで行えます。
12
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作業者から5ｍ以内は危険区域！安全をしっかり確保
するために15ｍ以上離れるようにしましょう

チェックリスト

□ 保護帽（ヘルメット）
□ 保護メガネ（フェイスシールド）
□ マスク
□ 耳栓

□ 作業着（長袖・長ズボン）
□ 防振手袋
□ すね当て
□ 安全靴

刈払機取扱い作業者に対する安全衛生教育の受講について

持ち上げ旋回中にブーム・アームを停止させることなく、積荷の重

Product Link / VisionLink ®

草ムラには、小石や木の枝、缶、ガラス瓶などの硬い異物が落ち
ていることがあります。これらに刈刃が接触すると、接触した異物
や割れた刈刃が飛散して、最悪の場合には、作業者や周囲の人の目
に当たって失明したり、車のガラスなどを破損させたりすることも
あります。刈払い作業を行う場合には、飛散しそうな異物を事前に
取り除き、飛散防護カバーを正しく装着するよう習慣付けましょう。

360°
ビューシステム

きる360°
ビューシステムも
オプ ションとして 用意して

■ Cat Connect テクノロジ

3 飛散物

飛散防護カバー

夏場はハチなどの虫刺されにも要注意！

車両 後方の様子をクリアな
使いやすさを追 求した新デ ザ インキャブ の採 用に加

作業中、刈刃に草や異物が巻き付いたり詰まったりして回転が止
まることがあります。止まっているからと油断して、スイッチを切ら
ずに刈刃の部分に顔を近づけて覗き込んだり、草や異物を手で取
り除いたりすると大変危険です。
巻き付き・詰まりが起きた場合は、必ずスイッチを切ってから確
認し、異物を除去してください。

刈払機を使用するときは適切な服装や保護具でしっかりガードしましょう！

20％）
、燃費生産性の向上
（最大20％）
を実現し、ミディアムデューティ
からヘビーデューティのお客様の生産量当たりコストを低減します。

誤った使い方をしたりすると、取り返しのつかない事故につながるこ
とも少なくありません。
刈払機を使った作業中に起こる事故の原因としては、主に次の3つ
が挙げられます。

労働安全衛生法では、刈払機を操作する際の資格として
「事業者
が労働者に刈払機を使用させる際には、刈払機取扱い作業者の安全
衛生教育を受講させること」
と規定されています。
キャタピラー教習所では、刈払機取扱い作業者に対する安全衛生
教育を定期的に実施しています。この教育では、刈払機に関する知
識や適切な作業方法、取扱い方、関係法令などを学べるほか、作業
の実技指導を実施しています。ぜひ、お近くのキャタピラー教習所
までお問い合わせください。
技能講習・安全教育のご用命はこちらまで

ROPSキャブ

キャタピラー教習所株式会社

講 習科目

刈払機に関する知識
学

実

科

技

講習時間 ※

1.0時間

刈払機を使用する作業に関する知識

1.0時間

刈払機の点検及び整備に関する知識

0.5時間

振動障害及びその予防に関する知識

2.0時間

関係法令

0.5時間

刈払機の作業等

1.0時間

本 社 ：〒 253-0111 神奈川県高座郡寒川町一之宮7-11-1
TEL 0467 -73 -1221  FAX 0467-73 -1211
ホームページアドレス http: // cot.jpncat.com

※ 目安の時間です

詳細は
キャタピラー教習所

2019 NO.104 CAT CLUB
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いざというときの備え、
BCP（事業継続計画）

TOPICS

※

安全への視角

東日本大震災などの巨大地震、記録的な豪雨や大型台風による土砂災害や浸水被害、
平成の30年間を振り返ると、日本は多くの災害に見舞われました。
企業がそうした大規模な災害で被災した場合にも、事業を中断させずに継続、
あるいは速やかに再開させる方法や手順などを事前に取り決めておく、
それがBCP（事業継続計画）
です。 ※BCP：Business Continuity Plan

日本は他国に比べて自然災害の多い国と言われており、近年も異
常気象や巨大地震が相次いで発生しています。また、自然災害以外
にも、インフルエンザなど感染症の流行、火災や設備の事故、さらに
はテロ攻撃など、いつ起こるかわからないさまざまなリスクが企業を
取り巻いています。
BCP（事業継続計画）
とは、そうした不測の状況に直面した場合に
も、事業を継続、あるいは一刻も早く元通りにするため、企業自身が
事前に策定しておく計画のことです。特に、建設機械を保有する企業
は、大災害などの緊急事態が発生した際、現場にいち早く駆けつけ、

2019 キャタピラー グローバル

オペレータ チャレンジ 開催
世界中のオペレータが技を競う「キャタピラー グローバル オペレータ チャレンジ」。
それは、日々現場で活躍するすべてのオペレータの誇り高きチャレンジ精神を称えるコンテストでもあります。
磨き上げたスキルとCat次世代マシンのテクノロジを駆使して、日本からも「世界№1」の称号に挑みます。

行政と協働して復旧活動に当たるという役割が求められるため、他
業種以上に平常時からBCPを周到に準備しておく必要があります。
国や地方自治体と防災協定を結び、
さまざまなリスクに対するBCPを用意している企業は、
公共工事の入札においても優遇される傾向にあります ※
※各地方自治体や都道府県の規定によって異なります。

では、BCPを策定するには何から始めたら良いので
しょうか。基本的な手順について解説していきます。

BCP策定の流れ
1 「基本方針｣を決める

4

BCPを策定する上で、最初に決めておかなければならないのは
「基本方針」
。つまり“なぜ、事業を継続させるのか？” というBCP
の目的です。
たとえば、
「 社員の安否と雇用を守るため」
「 顧客の利益を守るべく
経営を健全に保つため」
などが基本方針に相当します。

2

中核事業を定めて「優先順位付け｣をする

次に行うのが
「優先順位付け」
です。企業活動を継続していく上で
優先しなければならない業務、すなわち会社の中核事業を定めま
す。中核事業が複数ある場合は、その中で何を優先すべきか、順
位付けをしていきます。

3

各災害による「被害想定｣を行う

中核事業の継続・早期回復に必要な対策を考える

中核事業の作業手順を把握し、その手順に関わる担当者や設備、
燃料を特定します。③で各災害による被害想定が済んでいれば、
各手順がどのような被害を受けるのか想定できているはずなの
で、自ずと対策も見えてくるでしょう。
たとえば、中核事業の作業
に
「 油圧ショベルを置き場 〈中核事業〉 必要な経営資源・
設備など
から運び出す」
という手順
手順①
があるとするなら、万一の
ときに備えて
「オペレータ」
「十分な軽油」
「 近くて広い
手順②
安定した駐機場所」
を用意
油圧ショベルを
置き場から出す
できる状態にしておく必要
があります。

中核事業に影響を与えうる災害は何かを洗い出します。地震や火
災はもちろん、インフルエンザの流行なども含まれるでしょう。そ
して、それらがインフラ（電気・水道・ガスなどのライフラインや道
路など）
や会社の経営資源
（人・設備・情報・資金など）
にどんな被
害を及ぼすかを想定します。

開催スケジュール

世界大会

アメリカ ラスベガス（2020年3月）

アジア大会

手順③

日本キャタピラー D -Tech Center（ 2019年11月：予定 ）

地区予選大会

手順④

会場・日程はお近くのCatディーラへお問い合わせください

詳しくは、お近くの販売店にお問い合わせください。

今日のワンポイント

あるケースを想定して、 〈対応策の例〉
①社 員の安否確認を行う。電話は繋がり
対応策を考えてみよう。 にくいので携帯電話のメールで確認す
ある日 、あなたの会 社 が 震 度6強 の
地震に見舞われました。

幸いけが人はいませんでしたが、会社

の建屋は半壊し、
ライフラインは途絶 、
安否が不明な社員もいます。具体的に

どんな手段を講じるべきでしょう。

る。連絡がつかない場合の集合場所を
決めておく。

②あらかじめ作成しておいた緊急時連絡
リストにある順 番で、取引先へ連絡を
行う。電気の回復に数日要することもあ
り、それまでは業務も回復できない。
③普 段は物置として使っているプレハブ
などを仮のオフィスにするなどの備え
をする。

中小企業庁はWeb上でBCPの作成方法をサポートしています。
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④経 理関係はパソコンだけではなく、手
作業でも処理できるようファイリングし
ておき、電気およびパソコンが 復旧す
るまでそれらを利用する。
被 災したときにこうした対 応をきちんと
取るためには、事前の準備が必要です。
さまざまなリスクを想定し、あらかじめ対
応策を決めておくようにしましょう。

PRESENT
「CAT CLUB No.104」
のご意見、ご感想をお寄せください。
抽選で３名様にCatグッズをプレゼントいたします。

次世代油圧ショベル320
1/50 スケールモデル

3

名様

ご当選者には、セールスマンが
賞品を直接お届けいたします。

中小企業BCP策定運用指針

お届けの際、賞品の色などが見本と
異なる場合がございますが、あらか
じめご了承ください。

ご 愛 読 者 プレ ゼ ント

〈応募要領〉
必要事項を記載いただき、下記メールアドレス宛にご応募ください。
■ お名前
■「CAT

■ ご住所

■ 連絡先のお電話番号

■ 会社名

CLUB」
へのご意見・ご感想

〈 応 募先アドレス〉

cat-club-japan@cat.com

〈応募締切〉

2019 年 9月6日（金）

ご提供いただきました個人情報は、当社の個人情報保護方針に基づき、今後の商品開発・
販売促進などに利用させていただきます。当社の個人情報保護方針は、当社ホームページ
からご覧いただけます。

https://www.caterpillar.com/ja/legal-notices.html#privacy

2019 NO.104 CAT CLUB
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お客様見聞録 〉
〉File 05 河建興業株式会社

キャタピラー

http://www.cat.com/ja_JP/

CAT CLUB編集室

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1
TEL. 045-682-3424

CAT CLUBメールアドレス

CAT CLUB デジタル版も
好評配信中！

cat-club-japan@cat.com
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®

土木現場の変革に挑む
若きリーダーと
次世代油圧ショベル。

