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AA  組組  織織  
  

11..会会員員  

正正会会員員数数はは年年度度始始めめ 6633 社社ででああっったたがが、、年年度度中中にに 11 社社がが退退会会ししたたここととにによよりり、、年年度度末末のの正正会会員員数数

はは 6622 社社ととななっったた。。ままたた、、賛賛助助会会員員数数はは年年度度始始めめ 5522 社社ででああっったたがが、、年年度度中中にに 44 社社がが入入会会、、11 社社がが

退退会会ししたたここととにによよりり、、年年度度末末のの賛賛助助会会員員数数はは 5555 社社ととななっったた。。  

ななおお、、年年度度中中にに会会員員代代表表者者をを変変更更ししたた正正会会員員はは 66 社社、、賛賛助助会会員員はは 88 社社ででああっったた。。  

  

((11))入入会会  

賛賛助助会会員員名名  

大大洋洋商商事事((株株))  ((令令和和 33 年年 44 月月 11 日日付付))  

  ((株株))日日本本エエーー・・エエムム・・シシーー((令令和和 33 年年 44 月月 11 日日付付))  

音音頭頭金金属属((株株))  ((令令和和 33 年年 66 月月 11 日日付付))  

      荒荒井井商商事事((株株))  ((令令和和 33 年年 1111 月月 1188 日日付付))  

  

((22))退退会会  

    正正会会員員名名  

    ㈱㈱ククリリハハララ（（令令和和 33 年年 66 月月 11 日日付付））  

  

賛賛助助会会員員名名  

((株株))テティィララドド  ((令令和和 44 年年 33 月月 3311 日日付付))  

  

((33))正正会会員員のの代代表表者者変変更更  

正正会会員員名名                                新新代代表表者者名名          前前代代表表者者名名  

ＩＩＨＨＩＩ運運搬搬機機械械((株株))                      村村上上  晃晃一一          桑桑田田  敦敦  

((株株))シシンンテテッックク                          田田所所  知知美美          村村田田  孝孝  

((株株))タタダダノノ                              氏氏家家  俊俊明明          多多田田野野  宏宏一一  

((株株))東東洋洋空空機機製製作作所所                      柘柘殖殖  一一慶慶          永永冨冨  士士工工  

古古河河ユユニニッックク((株株))                        山山川川  賢賢司司          中中戸戸川川  稔稔  

古古河河ロロッッククドドリリルル((株株))                    荻荻野野  正正浩浩          阿阿部部  裕裕之之  

  

((44))賛賛助助会会員員のの代代表表者者変変更更  

賛賛助助会会員員名名                              新新代代表表者者名名          前前代代表表者者名名  

いいすすゞゞ自自動動車車((株株))                        森森    康康之之          松松本本  大大介介  

いいすすゞゞ自自動動車車エエンンジジンン販販売売((株株))            中中山山  愼愼一一          市市川川  祥祥夫夫  

伊伊藤藤忠忠商商事事((株株))                          牛牛島島  浩浩            森森田田  考考則則  

NNTTNN((株株))  黒黒川川  昭昭雄雄          播播磨磨  悦悦  

エエヌヌデディィーーリリーースス・・シシスステテムム((株株))          白白田田  賢賢            兼兼子子  知知之之  

ナナブブテテススココ((株株))                          木木村村  和和正正          寺寺本本  克克弘弘  

三三菱菱ＨＨＣＣキキャャピピタタルル((株株))                  柳柳井井  隆隆博博          川川部部  誠誠治治  
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三三菱菱商商事事((株株))                            雨雨宮宮  浩浩二二          佐佐藤藤  聡聡  

  

((55))賛賛助助会会員員のの社社名名変変更更  

新新会会社社名名                                旧旧会会社社名名  

いいすすゞゞ自自動動車車エエンンジジンン販販売売((株株))            いいすすゞゞ・・ややままととエエンンジジンン販販売売((株株))  

三三菱菱ＨＨＣＣキキャャピピタタルル((株株))                  日日立立キキャャピピタタルル((株株))  
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22..役役員員  

((11))理理事事及及びび監監事事のの選選任任  

①①第第 11 回回理理事事会会((55 月月 66 日日開開催催))ににおおいいてて、、多多田田野野宏宏一一理理事事、、阿阿部部裕裕之之理理事事、、中中戸戸川川稔稔監監事事よよりり

辞辞任任のの申申しし出出ががああっったたののでで、、通通常常総総会会((55 月月 2266 日日開開催催))ににおおいいてて、、そそのの後後任任理理事事ととししてて氏氏家家

俊俊明明氏氏((((株株))タタダダノノ))、、荻荻野野正正浩浩氏氏（（古古河河ロロッッククドドリリルル((株株))））、、山山川川賢賢司司氏氏((古古河河ユユニニッックク((株株))))

をを選選出出ししたた。。  

  

((22))会会長長、、副副会会長長、、専専務務理理事事及及びび常常務務理理事事のの選選定定  

①①木木引引常常務務理理事事よよりり 55 月月 2266 日日付付でで辞辞任任のの申申しし出出ががああっったた。。ままたた、、第第 33 回回理理事事会会((1111 月月 1188 日日

開開催催))ににおおいいてて小小伊伊藤藤常常務務理理事事よよりり辞辞任任のの申申しし出出ががああっったたののでで、、小小山山専専務務理理事事がが常常務務理理事事

をを兼兼務務すするるここととととししたた。。  

以以上上のの結結果果、、令令和和 33 年年度度末末のの役役員員数数はは、、理理事事 2233 名名、、監監事事 33 名名ででああっったた。。  

  

33..会会議議  

総総会会、、理理事事会会及及びび正正副副会会長長会会議議をを次次のの通通りり開開催催しし、、工工業業会会のの課課題題、、事事業業推推進進ののあありり方方、、そそのの他他工工

業業会会運運営営にに関関しし、、そそれれぞぞれれ所所管管事事項項のの処処理理ににああたたっったた。。  

  

((11))総総会会  

年年度度中中にに、、総総会会をを 11 回回開開催催ししたた。。  

①①通通常常総総会会  

日日    時時    令令和和 33 年年 55 月月 2277 日日((書書面面にによよるる開開催催))  

出出席席社社数数    6633 社社（（書書面面にによよるる議議決決権権のの行行使使））  

議議案案第第 11 号号  「「令令和和 22 年年度度事事業業報報告告（（案案））のの承承認認にに関関すするる件件」」  

議議案案第第 22 号号  「「令令和和 22 年年度度決決算算（（案案））のの承承認認にに関関すするる件件」」  

議議案案第第 33 号号  「「令令和和 33 年年度度事事業業計計画画（（案案））のの承承認認にに関関すするる件件」」  

議議案案第第 44 号号  「「令令和和 33 年年度度収収支支予予算算（（案案））のの承承認認にに関関すするる件件」」  

議議案案第第 55 号号  「「一一般般社社団団法法人人日日本本建建設設機機械械工工業業会会入入会会金金及及びび会会費費にに関関すするる規規則則改改訂訂((案案))のの  

承承認認にに関関すするる件件」」  

議議案案第第 66 号号  「「理理事事・・監監事事のの選選任任（（案案））にに関関すするる件件」」  

  

((22))理理事事会会  

年年度度中中にに、、理理事事会会をを 55 回回開開催催ししたた。。  

①①第第 11 回回理理事事会会  

日日    時時    令令和和 33 年年 55 月月 66 日日  1166：：0000～～1177：：1100  

場場    所所    機機械械振振興興会会館館  66 階階「「66DD--44」」（（WWeebb 会会議議シシスステテムム併併用用））  

出出席席者者数数    理理事事 1188 名名  監監事事 33 名名  

議議案案第第 11 号号  「「賛賛助助会会員員入入会会（（案案））にに関関すするる件件」」  

議議案案第第 22 号号  「「理理事事・・監監事事のの選選任任（（案案））にに関関すするる件件」」  

議議案案第第 33 号号  「「令令和和 22 年年度度事事業業報報告告（（案案））のの承承認認にに関関すするる件件」」  

議議案案第第 44 号号  「「令令和和 22 年年度度決決算算（（案案））のの承承認認にに関関すするる件件」」  
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議議案案第第 55 号号  「「令令和和 33 年年度度通通常常総総会会付付議議事事項項（（案案））にに関関すするる件件」」  

議議案案第第 66 号号  「「規規定定改改訂訂（（案案））にに関関すするる件件」」  

議議案案第第 77 号号  「「米米国国環環境境保保護護庁庁（（EEPPAA））公公表表 TTSSCCAA 新新規規制制物物質質にに対対すするるパパブブリリッッククココメメンントト

（（案案））にに関関すするる件件」」  

議議案案第第 88 号号  「「新新車車証証明明制制度度のの廃廃止止（（案案））にに関関すするる件件」」  

報報告告事事項項    「「職職務務執執行行状状況況のの報報告告ににつついいてて（（33 月月～～44 月月））  

そそのの他他      「「建建設設機機械械産産業業にに関関わわるる経経済済動動向向」」  

  

②②第第 22 回回理理事事会会  

日日    時時    令令和和 33 年年 99 月月 2222 日日  1166::5555～～1177::2222  

場場    所所    機機械械振振興興会会館館  66 階階「「66DD--44」」（（WWeebb 会会議議シシスステテムム併併用用））  

出出席席者者数数    理理事事 2200 名名  監監事事 33 名名  

議議案案第第 11 号号  「「令令和和 44 年年度度税税制制改改正正要要望望（（案案））にに関関すするる件件」」  

報報告告事事項項    「「職職務務執執行行状状況況のの報報告告ににつついいてて（（55 月月～～88 月月））」」  

「「協協力力企企業業ととのの適適正正取取引引のの推推進進にに向向けけたた行行動動計計画画ののフフォォロローーアアッッププ及及びび  

改改正正にに関関すするる件件」」  

「「会会長長記記者者会会見見報報告告」」  

「「正正会会員員・・賛賛助助会会員員合合同同事事業業説説明明会会報報告告」」  

「「最最近近のの動動向向」」  

「「建建設設機機械械産産業業にに関関わわるる経経済済動動向向」」  

  

③③第第 33 回回理理事事会会  

日日    時時    令令和和 33 年年 1111 月月 1188 日日  1166：：0000～～1177：：2200  

場場    所所    機機械械振振興興会会館館  66 階階「「66--6677」」（（WWeebb 会会議議シシスステテムム併併用用））  

出出席席者者数数    理理事事 1155 名名  監監事事 33 名名  

議議案案第第 11 号号  「「賛賛助助会会員員入入会会（（案案））にに関関すするる件件」」  

議議案案第第 22 号号  「「常常務務理理事事のの選選定定（（案案））にに関関すするる件件」」  

議議案案第第 33 号号  「「令令和和 44 年年度度主主要要会会議議・・行行事事日日程程（（案案））にに関関すするる件件」」  

議議案案第第 44 号号  「「協協力力企企業業ととのの適適正正取取引引のの推推進進にに向向けけたた行行動動計計画画改改訂訂（（案案））にに関関すするる件件」」  

議議案案第第 55 号号  「「令令和和 44 年年新新年年賀賀詞詞交交歓歓会会のの開開催催（（案案））にに関関すするる件件」」  

報報告告事事項項  「「職職務務執執行行状状況況のの報報告告（（99 月月～～1100 月月））」」  

「「令令和和 33 年年度度事事業業のの進進捗捗状状況況ににつついいてて」」  

「「協協力力企企業業ととのの適適正正取取引引のの推推進進にに向向けけたた行行動動計計画画ののフフォォロローーアアッッププ調調査査結結果果」」  

「「令令和和 33 年年度度冬冬季季セセミミナナーー」」  

「「建建設設機機械械産産業業にに関関わわるる経経済済動動向向」」  

  

④④第第 11 回回臨臨時時理理事事会会  

  日日    時時    令令和和 33 年年 1122 月月 2233 日日（（書書面面にによよるる開開催催））  

  出出席席者者数数    理理事事 2233 名名  監監事事 33 名名  

議議案案第第 11 号号  「「米米国国環環境境保保護護庁庁((EEPPAA))公公表表 TTSSCCAA 新新規規制制物物質質にに対対すするるパパブブリリッッククココメメンントト((案案))
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にに関関すするる件件」」  

  

⑤⑤第第 44 回回理理事事会会  

日日    時時    令令和和 44 年年 33 月月 1177 日日  1166::1133～～1177::0055  

場場    所所    トトララスストトシシテティィカカンンフファァレレンンスス・・神神谷谷町町  CCoonnffeerreennccee44（（WWeebb 会会議議シシスステテムム併併

用用））  

出出席席者者数数    理理事事 1177 名名  監監事事 22 名名  

議議案案第第 11 号号  「「賛賛助助会会員員入入会会（（案案））にに関関すするる件件」」  

議議案案第第 22 号号  「「令令和和 44 年年度度事事業業計計画画（（案案））にに関関すするる件件」」  

議議案案第第 33 号号  「「令令和和 44 年年度度収収支支予予算算書書（（案案））にに関関すするる件件」」  

議議案案第第 44 号号  「「令令和和 44 年年度度通通常常総総会会付付議議事事項項（（案案））にに関関すするる件件」」  

議議案案第第 55 号号  「「規規程程改改訂訂（（案案））にに関関すするる件件」」  

報報告告事事項項    「「職職務務執執行行状状況況のの報報告告ににつついいてて((1111 月月～～22 月月))」」  

「「建建機機工工令令和和44年年度度税税制制改改正正要要望望にに対対すするる政政府府税税制制改改正正大大綱綱のの結結果果ににつついいてて」」  

「「会会長長記記者者会会見見開開催催報報告告ににつついいてて」」  

「「正正会会員員・・賛賛助助会会員員合合同同事事業業説説明明会会開開催催報報告告ににつついいてて」」  

「「令令和和 44 年年度度建建機機工工主主要要会会議議・・行行事事日日程程」」  

「「令令和和 44 年年度度会会員員研研修修会会ににつついいてて」」  

「「令令和和 55 年年新新年年賀賀詞詞交交歓歓会会ににつついいてて」」  

「「建建機機工工ににおおけけるる独独占占禁禁止止法法ココンンププラライイアアンンスス体体制制ににつついいてて」」  

「「建建設設機機械械産産業業にに関関わわるる経経済済動動向向」」  

  

((33))正正副副会会長長会会議議  

年年度度中中にに、、正正副副会会長長会会議議をを 22 回回開開催催ししたた。。  

①①第第 11 回回正正副副会会長長会会議議  

日日    時時    令令和和 33 年年 99 月月 2222 日日  1155::2288～～1155::5500  

場場    所所    機機械械振振興興会会館館  66 階階「「66DD--44」」（（WWeebb 会会議議シシスステテムム併併用用））  

出出席席者者数数    88 名名  

議議    題題    「「令令和和 44 年年度度税税制制改改正正要要望望（（案案））にに関関すするる件件」」  

そそのの他他      「「協協力力企企業業ととのの適適正正取取引引のの推推進進にに向向けけたた行行動動計計画画ののフフォォロローーアアッッププ  

にに関関すするる件件」」  

  

②②第第 22 回回正正副副会会長長会会議議  

日日    時時    令令和和 44 年年 22 月月 99 日日  1177：：0000～～1177：：5500  

場場    所所    機機械械振振興興会会館館  55 階階「「55SS--33」」（（WWeebb 会会議議シシスステテムム併併用用））  

出出席席者者数数    77 名名  

議議    題題    「「令令和和 44 年年度度事事業業計計画画方方針針((案案))及及びび収収支支予予算算骨骨格格((案案))にに関関すするる件件」」  

そそのの他他      「「建建機機工工令令和和 44 年年度度税税制制改改正正要要望望にに対対すするる政政府府税税制制改改正正大大綱綱のの結結果果」」  

「「建建機機工工のの最最近近のの動動向向ににつついいてて」」  
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((44))そそのの他他    

①① 3300 周周年年記記念念表表彰彰及及びび通通常常総総会会後後のの懇懇親親会会  

ⅰⅰ））通通常常総総会会後後のの懇懇親親会会  

・・令令和和 33 年年 55 月月 2277 日日にに開開催催予予定定ででああっったた令令和和 33 年年度度通通常常総総会会終終了了後後のの懇懇親親会会はは、、新新型型ココロロ

ナナウウイイルルスス感感染染症症拡拡大大のの影影響響、、政政府府にによよるる緊緊急急事事態態宣宣言言のの発発出出をを受受けけ中中止止ししたた。。  

ⅱⅱ））工工業業会会設設立立 3300 周周年年記記念念表表彰彰  

・・令令和和 33 年年 99 月月 2222 日日にに工工業業会会設設立立 3300 周周年年記記念念表表彰彰式式をを開開催催しし、、林林元元副副会会長長がが経経済済産産業業大大

臣臣表表彰彰をを受受賞賞ししたた。。  

・・工工業業会会のの役役員員ととししてて当当会会のの運運営営及及びび事事業業活活動動にに大大いいにに尽尽力力さされれたた２２名名様様のの永永年年役役員員功功労労

者者表表彰彰、、建建設設機機械械業業界界のの発発展展ののたためめ当当会会のの運運営営及及びび事事業業活活動動にに大大いいにに尽尽力力さされれたた 1111 名名

様様のの業業界界功功労労者者表表彰彰、、多多年年ににわわたたりり当当会会のの監監事事ととししてて尽尽力力さされれ当当会会のの発発展展にに多多大大のの貢貢献献

ををさされれたた 11 名名様様のの特特別別功功労労者者表表彰彰をを発発表表しし、、そそのの功功労労にに報報いいるるここととをを目目的的ととししてて数数見見会会

長長がが表表彰彰ししたた。。  

  

②② 会会員員研研修修会会  

令令和和 33 年年 1111 月月 22 日日にに開開催催予予定定ででああっったた令令和和 33 年年度度会会員員研研修修会会はは、、新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感

染染症症拡拡大大のの影影響響にによよりり開開催催をを中中止止ししたた。。  

  

③③ 賀賀詞詞交交歓歓会会  

令令和和 44 年年 11 月月 55 日日にに開開催催予予定定ででああっったた賀賀詞詞交交歓歓会会はは、、新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症拡拡大大のの

影影響響にによよりり開開催催をを中中止止ししたた。。  

  

44..委委員員会会  

令令和和 33 年年度度のの各各委委員員会会のの委委員員長長はは、、以以下下のの通通りりだだっったた。。  

委委 員員 会会 名名                                        委委 員員 長長 名名            

経経営営高高度度化化委委員員会会                        酒酒井井  一一郎郎              酒酒井井重重工工業業((株株))  

流流通通ササーービビスス委委員員会会                      塚塚本本  恵恵                キキャャタタピピララーー  

技技術術製製造造委委員員会会                          平平野野  耕耕太太郎郎            日日立立建建機機((株株))  

国国際際委委員員会会                              小小川川  啓啓之之              ココママツツ  

イイノノベベーーシショョンン委委員員会会                    尾尾上上  善善則則              ココベベルルココ建建機機((株株))  

運運営営委委員員会会                              三三觜觜  勇勇                住住友友建建機機((株株))  

  

55..事事務務局局    

事事務務局局組組織織はは、、総総務務部部、、調調査査部部及及びび業業務務部部のの 33 部部体体制制でで変変更更ははななかかっったた。。  
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BB  事事  業業  
  

ⅠⅠ..経経営営のの高高度度化化【【経経営営高高度度化化委委員員会会】】  

  

11..  研研究究会会のの開開催催  

77 月月 11 日日「「利利益益ににつつななががるる SSDDGGss」」とと題題しし、、（（有有））豊豊商商事事代代表表取取締締役役澤澤田田  未未貴貴氏氏をを講講師師ととししてて

第第 11 回回研研究究会会をを開開催催しし、、2200 社社 4488 名名がが参参加加ししたた。。  

  

22..  現現場場見見学学会会のの開開催催  

((11))  1100 月月 77 日日にに東東日日本本高高速速道道路路（（株株））高高速速横横浜浜環環状状南南線線（（トトンンネネルル工工事事現現場場））のの現現場場見見学学会会開開

催催をを予予定定ししてていいたたがが、、新新型型ココロロナナウウイイルルススのの影影響響でで中中止止ししたた。。（（緊緊急急事事態態宣宣言言がが 99 月月末末ままでで

延延長長さされれ、、1100 月月のの状状況況もも見見通通せせなないいここととももあありり中中止止のの案案内内をを 99 月月 1177 日日発発出出））  

  

((22))22 月月 1166 日日ににキキャャニニココムム新新工工場場とと周周辺辺企企業業のの現現場場見見学学会会をを企企画画ししたたがが、、11 月月 77 日日付付でで政政府府よよ

りり 11 月月 99 日日かからら 11 月月 3311 日日ままでで広広島島県県、、山山口口県県及及びび沖沖縄縄県県ににおおいいてて「「ままんん延延防防止止等等重重点点措措

置置」」がが適適用用さされれたたたためめ、、現現場場見見学学会会のの開開催催をを中中止止ししたた。。（（中中止止のの案案内内をを 11 月月 77 日日発発出出））  

  

33..  経経営営高高度度化化セセミミナナーー((冬冬期期セセミミナナーー))のの開開催催  

1122 月月 66 日日第第 11 部部「「競競争争戦戦略略のの基基本本論論理理」」、、第第 22 部部「「スストトーーリリーーととししててのの競競争争戦戦略略」」とと題題しし、、一一

橋橋大大学学ビビジジネネススススククーールル国国際際企企業業戦戦略略専専攻攻  楠楠木木  建建教教授授をを講講師師ととししてて冬冬期期セセミミナナーーをを開開催催しし、、

4466 社社 118888 名名がが参参加加ししたた。。  

  

44..  海海外外見見学学会会とと事事前前研研修修会会のの開開催催  

((11))新新型型ココロロナナウウイイルルススのの影影響響でで海海外外見見学学会会がが開開催催ででききなないいたためめ、、下下期期にに追追加加的的にに現現場場見見学学会会

をを行行ううここととととししたた（（22 月月 1166 日日キキャャニニココムム新新工工場場とと周周辺辺企企業業のの現現場場見見学学会会））。。ししかかししななががらら、、

上上記記 22..のの通通りり、、ままんん延延防防止止等等重重点点措措置置のの適適用用にによよりり現現場場見見学学会会のの開開催催をを中中止止ししたた。。  

  

55..  運運営営委委員員会会等等ととのの交交流流促促進進  

((11))経経営営高高度度化化委委員員会会（（以以下下、、「「経経高高委委」」））のの委委員員長長会会社社及及びび経経高高委委企企画画調調整整部部会会長長がが運運営営委委員員

会会にに委委員員ととししてて恒恒常常的的にに参参加加すするるととととももにに、、経経高高委委委委員員長長がが副副会会長長のの一一人人ととななるるこことと等等にに

よよりり、、中中堅堅・・中中小小会会員員のの意意見見をを工工業業会会全全体体のの運運営営にに反反映映ささせせたた。。ままたた、、運運営営委委員員会会のの資資料料

及及びび議議事事録録ににつついいててはは、、経経高高委委委委員員にに迅迅速速にに共共有有しし、、両両委委員員会会のの連連携携をを図図っったた。。  

  

((22))経経高高委委ののイイベベンントトににつついいててもも広広くく会会員員にに周周知知しし、、交交流流促促進進をを図図っったた。。  
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ⅡⅡ..健健全全なな流流通通・・ササーービビスス基基盤盤のの整整備備【【流流通通ササーービビスス委委員員会会】】  

  

11..  流流通通政政策策課課題題へへのの対対応応  

((11))特特定定整整備備にに関関すするる規規制制緩緩和和要要望望検検討討    

・・現現時時点点ままででのの規規制制緩緩和和要要望望案案とと令令和和元元年年 1100 月月のの国国土土交交通通省省通通達達のの中中身身ににつついいてて WWGG 内内でで認認

識識合合わわせせををしし、、要要点点をを整整理理ししたた。。  

・・ままずずははユユーーザザへへのの周周知知がが必必要要とと判判断断しし、、リリーーフフレレッットト作作成成にに着着手手ししたた。。併併せせてて、、特特別別緊緊急急措措

置置のの事事例例ににつついいてて WWGG 内内ででアアンンケケーートトをを実実施施しし、、次次年年度度よよりり整整理理・・検検討討をを進進めめるる。。  

・・1122 月月 2211 日日にに国国土土交交通通省省自自動動車車局局整整備備課課とと打打合合せせをを実実施施しし、、現現在在作作成成ののリリーーフフレレッットト案案にに

つついいてて国国土土交交通通省省よよりりククレレジジッットト使使用用許許可可をを得得たた。。引引きき続続きき国国土土交交通通省省とと記記載載内内容容をを確確認認

ししななががらら作作成成をを進進めめるる。。  

  

((22))輸輸送送規規制制緩緩和和要要望望検検討討    

・・22 月月 2244 日日にに国国土土交交通通省省とと意意見見交交換換会会をを実実施施しし、、従従来来ののババララ積積みみ規規制制、、輸輸送送時時間間帯帯、、特特車車通通

行行許許可可のの期期間間短短縮縮等等のの従従来来かかららのの要要望望にに加加ええ、、新新たたにに全全幅幅がが 33..33mm にに規規制制緩緩和和さされれたた区区間間にに

おおけけるるササーービビススエエリリアアのの駐駐車車ススペペーースス確確保保ににつついいてて要要望望ををししたた。。意意見見交交換換会会のの結結果果、、国国土土

交交通通省省ととししててはは継継続続要要望望内内容容とと新新たたなな要要望望内内容容ににつついいてて前前向向ききにに検検討討しし、、安安全全確確保保がが担担保保

さされれたた後後にに随随時時規規制制緩緩和和ををししててききたたいいととののココメメンントトががああっったた。。  

  

22..ササーービビスス活活動動のの支支援援  

((11))震震災災復復興興事事業業へへのの貢貢献献ななららびびにに現現地地ササーービビスス対対応応のの安安全全確確保保  

・・今今年年度度はは各各社社よよりり現現場場作作業業ででのの問問題題発発生生のの連連絡絡はは受受けけななかかっったたがが、、今今後後もも問問題題がが発発生生すすれれ

ばば速速ややかかにに対対応応すするるべべくく、、継継続続的的ににウウォォッッチチししてていいくく。。  

  

((22))ササーービビススママンンのの人人材材確確保保・・育育成成、、長長時時間間労労働働のの防防止止対対策策  

①①来来ててももららうう（（採採用用活活動動））  

・・令令和和元元年年度度にに作作成成ししたたリリククルルーートト動動画画ににつついいてて、、ここれれままででのの自自動動車車大大学学校校へへのの訪訪問問・・説説明明

ななららびびにに会会員員へへのの周周知知にに加加ええ、、66 月月ににウウェェブブ広広告告をを導導入入ししたた。。パパーートト 11、、パパーートト 22 ととももにに著著

ししいい効効果果がが見見らられれたたたためめ、、時時期期やや対対象象者者をを含含めめ再再検検討討しし、、22 月月ににウウェェブブ広広告告をを再再導導入入しし、、11

回回目目のの導導入入とと同同様様にに再再生生回回数数がが大大幅幅にに増増加加ししたた。。  

②②ややめめなないいででももららうう（（定定着着））  

ⅰⅰ））外外国国人人のの受受けけ入入れれ  

・・1111 月月 2222 日日にに経経済済産産業業省省よよりり特特定定技技能能外外国国人人材材受受けけ入入れれににつついいててのの調調査査依依頼頼ががあありり、、特特定定

技技能能ににおおけけるる建建設設機機械械整整備備のの新新設設、、特特定定技技能能のの対対象象職職種種ででああるる自自動動車車整整備備にに建建設設機機械械整整備備

をを追追加加すするるここととをを希希望望すするるとと回回答答ししたた。。  

・・22 月月 1166 日日にに国国土土交交通通省省へへ訪訪問問しし、、建建設設業業法法第第 33 条条許許可可のの取取得得等等のの条条件件をを満満たたししたた場場合合、、既既

存存のの制制度度でで特特定定技技能能外外国国人人にに建建設設機機械械整整備備をを任任せせらられれるる可可能能性性がが浮浮上上しし、、既既存存制制度度のの活活用用

にによよるる対対応応もも検検討討ししたた。。  

ⅱⅱ））夜夜間間・・休休日日対対応応  

・・他他業業界界のの対対応応聴聴取取やや業業界界内内ででのの好好事事例例をを収収集集ししたた。。  
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・・22 月月 22 日日にに特特定定社社会会保保険険労労務務士士をを招招きき、、「「建建設設機機械械業業界界のの労労働働環環境境改改善善ににつついいてて」」ををテテーーママ

にに勉勉強強会会をを開開催催ししたた。。  

ⅲⅲ））社社内内ででののココミミュュニニケケーーシショョンン不不足足  

・・ココーーチチンンググののポポイインントトとと成成功功事事例例をを取取りりままととめめたた。。  

  

33..  移移動動式式ククレレーーンン定定期期自自主主検検査査者者制制度度のの普普及及促促進進  

((11))講講師師講講習習会会とと認認定定検検査査者者講講習習のの実実施施  

・・講講師師講講習習会会はは、、本本年年度度ももココロロナナ禍禍にによよりり開開催催をを中中止止ととししたた。。22 年年連連続続ででのの開開催催中中止止ととななっったた

ここととでで WWEEBB 開開催催のの要要望望がが挙挙ががりり、、今今後後はは WWEEBB 開開催催のの実実施施にに向向けけてて検検討討をを進進めめるる。。  

・・会会員員各各社社のの協協力力をを得得てて認認定定検検査査者者講講習習をを行行いい、、668844 名名をを新新たたにに検検査査者者ととししてて認認定定ししたた。。ここのの

結結果果、、年年度度末末のの認認定定検検査査者者総総数数はは、、1111,,558822 名名ととななっったた。。  

  

((22))検検査査者者新新規規講講習習会会のの WWEEBB 開開催催のの検検討討及及びび実実施施  

検検査査者者更更新新講講習習会会とと同同様様にに、、検検査査者者新新規規講講習習会会ににつついいててもも WWEEBB ででのの講講習習会会のの開開催催をを選選択択肢肢のの

一一つつととししてて取取りり入入れれるるここととをを決決定定ししたた。。  

  

44..  中中古古建建機機情情報報 NNEETT のの運運用用  

・・盗盗難難機機、、行行方方不不明明機機情情報報及及びび令令和和 22 年年 1122 月月ままででのの製製造造番番号号情情報報をを追追加加・・更更新新ししたた。。ままたた、、過過

去去のの製製造造番番号号登登録録ににつついいててもも修修正正やや追追加加登登録録等等をを実実施施しし、、更更ななるる内内容容充充実実をを図図っったた。。  

・・現現状状のの運運用用ににつついいてて確確認認しし、、会会員員規規約約ににつついいててはは、、現現状状にに即即ささなないい箇箇所所もも出出ててききてていいるるこことと

かからら、、改改訂訂作作業業をを進進めめるる。。  

  

55..  債債権権保保全全体体制制へへのの対対応応  

((11))  統統一一譲譲渡渡証証明明書書制制度度のの普普及及、、促促進進、、規規定定見見直直しし  

・・譲譲渡渡証証明明書書制制度度ににつついいててはは、、元元年年度度下下期期にに実実施施ししたたアアンンケケーートト結結果果でで 99 割割以以上上がが必必要要とと回回

答答ががああっったたたためめ、、制制度度をを継継続続実実施施すするるととととももにに規規定定改改訂訂のの検検討討をを進進めめるる。。  

  

((22))  建建設設機機械械盗盗難難対対策策  

建建設設機機械械盗盗難難のの一一層層のの減減少少をを図図るるたためめ、、毎毎月月税税関関やや各各都都道道府府県県警警察察へへ盗盗難難建建機機情情報報をを提提供供

しし、、水水際際ででのの防防止止対対策策にに努努めめてていいるる。。本本年年度度はは 1177 件件でで前前年年度度 22 件件のの減減少少ととななりり、、年年々々減減少少

傾傾向向ににああるる。。  

  

66..  そそのの他他  
((11))  22005500 年年カカーーボボンンニニュューートトララルルにに伴伴ううググリリーーンン成成長長戦戦略略へへのの対対応応  

・・技技術術製製造造委委員員会会（（製製品品 WWGG、、製製造造 WWGG））、、運運営営委委員員会会税税務務部部会会とと合合同同でで、、55 月月 77 日日にに経経済済産産業業

省省、、55 月月 2211 日日にに国国土土交交通通省省、、1100 月月 2200 日日にに環環境境省省よよりり講講師師をを招招いいてて政政策策動動向向等等ににつついいててのの

勉勉強強会会及及びび 1111 月月 1166 日日にに経経済済産産業業省省資資源源エエネネルルギギーー庁庁説説明明会会をを開開催催ししたた。。  

・・55 月月のの経経済済産産業業省省及及びび国国土土交交通通省省のの勉勉強強会会をを踏踏ままええ、、CCNN のの実実現現にに向向けけたた要要望望内内容容ににつついいてて

会会員員向向けけににアアンンケケーートトをを実実施施しし、、77 月月にに要要望望書書をを取取りりままととめめ、、経経済済産産業業省省及及びび国国土土交交通通省省担担

当当課課長長にに手手交交ししたた。。  
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・・革革新新的的技技術術をを用用いいたた建建設設機機械械導導入入にに有有効効ななユユーーザザへへのの支支援援のの在在りり方方のの側側面面かからら検検討討をを行行いい、、

カカーーボボンンニニュューートトララルルのの実実現現にに向向けけたた要要望望内内容容ににつついいてて会会員員向向けけににアアンンケケーートトをを実実施施しし、、

77 月月にに要要望望書書をを取取りりままととめめ、、経経済済産産業業省省及及びび国国土土交交通通省省担担当当課課長長にに手手交交ししたた。。更更にに 11 月月にに 22

回回目目ののアアンンケケーートトをを実実施施しし、、77 月月にに提提出出ししたた要要望望書書内内容容のの深深堀堀をを実実施施ししたた。。  
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ⅢⅢ..環環境境、、安安全全、、そそのの他他技技術術的的課課題題へへのの対対応応【【技技術術製製造造委委員員会会】】  

  

11..地地球球環環境境保保護護、、安安全全向向上上へへのの取取組組  

((11))  排排出出ガガスス規規制制へへのの対対応応  

①①環環境境省省がが実実施施すするる排排出出量量原原単単位位のの基基礎礎ととななるる外外気気とと排排出出ガガススのの温温度度調調査査（（冷冷暖暖気気比比率率））にに

対対すするる助助言言・・支支援援（（2200 トトンンククララススのの油油圧圧シショョベベルルがが対対象象））  

・・22 年年度度調調査査（（産産廃廃、、砂砂利利販販売売用用途途ななどど。。22001111 年年規規制制機機 1100 台台））にに引引きき続続きき、、33 年年度度調調査査（（土土

木木・・解解体体作作業業用用途途ななどど。。22001144 年年規規制制機機 77 台台））へへ協協力力ししたた。。  

②②環環境境省省のの排排出出ガガスス総総量量算算定定精精緻緻化化にに向向けけたた支支援援・・協協力力  

・・油油圧圧シショョベベルルとと同同様様ににホホイイーールルククレレーーンン、、ホホイイーールルロローーダダ、、高高所所作作業業車車、、ブブルルドドーーザザのの 44 機機

種種のの排排出出量量算算定定にに必必要要ととななるる残残存存率率、、平平均均出出力力割割合合、、年年間間稼稼働働時時間間ののデデーータタ提提供供ににつついいてて

検検討討ししたた。。  

・・検検討討のの結結果果、、44 機機種種ににつついいててははデデーータタがが十十分分にに揃揃わわなないい、、デデーータタのの正正確確性性にに欠欠けけるる、、個個社社対対

応応のの場場合合はは 11 社社ののデデーータタがが業業界界ののデデーータタととししてて扱扱わわれれててししままううとといいっったた懸懸念念かからら、、業業界界とと

ししてて正正確確ななデデーータタででああるる出出荷荷台台数数統統計計ののみみ協協力力すするるここととととししたた。。  

・・油油圧圧シショョベベルルはは、、排排出出量量算算定定パパララメメーータタ更更新新のの協協力力((実実証証試試験験ののササポポーートトやや必必要要ななデデーータタ提提

出出等等))はは可可能能なな限限りり継継続続すするるここととととししたた。。  

  

((22))  地地球球温温暖暖化化防防止止にに向向けけたた自自主主行行動動計計画画ののフフォォロローーアアッッププ  

①①カカーーボボンンニニュューートトララルル行行動動計計画画（（旧旧低低炭炭素素社社会会実実行行計計画画、、以以下下「「行行動動計計画画」」））ののフフォォロローーアア

ッッププ調調査査のの実実施施（（数数値値はは 22002200 年年度度実実績績））  

・・工工場場ののエエネネルルギギーー原原単単位位はは 77..9944（（KKll//億億円円））((基基準準年年度度比比▲▲3311..77％％))とと超超過過達達成成ししたた。。  

・・油油圧圧シショョベベルル等等 33 機機種種のの CCOO22 排排出出量量のの削削減減推推定定値値はは 9900 年年比比 9933..55 万万トトンンととななりり、、削削減減ポポテテ

ンンシシャャルル試試算算値値ででああるる 110000 万万トトンンをを未未達達ととななっったた。。  

・・国国内内外外のの製製品品、、製製造造にに関関すするる CCOO22 削削減減事事例例をを収収集集ししたた。。  

・・1122 月月 2222 日日にに産産業業構構造造審審議議会会電電子子・・電電機機・・産産業業機機械械等等 WWGG ににてて行行動動計計画画フフォォロローーアアッッププ調調査査

ににつついいてて報報告告ししたた。。  

②②行行動動計計画画のの 22003300 年年目目標標のの見見直直ししのの実実施施  

・・カカーーボボンンニニュューートトララルル対対応応製製造造 WWGG ににてて、、行行動動計計画画のの 22003300 年年目目標標のの見見直直ししにに着着手手ししたた。。  

  

((33))  化化学学物物質質規規制制対対応応  

①①EEUU のの RREEAACCHH 規規則則対対応応  

・・EEUU  RREEAACCHH 規規則則のの 2255 次次 SSVVHHCC にに追追加加さされれたた 88 物物質質、、2266 次次 SSVVHHCC にに追追加加さされれたた 44 物物質質のの含含有有情情

報報をを調調査査しし、、2255 次次 SSVVHHCC 調調査査結結果果はは 99 月月、、2266 次次 SSVVHHCC 調調査査結結果果はは 33 月月にに HHPP にに公公開開ししたた。。  

②②米米国国 TTSSCCAA 対対応応  

・・米米国国 EEPPAA がが 22002211 年年 11 月月にに PPIIPP（（33：：11））含含むむ PPBBTT55 物物質質をを含含有有すするる製製品品のの製製造造・・加加工工・・流流通通をを

33 月月 88 日日よよりり制制限限すするる規規則則をを発発表表ししたた。。33 月月 88 日日にに PPIIPP（（33：：11））にに対対すするるパパブブリリッッククココメメンン

トト募募集集がが開開始始さされれ、、55 月月 1133 日日にに PPIIPP（（33：：11））をを同同規規則則かかららのの無無期期限限免免除除をを要要請請すするるパパブブリリ

ッッククココメメンントトをを発発出出ししたた。。99 月月 33 日日 PPIIPP（（33：：11））をを含含有有すするる製製品品のの製製造造・・加加工工・・流流通通のの制制限限

をを 22002222 年年 33 月月 88 日日ままでで延延期期すするるとと EEPPAA がが発発表表ししたた。。  

・・1100 月月 2211 日日 PPIIPP（（33：：11））のの規規制制開開始始時時期期をを 22002244 年年 1100 月月 3311 日日にに再再延延期期すするるとと EEPPAA がが発発表表しし
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たた。。本本件件にに関関すするる更更ななるるパパブブリリッッククココメメンントトがが募募集集さされれ、、1122 月月 2277 日日にに再再度度、、同同規規則則かかららのの

無無期期限限免免除除をを要要請請すするるパパブブリリッッククココメメンントトをを提提出出ししたた。。そそのの結結果果、、建建設設機機械械及及びびそそののススペペ

アアパパーーツツににつついいてて無無期期限限免免除除がが認認めめらられれたた。。  

・・22002222 年年 11 月月 2288 日日ににエエンンババイイロロメメンントト・・ジジャャパパンン((株株))かからら講講師師をを招招きき、、北北米米化化学学品品規規制制のの最最

新新動動向向にに関関すするる勉勉強強会会をを開開催催ししたた。。  

  

((44))  22005500  年年カカーーボボンンニニュューートトララルルにに伴伴ううググリリーーンン成成長長戦戦略略へへのの対対応応  

①①カカーーボボンンニニュューートトララルル（（以以下下「「CCNN」」））対対応応製製品品 WWGG・・製製造造 WWGG のの設設置置  

・・製製品品 WWGG・・製製造造 WWGG をを 33 年年 44 月月にに設設置置ししたた。。  

②②CCNN にに関関すするる勉勉強強会会、、説説明明会会、、ヒヒアアリリンンググのの実実施施  

・・流流通通ササーービビスス委委員員会会企企画画調調整整部部会会、、運運営営委委員員会会税税務務部部会会とと合合同同でで、、55 月月 77 日日にに経経済済産産業業省省、、

55 月月 2211 日日にに国国土土交交通通省省、、1100 月月 2200 日日にに環環境境省省よよりり講講師師をを招招いいてて政政策策動動向向等等ににつついいててのの勉勉強強

会会及及びび 1111 月月 1166 日日にに経経済済産産業業省省資資源源エエネネルルギギーー庁庁説説明明会会をを開開催催ししたた。。  

・・1111 月月 2299 日日にに（（一一社社））日日本本自自動動車車工工業業会会、、22002222 年年 11 月月 1122 日日にに（（一一社社））日日本本産産業業車車両両協協会会へへ

CCNN にに関関すするる取取りり組組みみ状状況況ののヒヒアアリリンンググをを行行っったた。。  

・・製製造造 WWGG 主主催催でで、、22002222 年年 22 月月 2211 日日にに東東芝芝エエネネルルギギーーシシスステテムムズズ（（株株））をを講講師師にに招招いいてて、、ペペ

ロロブブススカカイイトト太太陽陽電電池池ににつついいててのの勉勉強強会会をを開開催催ししたた。。  

・・製製品品 WWGG 主主催催でで、、22002222 年年 33 月月 44 日日にに川川崎崎重重工工業業（（株株））、、（（一一社社））日日本本産産業業車車両両協協会会をを講講師師にに招招

いいてて、、水水素素・・燃燃料料電電池池等等ににつついいててのの勉勉強強会会をを開開催催ししたた。。  

③③CCNN のの実実現現にに向向けけたた要要望望書書のの取取りりままととめめ  

・・55 月月のの経経済済産産業業省省及及びび国国土土交交通通省省のの勉勉強強会会をを踏踏ままええ、、CCNN のの実実現現にに向向けけたた要要望望内内容容ににつついいてて

会会員員向向けけににアアンンケケーートトをを実実施施しし、、77 月月にに要要望望書書をを取取りりままととめめ、、経経済済産産業業省省及及びび国国土土交交通通省省担担

当当課課長長にに手手交交ししたた。。更更にに 1122 月月にに 22 回回目目ののアアンンケケーートトをを実実施施しし、、77 月月にに提提出出ししたた要要望望書書内内容容

のの深深堀堀をを実実施施ししたた。。  

④④CCNN 対対応応製製品品部部会会・・製製造造部部会会のの設設置置  

・・33 年年度度ををももっってて製製品品 WWGG、、製製造造 WWGG をを発発展展的的にに解解消消しし、、44 年年度度よよりり CCNN 対対応応製製品品部部会会・・製製造造部部会会

をを立立ちち上上げげるるここととをを決決定定ししたた。。  

  

22..国国際際的的なな規規制制・・規規格格ののハハーーモモナナイイゼゼーーシショョンンのの推推進進  

((11))  国国内内外外のの規規制制・・規規格格情情報報のの収収集集とと会会員員へへのの情情報報提提供供  

・・22002211 年年度度 JJTTLLMM（（JJooiinntt  TTeecchhnniiccaall  LLiiaaiissoonn  MMeeeettiinngg））をを建建機機工工ががホホスストトすするるととととももにに、、海海

外外同同業業団団体体ととのの情情報報交交換換をを行行っったた（（77 月月 1122 日日～～99 月月 1177 日日、、AAEEMM  SShhaarreePPooiinntt をを用用いいたたババーー

チチャャルル会会合合））。。22002222 年年 11 月月にに同同会会合合のの結結果果をを踏踏ままええ、、HHPP のの規規制制規規格格一一覧覧をを更更新新ししたた。。  

・・1100 月月 2211 日日開開催催さされれたた CCEECCEE 総総会会（（ラライイブブスストトリリーームム））にに国国際際規規制制規規格格部部会会長長がが参参加加ししたた。。  

  

33..そそのの他他  

((11))  栃栃木木県県のの「「油油圧圧シショョベベルルのの誤誤操操作作にに伴伴うう重重大大事事故故発発生生をを受受けけたた安安全全対対策策ににつついいてて（（要要請請））」」

のの対対応応  
・・会会員員アアンンケケーートトをを実実施施のの上上、、回回答答をを取取りりままととめめ、、44 月月にに栃栃木木県県にに提提出出ししたた。。そそのの後後同同県県よよりり

安安全全機機構構のの実実装装例例のの照照会会ががあありり、、88 月月にに回回答答ししたた。。  
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((22))  消消防防法法へへのの対対応応  
・・消消防防法法のの建建設設機機械械へへのの適適用用にに対対すするる 22000011 年年、、22000055 年年のの消消防防庁庁とと（（一一社社））日日本本建建設設機機械械施施

工工協協会会のの協協議議内内容容、、建建設設機機械械にに燃燃料料をを入入れれたた状状態態ででののトトレレーーララーーにによよるる運運搬搬行行為為がが消消防防法法

第第 1166 条条のの「「危危険険物物のの運運搬搬」」にに該該当当すするるかかをを業業界界内内でで確確認認しし、、必必要要にによよっってて対対応応をを検検討討すす

るるここととをを目目的的ととししたた新新規規事事業業提提案案ががああっったた。。  
・・上上記記へへのの対対応応ととししてて、、44 年年度度よよりり消消防防法法対対応応検検討討 WWGG をを立立ちち上上げげるるここととをを決決定定ししたた。。  
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ⅣⅣ．．ググロローーババルル展展開開のの支支援援【【国国際際委委員員会会】】  

  

11..  海海外外関関係係情情報報のの収収集集整整備備ととそそのの会会員員へへのの提提供供、、海海外外展展示示会会へへのの参参加加等等  

((11))  海海外外展展示示会会へへのの対対応応  

    ・・ココロロナナのの影影響響にによよりり海海外外ででのの展展示示会会のの延延期期・・中中止止がが続続いいたたここととももあありり、、建建機機工工ととししててののブブ

ーースス等等のの設設置置ははななかかっったた。。  

・・bbaauummaa22002222 建建機機工工ブブーースス設設置置ににつついいてて、、企企画画調調整整部部会会ででのの検検討討とと同同時時にに経経営営高高度度化化委委員員会会にに

ももブブーーススのの要要否否をを確確認認ししたた。。企企画画調調整整部部会会ででのの審審議議検検討討のの結結果果  、、費費用用、、出出展展申申込込みみ期期限限をを

過過ぎぎてていいるるこことと、、及及びびココロロナナのの影影響響でで訪訪独独者者のの動動向向もも不不明明ででああるるここととをを踏踏ままええ見見送送るるこことと

ととしし  、、CCOONNEEXXPPOO、、IINNTTEERRMMAATT  PPaarriiss ににつついいててはは  今今後後検検討討すするるここととととししたた。。  

  

((22))  海海外外情情報報提提供供事事業業  

・・事事務務局局かからら海海外外セセミミナナーー等等のの情情報報をを発発信信すするるととととももにに、、そそのの際際海海外外情情報報提提供供事事業業（（海海外外展展

開開にに関関しし、、調調査査案案件件やや困困りりごごととににつついいてて建建機機工工調調査査部部がが窓窓口口・・主主体体ととななりり、、第第三三者者機機関関等等

をを活活用用しし調調査査・・報報告告をを行行うう事事業業））のの利利用用をを促促ししたた（（令令和和 33 年年度度はは 3311 件件発発信信（（前前年年同同期期比比 55

倍倍））））。。  

・・南南アア BBEELLLL 社社にによよるる OOffff  HHiigghh  WWaayy  TTrruucckk へへのの関関税税引引上上げげ要要請請にに対対ししてて、、昨昨年年 22 月月にに工工業業会会

ととししてて南南アア政政府府宛宛にに意意見見（（パパブブリリッッククココメメンントト））をを提提出出ししたた。。99 月月ににななりり BBEELLLL 社社要要請請はは却却

下下さされれ、、同同社社はは AADDTT にに限限定定ししたた修修正正申申請請をを行行っってていいるるととのの情情報報をを共共有有ししたた。。ななおお、、会会員員企企

業業かかららはは更更ななるる意意見見書書提提出出等等のの希希望望ははななかかっったた。。  

・・中中国国ササイイババーーセセキキュュリリテティィ審審査査弁弁法法がが改改正正さされれるるにに際際しし、、経経済済産産業業省省にによよるる説説明明会会をを 77 月月

1199 日日にに開開催催。。対対象象デデーータタのの明明確確化化をを求求めめるるパパブブココメメをを政政府府ととししてて発発出出ししたた。。  

・・新新疆疆ウウイイググルル自自治治区区ににおおけけるるササププラライイチチェェーーンンにに関関すするる経経済済産産業業省省かかららのの情情報報をを共共有有ししたた。。  

・・11 月月 1144 日日にに「「最最近近のの経経済済安安全全保保障障のの動動ききににつついいてて」」、、「「従従来来型型のの安安全全保保障障貿貿易易管管理理ににつついいてて」」

とと題題しし、、ジジョョーーンンズズ・・デデイイ法法律律事事務務所所佐佐野野弁弁護護士士、、片片平平弁弁護護士士をを講講師師ととししてて経経済済安安全全保保障障

勉勉強強会会をを運運営営委委員員会会とと共共同同でで企企画画、、開開催催ししたた。。1111 社社 6600 名名がが参参加加ししたた。。  

・・33 月月 11 日日にに政政府府かかららリリリリーーススさされれたた「「ウウククラライイナナ情情勢勢にに関関すするる外外国国為為替替及及びび外外国国貿貿易易法法にに

基基づづくく措措置置をを実実施施ししまますす」」にに対対ししてて、、33 月月 22 日日にに工工業業会会よよりり会会員員のの事事業業へへ影影響響がが見見込込ままれれるる

情情報報のの提提供供をを経経済済産産業業省省へへ依依頼頼ししたた。。  

・・33 月月 1188 日日にに経経済済産産業業省省貿貿易易経経済済協協力力局局貿貿易易管管理理部部貿貿易易審審査査課課対対ロロシシアア審審査査班班にに対対しし、、「「輸輸

出出貿貿易易管管理理令令別別表表第第二二のの三三のの規規定定にに基基づづきき貨貨物物をを定定めめるる省省令令  第第 2277 条条ににおおいいてて、、一一般般的的にに

建建設設機機械械がが該該当当すするるののかか」」問問いい合合わわせせをを行行っったた。。先先方方かからら 2222 日日にに、、「「トトララククタターーはは、、トトレレ

ーーララーーやや農農業業機機械械等等をを牽牽引引すするるももののをを想想定定ししてておおりり、、牽牽引引すするるここととをを主主目目的的ととししてていいなないい

ののででああれればば、、一一般般的的なな建建設設機機械械はは該該当当ししなないいももののとと考考ええらられれるる」」（（逆逆にに言言ううとと、、牽牽引引すするるここ

ととをを目目的的ととししてていいれればば建建設設機機械械ででもも対対象象ととななるる可可能能性性ががああるる））、、ととのの回回答答をを得得たた。。  

同同日日付付でで企企画画調調整整部部会会ににてて上上記記内内容容をを共共有有しし、、建建機機工工をを経経由由しし貿貿易易経経済済協協力力局局貿貿易易管管理理部部

貿貿易易審審査査課課へへ問問いい合合わわせせをを希希望望すするる事事項項をを募募っったた。。  

  

((33))  米米国国建建設設機機械械のの統統計計調調査査・・提提供供  

・・ココロロナナのの影影響響等等にによよりり米米国国建建設設機機械械動動向向レレポポーートトがが令令和和 22 年年 11 月月よよりり中中断断ししてていいたたたためめ、、

必必要要性性をを検検討討ししたた上上、、委委託託先先（（ジジェェトトロロシシカカゴゴ事事務務所所））とと対対応応をを協協議議ししたた。。  
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・・レレポポーートトのの内内容容、、形形式式をを大大幅幅にに改改善善ししたた上上、、99 月月かからら配配信信再再開開（（22002200 年年通通年年分分及及びび 22002211 年年

11、、22、、33 月月分分かからら開開始始））ししたた。。  

・・公公開開のの遅遅れれをを取取りり戻戻すすべべくく、、毎毎月月 22 カカ月月分分ののレレポポーートトをを作作成成・・提提供供ししたた結結果果、、22002222 年年 1122 月月

2211 日日のの公公開開分分よよりり最最新新時時点点のの情情報報提提供供がが可可能能ととななっったた。。  

①①再再開開にに当当たたっっててのの主主なな改改善善点点  

そそれれままででののレレポポーートト内内容容をを全全面面的的にに見見直直しし、、下下記記のの改改善善をを行行っったた。。  

    ⅰⅰ））分分かかりりややすすささのの向向上上  

    ・・全全体体構構成成のの整整理理、、文文章章のの統統一一化化・・表表・・ググララフフ導導入入にによよるる視視認認性性のの改改善善  

    ・・凡凡例例、、統統計計上上のの定定義義のの明明確確化化  

    ⅱⅱ））統統計計分分析析のの改改善善  

    ・・月月ごごととにに加加ええたた通通年年分分析析のの実実施施  

    ・・国国内内販販売売分分析析のの大大幅幅充充実実  

    ＊＊上上記記のの結結果果ととししてて、、11 本本ああたたりりのの報報告告分分量量もも従従来来のの 66 ペペーージジかからら 1122 ペペーージジ程程度度へへとと増増加加しし

たた。。  

  

22..海海外外友友好好団団体体ととのの交交流流    

((11))IIAACC((IInntteerrnnaattiioonnaall  AAssssoocciiaattiioonn  CCoommmmiitttteeee))会会議議  

・・44 月月 IINNTTEERRMMAATT 開開催催期期間間中中ににパパリリでで開開催催予予定定ででああっったたがが、、ココロロナナのの影影響響でで中中止止ととななっったた。。  

・・次次回回はは令令和和 44 年年 1100 月月ドドイイツツににてて開開催催予予定定でであありり、、今今後後情情報報収収集集をを行行いい、、対対面面開開催催ととななっったた

場場合合ははココロロナナのの状状況況をを踏踏ままええてて参参加加をを検検討討すするる。。対対面面ででのの参参加加がが難難ししいい場場合合はは、、WWeebb 会会議議シシ

スステテムムででのの参参加加をを議議長長国国ででああるる CCEECCEE へへ依依頼頼ししたた。。  

  

((22))  米米・・欧欧友友好好海海外外団団体体総総会会へへのの代代表表者者派派遣遣  

・・1100 月月 2211 日日のの CCEECCEE 総総会会へへ WWeebb 出出席席ををししたた。。ままたた、、1111 月月 1100 日日～～1111 日日開開催催のの AAEEMM 総総会会はは対対面面

開開催催ででああっったたががココロロナナのの影影響響にによよりり、、工工業業会会かかららのの参参加加をを見見送送っったた。。  

  

33..  輸輸出出向向けけ建建設設機機械械新新車車証証明明制制度度ののあありり方方のの検検討討  

・・55 月月のの理理事事会会でで本本制制度度のの廃廃止止がが正正式式決決定定さされれたたたためめ、、関関係係省省庁庁ととのの調調整整、、会会員員のの状状況況確確認認をを

行行いいつつつつ、、国国内内外外のの利利用用者者にに対対しし廃廃止止すするる旨旨のの周周知知をを 55 月月末末日日にに実実施施ししたた。。  

・・令令和和 33 年年 1122 月月末末ををももっってて新新車車証証明明制制度度をを廃廃止止ししたた。。そそのの後後、、制制度度利利用用者者並並びびにに関関係係省省庁庁へへ

制制度度廃廃止止にに伴伴うう混混乱乱等等がが生生じじてていいなないいここととをを確確認認ししたた。。  
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ⅤⅤ..産産業業のの高高度度化化【【イイノノベベーーシショョンン委委員員会会】】  

  

11..  新新政政策策、、新新技技術術へへのの対対応応事事業業環環境境のの変変化化のの早早期期把把握握とと対対応応のの検検討討  

新新政政策策やや新新技技術術ににつついいてて、、会会員員かかららのの直直接接提提案案及及びび他他のの委委員員会会かかららのの提提案案ははななかかっったた。。  

ロロボボッットト革革命命イイニニシシアアテティィブブ協協議議会会のの講講演演会会等等にに参参加加ししたた。。  

  

22..  将将来来のの建建設設機機械械産産業業へへのの環環境境変変化化へへのの対対応応検検討討  

    建建設設機機械械産産業業にに関関わわるる将将来来のの環環境境変変化化要要因因やや協協調調的的なな領領域域ににつついいててのの課課題題ににつついいててのの情情報報収収

集集ををししたた。。  

  

33..  オオペペレレーータタ支支援援機機能能をを搭搭載載ししたた建建設設機機械械のの安安全全基基準準のの整整備備  

((11))  他他業業界界のの対対応応ななどどににつついいててのの勉勉強強会会のの開開催催  

  ①①ここれれままででのの経経緯緯概概要要  

・・33 年年 33 月月にに開開催催ししたた委委員員会会時時にに、、経経済済産産業業省省製製造造産産業業局局よよりり自自動動車車業業界界のの自自動動運運転転のの状状況況

をを聴聴取取ししたた。。そそのの後後のの討討議議ににおおいいてて、、建建設設機機械械のの事事故故はは労労働働安安全全衛衛生生法法上上のの問問題題ででああるるここ

ととをを認認識識ししたた上上、、建建設設機機械械のの場場合合のの事事故故のの態態様様はは様様々々ででああるるたためめ、、限限定定的的ななユユーーススケケーースス

をを想想定定ししてて検検討討をを進進めめるるここととととししたた。。  

②②関関係係機機関関等等かかららののヒヒアアリリンンググ、、関関連連調調査査  

・・建建災災防防よよりりヒヒアアリリンンググ（（66 月月））及及びび関関連連資資料料調調査査  

事事故故のの起起因因物物ととししててはは「「掘掘削削機機械械」」、、事事故故のの形形態態ととししてて「「挟挟ままれれ・・巻巻きき込込ままれれ」」、、「「激激突突さされれ」」

「「墜墜落落・・転転落落」」、、動動作作ととししててはは「「走走行行及及びび旋旋回回」」時時のの事事故故がが多多いいここととがが判判明明しし、、上上記記 33 つつをを

組組みみ合合わわせせたたももののをを暫暫定定的的ににユユーーススケケーースス案案ととしし提提示示ししたた。。  

・・経経済済産産業業省省製製造造産産業業局局自自動動車車課課（（1122 月月））  

自自動動車車自自動動運運転転時時のの事事故故責責任任論論ににつついいてて、、レレベベルル２２ままでではは道道路路交交通通法法やや道道路路運運送送車車両両法法にに

規規制制さされれ、、レレベベルル３３以以降降はは類類型型化化後後、、安安全全性性評評価価、、技技術術評評価価をを経経てて責責任任論論のの議議論論にに移移行行すす

るるここととがが明明ららかかととななっったた。。  

・・ゼゼネネココンン（（大大林林組組））（（11 月月））  

現現場場ににはは人人をを入入れれなないいここととがが大大原原則則ででああるるののでで、、責責任任論論をを語語るる上上でで人人身身事事故故ははななくく、、対対物物

ででのの事事故故をを想想定定しし、、ユユーーススケケーーススをを検検討討すすべべききととのの提提案案ががああっったた。。  

・・国国土土交交通通省省国国土土技技術術政政策策総総合合研研究究所所（（22 月月））  

航航空空機機ののオオーートトパパイイロロッットトのの場場合合のの責責任任論論及及びびそそのの検検討討・・判判断断ののたためめのの組組織織制制度度論論ににつついい

てて説説明明ががああっったた。。  

  

((22))  上上記記をを受受けけててのの対対応応のの検検討討  

    ①①事事故故責責任任論論一一般般ににつついいてて  

搭搭乗乗者者ががいいるる場場合合（（オオペペレレーータタ支支援援機機能能付付きき機機械械））のの責責任任論論ににつついいててはは「「機機械械がが正正常常作作動動

ででのの事事故故ははユユーーザザににああるる、、そそのの意意図図にに反反ししてて動動きき出出ししててししままっったた場場合合ににははメメーーカカ責責任任」」とと

いいううここととでで一一旦旦結結論論付付けけたた。。そそのの際際委委員員長長よよりり、、搭搭乗乗者者ががいいなないい（（無無人人））のの場場合合のの検検討討がが必必

要要ででああるるととのの提提案案ががあありり、、そそれれをを踏踏ままええてて検検討討をを行行っったた。。  
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②②具具体体的的責責任任論論等等ににつついいててのの検検討討結結果果及及びび方方向向性性  

  ⅰⅰ))議議論論対対象象はは無無人人（（自自動動））運運転転時時のの責責任任論論にに限限定定すするる。。  

  ⅱⅱ))想想定定さされれるるケケーーススととししてて、、エエリリアア内内がが無無人人ででああるる場場合合をを前前提提にに、、次次のの 33 つつととししたた。。  

    ・・ケケーースス１１  完完全全自自動動運運転転（（エエリリアア外外にに監監視視人人））  

    ・・ケケーースス２２  遠遠隔隔運運転転（（エエリリアア外外にに運運転転者者））  

    ・・ケケーースス３３  完完全全自自動動運運転転とと遠遠隔隔運運転転のの機機械械がが混混在在（（エエリリアア外外にに監監視視人人とと運運転転者者））  

  ⅲⅲ))そそのの他他検検討討をを進進めめるる上上ででのの留留意意事事項項  

    ・・複複雑雑なな作作業業ででははななくく、、ままずず掘掘削削・・積積みみ込込みみななどどのの単単純純作作業業をを想想定定ししてて検検討討すするる。。  

    ・・今今後後のの自自動動化化ののレレベベルル（（単単独独ななののかか複複数数建建機機でで動動くくののかか等等））にによよっってて、、どどちちらら（（メメーーカカ

ももししくくははユユーーザザ））ででシシスステテムムをを組組むむののかかとといいうう状状況況もも踏踏ままええるる。。  

・・必必要要にに応応じじ、、現現状状のの建建設設機機械械自自動動化化ののレレベベルル分分けけ表表のの見見直直ししをを検検討討すするる。。  

・・メメーーカカ団団体体ととししてて、、社社会会的的認認知知度度のの向向上上をを含含めめ、、他他のの機機関関・・関関係係者者にに対対ししてて要要望望すすべべきき

内内容容、、条条件件ががああれればばそそれれももままととめめるる。。  
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ⅥⅥ..円円滑滑なな事事業業運運営営【【運運営営委委員員会会】】  

  

11..  工工業業会会のの意意思思決決定定にに関関すするる事事項項  

((11))  総総会会、、理理事事会会、、正正副副会会長長会会議議ににおおいいてて審審議議すするる事事案案をを取取りりままととめめるる  

  （（以以下下、、審審議議事事項項ははそそれれぞぞれれ（（案案））ととししてて提提示示さされれ、、全全てて承承認認さされれたた。。））  

①①通通常常総総会会（（55 月月書書面面開開催催））  

・・22 年年度度事事業業・・決決算算報報告告、、33 年年度度事事業業計計画画・・収収支支予予算算、、入入会会金金及及びび会会費費にに関関すするる規規則則改改訂訂等等

付付議議事事項項 66 件件。。  

②②理理事事会会（（55 月月、、99 月月、、1111 月月、、1122 月月、、33 月月のの 55 回回開開催催。。55 月月はは初初のの対対面面ととウウェェブブののハハイイブブリリッッ

ドド開開催催））  

・・第第 11 回回：：審審議議事事項項 88 件件（（総総会会付付議議事事項項、、就就業業規規程程改改正正、、米米国国 EEPPAA へへののパパブブココメメ、、  

新新車車証証明明制制度度のの廃廃止止承承認認等等））。。報報告告事事項項 11 件件（（職職務務執執行行状状況況））。。  

・・第第 22 回回：：審審議議事事項項 11 件件（（44 年年度度税税制制改改正正要要望望））、、報報告告事事項項 66 件件（（最最近近のの動動向向等等））。。  

安安田田産産業業機機械械課課長長かからら、、「「最最近近のの政政策策動動向向」」等等ににつついいてて講講話話、、意意見見交交換換。。  

・・第第 33 回回：：審審議議事事項項 55 件件（（賛賛助助会会員員入入会会、、常常務務理理事事のの選選定定、、４４年年度度主主要要会会議議・・行行事事日日程程、、協協

力力企企業業ととのの適適正正取取引引のの推推進進にに向向けけたた行行動動計計画画改改訂訂、、４４年年新新年年賀賀詞詞交交歓歓会会のの開開催催））、、報報告告事事

項項 55 件件（（事事業業進進捗捗状状況況等等））。。    

・・臨臨時時：：審審議議事事項項 11 件件（（米米国国環環境境保保護護庁庁((EEPPAA))公公表表 TTSSCCAA 新新規規制制物物質質にに対対すするるパパブブリリッッククココメメ

ンントト((案案))））。。    

・・第第 44 回回：：審審議議事事項項 55 件件（（賛賛助助会会員員入入会会、、44 年年度度事事業業計計画画、、同同収収支支予予算算書書、、総総会会付付議議事事項項、、

規規程程改改訂訂））、、報報告告事事項項 99 件件（（職職務務執執行行状状況況、、税税制制改改正正要要望望結結果果等等））。。  

③③正正副副会会長長会会議議（（99 月月、、22 月月））のの 22 回回開開催催。。  

・・第第 11 回回：：議議題題 11 件件（（44 年年度度税税制制改改正正要要望望））、、そそのの他他 11 件件（（適適正正取取引引行行動動計計画画フフォォロローーアアッッ

ププ））  

・・第第 22 回回：：議議題題 11 件件（（44 年年度度事事業業計計画画方方針針((案案))及及びび収収支支予予算算骨骨格格((案案))））、、そそのの他他 22 件件（（税税制制改改

正正要要望望結結果果、、最最近近のの動動向向））  

  

((22))  理理事事会会とと連連携携しし、、各各種種委委員員会会等等のの活活動動のの総総合合調調整整をを行行うう  

①①3300 周周年年記記念念式式典典検検討討、、カカーーボボンンニニュューートトララルルのの対対応応検検討討・・要要望望ととりりままととめめ等等のの調調整整をを図図っったた。。            

②②令令和和 33年年度度事事業業進進捗捗、、令令和和 44年年度度事事業業計計画画・・予予算算のの検検討討等等のの調調整整をを図図っったた。。  

  

((33))  事事業業環環境境のの変変化化にに合合わわせせ、、かかつつ工工業業会会ののココンンププラライイアアンンスス強強化化方方針針にに基基づづいいたた委委員員会会組組織織

のの再再構構築築等等、、運運営営のの一一層層のの合合理理化化をを図図るる  

①①契契約約弁弁護護士士がが理理事事会会、、正正副副会会長長会会議議、、各各委委員員会会、、分分野野別別部部会会及及びび課課題題別別分分科科会会等等所所要要のの会会

議議にに同同席席すするるととととももにに、、そそれれららのの議議事事録録内内容容をを確確認認しし、、ココンンププラライイアアンンスス強強化化をを図図っったた。。  

②②契契約約弁弁護護士士をを講講師師ととししてて、、理理事事会会、、運運営営委委員員会会、、正正会会員員・・賛賛助助会会員員事事業業説説明明会会、、工工業業会会事事務務

局局役役職職員員向向けけ会会議議等等ににおおいいてて独独占占禁禁止止法法のの遵遵守守ににつついいてて勉勉強強会会をを開開催催しし、、ココンンププラライイアアンン

ススにに関関すするる意意識識向向上上にに努努めめたた。。  

③③各各種種会会議議ににおおけけるるウウェェブブ及及びびハハイイブブリリッッドド開開催催をを支支援援ししたた。。  
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22..  会会員員間間のの相相互互啓啓発発のの促促進進  

((11))  総総会会、、賀賀詞詞交交歓歓会会、、会会員員研研修修会会のの企企画画実実施施  

①①55 月月 2277 日日開開催催のの通通常常総総会会はは、、新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症拡拡大大のの影影響響、、政政府府にによよるる緊緊急急事事態態

宣宣言言のの発発出出をを受受けけ、、書書面面開開催催すするるここととをを決決定定ししたた。。  

②②1111 月月 22 日日開開催催予予定定ででああっったた令令和和 33 年年度度会会員員研研修修会会及及びび令令和和 44 年年 11 月月 55 日日開開催催予予定定ででああっったた

賀賀詞詞交交歓歓会会はは新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症拡拡大大のの影影響響にによよりり開開催催中中止止をを決決定定ししたた。。  

  

((22))  正正会会員員事事業業説説明明会会・・賛賛助助会会員員事事業業説説明明会会のの開開催催  

①①会会長長記記者者会会見見同同日日のの 88 月月 2266 日日にに正正会会員員・・賛賛助助会会員員合合同同事事業業説説明明会会をを WWeebb 開開催催ししたた（（112244 名名

参参加加））。。記記者者会会見見当当日日のの開開催催及及びび正正会会員員とと賛賛助助会会員員合合同同のの開開催催ははいいずずれれもも初初のの試試みみででああっったた。。  

②②会会長長記記者者会会見見同同日日のの 22 月月 2244 日日にに正正会会員員・・賛賛助助会会員員合合同同事事業業説説明明会会をを WWeebb 開開催催ししたた（（参参加加アア

ククセセスス数数  正正会会員員：：4488、、賛賛助助会会員員：：6666））。。  

  

33..  情情報報化化にによよるる工工業業会会活活動動のの効効率率化化のの促促進進  

((11))  工工業業会会のの基基幹幹シシスステテムム((統統計計管管理理、、名名簿簿管管理理、、販販売売管管理理等等))ののススムムーーズズなな運運用用  

66 月月末末よよりり新新シシスステテムムにに完完全全移移行行しし、、本本格格稼稼働働ししたた。。同同シシスステテムムののススムムーーズズなな運運用用にに努努めめ

たた。。  

  

((22))  最最新新のの情情報報化化技技術術をを調調査査しし、、工工業業会会活活動動のの一一層層のの効効率率化化及及びび情情報報のの保保護護ににつついいてて企企画画検検討討

及及びび総総合合調調整整をを推推進進すするる  

在在宅宅勤勤務務対対応応及及びびペペーーパパーーレレスス化化・・迅迅速速化化をを目目的的ととししてて、、電電子子決決裁裁シシスステテムムをを導導入入ししたた。。

ままたたラランンササムムウウェェアアやや EEMMOOTTEETT((エエモモテテッットト))等等ののママルルウウェェアアにに対対応応ししたたセセキキュュリリテティィシシスステテ

ムムをを導導入入ししたた。。  

  

44..  会会員員のの入入会会のの促促進進等等  

下下記記 44 社社がが賛賛助助会会員員ととししてて入入会会ししたた。。  

大大洋洋商商事事((株株))、、日日本本エエーー・・エエムム・・シシーー((株株))  ((44 月月 11 日日付付))、、音音頭頭金金属属((株株))  ((66 月月 11 日日付付))、、荒荒井井

商商事事((株株))  ((1111 月月 1188 日日付付))  

  

55..  予予算算・・事事業業計計画画のの総総合合調調整整  

1111 月月のの運運営営委委員員会会ににおおいいてて、、各各委委員員会会・・部部会会等等ににおおけけるる年年度度上上期期のの活活動動報報告告をを行行っったた上上、、ここ

れれららをを踏踏ままええてて年年度度下下期期のの計計画画ににつついいてて議議論論をを行行ええるるよようう調調整整ししたた（（初初のの試試みみ））。。ああわわせせてて 1111

月月度度運運営営委委員員会会かからら 44 年年度度予予算算・・事事業業計計画画のの検検討討をを開開始始しし、、第第 44 回回理理事事会会でで審審議議すするるよようう調調

整整ししたた。。  

  

66..  政政府府・・関関連連団団体体ととのの連連携携  

((11))  建建設設機機械械業業界界にに関関連連すするる政政府府のの諸諸施施策策にに対対しし協協力力すするるととととももにに、、必必要要にに応応じじてて意意見見具具申申すす

るる。。  
①①カカーーボボンンニニュューートトララルル（（以以下下「「CCNN」」））対対応応  

ⅰⅰ))技技術術製製造造委委員員会会（（製製品品 WWGG、、製製造造 WWGG））、、流流通通ササーービビスス委委員員会会企企画画調調整整部部会会ととととももにに勉勉強強会会

のの実実施施ななどどでで知知見見をを広広げげたた上上、、建建機機工工ととししててのの対対応応案案のの検検討討をを開開始始ししたた。。  
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ⅱⅱ))経経産産省省及及びび国国交交省省担担当当課課室室長長をを招招きき政政策策動動向向等等ににつついいてて勉勉強強会会をを実実施施（（55 月月））ししたた。。  

ⅲⅲ))運運営営委委員員会会ととししててはは特特にに税税制制面面かかららのの支支援援のの在在りり方方のの側側面面かからら検検討討ししたた。。  

ⅳⅳ))ここれれららをを踏踏ままええ、、CCNN のの実実現現にに向向けけたた政政策策要要望望ににつついいてて会会員員向向けけににアアンンケケーートトをを実実施施しし、、

77 月月にに要要望望書書をを取取りりままととめめ、、経経産産省省及及びび国国交交省省担担当当課課長長にに手手交交ししたた。。  

ⅴⅴ))CCNN ににつついいててはは、、要要望望ののフフォォロローーアアッッププ、、そそのの他他必必要要なな検検討討をを行行っったた。。  

②②協協力力企企業業ととのの適適正正取取引引のの推推進進にに向向けけたた行行動動計計画画（（以以下下「「行行動動計計画画」」））  

    ⅰⅰ))第第 22 回回理理事事会会ににおおいいてて、、産産業業機機械械課課長長よよりり行行動動計計画画フフォォロローーアアッッププ調調査査のの実実施施及及びび改改正正

のの要要請請をを受受けけたたここととかからら、、建建機機工工ととししててのの対対応応案案のの検検討討をを開開始始ししたた。。    

ⅱⅱ))行行動動計計画画フフォォロローーアアッッププ調調査査結結果果のの取取りりままととめめ及及びび行行動動計計画画のの改改正正（（案案））をを作作成成しし、、1111

月月開開催催第第 33 回回理理事事会会でで審審議議ししたた。。  

  

((22))  関関連連団団体体ととのの連連携携をを強強化化しし、、事事業業のの効効率率化化をを図図るるととととももにに、、共共通通のの諸諸課課題題にに協協力力すするる  

・・通通常常総総会会・・理理事事会会のの開開催催方方法法、、税税制制改改正正要要望望、、CCNN 対対応応、、行行動動計計画画改改正正等等ににつついいてて、、関関連連団団体体

とと意意見見交交換換すするるととととももにに、、必必要要にに応応じじてて担担当当委委員員会会とと連連携携ししてて対対応応ししたた（（海海外外政政府府へへののパパブブ

リリッッククココメメンントト等等））  

  ・・建建機機ののユユーーザザ側側団団体体ででああるる一一般般社社団団法法人人日日本本建建設設機機械械施施工工協協会会ととのの定定期期的的なな意意見見交交換換会会をを開開

始始ししたた。。  

・・引引きき続続きき、、関関連連団団体体ととのの連連携携をを強強化化しし、、事事業業のの効効率率化化をを図図るるととととももにに、、共共通通のの諸諸課課題題にに協協力力

すするる。。  

  

77..  設設立立 3300 周周年年記記念念事事業業のの開開催催  

((11))55 月月 2277 日日開開催催予予定定ででああっったた設設立立 3300 周周年年記記念念式式典典はは開開催催中中止止ととしし、、功功労労者者表表彰彰受受賞賞者者にに表表彰彰

状状及及びび記記念念品品をを送送付付ししたた。。  

  

((22))99 月月 2222 日日開開催催第第 22 回回理理事事会会終終了了後後にに経経済済産産業業大大臣臣表表彰彰授授与与式式をを開開催催しし、、安安田田産産業業機機械械課課長長

かからら林林元元副副会会長長にに表表彰彰状状がが授授与与さされれたた。。  

  

88..  中中小小企企業業等等経経営営強強化化法法のの経経営営力力向向上上設設備備等等及及びび先先端端設設備備等等にに係係るる生生産産性性向向上上要要件件証証明明書書発発行行

へへのの対対応応  

((11))66 月月のの法法令令改改正正にに伴伴いい証証明明書書様様式式をを変変更更ししたた。。  

  

((22))建建設設機機械械のの証証明明団団体体ととししてて、、証証明明書書発発行行業業務務をを行行っったた。。  

  （（令令和和 33 年年度度証証明明書書発発行行枚枚数数  3366,,774444 件件））  

  

99..  税税務務にに関関すするる助助言言とと協協力力  

((11))税税制制改改正正要要望望  

・・令令和和 44 年年度度税税制制改改正正要要望望書書をを作作成成しし、、1100 月月にに政政府府等等にに提提出出ししたた。。  

・・そそのの後後、、与与党党のの要要請請にに応応じじ 1111 月月 2255 日日にに予予算算・・税税制制等等にに関関すするる政政策策懇懇談談会会へへ出出席席しし、、建建機機工工

のの要要望望内内容容をを説説明明ししたた。。      

・・ままたた、、CCNN 関関連連のの優優遇遇税税制制にに関関すするる勉勉強強会会をを行行ううととととももにに、、政政府府施施策策やや他他団団体体のの動動向向もも踏踏ままええ

つつつつ、、前前年年度度ままででのの要要望望内内容容のの棚棚卸卸とと次次年年度度要要望望書書のの内内容容ににつついいてて検検討討をを開開始始ししたた。。  
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1100..迅迅速速かかつつ正正確確なな統統計計調調査査のの実実施施（（統統計計調調査査部部会会））  

((11))自自主主統統計計のの整整備備  

  ①①主主要要統統計計のの整整備備、、関関連連調調査査のの実実施施  

ⅰⅰ))出出荷荷金金額額統統計計  

全全正正会会員員会会社社をを対対象象にに建建設設機機械械出出荷荷額額のの実実績績をを毎毎月月調調査査しし、、取取りりままととめめたた上上、、全全会会員員会会社社

にに提提供供ししたた。。  

ⅱⅱ))機機種種別別出出荷荷台台数数統統計計  

分分野野別別部部会会のの協協力力をを得得てて 3300 種種類類のの国国内内出出荷荷台台数数統統計計をを調調査査しし、、取取りりままととめめたた上上、、分分野野別別部部

会会員員会会社社にに提提供供ししたた。。  

ⅲⅲ))新新車車輸輸出出台台数数統統計計  

対対象象機機種種のの輸輸出出台台数数のの実実績績をを毎毎月月取取りりままととめめ、、デデーータタ提提出出会会員員会会社社にに提提供供ししたた。。  

ⅳⅳ))中中古古車車流流通通量量調調査査報報告告書書  

中中古古車車のの流流通通状状況況をを調調査査ししたた上上、、報報告告書書をを取取りりままととめめ、、1122 月月にに会会員員専専用用ホホーームムペペーージジにに掲掲

載載ししたた。。そそのの際際、、報報告告書書ににつついいててはは、、そそのの全全体体構構成成をを見見直直しし、、一一定定のの分分析析をを加加ええたた上上、、数数値値

ののググララフフ化化ななどどのの見見ややすすささのの改改善善、、発発生生台台数数とと流流通通経経路路のの関関係係のの明明確確化化等等各各種種のの改改善善をを図図

っったた。。  

    ②②統統計計等等のの迅迅速速なな公公表表、、情情報報提提供供  

出出荷荷金金額額統統計計及及びび国国内内出出荷荷台台数数統統計計等等のの結結果果をを、、迅迅速速にに工工業業会会ののホホーームムペペーージジにに掲掲載載すするる

ととととももにに、、関関係係会会員員各各社社にに情情報報提提供供をを行行っったた。。  

    ③③改改善善ののたためめのの検検討討  

現現状状のの統統計計のの課課題題、、改改善善すすべべきき点点、、要要望望をを会会員員各各社社かからら聴聴取取しし、、改改善善検検討討にに着着手手ししたた。。ああわわ

せせ、、会会員員各各社社のの海海外外生生産産量量がが増増加加ししてていいるるここととかからら、、海海外外工工場場ににおおけけるる生生産産・・出出荷荷分分ののデデ

ーータタのの収収集集方方法法ににつついいててのの検検討討ににもも着着手手ししたた。。  

  

((22))需需要要予予測測のの実実施施  

①①22002211 年年 77 月月、、22002222 年年 11 月月にに当当年年度度((22002211 年年度度))とと来来年年度度((22002222 年年度度))をを対対象象期期間間ととししてて調調査査

をを実実施施しし、、結結果果をを「「需需要要予予測測結結果果」」ととししてて、、そそれれぞぞれれ 88 月月、、22 月月にに記記者者発発表表おおよよびび会会員員・・賛賛

助助会会員員各各社社へへ報報告告をを行行っったた。。同同時時にに、、油油圧圧シショョベベルル・・ミミニニシショョベベルル世世界界生生産産台台数数調調査査((22002211

年年、、22002222 年年度度分分))をを実実施施ししたた。。  

②②精精度度向向上上をを目目指指ししたた需需要要予予測測手手法法ににつついいてて検検討討ししたた。。  

  

((33))欧欧米米韓韓同同業業団団体体ととのの連連携携にによよるる世世界界統統計計のの整整備備  

①①世世界界建建設設機機械械統統計計のの集集計計、、交交換換  

同同統統計計参参加加会会員員会会社社よよりり対対象象機機種種のの国国別別出出荷荷台台数数実実績績をを調調査査しし、、ととりりままととめめてて結結果果をを集集計計

機機関関にに報報告告ししたた。。ままたた、、集集計計機機関関よよりり日日米米欧欧韓韓４４団団体体全全体体のの国国別別出出荷荷台台数数統統計計をを受受領領しし、、

参参加加会会員員各各社社へへ提提供供ししたた。。  

②②海海外外団団体体ととのの統統計計にに関関すするる意意見見交交換換のの実実施施  

ⅰⅰ))世世界界建建設設機機械械統統計計交交換換会会議議（（55 月月 2200 日日、、1100 月月 1199 日日  ウウェェブブ開開催催））にに参参加加しし、、統統計計交交換換

上上のの課課題題、、機機種種固固有有のの懸懸案案事事項項、、統統計計のの報報告告方方法法等等ににつついいてて意意見見交交換換をを行行っったた。。  

ⅱⅱ))世世界界ククレレーーンン統統計計会会議議（（77 月月 1199 日日、、ウウェェブブ開開催催））にに幹幹事事国国ととししてて参参加加しし、、統統計計交交  換換上上

のの課課題題、、機機種種固固有有のの懸懸案案事事項項、、統統計計のの報報告告方方法法等等ににつついいてて意意見見交交換換をを行行ううととととももにに、、議議
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事事録録をを作作成成しし、、参参加加団団体体へへ配配布布ししたた。。  

③③そそのの他他  

世世界界建建設設機機械械統統計計交交換換会会議議はは 22002222 年年、、22002233 年年はは当当会会がが幹幹事事ににななるるここととかからら、、開開催催方方

法法等等ににつついいてて検検討討ししたた。。  

  

((44))  関関連連統統計計のの収収集集、、整整理理、、提提供供  

経経済済産産業業省省のの生生産産動動態態（（機機械械））統統計計、、内内閣閣府府のの受受注注統統計計等等、、建建設設機機械械にに関関すするる統統計計のの収収集集、、整整

備備をを行行いい、、適適宜宜会会員員会会社社等等へへ提提供供ししたた。。ままたた、、財財務務省省のの通通関関統統計計をを用用いいてて、、中中古古車車のの輸輸出出統統計計

をを整整備備ししたた。。（（毎毎月月））  

  

((55))  そそのの他他（（統統計計デデーータタ等等のの提提供供方方法法のの改改善善））  

①①自自主主統統計計、、関関連連統統計計、、需需要要予予測測等等ににつついいてて、、メメーールル、、ホホーームムペペーージジ等等をを通通じじてて、、迅迅速速にに会会員員

会会社社へへ提提供供ししたた。。  

②②正正会会員員・・賛賛助助会会員員合合同同事事業業説説明明会会（（22002211 年年 88 月月、、22002222 年年 22 月月  ウウェェブブ開開催催））ににおおいいてて「「建建

設設機機械械にに関関連連すするる統統計計、、中中古古車車流流通通量量調調査査結結果果（（22002200 年年度度））とと需需要要予予測測ににつついいてて」」ににつついい

てて説説明明をを行行っったた。。  

③③リリニニュューーアアルルすするる建建機機工工ホホーームムペペーージジででのの統統計計情情報報ににつついいてて検検討討をを行行っったた。。  

④④建建機機工工ホホーームムペペーージジににおおいいてて視視認認性性、、操操作作性性をを高高めめたた統統計計情情報報のの提提供供をを開開始始ししたた。。  

  

1111..  積積極極的的なな広広報報のの推推進進((広広報報部部会会))  

((11))  報報道道機機関関にに対対すするる定定例例会会長長記記者者会会見見、、随随時時のの会会見見及及びびニニュューーススリリリリーースス等等をを通通じじてて、、業業界界

動動向向やや工工業業会会活活動動にに関関すするる積積極極的的なな広広報報をを迅迅速速・・的的確確にに行行うう  

①①毎毎月月のの出出荷荷金金額額統統計計とと半半期期毎毎のの需需要要予予測測をを、、報報道道関関係係等等へへタタイイムムリリーーににリリリリーーススししたた。。まま

たた、、工工業業会会活活動動にに関関わわるるトトピピッッククススをを随随時時リリリリーーススししたた。。  

②②88 月月 2266 日日及及びび 22 月月 2244 日日にに一一般般紙紙及及びび業業界界紙紙等等のの報報道道機機関関をを対対象象にに会会長長記記者者会会見見をを開開催催しし、、

数数見見会会長長よよりり、、建建設設機機械械需需要要予予測測結結果果、、業業界界のの実実績績とと今今後後のの展展望望ににつついいてて WWeebb をを活活用用ししてて

発発表表・・説説明明をを行行っったた。。報報道道関関係係者者のの出出席席者者数数はは、、88 月月はは 4411 名名、、22 月月はは 2233 名名ででああっったた。。ままたた、、

発発表表資資料料等等ををホホーームムペペーージジにに掲掲載載ししたた。。  

  

((22))  ユユーーザザのの利利便便性性にに即即ししたた観観点点かからら当当工工業業会会ホホーームムペペーージジ((日日本本語語版版・・英英語語版版))ををリリニニュューーアアルル

すするる。。ままたた、、ココンンテテンンツツのの更更ななるる充充実実にに努努めめ、、業業界界動動向向やや工工業業会会のの行行動動指指針針、、活活動動内内容容並並びび

にに公公益益法法人人デディィススククロローージジャャーーにに関関すするる情情報報発発信信をを一一段段とと強強化化  

①①ホホーームムペペーージジをを 1111 月月にに全全面面リリニニュューーアアルルししたた。。掲掲載載情情報報をを大大幅幅にに整整理理・・見見直直ししすするるとととともも

にに、、HHPP ののデデザザイインンやや操操作作性性をを一一新新ししたた。。ままたた、、業業界界のの現現状状にに鑑鑑みみ、、リリククルルーートトをを意意識識ししたた

新新規規ココンンテテンンツツをを作作成成・・追追加加ししたた。。  

②②開開始始後後ももフフィィーードドババッッククをを得得つつつつ、、所所要要のの改改善善・・ココンンテテンンツツのの見見直直しし・・追追加加等等をを行行うう。。  

  

((33))  工工業業会会事事業業概概要要((日日本本語語・・英英語語併併記記))のの改改訂訂発発行行をを行行ううななどど、、工工業業会会最最新新情情報報やや活活動動方方針針等等をを

広広くく国国内内外外にに知知ららせせてていいくく  

①①役役員員交交代代等等をを含含めめてて工工業業会会事事業業概概要要パパンンフフレレッットトをを 77 月月にに改改訂訂ししたた。。  
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1122..工工業業会会ののあありり方方にに関関すするる検検討討  

工工業業会会活活動動のの事事業業ののあありり方方ににつついいてて、、引引きき続続きき検検討討をを行行っったた。。そそのの中中でで「「入入会会金金及及びび会会費費にに

関関すするる規規則則」」のの改改定定をを行行っったた。。  

  

1133..個個別別課課題題へへのの適適切切なな対対応応((分分野野別別部部会会))  

いいずずれれのの部部会会もも、、テテーーママがが「「公公益益のの追追求求」」ももししくくはは「「産産業業共共通通のの利利益益」」ととななっってていいるるかかをを確確認認

のの上上、、テテーーママ選選定定及及びび事事業業のの推推進進をを行行っったた。。  

((11))トトララククタタ部部会会  

検検討討ししたた結結果果、、今今年年度度及及びび来来年年度度ににおおいいてて、、特特定定のの課課題題はは設設定定さされれななかかっったた。。  

  

((22))掘掘削削機機械械部部会会  

①①応応用用機機安安全全技技術術検検討討分分科科会会  

ⅰⅰ))11 ピピンン式式ググララッッププルルのの日日本本ククレレーーンン協協会会規規格格化化にに向向けけててググララッッププルル容容量量計計算算方方法法のの基基準準

化化ななららびびにに掴掴みみ材材料料ののススククララッッププ材材のの選選定定をを行行っったた後後、、77 月月にに石石川川県県白白山山市市、、千千葉葉県県八八

千千代代市市、、1100 月月にに広広島島県県呉呉市市ののススククララッッププユユーーザザ協協力力のの下下、、掴掴みみ荷荷重重検検証証ののたためめ実実証証試試

験験をを実実施施ししたた。。  

ⅱⅱ))22001199 年年かからら 22002211 年年ににかかけけてて実実施施ししててききたた実実証証試試験験 3333 ケケーーススににつついいてて整整理理、、分分類類分分けけ

をを行行っったた。。  

ⅲⅲ))22002211 年年 1122 月月にに日日本本ククレレーーンン協協会会とと協協議議しし、、22002222 年年 1100 月月ににはは、、日日本本ククレレーーンン協協会会とと合合

同同でで規規格格化化にに向向けけたた活活動動をを開開始始すするるここととととななっったた。。  

②②屈屈曲曲ジジブブ油油圧圧 SS 用用 JJCCAASS 規規格格改改定定検検討討分分科科会会  

ⅰⅰ))日日本本ククレレーーンン協協会会のの屈屈曲曲ジジブブ油油圧圧分分科科会会にによよるる 22 つつのの日日本本ククレレーーンン協協会会規規格格（（注注 11））のの

見見直直ししににつついいてて、、建建機機工工はは 22002200 年年 1122 月月かからら継継続続ししてて屈屈曲曲ジジブブ油油圧圧分分科科会会にに委委員員ととししてて

参参加加しし、、見見直直しし内内容容ににつついいててメメーーカカのの意意見見をを収収集集しし、、日日本本ククレレーーンン協協会会にに規規格格案案にに対対すす

るるメメーーカカのの意意見見をを提提案案ししたた。。  

ⅱⅱ))日日本本ククレレーーンン協協会会ににてて規規格格改改定定作作業業はは完完了了ししたたがが、、規規格格改改定定にに伴伴うう日日本本ククレレーーンン協協会会のの

定定期期自自主主検検査査実実施施要要領領（（注注 22））のの見見直直ししをを 44 年年度度上上期期ままででにに行行ううここととがが 11 月月のの屈屈曲曲ジジブブ

油油圧圧分分科科会会でで決決定定ししたたたためめ、、引引きき続続きき定定期期自自主主検検査査実実施施要要領領にに対対すするるメメーーカカのの意意見見をを提提

案案ししたた。。  

（（注注 11））JJCCAASS22220055--11998888（（油油圧圧シショョベベルル兼兼用用屈屈曲曲ジジブブ式式移移動動式式ククレレーーンンのの過過負負荷荷防防止止装装置置））  

及及びび JJCCAASS22000055--22000077（（油油圧圧シショョベベルル兼兼用用屈屈曲曲ジジブブ式式移移動動式式ククレレーーンンののつつりり荷荷走走行行時時

のの能能力力設設定定にに関関すするる指指針針））  

（（注注 22））ククレレーーンン機機能能をを備備ええたた油油圧圧シショョベベルルののククレレーーンン部部分分にに係係るる定定期期自自主主検検査査実実施施要要領領  

  

((33))ククレレーーンン部部会会  

①①ククロローーララククレレーーンンののつつりり荷荷走走行行能能力力にに関関すするる検検討討分分科科会会  

ⅰⅰ))日日本本ククレレーーンン協協会会規規格格（（注注 11））をを基基にに各各社社のの定定格格総総荷荷重重設設定定にに関関すするる考考ええ方方やや前前提提条条件件

をを確確認認しし、、各各社社のの取取扱扱説説明明書書ののつつりり荷荷走走行行にに関関すするる注注意意事事項項のの記記載載内内容容ににつついいてて考考ええ方方

をを整整理理しし、、令令和和 44 年年度度よよりり各各社社のの取取扱扱説説明明書書にに反反映映ししてていいくくここととととななっったた。。  

ⅱⅱ))つつりり荷荷走走行行をを認認めめるる機機種種ににつついいててはは、、定定格格総総荷荷重重表表のの設設定定とと安安全全装装置置をを連連動動ささせせるるこことと

をを決決定定しし、、各各社社新新機機種種かからら対対応応ししてていいくくここととととななっったた。。  
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（（注注 11））JJCCAASS22000022--22001199「「ククロローーララククレレーーンンののつつりり荷荷走走行行時時のの安安定定にに関関すするる指指針針」」  

  

((44))道道路路機機械械部部会会  

検検討討ししたた結結果果、、今今年年度度及及びび来来年年度度ににおおいいてて、、特特定定のの課課題題はは設設定定さされれななかかっったた。。  

  

((55))ココンンククリリーートト機機械械部部会会  

①①ココンンククリリーートトポポンンププ車車整整備備証証明明制制度度運運営営規規程程改改訂訂分分科科会会  

ⅰⅰ))自自主主制制度度ででああるるココンンククリリーートトポポンンププ車車整整備備証証明明制制度度をを現現状状にに即即ししたた運運用用にに見見直直ししすするる

ここととをを目目的的ととししたた「「ココンンククリリーートトポポンンププ車車整整備備証証明明制制度度運運営営規規程程改改訂訂分分科科会会」」のの活活動動をを、、

どどののメメーーカカのの機機械械ででもも整整備備可可能能すするるここととをを方方針針ととししてて検検討討をを続続けけたた。。  

ⅱⅱ))４４年年度度にに具具体体的的なな規規程程類類のの改改訂訂をを行行いい、、新新制制度度をを早早期期にに開開始始ででききるるよようう検検討討をを継継続続すするる

ここととがが承承認認さされれたた。。  

  

((66))基基礎礎機機械械部部会会  

検検討討ししたた結結果果、、今今年年度度及及びび来来年年度度ににおおいいてて、、特特定定のの課課題題はは設設定定さされれななかかっったた。。  

  

((77))関関連連機機器器部部会会  

①①移移動動式式（（自自走走式式））廃廃棄棄物物処処理理施施設設ににつついいててのの設設置置申申請請基基準準のの統統一一化化検検討討分分科科会会  

ⅰⅰ))移移動動式式（（自自走走式式））廃廃棄棄物物処処理理施施設設ににつついいててはは、、機機械械自自体体のの設設置置場場所所がが定定ままららずず、、生生活活環環

境境影影響響調調査査のの手手法法がが示示さされれてていいなないい等等のの理理由由にによよりり、、自自治治体体にによよっっててはは設設置置をを認認めめなないい

事事例例ががああるる等等、、設設置置基基準準がが自自治治体体にによよりり異異ななっってていいるるととのの指指摘摘がが会会員員よよりりああっったた。。  

ⅱⅱ))そそののたためめ、、各各地地方方自自治治体体のの設設置置基基準準及及びび審審査査内内容容のの明明確確化化、、統統一一化化検検討討にに向向けけたた活活動動をを

行行ううここととととななっったた。。  
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