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理事長挨拶
協会会員の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は、協会活動に深いご理解とご協力を頂いておりますことに心より感謝申し上げます。
７月は西日本など記録的豪雨となり被害にあわれた皆様にはお見舞いを申し上げます。気
象庁は７月の豪雨、猛暑を異常気象としました。連日、終日の暑さの中、熱中症の報道が各
地で報じられていますが、会員各社におかれましては、従業員の皆様に充分なる配慮を行な
われ、健康管理をしていただきますようお願い申し上げます。
さて、私、この度理事長という大任を仰せつかり身の引き締まる思いであります。任期中
は最善を尽くし当協会のために尽力を致す所存でございます。
今や世界各国で普及し進展を続ける切断穿孔技術。日本における歴史の端緒は、およそ50
年前に遡ります。当初は高度経済成長期を中心とした道路の新設、維持、補修工事に特化さ
れた技術としてスタート。その後、上下水道や都市ガス、通信網の地下化などライフライン
の急速な発展、近代化や、度重なる震災や災害を契機とした橋梁、ビル等の構造物の補強、
改修、耐震化など、より安全、安心な都市づくりを支える中核技術として注目を集め、長足
の進歩を遂げてきました。そうした社会的ニーズの高まりを受け、当ＪＣＳＤＡ（日本コン
クリート切断穿孔業協会）は平成４年にコンクリート構造物の切断、穿孔工法の普及改良に
努め、安全で高度な技術を確立し、社会貢献と会員相互の親睦を図る事を目的に設立されま
した。特に近年は、市民意識の高まりを背景に、建設業においても環境に対し最大限に配慮
しながら、資源の再利用など持続可能性を視野に入れて、新たな価値を想像するリノベーシ
ョン技術の導入が喫緊の課題となっています。その意味でも、切断穿孔こそ、まさに未来を
切り拓く先端技術であり、社会に価値を創造していく建設業の中の「サービス業」であると
認識しています。当協会はＩＡＣＤＡ（国際コンクリート切断穿孔協会）に加盟し世界各国
とも交流しておりますが、環境への配慮、安全な施工という面において、日本の技術は世界
に誇れる技術であると確信しております。
これからも当協会は「ダイヤモンド工具で未来を創る」とのテーマを掲げ、業界内での新
たな人材育成と技術の発展に尽力してまいる所存ですので、関係各位におかれましては、ご
指導、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い致します。
会員各社のますますのご発展と会員の皆様の無事故、無災害の安全施工を祈念申し上げご
挨拶とさせていただきます。

一般社団法人

日本コンクリート切断穿孔業協会
理事長 濵田 芳郎
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JCSDA 第27回総会及び第60回例会
◆総会及び例会

出席36社54名

司会進行

広報委員会

日時：平成３０年５月２３日㈬
場所：東京 ホテルメルパルク東京

久保 達博氏（㈱シブヤ）

総会
1．開催宣言
15時00分

会則18条による総会成立の確認と、開催宣言が行われ、総会スタート。

2．恒例により、理事長が議長を務める事となり、稲積理事長（議長）より挨拶

司会進行

久保氏

今回は、IACDS国際会議が昨日当ホテルにて開催され、多くの会員の皆様に様々なご協力を頂き大変感謝をしている。本日
の懇親会にも30名程IACDS会員さんが出席される予定。IACDS国際会議に伴ない執り行われた行事についてご報告する。5
／ 21は朝から施設見学という事で、第一カッター興業㈱様にご協力を頂き、バスで茅ヶ崎本社を訪問し色々見学をさせてい
ただいた。大変良い経験になったと、参加者の方々から御礼の言葉があった。午後はワークショップという討論会が［お客
様に、どの様に自分の会社を知っていただくか］という題材で行われた。夜のウエルカムパーティには世界大会という事で、
渋谷国際委員長の計らいで元外務大臣岸田文雄さんが出席され祝辞を述べていただいた。22日は［業界に働く作業者の健康
と安全・その為の工法や機械の説明］という課題でカンファレンスセッションが行われ、工事の実績報告を日本からコンク
リートコーリング㈱（大阪）の藤尾様に代表していただき、地下鉄の解体工事の発表をしていただいた。多くの方が日本の
技術水準の高さに驚いておられ、大変立派なご説明をいただいた。また、
［JCSDAの歴史・活動・最近の展開および課題］
をコンクリートコーリング㈱（東京）の小澤様より、大変判り易く説明いただき、両氏には心より感謝をお伝えする。展示
会には日本ヒルティ㈱様・コンセック㈱様・㈱シブヤ様に出展いただき、各社様には感謝をしている。その後IACDS総会が
盛大に行われた。総会の一番のテーマは［若年層を含めた求人と離職防止］であり、世界中どこでも問題は一緒の様である。
作業者の募集はソーシャルメディアを利用し、離職防止には資格等スキルアップを積極
的に行い地位とサラリーの向上を図る、という意見等があった。我々 JCSDAも、積算
から始まり、安全技術講習や環境問題等取り組んできたが、やはり最近の課題として担
い手不足が大きく、協会として真剣に取り組んで行かねばならない。私は本日で理事長
職を辞任するが、今後も1会員として皆様と共にこの問題に関わって行こうと思っている。
歴代理事長の様なカリスマ性や牽引力もない私に、協会全体で多大なお力添えをいただ
いた事、大変有難く感謝している。ありがとうございました。
3．議案報告

稲積理事長

稲積理事長より以下議案の報告が行われた。

第1号議案

平成29年度事業報告に関する件

第2号議案

平成29年度収支報告に関する件

第3号議案

平成29年度会計監査報告

挨拶

宮崎監事〈㈱クライム〉より収支決算監査報告
第4号議案

任期満了に伴う役員改選に関する件

第5号議案

平成30年度事業計画（案）に関する件

第6号議案

平成30年度収支予算（案）に関する件

会場風景

新任役員紹介

＊各議案が拍手により承認となった。特に第4号議案の役員改選に関しては、新理事長 濵田芳郎氏（浜田工業㈱）副理事長
小澤純氏（コンクリートコーリング㈱） 理事 太田俊生氏（㈱エジマ）
・高橋辰男氏（東北カッター㈱）
・高橋正光氏（第
一カッター工業㈱）
・野田隆氏（㈱コンセック）
・久保達博氏（㈱シブヤ）が新任となり、
個々自己紹介と挨拶が行われた。尚、
濵田新理事長が総会病欠の為、稲積前理事長が第4.5.6号議案の報告を代行。
（補足：一般社団法人の決算承認は理事会の
承認となっており、総会時は報告のみとなる）
4．その他報告（理事会報告等）
当年3月に第一建興江島㈱様より入会申し込みがあり、理事会にて承認され総会でも承認された。第一建興江島㈱代表取締
役社長白石晃彦様の紹介と入会挨拶が行われた。また、新役員の皆様の紹介と挨拶が行われ、以下の理事会内容説明が行わ
れた。
①.IACDS総会に付随し、ガデリウスインダストリィ㈱によるブロック社製品のプレゼンを当例会にて行う依頼を受け許諾
したが、当協会員企業の不利益に対する配慮に欠けており、該当企業様には大変申し訳ない事で、お詫びをさせていた
だいた。今後は会員各社の利益を常に考慮し話し合い、判断する事とした。
②.JCSDA会員の半数が入会のダイヤモンドワイヤーソー工法研究会（DWS）の事務局長退任による事務局移転に関して。
DWS川嶋会長様より当協会事務局への統合の打診があり、理事会にて討議の結果、諸取り決めを行い電話・FAX・パソ
コン1台を置き使用してもらう事となった。将来的な統合も見据え、今後の協力体制を強化したい。（拍手により承認）
③.非営利法人としての一般社団法人である為、定款の一部（余剰財産の処分に関して）を修正。修正後会員各社に配布とした。
④.ダイヤモンド工事業協同組合より外国人労働者雇用の為の業種認定取得に対する協力要請があった、協力出来る事はす
る旨回答した。
以上、各議案報告が行われ、各議案質疑事項なく無事終了。15時45分 第27回定時総会は閉会となった。
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例会
総会に引き続き、第60回例会が執り行われた
1．ビジネス研究

地区代表会員報告

①北海道地区代表理事

株式会社エジマ

太田俊生氏

ネクスコ関係は最終的な延長部分の小樽から余市が今期開通した。これでネクスコ新
設道路は一応終了。函館に向かう開発がぼちぼち出る予定。ネクスコ補修工事はやっ
と札幌付近 小樽千歳間・岩見沢間のこの周辺が、橋梁補修・道路補修の発注が行われ、
結構な金額が落ちているが、我々に関連するカッターや切りものはごく一部の模様。
一部桁の入れ替えとか出て来るのでちょっとは有るかなという感じ。北海道開発局
（国

北海道

太田理事

交省）は橋の補修が全道的に広範囲に出ている。あまり恩恵はないかな、数は出るけど小工事が多いのかなと思っている。
新幹線の札幌駅がやっと決着が付き、2030年札幌オリンピック誘致の話しが出ておりその辺りを狙って前倒しもある様で、
改修工事もやや早まるかと思う。日本ハムの球場移転が札幌市の隣の北広島市に決まり、今、北広島がかなり動いている。
球場を作るプラスアルファーでインフラが出ると思われ、何かしらあると思う。それに絡んで人の動きが出る為、まだ発表
にはなっていないがＪＲの改修工事が出るのではないか。
②東北地区代表理事

第一ダイヤモンド工事株式会社

中村友幸氏

某リサーチ会社から東北の昨年度の数字がでており、倒産件数が前年度よりかなり
減っているとの事。宮城は85件で1位。福島は60件で2位だそうで、サービス業が
1位建設業が2位で全国的にもこれは同様であるらしい。4月の宮城県内の倒産会
社は5件、サービス業が10件。やはり復興作業の減少に伴う反動がかなり出ている
事を感じる。殆どの施工会社さんが同様ではないかと思うが、東北に営業所を置い
ているメーカーさんもかなり苦労をしているこの数か月間ではないかと感じる。営
業でお客様に出向くが、笑顔のあるところが少ない。東北全般は語れないが、隣の

東北

中村理事

福島と宮城県をみると、細かい仕事で食いつないでいるのが本音。仙台市は大型プロジェクト工事は一切ない。これから計
画等は出ると思うが、箱物で聞く話はない。今動いているのはネクスコのリニューアル工事で福島・宮城・岩手・青森で6
〜7件程度。福島原発は30年とか50年とか、人によっては100年かかると言われていて、会員さんの中にも仕事に入って
いる会社が色々あるとお聞きしている。放射線の線度とか悩ましい問題もあるが、最近ではロボットを使ったり、とに角解
決しなければならない。東北地方ではこういった仕事も1歩前進して取り組んで行かねばならぬ、と思っている。震災後の
復興需要の反動がかなり大きく、良くないがこれからも頑張って行きたい。
③関東地区代表理事

コンクリートコーリング株式会社

小澤純氏

関東は昨年同様で、4.5月は暇だという業者さんもいるが、年間を通してみればそこ
そこ忙しい。皆さんニュース等でご存知と思うが大手ゼネコンがリニア談合で国交
省から指名停止になっている。東京都の仕事でも指名停止期間は未定で、落札が決
まった仕事も取り消しになり、大きいワイヤーソーの仕事が先延ばしになっている。
仕事がない時なら大騒ぎになっていると思う。どんな仕事が出ているかというと、
先ず鉄道関係はJR・メトロ・各私鉄で共通して言えるのがホームドア設置。ただし、
ホームドアの規格が統一されておらず、会社や駅によっても異なり、業者泣かせで

関東

小澤理事

苦労している。渋谷の再開発が行われているが、JR・各私鉄等の主要ターミナルの大改造等見積り依頼を受けている会員
さんもあると思うが、オリンピック後の仕事としてゼネコンさんから聞こえてきている。首都高やネクスコの高速道路関係
は外環道の工事をやっており、三郷と高谷ジャンクション間が6月に繋がり、非常に便利になると思う。大泉と東京インタ
ーまでの工事が現在行われている。また、日本橋約1.8㎞区間が地下化される事となり、まだ先ではあるが大きな工事になる。
空港は、羽田の地盤改良に絡み防護キャップの取付のコアぬきがまだまだあり、成田ではオリンピックを目指して誘導路を
作っておりカッター等出ている様子。また、特殊工事の清掃工場の煙突解体で、あまり大きいのがなかったが昨年辺りから
100ｍを超えるものがいくつか出てきている。オリンピックを目指した工事、そうでない工事と色々ある。お客さんが「100
億円の工事が珍しくなく、数年前までは考えられなかった」と言っていた話があり、その辺が麻痺していると、発注規模縮
小になった時が非常に心配ではある。仕事のある今は事故の無いように進めなければならない。
④東海地区代表理事

江島産業株式会社

稲積雄司氏

名古屋城が5月7日をもって立入禁止となった。昔の図面が出てきた為500億円をか
けて完全木造化で復元するとの事で名古屋市民の7割が歓迎している。名古屋には
内側からＣ１・Ｃ２・Ｃ３という環状線がある。その１番内側名古屋高速のＣ１が昨年完
全に工事が終了し完成した。名古屋市外側を回っている環状２号線Ｃ２はまだまだ工
事はやっているが、全ての発注が終わった。愛知県岐阜県そして三重県を大きな括
りで結んでいる東海環状Ｃ３も順次発注しており、橋梁・トンネル工事が多く出てお
り、それぞれ目地切断等が多くある。また、Ｃ２が完成すると、コンテナ取扱量が日

東海

稲積理事

本で１番多い港である愛知県西部の飛鳥村に直結される事になり、流通が非常に発展する事になる。益々飛鳥地区の工事が
増え、目地切り等が多く出る。名古屋の大きな事業としてはラグビーワールドカップがあり、アジア大会の誘致もした。こ
れに対しホテルが足りず20棟程工事が行われている。またお客様を受け入れる為に空港も便利にしなければならず、セン
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トレア名古屋中部国際空港はもう1本滑走路を作り、空港に向かって専用の高速道路を作る。また、LCCが1社中部国際空
港に来るという事でエプロンを増設しており、当社も少し関わらせていただいている。残念なことにMJRの開発が遅れて
おり、MRJの倉庫等に関連した発注が出され仕事があったが、今は止まっている。定かではないが40機がキャンセルされ
たとの話がある。リニアに関しては地下の部分はやっているが開削部分の土地交渉が、遅々として進んでいない。忙しい訳
ではないが、何年か先のプロジェクトもあり、取りあえず今くらいの規模はあるなという感じである。
⑤関西地区代表

株式会社日本コンクリートカッティング

村田啓輔氏

先般、芝浦工大で行われた登録基幹技能者講習の際に行った講習内容が京都のウォ
ールソー現場に関したものであり、これを紹介する。講習の対象は70名の職人さん
であった。職人というのは基本的に現場で作業する技能労働者であり、これからの
技能労働者は自分の技術がいくらで売れ、如何に高く売るかという事を考えて行か
なければならないという内容。また自分の技術がいくらで取引されているのかの情
報も知っておく事も必要で、その為には顧客の本当の欲求（何を求めているのか）
を知る必要がある。今回の対象現場はＪＲ奈良線の複線化工事で、拡幅の為に法面
保護のコンクリートを200ｍ撤去すると言う内容。まず、設計単価は255㎡で2万円

関西

村田理事

/㎡となっていたが下請解体業者から2.5万円/㎡を要求があり、総額で630万円となり元請は127.5万円の赤字になってし
まう。工期があるし赤字も出したくはない、何とかならないか、という相談があり、ウォールソーでの切断撤去を提案した。
厚320㎜でブロックを700に切ると1,500ｍ切断で設計価格は5,400万、私共が半分の2,700万円もらっても半分は残り元
請は大きなプラスとなる。但し積算が10倍になり、これを如何にJR側に説明し理解させるかが今回の障壁で課題となる。
発注者が納得する正当な理由、会計監査を通る理由を考え10倍貰おうという事となった。現場には小学校と私立京都橘中
学と同高校があり、工期が1.2月の30日間である為入学試験に複数日被っており、無振動・無騒音が必要で、営業線に隣接
する作業となる為ハツリガラが走行中の電車に飛ぶ危険があり、この資料等を作成し説明した。JR側（発注者）は高くて
もしっかり会計監査が通る資料があり正当な理由があれば認めてくれ、元請も利益確保が出来、我々も単価の高い仕事がと
れる。顧客の本質を理解し、深層的欲求を理解し解決する事。低価格で売る事はない、技術者が金を判っていれば提案をし、
金を引っ張っていく。そういう事が出来る職人にならなければいけないのではないか、という講義をさせていただいた。関
西地区報告の状況報告ではないが、資料もあったので今回発表させていただいた。（プロジェクターにて資料映像あり）
⑥中国地区代表

株式会社コンセック

野田隆氏

昨年上期に於いては、相当厳しい発注状況で大変苦労をした。下期については例年
通りの橋梁の解体・耐震工事・ダムの改修工事等があった。建築の耐震工事は大型
物件がいくつかあったが、以前の学校の耐震の盛り上がりと比べたら少なくなって
いる。耐震工事では新しく特殊工法が出てきており、その分コア穿孔等が増えてき
ている。これらの耐震補強工事を色々な形で設計に織り込み、価格を落とさず、積
極的に受注に繋げたい。乾式工法は、建築現場でレンガの穿孔を乾式で、という話
が出てきている。防潮堤・桟橋・橋梁・トンネル・水門等も乾式の話しが来ている。
福島原発事故の影響で水力発電所の発電設備の更新工事が増えた。中・四国地区でも、

中国

野田理事

多くの懸案がゼネコンから出ている。若い新入社員の確保は厳しい面があり、若手入職者が増えるような魅力あふれる職場
を作らねばならないと思っている。
⑦九州地区代表

株式会社センター機材

多田哲夫氏

九州の同業者の団体の勉強会が4月にあり、その時の内容を報告する。参加したの
は施工業者が15社メーカーが7社参加者計24名。九州では熊本の震災・九州北部豪
雨と最近2件の大型災害があった。熊本の地震に関しては災害の復旧工事の進捗は4
割程度で、人手が足りないので入札があっても入札不調が多く、完了までにはまだ
2年位かかるのではないか。九州北部豪雨については、朝倉郡のカッター業者さん
の報告では、やっと片付けが終り道路整備等はこれからだが重機で撤去し打ち直す
だけだから、カッター工事はあまりないとの事。地震や豪雨災害の復旧に引っ張ら
れて、工事の量は九州全体でそこそこありどこも動きはある様だが、高速道路も出

九州

多田理事

来あがっており、切削や推進工事が非常に増えており、カッター工事は少なくなっている。各社、ワイヤーソーや汚泥回収
や中間処理施設とか、カッター以外の事にも取り組んでいる所が多い。1番話題に上ったのが単価の話し。他業種に比べ給
料が安くて、これでは人は入ってこない。ましてこれから働き方改革で残業の上限が厳しくなる。ゼネコンを中心に週休2
日制の完全実施で土曜日は仕事をしてはいけない。土曜日仕事が出来なくなれば売上は5/6に減るが、給料は今迄通り払わ
なければならない。どうするかと言えば単価を上げてもらう様にするしかない。役所単価は上がっており、労務費の見直し
や福利厚生費の計上等で元請に入る金は過去に比べ増えている。しかし、実態として末端施工業者の価格は上がっていない。
今後の売り上げ低下を見据え、単価を上げるのは今しかない。談合はいけないが、地区々々で意見を出し合って何とか単価
を上げたい、というのが共通した認識であった。理事会報告にもあったが外国人労働者に関する件も色々話が出て、人手不
足の策として何とか業種認定取得を進めていただきたい。最後に個人カッター業者の廃業が進んでいるという話があった。
汚泥処理の資格取得や法定福利費の件、やらねばならない事が増え、負担が多くなっており、廃業をする事になるとの事。
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２．委員会報告
①企画委員会

田中委員長（第一ダイヤモンド工事株式会社）

一昨日・昨日（5/21.22）の2日間IACDS世界大会のお手伝いをした。17年前にも
IACDS世界大会が日本で開催され、現場見学を行い、今回も希望されたので色々声掛
けを行った。しかし、今は規制が厳しく事情が異なる為何処からもOKがとれず、理事
長に相談をしたところ第一カッター興業さんが会社見学をさせていただける事となっ
た。高橋社長様、本当にありがとうござました。22日にはコンクリートコーリング（大
阪）藤尾社長様に施工事例の説明をしていただいた。会社見学・施工事例紹介それぞ
れ海外の同業者に日本のレベルの高さを認識いただけたと思う。ご協力に感謝してい

企画

田中委員長

広報

久保委員長

調査

砂川委員長

国際

渋谷委員長

る。今後、また会員の皆様にご協力をいただく事もあると思うので、その折には宜し
くお願いしたい。
②広報委員会

久保委員長（株式会社シブヤ）

ニュースレターの第52号を9月に、第53号を来年2月に発行予定となっている。第52
号では今回執り行われたIACDS世界大会の関連レポート等の記事を掲載する予定。ま
た、3年前より次世代の経営層の座談会を年1回東京・大阪・福岡で開催し記事として
掲載した。第53号では次世代を担う施工管理者の座談会を計画している。ご出席をお
願いする会員企業様には、何卒宜しくご協力をお願いしたい。また、時折々の情報提
供等、皆様のご協力を今後も宜しくお願いたい。
③調査委員会

砂川委員長（第一カッター興業株式会社）

昨年度に引き続き、施工計画の手引き湿式4工種・乾式3工種の更新を行う。施工計画
の手引きに関して、皆様のご意見ご要望があればいつでも砂川宛ご連絡を頂きたい。
調査委員会の話しではないが、一昨日（5/21）IACDS関連で弊社第一カッター本社に
海外のお客様がお出でになった。どうだったのか気になり関係された方にお聞きした
ところ、皆さんが貴重な体験が出来たと笑顔で言っていただけた。我々も同じく貴重
な体験が出来たと思っており、このような機会を与えていただいた事に感謝している。
④国際委員会

（パワーポイントにて映像を辿りながらの報告）
渋谷委員長（株式会社シブヤ）

今回、17年振りに日本で開催となったIACDS総会で、色々ご協力をいただき、また皆
様から何度も御礼を言っていただき本当に有難く思っている。私はJCSDAで副理事長
をさせていただいているがIACDSでも同じく副理事長を拝命している。今回IACDSメ
ンバーの来日に対しJCSDAの皆様に多大な協力とご尽力をいただき、IACDSを代表し
て御礼をする。本当にありがとうございました。IACDS活動をP・Pにて紹介後、次回
のワールドオブコンクリート（2019年1月20日〜 26日）研修ツアーの案内と説明が
行われた（総会資料に添付）。出来るだけ多くの方々の参加をお願いしたい。
⑤メーカー部会報告･･･清水メーカー部会長（理研ダイヤモンド工業株式会社）
メーカー部会は年2回程度の部会議を予定しており、昨年12月に開催し、今期になる
が4月11日にも行った。4月の会議では今回行われたIACDS総会出展に関する件が議題
に上がったが、毎回JCSDAへの要望事項や各社の現状等を話し合っている。会議出席
各社が同様に声を上げたのが価格に関する件。ダイヤモンド工具の原材料が急激に値
上がりをし、鋼材等も軒並み値上げとなっている。施工単価の値上は施工会員さんの
課題でありご苦労されていると思うが、メーカーも背景が厳しさの限界にあり、価格
変更等になる時にはご理解を頂きたい、というのが纏めであった。今後も施工会員さ
んと共にJCSDAの運営に協力をして行くので、宜しくお願いをしたい。
３．技術情報

メーカー部会

清水部会長

プレゼンコーナー

コンクリート切断における解体ロボット
４．事務局報告

ガデリウスインダストリー株式会社

丸山事務局員

①会員移動及び現況
②JCSDA照会事項の報告等
５．閉会の辞

稲積前理事長（江島産業株式会社）（濵田理事長病欠の為代行）

地区報告を聞いていて、日本は北は北海道から南は沖縄まで、同じ仕事をしていても大きな温度差があると思った。IACDS
総会に出席させていただいたが、この会議でも同じような地区報告が行われていて、国は違っても抱えている問題や課題は
日本と同じであった。今日も色々ヒントになるようなお話を色々聞かせていただいた。今後も更に有意義な会になるよう、
どうぞご協力を宜しくお願いしたい。長時間に亘り、大変お疲れ様でした。
以上、17時45分プログラム全て終了し盛況の中例会は閉幕した。

5

懇親会
総会・例会に引き続き18時より同ホテル瑞雲の間にて懇親会が執り行われました。IACDSの方々も加わり
和やかに会は進行し、和太鼓のイベント等をお楽しみいただき、20時30分散会となりました。今回はな
るべく多くのスナップを掲載する為、名称・コメントは省略させていただきました。
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ト
ポー
レ
S
IACD

IACDSレポート

5月21日から5月22日に行なわれたIACDSプログラムの一部を久保（シブヤ）がレポートします。

5月21日月曜日IACDSメンバー第一カッター興業㈱本社訪問
当初訪問予定者が50名でしたが、当日朝某外国人数十名が観光から帰京するのが間に合わず、23
名に激減するというトラブルがありましたが、予定よりやや早い10時前に大型観光バスにて第一
カッター興業㈱本社へ到着。第一カッター興業㈱では十名体制でのお出迎えの中、３階大会議室へ
移動し以下プログラムで進行しました。
・髙橋社長ご挨拶
英語のスピーチで始まり途中からは日本語に切り替えて、
歓迎の意を表されました。
・会社紹介
会社紹介並びに、日本国内における道路カッター汚泥処
理の現状を流暢な英語で渡辺氏が説明。
第一カッター興業㈱

高橋社長挨拶

渡辺清二氏の英語による会社案内及び日本の施工現場状況説明風景

その後、屋外で汚泥処理プラント、移動式処理機、バキューム式カッターの実演を交えながらの見
学を実施。晴天の下、
すべて渡辺氏の英語による説明で外国の方々の理解度もより一層高まりました。

汚泥処理プラント・移動式処理機等の見学
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終了後、３階へ戻り、昼食。会場に以前TV放映されたDVDが流され、皆さんの関心を集めていま
した。
「NHKすご技、英語バージョン」はわかりやすく、対決において第一カッター興業勝利の場
面では一斉に拍手が沸き起こりました。

NHK［すご技］観賞中

質疑応答タイム

昼食後、質疑応答では予想に反して数多くの質問が飛び交い、皆さんの関心度の高さと本日の会社訪問
の成功を感じました。終了後、ジュリー・ホワイト会長より感謝のご挨拶があり、表玄関にて海外のお
客様23名、第一カッター興業関係者10名にての集合写真を撮り、無事終了となりました。

全員で記念スナップ

最後にこの企画に対して快く引き受けていただいた、高橋社長、広瀬会長、そして、準備・当日対応責
任者の後藤本部長、渡辺室長、砂川氏、また僅か１週間という短い準備期間の中、関わって頂いた皆様
方に感謝いたします。
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ＩＡＣＤＳセミナー
5月22日火曜日に開催されたIACDSセミナーは朝9：00から13：00まで開催。
①この業界の作業者における健康と安全について（イギリス協会）
工事における振動、埃が体に与える影響、
問題について発表があり、
今後整えなければいけない問題であると感じられた内容でした。

②若年作業者の求人問題（アメリカ協会Erian）
ミレミアム世代と呼ばれる35歳以下の世代を如何に取り込むか。
海外でも人の問題は日本と同様に深刻な問題であり、今後業界の
人手不足が叫ばれています。そのため、若者に①チャンスを与え
る②実績を評価する③コミュニケーションをとる④家での仕事を
増やすなど、会社として改善し取り組まなければいけないなどと
いう提言がありました。

③日本の工事実績（JCSDA コンクリートコーリング大阪藤尾社長）
以前行なわれた神戸三宮地下鉄営業線直上での大規模解体工事の
発表がありました。全国でも例のない列車の運行を妨げず、駅そ
のものをつくりかえる工事であり、厳しい環境下での徹底した安
全管理のもとでの工事内容の発表に海外の人たちも感心をしてい
ました。

④海外での工事実績（ウエストコースト カッティング＆CCC USA）
カナダでのダム改良下部解体工事（ドリリング・ワイヤーソーイ
ング）をビデオを見せながらの発表でした。8億ドルの工事との
事で最大規模のダム工事でした。ビデオの出来栄えが素晴らしく、
明らかに工事最初から計画されたビデオ撮影で、施工内容、施工
規模など迫力のある映像で、見るものに強い印象を与え、その取
り組みは勉強となりました。

⑤JCSDA報告（コンクリートコーリング東京小澤社長）
JCSDAを代表して小澤副理事長が、協会の目的、活動内容を発
表し今後も引き続きIACDSとの連携を蜜にする事を伝えられま
した。また、現在日本が抱える問題等も紹介され、海外の方々も
日本の状況が理解できたと感じました。
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⑥原子力発電所の解体方法について（ブラウン社 ブラウン社長）
原子力解体の要求、手順、技法、廃炉解体技術についてブラウン
社の機械使用を中心に説明がありました。コンクリート内を除染
するマシン、高硬度スチール炉心解体の水中施工メタルソーなど
歴史あるブラン社の高度な技術、特化した物つくりが感じられま
した。

IACDS ジュリー・ホワイト会長よりセミナー発表者の藤尾社長 ･ 小澤社長に記念品授与

セミナー隣の会場では、9：00より以下各社がブースを設け自社PRの展示会が開催されました。
出展会社：HILTI、コンセック、ペントルーダー、シブヤ、PDI、addaX
セミナー終了ビジネスランチとして同展示会場中央に食事が並び大勢の方々が食事を取りながら、
各社商品の説明を聞いていました。（13：00 ～ 14：00）

その他21・22日両日とも連夜にわたり様々なイベントがあり、IACDSとJCSDAの方々との交流
が更に深まり、いずれも成功裡に終了しました。
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ート
レポ
修
研
海外
ワールドオブコンクリート研修ツアーレポート
（寄稿頂いた原稿を広報委員会で編集させていただきました。）
日程：2018年1月21日～ 1月27日
研修先：アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス

ワールドオブコンクリート
参加者 （順不同

敬称略

＊寄稿者）

第一ダイヤモンド工事株式会社

田中芳宜

コンクリートコ―リング株式会社大阪

唄照彦

第一ダイヤモンド工事株式会社

信夫春樹＊

コンクリートコ―リング株式会社大阪

長田洋和＊

第一ダイヤモンド工事株式会社

佐々木康夫＊

第一建興江島株式会社

瀬戸渡＊

第一ダイヤモンド工事株式会社

蛯澤菜摘

第一建興江島株式会社

吉田裕司＊

第一ダイヤモンド工事株式会社

棚村好子＊

株式会社ウォールカッティング工業

牧野泰也

第一カッター興業株式会社

並木憲司＊

株式会社ウォールカッティング工業

川村知之

第一カッター興業株式会社

山崎由貴路＊

株式会社シブヤ

澁谷彰範

コンクリートコ―リング株式会社東京

長谷川浩成

株式会社シブヤ（引率）

澁谷憲和

コンクリートコ―リング株式会社東京

佐藤晶大＊

野外ブースの1部、この他に3カ所の屋内展示ブースで開催
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【ワールドオブコンクリート見学】
＊展示会の行われた、Las Vegas Convention Centerは屋内展示場の3カ所に加えて、屋外での実
演展示が3カ所と、とにかく広く屋内展示スペースだけで18万㎡。（並木）
ダイヤモンドコアドリル

ワイヤーソー

＊プーリーを使い変換を繰り返すのがあり面白いなと思いました。
（佐々木）
＊殆どの機械にGPSが搭載されていて、オートメーション化が
進んできている。またICT化を図ったバックホウなども見受け
られ、これからは『無人化』の時代もそう遠くはないなと実感
しました。人が搭乗しては立ち入れない危険な場所、人命救助

円形切断ワイヤーソー

を要する作業、火災現場、水害地域。このような場所で活躍することと思います。（瀬戸・吉田）
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【サンフランシスコ・ラスベガス・グランドキャニオン他】
（研修ツアーの中でサンフランシスコ・ラスベガス観光もありました）

ゴールデンゲートブリッジ

サンフランシスコ街並み

フィッシャーマンズワーフ

桟橋のアシカの群れ

レフティ･ オドゥール橋

可動橋

アルカトラズ刑務所

ラスベガス：空港内のスロットマシン、ラスベガス市街の夜景、ベラージオの噴水

昼のグランドキャニオン

グランドキャニオン入口

夕日が沈むグランドキャニオン
アンテロープ ･ キャニオンキャニオン
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【研修・視察を終えて、感想を含む】
＊本当に今回のツアーは大
変いい思い出になりまし
た。普段の作業をしてい
るときにこんなやり方も
あったなと思い出して作
業をしていきたいと思い
ます。
（佐藤）
＊会社は違いますが同じ業
界で働くメンバーが同じ
目的で集まると、すぐに
打 ち 解 け ら れ る も の で、
緊張の中でも楽しい７日
間を過ごさせていただき
ました。
（山崎）
＊この研修ツアーでは普段

ツアー参加者で記念写真

競い合う会社の人達との旅行でしたが、皆仲良く楽しく過ごすことができました。この経験を、今
後の生活に生かしていけたらと思います。ありがとうございました。
（信夫）
＊この度ワールドオブコンクリート研修ツアーに参加させて頂きありがとうございました。普段の
日常とはかけ離れたことばかりで貴重な体験をさせて頂きました。今回感じた事、学んだことを
今後の仕事に活かせるよう努力していきたいと思います。（佐々木）
＊最後に、この研修に参加した事で日本の良さを改めて実感。このツアーに参加しお世話になった皆
様に感謝するとともに、この経験を少しでも生かしこれからも頑張っていこうと胸に秘め、このレ
ポートを締め括りたいと思います。とても楽しかったです！本当にありがとうございました！
（長田）
＊普段なかなかお会いする事出来ない方々と7日間行動を共にし、適度な緊張感の中、とても有意
義な時間を過ごさせていただきました。この経験は、大変大きな勉強となりました。（並木）
＊自分が思っていたよりも、全世界のメーカーが多く、無知だったことを痛感しました。展示物の
多さや会場の大きさに圧倒され、歩き疲れ何度もベンチで休憩をしたことを思い出します。本当
に貴重な体験と研修をさせて頂き感謝します。（瀬戸・吉田）
＊今回、様々な初めての体験、貴重な体験をさせていただき自分への成長の糧に少しでもなってい
るといいなと思います。一緒に参加していた他社の方々にも優しくしていただき、普段は会う機
会のない方たちなので話をすることが出来て良かったです。女性が参加することが初めてだった
とのことで、栄えある第１号で参加させていただけて感謝しています。これを機に女性の参加者
が増えたりするのでしょうか。とても素敵な思い出をありがとうございました。（棚村）

寄稿者の皆様、この度はお忙しい中での執筆有難う御座いました。
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広報委員会

【施工計画の手引】掲載のお知らせ
フラットソーイング工法

（第19版）

コアドリリング工法
ウォールソーイング工法

（第19版）
（第19版）

ワイヤーソーイング工法
乾式コアドリリング工法

（第11版）
（第3版）

乾式ウォールソーイング工法 （第3版）
乾式ワイヤーソーイング工法 （第3版）
平成30年7月1日に内容を更新改訂致しました｡
当協会ホームページに掲載しておりますので、皆様､ 是非ご活用下さい｡
内容に関するご質問お問い合せ等は、協会事務局にご連絡下さい。
調査委員会

委員長

砂川 高寛

JCSDA 事務局便り
◆会員移動
1）施工会員

：35社

入会：第一建興江島㈱（友の会より移行）：退会：なし

2）メーカー会員 ：14社

入会：なし：退会：SKダイヤ㈱

3）友の会会員

入会：なし：退会：第一建興江島㈱（正会員移行）

：48社

㈱ノリタケカンパニーリミテッド

◆会員募集：詳しくは事務局までご連絡下さい。入会申込書をお送りします。
正

会

員

施工会員年商 2 億円以上

施工会員年商 2 億円未満

メーカー会員

友の会会員

入

会

金

10 万円

10 万円

10 万円

なし

年

会

費

20 万円

15 万円

20 万円

2 万円

◆会員情報
代表者変更
住所変更

日本フレキ産業㈱代表取締役社長

安井雄二

㈱リアルタイム（友の会） 〒537-0033

			
◆第61回福岡例会

大阪市東成区神路1-6-14-2 西

TEL：06-4259-5151

FAX：06-4259-5152

開催予定

・平成30年10月3日（水）場所：博多エクセルホテル東急
・平成30年10月4日（木）親睦ゴルフ

場所：芥谷ゴルフ倶楽部

※詳細は後日ご案内致します。
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施工会員

35 社（北より南へ 50 音順）
会社名

（有）栄進カッター工業
第一建興江島㈱
（株）エジマ

所在地

電話番号

Fax 番号

〒003-0869 北海道札幌市白石区川下2065−2

011-873-6908

011-873-6909

〒007-0850 北海道札幌市東区北五十条東7−7−8

011-751-0410

011-771-6361

〒078-2600 北海道雨竜郡雨竜町字満寿36番地９

0125-79-2011

0125-79-2012

東北カッター（株）

〒038-0021 青森県青森市大字安田字若松60番地

017-766-9230

017-766-9244

井上工業（株）

〒991-0066 山形県寒河江市松川120番地

0237-83-4050

0237-83-4051

コンクリート・コーリング（株）
（東京） 〒177-0054 東京都練馬区立野町16−12

03-3928-3023

03-3929-8997

第一ダイヤモンド工事（株）

03-3417-1911

03-3417-3777

〒157-0067 東京都世田谷区喜多見３−14−27

（株）丸辰道路工業

〒142-0054 東京都品川区西中延１−９−４

03-3786-7676

03-3786-7877

（株）ダイイチ

〒157-0067 東京都世田谷区喜多見５−１−７

03-3416-0411

03-3416-0412

（株）シンワダイヤ

〒116-0001 東京都荒川区町屋１−10−11

03-3819-8600

03-3819-8601

小笠原興業（株）

〒177-0044 東京都練馬区上石神井１−41−２

03-3928-1514

03-3928-1508

レジテム（株）

〒132-0023 東京都江戸川区西一之江２−11−９

03-5858-6447

03-5858-6448

（株）ベステムサービス
第一カッター興業（株）

〒342-0036 埼玉県吉川市高富大場川1059

048-983-8560

048-983-8570

〒253-0071 神奈川県茅ヶ崎市萩園833

0467-85-3939

0497-88-0567

中央総業（株）

〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野３−20−１

042-765-5500

042-765-2822

浜田工業（株）

〒226-0026 神奈川県横浜市緑区長津田町4805

045-921-6500

045-921-2420

江島産業（株）
（株）ダイヤテクニカ
東海カッター興業（株）

〒457-0003 愛知県名古屋市南区鶴田１丁目５−13

052-821-9305

052-821-9339

〒459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字平地5－1

052-624-7101

052-624-7152

〒462-0017 愛知県名古屋市北区落合町135番地

052-901-4811

052-901-4812

コンクリート・コーリング（株）
（大阪） 〒534-0001 大阪府大阪市都島区毛馬町５丁目15−24
（株）日本コンクリートカッティング
（株）丸辰道路工業（大阪）
北辰工業（株）

〒578-0921 大阪府東大阪市水走５−５−50

06-6924-4517

06-6928-1263

072-960-5910

072-960-5911

〒581-0054 大阪府八尾市南亀井町２−４−51

072-923-7579

072-923-2499

〒570-0032 大阪府守口市菊水通４−12−15

06-6997-2426

06-6997-2429

（株）ティ・ビー・シー・ダイヤモンド

〒587-0011 大阪府堺市美原区丹上321−２

072-363-4145

072-363-4146

（株）佐藤工業

〒653-0805 兵庫県神戸市長田区片山町５丁目11−24

078-612-0413

078-612-0421

（株）中国カッター鳥取

〒680-0905 鳥取県鳥取市賀露町129−２

0857-28-9808

0857-28-9815

（株）コンセック

〒733-0833 広島県広島市西区商工センター４丁目６−８

082-277-5452

082-278-6389

瀬戸内カッター工業（株）

〒799-1533 愛媛県今治市国分２−９−37

0898-47-4100

0898-47-3040

九州ダイヤモンド工事（株）

〒814-0171 福岡県福岡市早良区野芥２−28−36

092-864-7600

092-864-7638

〒811-1314 福岡県福岡市南区的場２−21−１

092-571-1971

092-585-5647

（株）コムカット
（株）センター機材
ダイヤモンド機工（株）

〒812-0894 福岡県福岡市博多区諸岡５−１−８

092-591-2828

092-591-3078

〒814-0143 福岡県福岡市城南区南片江２−30−21

092-801-0011

092-863-5707

（株）リュウキ

〒807-0852 福岡県北九州市八幡西区永犬丸西町４−20−28

093-601-6777

093-601-6888

（株）旭工業

〒885-0004 宮崎県都城市都北町1715−２

0986-36-6650

0986-36-6651

（株）西部システム

〒899-4346 鹿児島県霧島市国分府中町26−33

0995-46-9015

0995-46-9016

メーカ会員

14 社（50 音順）

旭ダイヤモンド工業（株）

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町４−１

03-3222-9299

03-3222-6530

エービーイーダイヤモンド（株）

〒358-0014 埼玉県入間市宮寺2595−７

0429-34-3110

0429-34-3169

協和機材（株）

〒331-0048 埼玉県さいたま市西区清河寺1244−1 小川ビル２階 048-779-8491

048-779-8490

（株）クライム
サンゴバン（株）

〒146-0081 東京都大田区仲池上１−29−３

03-3753-2014

03-3753-2229

〒298-0106 千葉県いすみ市須賀谷74

0470-86-3011

0470-86-3677

（株）シブヤ

〒738-0021 広島県廿日市市木材港北５−86

0829-34-4507

0829-34-4508

（株）ディスコアブレイシブシステムズ

〒140-0004 東京都品川区南品川２−２−15

03-5461-7501

03-5461-7525

仲山鉄工（株）

〒426-0066 静岡県藤枝市青葉町１−４−12

054-635-1383

054-634-2034

日本ダイヤモンド（株）

〒224-0054 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町686−1

045-939-3001

045-939-3003

日本フレキ産業（株）

〒202-0014 東京都西東京市富士町２−13−17

0424-61-5175

0424-61-6310

日本ヒルティ（株）

〒224-0037 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南２ー６ー20

045-943-6258

045-943-6234

ハスクバーナ・ゼノア（株）

〒350-1165 埼玉県川越市南台１−９

0570-666-778

0120-365-295

ピースダイヤモンド工業（株）

〒224-0026 神奈川県横浜市都筑区南山田町4145−２

045-593-1271

045-592-2494

理研ダイヤモンド工業（株）

〒116-0002 東京都荒川区荒川１−53−２

03-3805-3471

03-3805-2434

