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亥
理事長挨拶
新年明けましておめでとうございます。
日本コンクリート切断穿孔業協会会員の皆様におかれましては、良い新年をお迎えになら
れました事と、心よりお慶びを申し上げます。また旧年中は、当協会の事業活動及び行事等に
深いご理解と多大なるご協力を頂きました事、心より感謝申し上げます。ありがとうございま
した。
理事長を拝命させて頂いて早８ヶ月が過ぎ、各委員長又事務局に支えて頂き、なんとか年
を越すことが出来ました。昨年は全国的に災害の年でもありました。我々専門工事業が出来る
事を考えた時に、旧来の『餅は餅屋』の言葉通りに、堅実に仕事をこなし、社会貢献を行え
ている自負と自信を持ち、当協会の理念である［共通の利害］を背景に進めて行かなければな
らないと考えます。
外国人労働者が日本で働きやすくなる様ですが、我々の業界でも反映され活躍出来る様に
なれば、担い手不足の解消にも繋がるのではないでしょうか。又水道事業の民営化もなされ
る様ですが、当業界の仕事が増えてくれる事を願っております。
これからも我々を取り巻く環境は、変化し続ける事でしょう。しかし今まで我々が受け継い
できた技術と誇りは、どんなに環境変化が起きても後世に残さなければならないと思います。
働き方改革もいよいよ本格始動となって参りました。我々にとって色々な課題が山積みで
ありますが、まだまだやれる事はあると思います。これからも協会の継続発展の為に倍旧のご
協力・ご指導を頂きます様、宜しくお願い申し上げます。
最後になりますが、日本コンクリート切断・穿孔業協会会員各社のますますの発展とご隆盛、
また業界におかれましても良いお年となりますように、心よりご祈念申し上げまして私の新年
の挨拶とさせて頂きます。

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61回例会
例会

15時00分 31社49名参加のもと、久保広報委員長による開催宣言が行われ福岡例会がスタートされた。
1．濵田理事長挨拶
皆様、こんにちは。遠いところ遥々来られた方もいるかと思います
が、本日の段取りをして下さった方々、有難うございます。稲積理
事長より後を引き継いだわけですが、少し体調が悪く、今皆様の前
でやっとお話をする機会が出来たかと思います。ゴルフもやっと出
来るようになりましたので、明日も皆様と交流を深められれば良い
かなと思っています。全国各地で災害が非常に多発していますが、
10年後に無くなる職業などと言われているものもあるようですが、
我々の業界が無くなることはありません。引き続き一生懸命真面目
にやっていきたいと考えていますので、どうぞこれからもよろしく
濵田理事長 挨拶
お願い致します。
2．
ビジネス研究 地区代表報告
①北海道地区代表理事 ㈱エジマ 太田理事
今年は９月６日北海道に初めて大規模な地震が起こりました。一週間く
らい停電状態となり、流通、燃料が無くなる、物がなくなるという体験
をし、泊原発の問題、電気が大事と初めて思い、多少高くてもいいから
何とかしてくれと思いました。部分的には被害があり、震源が発電所に
近く半分やられましたが、道路などは被害が少なく全体としては少ない
被害でした。最大３、４ヶ月後の復旧が見込まれているようですが、自
分たちの仕事はあまりありません。ネクスコ関係の老朽化に対する橋と
か、道路の床版補修工事など出ていますが、通常の仕事はたいしたこと
はないです。
②東北地区 東北カッター㈱ 髙橋（辰）理事
東北地区、ネクスコの仕事はだいぶ動いています。東北道サービスエリ
アでの床版撤去の仕事があり約１ヶ月ほど現場に出ていたのですが、こ
の仕事は専門工事業者として自分達にしか出来ない施工だなとやりなが
ら感じていました。大きなプロジェクトはあまり無いのですが、雪が降
るまでが勝負なのでカッター関係、上下水道、舗装補修等がちらほら出
ています。老朽化に伴い市役所を建て直すという事で駅前にあった第３
セクターのデパートを改修して新築工事が始まるところです。高規格道
路もどんどん進んできており、トンネルの目地注入もだいぶ動いていま
す。雪が降るまでが勝負なので皆で頑張らなければと思っています。

北海道

東北

太田理事

髙橋
（辰）
理事

③関東地区
第一カッター興業㈱ 髙橋（正）理事
関東地区の理事になりまして始めて報告をさせて頂きます。改めて関東
地区の特徴を振り返り、市場規模、脆弱性、インフラの老朽化、人口の
減少、東京圏の一極集中、東京オリンピック、これが関東地区の特徴と
考えました。市場規模として関東ブロックの政府、民間建設投資が建築
で12兆５千７百億、土木で７兆４千２百億あり国全体の35％が関東地
区に流れてきています。脆弱性では、首都直下型の地震があるというこ
とでJR等は３千億円の投資をして更に追加し１千６百億、急ピッチで地
関東 高橋
（正）
理事
震対策で動いています。雪にも弱く、集中豪雨に対しては調整池が急ピ
ッチで進んで石神井川、下構造物となっており、接続管路からカッターの工事もあり大型化が予測されます。イ
ンフラの老朽化では水道の耐震化、水道管の経年劣化の補修。首都高速リニューアルプラン、ネクスコ東名での
大型床版カッターがでており、東北道もでています。同時に外環道整備も進み周辺の土地が動いており物流倉庫
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の建設がかなり動いており、目地、耐震工事等がでています。人口減少では関東地区の８割の人口が東京圏に集
中しており企業も集中し、人手不足採用がむずかしくなっています。人が集まらない中、人に優しくなければい
けない。今年の猛暑を受け来年は全社員へ空調服・ベスト・アンダーウエアーのセットを配布し従業員を守る対
策をします。オリンピックでは新設11箇所では仕事はありませんが、インバウンド対策仕事は増え品川、新宿
を初めとする再開発、宿泊施設リニューアルはありますが直近では仕事が少し止まっているような印象です。
④東海地区
江島産業㈱ 稲積理事
今年は大阪の地震から始まり暴風雨災害、また今回の台風で日本の西か
ら東、北の被害にあわれた方々にはお見舞い申し上げます。東海地区で
すが名古屋は３大都市といっていますが、一番整備が遅れているのでは
無いかと思います。名古屋で今一番工事が出でいるのは交通安全対策工
事です。国交省から出ているのは三遠南信工事橋梁、トンネル、概ねの
工事は終わり舗装の工事が始まり目地の仕事があります。今国交省から
出る仕事はドライ指定になっているのでメーカーさんと一緒になりなが
東海 稲積理事
らやっていきます。リニアの工事も始まるようになりましたが、夜間工
事など人のやりくりに苦労しながらやっています。今建設している大規模国際展示場、ラグビーワールドカップ
誘致も決まりました。世界的にもグローバルな街にしていきたいという感じですが、足元のインフラが整備され
ていません。なんとか整備等にシフトして欲しいのですが中々市も県も動きません。皆様のお知恵をお借りしア
ピールできたらと思います。
⑤関西地区 コンクリートコーリング㈱大阪 藤尾理事
関西では６月に大きな地震があり、９月には台風により関西空港連絡橋
の桁が損傷しました。大きな経済損失となりましたが、台風により高潮
が満潮時に重なり淀橋橋桁に逆流桁下まで水が上がり、橋の工事が出て
います。関西では阪神高速とネクスコがありますが、高度成長期につく
られた構造物が40、50年経っていますので早急に補修工事をしなけれ
ばいけませんが、1600箇所は放置されているとの事です。大阪も明る
い話がありますがまだ忙しくなるのは後３年後くらいと思います。大阪
関西 藤尾理事
万博、IR等で道路、鉄道の延伸工事があり新名神高速の高槻から神戸ジ
ャンクションまで開通しましたがその辺の工事が続いています。うちの会社関係工事では大阪中心が無く出張が
多いが最近落ち着いています。
⑥中国・四国地区
㈱コンセック 野田理事
今年は７月に西日本豪雨の被害がありました。物流が麻痺して物資が届か
ない状況でしたが復旧後は有り難いという気持ちでした。今期上半期の動
きは平年通り多く引き合いは来ており下期につながる大型物件の問い合わ
せもあります。ダムの更新工事、砂防ダムの改修工事、高速道路の床版
取替え工事。乾式工法の問い合わせも来ています。橋梁耐震工事も大き
く発注されており、発電装置では水力発電更新等でワイヤーソー解体工事
もあります。通常昼間の工事が多かったのですが、最近24時間体制でや
ってくれとの話もでてきており人の確保が難しい状況になっています。

中・四国

野田理事

⑦九州地区 ダイヤモンド機工㈱ 平田理事
近況状況ですが、まず熊本災害復旧では大型は片付いてきて後１〜２年民
間とか小規模復旧工事がでてきます。JR九州、ネクスコは耐震工事にシフ
トしておりこれから忙しくなってくるなとの印象です。福岡では西鉄電車
の高架に伴う撤去仕事が随分出ています。また、福岡空港ではここ数年リ
ニューアル工事を進めています。航空法の改正により天神地区の建物高さ
の制限が緩和されましたので建物リニューアル建替え仕事が４、５年出て
きます。またインバウンドでは港湾工事が随時発注となりかなりの予算が
九州 平田理事
ついています。水力発電リニューアル工事も九州全県ででており周辺工事
も一緒に請けることが付加価値に繋がると思っています。建設業の人離れに対して苦労していますがやはり魅力あ
る業界にならなくてはいけないと考えており、今はそのチャンスと思って仕事しております。
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3．委員会報告
企画委員会

田中委員長

第一ダイヤモンド工事㈱欠席

広報委員会

久保委員長

㈱シブヤ

 018年９月ニュースレター No.52号発行、現在ホームページにアップされている。11月に「現場の工事技術を
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牽引する責任者座談会」を企画し首都圏で開催する予定。また、時折々の情報提供を引き続き、皆様へのご協力
をお願いします。
調査委員会 砂川委員長 第一カッター興業㈱
７月に例年通り積算資料更新しました。今回は新旧対照表を作成しました。来年以降も積み重ねていけば今後参
考になると考えます。今年の活動では来年は４月に１度の調査会の担当会社を変更する年であり併せて、価格の
アンケートのご協力を皆様にお願いしますのでよろしくお願いします。
国際委員会 澁谷委員長 ㈱シブヤ
５月にIACDS国際会議を東京で開催。その節は大変お世話になりました。
IACDS ５月20日から25日までの説明。2019年ドイツ・バウマ展示会説明。ダイヤモンドアワードジョブコン
テスト説明。
ワールドオブコンクリート研修ツアー説明。
その後、IACDS会長からのプレゼントの盾を、第一カッター興業㈱高橋社長・コンクリートコーリング㈱（大阪）
藤尾社長・コンクリートコーリング㈱（東京）小澤社長・JCSDA濱田理事長へ授与されました。

第一カッター興業㈱

高橋社長

コンクリートコーリング㈱（大阪）藤尾社長 コンクリートコーリング㈱（東京）小澤社長

JCSDA 濵田理事長

メーカー部会 清水部会長 理研ダイヤモンド工業㈱
４月11日にメーカー部会開催。IACDS展示会出展の議題で集まりました。今年になりダイヤモンド工具原材料
が値上げされています。ダイヤモンド工業協会の集計では今年５月〜８月まで前年より実績がマイナスの状態と
なっております。去年は若干一昨年より上がったが、今年は去年と比べ下がっています。是非ともメーカー部会
の様々な製品をお使い頂ければと思います。
4.技術情報
①プレゼン
「新ダイモドリルとダイモトランスの紹介」 ㈱シブヤ 常務取締役 澁谷彰範氏
②プレゼン
「高周波ウォルソーとワイヤーソー」
ハスクバーナー・ゼノア㈱ 営業部小林剛氏
③ダイヤモンド工事業協同組合からのお知らせ
DCA広報委員長 村田啓輔（㈱日本コンクリートカッティング）
コンクリート切断・穿孔工法機材展（2018年10月19日〜 10月20日）案内
5.事務局報告 丸山事務局員
会員移動及び現況、JCSDA照会事項報告・説明
閉会の挨拶 小澤副理事長 コンクリートコーリング㈱
長時間にわたり皆様大変お疲れ様でした。場所地域に関わらず皆さん明るい報告と思いました。会社にとって一
番大事なのは従業員の皆さんです。物理的にもメンタル的にも従業員の方々が働きやすい環境にして頂きたいと
思います。それが今後のこの業界の発展に繋がる事と考えますので、よろしくお願いします。
以上、盛会の中17時30分福岡例会は無事終了し、18時より同会場にて懇親会が執り行われました。
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懇親会
例会に引き続き18時より、同ホテル会場ソレイユの間にて立食パーテー形式の懇親会が執り行われた。恒例の宮
崎文隆氏（㈱クライム）の司会により、濱田理事長の開会挨拶で開始、多田理事（センター機材㈱）による乾杯の発
声で懇親会がスタート。地元の名物料理の中、様々な話題に花が咲き参加者一同和やかに懇親を深めた。盛り上がり
の中、20時30分平田理事（ダイヤモンド機工㈱）の中締めでお開きとなり、散会となった。

濱田理事長

阿部

芳賀

挨拶

高木

乾杯

下村

久保

榊原各氏

若林

丸山各氏

深澤

稲積

太田

落合各氏

野田

高梨

安井

村田各氏

津ケ谷

多田氏

渋谷
（憲） 平田

宮崎

酒井

松本

濱田

司会

宮崎
（雄）
各氏

濱田
（孝） 藤尾各氏

澁谷
（彰） 高橋

砂川

上田
（政）
氏
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目黒各氏

鉄田

宮崎氏

小林

上田
（浩） 牧園

平田

河口各氏

田中

貴島

田中

小林

渡邉

竹内各氏

中締め

平田氏

高橋各氏

ナー
ー
コ
レゼン
プ
会
例

新型ダイモドリル＆次世代トランス40PREMIUMのご案内
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≪ハスクバーナ電動高周波製品のご案内≫

7

会
座談
別
特

ＪＣＳＤＡ特別座談会
［現場の工事技術を牽引する責任者・東京編］

当ＮＥＷＳ ＬＥＴＴＥＲ既刊47号より、毎年１回の特別企画として座談会を行い、様々な視点
から当協会がベースとする切断穿孔業界への意見をうかがい、記事として掲載させていただいてお
ります。今回は第４回座談会を［現場の工事技術を牽引する責任者 東京編］として、関東地区の
施工会員５社の皆様に参集をお願いし、開催させていただきました。
開催日時及び会場：平成30年11月８日 18時より SHINAGAWA GOOS ４階 東天紅にて
席
者：安立 陽 様 （株式会社第一カッター興業 常務取締役工事本部長）
出
泉
尚延様 （コンクリートコーリング株式会社 工事部部長）
竹内 信吾様 （株式会社丸辰道路工業 工事部部長）
芳賀 靖 様 （第一ダイヤモンド工事株式会社 工事部次長）
林 耕太郎様 （浜田工業株式会社 営業部課長）

左より竹内氏

泉氏

芳賀氏

林氏

安立氏

広報委員会：久保 達博 （株式会社シブヤ 広報委員長）
及び
榊原 好孝 （日本ヒルティ株式会社 広報委員）
事

務

局

清水
丸山

正史 （理研ダイヤモンド工業株式会社
美智子（事務局）
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広報委員

進行担当）

順不同

司会：本日はお忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございます。JCSDAの広報誌［NEWS
LETTER］の記事として１年に１回座談会を企画し47号より掲載してまいりました。今回は［現場
の工事技術を牽引する責任者］という命題で、関東地区の会員企業５社の皆さんにお集まり頂きまし
た。今回も18時スタートでお食事と軽くアルコールをお採りいただきながら、リラックスして色々
お話をお聞かせいただければと思っております。楽しみながら気軽に、宜しくお願い致します。では、
先ずは乾杯をしましょう。
（全員で乾杯）

出席の皆さんの現在までの経緯等
司会：前回までご出席頂きました皆さんは、当協会の総会や例会等でそれぞれ交流をお持ちの方々でしたが、
今回は皆様実務に携わられており、なかなか交流をされる機会もなかったと思いますので、先ず自己
紹介も兼ねて皆さんの現在に至るまでの経緯等をお話し下さい。じゃあ、席次の順番で丸辰さんの竹
内さんから、宜しくお願い致します。
竹内：はい。じゃあ、改めまして丸辰道路工業の竹内でございます。私はですね、高校出てこっちに出てき
たんです。電気工事の会社に入りまして、本社が九州の安川電機の下請で、千葉の方に配属になって、
川鉄今のJFEですね、その中で電気工事をやってました。４年間経って今の仕事に移ったんですけど、
何でかと言うと、中もやりながら外のプラントも掛け持ちでやってたもんだから、とにかく休みがな
いんです。酷い時は３ヵ月間休みが無かったりで、毎月300時間位残業やって、貰う給料は九州ベー
スだから手取り14万位で、これじゃどうなるのかな、って考えたりして。で、そこにたまたま丸辰
道路で大学の時にアルバイトをやってた同僚がい
ましてそっちに来ないかって声が掛かり、で私も
一緒に連れてって貰って、そこからこの業界に入
って、今28年です。はじめは千葉丸辰道路に入り
まして、工事を４年やりまして、それから配車か
ら管理をやるようになって、大きい現場なんかに
は頭で行ったりもして。それで、茨城の方で鹿島
ラインが始まるという話で、小林社長（丸辰道路
工業代表）が茨城に出店を考えてると言う事で声
をかけていただき、千葉の方から東京に移りまし
た。本社の仕事をしながら茨城の方にも足掛かり
を作ってます。
㈱丸辰道路工業
竹内 信吾氏
司会：最初から茨城計画があったんですか？
竹内：そうなんです。そういう形で現在に至ってます。
司会：そうなんだ。
ありがとうございました、じゃあ、続いて泉さん、宜しくお願いします。
泉 ：はい、コンクリートコーリングの泉です。宜しくお願い致します。私は平成９年に大学を卒業して、
ご存じかいわゆるマリコンの若築建設という会社に入りまして、まず最初に四国支店に配属になって、
四国４県をぐるぐる２周位したんです。
久保：泉さんは何処の出身なんです？
泉 ：私は兵庫県です。西宮市です。結構標準語上手くて結構バレません。（笑）
久保：兵庫なら四国近いですよね。
泉 ：そうなんです。だからって事もあったんでしょうけど。ただ、何もないんで、四国はいやだなって、
最初の入社式の時に言ったら、四国支店にされちゃって。（笑） それはさておき６年間四国でやって
おりまして・・・。で、まあ、本当にプライベートな話になるんですけれど、うちの女房が、その時
には私には言わなかったんですけど、転勤が嫌だったみたいで、何回も四国内を異動してましたから。
司会：その時はもう結婚されてたんですか？
泉 ：はい。私、実は早くて、入社式の時にはもう結婚してたんです。学生の時に籍を入れてたんです。
（一同 へぇ〜、と驚きの声）
司会：それはすごい事ですね。今もちゃんとそのまんま？
泉 ：はい、そのまんま・・・。何度も危機はありましたけど。（笑） まあ、女房が秘かに、転勤はいやだ
なぁ、と。四国には友達もいないし子供もまだ小さかったりで、顔に出さず実は悩んでいたようで。
義理の父 女房の父親に時々愚痴ってたようなんです。で、その父がコンクリートコーリングの現小
澤格会長と知り合いだった様で、ゴルフしながらその話をしたみたいで、ある日直接電話がかかって
きまして。
司会：お父様から？
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泉 ：いえ、小澤格現会長からなんです。こうこうこう
言う者だけど、来週からうちに来て、青森に行け、
って言われまして。
（一同
えーっ）
泉 ：はい、先ずグルービングをやるから青森に行け、と。
さすがに何の事か面くらっちゃいまして。
司会：もう、会社はお辞めになってたんですか？
泉 ：いえいえ、まだ現場やってましたし、喧嘩別れす
る訳にもいきませんし、迷惑かけて辞めたくはな
いし、それはちょっとお待ち下さい、と言いまし
て。結局今の現場が終わるまで待って欲しいとお
コンクリートコーリング㈱ 泉 尚延氏
伝えし、判ったと言っていただいて。で、平成15
年11月にコンクリートコーリングに入りまして。最初は勿論工事部からスタートして、色々現場や
らせていただき、そうこうしてるうちに営業部に行かされて、１度はお断りしたんですけど、元々土
の上で仕事するのが好きで建設業界を選んだので、営業行くのは自分の刀を鞘に納めちゃう気がして。
で、暫くしたらまた話があり、結局営業に行きましたけど。それから４年位して工事部で欠員が出ま
して、工事部長をやる事になりまる２年経ちました。
司会：でも、営業の経験は貴重だったでしょう。
泉 ：そうですね。今思えば、営業部にも話が出来ますし、工事部にもそれなりの説得力が出せますんで、
今では良かったと思ってます。
久保：入られた時が11月で、いきなり工事やって大変だったでしょう。
泉 ：そうですね、苦労した体験談になっちゃうので、言いませんでしたが、ハードルは高かったですよね。
（笑）
司会：ありがとうございました。では、芳賀さん宜しく願います。
芳賀：はい、じゃあ初めまして、第一ダイヤモンド工事
の芳賀です。今、東京に勤務しております。高校
卒業して入社しまして仙台配属となり、30歳くら
いまで仙台で現場やってました。当時、転勤とい
うのが結構あって、まあ、若手の20代後半の人材
を２〜３年東京に行かせて、東京には都市土木と
いって地方とは違う仕事なので、そういうのを覚
えて仙台に戻って、っていうのをやろうとしてた
んですよね。で、仙台の若い子１人を自分が面倒
見るつもりで東京に来たんです。それで戻る事も
なく、東京に現在までいまして。工事部で１度き
っかけがありまして海外に１年３か月位行ったり
第一ダイヤモンド工事㈱ 芳賀 靖氏
もしました。
司会：ずーっと行きっぱなしですか？
芳賀：いや、半年に１度２週間の休暇がありました。まあ、亭主元気で留守がいいですしね。（笑） で、帰
って来たら、まあ向うで人使って仕事もしてたんで事務所に入るように言われまして、工事手配とか
色々やらせてもらってます。今は現場には滅多に行かず、人の管理と手配と打合せ、というところで
すね。
司会：東日本の震災がある前に東京来たんですか？
芳賀：2008年に東京来てますから、前ですね。あの時は九州にずっと行ってたんで、何だこれは、ってホ
ントに驚きました。
司会：そうだったんですか。地元が大変な事になっちゃいましたからね。
ありがとうございました。では林さん、お願いします。
林 ：ほぼ、初めましての方々ですので、浜田工業の林です、宜しくお願い致します。自分が入ったきっか
けはですね、入る前にガードマンやってまして。公務員試験受けるのにアルバイトで、まあ自由がき
きますので。ガードマンやってる時に、たまたま浜田工業の現メンバーの皆さんが現場に来てまして、
カッター屋さんは現場でよく見たりしてたんですけど、ワイヤーを見るのはその現場が初めてだった
んで、変わった事やる会社があるんだなぁ、って思って。来てた現場の人達は、昼飯も食べ切れるの
かなぁってくらい食べたり、面白い人達だなぁ、ていうのが最初の印象で。そんな時に１回会社に遊
びに来ない、って言われて、僕も軽い気持ちで行ったんです。訪ねて行って、現社長のお父さんです
けど、当時の濵田社長がおられて、挨拶したら「ああ、お前か、中入れ」って入ったら「じゃあ、明
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日からなぁ、お前現場行くか」って言われて。ま
だガードマン辞めたわけじゃかったんですが、圧
に何も言えず、その場で電話してガードマン辞め
て。まあ、そんな事で入社しました。
司会：んー、さすが創設オーナー。それ何年前の事なん
ですか？
林 ：12年位前ですね。それからずーっと現場やって、
今でも尊敬している現工事部長の小宮山さんにず
っと付いて教えて貰いました。で、７年目かなぁ、
ある程度現場出来るようになったんですけど、営
業に欠員が出まして、さあどうしよう、となって。
浜田工業㈱ 林 耕太郎氏
現場知らないとカッターやワイヤーソーの営業な
んて出来ないから新しく入れるのもどうかなぁって話で、一番若いの誰だって、単純に僕がいたとい
う事で。営業なんてやった事なかったんですけど抵抗通らずで。今も肩書は営業課長となってますけ
ど、現場も出てます。お客さんからの電話出て「音うるさいから電話の時くらいカッター止めろ」な
んて言われて。
（笑） 営業専門じゃないので遅い時間にお客さんとこ行ったりして、お客さんがいい
方ばかりで、迷惑かけながらやってる、っていうのが今の感じです。
司会：メーカー営業と違って、施工の営業は色々難しいですもんね。ご苦労様です。
では、安立さん、お願い致します。
安立：第一カッター興業の安立です。どうぞ宜しくお願い致します。えーと、入社は1997年で、新卒で入
りまして、茅ヶ崎営業所で６年営業所メンバーとして現場をやって、その時は第一カッターなのにカ
ッター殆ど触った事なくて、ずっとコア、ワイヤーソーやってました。当時、新卒で入って暫くやっ
てて疑問に感じたのが、現場の人が物の値段、施工価格や材料単価を知らないって事で、まあそんな
時代だったんでしょうけど。現場行ってるのに何でみんな知らないのかすごく不思議で、当時の所長
に、まだ若いのもあって、何で皆知らないんです
か？ って普通に聞いたんですよね。じゃあ値段
教えてやるよ、から始まって、そのうちにお前職
長やれよ、みたいな感じで６年やってました。で、
その後は、今は工事本部という所にいるんですけ
ど、その前身になるんですけど２、３人で、今皆
さんがやっておられる打ち合わせ等をメインでや
る様になって、自分では現場持たないという形で。
今は何やってるかって言うと雑用が主で、色んな
事やってる感じですね。
（笑） 入った動機なんで
すけど、一応大学では土木工学科にいまして、で、
ゼネコンとかコンサルには全く目がいかなくて。
第一カッター興業㈱ 安立 陽氏
その中で採用条件とか色々見て、で、当時は住宅
街にあって団地の横で、そこに本社があって、会社なのかな？って感じでしたが、駐車場見たら車が
まともだったので、それで就職決めました。（笑）
司会：その当時で社員さんって、何人位いたんですか？
安立：200人位でしたね。
司会：もう、そんな規模になっていたんですね。
安立：皆さんには人が沢山いていいですね、とか言われるんですけど、中にいると人がいないなぁって本当
にそんなイメージで、人１人動かそうと思っても簡単に補充出来ないんで、足りない、っていつもで
すね。
司会：業界全体がそんな感じですもんね。国会で外国人労働者を論議してますけど、色々な問題があって我々
の業種ではどうかなって感じですからね。ありがとうございました。

今迄の体験で苦労された懸案や経験とその解決策
司会：では、続いて色々な経験をされて苦労された事もあったと思うのですが、そんな体験とその解決策は
どうしたのか？という題で、お話しをいただきたいと思います。竹内さん、宜しくお願い致します。
竹内：そうですね、苦労でもないんですが、そう、羽田のエプロンの工事で、元々が40㎝のコンクリート
を凹凸があるからって、上に舗装をかけて70㎝になってて。で、施工価格は見直しされなくてですね。
その現場用に準備したブレードが、最初の１週間で先が見えちゃって、金額は決まっちゃってるでしょ。
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工期が３月から８月だったので、閑散期でもあったんで大阪にもお願いして人海戦術と、ブレードは
メーカーさんから協力いただいたり、残ってる古いのとか全部引っ張り出して、何とかギリギリで終
ったんですけど、大変でした。それから、第一カッターさんも一緒に行かれたんですけど、硫黄島の
遺骨収集基幹事業関連の仕事ですね。
司会：第一カッターさんも行かれたんですか？
安立：うちはコアで、丸辰さんはカッターで入りました。
司会：そうだったんですか。メンバーはずっと行ったき
りで大変だったんでしょ。コアもずっと行ってた
んですか？
安立：大変というか時間があり過ぎて。コアも結構行っ
てました。
竹内：私んとこは土木も入ってたから、ずーっと常駐で、
今も入ってますけど。もう３年になりますけど、
そろそろですね。とに角、ずっといますから重宝
がられて、手放してくれないんです。私は常駐の
メンバーが戻る間行くんですけどね。他の人間が
行くと島にいる方々が中々個性的で、コミニュケーションに問題があってね。それを今も続けてます。
常駐者は大変ですね。苦労や問題という事ではないですけどね。
司会：でも大変ですよね。
ありがとうございました。では、泉さん、お願いします。
泉 ：私はゼネコンから今の会社に移ったんで、現場は職人の世界で全く違ったんです。今より元気のいい
連中がいっぱいで、ある意味何かに優れた者が強い、って感じですから。最初は何だこいつって見ら
れてたんですけど。私こう見えて実は大学の時アメフトやってまして。
（一同、へぇーと驚く）大学
に入ったのも推薦で入りまして。
司会：じゃあ、丸辰道路の小林社長の息子さん、今常務されてる次男坊さんご存知ですか？
泉 ：私は近畿大学で関西では１部リーグだけど４位にしかなれなかったけど、あの方の名前は知ってまし
た。私よりいくつか歳は下だと思いますが、日体大ですよね。確か優勝もされて、雲の上の人でした
から。
（笑） まあ、そんな経験もあるんで俺も誰にも負けずコア貫き早くなってやろう、ワイヤーも、
と。努力して早く同じレベルになる事で皆と仲良くなれて今がある、というのが１つ。現場の事で１
番苦労したのは、新宿駅の大手ゼネコンさんの現場ですね。当時はまだまる１年経ったか位で、職長
やれって言われて、作業員も最大30とか35人いるような現場で、とにかく工程工程と言われ、全く
間に合わなくて。社長呼べ、って怒られて。今思うと物理的に無理な現場だったんですけど。人数が
全く足りないんですけど、何も言えなくて。もう駄目だって、実は３日間逃亡しまして、音信不通状
態で。そうしたら、その後社長になられた北戸専務から何度も電話があり、出ない訳にいかず出まし
たら「うちは○○（ゼネコン名）で仕事してる訳じゃないから、言う事言っていいんだぞ」って言っ
ていただいて。心がスーッと軽くなって、自分が逃げてる間も結局代わりに誰かが苦しんでるんだな
って思った時に、やっていればいつか終るって。現場のいい所って嫌な上がいてもいつか終るんだ、
って考えて、戻ったんです。
司会：よく戻りましたねぇ。
泉 ：はい、今思えばよく戻ったと。終わらせる事が先で。あの現場があったので、その後どこでも辛いと
思う事はありません。
久保：今日おられる皆さんの会社は、現場に最後まで責任を持ってどんな局面でもやられてますよね。大変
な現場でも赤字でも。
泉 ：私も経験から学びました。
司会：そこが次に繋がりますからね。
ありがとうございました。では芳賀さん宜しくお願いします。
芳賀：自分は学生時代吹奏楽部にいたんで（一同、驚く）力がなく、入社して毎日筋肉痛で、先輩と一緒に
現場行って、それが無口な方で、最初は毎日辞めようって思ってましたね。でも、その先輩と飲み屋
で偶然会って話をしてご馳走もしてくれて。それから、色々教えてもらえる様になって落ち着きまし
た。辞めちゃいけないんだって思いました。まぁ、辛かった事ってあまりないんですけど、会社とし
て建築の構造物のブロック解体というのをやった事がなくて、実績作りでやろうとなったのが仙台
（営）だったんです。今の仙台の部長が職長で、その下で自分が入って。で、その現場家に中々帰れ
ないんですよ。仕事は初めてやる仕事で楽しくて。自分が図面のない所で墨出しをし、ワイヤーのカ
ットライン出して、上の方では皆がガンガン切り始まって。（笑） 結構大変ではあったけど、その経
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験が自分の身になり、皆が協力するとこんなに仕
事が出来るんだ、ってその時思いましたね。ただ、
絶対量が多く、朝８時朝礼で始まって昼食って夕
方５時になると、さあどうするって。10何人いる
んですけど、必ず何人か残らなければならないん
ですよ。全員残る事もありましたけど。で、じゃん
けんするんです、残り決めですね。
（笑） 帰るの
か飯食って残るのか。じゃんけんは勝ち負けで平
等ですから。そんな事やって何とか年末工期ギリ
ギリで引き上げの日が決まり、確か12月29か30日
でした。でも引き上げの車が来ても、まだワイヤ
ーガンガン回してて。で最後の１本終わったよー、
って、辛かったけどその時何とも言えない達成感があって、苦労してやったから、経験にもなったし。
司会：達成感、勝利の味わいを味わった人間が伸びるんだと思います。
ありがとうございました。では、林さんお願いします。
林 ：皆さん程そんなに苦労してないんですけど。うちの会社は地場で地道にカッターとかやってるんで。
ただ若手が入ってこないんで、僕が一番若手でして。事務所でコーヒー入れたり。それはそれで若い
頃思い出して新鮮ですしね。辛かった事って言うのは、やっぱり僕が営業になる事になった時ですね。
正直現場しか知らなくて、安立さんがさっき話された様にブレードやビットの価格も知らないし、電
話かかってきて、じゃあ見積り作って、って言われても作り方知らないし、今の社長にいろいろ教え
て貰いました。自分が大した人間じゃないと言うのは自分で判ってましたし。工程くらいは組めまし
たけど。夕方帰って１つ１つメーカーさんに値段聞いたり、とにかく皆に聞いて、ようやく慣れたな
って思えたのは１年位してからですね。勿論現場もやって、夜勤も出て、見積作って、安全処理も作
って、営業も行って、ですね。でも、全部が中途半端でプロにはなってないですし。それでも、よく
解らなくなっても、毎日やる事はどんどん出て来るし、やってるうちに何となく自分も会社の一員と
して存在出来て来てるような気もしてきて。
司会：小宮山部長という叩き上げの兄貴分がいますしね。
林 ：そうなんです。あの人がいつも前にいて、12年間ずっといてくれてるから、自分のやりたい様にや
れてるのが絶対ありますね。こんな事言うと、あとで、余計な事言うなって、怒られるでしょうね。
（笑）
司会：人は人を作る、ですね。
ありがとうございました。では、安立さん、お願い致します。
安立：僕も辛かった事って、あまりピンと来なくて。大変だった、という意味では、何年前でしたかね熊野
町でタンクローリーがひっくり返った、って言うのがあったじゃないですか。あの時、橋桁が歪んじ
ゃったからって、現場下見に行って。盆休みの１週間前位でしたね。まさかそんなに直ぐにはやらな
いと思ったんですけど。そしたらいきなり、盆休み土日から始まるよ、って前日の昼に連絡が来て。
もう、皆休ませちゃってますし、その時は第一ダイヤさんにもお手伝いしてもらって、手配から図面
から、もう突貫でやり始めたんですね。とにかく人を集るのが大変だったんですけど、発注側も情報
が混乱してましたので、現場行ったら、今から何やるの？ って聞かれるんですよね。首都高メンテ
さんとかにまだ話もやり方も何も通ってなくて、そんな中で始めたんで、それは、苦労したというか
大変だったというか、ですね。桁屋さんはＪＦＥだったんですけど。ＪＦＥさんは当たり前ですけど、
しっかりした会社なんでバックヤードが盆休みに関わらず生きてるんですね。事務所も機能あるし組
織としてちゃんと動いてるんですよ。で、うちらは盆休みですから、現場やってるけど事務所は誰も
いない、って中で自分で直接現場やるのも久々だったので、あの時は。足場もない状態で、下は車通
ってますしね。当時も乾式はやってましたけど、スピードも求められてたんで湿式でやって、当たり
前ですけど苦情が来るんですよ、水が飛んだって。メンテの事務所呼ばれて文句言われたんですけど。
じゃあ、工程取るのか水取るのか、選んでくれって言ったんです。そしたら向うは黙ってしまったん
で、じゃあスピード重視で行きますよ、って事で、最終的には何もなく終わったんですけどね。
竹内：事故のあと、かなり早く開通しましたもんね。
安立：そうですね、とにかく早くやらなきゃ、って事でしたね。
久保：そういう施工が、我々の業界が外に誇れる、って言う部分なんでしょうね。施工されている方々はそ
ういう経験と自負を皆さん必ず持ってるんじゃないでしょうか。
安立：計画的な仕事は順序踏んでやれますけど、緊急の場合は現場合せでやらなきゃなりませんからね。大
変だけど、その分やった感は大きいですね。
司会：いいお話しでした。ありがとうございました。
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今後会社をどうして行きたいのか、また、どうすれば発展して行くのか
司会：では、次の話題で、皆さんそれぞれが会社の幹部として日々仕事をされておられますが［今の会社を
今後どうして行きたいのか、また、どう発展させて行けばいいのか］という事で、また竹内さんから
お願い致します。
竹内：うちはカッターがメインで、この先カッターがどうなって行くかと言うと、やっぱり少なくなって行
くんでしょうね。無くなりはしないけれど、以前のような大型工事は期待できませんから。乾式切断
とか水処理とか従来工法にプラスαの様な環境対策による付帯工法は出てきて、うちも取り組んでま
すけど、やっぱり違う方向も視野に入れて取り組まなければいけない、守る為の攻めも必要ですから
ね。それと同時に人材も必要になってきますので、それもやって行かなければならない。首都圏と言
うか関東圏は都心中心でライフラインも整ってますので、行動範囲も広げて行かなければならないで
すし。会社をどうして行きたいのか、と言っても、人材有ってのものですし、仕事有っての事ですか
ら、カッターをベースに色々やって行かなければ、と考えてます。色々やるには自社だけではなく、
今迄もメーカーさんや同業の仲間の方々に協力いただきましたが、今後も協力もいただき、交流を密
にして、情報を集め、進めて行きたいと思いますね。
司会：そうですね。今ある色々な工法も、かつてはなかったんですからね。
ありがとうございました。では、泉さん、お願いします。
泉 ：大した事は考えてないのが現状ですが、うちは事業部が４つあって、第１事業部がコアやワイヤーソ
ー等のダイヤ工具を使った切断工事、第２事業部は駅の耐震補強なり補修なりで、第３事業部がウオ
ータージェット、第４事業部は会長が進めている材料関係なんです。業界内では色々なご意見もある
とは思うんですが、とにかく一緒くたに仕事が始められる事、先ず材料から始まって、という所が強
みなのかな、と思っているんですけど。ただ、わりと各事業部の垣根が高くてですね。例えば、ある
事業部の手が空いているのに他の事業部は下請さんを使ったりしている事がありまして。以前は全て
一緒だったのを、仕事の厚みを作る為に事業部制にしたんですけど、今はそれでいいのかなって所に
うちはいるんじゃないか、と思ってます。勿論、社長はそれを充分考えておられると思います。前は、
現場行けば殆ど社員がやって、お手伝いを下請さ
んにお願いするって感じで、社員同士が切磋琢磨
して出来高を伸ばしたりしてたんです。事業部分
けをする事で垣根が出来た事もあるんですよね。
それを取っ払って、オリンピック以降仕事が少な
くなっていくかも知れない背景を逆に活かして、
もう一度活気のある会社に戻したいな、ちょっと
小じんまりしてもいいから戻したいな、って私は
思います。
久保：確かに以前は一緒でしたね。
司会：決して縮小ではないですしね。
泉 ：はい、頑張って行きたいと思います。
司会：ありがとうございました。では、芳賀さんお願します。
芳賀：大した事言えませんが、どうして行きたいかって言えば、会社が儲からないといけない、って事です
よね。理想は、いい人ばかりでお客さんから好かれていって、という事なんだと思うんですが。今う
ちの東京は全部合わせて50名位なんですけど、50名が１つの考え、社訓とかに向かって行かなけれ
ばいけないんでしょうね。じゃあどうするって事で。今自分がこの歳で、年上もいれば若手18、19
もいる中で、私はちょうど間の年齢で。若手を教育するのは自分より１層若い30代じゃないですか。
自分も含めたとしてですが、まず30代の意識改革をして新人教育をして行かなければならないと思
うんです。40後半から上の先輩方にも協力いただかなければならないけど、年齢差大きいですしギ
ャップもあるでしょうから。自分にとっても若手社員は息子の様な歳ですけど、親父兄貴みたいな存
在で接して、気持ちを柔らかくしてあげて、柔らかい所に色々注入してやって。柔らかくなれば自然
に入って行きますからね。そこからものが熟して行くんだと思います。そんな事をやる為にも、それ
ぞれの年層が意識改革をして行かなければ、と思ってます。何故かと言うと、自分の中に危機感があ
りまして。責任が出て来た、このままじゃ駄目だって。逃げちゃいけないし、人を育ててもっと会社
を良くして行かなきゃって、痛切に感じてます。
司会：ストレスは色々あるけど、ストレスが人を育てる、って事ですね。
芳賀：ストレスを与えられると何でも美味しくなるのと一緒ですよね。
司会：いい事言うなぁ。
（笑）
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ありがとうございました。では、林さんお願いします。
林 ：うちの会社も、竹内さんが仰ってましたけど、基本カッターがメインで、カッター以外コア・ワイヤ
ーソー・ウォールソーもやってますが。皆さんの会社と一番違うのは、うちは人数がそんなにいませ
んし、営業所も作らず本社だけですので。８名で仕事回しているので、全員何でも出来るメンバーな
んですけど、皆僕の先輩ばかりで。こんな事を言うと怒られちゃいますけど１番年下なので。今のメ
ンバーがいなかったら今の会社の形態は出来ないだろうなって思うんです。そう考えるようになった
のは営業職になって配車もやる様になってからなんですけど。以前は考えなかった事も色々考えるよ
うになりまして。現場やるだけの人間が営業とか管理するようになって、うちを使っていただいてる
お客さんは何を気にいっていただいてるのかな、って考えました。人数が少ないのでそれぞれ全員が
個々の力量も把握し、仕事内容や日々の現場まで知ってますので、早めに手が空けば助っ人に行った
りして。機動力って言うんですかね、そこをお客さんが認めてくれている、って思うんですね。対応
力とかですね。何でもかんでも出来ないので、いいものをもっと伸ばして行けばいいって思ってます。
昨年、会社で全員に同じ携帯を持たせてくれてラインのグループを組んで、常に情報交換に利用して
ですね。この現場は今こんな状態だよ、とかリアルタイムに。年配の人もいるんで、ラインって何だ？
なんてところから始まったんですけど、ラインや写真も送れるようになってきまして。やってる現場
の情報を小宮山部長と僕に送ってもらえば、皆に配信出来ますし、こんな事をとことん突き詰めてい
って、少人数の強みをもっと活かしていきたいんです。いい所を伸ばして皆成長していければ、悪い
所は減って行きますから。という事を願ってます。
司会：会社の内外を把握して、着眼点がすごくいいと思います。
ありがとうございました。では、安立さん、お願いします。
安立：そうですね、会社をどうして行きたいか、って言うか、まあ、先程から皆さんが仰ってるお客さんと
か世間に必要とされる会社になるしかない、と言うのが１番でしょうね。結局、どんな会社が残って
行くのかって考えると、利益をあげる事もそうでしょうが、必要とされる会社が残るんだと思うんで
すよね。じゃあ、それを実現するのはどうすればいいのか、って言うと、結局、当然ですが働いてい
る人達が楽しくないと駄目だと思うので、遣り甲斐が有ったり、失敗するかも知れないけれどチャレ
ンジしよう、とかですね。そういう所で、いる人間やっている人達が楽しい会社に出来ればなぁ、っ
て思ってます。うちの作業員が、ってわりと社内で言うじゃないですか。僕は作業員という言葉に違
和感があって、職人とか現場の人間とか、そういう言い方の方がすーっとするんですよ。うちの会社
は作業員じゃ駄目なんだよ、って言うのが出発点で、うちの技術者がとか、うちのエンジニアがうち
の職人が、とかの表現を、本人も自覚ししっかり出来る社員の集合体、それが目指しているところか
な、と思ってます。じゃあ、そういう人間をどやって育てて行くのか、って事ですよね。うちの会社
でしか通用しない人間じゃなくて、仮に他業種に行っても通用する位の人達を作らなければいけませ
んし、それを目指します。そういった人達が沢山集まっている会社でいたいなぁ、と思います。
司会：もうなってるんじゃないんですかね。今の第一カ
ッターさんは、いい意味で普通の会社になってい
るんじゃないですか？ちゃんとした会社に。
安立：ただ、その危機感はあるんですよ。
司会：えっ、普通と言う危機感ですか？
安立：ええ、今って普通の人を如何に短時間で沢山育て
るか、っていう所にどうしてもスタートラインを
置いちゃうじゃないですか。それだと、最終的に
はあまり面白くないし色も出ませんし、ちょっと
飛び抜けた人間をどう育てればいいのか。ここを
考えなければ画一的になっちゃうし、普通も大事
でしょうが、色々考えます。
久保：組織が大きくなって行けば均一化はされていきますからね。

JCSDAに対しての要望や期待する事
司会：では、時間もだんだん無くなって来ましたので、最後の話題に入らせていただきます。今回、座談会
に出席いただきJCSDAの活動に参加下さいました。JCSDAを少し身近に感じていただいたと思いま
すが、JCSDAへの要望や期待する事をお聞きできればと言うことで、では、竹内さんからお願い致
します。
竹内：要望とか大それた事でもないんですが、こういう協会があって、業界の日本を代表するような会社が
会員で交流していますからね。総会等では経営者の方々がお互い情報交換を密に行っており、これは
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大切ですよね。私は時々総会にも出させてもらいますが、出ればやっぱり色々な方と知り合いになれ
て、色んな話も聞けますしね。お互いに情報交換を密にする事が出来ますからね。こういうの大事だ
と思うんです。会社の中では部署部署によって立場によって年齢によっても目線が違うじゃないです
か。我々が言ってる事も、下の人間はまた違う事考えてたりしてるだろうし、それを上に跳ね上げて
やっていければ、また違う面も出てきますから。会社の中だけじゃなく、折角こういう組織があるん
ですから、いろいろな層の触れ合いが出来たらいいですよね。今日なんかも、このような企画があっ
て出させてもらって、色々話をお聞き出来て、有効でしたから、この様な事も含め、色々な層に展開
してもらえたらいいですね。普通は仕事の世界の中でしか行動半径がないですもんね。交流の場、作
っていただけたらいいなぁ、って思います。
司会：そうですねぇ。広げてゆく必要は感じますね。
ありがとうございました。では、泉さん、お願いします。
泉 ：そうですね、今まで協会の活動には積算プログラムの話で要請いただき出て行ったんですけど、こう
いう形で参加するのは初めてで、どういうものかって今日初めて知ったんですけど。業界としては決
して大きくなく、ものすごく特殊な業界で。簡単に素人を呼んできて出来る訳じゃないじゃないです
か。談合しろ、とかいう悪い意味じゃなくて、もっともっと業界内が仲良くなれればいいかなと。人
の貸し借り、勿論そこにはお金が発生するけれど、そういう事も気軽に出来るような関係も出来るか
も知れないし。それが、大きい事言えば日本の役にたてる、うちらの仕事ってそういう仕事だと思う
んです。災害が起きれば大体呼ばれてますし。そういった背景もあるので、こういう会をもっともっ
と開いていただき、もっと言えば幹部だけじゃなく、技術者・職人のレベルまで巻き込んで話しする
機会を設けていただければ、彼らもやる気出るでしょうし、日頃とは違う新しい風に触れているとい
う中で、自覚と誇りを持てるでしょうしね。今はただの作業員だと思い込んでる彼らに、そうじゃな
くてこんな所でこんな仲間もいて、こんな食事しながら楽しい、って思ってもらえばいいんじゃない
でしょうか。どんどんこのような会をやっていただいたり、協会として色々やっていただきたいと思
います。
久保：実は、今回の企画は第２段で責任者の皆さんに出席いただきましたが、第３段はそこだったんですよ。
泉 ：そうだったんですか。是非よろしくお願い致します。
司会：以前には企画としてオペレーターの方々に参加いただく技術講習会なんかもやってましたよね。総会
等には幹部の皆さんばかりですが、また、泉さんが話されたような方々にも参加してもらえるような
事も、考えて進めなきゃいけないですね。
じゃあ、芳賀さん、お願い致します。
芳賀：去年、ワールド オブ コンクリートに、うち初めて女性が２名加わってうちからは５名行かせてい
ただいたんです。会社がお金を出してくれてまして、皆自分も行きたいって思ってますんで、ああい
う企画も続けていただきたいですね。
久保：今回も２名女性が入ってますよね。前向きに取り組んでいただいて。
司会：芳賀さんはいつ行かれたんですか？
芳賀：確か４、５年前だったんですけど。現場の応援をいただいたコンクリートコーリングさんの方がいて、
あれどっかで見たことあるよねぇ、って。
（笑）色々懇親が深まりましたし、いい意味横の繋がりに
なりますしね。それから、先程も出ましたけど、現場に出てる人間同士の集まりみたいな、
「スーツ
着なくていいから作業着で行って来いよ」っていうのもいいと思うんです。おそらくこういう会して
るって知らないって思うんですよ。どんどん交流深めていければね、いいですよね。
司会：今日だって、皆さん来たくて来た訳じゃないんでしょうけどね。
（一同 笑）だけど、来たらそれな
りの世界ってのがありますよね。今日から以降はお互いに顔見知りだし知り合いですからね。今後の
何かに活きますからね。
では、林さん、お願いします。
林 ：皆さんにもう色々話されててあまり言う事がなく
なってるんですけど。同業の方の話を聞けるって
無いので、僕にはすごく新鮮です。話聞けるって
楽しいなぁ、って思ってるんです。職人さん達の
世界だと、皆自分の技術に自信持ってて、そんな
人達が集まって色々な話ししてもらったら、それ
はそれで楽しいでしょうから。そんな技術部会み
たいな事があれば、若い人達が入って来て、興味
もわくでしょうし、自負も出来るでしょうし。こ
れ面白い、って思わせるだけで全然違うと思いま
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す。のめり込むと思います。本人が関心を持ってくれなきゃ、長続きしませんからね。そんな事を、
足固めの場みたいなのを作ってもらえたらいいですね。
司会：林さんって、打ち出の小槌みたいに言葉が出てくるし、やっぱり営業向いてるんでしょうね。
（笑）
林 ：すいません、今日は本当に楽しかったもんで。（笑）
司会：いやいや、ありがとうございました。では、最後に安立さん、お願い致します。
安立：JCSDAに求める事ですと、まぁ皆さん仰った通り、実務者の交流の場を作っていただく事は本当に
ありがたいですね。それから、これはちょっと違うかもしれないけど、我々専門施工業者の集まりじ
ゃないですか。何かまた違う専門業者の集まりがあれば、そことの交流もしてみたいなって思います
ね。現場では異業種の方も入ってるじゃないですか。ゼネコンさんとは別に、専門業者がＪＶして何
か作ると言うか工事する、って時代が来るって思うんですよ、多分そのうち来るだろうって。その準
備じゃないんですけど、施工屋さんという色々なカテゴリーがある中で、そういう業種ともこの協会
を通じて接点が出来れば、また違う可能性が出て来ると思うんです。ゼネコンさんにあまりいい顔さ
れないかも知れないけれど、業界のレベルアップというか、ボトムアップというか、そんな足掛かり
になるんじゃないでしょうかね。
司会：貴重なご意見、ありがとうございました。まだまだ、話し足りないと思いますが、お時間が来てしま
いました。今日の色々なご意見は、記事にして2019年２月１日に発刊されるニュースレターの53号
に掲載されます。多くの方々にご覧いただきますので、どうぞ楽しみにしていて下さい。では、これ
で本日の座談会をお開きとさせていただきます。お忙しい中、また長い時間お付き合いいただき大変
ありがとうございました。

座談会参加者全員で集合写真

今回も18時に集合いただき、食事と適度なアルコールもとりながら、結局予定を30分延長し３時
間に亘って、色々な話題でお話し頂きました。録音を書き取りかなりの量がありましたので、今回は
ページ数を10ページと致しましたが、それでも誌面への掲載はかなり内容を絞り込み、記事を纏め
ました。会話等の表現は皆様の個性を尊重し、出来るだけ口語体を使わせていただきました。今回の
皆様は初顔合わせの方が多く、さて話の盛り上げをどうしようか、と案じておりました。しかし、杞
憂は全く不要で、同じ業界で責任のある立場で仕事をされており、打ち解けも早く時間が足りなくな
る程でした。ご出席の皆様、本当にお忙しい中ご協力ありがとうございました。
今後も、座談会企画を色々と考え開催してまいりますので、会員各位色々ご協力の程、宜しくお願
い致します。
広報委員会
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代表取締役 多田 哲夫

先日熊本城に行って来ました。天守閣・石垣の復旧工事が行われていましたが全ての復旧が終わ
るまで30年かかるとのことでまだまだ先は長いようです。
さて今回この原稿を依頼されて何を書いたらよいのか迷いましたが高尚な話は存じませんので下
世話な話ですが博多の「食」についてとりとめもない話をさせていただきます。
まずは海産物ですが鯛・鯵・鯖・烏賊等豊富な魚種が朝採れの状態で店に並びます。東京にも空
輸しているようですが当然値段は違います。胡麻サバをご存知でしょうか?

鯖の刺身を醤油漬け

にしたものです。玄海灘の鯵・鯖の身には寄生虫がほとんどつきません。（他の海産の1/100の確
率だそうです）従って刺身で食べられます。私がいつも行く魚屋では半身で350円夕方行くと300
円で買えます。持ち帰ってどんぶりに移し醤油・胡麻・芽ネギ・ワサビをぶち込んで箸でグリグリ
かき混ぜると出来上がりです。混ぜると断面がグチャグチャになりますが胡麻がまぶされてネット
リしてきます。これを肴に日本酒を冷やでやるとたまりません。300円でこんなに幸せでよいのか?
と小泉武夫さんのように自問自答するありさまです。
豚骨ラーメンと言えば一風堂、一蘭等が有名ですが私はそんな店には行きません。ラーメン一杯
が8 ～ 900円は高いと感じます（東京のラーメンは具も豪華で高くとも納得がいきますが）。女性
や観光客にも食べやすいマイルドなスープとやらはどうも口に合いません。豚骨を煮込んだスープ
の獣臭さも味の内だと思っています。匂いが苦手な人は紅生姜を入れて下さい。あれは元々匂い消
しのためのものです。某店のスープなどはドロドロで丼の底には粉になった豚骨が薄っすらと溜ま
っておりスープまで全部飲めば脳溢血確実だと思われます。私の行きつけの店は一杯250円、チャ
ーシューメンでも450円、替え玉をしても550円でお腹一杯です。話は変わりますが博多の男は麺
は硬いほうが男らしいと思っています。「カタ」ならまだしも「ハリガネ」「粉落とし」「湯気通し」
等とエスカレートしていくさまは傍から見ていて狂気の沙汰と言わざるをえません。一度「ハリガ
ネ」を食べたことがありますが生の小麦粉を噛んでいるようなネチャッとした歯触りが不気味でし
た。大体麺が硬ければなぜ男らしいのか、その論理がさっぱり理解出来ないのは私だけでしょうか。
麺は小麦を何とかおいしく食べようとおよそ4000年前に中国で生まれたと言われています。人類
4000年の工夫を台無しにしてしまう博多の男はやはり馬鹿揃いなのでしょう。
もつ鍋。今でこそ有名になりましたが昔は知る人ぞ知る、という料理でした。もう30年近く前
の話ですが前勤めていた会社の宴会で幹事を任されてもつ鍋屋で開催したところ翌日上司たちの間
で「多田に変なものを食わされた」という話が広がりました。その頃はまだ「変なもの」扱いだっ
たわけです。しかしもつ鍋にはニラ、ニンニク等が入っていて体が弱っている時に食べると効果抜
群です。私は風邪気味の時などに食べます。翌日は階段を２段飛びで登るくらい快調です。
こうして見ると博多の名物はスケトウダラの腹子である明太子も含め豚骨、モツと食品廃棄物の
再利用が多いような気がします。
博多にお越しの際はおいしいお店をご紹介させていただきますのでぜひご連絡下さい。

今回の博多例会では多田社長に会場の手配をいただき、懇親会では博多名物の料理を色々お出
しいただき、出席者の皆さん舌鼓を打たれた事と思います。出席の皆様になり代わり御礼させ
ていただきます、ありがとうございました。

広報委員会
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【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日より内容を更新改訂致しております。
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：なし

退会：なし

2）メーカー会員 ：14社

入会：なし

退会：なし

3）友の会会員

入会：㈱棟建

退会：なし

：49社

◆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

㈱丸辰道路工業（大阪） 代表取締役社長

代表者変更

㈱ディスコアブレイシブシステムズ

担当者変更

〃

◆第28回定時総会及び第62回東京例会

田中俊也

取締役社長

李

営業部長

幸田

相倬（リ
弘

開催予定

・平成31年５月15日（水）場所：メルパルク東京（東京都港区芝公園）
・平成31年５月16日（木）親睦ゴルフ

場所未定

※詳細は後日ご案内致します。
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サンタク）

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

