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理事長挨拶
　日本コンクリート切断穿孔業協会会員の皆様に於かれまして

は、常日頃より当協会活動に多大なるご協力を頂き、誠にありが

とうございます。

　令和2年は年明け早々から全世界が新型コロナウイルスに席捲

されるという、異常事態に引き込まれました。目に見えぬコロナ

ウイルスとの戦いが最大且つ最重要課となっております。本来

でありましたら、5月の定時総会にて皆様にお会いし、ご挨拶を

させていただくべき処でございますが、感染拡大防止の為総会

は中止とさせていただきました。理事長2期目を就任させていただき、誌面でのご挨拶になり

ました事をお詫び申し上げるとともに、今後とも宜しくお願い申し上げます。

　さて、今回のコロナウイルスによる影響は甚大なものとなっており、開催予定の東京オリン

ピック・パラリンピックも1年後に延期が決まり、しかも中止もあり得ると言う前提で今後改

めて判断を行うという事です。経済面でも影響は想像を絶するほど多大で、日本のみならず世

界全体がリーマンショック再来の危機にさらされております。この終息はワクチンや治療薬が

出来ぬ限り不可能でしょう。オリンピック開催もここにかかっている筈です。一刻も早い開発

を心から望んでおります。

　我々の建築・土木業は屋外作業が多く密になり難いため、他業種よりは影響は少ないよう

ですが、リスクは同じです。感染防止の為の手洗い・消毒等の予防や諸行動の自粛に関しては、

我々1人1人がしっかり認識して気を緩めず継続をして行かなければなりません。本当に必要

なものは何か、大切にしなければならない事は何なのか、考えさせてくれているような気がし

ます。またコロナ禍の中、猛暑でもあり、会員の皆様にはくれぐれも熱中症への対策をされ、

無事故・無災害での安全作業をお願い致します。またお会いで来る機会を楽しみにし、コロ

ナに打ち勝って行きましょう。皆様のご健勝を心よりお祈りし申し上げ、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



2

地区・
委員会

報告
地区・

委員会
報告

①各地区報告
北海道地区　太田俊生理事（株式会社エジマ） 
　皆様お元気ですか。2月初旬から日本国および全世界で、新型コロナウイルス感染症の発生
により、感染された方、治癒された方、死亡された方様々ですが、うつさないためのマスクが
入手困難でありました。特に都市の感染者数が大多数で有り、協会会員の多くが都市部に集中
している事もあり苦労されている事と思います。そのうえ、自粛要請により営業活動、現場延
期など先が見えない所であります。コロナ対策ですが、弊社では、マスク及び次亜塩素酸消毒
液がたまたま簡単に手配できまして先2カ月間ほどの量がキープできました。営業活動は、出
来るだけ自粛しまして、感染予防に努めましたが、どれだけ今期の受注が出来るのでしょうか？
　北海道の傾向ですが、毎度のネクスコのリニューアル工事がゴールデンウイーク後にスター
トしました。今回は、床版入れ替え及び断面修復及びワイヤーロープの設置工事など、工期が
限られた工事件数が多くみられます。オリンピック関連では、札幌市がマラソンコースの会場
となり、春1番の舗装工事が数多く発注となりました。コロナの影響でオリンピックは延期に
なりましたが、工事は進められています。民間発注となり、全貌は解かっておりません。北海
道の漁港関連では、古い港の機能保全工事として、岸壁の補修工事が発注予定となっており、積算でコアドリル及びワイヤー
ソーイングの施工が予算に組み込まれました。
　1現場当たりが数千万円単位の施工規模となり、役所見解で良好であれば来期から全道展開の発注の見込みになりそうです。
ちなみに乾式施工での工事も予定されています。通常に橋梁補修工事も全道各地で発注されております。建築現場では、コロ
ナの影響で、物品の納品の遅れと、室内作業で他業者同士が密にならない作業条件で施工が遅れて工期がずれ込み、受注が右
往左往しています。北海道はまだまだコロナが収まらなければ、全体的に経済が落ち込みそうです。

東北地区報告　中村友幸理事（第一ダイヤモンド工事株式会社）
　東日本大震災から9年が経過した2020年度、復興・創生期最終年度となり、被災した宮城・
福島・岩手の3県は、福島において原発事故関連の事業が残っているものの、復興総仕上げに
向けた各種事業が大詰めを迎えています。その一方で、ポスト復興を視野に近年頻発する自然
災害に対応したインフラの強靱化や新型コロナウイルス対策など、住民の安全・安心に向けた
施策が各県とも今後一層求められそうです。東北地方整備局は、3月末に2020年度初予算を公
表しました。事業費総額1兆114億900万円、昨年対比で1.1％の増となっております。
　今回の東北の重点報告は、東北6県の今後の主な事業を報告したいと思います。
青森県 ：  道路関係青森河川国道事務所91億5700万円。港湾関係青森港湾事務所3億9600万円。

また、復興庁計上分で、青森河川国道事務所の道路関係に3億2900万円。八戸港湾、
空港整備事務所の港湾に13億3400万円。

岩手県 ：  岩手河川国道事務所の河川関係が75億9800万円、砂防関係9億5200万円、道路関係
は290億9800万円。また、新規にて、北上花巻道路（仮称）北上市と花巻市を結ぶ
国道4号の渋滞緩和により円滑な物流の確保を図る為に、4車線拡幅事業を行うとの事。

秋田県 ：  河川関係364億9300万円（ダム関係271億5000万円）、道路関係163億5900万円、港湾関係19億2300万円。主要
事業は、山田頭首工改築、国道105号大覚野峠区間改良、国道13号横堀トンネル、鳥海ダム転流工事等。

山形県 ：  河川事業49億4400万円、道路事業304億1700万円、砂防事業48億2900万円、港湾事業15億8600万円。大規模災
害に備えた道路ネットワークの確保や橋梁の耐震対策、道路の防災対策等の緊急輸送道路の強化。頻発化・激甚化
が懸念される自然災害に対応するために、ハード・ソフト対策の一体化に取り組む。山形河川国道事務所、国道47
号高屋防災事業。酒田河川国道事務所、大半田、黒川地区河畔整備事業。酒田港湾事務所、各防波堤。

宮城県 ：  復興庁計上分421億7900万円、河川事業21億1700万円、海岸事業10億8400万円。国道45号三陸沿岸道路気仙沼
道路の推進。河川関係、名取川河川改修。海岸関係、仙台港湾保全施設整備等。

福島県 ：  復興庁計上分469億4800万円、河川関係8億100万円（別途、台風対策費として34億8800万円）道路事業238億
2300万円。道路事業として、霊山～福島間の整備、国道6号勿来バイパストンネル工事等。この他、小名浜港国際

 本年度定時総会及び春季例会の中止に伴い、今号は総会・例会報告の記事はございません。例会では、各地区理事の方々に
地区の現況報告を行っていただいておりました。今回は、例会時に発表のお願いをしておりました各地区代表の皆様にお手数
をお掛けし、レポートをお出しいただきました。課題は、各地区状況の報告と新型コロナウイルスへの対策、とさせていただ
きました。また、各委員会の報告も委員長にお願いし掲載させていただきます。各理事・委員長の皆様、ご協力ありがとうご
ざいました。　  （レポートは令和2年6月末締め切りにて提出いただきました。） 広報委員会

 定時総会・例会中止に伴う記事変更

北海道　太田理事

東北　中村理事
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物流ターミナル整備、国営追悼記念施設に20億円等。
以上、おおまかですが、6県の内容でした。新型コロナウイルス対応については、関東圏内の方々には、大変申し訳ないですが、
宮城県内では、先月も今月もピリピリムードは一切有りません。県民性だと思いますが、ルールを厳守し、生活は、自粛、不
要不急を基本としていると感じます。隣の岩手県の現場に行く時はそれはそれは大変です、感染者が未だにゼロなので、作業
員のプレッシャーは半端ではないです。先日も「仕事よりも精神的に、コロナ大丈夫か、大丈夫かコロナ、ばかりで滅入って
しまいます、岩手は」と聞きました。

関東地区報告　小澤純理事（コンクリートコーリング株式会社）
①　関東地区状況報告
　新型コロナウイルス対策として緊急事態宣言が発令以降、首都圏ではゼネコン数社が現場を
ストップしました。その影響によるものか、それとも春先に仕事が薄いこの時期本来の業界の
姿なのか、判断つかないところですが、4～5月の業績は、ここ数年の同時期よりも低迷しま
した。緊急事態宣言が解除された6月以降、若干動きは戻りつつありますが、繁忙期の動きと
は程遠い状況です。今後は、緩やかながら徐々に回復していくと思いますが、いちばん憂慮し
ている事は、民間発注者の採算が悪化して工事予算が減少し、緊急性が無い工事が延期又は中
止になる可能性があるようです。とはいえ、もともと今年開催予定だったオリンピック以降に
計画されているインフラ関係の発注情報は多々あるので、盛り返していきたいと思います。
②コロナウイルスに対する対応について
　管理・事務・設計等のいわゆる間接部門は、極力、在宅で業務をこなす環境を作り、出勤日
数を減らしました。やむを得ず出勤する場合は、満員電車を避けて時差出勤とし、場合によっ
ては車で通勤している社員に送迎を依頼しました。営業部門の社員は、3月中旬ごろから新規
挨拶まわりを中止し、顧客の要望に応じて臨機応変に対応し、緊急事態宣言後は、1日毎に交替出勤としました。工事部門の
社員は、各作業現場に判断を委ねていました。感染リスクがあるにも関わらず、出勤しなければならない社員も多かったので、
マスクを配布して対応。安全大会、安全衛生協議会などの各種会議はすべて中止し、現在も感染リスクを減らすために必要最
低限・最少人数の打合せのみ行うようにしています。

東海地区報告　後藤諭理事（東海カッター興業株式会社）
　東海地区では、新型コロナウイルスの影響により、ものづくりの中心であるトヨタ自動車を
中心に生産調整に入るなど製造業にも厳しい状況となりました。特に愛知県では、かなり早い
段階からスポーツジムでクラスターが起こるなど感染者数も多く、また、岐阜県では高級料亭
や夜の街でクラスターが発生し、両県とも厳しい行動制限がとられていました。また、当社に
とっては、清水建設様などの大手ゼネコンの工事現場が休業となったり、発注者でクラスター
が発生したりするなど工事現場の中止も相次ぎましたが、大幅な中止にも至らず、影響は限定
的でした。なお、私たちを取り巻く環境は、名古屋第二環状自動車道（名二環）や東海環状自
動車道の新設工事や、東名高速・名神高速・中央自動車道のリニューアル工事など高速道路関
連の仕事や名古屋市中心部栄の再開発などの民間工事、各種工場・倉庫の新設工事なども引き
続き継続して行われております。しかしながら、民間工事につきましては、企業の設備投資に
左右されるため、不透明となっております。
　新型コロナウイルスに対する当社の取り組みとしては、毎日の検温の実施、現場社員が会社
内に立ち入ることを原則禁止、社員（と家族）の日常生活を管理するためのアンケートを毎日実施、営業社員にはテレワーク
を行いました。現場においては、数名微熱が出るなどの風邪の症状が見られるものについては、37度以上の発熱で出勤禁止
としました。また、重症化すると生死に関わる事になる65才以上の高齢者については4月から6月までの3ヶ月間出勤を停止
しました。今後、コロナウイルスと共生していく時代になって、私たちは現場や営業活動に必要なマスクの配布と手配、各拠
点間をつないでのオンライン会議など引き続き行って万全の対策を取っております。

関西地区報告　濱田孝一理事（株式会社日本コンクリートカッティング）
　関西地区におけるコロナウイルスが与えている経済的影響については、他地区同様にインバ
ウンドで大きく支えられていた観光・宿泊・飲食・運輸・日常品以外の小売業に多大な影響を
もたらしています。現在も街中から外国人観光客の姿が消えたままです。一般人向けの飲食店
は、若干人が戻ってきた感じはします。また小売りも自粛の反動か、週末にはそれなりに人が
多くみられていると思います。我々の建設業への影響ですが、この半年間に限れば他産業に比
べ少なかったと感じています。自粛期間中の工事中止も殆ど聞きませんでした。知り合いの警
備業の方のお話でも、イベントや興行の中止が多く、その余剰人員の一部を建設業の警備で代
替えした話も聞きました。当社が現在請負っている、鉄道の新線建設や改良工事、高速道路の
集中工事、製鉄所のメンテナンス工事は、外出や移動の自粛にあまり影響されず、現在も引き
続き行われています。ただ、長期的な観点からは建設業にも懸念事項が出ています。今後の発

関東　小澤理事

東海　後藤理事

関西　濱田理事
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注者本来の収益の悪化予想を理由に現在施工中や今後予定される工事の工程調整や規模縮小の検討、2025年万博より前に開
業予定していたカジノを含めた統合型リゾート施設（ＩＲ）誘致のスケジュールの延期による関係施設の着工時期の未定、自
動車販売の不振によりその上流産業の製鉄所設備の廃止や休止に伴う、メンテナンス工事の中止や延期などが考えられます。
　上記のような長期的な観点で懸念点がありますが、我々の切断穿孔の仕事は比較的に影響が少ないと思いますので、それら
にいつでも対応できるような人員確保、特に若い入職者の確保と離職防止が必要と考えています。採用面では、今年の就職活
動は何処もオンライン説明会や試験が多いとの事ですが、当社は３密対策と応募学生の同意を得て、全て対面で実施していま
す。また幸いにも手持ちの建設現場が稼働していたため、元請さんの許可を得て現場見学も行いました。在籍する社員に対し
ては、物資面では現場入場に必要なマスクの手配、働き方では緊急事態宣言発令中は業務時間の短縮やコロナ休暇の付与を行
いました。時短や休暇取得のために、効率を上げる作業の励行や、職長が休暇を取るための責任の引継ぎなどを行ってもらい
ました。建設業でなかなか進まない生産性の向上や働き方改革に、僅かではありますが繋がったのではないかと思っています。

中国・四国地区　野田隆理事（株式会社コンセック）
　お疲れ様です。中国・四国地区代表のコンセックの野田と申します。通常は、例会の場で発
表となりますが今回はコロナウイルス感染拡大に伴い書面にて発表となりました。4月から自
粛生活が始まりましたが、感染者が増え続けて現場での作業も止まり、当社も交代で自宅勤務
の動きとなりましたが、手が空いた従業員を機材の整備に廻して、日頃出来ない細かな分解・
整備・組み立て等を指示し、作業再開時の為に整備を続けました。前期は、橋梁床版取り換え
工事・水力発電所設備の改修工事・橋梁耐震補強工事・既存建物のブロック解体と案件が多く、
慌ただしく過ぎて行き無事に年度末を迎える事が出来ました。今期も引き続き中国道の橋梁床
版取り換えや水力発電所設備改修工事・既存建物のブロック解体（乾式）・橋梁耐震補強工事
など多く発注されており昨年と変らぬ動きとなる様です。製鉄所関係は経営が厳しく高炉を停
止した工場やその物がなくなる廃業の動きも出てきており、生産調整や廃業に繋がる工事が出
始めました。JR西日本の広島駅（南口）の再開発事業はまだ始まったばかりで、一部を仮囲い
しているだけで、動きはまだ本格的に始まっていません。2025年開業目指してあと5年間これ
からの現場となります。港湾関係（桟橋改修工事）の工事もコンサルやマリコンからの問い合わせ等が来ており、継続的に出
る様で、海への環境問題が有るとの事で乾式切断が主流になっております。今期は新卒が3名入り少しは希望が見え始めまし
たが、来年どうなるか、継続して入って来る様に願うだけで、来季の新卒を獲得すべく学校訪問を繰り返しております。当社
は定年前の人材が多く、定年延長を模索し将来に備えるべく新入社員への技術の伝承が急務となっています。今年からキャリ
アアップシステムが動き出し、現場毎で社員の入退場管理・資格習得状況や教育等など登録状況が未だに完了しておらず、未
確認の情報が先行して出て来ている状態で、確認する出先機関は有るが連絡が付かない状況になっています。中国・四国地区
では未だに一部の現場で施工体制の作成（キャリアアップシステムにて）を言われる状況です。皆さん　これからもコロナウ
イルスとの共存で施工を進める事になると思われますので、十分に３密を避けて頑張りましょう！

九州地区報告　多田哲夫理事（株式会社センター機材）
　本年度はコロナの影響で同業者の春季勉強会が中止になったので、知り合いの同業者に電話
で聞き取りをしました。（対象:北九州市、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県） 　以下はその
内容をまとめたものとなります。
⑴　コロナウイルスによる影響
　各県、建築の現場でコロナによる工事中断が多少あったとの事。但し土木・舗装関連で中断
されたケースは無く、直接影響を受けた同業者は居ない。一部の県では下請け業者選定の際県
外業者を呼ぶことを発注者が忌避する傾向があったとの事。
⑵　現況
　各県ともほぼ例年通り。可もなく不可もないといった状況。ただコロナの影響か今年度の発
注が遅れている、との事。また発注者に近い方からの情報として、来年度予算は建設関連に回
す予算は少なくなるのではないか、との話もある。飲食・観光等被害の大きかった業種への手
当てで、相対的に建設関連の比率が下がるのではないかとの事。また発注の平準化を通して年
度末の繁忙が薄れる傾向が強まっているように感じる。

②委員会報告
企画委員会　田中芳宣委員長（第一ダイヤモンド工事株式会社）
　事務局については、現在コロナ感染回避のため事務局員の勤務体制を縮小しています。皆様
にはご不便をお掛け致しますが、ご理解のほどよろしくお願い致します。また、理事会等につ
いては前回リモート会議にて開催しておりますが、今後必要があれば在京の方々など限定して
集まることも考えていきます。今期はこのコロナ状況の下、世間情勢を踏まえ事務局の運営等
に協力、助言を行ってまいりますが、皆様からも何かございましたら事務局までお知らせくだ
さい。よろしくお願いいたします。

中四国　野田理事

九州　多田理事

企画　田中委員長
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広報委員会　久保達博委員長（株式会社シブヤ）
　広報委員会の今期事業計画をお伝え致します。広報委員会では定例業務のニュースレター発
刊を今期も行ないます。令和2年9月発行のNO56号では、2月に行なわれたJCSDA研修ツアー
ワールドオブコンクリート参加者の研修レポ—トを掲載します。また例年であれば5月に開催
される総会、例会記事を掲載しますが、今回は中止となりました。そのため、例会での地区報
告担当理事、また各委員長にご協力頂き、各担当の記事を提供頂きましたので、その内容を掲
載いたします。また地区報告では新型コロナウイルス関連の情報を併せて提供頂いていますの
で、ニュースレターにてご覧ください。令和3年2月にはニュースレター57号を発行予定ですが、
継続企画の座談会は福岡での開催を予定しておりましたがコロナ禍で延期と致します。この新
型コロナウイルスにより、社会の状況が一変しました。今後様々な変化が社会に生じてくると
思われますが、各種情報ございましたらご提供を事務局までよろしくお願い致します。今後の
記事に活用させて頂きます。

調査委員会　砂川高寛委員長（第一カッター興業株式会社）
『積算資料（公表価格版）』の掲載会社交代に伴うアンケートの実施を2019年9月に行いました。
ご協力いただいた施工会員の皆様には御礼を申し上げます。2020年春より掲載会社が変更と
なりましたので、ご確認いただければと存じます。また、『乾式工法適正歩掛調査』に伴うア
ンケートの実施を2019年9月に行い、2020年3月に積算資料の改訂版を作成しました。改訂
版は協会HPよりダウンロードできます。今年度の活動につきましては、例年通り2020年7月
上旬に協会積算資料の改訂を行いますので、よろしくお願い致します。

国際委員会　澁谷憲和委員長（株式会社シブヤ）
　2020年はコロナ感染症でスタートした年ですが、ワールド オブ コンクリート視察ツアーが
開催された2月2日の段階ではまだシリアスな状態になっておらず、開催の可否を検討するよう
な状態ではありませんでした。2020年度は昨年までの日程を変えて、最終日をロスアンゼルス
に変更しました。理由は諸々ありますが、最終日の帰国時にラスベガスからロスアンゼルスで乗り継ぐと、飛行機の遅れなどで
帰国できないリスクがあるというのが変更の大きな理由でした。2月2日に17名のメンバーが成田空港に集合し、自己紹介を行
い午後5時発の全日空機でサンフランシスコに向かいました。私は知らなかったのですが、2月2日から中国発アメリカ行きの飛
行機はすべて欠航していました。サンフランシスコ到着後普段であれば1時間くらいで入国審査が終わるのですが、コロナと関
係があるのでしょうが、3時間以上かかってしまいました。サンフランシスコ、ラスベガス展示会などを視察の後、2月6日早朝、
ラスベガスからロスアンゼルスに移動、市内視察をしていただき、ミヤコホテルにて宿泊。2月7日ロスアンゼルスから成田空
港に向け出発。8日の午後5時前に成田空港到着後解散となりました。新しいスケジュールでいろいろ戸惑うことはありましたが、
皆さん無事に帰国されたことが何よりでした。帰国後、初めての旅程変更でしたのでご出席いただいた皆さんからアンケートに
答えていただきました。いろいろご意見をいただきましたので、将来のツアーに活かせて行ければ良いと感じています。
　本年度は3月24日からIACDS会議をドイツのBEBOSA展示会々場で開催されることになっ
ていました。2月17日に開催されたネット理事会にて、コロナウイルス感染が世界的に流行す
るということで中止が決定し、代替会場を9月にスウェーデンのストックホルムで開催するこ
とに決定しました。しかし、この決定も6月15日に開催されたネット理事会にてコロナ感染の
危険があるということで中止になりました。今年はIACDS　25周年記念総会ということで多
くの会員を集め盛大にお祝いをする予定でしたが、残念ながら来年に延期となりました。日時・
場所は正式に決定していませんので、決定次第皆さんにお伝えすることといたします。
　またIACDSではホームページ上でいろいろなニュースや動画を配信しています。毎年発行す
るイヤーブックもそちらに掲載してありますので、是非ご覧ください。インターネットで
IACDSと検索いただけると閲覧できます。2021年度も今年同様のスケジュールでワールド オ
ブ コンクリート視察ツアーを企画しています。期間は1月17日（日）から23日（土）7日間で
す。コロナ問題も収束していることと思いますので是非多くのメンバーで視察に行きたいと思
います。皆様のご協力よろしくお願いいたします。

メーカー部会　清水正史部会長（理研ダイヤモンド工業株式会社）
　メーカー部会はJCSDAメーカー会員13社による機材・機器・工具の提供側として、当協会
活動への協力や要請等を話し合う部会です。毎年2回程度の開催を行い、業界情報等を交換し
互いにライバル関係ながら懇親を深め協会の発展を目指しております。前年度は令和元年11
月29日に開催を行いました。今年度の開催は今のところ未定ですが、実施の際には現コロナ
禍での安全な方法を検討し、執り行う事と致します。我が国は首都圏特に東京の新型コロナウ
イルス感染状況が今後の明暗を分かちます。１日も早く終息の目途がたち、皆様とまたお目に
かかれる日がまいります事を、心より祈念致しております。

広報　久保委員長

調査　砂川委員長

国際　澁谷委員長

清水メーカー部会長
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ワールドオブコンクリート研修ツアーレポート
（寄稿いただ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：令和2年2月2日〜 2月8日
研修先：米国ラスベガス　ワールドオブコンクリート

参加者（順不同　敬称略）

コンクリートコーリング株式会社（東京） 河上　航也 第一ダイヤモンド工事株式会社 加賀沢直樹

コンクリートコーリング株式会社（東京） 畑山　弘樹 第一ダイヤモンド工事株式会社 小金澤陽一

コンクリートコーリング株式会社（大阪） 川端孝太郎 株式会社日本コンクリートカッティング 上床　拓磨

コンクリートコーリング株式会社（大阪） 山本エドソンマサロ 株式会社日本コンクリートカッティング 岩田　規宏

株式会社光明工事 上永　純平 日本ダイヤモンド株式会社 斉川　雅昭

株式会社光明工事 川岸　信太 株式会社シブヤ（引率） 渋谷　憲和

第一カッター興業株式会社 白石　佳勝 株式会社シブヤ（引率） 渋谷　彰範

第一カッター興業株式会社 永山　　洋

（ワールドオブコンクリート展示会場）

海外研
修レポ

ート
海外研

修レポ
ート
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初日、成田空港から出発し、9時間ほどのフライトを経てサンフランシスコに到着
・ コロナや地元チームがスーパーボウルに出場する影響で税関人数が少なくなり、税関を抜けるまで3時間かかり

疲労感に包まれながらの海外初上陸になりました。（畠山）
・ バスでフィッシャーマンズワーフまで移動し、名物のクラムチャウダーを頂き、広い海を見ながら到着したこと

をやっと実感しました。（斉川）
・ アルカトラス刑務所、ゴールデンゲートブリッジを観光しましたが、どこの景色も素晴らしく映画で見たような

風景に感動しました。（川端）

2日目はラスベガス観光。朝2時集合、往復1,200
㎞の日帰り弾丸ツアー
・ 一睡もしなかったので体もヘロヘロで眠かったけ

ど、こんな機会はもうないと思い頑張って起きて
いました。（加賀沢）

・ グランドキャニオンの渓谷美を堪能。雄大な自然
の中では細かいことを気にするのが馬鹿らしくな
るくらいの気持ちになりました。（川端）

・ 川の浸食が創り出した蹄鉄型の岩が壮大なホースシューべ
ント。（斉川）

・ アンテロープキャニオンは幾重にも連なる地層と陽の光が
生み出す幻想的な場所で、現地民族ナバホ族 の方にガイド
をしてもらいました。（畠山）

5日目はロサンゼルス観光へ

ゴールデンゲートブリッジ サンフランシスコ

グラントキャニオン

ユニバーサルスタジオからドルビー・シアター

アンテロープキャニオン入口
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3,4日目はワールドオブコンクリートの展示会です
・ 屋内展示場が3か所、屋外展示場が二か所あり、広さ

にまずビックリ。エンジンがむきだしになっている
マシンが多かったです。（加賀沢）

・ 目を引いたのはコンクリート床板を研磨する機械でし
た。日本では塗りが主流みたいですが、研磨し仕上げ
た方が合理的なのでいずれ日本でも需要が多くなりそ
うです。（河上）

・ ダイヤ関係のブースが少ないなと感じました。（上永・川岸）
・ 全体的にはスケールの大きさが印象に残りました。大きなアメ

リカは大きな機械を造り生産性を上げる、また解体も早く解体
する考え方なのかなと思いました。（川端）

・ コアドリルに関しては、支柱の反りをトラスで受け止める事で
強度と軽さの両立を目指したものが多くありましたが、形状が
複雑になり大型化するため、取り回しと清掃が大変なように思
いました。（小金澤）

・ コアの機械もたくさんあり、日本では見かけない物も多く、時
間いっぱい見ていても飽きること無く見学を終えました。（畠
山）

・ 規模の大きさと共に、世界の人々の発想にも日本人と違う発想
の自由さというか豊かさというか、違いを感じた。（上床）

・ カッターの刃先で丸く切れないと思っていた物を丸く切断して
いた海外は凄いと感じました。（岩田）

コンクリートカッター

コアドリル実演

ワイヤーソーイング 透明なブレードで展示するウォールソー

コンクリート研磨機
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　全体を通じて展示物の傾向に、日本で注目されている「働き
方改革に関連した機械開発」が殆ど見受けられなかった点は意
外でした。その中で興味を引いた4点の展示物をご紹介します。

　4足ロボットSpotMini。前面、背面、側面にカメラを搭載し
空間を立体的に把握しながら歩く4足ロボットです。建設現場
で進捗管理や安全点検を行う等、就業者が不足している建設業
界で「業務効率化に役立てる」ことを目標に開発が進められて
います。

　次は、カナダのMAWASI社が開発した外骨格系パワードスー
ツです。背骨を中心としたヒトの骨格に基づくデザインのエク
ソスケルトンで、カナダの科学技術企業であるMAWASHI社が
その開発に取り組んでいてオーストラリア国防省が陸上戦闘員
へ導入している製品で、今回は左官作業中の「筋肉疲労の軽減
を目的」に開発展示していました。
以上2点はまだ実用性には疑問符は付くのでしょうが、その革
新性はみな興味を持っていました。

　国内ではあまり見ないタイプのこの機械はRGC社のFLUSH CUT SAWという製品で安全性を十分対策すれば、
０レベルで素早くサイドカットが出来て「時短に貢献」できそうです。
また、バキュームタイプのリフト機も、安全面を十分対策すれば、コンクリートの「撤去作業の時短に有効」かな、
と感じました。これはVACUWORXの製品で、1トンから最大25トンまでバキュームタイプでリフト出来る製品が
ラインナップしてありました。（白石・永山）
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研修ツアーを終えて
・ 大変貴重な経験をさせていただきました。いずれ何らかの形でアウトプット出来ればと思います。（白石・

永山）
・ 多くの学びや経験を得る事が出来て、この経験を活かし気持ちを新たに日々邁進していきます。（畠山）
・ 初めての海外を初対面の人たちと行くことに最初は不安がありましたが、すぐに打ち解けることが出来、

楽しく研修ツアーを終えることができました。（加賀沢）
・ 初めての海外で英語もわからない中、海外の人と接して度胸がついたと思います。（河上）
・ 普段の生活では考えられない体験をさせて頂き、同業者の方々と楽しく研修が出来、非常に有意義な時

間を過ごせました。（川端）
・ 自身が知っている英単語での対応しかできないため具体的なことは聞けませんでしたが、実物を見るだ

けでも参考・勉強になることが多く、有意義な経験になりました。（小金澤）
・ 貴重な体験、誕生日を皆で祝って頂き感動しました。（山本）
・ アメリカは日本人からしたらすごく適当な所が多く、治安と食事さえ気にしなければ少し滞在するには

楽しいと思うが、あそこまでのカード社会は現金主義者の私としては怖かった。（上床）
・ 日本とアメリカの違いは、何をするにも楽しくしている、いつまでも仕事をしない、残業はしない、現

金を使わない、衛生面が違う。税関の手続きが厳しい。（岩田）
・ 工事に対する周辺環境への配慮は日本と違うものがあるなと感じました。（上永・川岸）
・ 普段では接点のない方々と、異国の地で貴重な時間を共有できたことを生かし、今後はまたお仕事でも

お会いできることを楽しみにしております。（斉川）

＊寄稿者の皆様、この度はお忙しい中での執筆ありがとうございました。　　広報委員会
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◆会員移動
1）施工会員 ：34社　入会：なし　　退会：なし
2）メーカー会員 ：13社　入会：なし　　退会：なし
3）友の会会員 ：47社　入会：なし　　退会：株式会社ダイヤマック

◆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
友の会会員

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

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
施工会員
　　代表変更 第一建興江島株式会社 代表取締役　　　髙荷　三千雄
 井上工業株式会社 代表取締役社長　佐々木　勝則
ﾒｰｶｰ会員
　　代表変更 日本ダイヤモンド株式会社 代表取締役社長　山禄　祐二
 ハスクバーナ・ゼノア株式会社 代表取締役社長　ローパー・サード・ファレル・ハード
　　移転 仲山鉄工株式会社　　〒426-0055　静岡県藤枝市大西町3丁目14番地-1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL054-635-1383　　FAX054-635-0418（変更なし）
＊お願い： 会員各社様の各種情報（代表者・所在地・TEL/FAX番号等）変更の場合には、その都度必ず当事務局宛ご

一報を下さいます様、お願い致します。

◆秋季例会中止
10月開催を予定致しておりました秋季例会は、新型コロナウイルス感染拡大防止を考慮し、開催中止となりました。

JCSDA 事務局便り

【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21版）
コアドリリング工法 （第21版）
ウォールソーイング工法 （第21版）
ワイヤーソーイング工法 （第13版）
乾式コアドリリング工法 （第6版）
乾式ウォールソーイング工法 （第6版）
乾式ワイヤーソーイング工法 （第6版）

令和2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



施工会員　34 社（北より南へ 50 音順）

メーカ会員　13 社（50 音順）

会社名 所在地 電話番号 Fax 番号

（有）栄進カッター工業 〒003-0869 北海道札幌市白石区川下2065−2 011-873-6908 011-873-6909
第一建興江島㈱ 〒007-0850 北海道札幌市東区北五十条東7−7−8 011-751-0410 011-771-6361

（株）エジマ 〒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） 〒157-0067 東京都世田谷区喜多見３−14−27 03-3417-1911 03-3417-3777

（株）丸辰道路工業 〒224-0043 神奈川県横浜市都筑区折本町338 045-476-4012 045-476-4013
（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

（株）ベステムサービス 〒342-0036 埼玉県吉川市高富大場川1059 048-983-8560 048-983-8570
第一カッター興業（株） 〒253-0071 神奈川県茅ヶ崎市萩園833 0467-85-3939 0467-88-0567
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） 〒457-0003 愛知県名古屋市南区鶴田１丁目５−13 052-821-9305 052-821-9339

（株）ダイヤテクニカ 〒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
東海カッター興業（株） 〒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 06-6924-4517 06-6928-1263

（株）日本コンクリートカッティング 〒578-0921 大阪府東大阪市水走５−５−50 072-960-5910 072-960-5911
（株）丸辰道路工業（大阪） 〒581-0054 大阪府八尾市南亀井町２−４−51 072-923-7579 072-923-2499
北辰工業（株） 〒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

（株）コムカット 〒811-1314 福岡県福岡市南区的場２−21−１ 092-571-1971 092-585-5647
（株）センター機材 〒812-0894 福岡県福岡市博多区諸岡５−１−８ 092-591-2828 092-591-3078
ダイヤモンド機工（株） 〒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

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

（株）クライム 〒146-0081 東京都大田区仲池上１−29−３ 03-3753-2014 03-3753-2229
サンゴバン（株） 〒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） 〒426-0055 静岡県藤枝市大西町３−14−１ 054-635-1383 054-635-0418
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


