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新春ご挨拶

新年あけましておめでとうございます。
2020年は日本のみならず全世界が新型コロナウイルスに振り回され

た一年でした。当協会に於きましても、昨年は、総会・例会始め理事
会等は感染拡大防止という事で自粛させていただき、活動出来なかっ
た事を大変残念に思います。ただし、コロナ禍での我々の業界は、飲食・
観光等のサービス業に比べれば、影響が少なかったのではないかと思
われ、ご苦労されている方々には申し訳ないのですが、不幸中の幸い
ではありました。それでも、施工単価が上がったわけでも、出来高が
増えたわけでもなく、ただただ仕事が出来たというだけの状況でした
が、年が変わった今もコロナの感染状況の終息はまだ遠く、しばらく
は辛抱しつつ進まなければならないでしょう。

本年は、昨年から延期になった東京オリンピックの開催が予定されております。開催が出来る・
出来ない、の判断は未決ですが、それによって今年の様々な動向が変わってまいります。我々が
舵取りを行う訳ではないので、どのような状況になってもその都度に個々で判断を明確に行う事
が大切になってくるでしょう。国や自治体や他人に頼るのではなく、自分の出来る事やれる事を
やる、出来ない言い訳を探すのでなく、どうすれば出来るかを見つけて行動する、やってみては
振り返り、見直しては再挑戦する姿勢が大切であると思います。

新型コロナウイルスに対するワクチンも、世界各国でどんどん出来上がっている様です。新型
コロナウイルスは世界を変えました。微細なウイルスの前に人類は当初は戸惑い、しかし立ち向
かう事を教示したのかも知れません。今年はコロナとの共存から根絶に向けて皆が立ちあがる年
になるでしょう。

最後になりますが、我々ダイヤモンド工事業は、決して将来無くなる業種ではありません。今
以上にAI等が進化したとしても、人の力は必要です、厳しい状況は続くと思いますが、今年は丑
年、ゆっくりでもよいので一歩一歩確実に、明るく楽しく、絶対に負けない気持ちで頑張って参
りましょう。本年も宜しくお願い致します。

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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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。前回報告から半年が経ちますが、コロナウイルスは増加傾向にあり、
GOTOトラベルによる人の流れが増し、10月から第３波の発生状況の最中ですが、皆様の予
防体制はどうでしょうか。北海道は一時減少傾向でしたが、11月に入り日々200人超のコロ
ナ発生状況に有りクラスターの件数も、軒並みです。その後も拡大し、弊社でも現場の打合せ
以外、人との接触を避け営業活動も電話での対応としています。
　今後の予定される工事ですが、風力・地熱電力の建設等ありますが、詳細は今のところ未定
です。函館～札幌の新幹線ですが、トンネル及び橋梁の新設でまだまだのようです。空港関連
は民営化に移管するので、今期でほぼ完了予定ですが、来期の予定は予想できず。相変わらず、
橋梁の新設・補修工事は本数が多いですが、補修内容により、良くも悪くもコンスタントに仕
事はついています。道路では、切削オーバーレイが来期も多くなるようですが、仕事量は望め
ず。高規格道路はほぼ新設道路が多く、切土・盛土・路盤の仕事で、これもほぼ望めず。ネク
スコ維持・補修は橋梁関連が多くなりそうです。希望は、漁港の補修工事が、どの程度ダイヤでの仕事で発注になるか、期待
したいです。相変わらず、北海道はパットしないようで、悪しからず。北海道地区・㈱エジマ・太田でした。

東北地区報告　髙橋辰佳理事（東北カッター株式会社）
　東北地区は11月現在、降雪前ということもあり建設業においては各県で繁忙期真っただ中
に動いています。前号報告の７月以降でいくと高速道路での舗装補修や床版取替、橋梁補修補
強等で東北道はいたるところで工事が進められていました。高規格幹線道路では未開通区間の
整備、２車線区間の４車線化やワイヤーロープ・ガードパイプの設置等も進められています。
国交省管轄では、例年通り各地で舗装補修工事が行われているほか、バイパスの整備・拡幅等
は継続的に進められており、県や市町村管轄も例年通り、管工事や道路改良工事他、架け替え
による旧橋撤去が行われていますが、全体的に橋梁補修工事が多く行われています。前号の報
告でも記載されていましたが、復興・創生期間の最終年度ということもあり忙しく稼働してい
る地域もあると聞いています。
　昨年の冬は全国的に降雪量が少なく冬場に除雪をメインとしている地元業者が、稼働日数が
少なくかなり苦慮されていました。今年は日本海側が例年より少なく、太平洋側が例年より多
くとなると予想されていますが、雪が積もるまでは目一杯稼働するので体調管理や無事故無災害に努めていきます。
　コロナウイルスの現況、対応としては、東北地方は他の地域に比べ感染者数は少ないものの、７月末まで全国で唯一の感染
者０人だった岩手県でも出始め、11月末現在で180名ほどにまで増えました。10月以降、各所でクラスターが発生し各県で
増加傾向にあります。現場への影響としては大きくは出ていないものの、以前に比べ、より身近で起き始めてきたこともあっ
て個々の意識は高まっているように思います。
　当社の対策としてはマスクが品薄となった時期は会社で手配し社員全員に配布し、消毒液も各営業所に設置しました。今現
在は個々で購入していますが、マスク着用を義務付けられている現場に行く際には会社から支給するようにしており、その他
は検温の実施・記録や他の地域への出張の自粛等ごく一般的な対策をとっています。今年は全社ならびに協力業者で行う安全
大会や多数での会議も中止とし、必要最低限での打ち合わせ等を行うようにしています。収束も先が見えず、共生していかな
ければならない時代となっていますので、これからも感染対策を講じていきたいと考えています。

関東地区報告　高橋正光理事（第一カッター興業株式会社）
　関東地区では、公共工事の土木は道路・上下水道など例年とさほど変わらずに発注がされています。一方で建築は学校改修
など就学期間の延長などもあり、規模の縮小や施工時期の変更がありました。民間工事の土木では空港減便等の影響による工
事規模の縮小がなされましたが、高速道路リニューアル工事などが予定通り進められました。建築では、製造設備などでコロ
ナ禍の影響を受けた企業や先行きに不安を抱いた企業の設備投資は抑えられ、生産ラインの改造計画を縮小・延期する事案が
出ています。都心ではテレワークにより、過剰なオフィスは不要だとの報道もされていますが、現状ではオフィス需要は変わ
らずにあり、コロナ禍で大きく影響を受けた商業施設や宿泊施設への投資は控えられるものの、物流施設や福祉施設は堅調に
新築・改修が進みそうです。しかし、主だった再開発は計画が進行していますが、我々にとって主要な発注先である解体業者

　新型コロナウイルスが猛威を振るい、当協会も感染拡大防止の為令和２年度の年間行事を取り止めざるを得ず、秋季例会も
中止となりました。その為、当NEWS LETTERの例会報告も前号に引き続き、各地区代表理事及び各委員長の皆様に報告を
レポートしていただきました。地区代表理事の皆様には［各地区の状況と新型コロナの現状と対策］という課題でお願い致し
ました。尚、レポートは11月末を期限として、提出していただきました。寄稿いただきました皆様、大変ありがとうござい
ました。 広報委員会

北海道　太田理事

東北　髙橋理事
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自体の案件が少なくなっている様子が窺えます。
　新型コロナウイルス感染症対策の件では、新規感染者数が大きく減少することがないまま、
人々の往来が戻ってきており、求められる感染症に対する対応と、客先からの要望とのギャッ
プに戸惑っているのは私だけではないはずです。
　当社では、全国への緊急事態宣言解除後も宣言下同様の対策を継続しています。具体的には
公共交通機関を極力利用しないよう車通勤の推奨、営業・事務系でのテレワークの実施、事務
所内でのアクリル板等による席間仕切りの設置、消毒液を至ることころに設置し、手洗いうが
いの推奨、行動記録表の記入、そして会議体をZOOM等のWEB会議を利用し、移動時の感染
防止と密の回避を図っています。このWEB会議が普及したことは、移動時間の削減だけでは
なく、気軽に短時間で人を集め、打合せ等ができることで、その回数や頻度が高まったように
思えます。一人に依存し過ぎずに多くの意見を集約しやすくなった環境は私どもにとっては良
い機会でした。今後も対面とWEBをバランスよく利用し、コミュニケーションが図れるように考えています。また、事務職
に対するテレワーク環境の提供も、家庭との両立を図る上で利用者には大変喜ばれており、収束後も継続していく必要がある
と考えています。
　不便な面も多くある現状ですが、従業員に安心を感じてもらえる施策を考えることで、良い面も出てくると思っていますの
で引き続き宜しくお願いいたします。

東海地区報告　稲積雄司理事（江島産業株式会社）
　会員各社・各位におかれましては、各地区にてご活躍のことと、お伺い申
し上げます。
　東海地区におきましては、新型コロナウイルス感染症の第３波の中にあり
ますが、業界への影響は限定的であり少なく感じております。弊社において
は事業継続のための準備が整わずにおとずれた春先からの第１波から、対策
物資が整いはじめ、熱い夏におとずれた第２波。感染者を出さないために春
先はマスクの購入・配布に努め、熱い夏期に熱中症にならないようにマウス
ガードを採用したり、顧客との打ち合わせや、安全協議会等の諸会議はリモ
ートへと移り変わり、対面時や室内でのマスクは無論、出入口での消毒、出
社時の検温等々と様々な対策が行われている中なのでそう感じてしまうので
はないかと思っております。しかしながら、東海地区の新型コロナウイルス
感染者は高水準で推移しており、今一度気を引き締め対策に当たらなければならないと思っております。
　業界の状況としましても、大規模現場も休工になることもなく感染症対策をとりながら進行しております。東海地区の愛知・
岐阜・三重を繋ぐ東海環状の建設・名古屋市の外環状となる名古屋第２環状線の建設また中央・東名高速道路・湾岸線・名古
屋高速・主要国道のリニューアル工事が随時進行中です。また名駅付近・栄繁華街付近の再開発も進行中です。感染者を発症
することなく業界に寄与してまいりたいと思っております。
　余談となりますが、夜の街はかなりの打撃を受けている状態です。おかげで町中の夜間作業環境は良好ですが、21時以降
は閑散としております。しかしながら逞しいお店では、昼食のお弁当を販売、夜は有料リモート飲み会でしのいでおります。
マスクやフェイスガード・アクリル板等々の感染防止グッズを販売しながら結婚相談所を開設したお店もあります。逆に無期
限休業状態から廃業する店も多々あります。そうならないよう、色々と策をこうじながら事業継続に努めてまいりたいとおも
っておりますので、これからも皆様からのご指導をお願いいたします。

関西地区報告　藤尾浩太理事（コンクリートコーリング株式会社）
　新型コロナの影響で、全体的に発注協議が遅れているようですが、ようやく2025大阪関西
万博の開催へ向けての地下鉄延伸工事が始まりました。隣接会場を予定しているＩＲも同じく
協議に遅れはありますが、前向きに進められているようです。また高速道路大規模更新や再開
発、地下街改修なども2025万博開催時期に間に合わせるべく、新たな完成目標を設定されて
いるようです。全国同様に建築関係は民間発注が多く、先行き不透明なことから急を要しない
設備投資などは先送りにされており、その影響が今後時間差を経て出てくることが予想されま
す。しかし土木分野に限っては公共性が高く、社会資本基盤の整備を担っていることもあり、
ゼネコンさんの社員はどこも人材不足気味です。また2018年イタリアにて発生したメンテナ
ンス不足が原因で吊り橋が200ｍに渡り崩落した事故もあり、高速道路の大規模更新工事は施
工者が社員不足に陥っていても、続々と出件されています。それらの工事は通行止めなど短工
期を求められるので、集中工事期間中は多くの作業員が必要となります。しかし、どの会社も
従来から行っている工事もあることから、数年先を見据えて全体バランスを考えながら協力体制の構築や価格面をマネジメン
トしなければならないことが課題です。
　コロナ対応について、一般的な対策はどの会社もほぼ変わりないと考えますので、特徴と思えることを述べます①ポスター

関東　高橋理事

関西　藤尾理事

東海　稲積理事
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を作製し注意喚起、②全社員に紙製マスク60枚とミズノ製マスク３枚ずつ配布、③集合型の朝礼などは密集を避けるために
各自席で館内放送を使用、④採用面接にＺＯＯＭを使用したことなどです。ＺＯＯＭ面接ではコロナの影響で転職を考える多
くの人達と出会える機会を得られたことで採用難を追風に変えることができたと感じます。

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・四国地区のコンセックの野田と申します。
　現在全国的にコロナ感染拡大で発注遅れの有る様ですが中国地区では上期中国道床版撤去
工事が進んでおります。根来底発注の案件で耐震補強工事（アンカーバー切断・床版切断工撤
去・炭素アラミド繊維補強・落橋防止等）が中国道・山陽道・本四架橋などの物件が多く発注
されております。１現場に業者１社では対応できない様になりどんどん施工価格が上がって来
ております。しかし最近現場では遠方からの業者が安い見積書を持って回り営業していると聞
いております。せっかく価格を上げ始めていた時に残念な話です。水力発電所の設備改修工事
も去年から引き続き発注されており地元のサブコンよりゼネコンが受注しております。まだま
だ物件も出て来そうで砂防ダムのスリット工事や既設の砂防堰堤撤去の他に水門等の改善も
計画が進んでおり目が離せない状況です。浄水場等の耐震補強も特殊工法（コア）での施工が
多くなっており良い価格で受注しています。中国道以外でも橋梁上部工の拡幅工事等問い合わ
せが増えており、他に港湾桟橋の改修等でワイヤーソー切断（乾式）等提案して受注に繋げております。地元では、一番の目
玉がJR広島駅南口駅舎の建て替え工事が進んでおりますが、始まったばかり５年工期で路面電車が駅舎の２階から直接乗り
入れて新幹線との乗り換え動線がスムースに行く様になる予定です。その他今年に入り鉄塊の切断工事の引き合いが増え、現
場に打ち合わせに行きますがなかなか受注に繋がらない状況です。石油精製場等の設備改修工事では配管へのコア・ワイヤー
ソー切断（ノンスパーク工法）を進めており重宝されております。新しい工法の開発等進め価格を上げて受注に繋げられる様
に行く事も大事と考えております。以上で中国・四国地区の現状を発表させていただきました。

九州地区報告　平田豪理事（ダイヤモンド機工株式会社）
　10月の横浜例会も中止となり、なかなかお会い出来ませんが皆様お元気でしょうか？
　11月時点の九州の報告をいたします。春先、県外工事は、新型コロナウイルス感染拡大防
止策として、現場入場前、宿舎にて２週間の強制待機が必要な状況でしたが、今は、ほとんど
の現場が、手洗い・アルコール消毒・検温・マスクの着用といった、継続可能な対策を講じて
いる程度です（まれに、入場前２週間の行動履歴表・検温表の提出や問診が必要な現場も有り
ますが）。そういった中、水力発電所基礎除去工事が、熊本県・大分県・宮崎県で始まっており、
今後も引き続き発注予定です。原子力発電所は、川内原子力発電所１号機の特定重大事故等対
処施設設置工事が終了し、年内に通常運転になる予定ですが、２号機の定期検査、玄海原子力
発電所３・４号機の特重施設設置工事が継続中です。また、九州北部豪雨から３年が経ち、災
害復旧工事が進んでいますが、今年も新たに橋梁撤去工事が数件行われます。旧橋撤去工事は、
この秋、熊本・長崎・佐賀・鹿児島でも随時発注になっています。長崎県は、九州新幹線長崎
ルート開通に向け、長崎駅周辺の再開発を急ピッチで進めています。大分県・宮崎県・鹿児島県は、海岸高潮対策や桟橋改修
工事が発注になっています。他にも、東九州自動車道の耐震補強工事も随時発注と、年度末までは継続工事・新規発注工事共
に見えています。しかし、気温が下がったからなのか、人の動きが活発になったからなのか、全国的に感染者が増加している
ので、我々の仕事や生活に、今後何かしら影響があるでしょう。自分が感染しているかもしれない、周りにうつしているかも
しれない、といった意識を常に持ちつつ、経済活動継続との両立を図りながら、社員と家族をどうやって守っていくか、難し
い判断と行動が求められていると改めて感じているところです。

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）
　現在、コロナ禍の中での対応として事務局の勤務体制縮小を継続しております。ご不便をお
掛け致しますが皆様のご理解をお願いいたします。理事会につきましては前回のリモート会議
に続いて10月に執行部と在京の方々にてお集まり頂きました。これからの予定等を討議、決
定し、理事会の開催については状況をみながらリモートを含む会議として進めてまいりたいと
考えています。
　今後も事務局の運営、助言を行ってまいります。引き続き皆様のご協力をお願いいたします。

広報委員会　久保達博委員長（株式会社シブヤ）
　広報委員会よりご報告します。昨年11月に開催を企画していました座談会は、新型コロナ
ウイルスの影響で残念ながら中止といたしました。そのため、2021年２月発行のニュースレ
ター57号は通常からページ数を減少し、発行いたしました。56号同様に各担当理事による地

中四国　野田理事

九州　平田理事

企画　田中委員長
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区代表報告、また各委員長からの報告を、この紙面にて行っています。協会の各行事は中止さ
れていますが、このニュースレターの記事を読んでいただき、各地域での現状と会員各社様の
状況を皆さんへお伝えできればと考えています。
　2021年の今後の状況はまだわかりませんが、広報としては継続企画の座談会の開催を考え
ています。開催の折には、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。引き続き皆様からの情
報、ご意見等ございましたら事務局までご連絡ください。

調査委員会　砂川高寛委員長（第一カッター興業株式会社）
　施工計画の手引き４工種、乾式積算資料３工種を2020年7月に改訂いたしました。また、
2020年4月より経済調査会「公表価格版」の担当会社が変更となりましたので、ご協力の程
を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）
　2019年の秋に中国の武漢で発生したコロナウイルスは、東南アジア、アメリカ、ヨーロッパ、
そして全世界に伝播し現在に至っています。12月１日現在では全世界で6,200万人の感染者が
発生し、68万人近い死者を出しています。
　2020年２月２日にJCSDA　ワールドオブコンクリート　視察ツアーに出発して８日に成田
空港に帰国しましたが、今考えると出席者皆さん無事に、感染もしないで帰国できたことは本
当に素晴らしいことだったと思います。
　本来ならば５月にドイツでIACDS会議の総会が開催されることになっていましたが、日本と
アメリカ、イタリアでの感染が広がっているということで、３月の段階で中止になりました。ま
だこの段階ではコロナウイルスの影響は秋口には収まるとの楽観的な考え方が、IACDS理事会
の中では一般的で、IACDS総会を９月にスゥエーデンのストックホルムで開催することを機関
決定していました。
　その後、ヨーロッパでの感染が広がっていったことは皆さんご存じのとおりです。７月の理
事会で９月の総会が中止になり、10月26日にネット上で総会を行い、予算、事業などの審議を
行いました。この総会で2021年の集合する総会を中止にして2022年のBAUMA時、日程は
2022年４月４日から10日に集合する総会を開催することになりました。2022年にはJCSDAと
してもツアーを組んで総会出席、BAUMA視察を実行したいと思います。

　11月30日にはネット上の理事会が開催さ
れ、新規加入者の確認、IACDSアカデミー
の開催の可否、2020イヤーブックの２月に
皆さんとご一緒してワールドオブコンクリート視察に行ったのが、個人的に
は最後の外国訪問になりました。何十年もこの仕事をしていますが、一年を
通して一度しか海外に出なかったのは初めてのことだったような気がします。
2021年のワールドオブコンクリートは１月開催の予定でしたが、スケジュ
ールを変更し6月8日（火）から10日（木）の開催に変更されました。ツア
ーを開催するかどうか未定ですが、コロナの感染状況やワクチン、治療薬の
開発がされているかが判断材料になると思います。2021年が国際員会にと
ってどのような年になるかわかりませんが、JCSDAが世界に認められるよ
うな団体として活躍できるように努力してゆきたいと思います。

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）
　JCSDA加入メーカー会員13社によるメーカー部会は、協会活動に対する協力や要請の討議
等を行い日頃は競合関係にある同業各社間の情報交換と懇親の場として年間１～２回の会合を
行ってまいりました。しかし、本年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の為、2020年12月
現在メーカー部会会合開催は見合させていただいております。新型コロナの影響で社会環境が
激変しました。様々な業界・業種の中で当土木・建築業は今のところ幸いな事に他業種ほど大
きな影響を受けておりません。それでも本年度はメーカー部会員各社の販売実績は各種機械及
びダイヤ工具動向は対前年90％前後で推移しております（2020年４～10月迄）。直近３年間
は前年横ばいで来ており、10％ダウンは他業界に比すれば影響は軽微（？）かもしれませんが、
厳しいところです。今後とも会員の皆様には販売促進へのご協力をいただけます様、お願い申
し上げます。皆様、どうぞ感染防止に十分なケアをされご活躍されます様、また１日も早い終
息を向かえ、再会させていただけます様、心より祈念致します。

広報　久保委員長

国際　澁谷委員長

調査　砂川委員長

IACDS　リモート会議

メーカー　清水部会長
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　この原稿を書いている2020年11月時点では、コロナウィルスの収束の気配が感じられません。
会員および関係各社の皆様におかれましては、対応に大変苦労されていると思います。
　このような状況の中ですが、建設工事現場は粛々と進んでいるところが多いです。現在私共が携
わっている工事の中の一つに「阪神梅田駅および東西地下通路改良工事」という現場が有ります。
ここでは、大阪の玄関口である大阪駅の南側地下通路と、地下にある阪神電鉄梅田駅の拡幅が同時
に行われています。今回は、拡幅される場所の壁をワイヤーソーで約４ｔに分割し、チェーンブロ
ックで引出し所定の開口まで搬送する作業を行いました。地下空間であるため大型揚重機が入らず、
ほぼ全て人力での搬送作業で行いました。今年の酷暑及びコロナ禍の為マスク着用を義務付けられ
た厳しい環境の中、当社スタッフおよび協力業者様のおかげで２フロア合計約250ｍ分の壁を無事
撤去することが出来ました。

　施工場所が大阪駅前、また既設の大規模改造工事ということで、役所、他事業者、大学生など様々
な方を対象にした見学会が頻繁に行われています。またテレビの街頭インタビューでも現場の風景
がたびたび映されています。
　先日（2020年夏に）この現場がＮＨＫのテレビ番組内のコーナーで取り上げられました。「我が
社のルーキー」という、様々な業種会社の20代の若手社員に注目するコーナーです。取り上げら
れた主人公は、元請ゼネコンの職員ですが、取材時期が撤去工事の最盛期であり、当社のスタッフ
および施工の風景が映し出されました。（取材時には職長はインタビューをされましたが、残念な
がらカットされてしまいました。）
　今回工事は40歳の職長のもと、新入社員から
職長と同世代までの、比較的若い世代のメンバー
で取り組んでもらいました。彼等にとって自分た
ちの仕事が一般メディアに取り上げられたことは、
うれしく、また社会を支えている重要な役割を担
っているということが再認識出来て、施工中の苦
労した甲斐や、達成感を感じてくれたと思ってい
ます。
　現在は少子高齢化のため、どの業界も人手不足、とりわけ次世代を担う若手の人材確保および育
成に苦労しています。我々建設業界は、その中でも特に厳しい業界の一つでもあります。このよう
な形ででも我々の仕事がメディアに取り上げられることで、若い方に少しでも興味を持ってもらう
きっかけになり、また今後の若い方の入職を後押し出来る材料になればいいな、と切に感じました。
　コロナウィルスの影響がいつまで続くか分かりません。しかし始まりがあれば必ず終わりが来ま
す。このウィルスもいつかは終息されます。この困難な状況ではありますが、皆で協力し知恵を出
し合い、また個々に切磋琢磨し、前を向いて進みましょう。

以上

会員だより
　　　　　　　　　　　　　　　　　　関西地区代表理事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社日本コンクリートカッティング　濱田孝一

会員だ
より会員だ
より
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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：なし

◆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　　代表者変更　株式会社ダイイチ　代表取締役　森田　崇

　＊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。

◆総会・例会開催予定
　　春季総会・例会（予定）　日付　：　令和３年５月24日（月）
　　　　　　　　　　　　　　場所　：　ホテルメルパルク東京
　　秋季例会（予定）　　　　日付　：　令和３年10月13日（水）
　　　　　　　　　　　　　　場所　：　ホテルメルパルク横浜

＊ 上記予定にて開催場所を押さえておりますが、新型コロナウイルスによる状況が全く読めませんので、明確になり次
第改めて事務局よりご案内させていただきます。

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


