
新年ご挨拶
皆様、新年明けましておめでとうございます
当協会は1992年に発足し、今年で30年となります。永野良夫初代会長が

掲げられた「共通の利害を目指して」と言うスローガンの基、スタートした
この会の歴史も四半世紀を大きく越えました。様々な時代背景の中、私達の
業界は荒波の中で色々変化をし、変遷を積んでまいりました。

設立の1992年は平成に年号が変わり４年目、バブル崩壊の１年後でした。
平成時代は後に［失われた30年］と呼ばれ、景気は低迷し株価は下落、政
治は混乱を繰り返しました。当協会の事業の根幹となる公共事業費は毎年降
下をし、ある時期は［コンクリートから人へ］と目の敵にされた事もありま
した。また、阪神淡路大震災や東日本大震災等未曾有の大地震が発生し、温
暖化による地球環境の変化で大型台風や集中豪雨等、過去にないような自然災害による大きな被害が
発生しました。年号が令和になり、これも今まで経験のない、ウイルスによる世界的規模での感染拡
大での経済的打撃、と枚挙にいとまがありませんでした。

わが業界の変化は、例えばコンクリートカッターでは、低騒音化に始まり、バキューム施工・汚泥
水回収等、環境対策が次々と強化されました。ドリリング・ウォールソー・ワイヤーソーの各工種も
同様です。また、運転免許取得重量変更や飲酒運転（これは当然です）・過積載・路上駐車等の取り締
まり強化や、建設業の社会保険加入や消費税増税等厳しい変化ばかりで、更に今度はインターバル制
度と、我々を取り巻く環境は年々過酷になっております。これからも形を変えて困難な状況は続いて
行くと思われます。

しかし、私達はこのような環境や背景の中で、この30年の協会の歴史と共に生き抜いてまいりまし
た。歴代の会長や理事長・理事各位、そして会員の皆様のご尽力で［共通の利害を目指し］進んでく
る事が出来ました。社会が成熟すれば生活環境の向上の為、様々な規制が出てくる事も当然でしょう。
地球の近未来を考えればＳＤＧｓを進めて行かなければなりません。その中で知恵を絞りあって、こ
れからも当協会活動を通し、情報交換しつつ協力体制を構築して行かなければならないと思っており
ます。我々の、ダイヤモンドでコンクリートを切断・穿孔する施工と工法は世界一だと思います。こ
れからも日々技術を研鑽し、時代を紡いで参りましょう。

最後になりますが、コロナで思うような活動が出来ませんでしたが、私の任期もあと僅かとなりま
した。今後も協会活動には協力を惜しまず、後任の新理事長を微力ながら影で支えさせていただきます。

会員の皆様方の健康とご多幸をお祈り申し上げます。

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

一般社団法人 日本コンクリート切断穿孔業協会
〒 141-0031　東京都品川区西五反田 1 丁目 4-8　412 号

Tel.03-3490-3217  Fax.03-3490-3288  http://www.jcsda.gr.jp

Japan Concrete
Sawing & Drilling
Association

目 次

新年ご挨拶  ……………………………………………… 1
地区・委員会報告  ………………………………  2 ～ 5
会員だより　株式会社シブヤ  ………………………… 6

施工計画の手引　掲載のお知らせ/事務局便り ……… 7
JCSDA会員名簿  ………………………………………… 8

寅
新年ご挨拶

皆様、新年明けましておめでとうございます
当協会は1992年に発足し、今年で30年となります。永野良夫初代会長が

掲げられた「共通の利害を目指して」と言うスローガンの基、スタートした
この会の歴史も四半世紀を大きく越えました。様々な時代背景の中、私達の
業界は荒波の中で色々変化をし、変遷を積んでまいりました。

設立の1992年は平成に年号が変わり４年目、バブル崩壊の１年後でした。
平成時代は後に［失われた30年］と呼ばれ、景気は低迷し株価は下落、政
治は混乱を繰り返しました。当協会の事業の根幹となる公共事業費は毎年降
下をし、ある時期は［コンクリートから人へ］と目の敵にされた事もありま
した。また、阪神淡路大震災や東日本大震災等未曾有の大地震が発生し、温
暖化による地球環境の変化で大型台風や集中豪雨等、過去にないような自然災害による大きな被害が
発生しました。年号が令和になり、これも今まで経験のない、ウイルスによる世界的規模での感染拡
大での経済的打撃、と枚挙にいとまがありませんでした。

わが業界の変化は、例えばコンクリートカッターでは、低騒音化に始まり、バキューム施工・汚泥
水回収等、環境対策が次々と強化されました。ドリリング・ウォールソー・ワイヤーソーの各工種も
同様です。また、運転免許取得重量変更や飲酒運転（これは当然です）・過積載・路上駐車等の取り締
まり強化や、建設業の社会保険加入や消費税増税等厳しい変化ばかりで、更に今度はインターバル制
度と、我々を取り巻く環境は年々過酷になっております。これからも形を変えて困難な状況は続いて
行くと思われます。

しかし、私達はこのような環境や背景の中で、この30年の協会の歴史と共に生き抜いてまいりまし
た。歴代の会長や理事長・理事各位、そして会員の皆様のご尽力で［共通の利害を目指し］進んでく
る事が出来ました。社会が成熟すれば生活環境の向上の為、様々な規制が出てくる事も当然でしょう。
地球の近未来を考えればＳＤＧｓを進めて行かなければなりません。その中で知恵を絞りあって、こ
れからも当協会活動を通し、情報交換しつつ協力体制を構築して行かなければならないと思っており
ます。我々の、ダイヤモンドでコンクリートを切断・穿孔する施工と工法は世界一だと思います。こ
れからも日々技術を研鑽し、時代を紡いで参りましょう。

最後になりますが、コロナで思うような活動が出来ませんでしたが、私の任期もあと僅かとなりま
した。今後も協会活動には協力を惜しまず、後任の新理事長を微力ながら影で支えさせていただきます。

会員の皆様方の健康とご多幸をお祈り申し上げます。

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

発行日：令和 4 年 2 月 1 日発行



2

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。コロナウイルスにより、世界中が混乱状態となり１年半が経過し
ました。ですが、昨今ではワクチンの普及で沈静化に進んでいるようですが、まだ安心
には至りません。感染者が少なくなり、経済活動が活性化し、人々の移動が多くなり、
外国からの受け入れ規制がなくなり、冬に向けて、感染が増える予想が出ています。協
会員の皆様、行動は慎重にお願いします。
　北海道ですが、11月半ばですが、雪は山頂部で降っている程度で、今年は暖かく感
じています。ですが、仕事数も激減しており、気持ちは吹雪で荒れています。しばらく
冬眠に入りますが、来期の展望を予想します。
　日本ハムのドーム球場が23年オープンの予定で、地元北広島市では準備の整備事業
で賑わっています。建築物・道路整備・ライフライン・駅改修で来期は工事量が有りそうです。ネクスコでは、５月・
９月に札幌近辺のリニューアル工事が予定されており、賑わいそうです。JRでは、新幹線受入で札幌駅の改修工事
が本格的になり、何かあるでしょう。北海道開発局では、余市から倶知安までの高規格道路、大沼から七飯町に抜け
るトンネル及び道路工事、北海道全般の橋梁補修工事は通年での施工はあるでしょう。ただし、ダイヤモンド工事は、
全般的に横ばい若しくは下がると想定します。来期は、歯を食いしばって安請せず、耐える年になりそうです。毎度
の事ですが、暗い話ですみません。予想が外れると良いのですが！

東北地区報告　髙橋辰佳理事（東北カッター株式会社）
　原稿を書いている11月末日、朝晩だけではなく日中も寒くなり最高気温が一桁台と
なる日も多く、よりしっかりと体調管理も講じなければならない時期となっています。
一昨年の降雪の少なさから一変、昨年は災害級ともいえる降雪の多さから、今年の降雪
量におびえている人も少なくないと思います。新型コロナウイルスについてはワクチン
接種も進んでおり今現在は他地方と変わらず感染者も少ない状況にあります。９月末以
降は宮城県の蔓延防止措置や各地の防止策も解除となり、観光客や修学旅行生などちら
ほら見るようにはなりました。繁華街も前よりは人も出始めましたが相変わらず閑散と
しており、厳しい状況に変わりはないかと思われます。
　さて本題の東北地区の状況についてですが、震災から10年が経ち12月18日に岩手県
の久慈IC～普代ICが開通となり、仙台市から青森県八戸市までの約359㎞の復興道路が全線開通となりました。その
他にも東北内では東北中央道、日本海沿岸東北道、秋田道の一部未開通区間で引き続き工事が行われています。
NEXCO管轄ではスマートインターチェンジの新設やサービスエリアの改修、橋梁耐震補強やリニューアル工事に伴
う床版取替が進められており、令和４年から本格的に始まる工事も増えてきています。高速道路上だけでなく国道の
床版取替も進められており、今後増えてくるのではないかと考えています。一般道では橋梁工事が、架け替えによる
旧橋撤去や耐震補強も各地で行われていますが、特に補修工事が多く動いています。道路改良工事もいたるところで
進められており、さらに道路の利便性が向上していくように思います。これからの時期、東北地方は雪が降る地域が
多いため、作業中の事故のほか、雪道での運転にもより一層気をつけて、事故無く春を迎えられるよう努力してまい
ります。

関東地区報告　髙橋正光理事（第一カッター興業株式会社）
　関東地区の工事発注状況は、オリンピック・パラリンピックも終わり、それまで控えられていた再開発や延期され
ていた工事が動き出してきています。高速道路ではリニューアル工事の他に圏央道の４車線化工事、それに伴う物流
倉庫等の新築開発が活発になっていますが、一方で鉄道や空港など旅客が戻らない業態では工事も縮小や凍結が続い
ています。民間企業では自動車関連で減産の影響を受けているものの、食品工場の改修など分野によっては旺盛な投

　新型コロナウイルス感染拡大防止の為、本年度の秋季例会も中止となりましたので、今回も各地区代表理事・各
委員長の皆様にレポートをお出しいただきました。寄稿いただきました皆様、ご協力ありがとうございました。
（レポートは令和３年11月末締め切りとさせていただき、早い方は10月に提出いただきました。）　　 広報委員会

北海道　太田理事

東北　髙橋理事
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資がされています。
　公共工事では建設投資は微増ながら増える見通しが出ています。中でも防災・減災へ
の対策工事が集中的に計画され、今後は各自治体においても安定的な発注が出てくると
期待をしています。
　新型コロナウイルスについては、マスクの素材を不織布に限定するなど独自の対策を
取る現場もあれば、ほぼルールが存在しない現場などまちまちです。入退場管理とＣＣ
ＵＳ（建設キャリアアップシステム）等の連携により体温を自動で記録するような取組
みを行っている大手企業や、事務所や現場詰所での打合わせ自体が電子化されはじめ、
スマホやタブレットで事前に入力を行い対面する時間を削減する等、ＤＸと連携した感
染症対策が取り入れられている現場も出ています。また、国土交通省が最重要課題とし
ている週休２日の実施状況ですが、ゼネコンでは４週８閉所を掲げている会社も多く、社内で休日数の統計を取り掲
示をする等、休日数を増やす取組みは各社でも行われているので今後も増えてくると考えられます。しかし、実際の
ところは元請の監督は交代で休めても下請の作業員は休めないといった現状であり、我々の業界でも休日数を確保し
た工期を事前に提示し、交渉していく等の対策が従事者の環境改善の観点から必要となるのだろうと思われます。Ｃ
ＣＵＳも事業者登録は４割程度しか進んでいない状況ですが、国交省直轄工事だけでなく民間建築現場でも急激に増
加しており、少量のカッター工事でもＣＣＵＳに登録が済んでいない労働者の受入れを認めない工事が増えてきてい
るようです。我々に関係する維持修繕工事の比率が高くなり、工事の大型化や長期化が顕著になる一方で、働き方改
革を推進する発注者や元請の要望に応えていくために、専門施工会社として協力業者を含めたＣＣＵＳの登録者を増
やし、従業員のキャリアアップ向上に努めていこうと考えております。

東海地区報告　稲積雄二理事（江島産業株式会社）
　東海地区においては新型コロナウイルス感染は減少傾向にありますが、またいつか変
異株による感染拡大も起こり得る為予断を許さず、感染防止対策を緩めず行っていると
ころです。最近は検査体制が整い即日検査から結果を得ることができるようになり、業
務への支障は減少しました。新型コロナウイルス感染拡大初期は、濃厚接触者の可能性
ありと保健所から連絡をいただくと２週間の隔離を必要としましたので、人員確保に四
苦八苦しておりました。
　協会におきましては、非日常時にあっても、執行部また各委員会そして事務局によって、
活動が滞ることなく運営していただいている事に、一協会員として感謝しております。
平常時に戻り、会員の皆様と一堂に会せる事を切に願っております。
　新しい政府は「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」へ重点的に予算を配分する旨の発表がありま
した。東海地区におきましても、東名高速道路・中央自動車道・名神高速道路・東名阪自動車道・都市高速道路のリ
ニューアル工事、特に橋梁床版入替工事は一般国道も含めて多く発注さております。津波対策として海岸線及び河川
の護岸工事の発注もされております。新規工事はリニア中央新幹線・東海環状自動車道・西知多道路等、順次発注さ
れており、それに伴い物流施設・倉庫の建設が進んでいます。多くの発注物件がありますが、発注者・元請・専門業
者ともに担い手不足に苦慮している現実の感があります。弊社おいても、そこに注力しなければならないと思ってお
りますので、会員各社よりご指導いただければ幸いです。

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）
　高速道路大規模更新工事が日本各地で始まりました。その中でも関西では昨年から市
街地を貫く中国自動車道をインター間で完全に通行止めにして橋の架け替えを行ってい
ます。前もってＣＭ等で予告し、発生する社会影響を抱えながら２シーズン目に入って
います。この様な大規模更新工事は関西高速道路網だけでも序ノ口であり、潜在的には
相当数存在しています。社会影響を最小限にしながら施工を行う観点では安全性に加え
て、急速施工や労働人口減少に対応した合理化施工が求められており、橋梁メーカーや
ゼネコン各社は更新工事をターゲットにしたシステム化やプラットフォーム化を提案し
ています。2025年大阪関西万博は現在の予定に変更は無く、コンテナヤードしか無か
った埋立地にはインフラ整備工事が進められています。会場へのアクセスは橋が１本と

関東　髙橋理事

関西　藤尾理事

東海　稲積理事
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道路鉄道兼用海底トンネルが１本だけに過少に感じます。これはＪＲ各社私鉄も会場を同じくするＩＲが決まれば、
様子を見ながら延伸計画を進める模様です。ＩＲの大阪誘致に関して決定してないものの、大阪市は先行してＭＧＭ
とオリックス共同事業体とこの度契約したことにより一歩前進しました。開業予定時期については2020年代後半と
されています。その頃にはコロナは明けて、是非シンガポールのように世界的な国際都市として成功することを期待
しています。

中国・四国地区　野田隆理事（株式会社コンセック）
　今上半期の中国・四国地区の動きは、例年通り中国自動車道の床版取替工事が引き続
き発注されており作業員の確保が厳しい状況でした。まだまだ来年以降も続くと聞いて
おります。これからは九州自動車道へと移り引き合いが有り単独での受注は厳しい様で
す。その他の工事では、山陽自動車道・高松・徳島・高知・松山自動車道の耐震補強・
補修工事など毎年出ていて、工期の長い案件が多く有り専任の主任技術者の拘束が厳し
い状態です。他に桟橋撤去工事や橋梁架け替えに伴う解体撤去工事など続きます。これ
らの工事以外にも下期には製鉄所の改修工事や石油備蓄基地でのパイプライン切断・ダ
ムの止水壁（鋼管）水中切断撤去が残っています。
　コンサルからの引き合いでは、ダムの改修工事（堤体開口）＋減勢工などが有り他に
も砂防ダムのスリット工事（流木対策工）など複数の案件が動いております。最近は、コンクリート切断より鋼材の
切断が増えており、橋梁の支承を直接切断出来るかなどの問い合わせが多く、アンカーバーの切断も併せて問い合わ
せが来ています。建築耐震では大型案件が少なくなり小規模耐震が年に10件ほど出ておりますが、浄化センターの
耐震補強（せん断補強工法）では受注金額が大きい為、狙い目で、まだまだ発注されています。その他に海上の温泉
宿泊施設（海上ロッジ）の解体撤去も引き合いが有り切断水（ノロ水）を出さない様に設計の段階で乾式を提案して
下期に発注予定です。（近くに牡蠣の養殖場が多く有る為）濁水が原因で牡蠣が死滅しない様にしっかりと対策を行
う事が重要です。広島呉有料道路の４車線化に伴い既設橋梁の耐震補強や、新設トンネルと既設トンネルの避難坑新
設で既設トンネル壁面への開口工事が有り、乾式工法を提案中です。スチール切断でも乾式工法が発注者からは好ま
れております。これが今回の中国・四国地区の現状報告です。下期に向けてまだまだ色々な物件が動き出します。

九州地区報告　平田豪理事（ダイヤモンド機工株式会社）
　皆さまおお元気でしょうか？九州の報告（11月末現在）をいたします。
　弊社は、春先から初秋まで、工事発注の遅れや中止、県を越えての人の移動制限など
で稼働率が下がり、苦しい業績が続きました。この間、資機材の整備や資格の取得、若
年社員教育を行いました。一方、今月に入って九州の同業者の秋期勉強会が有ったので
すが、業績が良かった会社も数社有りました。秋からは、遅れていた工事の見通しが立
ちはじめ、今後発注予定の計画も具体的に進み出したので、年明けからは、忙しくなり
ます。
　旧橋撤去は、九州北部豪雨の災害復興工事や球磨川の災害復興工事を含め、主に福岡・
熊本、・佐賀を中心に秋～春にかけて多数発注になります。水力発電所やダム関係工事
が熊本・大分・宮崎・長崎と広い範囲で、港湾工事は、熊本・宮崎・鹿旧児島でそれぞれ発注となります。また、九
州自動車道の床版撤去補修工事も計画中です。この状況は来年度以降も続きそうで、お客様に迷惑がかからぬ様、安
全が疎かにならぬ様、今から十分な準備が必要です。今後、オミクロン株の影響による工事延期や中止が心配です
が…。

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）
　今季の企画の活動内容ですが、昨年から引続き各種法令の変更に合わせJCSDA内の
書類整備・事務局の補助作業の為、４月以降に月に１～２度の頻度で、３役または執
行部でのミーテイングを行い先日の理事会まで至りました。12月以降は事務局の援助
等に執行部の清水さん、久保さんと打合せを重ね今後の運営がスムーズに行くよう努
めます。

中・四国　野田理事

九州地区　平田理事

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）
　皆様、ご無沙汰しております。残念ながら昨年秋の例会が中止となりましたので、今
回もこのニュースレター59号の紙面にて、担当理事、各委員長に記事を作成して頂き、
各情報を掲載しております。今年こそは総会、例会とも開催され、皆様にお会いできる
ことを願っております。
　来期は状況が許せばこれまで継続しておりました企画座談会を開催したいと考えてお
りますのでその際には、ご協力の程、よろしくお願い致します。また、各種情報、もしく
はご提案等ありましたら事務局までご連絡下さい。今後の記事作成に活用させて頂きます。

国際委員会　澁谷憲和委員長（株式会社シブヤ）
　平素は国際委員会の活動にご理解とご協力を賜りこの紙面をお借りしてお礼申し上げ
ます。2020年度2021年度とコロナ感染のために海外での活動はほぼ中止となってしま
いました。この原稿を作成しているときに、新たなオミクロン株が南アフリカで発生し、
瞬く間に全世界に拡散されている現状です。すでに視察研修旅行は中止することを皆様
にはご連絡していますが、2022年の１月17日から20日までラスベガスで開催されるワ
ールドオブコンクリートも現地の状況を考えると実施されるかどうかわからない現状で
す。先般IACDSから依頼のあったアンケート調査を会員企業の皆様にお願いいたしまし
た。そのアンケートの結果が出ていますので、お時間のある時にIACDSのホームページ
をご覧いただければと思います。またイヤーブック2021年版も印刷されており、事務局
においてありますので、ご覧いただければと思います。IACDSでは今年度、９月８日に
オンラインで総会が開催されました。また11月15日に役員会が開催され、事務局からは本年度南アフリカとフランス
から新入会員が入り全部で29メンバーとなったとの報告がありました。2018年に東京で開催されたIACDS総会で当時
自民党政調会長だった岸田さんに歓迎スピーチをしていただきました。この度、日本の総理大臣に就任されたことを皆
さんに報告し祝福を受けました。近日中に岸田総理大臣にIACDS会長名のお祝いの手紙をお届けする予定です。今後
の予定ですが2022年10月24日の週にドイツでBAUMAが開催されます。また同27日にIACDS総会、ダイヤモンドア
ワードがミュンヘン市内にてパーティーが開催される予定です。できれば展示会参加ツアーを企画したいと思っており
ますので、状況が許せばご参加をお願いしたいと思います。
　このコロナ禍で皆さんに充分なサービスが出来ないことを残念に思いますが、できるだけ情報を集め、公開してゆき
たいと思いますので今後ともよろしくお願いいたします。

調査委員会　砂川高寛委員長（第一カッター興業株式会社）
　施工計画の手引き４工種、乾式積算資料３工種を2021年７月に改訂いたしました。
　昨年と同様のご案内となりますが、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、引き続きご協力の程をよろしくお願い致します。

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）
　新型コロナウイルス感染症拡大により、本年度も現在までメーカー部会の会合は行っ
ておりません。本年度のダイヤモンド工具動向は、前年同期間(ダイヤモンド工業協会
統計１～11月)工種別比較では、ブレード103.4％・ビット98.1％・ワイヤーソー93.6％・
手持ち工具等111.1％で、全体としては104.6％となっております。当協会関連工具は
101.5％で微増と言う状況ですが、昨年までは毎年前年割れでしたので、上向いた訳で
はありません。また、機械を含むメーカー各社の声は、原材料価格の急騰と供給不足の
ダブルパンチを受け、非常事態宣言を発令したい位の状況下にあります。新型コロナ感
染症が原因で世界規模のニュースとなっており、会員の皆様もお耳にされていると思い
ます。施工会員及び友の会の皆様には現状をご理解いただき、メーカー会員各社より何
かしらの相談がまいりましたら、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。新型コロナは、
オミクロンと言う変異株への不安が大きくなっておりますが、注意を怠りなく過ごし、
少しでも早く収束を迎えましょう。

広報　久保委員長

調査　砂川委員長

国際　澁谷委員長

メーカー清水部会長
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　株式会社シブヤは1952年に創業し、今年で70周年を迎えます。これもひとえにJCSDA会員の
皆様をはじめ、私共に関わっていただいた方々の温かいご支援のお陰であり。この場をお借りして
心からの感謝を申し上げます。
　さて、株式会社シブヤは創業当初、久保田鉄工所（現クボタ）の代理店として農機具販売からス
タートしました。その後、高度経済成長を期に産業機械工具の商社となり、アメリカからコアドリ
ル（ミルウォーキー）の輸入販売をおこないました。そして、日本の市場に合うコアドリルを追求
して、1969年に日本で初めて自社でダイモドリルを開発いたしました。発売当時、コンクリート
の穴あけと言えばハツリが主流で、ダイヤモンド工法によるコア抜きは、ほとんど認知されていま
せんでした。弊社の創業者はダイモドリルを車に積み込み現場を回り、実際に穴が開くところを見
てもらいご購入いただいたと多くの方から昔話を拝聴しました。
　その後は皆様からの温かいアドバイスや、叱咤激励を受けながらダイモドリルのモデルチェンジ
を重ねて現在のラインナップに至る訳ですが、その間にビットの自社開発にも着手しました。それ
まではOEMという形でビットの販売はしていたのですが、1989年にダイヤモンドツール専門の工
場を広島県の大野という地域に新設して、本格的に自社製ダイヤモンドコアビットの販売を開始し
ました。当初は地域や骨材によるコンクリートの特性も把握できておらず、全く切れないと大変ご
迷惑をおかけしたこともあったようです…今でもあったらすみません⤵
　それから暫くは本社を広島市中区の本川町
に、機械関係の工場は広島市西区の商工セン
ター、そしてダイヤモンドツールは廿日市市
の大野工場で生産する形で分散していました
が、2002年に現在の廿日市市木材港に本社工
場を建設して、２つの工場と本社機能を１ヵ
所に統合しました。その廿日市市ですが、広
島県の西部に位置し、ユネスコの世界文化遺
産に登録された厳島神社や、日本三景で有名
な安芸の宮島がある風光明媚な所です、また
釣りが楽しめる瀬戸内海の穏やかな海から、
冬にはスキーが出来る山間部まで、車で１時間以内という、アクティブな人には退屈させない街で
す。食の楽しみは広島の代表格である牡蠣小屋が国道沿いにあり、市街地を100ｍも歩けばお好み
焼き店に当たる程、広島らしさを感じることが出来ます。近くにお越しの際は、是非お好み焼きと
牡蠣（旬は冬）をご賞味ください。
　話はそれましたが、昨年は久々となる新製品の高周波ワイヤーソーをリリースさせていただきま
した。JCSDA会員の皆様を初め、各所で大きな反響とご好評をいただいており、メーカーとして
新製品を出すことが如何に大切な使命であるか、改めて実感しております。そして「製品化したら
開発は終わり」という事では無く、より良い商品にブラッシュアップする為、多くのユーザー様か
らご意見を伺い、改良を進めていきたいと考えています。「商品に完成はなし」という考えの基、
お客様に満足してもらうために、より使いやすく、よりユーザー目線に立った商品を作り続けてい
きます。いつまでも皆様に寄り添い、良きパートナーとなれる企業を目指して参りますので、今後
ともご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願いします。

会員だより
株式会社シブヤ　澁谷彰範

㈱シブヤ本社・広島工場

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 ：46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
本社移転　第一建興江島㈱　〒007-0850　北海道札幌市東区北二十三条東18-2-3 コルメナビル2F
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 011-751-0410　FAX 011-771-6361（TEL/FAX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。

◆総会・例会開催予定
令和４年度定時総会・例会　ホテルメルパルク東京（東京）にて令和４年５月24日㈫開催の予定。
詳細は事務局よりご案内させていただきます。

◆お知らせ
長年事務局員として当会の運営に携わった丸山美智子さんが令和３年12月15日をもって退職されました。平成10年

（1998）から、初代後藤事務局長在任中に入社し、２代目高木事務局長（平成12 ～ 20年）、３代目本多事務局長（平
成20 ～ 24年）を補佐し、平成25年（2013）からは事務局長不在単独での事務局業務を行ってくれました。23年間
滞りなく就業していただいた事に感謝しつつ、皆様にご報告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22版）
コアドリリング工法 （第22版）
ウォールソーイング工法 （第22版）
ワイヤーソーイング工法 （第14版）
乾式コアドリリング工法 （第7版）
乾式ウォールソーイング工法 （第7版）
乾式ワイヤーソーイング工法 （第7版）

令和３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二十三条東18−２−３　２Ｆ 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


