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第 １ 号 議 案       

令和3年度事業報告 

 

１ 会員の状況（令和4年3月31日現在） 

第１種正会員 118社（増減無） 

第２種正会員 348社（20社増） 

賛 助 会 員  56社（ 2社増） 

合  計 522社（22社増） 

（ ）内は前年度末よりの増減を示す。 

 

２ 会議開催 

（1）定時総会 

令和3年5月28日に令和3年度定時総会を東京プリンスホテルにおいて開催し、次の議案を

審議可決した。 

第１号議案 令和２年度事業報告の件 

第２号議案 令和２年度決算の件 

第３号議案  役員の選任の件  

（2）理事会 

第１回（令和3年4月16日） 

入会希望者の取り扱いについて 

第２回（令和3年5月7日）書面決議 

１） 入会希望者の取り扱いについて 

２） 定時総会の提出資料について 

第３回（令和3年7月14日） 

１） 入会希望者の取り扱いについて 

２） つりわくの認定基準の一部改正について 

３） 鉄骨用クランプの認定基準の一部改正について 

４） 階段枠の認定基準の一部改正について 

第４回（令和3年9月10日）書面決議 

１） 入会希望者の取り扱いについて 

２）「くさび緊結式足場の組立て及び使用に関する技術基準改訂委員会」の設置につい  

 て 

第５回（令和3年10月13日） 

１）入会希望者の取り扱いについて 

２）認定を受けずに「マル仮マーク」を表示している事案について 

第６回（令和3年12月16日） 

１） 入会希望者の取り扱いについて 

２） ガードポストの認定基準の一部改正について 

３） 令和4年度定時総会の開催日及び定時総会における議決権の代理行使等について 
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４） 令和4年度理事会の日程調整について 

第７回（令和4年1月14日） 

１） 入会希望者の取り扱いについて 

２） 認定を受けずに「マル仮マーク」を表示している事案について（続き） 

第８回（令和4年3月16日） 

１）入会希望者の取り扱いについて 

２）令和4年度事業計画書（案）及び収支予算書（案）について 

３）一般社団法人仮設工業会事務局規程について 

（3）認定検査審査委員会 

回 開 催 日 開 催 場 所 

第１回 令和3年 4月23日 事務局会議室 

第２回 令和3年 5月21日 書面会議 

第３回 令和3年 6月25日 事務局会議室 

第４回 令和3年 7月28日 書面会議 

第５回 令和3年 8月27日 書面会議 

第６回 令和3年 9月22日 書面会議 

第７回 令和3年10月22日 事務局会議室 

第８回 令和3年11月26日 事務局会議室 

第９回 令和3年12月24日 事務局会議室 

第10回 令和4年 1月26日 書面会議 

第11回 令和4年 2月24日 書面会議 

第12回 令和4年 3月25日 書面会議 

（4）単品承認審査委員会 

回 開 催 日 開 催 場 所 

第１回 令和3年 4月23日 事務局会議室 

第２回 令和3年 5月21日 書面会議 

第３回 令和3年 6月25日 事務局会議室 

第４回 令和3年 7月28日 書面会議 

第５回 令和3年 8月27日 書面会議 

第６回 令和3年 9月22日 書面会議 

第７回 令和3年10月22日 事務局会議室 

第８回 令和3年11月26日 事務局会議室 

第９回 令和3年12月24日 事務局会議室 

第10回 令和4年 1月26日 書面会議 

第11回 令和4年 2月24日 書面会議 

第12回 令和4年 3月25日 書面会議 
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（5）承認審査委員会 

回 開 催 日 開 催 場 所 

第１回 令和3年 6月 8日 書面会議 

第２回 令和3年 6月22日 事務局会議室 

第３回 令和3年 7月20日 事務局会議室 

第４回 令和3年 9月17日 書面会議 

第５回 令和3年10月12日 書面会議 

第６回 令和3年10月28日 事務局会議室 

第７回 令和4年 1月20日 書面会議 

第８回 令和4年 3月18日 書面会議 

 

３ 仮設構造物等の適合性の認証事業 

(1)認定制度の実施 

 別表１のとおり実施した。 

(2)承認制度の実施 

 別表２のとおり実施した。 

(3)単品承認制度の実施 

 別表３のとおり実施した。 

 

４ 仮設構造物等の経年管理基準等の適合性の認証事業 

（1）令和4年3月末日までに、経年仮設機材管理基準適用工場として別表４のとおり632機材セ

ンターについて認定した。 

（2）令和4年3月末日までに、機材管理モデル工場として次のとおり12機材センターについて

認定した。 

番号 認 定 日 会社名及び機材センター名 

１ 令和 3年12月17日 ㈱ミルックス 本社機材センター 

２ 令和元年 6月 9日 日建片桐リース㈱ 北海道本社工場 

４ 令和 3年 6月13日 大興物産㈱ 横浜機材センター 

５ 令和元年 7月15日 日建リース工業㈱ 福岡工場 

６ 令和 2年 5月21日 ㈱ミルックス 名古屋機材センター 

７ 令和 2年 6月23日 ㈱ミルックス 大阪機材センター 

８ 令和元年 7月 6日 三信産業㈱ 福岡機材センター 

９ 令和元年 7月25日 三信産業㈱ 大分機材センター 

10 令和 3年 9月 4日 ㈱杉孝 富津機材センター 

11 令和元年 5月25日 ㈱杉孝 四日市機材センター 

12 令和 3年12月 8日 三信産業㈱ 筑豊機材センター 

13 令和 3年12月 8日 山九株式会社 九州機材センター 北九州センター 
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（3）適用工場関係者を対象に行う適用工場見学会を新型コロナウイルス感染状況を踏まえ中

止した。 

５ 仮設構造物等の試験、検査事業 

依頼に基づく仮設機材の強度試験等を別表5のとおり実施した。 

 

６ 仮設構造物等の技術者等の資質の向上等に関する事業 

各種講習会を、換気、アルコール消毒、演台へのアクリル板の設置、会場の収容人数の半

数の定員で開催する等、新型コロナウイルス感染防止対策を講じたうえで、次のとおり実施し

た。 

（1）厚生労働大臣が定める計画作成参画者研修（受講者合計436名） 

開 催 日 地 区 場    所 受講者数 

令和3年 6月 7日～ 8日 神奈川 神奈川県建設会館  74名 

令和3年 6月29日～30日 福 岡 九州ビル  83名 

令和3年 7月13日～14日 愛 知 愛知県産業労働センター  76名 

令和3年11月16日～17日 大 阪 大阪私学会館 87名 

令和4年 1月20日～21日 北海道 北海道建設会館  23名 

令和4年 3月 2日～ 3日 東 京 国立オリンピック記念青少年総合センター  93名 

（2）仮設機材管理者講習会（受講者合計157名） 

開 催 日 地 区 場    所 受講者数 

令和3年 7月29日～30日 大 阪 エル・おおさか 86名 

令和4年 2月 3日～ 4日 東 京 国立オリンピック記念青少年総合センター 71名 

（3）機材センター総合管理講習会（受講者合計143名） 

開 催 日 地 区 場    所 受講者数 

令和3年 7月 28日 大 阪 エル・おおさか 72名 

令和4年 2月 2日 東 京 国立オリンピック記念青少年総合センター 71名 

（4）整備作業責任者講習会（受講者合計151名） 

開 催 日 地 区 場    所 受講者数 

令和3年11月11日 大 阪 エル・おおさか 85名 

令和4年 2月 1日 東 京 国立オリンピック記念青少年総合センター 66名 

（5）品質管理責任者講習会（受講者合計90名） 

開 催 日 地 区 場    所 受講者数 

令和3年12月 2日～ 3日 大 阪 エル・おおさか 55名 

令和4年 2月16日～17日 東 京 国立オリンピック記念青少年総合センター 35名 
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（6）品質管理責任者更新講習会（受講者合計206名） 

開 催 日 地 区 場    所 受講者数 

令和3年11月 2日 大 阪 エル・おおさか  92名 

令和3年11月18日 大 阪 エル・おおさか  47名 

令和4年 2月18日 東 京 国立オリンピック記念青少年総合センター  67名 

（7）試験機操作責任者講習会（受講者合計14名） 

開 催 日 地 区 場    所 受講者数 

令和4年 2月15日 東 京 国立オリンピック記念青少年総合センター 14名 

 

７ 仮設構造物の調査研究事業 

  調査研究事業について、本年度は次のとおり実施した。 

（1）仮設機材に関する各種認定基準作成等のため、次のとおり技術委員会を開催した。 

   本委員会 

回 開 催 日 開 催 場 所 

第１回 令和3年 6月11日 日本建築学会会議室 

第２回 令和3年12月 1日 日本建築学会会議室 

（2）適用工場委員会を次のとおり開催し「仮設機材センターの総合管理に関するガイドライ

ン」の見直しについての調査研究を実施した。 

本委員会 

回 開 催 日 開 催 場 所 

第１回 令和3年 7月21日 日本建築学会会議室 

第２回 令和3年12月21日 日本建築学会会議室 

（3）「くさび緊結式足場の組立て及び使用に関する技術基準」改訂委員会を次のとおり開催

した。 

回 開 催 日 開 催 場 所 

第１回 令和3年12月 9日 ビジョンセンター田町 

 

８ 仮設構造物等の展示資料館事業 

展示資料館事業について、本年度は次のとおり実施した。 

（1）東京試験所及び大阪試験所の展示資料館において、展示資料等を展示した。 

（2）令和3年10月7日、8日に京都で開催された全国建設業労働災害防止大会において、本会の

展示資料館の資料等を用いて、仮設構造物等に起因する作業者の労働災害防止のための

啓蒙活動を建設関係者等に対して行った。 

（3）令和3年10月27日～29日に東京で開催された全国産業安全衛生大会の緑十字展において、

本会の展示資料館の資料等を用いて、仮設構造物等に起因する作業者の労働災害防止の

ための啓蒙活動を建設関係者等に対して行った。 
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９ その他の事業等 

（1）仮設構造物等の安全性に係る各種の図書等を有償で出版した。 

（2）仮設工業会会報「仮設機材マンスリー」第439号～450号を発行し、関係者等に配布した。 

（3）仮設設備の安全を積極的に推進するため7月1日から1ケ月間、実施要項を定め、仮設機材

安全推進月間を実施した。 
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認定制度の実施状況 

 令和4年3月末日までに次のとおり1,487件の仮設機材について認定した。  

別表１ 

種   類 件数 種   類 件数 

パイプサポート 29 鉄骨用クランプ 48 

補助サポート 6 つりチェーン用クランプ 17 

ウイングサポート － 階段枠 58 

建わく 21 階段開口部用手すり枠 26 

交さ筋かい 7 移動式室内足場 33 

布わく 1 防音パネル 6 

床付き布わく 167 防音パネル等の取付け用クランプ 16 

持送りわく 45 枠組足場用手すり枠 8 

移動式足場用の建わく 8 はりわく等 21 

移動式足場用の脚輪 13 高所作業台 10 

壁つなぎ用金具 75 挟締金具 4 

脚柱ジョイント 17 アルミニウム合金製可搬式作業台 80 

アームロック併用型脚柱ジョイント 1 親綱支柱 16 

アームロック 2 支柱用親綱 15 

単管ジョイント 19 緊張器 13 

緊結金具 57 幅木 86 

固定型ベース金具 9 建築工事用垂直ネット 11 

ジャッキ型ベース金具 14 防音シート 30 

つりチェーン 28 緊結部付支柱 40 

つりわく 2 緊結部付布材 39 

ネットフレーム 5 緊結部付床付き布枠 14 

安全ネット 17 緊結部付ブラケット 128 

ガードポスト 3 ねじ管式ジャッキ型ベース金具 14 

鋼製脚立 2 屋根用ねじ管式ジャッキ型ベース金具 12 

金属製足場板 35 くさび式足場用梁枠 41 

切梁サポート 6 くさび式足場用斜材 11 

アルミニウム合金製脚立 20 くさび式足場用手すり及び中桟 5 

メッシュシート 35 緊結部付腕木 2 

ピボット型ベース金具 － くさび緊結式足場用先行手すり 39 

合      計 1,487 

（注）認定件数は、令和2年度より68件減少した。 
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承認制度の実施状況 

 令和4年3月末日までに次のとおり67件の仮設構造物等について承認した。  

別表２ 

承認番号 申 請 者 承 認 品 名 称 

第1-3号 日綜産業㈱ 3Sシステムを用いた足場・支保工・昇降階段 

第3-3号 日鉄建材㈱ TSサポートを用いた型わく支保工 

第7-5号 光洋機械産業㈱ OKサポートを用いた型わく支保工 

第10号 ㈱タカミヤ Gカップ6型サポートを用いた型わく支保工 

第14-3号 日鉄建材㈱ TSサポート（軽量タイプ）を用いた型わく支保工 

第19号 中央ビルト工業㈱ ID-15を用いたタワー式支保工 

第23-2号 アルインコ㈱ セーフティＳＫパネル式吊り足場を用いたつりだな足場 

第34号 ㈱タカミヤ STシステムを用いた型わく支保工 

第36-2号 アルインコ㈱ わく組足場に使用する荷受フォームを用いた荷受構台 

第38-2号 中央ビルト工業㈱ マルチトラスＢを用いた大空間用作業足場 

第43号 ㈱タカミヤ VMAXシステムを用いたつりだな足場 

第53-2号 アサヒ産業㈱ ミレニュームシステムを用いた本足場 

第57号 宇部エクシモ㈱ FRPパイプを用いたつりだな足場 

第58号 アサヒ産業㈱ パワーフレームシステムを用いた型わく支保工 

第63-2号 ＪＦＥ機材フォーミング㈱ ファステック-Jを用いた本足場 

第69号 宇部エクシモ㈱ ＦＲＰパイプを用いた足場 

第70号 中央ビルト工業㈱ スカイウェッジ427を用いた本足場 

第71-2号 ペリー・ジャパン㈱ PERI UPロゼットを用いた型わく支保工 

第72-2号 アサヒ産業㈱ ミレニュームシステムを用いた型わく支保工 

第73-022号 光洋機械産業㈱ Iq（アイキュー）SYSTEMを用いた本足場及び型わく支保工 

第73-127号 ㈱タカミヤ Iq（アイキュー）SYSTEMを用いた本足場及び型わく支保工 

第76_002号 ＪＦＥ機材フォーミング㈱ NDシステム（1800タイプ）を用いた本足場 

第76_004号 日鉄建材㈱ NDシステム（1800タイプ）を用いた本足場  

第76_052号 信和㈱ NDシステム（1800タイプ）を用いた本足場 

第76_164号 日建リース工業㈱ NDシステム（1800タイプ）を用いた本足場 

第77-002号 東阪工業㈱ ファステック-Sを用いた本足場 

第78号 アルインコ㈱ アルバトロスシステムを用いた足場 

第79号 アルインコ㈱ アルバトロスシステムを用いた型わく支保工 

第80号 日鉄建材㈱ ネオベスパを用いたつりだな足場 

第81号 ㈱タカミヤ スパイダーパネルを用いたつりだな足場 

第84号 アルインコ㈱ リフトステーションを用いたステージ通路 

第85号 ㈱タカミヤ ＹＴロックシステムを用いた本足場 

第86号 ㈱タカミヤ ＹＴロックシステムを用いた型わく支保工 

第87号 アルインコ㈱ アルバトロスシステム足場に使用する荷受けフォームを用いた荷受構台 

第88_002号 ＪＦＥ機材フォーミング㈱ NDシステム（1800タイプ）を用いた型わく支保工 

第88_004号 日鉄建材㈱ NDシステム-B(1800タイプ)を用いた型わく支保工 

第88_052号 信和㈱ NDシステム（1800タイプ）を用いた型わく支保工 

第88_164号 日建リース工業㈱ NDシステム（1800タイプ）を用いた型わく支保工 

第89_004号 日鉄建材㈱ NDシステム-B(1900タイプ)を用いた本足場 

第89_164号 日建リース工業㈱ NDシステム（1900タイプ）を用いた本足場 

第90号 ＪＦＥ機材フォーミング㈱ ファステック-Ｊを用いた型わく支保工 

第95号 中央ビルト工業㈱ スカイウェッジ427を用いた型わく支保工 

第98号 信和㈱ SPシステムを用いた本足場 

第99号 信和㈱ SPシステムを用いた型わく支保工 

第100号 平和技研㈱ Lock seriesを用いた型わく支保工 
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第101_004号 日鉄建材㈱ NDシステム（1900タイプ）を用いた型わく支保工 

第101_164号 日建リース工業㈱ NDシステム（1900タイプ）を用いた型わく支保工 

第102号 平和技研㈱ Lock seriesを用いた本足場 

第111号 ㈱ジャストビギン アルミ製朝顔 楽美 

第112号 東阪工業㈱ ハピネスを用いた防護棚 

第113号 アルインコ㈱ アルバトロスeightシステムを用いた型わく支保工 

第114号 アルインコ㈱ Style-Aシステムを用いた本足場 

第115号 アルインコ㈱ Style-Aシステムを用いた型わく支保工 

第116号 ㈱三共 TOBILINE-LKシステムを用いた本足場 

第117号 日綜産業㈱ 鉄骨用安全帯取付け手すりシステム 

第118号 信和㈱ SP（メータータイプ）システムを用いた足場 

第119号 ㈱エムティオー近畿 WizLockシステムを用いた本足場 

第120号 ㈱エムティオー近畿 WizLockシステムを用いた型わく支保工 

第121号 ㈱ダイサン レボルトシステムAを用いた本足場 

第122号 ㈱ダイサン レボルトシステムAを用いた型わく支保工 

第123号 ㈱三共 TOBILINE-LKシステムを用いた型わく支保工 

第124号 アルインコ㈱ アルミ朝顔システムを用いた防護棚 

第125号 アルインコ㈱ アルバトロスAKシステムを用いた本足場 

第126号 ㈱シンニッタン フライングステージ 

第127号 日綜産業㈱ 鉄骨用安全帯取付け手すりシステム－I 

第128号 日建リース工業㈱ NDシステム（ストロングタイプ）を用いた型わく支保工 

第129号 中央ビルト工業㈱ スカイウェッジ427Lを用いた本足場 

（注）令和3年度の増減の内訳は、次のとおり。 

昨年度末 62件 

更 新 無 1件 

新 規 分 6件 

合 計 67件 
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単品承認制度の実施状況 

 令和4年3月末日までに次のとおり78件の仮設機材について承認した。    

 別表３ 

承認番号 申 請 者 名       称 

06-05 ㈱ナカオ 楽駝ミニ（SKYM-8） 

06-06 ㈱ナカオ 楽駝ミニ（SKYM-10） 

06-11 ㈱ナカオ 楽駝ミニ（SKYM-5） 

08-02 アルインコ㈱ 作業台（CSFR1518_SZ） 

08-14 ㈱シンニッタン CHサポート（CH-40A） 

09-29 ㈱ナカオ コンステップ（SKYS-18） 

09-30 ㈱ナカオ コンステップ（SKYS-15） 

09-32 ㈱シンニッタン CHサポート（CH-32A） 

09-54 ㈱シンニッタン 下桟付き交さ筋かい（CBB1812S） 

09-58 ㈱シンニッタン 下桟（ABB-18A） 

09-67 ジー・オー・ピー㈱ セトーL（SE-L） 

09-68 ジー・オー・ピー㈱ セトーLLS（SE-LLS） 

09-69 ジー・オー・ピー㈱ セトーLLO（SE-LLO） 

09-75 ㈱ナカオ コンスミニ（PD-5） 

09-82 ジー・オー・ピー㈱ セトーM（SE-M） 

10-11 ジー・オー・ピー㈱ SG-階段（KA-62-191） 

10-12 ㈱ナカオ コンステップ（SKYS-12） 

11-06 ジー・オー・ピー㈱ オリオン500（OR-50 VER6-2） 

12-16 ジー・オー・ピー㈱ アンドロメダ500LC（AN500LC） 

12-20 光洋機械産業㈱ 下桟（GR-18N-SR） 

13-10 アルインコ㈱ マイティーステップ（BSR60S） 

13-11 アルインコ㈱ マイティーステップ（BSR90S） 

13-12 アルインコ㈱ マイティーステップ（BSR120S） 

14-09 ㈱ナカオ コンスライト(CEHL-135) 

14-10 ㈱ナカオ コンスライト(CEHL-167) 

14-11 ㈱ナカオ コンスライト(CEHL-198) 

14-18 コンドーテック㈱ KSFチェーン(KSFSP) 

14-21 ジー・オー・ピー㈱ SG-アルカス（AR-62） 

14-30 ㈱タカミヤ ハンドキャリー型階段用作業台570型(DUG570) 

16-02 ㈱タカミヤ Iqマルチタラップ（TW-GTⅡ4151918） 

16-04 ㈱タカミヤ ハンドキャリー型階段用作業台(DUG15) 

16-11 長谷川工業㈱ お立ち台（DSK-12S） 

16-12 長谷川工業㈱ お立ち台（DSK-18S） 

17-07 ジー・オー・ピー㈱ SGセトーライトLタイプ（SEL-LB） 

17-08 ジー・オー・ピー㈱ SGセトーライトLLoタイプ（SEL-LLOB） 

17-15 ジー・オー・ピー㈱ SGセトーライトLLsタイプ（SEL-LLSB） 

18-01 ㈱ピカ コーポレイション 小型作業台（DXK-39型） 

18-04 アルインコ㈱ マキシムベース5型（低床仕様）(CSG05) 

18-08 ジー・オー・ピー㈱ SGセトーライトMタイプ（SEL-MB） 

18-12 アルインコ㈱ 隙間塞ぎ板（TKS18A） 

18-14 ㈱アルマックス 12Kアルミニウム合金サポート（BJ10B） 

18-15 中央ビルト工業㈱ 下桟（SSBF-18A） 

19-05 ㈱ピカ コーポレイション 作業台(NC500) 

19-06 アルインコ㈱ ステップキューブ（SC50_N） 

19-07 ㈲エイム 親綱取付縦型支柱（AOI-0002） 



    - 13 - 

 

19-08 ジー・オー・ピー㈱ SGセトーライトSLLsタイプ（SEL-SLLSB） 

19-09 長谷川工業㈱ お立ち台（DSK-15S） 

19-12 ㈱ピカ コーポレイション 据え置き階段（AL3055SW） 

19-15 日鉄建材㈱ 据え置き階段（ALK-SW19） 

19-16 日鉄建材㈱ 据え置き階段（ALK-SW） 

19-17 ㈱杉孝 アルミ製長尺幅木（SGB4000） 

20-01 ㈱杉孝 アルミ製L型長尺幅木（SGE4000） 

20-03 アルインコ㈱ 作業台（CSFR1620_J） 

20-10 ㈱タカミヤ TOPブラケット（P-600GZ-M） 

20-11 日建リース工業㈱ アルミ長尺幅木（ALFG40C） 

20-12 ㈱タカミヤ アルミ長尺幅木アルスピーダー（ロッドホルダータイプ）（TALSP-40BH） 

20-13 ㈱タカミヤ アルミ長尺幅木アルスピーダー（ロッドホルダータイプ）（TALSP-40BH-V） 

20-14 アルインコ㈱ マイティーステップ（BST120） 

20-15 ㈱ヒムロ 下桟（HG-18F） 

20-16 アルインコ㈱ 作業台（CSFR1014_J） 

20-17 アルインコ㈱ 作業台（CSFR1317_J） 

20-18 ㈱タカミヤ アルミ長尺幅木アルスピーダー（プレートホルダータイプ）（TALSP-40AH） 

20-19 ㈱タカミヤ アルミ長尺幅木アルスピーダー（プレートホルダータイプ）（TALSP-40AH-V） 

21-01 ㈱伸光 ロングジョイント（回転式）（LJP-28K-100G） 

21-02 ㈱伸光 ロングジョイント（回転式）（LJP-28K-120G） 

21-04 ㈱伸光 ロングジョイント（ヤマトピン式）（LJP-28Y-100G） 

21-05 アルインコ㈱ 隙間塞ぎ板（TKSW18） 

21-06 ㈱シンニッタン CHサポート（CH-50A） 

21-08 アルインコ㈱ マイティーステップ(BST083) 

21-09 ㈱ピカ コーポレイション 長尺アルミ製幅木(HBA-40K) 

21-10 ㈱伸光 L型幅木Tプレート（SHCL-18P/LJP） 

21-11 ㈱伸光 妻側幅木Tプレート(SHCT-12P/LJP) 

21-12 ㈱シンニッタン 下桟（ABB18C） 

21-13 ㈱ピカ コーポレイション 長尺アルミ製幅木(HBM-40K) 

21-14 ㈱伸光 ロングジョイント(オートロック式)(LJP-28G) 

21-15 JFE機材フォーミング㈱ アルミニウム合金製床置き式階段(STAF-1816F) 

21-16 アルインコ㈱ 長尺アルミ合金製幅木(ALHP40K) 

22-01 アルインコ㈱ ステップキューブ(SC50_T) 

（注）令和3年度の増減の内訳は、次のとおり。 

昨年度末  85件 

更 新 無  17件 

新 規 分  10件 

合 計  78件 
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適用工場制度の実施状況 

１ 登録工場の部（20機材センター） 別表４ 

登録 

番号 
登 録 工 場 の 名 称 

登録 

番号 
登 録 工 場 の 名 称 

21 ㈱大林組 大阪機材センター 169 ㈱掛谷工務店 小野原資材センター 

24 ㈱フジタ 大阪支店 調達部機材センター 171 戸田建設㈱ 札幌工作所 

36 
飛島建設㈱ 本社土木事業本部 土木統括部 機電Ｇ  

境機材センター 
187 村本建設㈱ 機材事業部 奈良機材センター 

67 ㈱淺沼組 東京本店建築部機材グループ東京機材センター 190 日本土建㈱ 管理部 機材センター 

87 松井建設㈱ 東京支店 東京機材センター 203 安藤ハザマ興業㈱ 東京資材センター 

101 戸田建設㈱ 湯来工作所 204 戸田建設㈱ 機材部 松戸工作所 

110  同 上 弥富工作所 211 村本建設㈱ 東京機材センター 

139 名工建設㈱ 名古屋機材センター 220 太啓建設㈱ 機材センター 

159 戸田建設㈱ 厚木工作所 222 ㈱増岡組 広島本店 黒瀬機材センター 

166 西日本プラント工業㈱ 機材センター 223 ㈱安藤・間 三田機材センター 

    
（注）令和3年度の増減の内訳は、次のとおり。 

昨年度末  21機材センター 

更 新 無  1機材センター 

新 規 分  0機材センター 

合 計  20機材センター 
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２ 指定工場の部（612機材センター） 

指定 
指 定 工 場 の 名 称 

指定 
指 定 工 場 の 名 称 

番号 番号 

1 ㈱安田製作所  本社工場 54 沖縄シャーリング㈱ 西原機材センター 

4 ㈱成田鋼業 名取機材センター 57 日建リース工業㈱ 仙台工場 

6 那覇鋼材㈱ 八重瀬機材センター 58  同 上  郡山工場 

11 讃高仮設リース㈱ 高松機材センター 60  同 上  広島工場 

12 日本リース工業㈱ 多摩サービスセンター 64  同 上  加須第一工場 

14 藤田金屬㈱ 建設建材部 新潟支店 新潟ヤード 65  同 上  名古屋工場 

15 鹿児島仮設機械㈱ 本社機材センター 66  同 上  吉田工場 

16 ㈱ニシケン 総合センター 67 中央仮設㈱ 鹿児島支店 中央センター 

17 ㈱サンケン 本社機材センター 68 日建リース工業㈱ 福岡工場（モデル工場） 

20 日建片桐リース㈱ 北海道本社工場（モデル工場） 70 錦江建設機材工業協同組合 本社機材センター 

22 池田喜㈱ 柏機材センター 71 ㈱サンケン 四国支店 

27 松本鋼機㈱ 明石リースセンター 72 日建リース工業㈱ 高松工場 

30 太洋リース㈱ 堺機材センター 74  同 上   上北工場 

31 ㈱タカミヤ 大阪摂津センター 75 北国リース㈱ 富山営業所 機材センター 

32 アルインコ㈱ 高槻機材センター 76 日建リース工業㈱ 盛岡工場 

33 菅機械工業㈱ 吉川センター 77  同 上  秋田工場 

34 三喜㈱ 生駒センター 79 ㈱ＫＫＬ 機材センター 

36 同 上 名古屋支店 木曽岬機材センター 83 岡部㈱ 野田機材センター 

37 アルインコ㈱ 川越機材センター 85 キョーワ㈱ 能登工場 

38 中央ビルト工業㈱ 千葉機材センター 86 東山産業㈱ 野田物流センター 

39 ㈱千歳商会 茨城機材センター 87  同 上   関東機材センター 

40 リーラック機材㈱ 船橋機材センター 88  同 上   宇治田原機材センター 

41 中央ビルト工業㈱ 関西機材センター 89  同 上   京都工場 

43 稲尾産業㈱ 宇美機材センター 90 ㈱スエマサ 広島機材センター 

44 中央ビルト工業㈱ 東北支店 仙台機材センター 95 北国リース㈱ 福井営業所 機材センター 

46 北国リース㈱ 金沢営業所 機材センター 96 マルイチ㈱ 飾西機材センター 

47 中央ビルト工業㈱ 名古屋機材センター 98 日建リース工業㈱ 千葉第一工場 

48 ㈱杉孝 市原機材センター 99 三和リース㈱ 富合機材センター 

50 杉崎リース工業㈱ 広島支店 広島工場 100 ㈱日本機材 東関東支店 第一センター 

52 愛媛建機リース㈱ 本社センター 107 大隅㈱ 鍋田機材センター 
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指定 
指 定 工 場 の 名 称 

指定 
指 定 工 場 の 名 称 

番号 番号 

109 ㈱ミルックス 本社機材センター（モデル工場） 156 ㈱ミルックス 北陸機材センター 

110 近藤産興㈱ 東海機材センター 158 ㈱テクノマテリアル リース事業部 飯能営業所 

111 ナカジマトーケン㈱ 佐倉機材センター 160 ㈱東京ＢＫ足場 船橋整備工場 

113 ㈱カルテック 帯広支店 機材センター 161 中央ビルト工業㈱ 厚木機材センター 

114 日建リース工業㈱ 新大阪工場 163 日建リース工業㈱ 松山工場 

115  同 上    静岡工場 164 ㈱十全 高槻センター 

116  同 上    群馬工場 166 北国リース㈱ 能登営業所機材センター 

117  同 上    松本工場 167 ㈱日本機材 北関東支店 第一センター 

118  同 上    水戸工場 173 ㈱ササイナカムラ 仮設センター 

119 讃高仮設リース㈱ 愛媛機材センター 179 キョーワ㈱ 東北工場 

122 三信産業㈱ 大分機材センター（モデル工場） 180 拓新産業㈱ 本社機材センター 

123 ㈱シンニッタン 相模原機材センター 183 中央リース㈱ 福山仮設資材センター 

124 大興産業㈱ 袋井営業所 186 カナイリース㈱ 本社機材センター 

126 ㈱杉孝 京浜機材センター 188 中央ビルト工業㈱ 九州支店 福岡機材センター 

127 ㈱タカミヤ 埼玉久喜センター 189 三信産業㈱ 福岡機材センター（モデル工場） 

128  同 上    千葉大木戸センター 190 日建リース工業㈱ 大分工場 

129 日建リース㈱ 志和機材センター 191  同 上    長崎工場 

131 藤田金屬㈱ 北陸建材営業所 ワークセンター小杉 192  同 上    熊本工場 

133 ㈱杉孝 鹿島機材センター 193  同 上    鹿児島空港工場 

134 ㈱ミルックス 名古屋機材センター（モデル工場） 196 杉崎リース工業㈱ 新潟支店 新潟工場 

135  同 上 大阪機材センター（モデル工場） 197 フクムラ仮設㈱ 若狭機材センター 

136 朝日機材㈱ センター管理部 白井管理センター 198 ㈱テクノマテリアル リース事業部 資材部 横浜営業所 

137  同 上    国府津管理センター 199 オリ建リース㈱ 船橋機材センター 

139 カセツリース㈱ 栃木機材センター 201 稲尾リース㈱ 宮崎営業所 資材部 

143 ㈱サイト 本社機材センター 203 ㈱サカイハラ サカイハラレンタル事業部 

145 ㈱サンセイ 機材センター 204 日建リース工業㈱ 岡山総社工場 

146 水電リース㈱ 水電仮設センター 209 日綜産業㈱ 岩間機材センター 

147 鉢嶺総合仮設㈱ 本社機材センター 212 ㈱ダイサン 大阪整備工場 

152 ㈱ミルックス 九州機材センター 214 ㈱サクラレンタリース 南国機材センター 

153  同 上    広島機材センター 217 姫建機材㈱ 高砂機材センター 

154  同 上    東北機材センター 219 近藤産興㈱ 半田機材センター 

155  同 上    北海道機材センター 225 藤田金屬㈱ 北陸建材営業所 金沢ヤード 
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指定 
指 定 工 場 の 名 称 

指定 
指 定 工 場 の 名 称 

番号 番号 

226 大興産業㈱ 浜松仮設営業所 309 共立機鋼㈱ 機材センター 

227 岡谷建材㈱ 東京工場 310 日建リース工業㈱ いわき工場 

228 ㈱秀明機材 機材センター 311  同 上    水沢工場 

231 マキ工業㈱ 関東機材センター 312  同 上    青森工場 

239 綜建産業㈱ 第一資材センター 314 小牧木材㈱ 本社機材センター 

240 日建リース工業㈱ 横浜工場 315 湘栄産業㈱ 百里機材センター 

242 朝日機材㈱ 佐古木管理センター 317 城東産業㈱ 秋田工場 

247 ㈱サンケン 広島支店 318 日建リース工業㈱ 佐賀工場 

248 ㈱サンビルド 本社機材センター 324 ㈱北陽仮設リース 本社機材センター 

252 ㈲興和産業 本社工場 325 ㈱十全 兵庫センター 

256 ㈱タカミヤ 東海木曽岬センター 326 讃高仮設リース㈱ 徳島機材センター 

259 大興産業㈱ 焼津営業所 327 中央ビルト工業㈱ 広島機材センター 

260 ㈱長谷工テクノ 関西機材センター 328 フクムラ仮設㈱ 北近畿機材センター 

261 朝日機材㈱ 三田管理センター 329 ㈱ピーエスケー 埼玉仮設センター 

264 成和産業㈱ 駒込機材センター 330 恵産業㈱ 北関東資材センター 

266 ㈱長谷工ナヴィエ 首都圏機材センター 333 マツオカ建機㈱ 四日市機材センター 

268 日建リース工業㈱ 酒田工場 334  同 上     川越機材センター 

269 早川商事㈱ 江別機材センター 335 日建片桐リース㈱ 函館工場 

270 ㈱富津機工 富津事業所 仮設機材センター 336  同 上     旭川工場 

271 日建リース工業㈱ 栃木工場 337  同 上     釧路工場 

282 ㈱タカミヤ 兵庫東条センター 338  同 上     帯広支店 帯広工場 

283  同 上    兵庫神戸センター 340 マキ工業㈱ 関西機材センター 

284 西南機材㈱ 本社工場 342 アーク大隅㈱ 札幌機材センター 

285 ㈱杉孝 千葉機材センター 343 ㈱協和ロープ 第二機材センター 

286  同 上    栗橋機材センター 344 日建リース工業㈱ 金沢工場 

287 日建リース工業㈱ 涌谷工場 348 ㈱タカミヤ 大阪枚方センター 

291 ㈱ナカヤ機材 本社機材センター 349 ㈱アクトワンヤマイチ 関西営業所 大正機材センター 

295 ㈱サンケン 山陰支店 354 ㈱Ｔ・Ｍ・Ｓ リース事業部 機材センター 

297 日綜産業㈱ 八日市事業所 356 ＳＭＣテック㈱ 流山センター 

300 日建リース工業㈱ 福井工場 357 大嘉産業㈱ 大野工場 

301  同 上    高知工場 358  同 上     南勢工場 

303  同 上    上越工場 360 日建リース工業㈱ 甲府工場 
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363 ＳＭＣテック㈱ 厚木センター 410 ホリオ機械工業㈱ 機材センター 

368 髙橋産業㈱ 防府営業所 仮設リース事業部 411 山長リース㈱ 小牧機材センター 

369 山九㈱ 関東機材センター 君津センター 412 平和仮設㈱ 本社機材センター 

370  同 上 関西機材センター 和泉センター 415 ㈱サイト 東遠機材センター 

371 同上 九州機材センター 北九州センター（モデル工場） 417 石垣鋼材㈱ 石垣機材センター 

372 南都産業㈱ 関西機材センター 419 日建リース工業㈱ 菰野工場 

374 ㈱ツシマ技建 本社機材センター 421 ㈱杉孝 名古屋機材センター 

375 日建リース工業㈱ 鳥取工場 422 日建リース工業㈱ 長野工場 

378 丸喜運輸㈱ 機材センター 425 中央ビルト工業㈱ 北九州機材センター 

379 讃高仮設リース㈱ 高知機材センター 426 ㈱野崎組 原資材センター 

380 日建リース工業㈱ 東広島工場 429 カセツリース㈱ 仙台機材センター 

382 ㈱タカミヤ 静岡吉田センター 430 ㈱工業技術研究所 下妻機材センター 

384 ㈱サトー  山北機材センター 431 ㈱シンエー 本社工場 

386 日建リース工業㈱ プラント営業部  袖ヶ浦工場 432 ㈱平岡 京都機材センター 

388 大興物産㈱ 東京支店 建設工事部 東京機材センター 434 藤田金屬㈱ 長岡建材営業所 

389 ＫＲＨ㈱ 本社機材センター 435 ㈱タカミヤ 茨城中央センター 

390 西部フレキ販売㈱ 広島サービスセンター 437 ㈱カナモト 札幌資材センター 

391 朝日機材㈱ 宗像管理センター 439 ㈱タカミヤ 石川金沢センター 

392 ㈱レリコム 本社機材センター 440 ㈱かねなか 飛島機材センター 

393 ㈱レンタル・オダ 機材センター 441 日建リース工業㈱ 羽曳野工場 

394 大河原建設㈱ 大河原リースセンター 443  同 上     飯田工場 

396 ㈱カナモト 仮設部 苫小牧資材センター 446 アーク大隅㈱ 旭川営業所 旭川機材センター 

397 ㈱ダイワ 鳥栖営業所 整備工場 447 日建リース工業㈱ 豊栄工場 

398 大興物産㈱ 関西機材センター 448 大興産業㈱ 三島仮設営業所 

399 中部仮設㈱ 名古屋機材センター 449 ㈱三共 福岡特建センター 

400 ㈱イワタ 本社センター 450 日建リース工業㈱ 北九州工場 

402 ㈱三共 京阪センター 大阪事務所 451 明治商工㈱ 北上工場 

403 ㈱植木機工 本社機材センター 453 オーケージーリース㈱ 関西機材センター西宮 

405 長崎県建設工業協同組合 中央機材センター 455 昭和仮設リース㈱ 奈良機材センター 

407 大興物産㈱ 名古屋機材センター 457 ㈱ダイサン 神戸北整備工場 

408  同 上  横浜機材センター（モデル工場） 458  同 上  福岡南整備工場 

409 ケーアンドイー㈱ 厚木機材センター 460 ㈱ダイワ 長崎営業所 整備工場 
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461 関西仮設㈱ 高知機材センター 502 ㈱ビッグ 諫早資材センター 

462 ㈱関西ビルド 寝屋川資材センター 503 林工業㈱ 資材センター 

463 ㈱タカミヤ 滋賀近江八幡センター 504 山九㈱ 機材部 九州機材センター 中国西センター 

464 ㈱ダイワ 北九州営業所 505 アルインコ㈱ オクト事業部 神戸営業所 

465 コスモ機材㈱ 大阪機材センター 506 ㈱杉孝 つくば機材センター 

466 ㈱ヤマトサービス 本社機材センター 508 ㈱十全 成合センター 

470 杉崎リース工業㈱ 九州支店 福岡工場 510 ㈱ハマテック 滝野社機材センター 

471  同 上     山口支店 山口工場 511 ㈱杉孝 厚木機材センター 

472 吉田泰産業㈱ セイフティラボ 512  同 上     坂戸西機材センター 

473 ㈱タカミヤ 岩手盛岡センター 513 肥後リース㈱ 本社機材センター 

474 朝日機材㈱ 美原管理センター 515 日工セック㈱ 大阪リースセンター 

475 ジー・オー・ピー㈱ 東金工場 516 ㈱三幸 三幸機材センター 

476 ㈱スタック 千葉機材センター 517 ㈱アクトワンヤマイチ 神戸機材センター 

477 ㈱アクトワンヤマイチ 枚方機材センター 518 ㈱ヤマトサービス 仙台南支店 機材センター 

478 南栄リース㈱ 本社 整備工場 519 ㈱ダイサン 埼玉整備工場 

479 ㈱アクトワンヤマイチ 名古屋機材センター 521 ㈱アクトワンヤマイチ 戸田機材センター 

482 ㈱杉孝 仙台機材センター 522 ㈱ワコーコーポレーション 厚木資材管理センター 

483  同 上     新潟機材センター 523 ㈱岩田架設工業 羽生機材センター 

484 ㈱ダイサン 福岡東整備工場 524 東海信和㈱ 知多営業所 資材センター 

485 ㈱アクティオ EG 佐野テクノパーク工場 526 新昭工業㈱ 高槻資材センター 

486 ㈱アクティオ エンジニアリング事業部 いなべテクノパーク工場 527 ㈱アクトワンヤマイチ 浦安機材センター 

487 ㈱北海道レンタルシステム 機材センター 528 ㈱ＡＳＮＯＶＡ 愛知一宮センター 

489 ㈱レンタルのニッケン 関西 MM センター 529 ㈱シンコー 機材センター 

490  同 上     埼玉総合センター 530 ㈱カルテック 札幌支店 機材センター 

491  同 上     北信越総合センター 531 アルインコ㈱ オクト事業部 埼玉支店 さいたま営業所 

493  同 上     九州 MM センター 532 山九㈱ 機材部 関西機材センター 倉敷センター 

494 ㈱東北ペガサス 郡山機材センター 533 ㈱アクトワンヤマイチ 相模原機材センター 

495 ㈱レンタルのニッケン 愛知機材センター 534 三伸機材㈱ 埼玉機材センター 

496  同 上     東北総合センター 535 信和㈱ 土倉機材センター 

497 ㈱日本機材 東関東支店 第二センター 536 日建片桐リース㈱ 北見営業所 北見工場 

499 ㈱アクトワンヤマイチ 川崎機材センター 538 ㈱東北ペガサス 東北機材センター 

500 ㈱タカミヤ 新潟横越センター 539 ㈱タカミヤ 千葉市原センター 
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540 ㈱タカミヤ 茨城鹿島センター 577 大谷総業㈱ 機材センター 

542 ㈱遠藤組 機材ヤード 578 信和㈱ 杉戸機材センター 

543 東山産業㈱ 名古屋機材センター 579 ㈱松建 本社機材センター 

544 ㈱立石興産 TK 資材センター 580 ㈱樫野 東京支店 

545 日綜産業㈱ 九州機材センター 581 ㈱アクティオ エンジニアリング事業部 四国営業所 

546 ㈱タカミヤ 神奈川愛川センター 582 瀧冨工業㈱ 第３工場 仮設機材センター 

547 三伸機材㈱ 大阪機材センター 584 竹田工建㈱ 本社機材センター 

548 カセツリース㈱ 茨城機材センター 585 大垣信和サービス㈱ インター機材センター 

549 ㈱シンエイ いわき工場 586 三信産業㈱ 竹田機材センター 

550 ㈱ＡＳＮＯＶＡ 京都京田辺センター 587 明治商工㈱ 関西工場 

551 アーク大隅㈱ 北見機材センター 588 ㈱新成工業 福増機材センター 

552 ㈱杉孝 富津機材センター（モデル工場） 590 明治商工㈱ 札幌工場 

554 山岡産業㈱ 本社機材センター 591 ㈱三共 関東センター 

555 山九㈱ 関東機材センター 鹿島センター 592 ㈱カルテック 北見支店 機材センター 

556 三信産業㈱ 臼杵機材センター 593 ㈱逞匠 札幌機材センター 

557  同 上  小倉機材センター 594 アーク大隅㈱ 函館機材センター 

558  同 上  筑豊機材センター（モデル工場） 595 三信産業㈱ 日田機材センター 

559  同 上  宇部機材センター 596  同 上     山口機材センター 

560 ㈱アクティオ エンジニアリング事業部 名古屋営業所 597 ㈱カナモト 仮設部 旭川資材センター 

561  同 上  エンジニアリング事業部 仙台工場 598 ㈱ヤグミ 岐阜支店機材センター 

562 西尾レントオール㈱ 軽仮設センター 599 平尾化建㈱ 関東機材センター 

563 ㈱アクティオ エンジニアリング事業部 九州営業所 600 ㈱杉孝 尼崎機材センター 

564  同 上 エンジニアリング事業部 北海道営業所 601 日本セイフティー㈱ 所沢機材センター 

567 三信産業㈱ 下関機材センター 602 北国リース㈱ 敦賀営業所機材センター 

568 ㈱アクティオ エンジニアリング事業部 東京 DL センター 603 ㈱新成工業 札幌営業所 恵庭機材センター 

569 明治商工㈱ 東日本統括工場 604 アルインコ㈱ 兵庫機材センター 

570 フジリース㈱ 清水機材センター 605 ㈱杉孝 富士機材センター 

571 ㈱杉孝 四日市機材センター（モデル工場） 606 ㈱新成工業 仙台機材センター 

572 ㈱ワールドスペースサービス 目吹資材センター 607 泉州建材㈱ 本社機材センター 

573 ㈱タカミヤ 青森東通センター 609 ㈱タカミヤ 福島広野センター 

574 ㈲栗栖工業 船木資材センター 610 明治商工㈱ 埼玉工場 

576 ㈱秀明 花巻機材センター 611 オーケージーリース㈱ 松山機材センター 
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612 ㈱アクティオ エンジニアリング事業部 北陸営業所 645 テックビルド㈱ 埼玉センター 

613 オーケージーリース㈱ 関西機材センター生駒 646 日建リース工業㈱ 山形工場 

614 三信産業㈱ 大分中央機材センター 647 ㈱タカミヤ 香川さぬきセンター 

615  同 上     中津機材センター 648 朝日機材㈱ 八潮管理センター 

616  同 上     日出機材センター 649 ㈱フコク 仙南機材センター 

617  同 上     佐伯機材センター 650 関西仮設㈱ 松山機材センター 

618 ㈱タカミヤ 信州長野センター 651 平和技研㈱ 福岡レンタルセンター 

619  同 上     宮城仙台第二センター 652 ㈱ＯＧＩＳＨＩ 三郷機材センター 

620 ㈱アクトワンヤマイチ 仙台機材センター 653 平和技研㈱ 茨城レンタルセンター 

621 日建リース工業㈱ 武蔵工場 654 日建リース工業㈱ プラント営業部 鹿島工場 

622 コスモ機材㈱ 千葉機材センター 655 ㈱千歳商会 千葉機材センター 

623 日本セイフティー㈱ 大阪機材センター 656 ㈱フコク 宇都宮機材センター 

624 ＨＬＭ㈱ 本社機材センター 657 東山産業㈱ テムコベトナム本社工場 

625 日建リース工業㈱ 釜石工場 658 興右㈱ 野田機材センター 

626  同 上     室根工場 659 ㈱タカミヤ 茨城つくばセンター 

627 アルインコ㈱ オクト事業部 福岡支店 660 幸成工業㈱ 草加機材センター 

628 日建リース工業㈱ プラント営業部 川崎工場 661 ㈱シンコウ 本社機材センター 

629  同 上     佐久工場 662 ㈱アクティオ エンジニアリング事業部 横浜営業所 

630 ㈱杉孝 横浜町田機材センター 663 ㈱三和リース 本社機材センター 

631 日本ビテイリース㈱ 千葉センター 664 朝日機材㈱ 本郷管理センター 

633 日建リース工業㈱ 山口工場 666 ㈱広正建設 西宮機材センター 

634 宇部建設協同組合 機材センター 667 マツモトＳＲＣ㈱ マツモト SRC 機材センター 

635 キョーワ㈱ キョーワベトナム 668 ㈱豊裕工業 本社機材センター 

636 ㈱アクティオ エンジニアリング事業部 広島テクノパーク建材工場 669 エイム工業㈱ 機材センター 

637 ㈱関西建機工業 機材センター 670 ㈱まちだ 機材センター 

638 朝日機材㈱ 岩沼管理センター  671 ㈱タニモト 本社機材センター 

639 ㈲北松工業 安城寺機材センター 672 ㈱尚建ビルト 尚建ビルト資材センター 

640  同 上     北条機材センター 673 オーケージーリース㈱ 関東機材センター 

641 日建リース工業㈱ 兵庫社工場 674 ㈱杉孝 堺機材センター 

642 ㈱東横セティア 本社サービスセンター 675 ㈱うつのみやの足場や 真岡資材センター 

643 ㈱フコク 仙台機材センター 676 ㈱高橋組 岡崎機材センター 

644 菅機械工業㈱ 名古屋センター 677 ㈱伊藤組 木曽岬機材センター 
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678 藤田金屬㈱ 秋田支店 軽仮設ヤード 711 奉誠㈱ 機材センター 

679 オリ建リース㈱ 成田機材センター 712 ㈱宮城仮設 資材センター 

680 ㈲金子工業 白井センター 713 アサヒ産業㈱ 生駒センター 

681 ㈱藤建設 神戸西機材センター 714 エスアールエス㈱ ブルーテック事業部 千葉工場 

682 ㈱レンタルのニッケン 田沼センター 715 ㈱豊神 関東支店 

683 松田建設工業㈱ 北九州若松機材センター 716 ㈱中橋商会 資材センター 

684 ㈲山栄建設工業 神戸北機材ヤード 717 吉田泰産業㈱ 九州ブランチ 

685 ㈱丸和青山工業 東雁来機材整備工場 718 ㈱正分建設工業 堺センター 

686 ㈱旭コーポレーション 機材センター 719 黒潮産業㈱ 国分機材センター 

687 平尾化建㈱ さいたま機材センター 720 ㈱タカミヤ 広島志和センター 

688 日建リース工業㈱ 京都工場 721 キョーワ㈱ 沖縄営業所 

689 ㈱カントビ 機材センター 722 ㈱エルライン 東北資材センター 

691 ㈱杉孝 いわき機材センター 723 ㈱沖縄仮設 機材センター 

692 キョーワ㈱ NEO KYOWA㈱ 千歳工場 724 ㈱高橋仮設 本社機材センター 

693 稲葉建設工業㈱ MIRAI 機材センター 725 ㈱千葉組 資材センター 

694 ㈱タカミヤ 新潟長岡センター 726 ㈱ＡＳＮＯＶＡ 神奈川藤沢センター 

695 ㈲ピレネーエキスパート 本社センター 727 ㈱タカミヤ 福井鯖江センター 

696 ㈱シンニッタン つくば機材センター 728 日本セイフティー㈱ 四国機材センター 

697 ㈱オーテック 北ノ庄倉庫 729  同 上     狭山機材センター 

698 ㈱日動工業 久井資材センター 730 ㈲折目産業 本社機材センター 

699 ㈱エルライン 埼玉資材センター 731 ㈱アクティオ EG 関西テクノパーク建材工場 

700 ㈱けんせつパーク 板橋三園仮設機材センター 732 ㈱トラスト SG 事業部機材センター 

701 平和技研㈱ 大阪レンタルセンター 733 日本セイフティー㈱ 湘南機材センター 

702 ㈱藤嘉 機材センター 734 ㈱建真 和田資材センター 

703 ㈱レリコム 沼津営業所 機材センター 735 ㈱アクティオ エンジニアリング事業部 南九州出張所 

704 ㈱アクトワンヤマイチ 広島営業所 広島機材センター 736 ㈱アクトワンヤマイチ 仙台営業所 盛岡機材センター 

705 中部技建㈱ 豊田機材センター 737 ㈲アネシス アネシス資材センター 

706 ㈱日星 岩井機材センター 738 ㈱ＨＩＬＴＥＸ 静岡第１機材センター 

707 日本セイフティー㈱ 滋賀機材センター 739 能美工㈱ 資材センター 

708 オリエンタル機材㈱ 本社機材センター 740 日本セイフティー㈱ 静岡機材センター 

709 ㈱レリコム 埼玉営業所 機材センター 741 カセツリース㈱ 福島機材センター 

710  同 上   神奈川営業所 機材センター 742 ㈱テラサワ ㈱テラサワ沼南機材センター 
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743 日本セイフティー㈱ 茨城機材センター 777 ㈱レントス 広島支店 

744  同 上        東北機材センター 778 ㈱アクトワンヤマイチ 福岡営業所 福岡機材センター 

746 エスアールエス㈱ ブルーテック事業部 首都圏工場 779 ㈱河合コーポレーション 加古川高畑ヤードセンター 

747 ㈱オールフロンティア 足場王 鶴ヶ島営業所機材センター 780 JAPAN リース㈱ 機材センター 

748 四国シンワサービス㈱ 高知機材センター 781 吉田泰産業㈱ 沖縄ブランチ 

749 讃高仮設リース㈱ 丸亀機材センター 782 大隅機設㈱ 千葉機材センター 

750 ㈱アクトワンヤマイチ 宇都宮機材センター 783 ㈱レントス 八潮センター 

751 ㈱アクティオ エンジニアリング事業部 北上出張所 784 ㈱アクトワンヤマイチ 名古屋営業所 掛川機材センター 

752 三信産業㈱ 岩国機材センター 785 ㈱第一機工 松江機材センター 

753 ㈱レントス 熊本支店 786 タルイシ産業㈱ 天童営業所 機材センター 

754 ㈱ＡＳＮＯＶＡ 千葉野田センター 787 ＢＥＳＴ㈱ 片山津機材センター 

755 日本セイフティー㈱ 九州機材センター 788 ㈱相沢建設 第一資材センター 

756 ㈱井ノ上 仮設事業部 機材センター 789 ㈱河原工務店 野田資材センター 

757 ㈱ヤマトリース 狭山機材センター 790 ㈱ＨＩＴ あわら資材センター 

758 ㈱マルテービルド 酒々井機材センター 791 ㈱秋田中央機工 本社機材センター 

759 ㈱エルライン 相模原資材センター 792 ㈱乾仮設 橿原機材センター 

760 ㈲ステップアップ 佐野機材センター 793 三信産業㈱ 八幡機材センター 

761 三恭工業㈲ 鈴鹿資材センター 794 渡邊工業㈲ 機材センター 

762 ㈱豊神 三田営業所 795 ㈱成和工業 貝塚機材センター 

763 ㈱三共 千葉製品管理センター 796 ㈱ＡＳＮＯＶＡ 大阪和泉センター 

764 ㈱アクティオ エンジニアリング事業部 福島本宮機材センター 797 ㈱タケナカ 津軽支店 津軽架設 

765 ㈱竜地 浜北機材センター 798 ㈱杉孝 船橋機材センター 

766 ㈱有賀組 資材センター 799  同 上 小牧機材センター 

768 ㈱アクトワンヤマイチ 名古屋営業所 金沢機材センター 800  同 上 佐倉機材センター 

769 隼リース㈱ 第１機材センター 801 邦徳建設㈱ 松戸紙敷 1st ヤード 機材センター 

770 ㈱レントス 山口支店 802 ㈱ファースト 相模原第一センター 

771 ㈲桝口工事 本社機材センター 803 ㈱鳶勝 白石機材センター 

772  同 上 岡山機材センター 804 ㈱将建架設 生駒機材センター 

773 三榮工業㈱ 本社機材センター 805 ㈱ＡＳＮＯＶＡ 兵庫三木センター 

774 ㈱三国 柏機材センター 806 フクムラ仮設㈱ 敦賀機材センター 

775 ㈲菊池興業 資材センター 807 ㈱札幌ビケ足場 SPM 事業部 札幌機材センター 

776 菅機械工業㈱ 茂原センター 808 ㈱アルマ 関東営業所 
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809 ㈱かねなか 長久手機材センター 829 ㈱新成 上川井機材センター 

810 ㈱杉孝 新地機材センター 830 ㈱桐原組 三郷機材センター 

811 ㈱うるま工業 石川機材センター 831 ㈲渡邉組 本社機材センター 

812 ㈱フクザワ 阿久和機材センター 832 キョーワ㈱ いわき営業所 

813 ㈱鉞組 塩屋資機材ヤード 833 吉田拡産㈱ 福岡工場 

814 ㈱クイック 花巻機材センター 834 エスアールエス㈱ ブルーテック事業部 関西工場 

815 ㈱パイプ・サービス 笠間機材管理センター 835 日本機電㈱ 三島センター 

816 アルインコ㈱ 福岡支店 久山機材センター 836 ㈱川崎技興 北関東機材センター 

817 ㈱三共 仙台センター 837 ㈱アクティオ 建築浦安センター 

818 海都建設㈱ 機材センター 838 キョーワ㈱ 北陸総合センター 

819 ㈱中山架設工業 さいたま機材センター 839 ㈱希匠 越谷機材センター 

820 ㈱タカミヤ 沖縄那覇センター 840 第一製網㈱ 本社工場 

821 ㈱ムービルト 本社機材センター 841 明治商工㈱ 名古屋工場 

822 吉田拡産㈱ 本社工場 842 平尾化建㈱ 四国機材センター 

823  同 上     大野工場 843 ㈲狩俣組 第一ヤード 

824  同 上     関東工場 844  同 上 第二ヤード 

825 ㈱ユウケイ工業 ユウケイ工業資材ヤード 845 日本機電西日本販売㈱ 中四国支店 広島営業所 機材センター 

826 ㈲イトウ特殊工業 竜王営業所 846 ㈱インテック 資材センター 

827 SKG㈱ 沖縄機材センター 847 ㈱タカミヤ 長野飯田センター 

828 ㈱ディライト 高雄機材センター 848 ㈱豊国 本社機材センター 

（注）令和3年度の増減の内訳は、次のとおり。 

昨年度末 585機材センタ 

更 新 無     4機材センター 

新 規 分    31機材センター 

合 計   612機材センター 
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令和3年度 依頼試験の試験所別実施状況 

別表5 

種  類 

依  頼  件  数 

種  類 

依  頼  件  数 

東 京  

試験所 

大 阪  

試験所  
計 

東 京  

試験所 

大 阪  

試験所  
計 

パイプサポート 8 16 24 鉄骨用クランプ 10 10 20 

建  わ  く 54 34 88 
つりチェーン用 

ク ラ ン プ 
9 12 21 

交 さ 筋 か い 42 29 71 階 段 枠 17 9 26 

床 付 き 布 わ く 67 69 136 つ り わ く 2 0 2 

持 送 り わ く 24 17 41 移動式室内足場 3 2 5 

ジャッキ型 

ベ ー ス 金 具 
10 16 26 安 全 ネ ッ ト - 46 46 

壁つなぎ用金具 18 21 39 メッシュシート - 21 21 

緊  結  金  具 46 68 114 
親綱支柱・支柱

用親綱・緊張器 
33 8 41 

単管ジョイント 7 16 23 
く さ び 緊 結 式 

足 場 用 部 材 
108 71 179 

つ り チ ェ ー ン 27 9 36 実  大  試  験 311 - 311 

金 属 製 足 場 板 35 32 67 そ   の   他 201 101 302 

脚      立 15 11 26 合    計 1,047 618 1,665 

備考 

1 昨年度より135件減少した。 

2 「その他」には、本表に掲げる以外の認定品目（アルミニウム合金製可搬式作業台、枠 

組足場用手すり枠、幅木等）や本会の認定基準が無い製品（単品承認品の予備試験等） 

が含まれている。 

 

 

 

 

 


