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宅地造成等規制法施行令第14条に基づく認定擁壁一覧表   

令和２年１月現在 

 大臣認定擁壁名称 認定取得者名 設定年月日 認定書番号 

１ 三段ブロック 東新コンクリート工業株式会社 昭和38年 1月26日 建設省東住第10号 

２ スクラム式間知ブロック 
スクラム式間知ブロック全国代

表・特殊高圧コンクリート研究所 
昭和39年 9月 1日 建設省東住第93号 

３ 佐々木式安定三角ブロック 佐々木セメント技術研究所 昭和39年 9月 1日 建設省東住第94号 

４ 特許中本式強力ブロック 中本禎造 昭和39年 9月 1日 建設省広住第５号 

５ 藤式Ｖ型ブロック 近畿建材株式会社 昭和39年 9月 1日 建設省奈住第30号 

６ π（パイ）型ブロック 有限会社不二設計所 昭和40年 2月18日 39建設省東住第114号 

７ Δ（デルタ）型ブロック 有限会社不二設計所 昭和40年 2月18日 39建設省東住第115号 

８ 東横防災ブロック 東横セメント工業株式会社 昭和40年 2月18日 39建設省神住第156号 

９ 
間知コンクリートブロック

ＳＫ－１型 
相鉄興業株式会社 昭和40年 2月18日 39建設省神住第151号 

10 
京阪式安全ブロック 

第１型 
京阪コンクリート工業株式会社 昭和40年 2月18日 39建設省阪住第271号 

11 
京阪式安全ブロック 

第６型 
京阪コンクリート工業株式会社 昭和40年 2月18日 39建設省阪住第271号 

12 
京阪式安全ブロック 

第８型 
京阪コンクリート工業株式会社 昭和40年 2月18日 39建設省阪住第271号 

13 新日本式ブロックＡ型 新日本コンクリート工業株式会社 昭和40年 2月18日 39建設省阪住第303号 

14 小牧式Ｔ型ブロック 南日コンクリート株式会社 昭和40年 2月18日 39建設省鹿住第51号 

15 共和式間知ブロック 共和コンクリート工業株式会社 昭和40年 2月18日 39建設省北住第162号 

16 盃型コンクリートブロック 共和コンクリート工業株式会社 昭和40年 2月18日 39建設省北住第162号 

17 改良型三段ブロック 東新コンクリート工業株式会社 昭和40年 2月28日 建設省東住第43号 

18 
本州式コンクリートブロッ

クⅠ型 
本州コンクリート工業株式会社 昭和40年 2月28日 建設省東住第43号 

19 東興ブロック 全日東興ブロック協会 昭和40年 2月28日 建設省東住第43号 

20 

キングブロックを用いる鉄

筋コンクリート造斜め格子

梁型 

キングコンクリート工業株式会社 昭和42年11月 1日 建設省計宅開発第61号 

21 
目地モルタルを使用する大

谷石積み造擁壁 
大谷石材協同組合 昭和43年11月20日 建設省計宅開発第73号 

22 草竹式扶壁付ブロック３号 草竹コンクリート工業株式会社 昭和44年5月15日 
建設省奈計宅開発 

第11号 

23 草竹式扶壁付ブロック４号 草竹コンクリート工業株式会社 昭和44年5月15日 
建設省奈計宅開発 

第11号 

24 ＤＴブロック（凸型２号） 東奥プレコン振興株式会社 昭和44年10月24日 
建設省形計宅開発 

第３号 

25 野田式Ｎ・Ｓブロック 株式会社野田組 昭和44年10月24日 建設省広計宅開第３号 
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26 

 

小牧式（Ｉ－Ｈ型） 

コンクリート・ブロック 
南日コンクリート株式会社 昭和44年10月24日 

建設省鹿計宅開発 

第６号 

27 
太洋式安定カンニューブロ

ック 
太洋興行建設株式会社 昭和44年10月24日 

建設省長計宅開発  

第12号 

28 草竹式扶壁付ブロック５号 草竹コンクリート工業株式会社 昭和44年10月24日 
建設省奈計宅開発  

第3-1号 

29 ニューブロック 坂本産業株式会社 昭和44年10月24日 
建設省栃計宅開発  

第５号 

30 Δ（デルタ）型ブロック 有限会社不二設計所 昭和45年 3月 6日 建設省計宅開発第45号 

31 π（パイ）型ブロック 有限会社不二設計所 昭和45年 3月 6日 建設省計宅開発第47号 

32 盃型ブロック 共和コンクリート工業株式会社 昭和45年 3月 6日 建設省計宅開発第49号 

33 スプリットン間知ブロック スプリットン工業株式会社 昭和45年 7月16日 
建設省計宅開発 

第126号 

34 
緑化ウォール用コンクリー

トブロック 
日建工学株式会社 昭和51年 2月18日 建設省計宅発第11号 

35 ポトロアー 技研興業株式会社 昭和51年 2月18日 建設省計宅発第13号 

36 Ｓ・Ｐブロック 株式会社建設企画コンサルタント 昭和51年 2月18日 建設省計宅発第15号 

37 
緑化ウォール用コンクリー

トブロック（Ｇ100×50） 
日建工学株式会社 昭和55年 1月22日 建設省徳計民発第２号 

38 ポトロア－Ａ型 技研興業株式会社 昭和55年 1月22日 建設省北計民発第10号 

39 グリーンフヘキ小型 草竹コンクリート工業株式会社 昭和55年11月10日 建設省奈計民発第26号 

40 グリーンフヘキ100 草竹コンクリート工業株式会社 昭和55年11月10日 建設省奈計民発第26号 

41 ヘイペック 山富産業株式会社 昭和56年11月16日 建設省岐計民発第12号 

42 グリーンウォール 共和コンクリート工業株式会社 昭和58年 6月30日 建設省北計民発第25号 

43 法止ブロック 
藤林コンクリート工業株式会社 

[有限会社藤商事] 
昭和58年12月23日 建設省新計民発第18号 

44 ニューウォルコン 京阪コンクリート工業株式会社 昭和59年 1月28日 
建設省京計民発第３号 

（標準部） 

45 ザ・ウォール 羽田コンクリート工業株式会社 昭和59年 6月11日 
建設省東計民発第33号 

（標準部） 

46 ＣＰ型枠 株式会社トーホー 昭和59年 6月15日 建設省神計民発第21号 

47 ＭＬウォール 前田製管株式会社 昭和60年 5月27日 
建設省形経民発第４号 

（標準部） 

48 法止ブロックＬ型 
藤林コンクリート工業株式会社  

[有限会社藤商事] 
昭和60年 7月12日 建設省新経民発第６号 

49 
ＹＴ－３２ニューノーマル

クリフ 
株式会社ヤマウ 昭和60年 7月30日 建設省丘経民発第22号 

50 エルコン 株式会社ワールドメディア 昭和60年12月27日 建設省愛経民発第28号 

51 ザ・ウォール 羽田コンクリート工業株式会社 昭和61年 4月 7日 
建設省東経民発第71号 

（標準部） 
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52 ＫＬウォール 興建産業株式会社 昭和61年 7月 7日 
建設省東経民発第45号 

（標準部） 

53 フジムラＬ型 藤村ヒューム管株式会社 昭和61年 7月 7日 
建設省新経民発第６号 

（標準部） 

54 ニューウォルコン 京阪コンクリート工業株式会社 昭和61年12月12日 
建設省京経民発第30号 

（標準部追加） 

55 ＭＬウォール 前田製管株式会社 昭和62年 7月22日 建設省形経民発第４号 

56 法止ブロックＬ型 
藤林コンクリート工業株式会社  

[有限会社藤商事] 
昭和62年 8月18日 

建設省新経民発第３号 

（標準部） 

57 ＣＰ型枠 株式会社トーホー 昭和62年11月18日 建設省神経民発第16号 

  58 ＭＬウォールⅡ型 前田製管株式会社 昭和62年12月14日 
建設省形経民発第７号 

（標準部） 

59 
Ｌ形よう璧システム 

Ｃタイプ 
丸栄コンクリート工業株式会社 昭和63年 1月 8日 建設省岐経民発第12号 

60 フジムラＬ型 藤村ヒューム管株式会社 昭和63年 1月13日 
建設省新経民発第７号 

（標準部追加） 

61 
ＹＴ－３２ニューノーマル

クリフ 
株式会社ヤマウ 昭和63年 3月 7日 

建設省丘経民発第２号 

（標準部） 

62 ＭＬウォールⅡ型 前田製管株式会社 昭和63年10月26日 
建設省形経民発第３号 

（標準部追加） 

63 フジムラＬ型 藤村ヒューム管株式会社 昭和63年10月26日 
建設省新経民発第３号 

（標準部追加） 

64 
エルコンⅡ型→ 

ＷＭＬエルコンⅡ型 
株式会社ワールドメディア 昭和63年10月26日 建設省愛経民発第７号 

65 緑化ウォールＬ型 日建工学株式会社 平成 1年 9月 6日 建設省東経民発第28号 

66 ニューウォルコンⅡ型 京阪コンクリート工業株式会社 平成 2年 7月12日 建設省京経民発第２号 

67 ニューＣＰＬ 
カイエー共和コンクリート株式

会社 
平成 3年 3月15日 建設省群経民発第２号 

 68 ＫＬウォール２型 興建産業株式会社 平成 3年 3月15日 建設省東経民発第８号 

  69 Ｌ型擁壁システムＡ 丸栄コンクリート工業株式会社 平成 3年 3月15日 建設省岐経民発第１号 

70 昭和式ＳＬ擁壁 昭和コンクリート工業株式会社 平成 3年 6月12日 
建設省岐経民発第３号 

(標準部) 

71 ハイ・タッチウォール 社団法人全国宅地擁壁技術協会 平成 3年10月23日 建設省京経民発第５号 

72 昭和式ＳＬ擁壁 昭和コンクリート工業株式会社 平成 3年10月23日 
建設省岐経民発第５号 

（標準部） 

73 
法止ブロック（Ｌ型） 

（ＦＬ－Ａ・Ｂ） 

藤林コンクリート工業株式会社 

 
平成 4年 3月18日 建設省新経民発第２号 

74 ＭＬウォールⅢ型 前田製管株式会社 平成 4年 3月18日 建設省形経民発第２号 

75 ニューウォルコンⅢ型 京阪コンクリート工業株式会社 平成 4年 3月18日 建設省京経民発第２号 

76 ザ・ウォールⅡ 羽田コンクリート工業株式会社 平成 4年 3月18日 建設省東経民発第６号 

77 
ＹＴ－３２ニューノーマル

クリフⅡ 
株式会社ヤマウ 平成 4年 3月18日 建設省丘経民発第３号 
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78 ＫＬウォール３型 興建産業株式会社 平成 4年 3月18日 建設省東経民発第７号 

79 Ｌ型擁壁型システムＡ１ 丸栄コンクリート工業株式会社 平成 4年 3月18日 建設省岐経民発第２号 

80 ニューＣＰＬⅢ 
カイエー共和コンクリート株式

会社 
平成 5年 3月15日 建設省群経民発第１号 

81 
ＳＬ擁壁Ⅲ型、ＳＬ擁壁Ⅳ

型 
昭和コンクリート工業株式会社 平成 5年 3月15日 建設省岐経民発第１号 

82 FLウォール 藤村ヒューム管株式会社 平成 5年 3月15日 建設省新経民発第１号 

83 Ｔ型ブロック 山一窯業株式会社 平成 5年 3月15日 建設省梨経民発第１号 

84 緑生擁壁 日本緑生株式会社 平成 5年 3月15日 建設省東経民発第13号 

85 ハイ・タッチウォール 一般社団法人ハイタッチセンター 平成 6年 6月15日 建設省東経民発第94号 

86 垂直積み擁壁ゴールコン 株式会社ゴールコン 平成 8年 3月 1日 建設省沖経民発第１号 

87 Ｔ型ブロックＷタイプ 山一窯業株式会社 平成 9年10月21日 建設省梨経民発第１号 

88 オリロック積み擁壁 第一ブロック株式会社 平成 9年11月18日 建設省東経民発第６号 

89 植栽ブロック「みどりくん」 株式会社ヤマウ 平成10年３月24日 建設省丘経民発第１号 

90 テールアルメ擁壁 
川鉄商事株式会社 

ヒロセ株式会社 
平成10年３月24日 建設省阪経民発第１号 

91 
エルコンⅢ．Ⅳ型→ 

ＷＭＬエルコンⅢ、Ⅳ型 
株式会社ワールドメディア 平成11年 3月 3日 建設省東経民発第７号 

92 ＣＬＰ－Ｖ 東洋ヒューム管株式会社 平成11年 5月27日 建設省山経民発第１号 

93 ＣＬＰ－ＶⅡ 東洋ヒューム管株式会社 平成11年 5月27日 建設省山経民発第２号 

94 
ＹＴ－３２ニューノーマル 

クリフⅡ 
株式会社ヤマウ 平成12年12月27日 建設省丘経民発第１号 

95 ＣＰ型枠Ⅲ型 株式会社トーホー 平成15年 3月27日 国関整住整第498号 

96 ＲＥＣＯＭシステム エスビック株式会社 平成20年6月11日 国関整計管第20号 

97 ＴＹ型枠ＭＵ 東洋工業株式会社 平成20年7月31日 国四整建第78号 

 98 ＨＤウォール 株式会社ホクコン 平成22年4月21日 国近整計管第6号 

99 
ニューウォルコンⅣ－１型 

及びⅣ－２型 
ケイコン株式会社 平成23年9月28日 国近整都整第32号 

100 ＭＬ ウォールⅣ型  前田製管株式会社 平成24年10月22日 国東整都住第1009号 

101 ニューノーマルクリフⅢ型 株式会社ヤマウ 平成24年12月28日 国九整都住第90号 

102 ゴールコン 株式会社キョウリツ 平成8年3月1日 沖経民発第1号 

103 ゴールコン 株式会社キョウリツ 平成25年3月22日 府開建地第102号 
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104 HRM擁壁I型 太陽エコブロックス株式会社 平成27年3月25日 国都防第12号 

105 ニューウォルコン ケイコン株式会社 昭和61年12月12日 建設省京経民発第30号 

106 ニューウォルコンⅡ型 ケイコン株式会社 平成2年7月12日 建設省京経民発第2号 

107 ニューウォルコンⅢ型 ケイコン株式会社 平成4年3月18日 建設省京経民発第2号 

108 FLウォール FLW-ⅢA、ⅢB 藤村ヒューム管株式会社 平成25年10月4日 国北整都住第58号 

104 KLウォール３型（Eタイプ） 興建産業株式会社 平成30年5月10日 国都防第1号 

105 SL擁壁Ⅳ型 昭和コンクリート工業株式会社 平成24年6月18日 国部整計管第5033号 

106 法止ブロック FL-AⅡ 藤林コンクリート工業株式会社 平成25年3月27日 国北整都住第92号 

107 ハイ・タッチウォール 一般社団ハイタッチセンター 平成26年2月17日 国都防第88号 

108 CLP-VⅡ 東洋ヒューム管株式会社 平成29年8月10日 国都防第14号 

109 CLP-VⅡ（大地震対応型） 東洋ヒューム管株式会社 平成29年8月10日 国都防第14号 

110 L形擁壁 システムA1 丸栄コンクリート工業株式会社 平成23年11月14日 国部整計管第432号 

111 テールアルメ擁壁 
JFE商事テールワン株式会社 

ヒロセ補強土株式会社 
平成30年6月4日 国都防第3号 

 


