
株式会社粂田鉄筋工業所



ご挨拶

弊社は昭和４１年の創業以来、

多くの皆様のご指導ご鞭撻賜り、

土木・建築に加えてＰＣ製品の鉄筋の

加工及び施工の専門工事業者として

育てていただきました。

今後も“鉄筋屋”に無い発想とプロの

“鉄筋屋”の技術でお客様のご満足と

信頼を得られる、高品質で魅力的な

製品とサービス提供出来る企業として

歩み続けていきたいと思いますので、

より一層のご支援とご鞭撻を

心よりお願い申し上げます。
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•社員のこころを豊かにし、信頼される会社を目指し、地域に貢献します。

経営理念

•社員の向上心を育み、やりがいのもてる職場にします。

•品質・生産効率を向上させ、顧客を大切にします。

•地元の方と良好な関係を持ち、地域で愛される会社を目指します。

基本方針

•毎年個人の目標を設け、日々成長していきます。

•休日出勤・残業を減らし、家族、自分の自家時間を大切にします。

•お互いを尊重し、思いやり、助け合える職場を作ります。

•社員同士の明るい挨拶を通して、コミュニケーションを図ります。

•基本の技術を磨き、新しい物に挑戦します。

•お客様に対し、スピード感を持って対応します。

•初心を忘れず、慢心することなく、感謝の気持を大切にしていきます。

•地域社会の一員として、地元の方と良好な関係を築きます。

•地元の方への感謝の気持を持ち、地域活動に積極的に参加します。

行動指針



事業所について

⚫西郷工場（本社） 1,830㎡
〒436-0342
静岡県掛川市上西郷768-1
TEL:0537-24-3933
FAX:0537-24-3859
Email:info@kumeta-tekkin.com
URL:http://kumeta-tekkin.com

⚫和光西・和光東工場 1,200㎡・800㎡
〒436-0338
静岡県掛川市和光1-1-1
TEL/FAX:0537-23-6609

⚫満水工場 2,640㎡
〒436-0011
静岡県掛川市満水59
TEL:0537-24-4300
FAX:0537-29-6222
Email:tamari@kumeta-tekkin.com
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事業所について

⚫大東工場 3,200㎡
〒437-1405
静岡県掛川市市中2315
TEL:0537-74-2251
FAX:0537-29-5980

⚫金谷工場 3,180㎡

〒428-0013

静岡県島田市金谷東1丁目1033-3

TEL:0547-39-3500

FAX:0547-39-3501

Email:kanaya@kumeta-tekkin.com

⚫土方倉庫
〒428-0013
静岡県掛川市下土方字青谷1148-2
TEL:0537-28-8444
FAX:0537-28-8443
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会社情報

⚫設立年月日
昭和53年

(1978年)

12月11日

⚫資本金
10,000,000円

⚫代表者
代表取締役

粂田善史

⚫社員数
48名

⚫売上
971,838千円
(令和2年度)

⚫建設業許可
静岡県知事許可
(般-28)
第17133号
鉄筋工事業

⚫取引銀行
島田掛川信用金庫

下俣支店
清水銀行

掛川支店
浜松磐田信用金庫

掛川支店
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⚫ユニバーサルベンダー
入力された形状と寸法に従い
自動で鉄筋剤の曲げ加工を行う
機械であり、複雑な曲げ加工が
可能です。

⚫鉄筋自動切断機
鉄筋の切断を自動で行い、
業務の効率化を図ります。

当社では、このような新鋭の機械を
導入することにより、様々なニーズに
迅速に応えられる体制を整えております。

安全衛生理念
「安全は全てに優先する。」を

スローガンに、

快適な職場環境を形成する。

安全大会
社内安全大会を行うことにより、

社員の安全意識の向上を図っています。

安全会議
月に1回、社員全員を集めて安全教

育・災害防止協議会を行っています。

安全教育
安全に作業を行うための知識を蓄え、

万全の体制を築きます。

安全への取り組み

機械設備について



社内構成

社長 粂田善史

西郷工場
建築グループ

和光工場
土木グループ

総務部
金谷工場
大井川工場

事務・経理グループ 主任 松浦尊之 課長 田中孝文 主任 黒田尚希

西郷工場グループ 和光工場グループ 金谷・大井川工場グループ

部長 堀越 聡 部長 鈴木正憲 部長 嶋 規文 課長 佐藤 敦

現場グループ 運搬グループ
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地域貢献活動

和光工場近辺にて幼稚園・保育園児の梅摘み体験
(中央幼保園、キラキラ保育園)

多彩な動物と植物がお出迎え
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SAIGO FARM(https://www.npo-saigo-farm.com/)

西郷工場併設の、耕作放棄地を活用した農園です。



施工実績(建築)

発注者 施工場所 工事名 着工日

明工建設㈱ 御前崎市 Mネット東遠様 風音B棟建設工事 R1.10

㈱川島組 掛川市 エステック千浜工場 R1.10

㈱川島組 掛川市 あんり小規模保育園新築 R1.11

㈱川島組 焼津市 メガネ赤札堂 焼津店 R1.11

㈱若杉組 掛川市 冨士色素静岡工場原水貯蔵新築工事 R1.11

㈱イトー 菊川市 ヨシコン㈱菊川堀之内第３期分譲マンション新築 R1.3

㈱川島組 掛川市 二瀬川公会堂新築工事 R1.5

㈱藤本組 掛川市 消防団拠点施設整備事業 桜木東分団 R1.5

中村建設㈱ 浜松市 ブライトタウン高塚新築工事 R1.6

㈱若杉組 藤枝市 （仮称）㈱ニチビ静岡工場建物耐震補強工事 R1.6

コスモ建設㈱ 掛川市 出雲殿掛川本部新築工事 R1.7

明工建設㈱ 菊川市 打上公会堂新築工事 R1.7

㈱若杉組 掛川市
JFEアクアサービス機器㈱
領家新工場建築造成工事

R1.7

㈱若杉組 掛川市 冨士色素㈱静岡工場排水処理施設建設工事 R1.7

㈱若杉組 菊川市 （仮称）産栄工業第8工場建設工事 R1.7

鹿島道路㈱ 富士宮市 （仮称）カインズホーム富士宮小泉店新築工事 R1.8

㈱アキヤマ 磐田市 ㈱トランスポートオオスギ様倉庫増築工事 R1.8

㈱若杉組 掛川市 南さいごうのぞみ保育園 R1.9
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施工実績(建築)

発注者 施工場所 工事名 着工日

コスモ建設㈱ 豊川市 イズモホール豊川新築工事 R2.1

㈱尾崎工務店 掛川市 モリヤ様新社屋 R2.1

㈱川島組 掛川市 中宿調剤薬局新築工事 R2.1

コスモ建設㈱ 島田市 イエローハット島田稲荷店新築工事 R2.10

㈱若杉組 掛川市
丸栄コンクリート工業㈱

製造ライン改修工事既存解体工事
R2.10

㈱静岡西部建設 掛川市 掛川駅旅客便所改良工事 R2.11

㈱若杉組 菊川市
産地生産基盤パワーアップ事業(仮称)
菊川市潮海寺製茶工場新築工事

R2.11

日本国土開発㈱ 浜松市浜北区 中部電力浜北営業所新築工事 R2.12

㈱アキヤマ 袋井市 ㈱セイワ企画野菜工場新築工事 R2.12

岡村建設工業㈱ 藤枝市 前田道路㈱静岡合材工場施設改修工事 Ｒ2.2

日本国土開発㈱ 静岡市 大和静岡泉町マンション工事 R2.2

コスモ建設㈱ 掛川市 無添くら寿司掛川城店新築工事 Ｒ2.3

明工建設㈱ 掛川市 ㈱榛葉鉄工所様台工場バフ工場・倉庫新築工事 Ｒ2.3

㈱若杉組 掛川市 うめづ脳神経外科様建設工事 R2.3

鹿島道路㈱ 富士宮市 カインズ富士宮小泉店新築工事 Ｒ2.4

㈱丸紅 牧之原市 静波ウェイブプール建設工事 Ｒ2.4

㈱若杉組 掛川市 富士色素株式会社静岡工場工場増設工事 Ｒ2.4

鹿島道路㈱ 掛川市 オークワ掛川下垂木店新築外構工事 Ｒ2.6
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施工実績(建築)

発注者 施工場所 工事名 着工日

㈱金田組 掛川市 カワサキ機工㈱リペアセンター新築工事 Ｒ2.6

㈱川島組 掛川市 ニトリ掛川店新築 Ｒ2.6

㈱若杉組 御前崎市 御前崎港管理事務所新築工事 Ｒ2.6

興和建設㈱ 島田市金谷 ジオスター㈱金谷工場設備改造工事 Ｒ2.7

コスモ建設㈱ 御前崎市
給食センター建設事業

御前崎市新学校給食センター建設工事
Ｒ2.7

正光建設㈱ 菊川市 菊川下内田地区防水センター新築工事 Ｒ2.7

㈱若杉組 掛川市 (仮称)智光認定こども園改装工事 Ｒ2.7

㈱若杉組 掛川市 (仮称)横須賀認定こども園建設工事 Ｒ2.7

㈱アキヤマ 浜松市 エスエステクナ㈱浜松営業所新築工事 Ｒ2.8

㈱尾崎工務店 島田市 島田の家 R2.8

㈱増田建設 榛原郡吉田町 ㈱マルイチ工場新築工事 R2.8

㈱川島組 浜松市 (仮称）佐鳴予備校浜松医大前校新築工事 R2.9

㈱増田組 御前崎市 ㈱坂野クレーン様事務所新築工事 Ｒ2.9

コスモ建設㈱ 島田市
（仮称）イエローハット島田テナント棟
（ミラフィットネス島田店）新築工事

R3.2

コスモ建設㈱ 掛川市
（仮称）ドラックコスモ大池店
建物新築工事・看板基礎工事

R3.2

コスモ建設㈱ 掛川市
（仮称）ココカラファイン掛川弥生店

新築工事・鉄筋工事
R3.3

㈱川島組 静岡市 (仮称）エブリィビックデー長沼店新築工事 R3.3

㈱ヨシオ 菊川市 (仮称）浜松いわた信用金庫菊川支店新築工事 R3.4
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施工実績(建築)
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プレミスト常磐町

新国立競技場 名古屋御園座

東海物産



施工実績(土木)

発注者 施工場所 工事名 着工日

㈱オーテック 京都府 精華拡幅乾谷高架橋上部他工事 R1.10

㈱オーテック 身延町 角打橋床版工事 R1.10

㈱オーテック 身延町 時雨沢川橋床版工事 R1.10

㈱熊谷組 静岡市 中部横断道高山地区のり面補強工事 R1.10

大石建設㈱ 牧之原市 坂口川地震・高潮対策河川事業 R1.11

大豊建設㈱ 富士市
富士由比線県道橋梁改築
（新々富士川P5・P6橋脚）

R1.11

大豊建設㈱ 冨士市 ため池等整備 沼田新田地区消波工事 R1.11

㈱オーテック 御殿場市 ぐみ沢高架橋ONランプ鋼上部工工事 R1.11

㈱川島組 掛川市 橋梁耐震補強事業三谷田橋耐震補強 R1.12

㈱松下組 掛川市 高御所D緊急自然災害防止対策事業 R1.12

㈱オーテック 愛知県海部郡 飛島木場高架橋他１橋 R1.3

北川工業㈱ 島田市 473号橋梁改築（地域連携２A）地域高規格工事 R1.5

木部建設㈱ 岐阜県大野郡 境川発電所引水設備新築工事に伴う鉄筋工事 R1.5

㈲シンコウ 飯田市 三遠南信１号上部工鉄筋工事 R1.5

小林建設㈱ 御殿場市
新東名新駒門東第二高架橋他1橋

（鋼上部工）工事
R1.6

㈱今村工務店 横須賀市 三崎７号橋 R1.6

㈱オーテック 裾野市 栄橋上部工工事 R1.6
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施工実績(土木)

発注者 施工場所 工事名 着工日

㈱オーテック 中巨摩郡身延町 中部横断道新地沢川橋上部工事 R1.6

㈱白鳥建設 静岡市 1号清水立体清水IC第3高架橋東下部工事 R1.6

㈱鈴木組 掛川市 1号日坂高架橋下部補強工事 R1.6

㈱藤本組 島田市 1号島田金谷菊川IC構造物関連工事 R1.6

小林建設㈱ 愛知県海部郡 名古屋第二環状自動車道梅之郷第三高架橋他６橋 R1.7

小林建設㈱ 御殿場市 新東名高速道路 新駒門東第一高架橋他２橋 R1.8

㈱オーテック 駿東郡長泉町 黄瀬川橋床版工事 R1.8

㈱金田組 掛川市 高御所D県単急傾斜地崩壊対策工事 R1.8

㈱熊谷組 裾野市 東名高速道路元野橋他2橋耐震補強工事 R1.8

㈱グロージオ 島田市 姥ヶ谷地区急傾斜地工事 R1.9

㈱丸紅 藤枝市 新東名 藤枝岡部IC～島田金谷IC間６車線化 R1.9

石田土木㈱ 小山町 新東名高速道路川西工事谷ヶ山地区トンネル工事 R2.1

大山建設㈱ 小山町 138号須走地区床版工事須走1号橋・2号橋 R2.1

中村建設㈱ 島田市 １号島田金谷整備工事 R2.1

藤井建設㈱ 島田市 1号島田金谷線新大井川橋鋼上部工工事 R2.1

㈱磯部建設 菊川市
ため池群菊川地区内谷池整備1工事のうち洪水吐工・取水施設

工鉄筋加工及び組立
R2.10

㈱オーテック 島田市 新初瀬橋P1橋脚コンクリート巻き立て工事 R2.10
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施工実績(土木)

発注者 施工場所 工事名 着工日

㈱グロージオ 島田市 新大井川菊川橋梁補強 鉄筋加工・組立 R2.10

太田建設㈱ 島田市 1号島田金谷新大井川橋下部工事 R2.11

㈱オーテック 宮城県 気仙沼湾横断橋(只越大橋架替工事) R2.11

㈱増田組 御前崎市 新野川砂防工事(護岸修繕工) R2.11

中村建設㈱ 袋井市～磐田市 1号久能高架橋西橋補強工事 Ｒ2.4

㈱スガナミ 賀茂郡河原町 河津下田道路河津ＩＣランプ橋ＰＣ上部工事 Ｒ2.4

㈱藤本組 掛川市 配水施設関連事業原理配水池改修工事 Ｒ2.4

㈱オーテック 静岡市清水区 伊佐布高架橋上部工床版工事 Ｒ2.5

㈱オーテック 神奈川県
新東名高速道路溝之尾橋他
4橋（鋼上部工）工事 床版

Ｒ2.5

㈱丸紅 御殿場市
新東名高速道路御殿場ＩＣ～御殿場ＪＣＴ間

舗装工事
Ｒ2.5

大石建設㈱ 牧之原市 二級河川坂口谷川地震・高潮対策河川事業 Ｒ2.6

北川工業㈱ 神奈川県 新東名高速道路溝之尾橋他4橋(鋼上部工）工事 Ｒ2.6

中山建設㈱ 藤枝市～新城市 浜松管内交通安全整備工事 Ｒ2.6

㈱オーテック 神奈川県 横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ橋床版工事 Ｒ2.6

㈱鈴木組 掛川市 1号日坂伊達方地方区橋梁補強工事 Ｒ2.6

㈱ナカヤ 掛川市 1号三池橋下部補強工事 R2.7

鹿島道路㈱ 御殿場市 新東名高速道路杉名沢地区側道整備工事 Ｒ2.9
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施工実績(土木)

発注者 施工場所 工事名 着工日

北川工業㈱ 愛知県 23号蒲郡ＢＰ広石第3橋ＰＣ上部工事 Ｒ2.9

中山建設㈱ 島田市 1号島田金谷菊川地区整備工事 R2.9

㈱川島組 掛川市
ため池群整備ため池群

原谷川2期地区五明古池整備2工事
R3.1

㈱グロージオ 島田市 473号（2号橋下部工）鉄筋工事 R3.1

㈱白鳥建設 静岡市清水区 由比地区大久保道路整備工事 R3.1

㈱鈴恭組 掛川市 1号三池橋二俣袴線橋橋梁補強工事 R3.1

㈱増田組 御前崎市
ため池群整備ため池群

新野川2期地区塩ノ段池整備2工事
R3.1

㈱丸紅 島田市
(国)473号道路改築工事

(ボックスカルバート工)鉄筋工事一式
Ｒ3.2

㈱丸紅 島田市 (国)473橋梁改築工事（5橋A1橋台工） R3.2

大豊建設㈱ 島田市
大井川広域水道用水供給事業

川口取水工上水専用施設耐震補強工事
Ｒ3.3

岡村建設工業㈱ 袋井市
東名高速道村松高架橋他1橋
鉄橋補修工事の内、縁端拡幅工

R3.3

㈱グロージオ 島田市 1号島田金谷菊川道路建設工業 Ｒ3.3

KITAGAWA㈱ 神奈川県 新東名高速道路滝沢川橋他1橋（PC上部工）工事 R3.4

北川工業㈱ 神奈川県 新東名高速道路滝沢川橋他1橋（PC上部工）工事 R3.4

中村建設㈱ 掛川市～浜松市 1号安新西郷地区道路整備工事 R3.4

㈱ナカヤ 袋井市
静岡理工科大学土木工学科棟新築
及び周辺整備工事（道路）

R3.4

16



施工実績(土木)

新東名高速道路

谷ヶ山トンネル

横浜環状北西線

港北ランプ

歌川橋 (鋼上部工)

東西線亀岡トンネル

新駒門高架橋（鋼上部工）
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東名掛川IC

１号西郷IC

ＪＲ掛川

COCO’S くら寿司

掛川スーパー

東名高速道路 掛川ＩＣから車で約１５分
国道１号バイパス 西郷ＩＣから車で約５分


