
No. 措 置 日 名　称（商号） 所在地 要　　　　　件 備　　考

1

R4.4.21 辻井組 有田川町 R4.4.22～R4.5.21 １か月間 　有田振興局建設部発注の沼谷川砂防（砂防）工事に
おいて、令和４年１月２９日に、不適切な安全管理措置
を行い、従業員１名に全治約５か月を要する負傷を生
じさせたため。

別表１・４・（２）・ア

2

R4.5.19 海南設備工事株式会社 海南市 R4.5.20～R5.5.19 １２か月間 　令和４年３月１７日、同社の社員が、海南市発注の工
事に関し、贈賄罪で和歌山地方検察庁に起訴された
ため。

別表２・１・（２）

3

R4.5.31 アイサワ工業株式会社 岡山県岡山市 R4.6.1～R5.5.31 １２か月間 　令和４年５月１０日、同社の顧問が、防衛省近畿中部
防衛局発注の工事に関し、公契約関係競売等妨害罪
の疑いで愛知県警に逮捕されたため。

別表２・３・（３）

4

R4.6.13 大成建設株式会社 東京都新宿区 R4.6.14～R4.9.13 3か月間 　同社が代表を務めるJVが元請けとして施工していた
宮崎県宮崎市内の病院建設工事に係るコンクリート圧
送作業について、下請のコンクリート圧送業者が不適
切な作業計画を作成したにもかかわらず、JVは適合す
る計画に変更するよう下請業者に指導しなかった。そ
の後、不適切な作業計画に基づき行われたコンクリー
ト圧送作業において、下請業者の作業員1名が死亡す
る事故が発生した。
　このことについて、同社が令和４年３月１５日、宮崎労
働基準監督署から労働安全衛生法違反の疑いで宮崎
地検に書類送検されたため。

別表２・７・（３）

5

R4.6.13 株式会社錢高組 大阪府大阪市 R4.6.14～R5.6.13 １２か月間 　令和４年５月３１日、同社の元名古屋支店長が、防衛
省近畿中部防衛局発注の工事に関し、公契約関係競
売等妨害の罪で名古屋地方検察庁により在宅起訴さ
れたため。

別表２・３・（３）

6

R4.7.15 株式会社西原環境 東京都港区 R4.7.16～R4.10.15 3か月間 　令和４年５月２３日、同社が愛知県豊橋市のいずみ
が丘処理場内における保守作業において、作業員に
必要な安全措置を講じなかったとして、労働安全衛生
法違反により、豊橋簡易裁判所から罰金刑の略式命
令を受けたため。

別表２・７・（３）
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7

R4.8.2 株式会社三匠 海南市 R4.8.3～R4.11.2 3か月間 　那賀振興局建設部発注の国道424号（阿弥陀高架
橋）外交付金道路保全点検業務において、令和２年９
月１０日に、同社の従業員１名が負傷する労働災害が
発生した。これに関して、同社が和歌山労働基準監督
署長に対し、労働安全衛生法に定める労働者死傷病
報告書を遅滞なく提出しなかった疑いがあるとして、令
和４年６月１０日、和歌山労働基準監督署より和歌山地
方検察庁に同社及び同社代表取締役が書類送検さ
れたため。

別表２・７・（３）

8

R4.8.2 長岡組 かつらぎ町 R4.8.3～R4.11.2 3か月間 　伊都振興局建設部発注の国道370号道路改良工事
において、令和４年２月９日、長岡組の作業員１名が死
亡する災害が発生した。これに関して、労働安全衛生
法では、あらかじめ作業計画を定め、かつ、当該計画
により作業を行わなければならないと規定されていると
ころ、災害現場において、このような措置が講じられて
いなかった疑いがあるとして、令和４年６月２４日、橋本
労働基準監督署より和歌山地方検察庁に長岡組の代
表者及び作業員２名が書類送検されたため。

別表２・７・（３）

9
R4.8.8 株式会社淺沼組 大阪府大阪市 R4.8.9～R5.8.8 12か月間 　令和４年７月２６日、同社の元千葉営業所長が、千葉

県市川市発注の工事に関し、公契約関係競売等妨害
罪の疑いで千葉県警に逮捕されたため。

別表２・３・（３）

10

R4.8.18 株式会社山田綜合設計 大阪府大阪市 R4.8.19～R4.11.18 3か月間 　同社及び同社代表取締役が、令和２年６月１６日から
同年７月１５日までの間、労働者１名に対して法定の労
働時間を延長して労働させながら、通常の労働時間の
賃金の計算額の２割５分以上の率で計算した割増賃
金を所定支払日に支払わなかったとして、令和４年６
月１４日、労働基準法第３７条第１項違反により大阪労
働局から書類送検されたため。

別表２・７・（３）
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11

R4.8.30 株式会社本間組 新潟県新潟市 R4.8.31～R4.11.30 3か月間 　同社が施工する新潟県新潟市内の防波堤嵩上げ工
事において、令和３年６月２４日、下請業者の労働者１
名が死亡する災害が発生した。
　これに関して、労働安全衛生法では、つり足場につ
いて、その動揺又は転位を防止する措置を講じた上で
使用することとしているが、災害発生時に、こうした措
置が講じられていないつり足場が使用されていた疑い
等があるとして、令和４年６月１日、新潟労働基準監督
署より新潟地方検察庁に同社及び同社の現場所長が
書類送検されたため。

別表２・７・（３）

12
R4.9.15 中井建設 有田市 R4.9.16～R4.10.15 1か月間 有田振興局建設部発注の工事において、契約違反

（22日間の履行遅滞）があったため
別表１・２・（３）・ウ

13
R4.10.25 株式会社ゴセケン 奈良県御所市 R4.10.26～R5.4.25 6か月間 　令和４年１０月１１日、同社の元会長及び元社長が、

奈良県御所市発注の火葬場建設工事に関し、贈賄の
罪で大阪地検特捜部により在宅起訴されたため。

別表2・１・（３）

14

R4.11.14 小林電建株式会社 和歌山市 R4.11.15～R5.3.14 4か月間 　海南市発注の工事に関し、同社の元取締役が、贈賄
罪に該当するとして懲役１０月 執行猶予３年の判決を
受け、刑が確定した事から、建設業法第２８条第１項第
３号の規定に該当するとして、令和４年１０月３１日、建
設業法に基づく営業停止処分を受けたため。

別表2・５・（２）イ

15

R4.11.14 中村設備工業株式会社 和歌山市 R4.11.15～R5.2.14 3か月間 　同社及び同社前社長が、法人税や消費税等を脱税
したとして、令和４年１０月２７日、法人税法違反及び消
費税法違反等の罪で和歌山地方検察庁に起訴された
ため。

別表２・７・（２）

16

R5.1.27 五洋建設株式会社 東京都文京区 R5.1.28～R5.4.27 3か月間 　同社が施工する「新名神高速道路大津ジャンクション
東工事」において、令和３年７月２９日、下請業者の作
業員１名が高所作業車から転落し負傷する災害が発
生した。
　これに関して、労働安全衛生法では、遅滞なく労働
者死傷病報告書を提出しなければならないとされてい
るところ、令和３年８月１９日に至るまで提出しなかった
として、同社の従業員が、労働安全衛生法違反によ
り、令和４年１２月２２日、大津簡易裁判所から罰金刑
の略式命令を受け、その刑が確定したため。

別表２・７・（３）
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17

R5.2.14 長岡組 かつらぎ町 R5.2.15～R5.5.14 3か月間 　長岡組は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１
４条第５項第２号イに規定する同法第７条第５項第４号
ニの欠格要件に該当するとして、令和５年２月１日付け
で、産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消されたた
め。

別表２・７・（３）

18
水道機工株式会社 東京都世田谷

区

19
株式会社水機テクノス 東京都世田谷

区

20

R5.3.6 日本環境開発株式会社 新宮市 R5.3.7～R5.6.6 3か月間 　同社の役員が、三重県発注の鵜殿港海岸災害復旧
工事に関し、同社を同工事の一次下請けに参入させる
ために、三重県熊野建設事務所職員を脅して災害復
旧工事の内容を変更させたとして、令和５年２月２０
日、職務強要の容疑で三重県警に逮捕されたため。

別表２・９・（２）

21

R5.3.20 日本環境開発株式会社 新宮市 No.20の入札参加資格
停止措置の解除

解除 R5.3.6～の入札参加資格停止措置を解除。
　同社の役員が、令和５年２月２０日に職務強要の容
疑で三重県警に逮捕された被疑事件において、令和
５年３月１３日に不起訴処分となったため。

第７条第７号

R5.2.28 R5.3.1～R5.5.31 3か月間 　当該入札参加者資格者が、令和５年２月１０日付け
で、国土交通省関東地方整備局長から建設業法第２８
条第１項に基づく指示処分及び同条第３項に基づく営
業停止処分を受けたため。

別表２・５・（２）ウ
別表２・７・（３）
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