【平成２７年度

工事請負契約等に係る入札参加停止等の運用状況一覧表】

業者名

㈱クボタ

所在地

入札参加停止等期間

大阪市浪速区敷津東一丁目２番
４７号

平成２７年 ４月２５日から
平成２７年１０月２４日まで
（６カ月）

該当事項

別表第２第４号
（独占禁止法違反
行為）に該当
日本車輌製造㈱

㈱リサイクルクリーン

須山建設㈱

三菱電機ビルテクノサービス㈱

名古屋市熱田区三本松町１番１
号

平成２７年 ４月２５日から
平成２７年 ７月２４日まで
（３カ月）

理由
農業協同組合等発注の特定農業施設工事について、
受注価格の低落防止等を図るため、受注予定者を決
定し、受注予定者が受注できるようにすることによ
り、公共の利益に反して、農業協同組合等発注の特
定農業施設工事の取引分野における競争を実質的に
制限していたことは、独占禁止法に違反する行為で
あるとして、公正取引委員会より違反事実の認定を
受けたため。
なお、両者は、課徴金減免制度の適用事業者として
公表されている。

ー

別表第１第７号
（安全管理措置の
不適切により生じ
た工事等関係者事
故）に該当

平成２７年４月９日、「平成２６年度市単独
国県道整備事業（一）鮎釣東雲名春野線道路改良工
事（小川）」において、作業員が単管パイプで小指
を挟んで、指先を切断する負傷事故を発生させたた
め。
※平成２７年５月８日に文書注意。

浜松市中区布橋二丁目６番１号

ー

別表第１第５号
（安全管理措置の
不適切により生じ
た公衆損害事故）
に該当

平成２７年４月２３日、「平成２６年度 社資交重
（防）浸西公共第１号安間川左岸第二排水区雨水
きょ築造工事（第１工区）」において、到達立抗掘
削のため、バックホウにて掘削を行っていたとこ
ろ、バックホウのバケットが下水道管に接触し、管
を破損させる事故を発生させたため。
※平成２７年５月１８日に口頭注意。

東京都千代田区有楽町１−７−
１

平成２７年 ６月９日から
平成２７年 ７月８日まで
（１カ月）

別表第２第１０号
（不正又は不誠実
な行為）に該当

平成２６年１月８日、神奈川県川崎市の駅構内のエ
スカレータが急停止し、１１人が骨折などの重軽傷
を負った事故に関し、平成２７年３月３１日、必要
な保守点検業務を怠ったとして、従業員が川崎区検
察庁により略式起訴され、４月６日付けで川崎簡易
裁判所から罰金５０万円の略式命令を受けたため。

浜松市天竜区二俣町二俣４１
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【平成２７年度
業者名

須山建設㈱

工事請負契約等に係る入札参加停止等の運用状況一覧表】
所在地

浜松市中区布橋二丁目６番１号

愛管㈱

浜松市北区都田町８５０１−２

エネジン株式会社

浜松市中区高林五丁目６番３１
号

川嶋工務店㈱

浜松市西区舞阪町舞阪４４３８
番地

入札参加停止等期間

理由

ー

別表第１第７号
（安全管理措置の
不適切により生じ
た工事等関係者事
故）に該当

平成２７年６月１５日、「平成２６年度防災・安全
交付金（街路）事業（都）植松和地線（野口工区）
道路改良工事」において、玉掛作業員が、落下した
円形側溝に両足を挟まれ骨折する負傷事項を発生さ
せたため。
※平成２７年７月１３日に口頭注意。

ー

別表第１第５号
（安全管理措置の
不適切により生じ
た公衆損害事故）
に該当

平成２７年７月７日、「平成２６年度浜松市立可美
中学校体育館改築工事（機械設備工事）」におい
て、下水道取付管設置工事の際、下水道本管(VUφ
200mm)を破損させたため。
※平成２７年８月３日に口頭注意。

平成２７年 ８月２７日から 別表第２第１０号
平成２７年 ９月２６日まで （不正又は不誠実
（１カ月）
な行為）に該当

平成２７年８月２１日執行「天竜学校給食センター
プロパンガスバルクローリー供給 単価契約 （平
成27年10月1日〜平成28年3月31日）」の指名競争入
札において、落札したにもかかわらず契約を辞退し
たため。

別表第１第７号
（安全管理措置の
不適切により生じ
た工事等関係者事
故）に該当

平成２７年９月１０日、「舞阪協働センター雨漏り
等修繕工事」において、屋根のシール仮止め作業を
開始しようとしたところ、作業員が滑り落ち、左腕
の脱臼・骨折、鼻骨の骨折及び顔面を裂傷する負傷
事故を発生させたため。
※平成２７年１０月５日に文書注意。

ー

㈲浜松日化

該当事項

浜松市中区泉四丁目１６番２９
号

2/6

【平成２７年度
業者名

工事請負契約等に係る入札参加停止等の運用状況一覧表】
所在地

入札参加停止等期間

該当事項

別表第１第５号
（安全管理措置の
不適切により生じ
た公衆損害事故）
に該当

協同建材㈱

浜松市南区若林町２５８２

ー

三機工業㈱

東京都中央区明石町８−１

平成２７年１１月１４日から
平成２８年 ２月１３日まで
（３カ月）
別表第２第４号
（独占禁止法違反
行為）に該当

新菱冷熱工業㈱

㈲入野伊藤建設

日管㈱

東京都新宿区四谷２−４

浜松市西区入野町６１９７−２

浜松市中区池町２２０−４

平成２７年１１月１４日から
平成２８年 ５月１３日まで
（６カ月）

理由
平成２７年１０月１４日、「平成２７年度 浜松市
立富塚小学校校舎棟他１校屋上防水改修工事」にお
いて、アルミ笠木を取り外し中、笠木の受け金具を
落下させ、駐車してあった自家用車を損傷させたた
め。
※平成２７年１０月３０日に口頭注意。

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発
注した北陸新幹線消融雪設備工事において、平成２
７年１０月９日、独占禁止法第３条の規定に違反す
る行為を行ったとして、公正取引委員会から排除措
置命令を受けたため。
なお、三機工業株式会社は、課徴金減免制度の適
用事業者として公表されている。

ー

別表第１第５号
（安全管理措置の
不適切により生じ
た公衆損害事故）
に該当

平成２７年１０月３０日、「高塚駅北口宅地整地及
び駐輪場施設整備工事」において、施工箇所場内
で、４ｔダンプが車両の向きを変えようと後退した
際、現場北側のフェンス支柱に衝突し、フェンス及
びブロックを破損させたため。
※平成２７年１２月1日に口頭注意。

ー

別表第１第５号
（安全管理措置の
不適切により生じ
た公衆損害事故）
に該当

平成２７年１１月１８日、「平成２７年度水管耐第
１１号（債務）南部幹線耐震化その２工事」におい
て、埋設配管するため、掘削に先立って舗装を切断
し交通解放していたところ、舗装切片が離脱し、現
場を通りかかった軽乗用車の右前輪、右後輪のタイ
ヤがパンクする事故を発生させたため。
※平成２７年１２月４日に口頭注意。
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【平成２７年度
業者名

泉設備㈱

㈲メット

工事請負契約等に係る入札参加停止等の運用状況一覧表】
所在地

浜松市中区泉三丁目１５−１

浜松市東区中野町３０２９−１

㈱フジヤマ

浜松市中区元城町２１６−１９

機動建設工業㈱

大阪府大阪市福島区福島四丁目
６番３１号

入札参加停止等期間

該当事項

理由

ー

別表第１第２号
（過失による粗雑
工事等）に該当

平成２７年１２月７日、「平成２７年度浜松市立北
図書館ガス管・給水管改修工事」において、新設し
た屋外給水管を屋内既存給水管に接続する作業にお
いて、誤って既存の空調用排水管に接続し、送水し
たことにより、天井内の空調機から漏水し、その下
の天井ボード、火災報知設備感知器及び図書・備品
類を汚損させたため。
※平成２７年１２月１８日に文書注意。

ー

別表第１第５号
（安全管理措置の
不適切により生じ
た公衆損害事故）
に該当

平成２７年１２月１１日、「平成２７年度単独第１
１号西遠処理区佐鳴第４処理分区枝線管きょ築造工
事（その２）」において、下水道管を埋設するため
に道路を掘削中、既設水道管のソケット部にバック
ホウのバケットが接触し、水道管を破損させる事故
を発生させた。事故発生後、独自の判断で補修を実
施し、補修後の報告であったため。
※平成２８年１月８日に文書注意。

ー

別表第１第７号
（安全管理措置の
不適切により生じ
た工事等関係者事
故）に該当

平成２７年１２月２３日、「平成２６年度国県道整
備事業（国）１５２号水窪地区地質調査業務委託」
において、ボーリング調査を実施中、コア採取のた
め、打ち込みサンプリング機器のロッドのネジの緩
みを締めている際に、誤ってハンマーを落下させ、
ハンマーとノッキングヘッドの間に左手親指を挟ま
れる負傷事故を発生させたため。
※平成２８年１月８日に口頭注意。

平成２８年 １月１５日から
別表第２第３号
平成２８年 ２月１４日まで
（贈賄）に該当
（１カ月）
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京都府長岡京市が発注した配水池補修工事におい
て、便宜を受けた見返りに同市職員に対し、現金２
０万円を渡したとして、平成２７年１２月７日に、
事業部次長が贈賄容疑で逮捕されたため。

【平成２７年度
業者名

㈱ＮＪＳ

三井住友建設㈱

㈱クリタス

大石建設㈱

工事請負契約等に係る入札参加停止等の運用状況一覧表】
所在地

入札参加停止等期間

該当事項

理由

平成２８年 １月２１日から 別表第２第６号
平成２８年 ７月２０日まで （競売入札妨害又
（６カ月）
は談合）に該当

千葉市が発注した下水道処理施設の設計業務委託の
入札において、同市職員から予定価格の教示を受け
ていたとして、平成２８年１月７日、公契約関係競
売等妨害の容疑で使用人が逮捕されたため。

平成２８年 １月２２日から 別表第２第８号
平成２８年 ２月２１日まで （建設業法違反行
（１カ月）
為）に該当

横浜市都筑区において施工したマンション建築のく
い施工工事において、１次下請け業者の㈱日立ハイ
テクノロジーズ及び２次下請け業者の旭化成建材㈱
が、いずれも工事現場に専任の主任技術者を設置せ
ず、また、㈱日立ハイテクノロジーズが同社から請
負ったくい施工工事を旭化成建材㈱に一括して請負
わせていたことを認識しながら、建設業法の規定に
違反しないよう当該下請負人らの指導に努めること
等を行っていなかった。このことは、建設業法第２
４条の６に違反し、平成２８年１月１３日に関東地
方整備局より建設業法違反に基づく監督処分を受け
たため。

東京都豊島区南池袋一丁目１１
−２２

平成２８年 ２月１３日から 別表第１第４号
平成２８年 ２月２６日まで （契約違反）に該
（２週間）
当

浜松市発注の「平成２７年度 浜松市天竜衛生セン
ターシーケンサ設備整備工事」において、工期が平
成２７年１２月２５日までであったにも係わらず、
工事の完成を平成２８年２月１日まで遅延させたた
め。

浜松市天竜区佐久間町大井２２
５９

別表第１第５号
平成２８年 ２月２７日から
（安全管理措置の
平成２８年 ３月１１日まで
不適切により生じ
（２週間）
た公衆損害事故）

浜松市発注の「平成２６年度 防災・安全交付金
（ﾄﾝﾈﾙ修繕）事業（国）１５２号西川隧道道路維持
修繕工事」において、トンネル空洞に予定数量の６
倍を超すウレタンを注入したため、ウレタンが焦
げ、異臭が発生し周辺住民の日常生活に影響を及ぼ
す事故を発生させたため。

東京都新宿区富久町６番８号

東京都中央区佃二丁目１番６号
リバーシティＭ−ＳＱＵＡＲＥ
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【平成２７年度
業者名

工事請負契約等に係る入札参加停止等の運用状況一覧表】
所在地

㈱ＮＩＰＰＯ

東京都中央区八重洲一丁目２−
１６

前田道路㈱

東京都品川区大崎一丁目１１−
３

大成ロテック㈱

東京都新宿区西新宿８−１７−
１

大林道路㈱

東京都千代田区猿楽町２−８−
８

東亜道路工業㈱

東京都港区六本木七丁目３−７

㈱佐藤渡辺

東京都港区南麻布一丁目１８−
４

㈱ガイアートＴ・Ｋ

東京都新宿区新小川町８番２７
号

入札参加停止等期間

該当事項

平成２８年 ３月１８日から 別表第２第４号
平成２８年 ９月１７日まで （独占禁止法違反
行為）に該当
（６カ月）

※入札参加停止期間中は、下請負についても禁止します。
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理由

公正取引委員会は、東日本高速道路株式会社東北支
社が発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧工事
の入札談合について、独占禁止法に違反する犯罪が
あったと思料して、同法第７４条第１項の規定に基
づき、平成２８年２月２９日、検事総長に告発した
ため。

