【平成２８年度
業者名

鈴木組㈱

㈱中村土木建設

小笠原マル曻株式会社

西遠建設㈱

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

浜松市中区神田町１５２２

愛知県東海市大田町松崎３３１
番地１

浜松市北区初生町９２２番地の
３

浜松市南区富屋町１５３番地

入札参加停止等期間

該当事項

理由

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２８年２月２６日（金）、「平成２７年度市単
独道路維持修繕事業（一）二俣浜松線舗装修繕工
事」において、バイクが北方向へ走行中、新設舗装
左端を走行し、縁端処理未施工部分に進入したとこ
ろ転倒し、負傷する事故を発生させたため。
※平成２８年４月１日に文書注意。

平成２８年 ４月１５日から
平成２８年 ５月１４日まで
（１カ月）

平成２１年３月１日から平成２７年１１月９日まで
の複数回にわたり、経営事項審査を受けずに、その
間に複数の公共工事（建設業法施行令第２７条の１
別表第２第８号
３に規定する工事）の請負契約を締結していた。
（建設業法違反行
このことが、建設業法第２７条の２３第１項に違反
為）に該当
するとして、平成２８年３月２９日に中部地方整備
局から営業停止処分を受けたため。

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２８年３月３０日（水）、「平成２７年度 改
良第７号 新・産業集約エリア汚水幹線管きょ改良
工事（その３）」において、推進工法にて下水道管
（φ400㎜）の推進作業中、既設水道管（鋼管φ65
㎜）に掘進機が接触し破損させたため。
※平成２８年４月２７日に口頭注意。

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２８年４月１９日（火）、「平成27度防災・安
全交付金（県・舗装修繕）事業 （一）舞阪竜洋線
舗装修繕工事」において、表層工を実施するため段
差すりつけ撤去作業中であったバックホウ0.15㎡級
と交通誘導員が接触して誘導員が右足関節を骨折す
る事故を発生させたため。
※平成２８年５月１８日に口頭注意。
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【平成２８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

㈱トーエネック

愛知県名古屋市中区栄一丁目
２０番３１号

中村建設㈱

浜松市中区中沢町７１番地の
２３

入札参加停止等期間

平成２８年 ６月 ４日から
平成２８年 ７月 ３日まで
（１カ月）

浜松市中区神田町１５２２

富士通㈱

東京都港区東新橋１－５－２

日本電気㈱

エフ・正光建設㈱

平成２８年５月２０日（金）、「平成２６年度浜松
市井伊谷小学校北校舎改築工事（建築工事）」にお
いて、作業員が１階職員昇降口庇のパネルを外部足
場から取付け作業中にめまいをおこし、1.5ｍ下の
コンクリート面に落下し両橈骨及び鼻骨を骨折する
負傷事故を発生させたため。
※平成２８年６月１３日に口頭注意。

平成２８年 ７月２２日から
平成２８年１０月２１日まで
（３カ月）

東京電力株式会社（現在は東京電力ホールディング
ス株式会社）が発注する特定電力保安通信用機器の
納入に関し、独占禁止法第３条（不当な取引制限の
別表第２第４号
禁止）に違反する行為を行っていたとして、平成
（独占禁止法違反
２８年７月１２日公正取引委員会から違反事実の認
行為）に該当
定をされたため。
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

平成２８年 ９月１０日から
平成２８年 ９月２３日まで
（２週間）

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

東京都港区芝五丁目７番１号

浜松市天竜区水窪町奥領家
３６５８番地の４０

理由

三重県及び三重県企業庁が発注した電気工事におい
て、建設業法第３条第１項の許可を受けないで建設
業を営む者と、同法施行令第１条の２第１項で定め
別表第２第８号
る軽微な建設工事の範囲を超える請負金額をもって
（建設業法違反行
下請契約を締結したことについて、国土交通省中部
為）に該当
地方整備局長より、平成２８年５月１６日に同法第
２８条第３項の規定に基づく監督処分（営業停止７
日間）を受けたため。

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

ー
鈴木組㈱

該当事項
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平成２８年２月２２日、「平成２７年災 林道施設
災害復旧事業林道白倉山線災害復旧工事」の完成検
査準備中に、二次下請業者の作業員がモルタル吹付
最上部から転落し死亡する事故を発生させ、浜松労
働基準監督署から平成２８年８月２５日に是正勧告
を受けたため。

【平成２８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

理由

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２８年８月３日、「平成２８年度市単独道路維
持修繕事業（県）和地山曳馬停車場線舗装修繕工
事」において、搬入箇所が坂であるにもかかわらず
荷卸しを行ったため、荷台の切削機が滑落し民家の
擁壁上フェンスと通行していた一般車両に接触し破
損させたため。
※平成２８年１０月５日に口頭注意。

ナカムラ道路㈱

浜松市中区住吉五丁目２６番
３６号

セーフティ工業㈱

浜松市中区高丘西二丁目２２番
２号

平成２８年１０月 ６日から
平成２８年１１月 ５日まで
（１カ月）

平成２８年９月２３日執行「平成２８年度 水改移
別表第２第１０号 第２号 大山町地内配水管移設工事」の指名競争入
（不正又は不誠実 札において、落札したにもかかわらず、平成２８年
な行為）に該当 ９月２７日に工事の施工体制が整わないことを理由
として契約を辞退したため。

東京都文京区後楽一丁目７番
２７号

平成２８年１０月 ７日から
平成２９年 １月 ６日まで
（３カ月）

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について、独
別表第２第４号
占禁止法第３条（不当な取引制限の禁止）の規定に
（独占禁止法違反
違反する行為を行っていたとして、公正取引委員会
行為）に該当
より平成２８年９月６日、独占禁止法の規定に基づ
く排除措置命令をうけたため。

鹿島道路㈱

㈱エフワンエヌ

大阪府茨木市星見町２２番の
１１

平成２８年１０月 ７日から
平成２８年１１月 ６日まで
（１カ月）
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別表第２第８号
（建設業法違反行
為）及び別表第２
第１０号（不正又
は不誠実な行為）
に該当

平成２６年２月２４日、民間企業の本社ビルの屋上
防水工事の現場において、工事施工中に生じた工事
関係者の死傷事故に関し、労働安全衛生法違反によ
り平成２８年３月３日に神戸簡易裁判所から罰金の
略式命令を受け、平成２８年３月２３日に刑が確定
したため。
また、以上の理由により国土交通省近畿地方整備
局から、平成２８年９月１２日に、建設業法第２８
条第１項第３号に基づく監督処分（営業停止３日
間）をうけたため。

【平成２８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

前田道路㈱

東京都品川区大崎一丁１１番３
号

大成ロテック㈱

東京都新宿区西新宿八丁目１７
番１号

東亜道路工業㈱

東京都港区六本木七丁目３番７
号

鹿島道路㈱

東京都文京区後楽一丁目７番
２７号

大林道路㈱

東京都千代田区猿楽町二丁目８
番８号

㈱ＮＩＰＰＯ

東京都中央区八重洲一丁目２番
１６号

㈱花澤工務店

瀧上工業㈱

浜松市東区西ヶ崎町５５番地の
６

愛知県半田市神明町一丁目１番
地

入札参加停止等期間

平成２８年１０月１３日から
平成２９年 ４月１２日まで
（６カ月）

平成２８年１０月１３日から
平成２９年 １月１２日まで
（３カ月）

ー

平成２８年１０月２８日から
平成２８年１１月２７日まで
（１カ月）
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該当事項

理由

公正取引委員会は、東日本高速道路株式会社関東支
社が発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧工事
の入札参加業者に対し、独占禁止法第３条（不当な
取引制限の禁止）の規定に違反する行為を行ってい
別表第２第４号
たとして、平成２８年９月２１日、独占禁止法の規
（独占禁止法違反
定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行っ
行為）に該当
たため。
なお、鹿島道路㈱、大林道路㈱、㈱ＮＩＰＰＯは、
課徴金減免制度の適用事業者として公表されてい
る。

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２８年１０月１日、「平成２７年度防災・安全
交付金事業（都）有玉南中田島線道路築造工事（十
軒工区）」において、仮置きしてあった砕石をバッ
クホウでダンプへ積み込む作業をしていたところ、
旋回中に運転操作を誤りアーム部分を遠州鉄道の橋
脚へ接触させ、躯体の一部を欠損させたため。
※平成２８年１０月２５日に口頭注意。

別表第２第３号
（賄賂）に該当

国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所発注
の橋梁工事において、平成２８年７月～８月、落札
について便宜を図ってもらう目的で、同事務所工務
第２課長に対し十数回にわたり飲食接待を行ったと
して、営業副本部長兼東京支店長ら３名が平成２８
年９月３０日、愛知県警に贈賄の疑いで逮捕された
ため。

【平成２８年度
業者名

東海アーバン開発㈱

森田建設㈱

㈱竜栄組

Ｅ．ＴＳＳ㈱

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

浜松市中区城北一丁目３番１８
号

浜松市浜北区宮口３６３０番地
の５

入札参加停止等期間

該当事項

理由

ー

平成２８年１０月１８日、「平成28年度 浜松市立
積志中学校校舎北棟外壁改修工事」において、解体
別表第１第７号 した足場資材のトラッククレーン（3t）による積込
（安全管理措置の みを作業員1名にて行っていたところ、資材を積み
不適切により生じ 終え荷台から降りる際に体の一部が積み込んだ資材
た工事等関係者事 に当たり、バランスを崩した単管パイプが落下して
故）に該当
作業員の右側後頭部（ヘルメット着用部分）に接触
する事故を発生させたため。
※平成２８年１０月３１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

浜松市天竜区龍山町大嶺５９２
番地

平成２８年１１月３０日から
平成２８年１２月２９日まで
（１カ月）

浜松市西区湖東町５７５０番地
の２

平成２８年１２月２日から
平成２９年１月１日まで
（１カ月）
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平成２８年１０月３０日、「平成２８年度 防災・
安全交付金（舗装修繕）事業（一）二俣浜 松線舗
装修繕工事」において、段差擦り付け区間や注意喚
起が不十分であったため、走行中の自 動車２台の
底部を破損させたため。
※平成２８年１１月２９日に口頭注意

平成２６年８月２６日に契約し施工した、「平成２
６年度 美しい森林づくり基盤整備交付金事業 林
道尾曲線開設工事」の工事場所において、平成２８
年７月１９日、コンクリート舗装のひび割れや上層
別表第１第２号
部の剥離が多数発見された。
（過失による粗雑
調査の結果、本来コンクリートを１層で打設しなけ
工事等）に該当
ればならないところ２層で打設するなど、設計とは
違う施工が行われたことによる粗雑工事であると判
断したため。

平成２８年９月２０日に契約し施工した「小豆餅公
園外19公園遊具改修工事」において修繕したブラン
別表第１第２号
コで、平成２８年１０月２２日、女児が遊んでいた
（過失による粗雑
際に鎖に緩みが生じ、ブランコ右側吊り部材のフッ
工事等）に該当
クが外れ、落下したフックが遊んでいた女児の額に
当たって負傷する事故を発生させたため。

【平成２８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

㈱片平エンジニアリング

㈱トーエネック

東亜建設工業㈱

所在地

入札参加停止等期間

東京都文京区小石川二丁目２２
番２号

平成２８年１２月１３日から
平成２９年１月１２日まで
（１カ月）

愛知県名古屋市中区栄一丁目
２０番３１号

東京都新宿区西新宿三丁目７番
１号

平成２８年１２月１７日から
平成２９年 １月１６日まで
（１カ月）

平成２８年１２月１７日から
平成２９年 １月１６日まで
（１カ月）
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該当事項

理由

中日本高速道路株式会社が発注した、東名高速道路
のコンクリート橋の剥落防止対策工事において、使
別表第２第１０号
用人が工事の設計金額に関する情報を特定業者に漏
（不正又は不誠実
えいしていたとして、不正競争防止法違反の罪で平
な行為）に該当
成２８年１１月２日、横浜簡易裁判所により略式起
訴され罰金刑を受けたため。

愛知県海部郡飛鳥村内の太陽光発電設備設置工事に
おいて、平成２７年９月２日、作業員が倉庫屋根上
で太陽光パネルを設置する作業中に墜落し死亡する
事故が発生した。この件について労働者に危険を及
ぼす恐れがあったにも関わらず、労働災害を防止す
別表第２第１０号
るための必要な措置を講じていなかったとして、労
（不正又は不誠実
働安全衛生法違反により、罰金の略式命令を受け、
な行為）に該当
その刑が確定したため。
また、当該事実を受けて、国土交通省中部地方整備
局が平成２８年１１月７日、建設業法第２８条第１
項に基づく監督処分（指示）を行ったため。

国土交通省関東地方整備局発注の東京国際空港、四
国地方整備局発注の松山空港及び九州地方整備局発
注の福岡空港の地盤改良工事における、バルーンク
ラウト工法を用いた地盤改良の薬液注入等において
粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な
瑕疵を生じさせた。
また、関東地方整備局が発注した東京国際空港の地
別表第２第８号
盤改良工事について、発注者に対しバルーンクラウ
（建設業法違反行
ト工法への工法決定承諾を得るために行った実証実
為）に該当
験結果報告において、データ改ざん等による虚偽の
報告を行った。
国土交通省関東地方整備局が、上記事実を受けて、
平成２８年１１月１７日、建設業法第２８条第３項
に基づく監督処分（営業停止２５日間）を行ったた
め。

【平成２８年度
業者名

東亜建設工業㈱

飛島建設㈱

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１２月１７日から
平成２９年 １月１６日まで
（１カ月）

別表第２第３号
（賄賂）に該当

鉄筋コンクリートの耐震性能を分析する大阪大学と
の共同研究をめぐり、便宜を受けた見返りとして大
阪大大学院工学研究科教授に現金を渡していたとし
て、平成２８年 １１月１５日、贈賄容疑で大阪府
警が２社の使用人を逮捕したため。

別表第２第３号
（賄賂）に該当

農林水産省東北農政局発注の水門復旧工事につい
て、平成26年10月～11月頃、便宜を受けた見返り
に、同局仙台東土地改良建設事業所工事第３課長に
対し仙台市内で計10数万円相当の飲食や宿泊などの
接待を行ったとして、山形県警が、平成28年11月28
日、贈賄の疑いで、元東北営業所長（現広島営業所
長）を逮捕したため。

東京都新宿区西新宿三丁目７番
１号

神奈川県川崎市高津区坂戸三丁
目２番１号

開成工業㈱

熊本県熊本市北区植木町石川４
５０番地の１

平成２８年１２月２２日から
平成２９年１月２１日まで
（１カ月）

㈱奥村組

大阪府大阪市阿倍野区松崎町二
丁目２番２号

平成２８年１２月２２日から
平成２９年１月２１日まで
（１カ月）

国土交通省中部地方整備局発注のトンネル工事の入
別表第２第１０号 札について、平成24年1月、同局道路工事課長補佐
（不正又は不誠実 から落札について便宜を受けたとして、愛知県警
な行為）に該当 が、平成28年12月3日、入札談合等関与行為防止法
違反の疑いで、元社員を逮捕したため。

富山県南砺市苗島４６１０番地

平成２９年１月１９日から
平成２９年２月１８日まで
（１カ月）

元名古屋営業所長が、平成２８年３月、中部地方整
備局岐阜国道事務所の職員（建設監督官）に同事務
別表第２第１０号
所発注橋梁工事の落札業者が提出した技術提案書を
（不正又は不誠実
見せるように唆し、資料の提供を受けたとして、平
な行為）に該当
成２８年１２月６日、国家公務員法違反（唆し）の
罪で名古屋地検に略式起訴されたため。

川田工業㈱
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【平成２８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

㈱富士通ゼネラル

神奈川県川崎市高津区末長３丁
目３番１７号

平成２９年３月１日から
平成３０年８月３１日まで
（１８カ月）

沖電気工業㈱

東京都港区芝浦四丁目１０番１
６号

平成２９年３月１日から
平成２９年１１月３０日まで
（９カ月）

日本無線㈱

東京都三鷹市下連雀５丁目１番
１号

平成２９年３月１日から
平成２９年１１月３０日まで
（９カ月）

㈱日立国際電気

東京都港区西新橋２－１５－１
２

平成２９年３月１日から
平成２９年１１月３０日まで
（９カ月）

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目７番１号

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中
四丁目１番１号

平成２９年３月４日から
平成２９年６月３日まで
（３カ月）

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目７番１号

平成２９年３月４日から
平成２９年９月３日まで
（６カ月）

平成２９年３月１日から
平成２９年８月３１日まで
（６カ月）
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該当事項

理由

全国の市町村等が発注した消防救急デジタル無線機
別表第２第５号
器の入札等について、独占禁止法第3条（不当な取
（独占禁止法違反
引制限の禁止）の規定に違反する行為を行っていた
行為）に該当
として、公正取引委員会から平成29年2月2日、同法
の規定に基づく排除措置命令を受け、又、㈱日立国
際電気を除く４社は課徴金納付命令を受けたため。
なお、㈱富士通ゼネラルを除く４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。

別表第２第４号
（独占禁止法違反
行為）に該当

中部電力株式会社が発注する特定ハイブリッド光通
信装置及び特定伝送路用装置に関し、独占禁止法第
３条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反する行
別表第２第４号 為を行っていたとして、平成29年2月15日、公正取
（独占禁止法違反 引委員会から日本電気㈱は同法の規定に基づく排除
行為）に該当
措置命令及び課徴金納付命令を受け、富士通㈱につ
いては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。

【平成２８年度
業者名

株式会社大仙

イノチオアグリ
株式会社

株式会社中村組

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

愛知県豊橋市下地町字柳目８番
地

平成２９年３月４日から
平成２９年６月３日まで
（３カ月）

愛知県豊橋市若松町字若松１４
６

平成２９年３月４日から
平成２９年９月３日まで
（６カ月）

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

浜松市中区神田町１５２２

※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

地方公共団体等が宮城県又は福島県の区域を施工場
所として発注する施設園芸用施設の建設工事に関
し、独占禁止法第３条（不当な取引制限の禁止）の
別表第２第４号 規定に違反する行為を行っていたとして、平成２９
（独占禁止法違反 年２月１６日、公正取引委員会から同法の規定に基
行為）に該当
づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたた
め。
なお、㈱大仙は課徴金減免制度の適用事業者として
公表されている

浜松市中区住吉五丁目２２－１
ー

株式会社鈴木組

該当事項

平成２９年３月６日、「平成２８年度 浜松市立江
西中学校校舎改築工事（建築工事）」において、事
前に把握していた埋設配管が存在する箇所での掘削
作業中に、重機で埋設給水管を破損させ学校施設の
断水を発生させたため。
※平成２９年３月２２日に口頭注意。

