
【平成24年度指名停止一覧】

Ｎｏ 会社名 住所 指名停止開始日 指名停止終了日 期間 通知日 理由 基準区分

1 （株）明電舎 東京都品川区大崎２－１－１ 平成２４年５月２３日 平成２４年１１月２２日 ６か月 平成２４年５月２３日

左記業者の使用人が、静岡県企業
局発注の受変電設備点検の指名競
争入札において官製談合防止法違
反及び偽計入札妨害の容疑で静岡
県警に逮捕された。

第２条第１項
別表第２第８
号

2 三井住友建設（株） 東京都中央区佃二丁目１番６号 平成２４年６月２０日 平成２４年７月１９日 １か月 平成２４年６月２０日

左記業者の社員は、中日本高速道
路（株）発注の建設工事において、
現場で使用する火薬について、県
が発行する火薬類譲受許可書を偽
造し、無許可で購入したうえ、火薬
類消費許可を得ることなく使用した
として、有印公文書偽造・同行使罪
及び火薬類取締法違反で、平成２４
年４月２７日に在宅起訴された。

第２条第１項
別表第２第１
１号

3 （株）森本組 大阪府大阪市中央区南本町２－６－１２ 平成２４年６月２０日 平成２４年７月１９日 １か月 平成２４年６月２０日

左記業者の社員は、独立行政法人
都市再生機構埼玉地域支社発注の
工事に関して、被災者の安全帯の
使い方が適切でなかったことが原因
で発生した落下事故（平成２３年３月
１８日　労働者１名が骨折）につい
て、労働基準監督署に虚偽の報告
をしたとして、労働安全衛生法違反
で川口簡易裁判所に略式起訴され
た。

第２条第１項
別表第２第１
１号

4 （株）三基エンジニアリング 千葉県千葉市花見川区三角町６４０－１ 平成24年7月20日 平成25年7月19日 12か月 平成24年7月20日

左記業者の代表取締役、岬建設
（株）の代表取締役及び元社員、及
川工業（株）の取締役並びに（株）富
士工業の代表取締役は、平成２２年
１２月２１日に実施された千葉市発
注の市立松ヶ丘中学校改築給排水
設備工事の一般競争入札におい
て、平成２２年１１月下旬から１２月下
旬にかけ、岬建設（株）と及川工業
（株）の２社による共同企業体が落
札できるように談合したとして、競争
入札妨害の疑いで、平成２４年７月１
３日に千葉県警に逮捕された。

第２条第１項
別表第２第７
号
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5 第一空調（株） 千葉県成田市並木町１６１－７７ 平成24年7月23日 平成24年10月22日 ３か月 平成24年7月23日

左記業者は、平成24年5月22日に
代表者を変更しているにも係らず、
成田市入札参加資格者名簿に関す
る変更の届出をせず、平成24年6月
1日開札の「児童ホーム空調設備及
び全熱交換器保守点検業務委託」
において、旧代表者名で入札を行
い、落札して契約を締結した。

第２条第１項
別表第２第１
１号

6 成田測量(株) 千葉県成田市松崎２０００－１ 平成24年8月9日 平成24年11月8日 ３か月 平成24年8月9日

左記業者は、成田市発注の「赤坂
台方線用地測量業務委託」におい
て、用地境界杭の根固めコンクリー
トが仕様書どおりに実施されていな
かったためやり直しの指示を受けた
にもかかわらず、５７本の手直しが完
了しないまま成果品として提出して
いたことが判明した。

第２条第１項
別表第１第３
号

7 りんかい日産建設（株） 東京都港区芝２－３－８ 平成24年9月4日 平成24年10月3日 １か月 平成24年9月4日

左記業者は、千葉港湾事務所発注
の「港湾災害復旧工事（２３災第２
号）五井防波堤その２」において、ク
レーン台船を固定するためのスパッ
トの沈下防止のためのプレートの盛
替え作業中にスパットが落下し、２次
下請業者の作業員が、プレートと台
船甲板に頭部を挟まれ、頚髄損傷
により死亡する事故を発生させた。

第２条第１項
別表第１第１
号

8 郡リース（株） 東京都港区六本木６－１１－１７ 平成24年9月11日 平成24年11月10日 ２ヶ月 平成24年9月11日

左記業者の社員は、東京都水道局
発注の工事に関して、入札に便宜
を図ってもらった見返りに、東京都
水道局営繕課係長に飲食接待を
行ったとして、平成24年9月3日に贈
賄容疑で警視庁捜査2課に逮捕さ
れた。

第２条第１項
別表第２第２
号
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9 （株）水野設計 千葉市中央区椿森１－２５－１ 平成24年10月3日 平成25年7月2日 ９か月 平成24年10月3日

左記業者は、成田市発注の「（仮
称）赤坂保育園仮設園舎設計業務
委託」において、受注者の責めに帰
すべき事由により平成24年3月16日
の履行期限までに業務を完了する
ことができなかったため、履行遅滞と
して平成24年5月31日まで履行期限
を延期したにもかかわらず完了に至
らず、平成24年10月2日にようやく業
務が完了した。また、この間、受注
者の主任技術者と連絡が取れない
状況が続き、進捗状況の確認や業
務に関する指示ができなくなる等、
発注者との信頼関係を著しく損なう
不誠実な行為がなされた。

第２条第１項
別表第２第１
１号

10 東亜建設工業（株） 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 平成24年10月17日 平成24年11月16日 １か月 平成24年10月17日

平成２１年４月１４日に東京都千代
田区で発生した、アースドリル機が
路上に転倒し、歩行者１名が死亡、
公衆４名が負傷した事故について、
左記業者の社員に対し、平成２４年
２月２２日、東京地方裁判所から業
務上過失致死傷罪による判決があ
り、刑が確定した。

第２条第１項
別表第２第１
１号

11 東総工業（株） 千葉県旭市萬力４９０ 平成24年10月22日 平成25年10月21日 １２か月 平成24年10月22日

左記業者の元取締役会長及び代表
取締役は、平成２４年２月に銚子土
木事務所が発注した工事の指名競
争入札に関し、偽計入札妨害の容
疑で、平成２４年１０月１８日に逮捕
された。

第２条第１項
別表第２第７
号

12 三菱電機（株） 東京都千代田区丸の内２－７－３ 平成24年12月25日 平成25年6月24日 ６か月 平成24年12月25日

左記業者は、自動車メーカーが発
注する自動車部品の見積もり合わ
せに際し他の事業者と共同し、独占
禁止法の規定に違反する行為を
行っていたとして、公正取引委員会
から平成２４年１１月２２日に排除措
置命令及び課徴金納付命令を受け
た。

第２条第１項
別表第２第５
号
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13 （株）日立製作所 東京都千代田区丸の内１－６－６ 平成24年12月25日 平成25年6月24日 ６か月 平成24年12月25日

左記業者は、自動車メーカーが発
注する自動車部品の見積もり合わ
せに際し他の事業者と共同し、独占
禁止法の規定に違反する行為を
行っていたとして、公正取引委員会
から平成２４年１１月２２日に違反業
者として認定された。

第２条第１項
別表第２第５
号

14 （株）杉原設計事務所 東京都新宿区三栄町６ 平成25年3月18日 平成25年4月17日 １か月 平成25年3月18日

左記業者は、建築士事務所を管理
する建築士が、建築士法第１０条第
１項第一号により処分を受けたこと
から、同法第２６条第２項第四号によ
り、東京都知事から、建築士事務所
の閉鎖２月の命令を受けた。

第２条第１項
別表第２第１
１号

15 （株）長谷工コーポレーション 東京都港区芝２－３２－１ 平成25年3月18日 平成25年4月17日 １か月 平成25年3月18日

左記業者は、建築士事務所を管理
する建築士が、改正前の建築士法
第１０条第１項第三号により処分を
受けたことから、同法第２６条第２項
第四号により、東京都知事から、建
築士事務所の閉鎖５月の命令を受
けた。

第２条第１項
別表第２第１
１号

16 （株）日本水道設計社 東京都千代田区神田錦町３－１８ 平成25年3月26日 平成25年9月25日 ６か月 平成25年3月26日

左記業者の当時の代表取締役は、
神奈川県藤沢市発注の下水道事業
の業務委託に関し、便宜を図っても
らった見返りに、藤沢市職員に対し
現金を渡したとして、平成２５年２月
１７日、神奈川県警に贈賄容疑で逮
捕された。

第２条第１項
別表第２第２
号

17 機動建設工業　㈱ 大阪市福島区福島４－６－３１ 平成25年3月26日 平成26年3月25日 １２か月 平成25年3月26日

左記業者の使用人は、愛知郡広域
行政組合発注の水道管工事の入札
に関し、競売入札妨害の容疑で平
成２５年２月２４日に滋賀県警に逮捕
された。

第２条第１項
別表第２第８
号
第４条第２項
第２号


