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1 H28.5.13 東亜建設工業　株式会社 川崎市 　本市と仮契約中の「橘処理センター解体撤
去工事」において本契約を辞退をした。

平成28年5月19日～
　　　平成28年11月18日

期間短縮
競争入札参加資格者指名停
止等要綱第４条第３項適用

１-８

2 H24.1.23 株式会社　小泉建設 神奈川県 　平成２４年１月２３日付けで藤沢簡易裁判
所において、廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第３２条第１項第１号の規定に基づく罰
金刑の略式命令を受け、同年２月１４日に刑
が確定された。

平成28年6月10日～
　　　平成28年7月9日

２-12(２)

3 H28.7.12 富士通　株式会社
大井電気　株式会社

全国 　東京電力株式会社が発注する電力保安通信
用機器の納入に関して、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
を行っていたとして、平成２８年７月１２日
に、公正取引委員会より排除措置命令及び課
徴金納付命令が出された。

平成28年7月15日～
　　　平成28年10月14日
（課徴金減免制度適用）

２-５

4 H28.7.19 株式会社　ロードテック 川崎市 　本市発注の「宮前区内道路補修（区画線）
工事」について、契約したにもかかわらず正
当な理由なく履行せず契約解除願が提出され
た。

平成28年7月27日～
　　　平成29年7月26日

１-８

5 H28.9.6 奥村組土木興業　株式会社
福田道路　株式会社
鹿島道路　株式会社
世紀東急工業　株式会社

全国 　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にお
いて、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たと
して、平成２８年９月６日に公正取引委員会
より排除措置命令が出された。

奥村組土木興業　株式会社
福田道路　株式会社
平成28年9月24日～
　　　平成29年3月23日

鹿島道路　株式会社
世紀東急工業　株式会社
平成28年9月24日～
　　　平成28年12月23日
（課徴金減免制度適用）

２-５

6 H28.9.21 前田道路　株式会社
大成ロテック　株式会社
東亜道路工業　株式会社
鹿島道路　株式会社
大林道路　株式会社
株式会社　ＮＩＰＰＯ
世紀東急工業　株式会社

全国 　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にお
いて、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たと
して、平成２８年９月２１日に公正取引委員
会から排除措置命令、課徴金納付命令が出さ
れた。

前田道路　株式会社
大成ロテック　株式会社
東亜道路工業　株式会社
平成28年10月12日～
　　　平成29年10月11日
（短期加重措置適用）

鹿島道路　株式会社
大林道路　株式会社
株式会社　ＮＩＰＰＯ
世紀東急工業　株式会社
平成28年10月12日～
　　　平成29年4月11日
（短期加重措置適用）
（課徴金減免制度適用）

２-５

7 H28.9.30 瀧上工業　株式会社 愛知県 　国土交通省中部地方整備局発注の入札に関
し、社員が公契約関係競売等妨害の容疑で愛
知県警に逮捕された。

平成28年11月2日～
　　　平成29年5月1日

２-７

8 H28.11.11 真成開発　株式会社
有限会社　横浜ベイサイド
サービス

川崎市 　当該事業者の経営に事実上参加している者
が川崎市暴力団排除条例第７条に規定する暴
力団等と密接な関係を有すると認められたた
め。

平成28年11月18日から３か
月（平成29年2月17日）を
経過し、かつ改善したと認
められる日まで

指名停止解除
解除日：平成29年3月3日

３-３

9 H28.11.15 東亜建設工業　株式会社
飛島建設　株式会社

大阪府 　大阪大学との共同研究において、それぞれ
の従業員が贈賄容疑で逮捕された。

平成28年11月24日～
　　　平成29年1月23日

２‐３(３)

10 H28.11.17 東亜建設工業　株式会社
信幸建設　株式会社

東京都 　建設業法第２８条第１項第２号に該当する
行為があったとして、国土交通省関東地方整
備局から監督処分（営業停止命令）を受け
た。

平成28年11月24日～
　　　平成29年1月23日

２‐９

別表１　１虚偽記載、　２～３過失による粗雑工事等、　４～５故意による粗雑工事等、　６契約違反、　７特定工事請負及び特定業務委託契約違反、　８契約不履行等、
　　　　　９～１０安全管理措置不適切（公衆損害）、　１１～１２安全管理措置不適切（工事関係者等）
別表２　１～３贈賄、　４～５独禁法違反行為、　６～７談合及び競売入札妨害、　８～９建設業法違反行為、　１０～１６不正又は不誠実な行為等、　１７～１８経営不振
別表３　１～４暴力団等
契約規則第２条　競争入札参加資格停止
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11 H28.11.2 株式会社　片平エンジニア
リング

神奈川県 　使用人が不正競争防止法違反の罪で略式起
訴された。

平成28年12月22日～
　　　平成29年1月21日

２-12(２)

12 H28.10.20 株式会社　安藤・間
大豊建設　株式会社
株式会社　三秀

川崎市 　本市発注の「生田浄水場　上水施設撤去工
事」において、作業員が負傷する事故を発生
させた。

株式会社　安藤・間
平成28年12月28日～
　　　平成29年1月10日

大豊建設　株式会社
株式会社　三秀
平成28年12月28日～
　　　平成29年1月3日

１‐11

13 H28.11.22 佐川急便　株式会社 東京都 　東京営業所の社員が、配達中に駐車違反を
した同営業所の運転手に対して知人らを身代
わり出頭させる提案を行い、検挙を免れさせ
ていたとして、犯人隠避罪及び犯人隠避教唆
罪で警視庁に逮捕された。

平成29年2月1日～
　　　平成29年2月28日

２-12(２)

14 H29.2.2 藤和建興　株式会社 川崎市 　本市発注の「宮崎地区ほか下水枝線第６２
号工事」において、重機を誤って架空線に接
触させ、付近の停電及び商業施設の一部営業
に支障をきたす事故を発生させた。

平成29年2月15日～
　　　平成29年3月14日

１-９

15 H29.2.10 柴電機　株式会社 川崎市 　本市発注の「災害用資器材（ランタン）の
購入」において、落札したにもかかわらず正
当な理由なく契約を締結しなかった。

平成29年2月15日～
　　　平成30年2月14日

１-８

16 H29.2.2 株式会社　富士通ゼネラル
日本電気　株式会社
沖電気工業　株式会社
日本無線　株式会社
株式会社　日立国際電気

全国 　全国の市町村等が発注する消防救急デジタ
ル無線機の納入を巡って、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
行為を行っていたとして、平成２９年２月２
日に公正取引委員会より排除措置命令、課徴
金納付命令が出された。

株式会社　富士通ゼネラル
平成29年2月18日～
　　　平成29年8月17日

日本電気　株式会社
沖電気工業　株式会社
日本無線　株式会社
株式会社　日立国際電気
平成29年2月18日～
　　　平成29年5月17日
（課徴金減免制度適用）

２-５

17 H29.2.15 日本電気　株式会社
大井電気　株式会社

全国 　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、特定伝送路用装置の納入
に関して、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
たとして、平成２９年２月１５日に公正取引
委員会より排除措置命令及び課徴金納付命令
が出された。

日本電気　株式会社
大井電気　株式会社
平成29年2月25日～
　　　平成29年8月24日
（短期加重措置適用）
（課徴金減免制度適用）

２-５

18 H29.2.16 株式会社 大仙
渡辺パイプ 株式会社

全国 　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、一般競争入札、指名競争
入札又は指名競争見積の方法により発注する
施設園芸用施設の建設工事を巡って、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たとして、平成２
９年２月１６日に公正取引委員会より排除措
置命令及び課徴金納付命令が出された。

株式会社 大仙
平成29年2月25日～
　　　平成29年5月24日
（課徴金減免制度適用）

渡辺パイプ 株式会社
平成29年2月25日～
　　　平成29年8月24日

２-５

19 H29.3.14 株式会社 北條組 川崎市 　本市発注の「幸区内道路補修（取付管）工
事」において、契約解除願が提出された。

平成29年3月22日～
　　　平成30年3月21日

１-８

別表１　１虚偽記載、　２～３過失による粗雑工事等、　４～５故意による粗雑工事等、　６契約違反、　７特定工事請負及び特定業務委託契約違反、　８契約不履行等、
　　　　　９～１０安全管理措置不適切（公衆損害）、　１１～１２安全管理措置不適切（工事関係者等）
別表２　１～３贈賄、　４～５独禁法違反行為、　６～７談合及び競売入札妨害、　８～９建設業法違反行為、　１０～１６不正又は不誠実な行為等、　１７～１８経営不振
別表３　１～４暴力団等
契約規則第２条　競争入札参加資格停止


