
別紙様式 8 資 料 ２
指　名　停　止　一　覧　表

（期間　平成26年1月1日　～　平成26年3月31日）

本社所在地 該当事項 指名停止の理由

ダイニチ・コンストラクション（株） H26.1.8 ～ H26.3.7 競売入札妨害又は談合

東日本電信電話（株） H26.1.16 ～ H26.2.15 不正又は不誠実な行為

（株）関電工 H26.2.4 ～ H26.8.3 独占禁止法違反

日本電設工業（株） 長崎県平戸市 H26.2.4 ～ H26.6.3 独占禁止法違反

東京都新宿区西
新宿３－１９－２

東京都台東区池
之端１－２－２３

兵庫県神戸市西
区玉津町今津１６

９－１

他の事業者と共同して、東京電力株式会社が発注する特
定架空送電工事において、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、特定架空送電工
事の取引分野における競争を実質的に制限し、独占禁止
法第３条（不当な取引制限）の規定に違反する行為を行っ
ていたとして、平成２５年１２月２０日公正取引委員会より
同法第７条第２項の規定に基づく排除措置命令及び同法
第７条の２第１項に規定に基づく課徴金納付命令を受けた
ため。

業者名 指名停止期間
ダイニチ・コンストラクション（株）の取締役は、兵庫県発注
の公共工事をめぐり、県職員から入札に関する情報を事前
に教示され、当該工事を落札したとして、平成２５年１１月１
日、兵庫県警に公契約関係競売等妨害の容疑で逮捕され
たため。

東日本電信電話（株）の社員は、光回線サービスの代理店
契約をめぐり、業者に便宜を図る見返りに、映像配信会社
から計１７００万円を受け取ったとして、日本電信電話株式
会社等に関する法律違反の容疑で逮捕されたため。

他の事業者と共同して、東京電力株式会社が発注する特
定地中送電ケーブル工事において、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、特定地中
送電ケーブル工事の取引分野における競争を実質的に制
限し、独占禁止法第３条（不当な取引制限）の規定に違反
する行為を行っていたとして、平成２５年１２月２０日公正取
引委員会より同法第７条第２項の規定に基づく排除措置命
令及び同法第７条の２第１項に規定に基づく課徴金納付命
令を受けたため。



別紙様式 8 資 料 ２
指　名　停　止　一　覧　表

（期間　平成26年1月1日　～　平成26年3月31日）

本社所在地 該当事項 指名停止の理由業者名 指名停止期間

川北電気工業（株） H26.2.4 ～ H26.4.3 独占禁止法違反

大東電業（株） H26.2.4 ～ H26.4.3 独占禁止法違反

藤本電業（株） H26.2.4 ～ H26.4.3 独占禁止法違反大阪府豊中市北
条町１－２９－１５

他の事業者と共同して、東京電力株式会社が発注する特
定架空送電工事において、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、特定架空送電工
事の取引分野における競争を実質的に制限し、独占禁止
法第３条（不当な取引制限）の規定に違反する行為を行っ
ていたとして、平成２５年１２月２０日公正取引委員会より
同法第７条第２項の規定に基づく排除措置命令及び同法
第７条の２第１項に規定に基づく課徴金納付命令を受けた
ため。

東京都港区高輪２
－２０－３０

愛知県名古屋市
中区栄４－６－２５

他の事業者と共同して、東京電力株式会社が発注する特
定架空送電工事において、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、特定架空送電工
事の取引分野における競争を実質的に制限し、独占禁止
法第３条（不当な取引制限）の規定に違反する行為を行っ
ていたとして、平成２５年１２月２０日公正取引委員会より
同法第７条第２項の規定に基づく排除措置命令及び同法
第７条の２第１項に規定に基づく課徴金納付命令を受けた
ため。

他の事業者と共同して、東京電力株式会社が発注する特
定架空送電工事において、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、特定架空送電工
事の取引分野における競争を実質的に制限し、独占禁止
法第３条（不当な取引制限）の規定に違反する行為を行っ
ていたとして、平成２５年１２月２０日公正取引委員会より
同法第７条第２項の規定に基づく排除措置命令及び同法
第７条の２第１項に規定に基づく課徴金納付命令を受けた
ため。



別紙様式 8 資 料 ２
指　名　停　止　一　覧　表

（期間　平成26年1月1日　～　平成26年3月31日）

本社所在地 該当事項 指名停止の理由業者名 指名停止期間

（株）和田電業社 H26.2.4 ～ H26.4.3 独占禁止法違反

光陽電気工事（株） H26.2.4 ～ H26.4.3 独占禁止法違反

菅谷電気工事（株） H26.2.4 ～ H26.4.3 独占禁止法違反

山梨県大月市猿
橋町伊良原１３３

の事業者と共同して、東京電力株式会社が発注する特定
架空送電工事において、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、特定架空送電工事
の取引分野における競争を実質的に制限し、独占禁止法
第３条（不当な取引制限）の規定に違反する行為を行って
いたとして、平成２５年１２月２０日公正取引委員会より同
法第７条第２項の規定に基づく排除措置命令及び同法第
７条の２第１項に規定に基づく課徴金納付命令を受けたた
め

群馬県前橋市大
渡町１－２３－１５

の事業者と共同して、東京電力株式会社が発注する特定
架空送電工事において、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、特定架空送電工事
の取引分野における競争を実質的に制限し、独占禁止法
第３条（不当な取引制限）の規定に違反する行為を行って
いたとして、平成２５年１２月２０日公正取引委員会より同
法第７条第２項の規定に基づく排除措置命令及び同法第
７条の２第１項に規定に基づく課徴金納付命令を受けたた
め

栃木県宇都宮市
宝木町２－８８０

他の事業者と共同して、東京電力株式会社が発注する特
定架空送電工事において、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、特定架空送電工
事の取引分野における競争を実質的に制限し、独占禁止
法第３条（不当な取引制限）の規定に違反する行為を行っ
ていたとして、平成２５年１２月２０日公正取引委員会より
同法第７条第２項の規定に基づく排除措置命令及び同法
第７条の２第１項に規定に基づく課徴金納付命令を受けた
ため。



別紙様式 8 資 料 ２
指　名　停　止　一　覧　表

（期間　平成26年1月1日　～　平成26年3月31日）

本社所在地 該当事項 指名停止の理由業者名 指名停止期間

上毛電業（株） H26.2.4 ～ H26.4.3 独占禁止法違反

（株）フジクラエンジニアリング H26.2.4 ～ H26.4.3 独占禁止法違反

（株）弘電社 H26.2.4 ～ H26.4.3 独占禁止法違反

群馬県前橋市元
総社町９２９－９

の事業者と共同して、東京電力株式会社が発注する特定
架空送電工事において、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、特定架空送電工事
の取引分野における競争を実質的に制限し、独占禁止法
第３条（不当な取引制限）の規定に違反する行為を行って
いたとして、平成２５年１２月２０日公正取引委員会より同
法第７条第２項の規定に基づく排除措置命令及び同法第
７条の２第１項に規定に基づく課徴金納付命令を受けたた
め

他の事業者と共同して、東京電力株式会社が発注する特
定地中送電ケーブル工事において、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、特定地中
送電ケーブル工事の取引分野における競争を実質的に制
限し、独占禁止法第３条（不当な取引制限）の規定に違反
する行為を行っていたとして、平成２５年１２月２０日公正取
引委員会より同法第７条第２項の規定に基づく排除措置命
令及び同法第７条の２第１項に規定に基づく課徴金納付命
令を受けたため。

東京都中央区銀
座５－１１－１０

他の事業者と共同して、東京電力株式会社が発注する特
定架空送電工事において、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、特定架空送電工
事の取引分野における競争を実質的に制限し、独占禁止
法第３条（不当な取引制限）の規定に違反する行為を行っ
ていたとして、平成２５年１２月２０日公正取引委員会より
公表されたため。

東京都江東区木
場１－５－１



別紙様式 8 資 料 ２
指　名　停　止　一　覧　表

（期間　平成26年1月1日　～　平成26年3月31日）

本社所在地 該当事項 指名停止の理由業者名 指名停止期間

住友電設（株） H26.2.4 ～ H26.3.3 独占禁止法違反

（株）宮園電工　 H26.2.17 ～ H26.3.16 建設業法違反行為

平倉建設（株） H26.2.17 ～ H26.3.16 建設業法違反行為

岸尾産業（株） H26.2.28 ～ H27.2.27 競売入札妨害又は談合

佐賀県鹿島市高
津原４１－３

民間発注の太陽光発電の基礎・架台設置工事において、
建設業法第３条第１項の規定に違反して、とび・土工工事
業に係る同項の許可を受けずに建設業を営む者との下請
契約を締結したことにより、同法第２８条第１項第６号に該
当するとして、平成２５年１２月１９日に佐賀県知事より指
示処分を受けたため。

大分県大分市中
島中央３－１－１１

管工事業について建設業法第３条第１項の許可を受けて
いないにもかかわらず、同法施行令第１条の２第１項で定
める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結したことに
より、同法第２８条第１項本文に該当するとして、平成２５
年１２月１８日に大分県知事より指示処分を受けたため。

奈良県吉野郡十
津川村湯之原７６

４

岸尾産業（株）の代表取締役は、近畿中国森林管理局奈
良森林管理事務所が発注した「五百瀬（２号地）山腹工事」
の一般競争入札において、奈良森林管理事務所職員から
入札に関する情報を得て、当該工事を落札し、公正な入札
を妨害したとして、平成２６年１月２６日、奈良県警に官製
談合防止法違反容疑で逮捕されたため。

大阪府大阪市西
区阿波座２－１－

４

他の事業者と共同して、東京電力株式会社が発注する特
定地中送電ケーブル工事において、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、特定地中
送電ケーブル工事の取引分野における競争を実質的に制
限し、独占禁止法第３条（不当な取引制限）の規定に違反
する行為を行っていたとして、平成２５年１２月２０日公正取
引委員会より同法第７条第２項の規定に基づく排除措置命
令及び同法第７条の２第１項に規定に基づく課徴金納付命
令を受けたため。



別紙様式 8 資 料 ２
指　名　停　止　一　覧　表

（期間　平成26年1月1日　～　平成26年3月31日）

本社所在地 該当事項 指名停止の理由業者名 指名停止期間

西日本電信電話（株） H26.2.28 ～ H26.3.27 収賄容疑

（株）共楽園緑化土木 H26.3.18 ～ H26.5.17 独占禁止法違反

吉岡建設（株） H26.3.18 ～ H26.5.17 独占禁止法違反

古谷建設（株） H26.3.18 ～ H26.5.17 独占禁止法違反千葉県山武郡横
芝光町栗山３１９５

－１

他の事業者と共同して、千葉県が発注する土木一式工事
及び舗装工事において、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、土木一式工事及び
舗装工事の取引分野における競争を実質的に制限してい
たことが、独占禁止法第３条（不当な取引制限）の規定に
違反する行為として、平成２６年２月３日公正取引委員会
より同法第７条第２項の規定に基づく排除措置命令及び同
法第７条の２第１項の規定に基づく課徴金納付命令を受け
たため。

大阪府大阪市中
央区馬場町３－１

５

関西事業本部主査は、インターネット光回線サービスの販
売委託先に便宜を図った見返りに賄賂を受け取ったとし
て、平成２６年１月２３日、日本電信電話株式会社等に関
する法律の収賄容疑で京都府警に逮捕されたため。

千葉県東金市広
瀬83

他の事業者と共同して、千葉県が発注する土木一式工事
及び舗装工事において、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、土木一式工事及び
舗装工事の取引分野における競争を実質的に制限してい
たことが、独占禁止法第３条（不当な取引制限）の規定に
違反する行為として、平成２６年２月３日公正取引委員会
より同法第７条第２項の規定に基づく排除措置命令を受け
たため。

千葉県山武郡横
芝光町横芝８００

他の事業者と共同して、千葉県が発注する土木一式工事
及び舗装工事において、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、土木一式工事及び
舗装工事の取引分野における競争を実質的に制限してい
たことが、独占禁止法第３条（不当な取引制限）の規定に
違反する行為として、平成２６年２月３日公正取引委員会
より同法第７条第２項の規定に基づく排除措置命令及び同
法第７条の２第１項の規定に基づく課徴金納付命令を受け
たため。



別紙様式 8 資 料 ２
指　名　停　止　一　覧　表

（期間　平成26年1月1日　～　平成26年3月31日）

本社所在地 該当事項 指名停止の理由業者名 指名停止期間

佐久間土木（株） H26.3.18 ～ H26.5.17 独占禁止法違反

佐瀬土建（株） H26.3.18 ～ H26.5.17 独占禁止法違反

庄司工業（株） H26.3.18 ～ H26.5.17 独占禁止法違反千葉県東金市台
方２０７８

他の事業者と共同して、千葉県が発注する土木一式工事
及び舗装工事において、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、土木一式工事及び
舗装工事の取引分野における競争を実質的に制限してい
たことが、独占禁止法第３条（不当な取引制限）の規定に
違反する行為として、平成２６年２月３日公正取引委員会
より同法第７条第２項の規定に基づく排除措置命令及び同
法第７条の２第１項の規定に基づく課徴金納付命令を受け
たため。

千葉県山武市富
田ト１０２５

他の事業者と共同して、千葉県が発注する土木一式工事
及び舗装工事において、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、土木一式工事及び
舗装工事の取引分野における競争を実質的に制限してい
たことが、独占禁止法第３条（不当な取引制限）の規定に
違反する行為として、平成２６年２月３日公正取引委員会
より同法第７条第２項の規定に基づく排除措置命令及び同
法第７条の２第１項の規定に基づく課徴金納付命令を受け
たため。

千葉県山武市蓮
沼口３１９２

他の事業者と共同して、千葉県が発注する土木一式工事
及び舗装工事において、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、土木一式工事及び
舗装工事の取引分野における競争を実質的に制限してい
たことが、独占禁止法第３条（不当な取引制限）の規定に
違反する行為として、平成２６年２月３日公正取引委員会
より同法第７条第２項の規定に基づく排除措置命令及び同
法第７条の２第１項の規定に基づく課徴金納付命令を受け
たため。
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指　名　停　止　一　覧　表

（期間　平成26年1月1日　～　平成26年3月31日）

本社所在地 該当事項 指名停止の理由業者名 指名停止期間

浅岡建設（株） H26.3.18 ～ H26.5.17 独占禁止法違反

南菱冷熱工業（株） H26.3.18 ～ H26.4.28 建設業法違反行為

宝電設工業（株） H26.3.18 ～ H26.4.17 建設業法違反行為

豊建設工業（株） H26.3.18 ～ H26.6.19 建設業法違反行為

大阪府岸和田市
尾生町３１４６

岸和田市発注の工事において、当該工事に工期の一部
に、建設業法第１５条第２号及び第２６条第３項の規定に
違反して、当該工事現場に営業所における専任の技術者
を専任の監理技術者として配置した。このことが、建設業
法第２８条第１項本文及び第２号に該当すると認められる
として、平成２５年１２月９日、建設業許可部局である大阪
府より監督処分（指示処分）を受けたため。

大分県中津市是
則１３０６

過年度より、未成工事支出金の不正計上をして財務諸表
を作成し、少なくとも平成２２年９月３０日及び平成２３年９
月３０日を審査基準日とする経営事項審査において、不正
な会計処理によって得た経営状況分析結果を用いて申請
し、当該申請に基づき得た経営事項審査結果通知書を
もって公共工事の発注者に対し競争参加資格申請を行っ
たことが、建設業法第２８条第１項第２号に該当するとし
て、平成２６年１月２８日、九州地方整備局長より営業停止
処分（４５日間）を受けたため。

千葉県山武郡九
十九里町真亀１０

０７－１

他の事業者と共同して、千葉県が発注する土木一式工事
及び舗装工事において、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、土木一式工事及び
舗装工事の取引分野における競争を実質的に制限してい
たことが、独占禁止法第３条（不当な取引制限）の規定に
違反する行為として、平成２６年２月３日公正取引委員会
より同法第７条第２項の規定に基づく排除措置命令を受け
たため。

鹿児島県鹿児島
市卸本町５－４

民間発注者から請け負った工事において、建設業法第３
条第１項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設
業を営む者と、政令で定める金額以上の下請契約を締結
したことにより、同法第２８条第１項第６号に該当するとし
て、平成２６年１月２８日に九州地方整備局長より営業停
止処分（７日間）を受けたため。


