
 

指名停止措置の概要 
 

 １ 事案概要 

    公正取引委員会は、平成24年10月17日、国土交通省四国地方整備局及び高知県が発注

する土木工事について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独占

禁止法」という。）第３条の規定に違反する行為を行っていたとして、県内建設業者な

ど44者を違反行為者と認定し、排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。 

    独占禁止法第３条に違反する行為は、「高知県建設工事指名停止措置要綱」別表第２

の第４号及び第５号に該当することから、県の入札参加資格を有する37者に対し指名停

止を行うものとする。 

 

 ２ 指名停止措置業者名及び所在地 

    別紙のとおり 

 

３ 指名停止措置期間 

     始期はいずれも平成24年10月26日から 

月数  （   終  期   ） 事業者数 

14月  （平成25年11月17日まで） １者 

12月  （平成25年９月17日まで） ２者 

 10月  （平成25年７月17日まで） 19者 

８月  （平成25年５月17日まで） 13者 

６月  （平成25年３月17日まで） １者 

 14月３日（平成25年12月28日まで） １者 

合  計 37者 

 

（注１）※１の指名停止の月数と（ ）の期間が一致しないのは、「独占禁止法に基づく

処分の事前通知対象事業者に係る入札契約手続の特例を定める要領（H24.9.18施

行）」第５条の規定に基づき、平成24年９月18日から10月25日までの間が指名停止

期間に算入されることによる。 

（注２）※２は、今回指名停止を行う10月に、建設業法違反に係る指名停止５月（H24.9.29

～H25.2.28）の残存期間が合算されることによる。 

（注３）測量、建設コンサルタント等業務についても対象。 

 

                       

 

 

 平成 24年 10月 25日 

※１ 

※２ 



 
高知県建設工事指名停止措置要綱（抜粋） 

 
 （指名停止） 
第１条 知事は、高知県契約規則(昭和 39年高知県規則第 12号)第 26条第１項において準用する
同規則第６条第２項の名簿に登載された者（以下「有資格業者」という。）が別表第１及び別表
第２の各号（以下「別表各号」という。）に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状
に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について県が発注する建設
工事の入札参加者の指名の対象外（以下「指名停止」という。）とするものとする。 

 
 （指名停止の期間の特例） 
第３条 
２ 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短
期は、別表各号に定める短期の２倍（当初の指名停止の期間が１月に満たないときは、1.5倍）
の期間とする。 
(2) 別表第２の各号に掲げる措置要件に係る指名停止の期間の満了後１年を経過するまでの間
（指名停止の期間中を含む。）に、再度別表第２の各号に掲げる措置要件のいずれかに該当す
ることとなったとき（次号及び第４号に掲げる場合を除く。）。 

 
（独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例） 
第４条 
(2) 別表第２の第４号から第10号までに掲げる措置要件のいずれかに該当する有資格業者
（その役員又は使用人を含む。）について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定
した排除措置命令若しくは課徴金納付命令若しくは審決又は競売等妨害若しくは談合に
係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しくは談合の首謀者である
ことが明らかになったとき（前号に掲げる場合を除く。）。  
それぞれ当該各号に定める短期の２倍の期間 

 
別表第２ 

措置要件 期間 

（独占禁止法違反行為） 
(４) 県発注工事に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１項第
１号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当で
あると認められるとき。 

(５) 県内において、業務に関し、独占禁止法第３条又は第８条
第１項第１号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として
不適当であると認められるとき（前号に掲げる場合を除く。）。 

 
当該認定をした日から
３月以上 14月以内 
 
当該認定をした日から
２月以上 14月以内 
 

 
 

高知県建設工事指名停止措置要綱の取扱い（抜粋） 
 
【別表第２関係】 
２ 独占禁止法違反（第４号－第６号関係） 
（４）－ウ 
   別表第２第４号から第６号までの措置要件に該当した場合において課徴金減免制度が適

用され、その事実が公表されたときの指名停止の期間は、当該制度の適用がなかったと想定
した場合の期間の２分の１の期間とする。この場合において、この項前段の期間が別表第２
第４号から第６号までに規定する期間の短期を下回る場合においては、第３条第３項の規定
を適用するものとする。 

 
 

独占禁止法に基づく処分の事前通知対象事業者に係る入札契約手続の特例を定 
める要領（抜粋）  

 
（事前通知対象事業者の指名停止期間の特例） 
第５条 事前通知対象事業者が、第３条第１項の指名停止措置の対象者となった場合は、施行日か
ら当該事前通知対象事業者が指名停止措置を受ける日の前日までの間を指名停止の期間に算入
するものとする。 

    附  則 
（施行日等） 
第１条 この要領は、平成 24年９月 18日から施行し、同日以後に開札を行う一般競争入札若しく
は指名競争入札又は見積合わせを行う随意契約から適用する。 

 



別紙

標準 加算 その他 合計

1 Ａ 三谷　剛平 高知市針木東町２７－２８ 12月 2月
※１

14月

2 Ａ 吉村　文次 高知市萩町１－５－１３ 12月 12月

3 Ａ 三谷　斉 高知市南久保４－４７ 12月 12月

4 Ａ 清水　映至 高知市池１４０２ 10月 4月3日
※２

14月3日

5 Ａ 尾﨑　憲祐 高知市仁井田１６２５－２ 10月 10月

6 Ａ 嶋﨑　勝昭 高知市桜馬場８－２０ 10月 10月

7 Ａ 青木　誠光 須崎市下分甲６６７－１８ 10月 10月

8 Ａ 大場　智公 高知市南宝永町１９－１１ 10月 10月

9 Ａ 中村　考男 高知市日の出町２－１２ 10月 10月

10 Ａ 生田　嗣夫 高岡郡四万十町古市町７－３４ 10月 10月

11 Ａ 常徳　和男 高知市南はりまや町２－２２８ 10月 10月

12 Ａ 臼井　誠 宿毛市高砂５３８７－１２２ 10月 10月

13 Ａ 國藤　浩史 高知市潮新町２－１２－３２ 10月 10月

14 Ａ 山本　修 幡多郡黒潮町佐賀２９８８ 10月 10月

15 Ａ 田邊　聖 高岡郡四万十町大正２３０－８ 10月 10月

16 Ａ 三谷　修一 高知市南ノ丸町１５－２ 10月 10月

17 Ａ 吉良　正平 四万十市古津賀２－６ 10月 10月

18 Ａ 鍋島　理恵 南国市十市３１４９ 10月 10月

19 Ａ 森田　純生 高知市九反田１３－１１ 10月 10月

20 Ｂ 山本　浩司 宿毛市片島１３－５３ 10月 10月

21 Ａ 小川　裕司 高知市九反田５－８ 10月 2月
※１

1/2
※３

6月

22 Ａ 西川　一延 高知市仁井田４５６３－１ 8月 2月
※１

10月

23 Ｂ 森田　健太郎 南国市久礼田２２３３－３ 8月 2月
※１

10月

24 Ｂ 大山　光一 高知市仁井田２２３６－８ 8月 2月
※１

10月

25 Ａ 近澤　克昌 土佐市宇佐町宇佐２８２７－８ 8月 8月

26 Ｂ 西森　鶴 吾川郡仁淀川町長者乙２１９０ 8月 8月

27 Ｂ 上岡　武司 高知市縄手町４０－４ 8月 8月

28 Ｂ 川﨑　眞一郎 高知市春野町東諸木２６６９ 8月 8月

29 Ｂ 新谷　誠 幡多郡大月町鉾土６０４－２１ 8月 8月

30 Ｂ 東山　瑞穂 高知市高須新町３－５－１ 8月 8月

31 Ｂ 北村　直人 高知市本町３－３－２３ 8月 8月

32 Ｂ 三浦　薫也 高岡郡中土佐町久礼６６３６－１ 8月 8月

33 Ｂ 常徳　祐一 南国市大埇甲１４１０－１ 8月 8月

34 Ｂ 児玉　徳尚 宿毛市大深浦１３０－８ 8月 8月

35 Ｂ 寺田　寛 須崎市緑町７－１２ 8月 8月

36 Ｂ 西本　啓純 室戸市佐喜浜町３６５２－５ 8月 8月

37 Ｃ 明神　孝一 須崎市大間西町６－１４ 8月 8月

（注１）　番号４を除く事業者は、「独占禁止法に基づく処分の事前通知対象事業者に係る入札契約手続の特例を定める要領
　　　　（H24.9.18施行）」第５条の規定に基づき、平成24年9月18日から10月25日までの間が指名停止期間に算入される。
（注２）　「※１」は、「高知県建設工事指名停止措置要綱」第３条第２項第２号の短期加重措置によるもの。
（注３）　「※２」は、建設業法違反に係る指名停止５月（H24.9.29～H25.2.28）の平成24年10月25日までに経過した27日間
　　　　を除く残存期間であり、今回の措置に合算されるもの。
（注４）　「※３」は、「高知県建設工事指名停止措置要綱の取扱い」【別表第２関係】２－(４)－ウに基づき、課徴金減免
　　　　制度が適用された事実が公表されたため、２分の１の期間とするもの。

西本興業株式会社

山手建設株式会社

長香開発株式会社

株式会社米村組

クロシオ建設株式会社

株式会社児玉組

株式会社大洋水工

株式会社上岡工務店

久保建設株式会社

協業組合竹内・新輝

山本建設工業株式会社

ジョウトク建設株式会社

協業組合テスク

月灘建設株式会社

東山建設株式会社

株式会社南国・西村

株式会社大山建設

株式会社龍生

株式会社西森建設

新進建設株式会社

関西土木株式会社

株式会社田邊建設

杉本・宮田建設株式会社

豚座建設株式会社

南国建興株式会社

須工ときわ株式会社

山本建設株式会社

ミタニ建設工業株式会社

株式会社晃立

大旺新洋株式会社

株式会社轟組

入交建設株式会社

青木建設株式会社

株式会社生田組

主たる営業所の所在地代表者氏名商号及び名称番号
指名停止期間

土木一式
等級

株式会社清水新星

福留開発株式会社

四国開発株式会社



１　指名停止を受けた建設業者に関する事項
番号 主たる営業所の所在地

1 代表取締役 三谷　剛平 大臣許可 （特） 00006682 高知市針木東町２７－２８

2 代表取締役 吉村　文次 大臣許可 （特） 00000973 高知市萩町１－５－１３

3 代表取締役 三谷　斉 知事許可 （特） 39009132 高知市南久保４－４７

4 代表取締役 清水　映至 知事許可 （般・特） 39003481 高知市池１４０２

5 代表取締役 尾﨑　憲祐 大臣許可 （特） 00022063 高知市仁井田１６２５－２

6 代表取締役 嶋﨑　勝昭 知事許可 （特） 39009000 高知市桜馬場８－２０

7 代表取締役 青木　誠光 知事許可 （般・特） 39000855 須崎市下分甲６６７－１８

8 代表取締役 大場　智公 知事許可 （特） 39009113 高知市南宝永町１９－１１

9 代表取締役 中村　考男 知事許可 （特） 39009080 高知市日の出町２－１２

10 代表取締役 生田　嗣夫 知事許可 （特） 39008855 高岡郡四万十町古市町７－３４

11 代表取締役 常徳　和男 知事許可 （般・特） 39001858 高知市南はりまや町２－２２８

12 代表理事 臼井　誠 知事許可 （特） 39009222 宿毛市高砂５３８７－１２２

13 代表取締役 國藤　浩史 知事許可 （特） 39001070 高知市潮新町２－１２－３２

14 代表取締役 山本　修 知事許可 （般・特） 39001041 幡多郡黒潮町佐賀２９８８

15 代表取締役 田邊　聖 知事許可 （般・特） 39000174 高岡郡四万十町大正２３０－８

16 代表取締役 三谷　修一 知事許可 （特） 39000175 高知市南ノ丸町１５－２

17 代表取締役 吉良　正平 知事許可 （般・特） 39000752 四万十市古津賀２－６

18 代表取締役 鍋島　理恵 知事許可 （特） 39001698 南国市十市３１４９

19 代表理事 森田　純生 知事許可 （般・特） 39009368 高知市九反田１３－１１

20 代表取締役 山本　浩司 知事許可 （特） 39003043 宿毛市片島１３－５３

21 代表取締役 小川　裕司 知事許可 （特） 39009110 高知市九反田５－８

22 代表取締役 西川　一延 知事許可 （特） 39009146 高知市仁井田４５６３－１

23 代表取締役 森田　健太郎 知事許可 （特） 39005595 南国市久礼田２２３３－３

24 代表取締役 大山　光一 知事許可 （特） 39007720 高知市仁井田２２３６－８

25 代表取締役 近澤　克昌 知事許可 （特） 39002453 土佐市宇佐町宇佐２８２７－８

26 代表取締役 西森　鶴 知事許可 （般・特） 39000046 吾川郡仁淀川町長者乙２１９０

27 代表取締役 上岡　武司 知事許可 （般・特） 39001317 高知市縄手町４０－４

28 代表取締役 川﨑　眞一郎 知事許可 （特） 39001428 高知市春野町東諸木２６６９

29 代表取締役 新谷　誠 知事許可 （般・特） 39006950 幡多郡大月町鉾土６０４－２１

30 代表取締役 東山　瑞穂 知事許可 （般・特） 39001427 高知市高須新町３－５－１

31 代表取締役 北村　直人 知事許可 （特） 39001278 高知市本町３－３－２３

32 代表取締役 三浦　薫也 知事許可 （般・特） 39001398 高岡郡中土佐町久礼６６３６－１

33 代表取締役 常徳　祐一 知事許可 （特） 39004495 南国市大埇甲１４１０－１

34 代表取締役 児玉　徳尚 知事許可 （特） 39000548 宿毛市大深浦１３０－８

35 代表取締役 寺田　寛 知事許可 （特） 39006514 須崎市緑町７－１２

36 代表取締役 西本　啓純 知事許可 （特） 39000904 室戸市佐喜浜町３６５２－５

37 代表取締役 明神　孝一 知事許可 （般） 39001191 須崎市大間西町６－１４

２　指名停止の内容

番号１の事業者

番号２から３
までの事業者

番号４の事業者

番号５から24
までの事業者

（番号21の事業者
を除く）

番号21の事業者

番号25から37
までの事業者

14月３日
（平成24年10月26日から
　平成25年12月28日まで）

　今回指名停止を行う10月に、建設業法違反に係る指名停止５月（平成24年
９月29日から平成25年２月28日まで）の残存期間４月３日が合算される。

８月
（平成24年10月26日から
　平成25年５月17日まで）

　指名停止の月数と（　）の期間が一致しないのは、「独占禁止法に基づく
処分の事前通知対象事業者に係る入札契約手続の特例を定める要領（平成24
年９月18日施行）」第５条の規定に基づき、平成24年９月18日から10月25日
までの間が指名停止期間に算入されることによる。

商号及び名称

ミタニ建設工業株式会社

株式会社清水新星

株式会社轟組

代表者氏名 許可番号

　指名停止の月数と（　）の期間が一致しないのは、「独占禁止法に基づく
処分の事前通知対象事業者に係る入札契約手続の特例を定める要領（平成24
年９月18日施行）」第５条の規定に基づき、平成24年９月18日から10月25日
までの間が指名停止期間に算入されることによる。

14月
（平成24年10月26日から
　平成25年11月17日まで）

入交建設株式会社

大旺新洋株式会社

株式会社晃立

青木建設株式会社

福留開発株式会社

四国開発株式会社

株式会社生田組

ジョウトク建設株式会社

協業組合テスク

新進建設株式会社

関西土木株式会社

株式会社南国・西村

須工ときわ株式会社

山本建設株式会社

株式会社田邊建設

杉本・宮田建設株式会社

豚座建設株式会社

南国建興株式会社

月灘建設株式会社

東山建設株式会社

長香開発株式会社　※

株式会社米村組

クロシオ建設株式会社

協業組合竹内・新輝

山本建設工業株式会社

　指名停止の月数と（　）の期間が一致しないのは、「独占禁止法に基づく
処分の事前通知対象事業者に係る入札契約手続の特例を定める要領（平成24
年９月18日施行）」第５条の規定に基づき、平成24年９月18日から10月25日
までの間が指名停止期間に算入されることによる。

指名停止の理由

西本興業株式会社

12月
（平成24年10月26日から
　平成25年９月17日まで）

　指名停止の月数と（　）の期間が一致しないのは、「独占禁止法に基づく
処分の事前通知対象事業者に係る入札契約手続の特例を定める要領（平成24
年９月18日施行）」第５条の規定に基づき、平成24年９月18日から10月25日
までの間が指名停止期間に算入されることによる。

株式会社大山建設

株式会社龍生　　　※

株式会社西森建設

株式会社上岡工務店

○番号１から21までの事業者
　高知県が発注する土木一式工事について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３条の規定に違反するとして、平成24年
10月17日、公正取引委員会から排除措置命令若しくは課徴金納付命令を受けた又は違反行為者と認定されたため。
　＊該当条項
　高知県建設工事指名停止措置要綱　別表第２の第４号（県発注工事における独占禁止法違反）に該当、同要綱の取扱い別表第２関係２
の（１）（県発注工事における独占禁止法違反）に該当

○番号22から37までの事業者
　国土交通省四国地方整備局が発注する土木工事について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３条の規定に違反すると
して、平成24年10月17日、公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたため。
　＊該当条項
　高知県建設工事指名停止措置要綱　別表第２の第５号（県内における独占禁止法違反）に該当、同要綱の取扱い別表第２関係２の
（２）（県内における独占禁止法違反）に該当

指名停止措置簿

久保建設株式会社

株式会社大洋水工

山手建設株式会社

※測量、建設コンサルタント等業務の入札参加資格も有しており、当該業務についても対象。

指名停止期間

６月
（平成24年10月26日から
　平成25年３月17日まで）

　指名停止の月数と（　）の期間が一致しないのは、「独占禁止法に基づく
処分の事前通知対象事業者に係る入札契約手続の特例を定める要領（平成24
年９月18日施行）」第５条の規定に基づき、平成24年９月18日から10月25日
までの間が指名停止期間に算入されることによる。

株式会社児玉組

10月
（平成24年10月26日から
　平成25年７月17日まで）


