平成３０年度 奈良県建設工事等入札参加停止措置一覧表
番号

許可番号

商号又は名称
（株）槇峯建設

所在地
高市郡高取町丹生谷１０６１

（株）大林組

東京都港区港南２－１５－２

独占禁止法違反行為・別表
平成30年4月6日 から
2-3-(3)
平成30年10月5日 まで

清水建設（株）

東京都中央区京橋２－１６－１

独占禁止法違反行為・別表
平成30年4月6日 から
2-3-(3)
平成30年10月5日 まで

（株）奥村組

大阪府大阪市阿倍野区松崎町２－２－
２

（株）ノセヨ

滋賀県彦根市地蔵町１１２－１

日本道路（株）

東京都港区新橋１－６－５

独占禁止法違反行為・別表
平成30年4月17日 から
2-2-(3)
平成31年5月8日 まで

前田道路（株）

東京都品川区大崎１－１１－３

独占禁止法違反行為・別表
平成30年4月17日 から
2-2-(3)
平成30年11月30日 まで

世紀東急工業（株）

東京都港区芝公園２－９－３

独占禁止法違反行為・別表
平成30年4月17日 から
2-2-(3)
平成30年5月8日 まで

鹿島道路（株）

東京都文京区後楽１－７－２７

独占禁止法違反行為・別表
平成30年4月17日 から
2-2-(3)
平成30年5月8日 まで

福田道路（株）

新潟県新潟市中央区川岸町１－５３－
１

独占禁止法違反行為・別表
平成30年4月17日 から
2-2-(3)
平成30年10月16日 まで

日本エレクトロ二ツクシス
テムズ（株）

大阪府大阪市淀川区西中島５－５－１
５

不正又は不誠実な行為・別
平成30年5月22日 から
表2-7-(4)ｲ
平成30年7月21日 まで

（株）鴻池組

大阪府大阪市中央区北久宝寺町３－６
－１

不正又は不誠実な行為・別
平成30年5月22日 から
表2-7-(4)ｲ
平成30年7月21日 まで

1 29015530

2

3000

3

3200

4

2200

5 25051307

6

2770

7

2313

8

1962

9

2400

10

638

11

17901

12

2399

入札参加停止期間

平成30年4月6日 から
平成30年6月5日 まで
平成30年4月17日 から
平成31年1月16日 まで

平成30年7月17日まで
神鋼環境メンテナンス
（株）
13

兵庫県神戸市中央区磯上通２－２－２
１

8345

平成30年7月17日解除・第5
条第8項

森本組

大和高田市市場４５２－１６

（株）ノセヨ

滋賀県彦根市地蔵町１１２－１

（株）ノセヨ

滋賀県彦根市地蔵町１１２－１

不正又は不誠実な行為・別
平成31年3月17日 から
表2-7-(4)ｲ
平成31年5月16日 まで

光野組

吉野郡十津川村小山手２２８

栄和建設（株）

葛城市兵家２６１

安全管理措置の不適切によ
平成30年6月13日 から
り生じた工事関係者事故・
平成30年7月12日 まで 別表1-5-(2)
不正又は不誠実な行為・別
平成30年7月17日 から
表2-10
平成31年1月16日 まで

（株）新栄

葛城市兵家２６２

不正又は不誠実な行為・別
平成30年7月17日 から
表2-10
平成31年1月16日 まで

（株）フジタ

東京都渋谷区千駄ヶ谷４－２５－２

不正又は不誠実な行為・別
平成30年7月17日 から
表2-7-(4)ｲ
平成30年9月16日 まで

（株）エム・テック

埼玉県さいたま市浦和区高砂３－７－２

不正又は不誠実な行為・別
平成30年7月17日 から
表2-7-(4)ｲ
平成30年9月16日 まで

栄和建設（株）

葛城市兵家２６１

談合等・別表2-4-(1)
平成31年1月17日 から
（第5条第3項の規定により2
平成33年7月16日 まで 件の談合等に係る入札参
加停止の期間を合算する。
ただし、措置期間は第3条
第3項の規定により上限（36
月）から現在の入札参加停
止期間（6月）を差し引いた
30月とする。）

17 25051307

18 29014658

21 29013134

22 29017118

15311

平成30年7月17日解除・第5
条第8項

天理市川原城町６９８－９ 天理駅前第
２ビル４０５号

16 25051307

24

談合等・別表2-4-(2)

村井建設

15 29016393

19796

不正又は不誠実な行為・別
表2-7-(4)ｲ

不正又は不誠実な行為・別
平成30年5月22日 から
表2-7-(4)ｲ
平成30年7月21日 まで
平成30年7月17日まで

14 29016312

23

入札参加停止理由・該当基準

不正又は不誠実な行為・別
平成30年10月30日 から
表2-8
納付が確認されるまで

27 29013134
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安全管理措置の不適切によ
平成30年5月22日 から
り生じた工事関係者事故・
平成30年6月21日 まで 別表1-5-(2)
安全管理措置の不適切によ
平成30年5月22日 から
り生じた工事関係者事故・
平成30年6月21日 まで 別表1-5-(2)
不正又は不誠実な行為・別
平成31年1月17日 から
表2-7-(4)ｲ
平成31年3月16日 まで

平成３０年度 奈良県建設工事等入札参加停止措置一覧表
番号

許可番号

商号又は名称
（株）新栄

所在地
葛城市兵家２６２

（株）中工業

吉野郡黒滝村寺戸１０５－１

日本高圧コンクリート(株)

北海道札幌市中央区北三条西３－１－
不正又は不誠実な行為・別
平成30年10月31日 から
５４
表2-7-(4)ｲ
平成30年12月30日 まで

28 29017118

29 29015988

30

1068

（株）山崎組

奈良市杏町１１７－４

不正又は不誠実な行為・別
平成30年10月31日 から
表2-7-(5)
平成30年12月30日 まで

（株）関鉄

葛城市南花内２５２－１

不正又は不誠実な行為・別
平成30年12月27日 から
表2-7-(5)
平成31年2月26日 まで

（株）北田組

葛城市林堂９４－１

不正又は不誠実な行為・別
平成30年12月27日 から
表2-7-(5)
平成31年2月26日 まで

（株）フジタ

東京都渋谷区千駄ヶ谷４－２５－２

（有）リノ・ユニバーサル

奈良市南永井町２５

不正又は不誠実な行為・別
平成31年1月22日 から
表2-7-(4)ｱ
平成31年4月21日 まで

（株）礎建築事務所

橿原市葛本町８３５－１

契約違反行為等・別表1-2平成31年1月22日 から
(1)
平成31年7月21日 まで

（株）安藤・間

東京都港区赤坂６－１－２０

建設業法違反行為・別表2平成31年1月22日 から
5-(2)ｲ
平成31年8月21日 まで 不正又は不誠実な行為・別
表2-7-(4)イ

タカオ（株）

広島県福山市御幸町中津原１７８７－１

不正又は不誠実な行為・別
平成31年1月22日 から
表2-7-(4)ｲ
平成31年3月21日 まで

（有）前川重機建材

天理市富堂町２９７－１０

不正又は不誠実な行為・別
平成31年2月14日 から
表2-7-(4)ｱ
平成31年5月13日 まで

名古屋電機工業（株）

愛知県あま市篠田面徳２９－１

不正又は不誠実な行為・別
平成31年2月14日 から
表2-7-(4)ｲ
平成31年4月13日 まで

松好建設（株）

高市郡明日香村岡５８０

建設業法違反行為・別表2平成31年2月14日 から
5-(2)ｱ
平成31年6月13日 まで

33 29007303

34 29013673

19796

36 29015393

37

20330

39

17929

40 29013206

41

不正又は不誠実な行為・別
平成30年9月26日 から
表2-7-(4)ｱ
平成30年12月25日 まで

不正又は不誠実な行為・別
平成30年10月31日 から
表2-7-(5)
平成30年12月30日 まで

32 29001270

38

入札参加停止理由・該当基準

談合等・別表2-4-(1)
平成31年1月17日 から
（第5条第3項の規定により2
平成33年7月16日 まで 件の談合等に係る入札参
加停止の期間を合算する。
ただし、措置期間は第3条
第3項の規定により上限（36
月）から現在の入札参加停
止期間（6月）を差し引いた
30月とする。）

中村エンジニアリング(株) 奈良市八条１－８０７－３
31 29012584

35

入札参加停止期間

4807

42 29013565
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平成31年1月22日 から
平成32年1月21日 まで

贈賄・別表2-1-(3)ｲ

