
令和４年度指名停止等の運用状況一覧

令和５年３月10日現在

No 業者名 本社所在地
指名停止期間

令和　年　月　日から令和　年　月　日
（指名停止区域）

該当事項 指名停止の理由

1 株式会社田中建設 秋田県鹿角市花輪字大川添２６
令和４年４月1日から令和４年６月３０日まで

（東北地方環境事務所管内 ）

指名停止等の措置要領(工事)
別表２第１０号

（公契約関係競売等妨害又は談合）

株式会社田中建設の代表取締役が、秋田県鹿角市の前市長から教示された、鹿
角市発注工事の工事価格を基に入札し落札したことが、入札の公正を妨害した疑
いで、令和４年２月９日逮捕された。
このことが、工事請負契約等に係る指名停止措置要領 別表第２第１０号の措置要
件に該当するため、当該業者に対し指名停止を行うものである。

2
パシフィックコンサルタンツ株式会
社

東京都千代田区神田錦町３－２２
令和４年４月１８日から令和４年５月１７日まで

（中部地方環境事務所管内）

指名停止等措置要領（工事）
別表２第８号ア

（公契約関係競売等妨害又は談合）

令和４年２月１７日付け環中地総発第 2202171 号にて連絡した件について、その
後有資格業者の社員が、関連業務に係る富山県富山市が発注した「呉羽丘陵フッ
トパス連絡周辺広場整備基本計画策定等業務委託」の契約に関しても、同市職員
が漏洩した情報を入手し、公正な入札を妨害したとして、令和４年２月１４日、公契
約関係競売入札妨害の疑いで富山県警に逮捕されたことによるもの。

3 常磐開発株式会社
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ
口１

令和４年４月１８日から令和４年６月１７日まで
（福島地方環境事務所管内）

指名停止等措置要領（工事）
別表２第８号ア

（公契約関係競売等妨害又は談合）

常磐開発株式会社の元社員２名は、福島県楢葉町発注工事の入札において、同
町職員が漏洩した入札情報を基に落札したとして、令和４年３月８日、福島県警察
に公契約関係競売等妨害の容疑で逮捕された。
このことは、「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」（平成１３年１月６日付
け環境会第 ９号大臣官房会計課長通知）別表２第８号アに該当するため当該事
業者に対して指名停止を行うものである。

4 株式会社イトウ建材店
秋田県鹿角市十和田毛馬内字城
ノ下７４－１０

令和４年４月２６日から令和４年７月２５日まで
（東北地方環境事務所管内）

指名停止等の措置要領(工事）
別表２第１０号

（公契約関係競売等妨害又は談合）

株式会社イトウ建材店の会長が、秋田県鹿角市の前市長から教示された、鹿角市
発注工事の工事価格を基に入札し、工事を落札したことが入札の公正を妨害した
疑いで、令和４年３月２日逮捕された。
このことが、工事請負契約等に係る指名停止措置要領 別表第２第１０号の措置要
件に該当するため、当該業者に対し指名停止を行うものである。

5 りんかい日産建設株式会社 東京都港区芝２－３－８
令和４年５月１１日から令和４年６月１０日まで

（関東地方環境事務所管内）

指名停止等措置要領(工事）
別表１第３号

（過失による粗雑工事）

りんかい日産建設株式会社は、鹿島港湾・空港整備事務所が発注した「令和２年
度 茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁（－12ｍ）本体他工事」において、ケー
ソンの据付を行ったが、当該箇所の隣接区域を施工中の受注者からケーソンの法
線出入が許容値を超え海側へ出ているとの報告があり、再測量した結果、ケーソ
ン法線出入が許容値を超えていることが判明した。
このことが、工事請負契約等に係る指名停止等措置要領別表１第３号（過失によ
る粗雑工事）に該当すると認められるため。

6 株式会社三邦工務店
千葉県市川市若宮一丁目１７番５
号

令和４年５月１６日から令和４年６月１５日まで
（関東地方環境事務所管内）

指名停止等措置要領(工事）
別表２第１６号

（不正又は不誠実な行為）

株式会社三邦工務店は、平成３０年１１月３日、千葉県市川市の当該業者資材置
場において、当該業者の業務に関し、法定の除外事由がないにも関わらず、廃棄
物である木材及び事務椅子合計約１６１キログラムを焼却した。この件について、
同社及び同社代表取締役は、令和２年１月１４日、廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律違反により、市川簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確
定した。
このことが、工事請負契約等に係る指名停止等措置要領別表２第１６号（不正又
は不誠実な行為）に該当すると認められるため。

7 綜合警備保障株式会社 東京都港区元赤坂１－６－６
令和４年５月１６日から令和４年６月１５日まで

（関東地方環境事務所管内）

指名停止等措置要領(工事）
別表２第１６号

（不正又は不誠実な行為）

綜合警備保障株式会社の元使用人が、当該業者の使用人であった令和３年１０
月２８日、ＡＴＭ（現金自動預払機）のメンテナンス業務中に、千葉県内の金融機関
の支店など６カ所に設置されたＡＴＭから現金計９，５９８万円を盗んだとして、窃盗
の疑いで令和４年１月５日、千葉県警に逮捕された。
このことが、工事請負契約等に係る指名停止等措置要領別表２第１６号（不正又
は不誠実な行為）に該当すると認められるため。



No 業者名 本社所在地
指名停止期間

令和　年　月　日から令和　年　月　日
（指名停止区域）

該当事項 指名停止の理由

8 村上建設工業株式会社
宮城県仙台市若林区若林７－２－
８

令和４年５月２６日から令和４年６月２５日まで
（東北地方環境事務所管内）

指名停止等措置要領(工事）
別表２第１６号

（不正又は不誠実な行為）

同社が入場していた石巻市鮎川浜南地内の工事現場で令和３年２月２３日に発生
した作業員負傷事故について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を同
年３月３日に提出したとして、令和３年１２月９日に石巻簡易裁判所から労働安全
衛生法違反により罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。
当該行為は不正又は不誠実な行為であり、「工事請負契約に係る指名停止措置
要領について」（平成１３年１月６日付環境会第９号大臣官房会計課長通知）別表
第２第１６号に該当するため。

9 株式会社中田組 北海道稚内市港２丁目８番３０号
令和４年６月1日から令和４年６月３０日まで

（北海道地方環境事務所管内）

指名停止等措置要領(工事）
別表２第１６号

（不正又は不誠実な行為）

同社は、令和３年７月１０日午後４時１５分頃、同社所有の汽船を、同社社員を船
長として、稚内市ノシャップ２丁目２８２０番地先海域において、船舶検査証書に記
載された最大搭載人員５人を１人超えた６人を同船に搭載し運行し、これにより、
令和４年３月２８日、同社及び同社社員は稚内簡易裁判所から船舶安全法違反と
して罰金１０万円に処され、罰金納付によりその刑が確定したことは、当省の「工事
請負契約等に係る指名停止等措置要領」（平成１３年１月６日環境会第９号）別表
２第１６号（不正又は不誠実な行為）に該当すると認められるため。

10 和商株式会社
北海道札幌市西区発寒１５条１３
丁目１番４５号

令和４年６月１７日から令和４年８月１６日まで
（北海道地方環境事務所管内）

指名停止等措置要領(工事）
別表２第１３号

（建設業法違反行為）

同社は、建設業法第２７条の２３第１項の規定に違反し、有効な経営事項審査結
果を有していないことにより、同法施行令に定める建設工事を請け負うことができ
ないにもかかわらず、公共工事の入札に参加し、請負契約を締結したことが、同法
第２８条第１項第２号に該当するものとして、北海道知事から指示処分を受けたこ
とは、当省の「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」（平成１３年１月６日
環境会第９号）別表２第１３号（建設業法違反行為）に該当すると認められるため。

令和４年５月１８日から令和４年６月１７日まで
（北海道地方環境事務所管内）

本件有資格者の社員が、富山県富山市が発注した業務委託の契約に関し、同市
職員が漏洩した情報を入手し、公正な入札を妨害したとして、令和４年１月２４日及
び令和４年２月１４日、公契約関係競売入札妨害の疑いで富山県警に逮捕され、
元取締役についても、令和４年２月１４日に書類送検され、令和４年３月８日、社員
とともに公契約関係競売入札妨害の罪で起訴されたことは、当省の「工事請負契
約等に係る指名停止等措置要領」（平成１３年１月６日環境会第９号）別表２第８号
（公契約関係競売等妨害又は談合）イに該当すると認められるため。

令和４年５月２６日から令和４年７月２５日まで
（東北地方環境事務所管内）

富山県富山市が発注した業務委託の契約に関し、同市職員が漏洩した情報を入
手し、公正な入札を妨害したとして、令和４年１月２４日と令和４年２月１４日に公契
約関係競売入札妨害の疑いで富山県警に逮捕され、元取締役についても、令和４
年２月１４日に書類送検され、令和４年３月８日に社員とともに公契約関係競売入
札妨害の罪で起訴された。
当該行為は公契約関係競売等妨害であり、「工事請負契約に係る指名停止措置
要領について」（平成１３年１月６日付環境会第９号大臣官房会計課長通知）別表
第２第８号に該当するため。

令和４年５月３１日から令和４年６月２９日まで
（九州地方環境事務所管内）

同社の社員が、富山県富山市が発注した業務委託の契約に関し、同市職員が漏
洩した情報を入手し、公正な入札を妨害したとして、令和４年１月２４日と令和４年
２月１４日に公契約関係競売入札妨害の疑いで富山県警に逮捕され、元取締役に
ついても、令和４年２月１４日に書類送検され、令和４年３月８日、社員とともに公
契約関係競売入札妨害の罪で起訴されたため。

11 株式会社ジイケイ設計
東京都豊島区高田３丁目３７番　１
０号

指名停止等措置要領（工事）
別表２第８号イ

（公契約関係競売等妨害又は談合）



No 業者名 本社所在地
指名停止期間

令和　年　月　日から令和　年　月　日
（指名停止区域）

該当事項 指名停止の理由

12  株式会社コンテック
福島県双葉郡楢葉町大字井出字
八石４２－１６

令和４年６月３０日から令和４年９月２９日まで
（福島地方環境事務所管内）

指名停止等措置要領（物品）
別表２第１４号

（不正又は不誠実な行為）

令和４年４月１４日に株式会社コンテック(以下「受注者」という。)と契約締結した
「令和４年度大熊町の対策地域内廃棄物(片付けごみ等)選別・仮置場運営業務
（単価契約）」について、受注者が契約約款に規定する仕様書に従って業務を履行
しなかったため契約解除に至った。このことは、「物品の製造契約、物品の購入契
約及び請負契約に係る指名停止措置要領」平成３０年７月１２日付環境会発第
1807124 号大臣官房会計課長通知）別表２第１４号に該当するため当該事業者に
対して指名停止を行うものである。

13 株式会社錢高組
大阪府大阪市西区西本町２－２－
４

14  アイサワ工業株式会社 岡山県岡山市北区表町１－５－１

15 株式会社淺沼組
大阪府大阪市浪速区湊町１－２－
３ マルイト難波ビル

令和４年９月２８日から令和４年１０月２７日まで
（北海道地方環境事務所管内）

指名停止等措置要領（工事）
別表２第８号イ

（公契約関係競売等妨害又は談合）

同社の元千葉営業所長は、営業所長だった令和２年４月、千葉県市川市発注の
学校校舎解体工事の一般競争入札を巡り、市川市前市長の関係者らから事前に
工事価格や入札参加者名を入手して落札し、公正な入札を妨害したとして、令和４
年７月２６日、公契約関係競売等妨害容疑で千葉県警に逮捕されたことは、当省
の「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」（平成１３年１月６日環境会第９
号）別表２第８号（公契約関係競売等妨害又は談合）イに該当すると認められるた
め。

16 株式会社創基
東京都港区赤坂１丁目９番１３号
三会堂ビル

令和４年９月１３日から令和４年１０月１２日まで
（関東甲信越）

指名停止等措置要領（物品）
別表２第１４号

（不正又は不誠実な行為）

株式会社創基は、令和４年８月 18 日に開札を行った「令和４年度石綿健康被害
救済法の被認定者等への建設アスベスト 給付金制度の周知に係る印刷及び梱
包発送業務」の一般競争入札（最低価格落札方式）において落札者となった。しか
しながら、同日、株式会社創基の担当者より連絡があり、本件入札金額に郵送費
を計上していなかったため、入札を辞退したい旨申し出があった。上記の入札辞退
により、本件の入札手続きに遅延を及ぼすこととなったことによる。

17 藤英建設株式会社 千葉県旭市ニの６２９２－４
令和４年１０月７日から令和４年１０月２０日まで

（関東地方環境事務所管内）

指名停止等措置要領（工事）
別表１第８号

（安全管理措置の不適切により生じ
た工事関係者事故）

藤英建設株式会社は、令和２年４月２９日、千葉県旭市の工場におけるスレート屋
根補修工事において、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼす恐れがあったにもか
かわらず、幅３０㎝以上の歩み板を設ける等の労働者の危険防止措置を講じず、
作業員１名が死亡する工事関係者事故を発生させた。
この件について、同社及び同社使用人は、労働安全衛生法違反及び業務上過失
致死罪により略式起訴され、令和２年１２月２８日、罰金刑に処せられた。
このことが、工事請負契約等に係る指名停止等措置要領別表１第８号（安全管理
措置の不適切により生じた工事関係者事故）に該当すると認められるため。

18 株式会社大滝工務店 東京都品川区南品川１－３－９
令和４年１０月１１日から令和４年１１月１０日まで

（関東地方環境事務所管内）

指名停止等措置要領（工事）
別表２第１６号

（不正又は不誠実な行為）

株式会社大滝工務店の使用人は、令和３年１０月１６日、千葉県発注の航路浚渫
工事において、土運船に積載したバックホウを使用して土砂を岸壁に卸す作業中
に、同土砂が水面に脱落するのを防ぐため必要な措置を講じなかったことから、港
則法違反で､令和４年６月１日付けで起訴され、同日付けで罰金刑の略式命令を
受けた。
このことが、工事請負契約等に係る指名停止等措置要領別表２第１６号（不正又
は不誠実な行為）に該当すると認められるため。

防衛省近畿中部防衛局発注の航空自衛隊岐阜基地（岐阜県各務原市）内におけ
る建設工事を巡り、株式会社錢高組元名古屋支店長及びアイサワ工業株式会社
名古屋支店長が令和４年５月３１日に、公契約関係競売等妨害容疑で名古屋地方
検察庁に在宅起訴されたことは、当省の「工事請負契約等に係る指名停止等措置
要領」（平成１３年１月６日環境会第９号）別表２第８号（公契約関係競売等妨害又
は談合）イに該当すると認められるため。

令和４年７月８日から令和４年８月７日まで
（北海道地方環境事務所管内）

指名停止等措置要領（工事）
別表２第８号イ

（公契約関係競売等妨害又は談合）



No 業者名 本社所在地
指名停止期間

令和　年　月　日から令和　年　月　日
（指名停止区域）

該当事項 指名停止の理由

19  三和工業株式会社
福島県田村市大越町下大越字川
向７００-１

令和４年１１月２４日から令和４年１２月２３日まで
（福島地方環境事務所管内）

指名停止等措置要領（工事）
別表２第３号ウ

（贈賄）

三和工業株式会社の役員は、役員就任前に、田村市職員（当時）に公共工事に関
する単価表の情報提供を依頼し、情報を提供された謝礼としてギフトカードを贈っ
たとして、令和４年９月２４日、贈賄容疑で福島県警に逮捕された。
このことは、「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」（平成 １３ 年 １月 ６
日付け環境会第 ９号大臣官房会計課長通知）別表２第３号ウに該当するため当
該事業者に対して指名停止を行うものである。

前田・奥村・鴻池特定建設工事共
同企業体

ー

前田建設工業株式会社
東京都千代田区富士見２－１０－
２

株式会社奥村組
大阪府大阪市阿倍野区松崎町２
－２－２

株式会社鴻池組
大阪府大阪市中央区北久宝寺町
３－６－１

株式会社牟田建設
福島県双葉郡浪江町権現堂字新
町６６－４

21 秀和建設株式会社
福島県田村市船引町船引字安久
津５８

令和４年１２月２７日から令和５年 ３月２６日まで
（福島地方環境事務所管内）

指名停止等措置要領（工事）
別表２第３号ア

（贈賄）

秀和建設株式会社の元代表取締役は、田村市職員（当時）から田村市発注の公
共工事の予定価格情報を受けた見返りに飲食接待を提供したとして、令和４年１１
月４日、贈賄の罪で福島地方検察庁に在宅起訴された。
このことは、「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」（平成１３年 １月 ６日
付け環境会第 ９号大臣官房会計課長通知）別表２第３号アに該当するため当該
事業者に対して指名停止を行うものである。

22
株式会社ADKマーケティング・ソ
リューションズ

東京都港区赤坂１丁目２３番１号
虎ノ門ヒルズ森タワー

令和５年１月５日から令和５年 ４月４日まで
（全国）

指名停止等措置要領（物品）
別表２第３号ア

（贈賄）

株式会社ADKマーケティング・ソリューションズの代表役員等（元代表取締役社長）
が、令和元年１１月～令和４年１月にかけて、令和３年東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会における大会スポンサーの契約業務などを担当する販売協力代
理店に選定されるよう、当時の大会組織委員会理事に組織委員会のマーケティン
グ専任代理店側に対する働きかけを依頼し、その謝礼として約１，４００万円を渡し
たとして、令和４年１０月１９日、贈賄容疑で東京地方検察庁特別捜査部に逮捕さ
れたことを受けたため。

23 ＭＯＮＥＡＫ
東京都杉並区高円寺北３－３６－
１０ ときわ荘２０３号

令和５年１月１１日から令和５年 ２月１０日まで
（東北地方環境事務所管内）

指名停止等措置要領（物品）
別表１第３号
（契約違反）

契約を履行する見込みがないと認められたことは、「物品の製造契約、物品の購
入契約及び請負契約に係る指名停止等措置要領について」（平成３０年７月１２日
付環境会第1807124号大臣官房会計課長通知）別表第１第３号に該当するため。

株式会社電通 東京都港区東新橋１丁目８番１号

株式会社セレスポ
東京都豊島区北大塚１丁目２１番
５号

株式会社フジクリエイティブコーポ
レーション

東京都江東区青海１丁目１番２０
号　ダイバーシティ東京オフィスタ
ワー１８F

指名停止等措置要領（工事）
別表１第７号

（安全管理措置の不適切により生じ
た工事関係者事故）

前田・奥村・鴻池特定建設工事共同企業体が請け負っている令和２年度中間貯蔵
施設（双葉１工区）の受入分別処理・貯蔵工事において、令和４年６月１０日、受入
分別処理施設内の改質ミキサの清掃をしていた作業員が改質ミキサに巻き込ま
れる労働災害が発生し、作業員は同年７月２１日に死亡した。
当該事故は、安全管理指導等の不適切に起因するものであり、「工事請負契約等
に係る指名停止等の措置要領」（平成１３年１月６日付け環境会第９号大臣官房会
計課長通知）別表１第７号に該当する。

24
令和５年２月１５日から令和５年１１月１４日まで

（全国)

令和５年２月８日（水）に、（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委
員会が発注した業務に係る入札における独占禁止法第３条（不当な取引制限の
禁止）違反容疑で（株）電通、（株）フジクリエイティブコーポレーション及び（株）セレ
スポの役員等が逮捕されたため。

指名停止等措置要領（物品）
別表２第５号

（独占禁止法違反行為）
指名停止等措置要領（物品）

別表２第１４号
（不正又は不誠実な行為）

20
令和 ４年１２月１２日から令和 ４年１２月２６日まで

（福島地方環境事務所管内）



No 業者名 本社所在地
指名停止期間

令和　年　月　日から令和　年　月　日
（指名停止区域）

該当事項 指名停止の理由

25 株式会社リクデン 福岡県田川市大字川宮１２１５
令和５年２月１３日から令和５年３月２６日まで

（九州地方環境事務所管内）

指名停止等措置要領（工事）
別表２第１３号

（建設業法違反行為）

同社が、福岡県内の公共工事において、建設業法第３条第１項の許可を受けない
で建設業を営む者と、同法施行令第１条の２第１項に定める軽微な建設工事の範
囲を超えて、下請け契約を締結したため、同法第２８条第１項第６号に該当すると
して、令和４年１２月２２日に福岡県知事より７日間の営業停止処分を受けたため。

26 株式会社ソニック
東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎
東松原１０－２２

令和５年２月２４日から令和５年３月２３日まで
（関東地方環境事務所管内）

指名停止等措置要領（工事）
別表２第１６号

（不正又は不誠実な行為）

株式会社ソニックの元役員ら３人は、令和２年７月１日、潜水艦など軍事用途に転
用可能な高性能ソナー（水中音波探知機）を無許可で輸出したとして、兵庫県警な
どから令和３年１１月１７日、外国為替及び外国貿易法違反の容疑で逮捕され、元
役員は同年１２月に略式命令を受けた。
このことが、工事請負契約等に係る指名停止等措置要領別表２第１６号（不正又
は不誠実な行為）に該当すると認められるため。

27 高野電気工業株式会社 東京都葛飾区奥戸６－１１－２
令和５年２月２４日から令和５年３月２３日まで

（関東甲信越）

指名停止等措置要領（工事）
別表２第１６号

（不正又は不誠実な行為）

高野電気工業株式会社は、令和５年２月13日に開札を行った「令和4年度皇居外
苑馬場先地区ライトアップ電源設備等工事」の一般競争入札（最低価格落札方
式）において落札者となった。しかしながら、令和５年２月20日に行った対面の打ち
合わせで仕様書の要件を満たさないことを伝えたところ、その場で辞退書の提出
があった。このことが、本件の入札手続きに遅延を及ぼすこととなったことによる。

28 日本メディカルオネスト株式会社
東京都豊島区東池袋三丁目２３－
１３池袋ＫＳビル５階

令和５年２月２４日から令和５年５月２３日まで
（関東地方環境事務所管内）

指名停止等措置要領（物品）
別表２第３号ア

（贈賄）

日本メディカルオネスト株式会社の代表役員等（元代表取締役社長）は、代表取締
役社長だった令和３年３月中旬頃、地方独立行政法人が運営する東千葉メディカ
ルセンターの人工心肺装置の調達をめぐり、同センターの臨床工学技士長が、調
達業務を受注した会社に、当該業者を通して調達するよう指示するなどの便宜を
図った謝礼として現金１００万円を渡したとして、令和４年１２月１日、贈賄容疑で千
葉県警に逮捕された。
このことが、物品の製造契約、物品の購入契約及び請負契約に係る指名停止等
措置要領別表２第３号ア（贈賄）に該当すると認められるため。

29 Media Creative Lab合同会社 東京都目黒区目黒２－１１－３
令和 ５年３月２日から令和 ５年 ３月１５日まで

（北海道地方環境事務所管内）
指名停止等措置要領（物品）

別表１第３号（契約違反）

令和４年４月13日付けで釧路自然環境事務所が同社と契約を締結した「令和４年
度知床国立公園適正利用等検討業務」について、同社から、仕様書に定める業務
の一部に関して履行不能となった旨の申出があり、同社による履行見込みがない
と認められたことから、令和５年２月24日、契約書第12条第１項第１号に基づく契
約の一部解除に至ったものであり、このことは、「物品の製造契約、物品の購
入契約及び請負契約に係る指名停止等措置要領」（平成30年７月12日環境会発
第1807124号）別表１第３号（契約違反）に該当すると認められるため。

30 株式会社博報堂 東京都港区赤坂５丁目３番１号

31 株式会社東急エージェンシー 東京都港区西新橋１丁目１番１号

32 株式会社セイムトゥー
東京都千代田区永田町２丁目４番
３号

令和５年３月６日から令和５年１２月５日まで
（全国）

指名停止等措置要領（物品）
別表２第５号

（独占禁止法違反行為）
指名停止等措置要領（物品）

別表２第１４号
（不正又は不誠実な行為）

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が行ったテストイベントの計
画立案業務などの入札において、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す
る法律」に違反したとして、同法第74条第１項の規定に基づき、令和5年2月28日、
株式会社電通グループ等6社が公正取引委員会により刑事告発され、同日、東京
地方検察庁により起訴されたことを受けたためため。



No 業者名 本社所在地
指名停止期間

令和　年　月　日から令和　年　月　日
（指名停止区域）

該当事項 指名停止の理由

33 株式会社KADOKAWA
東京都千代田区富士見2丁目13
番3号

令和５年３月６日から令和５年１２月５日まで
（全国）

指名停止等措置要領（物品）
別表２第３号ア

（贈賄）

株式会社KADOKAWAの元取締役会長等が、東京オリンピック・パラリンピック競技
大会組織委員会元理事らに対する贈賄罪で令和4年10月4日等に起訴されたこと
を受けたため。

34 株式会社大広
大阪府大阪市北区中之島2丁目2
番7号

令和５年３月６日から令和５年９月５日まで
（全国）

指名停止等措置要領（物品）
別表２第３号イ

（贈賄）

株式会社大広の執行役員が、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員
会理事らに対する贈賄罪で、令和4年10月18日、起訴されたことを受けたため。


