労働基準関係法令違反に係る公表事案
北海道労働局

最終更新日：平成29年11月30日

企業・事業場名称

所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

北海道釧路市

H29.1.16

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第130条の９

食品加工用圧縮機に覆い、囲い等を設
けることなく労働者に作業を行わせた H29.1.16送検
もの

（株）アイスライン

北海道札幌市白
石区

H29.2.1

最低賃金法第４条

労働者６名に、２か月間の定期賃金合
H29.2.1送検
計約280万円を支払わなかったもの

長栄堂

北海道美唄市

H29.3.3

最低賃金法第４条

労働者５名に、５か月間の定期賃金合
H29.3.3送検
計約250万円を支払わなかったもの

（株）松村興業

北海道旭川市

H29.3.7

労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条

トラクター・ショベルの運転を無資格
H29.3.7送検
の労働者に行わせたもの

仁木工 北海道余市郡仁
木町

H29.3.10

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

材料送給機械の運転を停止することな
H29.3.10送検
く労働者に作業を行わせたもの

（株）ＭＭＫホンダ

北海道河西郡芽
室町

H29.3.14

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ2.6ｍの屋根上で、安全帯を使用
させることなく労働者に板金作業を行 H29.3.14送検
わせたもの

（株）トラスパーリンク

北海道札幌市清
田区

H29.3.16

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第349条

架空電線に近接する場所で感電防止措
置を講じることなく労働者に作業を行 H29.3.16送検
わせたもの

五友プラント工業（株）

福岡県飯塚市

H29.3.17

労働安全衛生法第20条
ゴンドラ安全規則第22条

ゴンドラを使用するに当たり作業開始
前の点検を労働者に行わせなかったも H29.3.17送検
の

大建土木（株）

北海道旭川市

H29.3.23

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

労働災害の発生状況を偽った労働者死
H29.3.23送検
傷病報告を提出したもの

（株）日洋フレッシュ
路工場

道南生コン（株）
場

釧

北海道労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

（有）市木

北海道旭川市

労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
H29.3.23
ボイラー及び圧力容器安全規則
第23条

三雄建設（株）

北海道樺戸郡浦
臼町

H29.4.24

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

労働災害の発生状況を偽った労働者死
H29.4.24送検
傷病報告を提出したもの

（株）清水組

北海道上川郡美
瑛町

H29.5.17

労働安全衛生法第22条
労働安全衛生規則第577条

換気装置を設けることなく練炭を燃焼
させた構造物内に労働者を立ち入らせ H29.5.17送検
て作業を行わせたもの

（株）自動車検査場

北海道旭川市

H29.6.15

労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条

トラクター・ショベルの運転を無資格
H29.6.15送検
の労働者に行わせたもの

H29.6.21

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

ロープウェイの滑車の清掃作業を行わ
せるに当たり、作業者以外の者がロー
H29.6.21送検
プウェイを運転しないよう起動装置を
施錠する等の措置を講じなかったもの

函館山ロープウェイ（株） 北海道函館市

ボイラーの取扱いの作業を無資格の労
H29.3.23送検
働者に行わせたもの

遠別初山別森林組合

北海道天塩郡遠
別町

H29.6.21

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第477条

伐倒の際にかかり木を取り除くことな
H29.6.21送検
く労働者に伐木作業を行わせたもの

（株）檜山鐵工所

北海道旭川市

H29.6.23

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第250条

溶融している鉄を取り扱う工場建屋に
ついて水蒸気爆発を防止する構造とし H29.6.23送検
なかったもの

（株）トラクション

北海道札幌市厚
別区

H29.7.4

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第564条
労働者派遣法第45条

足場の組立ての範囲等を周知すること
なく労働者に足場の組立て作業を行わ H29.7.4送検
せたもの

北海道労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

野田工業（株）

北海道札幌市中
央区

H29.9.13

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条

高さ5.2ｍの橋桁の上で、作業床を設
けることなく労働者に補修作業を行わ H29.9.13送検
せたもの

（株）丸ヨ吉住商店

北海道雨竜郡沼
田町

H29.9.25

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ6.6ｍの屋根上で、安全帯を使用
させることなく労働者にせっぴを落と H29.9.25送検
す作業を行わせたもの

東和レジスター札幌販売
（株）

北海道札幌市東
区

H29.10.6 最低賃金法第４条

（有）鋼材運輸

北海道札幌市北
区

H29.10.10

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第151条の70

重量100㎏以上の荷を貨物自動車に積
み込む作業において、作業指揮者を定 H29.10.10送検
めていなかったもの

（有）伯昭商事

北海道北斗市

H29.10.19

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の７

フォークリフトに接触するおそれがあ
H29.10.19送検
る箇所に労働者を立ち入らせたもの

（株）杉本運輸

北海道小樽市

H29.10.24

労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第75条の２

作業を指揮する者を選任することなく
労働者に移動式クレーンのジブの解体 H29.10.24送検
作業を行わせたもの

（有）ニックス

北海道札幌市白
石区

H29.11.6

労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第636条

元請と下請の労働者の作業が同一の場
所で行われる際に、労働災害防止のた H29.11.6送検
めの連絡調整を行わなかったもの

ホームテック（株）

北海道札幌市東
区

H29.11.6

労働安全衛生法第22条
労働安全衛生規則第577条

換気装置を設けることなく練炭を燃焼
させた構造物内に労働者を立ち入らせ H29.11.6送検
て作業を行わせたもの

（株）サンパワー

北海道札幌市東
区

H29.11.20 最低賃金法第４条

労働者１名に、５か月間の定期賃金合
H29.11.20送検
計約81万円を支払わなかったもの

（株）ふとんクリーニング 北海道札幌市北
今井
区

H29.11.21 最低賃金法第４条

労働者10名に、１か月間の定期賃金合
H29.11.21送検
計約98万円を支払わなかったもの

労働者５名に、１か月間の定期賃金合
H29.10.6送検
計約72万円を支払わなかったもの

北海道労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

（特非）北海道就労サポー
北海道札幌市北
ト協会Ｆｒｅｅ Ｇａｒｄ
区
ｅｎ

公表日

違反法条

H29.11.22 最低賃金法第４条

事案概要

その他参考事項

労働者15名に、１か月間の定期賃金合
H29.11.22送検
計約83万円を支払わなかったもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
青森労働局

最終更新日：平成29年11月30日

企業・事業場名称

所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

（株）高松工業

青森県五所川原
市

H29.1.27

労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条

高さ約３ｍの作業床の端に手すり等を
設けることなく、下請負人の労働者に H29.1.27送検
作業を行わせたもの

星和工業（株）
所

青森営業 青森県下北郡東
通村

H29.2.27

労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条

高さ約23ｍの作業床の端に手すり等を
設けることなく、下請負人の労働者に H29.2.27送検
作業を行わせたもの

（有）村田組

青森県むつ市

労働安全衛生法第21条
H29.2.27 労働安全衛生規則第519条
労働者派遣法第45条

高さ約23ｍの作業床の端に手すり等を
設けることなく、労働者に作業を行わ H29.2.27送検
せたもの

（株）ファミリー住宅

青森県八戸市

H29.3.3

最低賃金法第４条

労働者２名に、１か月分の定期賃金合
H29.3.3送検
計約71万円を支払わなかったもの

（株）高橋商事
所

青森県弘前市

H29.3.7

労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条

ドラム缶のガス溶断作業を行わせるに
当たり、法令で定める資格を有しない H29.3.7送検
労働者に作業を行わせたもの

（有）幸福の寿し本舗

青森県青森市

H29.5.11 労働基準法第32条

（有）福士建設

青森県北津軽郡
中泊町

H29.6.9

イシオカ産業

青森県五所川原
市

H29.10.10 最低賃金法第４条

青森県三沢市

H29.10.23

（株）ユニバース
口店

弘前営業

三沢堀

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

労働安全衛生法第23条
労働安全衛生規則第540条

労働者11名に、36協定の延長時間を超
H29.5.11送検
える違法な時間外労働を行わせたもの
労働災害の発生状況を偽った労働者死
H29.6.9送検
傷病報告を提出したもの
労働者１名に、２か月分の定期賃金合
H29.10.10送検
計約23万円を支払わなかったもの
店舗通用口から従業員駐車場へ通じる
場所に、労働者が安全に通行するため H29.10.23送検
の通路を設けていなかったもの

青森労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

皐月電子工業

青森県十和田市

H29.11.2

労働基準法第24条
最低賃金法第４条

労働者３名に、５か月分の定期賃金合
H29.11.2送検
計約77万円を支払わなかったもの

盛岡ベース（株）

岩手県盛岡市

H29.11.2

労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条

高さ約３ｍの作業床の端に手すり等を
設けることなく、下請負人の労働者に H29.11.2送検
作業を行わせたもの

岩手県盛岡市

労働安全衛生法第21条
H29.11.2
労働安全衛生規則第519条

高さ約３ｍの作業床の端に手すり等を
設けることなく、労働者に作業を行わ H29.11.2送検
せたもの

都南建装

違反法条

事案概要

その他参考事項

労働基準関係法令違反に係る公表事案
岩手労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

東北緑生（株）

岩手県北上市

労働安全衛生法第59条
H28.12.5 労働安全衛生規則第36条第６号
の２

車両系伐木機械の運転操作の作業に従
事させる際に、特別教育を行っていな H28.12.5送検
かったもの

（株）木村架設工業

岩手県釜石市

労働安全衛生法第20条
H29.5.18 労働安全衛生規則第158条
労働者派遣法第45条

車両系建設機械との接触防止措置（立
H29.5.18送検
入禁止措置、誘導員の配置）を講じて
H29.9.22有罪確定
いなかったもの

大野造園

岩手県花巻市
東和町

H29.5.18

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条

高さ２ｍ以上で作業床を設けることが H29.5.18送検
困難な作業において、墜落による危険 H29.6.29不起訴（起
防止措置を講じていなかったもの
訴猶予）

（有）ローカルサービス

岩手県盛岡市

H29.6.13

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の14

車両系荷役運搬機械（フォークリフ
ト）を主たる用途以外の用途に使用し H29.6.13送検
たもの

横山工業（株）

岐阜県可児市

H29.9.8

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

72日間の休業を要する労働災害が発生
したのに、遅滞なく労働者死傷病報告 H29.9.8送検
を提出しなかったもの

大林道路（株）

東京都千代田区

労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
小型移動式クレーンの運転業務及び玉
H29.10.16 クレーン等安全衛生規則第68条
H29.10.16送検
掛け業務に無資格者を就労させたもの
クレーン等安全衛生規則第221条
労働者派遣法第45条

（有）盛南輸送

岩手県紫波郡矢
巾町

H29.10.17

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第151条の70

重量100㎏以上の荷を貨物自動車に積
み込む作業において作業指揮者を定め H29.10.17送検
ていなかったもの

（株）レアル産業

岩手県二戸郡一
戸町

H29.11.29

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第529条

建築物の組立作業において、作業指揮
者の指名、作業方法及び順序の周知を H29.11.29送検
行わなかったもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
宮城労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

（有）武山住宅

宮城県石巻市

H29.3.13

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

木造住宅建築工事現場において、墜落
防止措置を講じないまま労働者に２階 H29.3.13送検
の床板敷設作業を行わせたもの

東北ニチモウ（株）

宮城県塩釜市

H29.8.1

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

工場２階床に設置された蓋を取り外す
作業を行わせるに際し、労働者に安全 H29.8.1送検
帯を使用させなかったもの

（有）永根実業建設

宮城県大崎市

H29.10.20

労働安全衛生法第22条
石綿障害予防規則第３条

石綿の有無を事前調査することなく、
H29.10.20送検
建築物の解体作業を行わせたもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
秋田労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

丹波企画

秋田県山本郡
八峰町

H28.12.16

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

労働者に安全帯を使用させることなく
１階屋根上で外壁の補修作業を行わせ H28.12.16送検
たもの

晴沢板金工業

秋田県鹿角市

H29.2.13

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ約６ｍの２階屋根軒先に手すり等
を設けることなく労働者にトタンの葺 H29.2.13送検
き替え作業を行わせたもの

あきた湖東農業協同組合

秋田県南秋田郡
五城目町

H29.3.13 労働基準法第32条

（株）スズキ部品秋田

秋田県南秋田郡
井川町

H29.3.14

労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第25条

クレーンの運転についての合図を定め H29.3.14送検
ることなくクレーンを用いての荷下ろ H29.7.13不起訴（起
し作業を行わせたもの
訴猶予）

（有）エスエス興産

秋田県秋田市

H29.7.20

労働安全衛生法第22条
石綿障害予防規則第３条

石綿の有無を事前調査することなく建
H29.7.20送検
物の解体作業を行わせたもの

労働者３名に、36協定の延長時間を超 H29.3.13送検
える違法な時間外・休日労働を行わせ H29.8.22不起訴（起
たもの
訴猶予）

労働基準関係法令違反に係る公表事案
山形労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

設楽建設興業（株）

山形県西村山郡
西川町

H29.1.24

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第563条

高さ２ｍ以上の足場において労働者に
作業を行わせるに際し、手すり等を設 H29.1.24送検
けていなかったもの

（株）東北緑地造苑

山形県東置賜郡
川西町

H29.6.22

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第164条

掘削用のドラグ・ショベルを主たる用
途以外の用途（荷のつり上げ作業）に H29.6.22送検
使用したもの

マルカ特殊基礎工事

山形県新庄市

H29.6.23

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の78

非常の場合に直ちにコンベヤーの運転
を停止することができる装置を備えて H29.6.23送検
いなかったもの

三洋建設

山形県酒田市

H29.11.17

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ3.2ｍの床に開口部を作る作業に
際し、安全帯を使用させる等の措置を H29.11.17送検
講じなかったもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
福島労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

（株）三本木製作所

福島県郡山市

H29.1.13

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条

プレス機械の安全装置を無効化したま
ま作業を行わせ、労働者１名が右手指 H29.1.13送検
を切断する災害を発生させたもの

（有）玄蕃商店

福島県いわき市

H29.1.17

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の７

フォークリフトへの接触を防ぐ措置を
講じなかった結果、労働者１人が轢か H29.1.17送検
れて死亡する災害を発生させたもの

石嶋商事

福島県田村市

H29.2.8

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の89

作業計画及び安全教育を行わず作業さ
せ、労働者１名が集材車の下敷きとな H29.2.8送検
り死亡する災害を発生させたもの

（株）メカテック

福島県喜多方市

H29.3.17 労働基準法第32条

（有）カネマン

福島県会津若松
市

H29.3.30

（株）郡山第一園芸

福島県郡山市

H29.6.20 労働基準法第32条

山一総業（株）

福島県いわき市

H29.8.1

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

休業４日以上の労働災害が２件発生し
たのに、遅滞なく労働者死傷病報告を H29.8.1送検
提出しなかったもの

（有）雲藤工建

福島県いわき市

H29.9.12

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

休業４日以上の労働災害が発生したの
に、遅滞なく労働者死傷病報告書を提 H29.9.12送検
出しなかったもの

H29.9.13

労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条

高さ12.5ｍの作業床の端に手すり等を
設けることなく、下請負人の労働者に H29.9.13送検
作業を行わせたもの

（株）ＩＨＩ物流産業シス
東京都江東区
テム

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

労働者７名に、36協定の延長時間を超
える違法な時間外・休日労働を行わせ H29.3.17送検
たもの
労働者が両足を骨折した災害につい
て、災害の発生場所や態様について虚 H29.3.30送検
偽の報告を行ったもの
労働者１名に、36協定の延長時間を超
H29.6.20送検
える違法な時間外労働を行わせたもの

福島労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

（株）エス・ケイ・イー

茨城県水戸市

H29.9.13

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ12.5ｍの作業床の端に手すり等を
設けることなく、労働者に作業を行わ H29.9.13送検
せたもの

（有）南会建設

福島県会津若松
市

労働安全衛生法第21条
H29.10.2
労働安全衛生規則第519条

高さ2.8ｍの屋根上に手すり等を設け
ることなく、労働者に作業を行わせた H29.10.2送検
もの

（株）原町中央青果市場

福島県南相馬市

H29.10.18

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条

高さ６ｍのスレート屋根上に、踏み抜
きによる墜落防止措置を講じることな H29.10.18送検
く、労働者に作業を行わせたもの

（株）ファーストライニン
福島県郡山市
グジャパン

H29.11.17 労働安全衛生法第120条

実際には発生していないにも関わら
ず、労働災害が発生したとする虚偽の H29.11.17送検
労働者死傷病報告を提出したもの

（株）エコファームジャパ
福島県郡山市
ン

H29.11.17 最低賃金法第４条

労働者７名に、１か月間の定期賃金合
H29.11.17送検
計約74万円を支払わなかったもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
茨城労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

黎明環境美化

茨城県土浦市

H29.9.20

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条

高さ5.9ｍのはしごの上で、安全帯を
使用させることなく労働者に作業を行 H29.9.20送検
わせたもの

大堀工業（有）

埼玉県久喜市

H29.10.4

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ4.5ｍの部材上で、安全帯を使用
させることなく労働者に作業を行わせ H29.10.4送検
たもの

サンキンＢ＆Ｇ（株）

大阪府大阪市西
区

H29.10.4

労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条

高さ4.5ｍの部材上で、安全に昇降す
るための設備等を設けることなく下請 H29.10.4送検
労働者に作業を行わせたもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
栃木労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

（株）双葉

栃木県鹿沼市

H29.1.20

（株）ニューナス

栃木県那須塩原
市

労働安全衛生法第61条
H29.2.23 労働安全衛生法施行令第20条
労働安全衛生規則第41条
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第28条

（株）ニッコークリエート 栃木県栃木市

H29.3.15

（有）佐野製作所

労働安全衛生法第61条
H29.11.7 労働安全衛生法施行令第20条
クレーン等安全規則第22条

栃木県小山市

事案概要

その他参考事項

給油作業を行わせるに当たり、ベルト
コンベヤーの運転を停止しなかったも H29.1.20送検
の
無資格の労働者にトラクターショベル
H29.2.23送検
を運転させたもの
産業用ロボットの安全装置が有効に保
H29.3.15送検
持されていなかったもの
無資格の労働者にクレーンを運転させ
H29.11.7送検
たもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
群馬労働局
企業・事業場名称
（有）新治電気

（株）塚越製作所

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

群馬県利根郡み
なかみ町

H29.2.16

群馬県太田市

労働安全衛生法第59条
H29.10.26
労働安全衛生規則第36条

労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条

事案概要

その他参考事項

法令で定める資格を有しない労働者を
機体の重量が３トンを超えるドラグ・ H29.2.16送検
ショベルの運転の業務に就かせたもの
外国人技能実習生をプレス機械の金型
の調整の業務につかせるにあたり、法
H29.10.26送検
定の特別の教育を行っていなかったも
の

労働基準関係法令違反に係る公表事案
埼玉労働局

最終更新日：平成29年10月31日

企業・事業場名称

所在地

公表日

精機工業（株）

埼玉県さいたま
市桜区

H29.3.2

最低賃金法第４条

労働者10名に、２か月間の定期賃金合
H29.3.2送検
計約200万円を支払わなかったもの

（株）メリット

埼玉県川越市

H29.3.2

労働基準法第32条

外国人技能実習生を含む労働者７名
H29.3.2送検
に、違法な時間外労働を行わせたもの

旭段ボール（株）

埼玉県さいたま
市岩槻区

H29.4.25

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

機械の調整作業を労働者に行わせるに
際し、当該機械の停止をさせなかった H29.4.25送検
もの

（株）ＣＭＳ

埼玉県春日部市

H29.4.28 最低賃金法第４条

矢吹炉研（株）

東京都荒川区

H29.7.12

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第532条の２

ホッパー内で労働者に作業を行わせる
に際し、埋没危険防止措置を講じな
H29.7.12送検
かったもの

大橋工業（株）

埼玉県児玉郡上
里町

H29.7.24

労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条

無資格の労働者にフォークリフトを運
H29.7.24送検
転させたもの

埼玉県戸田市

H29.9.1

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の14

労働者にフォークリフトの用途以外の
H29.9.1送検
用途に使用させたもの

埼玉県入間市

H29.10.2 労働基準法第32条

（株）山栄運輸
所

（有）ラビット

戸田営業

違反法条

事案概要

その他参考事項

労働者に、２か月間の定期賃金を支払
H29.4.24送検
わなかったもの

外国人技能実習生である労働者５名
H29.10.2送検
に、違法な時間外労働を行わせたもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
千葉労働局

最終更新日：平成29年11月30日

企業・事業場名称

所在地

公表日

違反法条

事案概要
スレート屋根修理作業において、歩み
板を設ける等踏み抜きによる労働者の H29.1.13送検
危険を防止していなかったもの

鈴木板金工業（株）

東京都墨田区

H29.1.13

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条

（有）レックス

千葉県白井市

H29.3.3

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

労働災害により４日以上休業したにも
かかわらず、労働者死傷病報告書を提 H29.3.3送検
出していなかったもの

（有）高井商事

東京都江戸川区

H29.3.3

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

労働災害により４日以上休業したにも
かかわらず、労働者死傷病報告書を提 H29.3.3送検
出していなかったもの

（株）兼子

千葉県船橋市

H29.3.13

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

古紙の圧縮梱包機の掃除を行わせるに
当たり、当該機械の運転を停止させな H29.3.13送検
かったもの

千葉県八千代市

H29.5.8

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

労働災害により４日以上休業したが、
事実と異なる内容の労働者死傷病報告 H29.5.8送検
書を提出したもの

船橋営業所

（株）米本造園土木

関東西部運輸（株）

本社 千葉県野田市

H29.5.10 労働基準法第32条

労働者４名に、36協定の延長時間を超
えて違法な時間外・休日労働を行わせ H29.5.10送検
ていたもの

Ａ・Ｇ’Ｓ‐ＢＵＩＬＤ
（株）

東京都葛飾区

H29.9.7

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ3.06ｍの玄関上ひさしの端に手す
り等を設けることなく労働者に作業を H29.9.7送検
行わせたもの

（株）ワールドラップ

千葉県船橋市

H29.9.7

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の7

フォークリフトを使用して荷卸し作業
を行わせるに当たり、走行進路内に労 H29.9.7送検
働者を立ち入らせたもの

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

４日以上の休業を要する労働災害が発
生したのに虚偽の労働者死傷病報告書 H29.10.19送検
を提出したもの

（株）ケイエムメンテック 千葉県木更津市

H29.10.19

関東西部運輸（株）

H29.11.15 労働基準法第32条

本社 千葉県野田市

労働者４名に、36協定の延長時間を超
えて違法な時間外・休日労働を行わせ H29.11.15送検
ていたもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
東京労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

優秀塗装（株）

北海道岩見沢市

H28.12.27

（株）電通

東京都港区

H28.12.28 労働基準法第32条

H28.12.28送検
労働者２名に、36協定の延長時間を超
H29. 7. 5起訴
える違法な時間外労働を行わせたもの
H29.10.21有罪確定

（株）伸光舎

東京都八王子市

H29.1.25 最低賃金法第４条

知的障害のある労働者３名に、東京都
最低賃金を下回る賃金しか支払わな
H29.1.25送検
かったもの

（株）丸建興業

東京都杉並区

H29.2.15

労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第74条の２

移動式クレーンで作業を行うに当た
り、ワイヤロープで１箇所に玉掛けし H29.2.15送検
た荷の下に労働者を立ち入らせたもの

ヤマトオートワークス
（株） 西東京工場

東京都昭島市

H29.2.21

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の７

貨物自動車に接触するおそれがある箇
H29.2.21送検
所に労働者を立ち入らせたもの

ＳＴＡＲ ＲＯＣＫ
ＣＯＭＰＡＮＹ（株）

東京都町田市

H29.3.13 労働基準法第40条

労働者２名に、36協定を締結しないま
H29.3.13送検
ま違法な時間外労働を行わせたもの

（有）スカイ物流

東京都東村山市

H29.3.29 労働基準法第32条

労働者７名に、36協定の延長時間を超
H29.3.29送検
える違法な時間外労働を行わせたもの

三研工業（株）

神奈川県藤沢市

H29.5.19

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

休業見込み40日の労働災害が発生した
のに、遅滞なく労働者死傷病報告書を H29.5.19送検
提出しなかったもの

（有）北葉塗装

千葉県市原市

H29.6.2

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第279条

爆発が生ずるおそれのあるタンク内部
で、点火源となるおそれのある送風機 H29.6.2送検
を使用させたもの

労働安全衛生法第23条
労働安全衛生規則第540条

事案概要

その他参考事項

橋梁に設置されたつり足場上に安全な
H28.12.27送検
通路を設けていなかったもの

東京労働局

最終更新日：平成29年11月30日

企業・事業場名称

所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

東京都内の２事業場において、労働者
２名に、36協定の延長時間を超える違 H29.6.14送検
法な時間外労働を行わせたもの

（株）エイチ・アイ・エス 東京都新宿区

H29.6.14 労働基準法第32条

かんの工業（株）

H29.6.14

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

休業４日以上の労働災害が発生したの
に、遅滞なく労働者死傷病報告書を提 H29.6.14送検
出しなかったもの
高所作業車の転倒を防止するため、地
盤を水平かつ堅固に保つための措置を H29.7.6送検
講じなかったもの

東京都西東京市

（有）南街園

東京都東大和市

H29.7.6

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第194条の11

（株）ケイ・セクション

神奈川県相模原
市緑区

H29.7.18

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

休業４日以上の労働災害が発生したの
に、遅滞なく労働者死傷病報告書を提 H29.7.18送検
出しなかったもの

（株）大勝

神奈川県横浜市
西区

H29.8.25

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第157条

傾斜地のコンクリートガラ上で、誘導
者を配置することなく解体用車両系建 H29.8.24送検
設機械を用いて作業を行わせたもの

山縣建設（株）

埼玉県川口市

H29.8.31

労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第654条

請負人の労働者に、墜落の危険のある
箇所に、手すり等を設けていない架設 H29.8.21送検
通路を使用させたもの

東京都品川区

H29.8.31

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ約３ｍのフォークリフトの運転者
席で、安全帯を使用させることなく労 H29.8.31送検
働者に作業を行わせたもの

（株）ホーミング

東京都八王子市

H29.9.7

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条

高さ約６ｍの梁上で、安全帯を使用さ
せることなく労働者に作業を行わせた H29.9.7送検
もの

ライチ（株）

東京都八王子市

H29.9.22

労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第655条

請負人の労働者に、架空電路との接触
を防止するための措置を講じていない H29.9.22送検
足場を使用させたもの

（株）日新エンゼル

神奈川県相模原
市

H29.9.22

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第349条

架空電路に近接した足場上で作業を行
わせるに当たり、感電を防止するため H29.9.22送検
の措置を講じなかったもの

リリカラ（株）
センター

東京流通

東京労働局

最終更新日：平成29年11月30日

企業・事業場名称

所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

（株）ＫＥＣ

東京都大田区

H29.9.27

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

休業259日の労働災害が発生したが、
関係請負人３名が共謀し遅滞なく労働 H29.9.27送検
者死傷病報告書を提出しなかったもの

（有）エベス工業

神奈川県横須賀
市

H29.11.2

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

休業１週間以上の労働災害が発生した
のに、遅滞なく労働者死傷病報告書を H29.11.2送検
提出しなかったもの

（株）中川船舶

東京都中央区

労働安全衛生法第20条
H29.11.21
労働安全衛生規則第101条

ウインチの回転する歯車部分に覆い、
囲い等を設けることなく労働者に作業 H29.11.21送検
を行わせたもの

（株）シマダ

東京都台東区

H29.11.21 労働基準法第32条

労働者３名に、36協定の延長時間を超
H29.11.21送検
える違法な時間外労働を行わせたもの

東京都江東区

H29.11.28

（株）三栄商会
所

東京営業

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

休業見込み30日の労働災害が発生した
のに、遅滞なく労働者死傷病報告書を H29.11.28送検
提出しなかったもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
最終更新日：平成29年11月30日

神奈川労働局
企業・事業場名称

所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

（株）東洋精機製作所

神奈川県綾瀬市

労働安全衛生法第14条
H28.12.1 労働安全衛生法施行令第６条
労働安全衛生規則第133条

プレス機械作業主任者を選任していな
H28.12.1送検
かったもの

三菱電機（株）
総合研究所

神奈川県鎌倉市

H29.1.11 労働基準法第32条

労働者１名に対して36協定で定めた上 H29.1.11送検
限時間を超える時間外労働を行わせた H29.1.27不起訴（嫌
もの
疑不十分）

（株）シバデン

埼玉県川口市

H29.1.20

労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第30条

スタッカークレーンの修繕工事におい
H29.1.20送検
て、接触防止措置を講じなかったもの

東洋ライス（株）

和歌山県和歌山
市

H29.1.25

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の14

フォークリフトについて主たる用途以
H29.1.25送検
外の用途で使用をさせたもの

（株）八巻工業

神奈川県川崎市
高津区

H29.3.17

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

約３か月の休業を要する労働災害が発
生したのに、遅滞なく労働者死傷病報 H29.3.17送検
告を提出しなかったもの

近藤乳業（株）

神奈川県藤沢市

労働安全衛生法第20条
H29.3.23 労働安全衛生法施行令第13条
労働安全衛生規則第27条

ホームテクト（株）

東京都町田市

（株）野蕗造園

神奈川県相模原
市中央区

H29.6.1

労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第66条の２

作業場所の広さ、荷の重量等を考慮し
て移動式クレーンの転倒防止の方法を H29.6.1送検
あらかじめ定めていなかったもの

（株）相模土建

神奈川県相模原
市南区

H29.6.1

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条

ベルトコンベヤーに、危険防止措置と
して覆い等を設置することなく労働者 H29.6.1送検
に整備作業を行わせたもの

情報技術

労働安全衛生第21条
H29.3.24 労働安全衛生規則第519条

労働者に安全装置を具備していないエ
H29.3.23送検
レベーターを使用させたもの
建物解体工事において、墜落防止措置
をとることなく労働者に作業を行わせ H29.3.24送検
たもの

最終更新日：平成29年11月30日

神奈川労働局
企業・事業場名称

所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

（株）清製作所

神奈川県川崎市
川崎区

H29.6.8

労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
クレーン等安全規則第221条

法令で定める資格を有しない労働者を
つり上げ荷重１トンのクレーンの玉掛 H29.6.8送検
け業務に就かせたもの

共和工業(株）

千葉県市川市

H29.9.20

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

４日以上の休業災害を発生させたにも
かかわらず、労働者死傷病報告を遅滞 H29.9.20送検
なく提出しなかったもの

ＪＦＥ物流京浜（株）

神奈川県川崎市
川崎区

H29.10.4 労働安全衛生法第120条

（株）湘南ユニテック

神奈川県藤沢市

H29.10.13

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

約３か月の休業を要する労働災害が発
生したのに、遅滞なく労働者死傷病報 H29.10.13送検
告を提出しなかったもの

（学）桐蔭学園

神奈川県横浜市
青葉区

H29.11.1

労働安全衛生第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ２ｍ以上の開口部付近で、墜落防
止措置をとることなく労働者に作業を H29.11.1送検
行わせたもの

（株）共明製作所

神奈川県相模原
市南区

H29.11.16 労働基準法第24条

労働基準監督官から臨検監督を受けた
H29.10.4送検
際に、虚偽の陳述をしたもの

労働者１名に、２か月分の定期賃金の
H29.11.16送検
一部約13万円を支払わなかったもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
新潟労働局

最終更新日：平成29年11月30日

企業・事業場名称

所在地

公表日

違反法条

事案概要

（有）曾野木商事

新潟県新潟市中
央区

H28.12.1 最低賃金法第４条

貝瀬材木（株）

新潟県魚沼市

H29.1.20

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

手すり等を設けることなく高さ２ｍ以
上の屋根上で労働者に作業を行わせた H29.1.20送検
もの

船屋運輸（株）

新潟県胎内市

H29.2.1

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の74

保護帽を着用させることなく労働者に
貨物自動車の荷台に荷積みする作業を H29.2.1送検
行わせたもの

新潟県胎内市

H29.2.2

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の78

ベルトコンベヤーに、非常停止措置を
備え付けることなく労働者に作業を行 H29.2.2送検
わせたもの

ゆきぐに森林組合

新潟県上越市

H29.2.6

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第477条

伐倒の際に待避する場所をあらかじめ
定めることなく労働者に伐木作業を行 H29.2.6送検
わせたもの

（有）富岳産業

新潟県南魚沼市

H29.4.4

最低賃金法第４条

労働者９名に、23か月間の定期賃金合
H29.4.4送検
計約944万円を支払わなかったもの

新進開発（株）

新潟県上越市

H29.4.5

労働基準法第24条

労働者５名に、１か月間の定期賃金合
H29.4.5送検
計約134万円を支払わなかったもの

（有）和

新潟県上越市

H29.5.17 最低賃金法第４条

松前建築

新潟県新潟市西
区

H29.6.14

（株）ナカショク
ト工場

ペレッ

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

労働者21名に、１か月間、新潟県最低
H28.12.1送検
賃金以上の賃金を支払わなかったもの

労働者３名に、約３か月間の定期賃金
H29.5.17送検
合計約113万円を支払わなかったもの
木造家屋の改築工事において、墜落防
止措置を講ずることなく労働者に作業 H29.6.14送検
を行わせたもの

新潟労働局

最終更新日：平成29年11月30日

企業・事業場名称

所在地

公表日

違反法条

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

事案概要
事実と異なる災害発生状況を記載した
虚偽の労働者死傷病報告書を提出した
ほか、４日以上の休業を要する労働災 H29.6.14送検
害が発生したのに労働者死傷病報告書
を提出しなかったもの

（株）佐藤建設

新潟県阿賀野市

H29.6.14

（株）メイケン

新潟県十日町市

H29.7.13 労働基準法第32条

労働者５名に、36協定の延長時間を超
H29.7.13送検
える違法な時間外労働を行わせたもの

オルエ企画（株）

新潟県長岡市

H29.8.7

労働基準法第24条

労働者７名に、１か月間の定期賃金合
H29.8.7送検
計約75万円を支払わなかったもの

（株）板垣ボーリング

新潟県村上市

H29.8.18

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第534条

法面対策工事において、落下のおそれ
のある土石を取り除くことなく労働者 H29.8.18送検
に作業を行わせたもの

（株）お菓子の館

新潟県新潟市東
区

H29.9.11 最低賃金法第４条

労働者３名に、約６か月間の定期賃金
H29.9.11送検
合計約143万円を支払わなかったもの

（特非）アニマルフレンズ 新潟県新潟市西
ジャパン
蒲区

H29.9.15 最低賃金法第４条

労働者９名に、約１年７か月間の定期
賃金合計約1,483万円を支払わなかっ H29.9.15送検
たもの

（株）ミトク 長岡営業所

H29.9.15 労働基準法第32条

労働者２名に、36協定の延長時間を超
H29.9.15送検
える違法な時間外労働を行わせたもの

新 新潟県新潟市江
南区

H29.10.16 最低賃金法第４条

労働者７名に、約１年７か月間の定期
賃金合計約164万円を支払わなかった H29.10.16送検
もの

新潟県新潟市西
蒲区

H29.10.18 最低賃金法第４条

労働者29名に、約９か月間の定期賃金
H29.10.18送検
合計約634万円を支払わなかったもの

クリアウォーター２１
潟サポートセンター

（株）結

新潟県長岡市

新潟労働局
企業・事業場名称
居酒家てくてく

最終更新日：平成29年11月30日
所在地
新潟県新潟市東
区

農事組合法人グリーンアー
新潟県十日町市
ス津南

公表日

違反法条

H29.10.18 最低賃金法第４条

H29.11.9

労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条

事案概要
労働者２名に、約１か月間の定期賃金
H29.10.18送検
合計約13万円を支払わなかったもの
法定の運転資格を有しない労働者を、
最大荷重が１トン以上となるフォーク H29.11.9送検
リフトの運転業務に就かせていたもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
富山労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

パナソニック(株) オート
モーティブ＆インダストリ
アルシステムズ社デバイス
富山県砺波市
ソリューション事業部電子
制御ソリューションビジネ
スユニット富山・松江工場

H29.3.15 労働基準法第32条

住吉工業（株）

富山県富山市

H29.6.6

労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
クレーン等安全規則第22条

床上操作式クレーンの運転の業務に無
資格の外国人技能実習生を就かせてい H29.6.6送検
たもの

（株）ユニゾーン

富山県富山市

H29.6.6

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第150条の４

労働者が産業用ロボットに接触するお
それがあるにもかかわらず、危険を防 H29.6.6送検
止するための措置を講じなかったもの

（有）大西塗装工業

富山県南砺市

H29.8.24

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ約４ｍの作業床の端に手すり等を
設けることなく、労働者に作業を行わ H29.8.24送検
せたもの

富山県富山市

労働安全衛生法第100条
H29.11.1
労働安全衛生規則第97条

沢田造園

労働者３名に、36協定の延長時間を超
H29.3.15送検
える違法な時間外労働を行わせたもの

４日以上の休業を要する労働災害が発
生したのに、遅滞なく労働者死傷病報 H29.11.1送検
告を提出しなかったもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
石川労働局

最終更新日：平成29年11月30日

企業・事業場名称

所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

浜野産業（株）

石川県珠洲市

H29.6.19

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ2.85ｍの屋根の端に手すり等を設
けることなく労働者に作業を行わせた H29.6.19送検
もの

𠮷川機械産業（株）

石川県金沢市

H29.7.20

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の６

不整地運搬車の転落による危険を防止
するための措置を講じていなかったも H29.7.20送検
の

（株）美採

石川県加賀市

H29.10.10

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の92

車両系木材伐出機械の転落による危険
を防止するための措置を講じていな
H29.10.10送検
かったもの

石川県七尾市

H29.11.1

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条

ベルトコンベヤーのモータープーリー
H29.11.1送検
部分に覆い等を設けていなかったもの

日ノ丸窯業（株）
場

能登工

労働基準関係法令違反に係る公表事案
福井労働局
企業・事業場名称
北陸電気工事（株）

最終更新日：平成29年11月30日
所在地
富山県富山市

公表日
H29.11.8

違反法条
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第350条

事案概要

その他参考事項

電柱の高圧の充電電路の作業を行う
際、感電による危険防止措置を取らな H29.11.8送検
かったもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
山梨労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

（有）田中洋装

山梨県南アルプ
ス市

H29.5.10 労働基準法第120条

臨検監督を行った労働基準監督官の尋
H29.5.10送検
問に対して、虚偽の陳述を行ったもの

（有）Ｔ・Ｋ・Ｍ

山梨県南アルプ
ス市

H29.5.10 労働基準法第120条

臨検監督を行った労働基準監督官の尋
H29.5.10送検
問に対して、虚偽の陳述を行ったもの

（株）イナバ

山梨県南巨摩郡
南部町

H29.6.21

（株）ドミール

山梨県甲府市

H29.7.10 労働基準法第32条

内田材木店

山梨県南アルプ
ス市

H29.8.3

東海紙袋（株）

山梨県北杜市

労働安全衛生法第20条
H29.9.27
労働安全衛生規則第107条

印刷機の調整作業を行わせるに当た
り、歯車に身体の一部が挟まれる危険
H29.9.27送検
があったにもかかわらず、運転を停止
しなかったもの

クラフト工業（株）

神奈川県川崎市
川崎区

H29.10.5

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第537条

焼却炉の耐熱材を解体する工事におい
て、当該耐熱材の落下による危険を防 H29.10.5送検
止する措置を講じていなかったもの

労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第66条の２

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の３

林道工事において移動式クレーン仕様
のドラグショベルを使用する際に、作 H29.6.21送検
業の方法を定めていなかったもの
労働者１名に対し、36協定の締結・届
出を行うことなく、違法な時間外労働 H29.7.5送検
を行わせたもの
製材工場において貨物自動車を用いて
作業を行う際に、作業計画を定めてい H29.8.3送検
なかったもの

山梨労働局
企業・事業場名称

（株）ミラプロ

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

山梨県北杜市

公表日

違反法条

H29.10.18 労働基準法第32条

事案概要

その他参考事項

労働者６名に対し、36協定の締結・届
出を行うことなく、違法な時間外労働
を行わせ、又、36協定を届出た後も、 H29.10.18送検
協定した延長時間を超える、違法な時
間外労働を行わせたもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
長野労働局

最終更新日：平成29年11月30日

企業・事業場名称

所在地

公表日

違反法条
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

事案概要

その他参考事項

高さ2.5ｍの作業床の端に手すり等を
設けることなく、労働者に作業を行わ H29.2.1送検
せたもの

ペイントマン竹村塗装店

長野県大町市

H29.2.1

（株）ファインプラス
那事業所

長野県伊那市

労働安全衛生法第20条
H29.3.22 労働安全衛生施行令第13条
労働安全衛生規則第27条

厚生労働大臣の定める基準を満たして
いないエレベーターを使用して、労働 H29.3.22送検
者に梱包資材を運搬させたもの

（株）銀亭

長野県佐久市

H29.7.25 最低賃金法第４条

労働者１名に、１か月間の定期賃金合
H29.7.25送検
計約16万円を支払わなかったもの

（株）ひまわりＳＰ

長野県松本市

H29.7.28 最低賃金法第４条

労働者10名に、１か月間の定期賃金合
H29.7.28送検
計約178万円を支払わなかったもの

（有）エヌ・ケー・ビー

長野県諏訪市

H29.9.14

（有）丸子観光バス

長野県上田市

H29.9.20 労働基準法第120条

労働基準監督官の臨検に際し、虚偽の
H29.9.20送検
記載をした運転日報を提出したもの

（株）吉澤総業

長野県松本市

労働安全衛生法第14条
H29.10.12 労働安全衛生法施行令第６条
労働安全衛生規則第360条

高さ２ｍ以上の地山の掘削の作業を行
わせるにあたり、作業を直接指揮して H29.10.12送検
いなかったもの

伊

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条

ドラグ・ショベルと接触するおそれの
ある箇所に、労働者を立ち入らせてい H29.9.14送検
たもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
岐阜労働局

最終更新日：平成29年11月30日

企業・事業場名称

所在地

公表日

（株）髙野塗装

愛知県名古屋市
南区

H29.1.6

矢口縫製

岐阜県山県市

H29.2.10 最低賃金法第４条

シキボウ物流センター
（株）

岐阜県海津市

H29.3.17

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ2.5ｍのラック上の端で、労働者
に安全帯等を使用させず作業を行わせ H29.3.17送検
たもの

（株）ジーエヌプラン

岐阜県岐阜市

H29.8.18

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条

高さ2.9ｍの場所で労働者に作業を行
わせるに当たり、作業床を設けなかっ H29.8.18送検
たもの

徳田工業（株）

可児工場 岐阜県可児市

違反法条
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条

事案概要

その他参考事項

高さ２ｍ以上の箇所で労働者に作業を
行わせるに当たり、作業床を設けな
H29.1.6送検
かったもの
労働者３名に、７か月間の定期賃金等
H29.2.10送検
合計約350万円を支払わなかったもの

H29.9.14 労働基準法第32条

労働者11名に、36協定の延長時間を超
H29.9.14送検
える違法な時間外労働を行わせたもの
屋内で金属製品のバリ取り作業を行わ
せる労働者に、有効な呼吸用保護具を H29.10.5送検
使用させなかったもの

（株）仙石

岐阜県各務原市

労働安全衛生法第22条
H29.10.5 粉じん障害防止規則第27条
労働者派遣法第45条

ＩＭＳテクノ（株）

岐阜県安八郡神
戸町

H29.11.9

（株）トゥ・ステップ

岐阜県大垣市

H29.11.20 労働基準法第32条

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

ロール機に、覆い等を設けることなく
H29.11.9送検
労働者に清掃作業を行わせたもの
労働者１名に、36協定の締結・届出を
行うことなく、違法な時間外・休日労 H29.11.20送検
働を行わせたもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
静岡労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

（株）ＡＳカンテック

静岡県藤枝市

H29.1.11 最低賃金法第４条

労働者１名に、１か月間の定期賃金合
H29.1.11送検
計約20万円を支払わなかったもの

（有）竹善工業

静岡県御前崎市

H29.3.14 最低賃金法第４条

労働者３名に、１か月間の定期賃金合
H29.3.14送検
計約67万円を支払わなかったもの

山竜

静岡県静岡市
清水区

H29.7.3

最低賃金法第４条

労働者５名に、１か月間の定期賃金合
H29.7.3送検
計約47万円を支払わなかったもの

平井工業（株）

静岡県静岡市
葵区

H29.7.18

労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第636条

関係請負人に対し、工事現場の組立中
の足場について立入禁止等の作業間の H29.7.18送検
連絡及び調整を行わなかったもの

ＤＯＷＡメタ二クス（株） 静岡県磐田市

H29.10.4

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

労働者に金属板圧延機の調整作業を行
わせるにあたり、同機械を停止させて H29.10.4送検
いなかったもの

ニッピコラーゲン工業
（株） 富士宮工場

静岡県富士宮市

H29.10.20

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第130条の5

労働者に食品加工用粉砕機を使用させ
るにあたり、蓋、囲い等を設けていな H29.10.20送検
かったもの

（有）鈴秀建設

静岡県沼津市

労働安全衛生法第20条
H29.11.1
労働安全衛生規則第158条

運転中のドラグ・ショベルに接触する
危険があったのに、誘導者を配置せ
H29.11.1送検
ず、労働者を立ち入らせたもの

（株）ＡＫＡＩＳＨＩ

静岡県静岡市
駿河区

H29.11.9 労働基準法第32条

労働者２名に時間外労働・休日労働に
関する協定で定めた延長時間を超えて H29.11.9送検
時間外労働させたもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
愛知労働局

最終更新日：平成29年11月30日

企業・事業場名称

所在地

公表日

（株）ＤＡＢＯジャパン

大阪府大阪市中
央区

H28.12.1

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

（株）トラスト・ワン

愛知県岡崎市

H28.12.1

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

（株）大津興業

愛知県岡崎市

H28.12.5 最低賃金法第４条

労働者１名に対し、２か月間の定期賃
H28.12.5送検
金合計約40万円を支払わなかったもの

（株）エイチエス

愛知県名古屋市
北区

H28.12.15 最低賃金法第４条

労働者４名に対し、６か月間の定期賃
金合計約300万円を支払わなかったも H28.12.15送検
の

曽我建設（株）

愛知県名古屋市
名東区

労働安全衛生法第59条
H28.12.16 労働安全衛生規則第36条
労働者派遣法第45条

特別教育を行っていない労働者を高さ
約６ｍの箇所で足場の変更作業に従事 H28.12.16送検
させたもの

稲沢駅前センター商業協同
愛知県稲沢市
組合

H29.1.20 最低賃金法第４条

労働者９名に対し、２か月間の定期賃
金の一部（愛知県最低賃金との差額） H29.1.20送検
合計約４万円を支払わなかったもの

（有）フレッシュフーズ稲
愛知県稲沢市
沢

H29.1.20 最低賃金法第４条

労働者１名に対し、２か月間の定期賃
金の一部（愛知県最低賃金との差額） H29.1.20送検
合計約１万円を支払わなかったもの

（株）八雲工業

H29.1.20

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第568条

その日の作業開始前に、つり足場の墜
落防止設備の取り外し及び脱落の有無 H29.1.20送検
について点検を行わなかったもの

H29.2.10

労働安全衛生法第22条
石綿障害予防規則第３条

建築物の解体等の作業を行うにあた
り、あらかじめ当該建築物について石 H29.2.10送検
綿の使用の有無を調査しなかったもの

日東工営（株）
店

広島県尾道市

名古屋支 愛知県名古屋市
中村区

違反法条

事案概要
その他参考事項
高さ約５ｍの場所で労働者に配管部品
の交換作業を行わせるにあたり、墜落 H28.12.1送検
防止措置を講じなかったもの
６日間の休業を要する労働災害が発生
したのに、遅滞なく労働者死傷病報告 H28.12.1送検
を提出しなかったもの

愛知労働局

最終更新日：平成29年11月30日

企業・事業場名称

所在地

公表日

（株）カクイ建設

愛知県名古屋市
港区

H29.2.14

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第160条

車両系建設機械の作業装置を地上に下
H29.2.14送検
ろさずに、運転位置から離れたもの

（有）参州寿組
所

愛知県豊田市

H29.2.17

労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第66条の２

作業場所の広さ、地質の状態等を考慮
して移動式クレーンの転倒防止の方法 H29.2.17送検
をあらかじめ定めなていなかったもの

愛知県春日井市

H29.2.20

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

コンクリートミキサーの清掃作業にあ
たり、機械の運転禁止措置を行ってい H29.2.20送検
なかったもの

（株）Ｓ＆Ａ

愛知県名古屋市
熱田区

H29.3.1

最低賃金法第４条

労働者７名に対し、１か月間の定期賃
金合計約100万円を支払わなかったも H29.3.1送検
の

ＴＡＩＨＥＩ（株）

愛知県名古屋市
中区

H29.3.10 最低賃金法第４条

労働者４名に対し、３か月間の定期賃
H29.3.10送検
金合計約85万円を支払わなかったもの

H29.3.13 労働基準法第32条

労働者１名に対し、時間外・休日労働
に関する協定の届出なく時間外労働を H29.3.13送検
行わせたもの
プレス機械について、１年に１回、定
期に行うべき法定の自主検査を行わず H29.3.23送検
使用していたもの

豊田営業

（株）小西生コン
工場

内外物産（株）

春日井

刈谷支店 愛知県刈谷市

違反法条

事案概要

その他参考事項

（有）石川プレス工業所

愛知県津島市

労働安全衛生法第45条
H29.3.23 労働安全衛生法施行令第15条
労働安全衛生規則第134条の３

昌和工業（株）

愛知県春日井市

H29.4.4

（株）電通

愛知県名古屋市
中村区

H29.4.25 労働基準法第32条

労働者２名に対し、時間外・休日労働
H29.4.25送検
に関する協定の延長時間を超える違法
H29.7.5不起訴
な時間外労働を行わせたもの

H29.5.25 労働基準法第32条

労働者４名に対し、時間外・休日労働
に関する協定の届出なく時間外労働を H29.5.25送検
行わせたもの

中部支社

メドライン・ロジスティク
ス・ジャパン（同） 愛西 愛知県愛西市
物流センター

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

４日以上の休業を要する労働災害につ
いて、虚偽の記載をした労働者死傷病 H29.4.4送検
報告を提出したもの

愛知労働局

最終更新日：平成29年11月30日

企業・事業場名称

所在地

公表日

愛知県名古屋市
緑区

H29.6.6

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条

愛知県東海市

H29.6.6

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第266条

（株）メタルテック

愛知県西尾市

H29.7.11 最低賃金法第４条

労働者１名に対し、８か月間の定期賃
金合計約140万円を支払わなかったも H29.7.11送検
の

中日本建設(株)

愛知県名古屋市
名東区

H29.8.4

労働者３名に対し、時間外・休日労働
に関する協定の届出なく時間外労働を H29.8.4送検
行わせたもの

（株）プレコット

愛知県名古屋市
中区

H29.8.18 最低賃金法第４条

労働者４名に対し、３か月間の定期賃
金合計約120万円を支払わなかったも H29.8.18送検
の

（株）ウオークス

愛知県名古屋市
中区

H29.8.18 最低賃金法第４条

労働者５名に対し、３か月間の定期賃
金合計約190万円を支払わなかったも H29.8.18送検
の

（株）誠強工業

愛知県名古屋市
中川区

H29.8.21

労働安全衛生法第20条
労働安全衛規則第158条

運転中のドラグ・ショベルに接触する
危険があったのに、接触を防止するた H29.8.21送検
めの措置を講じていなかったもの

（有）ＰＲＯＰ

愛知県春日井市

H29.8.22

労働安全衛生法第20条
労働安全衛規則第151条の14

フォークリフトを主たる用途以外であ
H29.8.22送検
る作業床として使用していたもの

（株）サクライ

三重県鈴鹿市

労働安全衛生法第21条
H29.8.24 労働安全衛生規則第518条
労働者派遣法第45条

高さ約7.5ｍの場所で労働者に作業を
行わせるにあたり、墜落防止措置を講 H29.8.24送検
じていなかったもの

（株）フードマニア

愛知県名古屋市
天白区

H29.8.25 最低賃金法第４条

労働者10名に対し、２か月間の定期賃
H29.8.25送検
金合計約80万円を支払わなかったもの

阪野建設（株）

新日鐵住金（株）
製鐵所

名古屋

違反法条

労働基準法第32条

事案概要
その他参考事項
運転中のドラグ・ショベルに接触する
危険があったのに、誘導者を配置せ
H29.6.6送検
ず、労働者を立ち入らせたもの
自然発火の危険がある乾燥した石炭を H29.6.6送検
積み重ねていたのに、危険な温度に上 H29.6.22不起訴(起訴
昇しない措置を講じていなかったもの 猶予）

愛知労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

大宝運輸（株）

愛知県名古屋市
中区

H29.9.4

労働基準法第32条

４事業場で、複数の労働者について、
月80時間超の時間外・休日労働が認め
H29.9.4
られ、かつ、労働基準法第32条の違反
愛知労働局長が指導
が認められるとして是正勧告を受けた
もの

（同）ハイスペック

愛知県江南市

H29.9.4

労働基準法第24条

労働者１名に対し、２か月間の定期賃
H29.9.4送検
金合計約９万円を支払わなかったもの

（株）ゆずりは

愛知県一宮市

H29.9.5

労働基準法第24条

労働者１名に対し、１か月間の定期賃
H29.9.5送検
金合計約２万円を支払わなかったもの

（株）麦島建設

愛知県名古屋市
昭和区

H29.9.5

労働安全衛生法第31条
労働安全衛規則第653条

高さ約1.8ｍの場所で請負人の労働者
に作業させる際に安全に昇降するため H29.9.5送検
の設備等を設けていなかったもの

（株）ナイガイ

愛知県一宮市

H29.9.19 労働基準法第37条

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第150条の４

外国人技能実習生４名に対し、１か月
間の時間外労働の割増賃金合計約30万 H29.9.19送検
円を支払わなかったもの
産業用ロボットを運転する場合に接触
することによる危険を防止するために H29.9.22送検
必要な措置を講じなかったもの

（株）エフベーカリーコー
愛知県春日井市
ポレーション

H29.9.22

愛新物産（株）

愛知県春日井市

H29.9.22 労働基準法第24条

（株）平田工業

愛知県名古屋市
港区

H29.10.4

労働安全衛生法第59条
労働安全衛生規則第36条

足場の組立て作業に係る業務におい
て、当該業務に関する特別教育を実施 H29.10.4送検
していない労働者を就かせたもの

（株）フィット・プラス

愛知県岡崎市

H29.10.5

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条

スレート屋根上の作業において、踏み
抜きによる危険防止の措置を講じてい H29.10.5送検
なかったもの

労働者３名に対し、３か月間の定期賃
金合計約170万円を支払わなかったも H29.9.22送検
の

愛知労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

事案概要
その他参考事項
労働者１名に対し、時間外・休日労働
に関する協定の延長時間を超える違法 H29.10.11送検
な時間外労働を行わせたもの

（有）朝倉商店

愛知県豊橋市

H29.10.11 労働基準法第32条

（株）メルベ稲垣

愛知県名古屋市
千種区

H29.11.10 労働基準法第24条

労働者２名に対し、６か月間の定期賃
金合計約206万円を支払わなかったも H29.11.10送検
の

（有）東栄興業

愛知県北設楽郡
東栄町

H29.11.16 最低賃金法第４条

労働者７名に対し、１か月間の定期賃
金合計約106万円を支払わなかったも H29.11.16送検
の

労働基準関係法令違反に係る公表事案
三重労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

（株）ＳＫスズキ

三重県松阪市

H28.12.8

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ3.5ｍの２階床の開口部に手すり
等を設けることなく労働者に作業を行 H28.12.8送検
わせたもの

日進建設（株）

三重県四日市市

H28.12.8

労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条

２階床の開口部に手すり等を設ける措
置を注文者（元請）として講じること H28.12.8送検
なく労働者に作業を行わせたもの

（有）丸髙

三重県尾鷲市

H29.6.16

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第130条の５

食品加工用粉砕機に蓋、囲い等を設け
ることなく労働者に作業を行わせたも H29.6.16送検
の

小林瓦工業

三重県四日市市

H29.6.21

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

安全帯を使用させることなく労働者に
H29.6.21送検
高さ約４ｍの高所作業を行わせたもの

中西総合運輸（株）

三重県伊賀市

H29.7.25 労働基準法第32条

（株）ブルーフィン三重

三重県度会郡南
伊勢町

H29.9.22

プロシードシステム(株)

三重県四日市市

H29.10.6 最低賃金法第４条

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の６

労働者１名に、36協定の延長時間を超
H29.7.25送検
える違法な時間外労働を行わせたもの
フォークリフトの転落による労働者の
危険を防止するため必要な措置を講じ H29.9.22送検
なかったもの
労働者５名に、１か月間の定期賃金合
H29.10.6送検
計約175万円を支払わなかったもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
滋賀労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

（株）奥田工務店

滋賀県蒲生郡日
野町

H29.1.25

労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条

請負人の労働者に高さ9.8ｍの作業床
を使用させるに際し、手すり等を設け H29.1.25送検
ていなかったもの

修荘板金

三重県伊賀市

H29.1.25

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ9.8ｍの作業床で作業を行わせる
に当たり、作業床の端に手すり等を設 H29.1.25送検
けていなかったもの

（株）エコパレット滋賀

滋賀県甲賀市

H29.7.20

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

原料の除去作業を労働者に行わせる
際、近接するスクリューコンベアの運 H29.7.20送検
転を停止をさせなかったもの

関西ティーイーケィ（株） 滋賀県大津市

H29.11.28

労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条

請負人の労働者に高さ約11ｍの作業床
を使用させるに際し、開口部に墜落防 H29.11.28送検
止措置を設けていなかったもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
京都労働局

最終更新日：平成29年11月30日

企業・事業場名称

所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

（株）グリーンファーム京 京都府相楽郡山
都
城村

H28.12.20

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の65

労働者にサイドブレーキが有効な状態
でないバキュームカーを使用させたも H28.12.20送検
の

（株）髙橋組

兵庫県神戸市兵
庫区

H29.1.25

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ約30ｍの屋上で手すり等を設けず
労働者に足場の組立作業を行わせたも H29.1.25送検
の

日本合繊工業（株）

京都府京都市南
区

H29.3.24

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

樹脂加工装置の運転を停止しないま
ま、同装置の回転ローラーの掃除を労 H29.3.24送検
働者に行わせたもの

（株）ナイキシステム

京都府久世郡久
御山町

H29.3.30 最低賃金法第４条

労働者10名に２か月間の定期賃金合計
H29.3.30送検
約1,349万円を支払わなかったもの

（株）電通

京都府京都市下
京区

H29.4.25 労働基準法第32条

労働者２名に、36協定の延長時間を超 H29.4.25送検
える違法な時間外労働を行わせたもの H29.7.5不起訴

京都府舞鶴市

H29.5.10 最低賃金法第４条

労働者1名に対し、京都府最低賃金額
H29.5.10送検
以上の賃金を支払っていなかったもの

酒菜

京都支社

大地の蔵

（株）ＲＡＩＺＯ

京都市下京区

H29.6.5

労働基準法第32条

労働者１名に、36協定の締結・届出を
行うことなく、違法な時間外労働を行 H29.6.5送検
わせたもの

（有）北日本工業

京都府舞鶴市

H29.6.28

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条

高さ約10ｍのスレート屋根上で、歩み
板や防網を張る等なく、下請労働者に H29.6.28送検
作業を行わせていたもの

（有）舞鶴小型運送社

京都府舞鶴市

H29.8.2

労働基準法第32条

労働者４名に、36協定の延長時間を超
H29.8.2送検
える違法な時間外労働を行わせたもの

京都労働局
企業・事業場名称
（有）丸幸運輸

最終更新日：平成29年11月30日
所在地
京都府亀岡市

公表日

違反法条

H29.11.16 労働基準法第32条

事案概要

その他参考事項

労働者１名に、36協定の締結・届出を
行うことなく、違法な時間外労働を行 H29.11.16送検
わせたもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
大阪労働局

最終更新日：平成29年11月30日

企業・事業場名称

所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

（有）ミツトヨ製作所

大阪府大東市

H28.12.15

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条

プレス機械に有効な安全装置を使用さ
H28.12.15送検
せる等の措置を講じなかったもの

（株）翔慶

大阪府門真市

H28.12.15

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第164条

解体工事を行うに際して、車両系建設
機械（掘削用）をその主たる用途以外 H28.12.15送検
の用途に使用したもの

（株）福村

大阪府岸和田市

H28.12.27

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条

屋根の改修工事において、スレート屋
H28.12.27送検
根の踏み抜き防止措置を怠ったもの

大阪府岸和田市

H29.1.24 労働基準法第32条

（株）日進工業

大阪府大阪市生
野区

H29.3.6

労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第６条
労働安全衛生規則第134条

プレス機械の切替キースイッチを作業
主任者が保管せず、プレス作業主任者 H29.3.6送検
としての職務を行わせなかったもの

（株）山並工務店

大阪府箕面市

H29.3.13

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

休業４日以上の労働災害が発生したに
もかかわらず、労働者死傷病報告を提 H29.3.13送検
出しなかったもの

（株）三木組

大阪府大阪市淀
川区

H29.3.13 労働安全衛生法第91条

朝比奈建材（株）

大阪府和泉市

H29.4.6

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第362条

コンクリートブロック塀に近接した箇
所で掘削の作業を行うに際して危険防 H29.4.6送検
止措置を講じなかったもの

（株）中山石渠

大阪府豊中市

H29.4.6

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

生垣の剪定作業を行わせるに際して、
H29.4.6送検
墜落防止措置を講じていなかったもの

諸星運輸（株）
業所

岸和田営

労働者１名に、36協定の締結・届出な
H29.1.24送検
く、違法な時間外労働を行わせたもの

労働基準監督官の臨検時に労働災害が
発生していない旨の虚偽の陳述を行っ H29.3.13送検
たもの

大阪労働局

最終更新日：平成29年11月30日

企業・事業場名称

所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

（株）太陽製作所

大阪府大阪市平
野区

H29.4.13 労働基準法第32条

労働者１名に、36協定の延長時間を超
H29.4.13送検
える違法な長時間労働を行わせたもの

（有）神農物流

大阪府東大阪市

労働安全衛生法第45条
H29.4.13 労働安全衛生法施行令第15条
クレーン等安全規則第34条

床上操作式天井クレーンについて、１
年以内ごとに１回、定期に自主検査を H29.4.13送検
実施していなかったもの

（株）電通

大阪府大阪市北
区

H29.4.25 労働基準法第32条

労働者１名に、36協定の延長時間を超 H29.4.25送検
える違法な時間外労働を行わせたもの H29.7.5不起訴

華福貿易（株）

大阪府和泉市

H29.4.28

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条

扉の設置作業において、作業床を設置
する等の墜落防止措置を講じなかった H29.4.28送検
もの

中央砕石（株）

大阪府高槻市

H29.5.11

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第155条

車両系建設機械を用いて作業をさせる
に際して、作業計画を定め、当該作業 H29.5.11送検
計画により作業を行わせなかったもの

天帝建設（株）

大阪府大阪市北
区

H29.6.6

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
労働者派遣法第45条

車両系建設機械を用いて作業をさせる
に際して、接触の危険のある箇所に労 H29.6.6送検
働者に立ち入らせたもの

（有）オーケイ製作所

大阪府大阪市西
淀川区

H29.8.8

労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第６条
労働安全衛生規則第134条

プレス機械の切替キースイッチを作業
主任者が保管せず、プレス作業主任者 H29.8.8送検
としての職務を行わせなかったもの

須賀工業（株）

大阪支社

大阪府大阪市西
区

H29.8.29 労働基準法第35条

労働者１名に、36協定の範囲を超える
H29.8.29送検
違法な休日労働を行わせたもの

荒木運輸（株）
Ｆセンター

東大阪Ｃ

大阪府東大阪市

H29.9.7

労働基準法第32条

労働者３名に、36協定の延長時間を超
H29.9.7送検
える違法な時間外労働を行わせたもの

大阪府高槻市

H29.9.12

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

休業４日以上の休業を要する労働災害
が発生したのに、遅滞なく労働者死傷 H29.9.12送検
病報告を報告しなかったもの

関西支社

渡辺電気工業（株）

大阪労働局

最終更新日：平成29年11月30日

企業・事業場名称

所在地

公表日

山本鉄器工業（株）

大阪府大阪市生
野区

H29.9.14

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条

プレス機械に有効な安全装置を使用さ
H29.9.14送検
せる等の措置を講じなかったもの

龍美建装

大阪府豊中市

H29.9.26

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ約６ｍの屋根の上で、安全帯を使
用させることなく労働者に作業を行わ H29.9.26送検
せたもの

大阪府大阪市平
野区

H29.9.29

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条

プレス機械に有効な安全装置を使用さ
H29.9.29送検
せる等の措置を講じなかったもの

（株）鶴田工業

兵庫県西宮市

H29.10.24

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ約2.4ｍの屋根上で、手すり等を
設けることなく、労働者に作業を行わ H29.10.24送検
せたもの

大和技研（株）

兵庫県伊丹市

H29.10.24

労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条

高さ約2.4ｍの屋根上で、手すり等を
設けることなく、下請労働者に作業を H29.10.24送検
行わせたもの

極東ゴム（株）

大阪府堺市堺区

H29.10.27

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条

シャーに有効な安全装置を使用させる
H29.10.27送検
等の措置を講じなかったもの

（株）嶋袋商店

大阪府大阪市西
淀川区

労働安全衛生法第20条
H29.10.27 労働安全衛生規則第158条
労働者派遣法第45条

トラクターショベルを運転させるに当
たり、誘導者を配置せずに、労働者に H29.10.27送検
作業を行わせたもの

上野輸送（株）
店大阪事業所

西日本支 大阪府大阪市大
正区

H29.10.31 労働基準法第32条

労働者３名に、36協定の延長時間を超
H29.10.31送検
える違法な時間外労働を行わせたもの

（株）天徳工業

第二工場

マリンフード（株）
大津工場

泉

大阪府泉大津市

H29.11.17

違反法条

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

事案概要

その他参考事項

高さ約5.53ｍの台の上で、手すり等を
設けることなく、労働者に作業を行わ H29.11.17送検
せたもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
兵庫労働局

最終更新日：平成29年11月30日

企業・事業場名称

所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

（株）家島ドック

兵庫県姫路市

H29.1.20

労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第26条

無資格者に吊上げ荷重５トン以上ク
レーンを運転させ、かつ同クレーンで H29.1.20送検
違法に人を吊り上げて作業したもの

（株）安田

京都府京都市
南区

H29.2.17

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

解体工事現場で、直下まで高さ約25ｍ
ある開口部の周囲に墜落防止措置を
H29.2.17送検
行っていなかったもの

（有）ＹＡＭＡＴＯ

大阪府堺市西区

労働安全衛生法第14条
H29.3.22 労働安全衛生法施行令第６条
労働安全衛生規則第565条

（株）立雲

兵庫県朝来市

H29.3.24

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条

急傾斜地の測量を高さ約６ｍの法枠工
内で行わせるに際し、墜落防止措置を H29.3.24送検
行わなかったもの

兵庫県神戸市
神戸工場 灘区

H29.3.24

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

機械の不具合を解消（調整）する作業
を、その機械にはさまれるおそれがあ H29.3.24送検
るのに、機械を停止せず行わせたもの

H29.5.11

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

ＴＶ映像不良調査作業に際し、直下ま
で高さ約15ｍの屋上作業場の端からの H29.5.11送検
墜落防止措置を行わなかったもの

森永乳業（株）

（株）国益電業社

（医）清流会

貞光病院

兵庫県洲本市

兵庫県加古川市

H29.5.19 最低賃金法第４条

大原商店

兵庫県姫路市

H29.6.2

灘タクシー（株）

兵庫県神戸市
灘区

H29.7.11 労働基準法第24条

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
労働者派遣法第45条

吊り足場の解体工事を行わせるに際
し、法定の足場の組立て等作業主任者 H29.3.22送検
を選任しなかったもの

労働者14名に、所定賃金１か月分（総
額約185万円）を所定支払日に全額支 H29.5.19送検
払わなかったもの
解体工事現場で高さ約５ｍの場所での
シートはずし作業の際、足場設置等の H29.6.2送検
墜落防止措置を行わなかったもの
労働者４名に、１か月分賃金（総額約
105万円）を所定支払日に支払わな
H29.7.11送検
かったもの

兵庫労働局

最終更新日：平成29年11月30日

企業・事業場名称

所在地

公表日

違反法条
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第564条

事案概要

その他参考事項

高さ５ｍの足場の端で、安全帯を使用
させることなく、労働者に足場材の緊 H29.9.4送検
結作業を行わせたもの

（株）寺西工務店

兵庫県淡路市

H29.9.4

（株）Ｋ＆Ｍ

兵庫県明石市

H29.9.13 最低賃金法第４条

労働者４名に、１か月分定期賃金総額
H29.9.13送検
約32万円を支払っていなかったもの

（有）暫

兵庫県尼崎市

H29.10.13 最低賃金法第４条

労働者１名に、２か月分定期賃金総額
Ｈ29.10.13送検
約47万円を支払わなかったもの

ミヨシ油脂（株）
場

神戸工 兵庫県神戸市
長田区

H29.10.19

労働安全衛生法第65条
酸素欠乏症等防止規則第3条

タンク内の空気中の酸素濃度を、作業
Ｈ29.10.19送検
前に測定していなかったもの

出光工業（株）

兵庫県赤穂市

H29.11.29

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

ロール機の運転を停止させることな
Ｈ29.11.29送検
く、労働者に掃除作業を行わせたもの

グリーンサービス棚倉

兵庫県三木市

H29.11.30

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

端から墜落すると高さ3.5ｍとなる斜
面上で、墜落防止措置なく芝張り作業 Ｈ29.11.30送検
を行わせていたもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
奈良労働局

最終更新日：平成29年11月30日

企業・事業場名称

所在地

公表日

違反法条
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第123条

事案概要

その他参考事項

丸のこ盤に、歯の接触予防装置を設置
することなく労働者に作業を行わせた H28.12.1送検
もの

（株）サンミ

奈良県桜井市

H28.12.1

（株）Ｉ・Ｔ・Ｏ

奈良県奈良市

労働安全衛生法第20条
H29.1.19 労働安全衛生規則第151条の78
労働者派遣法第45条

鳳正建設

奈良県宇陀市

H29.1.25

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第164条

ドラグショベルによる荷のつり上げを
行い、ドラグショベルを主たる用途以 H29.1.25送検
外の用途に使用したこと

野崎建設

奈良県香芝市

H29.2.17

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

約90日間の休業を要する労働災害が発
生したのに、遅滞なく労働者死傷病報 H29.2.17送検
告を提出しなかったもの

奈良県磯城郡川
西町

H29.5.23

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

機械の運転を停止することなく労働者
に機械の調整作業（異物の除去）を行 H29.5.23送検
わせたもの

（株）中家建設

奈良県吉野郡下
市町

H29.10.4

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第479条

伐倒について一定の合図を定めること
H29.10.4送検
なく労働者に伐木作業を行わせたもの

（有）エム・ケイ運輸

奈良県大和郡山
市

H29.10.20 労働基準法第32条

松建

奈良県奈良市

H29.11.13

大阪精工（株）

奈良工場

労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条

コンベヤーに、非常停止装置を設置す
ることなく労働者に作業を行わせたも H29.1.19送検
の

労働者５名に、36協定の延長時間を超
H29.10.20送検
える違法な時間外労働を行わせたもの
ドラグショベルの運転の業務に、無資
H29.11.13送検
格の労働者を就かせていたもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
和歌山労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

日出染業（株）

和歌山県和歌山
市

H29.1.6

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

フォークリフトの無資格を隠蔽するた
めに虚偽の内容の労働者死傷病報告書 H29.1.6送検
を労働基準監督署長に提出したもの

吉中工務店

三重県南牟婁郡
紀宝町

H29.3.9

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第563条

高さ2.85ｍの足場において手すり等を
設けず、また、転位等しないよう足場 H29.3.9送検
を取り付けていなかったもの

紀の里農業協同組合

和歌山県紀の川
市

H29.8.18 労働基準法第32条

労働者４名に、36協定の延長時間を超
える違法な時間外・休日労働を行わせ H29.8.18送検
たもの

（有）兼萬

和歌山県和歌山
市

H29.9.22 労働基準法第101条

労働基準監督官が臨検した際に虚偽の
陳述をし、また、虚偽の記載をした帳 H29.9.22送検
簿書類を提出したもの

段上縫工所

和歌山県西牟婁
郡すさみ町

H29.11.15 労働基準法第108条

外国人技能実習生について、時間外労
働時間数、割増賃金の額を賃金台帳に H29.11.15送検
記入していなかったもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
鳥取労働局

最終更新日：平成29年11月30日

企業・事業場名称

所在地

（有）シンセリティ・コン 鳥取県東伯郡北
サルタント
栄町

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

H29.1.30 労働基準法第24条

労働者２名に１か月分の定期賃金を支
H29.1.30送検
払わなかったもの

鳥取安泰（株）

鳥取県八頭郡若
桜町

H29.8.1

労働基準法第32条

外国人技能実習生１名に、36協定の延
長時間を超える違法な時間外労働を行 H29.8.1送検
わせたもの

（有）森木産業

鳥取県八頭郡八
頭町

H29.8.30

労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条

無資格の労働者に不整地運搬車を運転
H29.8.30送検
させたもの

（有）大栄ソーイング

鳥取県米子市

H29.9.7

労働基準法第32条

外国人技能実習生３名に、36協定の延
長時間を超える違法な時間外労働を行 H29.9.7送検
わせたもの

（株）サンコーソーイング 鳥取県米子市

H29.9.7

労働基準法第32条

外国人技能実習生４名に、36協定の延
長時間を超える違法な時間外労働を行 H29.9.7送検
わせたもの

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条

高さ２ｍ以上の箇所で、作業床を設け
ることなく、労働者に作業を行わせた H29.11.14送検
もの

（株）日本アクア
業所

鳥取営

鳥取県米子市

H29.11.14

労働基準関係法令違反に係る公表事案
島根労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

（有）森商建設

島根県邑智郡邑
南町

H29.1.20

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の95

車両系木材伐出機械に接触することに
より危険が生ずるおそれのある箇所に H29.1.20送検
労働者を立ち入らせたもの

農事組合法人中国牧場

島根県仁多郡奥
出雲町

H29.7.31

労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条

無資格の運転者にフォークリフトを運
H29.7.31送検
転させたもの

（有）大廣建設

島根県松江市

H29.10.3

労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条

高さ約2.5ｍの作業床の端に手すり等
を設けることなく、下請負人の労働者 H29.10.3送検
に作業を行わせたもの

（株）丸共

島根県仁多郡奥
出雲町

H29.10.3

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ約2.5ｍの作業床の端に手すり等
を設けることなく、労働者に作業を行 H29.10.3送検
わせたもの

（有）八頭工業

島根県出雲市

H29.10.3

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ約2.5ｍの作業床の端に手すり等
を設けることなく、労働者に作業を行 H29.10.3送検
わせたもの

若女食品（株）

島根県江津市

H29.11.29 労働基準法第32条

外国人技能実習生８人に、36協定の延
長時間を超える違法な時間外・休日労 H29.11.29送検
働を行わせたもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
岡山労働局

最終更新日：平成29年11月30日

企業・事業場名称

所在地

公表日

違反法条
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第157条

事案概要

その他参考事項

運行経路の転落防止措置を講じること
なく労働者にドラグ・ショベルを用い H28.12.9送検
て作業を行わせたもの

竹藤建設（株）

岡山県真庭市

H28.12.9

（株）ヒラマツ

岡山県新見市

H29.3.21 最低賃金法第４条

労働者２名に、23か月間の定期賃金合
H29.3.21送検
計約419万円を支払わなかったもの

拓美社（有）

岡山県美作市

H29.6.1

最低賃金法第４条

労働者５名に、３か月間の定期賃金合
H29.6.1送検
計約81万円を支払わなかったもの

岡山県真庭市

H29.7.18

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の７

走行中のフォークリフト又はその荷に
接触するおそれのある場所に、労働者 H29.7.18送検
を立ち入らせたもの

アサヒフォージ（株）
山真庭工場

岡

（株）エコシステムグルー 岡山県岡山市北
プ
区

H29.10.19 最低賃金法第４条

労働者91名に、２か月間の定期賃金合
H29.10.19送検
計約4,010万円を支払わなかったもの

（株）エコシステムコミュ 岡山県岡山市北
ニケーションズ
区

H29.10.19 最低賃金法第４条

労働者41名に、２か月間の定期賃金合
H29.10.19送検
計約1,233万円を支払わなかったもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
広島労働局

最終更新日：平成29年11月30日

企業・事業場名称
（株）ジェイジェイ
事業所

所在地

広島 広島県広島市中
区

（株）コスモ工業

広島県東広島市

公表日

違反法条

H29.2.27 労働基準法第32条

H29.5.9

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

事案概要

その他参考事項

労働者10名に、36協定の延長時間を超
える違法な時間外・休日労働を行わせ H29.2.27送検
たもの
事実とは異なる災害発生状況を記載し
た虚偽の労働者死傷病報告を、所轄労 H29.5.9送検
基署に提出したもの

（株）スタディプランニン 広島県広島市安
グ広島
佐南区

H29.5.25 労働基準法第24条

（株）光

広島県東広島市

H29.6.1

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条

ドラグ・ショベルを用いて行う作業に
おいて、ドラグ・ショベルの旋回範囲 H29.6.1送検
に労働者を立ち入らせたもの

アルファルーク（株）

広島県福山市

H29.6.7

最低賃金法第４条

労働者２名に、２か月分の定期賃金合
H29.6.7送検
計約107万円を支払わなかったもの

光洋工業（株）

広島県尾道市

労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第６条
H29.8.31
酸素欠乏症等防止規則第11条
労働者派遣法第45条

台船のタンク修繕工事を行うに当た
り、酸素欠乏危険作業主任者を選任し H29.8.31送検
なかったもの

（株）サンエイサポート

広島県福山市

H29.9.1

労働者８名に、約２か月間の定期賃金
H29.9.1送検
合計約200万円を支払わなかったもの

（有）小川興企

広島県福山市

H29.9.25 労働基準法第24条

労働基準法第24条

労働者５名に、１か月間の定期賃金合
H29.5.25送検
計約95万円を支払わなかったもの

労働者７名に、７か月間の定期賃金合
H29.9.25送検
計約870万円を支払わなかったもの

広島労働局

最終更新日：平成29年11月30日

企業・事業場名称

所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

（株）ガーデンＯＧＡＷＡ

広島県神石郡神
石高原町

H29.9.25 労働基準法第24条

労働者２名に、７か月間の定期賃金合
H29.9.25送検
計約218万円を支払わなかったもの

エスエッチ・サンキョウ
（株）

広島県尾道市

H29.9.28 労働基準法第32条

労働者３名に、36協定の締結・届出な
H29.9.28送検
く違法な時間外労働を行わせたもの

井上建設（株）

広島県三原市

労働安全衛生法第20条
H29.10.20
労働安全衛生規則第157条

車両系建設機械を用いる作業を行わせ
る際、路肩からの転落を防止する措置 H29.10.20送検
を講じなかったもの

吾興

広島県呉市

H29.11.17

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

休業４日以上の休業を要する労働災害
が発生したのに、遅滞なく労働者死傷 H29.11.17送検
病報告を提出しなかったもの

（株）山崎木材

広島県庄原市

H29.11.20

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

休業４日以上の休業を要する労働災害
が発生したのに、遅滞なく労働者死傷 H29.11.20送検
病報告を提出しなかったもの

（株）日本石材

京都府京都市下
京区

H29.11.22

労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条

無資格の労働者に移動式クレーンを運
H29.11.22送検
転させたもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
山口労働局

最終更新日：平成29年11月30日

企業・事業場名称

所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

ＡＲＹ（株）

山口県山口市

H28.12.7

労働基準法第32条
労働者派遣法第44条

派遣労働者１名に、36協定の延長時間 H28.12.7送検
を超えて違法な時間外労働を行わせた H29.6.22不起訴（嫌
もの
疑不十分）

昭和ハウジング

山口県下関市

H28.12.9

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ約４ｍの一側足場上で、安全帯等
を使用させることなく労働者に作業を H28.12.9送検
行わせたもの

高圧プラント検査（株）

広島県呉市

H29.1.26

労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第636条

元請と下請の労働者の作業が同一の場
所で行われる際に、労働災害防止のた H29.1.26送検
めの連絡調整を行わなかったもの

西部運輸（株）

山口支店 山口県山口市

H29.3.23 労働基準法第32条

労働者１名に、36協定の延長時間を超
H29.3.23送検
えて違法な時間外労働を行わせたもの

オセオ防水工業（株）

山口県山口市

H29.8.2

労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条

高さ約９ｍの建屋屋上の端に手すり等
を設けることなく下請の労働者に作業 H29.8.2送検
を行わせたもの

盛栄建設（株）

山口県防府市

H29.8.2

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ約９ｍの建屋屋上の端に手すり等
を設けることなく労働者に作業を行わ H29.8.2送検
せたもの

美栄樹脂（株）

山口県岩国市

H29.11.21 労働基準法第32条

外国人技能実習生６名に、36協定の延
長時間を超えて違法な時間外労働を行 H29.11.21送検
わせたもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
徳島労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

（株）クリエイト伊勢

徳島県鳴門市

H29.2.1

労働基準法第32条
労働基準法第37条

（株）ナスビ－

徳島県阿南市

H29.8.1

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第164条

（株）岡住宅

徳島県徳島市

H29.10.10 最低賃金法第４条

三好西部森林組合

徳島県三好市

H29.10.25

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第157条

事案概要
その他参考事項
技能実習生１名に月74時間の違法な時
間外労働を行わせ、時間外労働割増賃 H29.2.1送検
金約５万円を支払わなかったもの
法定の除外事由なく労働者にドラグ
ショベルを主たる用途以外の用途に使 H29.8.1送検
用させたもの
労働者１名に、２か月間の定期賃金合
H29.10.10送検
計約14万円を支払わなかったもの
路肩で誘導者を配置することなく、労
働者にドラグショベルを用いて作業さ H29.10.25送検
せたもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
香川労働局
企業・事業場名称
（株）朝日段ボール

最終更新日：平成29年11月30日
所在地
香川県高松市

公表日
H29.3.24

違反法条
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条

事案概要

その他参考事項

スレート上で作業を行わせるに際し、
踏抜きによる墜落防止措置を講じてい H29.3.24送検
なかったもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
愛媛労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属
の溶断の業務に資格を有しない者を就 H28.12.5送検
かせたもの

内藤鉄工

愛媛県伊予市

H28.12.5

労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条

（株）続木鉄工所

愛媛県新居浜市

H28.12.15

労働安全衛生法第20条
吊りクランプの用途に応じた玉掛け作
H28.12.15送検
クレーン等安全規則第219条の２ 業を行わせていなかったもの

三原電機工業（株）

愛媛県伊予市

H29.2.16

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条

高さ7.6ｍの天井クレーン上で作業床
を設けることなく労働者に作業を行わ H29.2.16送検
せたもの

（株）井関松山製造所

愛媛県松山市

H29.2.17

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

ショットブラスト装置の運転を停止さ
せることなく労働者に調整の作業を行 H29.2.17送検
わせたもの

（株）大昌鉃工所

愛媛県四国中央
市

H29.2.20

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

休業４日以上の労働災害が２件発生し
たのに、遅滞なく労働者死傷病報告を H29.2.20送検
提出しなかったもの

御島工業（株）

愛媛県今治市

労働安全衛生法第61条
H29.3.22 労働安全衛生法施行令第20条
クレーン等安全規則第221条

つり上げ荷重１トン以上のクレーンの
玉掛け業務に資格を有しない者を就か H29.3.22送検
せたもの

愛媛県新居浜市

労働安全衛生法第61条
H29.6.15 労働衛生法施行令第20条
クレーン等安全規則第221条

つり上げ荷重１トン以上のクレーンの
玉掛け業務に資格を有しない者を就か H29.6.15送検
せたもの

（有）ビー・ピー・ユニオ
愛媛県西予市
ン

H29.8.25 労働基準法第32条

労働者１名に、36協定の延長時間を超
H29.8.25送検
える違法な時間外労働を行わせたもの

（株）くし秀

H29.10.26 最低賃金法第４条

労働者９名に、２か月間の定期賃金合
H29.10.26送検
計約309万円を支払わなかったもの

大八工業（株）

愛媛県松山市

愛媛労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

丸共運送（株）

愛媛県大洲市

H29.11.2 労働基準法第32条

労働者１名に、36協定の延長時間を超
H29.11.2送検
える違法な時間外労働を行わせたもの

（株）愛姫フーズ

愛媛県伊予市

H29.11.10 最低賃金法第４条

労働者２名に、２か月間の定期賃金合
H29.11.10送検
計約96万円を支払わなかったもの

（株）モリオト

愛媛県四国中央
市

H29.11.16 労働基準法第32条

外国人技能実習生８名に、36協定の延
長時間を超える違法な時間外労働を行 H29.11.16送検
わせたもの

（株）森実興産

愛媛県四国中央
市

H29.11.16 労働基準法第32条

外国人技能実習生６名に、36協定の延
長時間を超える違法な時間外労働を行 H29.11.16送検
わせたもの

三栄紙業（株）

愛媛県四国中央
市

H29.11.16 労働基準法第32条

外国人技能実習生９名に、36協定の延
長時間を超える違法な時間外労働を行 H29.11.16送検
わせたもの

（株）遥人工業

愛媛県松山市

H29.11.27

労働安全衛生法第22条
有機溶剤中毒予防規則第32条

有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業
務に従事する労働者に、送気マスクを H29.11.27送検
使用させなかったもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
高知労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

労働者５名に２か月間の定期賃金合計
H29.3.22送検
約130万円を支払わなかったもの

（株）ペイントスクラム

高知県須崎市

H29.3.22 最低賃金法第４条

山本建設工業（株）

高知県宿毛市

H29.5.18

労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第66条の２

作業場所の広さ、地形などを考慮して
移動式クレーンによる作業の方法等を H29.5.18送検
あらかじめ定めていなかったもの

（有）林土建

高知県吾川郡仁
淀川町

H29.8.31

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ約４ｍの工事中の道路の端に手す
り等を設けることなく労働者に作業を H29.8.31送検
行わせたもの

（株）なかのフォレスト
本山事務所

高知県長岡郡本
山町

H29.11.14

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の89

車両系木材伐出機械を用いて作業を行
うにあたり、あらかじめ作業計画を定 H29.11.14送検
めていなかったもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
福岡労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

（株）正信

福岡県福岡市博
多区

労働安全衛生法第45条
H28.12.9 労働安全衛生法施行令第15条
クレーン等安全規則第34条

祐徳産業

福岡県遠賀郡芦
屋町

H29.2.7

出水運輸センター（株）
福岡営業所

鹿児島県出水市

H29.2.22 労働基準法第32条

（株）大京穴吹建設

香川県高松市

H29.3.10

労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条

屋上防水作業において、高さ14.4ｍの
箇所で作業を行わせるに際し、墜落防 Ｈ29.3.10送検
止措置を講じていなかったもの

山本建創

福岡県福岡市南
区

H29.3.10

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

屋上防水作業において、高さ14.4ｍの
箇所で作業を行わせるに際し、墜落防 Ｈ29.3.10送検
止措置を講じていなかったもの

嘉賀建設（株）

福岡県小郡市

H29.3.14

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

倉庫の屋根の洗浄作業を行っていた被
災者が、１階屋根（高さ3.2ｍ）から Ｈ29.3.14送検
地上へ墜落したもの

（株）家工房木の匠

福岡県北九州市
八幡西区

H29.3.24

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条

住宅新築工事現場において、高さ5.85
ｍの梁上で作業を行わせるに際し、墜 Ｈ29.3.24送検
落防止措置を講じていなかったもの

ＪＰ工業

福岡県飯塚市

H29.3.27

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

労働者１名の休業災害について、労働
者死傷病報告を労働基準監督署長に提 Ｈ29.3.27送検
出していなかったもの

下村コンクリート工業
（株）

福岡県北九州市
小倉北区

H29.6.14

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ2.68ｍの作業床の端で、防網を張
り又は安全帯を使用させることなく労 Ｈ29.6.14送検
働者に作業を行わせたもの

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

天井クレーン定期自主検査を行う際
Ｈ28.12.9送検
に、荷重試験を行っていなかったもの
労働者１名の休業災害について、労働
者死傷病報告を労働基準監督署長に提 Ｈ29.2.7送検
出していなかったもの
トラック運転手に違法な長時間労働を
Ｈ26.2.22送検
行わせていたもの

福岡労働局
企業・事業場名称
ショクシン（株）

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

福岡市東区

H29.8.2

最低賃金法第４条

労働者９名に対し、１か月間の定期賃
Ｈ29.8.2送検
金合計約88万円を支払わなかったもの
特定元方事業者として、作業場所にお
ける仮設建設物の配置に関する計画を Ｈ29.9.7送検
作成しなかったもの
高さ約12ｍの仮設建設物の組み立て作
業において、作業の方法及び順序を従 Ｈ29.9.7送検
事労働者に周知していなかったもの

三洋道路（株）

福岡県八女市

H29.9.7

労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第638条

向井工業

福岡県久留米市

H29.9.7

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第529条

ヤマト運輸（株）

東京都中央区

H29.9.20 労働基準法第37条

労働者２名に、１か月間の時間外労働
の割増賃金合計約15万円を支払わな
Ｈ29.9.20送検
かったもの

（株）サンヒルズ

福岡県福岡市博
多区

H29.10.2 最低賃金法第４条

労働者３名に、１か月分賃金合計約29
Ｈ29.10.2送検
万円を支払わなかったもの

福岡県八女森林組合

福岡県八女市

H29.10.2

セラーストーン（株）

福岡県福岡市東
区

H29.10.3 最低賃金法第４条

（有）福山組

福岡県北九州市
小倉南区

H29.10.3

正栄電動サービス

福岡県大野城市

H29.10.17 最低賃金法第４条

労働者１名に、５か月分賃金合計約
154万円を支払わなかったもの

Ｈ29.10.17送検

（株）大川しいたけ

福岡県大川市

H29.10.19 最低賃金法第４条

労働者５名に、５か月分賃金合計約
296万円を支払わなかったもの

Ｈ29.10.19送検

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の３

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第155条

車両系荷役運搬機械を使用する作業に
おいて、あらかじめ作業計画を定めて Ｈ29.10.2送検
いなかったもの
労働者１名に、２か月分賃金合計約40
Ｈ29.10.3送検
万円を支払わなかったもの
車両系建設機械を使用する作業におい
て、あらかじめ作業計画を定めていな Ｈ29.10.3送検
かったもの

福岡労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

（株）伝心

福岡県福岡市博
多区

H29.10.20 最低賃金法第４条

労働者12名に、２か月分賃金合計約
279万円を支払わなかったもの

Ｈ29.10.20送検

（株）ビーコネクト

福岡県北九州市
八幡西区

H29.10.20 最低賃金法第４条

労働者４名に、２か月分賃金合計約
130万円を支払わなかったもの

Ｈ29.10.20送検

（株）尾山組

福岡県福岡市西
区

労働安全衛生法第20条
H29.11.1 労働安全衛生規則第155条
労働者派遣法第45条

車両系建設機械を使用する作業におい
て、あらかじめ作業計画を定めていな Ｈ29.11.1送検
かったもの

新明和工業（株）

兵庫県宝塚市

労働安全衛生法第21条
H29.11.30 労働安全衛生規則第526条
労働者派遣法第45条

高さ27.5ｍの作業場所の昇降に使用す
る昇降装置に、墜落等の危険を防止す Ｈ29.11.30送検
るための措置を講じていなかったもの

（有）久留米日日新聞社

福岡県久留米市

H29.11.30 最低賃金法第４条

労働者１名に、２か月分賃金合計約28
Ｈ29.11.30送検
万円を支払わなかったもの

（株）さかえ屋

福岡県飯塚市

H29.11.30 労働基準法第32条

労働者29名に、36協定の限度時間を超
Ｈ29.11.30送検
える違法な時間外労働を行わせたもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
佐賀労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

オフィスＴ＆Ｍ

佐賀県佐賀市

H29.3.1

最低賃金法第４条

労働者１名に、２か月間の定期賃金合
H29.3.1送検
計約60万円を支払わなかったもの

（株）奈雅井

佐賀県伊万里市

H29.7.27

労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第30条

タイヤ式走行クレーンを使用させるに
あたり、接触防止措置を講じなかった H29.7.27送検
もの

（株）占部組

福岡県福津市

H29.9.8

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第164条

掘削用のドラグ・ショベルを主たる用
途以外の用途（物の押し倒し作業）に H29.9.8送検
使用したもの

成竜軒 久保田店及び大財
店

佐賀県佐賀市

H29.9.25 最低賃金法第４条

労働者１名に、１か月間の定期賃金合
H29.9.25送検
計約16万円を支払わなかったもの

（株）大生物流

佐賀県伊万里市

H29.10.26 労働基準法第32条

労働者１名に、36協定の延長時間を超
える違法な時間外・休日労働を行わせ H29.10.26送検
たもの

福正建設

佐賀県西松浦郡
有田町

H29.10.27

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第563条

高さ3.75ｍの足場において手すり等を
設けることなく、労働者に作業を行わ H29.10.27送検
せたもの

川内産業（株）

佐賀県伊万里市

H29.10.27

労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第655条

高さ3.75ｍの足場において手すり等を
設けることなく、下請負人の労働者に H29.10.27送検
作業を行わせたもの

（株）協和製作所

佐賀県佐賀市

H29.11.10

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

労働災害の発生場所や発生状況を偽っ
H29.11.10送検
た労働者死傷病報告書を提出したもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
長崎労働局

最終更新日：平成29年11月30日

企業・事業場名称

所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

福岡造船（株）

長崎工場 長崎県長崎市

H29.3.1

労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第636条

関係請負人間の連絡調整が行われず、
滞留していた可燃性ガスに溶接の火花 H29.3.1送検
が引火して爆発災害が発生したもの

（株）昭大建設

長崎県対馬市

H29.3.15

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条

幅が30㎝以上の歩み板を設け、防網を
張る等の措置を講じずにビニール屋根 H29.3.15送検
の上で作業させたもの

（株）創栄建設

長崎県壱岐市

H29.3.17

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の78

非常の場合に直ちにコンベヤーの運転
を停止することができる装置を備えて H29.3.17送検
いなかったもの

金納建設（株）

長崎県島原市

H29.3.21

労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条

高さが２ｍ以上の箇所で囲い、手す
り、覆い等を設けていなかったもの

H29.3.21送検

池上板金工業所

長崎県島原市

労働安全衛生法第21条
H29.3.21 労働安全衛生規則第519条
労働者派遣法第45条

高さが２ｍ以上の箇所で囲い、手す
り、覆い等を設けていなかったもの

H29.3.21送検

（株）大島造船所

長崎県西海市

H29.3.29

（有）壽工業

長崎県佐世保市

労働安全衛生法第100条
H29.10.18
労働安全衛生規則第97条

２週間の休業を要する労働災害が発生
したのに、遅滞なく労働者死傷病報告 H29.10.18送検
書を提出しなかったもの

アルファ・サンメゾン
（株）

長崎県諫早市

H29.11.16 最低賃金法第４条

労働者11名に、１か月間の定期賃金合
H29.11.16送検
計約147万円を支払わなかったもの

咲き都みとこの会（株）

長崎県西海市

H29.11.17 最低賃金法第４条

労働者４名に、２か月間の定期賃金合
H29.11.17送検
計約86万円を支払わなかったもの

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第537条

鉄骨の落下による危険回避のため、防
網の設備を設け、立入区域を設定する H29.3.29送検
等の措置を講じなかったもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
熊本労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

（株）篠﨑造船鉄工所

熊本県宇城市

労働安全衛生法第61条
H28.12.2 労働安全衛生法施行令第20条
クレーン等安全規則第22条

松尾建設（株）

佐賀県佐賀市

H29.1.23

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第240条

型枠支保工を組み立てる際に、予め適
正に強度計算を行った組立図を作成し H29.1.23送検
ていなかったもの

絆ホーム

熊本県玉名市

H29.2.17

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ3.6ｍの住宅の屋根の端に、墜落
防止用の手すり等を設けることなく、 H29.2.17送検
労働者に作業を行わせたもの

（株）下出工業

広島県広島市
佐伯区

労働安全衛生法第14条
H29.3.21 労働安全衛生法施行令第６条
石綿障害予防規則第19条

（有）イワタフード

熊本県宇城市

H29.8.4

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第130条の５

投入口に、巻き込まれ防止用の蓋、覆
H29.8.4送検
い等を設けていなかったもの

（株）藤本組

熊本県天草市

H29.8.14

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

法面上の高さ16ｍの作業床に、墜落防
止用の手すり等を設けることなく、労 H29.8.14送検
働者に作業を行わせたもの

みとく保育園

熊本県合志市

H29.9.6

最低賃金法第４条

労働者１名に、２か月間の定期賃金合
H29.9.6送検
計約18万円を支払わなかったもの

熊本県八代市

労働安全衛生法第37条
労働安全衛生法施行令第12条
H29.9.15
ボイラー及び圧力容器安全規則
第49条

（株）堤機工

つり上げ荷重10.4トンのクレーンの運
転業務に、クレーン運転士免許を持た H28.12.1送検
ない労働者を従事させたもの

熊本地震の被災家屋の公費解体現場に
おいて、石綿作業主任者を選任するこ H29.3.21送検
となく、解体作業を行わせたもの

あらかじめ、所轄都道府県労働局長の
許可を受けることなく、第一種圧力容 H29.9.15送検
器を製造したもの

熊本労働局

最終更新日：平成29年11月30日

企業・事業場名称

所在地

公表日

岩下工業

熊本県上益城郡
益城町

H29.9.22

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条

高さ6.2ｍの工場のひさし上に、作業
床を設置することなく、労働者に作業 H29.9.22送検
を行わせたもの

（株）ダイユー

熊本県荒尾市

H29.9.22

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条

高さ17ｍのスレート屋根上に、踏抜防
止用の歩み板等を設置することなく、 H29.9.22送検
労働者に作業を行わせたもの

熊本県八代市

労働安全衛生法第100条
H29.10.4 労働安全衛生規則第97条
労働者派遣法第45条

休業４日以上の休業を要する労働災害
が発生したのに、遅滞なく労働者死傷 H29.10.4送検
病報告書を提出しなかったもの

新高開発

熊本県八代市

H29.10.4

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

休業４日以上の休業を要する労働災害
が発生したのに、遅滞なく労働者死傷 H29.10.4送検
病報告書を提出しなかったもの

（有）福岡産業

熊本県八代市

H29.10.4 労働基準法第６条

（株）新光組

熊本県熊本市
南区

H29.10.5

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第163条

車両系建設機械を用いて作業を行うに
あたり、最大使用荷重を守らなかった H29.10.5送検
もの

松尾造園

熊本県天草市

H29.11.2

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条

高さ2.6ｍの脚立上で、安全帯を使用
させる等の墜落防止措置を講じること H29.11.2送検
なく、労働者に作業を行わせたもの

熊本県八代市

H29.11.16

労働安全衛生法第59条
労働安全衛生規則第36条

機体重量３トン未満のトラクター・
ショベルの運転の業務に、特別教育を H29.11.16送検
実施していない労働者を就かせたもの

北海道札幌市
手稲区

H29.11.21

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第339条

誘導電流による感電を防止するための
検電器具による停電確認を行うことな H29.11.21送検
く、労働者に作業を行わせたもの

（株）上組

（株）上組

八代支店

八代支店

（株）北栄建設

違反法条

事案概要

その他参考事項

他社から派遣された労働者を更に別の
会社に派遣すること（二重派遣）によ H29.10.4送検
り、利益を得たもの（中間搾取）

労働基準関係法令違反に係る公表事案
大分労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

日照港運（株）

大分県大分市

H29.2.20

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第104条

バキューム車荷台のハッチを閉じる作
業について、合図を定めず、合図をす H29.2.20送検
る者の指名もしていなかったもの

九築工業（株）

福岡県北九州市
八幡東区

H29.2.16

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第255条

多量の高熱物を取扱う作業で、高熱物
H29.2.16送検
の飛散、流出等による火傷防止のため
H29.8.31不起訴
の措置を講じていなかったもの

髙正工業（株）

大分県大分市

H29.5.18

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第564条

高さ約5.5ｍの橋脚上において、労働
H29.5.18送検
者に安全帯を使用させていなかったも
H28.10.20有罪確定
の

（有）エコトピア九州

大分県大分市

H29.6.19

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

深さ約10ｍのごみピットの端で、労働
者に安全帯等を使用させていなかった H29.6.19送検
もの

柴田建設（株）

大分県大分市

H29.9.20

労働安全衛生法第45条
労働安全衛生規則第168条

車両系建設機械を１か月以上使用せ
H29.9.20送検
ず、再び使用を開始した際に自主検査
H29.10.25不起訴
を実施しなかったもの

悠伸建設（株）

大分県由布市

H29.9.20

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第170条

車両系建設機械を、その日の作業を開
H29.9.20送検
始する前にブレーキ及びクラッチの機
H29.10.25不起訴
能について点検を行わなかったもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
宮崎労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

宮崎県都城市

H29.3.16 労働基準法第５条

関連法人３事業場と共謀のうえ、外国
人留学生の労働者６名の意思に反し
H29.3.16送検
て、労働を強制させたもの

（有）宮崎県福祉開発セン
宮崎県都城市
ター

H29.3.16 労働基準法第５条

関連法人３事業場と共謀のうえ、外国
人留学生の労働者６名の意思に反し
H29.3.16送検
て、労働を強制させたもの

（医）豊栄会

宮崎県都城市

H29.3.16 労働基準法第５条

関連法人３事業場と共謀のうえ、外国
人留学生の労働者６名の意思に反し
H29.3.16送検
て、労働を強制させたもの

（有）豊栄エンタープライ
宮崎県都城市
ズ

H29.3.16 労働基準法第５条

関連法人３事業場と共謀のうえ、外国
人留学生の労働者６名の意思に反し
H29.3.16送検
て、労働を強制させたもの

（福）豊の里

（一社）ウッドピア諸塚

宮崎県東臼杵郡
諸塚村

H29.5.1

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の92

木材伐採現場において、路肩で車両系
H29.5.1送検
木材伐出機械を用いて作業を行う際
H29.8.10不起訴
に、誘導者を配置しなかったもの

（有）多賀林業

宮崎県西臼杵郡
日之影町

H29.8.3

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の142

林業架線作業を行うときに、原木等を
集材している場所の下方に労働者を立 H29.8.3送検
ち入らせたもの
投炭設備に係る機械の修理の作業を行
H29.9.4送検
う際に、当該機械の運転を停止しな
H29.10.23不起訴
かったもの

（株）日向製錬所

宮崎県日向市

H29.9.4

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

（株）緒方塗装

宮崎県宮崎市

H29.10.4

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条

スレート製の屋根の上で作業を行う際
に、踏み抜きによる危険を防止するた H29.10.4送検
めの措置を講じなかったもの

都北産業（株）

宮崎県都城市

H29.10.26

労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第635条

元請と下請の労働者の作業が同一の場
所で行われるにあたり、労働災害防止 H29.10.26送検
のための協議組織を設けなかったもの

宮崎労働局
企業・事業場名称
（有）みのる建設

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

鹿児島県曽於市

H29.10.26

違反法条
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

事案概要

その他参考事項

高さ約2.7ｍの作業床の端で、安全帯
を使用させることなく労働者に作業を H29.10.26送検
行わせたもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
鹿児島労働局
企業・事業場名称

最終更新日：平成29年11月30日
所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

（株）ツカサ

鹿児島県阿久根
市

H29.3.1

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

安全帯を使用させることなく、労働者
に高さ8.5ｍの法肩で作業を行わせた H29.3.1送検
もの

（株）拓洋

鹿児島県大島郡
宇検村

H29.4.20

労働安全衛生法第59条
労働安全衛生規則第36条

特別教育を実施しない労働者に、動力
により駆動される巻上機の運転を行わ H29.4.20送検
せたもの

長組

鹿児島県奄美市

H29.6.16

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第539条の７

安全帯を使用させることなく、労働者
に高さ約6.3ｍの法面でロープ高所作 H29.6.16送検
業を行わせたもの

（株）ジャカコン西日本

鹿児島県鹿児島
市

H29.6.19

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

手すり等の墜落防止措置を講じること
なく、労働者に高さ約2.66ｍのコンテ H29.6.19送検
ナ上面で補修作業を行わせたもの

カマダ開発（株）

鹿児島県鹿児島
市

H29.6.19

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の103

車両系木材伐出機械を用いて立木の伐
倒を行った際、主たる用途以外の用途 H29.6.19送検
に使用したもの

（有）大黒

鹿児島県志布志
市

H29.9.6

労働基準法第32条

労働者10名に、36協定の延長時間を超
H29.9.6送検
える違法な時間外労働を行わせたもの

（株）肥後電建

鹿児島県日置市

労働安全衛生法第61条
H29.9.21 労働安全衛生法施行令第20条
労働安全衛生規則第41条

資格を有しない事業者が小型移動式ク
H29.9.21送検
レーンの運転を行ったもの

労働基準関係法令違反に係る公表事案
沖縄労働局

最終更新日：平成29年11月30日

企業・事業場名称

所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

仲秀左官工業

沖縄県沖縄市

H29.2.15

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

入院約70日を要する労働災害が発生し
たにもかからわず、遅滞なく労働者死 H29.2.15送検
傷病報告書を提出しなかったもの

東洋コンクリート（株）

沖縄県中頭郡西
原町

H29.3.23

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第164条

掘削用のドラグ・ショベルを主たる用
H29.3.23送検
途以外の用途に使用させていたもの

ミヤギ産業（株）
給油所

沖縄県石垣市

H29.3.28 労働基準法第32条

沖縄県那覇市

H29.6.7

沖縄県那覇市

労働基準法第32条
H29.8.24
労働基準法第37条

36協定の締結・届出を行うことなく、
違法な時間外労働を行わせ、労働者12
H29.8.24送検
名に対して、割増賃金約600万円を支
払わなかったもの。

中頭コンクリートブロック
沖縄県沖縄市
（株）

H29.10.12 最低賃金法第４条

労働者１名に４か月間の定期賃金合計
H29.10.12送検
約41万円を支払わなかったもの

タチバナ工業（株）

H29.11.15

前塗興業

空港前

(株)安木屋

香川県高松市

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

労働者７名に、36協定の延長時間を超
H29.3.28送検
える違法な時間外労働を行わせたもの
高さ約５ｍの足場上で作業を行わせて
いたのに足場と建物の間の開口部に墜 H29.６.7送検
落防止措置を行っていなかったもの

休業28日以上を要する労働災害が発生
したにもかかわらず、遅滞なく労働者 H29.11.15送検
死傷病報告書を提出しなかったもの

