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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　掲載日：平成30年８月31日

　

　　　　　労働基準関係法令違反に係る公表事案
　　　　　（平成29年８月１日～平成30年７月31日公表分）

　

　

　

　　　　（※）各都道府県労働局が公表した際の内容を集約したもの



北海道労働局 最終更新日：平成30年７月31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

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
せたもの

H29.9.13送検

（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
す作業を行わせたもの

H29.9.25送検

（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
る箇所に労働者を立ち入らせたもの

H29.10.19送検

（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
作業を行わせたもの

H29.10.24送検

（株）フジネット
北海道札幌市中
央区

H29.12.4
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の74
労働者派遣法第45条

最大積載量が11.9トンの貨物自動車に
荷を積み込む作業において、労働者に
保護帽を着用させなかったもの

H29.12.4送検

（株）オカザキ 北海道伊達市 H29.12.12
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、遅滞なく労働者死傷病報
告を提出しなかったもの

H29.12.12送検

（株）西原環境 東京都港区 H29.12.21
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条

高さ13.8ｍ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わせたも
の

H29.12.21送検

（株）レイズクリエート
北海道札幌市豊
平区

H29.12.21
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ13.8ｍ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わせたも
の

H29.12.21送検

（株）緑廣
北海道札幌市北
区

H30.1.9
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
傷病報告を提出したもの

H30.1.9送検

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30年７月31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）エフシーエス
北海道川上郡標
茶町

H30.1.19
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条

トラクター・ショベルに接触するおそ
れがある箇所に労働者を立ち入らせた
もの

H30.1.19送検

北海運輸（株） 北海道釧路市 H30.2.19
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の６

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に必要な措置を講
じていなかったもの

H30.2.19送検

北成仮設
北海道札幌市北
区

H30.3.19
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、遅滞なく労働者死傷病報
告を提出しなかったもの

H30.3.19送検

（有）ニックス
北海道札幌市白
石区

H30.6.8
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
めの連絡調整を行わなかったもの

H30.6.8送検

（有）髙昭牧場
北海道浦河郡浦
河町

H30.7.2
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ2.9ｍの厩舎２階で、安全帯を使
用させることなく労働者に牧草ロール
を落とす作業を行わせたもの

H30.7.2送検

西建 北海道帯広市 H30.7.18
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第526条

高さ7.2ｍの足場上で、労働者が足場
組立作業を行う際に、安全な昇降設備
を設置していなかったもの

H30.7.18送検

（有）久末製材所
北海道檜山郡上
ノ国町

H30.7.25
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、遅滞なく労働者死傷病報
告を提出しなかったもの

H30.7.25送検



青森労働局 最終更新日：平成30年６月30日
企業・事業場名称 所在地 公表日 違反法条 事案概要

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
計約77万円を支払わなかったもの

H29.11.2送検

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
作業を行わせたもの

H29.11.2送検

都南建装 岩手県盛岡市 H29.11.2
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
せたもの

H29.11.2送検

成邦商事（株） 青森県青森市 H30.2.8 労働基準法第32条
外国人技能実習生を含む労働者31名
に、有効な36協定なく違法な時間外労
働を行わせたもの

H30.2.8送検

（株）大地不動産 青森県八戸市 H30.3.1 最低賃金法第４条
労働者１名に、３か月分の定期賃金合
計60万円を支払わなかったもの

H30.3.1送検

地盤工事（株） 青森県青森市 H30.5.7
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
傷病報告を提出したもの

H30.5.7送検

（有）ク・トー　六戸作業
所

青森県上北郡お
いらせ町

H30.5.8
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条

無資格であるのにドラグショベルを運
転したもの

H30.5.8送検

北相産業（有）
青森県東津軽郡
今別町

H30.6.6
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第164条

ドラグショベルを主たる用途以外の用
途（荷の吊り上げ）に使用したもの

H30.6.6送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案



岩手労働局 最終更新日：平成30年７月31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

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
を提出しなかったもの

H29.9.8送検
H30.1.26有罪確定

（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
ていなかったもの

H29.10.17送検
H30.1.10有罪確定

（株）ｄｏｏｒｓ 岩手県盛岡市 H30.1.19
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第636条

高さ２ｍ以上で墜落防止措置が必要な
作業において、関係請負人との連絡調
整を行わなかったもの

H30.1.19送検

勝彦建築 岩手県滝沢市 H30.1.19
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
困難な作業において、墜落による危険
防止措置を講じていなかったもの

H30.1.19送検

海成潜水土木（有） 岩手県大船渡市 H30.2.9
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生施行令第20条

機体重量３ｔ以上のドラグ・ショベル
の運転業務に無資格者を就労させたも
の

H30.2.9送検
H30.5.23有罪確定

東北フローズン（株） 岩手県一関市 H30.3.1 労働基準法第32条
労働者４名に、36協定の締結・届出な
く、違法な時間外労働を行わせたもの

H30.3.1送検

東北ビルド（株） 岩手県一関市 H30.3.9
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第96条

移動式クレーンの転倒事故が発生した
にも拘らず、事故報告書を提出しな
かったもの

H30.3.9送検
H30.7.21有罪確定

（株）宮城運輸 宮城県名取市 H30.6.13 労働基準法第32条
労働者７名に、36協定の延長時間を超
える違法な時間外労働を行わせたもの

H30.6.13送検

（株）ヤマウチ 岩手県宮古市 H30.7.9
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生施行令第20条

つり上げ荷重１トン以上の移動式ク
レーンの玉掛業務に無資格者を就労さ
せたもの

H30.7.9送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案



岩手労働局 最終更新日：平成30年７月31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）岩手ハツリ工業 岩手県盛岡市 H30.7.10
労働安全衛生法第22条
石綿障害予防規則第６条

ビル解体工事において、吹き付けられ
た石綿を除去する作業場所を隔離せず
に解体作業を行ったもの

H30.7.10送検

（株）志田産業 岩手県大船渡市 H30.7.19
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の３

フォークリフトを用いて作業を行うに
あたり、あらかじめ作業計画を定めな
かったもの

H30.7.19送検



宮城労働局 最終更新日：平成30年７月31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
帯を使用させなかったもの

H29.8.1送検

（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、
建築物の解体作業を行わせたもの

H29.10.20送検

星野技研 栃木県宇都宮市 H30.3.9
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条

車庫建設工事現場において、高さ約
3.2ｍの箇所で作業床を設けることな
く、作業を行わせたもの

H30.3.9送検

福島基礎工業（株） 福島県福島市 H30.3.23
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第192条

くい打機について、巻上げ用ワイヤ
ロープの取付状態に異常がないことを
確認しないまま、使用させたもの

H30.3.23送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案



秋田労働局 最終更新日：平成30年７月31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）加藤四郎商店 秋田県秋田市 H30.3.9
労働安全衛生法第59条
労働安全衛生規則第36条

クレーンの運転の業務に、特別教育を
実施していない労働者を就かせたもの

H30.3.9送検

（株）ＳＡＴＯＢＡＮ 秋田県秋田市 H30.3.19
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

労働者に高さ約６ｍの２階屋根上で、
安全帯を使用させることなく屋根の葺
き替え作業を行わせたもの

H30.3.19送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案



山形労働局 最終更新日：平成30年６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 

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
講じなかったもの

H29.11.17送検

廣野板金加工所 山形県新庄市 H30.3.23
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ約2.7ｍの屋根の上でトタン板の
葺き替え作業を行わせるに際し、屋根
に手すり等を設けていなかったもの

H30.3.23送検

（株）鈴木組
山形県最上郡大
蔵村

H30.3.23
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第104条

ロータリ除雪車の除雪装置の運転を、
一定の合図を定めず、また、合図する
者を示さず再開させたもの

H30.3.23送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案



福島労働局 最終更新日：平成30年７月31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

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
提出しなかったもの

H29.8.1送検

（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
出しなかったもの

H29.9.12送検

（有）南会建設
福島県会津若松
市

H29.10.2
労働安全衛生法第21条
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
もの

H29.10.2送検

（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
く、労働者に作業を行わせたもの

H29.10.18送検

山木工業（株） 福島県いわき市 H30.1.10
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が
ある箇所に、誘導者を配置せず労働者
を立ち入らせたもの

H30.1.10送検

（株）アミゼ
福島県田村郡小
野町

H30.2.14
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第164条

ドラグ・ショベルを主たる用途以外の
用途（伐木作業）に使用したもの

H30.2.14送検

松岡建設（株） 福島県南相馬市 H30.3.20
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発生したの
に、遅滞なく労働者死傷病報告書を提
出しなかったもの

H30.3.20送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案



茨城労働局 最終更新日：平成30年７月31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

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
わせたもの

H29.9.20送検
H30.1.5有罪確定

（株）味多加フード 茨城県水戸市 H30.1.5 労働基準法第32条
労働者４名に、36協定の延長時間を超
える違法な時間外労働を行わせたもの

H30.1.5送検
H30.2.22有罪確定

岡プレス工業 茨城県常総市 H30.3.1
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条

プレス機械を用いて労働者に作業を行
わせる際に身体の一部が危険限界に入
らないような措置を講じなかったこと

H30.3.1 送検

（株）飯島管工
茨城県つくばみ
らい市

H30.3.15
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68条

無資格の労働者に移動式クレーンを運
転させたもの

H30.3.15 送検
H30.5.18有罪確定

（株）きど印刷所 茨城県水戸市 H30.6.12 最低賃金法第４条
労働者６名に、２か月間の定期賃金合
計約225万円を支払わなかったもの

H30.6.12 送検

美穂運輸（株）　筑西営業
所

茨城県筑西市 H30.7.6 労働基準法第32条
労働者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わせたもの

H30.7.6 送検

Ｌ＆Ｍ 茨城県下妻市 H30.7.18 労働基準法第101条
労働者基準監督官が臨検した際に、虚
偽の賃金台帳及びタイムカードを提出
したもの

H30.7.18 送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案



栃木労働局 最終更新日：平成30年７月31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）満天フード 栃木県宇都宮市 H29.12.11 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
わせたもの

H29.12.11送検

（株）エスケー・コンポス
ト

栃木県那須塩原
市

H30.1.11
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の６

ダンプトラックによる作業を行わせる
に当たり、誘導者を配置して、ダンプ
トラックを誘導させていなかったもの

H30.1.11送検

（株）小幡工務店 栃木県真岡市 H30.1.26 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・休日労
働を行わせたもの

H30.1.26送検

（株）ペニーレイン
栃木県那須郡那
須町

H30.2.7 労働基準法第32条
労働者12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
たもの

H30.2.7送検

笠原産業（株） 栃木県足利市 H30.2.20
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

機械の運転を停止させることなく、労
働者に当該機械の掃除の作業を行わせ
たもの

H30.2.20送検

（株）ユーエヌオーホーム
ランド

栃木県那須郡那
須町

H30.2.20
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第533条

焼却穴への転落防止の措置を講じるこ
となく、労働者に落ち葉の投入作業を
行わせたもの

H30.2.20送検

（株）鈴建工業　廃コンク
リート・アスファルト再生
処理工場

栃木県真岡市 H30.7.2
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の78

コンベヤーに有効な非常停止装置を備
えることなく、当該コンベヤーの異物
の除去作業を行わせたもの

H30.7.2送検

（株）栃木日化サービス 栃木県宇都宮市 H30.7.4
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第349条

送電線に絶縁用防護具を装着すること
等なく、労働者に当該送電線に近接し
た場所で作業を行わせたもの

H30.7.4送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案



群馬労働局 最終更新日：平成30年７月31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）飯塚組
群馬県北群馬郡
吉岡町

H30.3.23
労働安全衛生法第22条
労働安全衛生規則第578条

自然換気が不十分な利根川横断暗渠
で、換気をすることなく内燃機関を有
する高圧洗浄機を使用したもの

H30.3.23送検

（株）森井運輸倉庫 群馬県伊勢崎市 H30.3.27
労働安全衛生法第26条
労働安全衛生規則第151条の11

貨物自動車の運転位置から離れるにあ
たり、逸走を防止するための措置を講
じなかったもの

H30.3.27送検

（株）新進 東京都千代田区 H30.3.28
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第130条の５

派遣労働者に食品加工用混合機を使用
させるにあたり、蓋、囲い等を設けて
いなかったもの

H30.3.28送検

（株）セイエイ
埼玉県比企郡嵐
山町

H30.7.4
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条

高さ4.25ｍの屋根上で、踏み抜きによ
る墜落防止措置を講じることなく、労
働者に作業を行わせたもの

H30.7.4送検

（株）トッパンパッケージ
プロダクツ

群馬県太田市 H30.7.18
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、遅滞なく労働者死傷病報告を提出
しなかったもの

H30.7.18送検

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30年７月31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）山栄運輸　戸田営業
所

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を主たる用途
以外の用途に使用をさせたもの

H29.9.1送検

ＤＯＷＡハイテック（株） 埼玉県本庄市 H30.1.30
労働安全衛生法第22条
特定化学物質障害予防規則第20
条

化学物質の漏えいを防止するための措
置を定めた作業規程により労働者に作
業を行わせなかったもの

H30.1.30送検
H30.6.26不起訴

Ｍ．Ｙ．Ａ 東京都八王子市 H30.2.6
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条

高さ約24ｍ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もの

H30.2.6送検

（株）竹鼻運送 埼玉県川口市 H30.2.8
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を主たる用途
以外の用途に使用をさせたもの

H30.2.8送検

（株）エス・ケー・ツー 東京都中野区 H30.4.20 労働基準法第37条
労働者に対し、時間外労働に係る割増
賃金を支払わなかったもの

H30.4.20送検

飯村建設（株）
埼玉県さいたま
市浦和区

H30.5.18
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第534条

労働者に深さ2.2ｍの掘削溝内で作業
を行わせるに際し、土砂等の崩壊防止
措置を講じなかったもの

H30.5.18送検

（有）羽山興業
千葉県千葉市中
央区

H30.6.5
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条

フォークリフトを無資格で運転したも
の

H30.6.5送検

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30年７月31日
企業・事業場名称 所在地 公表日 違反法条 事案概要

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
行わせたもの

H29.9.7送検

（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
働者を立ち入らせたもの

H29.9.7送検

（株）ケイエムメンテック 千葉県木更津市 H29.10.19
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
生したが、虚偽の労働者死傷病報告書
を提出したもの

H29.10.19送検

関東西部運輸（株）　本社 千葉県野田市 H29.11.15 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
ていたもの

H29.11.15送検

（株）大石建設 千葉県八街市 H30.3.14
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、遅滞なく労働者死傷病報
告書を提出していなかったもの

H30.3.14送検

（株）明正建設 千葉県成田市 H30.3.14
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第534条

地山の崩壊による危険があるのに土止
め支保工を設置することなく労働者を
掘削溝に立ち入らせたもの

H30.3.14送検

（株）北部市場運送 千葉県船橋市 H30.3.20 労働基準法第32条
労働者13名に、有効な36協定の締結な
く違法な時間外労働を行わせていたも
の

H30.3.20送検

（有）光和工業
千葉県千葉市
稲毛区

H30.3.20
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第111条

ボール盤の回転する刃物に作業中の労
働者の手が巻き込まれるおそれがある
のに手袋を使用させていたもの

H30.3.20送検

（株）白石建設 千葉県市川市 H30.6.15 最低賃金法第４条
労働者２名に、10か月間の定期賃金合
計約650万円を支払わなかったもの

H30.6.15送検

（有）ケーアイコーポレー
ション

千葉県木更津市 H30.7.13
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
生したが、虚偽の労働者死傷病報告書
を提出したもの

H30.7.13送検

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30年７月31日
企業・事業場名称 所在地 公表日 違反法条 事案概要

（株）協立工業 千葉県君津市 H30.7.13
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、遅滞なく労働者死傷病報
告書を提出していなかったもの

H30.7.13送検



東京労働局 最終更新日：平成30年７月31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）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
設機械を用いて作業を行わせたもの

H29.8.24送検

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
通路を使用させたもの

H29.8.21送検

リリカラ（株）　東京流通
センター

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
働者に作業を行わせたもの

H29.8.31送検

（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
もの

H29.9.7送検

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
足場を使用させたもの

H29.9.22送検

（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
者死傷病報告書を提出しなかったもの

H29.9.27送検

（株）中川船舶 東京都中央区 H29.11.21
労働安全衛生法第20条
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
を行わせたもの

H29.11.21送検

（株）たまふく
神奈川県相模原
市中央区

H29.12.7
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条

車両系建設機械（解体用つかみ機）を
用いて作業を行わせるに当たり、接触
防止措置を講じなかったもの

H29.12.7送検

（有）トノミクリーンサー
ビス

東京都足立区 H30.1.15
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条

ガラス板葺きの屋根上で、踏み抜きに
よる危険を防止するための措置を講じ
ることなく作業を行わせたもの

H30.1.15送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案



東京労働局 最終更新日：平成30年７月31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）Ｂ－ＬＩＮＥ
神奈川県横浜市
磯子区

H30.1.16
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第567条

足場における作業を開始する前に、点
検を行わなかったもの

H30.1.16送検

（株）藤正
神奈川県川崎市
宮前区

H30.1.19
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
なく労働者に作業を行わせたもの

H30.1.19送検

（株）美研インターナショ
ナル

東京都港区 H30.4.20 最低賃金法第４条
労働者３名に、２か月間の定期賃金合
計約50万円を支払わなかったもの

H30.4.20送検

（株）森工業 東京都葛飾区 H30.5.8
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第370条

組立図により土止め支保工を組み立て
なかったもの

H30.5.8送検

（株）大林組 東京都港区 H30.6.27
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第639条

クレーンでのつり上げ作業を行うに当
たり、統一的な合図を定めなかったも
の

H30.6.27送検

（株）田沢重量 東京都渋谷区 H30.6.27
労働安全衛生法第37条
労働安全衛生法施行令第12条

クレーンを製造するに当たり、東京労
働局長の許可を受けなかったもの

H30.6.27送検

（株）一新技建
東京都あきる野
市

H30.7.3
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条

車両系建設機械（解体用つかみ機）を
用いて作業を行わせるに当たり、接触
防止措置を講じなかったもの

H30.7.3送検

（株）イーエスピー 東京都羽村市 H30.7.20 労働基準法第32条
労働者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わせたもの

H30.7.20送検



神奈川労働局 最終更新日：平成30年７月31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

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
なく提出しなかったもの

H29.9.20送検

（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
行わせたもの

H29.11.1送検
H29.12.25不起訴

（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
労働者１名に、２か月分の定期賃金の
一部約13万円を支払わなかったもの

H29.11.16送検

ＹＴ　ＳＵＰＰＯＲＴ
（同）

神奈川県横須賀
市

H29.12.6
労働安全衛生法第22条
労働安全衛生規則第578条
労働者派遣法第45条

自然換気が不十分な場所で、内燃機関
を有する機械を使用したもの

H29.12.6送検

（株）ピックルスコーポ
レーション

埼玉県所沢市 H30.3.9
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第130条の５

食品加工用攪拌機の可動部分に蓋、囲
い等を設けることなく労働者に作業を
行わせたもの

H30.3.9送検

（株）フーズシステム
神奈川県横浜市
磯子区

H30.3.19

労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第６条
特定化学物質障害予防規則第27
条

殺菌用の薬品の混合作業において、特
定化学物質作業主任者を選任しなかっ
たもの

H30.3.19送検

（株）尹英建築 東京都世田谷区 H30.6.4
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第220条

玉掛作業の開始前に玉掛用具の異常の
有無について点検を行わなかったもの

H30.6.4送検

（株）Ｑｕａｎｔｕｍ
Ｅｎｅｒｇｙ Ｉｎｓｔ
ｉｔｕｔｅ

神奈川県高座郡
寒川町

H30.6.25 最低賃金法第４条
労働者３名に、１か月分の定期賃金合
計約136万円を支払わなかったもの

H30.6.25送検

シーライズ
神奈川県横浜市
戸塚区

H30.7.23
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条

高さ約４ｍの移動はしごの上で墜落防
止措置を講じることなく労働者に作業
を行わせたもの

H30.7.23送検

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30年７月31日
企業・事業場名称 所在地 公表日 違反法条 事案概要

（株）浜田材木店 新潟県妙高市 H30.3.16
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

住宅新築工事において、高さ2.8ｍの
３階床上での建方作業に際し、墜落防
止措置を講じていなかったもの

H30.3.16送検

目黒建築 新潟県魚沼市 H30.3.20
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、固定していない状
態の単管を吊り上げ、移動させる際、
吊荷の下に労働者を立ち入らせたもの

H30.3.20送検

（株）マルソー・トランス
ポート

新潟県三条市 H30.4.17
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、遅滞なく労働者死傷病報告書を
提出しなかったもの

H30.4.17送検

（株）会津丸三
福島県会津若松
市

H30.5.10
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第537条

解体物を階下に下ろす作業場所の付近
に、物体落下による危険の防止措置な
く労働者を立ち入らせたもの

H30.5.10送検

（株）小林組 新潟県長岡市 H30.5.17
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第638条の3

河川工事において、主要機械、設備及
び作業用の仮設建築物の配置に関する
計画を作成していなかったもの

H30.5.17送検

（株）ユアーズホーム 新潟県長岡市 H30.5.17 最低賃金法第４条
労働者７名に、１か月間の定期賃金合
計約276万円を支払わなかったもの

H30.5.17送検

（株）長谷川組基礎工事
新潟県新潟市東
区

H30.6.7
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第537条

杭抜機で吊り上げた、土石が付着する
杭の付近に、土石落下による危険の防
止措置なく労働者を立ち入らせたもの

H30.6.7送検

丸一新潟青果（株）
新潟県新潟市江
南区

H30.6.18
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の13

市場内において、構内運搬車を用いて
青果物等の運搬を行うに際し、乗車席
以外の箇所に労働者を乗せていたもの

H30.6.18送検

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30年７月31日
企業・事業場名称 所在地 公表日 違反法条 事案概要

（株）北越エンジニアリン
グ

新潟県新潟市東
区

H30.7.6
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第636条

送水管復旧工事において、車両との接
触防止など、複数の下請業者の作業間
の連絡・調整を行っていなかったもの

H30.7.6送検

センコーエーラインアマノ
（株）

新潟県新潟市南
区

H30.7.18
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２件の労働災
害について、遅滞なく労働者死傷病報
告書を提出しなかったもの

H30.7.18送検



富山労働局 最終更新日：平成30年7月31日
企業・事業場名称 所在地 公表日 違反法条 事案概要

（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
せたもの

H29.8.24送検

沢田造園 富山県富山市 H29.11.1
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、遅滞なく労働者死傷病報
告を提出しなかったもの

H29.11.1送検

（有）ワークス 富山県富山市 H30.6.8 最低賃金法第４条
労働者３名に、１か月間の定期賃金合
計約５万円を支払わなかったもの

H30.6.8送検

（株）サンリッツ　富山工
場

富山県中新川郡
上市町

H30.6.12
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条

ロール機の回転軸に接触するおそれが
あるにもかかわらず、危険を防止する
ための措置を講じなかったもの

H30.6.12送検

（有）ヒロワ工房
富山県中新川郡
立山町

H30.6.25
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条

ドラグ・ショベルに接触するおそれが
ある箇所に労働者を立ち入らせたもの

H30.6.25送検

伍都和建設（株） 富山県富山市 H30.7.11
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第155条

ブル・ドーザーの作業計画を定めるこ
となく労働者に作業を行わせたもの

H30.7.11送検

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30年７月31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）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
かったもの

H29.10.10送検

日ノ丸窯業（株）　能登工
場

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
部分に覆い等を設けていなかったもの

H29.11.1送検

守田工業（株）
石川県羽咋郡宝
達志水町

H30.2.1
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発生したに
もかかわらず、遅滞なく労働者死傷病
報告書を提出しなかったもの

H30.2.1送検

（一社）日亜国際友好協会 福井県福井市 H30.3.9 労働基準法第６条
外国人インターン生10名に対する賃金
の一部を搾取する等により合計254万
円の利益を得たもの

H30.3.9送検

（株）金城工業
大阪府大阪市港
区

H30.6.13
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第537条

鉄筋組立作業において、鉄筋の落下に
よる危険を防止するための必要な措置
を講じていなかったもの

H30.6.13送検

（株）斉藤輸送 石川県七尾市 H30.7.18
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第66条の２

移動式クレーンを用いた積込み作業に
おいて、作業の方法等をあらかじめ定
めていなかったもの

H30.7.18送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案



福井労働局 最終更新日：平成30年７月31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

北陸電気工事（株） 富山県富山市 H29.11.8
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第350条

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
かったもの

H29.11.8送検
H30.7.23不起訴

（一社）日亜国際友好協会 福井県福井市 H30.3.9 労働基準法第６条
外国人インターン生２名に対する賃金
の一部を搾取する等により合計42万円
の利益を得たもの

H30.3.9送検

（特非）奥越すまいる 福井県大野市 H30.3.13
最低賃金法第４条
労働基準法第37条

労働者３名に、22か月間の定期賃金と
時間外労働の割増賃金合計約460万円
を支払わなかったもの

H30.3.13送検

九頭竜森林組合 福井県大野市 H30.3.13
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

コンベヤー上の荷の詰まりを取り除く
際、機械の運転を停止させなかったも
の

H30.3.13送検

北陸明治運輸（株） 福井県福井市 H30.3.15 労働基準法第32条
労働者33名に、36協定の延長時間を超
える違法な時間外労働を行わせたもの

H30.3.15送検

（有）竹田縫製 福井県福井市 H30.4.18 最低賃金法第４条
外国人技能実習生６名に、１か月間の
定期賃金合計約98万円を支払わなかっ
たもの

H30.4.18送検

（株）タニコーテック 福井県大野市 H30.4.20 労働基準法第32条
労働者21名に、36協定の延長時間を超
える違法な時間外労働を行わせたもの

H30.4.20送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案



山梨労働局 最終更新日：平成30年７月31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

内田材木店
山梨県南アルプ
ス市

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３

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
なかったもの

H29.8.3送検

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
止する措置を講じていなかったもの

H29.10.5送検

（株）ミラプロ 山梨県北杜市 H29.10.18 労働基準法第32条

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、
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

H29.10.18送検

（株）セイフコ
静岡県浜松市中
区

H29.12.1
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、非常停止装置を
備え付けることなく、労働者に作業を
行わせたもの

H29.12.1送検

（株）ピアリング 山梨県甲府市 H30.3.5 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
問に対して、虚偽の陳述を行ったもの

H30.3.5送検

（有）斉藤圧送 山梨県甲府市 H30.3.12
労働安全衛生法第45条
労働安全衛生法施行令第15条

コンクリートポンプ車について、１年
以内ごとに１回、定期に、特定自主検
査を行っていなかったもの

H30.3.12送検

（株）天鳥 山梨県韮崎市 H30.3.23 労働基準法第32条

労働者３名に対し、36協定で協定した
延長時間を超える、違法な時間外労働
を行わせ、また、当該36協定の有効期
限後に、新たな36協定を結ぶことな
く、違法な時間外労働を行わせたもの

H30.3.22送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案



山梨労働局 最終更新日：平成30年７月31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）甲府第一運送 山梨県中央市 H30.4.6
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、最大荷重2.8トン
のフォークリフトを運転させたもの

H30.4.6送検

光洋化学（株） 東京都渋谷区 H30.7.19
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の11

フォークリフトのフォークを最低降下
位置に置かずに、運転者を運転席から
離れさせたもの

H30.7.19送検



長野労働局 最終更新日：平成30年７月31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）エヌ・ケー・ビー 長野県諏訪市 H29.9.14
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
たもの

H29.9.14送検

（株）吉澤総業 長野県松本市 H29.10.12
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
いなかったもの

H29.10.12送検

（株）ヤツレン
長野県南佐久郡
南牧村

H29.12.7 労働基準法第104条の２
労働基準監督官から報告を求められた
際に、虚偽の賃金台帳を添付した報告
書を提出したもの

H29.12.7送検

（有）ますだ製作所
長野県小県郡青
木村

H29.12.8
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条

プレス機械を用いて労働者に作業を行
わせる際に身体の一部が危険限界に入
らないような措置を講じなかったこと

H29.12.8送検

（有）小山商会 長野県飯山市 H30.1.10
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ約7.6ｍの屋根の端で安全帯を使
用させる等の墜落防止措置を講じるこ
となく労働者に作業を行わせたもの

H30.1.10送検

大和電機工業（株）　諏訪
事業所

長野県諏訪市 H30.1.17
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条

揺動装置の回転軸に覆い等を設けるこ
となく労働者に作業を行わせたもの

H30.1.17送検

信濃ブロック（有） 長野県飯田市 H30.1.18
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の３

フォークリフトを用いて作業を行わせ
るにあたり、あらかじめ作業計画を定
めなかったもの

H30.1.18送検

（株）石川製作所 長野県佐久市 H30.1.25
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条

屋根張替作業において、歩み板を設け
る等踏み抜きによる労働者の危険を防
止していなかったもの

H30.1.25送検

（有）高山精機 長野県飯田市 H30.2.1
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
傷病報告を提出したもの

H30.2.1送検

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30年７月31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

みすず精工（株）　信州工
場

長野県小諸市 H30.2.13 労働基準法第104条の２
労働基準監督官から報告を求められた
際に、労働時間を過少に偽った報告書
を提出したもの

H30.2.13送検

（株）マスヤマ 埼玉県上尾市 H30.3.5
労働安全衛生法第22条
有機溶剤中毒予防規則第５条

タンク内においてトルエンを含有した
有機溶剤等を使用させるにあたり、局
所排気装置等を設けていなかったこと

H30.3.5送検

（株）塩沢産業
長野県北佐久郡
立科町

H30.3.9
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

機械の掃除の作業を労働者に行わせる
に際し、当該機械の運転を停止させな
かったもの

H30.3.9送検

（株）ニシサン　坂城工場
長野県埴科郡坂
城町

H30.3.22
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を提出
しなかったもの

H30.3.22送検

三洋グラビア（株）　本
社・ウイングファクトリー

長野県伊那市 H30.4.16
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ５ｍの天井裏の作業箇所に手すり
等を設けることなく労働者に作業を行
わせたもの

H30.4.16送検

（株）ヤマウラ 長野県駒ヶ根市 H30.4.17
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条

高さ約7.7ｍの工場の屋根上におい
て、開口部に覆い等を設けることなく
請負人の労働者に作業を行わせたもの

H30.4.17送検

駒ヶ根ダイカスト工業
（株）

長野県駒ヶ根市 H30.4.18
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

プレス機械の安全装置に異常があった
のに、プレス作業主任者に必要な措置
を講じさせなかったもの

H30.4.18送検

（株）ワールド重機開発 長野県上田市 H30.4.26
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を提出
しなかったもの

H30.4.26送検

（株）ＦＯＲＮＯ 長野県小諸市 H30.6.25 最低賃金法第４条
労働者６名に、約６か月間の定期賃金
合計約100万円を支払わなかったもの

H30.6.25送検

（株）守谷商会 長野県小諸市 H30.6.25
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第638条の４

移動式クレーンの作業に関し特定元方
事業者が作成する計画に適合するよう
関係請負人の指導を行わなかったもの

H30.6.25送検



長野労働局 最終更新日：平成30年７月31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

依田歯科医院 長野県佐久市 H30.7.4 最低賃金法第４条
労働者１名に、５か月間の定期賃金を
支払わなかったもの

H30.7.4送検



岐阜労働局 最終更新日：平成30年７月31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）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
たもの

H29.8.18送検

徳田工業（株）　可児工場 岐阜県可児市 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
える違法な時間外労働を行わせたもの

H29.9.14送検

（株）仙石 岐阜県各務原市 H29.10.5
労働安全衛生法第22条
粉じん障害防止規則第27条
労働者派遣法第45条

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
使用させなかったもの

H29.10.5送検

ＩＭＳテクノ（株）
岐阜県安八郡神
戸町

H29.11.9
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
労働者に清掃作業を行わせたもの

H29.11.9送検

（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
働を行わせたもの

H29.11.20送検

（株）古川工務店
岐阜県揖斐郡揖
斐町

H30.1.18
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条

高さ13ｍのスレート屋根上に歩み板等
を設けることなく、労働者に作業を行
わせたもの

H30.1.18送検

（株）板津商店 岐阜県多治見市 H30.1.29
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第563条

高さ6.8ｍの足場に手すり等を設ける
ことなく、労働者に作業を行わせたも
の

H30.1.29送検

東海プラントサービス
（株）

岐阜県可児郡御
嵩町

H30.1.29
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第655条

高さ6.8ｍの足場に手すり等を設ける
ことなく、下請負人の労働者に使用さ
せたもの

H30.1.29送検

岩田建工 岐阜県羽島市 H30.3.12
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の14

フォークリフトを、主たる用途以外の
用途に使用したもの

H30.3.12送検

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30年７月31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

和田重機土木 岐阜県郡上市 H30.3.16
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を提出
しなかったもの

H30.3.16送検

クレイシ工業（株）　本社
工場

岐阜県美濃加茂
市

H30.4.17
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第25条

合図者を指名せずに複数の労働者でク
レーン作業を行わせたもの

H30.4.17送検

坂口縫製 岐阜県岐阜市 H30.6.8
労働基準法第32条
労働基準法第37条

技能実習生９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、また、割増賃金を支払
わなかったもの

H30.6.8送検
H30.7.11不起訴

見須縫製（株） 岐阜県羽島市 H30.6.19
労働基準法第32条
労働基準法第101条

技能実習生７名に対し、有効な36協定
の締結・届出なく違法な時間外労働・
休日労働を行わせ、また、労働基準監
督機関に虚偽の報告を行ったもの

H30.6.19送検

（有）ＮＩＳＳＩＮ 岐阜県本巣市 H30.7.20
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ2.9ｍの作業床に墜落防止措置を
講じることなく、労働者に作業を行わ
せたもの

H30.7.20送検



静岡労働局 最終更新日：平成30年７月31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

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
かったもの

H29.10.20送検

（有）鈴秀建設 静岡県沼津市 H29.11.1
労働安全衛生法第20条
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
ず、労働者を立ち入らせたもの

H29.11.1送検

フードカンパニー雅
静岡県浜松市
東区

H30.2.6 最低賃金法第４条
労働者４名に、２か月間の定期賃金合
計約95万円を支払わなかったもの

H30.2.6送検

富島運輸（株）　沼津物流
センター

静岡県沼津市 H30.2.14
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条3

フォークリフトを用いて作業を行わせ
るにあたり、あらかじめ作業計画を定
めなかったもの

H30.2.14送検

清建築板金工業所 静岡県富士宮市 H30.2.15
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ6.5ｍの作業床で、安全帯を使用
させることなく労働者に作業を行わせ
たもの

H30.2.15送検

東和開発（株） 静岡県伊東市 H30.5.16
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
労働安全衛生規則第41条

無資格の労働者にフォークリフトを運
転させたもの

H30.5.16送検

大川食品工業（株） 静岡県沼津市 H30.6.20
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生法施行令第13条
労働安全衛生規則第27条

労働者に構造規格に定める安全装置を
具備しないエレベーターを使用させた
もの

H30.6.20送検

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30年７月31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

中日本建設(株)
愛知県名古屋市
名東区

H29.8.4 労働基準法第32条
労働者３名に対し、36協定の締結・届
出なく違法な時間外労働を行わせたも
の

H29.8.4送検

（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
の

H29.8.18送検

（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
の

H29.8.18送検

（株）サクライ 三重県鈴鹿市 H29.8.24
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

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
じていなかったもの

H29.8.24送検

（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
金合計約80万円を支払わなかったもの

H29.8.25送検

（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
の設備等を設けていなかったもの

H29.9.5送検

（株）ナイガイ 愛知県一宮市 H29.9.19 労働基準法第37条
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
円を支払わなかったもの

H29.9.19送検

（株）エフベーカリーコー
ポレーション

愛知県春日井市 H29.9.22
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第150条の４

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
必要な措置を講じなかったもの

H29.9.22送検

（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
していない労働者を就かせたもの

H29.10.4送検

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30年７月31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）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
なかったもの

H29.10.5送検

（有）丸義組
愛知県名古屋市
緑区

H30.1.12
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

約50日間の休業を要する労働災害につ
いて、虚偽の内容を記載した労働者死
傷病報告を提出したもの

H30.1.12送検

（株）竹屋 愛知県春日井市 H30.1.18 労働基準法第37条
労働者１名に対し、４か月間の時間外
手当の一部合計約８万円を支払わな
かったもの

H30.1.18送検

（株）西条土木 愛知県春日井市 H30.1.22
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68条

無資格の労働者に移動式クレーンを運
転させたもの

H30.1.22送検

（株）シンワ　あま金岩工
場

愛知県あま市 H30.2.22 労働基準法第32条
労働者１名に対し、36協定の延長時間
を超える違法な時間外労働を行わせた
もの

H30.2.22送検

（有）中川流通加工
愛知県名古屋市
中川区

H30.2.23 最低賃金法第４条
外国人技能実習生を含む労働者15名に
対し、４か月間の定期賃金合計約400
万円を支払わなかったもの

H30.2.23送検

（株）江戸久
愛知県名古屋市
千種区

H30.3.1 最低賃金法第４条
労働者２名に対し、３か月間の定期賃
金合計約40万円を支払わなかったもの

H30.3.1送検

（株）ポラリス・コーポ
レーション

愛知県稲沢市 H30.3.6 最低賃金法第４条
障害者を含む労働者10名に対し、１か
月間の定期賃金合計約85万円を支払わ
なかったもの

H30.3.6送検

東海協和（株）　流通セン
ター

愛知県海部郡飛
島村

H30.3.7
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の７

フォークリフトとの接触することを防
止するための措置を講じていなかった
もの

H30.3.7送検

（有）瑞豊 愛知県安城市 H30.3.16 労働基準法第32条
労働者１名に対し、36協定の締結・届
出なく違法な時間外労働を行わせたも
の

H30.3.16送検



愛知労働局 最終更新日：平成30年７月31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）ドラゴンコンセプト
ジャパン

愛知県名古屋市
中区

H30.3.22 最低賃金法第４条
労働者２名に対し、３か月間の定期賃
金合計約85万円を支払わなかったもの

H30.3.22送検

（有）井上プレス 愛知県一宮市 H30.4.24 最低賃金法第４条
労働者１名に対し、２か月間の定期賃
金を支払わなかったもの

H30.4.24送検

琴祥 愛知県一宮市 H30.4.24 最低賃金法第４条
労働者２名に対し、２か月間の定期賃
金を支払わなかったもの

H30.4.24送検

ココペリーナプラゼタン 愛知県一宮市 H30.4.24 最低賃金法第４条
外国人技能実習生を含む労働者４名に
対し、２か月間の定期賃金を支払わな
かったもの

H30.4.24送検

王子製紙（株）　春日井工
場

愛知県春日井市 H30.4.25
労働安全衛生法第22条
特定化学物質障害予防規則第22
条

特定化学物質を貯蔵する設備の作業に
おいて、労働者に保護衣、呼吸用保護
具等を着用させなかったもの。

H30.4.25送検

（株）岩田組
愛知県名古屋市
中川区

H30.5.24 最低賃金法第４条
労働者１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
の

H30.5.24送検

丸伊製作所
愛知県名古屋市
中川区

H30.5.24 最低賃金法第４条
労働者８名に対し、１か月間の定期賃
金合計約180万円を支払わなかったも
の

H30.5.24送検

（株）シキミ　大府工場 愛知県大府市 H30.6.20
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428条

高さ3.3ｍのはい作業を行わせるにあ
たり、はい作業主任者を選任していな
かったもの

H30.6.20送検

（株）アイムプランナー
愛知県名古屋市
北区

H30.7.12 最低賃金法第４条
労働者１名に対し、１か月間の定期賃
金合計約30万円を支払わなかったもの

H30.7.12送検

（株）Ｗｅｌｆａｒｅすず
らん

愛知県一宮市 H30.7.18 最低賃金法第４条
労働者１名に対し、１か月間の定期賃
金合計約９万円を支払わなかったもの

H30.7.18送検



愛知労働局 最終更新日：平成30年７月31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

新栄電気（株） 愛知県清須市 H30.7.25
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第342条

キュービクル取替工事において、充電
電路に絶縁用防具を装着するなどの感
電防止措置を講じなかったもの

H30.7.25送検



三重労働局 最終更新日：平成30年６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）ブルーフィン三重
三重県度会郡南
伊勢町

H29.9.22
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の６

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
なかったもの

H29.9.22送検

まねきや硝子（株）　伊賀
工場

三重県伊賀市 H30.1.25 労働基準法第32条
労働者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わせたもの

H30.1.25送検

（一社）里山再生事業 大阪府岸和田市 H30.2.8
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
なく、労働者に伐木の作業を行なわせ
たもの

H30.2.8送検

中央庭園土木（株） 三重県鳥羽市 H30.2.13
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の11
労働者派遣法第45条

ダンプトラックの運転位置から離れる
ときに、エンジンを止める等の逸走防
止措置を講じさせなかったもの

H30.2.13送検

大紀森林組合
三重県度会郡大
紀町

H30.2.20
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

２件の休業４日以上の労働災害につい
て、労働者死傷病報告書を提出しな
かったもの

H30.2.20送検

（有）三重板金工業
三重県度会郡度
会町

H30.3.6
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条

高さ約５ｍの梁の上で作業を行わせる
に際し、墜落防止措置を講じなかった
もの

H30.3.6送検

野地木材工業（株） 三重県熊野市 H30.6.13
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条

高さ約５ｍのスレート屋根の上で作業
を行わせるに際し、踏み抜きによる危
険を防止する措置を講じなかったもの

H30.6.13送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案



滋賀労働局 最終更新日：平成30年７月31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

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
止措置を設けていなかったもの

H29.11.28送検

（有）久栄建設
大阪府大阪市
大正区

H29.12.7
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
出しなかったもの

H29.12.7送検

カキモトレーシング（株）
滋賀工場

滋賀県栗東市 H30.2.22
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条

無資格の労働者にフォークリフトを運
転させたもの

H30.2.22送検

（株）大京穴吹建設 香川県高松市 H30.3.8
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第637条

特定元方事業者として、毎作業日に少
なくとも１回、作業場所の巡視を行わ
なかったもの

H30.3.8送検

金幸設備工業
京都府京都市
東山区

H30.3.8
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第384条

ずい道等の建設の作業を行う場合にお
いて、落盤等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の

H30.3.8送検

カセイ化学（株） 大阪府高槻市 H30.3.9
労働安全衛生法第59条
労働安全衛生規則第36条

フォークリフトの運転の業務に必要な
教育を行っていなかったもの

H30.3.9送検

（株）ビーバーレコード
串春　近江八幡店

滋賀県近江八幡
市

H30.5.24 労働基準法第32条
労働者１名に、36協定の延長時間を超
える違法な時間外労働を行わせたもの

H30.5.24送検

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30年７月31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）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
える違法な時間外労働を行わせたもの

H29.8.2送検

（有）丸幸運輸 京都府亀岡市 H29.11.16 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
わせたもの

H29.11.16送検

有山忠詞 大阪府東大阪市 H29.12.15
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条

無資格であるのにドラグ・ショベルを
運転したもの

H29.12.15送検

（特非）Ｇｒｏｗｔｈ
京都府京都市
伏見区

H29.12.21 労働基準法第24条
労働者13名に、３か月間の定期賃金合
計約152万円を支払わなかったもの

H29.12.21送検

（株）材源
京都府京都市
上京区

H30.1.10
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

高さ約10ｍの箇所で作業床を設けるこ
となく、労働者に仮設素屋根のシート
取付作業を行わせたもの

H30.1.10送検

青晃地所リアルエステート
（株）

京都府京都市
中京区

H30.7.24 最低賃金法第４条
労働者１名に、１年４か月間の定期賃
金合計約197万円を支払わなかったも
の

H30.7.24送検

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30年７月31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）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
としての職務を行わせなかったもの

H29.8.8送検

渡辺電気工業（株） 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
病報告を報告しなかったもの

H29.9.12送検

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
せる等の措置を講じなかったもの

H29.9.14送検

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
せたもの

H29.9.26送検

谷畑産業（株） 大阪府池田市 H29.12.18
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

ベルトコンベヤーの運転を停止させる
ことなく、労働者に清掃作業を行わせ
たもの

H29.12.18送検

（有）加納運送
和歌山県和歌山
市

H29.12.26
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作業を行
わせたもの

H29.12.26送検

カラオケスナックピース 大阪府東大阪市 H29.12.27
最低賃金法第４条
労働基準法第37条

労働者１名に、２か月間の定期賃金約
12万円及び深夜労働の割増賃金約３万
円を支払わなかったもの

H29.12.27送検

トキハマエキスプレス
（株）

大阪府岸和田市 H30.1.30 労働基準法第32条
労働者１名に、36協定の延長時間を超
える違法な時間外労働を行わせたもの

H30.1.30送検

ＧＥＥＤ 大阪府和泉市 H30.2.8 最低賃金法第４条
労働者３名に、最大２か月間の定期賃
金合計約70万円を支払わなかったもの

H30.2.8送検

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30年７月31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

禅夢コーポレーション 大阪府大東市 H30.3.7 労働基準法第101条
労働基準監督官が臨検した際に、労働
基準監督官の尋問に対し、虚偽の陳述
をしたもの

H30.3.7送検

（株）加藤工業 大阪府東大阪市 H30.3.8
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第66条の２

移動式クレーンの作業を行わせるに当
たり、転倒等の危険防止措置を講じる
ことなく、労働者に作業させたもの

H30.3.8送検

（株）ソルテック 大阪府吹田市 H30.3.14
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

休業４日以上の休業を要する労働災害
が発生した際に、虚偽の労働者死傷病
報告を提出したもの

H30.3.14送検

丸三海運（株）
大阪府大阪市大
正区

H30.3.15
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の７

フォークリフトの運転業務を行わせる
に際し、労働者を走行経路に立ち入ら
せたもの

H30.3.15送検

大正埠頭作業（株）
大阪府大阪市大
正区

H30.3.15
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の７

フォークリフトの運転業務を行わせる
に際し、労働者を走行経路に立ち入ら
せたもの

H30.3.15送検

上野工業（株）
大阪府大阪市此
花区

H30.3.15
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第564条

つり足場の解体作業を行わせる際に、
悪天候のため危険が予想されたにもか
かわらず作業を中止しなかったもの

H30.3.15送検

北港観光バス（株）
大阪府大阪市旭
区

H30.3.15 労働基準法第32条
労働者４名に、36協定の延長時間を超
える違法な時間外労働を行わせたもの

H30.3.15送検

（株）安部工務店 大阪府貝塚市 H30.3.20
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第654条

高さ２ｍ以上の階段で、手すり等を設
けることなく、下請労働者に作業を行
わせたもの

H30.3.20送検

ハウスクリエイト 大阪府吹田市 H30.3.20
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第552条

高さ２ｍ以上の階段で、手すり等を設
けることなく、労働者に作業を行わせ
たもの

H30.3.20送検

（株）ミッションカラー
大阪府大阪市北
区

H30.3.22 最低賃金法第４条
労働者20名に、１か月間の定期賃金合
計約93万円を支払わなかったもの

H30.3.22送検



大阪労働局 最終更新日：平成30年７月31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

丸美発條（株）
大阪府大阪市淀
川区

H30.3.22
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

プレス作業主任者に、プレス機械の切
替キースイッチを保管させなかったも
の

H30.3.22送検

（有）日輝建設 大阪府岸和田市 H30.3.27
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第564条

労働者につり足場の解体作業を行わせ
るに際し、作業床を設けず、また、安
全帯を使用させなかったもの

H30.3.27送検

（株）飯坂インテリア 大阪府八尾市 H30.3.28 労働基準法第24条
労働者１名に、退職金約510万円を支
払わなかったもの

H30.3.28送検

三起製作所
大阪府大阪市平
野区

H30.4.25
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条

プレス機械に安全囲いを設ける等の措
置を講じなかったもの

H30.4.25送検

（株）増田運送
大阪府大阪市住
之江区

H30.4.27
労働基準法第32条
労働基準法第35条

36協定を締結することなく、労働者に
違法な時間外労働・休日労働を行わせ
たもの

H30.4.27送検

（株）フラット・フィール
ド・オペレーションズ

大阪府泉大津市 H30.5.22 労働基準法第32条
36協定を締結することなく、労働者に
違法な時間外労働を行わせたもの

H30.5.22送検

第一貨物（株） 山形県山形市 H30.5.29
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の高所で、安全帯を使用
させることなく労働者に作業を行わせ
たもの

H30.5.29送検

サンデン化成（株） 大阪府門真市 H30.6.29
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条

プレス機械に安全囲いを設ける等の措
置を講じなかったもの

H30.6.29送検

日本遠隔制御（株） 大阪府東大阪市 H30.6.29 最低賃金法第４条
労働者に、２か月間の定期賃金を支払
わなかったもの

H30.6.29送検

光陽商事（株） 大阪府門真市 H30.7.26
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ２ｍ以上の開口部で、手すり等を
設けることなく、労働者に作業を行わ
せたもの

H30.7.26送検



兵庫労働局 最終更新日：平成30年７月31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）寺西工務店 兵庫県淡路市 H29.9.4
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第564条

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
結作業を行わせたもの

H29.9.4送検

（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
約47万円を支払わなかったもの

Ｈ29.10.13送検

ミヨシ油脂（株） 神戸工
場

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
前に測定していなかったもの

Ｈ29.10.19送検

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

高さ２ｍ以上の箇所で、労働者に作業
を行わせるに当たり、墜落防止措置を
講じなかったもの

Ｈ29.11.30送検

（株）ライズホーム 兵庫県尼崎市 H30.3.2 最低賃金法第４条
労働者１名に、１か月間の定期賃金約
15万円を支払わなかったこと

Ｈ30.3.2送検

（株）アスク
兵庫県神戸市
中央区

H30.3.22 最低賃金法第４条
労働者１名に、１か月間の定期賃金約
18万円を支払わなかったもの

Ｈ30.3.22送検

（株）富田製作所 兵庫県明石市 H30.3.22
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第25条
労働者派遣法第45条

クレーン運転について一定の合図を定
めず、かつ合図者に合図を行わせな
かったもの

Ｈ30.3.22送検

薄井商店
兵庫県神戸市
西区

H30.3.23
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

１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告
を提出しなかったもの

Ｈ30.3.23送検

高砂飼料工業（株） 兵庫県高砂市 H30.7.11
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第142条

粉砕機の開口部から転落するおそれが
あったのに、蓋、囲い等を設けていな
かったもの

Ｈ30.7.11送検

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30年７月31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）川西オーシャン交通 兵庫県尼崎市 H30.7.23 労働基準法第27条
出来高払制で使用した労働者に対し、
労働時間に応じ一定額の賃金の保障を
しなかったこと

Ｈ30.７.23送検

林住建（株） 大阪府高槻市 H30.7.24
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条

高さ約６ｍの屋根で請負人の労働者に
作業させるに当たり、墜落防止措置を
講じていなかったもの

Ｈ30.７.24送検

今田塗装店 大阪府高槻市 H30.7.24
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ約６ｍの屋根で労働者に作業させ
るに当たり、墜落防止措置を講じてい
なかったもの

Ｈ30.７.24送検



奈良労働局 最終更新日：平成30年７月31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）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
労働者５名に、36協定の延長時間を超
える違法な時間外労働を行わせたもの

H29.10.20送検

松建 奈良県奈良市 H29.11.13
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条

無資格でドラグショベルの運転を行っ
たもの

H29.11.13送検

（株）槇峯建設
奈良県高市郡高
取町

H30.1.25 労働基準法第24条
労働者14名に、１年11か月間の定期賃
金合計約5,500万円を支払わなかった
もの

H30.1.25送検

（株）水本木工
奈良県吉野郡吉
野町

H30.3.7 最低賃金法第４条
労働者８名に、１か月間の定期賃金合
計約64万円を支払わなかったもの

H30.3.7送検

（株）日鴻建設
大阪府大阪市西
区

H30.6.22
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第160条

労働者が車両系建設機械（ローラー）
の運転位置を離れるに際し、逸走防止
措置を講じていなかった

H30.6.22送検

（株）田中運送 奈良県五條市 H30.7.6
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第151条の70

トラックへの荷積み作業を行わせるに
あたり、当該作業を指揮する者を定め
ていなかったもの

H30.7.6送検

きた産業（株） 奈良県奈良市 H30.7.23
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第28条

射出成形機の安全扉について、安全装
置を有効な状態としていなかったもの

H30.7.23送検

（株）サカイ引越センター
奈良南支社

奈良県大和郡山
市

H30.7.23
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

19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
を提出しなかったもの

H30.7.23送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案



和歌山労働局 最終更新日：平成30年７月31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

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
たもの

H29.8.18送検

（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
簿書類を提出したもの

H29.9.22送検

（株）和歌山建材リサイク
ルセンター

和歌山県和歌山
市

H30.1.9
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条

高さ約５ｍの立て坑内で労働者に作業
を行わせるに当たり、作業床を設けな
かったもの

H30.1.9送検

（有）森浦クレーン工業
三重県南牟婁郡
紀宝町

H30.2.9
労働安全衛生法第45条
労働安全衛生法施行令第15条
クレーン等安全規則第76条

移動式クレーンについて、１年以内ご
とに１回、定期に自主検査を実施して
いなかったもの

H30.2.9送検

（有）サンキテック　日高
工場

和歌山県日高郡
日高町

H30.2.15 労働基準法第32条
労働者３名に、有効な36協定の締結・
届出なく違法な時間外労働を行わせた
もの

H30.2.15送検

神鋼環境メンテナンス
（株）　和歌山青岸クリー
ンセンター事業所

和歌山県和歌山
市

H30.3.5
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、コンベヤーの運転を停止せ
ずに点検作業を行わせたもの

H30.3.5送検

熊野プライムフード協同組
合　すさみ事業所

和歌山県西牟婁
郡すさみ町

H30.3.7
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第164条

労働者に、ドラグショベルを主たる用
途以外の用途に使用させたもの

H30.3.7送検

（有）オガワ包装資材 和歌山県御坊市 H30.3.16
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生規則第41条

無資格の労働者に、最大荷重１トンの
フォークリフトの運転をさせたもの

H30.3.16送検

グリーン特急（有）
和歌山県紀の川
市

H30.3.16 労働基準法第37条
労働者１名に、３日間の時間外労働及
び深夜労働に対する割増賃金を支払わ
なかったもの

H30.3.16送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案



和歌山労働局 最終更新日：平成30年７月31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

南紀保険グループ 和歌山県新宮市 H30.6.14 労働基準法第６条
別の会社で働いていた労働者の就業に
介入し、この労働者から15か月にわた
り賃金の一部から利益を得ていたもの

H30.6.14送検

上本建設工業
大阪府大阪市此
花区

H30.7.25
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第564条

足場の解体作業を行うに当たり、安全
帯の取付設備等を設けず、労働者に安
全帯を使用させていなかったもの

H30.7.25送検



鳥取労働局 最終更新日：平成30年１月31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

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
わせたもの

H29.8.1送検

（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
わせたもの

H29.9.7送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案



島根労働局 最終更新日：平成30年７月31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

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
働を行わせたもの

H29.11.29送検

（有）福間工務店
島根県邑智郡美
郷町

H30.3.22
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ約4.4ｍの建屋のひさし上で、防
網を張り又は安全帯を使用させること
なく労働者に作業を行わせたもの

H30.3.22送検

西日本ダイハツ運輸（株）
出雲営業所

島根県出雲市 H30.3.26 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
たもの

H30.3.26送検

斎藤左官 島根県益田市 H30.4.25
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ約3.9ｍの建屋の屋根の端に、手
すりを設けることなく労働者に作業を
行わせたもの

H30.4.25送検

（有）旭養鶏舎 島根県大田市 H30.7.17
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
転させたもの

H30.7.17送検

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30年７月31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）エコシステムグルー
プ

岡山県岡山市北
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
計約4,010万円を支払わなかったもの

H29.10.19送検

（株）エコシステムコミュ
ニケーションズ

岡山県岡山市北
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
計約1,233万円を支払わなかったもの

H29.10.19送検

（有）野田産業 岡山県津山市 H30.1.11
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（物の運搬）に使用したも
の

H30.1.11送検

（有）風来坊食品 岡山県倉敷市 H30.2.2 労働基準法第120条
労働基準監督官の尋問に対して虚偽の
陳述を行い、虚偽の記載をした帳簿を
提出したもの

H30.2.2送検

陽和工営（株）
岡山県岡山市南
区

H30.5.1 労働基準法第32条
36協定の延長時間を超える違法な時間
外労働を行わせたもの

H30.5.1送検

（株）メビウス
岡山県岡山市北
区

H30.7.25 最低賃金法第４条
労働者２名に、２か月間の定期賃金合
計約56万円を支払わなかったもの

H30.7.25送検

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30年７月31日
企業・事業場名称 所在地 公表日 違反法条 事案概要

光洋工業（株） 広島県尾道市 H29.8.31

労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第６条
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
なかったもの

H29.8.31送検

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
く違法な時間外労働を行わせたもの

H29.9.28送検

井上建設（株） 広島県三原市 H29.10.20
労働安全衛生法第20条
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
を講じなかったもの

H29.10.20送検

（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

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
告を提出しなかったもの

H29.11.20送検

（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
転させたもの

H29.11.22送検

津久田工業（株）
広島県山県郡北
広島町

H30.2.2 労働基準法第32条
労働者延べ36名に、36協定の延長時間
を超えて違法な時間外労働を行わせた
もの

H30.2.2送検

（株）Ｃｏｎｆｉｄｅｎｃ
ｅ

広島県三次市 H30.3.12
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、遅滞なく労働者死傷病報
告を提出しなかったもの

H30.3.12送検

将栄建設 広島県東広島市 H30.3.12
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、遅滞なく労働者死傷病報
告を提出しなかったもの

H30.3.12送検

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30年７月31日
企業・事業場名称 所在地 公表日 違反法条 事案概要

三宅建設（株） 広島県庄原市 H30.3.26
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、遅滞なく労働者死傷病報
告を提出しなかったもの

H30.3.26送検

（有）広岡重機
広島県広島市東
区

H30.3.27
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
労働者派遣法第45条

高さ約8.5ｍ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
せたもの

H30.3.27送検

日本エレクトロニツクシス
テムズ（株）

大阪府大阪市淀
川区

H30.3.27
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
労働者派遣法第45条

高さ約8.5ｍ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
せたもの

H30.3.27送検

広島バス（株）
広島県広島市中
区

H30.3.27 労働基準法第32条
労働者１名に、36協定の延長時間を超
えて違法な時間外労働を行わせたもの

H30.3.27送検

西城町森林組合 広島県庄原市 H30.5.14
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、遅滞なく労働者死傷病報
告を提出しなかったもの

H30.5.14送検

（株）サンヨーコーポレー
ション

広島県東広島市 H30.5.29
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、遅滞なく労働者死傷病報
告を提出しなかったもの

H30.5.29送検

（株）ニッポー
広島県広島市安
芸区

H30.7.19
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第537条
労働者派遣法第45条

射出成形機の可動盤が自重で落下する
ことによる危険を防止するための措置
を講じなかったもの

H30.7.19送検

（有）フレイム
広島県東広島市
中区

H30.7.20 最低賃金法第４条
労働者４名に、８ヶ月分の定期賃金合
計約157万円を支払わなかったもの

H30.7.20送検

川崎水産 広島県廿日市市 H30.7.20
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条

ベルトコンベアーの回転軸に覆い、囲
い等を設けることなく、労働者に作業
を行わせたもの

H30.7.20送検



広島労働局 最終更新日：平成30年７月31日
企業・事業場名称 所在地 公表日 違反法条 事案概要

（一社）しあわせの庭 広島県福山市 H30.7.27
労働基準法第20条
労働基準法第24条

労働者131名の１ヶ月分の定期賃金合
計約1,272万円を支払わず、また、即
時解雇に対する解雇予告手当を支払わ
なかったもの

H30.7.27送検



山口労働局 最終更新日：平成30年６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

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
を行わせたもの

H29.8.2送検

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
わせたもの

H29.11.21送検

（株）カザケン 岡山県倉敷市 H30.3.23
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
労働者派遣法第45条

深さ約２ｍの掘削溝に昇降の設備を設
けることなく下請けの労働者に作業を
行わせたもの

H30.3.23送検

（有）錦秀建設 山口県岩国市 H30.3.23
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第526条
労働者派遣法第45条

深さ約２ｍの掘削溝に昇降の設備を設
けることなく労働者に作業を行わせた
もの

H30.3.23送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案



徳島労働局 最終更新日：平成30年７月31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）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

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
用させたもの

H29.8.1送検

西和林業（株） 徳島県三好市 H29.12.8
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、支障物を取り除くことな
く労働者に伐木作業を行わせたもの

H29.12.8送検

四国ブロック工業（株） 徳島県阿南市 H29.12.8
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の７

フォークリフトの荷に接触するおそれ
のある箇所に労働者を立ち入らせたも
の

H29.12.8送検

山中木材（有） 徳島県徳島市 H30.2.23
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

つり上げ過重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
せたもの

H30.2.23送検

（株）山文 徳島県吉野川市 H30.2.23
労働安全衛生法第40条
労働安全衛生法施行令第12条

労働者に労働基準監督署長による検査
を受けていないエレベーターを使用さ
せたもの

H30.2.23送検

ウッドファースト（株)
徳島製材工場

徳島県小松島市 H30.7.2
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条

製材機械の回転軸に覆い等を設けるこ
となく労働者に作業を行わせたもの

H30.7.2送検

（有）中翔建設 徳島県徳島市 H30.7.2
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ3.16ｍの開口部で墜落防止措置を
講じることなく労働者に作業を行わせ
たもの

H30.7.2送検

キカワ鋼業（株） 徳島県徳島市 H30.7.26
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の７

トラックに接触するおそれのある箇所
に労働者を立ち入らせたもの

H30.7.26送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案



香川労働局 最終更新日：平成30年６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）松村建設
香川県東かがわ
市

H30.6.18
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、つりクランプ１個
を用いてつり上げた鉄板の下に労働者
を立ち入らせたもの

H30.6.18送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案



愛媛労働局 最終更新日：平成30年７月31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）ビー・ピー・ユニオ
ン

愛媛県西予市 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
える違法な時間外労働を行わせたもの

H29.8.25送検

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
える違法な時間外労働を行わせたもの

H29.11.2送検

（株）モリオト
愛媛県四国中央
市

H29.11.16 労働基準法第32条
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わせた
もの

H29.11.16送検

（株）森実興産
愛媛県四国中央
市

H29.11.16 労働基準法第32条
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わせた
もの

H29.11.16送検

三栄紙業（株）
愛媛県四国中央
市

H29.11.16 労働基準法第32条
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わせた
もの

H29.11.16送検

（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
使用させなかったもの

H29.11.27送検

竹岡サッシ工業 愛媛県松山市 H29.12.13
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の
に、遅滞なく労働者死傷病報告を提出
しなかったもの

H29.12.13送検

瀬元板金工業所 愛媛県今治市 H30.2.1
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条

高さ約5.5ｍの屋根上で、防網を張り
又は安全帯を使用させることなく労働
者に作業を行わせたもの

H30.2.1送検

キクチ観光（株） 愛媛県西予市 H30.2.5
労働安全衛生法第59条
労働安全衛生規則第36条

特別教育を行っていない労働者に、走
行集材機械（フォワーダ）を運転させ
たもの

H30.2.5送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案



愛媛労働局 最終更新日：平成30年７月31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）ダイケン土木 愛媛県松山市 H30.6.14
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第157条

路肩から車両系建設機械（ローラー）
の転落を防止するため、誘導者を配置
しなかったもの

H30.6.14送検

（株）ダイス 愛媛県松山市 H30.7.24 最低賃金法第４条
労働者１名に、９か月間の定期賃金合
計約266万円を支払わなかったもの

H30.7.24送検



高知労働局 最終更新日：平成30年７月31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）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
行わせたもの

H29.8.31送検

尾﨑興業 高知県土佐市 H30.2.19
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の屋根上で、安全帯を使
用させることなく、労働者に作業を行
わせたもの

H30.2.19送検

竹村建築 高知県香美市 H30.2.20
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ約3.5ｍの作業床で、安全帯を使
用させることなく、労働者に作業を行
わせたもの

H30.2.20送検

三和エンジニアリング
（株）

高知県須崎市 H30.2.22
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第484条

保護帽を着用させることなく労働者に
伐木の作業を行わせたもの

H30.2.22送検

（有）吉本建設 高知県室戸市 H30.2.22
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
出しなかったもの

H30.2.22送検

企業組合さくら堂じゃぱん 高知県安芸市 H30.3.5 最低賃金法第４条
労働者２名に、１か月間の定期賃金合
計約22万円を支払わなかったもの

H30.3.5送検

（株）石川建工 高知県香南市 H30.5.29
労働安全衛生法第59条
労働安全衛生規則第36条

派遣労働者を足場の組立業務につかせ
るときに、安全のための特別の教育を
行っていなかったもの

H30.5.29送検

竹村建設（株）
高知県土佐清水
市

H30.7.2
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条

高さ約８ｍの屋根上で、安全帯を使用
させることなく、労働者に作業を行わ
せたもの

H30.7.2送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案



福岡労働局 最終更新日：平成30年７月31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）福山組
福岡県北九州市
小倉南区

H29.10.3
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
かったもの

Ｈ29.10.3送検

（株）尾山組
福岡県福岡市西
区

H29.11.1
労働安全衛生法第20条
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
かったもの

Ｈ29.11.1送検

（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
える違法な時間外労働を行わせたもの

Ｈ29.11.30送検

（有）三栄運輸機工
福岡県福岡市東
区

H29.12.11
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

休業４日以上の労働災害について、災
害発生場所を偽った労働者死傷病報告
を提出したもの

Ｈ29.12.11送検

（株）キュウエイ
福岡県福岡市東
区

H30.1.12
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

ベルトコンベヤーのプーリーに付着し
た異物の除去作業の際に、ベルトコン
ベヤーの運転を停止しなかったもの

Ｈ30.1.12送検

（株）キョウホー
京都府京都市山
科区

H30.3.15
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第147条

真空成型機に、閉じなければ機械が作
動しない戸その他の安全装置を設けず
に、労働者に作業をさせたもの

Ｈ30.3.15送検

（特非）中高年ワーク支援
（人材の紹介・派遣）の会

福岡県北九州市
八幡西区

H30.3.16 最低賃金法第４条
労働者１名に、１か月間の定期賃金約
25万円を支払わなかったもの

Ｈ30.3.16送検

（株）大和土木 福岡県田川市 H30.5.11
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第355条

地山の掘削の作業を行う際に、あらか
じめ作業箇所を法定の事項について調
査していなかったもの

Ｈ30.5.11送検

（株）九州シークレット
サービス

福岡県糟屋郡志
免町

H30.6.1 労働基準法第24条
労働者２名に、1か月間の定期賃金の
一部合計37万円を支払わなかったもの

Ｈ30.6.1送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案



福岡労働局 最終更新日：平成30年７月31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）日本電化システム
福岡県福岡市中
央区

H30.6.1 最低賃金法第４条
労働者６名に、１か月間の定期賃金合
計約74万円を支払わなかったもの

Ｈ30.6.1送検

イエローハウス 福岡県柳川市 H30.6.12 最低賃金法第４条
労働者３名に、１か月間の定期賃金合
計約63万円を支払わなかったもの

Ｈ30.6.12送検

いきてる（株）
福岡県福岡市早
良区

H30.6.13 最低賃金法第４条
労働者３名に、１か月間の定期賃金合
計約67万円を支払わなかったもの

Ｈ30.6.13送検

（株）エイジョウ 福岡県筑紫野市 H30.6.15
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第563条

高さ２ｍ以上の足場の墜落のおそれの
ある箇所に手すり等を設けることなく
労働者に作業を行わせたもの

Ｈ30.6.15送検

（株）大日警　九州支店
福岡県北九州市
門司区

H30.7.11 労働基準法第32条
労働者３名に、36協定の限度時間を超
える違法な時間外労働を行わせたもの

Ｈ30.7.11送検

（株）ピー・アール 福岡県豊前市 H30.7.12 最低賃金法第４条
労働者６名に、２か月間の定期賃金合
計178万円を支払わなかったもの

Ｈ30.7.12送検



佐賀労働局 最終更新日：平成30年７月31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）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
たもの

H29.10.26送検

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
作業を行わせたもの

H29.10.27送検

（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
た労働者死傷病報告書を提出したもの

H29.11.10送検

（株）高取造園土木 佐賀県鳥栖市 H30.1.5
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第194条の22

高所作業車のバケット（作業床）上で
労働者に作業を行わせるにあたり、安
全帯等を使用させていなかったもの

H30.1.5送検

ヤマヒロ工業（株） 佐賀県小城市 H30.6.14
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条

無資格の技能実習生に、フォークリフ
トを運転させたもの

H30.6.14送検

一産業（株） 佐賀県佐賀市 H30.6.26
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

コンベヤーの運転を停止させることな
く、労働者に調整作業を行わせたもの

H30.6.26送検

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30年６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）壽工業 長崎県佐世保市 H29.10.18
労働安全衛生法第100条
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
書を提出しなかったもの

H29.10.18送検

直基建設 長崎県長崎市 H29.12.4 労働安全衛生法第61条
無資格の労働者にフォークリフトを運
転させたもの

H29.12.4送検

（株）佐藤防水工業 長崎県長崎市 H30.1.11
労働安全衛生法第22条
労働安全衛生規則第578条

自然換気が不十分な導水トンネル内に
おいて、労働者に内燃機関を有する機
械を使用させたもの

H30.1.11送検

平山工業（株） 長崎県長崎市 H30.1.17
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条

高さ約10ｍの箇所で有効な作業床を設
けることなく労働者に作業を行わせた
もの

H30.1.17送検

（有）フジセス 長崎県諫早市 H30.6.8
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条

高さ約6.5ｍ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もの

H30.6.8送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案



熊本労働局 最終更新日：平成30年７月31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）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、
労働者に作業を行わせたもの

H29.9.22送検

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
なく、労働者に作業を行わせたもの

H29.11.2送検

（株）クリーン開発 熊本県天草市 H30.1.10
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のあ
る箇所に労働者を立ち入らせたもの

H30.1.10送検

（有）義建設
熊本県菊池郡
菊陽町

H30.3.20
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条

タイヤローラーに接触するおそれのあ
る箇所に労働者を立ち入らせたもの

H30.3.20送検

（株）優月工業
熊本県熊本市
北区

H30.3.20
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第564条

高さ19.3ｍの足場上で、墜落防止措置
を講じることなく、労働者に足場の組
立作業を行わせたもの

H30.3.20送検

（株）セーフティガード
熊本県熊本市
北区

H30.3.27 労働基準法第32条
労働者１名に、適法な36協定の締結・
届出なく、違法な時間外・休日労働を
行わせたもの

H30.3.23送検

（有）森栄工業 熊本県菊池市 H30.7.9
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ6.9ｍの屋根上で、墜落防止用の
手すり等を設けることなく、労働者に
作業を行わせたもの

H30.7.9送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案



大分労働局 最終更新日：平成30年７月31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

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
ず、再び使用を開始した際に自主検査
を実施しなかったもの

H29.9.20送検
H29.10.25不起訴

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
始する前にブレーキ及びクラッチの機
能について点検を行わなかったもの

H29.9.20送検
H29.10.25不起訴

（株）シュプリーム 大分県大分市 H30.1.17 労働基準法第15条
労働契約の締結に際し、賃金に関する
事項について、書面により労働条件を
明示しなかったもの

H30.1.17送検
H30.5.30有罪確定

（有）建生建設工業 大分県大分市 H30.1.23 労働安全衛生法第120条
休業４日以上の労働災害について、災
害発生状況等を偽った労働者死傷病報
告を提出したもの

H30.1.23送検
H30.3.28有罪確定

ヤンマー造船（株） 大分県国東市 H30.2.1
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条

高さ3.18ｍのはしご上で、安全帯を使
用させることなく、労働者に作業を行
わせたもの

H30.2.1送検
H30.4.3有罪確定

（有）新廣海産 大分県杵築市 H30.2.19
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第148条

労働者に、安全装置等のないエレベー
ターを使用させたもの

H30.2.19送検
H30.4.20有罪確定

矢西建設（株） 福岡県福岡市 H30.3.19
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第155条
労働安全衛生規則第157条

車両系建設機械の作業計画を定めず、
また車両系建設機械の誘導員を配置し
なかったもの

H30.3.19送検
H30.6.5不起訴

（株）鴻池組 大阪府大阪市 H30.3.19
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第638条の4

下請が定める車両系建設機械の作業計
画が不十分なのに、必要な指導を行わ
なかったもの

H30.3.19送検
H30.6.5不起訴

（株）城島高原オペレー
ションズ

大分県別府市 H30.3.23
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

ローラーコースターの運転を停止させ
ずに検査の作業を行わせたもの

H30.3.23送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案



大分労働局 最終更新日：平成30年７月31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

翼工業(株) 大分県中津市 H30.5.2
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第534条

深さ４ｍの掘削した溝内での下水管設
置工事において、土砂等の崩壊による
危険防止措置を行わなかったもの

H30.5.2送検

マサヒ工業 大分県中津市 H30.7.5
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
が、遅滞なく労働者死傷病報告を提出
しなかったもの

H30.7.5送検



宮崎労働局 最終更新日：平成30年7月31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）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

投炭設備に係る機械の修理の作業を行
う際に、当該機械の運転を停止しな
かったもの

H29.9.4送検
H29.10.23不起訴

独立行政法人国立病院機構 東京都目黒区 H30.7.27 労働基準法第32条
労働者1名に対して、36協定の延長時
間を超える時間外労働を行わせたもの

H30.7.27送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案



鹿児島労働局 最終更新日：平成30年６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）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
える違法な時間外労働を行わせたもの

H29.9.6送検

（株）肥後電建 鹿児島県日置市 H29.9.21
労働安全衛生法第61条
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
レーンの運転を行ったもの

H29.9.21送検

丸心工業
鹿児島県鹿児島
市

H30.1.25
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ4.7ｍ以上の屋根上で安全帯を使
用させることなく、労働者に屋根材の
設置作業を行わせたもの

H30.1.25送検

（株）南栄運輸
鹿児島県鹿児島
市

H30.3.19
労働安全衛生法第23条
労働安全衛生規則第540条

貨物自動車の発着場において、労働者
が横断する通路に通路であることの表
示をしていなかったもの

H30.3.19送検

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30年７月31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）安木屋 沖縄県那覇市 H29.8.24
労働基準法第32条
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
名に対して、割増賃金約600万円を支
払わなかったもの

H29.8.24送検

中頭コンクリートブロック
（株）

沖縄県沖縄市 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
約41万円を支払わなかったもの

H29.10.12送検

タチバナ工業（株） 香川県高松市 H29.11.15
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

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
死傷病報告書を提出しなかったもの

H29.11.15送検

安功清掃 沖縄県沖縄市 H29.12.15
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の73

貨物自動車の荷台のあおりを閉じるこ
となく、労働者を乗車させていたもの

H29.12.15送検

（株）ニッシンあっとリ
フォーム

沖縄県うるま市 H30.1.16
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の屋根上で作業を行わせて
いたのに墜落防止措置を行っていな
かったもの

H30.1.16送検

八伸企画 沖縄県沖縄市 H30.1.16
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の屋根上で作業を行わせて
いたのに墜落防止措置を行っていな
かったもの

H30.1.16送検

明誠建設 沖縄県うるま市 H30.2.2
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

休業１年以上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
死傷病報告書を提出しなかったもの

H30.2.2送検

（資）宮里住宅社 沖縄県本部町 H30.3.13
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の足場上で作業を行わせて
いたのに、墜落防止措置を講じていな
かったもの

H30.3.13送検

（有）大宮産業 沖縄県うるま市 H30.3.22
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第534条

高さ約７ｍの地山で作業を行わせてい
たのに崩壊等による危険防止措置を
行っていなかったもの

H30.3.22送検

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30年７月31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

望興業 沖縄県南風原町 H30.5.10
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

休業約６か月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
死傷病報告書を提出しなかったもの

H30.5.10送検

沖縄電興（株） 沖縄県那覇市 H30.7.2
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第638条の３

関係請負人の労働者が作業を行う際
に、足場の配置等に関する計画を作成
していなかったもの

H30.7.2送検

（有）沖送電 沖縄県沖縄市 H30.7.2
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条

高さ約３ｍの壁上で労働者に作業を行
わせる際に、墜落防止措置を講じてい
なかったもの

H30.7.2送検


