
参加停止措置一覧表
（工事，測量・設計等）

網掛けの欄は,参加停止期間が終了したもの,又は既に受けている参加停止期間中に新たな参加停止を行ったものである。

開始日 終了日 月数
別表

該当箇所
2942 ㈱三崎工務店 京都市 工事：建築工事 平成31年04月01日 令和2年03月31日 9-⑽ その他
3657 ㈱溝脇工務店 京都市 工事：建築工事 平成31年04月01日 令和2年03月31日 9-⑽ その他
6535 ㈱田電工房 京都市 工事：電気工事 平成31年04月01日 入札参加資格が確認されるまで 9-⑽ その他
6980 ㈱大昇工務 京都市 工事：建築工事 平成31年04月01日 令和2年03月31日 9-⑽ その他

12877 池内庭園 京都市 工事：造園工事 平成31年04月01日 入札参加資格が確認されるまで 9-⑽ その他
14462 ㈱奥田建設 京都市 工事：解体工事 平成31年04月01日 入札参加資格が確認されるまで 9-⑽ その他
17508 ㈲アイ・ディー・システム 京都市 工事：電気通信工事 平成31年04月01日 入札参加資格が確認されるまで 9-⑽ その他
20413 ㈱物加波電設 京都市 工事：電気工事 平成31年04月01日 令和2年03月31日 9-⑽ その他
5185 ㈱フソウ 香川県 工事：機械器具設置工事 平成31年04月11日 平成31年10月10日 6 6 談合等
5053 ㈱安藤・間 東京都 工事：土木工事・建築工事 平成31年04月24日 平成31年05月23日 1 8-⑴-ア 不正・不誠実な行為 法令等違反
5327 豊国工業㈱ 広島県 工事：機械器具設置工事 令和元年05月10日 令和元年06月09日 1 8-⑴-ア 不正・不誠実な行為 法令等違反
5762 ㈲カナオカ 京都市 工事：解体工事 令和元年6月1日 入札参加資格が確認されるまで 9-⑽ その他
5762 ㈲カナオカ 京都市 工事：解体工事 令和元年6月1日 令和元年06月13日 要綱第6条第11項 解除事由に該当
2118 綾本建設㈱ 京都市 工事：土木工事・建築工事 令和元年6月10日 入札参加資格が確認されるまで 　 9-⑽ その他
2118 綾本建設㈱ 京都市 工事：土木工事・建築工事 令和1年06月10日 令和1年07月08日 　 要綱第6条第11項 解除事由に該当

5781 日立造船㈱ 大阪市 工事：機械器具設置工事 令和元年7月16日 令和元年9月15日 2 3 契約関係者事故

6853 月島テクノメンテサービス㈱ 東京都 工事：機械器具設置工事 令和元年07月22日 令和元年11月21日 4 5 独占禁止法違反行為
5546 石垣メンテナンス㈱ 東京都 工事：機械器具設置工事 令和元年07月22日 令和元年11月21日 4 5 独占禁止法違反行為
6742 日本メンテナスエンジニヤリング㈱ 大阪府 工事：機械器具設置工事 令和元年07月22日 令和元年11月21日 4 5 独占禁止法違反行為
1349 ㈱忠英建設 京都市 工事：土木工事・建築工事 令和元年7月30日 令和元年8月29日 1 2 公衆損害事故
6105 日本道路㈱ 東京都 工事：舗装工事 令和元年07月31日 令和2年01月30日 6 5 独占禁止法違反行為
5808 世紀東急工業㈱ 東京都 工事：舗装工事 令和元年07月31日 令和元年11月30日 4 5 独占禁止法違反行為
5182 ㈱ガイアート 東京都 工事：舗装工事 令和元年07月31日 令和2年07月30日 12 5 独占禁止法違反行為

2118 綾本建設㈱ 京都市 工事：土木工事・建築工事 令和元年7月8日 令和元年7月28日 　 9-⑽ その他

4162 内外エンジニアリング㈱ 京都市
工事：測量・土木設計（土
木関係建設コンサルタン
ト）

令和元年09月5日 令和元年10月04日 1 3 契約関係者事故

2829 ㈱仁木総合建設 京都市 工事：土木工事・建築工事 平成31年02月28日 令和元年9月17日 7 9-⑽ その他

2829 ㈱仁木総合建設 京都市 工事：土木工事・建築工事 （令和元年9月18日） 令和元年11月27日 約2 8-⑴-ア 不正・不誠実な行為 法令等違反

20395 ＫＳＳ㈱ 東京都 工事：解体工事 令和元年6月1日 入札参加資格が確認されるまで 9-⑽ その他
20395 ＫＳＳ㈱ 東京都 工事：内装工事 令和元年6月1日 令和元年10月1日 要綱第6条第11項 解除事由に該当
2510 東山管理センター㈱ 京都市 工事：道路・下水溝清掃 令和元年7月30日 (令和元年8月20日) 1 2 公衆損害事故
2510 東山管理センター㈱ 京都市 工事：道路・下水溝清掃 (令和元年8月21日) 令和元年12月29日 約4 8-⑴-ア 不正・不誠実な行為 法令等違反

12851 ㈱カトウ住宅サービス 京都市 工事：建築工事 令和元年10月11日 令和元年11月10日 1 2 公衆損害事故
1291 扶餘建設工業㈱ 京都市 工事：土木工事・建築工事 令和元年10月10日 令和元年12月9日 2 3 契約関係者事故
5510 ㈱都建設 京都市 工事：土木工事 令和元年10月10日 令和元年12月9日 2 3 契約関係者事故
5529 ㈱伸高建設 京都市 工事：土木工事 令和元年10月10日 令和元年12月9日 2 3 契約関係者事故
5231 ㈱日立製作所 東京都 工事：電気工事 令和元年10月16日 令和元年12月15日 2 8-⑴-ア 不正・不誠実な行為 法令等違反

14462 ㈱奥田建設 京都市 工事：解体工事 令和元年6月1日
既参加停止事由（格付書類未提
出）及び本件参加停止事由での
入札参加資格が確認された日の
翌日から1箇月

9-⑽ その他

14462 ㈱奥田建設 京都市 工事：解体工事 令和元年6月1日 令和元年11月18日  要綱第6条第11項 解除事由に該当

5383 ㈱山下組 京都市 工事：土木工事 令和元年11月15日 令和元年12月14日 1 2 公衆損害事故
18608 ㈱マルトク産業 京都市 工事：解体工事 令和元年6月1日 入札参加資格が確認されるまで 9-⑽ その他
18608 ㈱マルトク産業 京都市 工事：解体工事 令和元年6月1日 令和元年11月25日 要綱第6条第11項 解除事由に該当
3698 ㈱福本建設 京都市 工事：土木工事 令和元年11月21日 令和元年12月20日 1 3 契約関係者事故

理由
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757 セコム㈱ 東京都 工事：管 令和元年12月17日 令和2年01月16日 1 8-⑴-ア 不正・不誠実な行為 法令等違反
572 ㈱クボタ 大阪市 工事：機械器具設置工事 令和元年12月19日 令和2年02月18日 2 8-⑴-ア 不正・不誠実な行為 法令等違反
3709 ㈱梅井建設 京都市 工事：土木工事 令和元年12月16日 入札参加資格が確認されるまで 　 ９-⑽ その他
3709 ㈱梅井建設 京都市 工事：土木工事 令和元年12月16日 令和元年12月20日 　 要綱第6条第11項 解除事由に該当
4009 ㈱城産組 京都市 工事：土木工事 令和元年12月20日 令和2年02月19日 2 2 公衆損害事故 法令等違反
5705 日本総合住生活㈱ 東京都 工事：建築工事 令和2年01月07日 令和2年02月06日 1 8-⑴-ア 不正・不誠実な行為 法令等違反
5781 日立造船㈱ 大阪市 工事：機械器具設置工事 令和2年01月08日 令和2年03月07日 2 3 契約関係者事故

13692 Ｈｉｔｚ環境サービス 川崎市 工事：機械器具設置工事 令和2年01月08日 令和2年02月07日 1 3 契約関係者事故

20408 ビューローベリタスジャパン㈱ 東京都
工事：建築設計（建築関係
設計コンサルタント）

令和2年02月27日 令和2年03月26日 8-⑴-ア 不正・不誠実な行為 法令等違反

3709 ㈱梅井建設 京都市 工事：土木工事 令和2年02月19日 令和2年03月08日 9-⑵ その他

2439 ㈱石垣工務店 京都市 工事：建築工事 令和2年04月01日 入札参加資格が確認されるまで 9-⑽ その他
2441 明芳園 京都市 工事：造園工事 令和2年04月01日 入札参加資格が確認されるまで 9-⑽ その他

2942 ㈱三崎工務店 京都市 工事：建築工事 令和2年04月01日
既参加停止事由（格付書類未提
出）及び本件参加停止事由での
入札参加資格が確認された日の

翌日から1箇月

9-⑽ その他

3657 ㈱溝脇工務店 京都市 工事：建築工事 令和2年04月01日
既参加停止事由（格付書類未提
出）及び本件参加停止事由での
入札参加資格が確認された日の

翌日から1箇月

9-⑽ その他

4105 ㈱高森工務店 京都市 工事：建築工事 令和2年04月01日 入札参加資格が確認されるまで 9-⑽ その他
6236 ㈱彩ユニオン 京都市 工事：建築工事 令和2年04月01日 入札参加資格が確認されるまで 9-⑽ その他

6980 ㈱大昇工務 京都市 工事：建築工事 令和2年04月01日
既参加停止事由（格付書類未提
出）及び本件参加停止事由での
入札参加資格が確認された日の

翌日から1箇月

9-⑽ その他

7460 都コンサルタント㈱ 京都市 工事：測量 令和2年04月01日 入札参加資格が確認されるまで 9-⑽ その他
13761 ㈱京家建設 京都市 工事：建築工事 令和2年04月01日 入札参加資格が確認されるまで 9-⑽ その他

20413 ㈱物加波電設 京都市 工事：電気工事 令和2年04月01日
既参加停止事由（格付書類未提
出）及び本件参加停止事由での
入札参加資格が確認された日の

翌日から1箇月

9-⑽ その他

20914 ㈱縁 京都市 工事：土木工事 令和2年04月01日 入札参加資格が確認されるまで 9-⑽ その他
20973 ㈱ヨウケン 京都市 工事：解体工事 令和2年04月01日 入札参加資格が確認されるまで 9-⑽ その他
5037 ㈱きんでん 大阪市 工事：電気工事 令和2年04月07日 令和2年05月06日 1 8-⑴-ア 不正・不誠実な行為 法令等違反
5038 大成建設㈱ 東京都 工事：土木工事・建築工事 令和2年04月09日 令和2年05月08日 1 8-⑴-ア 不正・不誠実な行為 法令等違反

20261 ㈲マオ電工 京都市 工事：電気工事 令和2年04月01日 入札参加資格が確認されるまで 9-⑽ その他
20261 ㈲マオ電工 京都市 工事：電気工事 令和2年04月01日 令和2年04月10日 要綱第6条第11項 解除事由に該当

16107 ㈱山下工業 京都市 工事：管工事 令和2年03月17日 入札参加資格が確認されるまで 　 ９-⑽ その他

16107 ㈱山下工業 京都市 工事：管工事 令和2年03月17日 令和2年04月13日 　 ９-⑽ 要綱第6条第11項 解除事由に該当

2118 綾本建設㈱ 京都市 工事：土木工事・建築工事 令和元年7月29日
既参加停止及び新規参加停止を
行うこととなった事由のいずれ
にも該当しないこととなった日

の翌日から2箇月

　 9-⑵ その他

2118 綾本建設㈱ 京都市 工事：土木工事・建築工事 令和元年7月29日 令和2年05月02日 　 9-⑵ 要綱第6条第11項 解除事由に該当

3709 ㈱梅井建設 京都市 工事：土木工事 令和2年03月09日
既参加停止事由及び新規参加停
止事由が解消された日の翌日か

ら2月
9-⑵ その他

3709 ㈱梅井建設 京都市 工事：土木工事 令和2年03月09日 令和2年06月20日 9-⑵ 要綱第6条第11項 解除事由に該当
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15612 港振興業㈱ 大阪市 工事：電気工事 令和2年06月02日 令和2年08月01日 2 8-⑴-ア 不正・不誠実な行為 法令等違反

14462 ㈱奥田建設 京都市 工事：解体工事 令和2年04月01日 入札参加資格が確認された日の翌日から1箇月 9-⑽ その他

14462 ㈱奥田建設 京都市 工事：解体工事 令和2年04月01日 令和2年07月16日 9-⑽ 要綱第6条第11項 解除事由に該当

1522 花豊造園㈱ 京都市 工事：造園工事 令和2年06月22日 令和2年07月21日 1 3 契約関係者事故

20432 ㈱篠原建工 京都市 工事：舗装工事 令和2年03月23日 入札参加資格が確認されるまで 　 ９-⑽ その他

20432 ㈱篠原建工 京都市 工事：舗装工事 令和2年03月23日 令和2年06月24日 　 ９-⑽ 要綱第6条第11項 解除事由に該当

5196 矢作建設工業㈱ 名古屋市 工事：土木工事・建築工事 令和2年06月24日 令和2年08月23日 2 8-⑴-ア 不正・不誠実な行為 法令等違反

5422 近鉄ビルサービス㈱ 大阪市 工事：電気工事 令和2年07月16日 令和2年08月15日 1 8-⑴-ア 不正・不誠実な行為 法令等違反

5268 ㈱丸共建設 京都市 工事：土木工事 令和2年07月10日
差押えが解除され，又
は取立てが完了した日

9-⑵ その他

5268 ㈱丸共建設 京都市 工事：土木工事 令和2年07月10日 令和2年07月27日 ９-⑽ 要綱第6条第11項 解除事由に該当

1742 ㈱中電工 広島市 工事：電気工事 令和2年08月13日 令和2年10月12日 2 8-⑴-ア 不正・不誠実な行為 法令等違反

2230 ㈱テクノロード 京都市 工事：舗装工事 令和2年08月27日 令和3年02月26日 6 2 公衆損害事故

20790 忠英道路㈱ 京都市 工事：舗装工事 令和2年08月27日 令和3年02月26日 6 2 公衆損害事故

11797 水口建設㈱ 京都市 工事：土木工事 令和2年09月17日 令和2年10月16日 1 3 契約関係者事故

17588 ㈱トーホー 兵庫県 工事：土木工事 令和2年09月17日 令和2年10月16日 1 3 契約関係者事故

5231 ㈱日立製作所 東京都 工事：電気工事 令和2年10月01日 令和2年11月30日 2 1-⑴-ク
粗雑履行その他契約
違反

その他

10004 大林ファシリティーズ㈱ 東京都 工事：建築工事 令和2年10月09日 令和2年12月08日 2 8-⑴-ア 不正・不誠実な行為 法令等違反

20418 ㈱関西シーケンス管理 大津市 工事：電気工事 令和2年11月27日 令和3年11月26日 12 6 談合等

781 (株)近藤建設 京都市 工事：建築工事 令和2年12月17日 令和3年01月16日 1 1-⑴-ク 粗雑履行その他契約違反その他

7809 関西シビルエンジニアリング㈱ 京都市 工事：測量 令和3年01月18日
入札参加資格が確

認されるまで
9-⑽ その他

5135 前澤工業㈱ 埼玉県 工事：機械器具設置工事 令和3年02月17日 令和3年03月16日 1 3 契約関係者事故
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