
佐賀労働局 最終更新日：平成30年12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）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

中島防水 長崎県佐世保市 H30.12.4
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第279条

引火性の危険物を含む接着剤を使用中
に火気を使用させたもの

H30.12.4送検

（有）有明冷蔵庫
佐賀県杵島郡白
石町

H30.12.17
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、労働者に清掃作業を行わせたもの

H20.12.17送検

（株）富士建 佐賀県佐賀市 H30.12.20
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第539条の6

ロープ高所作業を行わせるにあたり、
作業を指揮する者を定めていなかった
もの

H30.12.20送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案

（株）ストリーム 佐賀県唐津市 H30.9.25
労働基準法第32条
労働基準法第37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、
また、最長17か月間の割増賃金の一部
を支払わなかったもの

H30.9.25送検



長崎労働局 最終更新日：平成30年12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）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

（有）徳新商事 長崎県佐世保市 H30.9.25
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条

運転中の車両系建設機械（解体用つか
み機）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

H30.9.25送検

エイ・エヌ・シー（有） 長崎県長崎市 H30.11.2
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ２ｍ以上の作業床の端で手すり等
を設けることなく労働者に作業を行わ
せたもの

H30.11.2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12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）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

（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

（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の屋根軒先に、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

（有）藤原建築
熊本県球磨郡あ
さぎり町

H30.9.26
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条

高さ3.5ｍの屋根上で、防網、安全帯
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

H30.9.26送検

櫻井精技（株） 熊本県八代市 H30.12.5 労働基準法第32条
労働者２名に、36協定で定めた延長時
間を超えて、違法な時間外労働を行わ
せたもの

H30.12.5送検

オオクマ電子（株）
熊本県熊本市東
区

H30.12.5 労働基準法第６条
他人の就業に介入して、２か月半にわ
たり利益を得たもの

H30.12.5送検

川上電装
熊本県熊本市東
区

H30.12.5 労働基準法第６条
他人の就業に介入して、３か月にわた
り利益を得たもの

H30.12.5送検

吉野電子工業（株）
熊本県玉名郡南
関町

H30.12.5 労働基準法第６条
他人の就業に介入して、３か月にわた
り利益を得たもの

H30.12.5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）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

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際
に遅滞なく、労働者死傷病報告を提出
しなかったもの

H30.7.5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）草場工業所 大分県臼杵市 H30.11.29
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際
に遅滞なく、労働者死傷病報告を提出
しなかったもの

H30.11.29送検



宮崎労働局 最終更新日：平成30年12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

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

（株）宮本組 宮崎県西都市 H30.9.11
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の６

路肩で車両系荷役運搬機械（ダンプ・
トラック）を用いて作業を行う際に、
誘導者を配置しなかったもの

H30.9.11送検

すず木茶房（同） 宮崎県都城市 H30.11.1 最低賃金法第４条
労働者１名に、７か月間の定期賃金合
計約72万円を支払わなかったもの

H30.11.1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12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

奄美大島酒造（株） 鹿児島県奄美市 H30.9.4
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

20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

H30.9.4送検

（株）中村建設
鹿児島県大島郡
宇検村

H30.9.20
労働安全衛生法第59条
労働安全衛生規則第36条

労働者に、高さ２ｍ以上の、ロープに
より身体を保持して行う作業に係る特
別教育を行わなかったもの

H30.9.20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12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）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

（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

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

（有）丸徳工業 沖縄県西原町 H30.8.1
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第186条

くい打機の巻上げ装置に荷重をかけた
まま、運転手を運転位置から離れさせ
たもの

H30.8.1送検

丸善フルーツ 沖縄県宮古島市 H30.8.1
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

休業約２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

H30.8.1送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案




