労働基準関係法令違反に係る公表事案
大阪労働局
企業・事業場名称

令和2年5月31日
所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項

（株）かつ美

大阪府岸和田市

R1.6.25

最低賃金法第４条

労働者２名に２か月間の定期賃金を支
R1.6.25送検
払わなかったもの

中畑木材（株）

大阪府堺市美原
区

R1.6.26

労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条第16号
クレーン等安全規則第221条

無資格者に移動式クレーン業務の玉掛
R1.6.26送検
け業務をさせたもの

（株）シノダ

大阪府大阪市平
野区

R1.6.27

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のスレート屋根の上で作業
を行わせるに際し、踏み抜きによる危 R1.6.27送検
険を防止する措置を講じなかったもの

（有）三神製作所

大阪府堺市美原
区

R1.6.27

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 R1.6.27送検
としての職務を行わせなかったもの

伸晃建設工業（株）

大阪府大阪市此
花区

R1.6.28

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条

高さ約８ｍ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 R1.6.28送検
険を防止する措置を講じなかったもの
コンベヤーの回転部分に接触することによ
り被災者に危険を及ぼす恐れがあったにも
R1.7.2送検
かかわらず、囲い等を設けていなかったも
の

荒木産業（株）

大阪府大東市

R1.7.2

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条

（株）中川忠工務店

大阪府枚方市

R1.7.11

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条

作業床の設置が困難な高さ約２ｍ以上
の箇所において、安全帯を使用させる R1.7.11送検
ことなく労働者に作業を行わせたもの

（株）ＴＫＢ

京都府京都市伏
見区

R1.8.8

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第158条
労働者派遣法第45条

解体用つかみ機を用いて家屋の解体作業を
行う際に、労働者を解体用つかみ機と接触 R1.8.8送検
する危険のある範囲内に立ち入らせたもの

徳新建設（株）

大阪府大阪市港
区

R1.8.21

労働安全衛生法第31条第１項
労働安全衛生規則第653条

高さ約６ｍの作業賞の開口部で、手す
り等を設けることなく、下請労働者に R1.8.21送検
作業を行わせたもの

(株)グランドスラム本社

大阪府大阪市西
区

R1.9.19

最低賃金法第４条

労働者５名に対し、大阪府最低賃金額
R1.9.19送検
以上の賃金を支払わなかったもの

三和技研

大阪府大阪市淀
川区

R1.10.７

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ約７ｍ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 R1.10.７送検
もの

R1.11.7

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条

高さ約7.3ｍ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
R1.11.７送検
危険を防止する措置を講じなかったも
の

（株）京阪レジャーサービ
大阪府枚方市
ス

R1.12.9

労働安全衛生法第12条
労働安全衛生法施行令第７条

常衛生管理者を３人選任しなければな
らなかったのに、１人しか選任してい R1.12.９送検
なかったもの

西濃運輸（株）

岐阜県大垣市

R1.12.16

労働安全衛生法第23条
労働安全衛生規則第540条

作業場に通ずる場所に労働者が使用す
る安全な通路を設けなかったものであ R1.12.16送検
る。

（株）根建組

大阪府東大阪市

R1.12.19

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

コンクリートポンプの内部の掃除を運
転中に行う際に、危険な箇所に覆いを R1.12.19送検
設ける等の措置を講じなかったもの

日鉄ボルテン（株）

大阪府大阪市住
之江区

R2.1.7

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

リフトコンベヤの調整業務を行わせる
R2.1.7送検
際に、運転を停止させなかったもの

R2.1.9

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条

高さ約６ｍのスレート屋根の上で作業
を行わせる際に、踏み抜きによる危険 R2.1.9送検
を防止する措置を講じなかったもの

（有）松浦工務店

大阪府泉大津市

（株）司コーポレーション 大阪府守口市

阪神マーク（株）

大阪府交野市

R2.1.9

労働安全衛生法第22条
有機溶剤中毒予防規則第５条

屋内作業場において有機溶剤を用いる
払拭作業を行う際に、局所排気装置等 R2.1.9送検
を設けていなかったもの

（株）加勢

大阪府門真市

R2.1.14

労働基準法第32条

労働者１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 R2.1.14送検
もの

TEAMK OZ

大阪府寝屋川市

R2.1.16

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第564条

労働者に足場の解体作業を行わせる際
に、作業床を設けず、また、安全帯を R2.1.16送検
使用させなかったもの

（株）今井工務店

大阪府大阪市城
東区

R2.1.16

労働安全衛生法第88条
労働安全衛生規則第86条

高さ10ｍ以上で設置期間が60日以上の
足場について計画の届出を行わなかっ R2.1.16送検
たもの

（有）千州

大阪府泉南市

R2.1.30

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ約4.4メートルの開口部付近で労
働者に作業を行わせる際に、安全帯を R2.1.30送検
使用させていなかったもの
労働者に砂型を用いてアルミ製品を鋳
造する工程において粉じん作業を行わ
R2.1.3１送検
せる際に、防じんマスクを使用させて
いなかったもの

門真営業所

永和金属工業（株）

大阪府東大阪市

R2.1.31

労働安全衛生法第22条
粉じん障害防止規則第27条第
１項

(株)オーアンドケー
大阪工場

大阪府大阪市西
淀川区

R2.3.10

労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第29条

天井クレーンを用いて作業を行うに当
たり、立入り禁止措置を講じなかった R2.3.10送検
もの

(株)田崎工務店

大阪市旭区

R2.3.11

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ約3.5メートルの大屋根で労働者
に作業を行わせる際に、安全帯を使用 R2.3.11送検
させていなかったもの

進栄工業(有)

大阪府南河内郡
千早赤阪村

R2.3.13

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条

プレス機械に有効な安全装置を使用さ
R2.3.13送検
せる等の措置を講じなかったもの

(株)ＹＵＫＡ

ＭＯＬＤＩＮＧ 大阪府松原市

R2.3.13

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

プラスチック成型機の修理業務を行わ
せる際に、運転を停止させなかったも R2.3.13送検
の

樽本機工（株）

大阪府大阪市西
区

R2.3.13

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 R2.3.13送検
報告を提出したもの

（株）ヒサシ

大阪府東大阪市

R2.3.17

労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条第11号
労働安全衛生規則第41条

無資格者にフォークリフト業務をさせ
R2.3.17送検
たもの

（株）高砂堂

大阪府大阪市西
区

R2.3.18

最低賃金法第４条

労働者18名に１か月間の定期賃金（約
R2.3.18送検
137万円）を支払わなかったもの

中谷建設

大阪府池田市

R2.3.19

解体用機械を用いて作業を行うに当た
労働安全衛生法第20条
り物体の飛来等により危険があるにも R2.3.19送検
労働安全衛生規則第171条の６
かかわらず労働者を立ち入らせたもの

ミネロン化成工業（株）

大阪府東大阪市

R2.3.24

労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条第16号
クレーン等安全規則第221条

無資格者にクレーン業務の玉掛け業務
R2.3.24送検
をさせたもの

岡崎鑛産物（株）大阪工場

大阪府大阪市大
正区

R2.3.24

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第257条

危険物を取り扱う設備について随時点
検をし、必要な措置を講じなかったも R2.3.24送検
の

西濃運輸（株）堺支店

大阪府堺市西区

R2.3.25

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 R2.3.25送検
病報告を報告しなかったもの

信和商事（株）南港営業所

大阪府大阪市住
之江区

R2.3.26

労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

梱包圧縮機内部の清掃業務を行わせる
R2.3.26送検
際に、運転を停止させなかったもの

社会保険労務士法人ＪＣＡ

大阪府大阪市北
区

R2.3.26

最低賃金法第４条

労働者６名に約２か月間の定期賃金
(約166万円)を支払わなかったもの

つよし工業

大阪府大阪市港
区

R2.4.28

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 R2.4.28送検
報告を提出したもの

（株）ＤＭＤ

大阪府堺市堺区

R2.5.1

労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条

作業床の設置が困難な高さ約２ｍ以上
の箇所において、安全帯を使用させる R2.5.１送検
ことなく労働者に作業を行わせたもの

（株）北浦板金

大阪府八尾市太
田新町

R2.5.22

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のスレート屋根の上で作業
を行わせるに際し、踏み抜きによる危 R2.5.22送検
険を防止する措置を講じなかったもの

藤岡金属工業（株）

大阪府堺市堺区

R2.5.27

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
R2.5.27送検
せる等の措置を講じなかったもの

R2.3.26送検

