
建設業法（昭和24年法律第100号）第29条の５第１項の規定により、次のとおり公告する。 

令和２年５月28日 

 

１ 処分の内容 

  建設業法第29条第１項の規定による許可の取消し 

２ 処分の原因となった事実 

  建設業を廃業した旨の届出があり、このことが、建設業法第29条第１項第４号の規定に該当する。 

３ 処分年月日、処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、氏名又は代表者の氏名及び許可番号、処分の内容、処分の原因とな

った事実 

  ※届出のあった時点の状況を記載しています。 

 

処分年月日 
処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、 

氏名又は代表者の氏名及び許可番号 
処分の内容 処分の原因となった事実 

令元.10.８ 丸征住建 

枚方市南楠葉一丁目６番12号 

浅生  征 

大阪府知事許可（般－28）第50744号 

建築工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

当該建設業者が死亡した旨

の届出があった。 

令元.10.10 松田翠清園造園土木 

八尾市郡川五丁目65番地 

松田 一清 

大阪府知事許可（般－28）第83753号 

石工事業及び造園工事業に係る一

般建設業の許可の取消し 

同 

令元.10.21 雑賀設備 

堺市西区鳳北町８丁５番地 

雜賀 淳人 

大阪府知事許可（般－29）第118453号 

管工事業に係る一般建設業の許可

の取消し 

同 

令元.10.17 有限会社トキテクノ 

豊中市庄内東町三丁目11番16号 

富林 秀尉 

大阪府知事許可（般－27）第134218号 

電気工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

当該建設業者が消滅した旨

の届出があった。 

    



    

令元.10.８ 株式会社クリエイトネクスト 

吹田市高城町15番10号 

江崎  修 

大阪府知事許可（般－30）第140053号 

建築工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

当該建設業者が解散した旨

の届出があった。 

同 大一建設株式会社 

大阪市北区中津三丁目30番７号 

坂本 和也 

大阪府知事許可（般－30）第110516号 

建築工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

同 株式会社増田建設 

東大阪市西石切町五丁目１番19号 

増田 勝彦 

大阪府知事許可（般・特－29）第119640号 

土木工事業に係る一般建設業並び

に建築工事業に係る特定建設業の

許可の取消し 

同 

令元.10.10 株式会社トラスト 

大阪市大正区泉尾四丁目18番15号 

嶋本 伸生 

大阪府知事許可（般－30）第110826号 

管工事業に係る一般建設業の許可

の取消し 

同 

令元.10.17 有限会社エイアイ施工 

大阪市西淀川区柏里二丁目８番10号 

尼野 創一 

大阪府知事許可（般－27）第89768号 

内装仕上工事業に係る一般建設業

の許可の取消し 

同 

同 サンクリエイト株式会社 

大阪市淀川区西中島六丁目４番18号 

三宅 捷夫 

大阪府知事許可（般－28）第126178号 

建築工事業及び内装仕上工事業に

係る一般建設業の許可の取消し 

同 

同 株式会社インテリア寿 

茨木市大池二丁目11番８号 

小林 栄治 

大阪府知事許可（般－29）第86382号 

同 同 



令元.10.28 株式会社宮本工務店 

大阪市浪速区桜川四丁目５番９－101号 

宮本 登史宏 

大阪府知事許可（般－28）第102886号 

建築工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令元.10.29 株式会社瀧澤 

寝屋川市池田三丁目１番46号 

瀧澤 晴哉 

大阪府知事許可（般－30）第149879号 

建築工事業、とび・土工工事業及び

鋼構造物工事業に係る一般建設業

の許可の取消し 

同 

令元.10.31 ライフ総合設備株式会社 

四條畷市岡山一丁目25番７号 

村田  隆 

大阪府知事許可（般－27）第144129号 

土木工事業、建築工事業、とび・土

工工事業、管工事業及び舗装工事

業に係る一般建設業の許可の取消

し 

同 

令元.10.１ Ｎ’ｓ工業 

豊中市服部寿町二丁目２番９-107号 

中川  亮 

大阪府知事許可（般－30）第151361号 

左官工事業、石工事業、屋根工事

業、タイル・れんが・ブロツク工事

業、塗装工事業及び防水工事業に

係る一般建設業の許可の取消し 

当該建設業者が許可を受け

た全部の業種の建設業を廃

止した旨の届出があった。 

令元.10.２ 大勝建設 

高槻市登町11番14号コーポ桜台１階 

大涯池 勝利 

大阪府知事許可（般－27）第143735号 

建築工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令元.10.３ 株式会社サノテック 

大阪市住之江区北加賀屋五丁目２番７号 

前野 嘉孝 

大阪府知事許可（特－29・30）第128975号 

土木工事業、とび・土工工事業、鋼

構造物工事業及び解体工事業に係

る特定建設業の許可の取消し 

同 

同 奥建商 

守口市南寺方東通五丁目４番３号 

奥  徹 

大阪府知事許可（般－28）第137240号 

内装仕上工事業に係る一般建設業

の許可の取消し 

同 

    



    

同 株式会社日本グッド・ライフ 

箕面市今宮三丁目20番３－102号 

土橋  豊 

大阪府知事許可（般－26）第142624号 

同 同 

同 �田興業 

大阪市西淀川区佃三丁目19番１号ユニハイム千船906号 

�田 充宏 

大阪府知事許可（般－29）第148467号 

とび・土工工事業に係る一般建設

業の許可の取消し 

同 

同 近畿実測株式会社 

大阪市北区天満四丁目17番16号 

前田 孝士 

大阪府知事許可（般－28）第75853号 

同 同 

同 山崎機設株式会社 

堺市中区深阪一丁３番35号 

山﨑 有一 

大阪府知事許可（般－28）第23564号 

鋼構造物工事業及び機械器具設置

工事業に係る一般建設業の許可の

取消し 

同 

令元.10.４ 株式会社東洋クラフト関西 

大阪市中央区鎗屋町二丁目２番４号 

佐藤 隆介 

大阪府知事許可（般－29）第96930号 

建築工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

同 株式会社タカシマホールディングス 

大阪市阿倍野区美章園二丁目26番６号 

高島 毅 

大阪府知事許可（般－26）第142288号 

同 同 

令元.10.７ 有限会社オグケン工業 

堺市西区鳳西町二丁87番地７ 

小倉  聡 

大阪府知事許可（般－28）第146441号 

とび・土工工事業に係る一般建設

業の許可の取消し 

同 



同 アーク建設株式会社 

大阪市北区西天満六丁目２番14号マッセ梅田ビルⅡ202，203

号室 

島袋 新之助 

大阪府知事許可（特－30）第150373号 

建築工事業に係る特定建設業の許

可の取消し 

同 

令元.10.８ 山元電気工事 

堺市西区鳳南町五丁640番地 

山元 智秋 

大阪府知事許可（般－29）第85751号 

電気工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

同 千代田瀝青株式会社 

大阪市北区東天満二丁目10番17号 

森本 修市 

大阪府知事許可（般－28）第49754号 

とび・土工工事業、舗装工事業及び

防水工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

同 山本工業 

大阪市東住吉区湯里一丁目１番31号 

山本 健一 

大阪府知事許可（般－28）第146003号 

電気工事業及び消防施設工事業に

係る一般建設業の許可の取消し 

同 

同 ニシダビルド株式会社 

大阪市平野区西脇二丁目６番12号 

西田 德治 

大阪府知事許可（特－30）第92143号 

土木工事業、建築工事業、とび・土

工工事業、鋼構造物工事業、舗装工

事業、しゆんせつ工事業、塗装工事

業、造園工事業及び水道施設工事

業に係る特定建設業の許可の取消

し 

同 

令元.10.10 関西ダクト設備株式会社 

堺市西区浜寺船尾町東四丁９番地 

豊西 宏之 

大阪府知事許可（般－27）第65384号 

管工事業及び板金工事業に係る一

般建設業の許可の取消し 

同 

    

    



    

令元.10.11 花田工務店 

堺市北区大豆塚町二丁１番１号 

花田  悟 

大阪府知事許可（般－26）第133230号 

大工工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令元.10.15 株式会社門真建設工業 

門真市上野口町12番９号 

阿部 耕治 

大阪府知事許可（特－26）第142199号 

土木工事業、建築工事業、とび・土

工工事業、石工事業、鋼構造物工事

業、舗装工事業、しゆんせつ工事業

及び水道施設工事業に係る特定建

設業の許可の取消し 

同 

令元.10.16 石野組建設 

泉南市樽井四丁目21番５号 

石野 喜久夫 

大阪府知事許可（般・特－28）第13383号 

管工事業に係る一般建設業並びに

土木工事業、建築工事業、とび・土

工工事業、舗装工事業、内装仕上工

事業及び解体工事業に係る特定建

設業の許可の取消し 

同 

同 カマダ建装 

大阪市平野区喜連東２－２－46 

鎌田 孝幸 

大阪府知事許可（般－29）第148962号 

防水工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令元.10.17 宮城工業株式会社 

大阪市西区北堀江二丁目４番11号８Ｆ 

宮城  誠 

大阪府知事許可（般－29）第137828号 

大工工事業、左官工事業、石工事

業、屋根工事業、タイル・れんが・

ブロツク工事業、板金工事業、ガラ

ス工事業、塗装工事業、防水工事

業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業

及び建具工事業に係る一般建設業

の許可の取消し 

同 

同 エッジ安全企画 

堺市南区釜室84番地４ 

山路 耕吉 

大阪府知事許可（般－27）第144665号 

土木工事業、とび・土工工事業、舗

装工事業及び塗装工事業に係る一

般建設業の許可の取消し 

同 



令元.10.18 吉村装飾 

大阪市生野区舎利寺一丁目７番８号 

吉村 成秀 

大阪府知事許可（般－29）第148391号 

内装仕上工事業に係る一般建設業

の許可の取消し 

同 

同 畠野防水 

東大阪市横沼町一丁目14番12号 

畠野 明悦 

大阪府知事許可（般－26）第133588号 

防水工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

同 山光テクノ 

東大阪市新池島町二丁目１番４号 

山田 克己 

大阪府知事許可（般－27）第115627号 

管工事業に係る一般建設業の許可

の取消し 

同 

同 藤田建創 

寝屋川市美井元町４－18 

藤田 慎二 

大阪府知事許可（般－29）第148452号 

防水工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令元.10.21 パワーホーム南大阪株式会社 

堺市北区長曽根町29－702 

竹家 昌希 

大阪府知事許可（般－29）第149142号 

建築工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令元.10.23 テイクサッシ 

東大阪市宝町11－21 

竹森  勝 

大阪府知事許可（般－29）第137996号 

建具工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令元.10.25 株式会社メゾプラン 

豊中市岡町南三丁目３番21－201号 

梶田 春男 

大阪府知事許可（般－26）第133223号 

建築工事業及び内装仕上工事業に

係る一般建設業の許可の取消し 

同 

    



    

令元.10.28 グリーンホーム 

茨木市山手台新町一丁目14番20号 

石田  諭 

大阪府知事許可（般－28）第145158号 

内装仕上工事業に係る一般建設業

の許可の取消し 

同 

令元.10.29 吉永組 

柏原市旭ケ丘２丁目３番37号 

吉永 伊津雄 

大阪府知事許可（般－26）第17666号 

建築工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

同 左官工事業 芝岡組 

貝塚市鳥羽245番地24 

芝岡 冬彦 

大阪府知事許可（般－29）第147355号 

左官工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

同 有限会社浮田工務店 

高槻市大字原1903番地の５ 

浮田 圭一 

大阪府知事許可（般－28）第125890号 

建築工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

同 エムズスタイル１３株式会社 

枚方市南楠葉一丁目６番８号 

小林 眞由美 

大阪府知事許可（般－28）第136380号 

同 同 

同 渡辺建装 

寝屋川市高柳栄町１－17セゾン若松304号室 

渡邉 正人 

大阪府知事許可（般－28）第145386号 

内装仕上工事業に係る一般建設業

の許可の取消し 

同 

令元.10.30 大東工務店 

大阪市東成区深江南三丁目19番４号 

大東 璋德 

大阪府知事許可（般－26）第123787号 

建築工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 



同 飛髙建設 

大阪市住吉区大領五丁目５番11号 

髙田 昌吾 

大阪府知事許可（般－29）第148832号 

土木工事業、とび・土工工事業及び

舗装工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令元.10.31 四つ葉塗装 

羽曳野市西浦四丁目758番地の７ 

芝池 忠博 

大阪府知事許可（般－１）第132132号 

塗装工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

同 ファブスコ株式会社 

大阪市中央区伏見町四丁目４番10号 

江藤 邦彦 

大阪府知事許可（般－30）第149981号 

電気工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

 


