
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７月20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.11.１ アーキサプリ 

枚方市朝日丘町２番11－302号 

大橋 加恵子 

大阪府知事許可（般－26）第133538号 

内装仕上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。 

同 ヨナシロ工業 

大阪市北区国分寺二丁目３番34号 

與那城 哲 

大阪府知事許可（般－26）第113367号 

とび・土工工事業に係る一般建設

業の許可の取消し 

同 

令元.11.６ 関西設備工業 

高槻市東上牧三丁目26番19号 

今後 鎭郎 

大阪府知事許可（般－27）第72574号 

管工事業に係る一般建設業の許可

の取消し 

同 

同 アイ・ブラッド 

大阪市城東区永田二丁目10番15号 

井上 富弘 

大阪府知事許可（般－１）第132230号 

電気工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

    



    

令元.11.７ 藤林建設 

守口市大枝北町９番７号 

藤林  潔 

大阪府知事許可（般－27）第144397号 

とび・土工工事業に係る一般建設

業の許可の取消し 

同 

令元.11.８ ツグマ 

大阪市東住吉区住道矢田七丁目７番９号 

津隈  進 

大阪府知事許可（般－26）第113415号 

塗装工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令元.11.11 持原工務店 

茨木市水尾四丁目２番43号 

持原 義則 

大阪府知事許可（般－27）第23628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。 

同 有限会社インテリア創美社 

大阪市東成区東中本一丁目15番８号 

木花 克行 

大阪府知事許可（般－29）第87403号 

内装仕上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.11.12 株式会社エイティ・テック 

寝屋川市宇谷町５番２－238号 

田中  章 

大阪府知事許可（般－26）第133517号 

とび・土工工事業及びさく井工事

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。 

令元.11.13 株式会社タクト 

大阪市天王寺区上本町五丁目５番15号 

南里 謙一郎 

大阪府知事許可（般－29）第147534号 

建築工事業、とび・土工工事業、タ

イル・れんが・ブロツク工事業、内

装仕上工事業及び解体工事業に係

る一般建設業の許可の取消し 

同 

同 ウエダ住宅設備 

三島郡島本町江川一丁目23番４号 

植田 恭史 

大阪府知事許可（般－28・29）第137177号 

土木工事業、とび・土工工事業、管

工事業、舗装工事業及び解体工事

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。 



同 株式会社グッドホーム 

箕面市船場東三丁目６番61号 

澤田 正明 

大阪府知事許可（般－27）第143917号 

建築工事業、大工工事業、屋根工事

業、タイル・れんが・ブロツク工事

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 株式会社不撓建設 

堺市堺区翁橋町一丁10番13-601 

鈴木 成典 

大阪府知事許可（般－28）第145052号 

建築工事業、大工工事業、左官工事

業、とび・土工工事業、石工事業、

屋根工事業、タイル・れんが・ブロ

ツク工事業、鋼構造物工事業、鉄筋

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 

令元.11.14 株式会社東野工務店 

大阪市城東区蒲生四丁目１番13号 

東野 英昭 

大阪府知事許可（般－26）第15229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 株式会社Ｋ－ＴＡＣ 

東大阪市中新開一丁目６番16号 

川元 讓治 

大阪府知事許可（般・特－29）第121631号 

土木工事業、とび・土工工事業、石

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一

般建設業並びに建築工事業、タイ

ル・れんが・ブロツク工事業、鋼構

造物工事業及び内装仕上工事業に

係る特定建設業の許可の取消し 

同 

同 株式会社紅葉園 

八尾市大窪933番地の９ 

蛯原  力 

大阪府知事許可（般－29）第138732号 

造園工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

    

    



    

同 マルイシ仮設工事 

南河内郡太子町山田2777番地の３ 

石本 陽一 

大阪府知事許可（般－１）第151788号 

とび・土工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。 

同 ショウジ設備 

東大阪市宝持二丁目２番21号 

庄司 淳一 

大阪府知事許可（般－27）第135573号 

管工事業に係る一般建設業の許可

の取消し 

同 

同 有限会社ハイテックシステム 

茨木市山手台七丁目16番16号 

木原 俊男 

大阪府知事許可（般－31）第122318号 

建築工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令元.11.15 株式会社豊国道路 

堺市中区深井中町1275番地の４ 

半田 志津 

大阪府知事許可（般－30）第103216号 

土木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。 

令元.11.18 一維建設株式会社 

東大阪市高井田西三丁目７番22号 

永吉 和也 

大阪府知事許可（般－28・１）第135959号 

土木工事業及び管工事業に係る一

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。 

同 株式会社松屋装飾 

大阪市東成区大今里南一丁目５番８号 

江見 重昭 

大阪府知事許可（般－28）第60814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 中園内装 

堺市堺区今池町二丁１番７号 

中園 光生 

大阪府知事許可（般－29）第147273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 リフォーム中西 

岸和田市上野町西５番７号 

中西 照彦 

大阪府知事許可（般－30）第140110号 

建築工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令元.11.19 足立土木 

富田林市美山台７番３－911号 

足立 幸弘 

大阪府知事許可（般－１）第151775号 

土木工事業、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、水道施設工

事業及び解体工事業に係る一般建

設業の許可の取消し 

同 

同 ホームデパート株式会社 

大阪市北区西天満四丁目５番５号 

髙橋 雄一 

大阪府知事許可（般－30）第140378号 

建築工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令元.11.20 小笹組 

堺市美原区多治井98－１ 

小笹 達夫 

大阪府知事許可（般－28）第112403号 

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一般建設

業の許可の取消し 

同 

同 ピーエフ・エンジニアリング 

大阪市旭区生江一丁目10番８号 

中西 明朗 

大阪府知事許可（般－30）第139396号 

屋根工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令元.11.21 株式会社フミダス 

堺市北区百舌鳥梅町一丁30番地１ 

西田 芳明 

大阪府知事許可（特－27）第143817号 

建築工事業に係る特定建設業の許

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 Ｕ－Ｂテクニカル 

堺市堺区山本町一丁20番地１－1420号 

吉村  武 

大阪府知事許可（般－30）第150329号 

管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.11.22 玉岡電設工業 

大阪市平野区加美北六丁目２番10号 

玉岡 貞男 

大阪府知事許可（般－27）第115287号 

とび・土工工事業及び電気工事業

に係る一般建設業の許可の取消し 

同 

同 ヨネムラ建創 

茨木市東太田三丁目１番８－408号 

米村 啓二 

大阪府知事許可（般－29）第149515号 

建築工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令元.11.25 株式会社ＭＴＣ 

吹田市原町二丁目１番13号 

塩月 秋男 

大阪府知事許可（般－29）第148859号 

塗装工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

同 シンセイ舗道 

茨木市美穂ヶ丘13番ルネグランディル1130号 

木本 伸一 

大阪府知事許可（般－27）第142863号 

土木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.11.26 ペイントクロ 

交野市星田北３－34－５ 

黒島 智和 

大阪府知事許可（般－27）第142900号 

塗装工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

同 田中重機工業 

門真市上野口町51番40号 

田中 清造 

大阪府知事許可（般－28）第94147号 

建築工事業及びとび・土工工事業

に係る一般建設業の許可の取消し 

同 

同 田中住設 

四條畷市二丁通町24番９号 

田中  敦 

大阪府知事許可（般－29）第147828号 

管工事業に係る一般建設業の許可

の取消し 

同 

    



    

令元.11.27 セーフティー警備保障株式会社 

大阪市城東区今福東三丁目17番13－612号 

山崎 善行 

大阪府知事許可（般－28）第147152号 

土木工事業、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、塗装工事

業、水道施設工事業及び解体工事

業に係る一般建設業の許可の取消

し 

同 

令元.11.28 キオズ・トラスト株式会社 

大阪市中央区日本橋二丁目10番17号－302 

粟野 彰夫 

大阪府知事許可（般－29）第129493号 

建築工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令元.11.29 秋田建設 

東大阪市西石切町５－４－８ 

秋田  操 

大阪府知事許可（特－１）第62641号 

土木工事業、とび・土工工事業及び

舗装工事業に係る特定建設業の許

可の取消し 

同 

同 幸設備 

岸和田市春木宮川町６番４号 

奈良 幸徳 

大阪府知事許可（般－28）第146939号 

管工事業に係る一般建設業の許可

の取消し 

同 

同 エイブルサービス株式会社 

大阪市西区西本町二丁目５番10号 

下田 宏翼 

大阪府知事許可（般－28）第136440号 

建築工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

同 ＨｏｕｓｅＤｏｃｔｏｒＦａｒｂｅ 

羽曳野市野々上三丁目６－12 

河本 忠男 

大阪府知事許可（般－27）第143841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 有限会社ＭＥＩＤＥＮ 

大阪市都島区都島本通５－10－28－308 

岩田 正臣 

大阪府知事許可（般－27）第142975号 

建築工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

同 主英興業 

摂津市鳥飼西四丁目26番５－６号 

秦  英治 

大阪府知事許可（般－29）第128243号 

舗装工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

 


