
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８月11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.12.２ 株式会社五大力 

大阪市東淀川区菅原二丁目13番22号 
渡邉 秀晃 
大阪府知事許可（般－30）第140864号 

鉄筋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 株式会社三輝 
大阪市福島区鷺洲二丁目５番14号大央ビル 
盛井 重行 
大阪府知事許可（般－28）第84046号 

塗装工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

同 株式会社ダイカイ 
大阪市大正区南恩加島五丁目７番105号 
水島 太星 
大阪府知事許可（特－28）第135803号 

土木工事業、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、水道施設
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 株式会社ピースフリー 
大阪市西区北堀江一丁目１番18号２Ｆ 
田中 伸幸 

大阪府知事許可（特－28）第137252号 

建築工事業に係る特定建設業の許
可の取消し 

同 



令元.12.４ 株式会社ＫＳ－ＮＥＴ関西 
東大阪市中野南２番36号 
川野 普市 
大阪府知事許可（般－28）第146326号 

機械器具設置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。 

同 有限会社タケダ建設 
門真市脇田町５番３号 

竹田 良久 
大阪府知事許可（般－29）第119130号 

とび・土工工事業に係る一般建設
業の取消し 

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.12.５ 有限会社ワイ・ジー 
松原市立部一丁目121番地の３ 
安田 正貴 
大阪府知事許可（般－31）第122255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 

令元.12.６ 株式会社エイト・ワン 
八尾市安中町三丁目２番39-122号 

柿本 慶子 
大阪府知事許可（般－28）第126804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 

当該建設業者が解散した旨
の届出があった。 

同 叶丸工芸 
東大阪市善根寺町二丁目４番22号 
叶丸 和典 
大阪府知事許可（般－26）第133531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 増田工務店 

柏原市玉手町15番23号 
増田 佳敬 
大阪府知事許可（般－28）第146693号 

建築工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令元.12.９ 株式会社ＴＧＣ 
大阪市東住吉区桑津一丁目18番15号－103 
田中 勝也 
大阪府知事許可（般－28）第145748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、しゆんせつ工事業及び水道施
設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 株式会社川崎工務店 
枚方市野村中町24番26号 
川﨑 敏隆 
大阪府知事許可（般－28）第127776号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

同 有限会社辻内工業 
吹田市豊津町40－６－305 

辻内 茂夫 
大阪府知事許可（般－29）第138883号 

建具工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

同 浪速テクニカ 
大阪市西淀川区大和田六丁目６－７ 
赤野  博 
大阪府知事許可（般－26）第14944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 有限会社アイケイ金属工業 
大阪市天王寺区大道一丁目１番６号 

菅  鎭義 
大阪府知事許可（般－29）第78089号 

板金工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令元.12.11 株式会社川上鉄筋 
大阪市福島区海老江七丁目７番15号 
川上 博富美 
大阪府知事許可（般－27）第72480号 

鉄筋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ＨＡＧＡＮＥ 

和泉市福瀬町141－１ 
髙橋 大起 
大阪府知事許可（般－27）第144709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、塗装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 

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.12.12 アーキ・フォロー 
堺市美原区さつき野西一丁目５番地５ 
西田 和弘 
大阪府知事許可（般－29）第148966号 

建築工事業に係る一般建設業の許可
の取消し 

同 

同 ケイ・テック 

豊中市服部南町五丁目９番２の３号 
吉永 桂一 
大阪府知事許可（般－30）第150243号 

解体工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

同 北山造園 
寝屋川市秦町27番39号 
北山 裕信 
大阪府知事許可（般－30）第110449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、造園工事業
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 松尾築炉 
高槻市芝生町二丁目62番23号 
松尾 信人 
大阪府知事許可（般－28）第30127号 

タイル・れんが・ブロツク工事業に
係る一般建設業の許可の取消し 

同 

令元.12.13 坂本配管工業所 
岸和田市内畑町205－10 
坂本 博敏 

大阪府知事許可（般－28）第60040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 

同 

同 Ｒハウスコンシェルジュ株式会社 
松原市南新町五丁目７番７号 
藤本 美奈子 
大阪府知事許可（般－26）第142422号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

    
    
    



    

同 有限会社イワシマ 
堺市西区浜寺諏訪森町東一丁100番地の23 
岩島  博 
大阪府知事許可（般－26）第123637号 

塗装工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

同 アセプト株式会社 

大阪市旭区新森七丁目４番20号 
宮本 和宏 
大阪府知事許可（般－29）第148254号 

建築工事業及びタイル・れんが・ブ

ロツク工事業に係る一般建設業の
許可の取消し 

同 

同 濵口組 
岸和田市荒木町二丁目291－26 
濵口 欣也 
大阪府知事許可（般－26）第133581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 エフジー 

高槻市登町６番３号 
吉岡 文明 
大阪府知事許可（般－29）第148888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.12.16 古田工務店 
大阪市生野区中川六丁目10番26号 
古田  仁 
大阪府知事許可（般－26）第15866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 伊地知建設株式会社 
高槻市南大樋町18番２号 
伊地知 秀政 
大阪府知事許可（般－27）第100598号 

土木工事業、とび・土工工事業、舗
装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 

当該建設業者が解散した旨
の届出があった。 

同 ＨＯＳＨＩＮＯ 
大阪市住之江区西加賀屋三丁目４番１－105号 
星野 哲也 
大阪府知事許可（般－１）第151903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 ツーエス工業 
枚方市津田元町三丁目44番22号 
西村 修一 
大阪府知事許可（般－28）第117898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.12.17 株式会社富士工務店 
大阪市住吉区長居東四丁目11番４号 

福木 宏幸 
大阪府知事許可（般－１）第132934号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令元.12.19 堀田建設 
大阪市此花区酉島二丁目２番23号 
堀田 惠三 
大阪府知事許可（般－27）第57770号 

建築工事業及び大工工事業に係る
一般建設業の許可の取消し 

同 

令元.12.20 有限会社グローバルホーム 
高槻市寿町二丁目２番14号 

岡島 重一 
大阪府知事許可（般－28）第116755号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令元.12.24 川﨑工業 
寝屋川市高宮あさひ丘５番７号 
川﨑 浩幸 
大阪府知事許可（般－30）第140848号 

電気工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

同 イノウエ住宅設備 

箕面市稲三丁目１番49号 
井上 浩一 
大阪府知事許可（般－29）第149406号 

管工事業に係る一般建設業の許可

の取消し 

同 

令元.12.25 ＡＫＩＲＡ 
堺市美原区太井349－７ 
伊藤 秀二 
大阪府知事許可（般－30）第150354号 

建具工事業に係る一般建設業の許可
の取消し 

同 

    



    

令元.12.26 株式会社アイベル 
東大阪市永和一丁目25番１号－201 
玉野 由靖 
大阪府知事許可（般－29）第143055号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

同 株式会社マサキエンジニアリング 

大阪市平野区長吉六反四丁目４番３号 
本庄 昌樹 
大阪府知事許可（般－27）第142851号 

管工事業に係る一般建設業の許可

の取消し 

同 

同 福一 
大阪市東淀川区菅原七丁目４番22号 
福山 亮輔 
大阪府知事許可（般－29）第148941号 

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 
同 

同 高石工業 

東大阪市岸田堂北町５－25 
髙石 匡希 
大阪府知事許可（般－29）第148377号 

防水工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令元.12.27 有限会社小田建築防水 
堺市美原区北余部39番地31 
小田 昭和 
大阪府知事許可（般－27）第124928号 

防水工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

同 前川設備 
高槻市唐崎北１－318－１ 
前川 浩二 
大阪府知事許可（般－29・１）第147585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 

同 

同 樋口建装建築 
和泉市王子町1116番地の11 
樋口 拳一 
大阪府知事許可（般－27）第144059号 

内装仕上工事業に係る一般建設業
の許可の取消し 

同 


