
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４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.９.４ 北口造園 

藤井寺市大井三丁目２番43号 

北口 兼三 

大阪府知事許可（般－26）第87928号 

造園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.９.11 なか建材工業 

和泉市阪本町377番地の９ 

中  善八 

大阪府知事許可（般－27）第65620号 

屋根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.９.３ 有限会社夢創 

豊中市庄内東町三丁目８番16号201号室 

望月 輝男 

大阪府知事許可（般－27）第125645号 

とび・土工工事業に係る一般建設

業の許可の取消し 

当該建設業者が解散した旨

の届出があった。 

令元.９.13 株式会社エイテック 

東大阪市鷹殿町１番９号 

成田 貞子 

大阪府知事許可（般－30）第150403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 山口建設株式会社 

大阪市港区港晴三丁目９番13号 

山口 兆雄 

大阪府知事許可（般－28）第135954号 

土木工事業、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、舗装工事業、し

ゆんせつ工事業、板金工事業、ガラ

ス工事業、塗装工事業、防水工事

業、建具工事業、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.９.25 関西ＣＯＮテクニカル株式会社 

大阪市城東区中浜二丁目５番15号 

竹内 治利 

大阪府知事許可（般－27・28）第135040号 

とび・土工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.９.27 株式会社保工務店 

東大阪市長田三丁目８番４号 

下垣 保夫 

大阪府知事許可（般－27）第73975号 

土木工事業、建築工事業及び舗装

工事業に係る一般建設業の許可の

取消し 

同 

令元.９.30 株式会社アベック 

大阪市北区天神橋二丁目２番25号谷口ビル 

友森  良 

大阪府知事許可（般－30）第109529号 

土木工事業、とび・土工工事業及び

管工事業に係る一般建設業の許可

の取消し 

同 

令元.８.26 松下組 

寝屋川市黒原旭町18番８号 

松下 真也 

大阪府知事許可（般－29）第147978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 濵﨑工業 

泉佐野市高松南三丁目１番38号 

濵﨑 幸次郎 

大阪府知事許可（般－28）第137135号 

熱絶縁工事業に係る一般建設業の

許可の取消し 

同 



同 西川電気商会 

大東市御供田二丁目10番27号 

 川 春行 

大阪府知事許可（般－27）第45823号 

電気工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

同 株式会社創景社 

大阪市東淀川区瑞光五丁目５番30号 

東川  伸 

大阪府知事許可（般－27）第143460号 

土木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.８.27 ＧＴパネル工業 

大阪市平野区瓜破東二丁目７番85号 

合田 貴信 

大阪府知事許可（般－30）第150552号 

屋根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 

同 株式会社アイ・リノベーション 

吹田市原町一丁目26番22号 

山野 義夫 

大阪府知事許可（般－27）第143967号 

塗装工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令元.８.28 鎌田工務店 

摂津市鳥飼本町四丁目12番15号 

鎌田 和治 

大阪府知事許可（般－28）第117451号 

大工工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

同 東亜装飾株式会社 

東大阪市花園本町二丁目４番８号 

阪口 忠士 

大阪府知事許可（般－28・30）第60973号 

防水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.８.29 松﨑建築企画 

堺市東区北野田274番地11 

松﨑  要 

大阪府知事許可（般－26）第123210号 

建築工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

    



    

同 山本工業 

堺市中区福田1123番地６ 

山本 康一朗 

大阪府知事許可（般－29）第148228号 

防水工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令元.８.30 神建 

大阪市淀川区塚本６－11－３ 

神月  満 

大阪府知事許可（般－28）第145592号 

塗装工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

同 株式会社巴製作所 

大阪市港区波除六丁目３番１号 

豊田 裕司 

大阪府知事許可（般・特－30・29）第149074号 

管工事業に係る一般建設業並びに

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

業に係る特定建設業の許可の取消

し 

同 

令元.９.２ 㐂濱電機工業 

摂津市北別府町１番14号 

濱岡 勝也 

大阪府知事許可（般－29）第138594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 

令元.９.３ 株式会社コクブ設備 

和泉市国分町682番９ 

小路山 章 

大阪府知事許可（般－28）第93901号 

土木工事業、とび・土工工事業、電

気工事業、管工事業、鋼構造物工事

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 

同 

同 明成工業 

八尾市福万寺町南三丁目33番地の12 

田平 道男 

大阪府知事許可（般－28）第146795号 

管工事業に係る一般建設業の許可

の取消し 

同 



令元.９.４ ＤＯＮコーポレーション 

大阪市北区長柄西２－３－21 

筒井 泰至 

大阪府知事許可（般－30）第131226号 

建築工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

同 龍美建装 

豊中市刀根山三丁目１番26号 

下雅意 龍也 

大阪府知事許可（般－28）第146640号 

塗装工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令元.９.５ 株式会社リアライズコンストラクション 

大阪市北区大淀中二丁目11番８号プレジャーズコーポレーシ

ョンビル４Ｆ 

東田 博基 

大阪府知事許可（特－27）第144658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

具工事業に係る特定建設業の許可

の取消し 

同 

同 ＵＤＥＮＧＩＮＥＥＲ 

堺市西区浜寺公園町一丁20番地 

東谷 勝文 

大阪府知事許可（般－26）第133114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 和園 

羽曳野市南恵我之荘三丁目14番９号 

吉川 和宏 

大阪府知事許可（般－28）第146497号 

造園工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令元.９.６ ゆいまーるＣｌｕｂ 

大阪市天王寺区真法院町10番５号 

加藤  栄 

大阪府知事許可（般－31）第151457号 

建築工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 



同 井上塗装店 

大阪市平野区加美東２－４－25 

井上 義章 

大阪府知事許可（般－28）第135915号 

塗装工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

同 林建設工業 

大阪市住吉区山之内５－２－９ 

林  好枝 

大阪府知事許可（般－29・30）第138029号 

土木工事業、とび・土工工事業、石

工事業、管工事業、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 

令元.９.10 平岡管工 

堺市中区深井中町870番地19 

平岡 光弘 

大阪府知事許可（般－27）第143912号 

管工事業に係る一般建設業の許可

の取消し 

同 

令元.９.11 ＹＧ設備工業 

大阪市城東区野江３－18－14 

後藤 好寿 

大阪府知事許可（般－27）第144069号 

同 同 

同 碓井緑営 

泉佐野市新安松２－２－25安松荘101 

碓井 正明 

大阪府知事許可（般－30）第130296号 

造園工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

同 豊和カッター工業 

藤井寺市小山三丁目148番地の１ 

野村 豊富 

大阪府知事許可（般－27）第135612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.９.12 新晃インテリア 

堺市北区北花田町三丁37番14号 

桑山  洋 

大阪府知事許可（般－27）第115194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.９.13 日本パナユーズ株式会社 

大阪市西区阿波座二丁目４番23号西本町大五ビル２階 

藤本 典志 

大阪府知事許可（特－28）第144534号 

電気工事業に係る特定建設業の許

可の取消し 

同 

令元.９.18 大阪ユニテクノ株式会社 

東大阪市稲田新町一丁目23番43号 

川尾  満 

大阪府知事許可（般－29）第128823号 

防水工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

同 株式会社テイストライブ 

大阪市西区新町一丁目25番18号レナジア新町ビル602号室 

大山 一也 

大阪府知事許可（般－30）第151069号 

土木工事業、建築工事業、とび・土

工工事業、石工事業、管工事業、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、防水工事

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 

令元.９.19 服部工業所 

堺市南区城山台一丁18番12号 

服部  勝 

大阪府知事許可（般－26）第133046号 

管工事業に係る一般建設業の許可

の取消し 

同 

令元.９.20 田中工業 

堺市堺区南半町西三丁７番７号 

田中 誉久 

大阪府知事許可（般－30）第121668号 

左官工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

    

    



    

令元.９.24 輝熔工 

大東市御領三丁目５番35号 

前泊 千久 

大阪府知事許可（般－28）第146717号 

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.９.25 ワールド通信システム株式会社 

大阪市北区天満橋一丁目１番41号 

田原春 克彦 

大阪府知事許可（般－27）第22170号 

電気通信工事業に係る一般建設業

の許可の取消し 

同 

令元.９.26 株式会社ツヅキデンソー 

大阪市淀川区宮原五丁目１番３号新大阪生島ビル内 

吉田 克之 

大阪府知事許可（般・特－28）第126906号 

電気通信工事業に係る一般建設業

並びに電気工事業に係る特定建設

業の許可の取消し 

同 

同 浅井空調設備 

松原市北新町一丁目126番地の17 

浅井 誠一 

大阪府知事許可（般－28）第145492号 

管工事業に係る一般建設業の許可

の取消し 

同 

令元.９.27 ライドサービス株式会社 

大阪市福島区福島五丁目16番15号 

林 賢一郎 

大阪府知事許可（般－29）第147557号 

電気工事業及び電気通信工事業に

係る一般建設業の許可の取消し 

同 

同 株式会社津田 

高槻市津之江町二丁目10番１号ＫＴハイツ103号室 

津田 安弘 

大阪府知事許可（般－28）第6631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

般建設業の許可の取消し 

同 

同 藤原板金 

八尾市北木の本五丁目155番地 

藤原 生雄 

大阪府知事許可（般－29）第119663号 

板金工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 



同 株式会社夷工務店 

吹田市高城町18番34号 

宇山 直輝 

大阪府知事許可（般－29）第149219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 

同 インテリア宮里 

吹田市藤白台一丁目１番８－109号 

宮里 正二 

大阪府知事許可（般－27）第134022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.９.30 鷺森工務店 

貝塚市窪田51番地 

鷺森 重義 

大阪府知事許可（般－28・30）第147194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、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 西紋一級建築士事務所 

堺市北区長曾根町130番地42－314号 

西  義人 

大阪府知事許可（般－１）第141640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ＫｉＫシステム 

大阪市鶴見区今津南四丁目３番10号 

石井 紀美生 

大阪府知事許可（般－１）第123158号 

電気通信工事業に係る一般建設業

の許可の取消し 

同 

 


