
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３年２月18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５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２.10.２ 安東工務店 

八尾市山城町五丁目２番61号 
安東  貢 
大阪府知事許可（般－２）第72662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 ＭＯＴ企画株式会社 
大阪市東成区東小橋一丁目15－２－201号 
木村 隆男 
大阪府知事許可（般－28）第146324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 株式会社楽 
堺市美原区平尾1862番地６ 
坂本 多津美 
大阪府知事許可（般－30）第141588号 

建築工事業、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 

令２.10.５ 友喜不動産株式会社 
大阪市中央区南本町三丁目２番13号 
友田 世喜 
大阪府知事許可（般－30）第109709号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

    



    

令２.10.７ Ｋａｗａｓａｋｉ Ｂａｎｋｉｎ 
高石市高師浜一丁目25番12号 
川崎 賢司 
大阪府知事許可（般－１）第152673号 

板金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２.10.９ 有限会社ユタカインダストリー 

大阪市住之江区浜口東三丁目８番４号 
大塚  実 
大阪府知事許可（般－28）第104643号 

鋼構造物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 河南基礎工事 
河内長野市高向948－５ 
豊川 宣男 
大阪府知事許可（般－27）第66288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２.10.12 アド・やまぎわ 

大阪市東成区玉津二丁目４番24号 
山際 正道 
大阪府知事許可（般－29）第135141号 

解体工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

同 藤井鉄筋 
大阪市住之江区新北島三丁目６番41号 
藤井 直定 
大阪府知事許可（般－27）第27314号 

鉄筋工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

同 株式会社オープル 
八尾市本町二丁目８番３号 
池田 美奈子 
大阪府知事許可（般－29）第148790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 

    



    

令２.10.14 船場繊維団地振興株式会社 
箕面市船場東二丁目５番47号 
俣野 富美雄 
大阪府知事許可（般－28）第47903号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

同 Ｈａｎ’ｓ ｗｏｒｋｓ 

堺市中区大野芝町200番地16 
半田 順一 
大阪府知事許可（般－１）第152897号 

土木工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令２.10.15 株式会社トーハンロード 
東大阪市徳庵本町３番８号 
伊賀 義之 
大阪府知事許可（般－28）第146364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 

当該建設業者が消滅した旨
の届出があった。 

同 株式会社寺川造園土木 
八尾市教興寺一丁目78番地 
寺川 剛司 
大阪府知事許可（般－29）第96422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 

当該建設業者が解散した旨
の届出があった。 

同 株式会社新栄企業 
堺市北区長曽根町1913番地１（パープルマンション215号室） 

辻野 哲央 
大阪府知事許可（般－29）第106087号 

大工工事業、とび・土工工事業、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。 

令２.10.16 パワーホーム大阪株式会社 
豊中市西緑丘三丁目13番10号 
常本 博隆 
大阪府知事許可（般－１）第142010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 

当該建設業者が消滅した旨
の届出があった。 

    
    



    

同 株式会社かとう工務店 
大阪市大正区三軒家東一丁目10番15号－605 
加藤 利夫 
大阪府知事許可（般－30）第140784号 

土木工事業、建築工事業、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 

当該建設業者が解散した旨
の届出があった。 

同 株式会社ウエストウッド 

枚方市星丘二丁目37番８号 
西森 悦子 
大阪府知事許可（般－１）第122610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 Ａｄｅｓｉｇｎ 
高槻市安岡寺町一丁目68番１号 
天野 和仙 
大阪府知事許可（般－27）第144255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 

令２.10.19 株式会社司 

八尾市神宮寺五丁目161番地 
角川 博美 
大阪府知事許可（般－30）第110790号 

土木工事業、建築工事業、とび・土

工工事業、管工事業、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 株式会社ＳＵＮＰＲＯ 
大阪市天王寺区上汐三丁目６番14号 末広ビル５Ｆ 
坂本 雅昭 
大阪府知事許可（般－28）第146875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、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 加賀設備 
大阪市都島区都島南通一丁目21番５－301号 
加賀 直之 
大阪府知事許可（般－29）第147960号 

管工事業に係る一般建設業の許可
の取消し 

同 

    
    



    

令２.10.20 株式会社レイアパートナーズ 
大阪市西区北堀江一丁目１番21号 
野﨑 隆男 
大阪府知事許可（般－30）第140729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２.10.21 エル・エム・アイ 

大阪市阿倍野区相生通一丁目５番33－403号 
蓮井 吉信 
大阪府知事許可（般－29）第107453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２.10.22 ＣＯＵＮＴＦＥＥ 
箕面市彩都粟生南六丁目６番12号 
國料  章 
大阪府知事許可（般－31）第151438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 

同 坂元鉄筋 

大阪市港区南市岡二丁目９番23号 
坂元 勝志 
大阪府知事許可（般－30）第149930号 

鉄筋工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令２.10.23 大宅電気工業所 
岸和田市箕土路町２－15－11 
大宅 羑司 
大阪府知事許可（般－１）第141427号 

電気工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.10.26 木野電設 
堺市北区金岡町2265番地６ 
木野 隆博 
大阪府知事許可（般－27）第91124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 阪本防水工業 
和泉市富秋町二丁目15番13号 
阪本 達博 
大阪府知事許可（般－28・30）第104318号 

建築工事業、左官工事業及び防水
工事業に係る一般建設業の許可の
取消し 

同 



同 ニシムラ 
豊中市大黒町１－８－15 
西村  透 
大阪府知事許可（般－29）第134849号 

板金工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.10.27 土洲建設株式会社 
東大阪市川俣一丁目15番20号 

甲把 優人 
大阪府知事許可（特－30）第36509号 

土木工事業、建築工事業、とび・土
工工事業、管工事業、舗装工事業、

造園工事業、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 

当該建設業者が解散した旨
の届出があった。 

令２.10.28 株式会社Ｋアクティブ 
寝屋川市池田北町24番１－604号 
川村  猛 
大阪府知事許可（般－30）第139402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。 

令２.10.29 株式会社ビジョンシステム 

枚方市町楠葉一丁目３番18号 尚山ビル１Ｆ 
上原 尚也 
大阪府知事許可（般－29）第138462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 

令２.10.30 富士鉄工建設株式会社 
守口市南寺方東通四丁目28番５号 
紀平 廣基 
大阪府知事許可（般－29）第9444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、内装仕上工事業、熱絶縁工事
業、建具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 

 


