
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３月12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２.11.２ 株式会社ＩＮ 

大阪市西区江之子島一丁目７番３号－1009 
公森 正勝 
大阪府知事許可（般－28）第147173号 

内装仕上工事業に係る一般建設業

の許可の取消し 

当該建設業者が解散した旨

の届出があった。 

令２.11.４ 株式会社アミューズ 
藤井寺市小山新町９番15号－101 
加古  光 
大阪府知事許可（般－30）第108206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 サンユー工務店 
大東市氷野一丁目14番37号 
中道 則智 
大阪府知事許可（般－30）第150939号 

同 同 

同 誠電気設備 
守口市橋波東之町二丁目５番11 ソレアード橋波305号 
森谷  誠 
大阪府知事許可（般－29・30）第148822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２.11.５ 八光建設工業株式会社 
大阪市福島区福島二丁目９番１号 
工藤 秀一 
大阪府知事許可（般－30）第150450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 福原塗装 

守口市高瀬町三丁目10番８号 
福原 賢司 
大阪府知事許可（般－30）第151313号 

塗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２.11.６ 株式会社バードストッパー 
大阪市住之江区東加賀屋二丁目７番16号 
杉本 英知 
大阪府知事許可（般－２）第134302号 

とび・土工工事業に係る一般建設
業の許可の取消し 

当該建設業者が消滅した旨
の届出があった。 

同 株式会社近畿土木工業 

松原市田井城二丁目２番２－424号 
細田 吉夫 
大阪府知事許可（般－30）第139967号 

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 アズミ 
松原市小川５－18－10 
安喰 早人 
大阪府知事許可（般－１）第151560号 

屋根工事業、タイル・れんが・ブロ
ツク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 コーヨー光和株式会社 
大阪市浪速区湊町二丁目１番７号 
岡本 尚士 
大阪府知事許可（般－１）第151745号 

とび・土工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 

    
    
    
    



    

同 青松建設 
柏原市清州２－２－１ 
青松 国夫 
大阪府知事許可（般－２）第113833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
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２.11.９ 株式会社紅葉庭園 
柏原市国分市場一丁目８番58号 
松井 保明 
大阪府知事許可（般－27）第135804号 

造園工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

当該建設業者が解散した旨
の届出があった。 

令２.11.11 翔弘建装 
交野市私部三丁目14番４－２号 
二之宮 隆弘 
大阪府知事許可（般－１）第153247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 

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 山口左官工業所 
大阪市東成区東今里三丁目11番４号 
山口 義光 
大阪府知事許可（般－29）第53370号 

左官工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.11.13 工藤冷暖サービス 
守口市南寺方東通六丁目12－31 
工藤 義也 

大阪府知事許可（般－２）第98811号 

管工事業に係る一般建設業の許可
の取消し 

当該建設業者が死亡した旨
の届出があった。 

同 ユウキ建設 
東大阪市友井五丁目２番34号 
木下 祐樹 
大阪府知事許可（般－30）第150459号 

土木工事業、建築工事業、とび・土
工工事業、塗装工事業、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 

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 株式会社イーファイテクノ 
守口市藤田町三丁目43番９号 
袖岡 修二 
大阪府知事許可（般－28）第146641号 

建築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 株式会社グッドライフ 

高槻市大畑町17番25号 
岩見 奉宏 
大阪府知事許可（般－30）第150358号 

建築工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令２.11.16 中沢平松設計工務 
大阪市浪速区桜川４－４－５ 
中澤 與志次 
大阪府知事許可（般－28）第126445号 

建築工事業、大工工事業、屋根工事
業、鋼構造物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 Ｅ－ＴＥＣ 

堺市北区金岡町2029番地13 
榎本  勝 
大阪府知事許可（般－１）第153042号 

電気工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令２.11.18 ロジスネクスト近畿株式会社 
大阪市西淀川区千舟二丁目３番13号 
飯尾 修二 
大阪府知事許可（般－２）第115626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 

当該建設業者が消滅した旨
の届出があった。 

令２.11.19 リコーホーム株式会社 
藤井寺市御舟町12番12号 
島井 正充 
大阪府知事許可（般－28）第144900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 上村電気 
寝屋川市下神田町７番21号 ハイツヒミコ101 
上村 正文 
大阪府知事許可（般－１）第132987号 

電気工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 



令２.11.20 株式会社ＧＭコーポレーション 
富田林市桜ケ丘町11番22号 
梶間 嘉雄 
大阪府知事許可（般－２）第142920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一般建
設業の許可の取消し 

同 

同 プログレス株式会社 

大阪市東淀川区菅原六丁目15番23号 
竹内 豊大 
大阪府知事許可（般－28）第118377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２.11.24 西日本防災サービス 
枚方市長尾家具町２－16－53 竹井ビル202号 
宮本 俊輔 
大阪府知事許可（般－30）第149994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２.11.25 株式会社ＢＥＳＣＯ 

河内長野市清見台二丁目17番６号 
北風 英彦 
大阪府知事許可（般－29）第149072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 

同 

令２.11.27 豊南設備 
豊中市庄本町四丁目３番12号 
岩本 浩之 
大阪府知事許可（般－28）第146126号 

管工事業に係る一般建設業の許可
の取消し 

同 

同 西田断熱 
堺市美原区真福寺94番地８ 
西田 治紀 
大阪府知事許可（般－29）第149271号 

熱絶縁工事業に係る一般建設業の
許可の取消し 

同 

令２.11.30 株式会社阿部工務店 
大阪市此花区梅香二丁目５番１号 
阿部 美幸 
大阪府知事許可（般－28）第60532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 株式会社長谷産業 
大阪市北区豊崎三丁目８番19号 
長谷 芳朗 
大阪府知事許可（般－29）第86195号 

とび・土工工事業、塗装工事業、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 

 


