
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２.１.６ エース・ジャパン 

羽曳野市島泉八丁目７－28 
川﨑 浩之 
大阪府知事許可（般－27）第143047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 梅村庭樹園 
富田林市佐備2219番地65 
梅村 俊夫 
大阪府知事許可（般－29）第77237号 

造園工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.１.７ 田頭工務店 
堺市西区浜寺昭和町二丁269番地 
田頭 保之 
大阪府知事許可（般・特－27・29）第20905号 

建築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 

    

    



    

同 上岡工務店 
大阪市阿倍野区松崎町三丁目６番４号 
上岡 惟髙 
大阪府知事許可（般－27）第27838号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

同 双葉テック株式会社 

堺市西区鳳東町六丁624番地９ 
阿部 吉典 
大阪府知事許可（般－１）第131999号 

電気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 

令２.１.８ 有限会社大京 
大阪市住之江区柴谷二丁目５番78号３階 
滝川  明 
大阪府知事許可（般－28）第126456号 

土木工事業、とび・土工工事業及び
解体工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.１.９ ＳＡＭＫ 

大阪市生野区巽北一丁目10番７号 
染谷 彰大 
大阪府知事許可（般－29）第147591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２.１.10 神興電設株式会社 
寝屋川市宝町27番32号 
角谷 廣志 
大阪府知事許可（般－29）第129009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 

当該建設業者が解散した旨
の届出があった。 

同 山口建設 
茨木市西豊川町１－３ 
山口 良和 
大阪府知事許可（般－26）第14959号 

土木工事業及び建築工事業に係る
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 タクヤ工業 
大阪市北区長柄東１－１－11－202 
藤原  卓 
大阪府知事許可（般－30）第150017号 

管工事業に係る一般建設業の許可
の取消し 

同 



同 株式会社絆コーポレーション 
摂津市正雀二丁目13番31号 
鹿山  誠 
大阪府知事許可（般－28）第136302号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.１.14 南輝興産株式会社 
大阪市平野区喜連西五丁目３番40号 

南野 潤二 
大阪府知事許可（般－27・28）第143595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 

同 

同 高木工建 
大阪市西淀川区佃１－10－24 Ｋ－ｓｔｏｒａｇｅ佃３番 
高木 重暢 
大阪府知事許可（般－30）第131527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 株式会社タカラ 
大阪市住之江区御崎六丁目１番３号 
長谷川 正 
大阪府知事許可（般－29）第128019号 

内装仕上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２.１.16 株式会社原田電設 
羽曳野市高鷲二丁目３番19号 
原田  誠 

大阪府知事許可（般－27）第142978号 

電気工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

当該建設業者が解散した旨
の届出があった。 

令２.１.17 キクモト工建 
東大阪市森河内西一丁目28番17号 
菊本 輝克 
大阪府知事許可（般－29）第120226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。 

    
    
    



    

令２.１.20 株式会社アセットハウス 
吹田市内本町一丁目10番11号旭ファイブ203号 
天野 正治 
大阪府知事許可（般－28）第146574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 北不動産販売株式会社 

吹田市江の木町２番５号 
北  靖久 
大阪府知事許可（般－28）第136410号 

同 同 

同 株式会社蚊口建装 
守口市大久保町二丁目１番４号 
蚊口  尚 
大阪府知事許可（般－１）第131952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２.１.21 株式会社三祐 

大阪市東淀川区菅原七丁目11番17号 
山口 正樹 
大阪府知事許可（般－27）第125522号 

建築工事業及び鋼構造物工事業に

係る一般建設業の許可の取消し 

同 

同 オーエステー工業株式会社 
大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 
小園 清孝 
大阪府知事許可（特－30）第149937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特定建

設業の許可の取消し 

同 

令２.１.22 株式会社サンユー 
大阪市北区西天満三丁目２番９号 
伊藤 與志雄 
大阪府知事許可（般－30）第150425号 

土木工事業、建築工事業、とび・土
工工事業、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、内装仕上工事業、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 

    



    

令２.１.23 竹本電工 
大阪市城東区蒲生四丁目14番５号 
竹本 敏弘 
大阪府知事許可（般－30）第150453号 

電気工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.１.24 株式会社道広建設 

大阪市鶴見区今津北五丁目８番12号 
西森 道明 
大阪府知事許可（般－28）第103796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 

当該建設業者が解散した旨

の届出があった。 

同 有限会社金山工務店 
寝屋川市北大利町17番１号 
金山 賢児 
大阪府知事許可（般－29）第129659号 

土木工事業、建築工事業、大工工事
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、舗装
工事業、内装仕上工事業及び水道

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２.１.27 爲西工務店 
大阪市大正区北村二丁目12番28号 
爲西 正義 
大阪府知事許可（般－29）第107889号 

大工工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

当該建設業者が死亡した旨
の届出があった。 

令２.１.28 山本電気工事 

八尾市福万寺町四丁目68番地の２ 
山本 浩司 
大阪府知事許可（般－28）第116970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。 

令２.１.29 岡野開発 
東大阪市高井田本通二丁目５番８号 
岡野 数利 
大阪府知事許可（般－28・１）第120869号 

土木工事業、とび・土工工事業、舗
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２.１.30 株式会社エムエムアイ 
大阪市此花区春日出北一丁目27番６号 
上田 國善 
大阪府知事許可（般－29）第138686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 

当該建設業者が解散した旨
の届出があった。 

同 池原建設 

堺市中区福田1204番地１ 
池原 伸彦 
大阪府知事許可（般－28）第146475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。 

令２.１.31 中山建設 
八尾市南木の本２－14－５ 
中山 昌雄 
大阪府知事許可（般－28）第125891号 

とび・土工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 徹コーポレーション 

枚方市東船橋一丁目35番地－303 
榊原  徹 
大阪府知事許可（般－27）第142716号 

管工事業に係る一般建設業の許可

の取消し 

同 

同 株式会社千寿 
八尾市西高安町一丁目１番地 
池田 佳隆 
大阪府知事許可（般－27）第144163号 

管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 生企工営株式会社 
東大阪市長瀬町一丁目２番23号 
本村 安紀 
大阪府知事許可（般－29）第66524号 

土木工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

 


