
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17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２.２.３ グラッドワークス株式会社 

大阪市浪速区大国一丁目５番４号ＭＫビル２Ｆ 
小松 憲吾 
大阪府知事許可（般－29）第149464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２.２.４ トーマ株式会社 
大阪市都島区毛馬町二丁目３番17号 
徳山 明夫 
大阪府知事許可（般－29）第148079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 

同 

令２.２.５ 有限会社インテリア橋元 
大阪市城東区今福西三丁目４番22号 
橋元 光春 
大阪府知事許可（般－26）第113490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 ミヤビ建設株式会社 
大阪市北区大淀中一丁目１番30号梅田スカイビルタワーウエ
スト16Ｆ 
藤井 英喜 
大阪府知事許可（般－28）第122826号 

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、板金工事業、塗装
工事業、防水工事業、内装仕上工事

業、建具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２.２.６ 塩田建設 
藤井寺市沢田１－１－２ 
塩田  敏 
大阪府知事許可（般－29）第128655号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

同 エイブ建設 
大阪市中央区瓦町四丁目３番８号－401 

阿部 啓藏 
大阪府知事許可（般－27）第115866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、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 

令２.２.７ キリュウインテリア 
大阪市福島区鷺洲一丁目11番７号 
佐々木 龍夫 
大阪府知事許可（般－27）第143463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 福村工務店 
藤井寺市林３－12－16 
福村 栄二 
大阪府知事許可（般－28）第136271号 

大工工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.２.12 株式会社広瀬工務店 
枚方市藤阪東町三丁目４番17号 
廣瀬 節雄 
大阪府知事許可（般－28）第94084号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

当該建設業者が解散した旨
の届出があった。 



同 丞叡工務店 
大阪市中央区南船場一丁目７番８号ダイアパレス順慶町307 
松雪 真久 
大阪府知事許可（般－29）第148039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 株式会社マークス 
堺市堺区百舌鳥夕雲町二丁126番地 

前田 佳宏 
大阪府知事許可（般－27）第144217号 

電気工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.２.13 小澤工業 
三島郡島本町広瀬三丁目11番７号 
小澤 友治 
大阪府知事許可（般－30）第140497号 

防水工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.２.14 日本海設備工業 
寝屋川市錦町20番12号 

西澤 政雄 
大阪府知事許可（般－27）第124304号 

消防施設工事業に係る一般建設業
の許可の取消し 

同 

令２.２.17 大山組 
大東市緑が丘一丁目15番12号 
大山  博 
大阪府知事許可（般－30）第109566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。 

同 株式会社ビショウ 

大阪市西成区岸里三丁目８番21号 
松井 健至 
大阪府知事許可（般－27）第133932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 インテリアマヤグチ 
大阪市西淀川区姫里三丁目６番20号 
間屋口 靖彦 
大阪府知事許可（般－28）第145445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 ＳＯＬ 
藤井寺市藤ヶ丘２－11－13 
文野 麻子 
大阪府知事許可（般－28）第146764号 

土木工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.２.19 アトリエティーズ株式会社 
泉南市信達市場1334番地 

丹田  勉 
大阪府知事許可（般－28）第126502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 

当該建設業者が解散した旨
の届出があった。 

同 株式会社大建 
大阪市都島区都島北通一丁目10番21号 
池田 大樹 
大阪府知事許可（般－29・１）第147538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、造園工事業、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２.２.20 阪神プロパティーズ株式会社 
大阪市西区阿波座一丁目３番19号 
永田 隆樹 
大阪府知事許可（般－29）第139164号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.２.21 株式会社アンプラグド 
大阪市北区角田町８番47号阪急グランドビル５Ｆ 
工藤 卓也 

大阪府知事許可（般－29）第138650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。 

同 山重庭園石材 
東大阪市日下町六丁目８番34号 
山本 滿利 
大阪府知事許可（般－27・29）第27669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、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 本越電気工業 
泉大津市板原町三丁目11番15号 
本越 次郎 
大阪府知事許可（般－28）第144853号 

電気工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.２.25 株式会社サンエイテクノス 

柏原市田辺二丁目８番27号 
神戸 庸价 
大阪府知事許可（般－27）第134226号 

建築工事業、屋根工事業、板金工事

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 株式会社南星電設 
大阪市淀川区田川二丁目３番15－606 
吉村 正一 
大阪府知事許可（般－28）第82725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 ナカノ建設 

堺市西区鳳西町二丁18番地１－305 
中野 之裕 
大阪府知事許可（般－１）第132707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 

同 

同 日東建設株式会社 
豊中市長興寺北一丁目５番20号 
竹田 正男 

大阪府知事許可（般－27）第21382号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.２.27 松田工務店 
堺市中区毛穴町198－２ 
松田 重勝 
大阪府知事許可（般－28）第127017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２.２.28 北山工業 
高石市取石六丁目23番２号 
北山  悟 
大阪府知事許可（般－29）第107573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 北斗鋼管 

寝屋川市高柳五丁目27番11号 
安住 壽夫 
大阪府知事許可（般－28）第79502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 

同 伊与久設備 
東大阪市日下町二丁目３番11号 
伊與久 翔太 

大阪府知事許可（般－１）第151933号 

管工事業に係る一般建設業の許可
の取消し 

同 

 


