
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26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２.３.２ 平尾工務店 

大阪市生野区新今里五丁目８番11号 
平尾 信義 
大阪府知事許可（特－29）第5824号 

建築工事業に係る特定建設業の許

可の取消し 

当該建設業者が死亡した旨

の届出があった。 

同 株式会社加藤技研 
大阪市淀川区加島一丁目55番10号 
加藤  清 
大阪府知事許可（般－27）第134170号 

防水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 ツバサ工業 
岸和田市春木大小路町14番18号 
大和  央 
大阪府知事許可（般－29）第137966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２.３.３ 株式会社シンカイ 
泉大津市板原町三丁目６番１号 
本越 謙吾 
大阪府知事許可（般－31）第151477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 

    



    

同 神門設備 
河内長野市古野町10番５－A201号 
神門  剛 
大阪府知事許可（般－27）第134808号 

管工事業に係る一般建設業の許可
の取消し 

同 

令２.３.５ 株式会社大栄興産 

寝屋川市池田本町20番34号 
鳥羽 徹也 
大阪府知事許可（般－28）第117868号 

建築工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令２.３.６ ミリオン空調設備工業 
大阪市生野区小路東五丁目２番６号 
山本 雅史 
大阪府知事許可（般－27）第142787号 

電気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２.３.９ 株式会社ＯＶＡＬ 

藤井寺市西古室二丁目９番10号 
西田 元兼 
大阪府知事許可（般－29）第149529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 株式会社リキ工業 
大阪市住之江区北島三丁目10番24号 
中桐 嘉克 
大阪府知事許可（般－27）第142797号 

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２.３.10 中川エンジニア 
大阪市城東区新喜多一丁目７番12号 
中川  明 
大阪府知事許可（般－27・29）第135795号 

建築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 

同 中村工務店 
高槻市津之江町二丁目28番７号 
中村 孝志 
大阪府知事許可（般－30）第150870号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 



令２.３.11 長谷設備 
高石市加茂一丁目５番22号 
長谷 美彦 
大阪府知事許可（般－27）第134147号 

管工事業に係る一般建設業の許可
の取消し 

同 

令２.３.12 株式会社セイワ・プロ 
松原市別所二丁目３番20号 

奥田 正史 
大阪府知事許可（般－30）第131300号 

同 同 

同 株式会社アイムホーム 
大阪市中央区上町一丁目８番２号 協和ビル４Ｆ 
寺田 仁郎 
大阪府知事許可（般－27）第114049号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.３.13 株式会社一寿技建 
寝屋川市香里南之町５番８号 

木村 敏秀 
大阪府知事許可（般－30）第131315号 

同 同 

同 関西道路株式会社 
八尾市志紀町南二丁目２番地 
山下 敏夫 
大阪府知事許可（般－28）第146424号 

土木工事業、とび・土工工事業、舗
装工事業及びしゆんせつ工事業に
係る一般建設業の許可の取消し 

同 

令２.３.16 本林タイル株式会社 

大阪市大正区三軒家西二丁目18番６号 
本林 元良 
大阪府知事許可（般－27）第143406号 

土木工事業、建築工事業、とび・土

工工事業、タイル・れんが・ブロツ
ク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。 

令２.３.18 株式会社勝和建設 
大阪市鶴見区諸口三丁目４番50号 
三國  勝 
大阪府知事許可（般－27）第134260号 

鋼構造物工事業に係る一般建設業
の許可の取消し 

同 

    



    

同 株式会社ス卜ーク技研 
交野市私部五丁目24番４号 
北野 喜代次 
大阪府知事許可（般－28）第74698号 

土木工事業及び石工事業に係る一
般建設業の許可の取消し 

同 

同 有限会社ウジハラ総合設備 

東大阪市稲葉二丁目１番44号 
氏原  稔 
大阪府知事許可（般－28）第135995号 

電気工事業及び管工事業に係る一

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 山本工業所 
交野市星田山手４－１－12 
山本 政一 
大阪府知事許可（般－29）第137836号 

熱絶縁工事業に係る一般建設業の
許可の取消し 

同 

同 福島工業 

大阪市大正区千島１－13－27 
福島 康弘 
大阪府知事許可（般－30）第150117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２.３.19 ムトウ工業 
大阪市生野区勝山北四丁目12番９号 
武藤 光浩 
大阪府知事許可（般－29）第107532号 

同 同 

令２.３.23 有限会社広栄工務店 
堺市南区富蔵3627番 
諸岡 直城 
大阪府知事許可（般－28）第117174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 スズキホーム 
大阪市東成区大今里二丁目６番27号 
鈴木  昇 
大阪府知事許可（般－30）第108839号 

同 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２.３.24 上土谷住建 
大阪市此花区伝法四丁目６番９号 
上土谷 圭史 
大阪府知事許可（般－１）第133570号 

同 同 

同 野田金属工業株式会社 
東大阪市鴻池徳庵町４番８号 

飯森 広明 
大阪府知事許可（般－29）第96087号 

屋根工事業、板金工事業、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２.３.25 君島防水工業 
大阪市住吉区長居東三丁目16番26号 
君島 総一 
大阪府知事許可（般－28）第147171号 

防水工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.３.26 コサカ電設 
大阪市東住吉区公園南矢田２－９－６ 

小坂 昭文 
大阪府知事許可（般－29）第149538号 

電気工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

同 株式会社ユーネットワーク 
東大阪市近江堂二丁目10番41－308号 
髙濱 康幸 
大阪府知事許可（般－28）第146595号 

熱絶縁工事業に係る一般建設業の
許可の取消し 

同 

令２.３.27 株式会社光陽テック 

岸和田市土生町一丁目４番31号 
山上 泰男 
大阪府知事許可（般－27）第114475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。 

同 株式会社アイアンドアイ 
豊中市蛍池西町二丁目８番36号 
磯田 紀二六 
大阪府知事許可（般－28）第117869号 

建築工事業、大工工事業、タイル・
れんが・ブロツク工事業、塗装工事
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 ケイ建設 
豊中市宮山町二丁目９番２号 
小茂池 公孝 
大阪府知事許可（般－29）第149468号 

土木工事業、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 

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 ＬＯＯＰ関西 

堺市東区石原町二丁70－１ 
橋本  彰 
大阪府知事許可（般－29）第147983号 

とび・土工工事業に係る一般建設

業の許可の取消し 

同 

同 山中工務店 
枚方市出口６－７－３ 
山中 龍一 
大阪府知事許可（般－30）第140242号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

同 ＳＴプラン 

八尾市南本町五丁目６番28号 
下村 政博 
大阪府知事許可（般－28・30）第145550号 

建築工事業、タイル・れんが・ブロ

ツク工事業、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 

同 岡村塗装店 
岸和田市畑町１－５－26 
岡村 元一 
大阪府知事許可（般－27）第135420号 

塗装工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.３.30 北摂シール 
大阪市北区長柄中一丁目７番25号－303号室 
早川 英治 
大阪府知事許可（般－29）第107799号 

防水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 Ｔ’ｓコーポレーション 
大阪市生野区巽中三丁目14番８号 
岩﨑 善典 
大阪府知事許可（般－28）第146007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 

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 田美塗装 
堺市西区浜寺石津町中二丁２番２号 
田川 明法 
大阪府知事許可（般－30）第130355号 

塗装工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.３.31 エスエンジニアリング 
守口市南寺方東通六丁目７番１号 
施  孟風 

大阪府知事許可（般－29）第149588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 竜田鋼業株式会社 
八尾市高美町六丁目５番４号 
栗田 好和 
大阪府知事許可（般－27）第80544号 

鉄筋工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

同 有限会社丸金商会 
大阪市平野区加美正覚寺一丁目６番25号 

高山 熙隼 
大阪府知事許可（般－30）第108969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 

 


