
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９月16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２.４.１ 廣圓園 

大阪市淀川区三津屋北２－１－５ 
塩田 廣嗣 
大阪府知事許可（般－27）第114175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 榎木建設 
茨木市豊川５－19－１ 
榎木 弘幸 
大阪府知事許可（般－28）第146901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 阿部電工 
大阪市東住吉区杭全３－７－10 
阿部 吉博 
大阪府知事許可（般－29）第106012号 

電気工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.４.３ 株式会社清水組 
豊中市上野東一丁目23番23号－215 
清水 寛之 
大阪府知事許可（般－27）第143376号 

大工工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

当該建設業者が解散した旨
の届出があった。 

    



    

令２.４.７ 宮川鉄工所 
泉南郡岬町多奈川谷川1910番地の６ 
宮川  平 
大阪府知事許可（般－29）第8378号 

土木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 

当該建設業者が死亡した旨
の届出があった。 

同 外内建設株式会社 

八尾市山本町一丁目７番５号 
外内 ひとみ 
大阪府知事許可（般－29）第95884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 有限会社アイワホームサービス 
四條畷市田原台二丁目33番６号 
西岡 忠久 
大阪府知事許可（般－29）第105710号 

同 同 

同 株式会社電工社 

大阪市大正区泉尾三丁目３番２号 
大垣 隆昭 
大阪府知事許可（般－27）第74384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 Ｔ．ＫＵＮＩＨＩＲＯ 
豊中市原田元町一丁目８番14－222号 
滝水 国博 
大阪府知事許可（般－１）第151845号 

管工事業に係る一般建設業の許可
の取消し 

同 

同 中川工務店 
大阪市東淀川区小松三丁目４番１－212号 
中川 一行 
大阪府知事許可（般－27）第143494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２.４.８ 初芝設備株式会社 
堺市東区日置荘北町三丁６番10号 
中野 眞琴 
大阪府知事許可（般・特－29・30）第7500号 

消防施設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、管工事業、舗装工事業及び水道
施設工事業に係る特定建設業の許
可の取消し 

同 

同 仲西塗装店 
堺市西区浜寺石津町東五丁８番35号 
仲西  大 
大阪府知事許可（般－30）第150538号 

建築工事業及び塗装工事業に係る
一般建設業の許可の取消し 

同 

同 加藤塗装 
泉南郡熊取町七山三丁目1057番地の３ 
加藤 忠之 
大阪府知事許可（般－27）第143334号 

塗装工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.４.９ 有限会社開栄建設工業 
寝屋川市点野五丁目４番49号 
金井 勇二 
大阪府知事許可（般－30）第150126号 

管工事業に係る一般建設業の許可
の取消し 

同 

令２.４.10 有限会社弓削工務店 
八尾市田井中三丁目７番地 
弓削 健一 

大阪府知事許可（般－27）第100675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 Ｆ・Ｇサービス 
和泉市弥生町四丁目５番９号 
福井 智浩 
大阪府知事許可（般－28）第126808号 

ガラス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 ランドヘルパー株式会社 
大阪市都島区片町一丁目５番４号 
小松 信三 
大阪府知事許可（般－29）第147574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 

令２.４.13 大進電設株式会社 

枚方市宮之阪三丁目１番21号 
大田尾 兼助 
大阪府知事許可（般－27）第47972号 

電気通信工事業に係る一般建設業

の許可の取消し 

当該建設業者が消滅した旨

の届出があった。 

同 垂水工務店 
門真市岸和田二丁目13番３号 
垂水 隆博 
大阪府知事許可（般－27）第143858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２.４.14 出雲電業社 

大阪市鶴見区今津南四丁目５番12号 
川端 智樹 
大阪府知事許可（般－30）第149891号 

電気工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

同 リバーダイヤサービス 
大阪市淀川区十八条３－８－41 
川  勝美 
大阪府知事許可（般－30）第150285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２.４.15 株式会社ＯＧＣＴＳ 
大阪市中央区道修町三丁目５番11号 
鈴木 宏育 
大阪府知事許可（特－29）第117844号 

電気工事業、管工事業及び機械器
具設置工事業に係る特定建設業の
許可の取消し 

当該建設業者が消滅した旨
の届出があった。 

同 株式会社Ａ＆Ｓ 
羽曳野市伊賀二丁目13番13号 
坂本 敦雄 
大阪府知事許可（般－29）第104971号 

板金工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

当該建設業者が解散した旨
の届出があった。 



同 株式会社水都 
大阪市北区堂島二丁目１番39号 
岡本 弘昭 
大阪府知事許可（般－27）第135491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 阪神千代田株式会社 
大阪市北区曽根崎新地二丁目６番12号 

渡邊 倫人 
大阪府知事許可（般－30）第140034号 

管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２.４.16 大阪ガスエンジニアリング株式会社 
大阪市中央区道修町三丁目５番11号 
山脇 武志 
大阪府知事許可（特－28・30）第48859号 

土木工事業、建築工事業、とび・土
工工事業、電気工事業、管工事業、
タイル・れんが・ブロツク工事業、
鋼構造物工事業、塗装工事業、機械
器具設置工事業、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 

当該建設業者が消滅した旨
の届出があった。 

同 株式会社上杉興業 
富田林市小金台二丁目７番31号 
上杉 暢敬 
大阪府知事許可（般－28）第136522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２.４.17 今井建設工業株式会社 
枚方市東香里三丁目44番45号 

今井 智子 
大阪府知事許可（般－28）第85082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 

同 

同 有限会社ワコウ商会 
寝屋川市成田東が丘28番21号 
豊田 和孝 
大阪府知事許可（般－27）第124588号 

ガラス工事業に係る一般建設業の
許可の取消し 

同 

    
    

    



    

令２.４.20 有限会社キッズハウス 
大阪市淀川区木川西四丁目１番16号 
松村 和慶 
大阪府知事許可（般－29）第129168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。 

令２.４.21 伊藤建設 

貝塚市澤1087番地 
伊藤 隆興 
大阪府知事許可（般－27）第135532号 

とび・土工工事業に係る一般建設

業の許可の取消し 

当該建設業者が死亡した旨

の届出があった。 

令２.４.22 サンエイ工業株式会社 
大阪市淀川区西宮原三丁目３番５－1310号 
榮木 克清 
大阪府知事許可（般－28）第84346号 

土木工事業、管工事業、鋼構造物工
事業、機械器具設置工事業、水道施
設工事業及び清掃施設工事業に係
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 ランダム工房 

豊中市北桜塚四丁目５番38号 605号 
井上 良久 
大阪府知事許可（般－30）第150074号 

鋼構造物工事業に係る一般建設業

の許可の取消し 

同 

令２.４.23 関裝株式会社 
吹田市山田西三丁目21番 Ａ－517号 
服部 弘之亮 
大阪府知事許可（般－28）第1198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 翔建工 
寝屋川市点野三丁目26番７号 
見谷 和優 
大阪府知事許可（般－29）第147878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 吉田工務店 
八尾市渋川町七丁目３番32号 
吉田 寛次 
大阪府知事許可（般－１）第123817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 



令２.４.24 岩本工務店 
枚方市長尾家具町一丁目２番地の24 
岩本 携夫 
大阪府知事許可（般－27）第143313号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

同 新明金属製作所 
東大阪市西堤学園町一丁目３番14号 

滑田 吉明 
大阪府知事許可（般－27・１）第99991号 

建築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 

令２.４.27 立山塗装工事 
茨木市主原町12番６号の16 
立山 昌洋 
大阪府知事許可（般－27）第26461号 

塗装工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.４.28 株式会社インフィニティ 
大阪市旭区太子橋二丁目３番１号 

北山 恵美香 
大阪府知事許可（般－１）第142229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 

当該建設業者が消滅した旨
の届出があった。 

同 株式会社河村エンジニアリング 
富田林市寿町三丁目４番２号 
河村 三郎 
大阪府知事許可（般－28）第104560号 

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２.４.30 ナミハヤテック株式会社 

大阪市浪速区難波中三丁目９番１号 
中村 光成 
大阪府知事許可（特－29）第121461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、造園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 

当該建設業者が解散した旨

の届出があった。 

    
    
    

    



    

同 ビーエスティ・エルトロマット・ジャパン株式会社 
岸和田市地蔵浜町７番地の11 
上田 一志 
大阪府知事許可（般－29）第147998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 ナンスイ工業株式会社 

大阪市北区天満一丁目19番４号 
紙田 茂樹 
大阪府知事許可（般－28）第4477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 

同 株式会社ＵＥエンジニア 
堺市南区新檜尾台三丁３番４－102号 
雑賀 康夫 
大阪府知事許可（特－28）第97596号 

電気工事業に係る特定建設業の許
可の取消し 

同 

 


