
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11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２.５.１ 株式会社サンヨーホーム 

大阪市城東区今福西一丁目15番30－1415号 
寺澤 正一 
大阪府知事許可（般－30）第130445号 

塗装工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

当該建設業者が解散した旨

の届出があった。 

同 トーコー設備株式会社 
枚方市上島町12番20号 
森  誉吉 
大阪府知事許可（般－29・30）第148831号 

建築工事業、とび・土工工事業及び
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 黒川設備 
大阪市平野区喜連東五丁目15番11号 
黒川 清志 
大阪府知事許可（般－29）第129051号 

管工事業に係る一般建設業の許可
の取消し 

同 

同 坂井田塗装工業 
枚方市長尾家具町１－２－16－１Ｅ 
坂井田 崇充 
大阪府知事許可（般－29）第148526号 

塗装工事業及び防水工事業に係る
一般建設業の許可の取消し 

同 

    



    

同 宇野斫業 
大阪市北区豊崎一丁目12番13－408号 
宇野 重則 
大阪府知事許可（般－30）第140645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２.５.７ ミツマス都市開発株式会社 

堺市東区丈六123番地８ 
牧主 知幸 
大阪府知事許可（般－27）第115115号 

建築工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

同 Ｋｒｅｉｓ ｐｉｔ 
大阪市淀川区塚本一丁目６番２号 
飯田 祐司 
大阪府知事許可（般－29）第147229号 

防水工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

同 上田電機工業所 

泉佐野市上町三丁目４番26号 
上田 良子 
大阪府知事許可（般－27）第90772号 

電気工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令２.５.11 三好工務店 
東大阪市池島町三丁目５番５号 
三好 修一 
大阪府知事許可（般－１）第71699号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.５.12 上村土建 
堺市西区鳳北町九丁520番地１－810号 
上村 竜司 
大阪府知事許可（般－30）第150096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２.５.13 シンズクラフト 
貝塚市脇浜一丁目６番27号 
小野寺 伸也 
大阪府知事許可（般－29）第138884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 遠藤建材 
柏原市本郷二丁目７番20号 
遠藤 昭彦 
大阪府知事許可（般－29）第105939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 堂島ビル株式会社 
大阪市北区堂島一丁目３番36号 

平岡 一彦 
大阪府知事許可（般－29）第149268号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

同 雄紀断熱 
八尾市弓削町南二丁目36番地ヴェルドミール403号 
西端 伸郎 
大阪府知事許可（般－27）第134683号 

熱絶縁工事業に係る一般建設業の
許可の取消し 

同 

令２.５.14 山田建設 
岸和田市土生町二丁目６番15号 

山田 健二 
大阪府知事許可（般－28）第137443号 

大工工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.５.15 万技研株式会社 
茨木市稲葉町１番12号 
柴垣  誠 
大阪府知事許可（般－１）第141369号 

同 同 

令２.５.18 交成商事 

堺市中区上之399番地２ 
大谷 佳三 
大阪府知事許可（般－28）第40605号 

土木工事業、建築工事業、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 

同 株式会社ＲＥＭＩＸ 
大阪市北区西天満五丁目１番９号４Ｆ－２Ｃ 
家髙  律 
大阪府知事許可（般－１）第151569号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

    



    

令２.５.19 ＡＬＣ秋建 
羽曳野市野590番地 
秋野 昌彦 
大阪府知事許可（般－29）第148806号 

タイル・れんが・ブロツク工事業に
係る一般建設業の許可の取消し 

同 

令２.５.21 株式会社岡装 

大阪市西淀川区御幣島二丁目６番30号 
岡  喜和 
大阪府知事許可（般－29）第119289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 郷田工業 
堺市西区鳳中町三丁68番地10 
郷田 光秀 
大阪府知事許可（般－１）第133125号 

タイル・れんが・ブロツク工事業に
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 細川工務店 

八尾市中田三丁目54番地の16 
細川  正 
大阪府知事許可（般－28）第101365号 

建築工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

同 株式会社ウォーターサプライ住道商会 
大東市大野一丁目10番10号 
木田 伸幸 
大阪府知事許可（般－29）第138299号 

土木工事業、管工事業及び水道施
設工事業に係る一般建設業の許可
の取消し 

同 

令２.５.22 日進電設工業 
大阪市住之江区東加賀屋三丁目６番６号 
岡本 博司 
大阪府知事許可（般－29）第95711号 

電気工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

同 雄誠建設 
枚方市養父丘一丁目７番49－４号 
川村 雄二 
大阪府知事許可（般－30）第151116号 

土木工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 



同 大河内工業 
東大阪市新家三丁目５番27号 
大河内 武志 
大阪府知事許可（般－27）第100308号 

管工事業に係る一般建設業の許可
の取消し 

同 

同 電気設備有宏 
吹田市原町四丁目22番１－605号 

渡邉 一博 
大阪府知事許可（般－29）第128111号 

電気工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.５.25 有限会社インテリア浜田 
高槻市八幡町11番39号 
濵田 裕美 
大阪府知事許可（般－28）第102292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２.５.26 ＴＥＣＨ・いとう 
枚方市宮之阪五丁目15番19号 

伊藤 利行 
大阪府知事許可（般－27）第134652号 

板金工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.５.27 ミゾブチ工業 
交野市星田三丁目５番３号 
五十嵐 政樹 
大阪府知事許可（般－29）第148634号 

熱絶縁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 株式会社モノコンセプションプロダクツ 

大阪市平野区加美東七丁目２番47号 
小畑 貴司 
大阪府知事許可（般－28）第145397号 

内装仕上工事業に係る一般建設業

の許可の取消し 

当該建設業者が消滅した旨

の届出があった。 

同 有限会社大原エステート 
高槻市芝生町二丁目61番29号 
大原 令靖 
大阪府知事許可（般－27）第124869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 勝田保温工業 
大阪市東淀川区小松二丁目13番11号 
勝田 富弘 
大阪府知事許可（般－１）第151876号 

熱絶縁工事業に係る一般建設業の
許可の取消し 

同 

令２.５.28 株式会社伸和軌道 

大阪市天王寺区南河堀町７番62号 
永井 康彦 
大阪府知事許可（般－29）第87125号 

土木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 有限会社福本電業 
大阪市住吉区苅田六丁目17番13号 
福本  進 
大阪府知事許可（般－27）第115220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 株式会社エグゼハウジング 

大阪市城東区関目五丁目２番13号 
関本 佳史 
大阪府知事許可（特－29）第129126号 

建築工事業に係る特定建設業の許

可の取消し 

同 

同 吉岡電気工事 
東大阪市西堤本通東三丁目４番３－212号 
吉岡  繁 
大阪府知事許可（般－29）第119274号 

電気工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

 


