
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18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２.６.１ 有限会社テック 

松原市天美我堂二丁目256 
吉野 弘高 
大阪府知事許可（般－30）第109948号 

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。 

令２.６.２ 青木鉄筋 
寝屋川市香里新町７番10－605号 
西野 洋一 
大阪府知事許可（般－28）第146284号 

鉄筋工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

当該建設業者が死亡した旨
の届出があった。 

同 株式会社みのり 
大阪市西成区天下茶屋三丁目８番13号 
岩﨑 直人 
大阪府知事許可（般－29）第147786号 

管工事業に係る一般建設業の許可
の取消し 

当該建設業者が解散した旨
の届出があった。 

令２.６.３ 株式会社但馬鉄建 
大阪市此花区西九条一丁目29番５号 
三方 利行 
大阪府知事許可（般－27）第124960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 株式会社トップ電設 
大阪市西区阿波座一丁目15番15号 
高橋  勝 
大阪府知事許可（般－29）第148819号 

電気工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.６.４ 株式会社公商 

高槻市清福寺町27番２号 
本郷 公夫 
大阪府知事許可（般－27）第99812号 

建築工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

同 有限会社式部産業 
堺市南区赤坂台一丁59番10号 
山本 昌稔 
大阪府知事許可（般－27）第112065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ＴＫＸ 
大阪市天王寺区清水谷町５番16号 
脇阪 幸治 
大阪府知事許可（般－27）第124574号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

同 春建築工房 
大阪市阿倍野区阪南町一丁目９番23号 
春元 康成 

大阪府知事許可（般－30）第130947号 

土木工事業、建築工事業、大工工事
業、左官工事業、とび・土工工事業、
舗装工事業、防水工事業及び内装

仕上工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.６.５ インテリアみのお 
箕面市桜五丁目１番10号 
野呂 貞雄 
大阪府知事許可（般－27）第99165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 奥田工業 
岸和田市八幡町10番19号 
奥田 靖一 
大阪府知事許可（般－27）第134771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２.６.８ 株式会社ダイキ 

大阪市中央区本町橋８番９号 
鬼塚 洋平 
大阪府知事許可（特－27）第144152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
工事業に係る特定建設業の許可の
取消し 

同 

令２.６.９ 青山建設 
貝塚市北町37－12 
青山 久夫 
大阪府知事許可（般－30）第130249号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

同 瀧工業所 
岸和田市上松町990番地の40 
瀧  新一 
大阪府知事許可（般－30）第131215号 

管工事業に係る一般建設業の許可
の取消し 

同 

令２.６.10 株式会社森村工務店 
八尾市山本町南一丁目１番20号 
森村 喜代次 

大阪府知事許可（般－28）第117198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 富士ハードウェアー株式会社 
大阪市淀川区三津屋南三丁目８番45号 
平澤 邦夫 
大阪府知事許可（般－28）第67730号 

建築工事業及びガラス工事業に係
る一般建設業の許可の取消し 

同 

    
    
    



    

令２.６.12 伊藤組 
大阪市鶴見区中茶屋一丁目１番６号 
伊藤 健二 
大阪府知事許可（般－27）第65239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。 

令２.６.15 田中勝庭園 

東大阪市善根寺町四丁目７番39号 
田中 勝己 
大阪府知事許可（特－27）第58789号 

土木工事業及び造園工事業に係る

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 株式会社熊野工建 
寝屋川市緑町23番１号 
西川 弘樹 
大阪府知事許可（般－28）第146033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 目造園 

泉佐野市日根野5565番地 
目  勇 
大阪府知事許可（般－28）第31881号 

造園工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

同 有限会社Ｈ＆Ｍ 
東大阪市西堤本通東一丁目１番１－515号 
岩永 恵津子 
大阪府知事許可（般－28）第126322号 

土木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 

同 

令２.６.16 イノト石材 
柏原市円明町18－１ 
井野戸 修二 
大阪府知事許可（般－29）第137705号 

石工事業に係る一般建設業の許可
の取消し 

同 

令２.６.18 株式会社ＮＫシステム 
大阪市東淀川区淡路四丁目15番19号 
西口 聖武 
大阪府知事許可（般－１）第132036号 

管工事業に係る一般建設業の許可
の取消し 

同 



同 山本建材 
泉北郡忠岡町馬瀬三丁目９番12－10号 
山本 勝行 
大阪府知事許可（般－30）第150447号 

土木工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.６.19 原𠮷組建設 
岸和田市西之内町２番19号 

原田 吉彦 
大阪府知事許可（般－28・１）第131831号 

土木工事業、建築工事業、大工工事
業、左官工事業、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、鉄筋工事業、舗装工事業、し
ゆんせつ工事業、板金工事業、ガラ
ス工事業、塗装工事業、防水工事
業、内装仕上工事業、熱絶縁工事
業、建具工事業、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 シーリング・ヒロ 
藤井寺市大井四丁目４番３号 
竹中 浩起 
大阪府知事許可（般－30）第149942号 

防水工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

同 丸𠮷金物株式会社 
富田林市桜井町１－1830－２ 

小寺 啓道 
大阪府知事許可（般－29）第137944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 

同 

令２.６.22 タクイ建設 
堺市中区大野芝町593－10 アメニティ白鷺１階 
工位  健 
大阪府知事許可（般－30）第150204号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

    
    

    



    

令２.６.23 株式会社前田建設 
枚方市津田南町一丁目37番18号 
前田 良秋 
大阪府知事許可（般－27）第65309号 

同 当該建設業者が解散した旨
の届出があった。 

同 中島工務店 

大阪市港区港晴三丁目12番４号 
中島 裕雄 
大阪府知事許可（般－27）第125240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。 

同 マスカハウジング株式会社 
大阪市西成区旭２－１－３ 
加藤 幸慈 
大阪府知事許可（般－28）第127780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 

同 

同 古田配管 

泉佐野市下瓦屋40番地の８ 
古田  清 
大阪府知事許可（般－28）第137324号 

管工事業に係る一般建設業の許可

の取消し 

同 

同 南都実業株式会社 
大阪市旭区生江一丁目２番20号 
田村 吾郎 
大阪府知事許可（般－28）第136760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
熱絶縁工事業に係る一般建設業の
許可の取消し 

同 

令２.６.24 ツゥー建設 
東大阪市新池島町１－４－12 
土谷 昭彦 
大阪府知事許可（般－28・29）第118131号 

土木工事業、建築工事業、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 

同 

令２.６.25 イバデンキ 弁天店 
大阪市港区弁天五丁目１番７号 
平  昌和 
大阪府知事許可（般－30）第149951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 



同 村松塗装店 
東大阪市大蓮東三丁目８番12 
村松 孝一 
大阪府知事許可（般－28）第146797号 

塗装工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

同 八洲住宅株式会社 
大東市扇町９番５号 

藤川 博信 
大阪府知事許可（般－28）第67074号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.６.26 株式会社星和建設工業 
門真市千石東町38番５号 
中本 あや 
大阪府知事許可（般－28）第135886号 

土木工事業、管工事業及び舗装工
事業に係る一般建設業の許可の取
消し 

同 

令２.６.30 有限会社杉田工務店 
豊中市箕輪一丁目13番11号 

杉田 貴志 
大阪府知事許可（般－27）第125263号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

同 有限会社パウワウ 
大阪市中央区博労町三丁目１番８-808号 
﨑田 憲治 
大阪府知事許可（般－１）第111989号 

同 同 

同 江洲電設 

枚方市養父東町13番７号 
赤澤 正雄 
大阪府知事許可（般－30）第120987号 

電気工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

同 株式会社フローム 
東大阪市高井田本通四丁目７番８号 
増田 英二 
大阪府知事許可（般－28）第92067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 

 


