
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12月24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２.７.１ 安見電気工業 

東大阪市稲田本町三丁目20番５号 
安見  讓 
大阪府知事許可（般－１）第151916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。 

令２.７.２ 松浦通信 
東大阪市吉田下島14番８号 
松浦  武 
大阪府知事許可（般－29）第129042号 

電気通信工事業に係る一般建設業
の許可の取消し 

同 

同 荒金製作所 
守口市東町２－17－７ 
荒金 宏治 
大阪府知事許可（般－30）第150661号 

管工事業に係る一般建設業の許可
の取消し 

同 

令２.７.３ アールディー 
吹田市南吹田５－６－14－106 
小川 伸一 
大阪府知事許可（般－30・31）第149952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 

    



    

同 エービー建設 
茨木市舟木町13番12号 
赤羽根 謙一 
大阪府知事許可（般－30）第139685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、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２.７.６ 小林工務店 
吹田市寿町二丁目１番11－Ｂ604号 
小林 勝己 
大阪府知事許可（般－１）第98089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２.７.８ 柿元工業 
茨木市平田二丁目35番13号－201号 
柿元 俊彦 
大阪府知事許可（般－１）第141167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。 

令２.７.９ 株式会社関路工務店 
岸和田市土生町一丁目４番32号 
関路 秀和 
大阪府知事許可（般－29）第53778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２.７.10 松尾鉄筋工業 
寝屋川市池田北町３番１号 
松尾 富美子 

大阪府知事許可（般－30）第150297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。 

同 丸田工業 
堺市東区野尻町250番地63 
丸田 幸春 
大阪府知事許可（般－27）第143855号 

左官工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

    
    
    

    



    

同 丸田工務店 
堺市東区野尻町264番地９ 
丸田  忠 
大阪府知事許可（般－28）第51418号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

同 斉藤塗装 

大阪市東淀川区大道南二丁目11番10号 
齋藤 健太 
大阪府知事許可（般－30）第149907号 

塗装工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令２.７.13 株式会社谷山工務店 
高槻市辻子二丁目８番８号 
谷山 久志 
大阪府知事許可（般－29）第70276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 成光興業 

柏原市片山町19番15号 
古田 保彦 
大阪府知事許可（般－１）第111277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 株式会社大博建設 
羽曳野市羽曳が丘西一丁目３番87号 
田中 博士 
大阪府知事許可（般－１）第142012号 

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、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２.７.14 クズハラ工業 
東大阪市喜里川町４番20号 
葛原 孝紀 
大阪府知事許可（般－30）第130603号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

同 株式会社アカツキ 

松原市天美北三丁目15番４号 
新井 愛子 
大阪府知事許可（般－29）第148022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、管工事業、
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 フナサコ塗装 
大阪市平野区喜連西六丁目１番25号 
舩迫 裕二 
大阪府知事許可（般－１）第132229号 

塗装工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.７.15 いずみ設備工業 

岸和田市小松里町2463 
泉本  充 
大阪府知事許可（般－29）第148395号 

管工事業に係る一般建設業の許可

の取消し 

同 

同 阪和電気通信株式会社 
大阪市浪速区桜川二丁目11番20号 
津村 正彦 
大阪府知事許可（般－29）第97366号 

電気工事業及び電気通信工事業に
係る一般建設業の許可の取消し 

同 

    

    



    

令２.７.16 久保電工 
大阪市東住吉区湯里五丁目19番23号 
久保 義孝 
大阪府知事許可（般－28）第136274号 

電気工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

同 ユタカ工務店 

東大阪市御厨一丁目１番10号 
西上 豊己 
大阪府知事許可（般－28）第145358号 

大工工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令２.７.17 アイワ産業株式会社 
大阪市西区西本町一丁目３番15号 
吉田 英喜 
大阪府知事許可（般－28）第103955号 

鉄筋工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

当該建設業者が消滅した旨
の届出があった。 

令２.７.20 株式会社小森工務店 

大阪市東淀川区豊里七丁目９番20号 
小森 正美 
大阪府知事許可（般－28）第126309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 ＥＮＩＳＨＩ 
羽曳野市羽曳が丘四丁目10番22号 
吉井  司 
大阪府知事許可（般－１）第151702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 長棟建設株式会社 
大阪市東住吉区田辺六丁目７番14号 
池田 八重子 
大阪府知事許可（特－30）第18760号 

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、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
事業及び解体工事業に係る特定建
設業の許可の取消し 

同 

同 有限会社アルム 
大阪市淀川区塚本四丁目１番４号 
松村 龍哉 
大阪府知事許可（般－29）第148775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 

同 益田工業 
大阪市淀川区木川東二丁目７番19号 
益田 久永 
大阪府知事許可（般－29）第148124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２.７.21 株式会社エムアールエス 

大阪市阿倍野区橋本町１番22号 
松島 龍太郎 
大阪府知事許可（般－28）第144822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 

当該建設業者が解散した旨

の届出があった。 

同 アサヒエンジニアリング株式会社 
大阪市此花区梅香三丁目24番９号 
清水 正博 
大阪府知事許可（般－31）第110973号 

土木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 一級建築士事務所正住 
和泉市室堂町96－１－309 
中嶋 正治 
大阪府知事許可（般－28）第145152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 

同 ジャパンマテリアル株式会社 
大阪市東住吉区今川一丁目５番22号 
森  由雄 
大阪府知事許可（般－30）第151092号 

同 同 

令２.７.22 畠山建装 
東大阪市若江北町三丁目14番18号 
畠山 和明 
大阪府知事許可（般－27）第144402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２.７.27 竹弘電工 
吹田市江坂町二丁目35番８号 
竹弘  清 
大阪府知事許可（般－28）第94679号 

電気工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

同 田淵電機株式会社 
大阪市淀川区田川二丁目８番７号 
小野 有理 

大阪府知事許可（般－29）第148165号 

同 同 

同 樋口タイル・ＥＸ 
八尾市福万寺町６－21－１ 
樋口 育男 
大阪府知事許可（般－30）第149885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２.７.28 永井塗装 
高槻市日吉台六番町56番29号 
永井 和夫 
大阪府知事許可（般－29）第85758号 

塗装工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.７.30 有限会社太子土木産業 

南河内郡太子町大字山田780番地の１ 
堀田 二郎 
大阪府知事許可（般－29・30）第118959号 

土木工事業、とび・土工工事業、舗

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 

同 タキモト工房 
箕面市船場西二丁目５番41号 
瀧本  哲 
大阪府知事許可（般－28）第116856号 

屋根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２.７.31 機設エンジニアリング株式会社 

摂津市鳥飼中二丁目７番11号 
森  滋春 
大阪府知事許可（般－27）第90827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 優テック 
大阪市住吉区杉本二丁目27番10号 
河内 清治郎 
大阪府知事許可（般－１）第111600号 

電気工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

 


