
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２.８.４ 川西技建工業有限会社 

豊中市中桜塚二丁目20番９号 
金山  一 
大阪府知事許可（般・特－29）第149046号 

造園工事業に係る一般建設業並び

に土木工事業、建築工事業、とび・
土工工事業、舗装工事業、しゆんせ
つ工事業、水道施設工事業及び解
体工事業に係る特定建設業の許可
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 株式会社セジュール清和 
泉南市中小路二丁目2647番地の２ 

藤井 清文 
大阪府知事許可（般－29）第119297号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.８.５ タカシマ 
八尾市曙川東８－69－５ 
高島 祥男 
大阪府知事許可（般－30）第140312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 株式会社ナガイ工務店 
泉南郡熊取町久保一丁目１番24号 
永井  肇 
大阪府知事許可（般－２）第98496号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.８.７ 大一電業株式会社 

八尾市本町四丁目７番13号 
早川 良三 
大阪府知事許可（般・特－28）第15324号 

消防施設工事業に係る一般建設業

並びに電気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 清水建装 
堺市中区辻之1171番地131 
清水 英明 
大阪府知事許可（般－30）第139393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。 

令２.８.11 株式会社阪南工務店 

泉南郡熊取町小垣内二丁目841番地の４ 
植囿 清美 
大阪府知事許可（般・特－30）第68593号 

管工事業に係る一般建設業並びに

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、塗装工事業、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 玉茂開産株式会社 

東大阪市御幸町１番１号 
飯干 貴代 
大阪府知事許可（般－29）第147474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２.８.12 はやと家 
高槻市芝生町二丁目61番16号の１ 
島田 速人 
大阪府知事許可（般－29）第138558号 

建具工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

    

    



    

同 大昂工業株式会社 
大阪市阿倍野区昭和町五丁目５番28号 
尾末 邦彦 
大阪府知事許可（般－29）第138461号 

管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 株式会社ＭＫハウス 

大阪市中央区南久宝寺町三丁目２－11 スワン大阪第３ビル
７Ｆ 
森田 勝利 
大阪府知事許可（般－30）第140916号 

建築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２.８.13 和志建設有限会社 
枚方市桜丘町40番１号 
山本 武志 
大阪府知事許可（般－28）第103023号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

同 塩谷興業 
松原市高見の里六丁目４番８号 
塩谷 惠子 
大阪府知事許可（般－30）第149711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 西岡工業株式会社 
守口市南寺方東通五丁目19番４号 
平尾 栄一 

大阪府知事許可（般－２）第153435号 

鉄筋工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.８.14 菱和建設 
大阪市西淀川区大和田２－３－11 
東  栄一 
大阪府知事許可（般－27）第135225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 

同 

    
    

    



    

令２.８.18 竹林設備 
東大阪市吉田本町２－３－17 
竹林 勝也 
大阪府知事許可（般－27）第144118号 

管工事業に係る一般建設業の許可
の取消し 

同 

令２.８.20 有限会社ヤマト電気工事 

守口市藤田町一丁目39－11 
河本 康高 
大阪府知事許可（般－28）第146956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。 

令２.８.21 福島住宅株式会社 
大阪市阿倍野区阪南町一丁目15番２号 
福島 敏夫 
大阪府知事許可（般－29）第39870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 岩﨑塗装店 

和泉市観音寺町538番地 
岩﨑 康高 
大阪府知事許可（般－29）第148205号 

塗装工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

同 清水工業 
高石市千代田六丁目３番14号 
清水 正勝 
大阪府知事許可（般－29）第148612号 

管工事業に係る一般建設業の許可
の取消し 

同 

同 ｉｔｔｏ 
松原市天美東１－87－１ 
石井 浩二 
大阪府知事許可（般－30）第150905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 

令２.８.24 株式会社綜建 
摂津市千里丘東四丁目17番９号 
武弘 英明 
大阪府知事許可（般－27）第66765号 

土木工事業及びとび・土工工事業
に係る一般建設業の許可の取消し 

当該建設業者が解散した旨
の届出があった。 



同 株式会社ヤマコン 
大阪市西淀川区大和田一丁目５番13号 
山本 朋生 
大阪府知事許可（般－29）第128756号 

管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 ＮＤ緑橋電業 
大阪市生野区長吉長原４－12－29 

赤木 恒太 
大阪府知事許可（般－29）第148669号 

電気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 

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２.８.25 泉北ホームサービス株式会社 
堺市中区深井中町613番地４ 
小野 英治 
大阪府知事許可（般－29）第149314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 

当該建設業者が解散した旨
の届出があった。 

令２.８.26 明和電機工業所 
岸和田市春木南浜町１－11 

西原 守明 
大阪府知事許可（般－29・30）第118561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 

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 中植工務店 
河内長野市本町18番３号 
中植  満 
大阪府知事許可（般－27）第81857号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.８.27 富本電工 

大阪市都島区都島本通三丁目16番７号 
富本 吉勇 
大阪府知事許可（般－27）第144200号 

電気工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

同 三井工業建材株式会社 
大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 
山口 貴司 
大阪府知事許可（般－27）第135155号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

    



    

同 株式会社喜働建設 
寝屋川市石津中町24番６号 
梁本 勝雄 
大阪府知事許可（般－28）第145165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
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２.８.31 ＡＮＥ建築 
吹田市千里山西６－62－Ｂ－914 
赤松 直樹 
大阪府知事許可（般－29）第148845号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

 


