
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３年１月20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２.９.１ 株式会社千早銘木 

南河内郡千早赤阪村大字中津原462番地 
南本  斎 
大阪府知事許可（般－28）第137435号 

鋼構造物工事業に係る一般建設業

の許可の取消し 

当該建設業者が許可を受け

た一部の業種の建設業を廃
止した旨の届出があった。 

令２.９.２ 株式会社メディオ 
東大阪市今米二丁目７番６号 
松岡  修 
大阪府知事許可（般－27）第115245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 有限会社髙紀三業 
羽曳野市羽曳が丘西五丁目５番20号 
藤田 正一 
大阪府知事許可（般－２）第114059号 

土木工事業、建築工事業、とび・土
工工事業、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２.９.４ 株式会社アレグリア 
大阪市中央区北久宝寺町四丁目２番12号 
吉住 真稔 

大阪府知事許可（般－27）第143990号 

土木工事業、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２.９.７ 株式会社小林商事 
大阪市西区新町一丁目32番16号 
南野 真治 
大阪府知事許可（般－２）第142720号 

管工事業に係る一般建設業の許可
の取消し 

同 

令２.９.８ 大阪建設株式会社 
大阪市城東区関目五丁目５番13号－301 

寺﨑 悦子 
大阪府知事許可（般－27）第90648号 

土木工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.９.９ 株式会社金政 
豊中市名神口一丁目14番６号 
金田 アキ子 
大阪府知事許可（般－30）第150766号 

石工事業、鋼構造物工事業、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２.９.10 株式会社三誠社 
大東市中垣内六丁目１番26号 

樋口 洋平 
大阪府知事許可（般－31）第78059号 

建築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２.９.15 咸宜建設株式会社 
大阪市東住吉区公園南矢田二丁目５番23号 
宮本  步 
大阪府知事許可（般－27）第115495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 

同 株式会社ＬＵＣＫＥＬ 

大阪市住之江区御崎四丁目１番１号 
川内 篤志 
大阪府知事許可（般－１）第150093号 

防水工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令２.９.16 株式会社オクダ大阪 
大阪市中央区難波二丁目３番11号 ナンバ八千代ビル５Ｆ 
奥田 隆英 
大阪府知事許可（特－１）第138651号 

左官工事業、鉄筋工事業、板金工事
業、ガラス工事業、防水工事業、熱
絶縁工事業及び建具工事業に係る
特定建設業の許可の取消し 

同 

    



    

令２.９.17 有限会社大正鉄筋工業 
大阪市大正区南恩加島六丁目12番２号 
仲村渠 久也 
大阪府知事許可（般－30）第121130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 株式会社エスアールケイ 

大阪市平野区加美北六丁目17番２号 
川村  登 
大阪府知事許可（般－２）第153512号 

電気工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令２.９.18 株式会社ユキプライム 
大阪市北区中津三丁目35番23号 
林  幸宏 
大阪府知事許可（般－29）第138633号 

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 

同 株式会社タマイ 

大阪市大正区三軒家東一丁目18番５号 
玉井  平 
大阪府知事許可（般－30）第73832号 

管工事業に係る一般建設業の許可

の取消し 

同 

同 一本松物流株式会社 
大阪市此花区西九条一丁目27番12号 
一本松 剛 
大阪府知事許可（般－29）第114970号 

同 同 

同 常繁土木工業有限会社 
堺市南区槇塚台三丁23番８号 
宮内 路子 
大阪府知事許可（般－29）第101393号 

塗装工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.９.23 株式会社構造総合技術研究所 
東大阪市長田東三丁目２番27号 
大久保 員良 
大阪府知事許可（般－28）第86322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 株式会社ＴＳＵＪＩＹＯＳＨＩコーポレーション 
泉南郡熊取町七山東923番地の４ 
井上 愛子 
大阪府知事許可（般－28）第145670号 

管工事業に係る一般建設業の許可
の取消し 

同 

令２.９.24 ＫＢ－１株式会社 
大阪市平野区平野元町２番20号 

丸茂 泰勲 
大阪府知事許可（般－２）第143061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 株式会社サンヨー 
大阪市住之江区北加賀屋五丁目４番67号 
森  猛士 
大阪府知事許可（般－28）第127860号 

鋼構造物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 

令２.９.25 長岡建設株式会社 
富田林市若松町西一丁目1888番地の１ 

久保 健次 
大阪府知事許可（般－28）第41485号 

管工事業に係る一般建設業の許可
の取消し 

同 

同 永晃産業株式会社 
泉佐野市上瓦屋585番地 
亀井 順子 
大阪府知事許可（般－30）第83368号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.９.28 株式会社清和建設 

大阪市東住吉区桑津一丁目９番14号－104 
竹村 龍巳 
大阪府知事許可（特－１）第123019号 

造園工事業に係る特定建設業の許

可の取消し 

同 

同 株式会社水研 
大阪市東住吉区鷹合三丁目17番27号 
眞鍋 智彦 
大阪府知事許可（般－30）第129675号 

建築工事業、大工工事業、屋根工事
業、電気工事業、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 



同 富士技研興業株式会社 
大阪市中央区本町二丁目３番６号 ビジネスビル３Ｆ 
谷本 敦夫 
大阪府知事許可（般－29）第5108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 

同 株式会社アート広業 
豊中市勝部一丁目９番27号 

眞鍋 安則 
大阪府知事許可（般－28）第47808号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

同 株式会社こころ建築工房 
堺市堺区向陵中町三丁４番24号 
中澤 秀紀 
大阪府知事許可（特－１）第150277号 

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 株式会社天祐 
門真市三ツ島六丁目11番３号 
森川 昌生 
大阪府知事許可（般－30）第150791号 

解体工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.９.29 由井興業株式会社 
守口市大日東町33－10 
由井 孝征 
大阪府知事許可（般－30）第140900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、熱絶
縁工事業、建具工事業及び解体工
事業に係る一般建設業の許可の取

消し 

同 



令２.９.30 有限会社京英建設 
大阪市生野区巽南四丁目７番20号 
中村 理絵 
大阪府知事許可（般－28）第126489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 株式会社北千里ガスセンター 
吹田市古江台四丁目１番地 

髙井 敦夫 
大阪府知事許可（特－２）第96020号 

管工事業に係る特定建設業の許可
の取消し 

同 

 


