
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 小川塗装 

八尾市宮町二丁目６番２号 
小川  潔 
大阪府知事許可（般－28）第146800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 おおた工務店 
寝屋川市楠根南町１番14号 
太田 博司 
大阪府知事許可（般－29）第147547号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

同 相愛ホーロー株式会社 
吹田市江の木町29番８号 
尾形 理一 
大阪府知事許可（般－27）第47766号 

管工事業に係る一般建設業の許可
の取消し 

同 

令２.９.３ 株式会社レオシート 
大阪市生野区巽南二丁目６番12号 
有竹 由希 
大阪府知事許可（般－30）第149876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 アルファブロス株式会社 
大阪市天王寺区大道１－７－13－９Ｆ 
清水 光志 
大阪府知事許可（般－１）第151896号 

土木工事業、とび・土工工事業、石
工事業、電気工事業、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 株式会社阪急アドエージェンシー 
大阪市北区芝田一丁目４番８号 
三宅 良明 
大阪府知事許可（般－28）第117144号 

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 アルファテック 
大阪市淀川区新高二丁目17番15号 
上原 正巳 
大阪府知事許可（般－28）第146147号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.９.４ 石川建築設計事務所 
大阪市中央区内本町１－２－13 谷四ばんらいビル９階 
石川 浩二 
大阪府知事許可（般－30）第150788号 

同 同 

同 赤塚鉄筋工業所 
堺市堺区北田出井町２－２－58 
赤塚 昭人 

大阪府知事許可（般－27）第66464号 

鉄筋工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.９.７ 西森電気工業株式会社 
高槻市宮田町三丁目52番１号 
西森 一男 
大阪府知事許可（般－29）第36702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２.９.８ 株式会社美・フォルム 
大阪市東住吉区田辺一丁目８番１号 
片岡 美智子 
大阪府知事許可（般－29）第128482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。 

令２.９.９ ケンシン電気設備 

枚方市星丘１－12－２ 
川口 大輔 
大阪府知事許可（般－１）第152324号 

電気工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令２.９.10 株式会社ビルトラスト 
大阪市西区阿波座一丁目３番19号 
枝元  豊 
大阪府知事許可（般－29）第148087号 

同 同 

同 清光建設株式会社 

八尾市山本町四丁目４番４号 
清原 昌弘 
大阪府知事許可（般－29）第108087号 

建築工事業に係る一般建設業の許

可の取消し 

同 

令２.９.11 株式会社ワールドリフォーム 
大阪市阿倍野区旭町一丁目２番７号 あべのメディックス５
Ｆ 
平田  勝 

大阪府知事許可（特－30）第151015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 英星土木工業 
貝塚市鳥羽118番地１ 
西  英樹 
大阪府知事許可（般－27・29）第144315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 

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 森園塗装 
寝屋川市御幸東町13番10号 
森園 賢一 
大阪府知事許可（般－28）第137133号 

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ＫＯＴＯＢＵＫＩ 
大阪市西区本田一丁目６番27号 
奥村 隆司 
大阪府知事許可（般－29）第147905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、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 

令２.９.14 株式会社大井興業 
堺市西区北条町一丁８番16号 
大井 恭一 
大阪府知事許可（般－29）第96209号 

土木工事業、建築工事業、とび・土
工工事業、塗装工事業及び水道施
設工事業に係る一般建設業の許可
の取消し 

当該建設業者が解散した旨
の届出があった。 

同 株式会社中村工業 

摂津市正雀本町一丁目36番21号 
中村 一夫 
大阪府知事許可（特－28）第36474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
及び水道施設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 平和住建株式会社 
茨木市真砂一丁目２番８号 
岩竹 大輔 
大阪府知事許可（般－29）第119499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２.９.15 有限会社タバタ住建 
枚方市楠葉花園町３番15号 
田畑 興人 
大阪府知事許可（般－28）第104273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 

当該建設業者が解散した旨
の届出があった。 

同 株式会社ショービ建設 
羽曳野市野627番地 
大西 正美 
大阪府知事許可（般－27）第100709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 株式会社無限コーポレーション 
堺市北区野遠町382番地１ 
大野 隆志 

大阪府知事許可（般－27・28）第98901号 

土木工事業、建築工事業、とび・土
工工事業、舗装工事業及び解体工
事業に係る一般建設業の許可の取

消し 

同 

    
    
    
    
    
    
    

    



    

同 株式会社盛光建設 
大阪市東成区深江北一丁目16番２号 
盛岡  徹 
大阪府知事許可（般－30）第151231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一般建
設業の許可の取消し 

同 

令２.９.16 眞鍋工業株式会社 
枚方市長尾谷町一丁目105番地の30 
眞鍋 貴弘 
大阪府知事許可（般－28）第145074号 

鋼構造物工事業に係る一般建設業
の許可の取消し 

当該建設業者が解散した旨
の届出があった。 

令２.９.17 大谷美装 
交野市倉治三丁目27－12 
大谷 英妙 
大阪府知事許可（般－29）第138786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２.９.18 Ｉｚｕｍｉ建装 
八尾市光南町二丁目４番38号 
和泉 武司 

大阪府知事許可（般－30・１）第150907号 

大工工事業、タイル・れんが・ブロ
ツク工事業、板金工事業、ガラス工
事業、塗装工事業、内装仕上工事業

及び建具工事業に係る一般建設業
の許可の取消し 

同 

同 イーストクオリティ株式会社 
大阪市北区中津３－29－15－Ｂ 
山中 龍芳 
大阪府知事許可（般－29）第147416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２.９.24 昭和建具株式会社 
東大阪市高井田本通七丁目１番10号 
川内 一晃 
大阪府知事許可（般－28）第31799号 

建具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 川口装飾 

大阪市東住吉区鷹合四丁目20番８号 
川口 尚人 
大阪府知事許可（般－28）第145900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。 

同 吉岡塗装 
大阪市平野区長吉長原三丁目７番７号 
吉岡  聖 
大阪府知事許可（般－28）第146368号 

塗装工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

同 株式会社アップハウジング 

大阪市淀川区三津屋中三丁目11番21号 ロイヤルリゾートグ
ラジア１階 
小川 泰毅 
大阪府知事許可（般－30）第140103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 

令２.９.28 有限会社国土都市開発 
羽曳野市向野一丁目６番２号 
風呂谷 貴之 

大阪府知事許可（般－30）第131453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２.９.29 株式会社Ｍ・Ｏ・Ｋ技研 
和泉市府中町四丁目792番地10 
黒川 勇登 
大阪府知事許可（般－30）第140132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 ＩＭＡＧＥ ＷＯＲＫＳ 
堺市南区三原台３－37－４ 
原田 邦彦 
大阪府知事許可（般－30）第150531号 

電気工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

令２.９.30 Ｍ企画 

大阪市西淀川区御幣島三丁目14番18－905号 
牧野  大 
大阪府知事許可（般－27）第144643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 安中工務店 
門真市南野口町７番５号 
安中 俊裕 
大阪府知事許可（般－１）第79378号 

建築工事業に係る一般建設業の許
可の取消し 

同 

 


