
　公　　　　　告
　　　　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。

       平成29年3月8日

　１　　　届出のあった年月日、処分をした年月日、処分を受けた者の許可番号、商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者役職名、代表者氏名及び取り消した許可

届出のあった年月
日

処分をした年月日 許可番号 商号又は名称 主たる営業所の所在地 代表者役職名 代表者氏名
全部廃
業か一
部廃業
の別

取り消した許可

1 平成28年3月4日 平成28年3月11日 高知県知事許可（般－23）第4589号 片岡建築 高岡郡津野町赤木１１１ 代表者 片岡　豊 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

2 平成28年3月8日 平成28年3月11日 高知県知事許可（般・特－26）第4184号株式会社金沢建設 四万十市具同２７４９－１ 代表取締役 金沢　正一 全部

土木工事業、とび・土工工事業に関する特定建
設業許可、管工事業、鋼構造物工事業、舗装
工事業、造園工事業、水道施設工事業に関す
る一般建設業許可

3 平成28年2月17日 平成28年3月15日 高知県知事許可（般－27）第8268号 﨑山鉄筋 高岡郡中土佐町久礼６７８０－３ 代表者 﨑山　竜児 全部 鉄筋工事業に関する一般建設業許可
4 平成28年3月9日 平成28年3月15日 高知県知事許可（般－23）第6125号 有限会社吉本組 高知市布師田７７４ 代表取締役 吉本　俊夫 全部 土木工事業に関する一般建設業許可
5 平成28年3月10日 平成28年3月15日 高知県知事許可（般－27）第8890号 有限会社共誠工業 高知市一宮東町４－６－８ 代表取締役 福井　信男 全部 とび・土工工事業に関する一般建設業許可

6 平成28年3月14日 平成28年3月18日 高知県知事許可（般－23）第8999号 おおごしクレーン 四万十市具同５１３３ 代表者 野村　良尊 一部
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、水道施設工事業
に関する一般建設業許可

7 平成28年2月26日 平成28年3月22日 高知県知事許可（般－24）第6396号 有限会社不動建設工業所 幡多郡大月町姫ノ井１３０８ 代表取締役 石崎　栄一 全部
土木工事業、とび・土工工事業、管工事業、造
園工事業、水道施設工事業に関する一般建設
業許可

8 平成28年3月9日 平成28年3月22日 高知県知事許可（般－24）第9128号 辻工業 高知市小石木町１９８－１１グランドパレス１０３ 代表者 辻　隆行 全部 とび・土工工事業に関する一般建設業許可
9 平成28年3月16日 平成28年3月23日 高知県知事許可（般－26）第8796号 ヨシナガ設備 高知市一宮中町１－１４－５６ 代表者 岡林　義長 全部 管工事業に関する一般建設業許可

10 平成28年2月22日 平成28年3月23日 高知県知事許可（般－27）第80号 株式会社森本興業 吾川郡いの町波川１７３３－３ 代表取締役 森本　修久 一部 造園工事業に関する一般建設業許可

11 平成28年2月18日 平成28年4月2日 高知県知事許可（特－23）第3797号 長山建設株式会社 幡多郡大月町弘見１６０５－イ 代表取締役 長山　眸 一部
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、塗装工事業、防水
工事業、水道施設工事業に関する特定建設業

12 平成28年4月5日 平成28年4月5日 高知県知事許可（般－26）第9699号 有限会社ナカシロ建設 高知市鴨部１－１１－１－１１０１ 代表取締役 中城　常夫 全部 とび・土工工事業に関する一般建設業許可

13 平成28年3月25日 平成28年4月7日 高知県知事許可（特－23）第5400号 有限会社国沢組 高岡郡四万十町昭和４６３－５ 代表取締役 芝　正孝 一部
土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、
舗装工事業、水道施設工事業に関する特定建
設業許可

14 平成28年4月7日 平成28年4月15日 高知県知事許可（般－24）第8955号 有限会社ＡＥＦ 高知市仲田町７－６ 代表取締役 小川　喬介 一部 建築工事業に関する一般建設業許可
15 平成28年4月11日 平成28年4月15日 高知県知事許可（般－26）第1461号 第一商事株式会社 高知市南宝永町１１－２ 代表取締役 松村　勇次 一部 管工事業に関する一般建設業許可
16 平成28年3月23日 平成28年4月25日 高知県知事許可（般－25）第9243号 松下工業 香南市赤岡町２３３ 代表者 松下　典嗣 全部 とび・土工工事業に関する一般建設業許可
17 平成28年2月23日 平成28年4月25日 高知県知事許可（般－27）第6407号 松永組 高知市北秦泉寺６３６－３ 代表者 松永　高 全部 とび・土工工事業に関する一般建設業許可
18 平成28年4月14日 平成28年4月28日 高知県知事許可（般－25）第8716号 有限会社井上工務店 土佐市塚地７１９－１ 代表取締役 井上　大輔 一部 土木工事業に関する一般建設業許可
19 平成28年3月25日 平成28年4月28日 高知県知事許可（特－24）第904号 西本興業株式会社 室戸市佐喜浜町３６５２－５ 代表取締役 西本　啓純 一部 造園工事業に関する特定建設業許可

20 平成28年4月8日 平成28年5月9日 高知県知事許可（般－27）第4271号 大原組 土佐市家俊２０３０ 代表者 大原　典仁 全部
土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、
しゅんせつ工事業、水道施設工事業に関する一
般建設業許可

21 平成28年4月4日 平成28年5月13日 高知県知事許可（般－26）第708号 株式会社横山工業 吾川郡いの町西町１００ 代表取締役 横山　初恵 一部 管工事業に関する一般建設業許可

22 平成28年4月14日 平成28年5月13日 高知県知事許可（般－23）第5445号 五月建設 高知市大津乙１９２－１ 代表者 竹村　五月 全部
土木工事業、とび・土工工事業に関する一般建
設業許可

23 平成28年4月13日 平成28年5月20日 高知県知事許可（特－23）第548号 株式会社児玉組 宿毛市大深浦１３０－８ 代表取締役 児玉　徳尚 全部
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、しゅんせつ工事
業、水道施設工事業に関する特定建設業許可

24 平成28年4月5日 平成28年6月1日 高知県知事許可（特－23）第1373号 泉電機株式会社 高知市上町４－４－２５ 代表取締役 永野　功 全部 電気工事業に関する特定建設業許可

25 平成28年4月19日 平成28年6月7日 高知県知事許可（特－23）第554号 池本土木株式会社 南国市篠原１４０３ 代表取締役 池本　千恵美 全部
土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、
しゅんせつ工事業、水道施設工事業に関する特
定建設業許可

26 平成28年5月30日 平成28年6月7日 高知県知事許可（般－24）第7293号 有限会社藤義工務店 高知市神田６３５－５ 代表取締役 藤原　寿彦 全部
土木工事業、管工事業、水道施設工事業に関
する一般建設業許可

27 平成28年5月23日 平成28年6月21日 高知県知事許可（特－23）第9226号 大湊建設株式会社 南国市前浜７４１－１ 代表取締役 常徳　満子 全部
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、しゅんせつ工事
業、水道施設工事業に関する特定建設業許可

28 平成28年5月9日 平成28年6月27日 高知県知事許可（般－27）第2701号 高知加地シャッター 高知市薊野西町３－３６－１８ 代表者 矢野　勝彦 全部 建具工事業に関する一般建設業許可

29 平成28年5月19日 平成28年6月27日 高知県知事許可（特－23）第4748号 山崎工業有限会社 四万十市大用３７２－２ 代表取締役 山崎　千鶴 全部
土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業に
関する特定建設業許可

30 平成28年5月17日 平成28年6月28日 高知県知事許可（般－27）第5942号 西本建装 高知市槙山町９－１７ 代表者 西本　育夫 全部 建築工事業に関する一般建設業許可



届出のあった年月
日

処分をした年月日 許可番号 商号又は名称 主たる営業所の所在地 代表者役職名 代表者氏名
全部廃
業か一
部廃業
の別

取り消した許可

31 平成28年6月23日 平成28年7月3日 高知県知事許可（特－23）第3023号 株式会社森崎産業 須崎市多ノ郷甲３０６－２０ 代表取締役 森崎　治美 全部

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、しゅんせつ工事
業、塗装工事業、水道施設工事業に関する特
定建設業許可

32 平成28年6月7日 平成28年7月4日 高知県知事許可（般－23）第6088号 山﨑建築 高岡郡四万十町米奥シロハナ５４ 代表者 山﨑　益男 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

33 平成28年4月22日 平成28年7月4日 高知県知事許可（般－24）第6784号 有限会社西村建設 四万十市大用４４１ 代表取締役 西村　忠雄 全部

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、屋根工事業、タイ
ル・れんが・ブロック工事業、塗装工事業、内装
仕上工事業、建具工事業に関する一般建設業

34 平成28年5月24日 平成28年7月4日 高知県知事許可（般－24）第9531号 ＳＥＩＹＵ－建設 高知市長浜４０６３－５ 代表者 前田　政二 全部
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、しゅんせつ工事
業、水道施設工事業に関する一般建設業許可

35 平成28年6月15日 平成28年7月4日 高知県知事許可（般－23）第9505号 株式会社森本組 室戸市羽根町甲５７９ 代表取締役 森本　健造 全部 土木工事業に関する一般建設業許可
36 平成28年5月10日 平成28年7月4日 高知県知事許可（般－23）第4810号 有限会社井上組 安芸市井ノ口乙２２０２ 代表取締役 井上　啓二 全部 土木工事業に関する一般建設業許可

37 平成28年6月2日 平成28年7月4日 高知県知事許可（般－25）第9602号 有限会社織田建材 高岡郡越知町越知甲１８７４ 代表取締役 織田　好和 全部
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、塗装工事業、水
道施設工事業に関する一般建設業許可

38 平成28年6月20日 平成28年7月13日 高知県知事許可（般－24）第6287号 有限会社中央土木 長岡郡大豊町怒田２１３７ 代表取締役 大田　学 全部
土木工事業、とび・土工工事業、石工事業に関
する一般建設業許可

39 平成28年6月30日 平成28年7月13日 高知県知事許可（般－24）第9158号 アトリエ・ヒロ建築設計 土佐市蓮池２２６６－５ 代表者 片岡　宏彰 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

40 平成28年6月21日 平成28年7月13日 高知県知事許可（般－23）第7715号 山本造園 室戸市羽根町甲１７９１ 代表者 山本　皓弘 全部
土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、
造園工事業に関する一般建設業許可

41 平成28年7月7日 平成28年7月13日 高知県知事許可（般－24）第4010号 中脇建設有限会社 四万十市横瀬２０６３ 代表取締役 中脇　明彦 全部
土木工事業、とび・土工工事業、水道施設工事
業に関する一般建設業許可

42 平成28年6月23日 平成28年7月15日 高知県知事許可（般－24）第7247号 有限会社酒井設備 高知市大津乙１９０２－３４ 取締役 酒井　奉文 一部 水道施設工事業に関する一般建設業許可

43 平成28年7月15日 平成28年7月20日 高知県知事許可（般－27）第7507号 有限会社コマツテクノ 高知市新田町１５－２８ 代表取締役 小松　武宏 全部

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、しゅんせつ工事
業、塗装工事業、水道施設工事業に関する一
般建設業許可

44 平成28年6月20日 平成28年7月27日 高知県知事許可（般－27）第9826号 三協防水 高知市針木西１３０１－７ 代表者 土居内　一茂 全部
塗装工事業、防水工事業に関する一般建設業
許可

45 平成28年6月23日 平成28年7月27日 高知県知事許可（特－25）第6531号 株式会社建商 高知市長浜３１０９－３ 代表取締役 西森　義信 一部 電気工事業に関する特定建設業許可

46 平成28年7月1日 平成28年7月29日 高知県知事許可（般－23）第5525号 株式会社安芸開発商事 安芸市本町１－５－１ 代表取締役 宇田　卓志 全部
土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、舗
装工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業
に関する一般建設業許可

47 平成28年7月26日 平成28年8月2日 高知県知事許可（般－23）第7629号 Ｎ興業 高知市薊野３１５－１ 代表者 野中　賢一 全部 とび・土工工事業に関する一般建設業許可

48 平成28年7月13日 平成28年8月3日 高知県知事許可（般－26）第1285号 有限会社岡本建設 四万十市具同５３５０－１ 代表取締役 岡本　勉秀 全部
土木工事業、建築工事業、管工事業、舗装工
事業、造園工事業、水道施設工事業に関する
一般建設業許可

49 平成28年7月11日 平成28年8月3日 高知県知事許可（般・特－24）第1069号幡多土建株式会社 宿毛市小筑紫町小筑紫４９４－３ 代表取締役 名倉　周作 全部

造園工事業に関する一般建設業許可、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、しゅんせつ工事業、塗装
工事業、水道施設工事業に関する特定建設業

50 平成28年7月1日 平成28年8月5日 高知県知事許可（般－25）第9251号 山下組 安芸郡東洋町大字河内２９２ 代表者 山下　龍造 全部
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、しゅんせつ工事
業、水道施設工事業に関する一般建設業許可

51 平成28年8月1日 平成28年8月18日 高知県知事許可（般－27）第6922号 有限会社ヨコタ建設 南国市岡豊町蒲原４４０－３ 代表取締役 横田　昇造 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

52 平成28年7月28日 平成28年8月24日 高知県知事許可（般－28）第7587号 福田電気工事店 四万十市安並２５１５－１ 代表者 福田　尚之 全部
電気工事業、電気通信工事業に関する一般建
設業許可

53 平成28年8月5日 平成28年8月24日 高知県知事許可（般－24）第3917号 久岡吹付塗装 高知市西塚ノ原１８２ 代表者 久岡　正道 全部 塗装工事業に関する一般建設業許可
54 平成28年8月8日 平成28年8月25日 高知県知事許可（般－27）第7375号 有限会社伊井鉄筋工業 安芸市井ノ口甲１１６１－１０ 代表取締役 伊井　誠一 全部 鉄筋工事業に関する一般建設業許可

55 平成28年8月9日 平成28年8月30日 高知県知事許可（般－23）第9007号 株式会社西宮産業 高知市一宮中町１－１－１１ 代表取締役 宮田　稔久 一部
土木工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗
装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、水
道施設工事業に関する一般建設業許可

56 平成28年8月24日 平成28年8月30日 高知県知事許可（般－24）第6741号 旭電業有限会社 高知市北本町４－３－２５ 代表取締役 山中　弘志 全部 電気工事業に関する一般建設業許可
57 平成28年8月15日 平成28年8月31日 高知県知事許可（般－24）第4141号 江口工務店 四万十市鍋島１１６７ 代表者 江口　隆人 全部 建築工事業に関する一般建設業許可
58 平成28年7月29日 平成28年9月5日 高知県知事許可（般－23）第7729号 白圡建築工房 高知市大膳町６８ 代表者 白土　圭志 全部 建築工事業に関する一般建設業許可
59 平成28年9月1日 平成28年9月6日 高知県知事許可（般－23）第3524号 山﨑建具店 須崎市青木町３－１２ 代表者 山﨑　哲彦 全部 建具工事業に関する一般建設業許可
60 平成28年8月12日 平成28年9月13日 高知県知事許可（般－26）第1418号 株式会社タカラ塗装 高知市南川添４－５ 代表取締役 石本　憲史郎 一部 防水工事業に関する一般建設業許可



届出のあった年月
日

処分をした年月日 許可番号 商号又は名称 主たる営業所の所在地 代表者役職名 代表者氏名
全部廃
業か一
部廃業
の別

取り消した許可

61 平成28年9月2日 平成28年9月14日 高知県知事許可（般－25）第9227号 藤塗装 高知市鴨部１－２０－６２－４ 代表者 近藤　剛一 全部
塗装工事業、防水工事業に関する一般建設業
許可

62 平成28年9月7日 平成28年9月26日 高知県知事許可（般－27）第6949号 有限会社ヤマシタ工業 宿毛市幸町３－１ 代表取締役 山下　英作 一部 建具工事業に関する一般建設業許可

63 平成28年9月5日 平成28年9月29日 高知県知事許可（般－24）第9555号 ハウジング技建 高知市七ツ淵１３９－５３ 代表者 下元　勝 全部
建築工事業、大工工事業、内装仕上工事業、
建具工事業に関する一般建設業許可

64 平成28年9月20日 平成28年9月30日 高知県知事許可（般－27）第7005号 株式会社南電舎 高知市鴨部１－１４－１ 代表取締役 濵田　則和 一部 電気工事業に関する一般建設業許可

65 平成28年9月30日 平成28年10月5日 高知県知事許可（般－25）第9192号 有限会社タイカハウジング 高知市七ツ淵１３９－５０ 代表取締役 中野　路大 全部
建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイ
ル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、
内装仕上工事業に関する一般建設業許可

66 平成28年10月3日 平成28年10月6日 高知県知事許可（般－23）第8402号 株式会社外装 高知市大津乙１７６５－３ 代表取締役 川端　卓司 一部

左官工事業、石工事業、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、熱絶縁工事業に関する一
般建設業許可

67 平成28年9月26日 平成28年10月18日 高知県知事許可（般－24）第6214号 有限会社渡辺土木 四万十市具同８４２７－２ 代表取締役 渡辺　史則 全部
土木工事業、とび・土工工事業、管工事業、舗
装工事業、造園工事業に関する一般建設業許

68 平成28年11月1日 平成28年11月21日 高知県知事許可（般－24）第9551号 飛翔建工 須崎市妙見町１１－２９ 代表者 吉村　英俊 全部
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、しゅんせつ工事
業、水道施設工事業に関する一般建設業許可

69 平成28年10月31日 平成28年11月21日 高知県知事許可（般－25）第7461号 有限会社豊国工業 南国市十市３３３ 代表取締役 森国　豊 一部 管工事業に関する一般建設業許可

70 平成28年11月25日 平成28年11月29日 高知県知事許可（般・特－23）第7706号株式会社信成建設 高知市朝倉乙６１３ 代表取締役 尾﨑　眞子 全部

管工事業、造園工事業に関する一般建設業許
可、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、しゅんせつ工事
業、塗装工事業、水道施設工事業に関する特
定建設業許可

71 平成28年11月7日 平成28年12月5日 高知県知事許可（特－27）第3076号 栄宝生建設株式会社 高知市塚ノ原３５２ 代表取締役 山中　洋司 一部 管工事業に関する特定建設業許可

72 平成28年11月1日 平成28年12月8日 高知県知事許可（特－28）第6267号 有限会社谷一組 高岡郡中土佐町久礼５３１５ 代表取締役 谷脇　和彦 全部

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、しゅんせつ工事
業、塗装工事業、水道施設工事業、解体工事
業に関する特定建設業許可

73 平成28年12月8日 平成28年12月13日 高知県知事許可（特－23）第7720号 株式会社大山建設 高知市仁井田２２３６－８ 代表取締役 大山　光一 全部

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、しゅんせつ工事
業、造園工事業、水道施設工事業に関する特
定建設業許可

74 平成28年11月10日 平成28年12月13日 高知県知事許可（般－25）第8673号 株式会社弘田 高知市城山町２１４コウエイハイツ城山３０５ 代表取締役 弘田　一敏 一部

建築工事業、大工工事業、左官工事業、屋根
工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工
事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事
業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工
事業、建具工事業に関する一般建設業許可

75 平成28年11月29日 平成28年12月27日 高知県知事許可（般－23）第6145号 中島建設 安芸郡馬路村馬路３７６７－１ 代表者 中島　初 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

76 平成28年12月5日 平成28年12月27日 高知県知事許可（特－24）第5235号 中勝建設株式会社 高知市葛島４－５－１４ 代表取締役 中野　留美子 一部
土木工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、
水道施設工事業に関する特定建設業許可

77 平成28年11月16日 平成29年1月6日 高知県知事許可（般－27）第8314号 株式会社龍建設 高知市高見町１９２－２２ 代表取締役 高松　直徳 一部
左官工事業、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、建具工事業に関する一般建設業許可

78 平成28年11月29日 平成29年1月13日 高知県知事許可（特－23）第785号 沢良木建設株式会社 幡多郡三原村来栖野３８７ 代表取締役 沢良木　基希 一部 土木工事業に関する特定建設業許可

79 平成28年12月22日 平成29年1月13日 高知県知事許可（般－23）第9500号 有限会社田内工務店 高知市朝倉甲６５－１５ 取締役 田内　雄二 一部

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・ブロッ
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
事業に関する一般建設業許可

80 平成28年12月26日 平成29年1月16日 高知県知事許可（般－23）第7174号 コバシ防水 四万十市具同５２７９－３ 代表者 池上　正人 全部 防水工事業に関する一般建設業許可
81 平成28年12月20日 平成29年2月7日 高知県知事許可（特－23）第8174号 株式会社トラスト建設 高知市洞ケ島町７－１５ 代表取締役 小松　信利 一部 とび・土工工事業に関する特定建設業許可
82 平成29年1月24日 平成29年2月9日 高知県知事許可（特－26）第1698号 南国建設株式会社 南国市十市３１４９ 代表取締役 鍋島　理恵 一部 建築工事業に関する特定建設業許可
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83 平成29年1月20日 平成29年2月16日 高知県知事許可（般－24）第9073号 清水建築 高知市中秦泉寺４９２－６ 代表者 清水　美秀 全部

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・ブロック工事業、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、建具工事業に関する一般建設業許可

84 平成29年2月3日 平成29年2月17日 高知県知事許可（般－27）第7460号 浦戸工業 高知市春野町西分４６７－１ 代表者 赤沢　祥孝 全部
屋根工事業、板金工事業に関する一般建設業
許可

85 平成29年2月6日 平成29年2月17日 高知県知事許可（般－23）第7210号 有限会社かわうち 吾川郡いの町天王北１－６－６ 代表取締役 木邑　孝説 全部 左官工事業に関する一般建設業許可
86 平成29年1月31日 平成29年2月17日 高知県知事許可（般－25）第8706号 西尾電工 安芸郡田野町２５６－１６ 代表者 西尾　昭一 全部 電気工事業に関する一般建設業許可

２　　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
３　　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。


