
　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。

       令和2年4月1日

　１　　　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、代表者氏名及び取り消した許可

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 代表者氏名
全部廃業
か一部廃
業の別

取り消した許可

1 平成31年 4月 2日 高知県知事許可（般－30）第8612号 （有）朝倉工業 高知県高知市朝倉甲５７１−６ 川﨑　健治 一部
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

2 平成31年 4月 5日 高知県知事許可（般－30）第9598号 （株）ＩＴＳ総合建設センター 高知県高知市介良甲９８１−２ 田所　成實 一部
とび・土工工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業に関する一般建設業
許可

3 平成31年 4月16日 高知県知事許可（般－28）第3518号 （株）菱機商会 高知県四万十市古津賀字北大畑３６６３−３ 菊地　眞奈美 全部 管工事業に関する一般建設業許可

4 平成31年 4月17日 高知県知事許可（般－27）第2017号 中野建設 高知県高岡郡四万十町地吉１１７ 中野　晴喜 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

5 平成31年 4月23日 高知県知事許可（般－29）第9569号 第一電器イー・エル・エス（株） 高知県高知市介良乙１０６０−９ 小笠原　章夫 全部 電気工事業に関する一般建設業許可

6 平成31年 4月23日 高知県知事許可（特－30）第10121号 （株）ネオワールド 高知県高知市堺町５－２ 細木　清 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、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

7 令和元年 5月10日 高知県知事許可（般－26）第8148号 （有）四国住宅センター 高知県高知市高埇９−１４ 芝﨑　諭 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

8 令和元年 5月13日 高知県知事許可（般－29）第3800号 （株）スギヤマ 高知県高知市針木東町２４−４ 横田　篤 全部
土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、水道施設工事業に関する
一般建設業許可

9 令和元年 5月17日 高知県知事許可（般－27）第8915号 植田住宅設備 高知県高岡郡津野町白石甲１５６２−１ 植田　稔之 全部 管工事業、水道施設工事業に関する一般建設業許可

10 令和元年 5月23日 高知県知事許可（般－29）第8495号 宇賀工業 高知県高知市秦南町２−２７−３１ 宇賀　敏幸 全部 とび・土工工事業、解体工事業に関する一般建設業許可

11 令和元年 5月23日 高知県知事許可（般－26）第8821号 高知ライナ 高知県高知市神田１５１８−７ 大﨑　孔 全部
土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、塗装工事業に関する一般
建設業許可

12 令和元年 5月28日 高知県知事許可（般－26）第8117号 （株）足達工業 高知県香南市夜須町手結山１６３５−８ 足達　大介 一部
板金工事業、ガラス工事業、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

13 令和元年6月3日 高知県知事許可（特－30）第10121号 （株）ネオワールド 高知県高知市堺町５－２ 細木　清 全部

建築工事業、大工工事業、左官工事業、屋根工事業、
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、解体
工事業に関する特定建設業許可

14 令和元年6月4日 高知県知事許可（般－26）第8788号 井上建築 高知県安芸市井ノ口乙２２５９ 井上　利和 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

15 令和元年6月12日 高知県知事許可（般－26）第8068号 （有）谷山アルミ工芸 高知県香南市野市町西野１４９５ 谷山　暁男 全部 建具工事業に関する一般建設業許可

16 令和元年6月12日 高知県知事許可（特－28）第9957号 （株）山沖建設 高知県四万十市楠島１０３３ 山沖　淑子 全部 建築工事業、とび・土工工事業に関する特定建設業許可

17 令和元年6月17日 高知県知事許可（般－27）第8324号 （有）西村設備 高知県高知市介良丙１３３１−５ 西村　泰夫 全部 管工事業に関する一般建設業許可

18 令和元年6月19日 高知県知事許可（般－26）第1361号 北村商事（株） 高知県高知市仁井田４６０６－２ 高橋　和敬 一部 機械器具設置工事業に関する一般建設業許可

19 令和元年6月20日 高知県知事許可（特－27）第6514号 （株）大洋水工 高知県須崎市緑町７－１２ 寺田　寛一郎 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特定建設業許可

20 令和元年6月27日 高知県知事許可（般－27）第4457号 森塗装店 高知県四万十市古津賀３４５２－２２ 森　俊一 全部 塗装工事業、防水工事業に関する一般建設業許可

21 令和元年6月27日 高知県知事許可（般－28）第9934号 （株）奏建 高知県高知市桟橋通１−８−１９　ＮＨＩ１０１ 矢野　義博 全部 建築工事業、解体工事業に関する一般建設業許可

22 令和元年6月28日 高知県知事許可（般－28）第3335号 杉本商会（有） 高知県高知市南万々７２－４ 杉本　一樹 一部 建築工事業に関する一般建設業許可

23 令和元年6月28日 高知県知事許可（般－26）第9285号 （株）高知シンケン 高知県高知市萩町１－７－２１ 坂元　浩 一部
大工工事業、左官工事業、石工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、
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

24 令和元年7月3日 高知県知事許可（般－26）第8761号 野村建築 高知県土佐市岩戸８８４ 野村　祥正 一部
大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、内装仕上工
事業に関する一般建設業許可

25 令和元年7月4日 高知県知事許可（般－30）第9247号 沢部産業（有） 高知県高知市長浜４２５２－１１ 澤部　誓一 一部
建築工事業、大工工事業、屋根工事業、管工事業、タイル・れんが・ブ
ロック工事業、内装仕上工事業に関する一般建設業許可

26 令和元年7月5日 高知県知事許可（般－27）第9444号 瀧口防水 高知県高知市介良乙３２５７−１ 瀧口　彰太郎 全部 防水工事業に関する一般建設業許可

27 令和元年7月8日 高知県知事許可（般－28）第3939号 （有）山尾建設 高知県高岡郡中土佐町久礼５１９５ 山中　泰助 一部
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、内装仕上工事業に関する一般建設業許可

28 令和元年7月12日 高知県知事許可（般－28）第9474号 （株）ジンセイ 高知県高知市福井町１９０４－１  山岡　裕幸 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
する一般建設業許可

29 令和元年7月19日 高知県知事許可（般－28）第9975号 （株）ヨコヤマ 高知県高知市前里３３５－１２ 横山　慎二 一部 塗装工事業に関する一般建設業許可



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 代表者氏名
全部廃業
か一部廃
業の別

取り消した許可

30 令和元年7月19日 高知県知事許可（般・特－29）第9119号 イーアンドイー（株） 高知県高知市中の島２－７５ 日和﨑　守 全部

建築工事業、大工工事業、左官工事業、石工事業、屋根工事業、タイ
ル・れんが・ブロック工事業、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、建具工事業に関する一般建設業許可
電気工事業に関する特定建設業許可

31 令和元年7月19日 高知県知事許可（般－28）第7583号 （有）ヤナギハラ工芸 高知県南国市稲生１１４０−１ 栁原　克行 全部 建具工事業に関する一般建設業許可

32 令和元年7月24日 高知県知事許可（般－29）第10088号 オカザキ工業 高知県高知市春野町秋山１４７０ 岡崎　春幸 全部 内装仕上工事業に関する一般建設業許可

33 令和元年8月7日 高知県知事許可（般－28）第2463号 （有）松本建設 高知県高岡郡四万十町土居６６ 松本　幸一 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

34 令和元年8月8日 高知県知事許可（般－27）第2006号 （株）一の宮建設 高知県高知市布師田字石渕古川３２９１ 新田　優司 一部

土木工事業、建築工事業、左官工事業、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、、舗装工事
業、しゅんせつ工事業、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
業に関する一般建設業許可

35 令和元年8月9日 高知県知事許可（般－29）第10027号 矢野設備 高知県香美市土佐山田町楠目９３３−１１ 竹村　崇 全部 管工事業に関する一般建設業許可

36 令和元年8月14日 高知県知事許可（特－28）第3387号 竹村建設（株） 高知県土佐清水市大岐８８６－３９ 竹村　亮 一部 造園工事業に関する特定建設業許可

37 令和元年8月22日 高知県知事許可（般－28）第4621号 竹中室内装飾 高知県宿毛市宿毛５３８６−５１ 竹中　千剛 全部 内装仕上工事業に関する一般建設業許可

38 令和元年8月27日 高知県知事許可（般－28）第2471号 ヨシイ電気 高知県南国市大埇乙１５２３ 吉井　義徳 全部 電気工事業に関する一般建設業許可

39 令和元年9月4日 高知県知事許可（般－27）第9851号 トサ・コンストラクション・コーポレーション 高知県南国市三畠５９９－６ 𠮷村　章 全部 土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業に関する一般建設業許可

40 令和元年9月5日 高知県知事許可（般－28）第3023号 （株）森崎産業 高知県須崎市多ノ郷甲３０６－２０ 森﨑　治美 一部 塗装工事業に関する一般建設業許可

41 令和元年9月5日 高知県知事許可（般－28）第9967号 グローバルカンパニー 高知県高知市中須賀町７－１ 松岡　史紘 全部 とび・土工工事業に関する一般建設業許可

42 令和元年9月19日 高知県知事許可（般－26）第4044号 （有）谷脇組 高知県高岡郡中土佐町久礼５３４９−１ 谷脇　巌 一部 建築工事業に関する一般建設業許可

43 令和元年9月20日 高知県知事許可（般－27）第8924号 （有）金岡電気 高知県高知市介良３２８ 金岡　通弘 全部 電気工事業に関する一般建設業許可

44 令和元年10月3日 高知県知事許可（般－29）第9542号 (株)ハウスデポ向陽 高知県高知市桟橋通６－９－２ 谷　弓子 全部
建築工事業、大工工事業、屋根工事業、管工事業、タイル・れんが・ブ
ロック工事業、内装仕上工事業に関する一般建設業許可

45 令和元年10月15日 高知県知事許可（般－27）第9758号 ヤブナカ保温 高知県高知市神田２２８３－４４リンデンハイツ１ 薮中　隆一 全部 熱絶縁工事業に関する一般建設業許可

46 令和元年10月28日 高知県知事許可（般－27）第5367号 （有）大石電機 高知県高知市瀬戸東町３－１０７ 大石　典明 全部 電気工事業に関する一般建設業許可

47 令和元年11月1日 高知県知事許可（般－26）第8124号 小島建築 高知県四万十市古津賀１８１７－１ 小島　一男 一部
土木工事業、とび・土工工事業、塗装工事業、水道施設工事業に関する
一般建設業許可

48 令和元年11月14日 高知県知事許可（般－28）第6703号 （株）創美建装 高知県高岡郡越知町越知乙１０１−５ 小田　良幸 全部 内装仕上工事業、建具工事業に関する一般建設業許可

49 令和元年11月18日 高知県知事許可（般－28）第7633号 (有)リフレ工業 高知県高知市朝倉丙２３９－６ 中東　一夫 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、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、舗装工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱
絶縁工事業、水道施設工事業に関する一般建設業許可

50 令和元年11月21日 高知県知事許可（般－28）第7149号 （有）福永建設 高知県香美市土佐山田町小田島２７１ 福永　義治 一部 建築工事業、造園工事業に関する一般建設業許可

51 令和元年11月22日 高知県知事許可（般－27）第9822号 （株）藤原建設 高知県高岡郡越知町越知甲８２６－３ 藤原　智 一部 塗装工事業に関する一般建設業許可

52 令和元年11月22日 高知県知事許可（特－26）第2556号 石崎建設(株) 高知県宿毛市平田町戸内２３１０ 石崎　順 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、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

53 令和元年11月21日 高知県知事許可（般－30）第9637号 城南道路工業 高知県高知市神田９２０－２１　ＹＭビル３Ｆ 山岡　稔和 全部 土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業に関する一般建設業許可

54 令和元年11月21日 高知県知事許可（般－27）第8276号 （有）井ノ岬環境センター 高知県幡多郡黒潮町灘９１０－３ 岡村　淳一 一部 造園工事業に関する一般建設業許可

55 令和元年11月28日 高知県知事許可（般－30）第10106号 川竹住宅サービス 高知県安芸市井ノ口乙２５１９－７ 川竹　貞二 全部
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

56 令和元年11月28日 高知県知事許可（般－27）第6493号 （有）高広工業 高知県高知市大津乙４１１－１ 高橋　広介 一部
左官工事業、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

57 令和元年12月3日 高知県知事許可（般－28）第9489号 （株）山神 高知県吾川郡いの町神谷２０９９ 氏原　義教 一部
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、内装仕上工事業に関する一般建設業許可

58 令和元年12月4日 高知県知事許可（般－28）第4853号 （株）公文建設 高知県安芸市土居１６９０－１ 公文　伸也 一部 管工事業に関する一般建設業許可

59 令和元年12月4日 高知県知事許可（般－26）第1323号 （株）田村建設工業所 高知県宿毛市幸町２－１６ 田村　寿生 全部 土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業に関する一般建設業許可

60 令和元年12月9日 高知県知事許可（般－28）第9226号 大湊建設（株） 高知県南国市前浜７４１－１ 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一般建設業許可

61 令和元年12月12日 高知県知事許可（般－29）第2762号 新谷建設（株） 高知県土佐清水市天神町２－１ 新谷　茂 一部 造園工事業に関する一般建設業許可

62 令和元年12月12日 高知県知事許可（般－27）第8250号 （株）モリシマ 高知県高知市農人町４－１５ 森﨑　守人 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



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 代表者氏名
全部廃業
か一部廃
業の別

取り消した許可

63 令和元年12月18日 高知県知事許可（般－27）第9850号 （株）キタクボデンキ 高知県高知市福井町２４１８−４２ 北窪　至惠 全部 建築工事業、電気工事業、管工事業に関する一般建設業許可

64 令和元年12月20日 高知県知事許可（般－27）第9834号 （有）重国建設 高知県南国市浜改田７５８－３ 浜口　嘉蔵 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

65 令和元年12月26日 高知県知事許可（般－28）第9888号 ＳＥＲＡ建設（株） 高知県高知市中秦泉寺２２７ 川村　隆憲 一部
大工工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鉄筋工事業に関する一般
建設業許可

66 令和元年12月26日 高知県知事許可（般－27）第6899号 （有）高砂建設 高知県香南市香我美町上分９０９－１ 森木　裕子 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、塗装工事業、水道施設工事業、解体工事業に関
する一般建設業許可

67 令和元年12月26日 高知県知事許可（般－29）第10082号 雅テック（株） 高知県香美市土佐山田町１９７５－２３ 藤川　雅章 一部 電気工事業に関する一般建設業許可

68 令和元年12月26日 高知県知事許可（般－27）第9857号 （株）エコまるくん 高知県高知市高須２−１５−４４−１０７ 鳴瀧　泰史 全部 管工事業に関する一般建設業許可

69 令和 2年1月14日 高知県知事許可（般－26）第8149号 祖父江工務店 高知県四万十市秋田１１４２ 祖父江　勝一 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

70 令和 2年1月16日 高知県知事許可（般－28）第3473号 大久保建築 高知県高知市上町４−４−３ 大久保　勝 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

71 令和 2年1月16日 高知県知事許可（般－26）第6869号 （有）井上塗装店 高知県土佐市北地２６１８ 井上　剛志 一部 防水工事業に関する一般建設業許可

72 令和 2年1月23日 高知県知事許可（般－27）第7427号 （有）フジセイ 高知県高知市鴨部高町１７−１ 藤本　精一 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、内装仕上工事業に関する一般建設業許可

73 令和 2年1月23日 高知県知事許可（般－26）第3039号 弘進商事（株） 高知県高知市南久保１５－４６ 岡林　和人 一部 建築工事業に関する一般建設業許可

74 令和 2年1月24日 高知県知事許可（般－26）第7361号 （株）平成テクノス 高知県南国市田村乙９２８ 西田　隆一 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、水道施設工事業に関する一般建設業許可

75 令和 2年1月29日 高知県知事許可（般－29）第7770号 （有）大野管工業 高知県高知市薊野南町２８−３８ 大野　新二 全部 管工事業に関する一般建設業許可

76 令和 2年1月31日 高知県知事許可（般－28）第2171号 （株）ニシトミ 高知県南国市立田２５３５－１ 西山　正高 一部 さく井工事業に関する一般建設業許可

77 令和 2年2月6日 高知県知事許可（般－30）第8644号 （有）正匠 高知県高知市春野町森山１３０ 黒岩　正広 全部 建築工事業、大工工事業に関する一般建設業許可

78 令和 2年2月19日 高知県知事許可（般－30）第7947号 野瀬建設 高知県土佐市高岡町甲１５６３ 野瀬　拓男 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

79 令和 2年2月22日 高知県知事許可（般－26）第9353号 あさひ技巧（株） 高知県高知市北本町４－６－１６ 谷脇　伸一 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

80 令和 2年2月25日 高知県知事許可（般－28）第9931号 岩﨑工業 高知県安芸市井ノ口甲１２９１ 岩﨑　広一 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、塗装工事業、水道施設工事業、解体工事業に関
する一般建設業許可

81 令和 2年3月3日 高知県知事許可（般－28）第9912号 西森工務店 高知県高岡郡佐川町乙５３９０−２ 西森　太一 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、内装仕上工事業に関する一般建設業許可

82 令和 2年3月11日 高知県知事許可（般－26）第1461号 第一商事（株） 高知県高知市南宝永町１１−２ 松村　勇次 全部 機械器具設置工事業に関する一般建設業許可

83 令和 2年3月17日 高知県知事許可（般－28）第6152号 （有）緑地工営 高知県高知市春野町弘岡上２２１４ 鍋嶋　径子 全部
土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、管工事業、舗装工事業、しゅ
んせつ工事業、熱絶縁工事業、水道施設工事業に関する一般建設業許
可

84 令和 2年3月23日 高知県知事許可（般－28）第2668号 （株）長重建設 高知県長岡郡本山町本山９５２－１ 佐古田　光昭 一部 造園工事業に関する一般建設業許可

85 令和 2年3月25日 高知県知事許可（般－27）第4223号 田中建築 高知県香南市野市町西野６６５－１ 田中　融 全部 建築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。


