
　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31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30年4月9日 高知県知事許可（般－26）第9285号 株式会社高知シンケン 高知県高知市萩町１－７－２１ 青木　慶一郎 一部
土木工事業、とび・土工工事業、屋根工事業、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、水道施設工事業に関する一般建設業許可

2 平成30年4月16日 高知県知事許可（般－27）第8295号 四国フェンス工業 高知県高知市上町５−６−１３ 松﨑　伸 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

3 平成30年4月26日 高知県知事許可（般－25）第8610号 アイハウジング 高知県高知市朝倉戊５３０−５ 森野　保臣 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

4 平成30年5月9日 高知県知事許可（般－29）第1932号 株式会社マエカワエアコン 高知県高知市和泉町２−１５ 片岡　博彦 全部 管工事業に関する一般建設業許可

5 平成30年5月9日 高知県知事許可（般－28）第9889号 株式会社電温 高知県土佐市蓮池２１７１−１ 武田　倫和 一部 管工事業に関する一般建設業許可

6 平成30年5月9日 高知県知事許可（般－26）第8826号 有限会社建設美工房たかはし 高知県南国市左右山１５４−３ 高橋　正明 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

7 平成30年5月9日 高知県知事許可（般－27）第5980号 宇治工業有限会社 高知県吾川郡いの町枝川８８６−５ 黒田　真一 全部
土木工事業、とび・土工工事業、管工事業、舗装工事業、機械器具設置工事業、水道施設工事業
に関する一般建設業許可

8 平成30年5月9日 高知県知事許可（般－28）第6671号 有限会社村地塗装 高知県高知市北竹島町４２６−１ 村地　利雅 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、水
道施設工事業、解体工事業に関する一般建設業許可

9 平成30年5月17日 高知県知事許可（般－27）第9853号 ユーテック 高知県須崎市緑町５−１１ 明神　浩之 全部 電気工事業に関する一般建設業許可

10 平成30年5月22日 高知県知事許可（般－28）第1713号 有限会社池工務店 高知県高知市南元町６３ 池　三陽 一部 土木工事業、建築工事業、造園工事業に関する一般建設業許可

11 平成30年5月23日 高知県知事許可（般－27）第9443号 川崎電気 高知県四万十市西土佐江川崎２３３３ 岡本　啓文 全部 電気工事業、管工事業、電気通信工事業に関する一般建設業許可

12 平成30年5月28日 高知県知事許可（特－29）第2535号 株式会社北村建築工業 高知県高知市和泉町６−１ 中澤　貞雄 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、建具工事業に関する特定建設業許可

13 平成30年5月30日 高知県知事許可（般－29）第10053号 カドワキ 高知県吾川郡いの町天王北３−５−４ 門脇　悠平 全部 とび・土工工事業に関する一般建設業許可

14 平成30年6月7日 高知県知事許可（般－27）第6980号 髙田鉄工所 高知県四万十市西土佐大宮１０８３ 髙田　昭男 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

15 平成30年6月11日 高知県知事許可（般－25）第9610号 株式会社和泉塗装 高知県高知市春野町弘岡中２４５３−５ 和泉　潤 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

16 平成30年6月15日 高知県知事許可（特－27）第5494号 株式会社シンゲン 高知県高知市愛宕山４−５ 森本　浩平 一部 管工事業に関する特定建設業許可

17 平成30年6月21日 高知県知事許可（般－27）第8300号 山崎電機 高知県高岡郡佐川町丙３４３２ 山崎　嘉隆 全部 電気工事業に関する一般建設業許可

18 平成30年6月29日 高知県知事許可（般－28）第3499号 曵田畳店 高知県宿毛市片島１０８６ 曵田　嘉久雄 全部 内装仕上工事業に関する一般建設業許可

19 平成30年7月6日 高知県知事許可（般－28）第8457号 竹内塗装 高知県高知市大津乙３３４−１４ 竹内　勢雄 全部 塗装工事業に関する一般建設業許可

20 平成30年7月13日 高知県知事許可（般－27）第1304号 株式会社秦泉寺建設 高知県高知市一宮西町１−２８−９ 秦泉寺　純夫 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、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

21 平成30年7月25日 高知県知事許可（般－25）第9271号 岩工有限会社 高知県香南市野市町西佐古６９１ 岩元　一人 全部 土木工事業、とび・土工工事業、解体工事業に関する一般建設業許可

22 平成30年7月25日 高知県知事許可（般－27）第9796号 清水塗装店 高知県高知市八反町１−９−２４−６ 清水　洋一郎 全部 塗装工事業に関する一般建設業許可

23 平成30年8月14日 高知県知事許可（般－29）第9525号 有限会社カルスト開発 高知県高岡郡梼原町下西の川５５ 杉本　貞雄 全部 土木工事業に関する一般建設業許可

24 平成30年8月21日 高知県知事許可（般－27）第9755号 ガーデンクリエイト 高知県四万十市古津賀３−８４ 徳広　和史 全部 造園工事業に関する一般建設業許可

25 平成30年8月17日 高知県知事許可（般－25）第7951号 有限会社茶畑建材 高知県高知市北本町３−４−６９ 茶畑　武志 全部 内装仕上工事業に関する一般建設業許可

26 平成30年8月17日 高知県知事許可（般－27）第3064号 アキラ設備 高知県高岡郡日高村本郷７６３−２ 藤岡　明 全部 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30年8月17日 高知県知事許可（般－28）第8950号 有限会社愛建設 高知県高知市一宮西町３−８−１６ 岡林　清勝 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

28 平成30年8月17日 高知県知事許可（般－27）第9839号 有限会社セイコー物流 高知県高知市春野町西分１４３８−１ 吉井　淳二 全部 大工工事業に関する一般建設業許可

29 平成30年9月7日 高知県知事許可（般－29）第3507号 株式会社四ツ葉塗装 高知県高知市昭和町２３−１５ 川瀬　勇亀 全部 塗装工事業、防水工事業に関する一般建設業許可

30 平成30年10月10日 高知県知事許可（般－25）第9633号 山沖鉄筋 高知県幡多郡黒潮町出口１０１６ 山沖　浩二 全部 鉄筋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

31 平成30年10月10日 高知県知事許可（般－25）第8012号 横田建築 高知県高知市長浜４９４８ 横田　貴博 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

32 平成30年10月15日 高知県知事許可（般－26）第9713号 浜田設備 高知県南国市大埇甲１５２３−５ 浜田　光啓 全部 電気工事業、消防施設工事業に関する一般建設業許可

33 平成30年10月17日
高知県知事許可（般・特－29）
第1234号

中村建設株式会社 高知県南国市植田６７８－１ 岡林　章 全部
土木工事業、建築工事業、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
管工事業に関する一般建設業許可

34 平成30年10月30日 高知県知事許可（般－28）第1961号 株式会社ネクスト・オカモト 高知県高知市北金田１０−３ 水田　太貴 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一般建設業許可

35 平成30年11月2日 高知県知事許可（般－29）第5718号 福重工務店 高知県高知市春野町南ヶ丘７−２−５ 福重　正夫 全部 建築工事業、大工工事業、内装仕上工事業に関する一般建設業許可

36 平成30年10月26日 高知県知事許可（般－25）第8686号 秦泉寺運送株式会社 高知県高知市五台山４５６３−１ 濵口　健次 一部 しゅんせつ工事業に関する一般建設業許可

37 平成30年11月6日 高知県知事許可（般－26）第9316号 上村電設 高知県高知市福井町２２５３−４９ 上村　恵太 全部 電気工事業に関する一般建設業許可

38 平成30年11月6日 高知県知事許可（般－30）第9604号 上田組 高知県高知市瀬戸２−１２−１９ 村松　高明 全部 とび・土工工事業に関する一般建設業許可

39 平成30年11月8日 高知県知事許可（般－28）第2324号 有限会社渡辺建設 高知県高岡郡梼原町大蔵谷１０６６ 渡辺　辰美 一部 建築工事業、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

40 平成30年11月15日 高知県知事許可（般－28）第9964号 正和木材株式会社 高知県南国市双葉台２０ 三木　康弘 全部 建築工事業、大工工事業、内装仕上工事業に関する一般建設業許可

41 平成30年11月15日 高知県知事許可（般－26）第9703号 ＫＣＨ 高知県南国市宍崎１９８ 片岡　靖雄 全部 電気通信工事業に関する一般建設業許可

42 平成30年11月16日 高知県知事許可（般－28）第8986号 株式会社アークリエイト 高知県高知市大谷公園町２０−１５ 内田　昌克 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

43 平成30年11月29日 高知県知事許可（般－28）第6556号 有限会社山昇建設 高知県高岡郡中土佐町久礼５２８０ 山本　昇吾 一部
土木工事業、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

44 平成30年11月29日 高知県知事許可（般－25）第9238号 キタオカ建築 高知県高知市高須３−１１−４０  北岡　定喜 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

45 平成30年12月4日 高知県知事許可（般－28）第7680号 有限会社平成建設 高知県安芸郡北川村大字柏木４４８−２ 浜渦　亮太 全部
土木工事業、とび・土工工事業、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

46 平成30年12月12日 高知県知事許可（般－29）第9983号 株式会社グローバル開発 高知県高知市朝倉己７３１−１ 細木　清 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、解体工事業に関する
一般建設業許可

47 平成30年12月18日 高知県知事許可（般－29）第8599号 有限会社山中ブロック建設 高知県高知市介良乙２６６０−５ 山中　昇一 全部 とび・土工工事業、タイル・れんが・ブロック工事業に関する一般建設業許可

48 平成31年1月9日 高知県知事許可（般－27）第8855号 株式会社生田組 高知県高岡郡四万十町古市町７−３４ 生田　政嗣 一部 建築工事業に関する一般建設業許可

49 平成31年1月15日 高知県知事許可（般－26）第7381号 株式会社西村剛商店 高知県高知市一宮東町２−３−１５ 村田　啓二 一部 造園工事業に関する一般建設業許可

50 平成31年1月31日 高知県知事許可（般－27）第8276号 有限会社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 管工事業に関する一般建設業許可

51 平成31年2月5日 高知県知事許可（般－30）第7944号 山北造園 高知県高知市春野町平和３３９３－３３ 山北　将千家 全部 土木工事業、造園工事業に関する一般建設業許可

52 平成31年2月5日 高知県知事許可（般－27）第3063号 山壱水道 高知県香美市土佐山田町山田１４９７ 門脇　紘通 全部 管工事業、水道施設工事業に関する一般建設業許可

53 平成31年2月15日 高知県知事許可（般－27）第1825号 進和設備工業有限会社 高知県高知市西塚ノ原５５−７ 岡林　司 全部 建築工事業、管工事業に関する一般建設業許可

54 平成31年2月15日 高知県知事許可（般－26）第5802号 株式会社弘明産業 高知県高知市仁井田４３３５ 井本　繁好 全部 塗装工事業に関する一般建設業許可

55 平成31年2月15日 高知県知事許可（般－25）第9264号 池本建築 高知県南国市篠原１３６０ 池本　道男 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

56 平成31年3月5日 高知県知事許可（般－30）第9223号 谷建築 高知県幡多郡黒潮町入野２１９８ 谷　栄一 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

57 平成31年2月15日 高知県知事許可（般－28）第863号 有限会社岡村組 高知県土佐郡大川村小松４２−１ 岡村　直続 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

58 平成31年3月18日 高知県知事許可（般－30）第10123号 髙木設備 高知県安芸市僧津９５２－２０ 髙木　龍司 全部 電気工事業、管工事業に関する一般建設業許可

59 平成31年3月19日 高知県知事許可（般－29）第7746号 有限会社岩村建築 高知県香南市野市町東野１９１８−１ 岩村　常男 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

60 平成31年3月19日 高知県知事許可（般－26）第8094号 有限会社東部緑化 高知県安芸郡東洋町大字野根丙２６８１ 百々　カヨ子 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

61 平成31年3月25日 高知県知事許可（般－29）第6734号 有限会社和田電設商会 高知県高知市新田町１９−１９ 和田　結城 一部 消防施設工事業に関する一般建設業許可

62 平成31年3月25日 高知県知事許可（特－29）第8063号 有限会社尾﨑建設興業 高知県土佐市蓮池２１３０ 尾﨑　司 一部
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、建具工事業
に関する特定建設業許可

63 平成31年3月29日 高知県知事許可（般－26）第9686号 Ｒ－Ｋ設備 高知県高知市瀬戸２−７−１３ 岡村　龍一 一部 石工事業、鋼構造物工事業、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

64 平成31年3月29日 高知県知事許可（般－28）第7634号 匠通建 高知県高知市潮新町２－９－２西側 西本　匠 全部 電気通信工事業に関する一般建設業許可

65 平成31年3月29日 高知県知事許可（般－29）第7241号 有限会社アスカ電機 高知県高知市西秦泉寺１３０−１ 中里　貞信 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

66 平成31年3月29日 高知県知事許可（般－28）第7130号 有限会社西正工業 高知県高知市大谷公園町２０－２３－２ 小野川　恭平 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

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。


