
　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30年4月3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29年2月28日 平成29年3月6日 高知県知事許可（般－28）第2383号 有限会社谷脇建設 高岡郡四万十町口神ノ川６９６－１ 取締役 山本　百合子 全部 土木工事業に関する一般建設業許可
2 平成29年2月27日 平成29年3月9日 高知県知事許可（般－25）第9645号 有限会社山善工業 南国市大そね乙４７５－１ 代表取締役 久保　誠 一部 塗装工事業に関する一般建設業許可
3 平成29年3月2日 平成29年3月10日 高知県知事許可（般－28）第9886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
4 平成29年2月16日 平成29年3月20日 高知県知事許可（特－23）第1102号 有限会社林土建 吾川郡仁淀川町田村２０ 代表取締役 林　有太郎 一部 土木工事業に関する特定建設業許可
5 平成29年3月10日 平成29年3月15日 高知県知事許可（般－28）第9460号 田邊木材 高知市仁井田４５０７ 代表者 田邊　文則 全部 大工工事業に関する一般建設業許可
6 平成29年3月14日 平成29年3月15日 高知県知事許可（般－28）第9922号 株式会社早美住建 高知市春野町南ヶ丘７－１－１０ 代表取締役 岡村　耕司 一部 鋼構造物工事業に関する一般建設業許可

7 平成29年2月21日 平成29年3月16日 高知県知事許可（般－24）第8542号 岩﨑建築 南国市十市１７３９－１ 代表者 岩﨑　一政 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

8 平成29年3月7日 平成29年3月16日 高知県知事許可（般－25）第9228号 北村工務店 南国市稲生１８１－２ 代表者 北村　隆正 全部 建築工事業、左官工事業に関する一般建設業許可
9 平成29年3月15日 平成29年3月16日 高知県知事許可（般－24）第9115号 鉄筋岡﨑組 高岡郡津野町久保川６９ 代表者 岡﨑　一仁 全部 鉄筋工事業に関する一般建設業許可

10 平成29年3月17日 平成29年3月21日 高知県知事許可（般－24）第932号 山本産業有限会社 四万十市岩田字小森ノハナ２９４－１ 代表取締役 谷本　勝 全部 土木工事業に関する一般建設業許可
11 平成29年3月21日 平成29年3月23日 高知県知事許可（般－27）第3198号 有限会社土佐建興 四万十市川登２１６０－１ 取締役 山本　弘喜 一部 塗装工事業に関する一般建設業許可

12 平成29年3月7日 平成29年3月27日 高知県知事許可（般－24）第6193号 有限会社寿建装社 高知市洞ヶ島町７－１２ 代表取締役 横田　和明 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

13 平成29年3月23日 平成29年3月27日 高知県知事許可（般－27）第4540号 宮久工務店 幡多郡黒潮町入野２３３７ 代表者 宮地　久男 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

14 平成29年3月28日 平成29年3月31日 高知県知事許可（般－27）第9420号 株式会社ｅステップ 高知市東雲町４－３６ 代表取締役 和田　守通 一部
左官工事業、屋根工事業、板金工事業、ガラス工事
業、防水工事業、内装仕上工事業、建具工事業に
関する一般建設業許可

15 平成29年4月3日 平成29年4月7日 高知県知事許可（般－24）第6308号 有限会社高知ガーデン土木 香美市土佐山田町佐古藪５４４ 代表取締役 田村　嘉史 一部 管工事業に関する一般建設業許可
16 平成29年4月12日 平成29年4月18日 高知県知事許可（般－24）第9130号 有限会社創進 高知市横浜西町４３－１ 代表取締役 田辺　一史 全部 鋼構造物工事業に関する一般建設業許可
17 平成29年3月28日 平成29年4月25日 高知県知事許可（般－27）第9795号 ＬＧＳ伊藤 吾川郡いの町天王北２－３－８ 代表者 伊藤　慎悟 全部 内装仕上工事業に関する一般建設業許可

18 平成29年4月17日 平成29年5月8日 高知県知事許可（般－28）第3361号 日昭建設株式会社 高知市南川添１－２２ 代表取締役 竹村　忠範 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

19 平成29年4月28日 平成29年5月10日 高知県知事許可（般－27）第1993号 井口建設 室戸市浮津２９９－１１ 代表者 井口　寿雄 全部
土木工事業、とび・土工工事業、しゅんせつ工事業
に関する一般建設業許可

20 平成29年4月5日 平成29年5月16日 高知県知事許可（特－24）第502号 小松建設株式会社 高知市高須１－７－２６ 代表取締役 小松　道明 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

21 平成29年4月26日 平成29年5月24日 高知県知事許可（般－25）第9261号 シーアール株式会社 高知市薊野北町４－１２－１７ 代表取締役 徳弘　哲也 全部 内装仕上工事業に関する一般建設業許可
22 平成29年5月22日 平成29年5月26日 高知県知事許可（般－26）第9716号 ｃｏｚｙ　ｈｏｕｓｅ 土佐市高岡町甲１８８９－１２　ナカウチビル１Ｆ 代表者 岡村　信明 全部 建築工事業に関する一般建設業許可
23 平成29年4月27日 平成29年5月23日 高知県知事許可（特－27）第8858号 荒川電工株式会社 高知市高そね６－１９ 代表取締役 荒川　浩一 一部 土木工事業に関する特定建設業許可

24 平成29年5月8日 平成29年6月6日 高知県知事許可（般－28）第4593号 有限会社宮田土木 高知市朝倉西町２－１３－２５ 代表取締役 宮田　憲次郎 全部
土木工事業、とび・土工工事業、塗装工事業、造園
工事業に関する一般建設業許可

25 平成29年5月12日 平成29年6月6日 高知県知事許可（般－24）第7777号 有限会社丸由建設 高知市長浜４９９０－２ 代表取締役 小笠原　章雄 全部 土木工事業に関する一般建設業許可

26 平成29年6月2日 平成29年6月20日 高知県知事許可（般－26）第9748号 有限会社グローバル工業 高知市針木東町１３－１９ 取締役 細木　清 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

27 平成29年6月5日 平成29年6月8日 高知県知事許可（般－24）第4574号 池本組 室戸市領家１１７－８ 代表者 池本　豊行 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

28 平成29年6月2日 平成29年6月21日 高知県知事許可（般－28）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
る一般建設業許可

29 平成29年6月5日 平成29年7月11日 高知県知事許可（般－26）第9704号 株式会社オダニ組 高岡郡四万十町若井川３９２－６ 代表取締役 小谷　仁志 一部 内装仕上工事業に関する一般建設業許可
30 平成29年6月14日 平成29年7月11日 高知県知事許可（般－24）第737号 正岡建設 高岡郡日高村岩目地３３－１ 代表者 正岡　恒雄 全部 土木工事業に関する一般建設業許可
31 平成29年6月20日 平成29年7月11日 高知県知事許可（般－24）第9534号 株式会社伸和建設 香南市野市町みどり野東２－３４ 代表取締役 元山　敏美 全部 大工工事業に関する一般建設業許可
32 平成29年6月22日 平成29年7月11日 高知県知事許可（般－24）第7796号 ティス有限会社 南国市緑ヶ丘２－６３５ 代表取締役 森本　喬慈 全部 内装仕上工事業に関する一般建設業許可

33 平成29年6月27日 平成29年7月21日 高知県知事許可（般－28）第9491号 ウエケン道路 土佐市高岡町甲９８４－３ 代表者 植村　秀幸 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、水道施
設工事業に関する一般建設業許可

34 平成29年5月8日 平成29年6月27日 高知県知事許可（般－24）第7250号 有限会社光本組 安芸郡東洋町大字白浜１８１－２ 代表取締役 美島　誠三 一部 造園工事業に関する一般建設業許可

35 平成29年6月23日 平成29年7月11日 高知県知事許可（般－24）第669号 佐竹建設 四万十市具同南神田７３６１－３７ 代表者 佐竹　武治 全部
建築工事業、左官工事業、とび・土工工事業、タイ
ル・れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業、解体
工事業に関する一般建設業許可

36 平成29年7月6日 平成29年7月14日 高知県知事許可（般－24）第1315号 有限会社秋森興業 高知市春野町秋山１２５－２ 代表取締役 秋森　一一 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

37 平成29年7月7日 平成29年7月14日 高知県知事許可（般・特－26）第1398号 株式会社米村組 高岡郡中土佐町久礼６６３６－１ 代表取締役 三浦　薫也 一部
建築工事業に関する一般建設業許可、造園工事業
に関する特定建設業許可

38 平成29年7月11日 平成29年7月25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１Ｆ東 代表取締役 弘田　一敏 一部 塗装工事業に関する一般建設業許可
39 平成29年6月21日 平成29年7月31日 高知県知事許可（特－24）第689号 畠山建設株式会社 宿毛市小筑紫町田ノ浦９３０－４ 代表取締役 畠山　卓真 一部 土木工事業に関する一般建設業許可
40 平成29年7月14日 平成29年7月20日 高知県知事許可（般－24）第630号 有限会社四国緑化 高知市朝倉横町１３－１ 代表取締役 藤﨑　憲一 全部 とび・土工工事業に関する一般建設業許可
41 平成29年6月26日 平成29年8月7日 高知県知事許可（般－26）第9722号 山本建築 宿毛市二ノ宮６４８ 代表者 山本　照博 全部 建築工事業、大工工事業に関する一般建設業許可
42 平成29年7月18日 平成29年8月8日 高知県知事許可（般－26）第9694号 田岡防水 高知市廿代町１２－１０ 代表者 田岡　祐人 全部 防水工事業に関する一般建設業許可
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43 平成29年8月10日 平成29年8月10日 高知県知事許可（般－24）第3954号 元吉建築 高知市一宮しなね２－１２－１７ 代表者 元吉　進 全部 建築工事業に関する一般建設業許可
44 平成29年8月22日 平成29年8月22日 高知県知事許可（般－24）第2710号 芝建築 高岡郡四万十町十和川口１４１ 代表者 芝　多加志 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

45 平成29年8月10日 平成29年8月28日 高知県知事許可（般－25）第9193号 山口建設 吾川郡仁淀川町２６２９－１ 代表者 山口　喜久子 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

46 平成29年8月10日 平成29年8月28日 高知県知事許可（般－24）第8571号 のりまつ造園 高知市鏡小浜３７７－１９ 代表者 乗松　正博 一部
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

47 平成29年8月17日 平成29年8月28日 高知県知事許可（般－24）第8533号 有限会社明成建設 高知市朝倉己１１８４－２ 取締役 尾﨑　麻吏 一部
とび・土工工事業、舗装工事業、解体工事業に関す
る一般建設業許可

48 平成29年8月14日 平成29年8月28日 高知県知事許可（般－24）第9124号 中和左工 宿毛市坂の下９１７－６ 代表者 中山　和彦 全部 とび・土工工事業に関する一般建設業許可
49 平成29年8月25日 平成29年8月30日 高知県知事許可（般－25）第6056号 サピオ株式会社 高知市杉井流９－１１ 代表取締役 田村　顕雄 全部 電気工事業、管工事業に関する一般建設業許可
50 平成29年8月9日 平成29年9月5日 高知県知事許可（般－24）第8529号 栄興工業 高知市長浜４２０８－４ 代表者 田所　憲浩 全部 土木工事業に関する一般建設業許可

51 平成29年9月1日 平成29年9月13日 高知県知事許可（般－25）第8641号 有限会社高知打設 高知市長浜５０３３－１９ 代表取締役 渡邊　一正 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、水道施設工事業に関する
一般建設業許可

52 平成29年9月4日 平成29年9月13日 高知県知事許可（般－27）第535号 株式会社オアシス・イラボレーション 高知市針木東町２６－５４ 代表取締役 川渕　誉雄 一部 造園工事業に関する一般建設業許可

53 平成29年7月24日 平成29年9月19日 高知県知事許可（般－25）第9646号 樋口工務店 安芸市川北甲１３０９ 代表者 樋口　賢仁 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

54 平成29年9月21日 平成29年9月29日 高知県知事許可（般－28）第7195号 五洋瓦販売有限会社 四万十市駅前町３３３ 代表取締役 寺田　清幸 全部 屋根工事業に関する一般建設業許可
55 平成29年9月27日 平成29年9月29日 高知県知事許可（般－27）第6888号 有限会社リフレッシュセンター高知 高知市桜馬場５－２６ 代表取締役 矢野　和義 一部 管工事業に関する一般建設業許可

56 平成29年9月29日 平成29年10月13日 高知県知事許可（般－26）第9348号 将興建設工業 土佐市家俊１５５－１ 代表者 西村　将興 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

57 平成29年9月28日 平成29年10月13日 高知県知事許可（般－24）第7324号 有限会社本山建設 長岡郡本山町１０７１ 代表取締役 佐古田　真介 一部 造園工事業に関する一般建設業許可
58 平成29年10月11日 平成29年10月23日 高知県知事許可（般－28）第9466号 池空調設備 高知市春野町南ヶ丘５－１０－５ 代表者 池　栄作 全部 管工事業に関する一般建設業許可
59 平成29年10月12日 平成29年10月25日 高知県知事許可（般－24）第2794号 有限会社テライ工業 高知市潮見台２－１１１０ 代表取締役 木下　俊樹 全部 鉄筋工事業に関する一般建設業許可

60 平成29年9月26日 平成29年10月30日 高知県知事許可（特－24）第9549号 みたに産業株式会社 高知市針木東町２６－５１ 代表取締役 三谷　一美 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

61 平成29年10月10日 平成29年10月31日 高知県知事許可（般－24）第8553号 上原塗装工業 土佐清水市元町６－１１ 代表者 上原　博昭 全部 塗装工事業に関する一般建設業許可
62 平成29年11月20日 平成29年11月20日 高知県知事許可（般－28）第9942号 塚地建築 南国市西山８７８－１ 代表者 塚地　俊平 全部 建築工事業に関する一般建設業許可
63 平成29年11月24日 平成29年12月11日 高知県知事許可（般－29）第4926号 田中建築 高岡郡津野町新土居３０７－１０ 代表者 田中　良隆 全部 建築工事業に関する一般建設業許可
64 平成29年8月28日 平成29年8月28日 高知県知事許可（特－27）第5864号 株式会社西部建設 吾川郡仁淀川町長者丁３４５９ 代表取締役 古味　雄也 一部 建築工事業に関する特定建設業許可
65 平成29年12月4日 平成29年12月26日 高知県知事許可（般－29）第9552号 西岡工業 高知市長浜５２６５－２ 代表者 西岡　将志 全部 とび・土工工事業に関する一般建設業許可
66 平成29年12月6日 平成29年12月26日 高知県知事許可（般－28）第9877号 南善工業 香美市土佐山田町逆川１２３８・１２３９合番地 代表者 南　善之 全部 管工事業に関する一般建設業許可

67 平成29年11月27日 平成29年12月28日 高知県知事許可（般－28）第7091号 谷口建設 幡多郡大月町弘見１８０３ 代表者 谷口　和弘 全部
土木工事業、とび・土工工事業、管工事業、水道施
設工事業、解体工事業に関する一般建設業許可

68 平成29年12月6日 平成30年1月5日 高知県知事許可（般－27）第8275号 西川建築 吾川郡いの町波川８６４－２ 代表者 西川　進 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

69 平成29年12月19日 平成30年1月5日 高知県知事許可（般－28）第4749号 有限会社戸梶組 高岡郡佐川町東組９６ 代表取締役 戸梶　和英 全部
土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工
工事業に関する一般建設業許可

70 平成30年1月11日 平成30年1月19日 高知県知事許可（般－29）第4911号 西森電機商会 高岡郡佐川町甲１２７６ 代表者 西森　晃雄 全部 電気工事業に関する一般建設業許可

71 平成30年1月18日 平成30年2月1日 高知県知事許可（般－27）第7546号 有限会社一穂 室戸市室戸岬町５８９４ 代表取締役 田井　眞喜子 一部
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

72 平成30年1月12日 平成30年2月1日 高知県知事許可（般－26）第8056号 山本保温 高知市万々３４１ 代表者 山本　正 全部 熱絶縁工事業に関する一般建設業許可
73 平成30年1月26日 平成30年2月1日 高知県知事許可（般－25）第9200号 有限会社近未来建設 香南市野市町西野４２３－１ 代表取締役 渡辺　貴広 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

74 平成30年1月23日 平成30年2月20日 高知県知事許可（般－27）第6357号 土佐美装有限会社 土佐市用石１２４３ 代表取締役 松澤　駿一 全部
土木工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業に関す
る一般建設業許可

75 平成30年2月1日 平成30年2月23日 高知県知事許可（特－27）第8855号 株式会社生田組 高岡郡四万十町古市町７－３４ 代表取締役 生田　政嗣 一部 建築工事業に関する特定建設業許可

76 平成30年2月2日 平成30年3月1日 高知県知事許可（特－27）第2816号 有限会社橋田工務店 南国市前浜６－１ 代表取締役 橋田　考司 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
する特定建設業許可

77 平成30年2月9日 平成30年3月1日 高知県知事許可（特－25）第7718号 ＶＥＲ　ＴＥＣＨＮＯ株式会社 高知市北本町４－３－２５　和ビル３Ｆ 代表取締役 片岡　祥太 一部

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
する特定建設業許可

78 平成30年2月13日 平成30年3月1日 高知県知事許可（般－27）第5346号 有限会社青木左官工業 香美市土佐山田町百石町２－２－８ 代表取締役 小松　靖明 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一般建設業許可

79 平成30年2月23日 平成30年3月7日 高知県知事許可（般－28）第6552号 有限会社福原鉄工 高岡郡佐川町乙川丙２８１６ 代表取締役 福原　秀国 一部 とび・土工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

80 平成30年2月19日 平成30年3月9日 高知県知事許可（般－27）第9754号 壽建設 土佐市太郎丸６７２－６ 代表者 濵﨑　邦和 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、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

81 平成30年3月12日 平成30年3月15日 高知県知事許可（特－26）第1398号 株式会社米村組 高岡郡中土佐町久礼６６３６－１ 代表取締役 三浦　薫也　 全部
土木工事業、とび・土工工事業、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

82 平成30年3月14日 平成30年3月16日 高知県知事許可（般－27）第1630号 林建設 宿毛市小筑紫町栄喜９６－１ 代表者 林　樹弘 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

83 平成30年3月14日 平成30年3月16日 高知県知事許可（般－25）第9186号 株式会社イング 高知市朝倉丙１７２６－１ 代表取締役 伊藤　雄二 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

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。








