
　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28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 取り消した許可

1 平成27年2月13日 平成27年3月6日 高知県知事許可（般－24）第9582号 有澤組 高岡郡中土佐町久礼5326－3 代表者 有澤　義人 鉄筋工事業に関する一般建設業許可
2 平成27年2月3日 平成27年3月13日 高知県知事許可（般－22）第8261号 安井建築 高岡郡梼原町上成1022 代表者 安井　謙二 建築工事業に関する一般建設業許可

3 平成27年2月24日 平成27年3月18日 高知県知事許可（般－23）第9501号 アイ アース 高知市横内361－1 代表者 川村　光一

土木工事業、とび・土工工事業、石工
事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、
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

4 平成27年3月12日 平成27年3月27日 高知県知事許可（般－22）第2936号 株式会社高知コスモホーム 高知市北金田10－28 代表取締役 河野　生一 建築工事業に関する一般建設業許可

5 平成27年3月25日 平成27年3月30日 高知県知事許可（般－22）第7416号 高田水道工業 宿毛市二ノ宮635－2 代表者 高田　幸吉
管工事業、水道施設工事業に関する
一般建設業許可

6 平成27年3月16日 平成27年3月30日 高知県知事許可（特－24）第1204号 昭栄設備工業株式会社 高知市大津乙1830－4 代表取締役 森　隆文
土木工事業、水道施設工事業に関す
る特定建設業許可

7 平成27年3月13日 平成27年4月15日 高知県知事許可（般－22）第1581号 壽建設 土佐市太郎丸672－6 代表者 尾﨑　寛一

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

8 平成27年3月24日 平成27年4月20日 高知県知事許可（般－22）第9428号 高広建設 高岡郡津野町永野47－2 代表者 明神　菅夫

土木工事業、建築工事業、大工工事
業、とび・土工工事業、石工事業、屋根
工事業、管工事業、タイル・れんが・ブ
ロック工事業、鋼構造物工事業、舗装
工事業、しゅんせつ工事業、内装仕上
工事業、水道施設工事業に関する一
般建設業許可

9 平成27年3月27日 平成27年4月20日 高知県知事許可（般－25）第7917号 潮建設有限会社 土佐清水市三崎浦3－13－13 取締役 平田　泰三
土木工事業、とび・土工工事業、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

10 平成27年4月1日 平成27年4月27日 高知県知事許可（般－22）第1825号 進和設備工業有限会社 高知市塚ノ原55－7 代表取締役 岡林　司
土木工事業、水道施設工事業、消防施
設工事業に関する一般建設業許可

11 平成27年3月23日 平成27年4月28日 高知県知事許可（般－22）第4492号 日本通信工業株式会社 高知市上町2－9－5 代表取締役 正岡　康男
電気通信工事業に関する一般建設業
許可

12 平成27年5月7日 平成27年5月14日 高知県知事許可（特－26）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 建築工事業に関する特定建設業許可
13 平成27年4月3日 平成27年5月15日 高知県知事許可（般－24）第9559号 有限会社オーエーディー巧房 高知市洞ヶ島町2－13 代表取締役 大浦　ひと 建築工事業に関する一般建設業許可
14 平成27年4月10日 平成27年5月15日 高知県知事許可（般－24）第9516号 小松建築 安芸郡芸西村西分甲2697－3 代表者 小松　幸廣 建築工事業に関する一般建設業許可
15 平成27年4月15日 平成27年5月15日 高知県知事許可（般－22）第4455号 有限会社南海住宅 高知市北本町1－14－6 代表取締役 野口　和秀 建築工事業に関する一般建設業許可
16 平成27年5月1日 平成27年5月20日 高知県知事許可（般－24）第9368号 協業組合竹内建設 高知市九反田13－11 代表理事 森田　純生 建築工事業に関する一般建設業許可
17 平成27年5月11日 平成27年5月22日 高知県知事許可（般－22）第7540号 浜本工業 宿毛市高砂26－6 代表者 浜本　健二 鉄筋工事業に関する一般建設業許可
18 平成27年5月12日 平成27年6月1日 高知県知事許可（般－24）第174号 株式会社田邊建設 高岡郡四万十町大正230－8 代表取締役 田邊　一也 管工事業に関する一般建設業許可

19 平成27年4月24日 平成27年6月1日 高知県知事許可（般－24）第7258号 株式会社川竹工務店 高知市東雲町4－35 代表取締役 川竹　光也
鋼構造物工事業に関する一般建設業
許可

20 平成27年6月1日 平成27年6月4日 高知県知事許可（般－25）第8717号 有限会社ヤマモモ建設 高知市高須1－7－26 代表取締役 小松　道明 土木工事業に関する一般建設業許可
21 平成27年5月14日 平成27年6月11日 高知県知事許可（般－22）第1786号 永野建築 土佐清水市足摺岬672－8 代表者 永野　耕作 建築工事業に関する一般建設業許可
22 平成27年5月29日 平成27年6月11日 高知県知事許可（般－22）第1826号 有限会社ミナト電設 高知市桟橋通4－7－14 代表取締役 石黒　清一 電気工事業に関する一般建設業許可
23 平成27年4月22日 平成27年6月12日 高知県知事許可（般－24）第4065号 有限会社大地 高知市長尾山町37－1 代表取締役 大藤　末夫 土木工事業に関する一般建設業許可

24 平成27年5月19日 平成27年6月17日 高知県知事許可（般－22）第5244号 中山黒板教具有限会社 吾川郡いの町3175 代表取締役 中山　恭一
内装仕上工事業に関する一般建設業
許可

25 平成27年4月14日 平成27年6月17日 高知県知事許可（特－23）第6119号 新洋西山株式会社 高知市神田840－1 代表取締役 小西　啓太

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

26 平成27年6月10日 平成27年6月17日 高知県知事許可（般－23）第8957号 入交土木資材株式会社 高知市仁井田4563－1 代表取締役 武市　隆平

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、
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



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 取り消した許可

27 平成27年5月14日 平成27年6月22日 高知県知事許可（般－23）第6254号 有限会社藤川工務店 長岡郡本山町本山365 代表取締役 藤川　豊文 管工事業に関する一般建設業許可
28 平成27年5月18日 平成27年6月22日 高知県知事許可（般－25）第8699号 吉本建設 宿毛市長田町3－78 代表者 吉本　有辰 建築工事業に関する一般建設業許可

29 平成27年5月12日 平成27年6月24日 高知県知事許可（般－22）第9435号 石川建工 高知市桟橋通4－15－33－905 代表者 石川　寿志
とび・土工工事業に関する一般建設業
許可

30 平成27年5月25日 平成27年6月24日 高知県知事許可（般－22）第7001号 住地建設有限会社 高知市春野町弘岡上2046-12 代表取締役 田原　計男 建築工事業に関する一般建設業許可

31 平成27年3月31日 平成27年6月29日 高知県知事許可（般－22）第4344号 東亜工業 土佐市宇佐町宇佐1802－7 代表者 森澤　明定
土木工事業、造園工事業、水道施設工
事業に関する一般建設業許可

32 平成27年6月8日 平成27年7月1日 高知県知事許可（般－22）第7448号 有限会社斉藤建設 高岡郡津野町杉ノ川甲212 代表取締役 斉藤　武夫 建築工事業に関する一般建設業許可

33 平成27年6月5日 平成27年7月3日 高知県知事許可（般－25）第9655号 和光通信
高知市神田1151－1サーパス神田
公園806

代表者 竹村　和弘
電気通信工事業に関する一般建設業
許可

34 平成27年6月9日 平成27年7月8日 高知県知事許可（特－26）第1636号 パワーコムエンジニアリング株式会社 高知市萩町1－6－47 代表取締役 森﨑　守人

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特定建設業許
可

35 平成27年5月12日 平成27年7月21日 高知県知事許可（般－23）第8429号 森下建設 幡多郡大月町頭集463 代表者 森下　潤三
土木工事業、建築工事業、とび・土工
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

36 平成27年7月16日 平成27年7月24日 高知県知事許可（般－22）第8232号 有限会社巴工務店 吾川郡いの町枝川61－1 代表取締役 弘田　浩幸

大工工事業、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、しゅんせつ
工事業、塗装工事業、内装仕上工事
業、水道施設工事業に関する一般建
設業許可

37 平成27年7月31日 平成27年8月3日 高知県知事許可（般－22）第9414号 マサキ・アーキテクト 安芸市本町3－9－17 代表者 小松　政樹

土木工事業、建築工事業、大工工事
業、とび・土工工事業、石工事業、屋根
工事業、管工事業、タイル・れんが・ブ
ロック工事業、鋼構造物工事業、舗装
工事業、しゅんせつ工事業、内装仕上
工事業、水道施設工事業に関する一
般建設業許可

38 平成27年7月27日 平成27年8月3日 高知県知事許可（般－22）第9389号 株式会社秀徳建設 高知市南竹島町1－8 代表取締役 正木　秀明
石工事業、鋼構造物工事業、塗装工事
業に関する一般建設業許可

39 平成27年7月9日 平成27年8月4日 高知県知事許可（般－26）第8758号 高橋建工 高岡郡佐川町本郷耕1837 代表者 高橋　寛

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

40 平成27年8月6日 平成27年8月7日 高知県知事許可（般－22）第8219号 有限会社角洋興産 須崎市原町2－2－9 代表取締役 後藤　洋子

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

41 平成27年8月13日 平成27年8月20日 高知県知事許可（般－22）第6406号 永尾建築 南国市上野田375－5 代表者 永尾　理 建築工事業に関する一般建設業許可

42 平成27年8月4日 平成27年8月20日 高知県知事許可（般－23）第3318号 有限会社塩田工業 高知市百石町2－17－19 代表取締役 塩田　嘉恵
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

43 平成27年7月21日 平成27年8月16日
高知県知事許可（般・特－22）第3623
号

株式会社レイダン 高知市南川添16－15 代表取締役 浜田　守代
電気工事業に関する一般建設業許
可、管工事業に関する特定建設業許
可

44 平成27年7月31日 平成27年8月21日 高知県知事許可（般－22）第1989号 株式会社田中工務店 吾川郡いの町駅東町122 代表取締役 田中　孝佶

土木工事業、建築工事業、大工工事
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、舗装工
事業、しゅんせつ工事業、内装仕上工
事業、水道施設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 取り消した許可

45 平成27年8月19日 平成27年8月21日 高知県知事許可（般－22）第6996号 有限会社尾崎電気工事 四万十市楠島2781－4 代表取締役 尾崎　昌平
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

46 平成27年7月28日 平成27年8月26日 高知県知事許可（般－22）第6413号 有限会社外崎建設 高岡郡四万十町十川270-13 代表取締役 外崎　富善 管工事業に関する一般建設業許可

47 平成27年6月25日 平成27年8月26日 高知県知事許可（般・特－22）第420号 有限会社羽根建設 室戸市羽根町甲38－1 代表取締役 安岡　保人

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、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

48 平成27年8月25日 平成27年9月7日 高知県知事許可（般－22）第4485号 株式会社角コーポレーション 高知市介良乙1110 代表取締役 角　裕和

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、鋼構造物工事
業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、
板金工事業、内装仕上工事業、水道施
設工事業に関する一般建設業許可

49 平成27年8月21日 平成27年9月7日 高知県知事許可（般－26）第9678号 佐田興業 香南市野市町下井1337－2 代表者 佐田　典和
とび・土工工事業に関する一般建設業
許可

50 平成27年9月3日 平成27年9月9日 高知県知事許可（般－25）第7948号 清水塗装店 高知市八反町1－9－24－6 代表者
清水　東洋
喜

塗装工事業に関する一般建設業許可

51 平成27年7月21日 平成27年9月9日 高知県知事許可（特－23）第295号 株式会社石建組 安芸市矢ノ丸2－7－13
代表取締役
社長

石建　国元
土木工事業、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

52 平成27年9月9日 平成27年9月15日 高知県知事許可（般－22）第5405号 福留建具工芸 香美市土佐山田町宝町4－3－28 代表者 福留　豊久 建具工事業に関する一般建設業許可

53 平成27年9月1日 平成27年9月15日 高知県知事許可（般－23）第3375号 橋本設備 土佐清水市元町10－10 代表者 橋本　季吉
土木工事業、とび・土工工事業、管工
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

54 平成27年8月28日 平成27年9月24日 高知県知事許可（般－24）第8255号 下村工業 宿毛市平田町戸内4635 代表者 下村　潤
土木工事業、とび・土工工事業に関す
る一般建設業許可

55 平成27年8月31日 平成27年9月24日 高知県知事許可（般－22）第7479号 吉尾建築 幡多郡黒潮町入野1951－4 代表者 吉尾　才子 建築工事業に関する一般建設業許可

56 平成27年9月9日 平成27年9月24日 高知県知事許可（般－24）第7735号 今井建材 安芸市宝永町5－21 代表者 今井　健次
とび・土工工事業に関する一般建設業
許可

57 平成27年9月17日 平成27年9月24日 高知県知事許可（般－22）第5322号 中野興業有限会社 高岡郡日高村宮谷577－2 代表取締役 中野　広好 建築工事業に関する一般建設業許可

58 平成27年9月10日 平成27年9月30日 高知県知事許可（般－26）第8812号 仙頭防水 高知市一宮東町5－21－5 代表者 仙頭　弘志

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、熱絶縁工事業、建具工事業に関
する一般建設業許可

59 平成27年9月24日 平成27年10月2日 高知県知事許可（般－22）第5914号 有限会社初月建設 高知市中万々70－25 代表取締役 北村　信廣 建築工事業に関する一般建設業許可

60 平成27年9月24日 平成27年10月2日 高知県知事許可（般－26）第9710号 日本土工株式会社 高知市中宝永町5－5 代表取締役 門田　忠司
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27年9月25日 平成27年10月2日 高知県知事許可（般－23）第6675号 有限会社豊成工務店 高知市神田1518－10 代表取締役 金子　豊隆 建築工事業に関する一般建設業許可
62 平成27年9月11日 平成27年10月5日 高知県知事許可（般－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 管工事業に関する一般建設業許可

63 平成27年9月29日 平成27年10月13日 高知県知事許可（般－24）第4037号 有限会社高岡設備清掃工業 土佐市蓮池859 代表取締役 山下　哲生
土木工事業、とび・土工工事業、管工
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

64 平成27年9月28日 平成27年10月13日 高知県知事許可（般－22）第6976号 ムラタ建築 高岡郡佐川町中組822－3 代表者 村田　修 建築工事業に関する一般建設業許可
65 平成27年10月6日 平成27年10月16日 高知県知事許可（般－22）第6446号 門脇建築 土佐市蓮池3040－1 代表者 門田　鉄夫 大工工事業に関する一般建設業許可
66 平成27年10月7日 平成27年10月16日 高知県知事許可（般－22）第5339号 高橋建築 幡多郡黒潮町拳の川1634 代表者 高橋　忠明 建築工事業に関する一般建設業許可

67 平成27年10月8日 平成27年10月20日 高知県知事許可（般－22）第4582号 有限会社重国建設 南国市浜改田758－3 代表取締役 浜口　嘉蔵
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

68 平成27年9月30日 平成27年10月27日 高知県知事許可（般－23）第7675号 山下設備 香南市野市町下井1662－5 代表者 山下　達也

土木工事業、とび・土工工事業、石工
事業、管工事業、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27年10月19日 平成27年11月2日 高知県知事許可（特－22）第5053号 有限会社森田建設 高岡郡梼原町下本村357 代表取締役 森田　悟

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
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70 平成27年10月7日 平成27年11月2日 高知県知事許可（般－22）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

土木工事業、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一般建
設業許可

71 平成27年9月30日 平成27年11月2日 高知県知事許可（般－23）第9485号 筒井建築 高知市佐々木町94－12 代表者 筒井　豊春 建築工事業に関する一般建設業許可

72 平成27年9月28日 平成27年11月4日 高知県知事許可（般－24）第3836号 吉永塗装 安芸市庄ノ芝町8－19 代表者 吉永　良久
塗装工事業、防水工事業に関する一
般建設業許可

73 平成27年10月2日 平成27年11月5日 高知県知事許可（特－24）第4574号 池本組 室戸市領家117－8 代表者 池本　豊行

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

74 平成27年11月2日 平成27年11月9日 高知県知事許可（般－25）第9593号 株式会社タカハシ産業 高岡郡越知町乙16－1 代表取締役 高橋　久代

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

75 平成27年10月22日 平成27年11月13日 高知県知事許可（般－23）第4732号 藤原建設 高岡郡越知町野老山1048 代表者 藤原　只弘
とび・土工工事業に関する一般建設業
許可

76 平成27年10月21日 平成27年11月13日 高知県知事許可（般－23）第8383号 高知開成工業有限会社 高知市中秦泉寺358 代表取締役 川村　昭夫

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

77 平成27年6月29日 平成27年11月20日 高知県知事許可（般－26）第9733号 サンコウ株式会社 高知市針木東町26－51 代表取締役 三谷　哲生

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

78 平成27年7月15日 平成27年11月20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 造園工事業に関する一般建設業許可
79 平成27年11月13日 平成27年11月20日 高知県知事許可（般－24）第8500号 株式会社第一ハイム 高岡郡日高村下分1926－2 代表取締役 秋沢　勇児 管工事業に関する一般建設業許可

80 平成27年11月19日 平成27年11月25日 高知県知事許可（般－24）第9137号 南国道路株式会社 南国市篠原1726 代表取締役 植野　健二

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27年11月17日 平成27年12月7日 高知県知事許可（般－27）第5904号 有限会社吉本建設 幡多郡黒潮町入野2675 代表取締役 宮地　一夫 造園工事業に関する一般建設業許可
82 平成27年11月20日 平成27年12月9日 高知県知事許可（般－27）第9767号 竹内塗装 高知市福井町1593－7 代表者 竹内　洋志 塗装工事業に関する一般建設業許可

83 平成27年11月20日 平成27年12月18日 高知県知事許可（般－22）第4508号 有限会社小松建設工業所 香美市香北町美良布1066－1 代表取締役 小松　静夫

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

84 平成27年12月22日 平成28年1月5日 高知県知事許可（般－22）第8292号 坂本工務 高岡郡梼原町川西路2130 代表者 西村　政幸 建築工事業に関する一般建設業許可
85 平成27年12月25日 平成28年1月5日 高知県知事許可（般－24）第600号 株式会社シーエーティブィセンター 南国市宍崎49－2 代表取締役 高橋　好子 電気工事業に関する一般建設業許可

86 平成27年12月14日 平成28年1月12日 高知県知事許可（般－23）第8969号 栄和工業
高知市神田980サンハイツ西岡1
－101

代表者 蕨川　操

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

87 平成28年1月6日 平成28年1月12日 高知県知事許可（般－22）第6493号 有限会社高広工業 高知市大津乙411－1 代表取締役 高橋　広介 電気工事業に関する一般建設業許可

88 平成28年1月8日 平成28年1月15日 高知県知事許可（般－22）第7524号 株式会社マリック 高知市塩田町14－32 代表取締役 正岡　一郎
鋼構造物工事業、建具工事業に関す
る一般建設業許可

89 平成27年12月28日 平成28年1月18日 高知県知事許可（般－23）第816号 有限会社ヤマニシ設備 高知市上町2－2－1 代表取締役 山西　祐一
管工事業、水道施設工事業、消防施設
工事業に関する一般建設業許可

90 平成28年1月28日 平成28年2月5日 高知県知事許可（般－23）第3299号 有限会社西部興業 室戸市吉良川町乙3164－2 代表取締役 谷本　周作
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

91 平成28年1月12日 平成28年2月5日 高知県知事許可（般－26）第8755号 有限会社三冠 高知市鴨部998-19 代表取締役 大藪　晴代

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
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92 平成28年1月29日 平成28年2月5日 高知県知事許可（般－25）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 電気工事業に関する一般建設業許可

93 平成28年1月14日 平成28年2月10日 高知県知事許可（般－24）第3800号 株式会社スギヤマ 高知市針木東町24－4 代表取締役 横田　篤
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

94 平成28年2月3日 平成28年2月10日 高知県知事許可（般－23）第7702号 有限会社ロード 土佐郡土佐町境182 代表取締役 宮元　務
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、水道
施設工事業に関する一般建設業許可

95 平成28年2月3日 平成28年2月10日 高知県知事許可（般－22）第4580号 谷脇工務店 須崎市多ノ郷甲571－2 代表者 谷脇　義道 建築工事業に関する一般建設業許可

96 平成28年2月9日 平成28年2月18日 高知県知事許可（特－22）第6008号 金光鉄工株式会社 吾川郡仁淀川町大崎263 代表取締役 藤原　勝彦

土木工事業、建築工事業、大工工事
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、内装仕上工事業、水道施設
工事業に関する特定建設業許可

97 平成28年2月10日 平成28年2月18日 高知県知事許可（般－23）第5434号 株式会社司不動産商事 高知市南はりまや町2－1－26 代表取締役 横山　敬 建築工事業に関する一般建設業許可
98 平成28年1月26日 平成28年2月19日 高知県知事許可（般－23）第9034号 土佐ハイム 高知市福井町1428-33 代表者 濱田　鋼一 建築工事業に関する一般建設業許可

99 平成28年1月25日 平成28年2月23日 高知県知事許可（般－23）第6042号 マルワ興業 幡多郡三原村上下長谷140－2 代表者 宇賀　恒介
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

100 平成28年2月23日 平成28年2月25日 高知県知事許可（般－27）第9375号 株式会社心 宿毛市宿毛5339-12 代表取締役 有田　正

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

101 平成28年2月16日 平成28年2月25日 高知県知事許可（般－24）第5362号 三共コンクリート株式会社 宿毛市平田町戸内1471－2 代表取締役 川村　国雄
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

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。


