
　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3年4月1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

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 令和2年4月15日 高知県知事許可（般－29）第8522号 （有）森澤商会 高知県土佐市蓮池１０８１－４ 森澤　澄子 一部 土木工事業、舗装工事業に関する一般建設業許可
2 令和2年4月15日 高知県知事許可（般－27）第8259号 森平建築 高知県四万十市西土佐江川２１９６ 森平　司 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

3 令和2年4月15日 高知県知事許可（般－27）第9829号 田中工務店 高知県吾川郡いの町駅東町１２２ 田中　尊三 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、内装仕上げ工事業に関する一般建設業許可

令和2年4月24日 高知県知事許可（般－27）第9794号 （株）ジャパン・ソーラー・パワー 高知県高知市はりまや町２－１２－１３　２Ｆ 川久保　秀水 全部 土木工事業に関する一般建設業許可
4 令和2年5月8日 高知県知事許可（般－27）第1134号 （株）近藤工務店 高知県高知市和泉町６－２２ 野村　建樹 一部 造園工事に関する一般建設業許可
5 令和2年5月8日 高知県知事許可（般－28）第8340号 テクノホーム（有） 高知県高知市高須西町７－２７ 西森　新介 全部 建築工事業に関する一般建設業許可
6 令和2年5月8日 高知県知事許可（特－29）第460号 柳生基礎センター（株） 高知県高知市仁井田４６１０ 福留　利章 一部 造園工事業に関する特定建設業許可

7 令和2年5月12日 高知県知事許可（般－27）第4536号 （株）島内土建 高知県南国市物部１０１ 島内　康光 一部
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

8 令和2年5月18日 高知県知事許可（般－29）第8528号 （有）新生電機 高知県高知市鴨部３−１−４７ 後藤　勇三 全部 電気工事業に関する一般建設業許可
9 令和2年5月21日 高知県知事許可（特－1）第10214号 （株）ヒワサキ 高知県高知市中の島２－７５ 久家　博明 一部 電気工事業に関する特定建設業許可

10 令和2年5月21日 高知県知事許可（般－27）第31号 大宮建設（株） 高知県高知市大川筋１－３－２６ 田村　英明 一部 管工事業、造園工事業に関する一般建設業許可

11 令和2年5月21日 高知県知事許可（般－27）第6356号 （有）本田工務店 高知県幡多郡黒潮町加持３４５３－２ 本田耕作 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、内装仕上げ工事業、熱絶縁工事業、建具工
事業に関する一般建設業許可

12 令和2年5月25日 高知県知事許可（般－30）第9594号 （有）南国塗装 高知県高知市朝倉丙５１４－１ 山田　健司 一部
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、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

13 令和2年5月25日 高知県知事許可（般－27）第5851号 真澄電気工事店 高知県安芸郡奈半利町乙４８６０－２ 安岡　眞澄 全部 電気工事業に関する一般建設業許可
14 令和2年5月26日 高知県知事許可（特－27）第338号 高瀬工務店 高知県宿毛市片島１５－５ 高瀬　巧連 全部 建築工事業に関する特定建設業許可
15 令和2年4月20日 高知県知事許可（般－27）第8188号 （有）吉川ハウス 高知県高知市土居町６－１０ 吉川　慎一 全部 建築工事業に関する一般建設業許可
16 令和2年5月27日 高知県知事許可（般－28）第9944号 （株）城山建装 高知県高知市はりまや町３－９－２ 城山　操 一部 左官工事業に関する一般建設業許可
17 令和2年5月29日 高知県知事許可（般－1）第8774号 （有）かわらの松尾 高知県高岡郡津野町三間川４５５－４ 松尾　嘉昭 全部 屋根工事業に関する一般建設業許可
18 令和2年5月29日 高知県知事許可（般－28）第1097号 岩井建設（株） 高知県高岡郡梼原町川西路２３２４－１ 森田　豊秋 一部 電気工事業に関する一般建設業許可
19 令和2年5月29日 高知県知事許可（般－28）第8372号 （有）岡田建設 高知県土佐清水市下川口９５９－１ 新谷　まち 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

20 令和2年6月1日 高知県知事許可（特－27）第9241号 （株）シマント 高知県四万十市西土佐用井８４１ 浜田　敦夫 一部
土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、水道施設工事業
に関する特定建設業許可

21 令和2年6月2日 高知県知事許可（般－28）第9513号 （有）トーゴー 高知県高知市円行寺５２－１ 藤田　剛志 一部 造園工事業に関する一般建設業許可
22 令和2年6月2日 高知県知事許可（般－28）第9918号 楠木商会（株） 高知県香南市赤岡町１５３７－１０ 佐竹　典夫 全部 電気工事業、管工事業、造園工事業に関する一般建設業許可

23 令和2年6月4日 高知県知事許可（般－29）第4001号 高橋設備（有） 高知県土佐郡土佐町田井１５０６－７ 高橋　賢一 全部
土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、電気工事業、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

24 令和2年6月4日 高知県知事許可（般－1）第10240号 西日本資材販売（株） 高知県高知市萩町１－６－４６ 森﨑　守孝 一部 塗装工事業に関する一般建設業許可
25 令和2年6月5日 高知県知事許可（般－29）第7755号 和田水道工事店 高知県長岡郡本山町本山３９２ 和田　登代秋 全部 管工事業、水道施設工事業に関する一般建設業許可
26 令和2年6月5日 高知県知事許可（般－28）第9906号 （合）サンケン 高知県高知市一宮南町１－１３－１３ 野村　健二 一部 塗装工事業に関する一般建設業許可
27 令和2年6月8日 高知県知事許可（般－27）第8869号 ヤマト工務店建築設計事務所 高知県高知市福井町１７８４－７１ 戸田　和夫 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

28 令和2年6月12日 高知県知事許可（特－28）第1574号 （株）宗石建設工業所 高知県高知市上町２－１１－９ 野口　隆 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、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、解体工事業に関する特定建設業許可

29 令和2年6月12日
高知県知事許可（般・特－29）第6283
号

（有）田村電気 高知県高知市鷹匠町１－１－２２ 田村　豊広 全部
電気工事業に関する特定建設業許可
機械器具設置工事業、電気通信工事業に関する一般建設業
許可

30 令和2年6月19日 高知県知事許可（般－28）第3082号 （有）岡田建設 高知県高知市旭町３－９０ 大﨑　博匡 一部

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、鋼構造物工事業、舗装工事業、
内装仕上工事業、造園工事業、水道施設工事業に関する一般
建設業許可

31 令和2年6月19日 高知県知事許可（般－27）第8294号 （有）ハマダ技建 高知県南国市岡豊町蒲原１６０－７９ 浜田　智香子 全部 建築工事業に関する一般建設業許可
32 令和2年6月24日 高知県知事許可（特－29）第1805号 （株）高販 高知県高知市知寄町３－２２９ 野村　朗 一部 土木工事業、とび・土工工事業に関する特定建設業許可
33 令和2年7月3日 高知県知事許可（般－29）第7258号 （株）川竹工務店 高知県高知市東雲町４－３５ 川竹　光也 一部 解体工事業に関する一般建設業許可
34 令和2年7月7日 高知県知事許可（般－28）第9039号 下元建築板金 高知県高岡郡津野町永野６５５－１ 下元　利彦 全部 板金工事業に関する一般建設業許可
35 令和2年7月7日 高知県知事許可（般－1）第10272号 林　電設 高知県安芸郡東洋町大字河内１７７３－１ 林　孝行 全部 電気工事業に関する一般建設業許可
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36 令和2年7月9日 高知県知事許可（般－30）第9629号 藤栄設備 高知県須崎市池ノ内９８０－１（Ｂ４０３） 藤澤　唯史 全部 管工事業に関する一般建設業許可
37 令和2年7月9日 高知県知事許可（般－29）第661号 （株）山豊・東部 高知県高知市福井町１１９２－１ 福田　誠司 一部 塗装工事業、造園工事業に関する一般建設業許可

38 令和2年7月9日 高知県知事許可（般－27）第9384号 （株）サンコーテック 高知県高知市北川添１２－１９ 山本　由美 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、水道施設工事業に関する一
般建設業許可

39 令和2年7月13日 高知県知事許可（般－27）第4355号 （株）英工務店 高知県高知市九反田１５−２ 林　寛巳 一部 大工工事業に関する一般建設業許可
40 令和2年7月14日 高知県知事許可（般－1）第10191号 （株）四国不動産 高知県高知市山手町９４ 片岡　和男 一部 土木工事業に関する一般建設業許可

41 令和2年7月15日 高知県知事許可（般－27）第9381号 高東環境技術（株） 高知県高知市槙山町１２－３ 廣瀬　政孝 一部
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、塗装工事業、水道施設工事業に関する
一般建設業許可

42 令和2年7月22日 高知県知事許可（般－28）第2392号 （有）川田建設 高知県土佐郡土佐町相川７７６ 川田　優子 一部 造園工事業に関する一般建設業許可

43 令和2年7月29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 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

44 令和2年8月3日 高知県知事許可（般－27）第9846号 （有）エコ・クリエーション 高知県高知市福井東町２０－２１ 岡林　良門 一部 電気工事業、造園工事業に関する一般建設業許可

45 令和2年8月3日 高知県知事許可（般－27）第9400号 美和建築工業 高知県高知市朝倉南町８－４４ 原　徹夫 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

46 令和2年8月17日 高知県知事許可（般－29）第372号 垣内建築事務所 高知県高知市上町３－１１－２９ 垣内　滋 全部
建築工事業、大工工事業、屋根工事業、内装仕上工事業に関
する一般建設業許可

47 令和2年8月20日 高知県知事許可（般－27）第8921号 溝渕塗装商会 高知県高知市河ノ瀬３ 溝渕　正員 全部 塗装工事業に関する一般建設業許可
48 令和2年8月21日 高知県知事許可（般－2）第8863号 （有）エース建設 高知県高知市春野町弘岡下１９０７ 吉良　誠二 一部 電気工事業、消防施設工事業に関する一般建設業許可
49 令和2年9月3日 高知県知事許可（般－29）第6730号 （有）山岡電機 高知県南国市立田１５２９－２９ 山岡　章郎 全部 電気工事業に関する一般建設業許可
50 令和2年9月9日 高知県知事許可（特－28）第87号 （株）日化住宅機器 高知県高岡郡四万十町本町９－５ 永井　資士 一部 消防施設工事業に関する特定建設業許可
51 令和2年9月14日 高知県知事許可（般－2）第2881号 啓大建設（有） 高知県高知市長浜４５５０ 武田　圭吾 一部 造園工事業に関する一般建設業許可
52 令和2年9月14日 高知県知事許可（般－27）第9837号 森架工務店 高知県四万十市津蔵渕４７２ 加用　貴彦 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

53 令和2年9月16日 高知県知事許可（般－30）第9622号 高平興建 高知県高知市春野町芳原２４３８ 高平　覚 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

54 令和2年9月18日 高知県知事許可（般－27）第7499号 宮地建築 高知県幡多郡黒潮町有井川２８７ 宮地　道夫 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

55 令和2年9月18日 高知県知事許可（特－28）第548号 （株）児玉組 高知県宿毛市大深浦１３０－８ 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、解体工事
業に関する特定建設業許可

56 令和2年9月23日 高知県知事許可（般－29）第9147号 ワールドスポーツ（株） 高知県高知市百石町１-１８-１４ 松井　智治 一部

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
事業に関する一般建設業許可

57 令和2年9月25日 高知県知事許可（般－2）第9384号 （株）サンコーテック 高知県高知市北川添１２－１９ 山本　由美 一部 管工事業、機械器具設置工事業に関する一般建設業許可
58 令和2年9月29日 高知県知事許可（般－28）第9289号 （株）新清興業 高知県幡多郡黒潮町御坊畑１２６ 尾﨑　進也 全部 土木工事業に関する一般建設業許可
59 令和2年10月2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 管工事業に関する一般建設業許可
60 令和2年10月8日 高知県知事許可（般－27）第8281号 下元建築 高知県高岡郡津野町永野８９ 下元　岩生 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

61 令和2年10月14日 高知県知事許可（般－27）第6462号 （有）協和土木 高知県長岡郡大豊町東土居１９２－１ 笹岡　秀一 一部
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

62 令和2年10月15日 高知県知事許可（般－28）第3797号 長山建設（株） 高知県幡多郡大月町弘見１６０５－イ 長山　眸 一部
左官工事業、塗装工事業、防水工事業に関する一般建設業許
可

63 令和2年10月15日 高知県知事許可（般－29）第7887号 （有）ゼネラル物流 高知県高知市池２８５－１ 片山　雅裕 一部 建築工事業に関する一般建設業許可

64 令和2年10月21日 高知県知事許可（特－27）第8500号 （株）第一ハイム 高知県高岡郡日高村下分１９２６－２ 秋沢　勇児 一部
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、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

65 令和2年10月21日 高知県知事許可（般－27）第5392号 （有）高知ヨドケン 高知県南国市八京５２－６ 大黒　和博 全部 建具工事業に関する一般建設業許可

66 令和2年10月28日 高知県知事許可（般－1）第9677号 （株）アキヒロ石材 高知県香南市香我美町山北５８５－１ 小松　晶博 一部
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

67 令和2年10月28日 高知県知事許可（般－2）第577号 （株）ダイリン 高知県四万十市具同８５５７ 有田　将也 一部 造園工事業に関する一般建設業許可
68 令和2年10月28日 高知県知事許可（般－30）第7955号 岡村水道 高知県吾川郡いの町天王南２－１６－１４ 岡村　和章 全部 管工事業に関する一般建設業許可

69 令和2年11月2日
高知県知事許可（般・特－29）第4151
号

三電興業（株） 高知県高知市高見町３５０－１ 岡林　龍彦 全部
電気工事業に関する特定建設業許可
電気通信工事業に関する一般建設業許可

70 令和2年11月2日 高知県知事許可（般－1）第10274号 巴機建 高知県香南市野市町西野５２０－１－２０２ 岡本　毅 全部 とび・土工工事業に関する一般建設業許可
71 令和2年11月6日 高知県知事許可（般－27）第5950号 山伸工業（株） 高知県高知市五台山４８６９－３ 山下　伸一 一部 管工事業に関する一般建設業許可
72 令和2年11月11日 高知県知事許可（般－29）第9590号 マルナカ興業（有） 高知県香南市野市町西野２０６４－１ 常安　有 一部 電気工事業に関する一般建設業許可
73 令和2年11月11日 高知県知事許可（般－28）第9513号 （有）トーゴー 高知県高知市円行寺５２－１ 藤田　剛志 一部 塗装工事業に関する一般建設業許可
74 令和2年11月17日 高知県知事許可（般－28）第7133号 （有）仁淀森林土木 高知県吾川郡仁淀川町森２５７１ 古味　孝雄 全部 土木工事業に関する一般建設業許可

75 令和2年12月2日 高知県知事許可（特－29）第1548号 西日本工業（株） 高知県高知市潮新町１－７－８ 中山　眞一 一部
土木工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、水道施設工事業
に関する特定建設業許可
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76 令和2年12月9日 高知県知事許可（般－27）第6521号 （有）東建 高知県高知市介良乙３０１９－５ 前田　早苗 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、塗装工事業、水道施設工事業に関する
一般建設業許可

77 令和2年12月9日 高知県知事許可（般－28）第7130号 （有）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 機械器具設置工事に関する一般建設業許可
78 令和2年12月9日 高知県知事許可（般－30）第8717号 （有）ヤマモモ建設 高知県高知市高須１－７－２６ 小松　道明 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

79 令和2年12月14日 高知県知事許可（特－27）第4505号 （有）宮崎興業 高知県高知市南河ノ瀬町８－５ 宮崎　誠一 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

80 令和2年12月15日 高知県知事許可（般－29）第7798号 （有）坂本左官工業 高知県幡多郡黒潮町出口８１ 坂本　征男 全部 左官工事業に関する一般建設業許可

81 令和2年12月21日 高知県知事許可（般－29）第7839号 森下住宅器機 高知県四万十市不破２０８３－４０ 森下　恵詞 全部
土木工事業、とび・土工工事業、管工事業、水道施設工事業に
関する一般建設業許可

82 令和3年1月7日 高知県知事許可（般－29）第426号 高菱電機(株) 高知県高知市農人町４－３５ 臼井　裕喜 一部 消防施設工事業に関する一般建設業許可
83 令和3年1月13日 高知県知事許可（特－28）第175号 （株）三谷組 高知県高知市中宝永町５－２１ 三谷　修一 一部 造園工事業に関する特定建設業許可
84 令和3年1月15日 高知県知事許可（般－29）第4892号 （株）横山エアコン 高知県高知市若松町２－９ 横山　聰 全部 管工事業に関する一般建設業許可
85 令和3年1月19日 高知県知事許可（般－1）第10250号 光栄興業 高知県高知市神田２３５７－７２３ 吉村　光平 全部 とび・土工工事業に関する一般建設業許可
86 令和3年1月19日 高知県知事許可（般－28）第7637号 （有）市川工建 高知県高岡郡津野町姫野々２５８－１ 市川　智章 一部 管工事業に関する一般建設業許可
87 令和3年1月18日 高知県知事許可（特－27）第1034号 （株）田辺豊建設 高知県四万十市具同２４１１ 田辺　佳雄 一部 造園工事業に関する特定建設業許可
88 令和3年1月21日 高知県知事許可（般－27）第5813号 （株）同理電設 高知県南国市大埇甲４００－１ 徳橋　成久 一部 電気通信工事業に関する一般建設業許可
89 令和3年1月22日 高知県知事許可（般－29）第8554号 サンエイタイル 高知県高知市介良乙１２１６－４ 三谷　栄男 全部 タイル･れんが・ブロック工事業に関する一般建設業許可
90 令和3年2月2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 建築工事業に関する一般建設業許可

91 令和3年2月12日 高知県知事許可（般－28）第2580号 西武建設 高知県土佐市家俊１９３２－１１ 西村　憲二 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

92 令和3年2月17日 高知県知事許可（般－28）第4797号 （株）井筒屋 高知県高知市朝倉丙２１３７－２ 筒井　政彦 全部 建築工事業、内装仕上工事業に関する一般建設業許可
93 令和3年2月24日 高知県知事許可（般－2）第7144号 （有）アクア・サワダ 高知県宿毛市中央３－６－１６ 澤田　雄一 一部 消防施設工事業に関する一般建設業許可
94 令和3年3月1日 高知県知事許可（般－29）第9548号 （株）創秀 高知県高知市介良甲１０７４－５ 野並　秀二 一部 解体工事業に関する一般建設業許可
95 令和3年3月2日 高知県知事許可（般－2）第8217号 （有）伸和興業 高知県幡多郡三原村柚ノ木７１２－１ 沢良木　祥 全部 土木工事業に関する一般建設業許可
96 令和3年3月15日 高知県知事許可（般－2）第4561号 福原興業（有） 高知県高知市朝倉丙１６２８ 隅田　敬二 一部 建築工事業に関する一般建設業許可

97 令和3年3月15日 高知県知事許可（般－28）第9477号 室戸丸高 高知県室戸市吉良川町甲１３８１ 高崎　一夫 全部

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、しゅんせつ工事業、内装仕上工事業、
水道施設工事業、解体工事業に関する一般建設業許可

98 令和3年3月19日 高知県知事許可（般－27）第8945号 ダイコーハウジング 高知県四万十市中村大橋通５－４９－１ 大塚　宏 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

99 令和3年3月19日 高知県知事許可（般－1）第9708号 （株）ライフラインサービス 高知県高知市高須東町１－２５ 山崎　貴修 一部
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、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

100 令和3年3月19日 高知県知事許可（般－29）第4529号 （株）宮﨑造工 高知県高知市大津乙２４３２－１ 宮﨑　雄司 一部 石工事業に関する一般建設業許可

101 令和3年3月22日 高知県知事許可（般－30）第10173号 高知県高岡郡佐川町加茂１３０１ 一部

左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、管工事業、鋼構造
物工事業、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、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

102 令和3年3月23日 高知県知事許可（般－28）第5578号 櫻木建設 高知県四万十市具同４３５－５ 櫻木　砂男 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。


