
　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4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3年4月6日 高知県知事許可（般－28）第7568号 （有）田中組 高知県高岡郡四万十町昭和５７４－４ 林　康二 全部
土木工事業、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

2 令和3年4月6日 高知県知事許可（特－2）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
土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業に関する
特定建設業許可

3 令和3年4月13日 高知県知事許可（般－28）第896号 （株）髙橋組 高知県高岡郡越知町乙１６－１ 髙橋　佳久 一部 管工事業に関する一般建設業許可

4 令和3年4月9日 高知県知事許可（般－29）第1128号 新営開発（有） 高知県吾川郡仁淀川町寺村１７７８ 片岡　幸夫 全部
土木工事業、とび・土工工事業、水道施設工事業、解体工事業に関する
一般建設業許可

5 令和3年4月9日 高知県知事許可（般－29）第7285号 （有）南国開発 高知県高知市八反町２－９－８ 尾﨑　美代子 全部 土木工事業に関する一般建設業許可
6 令和3年4月21日 高知県知事許可（般－29）第1194号 （株）土居工務店 高知県高知市高須本町８－３ 土居　敏夫 一部 電気工事業に関する一般建設業許可

7 令和3年4月21日 高知県知事許可（般－28）第5694号 （有）松井建築 高知県高岡郡四万十町古市町６－２６ 松井　宏明 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
一般建設業許可

8 令和3年4月27日 高知県知事許可（特－29）第8531号 （有）岡の内建設 高知県香美市物部町岡ノ内２４３ 宗石　美幸 一部 解体工事業に関する特定建設業許可

9 令和3年4月27日 高知県知事許可（般・特－28）第98号 （株）伊与田組 高知県宿毛市山奈町山田１２４５－１ 伊与田　和彦 一部
管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

10 令和3年5月10日 高知県知事許可（般－28）第8966号 （有）建築業井上 高知県吾川郡いの町枝川３０４３－７３ 井上　一忠 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

11 令和3年5月11日 高知県知事許可（般－28）第6134号 （有）渡辺建設 高知県高知市北川添３－２ 渡辺　健藏 一部 土木工事業に関する一般建設業許可
12 令和3年5月11日 高知県知事許可（般－2）第7387号 岡統建設 高知県高岡郡佐川町古畑耕２８２ 岡村　統正 全部 建築工事業に関する一般建設業許可
13 令和3年5月19日 高知県知事許可（般－28）第6556号 （有）山昇建設 高知県高岡郡中土佐町久礼５２８０ 山本　昇吾 一部 解体工事業に関する一般建設業許可
14 令和3年5月27日 高知県知事許可（特－28）第9000号 （株）晃立 高知県高知市桜馬場８－２０ 嶋﨑　勝昭 一部 造園工事業に関する特定建設業許可

15 令和3年5月27日 高知県知事許可（般－2）第8908号 大久保建築 高知県香美市土佐山田町９１－６ 大久保　豊 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

16 令和3年5月31日 高知県知事許可（般－2）第7508号 （有）四国水道設備興業 高知県高岡郡佐川町丙４５０５－２ 植田　芳澄 一部
とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、しゅんせつ工事業、塗装
工事業、解体工事業に関する一般建設業許可

17 令和3年5月31日 高知県知事許可（般－2）第6015号 岩井マーブリック工業 高知県香美市土佐山田町宝町３－１－２６ 岩井　美智 全部 管工事業に関する一般建設業許可
18 令和3年6月11日 高知県知事許可（特－28）第1557号 株式会社鉄建ブリッジ 高知県高知市一宮４７８６－３２ 森下　信裕 一部 鋼構造物工事業に関する特定建設業許可

19 令和3年6月15日 高知県知事許可（般－28）第7598号 （有）大崎住設 高知県高知市上本宮町１１３－９ 大崎　一男 全部
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

20 令和3年6月15日 高知県知事許可（般－1）第8133号 尾川工務店 高知県高岡郡佐川町本郷耕１１８８ 西森　利信 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

21 令和3年6月23日 高知県知事許可（般－28）第9943号 （株）坂本ハウス 高知県高知市高須２－６－２８ 坂本　卓也 全部
建築工事業、大工工事業、内装仕上工事業、建具工事業に関する一般建
設業許可

22 令和3年6月28日 高知県知事許可（般－1）第1450号 大石建業 高知県南国市大埇乙１４４６－２ 大石　武男 全部 建築工事業に関する一般建設業許可
23 令和3年7月5日 高知県知事許可（般－1）第9732号 （有）中央興発 高知県高知市横浜新町３－１９０１　１０１号室 片岡　達哉 一部 解体工事業に関する一般建設業許可
24 令和3年7月5日 高知県知事許可（般－30）第8628号 （有）ベイシス高知 高知県高知市北川添１１－１７ 結城　隆一 一部 解体工事業に関する一般建設業許可
25 令和3年7月5日 高知県知事許可（般－29）第10060号 （株）蒼建 高知県高知市福井町２１８７－７ 門脇　竜之 一部 解体工事業に関する一般建設業許可
26 令和3年7月5日 高知県知事許可（般－29）第6477号 （株）道路交安 高知県高知市高須３－４－２０ 岡　廣明 一部 解体工事業に関する一般建設業許可
27 令和3年7月5日 高知県知事許可（般－2）第9686号 （株）Ｒ－Ｋ 高知県高知市瀬戸２－７－１３ 岡村　龍一 一部 解体工事業に関する一般建設業許可
28 令和3年7月8日 高知県知事許可（般－29）第6437号 シカタ開発（株） 高知県高岡郡日高村下分７７－１ 片田　和男 一部 解体工事業に関する一般建設業許可
29 令和3年7月8日 高知県知事許可（特－2）第448号 橋本工業（有） 高知県室戸市領家６８７ 橋本博俊 一部 解体工事業に関する特定建設業許可
30 令和3年7月12日 高知県知事許可（般－1）第10262号 ナカヤマ建築事務所 高知県高岡郡日高村下分６４４－２ 中山　善弘 全部 建築工事業に関する一般建設業許可
31 令和3年7月13日 高知県知事許可（般－1）第7381号 （株）西村剛商店 高知県高知市一宮東町２－３－１５ 村田　啓二 一部 解体工事業に関する一般建設業許可
32 令和3年7月19日 高知県知事許可（般－３）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 とび・土工工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業に関する一般建設業許
33 令和3年7月19日 高知県知事許可（般－30）第10099号 （株）四国フェンス工業 高知県高知市河ノ瀬町１０１－１ 松﨑　伸 一部 解体工事業に関する一般建設業許可
34 令和3年7月27日 高知県知事許可（般－２）第9793号 (株)ライフ・カラーズ 高知県高知市桜井町１－４－５ 福家　淳也 一部 解体工事業に関する一般建設業許可
35 令和3年7月27日 高知県知事許可（般－30）第10159号 森光企画 高知県高知市新本町２－９－１４ 森光　孝英 全部 塗装工事業に関する一般建設業許可

36 令和3年8月2日 高知県知事許可（特－29）第3002号 平山建設（有） 高知県安芸郡安田町大字与床４２３ 平山　博文 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、解体工
事業に関する特定建設業許可

37 令和3年8月2日 高知県知事許可（般－28）第274号 （株）種田工務 高知県高知市農人町２－３ 酒井　晋 一部 さく井工事業に関する一般建設業許可
38 令和3年8月10日 高知県知事許可（般－28）第7719号 （有）藤本組 高知県安芸市矢ノ丸４－６－２１ 藤本　雄司 一部 解体工事業に関する一般建設業許可
39 令和3年8月16日 高知県知事許可（般－30）第7962号 （有）サンケンホーム 高知県高知市万々６２６－１８ 山中　繁喜 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

40 令和3年8月25日 高知県知事許可（般－28）第7662号 （有）桑原水道 高知県高岡郡四万十町北琴平町１０－８ 桑原　英勇 全部
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

41 令和3年9月3日 高知県知事許可（般－30）第10181号 （株）ＴＡＫＡＧＩ 高知県安芸市川北甲５３５１－１７ 髙木　龍司 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

42 令和3年9月3日 高知県知事許可（般－29）第4080号 中央建設 高知県高知市瀬戸２－４－９ 松浦　邦弘 全部
土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、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一般建設業許可

43 令和3年9月3日 高知県知事許可（般－1）第6320号 （株）白馬産業 高知県高知市介良乙３６７５ 今村　義男 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、解体工事業に関する一般建設

44 令和3年9月6日 高知県知事許可（般－3）第3002号 平山建設（有） 高知県安芸郡安田町大字与床４２３ 平山　博文 一部 解体工事業に関する一般建設業許可
45 令和3年9月7日 高知県知事許可（般－2）第1638号 （株）宮崎技建 高知県高知市本町３－６－２３ 宮﨑　興正 一部 土木工事業に関する一般建設業許可

46 令和3年10月11日 高知県知事許可（般－2）第6894号 下田産業 高知県四万十市下田３９７２－２ 弘井　康夫 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
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47 令和3年9月30日 高知県知事許可（特－28）第107号 （有）山下工務店 高知県高知市愛宕山９０－１３７ 山下　繁治 一部 建築工事業に関する特定建設業許可

48 令和3年10月1日 高知県知事許可（般－2）第7483号 田中建設 幡多郡大月町頭集６４３－１１ 田中　義一 全部
土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、石工事業、水道施設工事
業、解体工事業に関する一般建設業許可

49 令和3年10月1日 高知県知事許可（般－29）第8480号 （有）徳久工業 高知県高知市高須東町１８－１８ 徳久　健児 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

50 令和3年10月1日 高知県知事許可（般－29）第7868号 （有）宿毛水道工業 高知県宿毛市平田町戸内２０８５－１ 石﨑　史也 全部 管工事業、水道施設工事業に関する一般建設業許可
51 令和3年10月6日 高知県知事許可（般－2）第2013号 （有）ダイワ建装 高知県高知市塩田町１９－３７ 松岡　香之子 全部 塗装工事業、防水工事業に関する一般建設業許可
52 令和3年10月6日 高知県知事許可（般－28）第6121号 （有）まえだ硝子店 高知県高岡郡佐川町甲１０２２－６ 前田　颯 全部 ガラス工事業、建具工事業に関する一般建設業許可
53 令和3年10月12日 高知県知事許可（特－30）第6590号 （有）森安工業 高知県安芸市川北甲７８９－１ 森安　邦彦 一部 造園工事業に関する特定建設業許可

54 令和3年10月25日 高知県知事許可（般－30）第9594号 （有）南国塗装 高知市朝倉丙５２３－１ 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

55 令和3年11月2日 高知県知事許可（般－2）第8286号 （有）ヒロタ内装 高知市旭天神町１３４ 弘田　大典 全部 内装仕上工事業に関する一般建設業許可
56 令和3年11月2日 高知県知事許可（般－30）第10150号 福重工務店 高知市春野町南ヶ丘７－２－５ 福重　茂雄 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

57 令和3年11月5日 高知県知事許可（般－1）第9357号 Kシステム 高知県高知市竹島町１８－８ 宮尻　恵一郎 全部
土木工事業、とび・土工工事業、管工事業、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 令和3年11月10日 高知県知事許可（般－29）第1231号 大和興業（有） 高知県高岡郡津野町杉ノ川丙４７ 在木　直澄 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

59 令和3年11月12日 高知県知事許可（般－30）第8022号 （有）田中工務店 高知県幡多郡大月町平山３７５－４７ 田中　輝男 全部 建築工事業に関する一般建設業許可

60 令和3年11月12日 高知県知事許可（般－30）第5599号 （株）和泉工業 高知県吾川郡仁淀川町岩丸８８ 川村　隆太郎 一部 管工事業に関する一般建設業許可

61 令和3年11月15日 高知県知事許可（般－28）第2854号 岩崎水道（株） 高知県安芸市港町１－２－５ 岩﨑　昭憲 一部 土木工事業、水道施設工事業に関する一般建設業許可
62 令和3年11月26日 高知県知事許可（般－30）第9669号 （株）協同工機 高知県高知市一宮南町１－８－３７ 岩﨑　淳 全部 機械器具設置工事業に関する一般建設業許可
63 令和3年11月26日 高知県知事許可（般－29）第819号 （株）協和塗料 高知県高知市一宮中町３－５－６ 深江　邦昌 一部 土木工事業に関する一般建設業許可
64 令和3年11月26日 高知県知事許可（般－2）第6381号 はつほ商事（有） 高知県高知市一ツ橋町２－７７ 山影　光延 一部 造園工事業に関する一般建設業許可
65 令和3年12月9日 高知県知事許可（特－29）第660号 （株）エフ・シー・シー 高知県高知市中久万１５－１ 片岡　和典 一部 管工事、造園工事業に関する特定建設業許可
66 令和3年12月20日 高知県知事許可（般－29）第10019号 山本建築 高知県宿毛市二ノ宮６４８ 山本　剛志 全部 建築工事業、大工工事業に関する一般建設業許可

67 令和3年12月16日 高知県知事許可（般－29）第9557号 （株）コーワ 高知県高知市南金田７－１０ 岡村　敏男 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

68 令和3年12月16日 高知県知事許可（般－29）第7794号 （有）ヨシコー建設 高知県高知市二葉町４－３－１０２ 高橋　佳久 一部
左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、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、熱絶縁工事
業、建具工事業に関する一般建設業許可

69 令和3年12月17日 高知県知事許可（般－28）第5603号 （有）保安技建 高知県高知市杉井流６－３ 大﨑　勉 一部 塗装工事業に関する一般建設業許可
70 令和3年12月23日 高知県知事許可（般－30）第9610号 （株）和泉塗装 高知県高知市春野町弘岡中２４５３－５ 和泉　潤 一部 土木工事業、とび・土工工事業に関する一般建設業許可
71 令和3年12月23日 高知県知事許可（般－28）第6676号 川井通信 高知県香美市土佐山田町旭町２－５－１０ 川井　新太郎 全部 電気通信工事業に関する一般建設業許可
72 令和3年12月24日 高知県知事許可（般－30）第9664号 （有）四国浄管 高知県高知市南御座１９－３１ 戸田　明 一部 土木工事業、水道施設工事業に関する一般建設業許可

73 令和4年1月7日 高知県知事許可（般－28）第9500号 （有）田内工務店 高知県高知市朝倉甲６５－１５ 田内　雄二 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

74 令和4年1月7日 高知県知事許可（般－3）第9873号 （株）タイシン 高知県高知市介良乙２７８－１ 庄司　宗之助 一部 建築工事業に関する一般建設業許可

75 令和4年1月11日 高知県知事許可（般－1）第6316号 明大建設（有） 高知県高知市西久万１８６－３ 山崎　満彦 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

76 令和4年1月11日 高知県知事許可（般－29）第7216号 手島組 高知県安芸郡東洋町大字河内１０３５ 手島　伊三夫 全部
土木工事業、左官工事業、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

77 令和4年1月13日 高知県知事許可（般－2）第41号 （有）松元建設 高知県高岡郡四万十町十川１３６ 松元　秀人 一部 建築工事業に関する一般建設業許可

78 令和4年1月17日 高知県知事許可（般－2）第699号 （株）北岡工務店 高知県高知市神田２３５７－３３７ 北岡　守男 一部
土木工事業、建築工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業に関する一般建
設業許可

79 令和4年1月25日 高知県知事許可（般－29）第4940号 筒井鈑金 高知県高知市高須１－１２－１０－１０ 筒井　虎彦 全部 板金工事業に関する一般建設業許可
80 令和4年1月31日 高知県知事許可（般－2）第9862号 三木塗装店 高知県香美市土佐山田町平山１５５４－２ 三木　宏 全部 塗装工事業に関する一般建設業許可
81 令和4年2月13日 高知県知事許可（特－28）第2237号 （株）坂本鉄工 高知県吾川郡いの町八田１８７１－１ 宮脇　旭 全部 建築工事業、鋼構造物工事業、解体工事業に関する特定建設業許可
82 令和4年2月17日 高知県知事許可（般－29）第6842号 （有）田村組 高知県宿毛市錦８７４－６ 田村　道和 一部 造園工事業に関する一般建設業許可
83 令和4年2月17日 高知県知事許可（般－29）第1005号 （有）藤ノ川建設 高知県四万十市西土佐藤ノ川１０２ 藤本　竜大 一部 舗装工事業、造園工事業に関する一般建設業許可
84 令和4年2月24日 高知県知事許可（特－29）第3903号 （株）四国環境管理センター 高知県高知市追手筋２－７－８ 中村　博孝 一部 管工事業に関する特定建設業許可

85 令和4年3月1日 高知県知事許可（般－3）第10400号 （有）STロード 高知県高岡郡津野町新土居３８３－６ 下村　拓男 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

86 令和4年3月29日 高知県知事許可（般－1）第10252号 （株）松井 高知県高知市介良乙３７３８－１ 松井　朝義 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
87 令和4年3月29日 高知県知事許可（般－２）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 屋根工事業、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５号の規定に該当する。


