
■川西市花屋敷団地等建替事業　事前エントリー結果 平成30年5月28日現在

職氏名 電話番号 FAX E-mail 直近3年間の営業実績 営業年数 従業員数 資本金 保有する許可・資格等と保有者数

1 ケーイーテック 川西市清和台西4丁目2-73 代表　木村征貴 072-799-1588 072-799-1588 ｋ-earth-tec@etude.ocn.ne.jp ・その他（測量業務） 花屋敷団地用地測量業務委託 7年 4人
測量業 第(2)-33580号（平成29年5月31日登録）
測量士3名

2 株式会社　サン警備保障
川西市多田桜木2丁目1-11吉岡ビル
2F

田代知弘 072-793-9880 072-793-7968 sunkeibi_tashiro@yahoo.co.jp ・その他（警備業務） 72,038万円 24年 61人 1,000万円

・兵庫県公安委員会第63000723号
・指導教育責任者証　1号（3名）、2号（4名）、4号（1名）
・機械警備業務管理者証（1名）
・交通誘導警備2級（21名）
・雑踏警備2級（2名）
・施設警備2級（4名）

3 有限会社　小谷組 川西市多田院1丁目10-1 代表取締役　小谷辰夫 072-792-0477 072-792-2829 Kotanigumi0203@jttk.zaq.ne.jp

・事前調査に関する業務
・建替住宅等の建設業務
・建替住宅等の工事監理業務
・周辺影響調査・近隣対策等業務
・入居者移転支援業務
・その他

・REMIX長堀橋新築工事（平成29年6月27日）
・Petits hotels　日本橋東新築工事（平成29年7月14日）
・大谷邸リフォーム工事（平成30年3月15日）

47年 5人 3,100万円

・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士×2
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士

4 株式会社　宮本建設 川西市火打1丁目1-1星和ビル４F 部長　萩原治彦 072-755-3435 072-755-3438 info@miyamotokensetsu.co.jp ・建替住宅等の建設業務
・周辺影響調査・近隣対策等業務

売上（直近3年計　￥2,948,130千）
件数（3年計　166件）

29年 10人 4,000万円

許可：兵庫県知事
特定（土木・舗装・解体・とび土工・水道施設）
一般（建築・造園・管）
一級土木　6人　　　2級建築　3人　　2級管　1人
2級造園　1人　　1級機械　1人　　2級機械　2人

5 有限会社　セイコー・コーポレーション 川西市火打1丁目1-1 代表取締役　宮本智子 072-755-8040 072-755-8040 satoko388@yahoo.co.jp ・建替住宅等の建設業務
・周辺影響調査・近隣対策等業務

売上（3年計　￥499,490千）
件数（3年計　71件）

8年 3人 1,000万円
兵庫県知事:一般（土木・舗装・解体・とび土工・水道施設）
一級土木施工管理技士　1人
二級土木施工管理技士　1人

6 有限会社　互幸電気 川西市南花屋敷3-16-18 取締役　川本裕三 072-759-6596 072-755-5866 kawamoto@gokou.biz ・建替住宅等の建設業務（電気・空調・給排機設備）
・H29年度　1億202万
・H28年度　7183万
・H27年度　6050万

16年 2人 300万円
建設業許可　電気工事業　管工事業　　兵庫県知事　許可（般－29）第301702号
資格　川本裕三
第1種電気工事士・第3種電気主任技術者・第2種冷媒フロン類取扱技術者

7 種池電気工業　株式会社 川西市下加茂1丁目24‐4 専務取締役　山本善昭 072-759-7113 072-759-7473 taneikedenki0930@hyper.ocn.ne.jp ・建替住宅等の建設業務（電気設備工事業務） 321,189,000－ 37年 4人 1,000万円
電気・管・消防施設工事業（兵庫県知事許可（般－28）第208347号）
第一種電気工事士（5名）、監理技術者（1名）、2級電気工事施工管理技士（2）、消防設備士（２）

8 株式会社　笹田工務店 川西市平野1丁目17-17 代表取締役　笹田泰隆 072-793-8883 072-793-8884 info@sasadakoumuten.jp ・建替住宅等の建設業務（建築一式） 7億 20年 7人 1000万円

建設業許可（般‐29）第215131号
二級建築士　1名
一級建築施工管理技士　1名
二級建築施工管理技士　2名
福祉住環境コーディネーター二級　1名

9 株式会社　喜谷運送サービス 川西市大和東1丁目4番地の1 本社営業所　髙栁景太 072-759-0962 072-759-8227 postmaster@kitaniunso.co.jp ・その他（引越・移転作業　物品運搬、不用品処分作業）
川西市投開票所器材運搬業務
放置自転車移動業務等

40年 16人 10,000千円
一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、軽貨物自動車運送事業、産業廃棄物収集運搬
事業（兵庫県・大阪府）、古物商、金属くず商、ISO09001：2015　認証取得、安全性優良事業所認
定認証

10 株式会社　アーバンクリエイト 川西市久代1丁目23番16号 田中　昭次 072-759-3666 072-759-3999 shoji-tanaka@urban-create.jp ・その他（測量） 123百万円（3カ年平均） 19年 7人 1000万円
測量業者登録　第（4）‐26627号
測量士　6名
測量士補　1名

11 有限会社　荒木造園土木 川西市萩原1丁目17‐10 取締役　荒木太 072-758-0858 072-758-5116 arakizd@y4.dion.ne.jp ・建替住宅等の建設業務（造園） ￥422,100,000－ 22年 6人 1000万

一級造園施工管理技士　3人　　二級造園施工管理技士　1人
一級土木施工管理技士　2人　　二級土木施工管理技士　1人
一級管工事施工管理技士　1人
兵庫県・大阪府　産業廃棄物収集運搬業

12 株式会社　金田組 川西市大和東2丁目1-8 金田健市 072-795-2379 072-794-7578 kanedagumi0345@ookini.zaq.jp

・事前調査に関する業務
・建替住宅等の設計業務
・建替住宅等の建設業務
・建替住宅等の工事監理業務
・周辺影響調査・近隣対策等業務
・入居者移転支援業務
・その他

新名神高速道路建設工事に参加しました。 7年 8人 330万
2級建築施工管理技士　　土木工事業許可
2級土木施工管理技士　　造園工事業許可
2級造園施工管理技士　　建築工事業許可

企業情報(H30.4月現在)
No. 企業名 所在地

担当者
参加を希望する業務
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13 有限会社　カネイチ建設 川西市大和東1丁目63-1 茂野洋一 072-794-8899 072-794-7578 kaneichi.co.1td8899@maido.zaq.jp

・事前調査に関する業務
・建替住宅等の設計業務
・建替住宅等の建設業務
・建替住宅等の工事監理業務
・周辺影響調査・近隣対策等業務
・入居者移転支援業務
・その他

新名神高速道路建設工事に参加しました。 30年 8人 300万円
2級土木施工管理技士　　土木工事業許可
2級造園施工管理技士　　造園工事業許可

14 有限会社　シングウデザイン 川西市下加茂1-5-20　２F 専務取締役　新宮正司 072-757-5151 072-757-3757 info@shingu-d.net ・その他（紙媒体のデザイン・印刷・製本等） 1億円 48年 8人 300万円

15 株式会社　K-NETWORK 川西市美園町1-3-200 代表取締役　森誠一郎 072-744-3545 072-744-3569 s.mori@kmkk.gr.jp ・その他（警備業務）
川西こども園　2ヶ処　長谷工各現場携導警備　さくら祭交通警
備他

6年半
30人+4人

計34人
3,000,000円

第62001341号
交通誘導2級　雑踏警備2級　各3名
警備員指導教育責任者　1号、2号

16 一吉工業　株式会社 川西市中央町14番地 次長　菊地哲 072-758-4518 072-759-2212 ichiyoshi@ia5.itkeeper.ne.jp ・建替住宅等の建設業務（建築工事全般）
川西市立小学校耐震化
大規模改造PFI事業参加

40年 30人 3700万円

建設許可知事（特―26）
1級建築士2名
1級建築施工管理技士5名
2級建築士5名
2級建築施工管理技士5名
2級土木施工管理技士1名

17 株式会社　ユタカ 川西市加茂1丁目1番11号 専務取締役　豊川恵子 072-756-1228 072-756-2228 Keiko-t@yutaka-keibi.jp ・その他（警備業務）
H28/4月　4853万△104万
H29/4月　4202万△152万
H30/3月現在　4522万226万

7年目
（H23年8月1日）

20人 ￥300万

兵庫県公安委員会　認定書　第63001331号
交通誘導警備1級2名　雑踏警備1級2名
交通誘導警備2級5名　雑踏警備2級2名
（今期決算売上5000万利益250万以上の見込み）

18 株式会社　三方造園 川西市大和東5丁目71-9 代表取締役　三方重之 072-795-4078 072-766-7166 mikatazouen@gaia.eonet.ne.jp ・その他（造園・土木管理） 30年 5人 1000万円
造園施工管理　1人　25年
土木施工管理　1人　22年

19 株式会社　創和グリーン 川西市石道字茶ヤ垣内230-1 代表取締役　溝口小市 072-790-5060 072-790-5070 info@sowagreen.co.jp ・建替住宅等の建設業務（造園工事（植栽・剪定・伐採）） 148,949千円 21年 10人 1,000万円

造園、土木・監理技術者　4名
１級造園施工管理技士　4名
2級造園施工管理技士　3名
2級土木施工管理技士　4名

20 大興建設　株式会社 川西市栄町4番9号 営業部長　山上雅規 072-758-0244 072-758-0661 taikoh@jttk.zaq.ne.jp ・建替住宅等の建設業務（解体工事・土工事・鉄筋工事・
仮設足場工事）

平成27年　川西市出在家１号雨水幹線管渠築造工事（土工事）
平成27年　川西市土地区画整理事業に伴う整地工事（土工事）
平成28年　兵庫県伊丹教職員公舎解体撤去工事（解体工事）
平成28年　川西市市民体育館棟整備に伴うPFI事業（解体工事）
平成28年　旧篠山病院建物解体工事（解体工事）
平成30年　旧ｱﾝﾌｨﾆ駐車場解体工事　延床20712.6㎡（解体工事）

39年 21人 4,800万円

特定建設業
1級土木施工管理技士　5名
2級土木施工管理技士　3名
解体工事施工技士　2名

21 株式会社　谷井水道工業所 川西市寺畑1丁目10番23号 取締役　鈴木秀樹 072-759-2565 072-759-3751 badvd004@jttk.zaq.ne.jp ・建替住宅等の建設業務（機械設備・水道施設）
【前々期93,822,385】
【前期103,998,932】
【今期93,503,066】

43 3 20,000,000

兵庫県知事　許可　般-29第302266号
土木・管・舗装・水道施設工事業
（2級管工事施工管理技士　2名）
（2級土木施工管理技士　2名）
（2級建設機械施工技士　1名）

22 株式会社　みどり空間設計室 川西市東畦野6丁目7番3号 代表取締役　清水正克 072-794-8790 077-794-8791 XLM06103@nifty.com

・事前調査に関する業務（既存樹木保全・保存・健全度調
査等）
・建替住宅等の設計業務（外構・庭園・遊具広場・ポケット
広場・屋上緑化・壁面緑化・緑地設計・運動施設設等設
計）

尼崎市城址公園整備工事設計委託業務
堺市材木町整備工事実施設計業務
尼崎市魚釣り公園親水設備等詳細設計業務
川西市滝山地区防災広場整備工事実施設計業務
枚方市岡東公園改良実施設計業務

28年 5人 1,000万円

建設コンサルタント登録（造園部門）建27第10224号
技術士（都市及び地方計画）1名
一級造園施工管理士3名
一級土木施工管理士1名

23 有限会社　平川産業 川西市下加茂1丁目22番22号 平川慶文 072-755-6231 072-755-6230 Hirakawa5351@hotmail.com ・その他（屋内残置物（不要家財）等撤去処分）

川西市内残置物撤去(遺品整理等）件数
H27年度　32件
H28年度　30件
H29年度　48件

48年 7人 500万

一般廃棄物収集運搬許可（川西市）
産業廃棄物収集運搬許可（兵庫県・大阪府）
古物商許可（兵庫県公安委員会）
鉄くず商許可（兵庫県公安委員会）
遺品整理士・特殊清掃士（遺品整理士認定協会）


