
空家等の所有者のみなさんへ

【田辺市空家等対策事業者の紹介について】

　田辺市では、空家等の解体工事などを検討されて
いる方に、解体工事業者の紹介を行っています。
　別紙の登録事業者に、見積りや相談など、お気軽
にご連絡ください。

田辺市役所　建築課　建築係
ＴＥＬ　0739-26-9935
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住所や床面積などを
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もできます。



【　田辺市空家等対策事業者　一覧　】

田辺市空家等対策事業者一覧 （R1.10.24時点）

NO 会社名 〒 住所 電話番号 Eメールアドレス 代表者
解体工事業
許可の有無

（※１）

1
株式会社　奥平工務店（ｵｸﾋﾗｺ
ｳﾑﾃﾝ）

646-0023 田辺市文里一丁目21-30 0739-25-1218 info@okuhira-co.jp 奥平　朋久 有

2 株式会社　田中組（ﾀﾅｶｸﾞﾐ） 646-0014 田辺市新万1-4 0739-24-4600 hiroshi.yatsushige@kktanakagumi.jp 瀧川　公平 有

3 株式会社　尾花組（ｵﾊﾞﾅｸﾞﾐ） 646-0061 田辺市上の山一丁目15-22 0739-24-6410 ryusei@obana.co.jp 谷口　庸介 有

4 株式会社　大峯組（ｵｵﾐﾈｸﾞﾐ） 646-0033 田辺市新屋敷町80-10 0739-22-0405 oomine@iaa.itkeeper.ne.jp 大峯　正弘 有

5
東宝建設株式会社（ﾄｳﾎｳｹﾝｾ
ﾂ）

646-0026 田辺市宝来町10-2 0739-22-1433 touhou@leaf.ocn.ne.jp 澤井　憲一 有

6 株式会社　濱本組（ﾊﾏﾓﾄｸﾞﾐ） 646-0003 田辺市中万呂863 0739-22-5464 hama863@crux.ocn.ne.jp 濵本　真彰 有

7 株式会社　山幸（ﾔﾏｺｳ） 646-0027 田辺市朝日ヶ丘17-14-101 0739-24-3045 kumashiro@yamako-kk.co.jp 杉若　貴之 有

8 株式会社　テンコーライフ 646-0036 田辺市上屋敷三丁目14-12 0739-22-5400 info@kktenko.co.jp 玉置　佳範 有

9 有限会社　和商（ﾜｼｮｳ） 645-0414 田辺市龍神村東17-1 0739-78-0031 qqun4969n@bell.ocn.ne.jp 小川　美千子 有

10
株式会社　共栄建設工業（ｷｮｳ
ｴｲｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ）

645-0302 田辺市龍神村甲斐ノ川1120 0739-77-0333 kyoei-mo@mb.aikis.or.jp 小川　裕也 有

11 株式会社　丸山組（ﾏﾙﾔﾏｸﾞﾐ） 646-0005 田辺市秋津町1595-2 0739-22-2648 soumu_keiribu@maruyamagumi.jp 丸山　博之 有

P1 お見積りの依頼や相談など、お気軽にご連絡ください！



【　田辺市空家等対策事業者　一覧　】

NO 会社名 〒 住所 電話番号 Eメールアドレス 代表者
解体工事業
許可の有無

（※１）

12
日高建設株式会社（ﾋﾀﾞｶｹﾝｾ
ﾂ）

646-0027 田辺市朝日ヶ丘9-37 0739-23-1662 aisu-m@mb.aikis.or.jp 愛須　勝章 有

13 株式会社　シーエイト 646-0011 田辺市新庄町2611-20 0739-34-2420 info@c-eight.net 平阪　太亮 有

14
株式会社　大木建設（ｵｵｷﾞｹﾝ
ｾﾂ）

646-0057 田辺市中芳養1125-1 0739-24-2524 oogi0501@themis.ocn.ne.jp 千本　由美子 ＜無＞

15 有限会社　畔田園（ｸﾛﾀﾞｴﾝ） 646-0001 田辺市上秋津46 0739-35-0102 uekiya-96@snow.plala.or.jp 畔田　実 ＜無＞

16
株式会社　ヤマセミ興業（ﾔﾏｾﾐ
ｺｳｷﾞｮｳ）

646-0011 田辺市新庄町3815-1 0739-22-9950 yamasemi.kougyou1117@gmail.com 久保　和人 有

17
有限会社　柳生建設（ﾔｷﾞｭｳｹﾝ
ｾﾂ）

646-0216 田辺市下三栖481-4 0739-34-0037 yagyu.kensetsu@gmail.com 柳生　道昭 ＜無＞

18
有限会社　千ノ本石材（ｾﾝﾉﾓﾄ
ｾｷｻﾞｲ）

646-0001 田辺市上秋津1036-1 0739-35-0188
sennomoto.sennomoto@gaia.eonet.ne.j
p

千ノ本　茂一 有

19
有限会社　ナカト重機（ﾅｶﾄｼﾞｭ
ｳｷ）

646-0014 田辺市新万19-9 0739-26-3831 ryo.nakato@amail.plala.or.jp 中戸　章彦 有

20 有限会社　出口組（ﾃﾞｸﾞﾁｸﾞﾐ） 646-0058 田辺市目良1-22 0739-26-4177 s-deguchi@deguchi-gumi.co.jp 出口　精二 有

21 株式会社　仲建設（ﾅｶｹﾝｾﾂ） 647-1704 田辺市本宮町耳打345-5 0735-42-1637 kk-naka@za.ztv.ne.jp 仲　潔 有

22
株式会社　菅原工務店（ｽｶﾞﾊﾗ
ｺｳﾑﾃﾝ）

646-0021 田辺市あけぼの18-6 0739-22-8089 sugahara-koumuten@hera.eonet.ne.jp 菅原　正章 有

P2 お見積りの依頼や相談など、お気軽にご連絡ください！



【　田辺市空家等対策事業者　一覧　】

NO 会社名 〒 住所 電話番号 Eメールアドレス 代表者
解体工事業
許可の有無

（※１）

23
紀南管工事協同組合（ｷﾅﾝｶﾝｺ
ｳｼﾞｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ）

646-0216 田辺市下三栖1746-40 0739-20-5305
kinankankouzi.kyoudoukumiai@gmail.co
m

上地　秀賢 有

24
有限会社　岡本工業（ｵｶﾓﾄｺｳ
ｷﾞｮｳ）

646-0036 田辺市上屋敷一丁目16-54 0739-35-0590 katusige@naxnet.or.jp 岡本　克茂 ＜無＞

25 青木組（ｱｵｷｸﾞﾐ） 646-1101 田辺市鮎川1600-1 0739-49-0616 aokigumi2005@miracle.ocn.ne.jp 青木　利勝 有

26 串組（ｸｼｸﾞﾐ） 646-1421 田辺市中辺路町栗栖川3 0739-64-1441 n.kushi@oregano.ocn.ne.jp 串　憲和 ＜無＞

27 株式会社　深瀬組（ﾌｶｾｸﾞﾐ） 645-0414 田辺市龍神村東418-1 0739-78-0253 fukase-g@mb.aikis.or.jp 五味　美波 有

28
株式会社　芳養建設（ﾊﾔｹﾝｾ
ﾂ）

646-0062 田辺市明洋二丁目９番１号 0739-22-4793 h-ryu@khaki.plala.or.jp 畑口　龍之介 ＜無＞

29 株式会社光建設（ﾋｶﾘｹﾝｾﾂ） 646-0011 田辺市新庄町2611-148 0739-26-6333 info@hikarikensetsu.com 大﨑　光登 有

30
田辺工業有限会社（ﾀﾅﾍﾞｺｳｷﾞｮ
ｳ）

646-0216 田辺市下三栖1475番地の85 0739-25-5009 sanpai_tanabe-k@bird.ocn.ne.jp 藤井　了 有

31 株式会社タマイ（ﾀﾏｲ） 646-0001 田辺市上秋津1582 0739-35-0114 kk-tamai@zeus.eonet.ne.jp 玉井　公康 有

（※１）

「＜無＞」の事業者でも、下記の規模を超えない解体工事であれば受注可能です

請負代金が500万円未満（税込）の工事または150㎡未満、建築工事業に該当するもの

は1500万円未満（税込）の工事

P3 お見積りの依頼や相談など、お気軽にご連絡ください！


