
工事名 施工年/月
1 アスベスト除去 平成22年1月

2 煙突石綿除去 平成22年1月

3 アスベスト除去 平成22年2月

4 アスベスト除去 平成22年3月

5 煙突石綿除去 平成22年4月

6 煙突石綿除去 平成22年5月

7 アスベスト除去 平成22年6月

8 アスベスト除去 平成22年6月

9 アスベスト除去 平成22年7月

10 アスベスト除去 平成22年7月

11 アスベスト除去 平成22年7月

12 煙突石綿除去 平成22年8月

13 煙突石綿除去 平成22年8月

14 アスベスト除去 平成22年8月

15 アスベスト除去平成22年10月

16 アスベスト除去平成22年11月

17 アスベスト除去平成22年11月

18 煙突石綿除去 平成22年11月

19 アスベスト除去 平成23年2月

20 アスベスト除去 平成23年3月

21 アスベスト除去 平成23年3月

22 アスベスト除去 平成23年3月

23 煙突石綿除去 平成23年4月

24 煙突石綿除去 平成23年4月

25 煙突石綿除去 平成23年4月

26 アスベスト除去 平成23年5月

27 煙突石綿除去 平成23年5月

28 アスベスト除去 平成23年5月

29 アスベスト除去 平成23年7月

30 煙突石綿除去 平成23年7月

31 アスベスト除去 平成23年8月

32 煙突石綿除去 平成23年8月

33 煙突石綿除去 平成23年8月

34 煙突石綿除去 平成23年8月

35 アスベスト除去 平成23年8月

36 煙突石綿除去 平成23年8月

37 アスベスト除去 平成23年9月

38 アスベスト除去 平成23年9月

39 煙突石綿除去 平成23年9月

40 アスベスト除去平成23年10月

41 アスベスト除去平成23年10月

42 アスベスト除去平成23年10月榛名山アナログ放送／（群馬県）

JR倉賀野社宅（群馬県）

市立美里小学校（埼玉県）

のぞみの園高崎ｺﾛﾆｰ（群馬県）

3階建店舗／渋川ウイズ（群馬県）

日本工業大学（栃木県）

朝霞旧国有地（埼玉県）

蓮田黒浜西小学校（埼玉県）

JR渋川社宅（群馬県）

長野県御代田中学校（長野県）

王子千代田ｺﾝﾃﾅ（群馬県）

東海村老人福祉センター（茨城県）

藤岡第一小学校（群馬県）

IHIエアロスベース川越（埼玉県）

群馬県農政技術センター（群馬県）

広尾学園（東京都）

東邦病院阿左美第一寮（群馬県）

前橋中央郵局（群馬県）

キンカ堂／第2萩ビル（群馬県）

ﾎﾝﾀﾞ健康保険組合浅間荘（長野県）

西埼玉病院（埼玉県）

太田小学校（群馬県）

富岡田篠市営住宅（群馬県）

本田技研工業（埼玉県）

藤岡市立北中学校（群馬県）

下川淵保育所（群馬県）

第二保育園（群馬県）

女性会館（群馬県）

ｱｲｵｰ信金本店（群馬県）

りそな銀行前橋支店（群馬県）

総社保育所（群馬県）

渋川西沢病院（群馬県）

市立古巻小学校（群馬県）

ベイシア伊勢崎BP店（群馬県）

嬬恋千俣生活改善センター（群馬県）

ニスカ山梨敷島工場（山梨県）

陸上自衛隊吉井駐屯地（群馬県）

秩父市立高篠小学校（埼玉県）

八幡霊園（群馬県）

榛名山の家（群馬県）

鬼石北小学校（群馬県）

石綿撤去・除去工事経歴 平成22年1月～平成25年1月(№１～№100）

工事名称（都道府県・市）
第二丸菱ﾊｲﾂ（群馬県）



43 アスベスト除去平成23年12月

44 アスベスト除去平成23年12月

45 アスベスト除去 平成24年1月

46 アスベスト除去 平成24年1月

47 アスベスト除去 平成24年1月

48 アスベスト除去 平成24年1月

49 煙突石綿除去 平成24年1月

50 煙突石綿除去 平成24年2月

51 アスベスト除去 平成24年2月

52 煙突石綿除去 平成24年3月

53 煙突石綿除去 平成24年3月

54 アスベスト除去 平成24年4月

55 煙突石綿除去 平成24年4月

56 煙突石綿除去 平成24年4月

57 煙突石綿除去 平成24年4月

58 アスベスト除去 平成24年4月

59 煙突石綿除去 平成24年5月

60 アスベスト除去 平成24年5月

61 煙突石綿除去 平成24年5月

62 煙突石綿除去 平成24年5月

63 アスベスト除去 平成24年6月

64 煙突石綿除去 平成24年7月

65 煙突石綿除去 平成24年7月

66 煙突石綿除去 平成24年7月

67 煙突石綿除去 平成24年7月

68 煙突石綿除去 平成24年7月

69 煙突石綿除去 平成24年8月

70 アスベスト除去 平成24年2月

71 煙突石綿除去 平成24年2月

72 煙突石綿除去 平成24年2月

73 煙突石綿除去 平成24年2月

74 煙突石綿除去 平成24年3月

75 煙突石綿除去 平成24年8月

76 アスベスト除去 平成24年9月

77 煙突石綿除去 平成24年9月

78 煙突石綿除去 平成24年9月

79 アスベスト除去 平成24年9月

80 煙突石綿除去 平成24年9月

81 アスベスト除去平成24年10月

82 アスベスト除去平成24年10月

83 煙突石綿除去 平成24年10月

84 煙突石綿除去 平成24年10月

85 アスベスト除去平成24年10月

86 煙突石綿除去 平成24年11月

87 煙突石綿除去 平成24年11月

水戸市本山町庁舎（茨城県）

佐野厚生総合病院（栃木県）

熊谷市立赤城山の家（群馬県）

都立中青戸小学校（東京都）

JR倉賀野62号B棟社宅（群馬県）

邑楽町公民館（群馬県）

群馬大学／旧保健学科南棟（群馬県）

あだたら羽生高原（福島県）

前橋曲輪橋ビル（群馬県）

常陸大宮市消防本部（茨城県）

前橋東部商工会館（群馬県）

日立／佐波寮（茨城県）

区営大森西四丁目アパート（東京都）

JR渋川社宅201棟（群馬県）

足利伊勢会館（栃木県）

藤岡市美久利小学校（群馬県）

NTT館林（群馬県）

ヴィラせきなか（埼玉県）

いわき職業能力開発促進（福島県）

JA邑楽館林板倉南（群馬県）

ヤオコー高麗川店（埼玉県）

日立情報センター（茨城県）

ひたちなか市ともえ寮（茨城県）

とりせん本部物流センター（群馬県）

日立情報センター（茨城県）

船堀小学校教室棟（東京都）

角田医院（群馬県）

群馬銀行／倉賀野支店（群馬県）

国民宿舎わらび荘（群馬県）

コーセー群馬工場（群馬県）

アイカ工業／古河工場（茨城県）

前橋市児童文化センター（群馬県）

JR倉賀野社宅（群馬県）

都営長房ｱﾊﾟｰﾄ7号棟（東京都）

佐久市望月中学校（長野県）

JR渋川社宅（群馬県）

第一化成／川越工場（埼玉県）

古河ｽｶｲｱﾙﾐ（埼玉県）

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電工群馬／（群馬県）

平磯小学校（茨城県）

旧ホテルスワ（群馬県）

JR倉賀野71号K棟社宅（群馬県）

安中市立第二中学校（群馬県）

上毛撚糸ビル（群馬県）

JR倉賀野66号E棟社宅（群馬県）



88 煙突石綿除去 平成24年11月

89 煙突石綿除去 平成24年11月

90 アスベスト除去平成24年11月

91 アスベスト除去平成24年11月

92 煙突石綿除去 平成24年11月

93 煙突石綿除去 平成24年11月

94 煙突石綿除去 平成24年12月

95 煙突石綿除去 平成24年12月

96 煙突石綿除去 平成25年1月

97 煙突石綿除去 平成25年1月

98 アスベスト除去 平成25年1月

99 アスベスト除去 平成25年1月

100 煙突石綿除去 平成25年1月

佐久千曲ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ（長野県）

群馬町公民館（群馬県）

旧指扇原病院（埼玉県）

旧正木医院（長野県）

ひたちなか市大島中学校（茨城県）

筑西市農政事務所（茨城県）

高等裁判所前橋宿舎（群馬県）

鉾田市農政事務所（茨城県）

渋川第一生命ビル（群馬県）

伊勢崎市体育館（群馬県）

横浜峰沢公舎（横浜市）

JR倉賀野睦町E棟社宅（群馬県）

山田製作所／（群馬県）


