
工事名 施工年/月
101 煙突石綿除去 平成25年1月

102 煙突石綿除去 平成25年1月

103 アスベスト除去 平成25年2月

104 煙突石綿除去 平成25年2月

105 機関車石綿除去平成25年2月

106 アスベスト除去 平成25年2月

107 煙突石綿除去 平成25年3月

108 アスベスト除去 平成25年3月

109 煙突石綿除去 平成25年3月

110 アスベスト除去 平成25年4月

111 煙突石綿除去 平成25年4月

112 煙突石綿除去 平成25年4月

113 煙突石綿除去 平成25年4月

114 煙突石綿除去 平成25年4月

115 煙突石綿除去 平成25年5月

116 アスベスト除去 平成25年5月

117 煙突石綿除去 平成25年5月

118 煙突石綿除去 平成25年6月

119 アスベスト除去 平成25年6月

120 アスベスト除去 平成25年6月

121 アスベスト除去 平成25年7月

122 煙突石綿除去 平成25年7月

123 アスベスト除去 平成25年7月

124 煙突石綿除去 平成25年7月

125 アスベスト除去 平成25年7月

126 煙突石綿除去 平成25年7月

127 アスベスト除去 平成25年7月

128 アスベスト除去 平成25年7月

129 ｴﾙﾎﾞ・ﾀﾞｸﾄト除去平成25年7月

130 煙突石綿除去 平成25年7月

131 アスベスト除去 平成25年8月

132 煙突石綿除去 平成25年8月

133 煙突石綿除去 平成25年8月

134 煙突石綿除去 平成25年8月

135 煙突石綿除去 平成25年8月

136 煙突石綿除去 平成25年8月

137 煙突石綿除去 平成25年9月

138 煙突石綿除去 平成25年9月

139 煙突石綿除去 平成25年9月

140 煙突石綿除去 平成25年9月

141 煙突石綿除去 平成25年9月

142 煙突石綿除去 平成25年9月上野中学校（群馬県）

高崎商科大学（群馬県）

あかし保育園（群馬県）

D&L太田営業所改築工事（群馬県）

古河市立古河第一小学校（茨城県）

東海村中丸小学校（茨城県）

麻生市公民館（茨城県）

桶川総合福祉センター（埼玉県）

足利山口ビル解体工事（栃木県）

嬬恋西部小学校建設工事（群馬県）

旧安田薬局（群馬県）

ﾆｭｰ湖月（埼玉県）

芝小学校（埼玉県）

児玉総合支所（埼玉県）

藤岡第一小学校（群馬県）

藤岡平井小学校（群馬県）

群馬大学7号館（群馬県）

新前橋単身独身寮(群馬県）

秋山川浄化センター（栃木県）

日テレ軽井沢寮（長野県）

吉井農民研修センター（群馬県）

小川町西中学校（埼玉県）

旧朝鮮飯店城東町本店（埼玉県）

群馬銀行尾島支店(群馬県）

豊栄実業川口研修センター（埼玉県）

上原外科医院（埼玉県）

那珂湊中学校（茨城県）

JR倉賀野睦町社宅E棟3(群馬県）

青木中央小学校（埼玉県）

高崎文化服装専門学校（群馬県）

原電赤坂寮(東京都）

高萩中央公民館(茨城県）

安中市立第二中学校(群馬県）

赤城公民館（群馬県）

しなの山荘（長野県）

群馬銀行本店（群馬県）

旧中部福祉事務所庁舎(群馬県）

赤堀町旧役場（群馬県））

マレーフイルターシステム（埼玉県）

ホテルアセント前橋（群馬県）

せせらぎ公園鴻巣（埼玉県）

石綿撤去・除去工事経歴 平成25年1月～平成27年1月(№101～№200）

工事名称（都道府県・市）
伊勢崎市体育館（群馬県）



143 煙突石綿除去 平成25年10月

144 煙突石綿除去 平成25年10月

145 煙突石綿除去 平成25年10月

146 煙突石綿除去 平成25年10月

147 アスベスト除去平成25年10月

148 煙突石綿除去 平成25年10月

149 アスベスト除去平成25年10月

150 煙突石綿除去 平成25年10月

151 煙突石綿除去 平成25年10月

152 配管石綿除去 平成25年10月

153 煙突石綿除去 平成25年10月

154 アスベスト除去平成25年11月

155 煙突石綿除去 平成25年11月

156 煙突石綿除去 平成25年11月

157 煙突石綿除去 平成25年11月

158 アスベスト除去平成25年11月

159 アスベスト除去平成25年12月

160 アスベスト除去平成25年12月

161 煙突石綿除去 平成25年12月

162 アスベスト除去平成25年12月

163 アスベスト除去平成25年12月

164 煙突石綿除去 平成25年12月

165 煙突石綿除去 平成25年12月

166 アスベスト除去平成25年12月

167 煙突石綿除去 平成25年12月

168 煙突石綿除去 平成25年12月

169 煙突石綿除去 平成26年1月

170 アスベスト除去 平成26年1月

171 煙突石綿除去 平成26年1月

172 煙突石綿除去 平成26年1月

173 アスベスト除去 平成26年1月

174 煙突石綿除去 平成26年2月

175 アスベスト除去 平成26年2月

176 煙突石綿除去 平成26年2月

177 煙突石綿除去 平成26年2月

178 煙突石綿除去 平成26年3月

179 煙突石綿除去 平成26年3月

180 煙突石綿除去 平成26年3月

181 アスベスト除去 平成26年3月

182 アスベスト除去 平成26年3月

183 煙突石綿除去 平成26年4月

184 煙突石綿除去 平成26年4月

185 煙突石綿除去 平成26年4月

186 アスベスト除去 平成26年4月

187 アスベスト除去 平成26年5月

南飯能病院（埼玉県）

小山駅南アパート（栃木県）

銀座二丁目PJT（東京都）

LIXIL前橋工場（群馬県）

笹野アパート（茨城県）

旧ライテング寮（茨城県）

陸上自衛隊北宇都宮（栃木県）

茅野市教職員宿舎（長野県）

土浦三高校（茨城県）

旧ニコン寮（茨城県）

飯山北高校（長野県）

獨協医科大学（栃木県）

立科幼稚園（長野県）

前橋市南橘公民館（群馬県）

那珂湊公民館（茨城県）

県立狭山ヶ丘高校（埼玉県）

青陵中学校（東京都）

白鳳大足利高校（栃木県）

中之条小学校（群馬県）

茨城文化センター（茨城県）

東松山地方庁舎（埼玉県）

富士重工㈱つばさ荘（栃木県）

邑楽町長柄保育園（群馬県）

白雲荘（埼玉県）

流通経済大学湯の丸（長野県）

伊勢崎消防本部（群馬県）

弁天通り佐藤薬局（群馬県）

富岡市裁判所（群馬県）

GN日産高崎（群馬県）

下仁田病院（群馬県）

川崎市小杉アパート解体工事（神奈川県）

NTT本社高崎（群馬県）

茨城県土浦公民館（茨城県）

前橋市南橘公民館（群馬県）

前橋市第五中学校（群馬県）

JR倉賀野睦町社宅E棟(群馬県）

あいおい損保高崎（群馬県）

群馬大学医学部付属病院（群馬県）

共同通信軽井沢（長野県）

群銀㈱宝泉支店（群馬県）

旧高崎競馬場（群馬県）

伊勢崎簡裁庁舎（群馬県）

伊奈リサーチ（長野県）

粕川支所（群馬県）

野積少年の家（新潟県）



188 アスベスト除去 平成26年5月

189 アスベスト除去 平成26年6月

190 煙突石綿除去 平成26年6月

191 アスベスト除去 平成26年6月

192 アスベスト除去 平成26年6月

193 煙突石綿除去 平成26年6月

194 煙突石綿除去 平成26年6月

195 煙突石綿除去 平成26年7月

196 アスベスト除去 平成26年7月

197 煙突石綿除去 平成26年7月

198 煙突石綿除去 平成26年8月

199 煙突石綿除去 平成26年8月

200 アスベスト除去 平成26年8月

マニハ食品（群馬県）

嬬恋西部小学校建設工事（群馬県）

獨協医科大学第二期工事（栃木県）

渡良瀬川湧水池管理棟（栃木県）

小諸相生郵便局（長野県）

福島県古殿町富士通TK（福島県）

菅平少年自然の家（長野県）

平井小学校（群馬県）

獨協医科大学第三期工事（栃木県）

旧群馬県工業試験場（群馬県）

桂萱給食センター

菅平小・中学校（長野県）

吉井高校


