
工事名 施工年/月
201 アスベスト除去平成26年10月

202 アスベスト除去平成26年10月

203 アスベスト除去平成26年10月

204 アスベスト除去平成26年10月

205 煙突石綿除去 平成26年11月

206 煙突石綿除去 平成26年11月

207 煙突石綿除去 平成26年11月

208 アスベスト除去平成26年11月

209 アスベスト除去平成26年12月

210 煙突石綿除去 平成26年12月

211 アスベスト除去平成26年12月

212 アスベスト除去平成26年12月

213 煙突石綿除去 平成26年12月

214 煙突石綿除去 平成26年12月

215 煙突石綿除去 平成26年12月

216 煙突石綿除去 平成26年12月

217 煙突石綿除去 平成26年12月

218 アスベスト除去平成26年12月

219 煙突石綿除去 平成26年12月

220 煙突石綿除去 平成27年1月

221 煙突石綿除去 平成27年1月

222 煙突石綿除去 平成27年1月

223 アスベスト除去 平成27年1月

224 煙突石綿除去 平成27年1月

225 煙突石綿除去 平成27年1月

226 煙突石綿除去 平成27年1月

227 煙突石綿除去 平成27年1月

228 アスベスト除去 平成27年1月

229 アスベスト除去 平成27年2月

230 煙突石綿除去 平成27年2月

231 アスベスト除去 平成27年2月

232 アスベスト除去 平成27年2月

233 アスベスト除去 平成27年2月

234 煙突石綿除去 平成27年3月

235 煙突石綿除去 平成27年3月

236 アスベスト除去 平成27年3月

237 配管石綿除去 平成27年3月

238 配管石綿除去 平成27年3月

239 アスベスト除去 平成27年3月

240 煙突石綿除去 平成27年4月

241 煙突石綿除去 平成27年4月

242 配管石綿除去 平成27年4月

下仁田役場（群馬県）

ドピー工業㈱（群馬県）

旧高山病院解体工事（群馬県）

川口農政局（埼玉県）

石綿撤去・除去工事経歴 平成26年10月～平成28年1月(№201～№300）

工事名称（都道府県・市）
東電宮田第一寮（群馬県）

上都賀病院（栃木県）

富士重工業TC（群馬県）

小出アパート（群馬県）

神谷町アパート（東京都）

豊四季台団地（千葉県）

神谷町アパート7号棟（東京都）

新発田市二葉小学校（新潟県）

東毛変電所（群馬県）

石塚アパート（茨城県）

都営第二舟渡2丁目アパート（東京都）

デンカ社員寮（新潟県）

農業大学校（長野県）

吹上公民館（埼玉県）

茨城県警機動センター（茨城県）

望月中学校（長野県）

太平医院（茨城県）

NTT熊谷独身寮（埼玉県）

旧カンセキ（東京都）

新発田パッカーズ（新潟県）

県民活動センター（埼玉県）

常陸大田北小（茨城県）

宮津テクニカ（群馬県）

茨城下館紫水寮（茨城県）

農林水産消費安全GS（埼玉県）

笠間畜産試験場（茨城県）

前橋市民体育館（群馬県）

JA㈱本社/亀里（群馬県）

群大付属中学校（群馬県）

NSK㈱前橋工場（群馬県）

群馬県経済連組合事務所（群馬県）

若泉運動公園（埼玉県）

群銀本社/発電機室（群馬県）

練馬第6集会所（東京都）

健康サポートセンター（埼玉県）

JA㈱本社/亀里（群馬県）

佐城小学校（茨城県）

川金ビル（埼玉県）



243 煙突石綿除去 平成27年4月

244 煙突石綿除去 平成27年4月

245 煙突石綿除去 平成27年4月

246 配管石綿除去 平成27年5月

247 アスベスト除去 平成27年5月

248 煙突石綿除去 平成27年5月

249 アスベスト除去 平成27年5月

250 煙突石綿除去 平成27年6月

251 煙突石綿除去 平成27年6月

252 配管石綿除去 平成27年7月

253 煙突石綿除去 平成27年7月

254 アスベスト除去 平成27年7月

255 煙突石綿除去 平成27年8月

256 煙突石綿除去 平成27年8月

257 煙突石綿除去 平成27年8月

258 アスベスト除去 平成27年8月

259 アスベスト除去 平成27年8月

260 アスベスト除去 平成27年9月

261 煙突石綿除去 平成27年9月

262 アスベスト除去 平成27年9月

263 アスベスト除去 平成27年9月

264 煙突石綿除去 平成27年9月

265 煙突石綿除去 平成27年9月

266 アスベスト除去 平成27年9月

267 煙突石綿除去 平成27年9月

268 煙突石綿除去 平成27年9月

269 アスベスト除去 平成27年9月

270 アスベスト除去 平成27年9月

271 アスベスト除去 平成27年9月

272 煙突石綿除去 平成27年9月

273 アスベスト除去 平成27年9月

274 煙突石綿除去 平成27年10月

275 煙突石綿除去 平成27年10月

276 煙突石綿除去 平成27年10月

277 煙突石綿除去 平成27年10月

278 煙突石綿除去 平成27年10月

279 アスベスト除去平成27年10月

280 アスベスト除去平成27年10月

281 アスベスト除去平成27年10月

282 煙突石綿除去 平成27年10月

283 配管石綿除去 平成27年10月

284 煙突石綿除去 平成27年11月

285 煙突石綿除去 平成27年11月

286 配管石綿除去 平成27年11月

287 アスベスト除去平成27年11月

旧むつみ荘（茨城県）

更埴西中学校（長野県）

コープみらい指扇店（埼玉県）

NTT常陸太田営業所（茨城県）

酒門老人ホーム（茨城県）

NTT赤塚営業所（茨城県）

こども福祉医療センター（茨城県）

曽我製粉㈱（群馬県）

白鴎大学（栃木県）

旧池の平ｽﾎﾟｰﾂﾊｳｽ（長野県）

寿倉庫㈱（群馬県）

旭硝子㈱横浜工場（神奈川県）

ふかや緑の王国（埼玉県）

創価学会渋川平和会館（群馬県）

JA佐波伊勢崎支店（群馬県）

渋川北教習所（群馬県）

高崎商科附属高校（群馬県）

佐久警察（長野県）

玉村ゴルフ場（群馬県）

軽井沢鳩山邸（長野県）

群馬警察学校（群馬県）

宿地区既存公民館（茨城県）

大東文化大東松山（埼玉県）

十二月田中学校（埼玉県）

旧赤城総合支所（群馬県）

千葉市越智小学校（千葉県）

小美玉市小川総合支所（茨城県）

諏訪小学校（茨城県）

JAいわき市遠野支店（茨城県）

茨城大学宿舎（茨城県）

戸倉上山田消防署（長野県）

入間霜川団地（埼玉県）

榛東小学校（群馬県）

前橋地域センター（群馬県）

鬼石中学校普通教室（群馬県）

千葉銀行松ヶ丘支店（千葉県）

前橋合同庁舎（群馬県）

旧入間高校（埼玉県）

群馬大学学生宿舎啓真寮（群馬県）

旧渋川警察署（群馬県）

群馬県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ（群馬県）

電通軽井沢（長野県）

常総市大生ｷﾝｸﾞｽｶﾞｰﾃﾞﾝ（茨城県）

千葉中央警察署（千葉県）

日野小学校（群馬県）



288 アスベスト除去平成27年11月

289 アスベスト除去平成27年11月

290 配管石綿除去 平成27年11月

291 煙突石綿除去 平成27年12月

292 配管石綿除去 平成27年12月

293 煙突石綿除去 平成27年12月

294 煙突石綿除去 平成27年12月

295 煙突石綿除去 平成27年12月

296 煙突石綿除去 平成27年12月

297 煙突石綿除去 平成27年12月

298 煙突石綿除去 平成27年12月

299 煙突石綿除去 平成28年1月

300 煙突石綿除去 平成28年1月

女子美術大学（東京都）

旧前橋交通会館（群馬県）

第一時和荘（埼玉県）

ひたちなか東警察署（茨城県）

アクアトロン㈱（茨城県）

熊谷東部浄水場（埼玉県）

伊勢崎市東円霊園（群馬県）

赤堀小学校（群馬県）

NTT石岡国分営業所（茨城県）

富士見公民館（群馬県）

小島鐵工所（群馬県）

旧南押原ｺﾐﾆｭﾃｲ（栃木県）

仲町公民館（栃木県）


