
工事名 施工年/月

301 煙突石綿除去 平成28年1月

302 煙突石綿除去 平成28年1月

303 煙突石綿除去 平成28年1月

304 煙突石綿除去 平成28年1月

305 煙突石綿除去 平成28年1月

306 煙突石綿除去 平成28年1月

307 煙突石綿除去 平成28年2月

308 煙突石綿除去 平成28年2月

309 ﾀﾞｸﾄ石綿除去 平成28年2月

310 アスベスト除去 平成28年2月

311 保温石綿除去 平成28年3月

312 煙突石綿除去 平成28年3月

313 保温石綿除去 平成28年3月

314 煙突石綿除去 平成28年3月

315 アスベスト除去 平成28年3月

316 配管石綿除去 平成28年3月

317 煙突石綿除去 平成28年3月

318 煙突石綿除去 平成28年4月

319 アスベスト除去 平成28年4月

320 煙突石綿除去 平成28年4月

321 アスベスト除去 平成28年4月

322 煙突石綿除去 平成28年4月

323 煙突石綿除去 平成28年5月

324 保温石綿除去 平成28年5月

325 外壁石綿除去 平成28年5月

326 煙突石綿除去 平成28年5月

327 煙突石綿除去 平成28年5月

328 外壁石綿除去 平成28年5月

329 煙突石綿除去 平成28年6月

330 配管石綿除去 平成28年6月

331 煙突石綿除去 平成28年6月

332 配管石綿除去 平成28年6月

333 アスベスト除去 平成28年6月

334 煙突石綿除去 平成28年6月

335 煙突石綿除去 平成28年7月

336 煙突石綿除去 平成28年7月

337 煙突石綿除去 平成28年7月

338 煙突石綿除去 平成28年7月

339 外壁石綿除去 平成28年7月

340 配管石綿除去 平成28年7月

341 煙突石綿除去 平成28年7月

342 煙突石綿除去 平成28年7月

越川病院（埼玉県）

NTT千波営業所（茨城県）

小動物飼育等他解体工事（茨城県）

NTT那珂湊営業所（茨城県）

石綿撤去・除去工事経歴 平成28年1月～令和1年12月（№30１～№547）平成28年1月～令和1年12月（№30１～№547）平成28年1月～令和1年12月（№30１～№547）平成28年1月～令和1年12月（№30１～№547）

工事名称（都道府県・市）

NTT東海営業所（茨城県）

入沢団地ポンプ場（群馬県）

日本化薬㈱群馬工場（群馬県）

NTT大子営業所（茨城県）

NTT品川（東京都）

桐生工業高等学校（群馬県）

NTT笠間営業所（茨城県）

NTT日立別館（茨城県）

循環器病センター（埼玉県）

水戸少年自然の家（茨城県）

都営第三板橋富士見町アパート10号棟外壁（東京都）

都営第三板橋富士見町アパート10号棟（東京都）

JA本亀里/社１階トイレ（群馬県）

利根中央病院/ﾎﾞｲﾗｰ室（群馬県）

利根中央病院（群馬県）

前橋市立第一中学校（群馬県）

ホテル新喜楽（茨城県）

水戸看護学校（茨城県）

中根小学校（茨城県）

都営板橋区成増アパート(東京都）

和光化学㈱(群馬県）

中根小学校（茨城県）

日銀前橋支店（群馬県）

DICグラフィックス東京工場（東京都）

日本化薬㈱社宅（群馬県）

勝田第二中学校(茨城県）

旧中野学校(長野県）

桃井小学校(群馬県）

水明小学校(長野県）

練馬区高松保育園(東京都）

水戸看護学校(茨城県）

草津グランドホテル(群馬県）

とんでん所沢店(埼玉県）

川古沼田宿舎(群馬県）

館林特別支援学校(群馬県）

練馬大泉第三小学校(東京都）

JR水戸駅事業所(茨城県）

旧高崎競馬場(群馬県）



343 配管石綿除去 平成28年7月

344 煙突石綿除去 平成28年8月

345 煙突石綿除去 平成28年8月

346 煙突石綿除去 平成28年8月

347 煙突石綿除去 平成28年8月

348 配管石綿除去 平成28年8月

349 煙突石綿除去 平成28年8月

350 煙突石綿除去 平成28年8月

351 煙突石綿除去 平成28年8月

352 煙突石綿除去 平成28年8月

353 煙突石綿除去 平成28年9月

354 煙突石綿除去 平成28年9月

355 煙突石綿除去 平成28年9月

536 アスベスト除去平成28年10月

357 煙突石綿除去 平成28年10月

358 配管石綿除去 平成28年10月

359 アスベスト除去平成28年10月

360 煙突石綿除去 平成28年10月

361 煙突石綿除去 平成28年10月

362 煙突石綿除去 平成28年10月

363 配管石綿除去 平成28年10月

364 配管石綿除去 平成28年10月

365 煙突石綿除去 平成28年10月

366 配管石綿除去 平成28年10月

367 配管石綿除去 平成28年10月

368 アスベスト除去平成28年10月

369 煙突石綿除去 平成28年10月

370 煙突石綿除去 平成28年11月

371 煙突石綿除去 平成28年11月

372 煙突石綿除去 平成28年11月

373 煙突石綿除去 平成28年11月

374 アスベスト除去平成28年11月

375 煙突石綿除去 平成28年11月

376 煙突石綿除去 平成28年12月

377 煙突石綿除去 平成28年12月

378 煙突石綿除去 平成28年12月

379 煙突石綿除去 平成28年12月

380 煙突石綿除去 平成28年12月

381 外壁石綿除去 平成28年12月

382 煙突石綿除去 平成29年1月

383 煙突石綿除去 平成29年1月

384 配管石綿除去 平成29年1月

385 煙突石綿除去 平成29年1月

386 配管石綿除去 平成29年1月

387 煙突石綿除去 平成29年1月

鈴木医院（埼玉県）

関友商事（茨城県）

水戸住吉クリニック（茨城県）

東松山駅前旧銀行（埼玉県）

ローズベイカントリーGC(群馬県）

沼田裁判所（群馬県）

草津中学校(群馬県）

水戸堤事業所(茨城県）

北茨城市立図書館(茨城県）

戸倉上山田中学校（長野県）

都営浮間ｱﾊﾟｰﾄ（東京都）

那珂湊第3小学校（茨城県）

旧臼田支所（長野県）

水戸盲学校（茨城県）

ミネベア松井田工場（群馬県）

日立市立諏訪小学校（茨城県）

都和小学校（茨城県）

中之条文化会館（群馬県）

都幾川小学校（埼玉県）

群馬銀行箕郷店（群馬県）

伊勢崎養護老人ホーム（群馬県）

上福岡病院（埼玉県）

植竹団地（埼玉県）

植竹団地（埼玉県）

古河サイト（埼玉県）

ホテル一井（群馬県）

練馬区東庁舎（東京都）

滝野川体育館(東京都）

坂上小学校（群馬県）

JA富士見支所（群馬県）

十日町職安（新潟県）

東電渋川（群馬県）

長寿荘老人ホーム（群馬県）

水戸海洋高校（茨城県）

足利裁判所（栃木県）

佐野公共職安（栃木県）

埼玉建興戸田寮（埼玉県）

山王病院（群馬県）

伊勢崎浄化センター(群馬県）

グローバルCNテクノロジー（新潟県）

都営青山北町アパート（東京都）

山王県営住宅（群馬県）

勝倉小学校（茨城県）

片品小学校（群馬県）

日銀前橋支店(群馬県）



388 煙突石綿除去 平成29年2月

389 煙突石綿除去 平成29年2月

390 煙突石綿除去 平成29年2月

391 外壁石綿除去 平成29年3月

392 煙突石綿除去 平成29年3月

393 煙突石綿除去 平成29年3月

394 煙突石綿除去 平成29年3月

395 煙突石綿除去 平成29年3月

396 煙突石綿除去 平成29年3月

397 アスベスト除去 平成29年3月

398 アスベスト除去 平成29年4月

399 外壁石綿除去 平成29年4月

400 煙突石綿除去 平成29年4月

401 煙突ﾊｲｽﾀｯｸ除去 平成30年10月

402 アスベスト除去 平成30年10月

403 煙突カポ除去 平成30年10月

404 アスベスト除去 平成30年10月

405 配管ｴﾙﾎﾞ撤去工事 平成30年10月

406 設備更新工事 平成30年10月

407 ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 平成30年10月

408 ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 平成30年10月

409 煙突カポ除去工事 平成30年11月

410 煙突カポ除去工事 平成30年11月

411 煙突カポ除去工事 平成30年11月

412 外壁コア空け他 平成30年10月

413 エルボ・ボイラー 平成30年11月

414 外壁コア空け他 平成30年11月

415 ボード撤去 平成30年12月

416
配管（石綿）撤去工事

平成30年12月

417
外壁吹付材除去工事

平成30年12月

418
配管石綿管除去工事

平成30年12月

419
アスベスト除去工事 平成30年11月

420 フランジＰ

421 分析

422 煙突 平成30年11月

423
空調ﾀﾞｸﾄ改修工事立合

平成30年12月

424 配管ｴﾙﾎﾞ撤去立合 平成30年12月

425 石綿材ボード撤去 平成30年12月

426 外壁塗面除去工事 平成31年1月

427
外壁吹付材除去工事 平成31年1月

428
煙突ｶﾎﾟｽﾀｯｸ除去工事

平成31年1月

429
配管石綿材撤去工事 平成31年1月

430
外壁吹付材除去工事

平成31年1月

431 配管ｴﾙﾎﾞ撤去工事 平成31年1月

432
煙突石綿管除去工事

平成31年1月

NTT富岡(群馬県）

NTT多賀（茨城県）

創価学会渋川支部(群馬県）

桐生某店舗ビル(群馬県）

キッコーマン野田(茨城県）

高崎国立病院機構(群馬県）

伊香保支所/渋川市

茨城東高校/茨城県

那珂湊高校/茨城県

厩橋病院(群馬県）

小美玉公民館（茨城県）

都営住宅天沼アパート(東京都）

創価学会高崎支部(群馬県）

富岡製紙場(群馬県）

久慈小学校（茨城県）

大和証券軽井沢社宅（長野県）

県立リハビリテーション/伊勢崎市

飯能郵便局2期工/埼玉県

NTT下仁田/群馬

足利霜山寮/栃木市

信州観光ホテル/長野

武石少年自然の家/長野

石岡第一高校/茨城県

福祉センターいわま/茨城県

JR高崎支社冷暖房

群馬警察学校/前橋市

玉村郵便局/群馬県玉村町

太田市社会教育総合センター

レジオンス伊勢崎

八幡ノ上住宅/茨城県

桜川真壁小学校

伊勢崎市民文化会館/伊勢崎

NSK前橋工場２階空調

元総社他３件分析

中之条役場煙突

高崎駅ビル/高崎市

群馬県立女子大学/高崎市

太田市社会教育総合S

旧有笠荘解体工事/中之条

弥生アパート/茨城県

多野藤岡広域市町村組合

本庄文化会館/埼玉県

天神台マンション/太田市

林業試験場/群馬県榛東村

林業試験場/群馬県榛東村



433 外壁内壁除去 平成31年1月

434
アスベスト除去工事 平成30年11月

435 外壁、煙突WJ工事 平成31年2月

436
外壁吹付材除去工事

平成31年2月

437
外壁吹付材除去工事

平成31年1月

438 煙突洗浄 平成31年2月

439
アスベスト除去工事工事

平成31年2月

440
K-1ﾎﾞｲﾗｰ焼却炉除染工事

平成31年2月

441 石綿除去工事 平成31年2月

442
配管エルボ撤去工事 平成31年1月

443
配管エルボ撤去工事 平成31年3月

444
アスベスト除去工事 平成31年3月

445 床塗面剝離WJ工事 平成31年3月

446
外壁軒天フェルト除去 平成31年3月

447 煙突カポ 平成31年2月

448 内壁階段下 平成31年4月

449
外壁部石綿含有材除去

平成31年2月

450 天井折半石綿除去 平成31年3月

451 廃石綿運搬処分 平成31年3月

452
外壁部石綿含有材除去

平成31年2月

453 外壁穴開石綿除去

454 運搬処分

455 運搬処分

456
配管ｴﾙﾎﾞ、運搬処分 平成31年3月

457
配管L立合、運搬処分

平成31年3月

458 立合い、運搬処分 平成31年3月

459 運搬処分

460 部分内壁 平成31年3月

461
事前分析（不検出） 平成31年3月

462 内壁石綿除去工事 平成31年3月

463
製品課 1号焼却炉設備除染工事

平成31年4月

464 屋上追加工事 平成31年3月

465 外壁,除染,石綿管 平成31年4月

466
外壁吹付石綿WJ工事 平成31年3月

467
外壁吹付石綿WJ工事 平成31年3月

468
外壁吹付材除去工事 平成31年4月

469
屋内屋根石綿除去工事

平成31年4月

470
外壁吹付材除去工事 令和1年5月

471
外壁吹付材除去工事 令和1年5月

472 煙突カポ除去工事 令和1年5月

473 外壁剝離除去工事 令和1年5月

474 煙突カポ除去工事 令和1年5月

475 Pタイル除去工事 令和1年5月

476 煙突カポ除去工事 令和1年5月

477
煙突石綿管除去工事 令和1年5月

鳥羽井揚水場/埼玉県川島町

NTT大宮下町、三郷/埼玉県

NTT安中/群馬県

JA前橋研修S　/前橋市

日本精工㈱/前橋市

NTT野中

長瀞浄化センター/埼玉秩父

伊勢崎市民文化会館/伊勢崎

希望館児童施設/高崎

美笹交番/埼玉県

所沢警察署交番/埼玉県

第二和泉湯/東京

二宮町し尿投入施設/神奈川

ＡＧＣ㈱鹿島工場

旧神川町庁舎解体工事

ＪＲ高崎支社ビル

本庁地下ﾎﾟﾝﾌﾟ室/埼玉県

伊勢崎市民文化会館/伊勢崎

小美玉テニスコート/茨城

JA前橋　/前橋市

水戸工業高校/水戸市

希望の家/みどり市

三愛荘/渋川市

幡羅小学校天井折半/深谷市

筑波大学B棟/茨城

NTT藤岡(3F・PTS)/藤岡市

NTT本館(4F・PTS)/高崎市

ホンダ中央群馬某工場

川島第504鳥羽井揚水場/埼玉

ＡＧＣ㈱千葉工場

NTT問屋町

伊勢崎市民文化会館/伊勢崎

都営清瀬野塩アパート/清瀬市

深谷南中学校/埼玉県

土浦技専本館/茨城

大胡第2保育園/前橋市

駒寄地区児童体育館

ヤングイン高松／草津

本庄第一中学校／埼玉県

JA旧うねめ支店　/前橋市

JR高崎支社ビル

鳩ヶ谷障害福祉S／日立市

北軽井沢FTTM通信設備

新利根庁舎／茨城県稲敷

久慈小学校／茨城県



478 煙突カポ除去工事 令和1年6月

479 外壁塗材除去工事 令和1年6月

480
配管エルボ撤去工事 令和1年6月

481 石綿除去工事 令和1年6月

482 男女便所追加工事 令和1年6月

483 外壁コア空工事 令和1年5月

484 ﾎﾞｲﾗｰ撤去工事 令和1年6月

485 石綿除去工事 令和1年6月

486 外壁塗面除去工事 令和1年7月

487 煙突カポ除去工事 令和1年7月

488
ﾎﾞｲﾗｰ保温除去工事 令和1年7月

489 排煙ﾀﾞｸﾄ撤去 令和1年7月

490 配管エルボ撤去 令和1年7月

491 外壁面除去工事 令和1年7月

492 工事ｷｬﾝﾝｾﾙ 令和1年7月

493 煙突除染工事 令和1年7月

494 外壁ﾘｼﾝ除去工事 令和1年7月

495 煙突カポ除去工事 令和1年8月

496 エルボ撤去処分 令和1年8月

497 含有建材 令和1年8月

498 含有建材 令和1年8月

499 石綿ﾀｲﾙ除去工事 令和1年8月

500 ｱｽﾍﾞｽﾄ分析費 令和1年7月

501 屋根折半石綿除去 令和1年8月

502 外壁石綿除去 令和1年8月

503 煙突カポ撤去 令和1年8月

504 ﾎﾞｲﾗｰ撤去工事 令和1年8月

505 配管エルボ撤去 令和1年8月

506 配管エルボ他撤去 令和1年8月

507 ﾚﾍﾞﾙ３撤去処分 令和1年8月

508 塀ﾌﾞﾛｯｸ石綿除去 令和1年8月

509 外壁塗面除去工事 令和1年8月

510 階段裏石綿除去 令和1年8月

511
天井梁石綿除去工事 令和1年9月

512
煙突カポ×2除去工事

令和1年9月

513
煙突Ｎカポ除去工事 令和1年9月

514 外壁吹付ﾘｼﾝ除去 令和1年9月

515 灰溶融炉除染工事 令和1年8月

516 灰溶融炉除染工事 令和1年8月

517 煙突カポ除去工事 令和1年8月

518
配水内面塗材除去工事

令和1年8月

519 ＷＪ水処理工事 令和1年8月

520
外壁吹付石綿WJ工事 令和1年9月

521
配管ﾌﾗﾝｼﾞ撤去工事 令和1年9月

522
空調工事、運搬処分 令和1年10月

神栖市役所／茨城県神栖市

旧群馬銀行藤岡支店

伊勢崎ハーベストホテル

高野外科医院/渋川市

伊勢崎市民文化会館

JR高崎支社ビル

大昌電子／日光市

羽生し尿処理場／羽生市

前橋市第四保育園

前橋市第四保育園

深谷醤油㈱/所沢市

都営新宿線九段駅

東下原団地

伊勢崎市営山王住宅

旧区立板橋第三小学校

旧横浜合同庁舎

ﾊﾞﾅｰｽﾞ本庄／旧ﾍﾞﾙｸ

ﾊﾞﾅｰｽﾞ本庄／旧ﾍﾞﾙｸ

板倉西小学校

三鷹第一中学

武蔵野第３中学

安中榛名駅1期工事

旧日光プリンスホテル

前橋市車庫屋根

医療法人原病院

地域福祉天界園

秋川第一学校給食

板倉町西小学校

与野本庁小学校

深谷市南中学校

西別館貸付地

川口栄町ビル

旧日本赤十字病院

高崎越前屋ビル

旧日本赤十字病院

旧日本赤十字病院

加須げんきプラザ

鹿沼ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ/第1回目

鹿沼ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ/第2回目

南相馬福祉ｾﾝﾀｰ病院/相馬市

横沢浄水場/前橋

上細井配水場/前橋

守谷中央公民館/茨城県

アドバンテスト群馬工場

NTT子持・月夜野



523
外壁吹付石綿WJ工事 令和1年10月

524
外壁吹付材除去工事 令和1年10月

525 石綿管除去工事 令和1年10月

526 煙突カポ除去工事 令和1年9月

527
外壁吹付材除去工事 令和1年10月

528 煙突カポ除去工事 令和1年10月

529
煙突Nカポ除去工事 令和1年10月

530
外壁吹付材除去工事 令和1年10月

531 石綿管除去工事 令和1年11月

532
煙突Nカポ除去工事 令和1年11月

533
天井部石綿除去工事 令和1年10月

534 エルボ撤去 令和1年9月

535 エルボ撤去 令和1年11月

536 石綿管除去工事 令和1年11月

537
アスベスト除去工事 令和1年11月

538
外壁吹付材除去工事 令和1年11月

539 石綿管除去工事 令和1年11月

540 槽内斫り工事ＷＪ 令和1年11月

541 排水施設洗浄工事 令和1年12月

542 外壁分析調査他 令和1年11月

543
外壁吹付石綿WJ工事 令和1年11月

544
外壁吹付ﾘｼﾝ除去工事

令和1年11月

545 石綿管除去工事 令和1年12月

546 配管Ｌ除去工事 令和1年10月

547
アスベスト除去工事 令和1年12月

あずま小学校プール棟

児玉柏陽高校/埼玉県

平沢中学校/茨城県

ｼﾙﾊﾞｰ人材S那珂/茨城県

伊勢崎消防団

品川区新築工事/東京都

藤岡NTT/藤岡市

甘楽保健センター

坂本中学校石綿管除去/日立市

旧動物愛護センター/川崎市

吾妻通運㌱/中之条町

美園公民館/さいたま市

総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ/前橋市

旧下仁田西中学校/甘楽郡

新座市本多交番/新座市

秩父皆野交番/秩父市

岩槻第一待機宿舎／埼玉

前橋浄化ｾﾝﾀｰ第1期/前橋

東京大学配管洗浄/東京都

市営茂呂団地外壁穴あけ工事

赤堀給食センター/伊勢崎市

赤堀体育館/伊勢崎市

祝町小学校/茨城県

ＪＡ甘楽富岡/富岡市

南橘公民館/前橋


