
工事名 施工年/月

55 解体工事 平成21年2月

56 解体工事 平成21年2月

57 解体工事 平成21年3月

58 解体工事 平成21年3月

59 解体工事 平成21年3月

60 解体工事 平成21年3月

61 解体工事 平成21年3月

62 解体工事 平成21年5月

63 除染工事 平成21年5月

64 解体工事 平成21年7月

65 解体工事 平成21年7月

66 解体工事 平成21年7月

67 解体工事 平成21年8月

68 解体工事 平成21年8月

69 解体工事 平成21年9月

70 解体工事 平成21年9月

71 解体工事 平成21年10月

72 解体工事 平成21年11月

73 解体工事 平成21年11月

74 解体工事 平成22年1月

75 解体工事 平成22年1月

76 除染工事 平成22年1月

77 解体工事 平成22年2月

78 解体工事 平成22年2月

79 解体工事 平成22年2月

80 解体工事 平成22年2月

81 解体工事 平成22年3月

82 解体工事 平成22年3月

83 解体工事 平成22年3月

84 解体工事 平成22年3月

85 解体工事 平成22年4月

86 除染工事 平成22年6月

87 解体工事 平成22年8月

88 解体工事 平成22年8月

89 解体工事 平成22年8月

90 解体工事 平成22年8月

91 解体工事 平成22年9月

92 解体工事 平成22年9月

93 解体工事 平成22年9月

94 解体工事 平成22年10月

95 解体工事 平成22年11月

96 解体工事 平成22年11月

豊田商会㈱焼却施設撤去解体工事(栃木県）

大井高校他１２校焼却炉撤去工事（埼玉県）

石倉・木瀬保育所焼却炉撤去工事（群馬県）

嶺公園管理事務所焼却炉撤去工事（群馬県）

焼却炉解体工事経歴 平成21年2月～平成25年10月

工事名称（都道府県・市）

天狗岩発電所他焼却炉撤去工事（群馬県）

安中高等学校（群馬県）

前橋商業高等学校（群馬県）

太田工業高校（群馬県）

旧太田高等技術専門学校（群馬県）

北合同宿舎（埼玉県）

王子工営富士㈱（埼玉県）

旧キタコン（群馬県）

セイホク東京工場（東京都）

真岡ユニプレス（栃木県）

旧㈱アオノ（埼玉県）

トステム綾部㈱（京都府）

秦野衛生センター（神奈川県）

東京農大第二高等学校（群馬県）

中之条高等学校（群馬県）

榛名高等学校（群馬県）

松井田高等学校（群馬県）

富岡総合病院（群馬県）

総社＆南橘幼稚園（群馬県）

板倉高等学校（群馬県）

太田東高等学校（群馬県）

国立高崎病院（群馬県）

高崎商業高等学校（群馬県）

中央中等学校（群馬県）

高崎東高等学校（群馬県）

倉渕中央小学校（群馬県）

旧湯西川ごみ焼却場（栃木県）

大塚製薬㈱高崎工場（群馬県）

三俣テニスコート（群馬県）

国立埼玉病院（埼玉県）

天川大島町地内工場（群馬県）

深谷市斎場焼場（埼玉県）

安中第二中学校（群馬県）

円能院（東京都）

目黒区鷹番小学校（東京都）

済美山運動公園（東京都）

SB食品㈱東松山工場（埼玉県）

平ヶ崎地内災害時ストックヤード整備工事（栃木県）



97 解体工事 平成22年12月

98 解体工事 平成22年12月

99 解体工事 平成22年12月

100 解体工事 平成23年3月

101 解体工事 平成23年3月

102 解体工事 平成23年3月

103 解体工事 平成23年3月

104 解体工事 平成23年3月

105 解体工事 平成23年3月

106 除染工事 平成23年4月

107 解体工事 平成23年6月

108 解体工事 平成23年6月

109 除染工事 平成23年6月

110 解体工事 平成23年6月

111 解体工事 平成23年7月

112 解体工事 平成23年8月

113 解体工事 平成23年8月

114 解体工事 平成23年9月

115 解体工事 平成23年10月

116 解体工事 平成23年10月

117 解体工事 平成23年10月

118 除染工事 平成23年11月

119 解体工事 平成23年12月

120 解体工事 平成23年12月

121 解体工事 平成23年12月

123 除染工事 平成23年12月

124 解体工事 平成23年12月

125 解体工事 平成23年12月

126 解体工事 平成23年12月

127 解体工事 平成23年12月

128 解体工事 平成24年1月

129 解体工事 平成24年1月

130 解体工事 平成24年2月

131 解体工事 平成24年2月

132 解体工事 平成24年3月

133 解体工事 平成24年3月

134 解体工事 平成24年3月

135 解体工事 平成24年5月

136 解体工事 平成24年5月

137 解体工事 平成24年5月

138 解体工事 平成24年5月

139 解体工事 平成24年6月

140 解体工事 平成24年6月

141 除染工事 平成24年9月

142 除染工事 平成24年10月

茨城農芸学院（茨城県）

高崎経済大学付属高等学校焼却炉（群馬県）

高崎経済大学付属高等学校小焼却炉（群馬県）

大洋化学工業（埼玉県）

西埼玉病院（埼玉県）

富士通ｼｽﾃﾑｾﾝﾀｰ（群馬県）

アカオアルミ陽光工場（群馬県）

岡村製作所／富士事業所・中井事業所（静岡・神奈川県）

中小河原待機宿舎（山梨県）

小山北桜高等学校他3校（栃木県）

筑波大学（茨城県）

栗橋北彩高校他10校（埼玉県）

赤城乳業／深谷工場（埼玉県）

瑞穂第三小学校（東京都）

岡村製作所／御殿場事業所（静岡県）

こうのす共生病院（埼玉県）

境町清掃センター（群馬県）

梅郷ﾅｰｼﾝｸﾞｾﾝﾀｰ（千葉県）

日清食品／関東工場（茨城県）

伊勢崎合同庁舎（群馬県）

加須農林交信振興センター（埼玉県）

利根東部衛生組合旧し尿施設（群馬県）

足立東部病院（東京都）

石和分庁舎（山梨県）

横浜本牧Dﾔｰﾄﾞ（神奈川県）

旧蓮田し尿処理場（埼玉県）

旧戸隠中央保育園（長野県）

立川防災合同庁舎（東京都）

児玉白楊高校他11校（埼玉県）

前橋市第三保育園（群馬県）

古河スカイ／富士見寮（群馬県）

群馬銀行／大胡店（群馬県）

旧戸田給食センター（埼玉県）

今市工業高等学校（栃木県）

太田市藪塚本町憩いの家（群馬県）

自動車部品工業（神奈川県）

右岸流域処理場1号汚泥処理施設（埼玉県）

旧藤原クリーンセンター（栃木県）

高崎市群馬支所（群馬県）

粕壁小学校（埼玉県）

LIXIL児玉倉庫（埼玉県）

林地区相談場（群馬県）

旧立花塗研（神奈川県）

JA池田（山梨県）

平和ローランドG（群馬県）



143 除染工事 平成24年11月

144 解体工事 平成24年11月

145 解体工事 平成24年12月

146 解体工事 平成24年12月

147 解体工事 平成25年1月

148 解体工事 平成25年1月

149 解体工事 平成25年1月

150 解体工事 平成25年1月

151 解体工事 平成25年3月

152 解体工事 平成25年3月

153 解体工事 平成25年4月

154 撤去工事 平成25年7月

155 解体工事 平成25年10月

旧社会教育センター（茨城県）

群馬大学医学部附属病院（群馬県）

東武大建工業高萩工場（茨城県）

ＧＳユアサ（群馬県）

コモチ（群馬県）

澁澤倉庫（横浜市）

青色は、所轄官庁届出焼却施設

韮崎職員宿舎（山梨県）

徳行待機宿舎（山梨県）

宮郷中学校（群馬県）

薫栄荘（群馬県）

三国コカコーラ（埼玉県）

ニップン冷食／高崎工場（群馬県）

川口薬品（静岡県）


