
工事名 施工年/月

156 解体工事 平成25年7月

157 解体工事 平成25年7月

158 解体工事 平成25年7月

159 解体工事 平成25年7月

160160160160 解体工事解体工事解体工事解体工事 平成25年7月平成25年7月平成25年7月平成25年7月

161 解体工事 平成25年9月

162162162162 解体工事解体工事解体工事解体工事 平成25年9月平成25年9月平成25年9月平成25年9月

163 解体工事 平成25年9月

164164164164 解体工事解体工事解体工事解体工事 平成25年10月平成25年10月平成25年10月平成25年10月

165 解体工事 平成25年10月

166 解体工事 平成25年11月

167167167167 解体工事解体工事解体工事解体工事 平成25年12月平成25年12月平成25年12月平成25年12月

168 解体工事 平成25年12月

169 解体工事 平成25年12月

170 解体工事 平成26年1月

171 解体工事 平成26年1月

172 解体工事 平成26年2月

173 除染工事除染工事除染工事除染工事 平成26年2月平成26年2月平成26年2月平成26年2月

174 解体工事 平成26年2月

175175175175 除染工事除染工事除染工事除染工事 平成26年2月平成26年2月平成26年2月平成26年2月

176 解体工事 平成26年2月

177 解体工事 平成26年3月

178178178178 解体工事解体工事解体工事解体工事 平成26年3月平成26年3月平成26年3月平成26年3月

179 解体工事 平成26年3月

180 解体工事 平成26年5月

181 解体工事 平成26年6月

182182182182 除染工事除染工事除染工事除染工事 平成26年6月平成26年6月平成26年6月平成26年6月

183 解体工事 平成26年7月

184184184184 解体工事解体工事解体工事解体工事 平成26年7月平成26年7月平成26年7月平成26年7月

185185185185 解体工事解体工事解体工事解体工事 平成26年7月平成26年7月平成26年7月平成26年7月

186 解体工事 平成26年7月

187 解体工事 平成26年8月

188 解体工事 平成26年9月

189189189189 解体工事解体工事解体工事解体工事 平成26年10月平成26年10月平成26年10月平成26年10月

190 解体工事 平成26年10月

191 解体工事 平成26年10月

192 解体工事 平成26年10月

193193193193 解体工事解体工事解体工事解体工事 平成26年10月平成26年10月平成26年10月平成26年10月

194 解体工事 平成26年11月

195195195195 解体工事解体工事解体工事解体工事 平成26年12月平成26年12月平成26年12月平成26年12月

196 解体工事 平成27年2月

197197197197 解体工事解体工事解体工事解体工事 平成27年2月平成27年2月平成27年2月平成27年2月

198198198198 解体工事解体工事解体工事解体工事 平成27年2月平成27年2月平成27年2月平成27年2月

199 解体工事 平成27年3月

澁澤倉庫（横浜市）

備後小学校（埼玉県）

群馬綜合中央病院（群馬県）

DIC鹿島工場4号ﾎﾞｲﾗｰ解体工事DIC鹿島工場4号ﾎﾞｲﾗｰ解体工事DIC鹿島工場4号ﾎﾞｲﾗｰ解体工事DIC鹿島工場4号ﾎﾞｲﾗｰ解体工事

岩沼焼却炉施設（宮城県）岩沼焼却炉施設（宮城県）岩沼焼却炉施設（宮城県）岩沼焼却炉施設（宮城県）

群馬県農業技術センター（群馬県）

焼却炉解体工事経歴 平成25年6月～平成29年7月

工事名称（都道府県・市）

市光エンジニアリング（群馬県）

群馬大学医学部附属病院（群馬県）

旧果実試験場（山梨県）

嬬恋西部小学校（群馬県）

新曽南コミニュテー（埼玉県）新曽南コミニュテー（埼玉県）新曽南コミニュテー（埼玉県）新曽南コミニュテー（埼玉県）

熊谷スポーツ村（埼玉県）

昭南クリーンセンター（茨城県）昭南クリーンセンター（茨城県）昭南クリーンセンター（茨城県）昭南クリーンセンター（茨城県）

宮城山元地区（宮城県）宮城山元地区（宮城県）宮城山元地区（宮城県）宮城山元地区（宮城県）

中之条小学校（群馬県）

トクホン（埼玉県）トクホン（埼玉県）トクホン（埼玉県）トクホン（埼玉県）

群馬附属小学校（群馬県）

産業人スポーツセンター（群馬県）

マキノジェイ（山梨県）

自動車税事務所（群馬県）

茨城県畜産センター（茨城県）

川田水再生センター（栃木県）

宮古地区焼却施設（岩手県）宮古地区焼却施設（岩手県）宮古地区焼却施設（岩手県）宮古地区焼却施設（岩手県）

伊勢崎市広瀬小学校（群馬県）

埼玉県上里中学校（埼玉県）埼玉県上里中学校（埼玉県）埼玉県上里中学校（埼玉県）埼玉県上里中学校（埼玉県）

金宝堂（埼玉県）

関越物産（群馬県）関越物産（群馬県）関越物産（群馬県）関越物産（群馬県）

田無Fランド（東京都）

国際化工（千葉県）

結核研究所センター（東京都）結核研究所センター（東京都）結核研究所センター（東京都）結核研究所センター（東京都）

協和綜合センター（茨城県）

赤麻保育園（群馬県）

富岡高校（群馬県）

丹波屋（栃木県）丹波屋（栃木県）丹波屋（栃木県）丹波屋（栃木県）

東部バス西新井（埼玉県）

旧古谷病院（埼玉県）

旧下水処理場太陽光発電（埼玉県）

ニイサトエコー焼却施設（群馬県）ニイサトエコー焼却施設（群馬県）ニイサトエコー焼却施設（群馬県）ニイサトエコー焼却施設（群馬県）

日油技研工業(埼玉県）日油技研工業(埼玉県）日油技研工業(埼玉県）日油技研工業(埼玉県）

伊勢崎リハビリセンター（群馬県）

横須賀大津高校（横須賀市）横須賀大津高校（横須賀市）横須賀大津高校（横須賀市）横須賀大津高校（横須賀市）

東部バスウエスト（埼玉県）

日産化学工業（埼玉県）日産化学工業（埼玉県）日産化学工業（埼玉県）日産化学工業（埼玉県）

上里小・北中学校（埼玉県）



200 解体工事 平成27年3月

201201201201 解体工事解体工事解体工事解体工事 平成27年3月平成27年3月平成27年3月平成27年3月

202 解体工事 平成27年3月

203203203203 解体工事解体工事解体工事解体工事 平成27年4月平成27年4月平成27年4月平成27年4月

204204204204 除染工事除染工事除染工事除染工事 平成27年4月平成27年4月平成27年4月平成27年4月

205205205205 解体工事解体工事解体工事解体工事 平成27年7月平成27年7月平成27年7月平成27年7月

206 解体工事 平成27年7月

207207207207 解体工事解体工事解体工事解体工事 平成27年7月平成27年7月平成27年7月平成27年7月

208208208208 解体工事解体工事解体工事解体工事 平成27年8月平成27年8月平成27年8月平成27年8月

209 解体工事 平成27年9月

210 解体工事 平成27年10月

211 除染工事 平成27年10月

212 解体工事 平成27年10月

213 解体工事 平成27年11月

214214214214 解体工事解体工事解体工事解体工事 平成27年11月平成27年11月平成27年11月平成27年11月

215 解体工事 平成27年11月

216 解体工事 平成27年11月

217217217217 解体工事解体工事解体工事解体工事 平成27年11月平成27年11月平成27年11月平成27年11月

218218218218 撤去工事撤去工事撤去工事撤去工事 平成27年12月平成27年12月平成27年12月平成27年12月

219219219219 解体工事解体工事解体工事解体工事 平成27年12月平成27年12月平成27年12月平成27年12月

220 解体工事 平成27年12月

221 解体工事 平成28年1月

222 解体工事 平成28年1月

223 解体工事 平成28年1月

224 解体工事 平成28年1月

225 除染工事 平成28年2月

226226226226 除染工事除染工事除染工事除染工事 平成28年2月平成28年2月平成28年2月平成28年2月

227227227227 解体工事解体工事解体工事解体工事 平成28年2月平成28年2月平成28年2月平成28年2月

228 解体工事 平成28年2月

229 解体工事 平成28年3月

230 解体工事 平成28年3月

231 解体工事 平成28年3月

232232232232 解体工事解体工事解体工事解体工事 平成28年3月平成28年3月平成28年3月平成28年3月

234 解体工事 平成28年3月

235235235235 解体工事解体工事解体工事解体工事 平成28年3月平成28年3月平成28年3月平成28年3月

236236236236 除染工事除染工事除染工事除染工事 平成28年3月平成28年3月平成28年3月平成28年3月

237237237237 除染工事除染工事除染工事除染工事 平成28年4月平成28年4月平成28年4月平成28年4月

238 撤去工事 平成28年6月

239239239239 除染工事除染工事除染工事除染工事 平成28年6月平成28年6月平成28年6月平成28年6月

240 除染工事 平成28年7月

241 撤去工事 平成28年7月

242 撤去工事 平成28年7月

243 撤去工事 平成28年7月

(株)パイプ環境サービス青色は、所轄官庁届出焼却炉施設青色は、所轄官庁届出焼却炉施設青色は、所轄官庁届出焼却炉施設青色は、所轄官庁届出焼却炉施設

新建商事（群馬県）

田村工業（横浜市）

舞岡高校（横浜市）舞岡高校（横浜市）舞岡高校（横浜市）舞岡高校（横浜市）

竹弘化成（神奈川県）竹弘化成（神奈川県）竹弘化成（神奈川県）竹弘化成（神奈川県）

東日本電設（川崎市）

池上本門寺（東京都）池上本門寺（東京都）池上本門寺（東京都）池上本門寺（東京都）

エヌケケー（栃木県）エヌケケー（栃木県）エヌケケー（栃木県）エヌケケー（栃木県）

埼玉がんセンター（埼玉県）埼玉がんセンター（埼玉県）埼玉がんセンター（埼玉県）埼玉がんセンター（埼玉県）

環境衛生管理（横須賀市）環境衛生管理（横須賀市）環境衛生管理（横須賀市）環境衛生管理（横須賀市）

旧花月園（横浜市）

朝日容器㈱（埼玉県）朝日容器㈱（埼玉県）朝日容器㈱（埼玉県）朝日容器㈱（埼玉県）

ハシモ㈱（栃木県）

中原警察署寮（川崎市）

動物愛護センター（東京都）動物愛護センター（東京都）動物愛護センター（東京都）動物愛護センター（東京都）

長野市立七二中学校（長野県）

前橋合同庁舎（前橋市）

大阪シーリング㈱（栃木県）

浦和大久保合同庁舎（埼玉県）

図書館流ツーセンタ（埼玉県）

前橋女性相談所（前橋市）

群馬県警察学校（前橋市）

東洋大学（埼玉県）

芳賀郡衛生組合（栃木県）芳賀郡衛生組合（栃木県）芳賀郡衛生組合（栃木県）芳賀郡衛生組合（栃木県）

朋和産業（株）（千葉県）朋和産業（株）（千葉県）朋和産業（株）（千葉県）朋和産業（株）（千葉県）

関東財務局下馬宿舎（東京）

農業技術研究センター（埼玉県）

群馬食肉検査所（群馬県）

衆議院永田町独身寮（東京都）

旧NK金属（川崎市）旧NK金属（川崎市）旧NK金属（川崎市）旧NK金属（川崎市）

東部バスウエスト川越営業所（埼玉県）

循環器病センター（埼玉県）循環器病センター（埼玉県）循環器病センター（埼玉県）循環器病センター（埼玉県）

筑波乳業（茨城県）筑波乳業（茨城県）筑波乳業（茨城県）筑波乳業（茨城県）

関本記念病院（埼玉県）

岡山県貨物運送㈱（神奈川県）

川古沼田宿舎（群馬県）

江南中学校（東京都）

羽川工業㈱（埼玉県）羽川工業㈱（埼玉県）羽川工業㈱（埼玉県）羽川工業㈱（埼玉県）

旧中野学校（長野県）

桃井小学校（前橋市）

関東電化工業㈱（群馬県））関東電化工業㈱（群馬県））関東電化工業㈱（群馬県））関東電化工業㈱（群馬県））

ヤヨイサンフーズ㈱（新潟県）ヤヨイサンフーズ㈱（新潟県）ヤヨイサンフーズ㈱（新潟県）ヤヨイサンフーズ㈱（新潟県）

所沢西クリーンセンター（埼玉県）所沢西クリーンセンター（埼玉県）所沢西クリーンセンター（埼玉県）所沢西クリーンセンター（埼玉県）

大和証券軽井沢寮（長野県）


