
工事名 施工年/月
1 除染解体 平成16年3月

2 除染解体 平成16年4月

3 除染解体 平成16年11月

4 除染解体 平成16年11月

5 除染解体 平成17年4月

6 除染解体 平成17年5月

7 除染解体 平成17年7月

8 除染解体 平成17年9月

9 除染解体 平成17年10月

10 移設解体 平成17年12月

11 除染解体 平成17年12月

12 除染解体 平成18年3月

13 煙突解体 平成18年3月

14 除染解体 平成18年4月

15 除染解体 平成18年6月

16 移設解体 平成18年8月

17 除染解体 平成18年9月

18 除染解体 平成18年10月

19 除染解体 平成18年10月

20 除染解体 平成18年11月

21 除染解体 平成18年11月

22 移設解体 平成18年11月

23 除染解体 平成19年2月

24 除染解体 平成19年2月

25 除染解体 平成19年2月

26 除染解体 平成19年2月

27 除染解体 平成19年3月

28 除染解体 平成19年3月

29 除染解体 平成19年3月

30 分解移設 平成19年3月

31 除染解体 平成19年4月

32 除染解体 平成19年4月

33 除染解体 平成19年5月

34 移設解体 平成19年5月

35 移設解体 平成19年6月

36 除染解体 平成19年7月

37 除染解体 平成19年7月

38 除染解体 平成19年8月

39 煙道部除染解体 平成19年8月

40 除染解体 平成19年8月

41 移設解体 平成19年8月

42 煙突除染 平成19年9月○の湯（群馬県Ｔ市）

○光工業㈱Ｍ製造所（群馬県）
○ハン企業㈱中間処理場（東京都）
市立Ｋ小学校（埼玉県）
旧○心会Ｋ第二病院（神奈川県Ｙ市）

Ｓクラヤ三星堂㈱足利（栃木県）
市立第五保育所（群馬県）
市立北保育所（群馬県）
○Ｔコンテナー㈱（群馬県）

○良岐公園他７公園（神奈川県Ｙ市）
Ｓ総合病院（長野県）
Ｈユースホテル（群馬県）
ＫＴＭ通信㈱（茨城県）

旧Ｍ木屋（群馬県）
Ｓダム管理事務所（群馬県）
県立Ⅰ工業高等学校（群馬県）
県立Ｋ高等学校（群馬県）

Ｍ市立Ｊ保育園（群馬県）
Ｈ縫製㈱Ⅰ工場（埼玉県）
Ｔ電化工業㈱（群馬県）
県立Ｆ女子高等学校（群馬県）

Ｓ区内小学校６校（東京都）
Ｊ資源㈱中間処理場（群馬県）
Ｔ区内小学校３校（東京都）
県立Ａ実業高校（群馬県）

日本Ｋ㈱高崎工場（群馬県）
Ｈ牧場キャンプ場（群馬県）
Ａ区立Ｒ小学校（東京都）
Ｓ公園管理事務所（東京都）

Ｇ川発電所工事事務所（群馬県）
県立ⅠＫ高等学校（群馬県）
Ｈ空港設備工場（東京都）
Ｔ市Ｋ信用金庫（群馬県）

Ｍマテリアル㈱小山（静岡県）
聖Ｍ病院（神奈川県）
県立Ｍ女子高等学校（群馬県）
Ｓ郡Ａ町学校給食共同調理場（群馬県）

Ｎ公園（群馬県Ｔ市）
ＧＲ焼却施設（山形県）
Ｊ資源㈱Ｆプラント（群馬県）
㈱ＢＫ（群馬県）

焼却炉関係工事経歴 平成１６年３月～平成２２年５月現在

名称（都道府県　市）
Ｙ鉄工所（群馬県Ｍ市）



43 除染解体 平成19年10月

44 除染解体 平成19年11月

45 除染解体 平成19年12月

46 除染解体 平成20年1月

47 ○○ゴルフ場（群馬県I町） 除染解体 平成20年2月

48 除染解体 平成20年3月

49 除染解体 平成20年4月

50 除染 平成20年5月

51 除染 平成20年5月

52 除染解体 平成20年7月

53 移設解体 平成20年8月

54 除染解体 平成20年11月

55 除染解体 平成21年2月

56 除染解体 平成21年3月

57 移設解体 平成21年3月

58 除染解体 平成21年3月

59 除染解体 平成21年2月

60 除染解体 平成21年3月

61 除染解体 平成21年3月

62 除染解体 平成21年5月

63 除染 平成21年5月

64 除染解体 平成21年7月

65 除染解体 平成21年7月

66 除染解体 平成21年7月

67 除染解体 平成21年8月

68 除染解体 平成21年8月

69 除染解体 平成21年9月

70 除染解体 平成21年9月

71 除染解体 平成21年10月

72 除染解体 平成21年11月

73 除染解体 平成21年11月

74 除染解体 平成22年1月

75 除染解体 平成22年1月

76 除染 平成22年1月

77 除染解体 平成22年2月

78 除染解体 平成22年2月

79 除染解体 平成22年2月

80 除染解体 平成22年2月

81 除染解体 平成22年3月

82 除染解体 平成22年3月

83 除染解体 平成22年3月

84 除染解体 平成22年3月

85 除染解体 平成22年4月

青色は、焼却施設

太田東高等学校（群馬県）
国立埼玉病院（群馬県）
天川大島町地内工場（群馬県）

高崎東高等学校（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）

秦野衛生センター（神奈川県）
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）

松井田高等学校（群馬県）
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）

旧太田高等技術専門学校（群馬県）
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）

セイホク東京工場（東京都）
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）

豊田商会㈱焼却施設撤去解体工事(栃木県）
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）

天狗岩発電所他焼却炉撤去工事（群馬県）
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）

し尿処理施設（新潟県S市）
Ｆ機工旧Ｈ工場焼却施設(埼玉県Ｈ市）
旧巌戸中学校小型焼却炉撤去工事（群馬県）
三本柳小学校焼却炉撤去工事（長野県Ｎ市）

塵芥処理場（群馬県Ｋ町）

焼却処理施設（茨城県Ｋ市）
ＲＤＦ焼却施設（ｊｈ）
JA本店（群馬県Ｔ市）

焼却処理施設（新潟県Ｓ市）
焼却処理施設（新潟県）
㈲Ｇ／Ａ中間処理施設（神奈川県Ｓ市）


