
機械設備点検修繕

油圧ユニット補修ほか

No2焼却灰搬出装置修繕

富岡清掃センター 信頼性向上工事 群馬県富岡市

延命化工事

3号焼却炉灰押出機補修工事

焼却炉内部清掃業務

焼却炉附帯装置補修工事

2号焼却炉連結ダクト耐火物ほか補修工事

1号焼却炉ガス冷却室切出装置修繕

No1炉内噴霧ポンプ改修工事

No1可燃物コンベヤほか補修工事

クレーン点検業務

汚泥脱水施設搬送コンベヤ整備工事

クレーン点検業務

桐生市清掃センター アルミ選別機コンベヤ駆動モーター修繕ほか 群馬県桐生市

平成30年度町単事業ごみクレーン巻上モーター緊急交換工事

平成30年度町単事業火格子駆動装置緊急修理工事

平成30年度町単事業焼却炉維持整備工事

No3堆肥移送コンベヤチェーン交換工事

No3堆肥移送コンベヤスクレーパ交換工事

草津町クリーンセンター 噴射水配管他更新 群馬県草津町

機械設備点検修繕

機器補修工事

焼却炉延命化工事

2号炉反転グレード駆動装置交換工事

鉄工小工事

安全掲示板設置工事

定期事業者検査対象装置整備

定期事業者検査対象装置点検整備

焼却炉延命化工事

定期事業者検査対象設備ほか整備業務

クレーン点検業務

焼却炉附帯装置補修工事

焼却炉内部清掃業務

2号焼却炉連結ダクト耐火物補修工事(緊急)

2号焼却炉火格子交換工事

荻窪清掃工場 ごみクレーンバケット補修工事 群馬県前橋市

水質浄化センター 水質浄化センター・天川ポンプ場・クレーン点検業務 群馬県前橋市

県央第二水道事務所 県央第二水道No1PAC貯蔵槽点検工事 群馬県渋川市

埼玉県久喜市

菖蒲町清掃センター

富岡市清掃センター

六供清掃工場

大胡クリーンセンター 群馬県前橋市

群馬県前橋市

群馬県富岡市

埼玉県久喜市

群馬県前橋市

群馬県前橋市

群馬県前橋市

群馬県前橋市

群馬県草津町

六供清掃工場

大胡クリーンセンター

久喜宮代衛生組合

草津町クリーンセンター

水質浄化センター

荻窪清掃工場

2017年（平成29年）

2018年（平成30年）

菖蒲町清掃センター 埼玉県久喜市



菖蒲町清掃センター 機械設備点検修繕 埼玉県久喜市

焼却炉延命化工事

鉄工追加工事

富岡市資源化センター 破砕・破袋機他補修 群馬県富岡市

延命化工事

定期事業者検査対象装置点検整備

焼却炉附帯装置補修工事

焼却炉内部清掃業務

焼却炉設備等維持整備工事

クレーン点検業務

草津町クリーンセンター 配管工事・クレーン・破砕機・パルス配管交換 群馬県草津町

葛生清掃センター 誘引送風機修繕 栃木県佐野市

破砕機点検整備

火格子駆動装置点検整備

館林市清掃センター ポンプ整備 群馬県館林市

焼却炉設備等維持整備工事

焼却炉附帯装置補修工事

2号焼却炉再燃室天井耐火物補修工事

クレーン点検業務

ごみクレーンほか補修工事

　焼却炉附帯装置補修工事

　クレーン点検整備業務

　焼却炉等内部清掃業務

　焼却炉設備等維持整備工事(その1)

　焼却炉設備等維持整備工事(その2)

　１号ろ過式集塵機ろ布交換工事

　１号焼却炉プラント設備補修工事

　ダスト搬出装置補修工事

　クレーン点検整備業務

　焼却炉設備等維持整備工事（その１）

　１号誘引送風機修繕

　２号焼却炉耐火物補修工事

　荻窪清掃工場 　クレーン点検整備業務 　群馬県前橋市

　亀泉清掃工場 　油圧シリンダ修繕 　群馬県前橋市

　圧縮減容機補修工事

　ホイスト点検業務

　草津町クリーンセンター 　２号炉噴射水配管更新工事 　群馬県吾妻郡

　桐生市清掃センター 　粗大ごみクレーンバケット修繕 　群馬県みどり市

　伊勢崎市清掃リサイクルセンター21 　No.1切断物搬送コンベヤ修繕 　群馬県伊勢崎市

　富岡市資源化センター 　定期点検整備 　群馬県富岡市

　上越市第2クリーンセンター 　施設定期修繕 　新潟県上越市

　佐野市葛生清掃センター 　ごみ焼却設備定期整備 　栃木県佐野市

　館林市清掃センター 　焼却処理設備点検整備 　群馬県館林市

　前橋市六供清掃工場 　群馬県前橋市

　大胡クリーンセンター 　群馬県前橋市

　富士見クリーンステーション 　群馬県前橋市

2016年（平成28年）

群馬県前橋市荻窪清掃工場

大胡クリーンセンター 群馬県前橋市

新潟県上越市上越第2クリーンセンター

六供清掃工場 群馬県前橋市

群馬県富岡市富岡清掃センター

2015年（平成27年）



　焼却炉附帯装置保守点検業務

　クレーン点検整備業務

　焼却炉等内部清掃業務

　焼却炉設備等維持整備工事(その1)

　焼却炉設備等維持整備工事(その2)

　ごみ投入扉更新工事

　低圧復水器清掃業務

　焼却炉付帯装置点検整備

　クレーン点検整備業務

　１号焼却炉火格子交換工事

　２号焼却炉耐火物補修工事

　焼却炉噴射水配管更新工事

　荻窪清掃工場 　クレーン点検整備業務 　群馬県前橋市

　亀泉清掃工場 　焼却炉設備等維持整備工事 　群馬県前橋市

　草津町クリーンセンター 　焼却施設維持整備工事 　群馬県吾妻郡

　桐生市清掃センター 　ごみクレーンバケット修繕 　群馬県みどり市

　富岡市資源化センター 　定期点検整備 　群馬県富岡市

　上越市第2クリーンセンター 　施設定期修繕 　新潟県上越市

　佐野市葛生清掃センター 　ごみ焼却設備定期整備 　栃木県佐野市

　館林市清掃センター 　焼却処理設備点検整備 　群馬県館林市

　焼却炉附帯装置保守点検業務

　クレーン点検整備業務

　焼却炉等内部清掃業務

　焼却炉設備等維持整備工事(その1)

　焼却炉設備等維持整備工事(その2)

　焼却炉付帯装置点検整備

　クレーン点検整備業務

　クレーン点検整備業務

　圧縮梱包機整備業務

　焼却炉設備等維持整備工事

　焼却炉等内部清掃業務

　焼却炉付帯装置点検整備業務

　草津町クリーンセンター 　焼却施設維持整備工事 　群馬県吾妻郡

　桐生市清掃センター 　灰クレーンバケット修繕 　群馬県みどり市

　上越市第2クリーンセンター 　施設定期修繕 　新潟県上越市

　佐野市葛生清掃センター 　ごみ焼却設備定期整備 　栃木県佐野市

　館林市清掃センター 　焼却処理設備点検整備 　群馬県館林市

　群馬県前橋市

2013年（平成25年）

2014年（平成26年）

　前橋市六供清掃工場

　大胡クリーンセンター

　群馬県前橋市

　群馬県前橋市

　前橋市六供清掃工場 　群馬県前橋市

　大胡クリーンセンター 　群馬県前橋市

　荻窪清掃工場 　群馬県前橋市

　亀泉清掃工場



　焼却炉附帯装置保守点検業務

　クレーン点検整備業務

　焼却炉等内部清掃業務

　焼却炉設備等維持整備工事(その1)

　焼却炉設備等維持整備工事(その2)

　焼却炉設備等維持整備工事

　クレーン点検整備業務

　焼却炉附帯装置保守点検業務

　荻窪清掃工場 　クレーン点検整備業務 　群馬県前橋市

　富岡市資源化センター 　定期点検整備 　群馬県富岡市

　桐生市清掃センター 　調湿塔スクレーパコンベヤ修繕 　群馬県みどり市

　上越市第2クリーンセンター 　施設定期修繕 　新潟県上越市

　佐野市葛生清掃センター 　ごみ焼却設備定期整備 　栃木県佐野市

　館林市清掃センター 　焼却処理設備点検整備 　群馬県館林市

　焼却炉附帯装置保守点検業務

　クレーン点検整備業務

　焼却炉等内部清掃業務

　焼却炉設備等維持整備工事(その1)

　焼却炉設備等維持整備工事(その2)

　1号焼却炉再燃室補修工事

　クレーン点検整備業務

　焼却炉設備等維持整備工事

　焼却炉附帯装置保守点検業務

　荻窪清掃工場 　クレーン点検整備業務 　群馬県前橋市

　富岡市資源化センター 　定期点検整備 　群馬県富岡市

　上越市第2クリーンセンター 　施設定期修繕 　新潟県上越市

　くりーんプラザ・龍 　ポンプ点検整備 　茨城県龍ヶ崎市

　佐野市葛生清掃センター 　ごみ焼却設備定期整備 　栃木県佐野市

　館林市清掃センター 　焼却処理設備点検整備 　群馬県館林市

　寄居オリックス資源循環工場 　ボイラ整備定期事業者検査・修理 　埼玉県大里郡

　前橋市六供清掃工場

　大胡クリーンセンター

　群馬県前橋市

　群馬県前橋市

　前橋市六供清掃工場

　大胡クリーンセンター

　群馬県前橋市

　群馬県前橋市

2011年（平成23年）

2012年（平成24年）



　焼却炉設備等維持整備工事(その1)

　焼却炉設備等維持整備工事(その2)

　焼却炉等内部清掃業務

　クレーン点検整備業務

　焼却炉附帯装置保守点検業務

　クレーン油圧バケット点検整備業務

　ごみクレーン巻上電動機交換整備業務

　ボイラー水平蒸発管ほか補修工事

　亀泉清掃工場 　ごみクレーン修繕工事 　群馬県前橋市

　2号焼却炉再燃室補修工事

　クレーン点検整備業務

　焼却炉附帯装置保守点検業務

　クレーン修繕工事

　富岡市資源化センター 　定期点検整備 　群馬県富岡市

　草津町クリーンセンター 　焼却施設維持整備工事 　群馬県吾妻郡

　館林市清掃センター 　焼却処理設備点検整備 　群馬県館林市

　佐野市葛生清掃センター 　ごみ処理施設整備補修 　栃木県佐野市

　くりーんプラザ・龍 　ポンプ点検整備 　茨城県龍ヶ崎市

　寄居オリックス資源循環工場 　ボイラ系機器清掃、整備及びその他 　埼玉県大里郡

　上越市第2クリーンセンター 　施設定期修繕 　新潟県上越市

　もとみやクリーンセンター 　バグフィルタケーシング整備工事 　福島県本宮市

　焼却炉設備等維持整備工事(その1)

　焼却炉設備等維持整備工事(その2)

　焼却炉内部清掃業務

　クレーン点検整備業務

　焼却炉附帯装置保守点検業務

　落じんコンベヤ補修工事

　火格子油圧シリンダ整備工事

　荻窪清掃工場 　圧縮梱包機整備工事 　群馬県前橋市

　亀泉清掃工場 　ごみクレーン修繕工事 　群馬県前橋市

　クレーン修繕工事

　クレーン点検業務

　灰バンカ修繕工事

　焼却炉設備等維持整備工事

　焼却炉等内部清掃業務

　ごみクレーンバケット更新業務

　可燃物破砕機修繕工事

　焼却施設油圧ユニット・ダストコンベヤ

　誘引送風機・余熱回収送風機点検整備工事

　草津町クリーンセンター 　焼却施設維持整備工事 　群馬県吾妻郡

　館林市清掃センター 　焼却処理設備点検整備 　群馬県館林市

　菖蒲町清掃センター 　ごみ処理施設緊急修繕 　埼玉県南埼玉郡

　佐野市葛生清掃センター 　ごみ処理施設整備補修 　栃木県佐野市

　くりーんプラザ・龍 　ポンプ点検整備 　茨城県龍ヶ崎市

　寄居オリックス資源循環工場 　定期事業者検査、修理 　埼玉県大里郡

　十日町エコクリーンセンター 　2号炉耐火物補修工事 　新潟県十日町市

　上越市第2クリーンセンター 　施設定期修繕 　新潟県上越市

　前橋市六供清掃工場

　大胡クリーンセンター

　群馬県前橋市

　群馬県前橋市

　前橋市六供清掃工場 　群馬県前橋市

　大胡クリーンセンター 　群馬県前橋市

2009年（平成21年）

2010年（平成22年）

　富岡市清掃センター 　群馬県富岡市



　焼却炉設備等維持整備工事(その1)

　焼却炉設備等維持整備工事(その2)

　クレーン点検整備業務

　焼却炉附帯装置保守点検業務

　火格子駆動用油圧シリンダ改造工事

　荻窪清掃工場 　クレーン補修工事 　群馬県前橋市

　ごみクレーン修繕工事

　ごみクレーン安全対策工事

　火格子駆動用油圧シリンダ交換工事

　灰分散機交換工事

　クレーン点検整備業務

　焼却炉設備等維持整備工事(その1)

　焼却炉設備等維持整備工事(その2)

　焼却炉ほか内部清掃業務

　草津町クリーンセンター 　焼却施設維持整備工事 　群馬県吾妻郡

　菖蒲町清掃センター 　点検整備及び補修工事 　埼玉県南埼玉郡

　佐野市葛生清掃センター 　ごみ処理施設整備補修 　栃木県佐野市

　くりーんプラザ・龍 　ポンプ点検整備 　茨城県龍ヶ崎市

　寄居オリックス資源循環工場 　ボイラ設備機器点検整備他 　埼玉県大里郡

　上越市第2クリーンセンター 　施設定期修繕 　新潟県上越市

　焼却炉設備等維持整備工事(その1)

　焼却炉設備等維持整備工事(その2)

　焼却炉内部清掃業務

　焼却炉附帯装置保守点検業務

　クレーン補修工事

　圧縮梱包機修繕工事

　亀泉清掃工場 　ごみクレーン修繕工事 　群馬県前橋市

　クレーン補修工事

　火格子交換ほか補修工事

　富岡市資源化センター 　定期点検整備 　群馬県富岡市

　草津町クリーンセンター 　ダストコンベヤ整備 　群馬県吾妻郡

　館林市清掃センター 　焼却処理設備点検整備 　群馬県館林市

　菖蒲町清掃センター 　ごみ処理施設点検整備工事 　埼玉県南埼玉郡

　くりーんプラザ・龍 　ポンプ点検整備 　茨城県龍ヶ崎市

　寄居オリックス資源循環工場 　ボイラ設備定期点検整備 　埼玉県大里郡

　上越市第2クリーンセンター 　施設定期修繕 　新潟県上越市

　焼却炉設備等維持整備工事(第1号)

　焼却炉設備等維持整備工事(第2号)

　クレーン整備工事

　富岡市清掃センター 　ごみ焼却処理施設定期点検整備 　群馬県富岡市

　富岡市資源化センター 　定期点検整備 　群馬県富岡市

　館林市清掃センター 　焼却処理設備点検整備 　群馬県館林市

　菖蒲町清掃センター 　ごみ処理施設点検整備工事 　埼玉県南埼玉郡

　佐野市葛生清掃センター 　ごみ処理施設整備補修 　栃木県佐野市

　くりーんプラザ・龍 　ポンプ点検整備 　茨城県龍ヶ崎市

　ごみ焼却処理施設排ガス測定器

　焼却灰搬出装置取替工事

　上越市第2クリーンセンター 　施設定期修繕 　新潟県上越市

　前橋市六供清掃工場 　群馬県前橋市

　十日町エコクリーンセンター 　新潟県十日町市

　前橋市六供清掃工場

　荻窪清掃工場

　大胡クリーンセンター

　群馬県前橋市

　群馬県前橋市

　群馬県前橋市

　前橋市六供清掃工場

　亀泉清掃工場

　大胡クリーンセンター

　群馬県前橋市

　群馬県前橋市

　群馬県前橋市

2008年（平成20年）

2006年（平成18年）

2007年（平成19年）



　焼却炉及び燃焼ガス冷却ボイラーほか補修工事

　焼却炉内火格子ホッパほか補修工事

　亀泉清掃工場 　噴射水加圧ポンプ整備工事 　群馬県前橋市

　亀泉清掃工場 　キレートタンク更新 　群馬県前橋市

　富岡市清掃センター 　ごみ焼却処理施設定期点検整備 　群馬県富岡市

　富岡市資源化センター 　定期点検整備 　群馬県富岡市

　草津町クリーンセンター 　焼却設備総合点検 　群馬県吾妻郡

　館林市清掃センター 　焼却処理設備点検整備 　群馬県館林市

　菖蒲町清掃センター 　ごみ処理施設点検整備工事 　埼玉県南埼玉郡

　佐野市葛生清掃センター 　ごみ処理施設整備補修 　栃木県佐野市

　くりーんプラザ・龍 　ポンプ点検整備 　茨城県龍ヶ崎市

　十日町エコクリーンセンター 　2号炉ガス冷却室上部ケーシング交換工事 　新潟県十日町市

　焼却炉設備等維持整備工事

　焼却炉設備等維持整備工事(第2号)

　富岡市清掃センター 　ごみ焼却処理施設定期点検整備 　群馬県富岡市

　富岡市資源化センター 　定期点検整備 　群馬県富岡市

　草津町クリーンセンター 　焼却設備総合点検 　群馬県吾妻郡

　館林市清掃センター 　焼却処理設備点検整備 　群馬県館林市

　芳賀中部環境衛生事務組合 　焼却炉上期整備工事 　栃木県芳賀郡

　菖蒲町清掃センター 　ごみ処理施設修繕及び点検整備 　埼玉県南埼玉郡

　安蘇清掃センター 　ごみ処理施設整備補修 　栃木県佐野市

　くりーんプラザ・龍 　ポンプ点検整備 　茨城県龍ヶ崎市

　十日町エコクリーンセンター 　災害復旧補修工事 　新潟県十日町市

　上越市第2クリーンセンター 　定期点検整備 　新潟県上越市

　前橋市六供清掃工場 　焼却炉設備等維持整備工事 　群馬県前橋市

　ごみ焼却処理施設定期点検整備

　排ガス高度処理施設定期点検整備

　富岡市資源化センター 　定期点検工事 　群馬県富岡市

　草津町クリーンセンター 　焼却設備総合点検 　群馬県吾妻郡

　空気予熱器下落下灰搬出コンベヤ等点検整備工事

　焼却処理設備点検整備

　安蘇清掃センター 　ごみ処理施設整備補修 　栃木県佐野市

　くりーんプラザ・龍 　ポンプ点検整備 　茨城県龍ヶ崎市

　上越市第2クリーンセンター 　中枢部定期修繕 　新潟県上越市

　前橋市六供清掃工場 　群馬県前橋市

　富岡市清掃センター 　群馬県富岡市

　館林市清掃センター 　群馬県館林市

　前橋市六供清掃工場 　群馬県前橋市

2003年（平成15年）

2004年（平成16年）

2005年（平成17年）



　焼却炉設備等維持整備工事

　DXN類削減対策工事

　富岡市清掃センター 　ごみ焼却処理施設定期点検整備 　群馬県富岡市

　富岡市資源化センター 　定期点検工事 　群馬県富岡市

　焼却設備総合点検

　排ガス高度処理施設整備工事

　菖蒲町清掃センター 　ごみ処理施設点検整備工事 　埼玉県南埼玉郡

　くりーんプラザ・龍 　ポンプ点検整備 　茨城県龍ヶ崎市

　十日町エコクリーンセンター 　空気予熱器補修工事 　新潟県十日町市

　上越市第2クリーンセンター 　破砕機スタンパー用ガイドライナー交換修繕 　新潟県上越市

　焼却炉設備等維持整備工事

　送風機ポンプ点検業務

　富岡市清掃センター 　ごみ焼却処理施設定期点検整備 　群馬県富岡市

　富岡市資源化センター 　建設工事 　群馬県富岡市

　草津町クリーンセンター 　焼却設備総合点検 　群馬県吾妻郡

　菖蒲町清掃センター 　排ガス高度処理施設及び灰固形化施設整備工事 　埼玉県南埼玉郡

　安蘇清掃センター 　ごみ処理施設整備補修 　栃木県佐野市

　焼却炉設備等維持整備工事

　送風機ポンプ点検業務

　富岡市清掃センター 　焼却炉設備等定期点検整備 　群馬県富岡市

　草津町クリーンセンター 　排ガス高度処理施設整備工事 　群馬県吾妻郡

　草津町クリーンセンター 　焼却設備総合点検 　群馬県吾妻郡

　焼却炉設備等維持整備工事

　送風機ポンプ点検業務

　富岡市清掃センター 　焼却炉設備等定期点検整備 　群馬県富岡市

　草津町クリーンセンター 　焼却設備総合点検 　群馬県吾妻郡

　焼却炉設備等維持整備工事

　送風機ポンプ点検業務

　富岡市清掃センター 　焼却炉設備等定期点検整備 　群馬県富岡市

　草津町クリーンセンター 　ごみ焼却処理施設定期点検整備 　群馬県吾妻郡

　芳賀中部環境衛生事務組合 　焼却炉設備等定期点検整備工事 　栃木県芳賀郡

　焼却炉設備等維持整備工事

　送風機ポンプ点検業務

　富岡市清掃センター 　焼却炉設備等定期点検整備 　群馬県富岡市

　草津町クリーンセンター 　焼却処理施設補修工事 　群馬県吾妻郡

　芳賀中部環境衛生事務組合 　焼却炉設備等定期点検整備工事 　栃木県芳賀郡

　前橋市六供清掃工場 　群馬県前橋市　　　

2000年（平成12年）

　前橋市六供清掃工場 　群馬県前橋市

　前橋市六供清掃工場 　群馬県前橋市

　前橋市六供清掃工場 　群馬県前橋市

　草津町クリーンセンター 　群馬県吾妻郡

　前橋市六供清掃工場 　群馬県前橋市

　前橋市六供清掃工場 　群馬県前橋市

2002年（平成14年）

1997年（平成9年）

1998年（平成10年）

1999年（平成11年）

2001年（平成13年）


