No-１
石油・化学・薬品・製紙・食品工場（製鐵・輸送機器・硝子工場・発電所は別紙）における解体撤去工事
種

別

工

事

名

宇部興産 堺工場 RCP工場解体撤去工事
ＪＸＴＧ 水島事業所

工事実績（過去１５年）
工

事

内

容

設備機器 1.000t 建屋5.000m2体撤去 石綿則対応 レベル２

ＰＤＣ装置 ＶＥ－２０３撤去工事

工事期間
R2年6月～
R2年1月

三菱ケミカル 水島事業所 ＨＤＰＥプラント撤去工事

設備機器 2.000t解体撤去 石綿則対応 レベル２

R１年11月～R2年3月

三菱ガス化学 水島工場 ３課Ｘ装置 蒸留塔（３基）トレイ撤去工事 ２期工事

設備機器 1.500t解体撤去

R1年11月～R2年2月

住友化学 千葉工場 3号ボイラー及び付帯機器撤去工事

300t／ｈ吊りボイラー１缶他 ２５００ｔ

サントリー東近江工場 ９・１０号貯蔵庫解体工事

ＲＣ造貯蔵庫棟 4.000m2 内部機器200t

三井化学 大阪工場 OPC冷却塔撤去/建設工事 ２期工事

大型冷却塔解体・新設

Ｈ31年6月～Ｒ２年１月

三井化学 大阪工場 プロパンタンク解体工事

パーライト2400m3処理、２層タンク700t解体

Ｈ31年2月～Ｈ31年6月

三井化学 大阪工場 マルＡ倉庫解体工事

工場棟5.000m2 内部機器2.000t

Ｈ30年12月～Ｈ31年3月

三井化学 大阪工場 ガスタービン撤去工事

ガスタービン設備300t解体

Ｈ30年11月～12月

三井化学 大阪工場 災害復旧工事

ダクト・集塵機・脱硫塔撤去、煙突補強

Ｈ30年7月～9月

エアウオーター 宇都宮 既設プラント撤去1期工事

酸素発生設備800t

Ｈ30年5月～8月

ダイキン 淀川工場 サイロ・キルン撤去工事

設備機器200t

Ｈ30年3月～5月

サンレックス工業 四日市 ３ＳＢ設備他撤去工事

設備機器≒900t

Ｈ30年3月～6月

エアウオーター 三井大牟田工場内 既設KIG設備撤去工事

酸素発生設備600t

Ｈ30年2月～5月

三井化学大阪工場 OPC冷却塔撤去/建設工事 1期工事

大型冷却塔解体・新設

Ｈ30年1月～3月

TOTO滋賀工場 C-7号窯撤去工事

設備300t RCF・重金属汚染対応

Ｈ29年12月～H30年3月

ケイミュー北九州工場 ネオロック設備投入に伴う撤去工事

外装材製造設備2000t

Ｈ29年12月～H30年3月

旭化成水島事業所 エチレン・ベンゼンＢＬ外配管等撤去工事

配管100.000Bm ４５０ｔ 石綿則対応 レベル２

Ｈ29年10月～H30年4月

三菱ガス化学 水島工場 ３課Ｘ装置 蒸留塔トレイ撤去工事 １期工事

タワー他500t

Ｈ29年12月～H30年2月

三菱ケミカル 水島事業所 旧２ＰＰ設備撤去工事

機器800t 石綿則対応 レベル２

Ｈ29年12月～H30年2月

三菱ケミカル水島事業所 3号ボイラー撤去工事

ボイラー他付帯設備800t

Ｈ29年12月～H30年1月

石綿則対応 レベル２

Ｈ31年7月～R2年1月
石綿含有外装材除去

Ｈ31年4月～9月

石油化学・製紙工場における設備等の解体撤去 工事実績
種

別

工

事

No-2

名

工

事

内

容

工事期間

旭硝子 京浜工場 K-PRO解体2期工事

ガラス製造工場30.000m2 RC製煙突１２０ｍ 設計対応

H2９年９月～H30年3月

三菱ケミカル四日市事業所 中試設備・建屋撤去工事

建屋1000m2、機器200t 石綿則対応 レベル２

Ｈ29年9月～11月

宇部興産堺工場 アノン工場解体工事

敷地20.000m2 機器5.000ｔ 石綿則対応 レベル２

Ｈ29年6月～H30年3月

宇部興産堺工場 ラクタム工場解体工事

敷地20.000m2 機器5.500ｔ 石綿則対応 レベル２

Ｈ29年3月～H29年11月

ＪＳＲ四日市工場 EP仕上げプラント撤去工事

プラント500t、保温1.00m3撤去 石綿則対応レベル2

Ｈ29年１月～H29年4月

三菱ガス化学水島工場 MTA設備撤去工事

機器1.000ｔ 石綿則対応レベル2

Ｈ28年12月～H29年3月

旭硝子 京浜工場 K-PRO解体１期工事

排脱・窯ライン他設備機器800t、

H28年12月～H29年3月

宇部興産堺工場 アンモニア工場解体工事

敷地20.000m2 機器4.000ｔ 石綿則対応 レベル２

Ｈ28年10月～H29年6月

三菱ガス化学水島工場 A2-PTA設備撤去工事

機器2.000ｔ 石綿則対応レベル2

Ｈ27年9月～12月

三菱ガス化学水島工場 3課Ｘ装置ＦＴ-26撤去工事（安衛法88条－4項）

タワー１基H:45m 300t

Ｈ27年9月～12月

JX日鉱日石ｴﾈﾙｷﾞｰ 水島製油所 試作課ＡＲ装置撤去工事

機器800ｔ 石綿則対応レベル2

Ｈ27年10月～12月

宇部興産堺工場 硫安・硫酸工場解体工事

敷地20.000m2 機器5.000ｔ 建屋3.000m2石綿則対応 レベル２

Ｈ27年9月～12月

南相馬市仮設処理施設設置に伴う旧工場(DNP福島）解体工事

被災工場解体 建物5.000m2設備600t強酸・強ｱﾙｶﾘ・溶剤・薬品処理

Ｈ27年5月～9月

三菱化学鹿島事業所 ＳＭプラント撤去工事（安衛法88条－4項）

機器10.000ｔ 石綿則対応 レベル２

Ｈ27年2月～H27年9月

宇部興産堺工場 アンモニア設備解体工事

機器1.000ｔ 石綿則対応 レベル２

Ｈ27年6月～9月

三井化学大坂工場内 １ IPAプラント撤去工事

機器500ｔ 石綿則対応 レベル２

Ｈ27年3月～4月

三菱化学水島事業所 AO／ＨＡプラント撤去工事（安衛法88条－4項）

機器3.500ｔ 石綿則対応 レベル２

Ｈ26年11月～H27年5月

JX日鉱日石ｴﾈﾙｷﾞｰ 水島製油所 ２Ｔ解体撤去２期工事（安衛法88条－4項）

機器600ｔ 石綿則対応レベル2

Ｈ26年8月～H27年1月

三菱ガス化学水島工場 3課Ｘ装置ＦＴ-23撤去工事（安衛法88条－4項）

タワー１基H:35m 180t

Ｈ25年12月～H26年2月

三菱化学水島事業所 共通ラック内不要配管撤去工事

溶剤配管20..000Bm抜取

三菱化学四日市事業所 重油タンク・ＳＭタンク撤去工事

タンク3基その他付帯設備 石綿則対応レベル2

石綿則対応レベル2

Ｈ25年12月～3月
Ｈ25年8月～H26年1月

石油化学・製紙工場における設備等の解体撤去 工事実績
種

別

工

事

No-3

名

工

事

内

容

工事期間

JX日鉱日石ｴﾈﾙｷﾞｰ 水島製油所 ２Ｔ解体撤去 １期工事（安衛法88条－4項）

トッパー装置・熱交その他機器2.800ｔ 石綿則対応レベル2

Ｈ25年8月～H26年2月

三菱化学 四日市事業所 川尻工場 共通ラック内不要配管撤去工事

配管60.000Bm抜取

Ｈ25年7月～H25年12月

三井化学大坂工場内 泉北酸素既設プラント撤去工事

酸素製造プラント1.500t 圧縮機棟1.000m2

Ｈ25年7月～H25年12月

エボニック四日市 モノシラン工場解体撤去工事（安衛法88条－4項）

ガスプラント5.000t コンクリート7.000m3撤去

Ｈ25年7月～H26年1月

三菱化学四日市事業所 ＥＯ球形タンク及び関係設備撤去工事

球形タンク２基及び付属機器・配管600t石綿則対応レベル2

Ｈ25年3月～H25年6月

三菱化学水島事業所 AT廃ガス焼却炉撤去工事

焼却炉及び付帯設備 DXN作業に準ず

Ｈ24年11月～H25年1月

ＪＳＲ四日市工場 EP重合プラント撤去工事

プラント3.000t、保温1.000m3撤去 石綿則対応レベル2

Ｈ24年7月～H25年3月

三菱化学水島事業所 溶剤製造施設撤去

GBL・NMP設備300t

Ｈ24年5月～7月

三菱ガス化学四日市工場 SPCプラント解体撤去工事

機器架構500t 石綿則対応レベル2

Ｈ24年2月～4月

四日市合成 NP-1設備撤去工事

機器架構300t 石綿則対応レベル2

Ｈ23年4月～7月

三井化学大坂工場内 ＪＰＳ大阪工場解体工事

プラント・工場1式 3.500t

Ｈ22年6月～H23年1月

住友化学 菊本工場 電気集塵機他撤去工事

集塵機他設備400t

Ｈ22年6月～7月

ミヨシ油脂 神戸工場 脱臭設備解体工事

設備100t 石綿則対応レベル2

Ｈ22年6月～7月

API四日市工場解体工事（安衛法88条－4項）

工場敷地55.00m2更地化 プラント5.000t 建物 煙突55m 焼却炉

H21年1月～8月

三菱化学 水島事業所 ＰＶＣプラント解体撤去工事（安衛法88条－4項）

プラント機器、架構３８００ｔ 機器断熱塗り材除去 石綿則対応 レベル２

Ｈ21年１月～5月

宇部興産 堺工場 吸収工程解体工事（安衛法88条－4項）

機器500t、煙突60m、基礎1000m3

Ｈ20年１2月～H21年2月

三菱化学 水島事業所 松江地区解体工事（安衛法88条－4項）

機器500t、工場建物3.000m2

Ｈ20年１1月～H21年4月

旭化成 水島工場ＭＭＢプラント解体撤去工事（安衛法88条－4項）

機器5.000t 石綿則対応 レベル２

Ｈ20年１1月～H21年5月

三井化学 大阪工場 定修工事

肥料・ＡＮ・ＧＥ設備等 機器５００ｔ撤去、更新工事

Ｈ20年6月～7月

日本エクセラント岡山工場 ８・９系ドライヤー撤去工事

紡糸設備２００ｔ撤去、火気厳禁工事

Ｈ20年6月～7月

三菱化学 水島 中試設備撤去工事

建物１２００m2機器３００ｔ 石綿則対応レベル２

Ｈ20年3月～4月

石綿則対応レベル2

石油化学・製紙工場における設備等の解体撤去 工事実績
種

別

工

事

No-4

名

工

事
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容

工事期間

三菱化学 水島 ＨＤ２設備撤去工事

機器５００ｔ 火気厳禁撤去

Ｈ20年1月～3月

三菱化学四日市 三田TY解体工事

タンクヤード他50000m2解体更地化 ｽｸﾗｯﾌﾟ5000ｔ 石綿則対応 レベル１有り

Ｈ19年11月～H20年3月

クラレ玉島 重油燃料設備撤去工事

設備機器300ｔ 石綿則対応 レベル２

Ｈ19年12月～H20年１月

大阪苛性 大阪工場 タール設備撤去工事

工場棟２０００m2解体不要設備 ５００ｔ

Ｈ20年8月～9月

ケイジーケミカル 松山工場 設備撤去工事

キルン２基他 機器５００ｔ

Ｈ19年7月

カネカ 高砂工場 苛性タンク撤去工事

危険物特殊タンク他２００ｔ

Ｈ19年5月～6月

三井化学 大阪工場 ＰＬプラント解体

機器６００ｔ ＲＣ製品槽他ＲＣ解体１９００ｍ３ ﾜｲﾔｰ切断３００ｍ２

Ｈ19年4月～Ｈ19年6月

三菱化学 水島工場 ＴＹ・貨車Ｙ解体工事

機器３００ｔ 石綿則対応 レベル２

Ｈ19年2月～3月

Ｊエナジー水島 コークドラム解体

塔４８０ｔスクラップダウン

Ｈ19年2月～3月

三井化学 大阪工場 ＣＬプラント解体

機器３０００ｔ 石綿則対応 レベル２ 水銀回収

Ｈ18年11月～Ｈ19年2月

新日本精油 水島製油所 リアクター解体工事

機器４５０ｔ ジェットランス切断

Ｈ18年11月

Ｊエナジー 知多 ＨＤＧ設備解体工事

機器６００ｔ

Ｈ18年9月～1月

クラレ倉敷工場 排煙脱硫設備撤去工事

機器５００ｔ 跡地整備２000ｍ２ 石綿則対応 レベル２

Ｈ18年8月～9月

三井化学 堺工場ﾒﾀﾉｰﾙﾀﾝｸ・Wプラント他解体工事

機器３０００ｔ 跡地整備１５.000ｍ２ 石綿則対応 レベル２

Ｈ18年7月～11月

カネカ 高砂工業所 ３Ｂ建物他解体工事

ＳＲＣ造４６０ｍ２ スラブ・壁 超高圧水切断縁切り

Ｈ18年5月

新日本精油 大阪工場 １ＳＲＵ＆ＴＧＴ装置撤去工事

機器７００ｔ 石綿則対応 レベル２

Ｈ18年4月～5月

三菱化学 四日市事業所 ＤＩ・ゴム重合２系・ｴﾁﾚﾝ球形ＴＹﾌﾟﾗﾝﾄ撤去工事

機器６０００ｔ 跡地整備1８.000ｍ２ 石綿則対応 レベル２

Ｈ18年4月～9月

王子製紙 阿南高岡工場 ドラムバーガー解体工事

機器２５０ｔ シャープランス切断

Ｈ18年3月

カネカ 高砂工業所 特樹設備撤去工事

機器・架構３００ｔ 機器断熱塗り材撤去石綿則対応 レベル２

Ｈ18年1月～2月

住友化学 新居浜工場 ４キルン他解体撤去工事

キルン他設備４００ｔ 石綿則対応 レベル２

Ｈ17年12月～Ｈ18年3月

三菱化学 四日市事業所 ＳＭＥＢプラント撤去工事（８８条－４項－１）

プラント機器、架構５５００ｔ 保温材除去 石綿則対応 レベル２

Ｈ17年9月～12月

石油化学・製紙工場における設備等の解体撤去 工事実績
種
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三井化学 堺工場 Wプラント解体工事（８８条－４項－１）

プラント機器、架構８００ｔ 保温材除去 石綿則対応 レベル２

Ｈ17年10月～11月

カネカ 高砂工業所 重油タンクヤード解体工事

タンク、配管３００ｔ 機器断熱塗り材撤去石綿則対応 レベル１

Ｈ17年9月～10月

三井化学 堺工場 ＣＰ・ＧＥ・ＰＦプラント解体工事（８８条－４項－１）

プラント機器、架構等 ３０００ｔ

Ｈ17年7月～9月

三井化学 堺工場 ＭＤ・プラント解体工事（８８条－４項－１）

プラント機器、架構３５０ｔ 跡地整備４.000ｍ２

Ｈ17年4月～5月

三菱化学 四日市事業所 肥料工場解体撤去工事

機器１０００ｔ 跡地整備5.000ｍ２

Ｈ17年4月～5月

三菱化学 四日市事業所 ＳＤＡプラント解体撤去工事（８８条－４項－１）

機器４０００ｔ 跡地整備15.000ｍ２

Ｈ17年4月～7月

トーソー 四日市工場 苛性電解プラント撤去工事

電解設備（特殊鋼機器）４００ｔ

Ｈ17年2月～3月

三菱化学 川尻工場 ＦＣ３、ＰＰＥプラント解体撤去工事

プラント機器1５００ｔ

Ｈ17年1月～4月

三井化学 堺工場 ＭＶプラント解体工事

プラント機器１５００ｔ 跡地整備10.000ｍ２

Ｈ17年1月～3月

三菱化学 四日市事業所 ＰＮプラント解体撤去工事（８８－４－１）

ポリプロプラント５000ｔ

Ｈ16年7月～Ｈ17年1月

三菱化学 四日市事業所 １・３ＢＺ解体撤去工事（８８－４－１）

ベンゼンプラント５000ｔ 跡地整備 20.000ｍ２

Ｈ16年7月～Ｈ17年1月

宇部興産 大阪工場 硫酸工場外部配管撤去工事

硫酸ガス配管２．５００ｍ他

Ｈ16年7月～12月

三井化学 堺工場 Ｒ１・２・３プラント解体工事

Ｒプラント 4000ｔ

Ｈ16年3月～6月

三井化学 堺工場 ＭＶタワー解体工事（８８－４）

塔３８ｍ他５本

Ｈ16年3月

石綿則対応 レベル２

跡地整備20.000ｍ２

