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2001年3月 廃棄物焼却施設解体撤去工事
川崎重工業株式会社
兵庫工場

2001年3月23日　神戸西労働基準監督署届出
発注者：川崎重工株式会社　車両事業部兵庫工場
事業者：株式会社伊佐商店
プライブリコCAB６００－O型小型焼却炉

2001年7月 廃棄物焼却施設解体撤去工事
川崎重工業株式会社
神戸工場

2001年7月27日　神戸東労働基準監督署届出
発注者：川崎重工業株式会社　神戸工場
事業者：株式会社伊佐商店
PH－４００Ｃ型小型焼却炉

2001年12月 廃棄物焼却施設解体撤去工事
川崎重工業株式会社
航空宇宙カンパニー

2001年12月27日　岐阜労働基準監督届出
発注者：川崎重工業株式会社航空宇宙カンパニー
事業者：川重商事株式会社
PH500―CS型小型焼却炉

2002年2月 廃液処理施設解体撤去工事 川崎重工業株式会社兵庫工場

2002年3月 廃棄物焼却施設解体撤去工事
川崎重工業株式会社
西神戸工場

2002年3月5日　神戸西労働基準監督署届出
発注者：川崎重工業株式会社　西神戸工場
事業者：株式会社伊佐商店
PH－２００C型小型焼却炉

2002年5月 阪神廃酸処理センター解体                                                                                                                                               撤去工事兵庫県尼崎市

2002年9月 クロムメッキラインよりクロム回
収処分及び除去、解体工事

兵庫県津名郡　日本測定工具 アサヒプリテック株式会社

2002年10月
水銀汚染地下ピットの汚染物
除去作業と処分

兵庫県宝塚市 アサヒプリテック株式会社

2002年11月 廃棄物焼却施設解体撤去工事 岐阜県岐阜市民病院

2002年10月30日　岐阜労働基準監督署届出
発注者：岐阜市長
事業者：アサヒプリテック株式会社
ＭＰＫ－４０型小型焼却炉

2002年12月 廃棄物焼却施設解体撤去工事
住友電気工業株式会社
伊丹工場

2002年12月5日　伊丹労働基準監督署届出
発注者：住友電気工業株式会社
事業者：兼正興業株式会社
ＰＨ－３００型小型焼却炉

2003年2月 ＤＸＮ類汚染物除去作業 広島県福山市

2003年3月
廃水処理プラントの特定有害
物回収及び除去

名古屋工業大学
発注者：文部科学省
事業者：ＮＥＣアメニプランテック

2003年3月 廃棄物焼却施設解体撤去工事 名古屋工業大学 噴霧焼却炉関連施設解体撤去

2003年3月 アスベスト除去工事 元町通2丁目 山田工務店

2003年7月 染色工場汚泥搬出処理及び洗浄作業 大阪市旭区高殿 大和ハウス

2003年11月 埋設薬品撤去作業 沖縄県
ＤＤＴ埋設ピットより高濃度ＤＤＴの掘起し作業とその処分
埋設ピット壁面付着物の剥離除去作業と撤去

2003年11月 小西酒造西宮工場解体撤去工事 兵庫県西宮市
解体撤去工事
フロンガス回収

2003年1月 アスベスト調査及び除去工事 鷺洲　大阪海老江3丁目 発注者：阪神道路公団

2004年2月 廃液処理設備解体撤去工事 岐阜大学
噴霧焼却炉・固形物焼却炉関連施設解体撤去
事業者：NECアメニプランテック

2004年3月 アンモニア回収作業 早稲田大学 冷凍装置よりアンモニア回収・バキューム車にて搬出

2004年3月 薬品保管庫内特殊作業 豊橋技術科学大学 冷蔵倉庫より薬品を分類回収

2004年3月 焼却炉廃棄処分工事 （財）兵庫県園芸・公園協会
発注者：（財）兵庫県園芸公園協会
事業者：兼正興業株式会社
　績情報センター（CORINS）に登録赤穂海浜公園内に作業場所を仮設し他4箇所の焼却炉９基を搬入・解体撤去

発注者：ウシオ電機株式会社ランプカンパニー　　　　　
事業者：竹中工務店
発注者：奈良大学
事業者：竹中工務店
発注者：ケイアイ興産
事業者：竹中工務店
発注者：財団法人　神戸港埠頭公社
事業者：東建設株式会社
発注者：財団法人　神戸港埠頭公社
事業者：東建設株式会社
発注者：財団法人　神戸港埠頭公社
事業者：東建設株式会社
発注者：富山住友電工
事業者：兼正興業株式会社
発注者：国立大学法人神戸大学
事業者：木原建設株式会社
発注者：国土交通省大阪空港局飛行場部土木建築課
事業者：大阪建設工業株式会社
発注者：ジェイアール西日本不動産開発株式会社
事業者：大鉄工業株式会社
発注者：大日本印刷株式会社　　京都工場
事業者：株式会社　竹中工務店　
発注者：旧神戸日本赤十字病院
事業者：鹿島建設
発注者：日本たばこ産業
事業者：株式会社　竹中工務店　
発注者：マナック
事業者：兼正興業株式会社
発注者：兵庫県
事業者：株式会社益田工務店
発注者：兵庫県
事業者：株式会社新井組
発注者：国立大学法人京都大学
事業者：兼正興業株式会社
発注者：髙島屋
事業者：株式会社　竹中工務店　

京阪高架Ｄ地区 発注者：京阪電車
アスベスト調査及び除去工事 事業者：株式会社　京阪百貨店

2005年5月 髙島屋船出別館
ボイラー設備・煙突洗浄作業

大阪市内

2005年5月 大阪市内

2005年3月 アスベスト調査及び除去工事 県営明石

2005年4月 焼却施設洗浄作業 京都大学医学部付属病院

2005年3月 汚染土壌除去工事 広島県福山市内

2005年3月 アスベスト調査及び除去工事 県営神戸南多聞

2004年12月 小型焼却炉廃棄処分工事 旧神戸日本赤十字病院

2005年3月 小型焼却炉廃棄処分工事 日本たばこ産業　難波ビル

2004年10月 アスベスト調査及び除去工事 たるせんリニューアル

2004年11月 焼却炉廃棄処分工事 大日本印刷株式会社京都工場

2004年9月 アスベスト調査及び除去工事 神戸大学総合研究棟

2004年10月 アスベスト調査及び除去工事 大阪国際空港第1RX局舎

2004年8月 フロン回収作業 PC1.2フレートステーション

2004年8月 煙道撤去工事 富山住友電工内

2004年8月 アスベスト調査及び除去工事 PC1.2フレートステーション

2004年8月 土壌調査 PC1.2フレートステーション

2004年7月 小型焼却炉廃棄処分工事 奈良大学体育学部内

2004年8月 小型焼却炉廃棄処分工事 ケイアイ興産四条烏丸ビル内

2004年4月 アスベスト調査及び除去工事 ウシオ電機株式会社播磨事業所

ダイオキシン類および有害物質に汚染された施設の有害物質除去作業、施設解体撤去工事履歴
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ダイオキシン類および有害物質に汚染された施設の有害物質除去作業、施設解体撤去工事履歴

発注者：某病院
事業者：株式会社　大林組　

2005年9月 発注者：グローリー株式会社
事業者：株式会社　竹中工務店　

2005年9月 発注者：加悦町
事業者：金下建設　株式会社

2005年10月 同志社女子大学構内 発注者：同志社女子大学
事業者：株式会社　竹中工務店　

2005年11月 淡路島 発注者：建和荘
事業者：株式会社　竹中工務店　

2005年12月 滋賀医科大学 発注者：滋賀医科大学
事業者：株式会社　竹中工務店　

2006年2月 滋賀県 発注者：塩野義製薬株式会社
事業者：株式会社　竹中工務店　

2006年2月 京都大学医学部付属病院 発注者：国立大学法人京都大学
事業者：株式会社プランテック

2006年3月 姫路市内 発注者：某株式会社
事業者：株式会社　竹中工務店　

2006年4月 神戸市立高羽小学校 発注者：神戸市
事業者：湊･伊吹経常建設共同企業体

2006年5月 京都府 発注者：㈱エヌ･ティ･ティファシリティーズ 関西事業本部
事業者：共立建設株式会社　関西支社

2006年6月 兵庫県西宮市 発注者：某株式会社
事業者：㈱朝日工業社

2006年6月 大阪市内 発注者：安積濾紙株式会社
事業者：兼正興業株式会社

2006年8月 岐阜県瑞浪市内 発注者：株式会社たち吉
事業者：兼正興業株式会社

2006年8月 大阪市内 発注者：日本貨物鉄道株式会社
事業者：鉄建建設株式会社

2006年9月 加古郡稲美町 発注者：川崎重工業株式会社
事業者：株式会社カワサキライフコーポレーション

2006年9月 大阪市内 発注者：株式会社東芝
事業者：株式会社竹中工務店

2006年9月 旧ヌーベル六甲ビル解体撤去工事 発注者：昭和住宅株式会社
事業者：兼正興業株式会社

2006年10月 青森県青森市 発注者：昭和リース株式会社
事業者：アサヒプリテック株式会社

2006年11月 京都産業大学付属中学･高等学校 発注者：京都産業大学付属中学･高等学校
事業者：株式会社竹中工務店

2006年11月 京都大学付属病院 発注者：京都大学
事業者：兼正興業株式会社

2006年12月 埼玉県上尾市 発注者：三井金属鉱業株式会社
事業者：三井金属エンジニアリング株式会社

2007年1月 播州ゴルフクラブ 発注者: 播州カントリークラブ
事業者：㈱エヌ･ティ･ティファシリティーズ 関西事業本部

2007年1月 日本臓器製薬IBAS 発注者：日本臓器製薬株式会社
事業者：株式会社竹中工務店

2007年2月 日本臓器製薬IBAS 発注者：日本臓器製薬株式会社
事業者：株式会社竹中工務店

2007年3月 神戸港管理工務課事務所 発注者：神戸市みなと総局
事業者：兼正興業株式会社

2007年3月 国立病院機構宇多野病院 発注者：独立行政法人国立病院機構宇多野病院
事業者：佐藤工業株式会社

2007年3月 大阪府松原市 発注者：株式会社みずほ銀行
事業者：株式会社竹中工務店

2007年5月 神戸市内 発注者：株式会社アーバンコーポーレーション
事業者：株式会社竹中工務店

2007年6月 兵庫県内 発注者：日本臓器製薬株式会社
事業者：株式会社竹中工務店

2007年6月 阪神百貨店　六甲保養所 発注者：阪神百貨店
事業者：㈱ハンシン建設

2007年7月 四条烏丸ビル 発注者：エヌ・ティ・ティ都市開発㈱
事業者：株式会社竹中工務店

2007年8月 発注者：京都大学
事業者：兼正興業株式会社

2007年8月 発注者：学校法人　睦学園
事業者：株式会社竹中工務店

2007年8月 発注者：エヌ・ティ・ティ都市開発㈱
事業者：株式会社竹中工務店

2007年8月 発注者：昭和住宅株式会社
事業者：兼正興業株式会社

2007年8月 発注者：株式会社シミズ･ビルライフケア関西
事業者：株式会社建協工務店

2007年8月 発注者：野村不動産株式会社
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：川島産業株式会社
事業者：兼正興業株式会社
発注者：ダイビル株式会社
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：㈱イオテクノ
事業者：兼正興業株式会社
発注者：アサヒプリテック㈱
事業者：㈲兼正エンジニアリング
発注者：太平洋セメント株式会社
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：日本臓器製薬株式会社
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：京都恒和ビル
事業者：株式会社竹中工務店

2008年2月 石綿含有建材調査 京都市内

2007年12月 セメントサイロ解体撤去工事 神戸市内

2008年1月 石綿含有建材調査及び除去工事 兵庫県内

2007年12月 PCB漏洩補修作業 大阪市内

2007年12月 処理施設解体工事 鳥取大学構内

石綿含有建材調査及び除去工事 神戸市内

2007年9月 アスベスト除去工事 神戸市内

2007年9月 ダイオキシン対策調査及び焼却炉撤去工事 大阪市内

ダイオキシン対策調査及び焼却炉撤去工事 四条烏丸ビル

解体撤去工事
(有害物質事前調査処理）

姫路市内

ダイオキシン対策調査及び焼却炉撤去工事 神戸市内

石綿含有建材調査及び除去工事

石綿含有建材調査及び除去工事

石綿含有建材調査及び除去工事

ダイオキシン対策調査及び焼却施設洗浄作業 京都大学付属病院

アスベスト調査及び除去工事 兵庫大学

ダイオキシン対策調査及び煙突撤去その他工事

アスベスト調査及び除去工事

ダイオキシン対策調査及び煙突撤去その他工事

ダイオキシン対策調査及び廃棄物焼却場解体工事

ダイオキシン対策調査及び焼却炉撤去工事

石綿含有建材調査及び除去工事

解体撤去工事
(有害物質事前調査処理）
ダイオキシン対策調査及び
廃棄物焼却場解体工事

ダイオキシン対策調査及び焼却施設改修作業

焼却施設洗浄作業

アスベスト調査及び除去工事

ダイオキシン対策調査及び廃棄物焼却場解体工事

ダイオキシン対策調査及び焼却炉撤去その他工事

アスベスト調査及び除去工事

アスベスト調査及び除去工事

石綿塗料付着コンテナ解体工事

川崎重工業㈱播州工場ダイオキシン対策調査
及び焼却施設撤去工事

ダイオキシン対策調査及び焼却施設洗浄作業

ダイオキシン対策調査
廃棄物焼却施設解体撤去工事
ダイオキシン対策調査及び
廃棄物焼却施設解体撤去工事

焼却施設清掃作業

アスベスト調査及び除去工事

アスベスト調査及び除去工事

アスベスト調査及び除去工事

煙道カポスタック解体撤去工事 姫路市内

加悦町町民館
アスベスト調査及び除去工事

京都府

アスベスト調査及び除去工事

アスベスト調査カポスタック除去工事

2005年5月 アスベスト調査及び除去工事 姫路市内
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発注者：京都大学
事業者：㈲兼正エンジニアリング
発注者：京都中央信用金庫
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：エーデルワイス
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：日本臓器製薬株式会社　　
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：株式会社竹中工務店
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：総本山　知恩院
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：京都大学医学部
事業者：㈲兼正エンジニアリング
発注者：京都大学
事業者：㈲兼正エンジニアリング
発注者：京都大学医学部
事業者：㈲兼正エンジニアリング
発注者：京都恒和ビル
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：コスモポリタン製菓㈱
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：コナミ工業㈱
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：大和証券株式会社
事業者：ダイダン株式会社
発注者：株式会社山田工務店
事業者：有限会社兼正エンジニアリング
発注者：塩野義製薬株式会社
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：日本臓器製薬株式会社
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：株式会社竹中工務店
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：奈良教育大学附属中学校
事業者：キンキ新生建設株式会社
発注者：神戸市
事業者：新菱冷熱工業株式会社
発注者：大日本住友製薬株式会社
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：京都恒和ビル
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：阿波銀行株式会社
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：京都銀行茨木支店
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：株式会社竹中工務店
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：兵庫県住宅供給公社
事業者：兼正興業㈱
発注者：気水工業株式会社
事業者：有限会社兼正エンジニアリング
発注者：京都恒和ビル
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：ホテルプラザ大阪
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：日本臓器製薬株式会社　　
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：報徳学園
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：某ホテル
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：出光興産
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：京都恒和ビル
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：米田病院
事業者：飛島建設株式会社
発注者：㈱アマダ
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：日本臓器製薬株式会社
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：古河電気工業㈱
事業者：鹿島建設株式会社
発注者：兵庫大学
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：松尾小学校
事業者：春名建設株式会社
発注者：㈱三井住友銀行
事業者：株式会社 竹中工務店
発注者：多可染工㈱
事業者：(有)エコリサイクル
発注者：神戸市
事業者：兼正興業㈱
発注者：神戸市中央卸売市場
事業者：(株)藤野組
発注者：甲南女子大学
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：㈱サンセンタープラザ
事業者：日本電設工業㈱
発注者：安積濾紙㈱
事業者：兼正興業株式会社

2011年2月 アスベスト除去工事 大阪市内

2010年12月 石綿含有建材調査 神戸市内

2011年1月 アスベスト除去工事 神戸市内

2010年11月 アスベスト除去工事 神戸市内

2010年12月 石綿含有建材調査 神戸市内

2010年10月 石綿含有建材調査 大阪市内

2010年11月 石綿含有建材調査 兵庫県内

2010年8月 アスベスト除去工事 加古川市内

2010年8月 アスベスト除去工事 神戸市内

2010年8月 アスベスト除去工事 小野市内

2010年8月 石綿含有建材調査 尼崎市内

2010年7月 ダイオキシン対策調査及び焼却炉撤去工事 兵庫県内

2010年7月 石綿含有建材調査 小野市内

2010年5月 ダイオキシン対策調査及び焼却炉解体撤去工事 姫路市内

2010年6月 アスベスト封じ込め工事 京都市内

2010年4月 石綿含有建材調査及び除去工事 兵庫県内

2010年4月 石綿含有建材調査 大阪市内

2010年4月 ﾎﾃﾙﾌﾟﾗｻﾞ解体撤去工事(石綿含有事前調査) 大阪市内

2010年4月 石綿含有建材調査及び除去工事 兵庫県内

2010年2月 石綿含有建材調査及び除去工事 神戸市内

2010年3月 石綿含有建材調査 京都市内

2009年12月 石綿含有建材調査 大阪市内

2010年2月 石綿含有建材調査及び除去工事 神戸市内

2009年10月 ダイオキシン対策調査及び焼却炉解体撤去工事 大阪市内

2009年12月 石綿含有建材調査 京都市内

2009年9月 石綿含有建材調査 三田市内

2009年10月 石綿含有建材調査 京都市内

2009年9月 ダイオキシン対策調査及び焼却炉解体撤去工事 奈良市内

2009年9月 ダイオキシン対策調査及び脱臭設備解体除去工事 神戸市内

2009年7月 アスベスト除去工事 小野市内

2009年7月 石綿含有建材調査 大阪市内

2009年5月 石綿含有建材調査 神戸市内

2009年5月 焼却炉撤去工事 豊中市内

2009年4月 石綿含有建材調査 神戸市内

2009年5月 石綿含有建材調査及び除去工事 神戸市内

2009年4月 石綿含有建材調査 京都市内

2009年4月 石綿含有建材調査及び除去工事 神戸市内

2009年3月 焼却施設洗浄作業 京都大学付属病院

2009年4月 焼却炉撤去工事 京都大学医学部

2009年1月 石綿含有建材調査及び除去工事 京都市内

2009年1月 焼却炉撤去工事 京都大学医学部

2008年8月 石綿含有建材調査及び除去工事 兵庫県内

2008年10月 石綿含有建材調査及び除去工事 大阪市大淀南

2008年6月 石綿含有建材調査及び除去工事 京都市内

2008年7月 石綿含有建材調査及び除去工事 兵庫県内

2008年3月 焼却施設洗浄作業 京都大学付属病院



神戸市長田区東尻池町１丁目９番１０号
兼 正 興 業 株 式 会 社
代表取締役　　兼田　和典

TEL 078-651-2558  FAX 078-651-2561
日　付 工　事　名 工　事　場　所 備　考

ダイオキシン類および有害物質に汚染された施設の有害物質除去作業、施設解体撤去工事履歴

発注者：神戸拘置所
事業者：兼正興業株式会社
発注者：㈱ネッドエンジニアリング
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：ホテルプラザ大阪
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：関西熱化学㈱
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：黄檗宗大本山萬福寺
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：昭和生コンプラント㈱・㈱西神戸生コンプラント
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：神戸市
事業者：㈱藤野組
発注者：日本精密管工業株式会社
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：報徳学園
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：報徳学園
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：フジッコ㈱
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：毎日会館
事業者：小島建興株式会社
発注者：甲南女子大学
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：兵庫県臨床検査協同組合
事業者：有限会社兼正エンジニアリング
発注者：フジッコ㈱
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：ホテル南風
事業者：昭和住宅株式会社
発注者：京都銀行
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：(財)建設工学研究所
事業者：株式会社藤野組
発注者：ホテルプラザ大阪
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：川崎重工業株式会社
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：阪神総合卸売商業団地協同組合
事業者：鹿島建設株式会社
発注者：ホテルアクアインバリ
事業者：株式会社大山開発興業
発注者：姫路法務総合庁舎
事業者：㈱三晃空調
発注者：姫路法務総合庁舎
事業者：淡路土建㈱
発注者：㈱神戸サンセンタープラザ
事業者：兼正興業株式会社
発注者：シスメックス株式会社
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：昭和住宅株式会社
事業者：㈱ネッドエンジニアリング
発注者：東洋ゴム工業株式会社
事業者：㈱豊岡建設
発注者：京都銀行株式会社
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：オー・エム・ホテル日航ビル
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：神戸市
事業者：㈱はるかわ
発注者：株式会社ＮＴＴファシリティーズ
事業者：共立建設㈱
発注者：菊正宗酒造株式会社
事業者：大和ハウス工業㈱
発注者：兵庫日産自動車㈱
事業者：株式会社友菱
発注者：㈱神戸サンセンタープラザ
事業者：兼正興業㈱
発注者：神戸市
事業者：兼正興業㈱
発注者：神戸市
事業者：島津システムソリューションズ㈱
発注者：山陽長田ビル
事業者：鹿島建設㈱
発注者：安積濾紙株式会社
事業者：兼正興業㈱
発注者：御堂ビル
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：朝日新聞ビル
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：神戸海星女子学院
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：株式会社竹中工務店
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：フジッコ㈱鳴尾工場
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：ローレル北野
事業者：株式会社藤野組
発注者：川崎重工業株式会社
事業者：株式会社竹中工務店

2013年4月 石綿含有建材調査 神戸市内

2013年3月 石綿含有建材調査 神戸市内

2013年4月 石綿含有建材調査 神戸市内

2013年2月 石綿含有建材調査 神戸市内

2013年2月 ダイオキシン対策調査及び焼却炉撤去工事 大阪市内

2013年1月 石綿含有建材調査 大阪市内

2013年1月 石綿含有建材調査 大阪市内

2012年12月 石綿含有建材調査 神戸市内

2012年12月 石綿含有建材除去 大阪市内

2012年11月 アスベスト除去工事 神戸市内

2012年12月 アスベスト除去工事 神戸市内

2012年10月 アスベスト除去工事 兵庫県内

2012年11月 アスベスト除去工事 神戸市内

2012年7月 石綿含有建材調査及び除去工事 兵庫県内

2012年9月 アスベスト除去工事 神戸市内

2012年6月 耐火被覆工事 神戸市内

2012年7月 石綿含有建材調査及び除去工事 神戸市内

2012年4月 アスベスト除去工事 兵庫県内

2012年6月 石綿含有建材調査 神戸市内

2012年4月 石綿含有建材調査 神戸市内

2012年4月 アスベスト除去工事 神戸市内

2012年2月 石綿含有建材調査及び除去工事 姫路市内

2012年3月 アスベスト除去工事 神戸市内

2011年12月 アスベスト除去工事 神戸市内

2011年12月 石綿含有建材調査及び除去工事 姫路市内

2011年10月 石綿含有建材調査 神戸市内

2011年12月 石綿含有建材調査 西宮市内

2011年9月 石綿含有建材調査 神戸市内

2011年9月 石綿除去工事 大阪市内

2011年8月 石綿含有建材調査 明石市内

2011年8月 ダイオキシン対策調査 京都市内

2011年7月 石綿含有建材調査 明石市内

2011年8月 アスベスト除去工事 西宮市内

2011年5月 耐火被覆工事 神戸市内

2011年6月 アスベスト除去工事 神戸市内

2011年4月 石綿含有建材調査 西宮市内

2011年4月 石綿含有建材調査 西宮市内

2011年4月 石綿含有建材調査 神戸市内

2011年4月 石綿含有建材調査及び除去工事 西宮市内

2011年2月 石綿含有建材調査 神戸市内

2011年3月 石綿含有建材調査及び除去工事 神戸市内

2011年2月 石綿含有建材調査 尼崎市内

2011年2月 石綿含有建材調査 京都市内

2011年2月 石綿含有建材調査 神戸市内

2011年2月 石綿含有建材調査 大阪市内

2011年2月 焼却炉解体撤去工事 神戸市内
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発注者：ロックペイント㈱
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：医療法人久野病院
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：大阪信用金庫
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：日本環境安全事業㈱(JESCO)
事業者：三井造船株式会社
発注者：大阪信用金庫
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：全日空輸株式会社
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：公益財団法人神戸ＹＭＣＡ
事業者：株式会社サンケイビルマネジメント
発注者：神戸市外国語大学
事業者：株式会社はるかわ
発注者：全日空輸株式会社
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：ヤサカ衹園ビル(弥生自動車)
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：協和発酵バイオ㈱
事業者：東広商事株式会社
発注者：有限会社ウエストサービス
事業者：株式会社翔慶
発注者：学校法人和弘学園 明舞幼稚園
事業者：株式会社村上工務店
発注者：大阪府
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：ホテル大正
事業者：株式会社翔慶
発注者：神戸女学院
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：ＤＩＣ㈱四日市工場
事業者：株式会社テルム
発注者：木村様
事業者：㈱国組
発注者：神戸市
事業者：兼正興業㈱
発注者：株式会社如月興産
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：神戸市立東高丸保育所
事業者：㈱北神水道商会
発注者：ＤＩＣ株式会社
事業者：㈱竹中土木
発注者：株式会社安川電機
事業者：九州運輸建設㈱
発注者：銀泉神戸ビル
事業者：株式会社 竹中工務店
発注者：タツタ電線㈱
事業者：兼正興業㈱
発注者：有限会社真砂パーキング
事業者：兼正興業㈱
発注者：ＤＩＣ株式会社
事業者：㈱竹中土木
発注者：日本建鐵株式会社
事業者：三和油化工業㈱
発注者：株式会社安川電機
事業者：九州運輸建設㈱
発注者：ＤＩＣ㈱滋賀工場
事業者：三和油化工業株式会社
発注者：公益財団法人神戸ＹＭＣＡ
事業者：㈲藍和
発注者：㈱レアル
事業者：西健実業
発注者：神戸市
事業者：㈱はるかわ
発注者：阪急電鉄株式会社
事業者：株式会社 竹中工務店
発注者：九州旅客鉄道㈱
事業者：光和精鉱㈱
発注者：西日本電信電話㈱
事業者：日本メックス㈱
発注者：淡路市
事業者：㈱植野工務店
発注者：堺プロパティー特定目的会社
事業者：㈱フィールド･パートナーズ
発注者：神戸市
事業者：㈱はるかわ
発注者：白石工業株式会社
事業者：秦泉寺運送㈱
発注者：九州旅客鉄道㈱
事業者：光和精鉱㈱
発注者：中央三井信託銀行株式会社
事業者：株式会社 竹中工務店
発注者：ジャパンマリンユナイテッド株式会社
事業者：東広商事㈱
発注者：東広商事株式会社
事業者：兼正興業㈱
発注者：三菱自動車工業株式会社
事業者：三和油化工業㈱
発注者：武庫川女子大学
事業者：株式会社 竹中工務店

2015年2月 石綿含有建材除去工事 西宮市内

低濃度PCB ﾄﾗﾝｽ解体工事 尼崎市内

低濃度PCB ﾄﾗﾝｽ解体工事

広島県内

2015年2月

石綿含有建材詰替処理

愛知県内

2015年2月

低濃度PCB ﾄﾗﾝｽ解体工事

2015年1月 低濃度PCB ﾄﾗﾝｽ解体工事 佐賀県､長崎県内

広島県内

2015年2月

2015年1月 石綿含有建材除去工事 大阪府内

ダイオキシン類対策工事 大阪市内

2015年2月

2015年1月 石綿含有建材除去工事 神戸市内

2015年1月

2014年12月 石綿含有建材除去工事 枚方市内

2014年12月 石綿含有建材除去工事 兵庫県内

2014年11月 ダイオキシン類対策工事 大阪市内

2014年11月 低濃度PCB ﾄﾗﾝｽ解体工事 佐賀県内

2014年10月 石綿含有建材除去工事 大阪市内

2014年11月 石綿含有建材除去工事 神戸市内

2014年8月 低濃度PCB ﾄﾗﾝｽ解体工事 滋賀県

2014年9月 石綿含有建材除去工事 神戸市内

2014年6月 低濃度PCB ﾄﾗﾝｽ解体工事 千葉県

2014年7月 低濃度PCB ﾄﾗﾝｽ解体工事 福岡県

2014年3月 石綿含有建材調査及び除去工事 大阪市内

2014年4月 石綿含有建材除去工事 大阪市内

2014年3月 ダイオキシン対策調査 神戸市内

2014年3月 石綿含有建材除去 京都府内

2014年2月 石綿含有建材調査 大阪市内

2014年3月 低濃度PCB ﾄﾗﾝｽ解体工事 北九州市

2014年1月 アスベスト除去工事 大阪市内

2014年2月 石綿含有建材調査 神戸市内

2013年12月 ダイオキシン対策調査 神戸市内

2013年12月 アスベスト除去工事 神戸市内

2013年12月 石綿含有建材調査 兵庫県西宮市

2013年12月 低濃度PCB ﾄﾗﾝｽ解体工事 三重県

2013年12月 ダイオキシン対策工事 大阪市内

2013年12月 石綿含有建材調査 大阪市内

2013年11月 石綿含有建材調査及び除去工事 神戸市内

2013年11月 アスベスト除去工事 神戸市内

2013年10月 アスベスト除去工事 京都市内

2013年10月 低濃度PCB ﾄﾗﾝｽ解体工事 山口県

2013年9月 石綿含有建材調査及び除去工事 神戸市内

2013年9月 アスベスト除去工事 大阪市内

2013年7月 石綿含有建材調査 大阪市内

2013年8月 石綿含有建材調査 神戸市内

2013年7月 高濃度PCB処理施設解体工事 大阪市内

2013年7月 ダイオキシン対策工事 大阪市内

2013年5月 石綿含有建材調査 神戸市内

2013年5月 ダイオキシン対策調査 大阪市内

2013年5月 石綿含有建材調査 大阪市内



神戸市長田区東尻池町１丁目９番１０号
兼 正 興 業 株 式 会 社
代表取締役　　兼田　和典
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ダイオキシン類および有害物質に汚染された施設の有害物質除去作業、施設解体撤去工事履歴

発注者：宇部マテリアルズ株式会社
事業者：東広商事㈱
発注者：
事業者：㈲藍和
発注者：全農物流㈱
事業者：㈱前川製作所
発注者：塩屋株式会社
事業者：㈱山寅組
発注者：神戸市
事業者：沼田建設工業㈱
発注者：住友電気工業株式会社
事業者：サンワリューツー㈱
発注者：タツタ電線株式会社
事業者：兼正興業㈱
発注者：神戸市
事業者：寄神建設株式会社
発注者：三井造船株式会社
事業者：東広商事㈱
発注者：武庫川女子大学
事業者：株式会社 竹中工務店
発注者：㈱シーエス・ユアサ コーポレーション
事業者：三和油化工業㈱
発注者：神戸市
事業者：溝口建設株式会社
発注者：兆楽
事業者：㈲有馬設備
発注者：サンモール高砂
事業者：三菱倉庫㈱
発注者：日本車輌製造株式会社
事業者：三和油化工業㈱
発注者：イオンモール株式会社
事業者：株式会社 竹中工務店
発注者：三井造船株式会社
事業者：東広商事㈱
発注者：武庫川女子大学
事業者：株式会社 竹中工務店
発注者：武庫川女子大学
事業者：株式会社 竹中工務店
発注者：武庫川女子大学附属中学校・高等学校
事業者：株式会社 竹中工務店
発注者：神戸市みなと総局
事業者：兼正興業株式会社
発注者：三田市役所
事業者：小向井建設株式会社
発注者：神戸市みなと総局
事業者：株式会社国組
発注者：医療法人社団 朋優会　三木山陽病院
事業者：イケダクリエイト株式会社
発注者：武庫川女子大学
事業者：株式会社 竹中工務店
発注者：株式会社明和工務店
事業者：井上建業
発注者：ＤＩＣ株式会社
事業者：㈱竹中土木
発注者：株式会社 竹中工務店
事業者：兼正興業株式会社
発注者：㈱昇和
事業者：兼正興業株式会社
発注者：株式会社 竹中工務店
事業者：兼正興業株式会社
発注者：グリーンホスピタルサプライ株式会社
事業者：株式会社 竹中工務店
発注者：日本郵政株式会社
事業者：美樹工業株式会社
発注者：株式会社明和工務店
事業者：井上建業
発注者：東京製鐵株式会社
事業者：兼正興業株式会社
発注者：睦学園兵庫大学
事業者：株式会社 竹中工務店
発注者：オノエ家具
事業者：有限会社 藍和
発注者：武庫川女子大学
事業者：株式会社朝日工業社
発注者：住友電気工業株式会社
事業者：スミセツエンジニアリング株式会社
発注者：岸和田製鋼株式会社
事業者：兼正興業株式会社
発注者：あさぎり病院 
事業者：有限会社 藍和
発注者：神鋼不動産
事業者：安西工業株式会社　
発注者：睦学園兵庫大学
事業者：株式会社 竹中工務店
発注者：神戸市水道局
事業者：港建設株式会社
発注者：ＦＤＫ株式会社
事業者：東広商事
発注者：株式会社アイルテックタカラ
事業者：兼正興業株式会社
発注者：株式会社クボタ
事業者：秦泉寺運送株式会社

2016年10月 低濃度ＰＣＢ含有変圧器等収集運搬・処分工事 大阪府内

石綿含有建材除去工事 姫路市内

2016年10月 石綿含有建材除去工事

2015年6月 石綿含有建材除去工事 西宮市内

2015年7月

2015年6月 低濃度PCB ﾄﾗﾝｽ解体工事 岡山県内

2015年3月 低濃度PCB ﾄﾗﾝｽ解体工事 山口県内

2015年3月

低濃度PCB ﾄﾗﾝｽ解体工事

石綿含有建材調査 西宮市内

2015年4月 石綿含有建材除去工事 神戸市内

2015年4月 石綿含有建材調査及び除去工事 神戸市内

2015年4月 低濃度PCB ﾄﾗﾝｽ解体工事 大阪市内

2015年4月 石綿含有建材除去工事 神戸市内

2015年5月 石綿含有建材除去工事 神戸市内

京都市内

2015年7月 石綿含有建材除去工事 神戸市内

石綿含有建材除去工事 神戸市内

2015年7月

2015年8月 低濃度PCB ﾄﾗﾝｽ解体工事 兵庫県内

2015年8月 低濃度PCB ﾄﾗﾝｽ解体工事 愛知県内

2015年9月 石綿含有建材除去工事 大阪府内

2015年11月 低濃度PCB ﾄﾗﾝｽ解体工事 岡山県内

2015年11月 ボイラー設備解体工事 西宮市内

2015年12月 旧のばら学園とりこわし他工事 神戸市内

2015年12月 石綿含有建材除去工事 神戸市内

2015年12月 可動鉄骨屋根撤去工事 西宮市内

2016年4月 石綿含有建材除去工事 三木市内

2016年7月

2016年1月 石綿含有建材除去工事 三田市内

2016年3月 石綿含有建材除去工事 神戸市内

低濃度PCB含有物解体撤去処分 岡山県内

2016年9月

2016年11月 石綿含有建材除去工事 神戸市内

2016年5月 ボイラー設備解体工事

2016年11月 石綿含有建材除去工事 加古川市内

2016年12月 低濃度PCB ﾄﾗﾝｽ解体工事 山口県内

2016年12月 石綿含有建材除去工事 神戸市内

2016年12月 低濃度PCBﾄﾗﾝｽ積込・運搬 香川県内

2016年12月 低濃度PCB ﾄﾗﾝｽ解体工事 尼崎市内

2016年7月

2015年3月 石綿含有建材除去工事 神戸市内

大阪市内

西宮市内

2016年6月 石綿含有建材調査 神戸市内

2016年7月 国包郵便局模様替工事 加古川市内

大阪市内

大阪府内

低濃度PCBﾄﾗﾝｽ積込・運搬

2016年10月 石綿含有建材除去工事 神戸市内

2016年9月 石綿含有建材除去工事 神戸市内

石綿含有建材除去工事

2016年10月 石綿含有建材除去工事

2016年9月

加古川市内

2016年9月

大阪市内

2016年7月 低濃度PCBﾄﾗﾝｽ積込・運搬

低濃度PCB ﾄﾗﾝｽ解体工事

2016年7月

2016年7月 石綿含有建材調査 高石市内

低濃度PCB ﾄﾗﾝｽ解体工事 大阪市内

西宮市内
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発注者：睦学園兵庫大学
事業者：株式会社 竹中工務店
発注者：和田興産株式会社
事業者：有限会社 藍和
発注者：株式会社 ミューザー
事業者：髙松建設株式会社
発注者：住友電気工業株式会社
事業者：スミセツエンジニアリング株式会社
発注者：サントリーホールディングス株式会社
事業者：株式会社 竹中工務店
発注者：コベルコシンワ株式会社
事業者：神鋼興産建設 株式会社
発注者：和田興産株式会社
事業者：有限会社 藍和
発注者：株式会社中山製鋼所
事業者：阪和興業株式会社
発注者：淡路市
事業者：武田建築株式会社
発注者：日本クリニック株式会社
事業者：株式会社 昇和
発注者：神戸市住宅都市局建築技術部
事業者：株式会社　はるかわ
発注者：学校法人　甲子園学院
事業者：三日月建設株式会社
発注者：株式会社アステム
事業者：株式会社 竹中工務店
発注者：日本ビーテーエー株式会社
事業者：兼正興業株式会社
発注者：株式会社 平田タイル
事業者：兼正興業株式会社
発注者：康本　史
事業者：兼正興業株式会社
発注者：兵庫県住宅供給公社
事業者：兼正興業株式会社
発注者：株式会社三菱東京UFJ銀行
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：株式会社NTN備前製作所
事業者：兼正興業株式会社
発注者：株式会社 阿波銀行
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：大阪ガス株式会社
事業者：株式会社 熊谷組　
発注者：武庫川女子大学
事業者：株式会社朝日工業社
発注者：
事業者：株式会社 巨勢工務店
発注者：株式会社 西崎組
事業者：有限会社 小豆島
発注者：梶井綿業株式会社
事業者：株式会社昇和
発注者：株式会社三菱東京UFJ銀行
事業者：株式会社竹中工務店
発注者：三山株式会社
事業者：株式会社 政岡工業
発注者：有限会社アコリホーム
事業者：ネオテック
発注者：関西建物管理サービス株式会社
事業者：株式会社 村田興業
発注者：株式会社ヒューリックビルド
事業者：株式会社 竹中工務店
発注者：フジッコ株式会社
事業者：清水建設株式会社
発注者：神戸市水道局
事業者：港建設株式会社
発注者：エスペック株式会社 福知山工場
事業者：株式会社錢高組
発注者：和田興産株式会社
事業者：有限会社 藍和
発注者：兵庫県県土整備部住宅建築局営繕課
事業者：株式会社 森長組
発注者：和田興産株式会社
事業者：有限会社 藍和
発注者：みなと総局
事業者：沼田建設工業 株式会社
発注者：株式会社 クボタ
事業者：兼正興業株式会社
発注者：公益財団法人 日本高等学校野球連盟
事業者：株式会社 竹中工務店
発注者：みなと総局
事業者：有限会社トータルエンジニアリング
発注者：日本エスリード株式会社
事業者：株式会社 竹富組
発注者：株式会社 クボタ
事業者：秦泉寺運送株式会社
発注者：株式会社 竹中工務店
事業者：兼正興業株式会社
発注者：株式会社 小豆島国際ホテル
事業者：有限会社 小豆島
発注者：武庫川女子大学
事業者：株式会社 竹中工務店
発注者：関電不動産開発株式会社
事業者：株式会社 昇和

2017年11月 低濃度PCB含有変圧器
解体・抜油・収集運搬・処分工事

大阪市内

2017年11月 石綿含有建材除去工事 神戸市内

2017年11月 石綿含有建材除去工事 神戸市内

2017年11月 石綿含有建材除去工事 姫路市内

2017年6月 (株)NTN備前製作所 倉庫等解体工事 西脇市内

2017年6月 石綿含有建材調査 西宮市内

2017年5月 低濃度PCB含有変圧器等調査 神戸市内

2017年6月 低濃度PCB含有変圧器等調査 大阪市内

2017年4月 (株)日立産機システム
神戸サービスステーション解体撤去工事

2017年4月

2017年7月 焼却炉解体撤去工事 姫路市内

神戸市内

旧コーワ測量事務所一部解体・改修工事 神戸市内

2017年7月 石綿含有建材除去工事 西宮市内

2017年5月

低濃度PCB含有変圧器等
収集運搬工事

加古川市内

2017年1月

2016年12月 石綿含有建材調査 加古川市内

2017年1月 石綿含有建材除去工事 神戸市内

石綿含有建材除去工事

2017年1月 石綿含有建材除去工事 大阪市内

2017年2月 石綿含有建材除去工事 吹田市内

2017年1月 石綿含有建材除去工事 大阪市内

2017年3月 石綿含有建材除去工事 西宮市内

2017年2月 低濃度PCB ﾄﾗﾝｽ補修・運搬工事 大阪市内

2017年3月
低濃度PCB ﾄﾗﾝｽ・ｺﾝﾃﾞﾝｻ
収集運搬工事

京都市内

2017年2月

2017年4月 石綿含有建材除去工事 芦屋市内

2017年3月 石綿含有建材除去工事 神戸市内

石綿含有建材除去工事 大阪市内

淡路市内

2017年2月 ダイオキシン対策調査及び焼却炉解体撤去工事 神戸市内

2017年7月
低濃度PCB含有変圧器等
抜油・収集運搬・処分工事

大阪市内

2017年7月 低濃度収集運搬工事 香川県内

2017年7月 低濃度PCB含有ｺﾝﾃﾞﾝｻ搬出工事 大阪府内

2017年10月 石綿含有建材除去工事 神戸市内

2017年8月 石綿含有建材除去工事 大阪市内

2017年8月 石綿含有建材除去工事 伊丹市内

2017年8月 京都市内

2017年9月 石綿含有建材除去工事 大阪府内

2017年9月 石綿含有建材除去工事 兵庫県内

2017年10月 石綿含有建材除去工事 京都府内

2017年7月 石綿含有建材除去工事 西宮市内

2017年9月 石綿含有建材除去工事 神戸市内

低濃度PCB搬出工事

大阪府内

2017年12月 石綿含有建材除去工事 大阪市内

2017年12月 石綿含有建材除去工事 神戸市内

石綿含有建材除去工事 箕面市内

2017年12月 低濃度PCB搬出工事 兵庫県内

2017年12月 石綿含有建材除去工事 神戸市内

2017年12月 低濃度PCB含有変圧器解体工事

2018年1月 低濃度PCB搬出工事 香川県内

2018年2月 石綿含有建材除去工事 西宮市内

2018年2月



神戸市長田区東尻池町１丁目９番１０号
兼 正 興 業 株 式 会 社
代表取締役　　兼田　和典

TEL 078-651-2558  FAX 078-651-2561
日　付 工　事　名 工　事　場　所 備　考

ダイオキシン類および有害物質に汚染された施設の有害物質除去作業、施設解体撤去工事履歴

発注者：富永　恒平
事業者：積水ハウス株式会社　阪神支店
発注者：但馬信用金庫
事業者：兼正興業株式会社
発注者：株式会社イチネンファシリティーズ
事業者：株式会社 竹中工務店
発注者：阪急阪神ビルマネジメント株式会社
事業者：株式会社 竹中工務店
発注者：阪神国際港湾株式会社
事業者：株式会社大木工務店
発注者：
事業者：竹中・古瀬建設工事協同企業体
発注者：阪神国際港湾株式会社
事業者：株式会社大木工務店
発注者：和田興産株式会社
事業者：有限会社　藍和
発注者：株式会社エイム
事業者：株式会社エヌ・エイチ・ケイ日本ハウス神戸
発注者：株式会社 七旺社　
事業者：溝口建設株式会社
発注者：大阪市住宅供給公社
事業者：立命建設株式会社
発注者：株式会社ダイセル 姫路製造所
事業者：松田土木工業 株式会社
発注者：株式会社イチネンファシリティーズ
事業者：株式会社 竹中工務店

2018年4月 石綿含有建材除去工事 神戸市内

2018年2月 石綿含有建材除去工事 伊丹市内

2018年4月 石綿含有建材除去工事(試験施工）

2018年3月 低濃度PCB搬出工事 兵庫県内

大阪市内

2018年4月 石綿含有建材除去工事 大阪市内

2018年5月 石綿含有建材除去工事 神戸市内

2018年5月 焼却炉解体撤去工事 大阪市内

2018年5月 石綿含有建材除去工事 神戸市内

2018年5月 石綿含有建材除去工事 神戸市内

2018年5月 石綿含有建材除去工事 神戸市内

2018年5月 石綿含有建材除去工事 大阪市内

2018年6月 石綿含有建材除去工事 姫路市内

2018年6月 石綿含有建材除去工事 大阪市内


