
カスタムシート施工実績　（平成6年～令和2年）
NO 物件名 施工場所 ㎡ 期間 期間

1 雄勝町一般廃棄物最終処分場 宮城県 40 平成6.3 平成6.3

2 対馬中部地区一般廃棄物最終処分場 長崎県 120 平成6.4 平成6.5

3 上磯町一般廃棄物最終処分場 北海道 205 平成6.7 平成6.9

4 大瀬戸町一般廃棄物最終処分場 長崎県 35 平成6.11 平成6.11

5 玉造一般廃棄物最終処分場 宮城県 80 平成7.3 平成7.3

6 平塚市一般廃棄物最終処分場 神奈川県 540 平成8.2 平成8.4

7 熊本県内産業廃棄物最終処分場 熊本県 1,150 平成8.5 平成8.6

8 対馬中部地区一般廃棄物最終処分場 長崎県 120 平成6.4 平成6.4

9 三原市一般廃棄物最終処分場 広島県 340 平成9.4 平成9.12

10 春日井市一般廃棄物最終処分場 愛知県 2,140 平成11.2 平成11.3

11 熊本県内産業廃棄物最終処分場 熊本県 480 平成11.5 平成11.12

12 玉造一般廃棄物最終処分場 宮城県 80 平成7.3 平成7.3

13 三原市新清掃工場第一調整池遮水工事 広島県 370 平成11.5 平成11.7

14 大子町一般廃棄物最終処分場 茨城県 180 平成12.3 平成12.3

15 クリーンセンターとなみ一般廃棄物最終処分場 富山県 12,080 平成12.6 平成12.9

16 大島地区一般廃棄物最終処分場 愛媛県 200 平成12.7 平成12.12

17 一般廃棄物最終処分場建設工事 埼玉県 2,200 平成13.11 平成13.11

18 埋立処分地施設建設工事 高知県 2,930 平成13.11 平成14.5

19 岡山県内産業廃棄物最終処分場 岡山県 200 平成9.10 平成10.2

20 新西部最終処分場建設その２工事 長崎県 7,500 平成14.1 平成14.7

21 新一般廃棄物最終処分場埋立処分地施設建設工事 愛媛県 7,990 平成14.3 平成14.7

22 対馬地域一般廃棄物処理広域化施設敷地造成及び埋立処分施設整備工事 長崎県 5,550 平成14.8 平成14.10

23 産業廃棄物最終処分場 熊本県 2,280 平成14.5 平成14.6

24 産業廃棄物最終処分場 北海道 2,250 平成14.10 平成14.11

25 一般廃棄物最終処分場適正閉鎖工事 鹿児島県 430 平成14.10 平成14.11

26 野火附廃棄物埋立処分場第3期建設事業 長野県 750 平成15.2 平成15.4

27 伊江村産業廃棄物最終処分場整備工事 沖縄県 10,190 平成15.11 平成15.12

28 旭川紋別自動車道上川町中越トンネル工事（ズリ仮置場設置工） 北海道 4,626 平成16.2 平成16.2

29 最終処分場整備工事その２ 福井県 10,746 平成16.6 平成17.3

30 一般廃棄物最終処分場建設工事 広島県 18,500 平成17.6 平成18.1

31 新最終処分場埋立地整備工事 兵庫県 31,560 平成16.11 平成17.5

32 産業廃棄物最終処分場建設工事 神奈川県 11,800 平成17.7 平成18.3

33 一般廃棄物最終処分場建設工事 三重県 1,660 平成17.9 平成17.11

34 神明台処分地第7次（第3期）開設工事 神奈川県 27,700 平成18.3 平成20.3

35 一般廃棄物最終処分場埋立処理施設建設工事 福島県 3,870 平成18.9 平成19.3

36 一般廃棄物最終処分場建設整備事業 秋田県 6,019 平成19.3 平成20.3

37 東北新幹線　館野トンネル防水工事 青森県 7,800 平成19.8 平成20.4

38 産業廃棄物最終処分場増設工事 福岡県 400 平成19.9

39 一般廃棄物最終処分場建設工事（土木） 沖縄県 3,183 平成20.3 平成21.8



40 産業廃棄物最終処分場増設工事 福岡県 850 平成20.5 平成20.6

41 産業廃棄物最終処分場建設工事 岡山県 16,300 平成20.6 平成21.5

42 多環工第3号新最終処分場施設整備（公共）工事 岐阜県 4,385 平成21.7 平成22.3

43 産業廃棄物最終処分場増設工事 宮崎県 1,996 平成21.12 平成22.8

44 南種子町最終処分場建設工事 鹿児島県 2,862 平成22.11 平成23.2

45 西条市（仮称）東部一般廃棄物最終処分場建設工事 愛媛県 8,790 平成23.4 平成23.9

46 福島実証事業　楢葉町仮置場遮水工事 福島県 1,930 平成24.2 平成24.4

47 大洗、鉾田、水戸一般廃棄物最終処分場拡張工事 茨城県 1,200 平成24.2 平成24.3

48 西紋別地区広域ごみ処理施設最終処分場建設工事 北海道 5,860 平成24.10 平成25.1

49 戸室新保埋立場法面補修工事 石川県 950 平成24.11 平成24.12

50 内津最終処分場埋立法面造成工事（３－３期） 愛知県 1,300 平成24.11 平成24.12

51 一般廃棄物最終処分場第2期処分場建設工事 宮崎県 20,900 平成25.3 平成25.8

52 産業廃棄物最終処分場増設工事 三重県 3,015 平成25.11 平成25.12

53 天狗沢処分場振替水路工事 長野県 660 平成26.2 平成27.3

54 産業廃棄物最終処分場建設工事 岡山県 17,096 平成26.4 平成27.3

55 拝原最終処分場施設建設工事 徳島県 9,999 平成26.5 平成26.10

56 産業廃棄物最終処分場増設工事 宮崎県 1,900 平成26.8 平成26.11

57 産業廃棄物最終処分場増設工事 三重県 6,285 平成26.11 平成26.11

58 天狗沢処分場振替水路工事 長野県 1,365 平成27.2 平成27.4

59 福岡都市圏南部最終処分場建設工事 福岡県 13,744 平成27.6 平成27.8

60 山口市一般廃棄物最終処分場埋立処分施設土木造成工事 山口県 14,470 平成27.10 平成28.8

61 かながわ環境整備センター遮水施設整備工事 神奈川県 3,513 平成28.1 平成28.7

62 天狗沢処分場振替水路工事 長野県 546 平成28.4 平成28.5

63 一般廃棄物最終処分場クリーンポケット改善工事 群馬県 1,117 平成28.8 平成28.11

64 天狗沢処分場振替水路工事 長野県 528 平成28.9 平成28.11

65 産業廃棄物最終処分場増設工事 三重県 400 平成29.3 平成29.4

66 産業廃棄物最終処分場増設工事 三重県 740 平成29.9 平成29.11

67 一般廃棄物最終処分場第３期土堰堤建設工事 茨城県 2,230 平成30.2 平成30.3

68 雨坪最終処分場廃止に向けた遮水工補修工事 神奈川県 130 平成31.2 平成31.2

69 対馬市クリーンセンター最終処分場C区画築堤工事 長崎県 520 令和1.6 令和1.10

70 雨坪最終処分場廃止に向けた遮水工補修工事 神奈川県 1,070 令和1.11 令和1.12

71 かながわ環境整備センター遮水施設整備工事 神奈川県 530 令和2.1 令和2.1

72 一般廃棄物最終処分場クリーンポケット改善工事 群馬県 221 令和2.2 令和2.2
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