
プレノＦシート施工実績　（平成2年～平成29年）
NO 物件名 施工場所 ㎡ 期間 期間

1 三浦市一般廃棄物処分場建設工事 神奈川県 15,000 平成2.10 平成3.3

2 長野市一般廃棄物処分場建設工事 長野県 10,050 平成3.4 平成4.5

3 四日市市一般廃棄物処分場建設工事 三重県 4,150 平成4.2 平成4.3

4 産業廃棄物処分場建設工事 広島県 6,300 平成4.3 平成4.4

5 田平町一般廃棄物処分場建設工事 長崎県 5,540 平成4.4 平成5.3

6 金沢市一般廃棄物処分場建設工事 石川県 24,500 平成4.6 平成6.3

7 産業廃棄物処分場建設工事 岡山県 50,000 平成4.9 平成6.3

8 上磯町一般廃棄物処分場建設工事 北海道 3,250 平成5.10 平成6.8

9 雄勝町一般廃棄物処分場建設工事 宮城県 4,410 平成6.3 平成6.7

10 対馬中部地区一般廃棄物処分場建設工事 長崎県 4,080 平成6.4 平成7.3

11 くれさか環境事務組合一般廃棄物処分場建設工事 兵庫県 6,800 平成6.7 平成7.3

12 大瀬戸町一般廃棄物最終処分場建設工事 長崎県 640 平成6.11 平成6.11

13 玉造一般廃棄物処分場建設工事 宮城県 1,820 平成7.3 平成7.3

14 宇治市仙郷山一般廃棄物処分場建設工事 京都府 7,200 平成7.5 平成7.9

15 産業廃棄物処分場建設工事 三重県 4,700 平成7.8 平成8.9

16 東海村一般廃棄物最終処分場建設工事 茨城県 7,250 平成7.9 平成7.12

17 西吾環合一般廃棄物処分場建設工事 群馬県 2,900 平成7.10 平成7.12

18 小出農地ため池保全整備工事 新潟県 1,100 平成7.10 平成7.11

19 遠藤原一般廃棄物処分場建設工事 神奈川県 6,000 平成8.2 平成8.3

20 名瀬市廃棄物処理施設最終処分場建設工事 鹿児島県 12,400 平成8.4 平成9.3

21 三原市一般廃棄物処分場 広島県 16,500 平成8.4 平成9.3

22 八代二見産廃処分場 熊本県 2,100 平成8.5 平成8.8

23 八代二見産業廃棄物処分場（第２期）工事 熊本県 6,500 平成9.7 平成9.10

24 仙郷山廃棄物埋立地第３期（第２工区）工事 京都府 6,300 平成10.2 平成10.4

25 泉町公園整備工事 東京都 3,070 平成10.1 平成10.3

26 猿島郡一般廃棄物最終処分場建設工事 茨城県 3,200 平成10.10 平成11.3

27 八代二見産業廃棄物処分場（第３、４期）工事 熊本県 10,000 平成11.1 平成11.8

28 富岡産業廃棄物処分場 福島県 200 平成10.4 平成11.5

29 京都市東部山間埋立処分地遮水（その２）工事 京都府 10,700 平成11.9 平成11.12

30 大子町一般廃棄物最終処分場改修工事 茨城県 600 平成12.2 平成12.3

31 三原市新清掃工場第一調整池遮水工事 広島県 3,270 平成11.5 平成11.7

32 大島地区一般廃棄物最終処分場 愛媛県 7,680 平成12.7 平成12.12

33 茅野市最終処分場改良工事 長野県 738 平成13.3 平成13.3

34 掛川市板沢埋立場浸出水処理施設改修工事 静岡県 1,050 平成13.9 平成13.10

35 八代二見産業廃棄物処分場（第５期）工事その１ 熊本県 359 平成13.11 平成13.11

36 産業廃棄物処分場建設工事 広島県 2,500 平成13.12 平成14.2

37 八代二見産業廃棄物処分場（第５期）工事その２ 熊本県 3,400 平成14.9 平成15.1

38 イトムカ鉱業所最終処分場増設工事 北海道 447 平成14.10 平成14.11



39 伊江村産業廃棄物最終処分場整備工事 沖縄県 6,810 平成15.3 平成15.6

40 高吾北廃棄物最終処分場適正閉鎖工事 高知県 2,500 平成15.10 平成16.3

41 君津環境整備センター建設工事 千葉県 910 平成15.11 平成15.12

42 杉谷埋立地（第一処分場）建設工事 福岡県 7,284 平成16.5 平成16.12

43 産業廃棄物最終処分場法面遮水工事 福岡県 1,890 平成17.9 平成17.10

44 平成18年度　一般廃棄物最終処分場再生工事（その１） 沖縄県 2,270 平成18.10 平成19.3

45 産業廃棄物最終処分場法面遮水工事 福岡県 2,600 平成18.10 平成18.12

46 産業廃棄物最終処分場法面遮水工事 福岡県 1,600 平成19.6 平成19.7

47 平成19年度　一般廃棄物最終処分場再生工事（その１） 沖縄県 903 平成19.7 平成19.8

48 18国障害深見ダム漏水対策工事 大分県 697 平成19.9 平成20.3

49 岐阜市北部地区産業廃棄物不法投棄除去事業 岐阜県 983 平成21.2 平成21.3

50 産業廃棄物処分場建設工事 宮崎県 7,850 平成21.12 平成22.7

51 産業廃棄物処分場建設工事 三重県 7,200 平成25.6 平成25.12

52 産業廃棄物処分場建設工事 宮崎県 8,340 平成26.7 平成26.12

53 産業廃棄物処分場建設工事 三重県 5,500 平成27.5 平成27.7

54 産業廃棄物処分場建設工事 三重県 340 平成29.3 平成29.4

55 産業廃棄物処分場建設工事 三重県 1,698 平成29.9 平成29.11
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