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a 工事名称 県 市町村 施主 元請 設計 面積 上層マット 上層シート 中間マット 下層シート 下層マット 検知 付帯 方式

2000 湖北クリーンプラント処分場 滋賀県 浅井町 湖北広域行政事
務組合

マルタカ建設 ㈱環境工学コンサルタ
ント

9,000 遮光性
短繊維

TPO-PP 長繊維 オープン

2000 西木村最終処分場 秋田県 西木村 西木村 飛島建設㈱ 環境建設エンジニアリ
ング

6,000 遮光性
短繊維

TPO-PE 耐圧
排水材

TPO-PE 短繊維 物理 クローズ

2000 三沢市処分場 青森県 三沢市 三沢市 前田建設工業JV 日本技術開発 32,000 遮光性
短繊維

TPO-PP 耐圧
排水材

TPO-PP 短繊維 オープン

2000 安達広域処分場 福島県 安達郡東和
町

安達広域行政事
務組合

大成建設JV 日本技術開発 6,000 遮光性
短繊維

TPO-PE 耐圧
排水材

AS 短繊維 オープン

2000 女川町処分場 宮城県 女川町 女川町 戸田建設 環境グリーンセンター 8,000 遮光性
長繊維

EPDM 耐圧
排水材

EPDM 短繊維 高分子 オープン

2000 蒲江町一般廃棄物処分場 大分県 蒲江町 蒲江町 クボタ建設 総合エンジニアリング 5,000 遮光性
短繊維

TPO-PP 耐圧
排水材

TPO-PP 短繊維 物理 オープン

2000 鹿児島市横井処分場 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市 鹿島・丸福・島津JV 日本技術開発 14,000 遮光性
短繊維

TPO-PP 耐圧
排水材

TPO-PP 短繊維 オープン

2000 有川町処分場 長崎県 有川町 有川町 九電工 東和科学 4,000 遮光性
長繊維

HDPE 短繊維 HDPE 短繊維 オープン

2000 別海町一般廃棄物処分地施設 北海道 野付郡別海
町

別海町役場 浅野・内藤・別海工業
JV

未来開発コンサルタント 4,500 HDPE 短繊維 HDPE 短繊維 オープン

2000 鷹島町処分場 長崎県 鷹島町 鷹島町 ハザマ 応用地質 2,000 短繊維 AS モルタル オープン

2000 新高山ごみ最終処分場 北海道 釧路市高山 釧路市役所 宮脇・伊藤組・不動・坪
野JV

北海道開発コンサルタ
ント

15,000 遮光性
短繊維

HDPE 改良土 オープン

2000 甘楽西部一般廃棄物最終処分
場

群馬県 甘楽郡下仁
田町

甘楽西部環境衛
生組合

鹿島道路・上原建設・
諸星建設JV

㈱環境工学コンサルタ
ント

8,500 遮光性
短繊維

AS 短繊維 AS 短繊維 オープン

2000 新発田市一般廃棄物最終処分
場

新潟県 新発田市 新発田市 鹿島建設 日本環境工学設計事
務所

11,000 布製型枠 TPU 排水材 TPU 短繊維 オープン

2000 岡山県中部環境施設組合一般
廃棄物最終処分場

岡山県 久米郡旭町 岡山県中部環境
施設組合

住友重機械工業㈱ ㈱環境工学コンサルタ
ント

5,500 遮光性
長繊維
（粘着）

TPO-PP 耐圧
排水材

TPO-PP 短繊維 物理 オープン

2000 田野町築地不燃物処分場 高知県 安芸郡田野
町

田野町 大林組 東洋技建 4,000 遮光性
短繊維

TPO-PP 短繊維 TPO-PP 短繊維 オープン

2000 千葉市一般廃棄物最終処分場 千葉県 千葉市 千葉市 大林・鹿島・伊藤JV アジア航測 19,393 遮光性

短繊維

TPO-PE 短繊維 TPO-PE 短繊維 オープン

2001 綾町一般廃棄物最終処分場 宮崎県 東諸県郡綾
町

綾町 飛島・長友JV 国際航業 5,400 遮光性
短繊維

TPO-PP 短繊維 TPO-PP 短繊維 電気/物理 オープン

2001 大牟田市汚泥再処理センター
（仮称）プラント建設工事

福岡県 大牟田市 大牟田市 三井鉱山・住友重機JV 日建技術コンサルタント 8,000 遮光性
短繊維

TPO-PP 短繊維 TPO-PP 短繊維 オープン

2001 別海町一般廃棄物処分地施設 北海道 野付郡別海
町

別海町役場 浅野・内藤・別海工業
JV

未来開発コンサルタント 7,500 HDPE 短繊維 HDPE 短繊維 オープン

2001 端野町一般廃棄物処理施設２機
設置工事

北海道 常呂郡端野
町

端野町 興和・本田土建JV 太平洋総合コンサルタ
ント

5,000 遮光性
短繊維

TPO-PP 短繊維 TPO-PP 短繊維 オープン

2001 西持田最終処分場次期建設事
業土木工事

島根県 松江市西持
田町

松江市広域事務
組合

カナツ・松和・岩崎JV 松江市土地開発公社 18,500 遮光性
長繊維
（粘着）

TPO-PP 耐圧
排水材

TPO-PP 短繊維 物理 オープン

一般廃棄物処分場工事実績表（2000年以降受注分）
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一般廃棄物処分場工事実績表（2000年以降受注分）

2001 宇佐清掃事業組合埋立処分場
保護シート工事

大分県 宇佐市安心
院

宇佐清掃事業組
合

環榮 5,300 遮光性

短繊維

オープン

2002 田野町一般廃棄物管理型最終
処分場「本体工事」

宮崎県 宮崎郡田野
町

田野町 大成・増田JV 国際航業 5,250 遮光性
長繊維

TPO-PP 電気 オープン

2002 熊本市次期最終処分場建設工
事

熊本県 熊本市貢町 熊本市 奥村・鉄建・橋口・諫山
JV

応用地質 26,000 遮光性
短繊維

TPO-PE 短繊維 電気 オープン

2002 徳之島愛ランド広域連合一般廃
棄物最終処分場

鹿児島県 大島郡伊仙
町

徳之島愛ランド広
域連合

渕上建設工業 総合エンジニアリング 6,800 遮光性
短繊維

TPO-PP 短繊維 TPO-PP 短繊維 電気 オープン

2002 真狩村一般廃棄物最終処分場
土木工事

北海道 虻田郡真狩
村

真狩村 横山・村上JV 日本技術開発 3,000 HDPE-W 短繊維 AS 短繊維 オープン

2002 蘭越町一般廃棄物最終処分場
土木工事

北海道 磯谷郡蘭越
町

蘭越町 石田・西松JV 日本技術開発 5,800 HDPE-W 短繊維 AS 短繊維 オープン

2002 ニセコ町一般廃棄物最終処分場 北海道 虻田郡ニセ
コ町

ニセコ町 伊藤組土建 日本技術開発 1,880 短繊維 AS クローズ

2002 矢島・鳥海清掃一部事務組合一
般廃棄物最終処分場

秋田県 由利郡鳥海
町

矢島・鳥海清掃一
部事務組合

ハザマ 日本環境工学設計事
務所

12,000 遮光性
短繊維

TPO-PP 短繊維 TPO-PP 短繊維 物理 オープン

2002 鳥取中部ふるさと広域連合一般
廃棄物最終処分場

鳥取県 東伯郡北条
町

鳥取中部ふるさと
広域連合

日本鋼管 東和科学 19,000 遮光性
短繊維

HDPE 耐圧
排水材

HDPE 短繊維 電気/物理 高分子 オープン

2002 倉敷市東部最終処分場建設工
事

岡山県 倉敷市二子 倉敷市 ハザマ・大森工務店・目
黒建設JV

国際航業 36,600 遮光性
短繊維

TPO-PP 耐圧
排水材

TPO-PP 短繊維 電気/物理 オープン

2003 臼杵市一般廃棄物最終処分場 大分県 臼杵市 臼杵市 大林組 中外テクノス 12,000 遮光性
短繊維

TPU 耐圧
排水材

TPU 短繊維 電気 クローズ

2003 国富町一般廃棄物最終処分場 宮崎県 東諸県郡国
富町

国富町 鴻池・藤元JV 環境工学コンサルタント 5,600 遮光性
短繊維

TPO-PP 耐圧
排水材

TPO-PP 短繊維 物理 クローズ

2003 仁賀保町一般廃棄物最終処分
場

秋田県 由利郡仁賀
保町

仁賀保町 鴻池・三共JV 環境建設エンジニアリ
ング

12,000 遮光性
短繊維

TPO-PP 短繊維 TPO-PP 短繊維 物理 オープン

2003 砂原町一般廃棄物最終処分場
土木工事

北海道 茅部郡砂原
町

砂原町 大成建設 日本技術開発 6,400 HDPE-W 短繊維 AS 短繊維 オープン

2003 女満別町一般廃棄物最終処分
場土木工事

北海道 網走郡女満
別町

女満別町 ほつけんJV 日本技術開発 8,900 HDPE-W 短繊維 AS 短繊維 オープン

2004 北信保健衛生施設組合最終処
分場埋立地造成工事

長野県 中野市 北信保健衛生施
設組合

淺沼・中野JV パシフィックコンサルタ
ンツ

7,200 遮光性
長繊維

TPU MT-10 TPU 短繊維 物理 オープン

2004 十日町地域衛生施設組合一般
廃棄物霧谷最終処分場埋立地
等新設工事

新潟県 十日町市 十日町地域衛生
施設組合

鹿島建設 中央設計事務所 9,000 遮光性
長繊維

TPO-PP 短繊維 TPO-PP 短繊維 オープン

2004 大田市不燃物処理場最終処分
場嵩上げ工事

島根県 大田市 大田市 俵建設 1,000 短繊維 HDPE 短繊維 TPO-PP 短繊維 オープン

2004 庄原市他一般廃棄物最終処分
場(壁面)

広島県 庄原市 庄原市外5ヶ町連
合衛生施設組合

玉川工務店 環境工学コンサルタント 2,250 短繊維 AS 物理 クローズ
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一般廃棄物処分場工事実績表（2000年以降受注分）

2004 庄原市他一般廃棄物最終処分
場(底面)

広島県 庄原市 庄原市外5ヶ町連
合衛生施設組合

玉川工務店 環境工学コンサルタント 860 短繊維 TPO-PP 耐圧
排水材

TPO-PP 短繊維 物理 クローズ

2005 賀茂広域　一般廃棄物最終処分
場

広島県 東広島市黒
瀬町

東広島市 清水・熊谷・洋伸JV 広島県環境保健協会 28,000 長繊維 AS 短繊維 クローズ

2005 津山市一般廃棄物最終処分場
管理型処分場延伸化工事

岡山県 津山市 津山市 三ツ星ベルト 3,000 遮光性
短繊維

TPO-PP 短繊維 TPO-PP 短繊維 オープン

2005 浜松市平和最終処分場第二期
埋立地建設工事

静岡県 浜松市平松
町

浜松市 飛島・中村組特定建設
工事共同企業体

日本技術開発 53,000 遮光性
長繊維

TPU 高分子 mLLDPE 短繊維 高分子 オープン

2005 富岡市上高尾一般廃棄物最終
処分場建設工事

群馬県 富岡市 富岡市 岩井建設 環境工学コンサルタント 8,500 遮光性
長繊維

TPO-PP 短繊維 TPO-PP 短繊維 高分子 オープン

2005 大島管理型最終処分場建設工
事

東京都 大島町 東京都島嶼町村
一部事務組合

鹿島・共和・村松建設
工事共同企業体

アジア航測 5,000 遮光性
短繊維

TPO-PP 短繊維 TPO-PP 短繊維 オープン

2005 長泉町一般廃棄物最終処分場 静岡県 長泉町 長泉ハイトラスト株
式会社

淺沼組 パシフィックコンサルタ
ンツ

14,000 遮光性
長繊維

TPO-PP MT-10 TPO-PP 短繊維 物理 オープン

2005 香取最終処分場建設工事 千葉県 佐原市 香取広域市町村
圏事務組合

清水・石井特定建設共
同企業体

環境技研コンサルタント 19,000 遮光性
長繊維

AS 短繊維 AS 短繊維 クローズ

2005 有田地区クリーンパーク埋立地
建設工事

佐賀県 西松浦郡有
田町

有田地区衛生組
合

下建設 日本技術開発 7,000 遮光性
短繊維

mLLDPE 高分子 AS 短繊維 高分子 オープン

2005 東国東広域連合埋立処分地施
設適正閉鎖工事

大分県 東国東郡国
東町

東国東広域連合 田幸・国原JV 環境技研コンサルタント 4,600 短繊維 AS 短繊維 AS 短繊維 物理 クローズ

2006 伊是名村一般廃棄物最終処分
場

沖縄県 島尻郡伊是
名村

伊是名村 東江･ｸﾞﾘｰﾝJV 沖縄チャンドラー 3,700 遮光性
短繊維

TPO-PP 短繊維 TPO-PP 短繊維 物理 オープン

2006 与那国町一般廃棄物最終処分
場

沖縄県 八重山郡与
那国町

与那国町 大光・仲島・大雄JV 沖縄チャンドラー 4,000 遮光性
長繊維

TPO-PP 短繊維 TPO-PP 短繊維 物理 オープン

2006 比謝川行政事務組合一般廃棄
物処分場再生工事(その1）

沖縄県 中頭郡読谷
村

比謝川行政事務
組合

佐藤工業・沖秀建設JV 環境工学コンサルタント 20,000 遮光性
短繊維

TPO-PP 短繊維 TPO-PP 短繊維 物理 オープン

2006 東松島市最終処分場 宮城県 東松島市 東松島市 熊谷組 日本技術開発 22,000 遮光性
短繊維

mLLDPE 短繊維 AS 短繊維 電気 オープン

2006 日立市滑川山処分場 茨城県 日立市 日立市 日立電線ロジテック 日立市 7,400 遮光性
短繊維

EPDM 短繊維 EPDM 短繊維 オープン

2007 クリーンパーク出雲第Ⅱ期処分
場

島根県 出雲市宇那
手町

財団法人島根県
環境管理セン
ター

中筋組JV 八千代エンジニアリング 25,800 遮光性
短繊維

LLDPE 短繊維 TPO-PP 短繊維 電気 オープン

2007 本部町今帰仁村清掃施設組合
一般廃棄物最終処分場建設工事

沖縄県 国頭郡今帰
仁村

本部町今帰仁村
清掃施設組合

源･金良･丸島JV 沖縄チャンドラー 11,500 遮光性
短繊維

TPO-PP 短繊維 TPO-PP 短繊維 物理 オープン

2007 大仙美郷一般廃棄物最終処分
場

秋田県 大仙市 大仙美郷環境事
業組合

西松建設 環境工学設計 12,000 遮光性
長繊維

AS 短繊維 電気 クローズ

2007 クリーンいわて最終処分場Ⅱ期
工事

岩手県 奥州市 クリーンいわて環
境事業団

飛島・進栄・及常特定
建設共同企業体

日本技術開発 56,000 遮光性
短繊維

mLLDPE 短繊維 AS 短繊維 電気 オープン

2008 岳北広域行政組合最終処分場
埋立施設建設工事

長野県 下高井郡野
沢温泉村

岳北広域行政組
合

戸田・野沢総合建設工
事共同企業体

日本環境工学設計事
務所

6,500 遮光性
短繊維

TPO-PP 耐圧
排水材

TPO-PP 短繊維 物理 高分子 オープン

2008 一般廃棄物最終処分場堰堤嵩
上工事

岡山県 真庭市 真庭市 三ツ星ベルト 日建技術コンサルタント 2,200 短繊維 TPO-PP 短繊維 オープン

2009 石垣市一般廃棄物最終処分場
埋立地内表面保護材設置工事

沖縄県 石垣市 石垣市 八重山興業 ㈱沖縄チャンドラー 5,170 遮光性
短繊維

EPDM-R 短繊維 TPO-PE 短繊維 オープン
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一般廃棄物処分場工事実績表（2000年以降受注分）

2009 恵那市一般廃棄物最終処分場 岐阜県 恵那市 恵那市 恵中建設 総合エンジニアリング 5,000 遮光性
長繊維

TPO-PP 高分子 HDPE 短繊維 高分子 オープン

2009 松戸市日暮処分場適正化 千葉県 松戸市 松戸市 ユニチカ ユニチカ 2,000 短繊維 EPDM 短繊維 オープン

2009 埼玉県環境整備センター最終処
分場

埼玉県 寄居町 埼玉県環境整備
センター

UDK 短繊維 TPO-PE 短繊維 オープン

2009 一般廃棄物最終処分場堰堤嵩
上(第二期）工事

岡山県 真庭市 真庭市 三ツ星ベルト 日建技術コンサルタント 900 遮光性
短繊維

TPO-PP 短繊維 オープン

2009 北信保健衛生施設組合最終処
分場嵩上げ工事

長野県 中野市 北信保健衛生施
設組合

淺沼組・中野土建JV 国際航業 6,700 遮光性
長繊維

TPU 短繊維 オープン

2010 奥州金ヶ崎広域事業組合 岩手県 奥州市 奥州金ヶ崎広域
事業組合

五洋建設 20,000 遮光性
短繊維

mLLDPE 短繊維 AS 短繊維 物理 オープン

2010 南魚沼市枡形山最終処分場貯
留設備2工事

新潟県 南魚沼市 南魚沼市 戸田建設 環境フレックス 4,500 遮光性
短繊維

EPDM-R 短繊維 EPDM-R 短繊維 電気 クローズ

2010 三木市埋立処分場整備事業第2

期埋立処分場造成工事

兵庫県 三木市 三木市 高階・神和商事建設共
同企業体

キタイ設計 33,000 HDPE-W 短繊維 HDPE-W 短繊維 電気 高摩擦 オープン

2010 高島市処分場延命遮水工事 滋賀県 高島市 高島市 日本国土開発 500 短繊維 LLDPE 短繊維 LLDPE 短繊維 オープン

2010 仁多クリーンセンター埋立処分
地拡張工事

島根県 仁多郡奥出
雲町

奥出雲町 佐藤工務所 東和テクノロジー 5,100 遮光性
短繊維

TPU 耐圧
排水材

EPDM-R 短繊維 オープン

2010 ㈱大和　中津産業廃棄物処理施
設1工区　第2期造成工事

大分県 中津市 ㈱大和 佐藤べネック 21,000 遮光性
短繊維

HDPE 短繊維 HDPE 短繊維 オープン

2011 高松市一般廃棄物陶最終処分場第
3処分地整備に伴う土木工事

香川県 綾歌郡綾川
町

高松市 清水建設・松田工業特
定建設工事共同企業
体

八千代エンジニアリング 22,000 短繊維 HDPE-W 面電極 HDPE 短繊維 電気 オープン

2011 札幌市山本東地区（Dブロック）

貯留施設造成工事（第1工区）

北海道 札幌市 札幌市 丸彦渡辺建設 開発工営社 12,500 遮光性
短繊維

TPO-PP 短繊維 TPO-PP 短繊維 オープン

2011 南牟妻清掃施設組合一般廃棄
物最終処分場遮水シート補修工
事

三重県 南牟妻郡御
浜町

南牟妻清掃施設
組合

三ツ星ベルト 南牟妻清掃施設組合 2,500 短繊維 EPDM-R 短繊維 オープン

2011 種子島地区広域事務組合最終
処分場施設建設工事

鹿児島県 西之表市 種子島地区広域
事務組合

1工区：藤田建設工業JV

2工区：東建設工業JV

3工区：石橋建設JV

日本水工設計 6,400 遮光性
短繊維

AS 短繊維 AS クローズ

2011 えびの市一般廃棄物最終処分
場遮水工改修工事

宮崎県 えびの市 えびの市 原工業 東和テクノロジー 500 遮光性
短繊維

AS オープン

2011 小豆島小江最終処分場嵩上工
事

香川県 小豆郡土庄
町

土庄町役場 八坂建設 1,600 TPO-PP オープン

2011 寺泊最終処分場土堰堤築堤（第
2段目）工事

新潟県 長岡市 長岡市 寺泊産業 700 EPDM オープン
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一般廃棄物処分場工事実績表（2000年以降受注分）

2012 平成24年度小鶴沢処理場第3埋
立地遮水工

宮城県 黒川郡大和
町

公益財団法人宮城
県環境事業公社

大林組 パソフィックコンサルタ
ンツ

8,350 TPO-PP ベントナイト オープン

2012 大崎広域中央一般廃棄物最終
処分場建設工事

宮城県 大崎市 大崎地域広域行
政事務組合

大林組 日本環境工学設計事
務所

23,700 遮光性
長繊維

LLDPE 導電性 LLDPE 短繊維 スパーク オープン

2012 一般廃棄物最終処分場増設事業
クリーンセンター舘野第2期本体工
事

新潟県 燕市舘野 燕・弥彦総合事務
組合

中越・中元・丸長・宮
本・高野特定共同企業
体

国際航業 33,900 遮光性
長繊維

TPO-PP 面電極 TPO-PP 短繊維 電気 オープン

2012 綾部市一般廃棄物最終処分場 京都府 綾部市 綾部市 青松建設JV 中外テクノス 10,500 短繊維 HDPE-W 面電極 HDPE 短繊維 電気 オープン

2012 恩納村一般廃棄物最終処分場
災害復旧工事

沖縄県 国頭郡恩納
村

恩納村 新里建設 沖縄チャンドラー 5,700 遮光性
短繊維

PVC 短繊維 PVC 短繊維 オープン

2012 寺泊最終処分場土堰堤築堤（第
3段目）工事

新潟県 長岡市 長岡市 寺泊産業 770 EPDM オープン

2013 加西市埋立最終処分場延命化
工事（第1期工事）

兵庫県 加西市 加西市 池田建設 6,700 遮光性
短繊維

HDPE 短繊維 HDPE 短繊維 オープン

2013 小豆島小江最終処分場嵩上工
事（その2）

香川県 小豆郡土庄
町

土庄町役場 高橋建設 1,100 TPO-PP オープン

2013 真野クリーンパーク主堰堤第2期
嵩上げ工事

新潟県 佐渡市 佐渡市 キタック 1,050 遮光性
短繊維

TPO-PP 短繊維 TPO-PP 短繊維 オープン

2013 長岡市鳥越埋立地かさ上げ土え
ん提築堤工事

新潟県 長岡市 長岡市 ダイエープロビス 3,300 遮光性
短繊維

EPDM オープン

2013 埼玉県環境整備センター最終処
分場(3工区、4工区)

埼玉県 寄居町 埼玉県環境整備
センター

UDK

伊田テクノス

応用地質 60,900 遮光性
長繊維

TPO-PP 短繊維 TPO-PP 短繊維 電気 高分子 オープン

2013 広島市玖谷埋立地灰区16-4段

目-1土堰堤築造工事

広島県 広島市 広島市 松山建設 680 短繊維 HDPE 短繊維 オープン

2013 北部廃棄物最終処分場増設2期
土堰堤築造工事

滋賀県 大津市 大津市 まつ建設 2,410 短繊維 HDPE 短繊維 オープン

2013 くれさか最終処分場土堰堤築造
工事（3段目、4段目）

兵庫県 姫路市 くれさか環境事務
組合

永岡組 環境技術研究所 1,900 短繊維 LLDPE 短繊維 オープン

2013 日生最終処分場堰堤整備工事 岡山県 備前市 備前市 日特建設 中外テクノス 655 短繊維 LLDPE 短繊維 オープン

2013 一般廃棄物最終処分場堰堤嵩
上（第五期）工事

岡山県 真庭市 真庭市 三ツ星ベルト 日建技術コンサルタント 820 短繊維 TPO-PP 短繊維 オープン

2013 扇田環境センター新埋立処分場
堰堤部遮水等工事

熊本県 熊本市 熊本市 日本国土開発 2,900 遮光性
短繊維

TPO-PE オープン

2013 霧島市一般廃棄物最終処分場
建設工事

鹿児島県 霧島市 霧島市 福山土木・日伸建設・
新町組・南建設JV

日本水工設計 7,600 遮光性
短繊維

AS 高分子 AS 高分子 オープン

2014 札幌市山本東地区（Eブロック）

貯留施設造成工事（第1工区）

北海道 札幌市 札幌市 鈴木東建 ドーコン 13,000 遮光性
短繊維

TPO-PP 短繊維 TPO-PP 短繊維 電気 オープン

2014 標茶町クリーンセンター補修工
事

北海道 川上郡標茶
町

標茶町 三ツ星ベルト 50 HDPE オープン



6

a 工事名称 県 市町村 施主 元請 設計 面積 上層マット 上層シート 中間マット 下層シート 下層マット 検知 付帯 方式

一般廃棄物処分場工事実績表（2000年以降受注分）

2014 村上市荒沢最終処分場一部埋
立完了工事(法面改修)

新潟県 村上市 村上市 横井組 キタック 525 長繊維 EPDM オープン

2014 村上市荒沢最終処分場一部埋
立完了工事(遮光性保護マット張
替)

新潟県 村上市 村上市 横井組 キタック 3,148 遮光性
長繊維

オープン

2014 大田廃棄物最終処分場（第2期）
土木工事

滋賀県 大津市 大津市 内田組 パソフィックコンサルタ
ンツ

20,580 遮光性
短繊維

HDPE 短繊維 HDPE 短繊維 オープン

2014 ささゆりクリーンパーク第2期最終
処分場整備工事（新設側）

岐阜県 可児市 可茂衛生施設利
用組合

小林工業 中外テクノス 1,980 遮光性
短繊維

HDPE 短繊維 HDPE 短繊維 高摩擦 オープン

2014 ささゆりクリーンパーク第2期最終
処分場整備工事（既設側）

岐阜県 可児市 可茂衛生施設利
用組合

小林工業 中外テクノス 864 遮光性
短繊維

AS 短繊維 AS 短繊維 オープン

2014 東部知多衛生組合最終処分場 愛知県 大府市 東部知多衛生組
合

加藤建設・花井組JV 大建設計 10,500 遮光性
短繊維

TPO-PP 短繊維 TPO-PP 短繊維 電気 ディスク クローズ

2014 宇美町一般廃棄物最終処分場
第2期建設工事

福岡県 糟屋郡宇美
町

宇美町 フジタ 復建調査設計 19,500 遮光性
短繊維

HDPE 短繊維 HDPE 短繊維 ディスク クローズ

2014 熊本県公共関与型産廃処分場
建設工事

熊本県 玉名郡南関
町

（財）熊本県環境
整備事業団

鹿島・池田・興亜・岩下特
定建設工事共同企業体

パシフィックコンサルタ
ンツ

28,500 長繊維 mLLDPE 短繊維 mLLDPE 短繊維 電気 高分子
ベントナイト

オープン

2014 （仮称）渋川地区広域一般廃棄
物最終処分場建設工事

群馬県 渋川市 渋川地区広域市
町村圏振興組合

瑞穂建設 日本環境工学設計事
務所

11,568 遮光性
長繊維

TPO-PP 導電性 TPO-PP 短繊維 電気 高分子 クローズ

2015 岩内地方衛生組合一般廃棄物
最終処分場埋立地建設工事

北海道 岩内郡 岩内地方衛生組
合

岩田地崎建設 ドーコン 5,700 短繊維 TPO-PP 短繊維 TPO-PP 短繊維 電気 ディスク クローズ

2015 （公財）島根県環境管理センター管
理型第3期処分場（本体工）建設工
事

島根県 出雲市 島根県環境管理
センター

中筋組JV エイト日本技術開発 50,260 遮光性
短繊維

LLDPE 短繊維 TPO-PP 短繊維 電気 オープン

2015 南部クリーンセンター埋立処分
地第3区画整備工事

香川県 高松市 高松市 松田工業 八千代エンジニヤリング 8,377 遮光性
短繊維

HDPE 短繊維 AS 短繊維 オープン

2015 西濃環境保全センター最終処分
場建設工事

岐阜県 揖斐郡大野
町

西濃環境整備組
合

西濃建設 (財)岐阜県公衆衛生検
査センター

7,017 長繊維 LLDPE 短繊維 LLDPE 短繊維 ディスク クローズ

2015 富士見既設処分場保護マット敷
設工事

群馬県 前橋市 前橋市 国建工業 1,491 遮光性
短繊維

オープン

2015 福岡都市圏南部最終処分場建
設工事

福岡県 大野城市 福岡都市圏南部
環境事業組合

フジタ・九州総合・見城
JV

復建調査設計 25,660 遮光性
短繊維

AS 短繊維 AS オープン

2015 久留米市北部一般廃棄物処理
施設外構工事（ストックヤード）

福岡県 久留米市 久留米市 濱崎建設 2,300 短繊維 EPDM-R 短繊維 オープン

2015 霧島美化センター事務組合一般
廃棄物最終処分場築堤工事

宮崎県 西諸県郡高
原町

霧島美化セン
ター事務組合

大浦建設 1,200 遮光性
短繊維

EPDM-R 短繊維 EPDM-R 短繊維 オープン
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一般廃棄物処分場工事実績表（2000年以降受注分）

2015 東部最終処分場第3期土堰堤建
設工事

熊本県 玉名郡玉東
町

有明広域行政事
務組合

池田建設 中日本建設コンサルタ
ント

5,500 遮光性
長繊維

TPO-PE 短繊維 TPO-PE 短繊維 高分子 オープン

2015 津市新最終処分場等施設建設
工事

三重県 津市 津市 清水・東海土建・藤谷・
三重農林特定建設工
事共同企業体

八千代エンジニヤリング 11,610 遮光性
長繊維

LLDPE 導電性 LLDPE 短繊維 電気 ディスク
襟巻パイプ

クローズ

2015 裾野市一般廃棄物最終処分場
（第二期）埋立地建設工事

静岡県 裾野市 裾野市 竹中土木・渡邊工業特定
建設工事共同企業体

国際航業 9,687 遮光性
長繊維

TPO-PP 面電極 電気 オープン

2015 平成26年度遮水工事 宮城県 黒川郡大和
町

宮城県環境整備
公社

西武建設 6,434 TPO-PP 短繊維 オープン

2016 新不燃物最終処分場盛土堰堤
設置工事

岐阜県 瑞浪市 瑞浪市 317 短繊維 TPO-PE 短繊維 TPO-PE 短繊維 オープン

2016 新総社市一般廃棄物最終処分
場造成工事

岡山県 総社市 総社市 中村建設・ナラムラJV エイト日本技術開発 16,000 遮光性
短繊維

LLDPE 短繊維 LLDPE 短繊維 高分子 オープン

2016 春日井市一般廃棄物最終処分
場造成工事

愛知県 春日井市 春日井市 佐藤・王春・アサヒJV 中日本建設コンサルタ
ント

23,105 遮光性
短繊維

mLLDPE 短繊維 mLLDPE 短繊維 電気 高分子 オープン

2016 かながわ環境整備センターしゃ
水施設整備工事

神奈川県 横須賀市 神奈川環境整備
センター

ユタカ・宇内JV パシフィックコンサルタ
ンツ

12,000 遮光性
短繊維

TPU 短繊維 TPU 短繊維 電気 ベントナイト
砕石

オープン

2016 名護市一般廃棄物最終処分場
遮水シート修繕業務

沖縄県 名護市 名護市 沖縄工設 1,415 PVC オープン

2016 佐土原町一般廃棄物埋立処理
場再構築工事（2工区）

宮崎県 宮崎市 宮崎市 鈴木産業 40 遮光性
長繊維

TPO-PE オープン

2016 扇田環境センター新埋立地堰堤
復旧工事

熊本県 熊本市 熊本市 星山商店 133 遮光性
短繊維

TPO-PE 短繊維 オープン

2016 大瀬戸最終処分場延命化工事 長崎県 西海市 西海市 面高建設JV パシフィックコンサルタ
ンツ

7,310 遮光性
短繊維

LLDPE 短繊維 LLDPE 短繊維 オープン

2016 ㈱大和　田尻管理型処分場　3

工区造成工事

大分県 中津市 ㈱大和 小野明組 26,100 遮光性
短繊維

HDPE 短繊維 HDPE 短繊維 オープン

2016 恵庭市第6期最終処分場整備工

事第1工区

北海道 恵庭市 恵庭市 恵庭・日重・けいしん特
定共同企業体

11,000 遮光性
短繊維

mLLDPE 短繊維 mLLDPE 短繊維 電気 遮光性短繊
維（ラミ）

オープン

2016 最終処分場嵩上工事 和歌山県 海南市 海南市 総合建設 玉川組 2,807 遮光性

短繊維

HDPE オープン

2017 標茶町一般廃棄物最終処分場
埋立処分地建設工事

北海道 標茶町 標茶町 新根・藤原JV ホクスイ設計コンサルタ
ント

7,370 短繊維 LLDPE-W 短繊維 LLDPE-W 短繊維 底面法面1

段目下層
マット
高分子
上層マット

t=15mm

オープン

2017 平成29年度最終処分場堰堤嵩
上工事

熊本県 山鹿市 山鹿植木広域行
政事務組合

山内産業 中日本建設コンサルタ
ント

1,240 遮光性
短繊維

TPO-PE 短繊維 TPO-PE 短繊維 オープン

2017 新得町一般廃棄物埋立処分場
遮水シート工事

北海道 新得町 新得町 三ツ星ベルト エイト日本技術開発 62 TPU 短繊維 オープン

2017 大牟田市第三大浦谷埋立地遮
水工補修等工事

福岡県 大牟田市 大牟田市 大平建工 日建技術コンサルタント 2,769 遮光性
短繊維

TPO-PE 短繊維 オープン

2017 金沢市戸室新保埋立場堰堤築
造工事

石川県 金沢市 金沢市 北川建設 アルスコンサルタンツ 7,260 EPDM オープン

2017 平成29年度　環施鳥工第3号
埋立地かさ上げ土えん提築堤工
事

新潟県 長岡市 長岡市 佐藤建設 3,186 遮光性

短繊維

EPDM オープン
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a 工事名称 県 市町村 施主 元請 設計 面積 上層マット 上層シート 中間マット 下層シート 下層マット 検知 付帯 方式

一般廃棄物処分場工事実績表（2000年以降受注分）

2018 新不燃物最終処分場盛土堰堤
設置工事2期

岐阜県 瑞浪市 瑞浪市 321 短繊維 TPO-PE 短繊維 TPO-PE 短繊維 オープン

2018 日向市一般廃棄物最終第3堰堤
築造工事

宮崎県 日向市 日向市 ブリューレント 岡田測建コンサルタント 400 長繊維 AS 短繊維 オープン

2018 東部（伏谷）埋立場第4区画整備

工事（その7）

福岡県 糟屋郡久山
町

福岡市 石橋高組 中外テクノス 3,815 TPO-PE 短繊維 TPO-PE 短繊維 オープン

2018 大牟田市第三大浦谷埋立地遮
水工補修(2期)工事

福岡県 大牟田市 大牟田市 祐誠 日建技術コンサルタント 1,850 遮光性
短繊維

TPO-PE 短繊維 オープン

2018 クリーンランドほうき増設工事 鳥取県 東伯郡北栄
町

鳥取中部ふるさと
広域連合

熊谷組 11,000 遮光性
短繊維

HDPE 短繊維 HDPE 短繊維 高分子
高摩擦

オープン

2018 平成29年度　加茂市・田上町最
終処分場造成工事

新潟県 加茂市 加茂市・田上町消
防衛生保育組合

小柳建設 1,800 短繊維 LLDPE 短繊維 オープン

2018 サンクスB-B2期施設　遮水工補
修工事

長野県 山形村 山形村 三ツ星ベルト 40 長繊維 mLLDPE 短繊維 AS クローズ

2018 北秋田市一般廃棄物最終処分
場更新工事

秋田県 北秋田市 北秋田市 3,613 遮光性

長繊維

EPDM 短繊維 オープン

2019 田川郡東部一般廃棄物最終処
分場遮水シート補修

福岡県 田川郡添田
町

田川東部環境衛
生施設組合

浅野アタカ 217 EPDM オープン

2019 北薩広域行政事務組合最終処
分場建設工事

鹿児島県 出水市 北薩広域行政事
務組合

南生建設 エイト日本技術開発 10,172 遮光性
短繊維

mLLDPE 面電極 mLLDPE 短繊維 電気 襟巻パイプ オープン

2019 東部（伏谷）埋立場第4区画整備

工事（その8）

福岡県 糟屋郡久山
町

福岡市 三友工業 中外テクノス 1,055 TPO-PE 短繊維 TPO-PE 短繊維 ディスク オープン

2019 東部（伏谷）埋立場第5区画整備

工事（その7）

福岡県 糟屋郡久山
町

福岡市 エトウ建設 中外テクノス 5,825 短繊維 TPO-PE 短繊維 TPO-PE 短繊維 ディスク オープン

2019 鹿屋 最終処分場 斜面変動 対

策 工事

鹿児島県 鹿屋市 大隅肝付広域事
務組合

吉留組 応用地質 480 短繊維 mLLDPE 短繊維 mLLDPE 短繊維 オープン

2019 恩納村一般廃棄物最終処分場
修繕

沖縄県 国頭郡恩納
村

恩納村 沖縄工設 348 遮光性
短繊維

PVC 短繊維 オープン

2019 かながわ環境整備センターしゃ
水施設整備工事（底面・法面）

神奈川県 横須賀市 神奈川環境整備
センター

福田組 パシフィックコンサルタ
ンツ

6,519 遮光性
短繊維

TPU 導電性 TPU 短繊維 電気 ベントナイト
砕石

オープン

2019 かながわ環境整備センターしゃ
水施設整備工事（壁面）

神奈川県 横須賀市 神奈川環境整備
センター

福田組 パシフィックコンサルタ
ンツ

530 AS オープン

2019 三条市新最第2号 新最終処分
場

新潟県 三条市 三条市 中越・久保順JV エックス都市研究所 6,792 短繊維 LLDPE 導電性 LLDPE 短繊維 電気 ディスク
襟巻パイプ

クローズ

2019 加西市埋立最終処分場延命化
工事（第2期）

兵庫県 加西市 加西市 塚前組 2,500 遮光性

短繊維

HDPE 短繊維 HDPE 短繊維 オープン

2019 山陽小野田市処分場災害復旧
工事

山口県 山陽小野田
市

山陽小野田市 昇和土木 1,000 遮光性

短繊維

EPDM-R オープン

2019 中央町火災ゴミ埋立工事 高知県 土佐清水市 土佐清水市 岡田建設 300 EPDM-R オープン

2019 八戸市一般廃棄物最終処分場 青森県 八戸市 八戸市 756 EPDM EPDM

2.0mm

オープン

2020 新不燃物最終処分場盛土堰堤
設置工事3期

岐阜県 瑞浪市 瑞浪市 390 短繊維 TPO-PE 短繊維 TPO-PE 短繊維 オープン

2020 北部廃棄物最終処分場（増設2

期）第3次上部土堰堤築造工事

その3

滋賀県 大津市 大津市 大友組 1,700 短繊維 HDPE 短繊維 オープン
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a 工事名称 県 市町村 施主 元請 設計 面積 上層マット 上層シート 中間マット 下層シート 下層マット 検知 付帯 方式

一般廃棄物処分場工事実績表（2000年以降受注分）

2020 津別町一般廃棄物最終処分場
土木施設建設工事

北海道 網走郡津別
町

津別町 清水･ベンド･津別トラッ
クJV

エイト日本技術開発 5,892 遮光性
長繊維

mLLDPE 短繊維 mLLDPE 短繊維 オープン

2020 東部（伏谷）埋立場第5区画整備

工事（その8）

福岡県 糟屋郡久山
町

福岡市 福岡土木 中外テクノス 4,280 短繊維 TPO-PE 短繊維 TPO-PE 短繊維 ディスク オープン

2020 新久山スラッジ最終処分場遮水
シート設置工事

福岡県 糟屋郡久山
町

福岡市 松本組 7,931 遮光性

短繊維

LLDPE 短繊維 LLDPE 短繊維 底面中間
マット1000N

オープン

2020 佐土原町一般廃棄物埋立処理
場再構築工事（9工区）

宮崎県 宮崎市 宮崎市 伸公工業 八千代エンジニヤリング 1,225 遮光性

長繊維

EPDM-R 短繊維 オープン

2020 舞鶴市次期最終処分場整備工
事

京都府 舞鶴市 舞鶴市 りんかい日産・アトラス・
水嶋工業特定建設工
事共同企業体

日産技術コンサルタント 13,694 遮光性

短繊維

LLDPE 導電性 LLDPE 短繊維 電気 オープン

2020 小豆島町一般廃棄物最終処分
場整備　遮水工事

香川県 小豆島町 小豆島町 香川舗道 日産技術コンサルタント 13,160 遮光性

短繊維

LLDPE 高分子 LLDPE 短繊維 高分子 オープン

2020 井笠広域一般廃棄物埋立処分
場整備工事

岡山県 井原市 岡山県西部衛生
施設組合

大本組・天野JV 八千代エンジニヤリング 15,951 遮光性

短繊維

LLDPE 導電性 LLDPE 短繊維 電気 オープン

2020 遮水シート補修工事 福島県 須賀川市 須賀川地方保健
環境組合

赤羽組 1,300 LLDPE オープン

2020 栗原一般廃棄物最終処分場 神奈川県 伊勢原市 伊勢原市 マルワ建設 500 短繊維 EPDM 短繊維 オープン

2021 新不燃物最終処分場盛土堰堤
設置工事4期

岐阜県 瑞浪市 瑞浪市 500 短繊維 TPO-PE 短繊維 TPO-PE 短繊維 オープン

2021 刈谷市不燃物埋立場遮光マット
工事

岐阜県 刈谷市 刈谷市 2,592 遮光性

短繊維

オープン

2021 広域最終処分場建設工事 千葉県 銚子市 東総地区広域市
町村圏事務組合

日本国土開発 パシフィックコンサルタ
ンツ

7,288 長繊維 LLDPE 導電性 LLDPE 短繊維 電気 ディスク
襟巻パイプ

クローズ

2021 平成30年度工事第3号 新最終
処分場埋立地建設工事

熊本県 合志市 菊池環境保全組
合

三井住友建設 中日本建設コンサルタ
ント

17,364 長繊維 mLLDPE 面電極 mLLDPE 短繊維 電気 ディスク
襟巻パイプ

オープン

2021 幌加内町一般廃棄物最終処分
場埋立地造成工事

北海道 幌加内町 幌加内町 新共開発 ドーコン 2,040 短繊維 HDPE 短繊維 HDPE 短繊維 道路高摩擦
法面上層
マット

t=15mm

オープン

2021 下呂市被覆型一般廃棄物最終
処分場（土木）建設工事遮水
シート工事

岐阜県 下呂市 下呂市 曙・金子・日産特定建
設工事共同企業体

中部設計 6,220 遮光性

短繊維

LLDPE 短繊維 LLDPE 短繊維 クローズ

2021 鳥取東部広域行政管理組合最
終処分場第4堰堤築堤工事

鳥取県 鳥取市 鳥取東部広域行
政管理組合

藤原組 2,650 短繊維 LLDPE 長繊維 法面上層
マット

t=20mm

オープン

2021 太宰府市環境美化センター
R3 処分場遮光マット改修工事

福岡県 太宰府市 太宰府市 宮原土木 789 遮光性

長繊維

オープン

2021 東部（伏谷）埋立場第5区画整備

工事（その9）

福岡県 糟屋郡久山
町

福岡市 西総 中外テクノス 2,081 短繊維 TPO-PE 短繊維 TPO-PE 短繊維 オープン

2021 大牟田市第三大浦谷埋立地遮
水工補修(4期)工事

福岡県 大牟田市 大牟田市 大平建工 日建技術コンサルタント 1,820 遮光性

短繊維

TPO-PE 短繊維 オープン

2021 大根田最終処分場堰堤設置工
事

鹿児島県 錦江町 大隅肝付広域事
務組合

三共建設 丸建技術 1,527 遮光性

長繊維

LLDPE 短繊維 LLDPE 短繊維 オープン
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a 工事名称 県 市町村 施主 元請 設計 面積 上層マット 上層シート 中間マット 下層シート 下層マット 検知 付帯 方式

一般廃棄物処分場工事実績表（2000年以降受注分）

2021 本部今帰仁処分場遮水シート修
繕

沖縄県 今帰仁村 本部今帰仁清掃
施設組合

沖縄工設 4 遮光性

短繊維

TPO-PP オープン

2021 大瀬戸最終処分場延命化工事
（2段目)

長崎県 西海市 西海市 前田建設 774 遮光性

短繊維

LLDPE 短繊維 オープン

2021 かながわ環境整備センターしゃ
水施設整備工事（底面・法面）

神奈川県 横須賀市 神奈川環境整備
センター

福田組 パシフィックコンサルタ
ンツ

7,278 遮光性
短繊維

TPU 導電性 TPU 短繊維 電気 ベントナイト
砕石

オープン

2021 遮水シート補修工事 福島県 須賀川市 須賀川地方保健
環境組合

赤羽組 1,500 LLDPE オープン

2021 最終処分場嵩上工事 千葉県 山武市 山武郡市環境衛
生組合

鈴木興業 1,920 短繊維 LLDPE 短繊維 LLDPE 短繊維 オープン


