
シ ー ト 工 事 実 績 表



昭和58年度
事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●一般廃棄物最終処分場　　

山本処理場貯留施設　　札幌市 新太平洋建設 東洋ゴム ゴムシート 1.5㎜ 8,965㎡

三井東圧 塩ビシート 1.5㎜ 9,631㎡

●その他　　

旧ふしこ川改修　　札幌市 三井東圧 塩ビシート 1.0㎜ 3,712㎡

昭和59年度　　
事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●一般廃棄物最終処分場　　

山本処理場貯留施設　　札幌市 東洋ゴム ゴムシート 1.5㎜ 22,000㎡

三井東圧 塩ビシート 1.5㎜ 8,802㎡

廃棄物処分場　　小樽市 近藤工業 東洋ゴム ゴムシート 1.0㎜ 2,120㎡

●その他　　

旧ふしこ川改修10工区　　札幌市 北土建設 三井東圧 塩ビシート 1.0㎜ 920㎡

昭和60年度　　
事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●一般廃棄物最終処分場　　

山本処理場貯留施設　　札幌市 田中組 東洋ゴム ゴムシート 1.5㎜ 14,300㎡

山口処理場貯留施設　　札幌市 山王建設 日本ゼオン　他 塩ビシート 1.5㎜ 9,204㎡

モエレ処理場貯留施設　　札幌市 草別組 三井東圧 塩ビシート 1.5㎜ 15,755㎡



事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●その他　　

花園浄水場　　紋別市 北方建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 4,400㎡

岐登牛家族旅行村整備工事　　東川町 花本建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 2,200㎡

帯広の森　　帯広市 サンコー緑化 東洋ゴム ゴムシート 1.5㎜ 1,500㎡

春光地区池造成工事　　三笠市 東洋ゴム ゴムシート 1.0㎜ 1,027㎡

赤平歌志内空知炭鉱　　 赤平建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 900㎡

札幌市森林組合　　 東洋ゴム ゴムシート 1.0㎜ 627㎡

北見環状線踏切除却　　網走土現 水元建設 東洋ゴム ゴムシート 1.7㎜ 564㎡

昭和61年度　　
事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●一般廃棄物最終処分場　　

山本処理場貯留施設　　札幌市 田中組 東洋ゴム ゴムシート 1.5㎜ 12,300㎡

山口処理場貯留施設　　札幌市 田中組・石山組 三井東圧　他 塩ビシート 1.5㎜ 22,204㎡

●その他　　

排水路　　ニセコ町 桜組 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 1,985㎡

北見環状線踏切除却　　網走土現 水元建設 東洋ゴム ゴムシート 1.7㎜ 1,625㎡

排水路　　日軽金 戸田建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 1,035㎡

市民文化公園　　苫小牧市 王子緑化 日本ゼオン 塩ビシート 3.0㎜ 850㎡

足寄太墓拡張工事　　 大川組 東洋ゴム ゴムシート 1.0㎜ 766㎡

3・4・6住吉通立体交差　　　 　 東洋ゴム ゴムシート 1.7㎜ 650㎡

朝里ダム　　小樽土現 石山組 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 640㎡



昭和62年度　　
事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●一般廃棄物最終処分場　　

山本処理場貯留施設　　札幌市 東洋ゴム ゴムシート 1.5㎜ 8,500㎡

中の沢ゴミ処理場　　函館市 小泉建設 東洋ゴム ゴムシート 1.5㎜ 3,000㎡

埋立処分地施設整備　　小樽市 北海道機械建設 東洋ゴム ゴムシート 1.0㎜ 2,450㎡

●その他　　

望来ゴルフ場　　 東急建設 東洋ゴム ゴムシート 1.5㎜ 5,300㎡

登別カントリークラブ　　 鹿島建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 3,960㎡

排水路　　ニセコ町 桜組 日本ゼオン 塩ビシート 2,332㎡

増毛ゴルフ場　　 加地建設 ダイニック 塩ビシート 1.5㎜ 2,300㎡

滝野公園　　札建滝野公園 札建工業 東ソー EVAシート 2,263㎡

青葉公園中央広場造成　　千歳市 丸伊伊藤木材 東洋ゴム ゴムシート 1.5㎜ 1,774㎡

北見環状線踏切除却　　網走土現 水元建設 東洋ゴム ゴムシート 1.7㎜ 1,554㎡

市民文化公園　　苫小牧市 　 日本ゼオン 塩ビシート 3.0㎜ 1,430㎡

大学排水機場　　札建札幌農業 大成・中山・但野JV ダイニック NCリード 　 1,397㎡

鴨々川改修　　札幌市 宮崎・丸菱JV 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 1,080㎡

エリモ　　 ダイニック ターポリンシート 1,021㎡

札幌セントラルゴルフクラブ　　 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 945㎡

鑑賞池　　留萌林務所 堀口組 東洋ゴム ゴムシート 1.0㎜ 900㎡

後楽園ゴルフ場　　　 　 日本ゼオン 塩ビシート 3.0㎜ 720㎡

臨空公園　　千歳市 金田一建設 東洋ゴム ゴムシート 1.5㎜ 561㎡

石炭の歴史村　　夕張市 三菱建設 東洋ゴム ゴムシート 1.5㎜ 513㎡

　　



昭和63年度　　
事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●一般廃棄物最終処分場　　

山本処理場米里地区　　札幌市 新太平洋建設・山田組 三井東圧　他 塩ビシート 1.5㎜ 24,673㎡

ゴミ埋立地造成　　斜里町 高橋・協立興業JV 日本ゼオン　他 塩ビシート 1.0㎜ 23,950㎡

ゴミ埋立処分場　　小樽市 東洋ゴム ゴムシート 1.0㎜ 1,450㎡

東洋ゴム ゴムシート 1.5㎜ 2,000㎡

●産業廃棄物最終処分場　　

汚泥処理場　　帯広公清企業 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 1,290㎡

●その他　　

農産物処理場　　富良野市 共栄建機 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 1,470㎡

港湾浚渫　　小樽開建 東ソー EVA 0.4㎜ 8,600㎡

新大沼トンネル工事　　函建函館道路 地崎・鹿島・松本JV 日本ゼオン 塩ビシート 3.0㎜ 4,058㎡

野幌総合運動公園修景池　　石狩地域都市 石山組 三菱化学 塩ビシート 1.5㎜ 2,130㎡

メロン城　　夕張市 三菱建設 東洋ゴム ゴムシート 1.5㎜ 764㎡

千歳工場鑑賞池　　キリンビール 東洋ゴム ゴムシート 1.0㎜ 510㎡

千歳空港カントリークラブ　　 三ツ星ベルト ゴムシート 1.0㎜ 3,812㎡

セント旭川ゴルフ場　　 東急建設 東洋ゴム ゴムシート 1.0㎜ 2,620㎡

望来ゴルフ場　　 東急建設 三ツ星ベルト 塩ビシート 1.0㎜ 2,530㎡

茨戸下水処理場浄化施設　　札幌市 大富工業 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 2,100㎡

食の祭典　　 国策造園 ダイニック ブルーシート 521㎡

鴨々川改修　　札幌市 宮崎・宮入・緑豊JV 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 1,600㎡



平成1年度
事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●一般廃棄物最終処分場　　

山本処理場米里地区　　札幌市 田中・佐藤・大東JV 東洋ゴム ゴムシート 1.5㎜ 10,000㎡

中の沢ゴミ処理場　　函館市 高木組 東洋ゴム ゴムシート 1.5㎜ 517㎡

七五郎沢処分場排水設備　　函館市 渡辺建設 東洋ゴム ゴムシート 1.5㎜ 2,350㎡

廃棄物最終処分場造成　　新十津川町 久保田組 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 2,350㎡

●産業廃棄物最終処分場　　

でんぷんバッキ槽　　網走中央農協 三菱建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 15,250㎡

でんぷんバッキ槽　　青木興業 ダイニック ターポリン 1,320㎡

寅吉沢産廃　　小樽市 今岡建設 東洋ゴム ゴムシート 1.2㎜ 1,175㎡

工場廃液処理槽　　更別食品 山内組 東洋ゴム ゴムシート 1.5㎜ 1,571㎡

●その他　　

西部処理場場内整備　　旭川市 広野組 東洋ゴム ゴムシート 1.0㎜ 696㎡

市民文化公園整備　　苫小牧市 大滝組JV 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 2,238㎡

公園　　上ノ国町 小林建設 東洋ゴム ゴムシート 1.0㎜ 750㎡

三井観光苫小牧ゴルフ場　　 三ツ星ベルト 塩ビシート 1.0㎜ 5,050㎡

登別カントリークラブ　　 鹿島建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 7,400㎡

札幌ゴルフ倶楽部　　 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 600㎡

テイネオリンピア池補修工事№８　　 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 850㎡

糞尿汚泥処理施設　　苫小牧市 山本浄化興業 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 12,300㎡

鴨々川改修　　札幌市 北土建設JV 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 1,980㎡

当別町　　 山田産商 三菱化学 塩ビシート 1.0㎜ 546㎡



平成2年度
事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●一般廃棄物最終処分場　　

山本処理場　Fブロック貯留施設1工区　　札幌市 北土・青木・盛永JV 東洋ゴム ゴムシート 1.5㎜ 8,820㎡

山本処理場　Eブロック貯留施設2工区　　札幌市 北土・青木・盛永JV 三井東圧　他 塩ビシート 1.5㎜ 20,454㎡

西徹別塵芥処理施設整備　　阿寒町 佐藤組 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 1,366㎡

廃棄物最終処分場造成　　新十津川町 久保田組 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 3,020㎡

●産業廃棄物最終処分場　　

旭化成白老工場　　 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 1,700㎡

●その他　　

樽前カントリークラブ修景池　　 鹿島建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 13,400㎡

苫小牧ゴルフリゾート　　 大成・五洋・大豊 西部ポリマ 塩ビシート 1.5㎜ 11,688㎡

ハッピーバレーGC　　マルホ観光開発 大林組 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 9,340㎡

ステイタス新函館GC　　 松原組 ダイニック 塩ビシート 1.0㎜ 6,300㎡

赤平航空学校　　 地崎・福田JV 日本ゼオン 塩ビシート 0.4㎜ 5,400㎡

三井観光苫小牧ゴルフ場　　 鹿島建設 三ツ星ベルト 塩ビシート 1.0㎜ 3,690㎡

パラダイスヒルズGC　　太陽住宅工業 清水建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 3,340㎡

ル・ペタウ・ゴルフ場　　 三井建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 2,780㎡

滝野CC　№7修景池　　 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 1,940㎡

リョウコウ千歳ゴルフクラブ　　 鹿島建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 1,800㎡

公園池　　鶴居村 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 1,550㎡

ユニオンジャックGC調整池　　 東洋ゴム ゴムシート 1.5㎜ 1,440㎡

鹿部カントリークラブ　　 秋田造園 東洋ゴム ゴムマット 1,300㎡

札幌セントラルGC　　 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 1,180㎡



事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

温根湯国際カントリークラブ　　 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 700㎡

チサンカントリークラグ　　地産緑化 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 624㎡

香梅園鑑賞池工事　　広島町 丸松札幌造園 東洋ゴム ゴムシート 1.0㎜ 565㎡

草笛公園　　苫小牧市 谷岡緑化 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 530㎡

健康公園造成工事　　鹿追町 真鍋庭園緑化 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 520㎡

平成３年度
事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●一般廃棄物最終処分場　　

山本処理場東米里地区4ﾌﾞﾛｯｸ　貯留施設造成　　札幌市 田中組・住石　他 三井東圧　他 塩ビシート 1.5㎜ 33,250㎡

一般廃棄物最終処分場整備　　広島町 西武建設 西武ポリマ 塩ビシート 1.5㎜ 29,450㎡

西武・中山・田島工業 西武ポリマ ゴムシート 1.5㎜ 4,156㎡

●その他　　

グラン・クリユGC　　グラウンズ 青木建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 20,700㎡

グラン・クリユGC　　グラウンズ 青木建設 日本ゼオン 塩ビシート 2.0㎜ 13,000㎡

マサリカップ東急ＧＣ　　東急不動産 東急建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 18,106㎡

パラダイスヒルズGC造成工事　　 清水建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 15,423㎡

オークウッドＧＣ　　 飛島建設 ダイニック 塩ビシート 1.0㎜ 10,140㎡

シャトーヴェールＣＣ　　 大日本土木 ダイニック 塩ビシート 1.0㎜ 5,230㎡

札幌広島ゴルフコース　　 西武建設 丸東産業 塩ビシート 1.5㎜ 5,076㎡

苫小牧ゴルフリゾート　　 大成・五洋・大豊・藤 西武ポリマ 塩ビシート 1.5㎜ 5,056㎡

苫小牧ゴルフリゾート　　 大成建設 豊順洋行 パラシール 3.5㎜ 3,500㎡

ステイタス新函館GC　　 松原組 ダイニック 塩ビシート 1.0㎜ 3,300㎡

旭川メモリアルCC　　　 大成建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 3,116㎡



事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

テイネオリンピアＣＣ修景池工事　　 松村組 三井東圧 塩ビシート 1.5㎜ 2,800㎡

デライト　　 飛島建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 2,750㎡

ノースバレイＣＣ　　北海道リゾート開発 丹羽建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 2,440㎡

ふるさと公園　　恵庭市 鼻和組・恵庭建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 2,035㎡

旭川メモリアルCC　　 大成建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 1,896㎡

三井観光苫小牧ゴルフ場　　 鹿島建設 三ツ星ベルト 塩ビシート 1.0㎜ 1,800㎡

塩谷トンネル法面シート工事　　小樽開建 ダイニック 塩ビシート 1.0㎜ 1,592㎡

サロベツカントリークラブ　　 藤建設工業 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 1,570㎡

テイネオリンピア遊園地造成　　 松村組 日本ゼオン 塩ビシート 0.4㎜ 1,050㎡

公園　　今金町 外山建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 1,000㎡

マオイ・ゴルフリゾート　　長沼開発 鴻池組 東洋ゴム ゴムシート 1.5㎜ 976㎡

知内町　　函館開建 林組 西武ポリマ ゴムシート 1.5㎜ 686㎡

札樽ゴルフ倶楽部朝里ｺｰｽ№１修景池　　 　 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 600㎡

稚内　　 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 580㎡

別海　　 三菱建設 日本ゼオン 塩ビシート 0.4㎜ 550㎡

チサンＣＣ調整池№3　　地産緑地 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 500㎡



平成４年度
事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●一般廃棄物最終処分場　　

山本処理場山本北地区Ａﾌﾞﾛｯｸ　貯留施設造成　　札幌市 北土建設・住石 東洋ゴム　他 ゴムシート 1.5㎜ 15,580㎡

ゴミ処理場　　芦別市 不動建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 18,105㎡

●産業廃棄物最終処分場　　

帯広公清企業　　 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 1,500㎡

日本セメント上磯　　 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 1,940㎡

旭化成白老　　 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 1,640㎡

●その他　　

能代火発灰捨護岸工事　　秋田県 三井不動産建設 山水産業 塩ビシート 1.5㎜ 120,053㎡

釧路沖地震緊急災害復旧工事　　帯広開建 伊豆倉組・吉田建設 ダイニック 塩ビシート 0.5㎜ 61,700㎡

日高自動道苫小牧ｳﾄﾅｲ改良その4工事　　室蘭開建 盛興・植村・東邦JV 豊順洋行 パラシール 3.5㎜ 一式

マオイ・ゴルフリゾート　　長沼開発 鴻池組 東洋ゴム ゴムシート 1.5㎜ 31,000㎡

北見東急ＧＣ　　 東急建設 三菱化学　他 塩ビシート 1.5㎜ 33,142㎡

マサリカップ東急ＧＣ　アプローチ貯水池　　 東急建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 5,360㎡

ｸﾞﾘｭｯｸ-ﾌｪﾙｴﾝﾄﾞﾙﾌ　　ぜんりん地所 三井・大道ＪＶ 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 3,840㎡

サーモンパーク　　中標津町 上田組 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 3,480㎡

札幌広島ゴルフリゾート　　 丸東産業 塩ビシート 1.5㎜ 2,920㎡

札幌芙蓉カントリークラブ　　 　 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 2,900㎡

シャトーブェールＣＣ　　 大日本土木 ダイニック 塩ビシート 1.0㎜ 2,750㎡

富良野プリンスホテルゴルフコース　　 丸東産業 塩ビシート 1.5㎜ 2,124㎡

石狩水理実験場　　 東ソー ＥＶＡ 1.0㎜ 2,036㎡

美瑛憩いの森造成工事　　 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 1,900㎡

コミュニティー公園　　長沼町 砂子組 西武ポリマ ゴムシート 1.5㎜ 1,834㎡



事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

御前水ＣＣ　　 シバタ工業 ゴムシート 1.5㎜ 1,800㎡

札樽ゴルフ倶楽部朝里ｺｰｽ№15修景池　　 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 1,200㎡

稚内ノースバレーＣＣ　　北海道リゾート開発 丹羽建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 1,120㎡

後楽園ＣＣ調整池工事　　 中沢土木運輸 日本ゼオン 塩ビシート 0.4㎜ 535㎡

マウントレースイ　　 西武建設 三菱化学 塩ビシート 1.5㎜ 500㎡

平成５年度
事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●一般廃棄物最終処分場　　

山本処理場山本地区　Bﾌﾞﾛｯｸ貯留施設1工区　　札幌市 住石・東海・泰進 東洋ゴム ゴムシート 1.5㎜ 5,966㎡

山本処理場山本地区　Cﾌﾞﾛｯｸ貯留施設　　札幌市 田中組・岩田建設 ダイニック　他 塩ビシート 1.5㎜ 13,980㎡

ゴミ処理場　　室蘭市 大成建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 11,500㎡

埋立処分場建設造成　　富良野市 共栄建機 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 840㎡

日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 7,650㎡

月形ゴミ処理場　　月形町 鈴木建設 シーアイ化成 塩ビシート 1.5㎜ 6,600㎡

東洋ゴム ＨＤＰＥ 1.5㎜ 808㎡

滝川ゴミ処理場　　滝川市 田端建設 東洋ゴム ＨＤＰＥ 1.5㎜ 747㎡

一般廃棄物処理場　　七飯町 大竹組 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 14,740㎡

仙台山田興業処理場　　 ダイニック 塩ビシート 1.5㎜ 4,280㎡

ゴミ処理場　　砂川市 弘進ゴム ゴムシート 1.5㎜ 960㎡



事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●産業廃棄物最終処分場　　

北見協同飼料養豚場　　 シーアイ化成 塩ビシート 1.5㎜ 4,692㎡

ホクレン清水製糖工場　　 ダイニック 塩ビシート 1.0㎜ 1,260㎡

ホクレン中斜里工場　　 ダイニック 塩ビシート 1.0㎜ 1,218㎡

北見小林養豚場　　 シーアイ化成 塩ビシート 1.0㎜ 1,120㎡

十和田養豚組合　　 シーアイ化成 塩ビシート 1.5㎜ 700㎡

●その他　　

能代火発灰捨護岸工事　　秋田県 東亜・三井建設 山水産業 塩ビシート 1.5㎜ 158,932㎡

アルペンゴルフクラブ美唄コース　　 大成建設 日本ゼオン　他 塩ビシート 1.5㎜ 65,400㎡

エイペックスゴルフリゾート　　 飛島建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 7,474㎡

愛別　　旭川開建 ダイニック NCﾘｰﾄﾞ1242 1.2㎜ 6,062㎡

滝川丸加高原CC　　 飛島建設 フジモリ産業 塩ビシート 1.0㎜ 5,015㎡

マオイ・ゴルフリゾート　　 長沼開発 東洋ゴム ゴムシート 1.5㎜ 4,887㎡

余別ふれあいの森　　 岩田建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 3,331㎡

エイペックスゴルフ場3号調整池　　 飛島建設 三ツ星ベルト 塩ビシート 1.0㎜ 3,155㎡

ラビーム白浜GC調整池　　和歌山県　 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 3,000㎡

洞爺湖登別線局改工事　　室土登別出張所 東海建設工業 ダイニック 塩ビシート 2.0㎜ 2,184㎡

札樽ゴルフ倶楽部朝里コース　　 ダイニック 塩ビシート 1.5㎜ 2,120㎡

旭川空港　　 大成建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 1,890㎡

有田東急ゴルフ場　　和歌山県　 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 1,800㎡

三井観光苫小牧ゴルフコース　　 鹿島建設 シーアイ化成 塩ビシート 1.0㎜ 1,510㎡

定山渓カントリークラブ貯水池工事　　 ガルフシール 塩ビシート 1.5㎜ 1,460㎡

足寄町役場　　 弘進ゴム ゴムシート 1.5㎜ 1,272㎡

札樽ゴルフ倶楽部朝里コース　　 ダイニック 塩ビシート 1.0㎜ 1,250㎡



事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

トウヤリゾート　　 ダイニック 塩ビシート 1.5㎜ 1,200㎡

中札内アグリパーク　　 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 1,150㎡

赤井川宅地造成調整池　　 岩井建設 ダイニック 塩ビシート 1.0㎜ 1,120㎡

網走　　 牛山建設 ダイニック 塩ビシート 2.0㎜ 1,068㎡

●その他　　

ワイドゴルフセンター修景池　　 ダイニック 塩ビシート 1.0㎜ 1,050㎡

群馬美州カントリークラブ　　群馬県　 日本国土開発 ダイニック 塩ビシート 1.0㎜ 1,020㎡

オタモイ宅地造成調整池　　 清水建設 ダイニック 塩ビシート 1.0㎜ 900㎡

東海光風園　　 世紀東急工業 ダイニック 塩ビシート 1.5㎜ 750㎡

漁川改修工事　　 関川建設 ダイニック 塩ビシート 1.5㎜ 700㎡

温根湯国際カントリークラブ　　 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 700㎡

横津岳人工降雪設備工事　　 青函設備工場 ダイニック 塩ビシート 1.5㎜ 650㎡

札幌しらかばカントリークラブ貯水池　　 ダイニック 塩ビシート 1.0㎜ 620㎡

静内　小田宅　　 北雄建設 豊順洋行 パラシール 3.5㎜ 一式



平成６年度
事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●一般廃棄物最終処分場　　

山本処理場　東米里5ﾌﾞﾛｯｸ貯留施設　　札幌市 丸彦渡辺建設JV 東洋ゴム　他 ゴムシート 1.5㎜ 19,190㎡

山本処理場　D,Gﾌﾞﾛｯｸ貯留施設造成　　札幌市 ダイニック　他 塩ビシート 1.5㎜ 31,655㎡

保護マット 15㎜ 7,345㎡

滝川ゴミ処分場　　滝川市 弘進ゴム　他 HDPE 1.5㎜ 36,900㎡

湧別漁協廃棄物処分場　　 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 900㎡

上磯ゴミ処理場　　 大林組 東洋ゴム ゴムシート 1.5㎜ 5,880㎡

清掃センタ第3埋立地造成　　斜里町 川面組 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 10,470㎡

雨竜廃棄物処理場　　雨竜町 戸田建設 ダイニック 塩ビシート 1.0㎜ 10,470㎡

一般廃棄物最終処分場造成　　千歳市 千歳建設・中山建設 タキロン HDPE 1.5㎜ 7,500㎡

長寿園塵芥処理場防水シート工業　　 ダイニック 塩ビシート 1.5㎜ 2,320㎡

名護市ゴミ処理場　　沖縄県　 山水産業 塩ビシート 1.5㎜ 29,000㎡

●産業廃棄物最終処分場　　

江別ラーメンの菊水工場用調整池　　 東洋ゴム ゴムシート 1.5㎜ 560㎡

東藻琴村養豚場　　 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 700㎡

北見協同飼料養豚場調整池　　 三ツ星ベルト 塩ビシート 1.0㎜ 940㎡

帯広公清企業組合調整池　　 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 640㎡

●その他　　

大壮開拓建設事業　　 盛興建設 ダイニック 塩ビシート 1.5㎜ 530㎡

中標津町農業試験場　　 東洋ゴム ゴムシート 1.5㎜ 800㎡

道営草地整備改良事業西沼川地区第4工区　　宗谷支庁 ダイニック 塩ビシート 1.5㎜ 1,540㎡

美深　　 東ソー EVA 1.5㎜ 555㎡

洞爺湖登別線局改工事　　室蘭土現 東海建設工業 ダイニック 塩ビシート 2.0㎜ 1,920㎡



事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

函館空港地下道函体防水工事　　函館開建 大成建設 カネボウ化成 ゴムシート 1.7㎜ 1,100㎡

神楽岡公園修景池造成工事　　旭川市 ダイニック 塩ビシート 1.5㎜ 827㎡

西帯広公園の池　　 東洋ゴム ゴムシート 1.0㎜ 997㎡

中札内小学校修景池シート工事　　 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 569㎡

上砂川浄水場　　 東ソー EVA 1.5㎜ 1,040㎡

草笛公園　　 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 569㎡

東海大光風園　　 世紀東急工業 日本ゼオン 塩ビシート 1.0㎜ 860㎡

エイペックスゴルフリゾート　　 飛島建設 日本ゼオン　他 塩ビシート 1.0㎜ 6,740㎡

沼田町グリーンスコーレＣＣ　　 丸松札幌造園 ダイニック 塩ビシート 1.0㎜ 6,320㎡

沖縄東山ゴルフクラブ　　沖縄県　 山水産業 塩ビシート 3.0㎜ 585㎡

三重県ロイヤルゴルフクラブ　　 大末建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 34,300㎡

日高国際スキー場人口降雪機貯水池遮水工事　　 伊藤忠商事 三ツ星ベルト ゴムシート 1.5㎜ 2,951㎡

北広島町養護学校造成工事　　 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 1,500㎡

名取愛鳥ニュータウン調整池　　宮城県　 ダイニック 塩ビシート 1.0㎜ 1,690㎡

王寺市宅地造成工事　　奈良県 日本ゼオン 塩ビシート 1.5㎜ 2,400㎡

西崎公園整備事業　　沖縄県　糸満市 山水産業 塩ビシート 2.0㎜ 3,285㎡



平成７年度
事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●一般廃棄物最終処分場

第三山口処理場　札幌市Ｂブロック貯留施設造成　　札幌市 岩田・新太建 ダイニック　他 ＶＬＤＰＥ 1.5mm 37,498㎡

山本処理場東米里地区６ブロック貯留施設造成　　札幌市 田中組 ミツウマ　他 ゴムシート 1.5mm 8,400㎡

弘進ゴム ＴＰＯ 1.5mm 2,633㎡

山本東・北地区Ａ・Ｅ・Ｄブロック貯留施設造成　　札幌市 丸彦渡辺建設　他 ダイニック　他 塩ビシート 1.5mm 31,350㎡

保護マット 15mm 10,050㎡

一般廃棄物処理場  　白老町 岩崎組 日本ゼオン 塩ビシート 1.5mm 1,970㎡

大原調整池  　室蘭市 宮坂建設ＪＶ 西部ポリマー ゴムシート 1.5mm 9,090㎡

釧路市 村井建設 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 2,160㎡

●産業廃棄物最終処分場

登別新興最終処分場造成　 　新興 東海建設 東洋ゴム ＴＰＯ 1.5mm 12,770㎡

保護マット 10mm 12,770㎡

新日本製紙処分場　　苫小牧工場 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 10,460㎡

日本ゼオン 塩ビシート 0.5mm 500㎡

ホクレン中斜里精糖工場 斜里建設工業 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 19,600㎡

ホクレン清水精糖工場 北土開発 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 11,400㎡

高橋組 弘進ゴム 塩ビシート 0.5mm 1,200㎡

ＪＡ秋田経済連養豚場ラグーン工事 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 1,300㎡

三栄鋼機工業産廃処理工事　　坂出市 東洋ゴム ＨＤＰＥ 1.5mm 9,412㎡

東洋ゴム ゴムシート 1.5mm 460㎡

ＪＡ小清水液肥施設改修シート工事 斜里建設工業 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 810㎡

ホクレン芽室工場余水池シート工事 北土開発 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 4,494㎡



事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●その他

尿溜施設 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 1,420㎡

知来別　宗谷支庁 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 680㎡

白老ホクトポロトファーム調整池工事 コハタ 三ツ星ベルト 塩ビシート 1.5mm 1,200㎡

苫小牧市西タップ公園造成池工事 緑豊建設 日本ゼオン 塩ビシート 3.0mm 120㎡

日本ゼオン 塩ビシート 1.5mm 800㎡

滝川阿川公園 ダイニック ＮＣリード1242 1.2mm 1,700㎡

八雲町公園造成工事 コハタ 日ケミ商事 塩ビシート 1.5mm 505㎡

妹背牛町農村運動公園造成工事 シーアイ化成 塩ビシート 1.5mm 540㎡

中島公園リフレッシュ工事 南香園 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 2,611㎡

旭川市神楽岡公園 大成ロテック ダイニック 塩ビシート 1.5mm 462㎡

ダイニック 塩ビシート 1.0mm 620㎡

公園緑地整備工事　いのちの池下地工事　　愛知県 花井組 日建工学 塩ビシート 1.0mm 15,119㎡

稚内ふれあい公園造成工事 日本ゼオン 塩ビシート 1.0mm 5,800㎡

足寄町公園 コハタ 三菱化学 塩ビシート 1.0mm 600㎡

網走市、東藻琴村 そうけん 日本ゼオン 塩ビシート 1.0mm 3,993㎡

女満別ＡＢＳﾃｽﾄｺｰｽ調整池シート工事 日本道路工業 日本ゼオン 塩ビシート 1.5mm 2,000㎡

芦別市保健休養施設キャンプ場整備工事 双葉建設 弘進ゴム ＴＰＯ 1.5mm 600㎡

糸満市西崎公園整備事業 山水産業 塩ビシート 2.0mm 3,285㎡

河川堤防遮水工事　室蘭開建 新和建設 弘進ゴム 塩ビシート 0.5mm 526㎡

釧路川貯水樽工事　釧路開建 中村組 ダイニック 塩ビシート 0.5mm 500㎡

石狩川水理実験場シート工事　石狩川開建 中山組 日本ゼオン 塩ビシート 0.5mm 1,750㎡

三重県伊賀ロイヤルオークＧＣ 大末建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.5mm 4,180㎡



事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

セント旭川ＧＣ修景池防水工事 東急建設 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 1,360㎡

ディアパークＧＣ調整池シート工事 熊谷組 日本ゼオン 塩ビシート 1.5mm 5,000㎡

シーアイ化成 塩ビシート 1.5mm 5,000㎡

三菱化学 塩ビシート 1.5mm 5,000㎡

●検知システム

登別新興最終処分場造成　　 新興 東海建設 坂田電気 検知システム ELLｼｽﾃﾑ 12,300㎡

平成８年度
事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●一廃廃棄物最終処分場

第三山口処理場　Ｃブロック貯留施設造成工事　札幌市 岩田建設　他 カナフレックス　他 ＨＤＰＥ 1.5mm 27,183㎡

第三山口処理場　Ａブロック貯留施設造成工事　札幌市 勇建設ＪＶ 日ケミ商事 ＶＬＤＰＥ 1.5mm 7,799㎡

山本処理場東地区Ｂブロック貯留施設造成工事　札幌市 田中組　他 ダイニック　他 塩ビシート 1.5mm 36,074㎡

保護マット 15mm 13,021㎡

クリーンセンター造成工事　　様似町 池田建設ＪＶ 東洋ゴム ＨＤＰＥ 1.5mm 11,710㎡

保護マット 10mm 5,880㎡

仙南最終処分場　　仙南地域広域行政事務組合 前田建設工業ＪＶ 住友ゴム ＨＤＰＥ 1.5mm 6,000㎡

保護マット 10mm 13,660㎡



事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●産業廃棄物最終処分場

水産廃棄物処理場　枝幸町 日本ゼオン 塩ビシート 1.0mm 670㎡

士別廃棄物処理場シート工事 しずお建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.0mm 965㎡

三栄鋼機工業産廃処理場　　坂出市 東洋ゴム ＨＤＰＥ 1.5mm 8,664㎡

産業廃棄物処理場造成工事　　山形　東ソー 大林組 日ケミ商事 ＥＶＡ 1.5mm 4,546㎡

保護マット 10mm 8,130㎡

小規模漁場保全事業　　熊石町 上杉建設 日建工学 塩ビシート 1.5mm 3,900㎡

保護マット 10mm 590㎡

鮎川粗大ゴミ処理場閉鎖　　熊石町 熊石開発 日建工学 塩ビシート 2.0mm 1,400㎡

新日本製紙処分場 苫小牧工場 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 19,976㎡

●その他

王城寺原　花川溜池工事　　宮城県 丸か建設 弘進ゴム TPO 1.5mm 17,540㎡

農業調整池  　中標津町 秋山組 東洋ゴム ゴムシート 1.5mm 730㎡

農業用池  　新利根村 本田造園 日本ゼオン 塩ビシート 1.0mm 4,640㎡

農業水利幕別ダム建設工事 日本国土開発ＪＶ 日本ゼオン 塩ビシート 1.5mm 1,720㎡

ポン仁逹内排水路　　稚内開建 小川興業 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 630㎡

農業用水池　　春名町 日本ゼオン 塩ビシート 1.0mm 1,240㎡

取水施設工事　　沼田町 東洋ゴム ゴムシート 1.5mm 500㎡

津別　高山牧場 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 860㎡

草地整備西沼川地区３工区  　宗谷支庁 国土開発ＪＶ ダイニック 塩ビシート 1.5mm 1,993㎡

養豚溜池  　厚岸町 三ツ星ベルト 塩ビシート 1.0mm 1,200㎡

西泉地区取水施設  　別海町 最能建設 日建工学 ＨＤＰＥ 1.5mm 500㎡

中島公園造園工事　　札幌市 国策建設 横浜ゴム ＨＤＰＥ 2.0mm 1,469㎡

新琴似公園造成工事　　札幌市 ソリトン・コム ダイニック 塩ビシート 1.5mm 600㎡



事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

雨粉地区農村公園造成工事　　旭川市 翠光園 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 2,600㎡

保護マット 4.0mm 5,600㎡

温水池シート工事　　利尻町 横浜ゴム ゴムシート 1.5mm 500㎡

あいち健康の森公園　　愛知県 花井組 日建工学 塩ビシート 1.5mm 3,600㎡

公園修景池　　仁木町 横浜ゴム ゴムシート 1.5mm 555㎡

公園修景池  　秋田県 日本ゼオン 塩ビシート 1.5mm 1,000㎡

石狩川改修工事幾春別上流　　石狩川開建 豊中建設 日建工学 塩ビシート 1.5mm 1,550㎡

石狩川改修茨戸川上流護岸　　石狩川開建 東建工業 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 500㎡

ダイニック 塩ビシート 2.0mm 760㎡

女満別町貯水池防水工事 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 730㎡

幾春別ダム伐根フィールド事業 林組 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 680㎡

大同ほくさんサッカー場シート工事 原田建設工業 ダイニック 塩ビシート 0.5mm 11,500㎡

北見若松スキー場調整池 弘進ゴム TPO 1.0mm 730㎡

新狭山トンネル雨水池 大林組 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 500㎡

ＪＲ北海道上川覆道防水 札建工業 三ツ星ベルト 塩ビシート 1.0mm 652㎡

ディアパークＧＣ　　三井農林 熊谷組 日本ゼオン　他 塩ビシート 1.5mm 30,000㎡

宇都宮Ｊ＆Ｂ　ＧＣ　調整池 第一建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.0mm 8,880㎡

千葉県久留米ＧＣ　　シート工事 間組 日本ゼオン 塩ビシート 1.5mm 11,390㎡

群馬県高梨ＣＣ　　調整池 熊谷組 日本ゼオン 塩ビシート 1.5mm 906㎡

静岡県御殿場ギャッツビーＧＣ修景池 日本ゼオン 塩ビシート 1.5mm 880㎡

京極Ｇプレイス 弘進ゴム 塩ビシート 1.5mm 4,900㎡

●検知システム

クリーンセンター造成工事　　様似町 池田建設ＪＶ 坂田電気 検知システム ELLｼｽﾃﾑ 9,600㎡



平成９年度
事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●一般廃棄物最終処分場

第三山口処理場Ｄブロック貯留施設造成工事　　札幌市 田中組　他 日立電線　他 ＨＤＰＥ 1.5mm 35,400㎡

保護マット 15mm 4,200㎡

仙南最終処分場　　仙南地域広域行政事務組合 前田建設工業ＪＶ 住友ゴム ＨＤＰＥ 1.5mm 28,000㎡

保護マット 10mm 28,000㎡

新ごみ焼却残渣処理施設造成工事  　苫小牧市 北海土建工業ＪＶ 住友ゴム　他 ＨＤＰＥ 1.5mm 31,083㎡

保護マット 10mm 28,800㎡

ダイニック 法面排水材 10mm 4,200㎡

クリーンセンター処理場  　北広島市 西部ポリマー TPO 1.5mm 4,520㎡

一般廃棄物最終処分場調整池工事  　名寄市 五十嵐組JV 住友ゴム ＨＤＰＥ 1.5mm 1,650㎡

一般廃棄物最終処分場造成  　太田市 ＨＤＰＥ 1.5mm 7,000㎡

一般廃棄物最終処分場調整池工事  　出雲崎 ゴムシート 1.5mm 2,500㎡

保護マット 10mm 2,500㎡

●産業廃棄物最終処分場

産業廃棄物処理場造成工事　　山形　東ソー 大林組 日ケミ商事 ＥＶＡ 1.5mm 28,000㎡

保護マット 10mm 43,000㎡

産業廃棄物最終処分場造成　　日本甜菜精糖　芽室工場 北土開発 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 15,200㎡

産業廃棄物最終処分場造成　　日本甜菜精糖　美幌工場 美幌運送 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 7,333㎡

北陽製紙最終処分場造成工事　　名寄 大野土建 弘進ゴム 塩ビシート 1.5mm 28,000㎡

保護マット 10mm 28,000㎡

日軽金苫小牧工場廃棄物処理場 日本ゼオン 塩ビシート 1.0mm 10,671㎡



事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●その他

浜中西部第２４工区　　釧路支庁 コウノウ建設 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 690㎡

浜中東部第２工区　　釧路支庁 藤原組 東洋ゴム ゴムシート 1.5mm 1,400㎡

畑総・福梅地区１工区　　網走支庁 聖太建設ＪＶ ダイニック 塩ビシート 1.0mm 882㎡

緊急畑総・末広地区２工区　　網走支庁 宮田建設 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 4,480㎡

シリキシマナイ川水環境整備　　上川支庁 大北土建工業 日本ゼオン 塩ビシート 1.0mm 940㎡

道営草地改良事業西沼川地区　　宗谷支庁 佐藤組 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 970㎡

フラヌイ地区かんがい体験ほ場　　旭川開建 真興建設 東洋ゴム ゴムシート 1.5mm 840㎡

丸山農業用水調整池シート工事 　 旭川開建 新谷建設ＪＶ 東洋ゴム TPO 1.5mm 12,566㎡

道営公共牧場整備厚岸地区尿溜　　釧路支庁 共和建設 横浜ゴム TPO 1.5mm 338㎡

厚沢部地区二工区　　檜山支庁 岩挟組 日建工学 TPO 1.5mm 947㎡

松山市内子町溜池工事 塩ビシート 1.5mm 2,500㎡

伊達市長和 弘進ゴム ゴムシート 1.5mm 500㎡

保護マット 10mm 1,000㎡

公津の杜調整池工事　　千葉県成田市 五洋建設 東洋ゴム ゴムシート 2.0mm 3,177㎡

第９号支線函渠ほか一連工事  　網走開建 土屋工業 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 5,810㎡

ミッション・ヒルズＣＣ　　韓国 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 34,000㎡

真駒内ゴルフ場 日本ゼオン 塩ビシート 1.0mm 890㎡

端野グランクリエ修景池シート工事 青木建設 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 3,000㎡

ノーザンホースパターゴルフ場 ダイニック 人工芝 800㎡

ビックスギＧＣ ダイニック 人工芝 218㎡

●検知システム

仙南最終処分場　　仙南地域広域行政事務組合 前田建設工業ＪＶ 坂田電気 検知システム ELLｼｽﾃﾑ 34,000㎡



平成１０年度
事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート 厚さ 数量

●一般廃棄物最終処分場

第三山口処理場Ａブロック貯留施設造成工事　　札幌市 北土建設ＪＶ　 日本ゼオン　他 ＬＤＰＥ 1.5mm 21,000㎡

山本処理場東地区Ｃブロック貯留施設造成工事　　札幌市 田中組・勇建設 ダイニック　他 塩ビシート 1.5mm 23,860㎡

保護マット 15mm 2,147㎡

手稲処理場前田第二修繕工事その２　　札幌市 藤建設工業 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 1,000㎡

ダイニック ＬＤＰＥ 1.5mm 200㎡

手稲処理場前田第二修繕工事その３　　札幌市 タナカ商事 弘進ゴム ＴＰＯ 1.0mm 150㎡

太陽工業 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 0.5mm 150㎡

一般廃棄物処分場設置工事　　小樽市　 清水建設ＪＶ 東洋ゴム　他 ＨＤＰＥ 1.5mm 26,806㎡

保護マット 10mm 32,794㎡

一般廃棄物処理場造成工事　　名寄市 五十嵐組JV 住友ゴム ＨＤＰＥ 1.5mm 30,400㎡

保護マット 10mm 30,400㎡

一般廃棄物処分場造成　　中頓別町 戸田建設ＪＶ 東洋ゴム ゴムシート 1.5mm 12,960㎡

保護マット 10mm 12,960㎡

新ごみ処理施設建設工事　　登別市 清水建設JV 横浜ゴム ＨＤＰＥ 1.5mm 18,184㎡

新ごみ焼却残渣処理施設造成工事  　苫小牧市 北海土建工業ＪＶ 住友ゴム ＨＤＰＥ 1.5mm 1,360㎡

ダイニック 法面排水材 10mm 420㎡

保護マット 10mm 1,400㎡

最終処分場造成工事　　白老町 道南総合土建 日ケミ商事 塩ビシート 1.5mm 9,000㎡

日ケミ商事 ＨＤＰＥ 1.5mm 9,000㎡

保護マット 10/20㎜ 18,000㎡



事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート 厚さ 数量

最終処分場造成工事　　上士幌町 戸田建設ＪＶ 弘進ゴム ＨＤＰＥ 1.5mm 12,555㎡

保護マット 10mm 12,555㎡

白鳥最終処分場造成工事　　土浦市 鹿島建設 東洋ゴム ＨＤＰＥ 1.5mm 24,580㎡

東洋ゴム ＴＰＯ 2.0mm 29,300㎡

保護マット 10mm 44,280㎡

ベントナイト 6.4mm 24,500㎡

最終処分場造成工事　　美祢市 浅野工事 日ケミ商事 ＨＤＰＥ 1.5mm 7,673㎡

保護マット 10mm 10,172㎡

最終処分場造成工事　　石垣市 八重山ＪＶ 日本ゼオン ＴＰＯ 1.5mm 37,646㎡

保護マット 10/20㎜ 22,594㎡

最終処分場増設　　恵庭市 玉川組ＪＶ 弘進ゴム　他 ＨＤＰＥ 1.5mm 17,951㎡

保護マット 10mm 17,951㎡

●産業廃棄物最終処分場

産業廃棄物処分場造成工事　　江別　協和環境サービス 協和土建 日本ゼオン 塩ビシート 1.5mm 4,000㎡

産業廃棄物処分場造成工事  　砂川　環境サービス 林組 弘進ゴム 塩ビシート 1.5mm 11,064㎡

弘進ゴム ＴＰＯ 1.5mm 2,160㎡

産業廃棄物最終処分場造成　　日本甜菜精糖　士別工場 野運送 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 15,220㎡

産業廃棄物最終処分場造成　　日本甜菜精糖　美幌工場 美幌運送 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 18,000㎡

虻田町産業廃棄物処分場造成　 道南重建工業 日本ゼオン 塩ビシート 1.5mm 11,352㎡

大昭和製紙処分場  　白老工場 佐藤工業 日ケミ商事 ＥＶＡ 1.5mm 19,330㎡

保護マット 20mm 4,260㎡

三菱製紙処分場  　八戸工場　 戸田建設 弘進ゴム ＴＰＯ 1.5mm 21,515㎡

保護マット 10mm 38,072㎡



事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート 厚さ 数量

産業廃棄物処理場造成工事　　山形　東ソー 大林組 日ケミ商事 ＥＶＡ 1.5mm 31,000㎡

保護マット 10mm 42,000㎡

本木処分場造成　　福岡県 名島産業建設 日ケミ商事 ＥＶＡ 1.5mm 7,000㎡

保護マット 10mm 7,000㎡

上野原処理場調整池 日本ゼオン 塩ビシート 1.0mm 510㎡

●その他

ベニータウン造成水路遮水工　　札幌市 大成建設 ダイニック 塩ビシート 0.5mm 1,436㎡

蘭越河川公園　　小樽開建 志比川組 東洋ゴム ゴムシート 1.5mm 700㎡

保護マット 10mm 1,400㎡

伊達歴史の杜造成工事　　伊達市 松村組 弘進ゴム ＴＰＯ 1.5mm 3,839㎡

保護マット 10mm 1,036㎡

蟹ケ沢地滑り治山工事　　秋田営林局 那須建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.0mm 3,680㎡

波照間島二号溜池シート工事 大米建設 日本ゼオン ＴＰＯ 1.5mm 3,020㎡



平成１１年度
事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●一般廃棄物最終処分場

白鳥最終処分場　　土浦市 鹿島建設 東洋ゴム HDPE 1.5mm 11,437㎡

TPO 1.5mm 3,254㎡

保護マット 10mm 27,900㎡

ベントナイト 6.4mm 8,054㎡

最終処分場造成工事　　美祢市 浅野工事 日ケミ商事 HDPE 1.5mm 2,557.5㎡

保護マット 10mm 5,238㎡

一般廃棄物処分場設置工事　　小樽市　 清水建設ＪＶ 日ケミ商事　他 HDPE 1.5mm 23,675㎡

保護マット 10mm 30,171㎡

廃棄物最終処分場設置　　恵庭市 鼻和組・玉川・関川 日本ゼオン HDPE 1.5mm 94,816㎡

保護マット 10mm 99,233㎡

一般廃棄物最終処分場建設工事　　風連町 橋場建設ＪＶ 太洋興業 TPO 1.5mm 25,046㎡

保護マット 10/30mm 32,799㎡

東米里Aブロック貯留施設造成　　札幌市 田中・北土・岩田・勇 日ケミ商事　他 ＬＤＰＥ 1.5mm 72,184㎡

保護マット 15mm 4,912㎡

手稲処理場前田第２埋立施設修繕　　札幌市 藤建設工業 日ケミ商事 ＬＤＰＥ 1.5mm 930㎡

●産業廃棄物最終処分場

産業廃棄物最終処分場　　王子製紙　 釧路工場 丸彦渡辺建設 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 11,600㎡

産業廃棄物処分場造成工事　江別　協和環境サービス 協和土建 日本ゼオン 塩ビシート 1.5mm 20,880㎡

保護マット 10/20mm 12,760㎡

産業廃棄物処理場造成工事　　山形　東ソー 大林組 日ケミ商事 ＥＶＡ 1.5mm 25,100㎡

保護マット 10mm 50,200㎡



事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

苫小牧港西港区泊地Ｂ部浚渫工事　　室蘭開建 機械開発ＪＶ ダイニック 塩ビシート 1.0mm 2,900㎡

中斜里町沈殿池シート工事 三共建設 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 1,500㎡

●その他

当別町用水路遮水工事　　札幌開建 新昌建設 横浜ゴム ＴＰＯ 1.5mm 500㎡

西丘１号幹線地すべり対策三工区　　旭川市 荒井建設 日建工学 塩ビシート 1.0mm 1,530㎡

高橋牧場尿溜設置工事　　宗谷支庁 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 580㎡

保護マット 10mm 580㎡

シャムロックCC　　修景池 日ケミ商事 ＥＶＡ 1.5mm 5,275㎡

軽井沢三井GC 三井建設 日本ゼオン 塩ビシート 1.5mm 4,669㎡

水環境整備東旭川地区一工区　　上川支庁 荒井建設 弘進ゴム ＴＰＯ 1.5mm 900㎡

尻別川改修名駒低水護岸工事　　蘭越河川 協成建設工業 日本ゼオン 塩ビシート 2.0mm 4,655㎡

保護マット 10mm 4,655㎡

徳富川改修せせらぎ水路　　札幌土現 越智建設 ダイニック 河川塩ﾋﾞｼｰﾄ 1.0mm 1,678㎡

旭神川河畔環境整備工事　　旭川市 鶴間組 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 1,359㎡

丸紅ベニータウン造成工事 大成建設ＪＶ ダイニック 塩ビシート 0.5mm 1,470㎡

サッカー場造成工事　　新得町 北栄道路 東洋ゴム 雨水貯留システム 50m3

東洋ゴム ＴＰＯ 1.5mm 240㎡

●検知システム

新廃棄物処理施設建設　　北見市 五十嵐建設ＪＶ 坂田電気 検知システム ELLｼｽﾃﾑ 3,400㎡



平成１２年度
事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●一般廃棄物最終処分場

一般廃棄物最終処分場　　湧別町 大林組 日ケミ商事 HDPE 1.5mm 22,600㎡

保護/遮光マット 10mm 45,000㎡

一般廃棄物最終処分場　　積丹町 前田建設JV 太陽工業 HDPE 1.5mm 4,500㎡

新高山ごみ最終処分場調整池　　釧路市 宮脇建設ＪＶ 弘進ゴム ＴＰＯ 1.0mm 1,779㎡

保護マット 10mm 1,779㎡

一般廃棄物最終処分場　　諫早市 若築建設 日ケミ商事 HDPE 1.5mm 11,863㎡

保護/遮光マット 10mm 26,526㎡

一般廃棄物最終処分場　　大津市 内田組 ｶｰﾎﾞﾌｫﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ HDPE 1.5mm 6,500㎡

保護/遮光マット 10mm 10,500㎡

一般廃棄物最終処分場　　尾張東部 大林組 ｶｰﾎﾞﾌｫﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ 4.0mm 21,888㎡

HDPE 1.5mm 21,220㎡

保護マット 10mm 44,552㎡

●産業廃棄物最終処分場

深川留萌自動車道沼田町堆肥場造成　　札幌開建 北土建設ＪＶ ダイニック 塩ビシート 1.5mm 8,800㎡

塩ビシート 0.5mm 634㎡

網走川環境整備排泥池造成　呼人・住吉地区　　網走開建 卜部組ＪＶ ダイニック 塩ビシート 1.5mm 35,516㎡

天人峡美瑛線羽衣トンネル掘削ズリ捨場　　旭川土現 新谷建設ＪＶ 日ケミ商事 LDPE 2.0mm 12,300㎡

保護マット 15mm 5,070㎡

八甲田トンネル処分場 清水建設 ｶｰﾎﾞﾌｫﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 塩ビシート 0.4mm 12,089㎡

保護マット 10mm 1,147㎡



事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

第一処分場造成工事　北土開発 　日本甜菜製糖　芽室工場 北土開発 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 26,900㎡

保護マット 10mm 36,070㎡

産業廃棄物処理場造成工事　　山形　東ソー 大林組 日ケミ商事 ＥＶＡ 1.5mm 55,590㎡

保護マット 10mm 111,180㎡

ホクレン清水工場シート工事 北土開発 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 1,140㎡

●その他

汚泥脱水処理施設シート工事　　網走農協 そうけん ダイニック 塩ビシート 1.0mm 1,300㎡

浦臼町神内ファーム２１調整池シート工事 大成建設 日ケミ商事 ＥＶＡ 1.5mm 6,804㎡

農地保全整備工事新下川地区　　　旭川開建 西野目産業ＪＶ 東洋ゴム FPAシート 2.0mm 1,200㎡

道立根釧農業試験場ラグーン施設遮水工事 大西建設 日建工学 ＴＰＯ 1.5mm 609㎡

地すべり対策事業　太陽地区４区　　日高支庁 岡部建設 日ケミ商事 ＴＰＯ 2.0mm 1,041㎡

シャムロックC.C.　修景池　　16H   18H ユニグリーン 日ケミ商事 ＥＶＡ 1.5mm 4,750㎡

泊村郷土館移設工事の内　修景池造成 ｽﾍﾟｰｽ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ 弘進ゴム ＴＰＯ 1.5mm 900㎡

菊水公園造成工事　　　深川市 小川組土建 日ケミ商事 ＥＶＡ 1.5mm 944㎡

水環境整備事業東旭川せせらぎ水路　　上川支庁 北土建設 弘進ゴム ＴＰＯ 1.5mm 665㎡

勇払川改修工事　　室蘭土現 勝田組・磯田組 日ケミ商事 ＥＶＡ 1.5mm 21,086㎡

石狩川左岸上流拡幅工事　　石狩川開建 大成建設 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 1,166㎡

網走川環境整備　流入河川浄化施設　　網走開建 丸田組 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 690㎡

月形町せせらぎ水路シート工事　　石狩川開建 鈴木建設 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 740㎡

●検知システム

一般廃棄物最終処分場　　浦河町 五洋建設ＪＶ 坂田電気 検知システム ELLｼｽﾃﾑ 5,320㎡



平成１3年度
事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●一般廃棄物最終処分場

一般廃棄物最終処分場　　尾張東部 大林組 ｶｰﾎﾞﾌｫﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ 4.0mm 21,888㎡

HDPE 1.5mm 21,220㎡

保護/遮光マット 10/4.5mm 59,229㎡

一般廃棄物最終処分場　　網走市 島田建設JV 太陽工業 HDPE 1.5mm 32,255㎡

保護マット 10mm 47,412㎡

一般廃棄物最終処分場　　久慈市 奥村組 ｶｰﾎﾞﾌｫﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ 4.0mm 10,700㎡

HDPE 1.5mm 10,700㎡

保護/遮光マット 10mm 28,900㎡

一般廃棄物最終処分場　　上砂川町 清水・三鉱JV 太陽工業 HDPE 1.5mm 16,187㎡

保護/遮光マット 10mm 23,862㎡

一般廃棄物最終処分場　　阿寒町 小野寺組JV 日本ゼオン メタロセン 1.5mm 4,600㎡

保護/遮光マット 10/4mm 6,665㎡

●産業廃棄物最終処分場

産業廃棄物処理場造成工事　　山形　東ソー 大林組 日ケミ商事 ＥＶＡ 1.5mm 9,000㎡

保護マット 10mm 11,000㎡

登別産業廃棄物最終処分場新設第3期　　道伸産業 常盤建設 太洋興業 塩ビシート 1.5mm 5,030㎡

保護/遮光マット 2.0mm 7,960㎡

雨竜産業廃棄物処分場　調整池　　空知興産 日産建設 メタロセン 1.5mm 1,160㎡

保護マット 10mm 1,160㎡

●その他

シャムロックC.C.　修景池　　H3 , 13H  ユニグリーン 日ケミ商事 ＥＶＡ 1.5mm 6,100㎡

両神橋上流左岸広場その２　　旭川市 グリーン造園 弘進ゴム ＴＰＯ 1.5mm 3,244㎡



事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

リリー山スキー場造成　　美幌町 宮田建設 弘進ゴム ＴＰＯ 2.0mm 732㎡

竜山川河川改修工事 日ケミ商事 EVA 1.5mm 3,386㎡

保護マット 10mm 6,772㎡

美利河ダム魚道バイパス水路工事　　函館開建 森川組JV 天商 EVA護岸 11mm 680㎡

●検知システム

一般廃棄物最終処分場　　久慈市 奥村組 坂田電機 検知ｼｽﾃﾑ ELLｼｽﾃﾑ 12,000㎡

一般廃棄物最終処分場　　網走市 島田建設JV 太陽工業 検知ｼｽﾃﾑ DDS 8,490㎡

一般廃棄物最終処分場　　阿寒町 小野寺組JV 日本ゼオン 検知ｼｽﾃﾑ Mr.ｾﾝｻｰ 5,209㎡

平成１4年度
事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●一般廃棄物最終処分場

一般廃棄物最終処分場　　阿寒町 小野寺組JV 日本ゼオン メタロセン 1.5mm 17,516㎡

保護/遮光マット 10/4mm 22,812㎡

一般廃棄物最終処分場造成工事　　朝日町 ハザマJV 太陽工業 メタロセン 1.5mm 7,137㎡

保護/遮光マット 10mm 8,090㎡

埋立処分地施設造成工事　　浜頓別町 佐藤工業JV 東ｿｰ・ﾆｯｹﾐ HDPE 1.5mm 14,110㎡

保護/遮光マット 10mm 17,696㎡

高幡西部最終処分場工事　　高知県窪川町 清水建設JV 東ｿｰ・ﾆｯｹﾐ メタロセン 1.5mm 2,356㎡

保護マット 10mm 4,836㎡

STライナー 1,862㎡

一般廃棄物最終処分場　　徳島県　鴨島町 鹿島建設 ｶｰﾎﾞﾌｫﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ NAP 1.0mm 244㎡

遮光マット 10mm 244㎡



事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

一般廃棄物最終処分場　　　箱根町 大林組 東ｿｰ・ﾆｯｹﾐ HDPE 1.5mm 9,182㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ 4.0mm 9,182㎡

保護/遮光マット 10/20mm 28,039㎡

東部清掃工場（埋立処分地施設）建設　　福岡県　宗像 奥村組JV ｶｰﾎﾞﾌｫﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ NAP 1.0mm 1,297㎡

HDPE 0.2mm 2,552㎡

塩ビシート 0.4mm 800㎡

保護/遮光マット 10/20mm 7,026㎡

●産業廃棄物最終処分場

産業廃棄物処理場造成工事　　山形　東ソー 大林組 東ｿｰ・ﾆｯｹﾐ ＥＶＡ 1.5mm 7,792㎡

保護マット 10mm 15,584㎡

天人峡美瑛線羽衣トンネルキャッピング　　旭川土現 大成建設JV 東ｿｰ・ﾆｯｹﾐ LDPE 2.0mm 13,690㎡

保護マット 15mm 13,690㎡

登別産業廃棄物処理場新設第3期　　道伸産業 常盤建設 太洋興業 塩ビシート 1.5mm 24,826㎡

保護/遮光マット 2.0mm 36,824㎡

イトムカ第二乾燥場新設工事　　　野村興産 三九建設 太洋興業 メタロセン 1.5mm 500㎡

雨竜川捷水路高水敷掘削工事　　石狩川開建 協和土建 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 17,140㎡

保護マット 10/20mm 27,770㎡

千歳川上流地区試験フィールド造成　　石狩川開建 北世建設 チッソ 塩ビシート 2.0mm 2,330㎡

網走川環境整備排泥池造成・女満別しゅんせつ他　　網走開建 南建設・早水組 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 6,815㎡

フシコベツ川改修工事１工区　　室蘭土現 東海建設ＪＶ 東ｿｰ・ﾆｯｹﾐ TPO 1.5mm 5,427㎡

●その他

大野牧場尿溜処理施設 野原建設工業 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 920㎡

汚泥再生処理センター土壌脱臭床工事　　富良野市 前田建設工業 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 812㎡

保護マット 10mm 812㎡



事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

千歳空港汚泥水貯蔵ピットシート工事 大成ロテック ダイニック 塩ビシート 1.0mm 1,680㎡

真駒内G.C  貯水池シート工事 北友リース ダイニック 塩ビシート 1.5mm 1,000㎡

保護マット 10mm 1,100㎡

厚生年金体育施設改修工事　　山形県 千才建設 東ｿｰ・ﾆｯｹﾐ TPO 1.5mm 7,200㎡

ダイニック 塩ビシート 0.5mm 5,500㎡

保護マット 20mm 983㎡

コーンズ・エコファーム外構工事　　苫小牧市 市川造園 東ｿｰ・ﾆｯｹﾐ ＥＶＡ 1.5mm 566㎡

下田マリーナ改修工事 太陽工業 HDPE 1.5mm 1,200㎡

丸紅ベニ－タウン造成工事 大成建設JV ダイニック 塩ビシート 0.5mm 1,500㎡

堆肥化施設排水処理調整池造成工事　　斜里町 相生緑園 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 800㎡

●検知システム

一般廃棄物最終処分場　　箱根町 大林組 坂田電機 検知ｼｽﾃﾑ ELLｼｽﾃﾑ 9,000㎡

東部清掃工場（埋立処分地施設）建設　　福岡県　宗像 奥村組JV 坂田電機 検知ｼｽﾃﾑ ELLｼｽﾃﾑ 2,630㎡

一般廃棄物最終処分場　　　阿寒町　　継続 小野寺組JV 日本ゼオン 検知ｼｽﾃﾑ MR.ｾﾝｻｰ 5,209㎡



平成１5年度
事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●一般廃棄物最終処分場

一般廃棄物最終処分場造成工事　　岡崎市 フジタJV 太洋興業 TPO 1.5mm 55,607㎡

保護マット 10mm 82,607㎡

３号埋立地整備工事　　埼玉県寄居町 古郡ＪＶ ｶｰﾎﾞﾌｫﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ TPO 1.5mm 45,937㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ 2.0mm 45,937㎡

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ 1.5mm 45,937㎡

保護/遮光マット 10/5mm 101,750㎡

廃棄物最終処分場埋立地造成工事　　鹿追町 大林組JV シーアイ化成 メタロセン 1.5mm 15,161㎡

保護/遮光マット 10mm 20,456㎡

一般廃棄物最終処分場建設工事　　奈井江町 桜井・高橋・泉JV 太陽工業 ｱﾝｶｰｼｰﾄ 1.5mm 11,598㎡

HDPE 2.0mm 3,456㎡

HDPE 1.5mm 5,799㎡

保護/遮光マット 10/5mm 8,328㎡

一般廃棄物最終処分場埋立地造成工事　　鶴居村 佐々木・鶴居JV 東ｿｰ・ﾆｯｹﾐ メタロセン 4.0mm 4,190㎡

保護/遮光マット 10/15mm 5,760㎡

一般廃棄物最終処分場造成工事　　標津町 上田組 ダイニック 導電マット 10mm 4,500㎡

サロベツ一般廃棄物最終処分場閉鎖整備工事 日興建設 旭化成ｼﾞｵﾃｯｸ ADKｼｰﾄ 1.0mm 1,734㎡

保護マット 5.0mm 1,734㎡

最終処分場第４期埋立搬入路閉鎖工事　　恵庭市 恵進建設 日本ゼオン HDPE 1.5mm 1,700㎡

保護マット 10mm 1,700㎡



事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●産業廃棄物最終処分場

管理型最終処分場造成工事　　登別R&E 東海建設 ｶｰﾎﾞﾌｫﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ TPO 1.5mm 17,353㎡

保護/遮光マット 10mm 24,586㎡

産業廃棄物処分場造成工事　　北海道糖業　本別製糖所 北土開発・本別JV ダイニック 塩ビシート 1.5mm 36,810㎡

保護マット 10mm 50,970㎡

産業廃棄物処理場造成工事　　ニセコ運輸　　　　　　 中山組JV HDPE 1.5mm 25,672㎡

ダイニック 塩ビシート 1.5mm 19,726㎡

保護/遮光マット 10mm 63,505㎡

一般国道２２９号泊村兜トンネル工事　　小樽開建 戸田建設JV 太陽工業 HDPE 1.5mm 16,400㎡

保護/遮光マット 10/20mm 25,366㎡

夕張ｼｭｰﾊﾟﾛﾀﾞﾑ　道道付替１号ﾄﾝﾈﾙ工事　　石狩川開建 佐藤・山田JV 東ｿｰ・ﾆｯｹﾐ TPO 1.5mm 4,160㎡

網走川環境整備排泥池造成・女満別浚渫ほか　　網走開建 早水組 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 14,590㎡

洞爺虻田線道路改良工事３工区　　室蘭土現 伊藤組土建 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 896㎡

保護マット 10mm 1,880㎡

旭川ＪＲ仮置場シート工事　　ＪＲ北海道 ハザマ 太陽工業 HDPE 1.5mm 1,046㎡

保護マット 10mm 2,940㎡

●その他

遮水シート型尿溜施設　　ノーサン商事 ホッコウ ダイニック 塩ビシート 1.0mm 1,650㎡

塩ビシート 0.5mm 1,650㎡

羊ヶ丘カントリークラブ調整池シート工事 北友リース ダイニック 塩ビシート 1.5mm 4,000㎡

精進河畔公園造成工事 丸松札幌造園 東ｿｰ・ﾆｯｹﾐ ＥＶＡ 1.5mm 500㎡

泊原発内堆肥場シート工事　　北海道電力 瀬尾建設工業 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 1,176㎡

保護マット 10mm 2,360㎡



事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

中山間きよさと地区２工区　　網走支庁 南・新谷JV ダイニック 塩ビシート 1.0mm 1,440㎡

美利河ダム周辺環境整備魚道水路　　函館開建 近藤建設 天商 EVA護岸 11mm 2,330㎡

●検知システム

一般廃棄物最終処分場造成工事　　岡崎市 フジタJV 坂田電機 検知ｼｽﾃﾑ ELLｼｽﾃﾑ 25,500㎡

廃棄物最終処分場埋立地造成工事　　鹿追町 大林組JV 坂田電機 検知ｼｽﾃﾑ ELLｼｽﾃﾑ 2,790㎡

一般廃棄物最終処分場建設工事　　深川市 大豊建設JV 坂田電機 検知ｼｽﾃﾑ ELLｼｽﾃﾑ 3,000㎡

一般廃棄物最終処分場埋立地造成工事　　鶴居村 佐々木・鶴居JV 坂田電機 検知ｼｽﾃﾑ ELLｼｽﾃﾑ 1,167㎡

一般廃棄物最終処分場造成工事　　標津町 上田組 坂田電機 検知ｼｽﾃﾑ ELLｼｽﾃﾑ 4,500㎡

平成１6年度
事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●一般廃棄物最終処分場

３号埋立地整備工事　　埼玉県　寄居町 古郡ＪＶ ｶｰﾎﾞﾌｫﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ TPO 1.5mm 15,937㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ 2.0mm 15,447㎡

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ 1.5mm 15,937㎡

保護/遮光マット 10/5mm 41,070㎡

一般廃棄物最終処分場　　岐阜県　瑞浪市　 奥村組JV ｶｰﾎﾞﾌｫﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ ウレタンシート 1.5mm 10,624㎡

保護/遮光マット 10mm 19,176㎡

一般廃棄物最終処分場　　広島県　神石広域事務組合 鴻池組 ｶｰﾎﾞﾌｫﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ LLDPE 1.5mm 1,559㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ 4.0mm 1,165㎡

保護/遮光マット 10mm 3,421㎡

第３埋立処分地造成工事　　千歳市 戸田・中山JV 太陽工業・東洋ゴム HDPE 1.5mm 33,549㎡

保護/遮光マット 10/5mm 51,777㎡

最終処分場適正閉鎖工事　　東胆振３町 西松建設 旭化成ジオテック ADKシート 1.0mm 7,000㎡



事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●産業廃棄物最終処分場

管理型最終処分場造成工事　　登別 　R&E 東海建設 ｶｰﾎﾞﾌｫﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ HDPE 1.5mm 48,000㎡

保護/遮光マット 10/3.5mm 72,000㎡

第二処分場造成工事　 　北土開発　　日本甜菜製糖　芽室工場 北土開発 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 33,463㎡

保護/遮光マット 10/5mm 48,054㎡

管理型最終処分場施設建設工事　　江別　協和環境サービス タイヨウ ダイニック 塩ビシート 1.5mm 30,508㎡

保護/遮光マット 10mm 39,069㎡

産業廃棄物処分場造成工事　　砂川　環境サービス 林　組 弘進ゴム TPO 1.5mm 23,829㎡

塩ビシート 1.5mm 21,047㎡

保護/遮光マット 10mm 67,909㎡

最終処分場増設工事　第Ⅱ期　　道央油設 大林組 シーアイ化成 メタロセン 1.5mm 7,038㎡

保護/遮光マット 10mm 10,557㎡

雄信内貯水池建設工事　　留萌開建 岩田建設JV 三ツ星ベルト ゴムシート 1.5mm 5,265㎡

保護マット 10mm 5,040㎡

一般国道２２９号泊村兜トンネル工事　　小樽開建 戸田建設JV 太陽工業 HDPE 1.7mm 10,600㎡

HDPE 1.5mm 7,548㎡

保護マット 10/20mm 24,096㎡

網走川環境整備排泥池造成　　網走開建 吉井建設 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 3,063㎡

JR旭川汚染土仮置き場シート工事　　ＪＲ北海道　　　 ハザマ 太陽工業 HDPE 1.5mm 2,350㎡

保護マット 10mm 2,350㎡

●その他

富田牧場尿溜施設工事　　厚岸町 野原建設工業 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 1,350㎡

オークリーフ牧場尿溜シート工事　　芽室町 シーアイ化成 塩ビシート 1.5mm 2,200㎡



事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

春日明人牧場遮水シート型尿溜新工事　　早来町 ホッコウ ダイニック 塩ビシート 1.0mm 1,140㎡

ネオマシート 0.8mm 1,105㎡

新冠牧場シート利用スラリー貯留施設工事　　家畜改良センター ダイニック 塩ビシート 1.0mm 1,400㎡

ネオマシート 0.8mm 1,400㎡

資源リサイクル畜産環境整備事業光進地区第二区　　別海町 赤石建設 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 894㎡

資源リサイクル畜産環境整備事業羊蹄山麓地区西原ファーム　　留寿都村 志比川組 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 781㎡

吉野牧場　遮水シート敷設工事　　十勝清水 東ソー・ニッケミ ＥＶＡ 0.8mm 800㎡

●検知システム

山本北地区雪たい積場遮水診断調査業務　　札幌市 ドーコン 坂田電気 検知システム ELLｼｽﾃﾑ １式 

産業廃棄物処分場造成工事　　王子製紙　苫小牧工場 大成建設 坂田電気 検知システム ELLｼｽﾃﾑ 62,000㎡

平成１7年度
事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●一般廃棄物最終処分場

環境保全センターD区処分場整備工事　　秋田県 秋田振興JV 太陽工業 FPA 1.5mm 84,656㎡

保護/遮光マット 10/4mm 123,749㎡

一般廃棄物最終処分場建設工事　　静岡県　中遠地区 大林組JV ｶｰﾎﾞﾌｫﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ TPO 1.5mm 8,000㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ 4.0mm 11,060㎡

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ 4.0mm 10,961㎡

保護/木毛板 20/50mm 46,855㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄﾏｯﾄ 2,300㎡

第３埋立処分地造成工事　　千歳市 戸田・中山JV 太陽工業 HDPE 1.5mm 33,200㎡

保護マット 10mm 65,500㎡



事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

新一般廃棄物最終処分場土木工事　　千葉県　長生郡市 東急建設 東洋ゴム工業 FPA 1.5mm 22,500㎡

コスモバリアス 4.0mm 9,500㎡

保護/遮光マット 10mm 45,000㎡

●産業廃棄物最終処分場

産業廃棄物処分場仮置き場　　北海道糖業本別工場 本別建設 太洋興業 塩ビシート 1.5mm 6,080㎡

ラグーンシート工事　 　日本甜菜　芽室工場 北土開発 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 4,800㎡

洞爺虻田線道路改良工事（道州制）１工区　　室蘭土現 永井組・共成JV ダイニック メタロセン 1.5mm 5,080㎡

保護マット 10mm 7,239㎡

●その他

恵庭カントリー修景池シート工事　　阿寒コース 東ソー・ニッケミ TPO 1.5mm 1,125㎡

村上・小沢牧場尿溜施設シート工事　　　厚岸町 宮原組 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 2,590㎡

保護マット 10mm 2,590㎡

ラグーン施設シート工事　　ホクレン清水 北土開発 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 500㎡

加藤畜産尿溜施設シート工事　　鹿追町 東亜飯田 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 1,000㎡

日本ホワイトファームCS-12　遮水シート工事　　早来町 森本組 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 500㎡

ぴっぷ農業水利事業　愛別川頭首工　　旭川開建 清水建設 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 500㎡

伊藤牧場ラグーン施設シート工事　　鶴居村 小野寺組 東ソー・ニッケミ ＥＶＡ 0.8mm 1,254㎡

ＥＶＡ 0.4mm 1,254㎡

真沼津川改修工事　　室蘭土現 菱中建設 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 600㎡

畜産環境整備事業　豊頃地区 ネクサス・荻原 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 2,400㎡

●検知システム

産業廃棄物処分場造成工事　　王子製紙　苫小牧工場　　継続 大成建設 坂田電気 検知システム ELLｼｽﾃﾑ 62,000㎡



平成１8年度
事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●一般廃棄物最終処分場

一般廃棄物最終処分場建設工事　　静岡県　中遠地区 大林組JV ｶｰﾎﾞﾌｫﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ TPO 1.5mm 18,903㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ 4.0mm 15,717㎡

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ 4.0mm 15,816㎡

保護/木毛板 20/50mm 84,969㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄﾏｯﾄ 12,645㎡

新一般廃棄物最終処分場土木工事　　千葉県　長生郡市 東急建設 東洋ゴム工業 FPA 1.5mm 10,540㎡

コスモバリアス 4.0mm 1,868㎡

保護/遮光マット 10mm 21,090㎡

最終処分場建設工事　　愛知県　田原市 清水建設 ｶｰﾎﾞﾌｫﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ HDPE 1.5mm 12,653㎡

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ 6.0mm 8,340㎡

保護/遮光マット 10mm 19,712㎡

廃棄物最終処分場整備運営事業建設工事　　PFI　　稚内市 大林・石塚JV 東ソー・ニッケミ メタロセン 1.5mm 55,000㎡

保護/遮光マット 10mm 53,900㎡

導電マット 10mm 15,800㎡

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ 6.0mm 10,500㎡

ごみ処理センター遮水シート改修工事　　芦別市 双葉建設産業 太陽工業 HDPE 1.7mm 2,207㎡

塩ビシート 1.5mm 3,429㎡

保護/遮光マット 10mm 10,022㎡

●産業廃棄物最終処分場

最終処分場施設建設工事　　松山市　オオノ開発 清水建設 ダイフレックス CVスプレー 4層 44,500㎡

産業廃棄物処分場造成工事　 　日本甜菜製糖　士別工場 北土開発 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 32,184㎡

保護/遮光マット 10mm 41,654㎡



事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

産業廃棄物管理型処分場施設整備事業　　豊富町 東亜道路工業 太洋興業 塩ビシート 1.5mm 16,000㎡

保護マット 10mm 16,000㎡

夕張新得線道路改良工事　　旭川土現 新島工業 太陽工業 LLDPE 1.5mm 5,122㎡

保護マット 10mm 12,168㎡

網走川環境整備　山下岬排泥池造成　　　網走開建 土屋工業 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 6,240㎡

畑地かんがい附帯施設建設工事　斜網西部地区　　網走開建 丸田組 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 2,849㎡

●その他

遠藤牧場尿溜施設シート工事　　厚岸町 ホクホウ建設 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 840㎡

保護マット 10mm 840㎡

家畜ふん尿溜修繕工事　　十勝清水 北土開発 東ソー・ニッケミ ＥＶＡ 0.8mm 600㎡

畜産環境整備事業　豊美中地区　　別海町 丸彦渡辺建設 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 709㎡

菱沼牧場ラグーン施設シート工事　　鶴居村 小野寺組 東ソー・ニッケミ ＥＶＡ 0.8mm 1,600㎡

北海道農業研究センター高機能隔離圃場整備工事　　札幌 弘和建設工業 東洋ゴム工業 FPA 1.5mm 200㎡

稚内畜産広域農業開発事業　　 橋場建設 ダイニック 塩ビシート 0.5mm 4,113㎡



平成１9年度
事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●一般廃棄物最終処分場

廃棄物最終処分場整備運営事業建設工事　　PFI　　稚内市 大林・石塚JV 東ソー・ニッケミ メタロセン 1.5mm 18,630㎡

保護/遮光マット 10mm 24,196㎡

導電マット 10mm 8,279㎡

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ 6.0mm 4,064㎡

一般廃棄物最終処分場工事第一工区　　　恵庭市 鼻和組ＪＶ 太陽工業 メタロセン 1.5mm 44,000㎡

保護/遮光マット 10mm 70,000㎡

導電マット 10mm 4,500㎡

一般廃棄物最終処分場工事第二工区　　　恵庭市 玉川組ＪＶ 太陽工業 導電マット 10mm 4,500㎡

柏原一般廃棄物埋立処分場整備その２　　苫小牧市 北海・勝幸辰・苫重ＪＶ ブリジストン HDPE 1.5mm 17,000㎡

保護/遮光マット 10mm 25,500㎡

遠藤原最終処分場第一期埋立終了雨水対策　　　平塚市 五洋建設 旭化成ジオテック ADKシート 1.0mm 9,400㎡

保護マット 4.0mm 9,400㎡

清掃リサイクルセンター２１　　伊勢崎市 萩原土建 ケー・エフ・シー ウレタン吹付 2,987㎡

●産業廃棄物最終処分場

産業廃棄物管理型処分場施設整備事業　　豊富町 東亜道路工業 太洋興業 塩ビシート 1.5mm 20,055㎡

保護マット 10mm 19,552㎡

赤平廃棄物最終処分場造成工事（第一期工事）　　　角山開発 大林組 ダイニック メタロセン 1.5mm 41,672㎡

保護/遮光マット 10mm 60,857㎡

富岡処分場　遮光シート改修　　富良野市 日建工学 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 848㎡
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事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

北海道横断自動車道　占冠ﾄﾝﾈﾙ東工事　　NEXCO東日本 前田建設・日特ＪＶ ダイニック LDPE 1.5mm 7,269㎡

保護/遮光マット 10mm 14,538㎡

網走川環境整備　排泥池造成工事　　　網走開建 聖太建設 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 9,800㎡

大塚山第３処分場造成工事　　富津市 東急建設 東洋ゴム工業 FPA 1.5mm 21,800㎡

保護マット 10mm 32,700㎡

●その他

日甜ラグーン余水池防水シート更新　　日甜芽室工場 北土開発 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 4,650㎡

宗谷漁協整備工事残土受入れ施設　　 石塚建設興業 ケー・エフ・シー HDPE 1.5mm 1,000㎡

北海道ＰＣＢ廃棄物処理施設屋外施設工事 北興・草塩・勝田ＪＶ ダイニック 塩ビシート 1.5mm 120㎡

宗谷丘陵尿溜遮水シート工事 佐藤・矢木建設 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 1,657㎡

保護マット 10mm 1,657㎡

日本ホワイトファームCS-12沈殿池　遮水シート工事　　厚真町　　 森本組 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 150㎡

石狩川愛別地区　旧施設撤去外工事　　旭川開建 りんかい日産建設 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 200㎡

小清水小学校せせらぎ公園シート工事 北興 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 60㎡

保護マット 10mm 60㎡

アール・アンド・イー施設内機械設置箇所シート工事 アール・アンド・イー ケー・エフ・シー HDPE 1.5mm 600㎡
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平成20年度
事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●一般廃棄物最終処分場

柏原一般廃棄物埋立処分場整備その２　　苫小牧市 北海・勝幸辰・苫重ＪＶ ブリジストン HDPE 1.5mm 17,000㎡

保護/遮光マット 10mm 25,900㎡

一般廃棄物処理場遮水シート設置工事　　上湧別町 村上組 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 2,110㎡

遮光マット 10mm 2,110㎡

廃棄物最終処分場第２期拡張整備工事（その２）　　小樽市 阿部建設 ボルクレイ ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ 6.4mm 16,000㎡

清掃センター遮水シート修繕　　斜里町 相生緑園 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 924㎡

南濃衛生組合　　関が原町 （クローズ） 水道機工 ケー・エフ・シー ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ 4.0mm 1,998㎡

LLDPE 1.5mm 1,850㎡

新清掃工場建設工事　　延岡市 大瀬建設産業 旭化成ジオテック ADKシート 1.0mm 18,000㎡

●産業廃棄物最終処分場

大塚山第３処分場造成工事　　富津市 東急建設 東洋ゴム工業 FPA 1.5mm 12,000㎡

第２管理型廃棄物最終処分場工事　　日本甜菜製糖　美幌工場 美幌運送・北土開発JV ダイニック 塩ビシート 1.5mm 44,622㎡

保護/遮光マット 10mm 63,061㎡

青野木産業廃棄物処理施設増設工事　　宮城県 ハザマJV 東洋ゴム工業 FPA 2.0mm 25,000㎡

塩ビシート 1.5mm 25,000㎡

保護/遮光マット 10mm 75,000㎡

雨竜産業廃棄物最終処分場建設工事　　空知興産 佐藤工業 太洋興業 メタロセン 1.5mm 5,000㎡

太洋興業 塩ビシート 1.5mm 5,000㎡

保護/遮光マット 10mm 15,000㎡
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事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

北海道横断自動車道　占冠ﾄﾝﾈﾙ東工事　　NEXCO東日本 前田建設・日特ＪＶ ダイニック LDPE 1.5mm 6,376㎡

保護/遮光マット 10mm 12,752㎡

網走川環境整備　排泥地造成外工事　　　網走開建 吉井建設 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 9,600㎡

道々紋別丸瀬布線道路改良金八トンネル工事　　網走土現 大林組JV シーアイ化成 LDPE 1.5mm 8,518㎡

保護/遮光マット 10mm 17,815㎡

●その他

トヨタ自動車テストコース建設工事　　タイ・バンコク タイ・大林組 キャドテック HDPE 1.0mm 65,000㎡

アートレイクゴルフ倶楽部　　大阪 大林組 ケー・エフ・シー ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ 4.0mm 2,400㎡

アートレイクゴルフ倶楽部 ８番調整池　　大阪 大林組 ケー・エフ・シー HDPE 1.5mm 963㎡

保護マット 10mm 1,070㎡

円山動物園自然体験ゾーン造成工事　　札幌市 有末造園 ボルクレイ ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ 6.4mm 339㎡

             44 平成 20年度



平成21年度
事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●一般廃棄物最終処分場

最終処分場造成工事　　北部桧山衛生センター組合　　 伊藤組土建 東洋ゴム工業 FPA 1.5mm 30,317㎡

保護/遮光マット 10mm 48,750㎡

旧中の沢ごみ埋立処分場　汚水処理施設第１沈殿池改修　　函館市 キムラ住設 東洋ゴム工業 FPA 1.5mm 650㎡

保護/遮光マット 10/4mm 1,300㎡

●産業廃棄物最終処分場

第Ⅴ期最終処分場造成工事　　砂川環境サービス 三鉱建設・桜井JV 弘進ゴム TPO 1.5mm 34,645㎡

弘進ゴム 塩ビシート 1.5mm 30,875㎡

保護/遮光マット 10mm 102,594㎡

青野木産業廃棄物処理施設増設工事　　宮城県　仙台環境開発 ハザマJV 東洋ゴム工業 FPA 2.0mm 25,000㎡

東洋ゴム工業 塩ビシート 1.5mm 25,000㎡

保護/遮光マット 10mm 70,000㎡

雨竜産業廃棄物最終処分場建設工事　　空知興産 佐藤工業 太洋興業 メタロセン 1.5mm 17,000㎡

太洋興業 塩ビシート 1.5mm 17,000㎡

保護/遮光マット 10mm 41,000㎡

第３期産業廃棄物（管理型）最終処分場施設建設工事　　江別協和環境サービス タイヨウ ダイニック 塩ビシート 1.5mm 43,082㎡

保護/遮光マット 10mm 65,971㎡

第３処分場造成工事　　　北土開発 北土開発 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 38,000㎡

保護/遮光マット 10mm 57,100㎡
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事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

美沢地区汚泥堆積場造成工事　　苫小牧市 門脇建設 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 7,030㎡

保護マット 10mm 3,810㎡

赤平最終処分場キャッピンｸﾞ工事　　角山開発 角山開発 旭化成ジオテック ADKシート 1.0mm 1,709㎡

管理型処分場　遮水シート改修工事　　八戸　環境技術 東日本テクノ ダイニック 塩ビシート 1.5mm 760㎡

遮光マット 10mm 884㎡

●その他

鶴居村　伊藤牧場ラグーン　 小野寺組 東ソー・ニッケミ ＥＶＡ 0.8mm 1,600㎡

えりも（２０）雨水排水整備工事　　道防衛局調達部 緑豊建設 東洋ゴム工業 ゴムシート 1.0mm 470㎡

幌北小学校　観賞池シート工事　　札幌市 市川造園 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 60㎡

日甜芽室放流水冷却池新設工事　　日本甜菜製糖　芽室工場 北土開発 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 1,708㎡

名寄（２０）訓練場整備土木工事　　道防衛局 正木土建 ブリジストン TPO 1.5mm 655㎡

バンパーボートシート補修工事　　湧別町 西村組 ダイニック TPO 1.5mm 906㎡

保護マット 10mm 104㎡

ラグーンシート工事　　ホクレン清水 北土開発 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 600㎡

基幹河川改修工事20－1工事（吉野瀬川）　　福井県　 佐藤工業 ダイニック メタロセン 1.5mm 343㎡

旭化成ジオテック ADKシート 1.0mm 404㎡

保護マット 4.0mm 343㎡

中標津　鷲見牧場ラグーン遮水工事 鷲見牧場 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 647㎡

             46 平成 21年度



平成22年度
事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●一般廃棄物最終処分場

山本東地区（Ｄブロック）貯留施設造成工事（第2工区）　　札幌市 北土建設 東洋ゴム工業 FPA 1.5mm 38,829㎡

ダイニック 塩ビシート 1.5mm 1,471㎡

保護/遮光マット 10mm 59,712㎡

第Ⅲ期埋立処分場造成工事　　美幌町 聖太・道和・宮田ＪＶ シーアイ化成 メタロセン 1.5mm 19,145㎡

ケー・エフ・シー ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ 4.0mm 19,247㎡

保護/遮光マット 10mm 57,435㎡

廃棄物最終処分場キャッピング　　稚内市 環境衛生工業 旭化成ジオテック ADKシート 1.0mm 7,000㎡

新赤塚埋立処分場整備工事　　新潟市 大成建設ＪＶ ケー・エフ・シー HDPE 1.5mm 76,759㎡

保護/遮光マット 10/4mm 140,509㎡

●産業廃棄物最終処分場

赤平廃棄物最終処分場キャッピング 角山開発 旭化成ジオテック ADKシート 1.0mm 1,700㎡

芽登産業廃棄物最終処分場　　小川建設 小川建設 シーアイ化成 HDPE 1.5mm 29,768㎡

保護/遮光マット 10mm 44,652㎡

赤平廃棄物最終処分場造成工事（第二期工事）　　　角山開発 大林組 ダイニック メタロセン 1.5mm 12,633㎡

保護/遮光マット 10mm 19,393㎡

とよころドーム処分場建設工事　　北海道エコシス 熊谷組 東洋ゴム工業 FPA 1.5mm 14,632㎡

保護/遮光マット 10mm 21,948㎡

最終処分場造成工事　　北海道糖業　北見製糖所　　 北土開発 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 2,000㎡

保護マット 10mm 2,000㎡

管理型最終処分場造成工事その3　　登別 　R&E 東海建設 ケー・エフ・シー HDPE 1.5mm 60,000㎡

保護/遮光マット 10mm 86,000㎡
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事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

エコサイクル高知最終処分場（1号）　　 生田・上岡・隅田ＪＶ ケー・エフ・シー FPA 1.5mm 15,077㎡

保護/遮光マット 10/4mm 15,077㎡

エコサイクル高知最終処分場（2号）　　 生田・上岡・隅田ＪＶ ケー・エフ・シー FPA 1.5mm 16,207㎡

保護/遮光マット 10/4mm 16,207㎡

●その他

基幹河川改修工事20－1工事（吉野瀬川）　　福井県　 佐藤工業 ダイニック メタロセン 1.5mm 516㎡

保護マット 4.0mm 1,747㎡

旭化成ジオテック ADKシート 1.0mm 1,231㎡

ホクレン中斜里デカンタ沈殿池 北土開発 東洋ゴム工業 FPA 1.5mm 1,423㎡

藻岩小学校　観賞池シート工事　　札幌市 市川造園 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 60㎡

稚内牧場尿溜シート工事　　宗谷畜産 矢木建設 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 550㎡

樽前カントリークラブ修景池シート工事 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 1,500㎡

滝川市民ゴルフ場修景池シート工事 田中 塩ビシート 1.0mm 600㎡

日甜芽室放流水冷却池新設工事　　日本甜菜製糖　芽室工場 北土開発 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 360㎡

函館自衛隊訓練場整備土木その他工事 正木土建 東洋ゴム工業 FPA 1.5mm 180㎡

小清水町営牧場湧水施設改修工事 今井重機 東洋ゴム工業 FPA 1.5mm 600㎡

ホクレン清水製糖工場　原水槽遮水シート工事　　 田村建設 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 280㎡

日本ホワイトファームＣＳ-13 遮水シート工事 森本組 ダイニック 塩ビシート 1.0mm 400㎡

小清水地区貯留槽新設工事 野田組 東洋ゴム工業 FPA 1.5mm 6,434㎡

保護/遮光マット 10mm 6,434㎡

旭山動物園タンチョウ舎新築ほか工事 廣野組・モリタＪＶ ホージュン ベントナイト 3.5mm 25㎡

汚濁防止措置遮水シート工事 北土開発 ダイニック 塩ビシート 1.5mm 500㎡
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事業名・事業主体 業者名 メーカー名 シート種類 厚さ 数量

●検知システム

美唄産業廃棄物第4号管理型最終処分場造成工事　　環境エンジニアリング 中山組 坂田電気 検知システム ELLｼｽﾃﾑ 1,500㎡

とよころドーム処分場建設工事　　北海道エコシス 熊谷組 坂田電気 検知システム ELLｼｽﾃﾑ 4,800㎡
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