
公取調査対象案件一覧表
（千円）

番号 受注者 発注者名 物件名
入札

年月日
入札価格
(税抜）

予定価格
（税抜）

落札率 入札参加業者

1 94.85%

2 浅野工事 観音寺市
伊吹汚泥再生処理センター
建設工事

14.5.30 379,000 397,974 95.23%

浅野工事、アタカ工業、荏原製作所、栗田
工業、住友重機、タクマ、東レエンジニアリ
ング、日本鋼管、三菱化工、三菱重工
三井造船

3 アタカ工業
北名古屋衛生組合汚水再生
処理センター（旧 西春日井
郡東部衛生組合）

西春日井郡東部衛生組合衛
生施設建設工事

14.6.20 4,070,000 4,080,000 99.75%
三菱重工、アタカ工業、住友重機、クボタ、
栗田工業、日本鋼管、三井鉱山、荏原製
作所

4 荏原製作所 北松北部環境組合
汚泥再生処理センター建設
工事

14.7.1 4,250,000 4,385,000 96.92%
 アタカ工業、荏原製作所、栗田工業、住友
重機、三菱重工

5 住友重機 湖北環境衛生組合
湖北環境衛生組合汚泥再生
処理センター建設工事

14.7.10 3,850,000 4,004,760 96.14%
栗田工業、荏原製作所、日本鋼管、三菱
重工、住友重機、１社につき社名非開示

6 荏原製作所 佐世保市
佐世保市新轟クリーンセン
ター（仮称）建設工事

14.8.20 4,265,000 4,489,440 95.00%
荏原製作所、タクマ、日本鋼管、クボタ、栗
田工業、住友重機、アタカ工業

7 栗田工業 上天草衛生施設組合
汚泥再生処理センター増設工
事

15.2.12 2,282,400 2,454,285 93.00%
アタカ工業、荏原製作所、クボタ、栗田工
業、住友重機、三井鉱山、三菱重工業

8 住友重機 浅麓環境施設組合
浅麓汚泥再生処理センター
建設工事

14.10.16 6,100,000 6,190,650 98.54%
住友重機、アタカ工業、三井鉱山、三菱化
工機、西原環境、荏原製作所、クボタ、
栗田工業

9 西原環境 安達地方広域行政組合
安達地方広域行政組合（仮
称）汚泥再生処理センター
建設工事

14.12.20 4,115,500 4,899,000 84.01%
クボタ、タクマ、三井造船、日本鋼管、アタ
カ工業、三井鉱山、栗田工業、西原環境、
荏原製作所、住友重機、浅野工事

10 三菱化工機 有田衛生施設事務組合
汚泥再生処理センター建設
工事その１本 体工事

15.2.24 1,810,000 1,954,700 92.60%
アタカ工業、三菱重工、住友重機、日立造
船、栗田工業、荏原製作所、日本鋼管、
三菱化工機

11 栗田工業
熊谷市
（←荒川南部環境衛生一部
事務組合）

荒川南部環境センター（汚泥
再生処理センター）建設工事

15.5.8 2,150,000 2,150,000 100.00%
アタカ工業、浅野工事、荏原製作所、栗田
工業、クボタ、住友重機、三菱重工

12 荏原製作所 千曲衛生施設組合
千曲衛生施設組合汚泥再生
施設建設工事

15.5.7 1,490,000 1,606,925 92.72%
アタカ工業、荏原製作所、クボタ、栗田工
業、住友重機、タクマ、日立造船、ＪＦＥエン
ジニアリング、三菱重工業
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13 三井鉱山 羽生市
羽生市汚泥再生処理センター
建設工事

15.7.10 1,800,000 1,838,000 97.93%
アタカ工業、クボタ、荏原製作所、三井鉱
山、東レエンジニアリング、三菱重工業
栗田工業、日立造船

14 三井鉱山
玖珠・九重行政事務組合
（←日田玖珠広域市町村圏
組合）

玖珠環境衛生センター建設
工事

15.7.14 1,451,000 2,164,667 67.03%

浅野工事、アタカ工業、荏原製作所、クボ
タ、ＪＦＥエンジニアリング、住友重機、東レ
エンジニアリング、三井鉱山、三井造船、
三菱重工

15 ＪＦＥエンジ 西海市（←崎戸町）
平島汚泥再生処理センタ
施設整備工事

15.7.28 480,000 504,730 95.10%
三機工業、ＪＦＥエンジニアリング、三菱重
工業、西原環境、日立プラント
（他に３社が辞退）

16 浅野工事 菊池広域連合
菊池広域連合汚泥再生処理
センター（仮称）建設工事

15.9.24 3,248,000 3,492,840 92.99%
栗田工業、日立造船、住友重機、アタカ工
業、浅野工事、タクマ

17 ＪＦＥエンジ 龍ヶ崎地方衛生組合
（仮称）汚泥再生処理センター
建設工事

15.10.17 1,960,000 2,088,000 93.87%
栗田工業、ＪＦＥエンジニアリング、アタカ工
業、クボタ、住友重機

18 荏原製作所 五条広域事務組合
汚泥再生処理センター（仮称）
工事

15.10.28 3,940,000 4,041,324 97.49%
アタカ工業、三菱重工、クボタ、栗田工業、
住友重機、タクマ、ＪＦＥエンジニアリング

19 クボタ 洲本市 92.19%

20 三井鉱山
福岡県央環境施設組合
（←稲築町ほか３町衛生施
設組合）

汚泥再生処理センター建設
工事

16.1.5 2,727,300 3,200,000 85.23%
アタカ工業、荏原製作所、クボタ、栗田工
業、住友重機、タクマ、三井鉱山、ＪＦＥエン
ジニアリング

21 クボタ 鹿嶋市
（仮称）鹿嶋市汚泥再生処理
センター建設工事

16.1.9 1,687,000 1,836,000 91.88%
アタカ工業、荏原製作所、クボタ、栗田工
業、ＪＦＥエンジニアリング、住友重機、日立
造船

22 住友重機
奥伊勢広域行政組合
（←大台町外四ヶ町村衛生
施設利用組合）

し尿・浄化槽汚泥高度処理
施設建設工事

16.6.8 1,970,000 2,117,880 93.02%
アタカ工業、クボタ、栗田工業、ＪＦＥエンジ
ニアリング、住友重機、日立造船

23 三井造船 南部町 水道環境課
汚泥再生処理センター建設
工事

16.6.10 588,000 989,037 59.45%
クボタ、住友重機、日立造船、三井造船、
三菱化工、栗田工業、アタカ工業、荏原製
作所

24 92.39%

25 住友重機 下北地域広域行政事務組合
汚泥再生処理センター建設
工事

16.6.24 4,770,000 5,361,905 88.96%
アタカ工業、栗田工業、ＪＦＥエンジニアリン
グ、住友重機、日立造船
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26 日立造船
寄居町
（←寄居地区衛生組合）

寄居町地区汚泥再生処理
センター（仮称）建設工事

16.6.30 1,279,000 2,685,675 47.62%
アタカ工業、栗田工業、住友重機、西原環
境、日立造船、三井造船

27 三機工業 南豆衛生プラント組合
南豆衛生プラント組合汚泥再
生処理センター施設建設工事

16.7.15 1,310,400 1,872,000 70.00%
アタカ工業、荏原製作所、クボタ、栗田工
業、三機工業、住友重機、タクマ、日立造
船、三井造船、ＪFEエンジニアリング

28 三機工業 甲賀郡行政事務組合
甲賀郡衛生センターし尿処理
施設資源化設備建設工事

16.6.17 2,460,000 2,760,000 89.13%
荏原製作所、三機工業、栗田工業、クボ
タ、三井造船、タクマ、日立造船、住友重
機、アタカ工業

29 栗田工業 御坊周辺広域市町村圏組合
御坊クリーンセンター汚泥
再生処理センター整備工事

16.6.25 1,710,000 1,805,000 94.74% 栗田工業、クボタ、荏原製作所

30 三菱重工業 唐津市 （←呼子町）
東松浦地区汚泥再生処理
センター建設工事

16.8.3 3,030,000 3,223,445 94.00%
アタカ工業、住友重機、三菱重工業、クボ
タ、荏原製作所、栗田工業

31 三井造船 対馬市
北部汚泥再生処理センター
整備工事

16.8.10 1,920,000 2,178,677 88.13%

タクマ、ＪＦＥエンジニアリング、日立造船、
三菱重工業、荏原製作所、新日本製鐵、
神鋼環境ソリューション、クボタ、住友重
機、石川島播磨重工、三井造船

32 クボタ 尾鷲市
し尿・浄化槽汚泥高度処理
施設整備事業尾鷲市クリーン
センター建設工事

16.8.12 2,155,000 2,223,490 96.92%
クボタ、栗田工業、アタカ工業、荏原製作
所、住友重機

33 西原環境 橿原市
（仮称）橿原市し尿・浄化槽汚
泥高度処理施設建設工事

16.8.24 3,262,000 3,602,293 90.55%
西原環境、栗田工業、ＪＦＥエンジニアリン
グ、アタカ工業、住友重機

34 アタカ工業 大津市（←志賀町） 志賀町衛生センター建設工事 16.8.30 1,711,000 1,767,000 96.83%
アタカ工業、栗田工業、住友重機
日立造船

35 住友重機
八代市（第１回＝議会不承
認）

浄化槽汚泥等処理施設プラン
ト工事

16.9.6 811,000 854,025 94.96%
アタカ工業、荏原製作所、クボタ、栗田工
業、ＪＦＥエンジニアリング、住友重機、タク
マ、西原環境、日立造船、三井造船

36 アタカ工業 中津市
清二工 第1号 し尿・浄化槽汚
泥高度処理施設建設工事

16.9.15 3,830,000 4,050,000 94.57%
アタカ工業、栗田工業、ＪＦＥエンジニアリン
グ、住友重機、タクマ、日立造船、
三井造船

以下、３２～３８（３５除く）および４２から４９の計１４件は、課徴金納付命令の対象
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37 クボタ 総社広域環境施設組合
総社広域環境施設組合（仮
称）し尿処理施設建設工事

16.9.22 2,257,000 2,380,000 94.83%
荏原製作所、栗田工業、クボタ、住友重
機、ＪＦＥエンジニアリング、アタカ工業

38
ＪＦＥエンジニ
アリング

霧島市
（←国分地区衛生管理組合）

国分地区住吉クリーンセン
ターし尿・浄化槽汚泥高度処
理施設建設工事

16.9.30 3,620,000 3,825,333 94.63%
アタカ工業、荏原製作所、クボタ、ＪＦＥエン
ジニアリング、住友重機

39 住友重機
八代市（第２回＝議会不承
認）

浄化槽汚泥等処理施設プラン
ト工事

16.12.3 781,000 840,020 92.97%

アタカ工業、荏原製作所、クボタ、栗田工
業、三機工業、ＪＦＥエンジニアリング、住友
重機、タクマ、西原環境、日立造船、
三井造船

40 タクマ 富津市
富津市クリーンセンター建設
工事

16.12.7 1,750,000 1,931,130 90.62%

アタカ工業、荏原製作所、クボタ、栗田工
業、ＪＦＥエンジニアリング、住友重機、タク
マ、西原環境、日立造船、三井造船、三菱
化工機

41
古河機械金
属

八代市（第３回）
浄化槽汚泥等処理施設プラン
ト工事

17.1.25 428,000 837,422 51.11%
ドリコ、日立プラント、扶桑建設、古河機械
金属、ミゾタ

42 荏原製作所 阪南市 （仮）環境センター建設工事 17.2.7 2,040,000 2,151,465 94.82%
荏原製作所、クボタ、栗田工業、日立造
船、タクマプラント事業、アタカ工業、西原
環境、ＪＦＥエンジニアリング

43 栗田工業 鳥羽志勢広域連合
鳥羽志勢広域連合し尿処理
施設建設工事

17.2.10 5,220,000 5,470,000 95.43%
クボタ、住友重機、荏原製作所、日立造
船、栗田工業

44 ＪＦＥエンジ 西豆衛生プラント組合
し尿・浄化槽汚泥高度処理
施設建設工事

17.2.28 1,500,000 1,612,480 93.02%
アタカ工業、荏原製作所、クボタ、栗田工
業、ＪＦＥエンジニアリング、住友重機、
タクマ、三井造船

45 荏原製作所 朝倉市（←甘木市）
汚泥再生処理センター建設
工事

17.3.9 2,440,000 2,483,901 98.23%
住友重機、三菱重工、日立造船、栗田工
業、アタカ工業、荏原製作所、三井造船
クボタ、タクマ

46 住友重機 阿蘇広域行政事務組合
汚泥再生処理センター建設
工事

17.3.17 2,510,000 2,600,000 96.54%
住友重機、栗田工業、日立造船、アタカ工
業、クボタ、ＪＦＥエンジニアリング、
三井造船

以下８件は刑事処分の対象
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47 アタカ工業 人吉球磨広域行政組合
人吉球磨広域行政組合汚泥
再生処理センター建設工事

17.3.18 3,190,000 3,331,694 95.75%
荏原製作所、クボタ、住友重機、栗田工
業、アタカ工業、西原環境、ＪＦＥエンジニア
リング、日立造船、タクマ

48 クボタ 南高北部環境衛生組合
南高北部環境衛生組合汚泥
再生処理センター整備事業
工事

17.7.22 3,380,000 3,528,813 95.78%
アタカ工業、荏原製作所、クボタ、
栗田工業

49 クボタＪＶ 下関市
下関市浄化槽汚泥等処理
施設建設工事

17.7.29 2,680,000 2,936,583 91.26%
クボタＪＶ、西原環境ＪＶ、タクマＪＶ、
栗田工業ＪＶ
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