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No. 業務名
業務概要

（数量等）
契約金額
（税込）

契約締結日 契約相手方（所在地、名称） 所属名

1
草津市ファミリー・サポート･セ
ンター運営業務

ファミリー・サポート・セン
ターの運営

3,828,000 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市東草津一丁目1-15
特定非営利活動法人ＮＰＯ子ど
もネットワークセンター天気村

子育て相談セン
ター

2 浄水場計装設備保守点検業務
北山田・ロクハ浄水場の計装設
備の年間保守と年１回の精密点
検整備

9,350,000 4/1 4/1 ～ 3/31
京都府宇治市莵道田中３４番地
の５
株式会社洛南エンジニアリング

北山田浄水場
ロクハ浄水場

3 定期水道水質検査業務
水道水質検査計画に基づき定期
的に北山田・ロクハ浄水場の原
水および浄水の検査を行う

4,565,000 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市笠山七丁目4番52号
クリタ分析センター株式会社滋
賀事業所

北山田浄水場
ロクハ浄水場

4
ロクハ浄水場新館粒状活性炭再
生業務

異臭味除去に使用する粒状活性
炭の再生賦活
　活性炭量190.24㎥

17,997,353 10/31 10/31 ～ 3/19

大阪市中央区本町二丁目6番10号
本町センタービル9階
フタムラ化学株式会社　大阪支
店

ロクハ浄水場

5
ロクハ浄水場旧館粒状活性炭再
生業務

異臭味除去に使用する粒状活性
炭の再生賦活
　活性炭量76.16㎥

6,261,541 10/31 10/31 ～ 3/19

大阪市中央区本町二丁目6番10号
本町センタービル9階
フタムラ化学株式会社　大阪支
店

ロクハ浄水場

6
史跡草津宿本陣 日常清掃管理業
務委託

①公開範囲の日常的な清掃管理
②高所等塵芥清掃　年１回
③本陣西地区環境整備　年２回

5,176,380 6/19
R2
7/1

～
R5

3/31

彦根市犬方町７９０番地
株式会社ナショナルメンテナン
ス

草津宿街道交流
館

7
草津宿街道交流館清掃管理業務
委託

①日常清掃管理業務
②定期清掃管理業務　年４回
③空調設備等清掃業務　年４回

3,306,600 4/1
R2
4/1

～
R5

3/31
草津市南笠東２丁目５番１４号
日本メンテナンス株式会社

草津宿街道交流
館

8
草津市環境基本計画および草津
市地球温暖化対策実行計画策定
支援業務

両計画を策定する上で必要とな
る、アンケート調査、基礎調
査、素案作成、審議会および協
議会等の運営支援を行っていた
だくもの。

5,500,000 4/1 4/1 ～ 3/15

滋賀県守山市三宅町５０番地２
２号
株式会社総合環境計画滋賀事務
所

環境政策課

１件２５０万円を超える業務委託契約案件
（委託料、複数者で見積徴取）

（単位：円）

契約期間
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9 小中学校ＥＶ保守点検業務
市内小中学校に設置しているエ
レベーターの定期点検および日
常の維持管理

3,326,400 4/1 4/1 ～ 3/31
京都市下京区四条通高倉西入立
売西町８２番地　京都恒和ビル
フジテック株式会社

教育総務課

10
放置自転車等啓発・撤去及び保
管・返還業務

自転車等放置禁止区域に放置さ
れた自転車等の撤去及び保管・
返還業務

9,438,000 4/1 4/1 ～ 3/31
滋賀県草津市若竹町9-24
大五産業株式会社

交通政策課

11
南草津駅周辺交通対策社会実験
業務

JR南草津駅前東口ロータリーの
混雑緩和等の対策や改善案を検
討するための社会実験業務

48,070,000 4/9
R2
4/9

～
R4

3/15

滋賀県大津市におの浜二丁目１
番４８号（におの浜森田ビル
３）
国際航業株式会社滋賀営業所

交通政策課

12 小型家電再資源化業務

草津市が、市内より収集された
破砕ごみ類・粗大ごみの中か
ら、使用済小型電子機器等の再
資源化の促進に関する法律に基
づきピックアップ回収した使用
済小型電子機器等を、受注者に
引渡し、受注者はこれを引受
け、再資源化を行う。

5,833,850 4/1 4/1 ～ 3/31
滋賀県甲賀市水口町松尾502番地
の18
株式会社水口テクノス

資源循環推進課

13
草津市指定ごみ袋等保管受注配
送業務および廃棄物処理手数料
等出納管理業務

市指定ごみ袋を安定的に流通さ
せるため、ごみ袋の一括保管、
入出庫管理、取扱店からの受
注・配送、指定ごみ袋引換券の
回収管理、廃棄物処理手数料等
の出納管理など、ごみ袋の保
管、配付にかかる業務。

56,232,000 7/1
R2
7/1

～
R5

6/30

大阪府大阪市淀川区宮原四丁目1
番14号
株式会社G-Place大阪支店

資源循環推進課

14 草津市処分場適正閉鎖業務

平成２９年度に実施した「草津
市処分場現況調査業務」および
平成３１年度に実施した「草津
市処分場適正閉鎖に向けた調査
検討業務」報告書を踏まえ、適
正閉鎖に向けた覆土後の環境調
査及び草津市処分場閉鎖報告書
作成を行い滞りなく適正閉鎖を
行うものである。

3,817,000 5/25 5/25 ～ 12/25

大阪市淀川区西中島七丁目１－
５
中外テクノス株式会社　関西支
社

資源循環推進課
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15
草津市飲食応援チケット事業に
関する業務

市内の飲食店におけるプレミア
ム付食事チケットの印刷・業者
向け説明会、コールセンター業
務、webページの作成管理等

7,865,000 6/26 6/26 ～ 10/31
草津市大路一丁目10番1号　株式
会社日本旅行　草津支店

商工観光労政課

16 烏丸中継ポンプ場維持管理業務
烏丸中継ポンプ場の運転操作、
保守点検、清掃作業、緊急時修
繕作業、汚泥処分

5,016,000 4/1 4/1 ～ 3/31
滋賀県草津市若竹町9－24
大五産業株式会社

上下水道施設課

17
草津駅東口他閉鎖型喫煙所機械
警備業務

警備対象物（３箇所）の施錠管
理、施錠時間中の火災、盗難、
設備異常故障、不法行為の防止
および拡大防止等

76,890円/月
×50ヵ月
=3,844,500円

12/16
R3
2/1

～
R7

3/31

滋賀県大津市本宮２丁目３７番
４号
綜合警備保障株式会社滋賀支社

生活安心課

18 草津市短期集中予防サービス
通所型サービス（通所・訪問一
体型サービス）　通所：週１回
３月、訪問：月１回３月

5,698,900 5/27 5/27 ～ 3/31
草津市矢橋町１６６０
社会医療法人　誠光会

長寿いきがい課

19
南草津エリアまちづくり推進ビ
ジョン策定等業務

南草津エリアまちづくり推進ビ
ジョン策定業務

7,370,000 6/23 6/23 ～ 9/30
京都府京都市中京区寺町通丸太
町下る下御霊前町633番地
昭和株式会社　京都営業所

都市計画課

20 草津市地域再生推進補助業務
草津市版地域再生計画の推進補
助業務

3,025,000 4/1 4/1 ～ 3/15
草津市下笠町1007番地
合同会社喜代七

都市計画課

21
第4期草津市地域福祉計画策定業
務

基礎調査の実施、集計・分析
計画策定

4,290,000 4/27 4/27 ～ 3/31
大阪市中央区谷町三丁目1番9号
株式会社ぎょうせい関西支社

健康福祉政策課

22 草津市学びの教室業務
小学４年生から中学３年生まで
の学習指導

8,226,680 4/6 4/6 ～ 3/31

東京都千代田区富士見二丁目11
番11号
株式会社エデュケーショナル
ネットワーク

児童生徒支援課
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23
北山田浄水場自家発電設備定期
点検業務

非常用自家発電設備の定期点検
（C点検）

3,806,000 7/15 7/15 ～ 2/5
大阪市北区小松原町2番4号
メタウォーター株式会社

北山田浄水場

24 浄水場施設等運転管理委託業務
北山田浄水場およびロクハ浄水
場の運転管理

128,919,450 6/15 6/15 ～
R4

3/31
近江八幡市北之庄町９０８番地
株式会社　日吉

北山田浄水場

25
史跡草津宿本陣既整備建物の耐
震調査委託業務

史跡草津宿本陣既整備建物の耐
震調査委託業務

5,148,000 8/20 8/20 ～ 3/26
大津市玉野浦６－３８
株式会社岩佐建築設計事務所

歴史文化財課

26
史跡芦浦観音寺跡整備基本設計
業務

史跡芦浦観音寺跡整備基本設計
業務

9,207,000 6/15 6/15 ～ 3/26
京都市上京区多門町４４０－６
環境事業計画研究所

歴史文化財課


