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（単位：円）

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）

随意契約とした理由 所属名

1
市政広報ラジオ番組制作放
送業務

デイリーピックアップくさ
つ
くさつＮＯＷ

10,445,760 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市草津二丁目１０－２１
株式会社えふえむ草津

草津市域を放送エリアとする唯一のラジオ局で
あるため、地方自治法施行令第１６７条の２第
１項第２号により随意契約を締結

広報課

2
市政広報番組「草津スケッチ」政
策・放映業務

年１２本（再放送含め２４
回放送）

3,032,640 4/1 4/1 ～ 3/31
大津市鶴の里１６番１号
びわ湖放送株式会社

滋賀県全域で見てもらえる地上デジタル放送局
は、県内ではＢＢＣしかないため、地方自治法
施行令第１６７条の２第１項第２号により随意
契約を締結

広報課

3
おうみ自治体クラウド・新元号に
伴うミドルウェア等対応業務

基幹系システムで利用する
帳票関連ミドルウェアおよ
びデータベースミドルウェ
ア等への新元号対応業務

2,808,000 12/28 12/28 ～ 3/29
草津市渋川一丁目２番１５号
トーテックアメニティ株式会社京滋
事業所

当該システムは当該業者が納入したものであ
り、システム改修ができる唯一の業者であるた
め、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
２号により随意契約を締結

情報政策課

4
公共施設廃棄物（ビン類除く）収
集運搬業務

７６施設
５種類廃棄物収集

25,022,240 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市若竹町９－２４
大五産業株式会社

下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合
理化に関する特別措置法の主旨に基づく代替業
務であることから、地方自治法施行令第１６７
条の２第１項第２号により随意契約を締結

総務課
教育総務課
幼児施設課
学校教育課
生活安心課
ロクハ浄水場
北山田浄水場

5
公共施設廃棄物（ビン類）収集運
搬業務

４６施設
３５２回／年

3,607,200 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市木川町３５２－１
西村マンションⅡ２０１号
有限会社滋賀環境センター

市内の道路状況およびごみ集積所の位置等を熟
知しており、当該業務を年度当初から円滑に遂
行できるだけの能力（施設、人員規模等）を有
しているため、地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号により随意契約を締結

総務課
教育総務課
幼児課
ロクハ浄水場
北山田浄水場

6
草津市庁舎通信システム保守点検
業務

月１回 4,045,852 4/1 4/1 ～ 3/31
大津市浜大津一丁目１番２６号
西日本電信電話株式会社滋賀支店

庁舎通信設備の納入業者であり、ハード、ソフ
ト両面の知識と経験を有しており、故障時に迅
速、かつ、的確な対応が可能であるため、地方
自治法施行令第１６７条の２第１項第２号によ
り随意契約を締結

総務課

7 草津合同ビル維持管理業務
合同ビルの日常の維持管理
を行う。

16,471,960 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市大路二丁目１１－５１
草津商工会議所

草津商工会議所は市と草津合同ビルを区分所有
しており、かつサンサンホールの指定管理者で
ある。建物内には商工会議所と市で共用してい
る設備（全館空調、エレベータ等）が多くあ
り、一体管理する必要があるため、地方自治法
施行令第１６７条の２第１項第２号により随意
契約を締結

総務課
生涯学習課
人権センター

8
平成３３基準年度草津市固定資産
税台帳整備業務

固定資産評価替え業務
課税台帳整備業務

8,856,000 8/1 8/1 ～ 3/31
大津市梅林一丁目３番１０号
株式会社パスコ滋賀支店

固定資産の価格は、きわめて複雑難解な市場メ
カニズムとなっており、課税の根幹となる当該
業務は適正な時価を算定する能力を備えた業者
の選定が必要となるため、地方自治法施令行第
１６７条の２第１項第２号により随意契約を締
結

税務課

１件２５０万円を超える業務委託契約案件
（委託料、１者随意契約）

契約期間
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9 課税台帳データ照合業務

法務局の土地建物登記簿
データと固定資産税の土地
建物課税台帳データの照合
を行い、不一致データの抽
出、登記異動に対する課税
データの一覧の作成、登記
異動に付随する未登記・未
特定家屋情報の付加

3,607,200 10/5 10/5 ～ 2/28
大津市梅林一丁目３番１０号
株式会社パスコ滋賀支店

本業務における正確性、信頼性を確保し、より
精度の高い評価を行うことができる業者が他に
ないため、地方自治法施行令第１６７条の２第
１項第２号により随意契約を締結

税務課

10 固定資産課税技術支援業務
固定資産税に関する調査及
び技術支援業務

3,240,000 4/2 4/2 ～ 3/31
大津市浜大津一丁目１番３号
一般財団法人日本不動産研究所大津
支所

固定資産評価に関する専門定知識をもち、か
つ、他の自治体での技術支援の実績のある業者
が他にないため、地方自治法施行令第１６７条
の２第１項第２号により随意契約を締結

税務課

11
平成３０年度市・県民税課税支援
（４月～７月）業務

平成３０年度市・県民税課
税作業の支援業務

2,862,000 4/1 4/1 ～ 7/31
京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵町
２６０
京都電子計算株式会社

京都電子計算株式会社と締結した「平成３０年
度市・県民税課税支援（１月～３月分）業務」
と一連の業務となり、他の業者には委託するこ
とができないため、地方自治法施行令第１６７
条の２第１項第２号により随意契約を締結

税務課

12
おうみ自治体クラウド・住民基本
台帳システム改修業務（旧姓併記
２）

G-COAS住民基本台帳システ
ム改修業務
証明書コンビニ交付システ
ム連携改修業務

9,790,000 12/21 12/21 ～ 3/29
草津市渋川一丁目２番１５号
くさつビル３F
トーテックアメニティ株式会社

当該システムは当該業者が納入したものであ
り、システム改修ができる唯一の業者であるた
め、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
２号により随意契約を締結

市民課

13 火葬場整備基礎調査業務
火葬場の現状と課題分析、
将来の火葬需要予測や必要
炉数などの検討

11,880,000 8/1 8/1 ～ 3/28
大津市梅林一丁目４番１号
パシフィックコンサルタンツ株式会
社滋賀事務所

プロポーザルにより選定された相手方と契約す
るため、地方自治法施行令第１６７条の２第１
項第２号により随意契約を締結

生活安心課

14 犬猫等死骸焼却処理等業務

市の公道や河川等で発生す
る飼い主の分からない犬猫
等の死骸、各市施設で発生
した小動物の死骸の焼却処
分

2,800,200 4/1 4/1 ～ 3/31
川辺郡猪名川町清水字前谷５１－２
株式会社猪名川動物霊園

当該業務はクリーンセンターで行っておらず、
当該業務を履行できる業者が現状では他にない
ことから、地方自治法施行令第１６７条の２第
１項第２号により随意契約を締結

環境政策課

15 風力発電施設維持管理業務

風力発電施設「くさつ夢風
車」の航空障害灯の交換、
電力事業法に定める法定点
検、簡易点検等

3,065,472 4/1 4/1 ～ 1/31
東京都港区芝浦４－８－３３
関電工ビル５Ｆ
株式会社エナジーＯ＆Ｍ

風力発電施設の整備点検・修繕等の業務を行う
にあたっては、製造元のファーランダー社の技
術講習を受けた者が従事することが望ましいこ
とから、地方地自法施工令第１６７条の２第１
項第２号により随意契約を締結

環境政策課

16
一般廃棄物収集運搬業務（飲・食
料用ガラスびん類等を除く）

草津市内の一般家庭から出
る廃棄物（飲・食料用ガラ
スびん類を除く）の収集運
搬

337,876,272 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市若竹町９－２４
大五産業株式会社

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第４条
第１号の基準を満たしており、本業務を円滑に遂行
できる能力を持つ業者が当該業者しかいないため、
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により
随意契約を締結

資源循環推進
課

17
飲・食料用ガラスびん類収集運搬
業務

草津市内の一般家庭から出
る廃棄物（飲・食料用ガラ
スびん類）の収集運搬

32,633,280 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市木川町３５２－１
西村マンションⅡ２０１号室
有限会社滋賀環境センター

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第４条
第１号の基準を満たしており、本業務を円滑に遂行
できる能力を持つ業者が当該業者しかいないため、
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により
随意契約を締結

資源循環推進
課
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18
資源ごみ収集用コンテナ容器運搬
業務

資源ごみ収集用コンテナ容
器の運搬業務

18,500,400 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市木川町３５２－１
西村マンションⅡ２０１号室
有限会社滋賀環境センター

飲・食料用ガラスびん類等の収集運搬も行ってお
り、同時にコンテナを回収することで取り残しを防止
できるなど、コンテナの管理を一元的に行うことが出
来るため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
２号により随意契約を締結

資源循環推進
課

19
粗大ごみ収集運搬業務およびリサ
イクル家具展示室管理運営業務

粗大ごみの収集運搬
粗大ごみとして排出された
家具の再利用（譲渡）

21,798,072 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市木川町８６５－１９
草津環境管理サービス企業組合

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第４条
第１号の基準を満たしており、本業務を円滑に遂行
できる能力を持つ業者が当該業者しかいないため、
また、粗大ごみの収集時に再生可能な品物を吟味
し、再生利用の判断をしたうえで積み込み・運搬を
行うことが必要となるため、地方自治法施行令第１６
７条の２第１項第２号により随意契約を締結

資源循環推進
課
くさつエコス
タイルプラザ

20 処分場管理業務
廃棄物等の搬入・搬出の受
付、施設管理、場内整備

2,847,312 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市木川町８６５－１９
草津環境管理サービス企業組合

今年度まで当該業務を円滑に遂行してきた実績
や、その中で処分場の位置づけや性格を理解し
場内管理や整備方法等を熟知していること、ま
た必要な資格である特殊車両の運転技術者を有
していることから、地方自治法施行令第１６７
条の２第１項第２号により随意契約を締結

資源循環推進
課

21
道の駅「草津」駐車場等管理運営
業務

道の駅「草津」の駐車場等
の管理・運営に係る業務

15,164,000 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市西大路町９番６号
公益財団法人草津市コミュニティ事
業団

施設状況を熟知しているだけでなく、情報発信
や地域と連携した活動を行うことが出来る業者
は他にはないため、地方自治法施行令第１６７
条の２第１項第２号により随意契約を締結

農林水産課

22
草津市生活困窮者就労準備支援事
業
草津市被保護者就労準備支援事業

生活困窮者・被保護者への
生 活自立支援訓練、社会自
立支 援訓練等の実施

8,555,100 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市東草津一丁目２－３５
企業組合労協センター事業団草津支
店

当該事業は平成２６年度より事業を実施してお
り、平成３０年度の事業実施にあたり、新たな
委託先を指定して事業を実施することは支援の
継続性の観点から好ましくなく、十分な効果が
得られないと考えられるため、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第２号により随意契約
を締結

生活支援課

23
草津市地域包括支援センター運営
事業

介護保険法第１１５条の４
５第１項第２号から第５号
および法第８条の２第１６
項に定める業務を委託

25,251,000 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市山寺町８３７番地
社会福祉法人聖優会

これまで市直営の地域包括支援センターの職員
として育成してきた人材を有効に活用した事業
運営を行うことができる法人に委託するため、
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
により随意契約を締結

地域保健課

24
草津市地域包括支援センター運営
事業

介護保険法第１１５条の４
５第１項第２号から第５号
および法第８条の２第１６
項に定める業務を委託

28,134,000 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市矢橋町１６６０番地
社会医療法人誠光会

これまで市直営の地域包括支援センターの職員
として育成してきた人材を有効に活用した事業
運営を行うことができる法人に委託するため、
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
により随意契約を締結

地域保健課

25
草津市地域包括支援センター運営
事業

介護保険法第１１５条の４
５第１項第２号から第５号
および法第８条の２第１６
項に定める業務を委託

19,786,000 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市南草津二丁目２番２号
社会福祉法人しあわせ会

これまで市直営の地域包括支援センターの職員
として育成してきた人材を有効に活用した事業
運営を行うことができる法人に委託するため、
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
により随意契約を締結

地域保健課

26
草津市地域包括支援センター運営
事業

介護保険法第１１５条の４
５第１項第２号から第５号
および法第８条の２第１６
項に定める業務を委託

19,921,000 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市笠山一丁目１番４０号
社会福祉法人あさひ保育園

これまで市直営の地域包括支援センターの職員
として育成してきた人材を有効に活用した事業
運営を行うことができる法人に委託するため、
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
により随意契約を締結

地域保健課
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27
草津市地域包括支援センター運営
事業

介護保険法第１１５条の４
５第１項第２号から第５号
および法第８条の２第１６
項に定める業務を委託

27,149,000 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市上笠一丁目１番２２号
社会福祉法人みのり

これまで市直営の地域包括支援センターの職員
として育成してきた人材を有効に活用した事業
運営を行うことができる法人に委託するため、
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
により随意契約を締結

地域保健課

28
草津市地域包括支援センター運営
事業

介護保険法第１１５条の４
５第１項第２号から第５号
および法第８条の２第１６
項に定める業務を委託

20,464,000 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市志那中町２５番地
社会福祉法人寿会

これまで市直営の地域包括支援センターの職員
として育成してきた人材を有効に活用した事業
運営を行うことができる法人に委託するため、
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
により随意契約を締結

地域保健課

29 草津市生活支援体制整備推進業務
生活支援コーディネーター
の設置、協議体の設置、運
営

20,461,000 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市青地町１０８６番地
社会福祉法人草津市社会福祉協議会

当該業務は、住民主体の助け合い活動等の創出
を促進する事業であるため、地方自治法施行令
第１６７条の２第１項第２号により随意契約を
締結

地域保健課

30 成年後見制度利用促進事業

成年後見センターに市内高
齢者の成年後見制度の相談
および申立支援、啓発業務
を委託する。

6,622,706 4/1 4/1 ～ 3/31

草津市野村八丁目５番１９号
サニーハイツピア１０５号室
特定非営利活動法人成年後見セン
ターもだま

湖南圏域４市（草津市、守山市、栗東市、野洲
市）で唯一事業実施可能な成年後見センターで
あり、同４市と同センターで成年後見制度利用
促進事業にかかる協定を締結しているため、地
方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に
より随意契約を締結

長寿いきがい
課
障害福祉課

31
草津市介護予防サポーターポイン
ト制度事業業務

市の事業に協力して活動し
た介護予防サポーターへの
ポイント付与および換金業
務

2,784,092 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市青地町１０８６番地
社会福祉法人草津市社会福祉協議会

介護予防サポーターの主な活動先となる各地域
の福祉の実情に最も精通している団体であり、
代替性がないため、地方自治法施行令第１６７
条の２第１項第２号により随意契約を締結

長寿いきがい
課

32
草津市在宅医療・介護連携推進業
務

医療面の相談機能強化等を
図る相談員（コーディネー
ター）の配置・相談支援な
ど

3,980,000 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市大路二丁目１１番５１号
一般社団法人草津栗東医師会

医療と介護職の連携体制の構築を目指すもので
あり、とりわけ医療面の相談機能を強化する必
要があり、草津栗東医師会に所属する相談員
（コーディネーター）を配置するもので、委託
できる唯一の団体であることから、地方自治法
施行令第１６７条の２第１項第２号により随意
契約を締結

長寿いきがい
課

33
特定健康診査データ分析及び受診
勧奨業務に関する業務委託

データ分析業務
受診勧奨業務（１３,０００
件程度）

4,482,000 7/20 7/20 ～ 3/15
東京都品川区西五反田２－８－１五
反田ファーストビル５階
株式会社キャンサースキャン

健診データ分析による受診勧奨業務が他社では
できないため、地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号により随意契約を締結

保険年金課

34
草津市子ども・子育て支援事業計
画策定業務

第二期草津市子ども・子育
て支援事業計画策定支援と
その基礎調査

4,186,200 7/17 7/17 ～ 2/28

京都市右京区西京極西池田町９番地
５西京極駅前ビル６階
株式会社ジャパンインターナショナ
ル総合研究所

プロポーザルにより選定された相手方と契約す
るため、地方自治法施行令第１６７条の２第１
項第２号により随意契約を締結

子ども・若者
政策課

35
平成３０年度草津市病児・病後児
保育事業委託

病児保育室「オルミス」の
運営（１か所）

8,833,000 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市野村八丁目３番１０号
医療法人コス小児科

病児・病後児保育事業の実施にあたり草津栗東
医師会が公募により応募した草津地域で唯一の
医療機関であり、他に委託する医療機関がない
ことから、地方自治法施行令第１６７条の２第
１項第２号により随意契約を締結

子ども・若者
政策課
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36
平成３０年度草津市病児・病後児
保育事業委託

病児保育室「陽だまり」の
運営（１か所）

8,833,000 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市矢橋町１６６０番地
社会医療法人誠光会草津総合病院

病児・病後児保育事業の実施にあたり草津栗東
医師会が公募により応募した草津地域で唯一の
医療機関であり、他に委託する医療機関がない
ことから、地方自治法施行令第１６７条の２第
１項第２号により随意契約を締結

子ども・若者
政策課

37
草津市児童育成クラブ医療的ケア
業務

児童育成クラブに入会する
児童のうち、看護師による
医療的ケアが必要な児童に
対して、医療行為を行う看
護師を設置する事業を委託
する。

4,351,500 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市笠山一丁目１－４０
社会福祉法人あさひ保育園

草津市公設児童育成クラブ「のびっ子」は指定
管理者制度で運営・管理を行っており、本事業
の履行場所であるのびっ子玉川の指定管理者の
社会福祉法人あさひ保育園に業務を委託するべ
きものであり、代替性がないものであることか
ら、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
２号により随意契約を締結

子ども・若者
政策課

38
草津市つどいの広場　まめっこ運
営業務

地域子育て支援拠点事業の
運営

5,294,636 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市大路一丁目７番１号１０９
有限会社オフィス豆の木

入札時に定める３年間（平成２８～３０年度）
は、保育の継続性や安全性を担保する必要があ
り、当該期間については代替性がないものであ
るため、地方自治法施行令第１６７条の２第１
項第２号により随意契約を締結

子育て相談セ
ンター

39
草津市つどいの広場　くれよん運
営業務

地域子育て支援拠点事業の
運営

3,130,390 4/1 4/1 ～ 3/31
東京都豊島区東池袋１－４４－３
池袋ＩＳＰタマビル
企業組合労協センター事業団

入札時に定める３年間（平成２８～３０年度）
は、保育の継続性や安全性を担保する必要があ
り、当該期間については代替性がないものであ
るため、地方自治法施行令第１６７条の２第１
項第２号により随意契約を締結

子育て相談セ
ンター

40
草津市地域子育て支援拠点業務
（センター型）

地域子育て支援拠点事業
（センター型）の運営

7,453,000 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市上笠一丁目１番２２号
社会福祉法人みのり

保育の継続性や安全性を担保する必要があり、
長年にわたり地域において子育て支援事業を展
開している事業者として代替性がないものであ
ることから、地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号により随意契約を締結

子育て相談セ
ンター

41
草津市地域子育て支援拠点業務
（センター型）

地域子育て支援拠点事業
（センター型）の運営

7,453,000 4/1 4/1 ～ 3/31
湖南市菩提寺東三丁目８番８号
社会福祉法人モンチ優愛会

保育の継続性や安全性を担保する必要があり、
長年にわたり地域において子育て支援事業を展
開している事業者として代替性がないものであ
ることから、地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号により随意契約を締結

子育て相談セ
ンター

42
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

3,763,800 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

入札時に定める５年間（平成２７年度～３１年
度）は、継続性を担保する必要があり、当該期
間について代替性がないものであることから、
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
により随意契約を締結

子育て相談セ
ンター

43 保育所ＡＩ入所選考業務

保育所AI入所選考システム
の導入
対象世帯数：３，８００世
帯（うち新規入所調整　約
１，０００世帯）

5,245,182 11/19 11/19 ～ 3/8
大津市中央二丁目２番６号
明治安田生命大津ビル
富士通株式会社滋賀支店

本業務は、草津市と富士通株式会社との提携事業
として、総務省の平成３０年度予算「情報通信技術
利活用事業費補助金（地域ＩｏＴ実装推進事業）」に
係る採択候補として採択されたものであり、かつ、短
期間での納品と稼動が必要になることから、当該業
務を履行できる唯一の業者として、地方自治法施行
令第167条の２第1項第2号により随意契約を締結

幼児課

44
中心市街地公共空間賑わい創出業
務

草津市中心市街地活性化基
本計画のエリア内における
公共空間の賑わい創出業務

6,058,000 4/7 4/7 ～ 3/31
草津市草津二丁目５番１３号
草津まちづくり株式会社

市が都市再生推進法人に指定した公共的団体
で、公共空間等を利活用し、まちなかの賑わい
を創出する法人であることから、地方自治法施
行令第１６７条の２第１項第２号により随意契
約を締結

都市再生課
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45
放置自転車等啓発・撤去及び保
管・返還業務

放置自転車等撤去保管業務
及び道路パトロール業務

8,631,360 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市若竹町９番２４号
大五産業株式会社

下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合
理化に関する特別措置法の主旨に基づく代替業
務であることから、地方自治法施行令第１６７
条の２第１項第２号により随意契約を締結

交通政策課

46
草津市指定道路台帳システムに係
るデータ更新業務

指定道路台帳システムに係
るデータ更新業務

4,968,000 2/28 2/28 ～ 3/29
滋賀県大津市梅林一丁目３番１０号
株式会社パスコ滋賀支店

草津市震災避難経路整備促進業務の受託者が当
該業者であり、データの更新やシステムの保守
を他業者が行うことは困難なため、地方自治法
施行令第１６７条の２第１項第２号により随意
契約を締結

建築課

47
山寺川市街地排水浄化施設維持管
理業務

機器保守点検、汚泥処理・
処分、浄化植物管理、場内
管理、導水管管理、水質調
査

8,640,000 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市若竹町９番２４号
大五産業株式会社

下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合
理化に関する特別措置法の主旨に基づく代替業
務であることから、地方自治法施行令第１６７
条の２第１項第２号により随意契約を締結

河川課

48 草津市水防体制支援業務
水防対策支援情報提供
情報発信および職員参集

2,527,200 4/1 4/1 ～ 3/31
千葉市美浜区中瀬１－３
株式会社ウェザーニューズ

気象専門予報士からの情報が取得でき、複数の
観測拠点からの情報を保有し、専門的知見から
実測・予測のうえ、水防体制指標に基づく意思
決定ができる業者が他にないことから、地方自
治法施行令第１６７条の２第１項第２号により
随意契約を締結

河川課

49
児童遊園遊具ハザード判定対応業
務

児童遊園等６５箇所 17,580,175 8/27 8/27 ～ 3/29

草津市西大路町９番６号
公益財団法人草津市コミュニティ事
業団

草津市西渋川二丁目５番９号
草津造園協同組合

（公財）草津市コミュニティ事業団および草津
造園協同組合は児童公園等の維持管理を含む指
定管理者であり、施設の内容や状況を熟知して
おり、地元と密接な連絡調整が可能である。ま
た、トラブル発生時に迅速対応が円滑に行える
者が他にないため、地方自治法施行令第１６７
条の２第１項第２号により随意契約を締結

公園緑地課

50
水道事業に係る土曜・日曜日等の
待機業務ならびに市役所開庁日の
開閉栓業務

水道事業に係る土曜・日曜
日等の待機業務ならびに市
役所開庁日の開閉栓業務

5,252,850 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市草津三丁目１０番１９号
草津市管工事協同組合

管路の状況および給水装置等に関する事を熟知
しており開閉栓時の分水詰まりや止水栓不良の
突発的な修理等に対し、迅速かつ適切な対応が
できる唯一の相手方であるため、地方公営企業
法施行令第２１条の１４第１項第２号により随
意契約を締結

上下水道総務
課

51
草津市上下水道料金等関連業務委
託

上下水道料金等関連業務一
式

321,299,200 11/12
H31
2/1

～
H36
1/31

横浜市都筑区茅ヶ崎中央８番３３号
サウスコア２０５号室
株式会社エコシティサービス

プロポーザルにより選定された相手方と契約す
るため、地方公営企業法施行令第２１条の１４
第１項第２号により随意契約を締結

上下水道総務
課

52
草津市上下水道料金システム保守
業務

草津市上下水道料金システ
ムの稼働にあたり、データ
の修正時や障害・動作不良
発生時に対応するための保
守業務

4,565,808 4/1 4/1 ～ 3/31
大阪市北区中之島２－２－２
富士通エフ・アイ・ピー株式会社関
西支社

当該保守業務はシステム開発業者でなければ履
行できないため、地方公営企業法施行令第２１
条の１４第１項第２号により随意契約を締結

上下水道総務
課

53
草津市上水道台帳システムデータ
更新業務

上水道台帳システムのデー
タ入力、更新

6,123,600 11/6 11/6 ～ 2/28
尼崎市浜１丁目１番１号
株式会社管総研

システムを設計・開発した者でなければ、業務
を適正に履行することが困難であるため、地方
公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号
により随意契約を締結

上下水道施設
課
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54 上水道給配水施設修繕業務
給配水施設の修繕、量水器
の取替

103,550,544 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市草津三丁目１０番１９号
草津市管工事協同組合

工事の内容が多岐にわたり瞬時に柔軟な施工体
制が必要となり、今日まで市内業者15社で組織
する草津市管工事協同組合に委託し、優れた実
績を有しているため、地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号により随意契約を締
結

上下水道施設
課

55
下水道台帳管理システムデータ整
備業務

前年度整備分の下水道施設
のデータ整備及びそれに伴
う軽微なカスタマイズ

5,184,000 8/16 8/16 ～ 2/22
大津市梅林一丁目４番１号
パシフィックコンサルタンツ株式会
社滋賀事業所

システムを設計・開発した者でなければ、業務
を適正に履行することが困難であるため、地方
公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号
により随意契約を締結

上下水道施設
課

56
マンホールポンプ等清掃・維持管
理業務

公共下水道の管渠、中継ポ
ンプ槽および農集排の管渠
の適時清掃、マンホールポ
ンプ場の保守点検、運転操
作　等

7,345,520 7/1 7/1 ～ 6/30
草津市若竹町９－２４
大五産業株式会社

下水道整備に伴う一般廃棄物処理等の合理化に
関する特別措置法(合特法)に基づく、浄化槽汚
泥集運搬業者の転廃業助成に関する協定書によ
る契約であるため、地方公営企業法施行令第２
１条の１４第１項第２号により随意契約を締結

上下水道施設
課

57 下水道施設維持管理業務

農集排処理施設6地区　水質
調査保守点検(処理施設)、
保守点検(中継ポンプ)、緊
急時修理、清掃作業、汚泥
処理　等

46,526,400 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市若竹町９－２４
大五産業株式会社

公共下水道整備に伴う一般廃棄物処理業等の合
理化に関する特別措置法(合特法)に基づく、浄
化槽汚泥収集運搬業者の転廃業助成に関する協
定書による契約であるため、地方公営企業法施
行令第２１条の１４第１項第２号により随意契
約を締結

上下水道施設
課

58
水道用設計積算CADシステムバー
ジョンアップ業務

Windows10のPCに対応するた
めのバージョンアップ

7,560,000 11/9 11/9 ～ 3/20
尼崎市浜一丁目１番１号
株式会社管総研

システムを設計・開発した者でなければ、業務
を適正に履行することが困難であるため、地方
公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号
により随意契約を締結

上下水道施設
課

59 ALT英語指導業務
外国人英語指導助手による
英語指導業務

14,288,400 4/13 4/13 ～ 3/31
浜松市中区伝馬町３１１－１４
株式会社インタラック関西東海

プロポーザルにより選定された相手方と契約す
るため、地方自治法施行令第１６７条の２第１
項第２号により随意契約を締結

学校教育課

60 草津市学校図書館運営支援業務
学校司書配置業務および業
務サポート

11,988,000 4/1 4/1 ～ 3/31
伊勢市楠部町乙１３５番地
株式会社リブネット

専門性を有する業務であり、かつ現場配置司書
へのサポートセンター体制をとる業者が他にな
いため、地方自治法施行令第１６７条の２第１
項第２号により随意契約を締結

学校政策推進
課

61
草津小中学校校務支援システム改
修業務

県内および京都府の私立高
校向けの調査書作成機能の
追加実装

3,326,400 11/26 11/26 ～ 3/29
大津市におの浜三丁目４－３４
株式会社ウチダビジネスソリュー
ションズ

既存のシステムを改修できる業者が他にいない
ため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号により随意契約を締結

学校政策推進
課


