
（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

・マイタウン草津：週２回放
送（本放送・再放送）、25分
程度
・デイリーピックアップくさ
つ：平日朝夕各１回放送（本
放送・再放送）、各３分程度
・草津ＮＯＷ：週２回放送
（本放送・再放送）、60分程
度

12,244,608 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市草津二丁目１０番２
１号
㈱えふえむ草津

㈱えふえむ草津は、草津市域を放送エリアとする唯一
のラジオ局であり、他に市域に密着した情報をＦＭ電
波を利用して草津市域限定で放送できる者がいないた
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

広報課

2
橋岡会館デイサービス業務等
委託業務

隣保館デイサービス事業
社会教育指導事業
就労相談支援事業
講座教室企画運営事業

12,549,389 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市橋岡町１６５番地
特定非営利活動法人熱と光

地域の事情に精通している当該法人をおいて他に替わ
るものがなく、しかも本業務はその性質・目的が競争
入札に適さないことから、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

橋岡会館

3
新田会館デイサービス業務等
委託業務

・新田会館デイサービス・健
康福祉推進業務
・社会教育指導業務
・就労支援業務
・講座・教室等企画運営業務
・児童厚生業務
・清掃管理等業務
・夜間会館業務

24,442,236 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市草津町１４７５－２
特定非営利活動法人心輪

当該委託業務については、地域住民の自立支援と地域
に根ざした事業の推進を図る目的があり、地域の事情
に精通している当該法人をおいて他に替わるものがな
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

新田会館

4 基幹システムデータ抽出業務

基幹システムの入替に伴い、
移行元となる基幹システムの
データを新システムに移行す
るため、移行元のデータの抽
出を行う

73,540,656 4/8 4/8 ～ 10/31
大阪市淀川区西中島２丁目
１２番１１号
日本電子計算㈱大阪支店

当該業者は移行元となる基幹システムの開発・導入ベ
ンダーであり、内部データベースにアクセスし、デー
タ抽出を行うこと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

5 基幹系システム強靭化事業

静脈認証システム、デバイス
管理システム、ネットワーク
認証システムに必要な導入作
業および新基幹系システムへ
の移行作業を行う

26,991,576 8/31 8/31 ～
H31
9/30

草津市渋川１丁目２番１５
号
トーテックアメニティ㈱京
滋事業所

平成２８年７月２２日おうみ自治体クラウド協議会執
行の「基幹系システム強靭化」の見積入札において、
第一位の優先交渉権者になったため、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

6
草津市におけるオープンデー
タの利活用に関する調査研究
委託業務

調査研究1件 3,785,395 4/1 4/1 ～ 3/31

京都市北区等持院北町５６
－１
立命館大学 衣笠総合研究
機構

草津市と立命館大学との連携協力に関する協定書に基
づき共同研究を実施するもので、総合計画にも位置付
けられている立命館大学との連携を深めるものであ
り、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

草津未来研究所

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



7
草津市例規執務サポートシス
テム利用更新等業務

議会時期ごとに新制定または
改正された草津市の例規につ
いてデータを更新する

4,402,080 4/1 4/1 ～ 3/31
大阪市中央区谷町３丁目１
番９号
㈱ぎょうせい

他の業者にはそれぞれの例規に結び付けられた形での
過去の分のデータ移行ができないため、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

総務課

8
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１丁目１－２
６　　西日本電信電話㈱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
対応が可能であり、また、現在に至るまでの保守点検
業務の履行状況も良好のため、地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号により随意契約を締結

総務課

9
草津市公共施設廃棄物（ビン
類除く）収集運搬業務

７６施設
５種類廃棄物収集

19,113,953 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市若竹町９番２４号
大五産業㈱

「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（浄化槽）」にかかる代替業務と
しての承認を受けた事に基づき、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
学校教育課
幼児課
教育総務課
生活安心課

10
草津市公共施設廃棄物（ビン
類）収集運搬業務

４６施設
３５２回／年

3,956,256 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市木ノ川町３５２－１
西村マンションⅡ　２０１
号　　㈲滋賀環境センター

当該業者は、ごみ減量推進課発注の一般家庭のビン類
収集運搬業務を受託、委託業務数量に見合った車両・
人員・業務経験を有しており、また平成２７年度の当
該業務履行状況が良好と認められるため、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

総務課
幼児課
教育総務課

11 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
行うため

15,250,603 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市大路２丁目１１－５
１
草津商工会議所

サンサンホールと一体管理する必要があり、サンサン
ホールの指定管理者が草津商工会議所であるため、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
生涯学習課

12
固定資産税・都市計画税当初
通知等処理業務

固定資産税・都市計画税の当
初賦課にかかる通知を発送す
るにあたり、課税データをも
とに帳票の作成・印字出力・
ブッキングの上、同封物を印
刷・同封し封入封緘処理を行
う業務
▼総価契約分
納税通知書（一般用）28,000
通
納税通知書（口座用）27,000
通
チラシ　55,000通
余り分帳票断裁　　1,500通
▼封入封緘作業
一般用印字出力　23,908通
口座用印字出力　22,981通
一般用封入封緘　23,613通
口座用封入封緘　22,799通

3,104,640 4/1 4/1 ～ 5/31

共同印刷西日本㈱京都営業
所
京都府久世郡久御山町栄２
－１－２０４

印刷業務と封入封緘業務において、本市に適合した機
械、プログラムを保有してい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号より随
意契約を締結

税務課



13
市民税当初通知等処理業務(封
入封緘処理)

特別徴収
税額決定通知書（事業所用）
約10,000通
税額決定通知書（個人用）約
44,000件
普通徴収
納税通知書
約22,000通

5,800,464 4/20 4/20 ～ 6/30
日本電子計算㈱大阪支店
大阪市淀川区西中島２丁目
１２番１１号

当該業務は、同社のパッケージソフトェアで使用する
各種通知書等を印刷する帳票作成処理と、当市から渡
す課税データを印字出力のうえ、他の封入物とまとめ
て封入封緘する処理を併せて委託するもので、当該ベ
ンダー以外では当初賦課に支障をきたすことから、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

税務課

14 固定資産課税技術支援業務

固定資産の評価および固定資
産税制の総合的な支援を行
う。また、必要に応じて複数
回の会議を開催する。

3,153,600 5/2 5/2 ～ 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

固定資産評価における専門的な知識をもち、他の自治
体での技術支援の実績があるものが当該業者の他にな
く、また、固定資産税に関する訴訟を専門とする弁護
士を顧問としており、訴訟等において、専門的なアド
バイスが必要となった場合も充分に対応・支援するこ
とができることより、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

15
風力発電施設「くさつ夢風
車」保安業務

保安規定に沿った点検や風車
の警報発令時の対応業務

2,800,000 4/1 4/1 ～ 3/31

彦根市大東町３番１号
近江鉄道ゆうグループ
株式会社ナショナルメンテ
ナンス

風車はみずの森敷地内にあり、緊急対応含め、適切に
維持管理を行うには、両施設を一体的に管理する必要
があるため、みずの森の指定管理業者と地方自治法施
行令第１６７条の２第１項第２号により随意契約を締
結

環境課

16
セールスプロモーション支援
業務

首都圏にて開催される大規模
展示会への出展支援
（市内企業４社程度の選定）

3,272,400 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市大路２丁目１１－５
１
草津商工会議所

商工会議所法第６条より、本事業を推進するに相応し
い団体であり、また、本事業の効果的な遂行について
は、市内企業の情報を有するとともに、企業との連携
についての経験や能力を必要とするため、当該団体に
委託することで本事業を効果的に実施できることか
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

商工観光労政課

17
平成２８年度草津市まちなか
交流施設運営事業委託

草津市まちなか交流施設運営
にかかる業務

3,067,550 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市草津三丁目１３番３
０号
草津市観光物産協会

本業務は、中心市街地活性化のために、市民及び観光
客の利用に供するものであり、適正・効率的な事業の
推進を行う必要があり、且つ当該事業のノウハウの集
積と行政との連携が唯一可能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

商工観光労政課

18 草津市観光誘致宣伝事業
観光宣伝に係る業務

2,752,000 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市草津三丁目１３番３
０号
草津市観光物産協会

本市の観光宣伝事業については、観光PRを行うにあた
り、市単独では予算等の制約や民間活力を導入しにく
いなど難点があるため、民間を中心としたノウハウの
集積と行政の連携が唯一可能である草津市観光物産協
会と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

商工観光労政課

19
草津市産業支援コーディネー
ト業務

産学官連携の促進にかかる業
務
（概ね年間２２０日）

5,500,000 4/1 4/1 ～ 3/31
京都市中京区西ノ京栂尾町
８番地
学校法人立命館

本業務は、立命館大学との連携協力に関する協定書の
一環であり、大学の教授陣の研究内容を熟知している
ことにより、市内中小企業との円滑な連携コーディ
ネートが期待されること、また、立命館大学ＢＫＣイ
ンキュベータの入居者への支援が効率的に行えること
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

商工観光労政課



20
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
廃棄物の収集運搬

312,945,120 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市若竹町９番２４号
大五産業㈱

廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令第４条の
受託者として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

ごみ減量推進課

21
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

34,194,960 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市木川町352-1　西村
マンションⅡ-201号
㈲滋賀環境センター

廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令第４条の
受託者として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

ごみ減量推進課

22
資源ごみ収集用コンテナ容器
運搬・清掃業務

資源ごみ収集用コンテナ容器
の運搬・清掃

18,273,600 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市木川町352-1　西村
マンションⅡ-201号
㈲滋賀環境センター

市内の集積所の位置や配置すべきコンテナ数を最も把
握している飲・食料用ガラスびん類収集運搬委託業者
に委託することが最も効率的であり、過去から円滑に
遂行してきた実績があるため、地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号により随意契約を締結

ごみ減量推進課

23 ペットボトル収集運搬業務
草津市内の一般家庭から出る
廃棄物（ペットボトル）の収
集運搬

16,200,000 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市若竹町９番２４号
大五産業㈱

「下水道の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」の主旨に基づく代替業務であるた
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

ごみ減量推進課

24 粗大ごみ収集運搬業務
草津市内の一般家庭から出る
廃棄物（粗大ごみ）の収集運
搬

18,526,320 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市木川町865番地の19
草津環境管理サービス企業
組合

廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令第４条の
受託者として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、また粗大ごみの解体処理業務をクリーンセンター
にて当該業者に委託しており、当該業務とは密接な関
係にあることから、円滑な業務をおこなうため双方の
連携が必要な点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

ごみ減量推進課

25 処分場管理業務 草津市処分場の場内管理 4,374,000 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市木川町865番地の19
草津環境管理サービス企業
組合

当該見積徴収業者は、管理委託を開始した昭和５８年
度から今年度まで当該業務を受託していることから、
処分場の位置付けや性格を理解し、場内管理や整備方
法等を熟知しており、当該業務を円滑に行える唯一の
相手方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

ごみ減量推進課

26 破砕・粗大ごみ処理業務 破砕・粗大ごみ処理 33,598,800 4/1 4/1 ～ 3/31

滋賀県草津市木川町８６５
番地の１９
草津環境管理サービス企業
組合

「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に定める受
託者の基準を満足し、かつ現在の施設全体のシステム
を熟知し、様々なトラブルに対し、迅速かつ適切な対
応が出来る実績や高い信頼性がある業者は左記以外に
はないため、地方自治法施行令１６７条の２第１項第
４号により随意契約を締結

クリーンセン
ター



27
草津市立クリーンセンター運
転管理業務

焼却炉他の運転管理 209,628,000 4/1 4/1 ～ 3/31
滋賀県大津市羽栗一丁目１
１番６号
㈲滋賀総業

「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に定める受
託者の基準を満足し、かつ現在の施設全体のシステム
を熟知し、様々なトラブルに対し、迅速かつ適切な対
応が出来る実績や高い信頼性がある業者は左記以外に
はないため、地方自治法施行令１６７条の２第１項第
５号により随意契約を締結

クリーンセン
ター

28
ペットボトルおよび陶器・ガ
ラス処理業務

ペットボトルおよび陶器・ガ
ラス処理

56,026,080 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市若竹町９番２４号
大五産業㈱

「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に定める受
託者の基準を満足し、かつ現在の施設全体のシステム
を熟知し、様々なトラブルに対し、迅速かつ適切な対
応が出来る実績や高い信頼性がある業者は左記以外に
はないため、地方自治法施行令１６７条の２第１項第
２号により随意契約を締結

クリーンセン
ター

29
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
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

9,108,000 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市東草津１－２－３５
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、委
託業者の選定にあたっては年度当初にプロポーザルを
実施し、契約相手方を決定しており、また平成２８年
度の事業実施にあたり、新たな委託先を指定して事業
を実施することは業務効率が悪く、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

社会福祉課

30
平成２８年度臨時福祉給付
金・障害遺族基礎年金受給者
向け給付金支援業務

①システム改修・運用業務
②共同処理センター
③コールセンター業務
④アウトソーシング業務

19,980,000 6/21 6/21 ～ 3/31
京都市中京区烏丸通二条上
ル蒔絵屋町２６０
京都電子計算㈱

業者の決定については、平成２８年度の給付金事業に
おける厚生労働省の補助金が既存システムの改修を想
定しており、円滑な業務を行うためには支給支援業務
を委託した当該業者と引き続き契約を行う必要がある
ことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
２号の規定に基づき随意契約を締結

臨時給付金推進
室

31
草津市介護予防教室事業（か
らだらくらく教室）

高齢者の要介護状態への移行
防止のため運動器機能向上の
ための介護予防教室業務を委
託

4,288,032 4/28 4/28 ～ 3/31
草津市東矢倉２丁目３５－
２５
㈱Perfect Trainers

３年に１回プロポーザル方式で契約しており、Ｈ２７
年度にプロポーザルを実施したため地方自治法施行令
第１６７条の２第１項第２号より随意契約を締結

長寿いきがい課

32 成年後見制度利用促進事業
成年後見制度にかかる、相
談・関係機関との調整・啓発
事業

5,527,620 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

33
草津市介護予防サポーターポ
イント制度事業業務

市等が養成した介護予防サ
ポーターとなって、市の事業
に協力して活動された方を登
録し、活動内容によりポイン
トを換金する業務を委託

2,702,133 6/28 6/28 ～ 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

社会福祉法人草津市社会福祉協議会は、これまで地域
サロン活動をはじめ、市内各地域の福祉活動支援を実
施してこられ、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号より随意契約を締結

長寿いきがい課



34
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４５
第１項第１号の２、第２項１
号から第３号、第５号から第
６号、法第８条の２第１８項
に定める業務および総合事業
に向けたモデル事業を委託

38,519,558
（一部実績に基
づく単価契約）

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１
６７条の２第２項により随意契約を締結

長寿いきがい課

35
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４５
第１項第１号の２、第２項１
号から第３号、第５号から第
６号、法第８条の２第１８項
に定める業務および総合事業
に向けたモデル事業を委託

44,926,098
（一部実績に基
づく単価契約）

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１
６７条の２第２項により随意契約を締結

長寿いきがい課

36
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４５
第１項第１号の２、第２項１
号から第３号、第５号から第
６号、法第８条の２第１８項
に定める業務および総合事業
に向けたモデル事業を委託

30,387,718
（一部実績に基
づく単価契約）

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１
６７条の２第２項により随意契約を締結

長寿いきがい課

37
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４５
第１項第１号の２、第２項１
号から第３号、第５号から第
６号、法第８条の２第１８項
に定める業務および総合事業
に向けたモデル事業を委託

30,199,298
（一部実績に基
づく単価契約）

4/1 4/1 ～ 3/31
草津市南草津二丁目２番地
２
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１
６７条の２第２項により随意契約を締結

長寿いきがい課

38
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４５
第１項第１号の２、第２項１
号から第３号、第５号から第
６号、法第８条の２第１８項
に定める業務および総合事業
に向けたモデル事業を委託

43,125,698
（一部実績に基
づく単価契約）

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１
６７条の２第２項により随意契約を締結

長寿いきがい課

39
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４５
第１項第１号の２、第２項１
号から第３号、第５号から第
６号、法第８条の２第１８項
に定める業務および総合事業
に向けたモデル事業を委託

31,580,298
（一部実績に基
づく単価契約）

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１
６７条の２第２項により随意契約を締結

長寿いきがい課

40
介護保険料当初通知書印刷封
入等処理業務

介護保険料当初賦課にかか
り、賦課データから各種通知
等の印刷、封入封緘等

2,617,596 5/16 5/16 ～ 6/6

大阪市淀川区西中島二丁目
１２番１１号（川久セン
タービル）、日本電子計算
㈱大阪支店

当該業務は契約相手方のパッケージソフトウェアで処
理を行った賦課データで各種通知書等を印刷するた
め、当該事業者以外では当初賦課に支障をきたすこと
から、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
に基づき随意契約を締結

介護保険課

41
児童手当システムデータ移行
業務

１０月の全庁的な次期基幹シ
ステムの更新時期に合わせて
共有化システムを導入するた
めに、現行システムのデータ
を抽出・移行し、システム業
務を運用する

5,475,600 4/1 4/1 ～ 10/31
大津市中央三丁目１－８大
津第一生命ビル１０階
日本電気㈱滋賀支店

現行システムのデータを抽出・移行し、システム業務
を運用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号より随意契約を締結

子ども家庭課



42
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（一
般型）の運営
（１か所）

4,359,636 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市大路一丁目７－１－
３１０３
㈲オフィス豆の木

平成２５年度末のプロポーザルにより事業委託の期間
を概ね３年間（平成２６～２８年度）として選定して
おり、今年度の事業計画・金額が、プロポーザル時点
と同内容であり、予算の範囲内であることから、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

子ども子育て推
進室

43
草津市つどいの広場　ぽけっ
と運営業務

地域子育て支援拠点事業（一
般型）の運営
（１か所）

4,359,999 4/1 4/1 ～ 3/31

東京都豊島区東池袋１－４
４－３
企業組合労協センター事業
団

平成２５年度末のプロポーザルにより事業委託の期間
を概ね３年間（平成２６～２８年度）として選定して
おり、今年度の事業計画・金額が、プロポーザル時点
と同内容であり、予算の範囲内であることから、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

子ども子育て推
進室

44
草津市つどいの広場　とま
とっこ運営業務

地域子育て支援拠点事業（一
般型）の運営
（１か所）

3,582,636 4/1 4/1 ～ 3/31

草津市東草津一丁目１－１
５
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

平成２７年２月の見積入札により最安価な団体であ
り、その仕様書において、事業委託の期間を概ね２年
間（平成２７・２８年度）としていたこと、また、仕
様内容に変更がなく見積額について予算の範囲内であ
り適当と判断することから、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

子ども子育て推
進室

45
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
（１か所）

3,763,800 4/1 4/1 ～ 3/31

草津市東草津一丁目１－１
５
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

平成２６年度末見積入札により最安価の団体であり、
その仕様書において、事業委託の期間を５年間（平成
２７～３１年度）としていたこと、また、仕様内容に
変更がなく見積額について予算の範囲内であり適当と
判断することから、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

子ども子育て推
進室

46
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（一
般型）の運営
（１か所）

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

当該事業は地域の子育て支援拠点の充実を図ることを
目的としており、当該法人は地域の子育て支援に大き
く寄与されており、そのノウハウはこの事業に代替性
のないものであることから、地方自治法施行令第１６
７条の２第１項第２号に基づき随意契約を締結

子ども子育て推
進室

47
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（一
般型）の運営
（１か所）

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

当該事業は地域の子育て支援拠点の充実を図ることを
目的としており、当該法人は地域の子育て支援に大き
く寄与されており、そのノウハウはこの事業に代替性
のないものであることから、地方自治法施行令第１６
７条の２第１項第２号に基づき随意契約を締結

子ども子育て推
進室

48
「のびっ子」南草津の運営委
託契約

草津市児童育成クラブの運営
（１か所）

6,509,392 4/1 4/1 ～ 3/31
長崎県大村市富の原一丁目
１０９２番地３
社会福祉法人くじら

平成２７年度の入会申請にあたり、玉川・南笠東両学
区ともに定員を上回る入会希望があり、待機児童緊急
臨時対策として、市が借り上げた施設で待機児童を受
け入れクラブ運営を担うことができる唯一の法人で
あったため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号に基づき随意契約を締結

子ども子育て推
進室



49
平成２８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）

8,811,000 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

コス小児科は、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
の規定に基づき随意契約を締結

子ども子育て推
進室

50
保育システム「こあら」移行
データ出力ツール作成業務

保育システム「こあら」から
基幹システムへのデータ移行
時に発生する既存データ抽出
業務

4,270,320 5/17 5/17 ～ 10/31
大阪市北区堂島２－４－２
７新藤田ビル１０階
日本事務器㈱関西支社

保育システム「こあら」の開発元であり、既存データ
を抽出できる唯一の業者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号より随意契約を締結

幼児課

51
草津川跡地市民活動体制支援
業務

市民活動体制の確立に向けた
支援

7,992,000 4/13 4/13 ～ 3/31
吹田市豊津町１６－５汐田
ビル４０２
㈱studio-Ｌ

　草津川跡地においては、市民活動によるにぎわい創
出が、一過性でなく継続的に行われる「仕組み」を作
り上げる必要があり、現在の盛りあがりや築きつつあ
る人と人との結びつきを繋ぎ続けなければならなく、
当業務について、これまでの実績等から、地方自治法
第１６７条の２第１項第２号により随意契約を締結

草津川跡地整備
課

52
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を委託

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）」に基づく代替業務のた
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

交通政策課

53
草津市指定道路台帳システム
再構築業務

草津市指定道路台帳システム
のＯＳバージョンアップに伴
うシステムの再構築業務

5,076,000 9/12 9/12 ～ 2/28
大津市梅林１丁目３番１０
号
㈱パスコ滋賀支店

当該システムは当初より草津市仕様にカスタマイズさ
れたものであり、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

建築課

54
山寺川市街地排水浄化施設維
持管理業務

機器保守点検費　１式
汚泥処理・処分　１式
浄化植物管理　１式
場内管理　１式
導水管管理　１式
水質調査　１式

9,072,000 4/1 4/1 ～ 3/31
草津市若竹町９番２４号
大五産業㈱

「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業者等の合理
化事業に関する特別措置法」に基づき、平成２２年４
月１日に締結した「浄化槽汚泥収集運搬業者の転廃業
助成に関する協定書」に代替業務として定められてい
るため、また平成１５年度からの管理実績により業務
に精通していることから、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

河川課

55 児童公園等維持管理業務委託 児童遊園等２９７箇所 64,213,000 4/1 4/1 ～ 3/31
公益財団法人草津市コミュ
ニティ事業団

公益財団法人草津市コミュニティ事業団は、「環境及
び公園緑地等に関する事業」や「公共施設の管理運営
及び関連事業」等を行うことを目的とし、維持管理の
ための器具やデータ等を蓄積しております。このこと
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

公園緑地課



56
草津市上下水道料金システム
更新業務にかかる給水データ
移行業務

現行システムから新システム
へデーターを移行する

3,078,000 9/21 9/21 ～ 1/31

大阪市北区中之島２丁目２
番２号
富士通エフ・アイ・ピー㈱
関西支社

新システムを開発しデータ移行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
号より随意契約を締結

上下水道総務課

57
草津市農集排処理施設維持管
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番２４号
大五産業㈱

「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」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
め地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号より
随意契約を締結

上下水道施設課

58
草津市上水道台帳管理システ
ムデータ更新業務

更新延長　7.8ｋｍ 3,866,400 9/2 9/2 ～ 2/28
大津市におの浜二丁目１番
４８号
国際航業㈱滋賀営業所

草津市上水道台帳管理システムの開発、導入業者であ
り、当該システムの構成を熟知しているため地方自治
法施行令第１６７条の２第１項第２号より随意契約を
締結

上下水道施設課

59
下水道台帳管理システムデー
タ整備業務

更新延長　1.4ｋｍ 3,456,000 9/15 9/15 ～ 2/28
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㈱滋賀事務所

草津市下水道台帳管理システムの開発、導入業者であ
り、当該システムの構成を熟知しているため地方自治
法施行令第１６７条の２第１項第２号より随意契約を
締結

上下水道施設課

60
矢倉小学校他ＥＶ保守点検業
務

矢倉小学校等に設置してある
エレベータを適正に機能さ
せ、安全で良好な運転を維持
するため、保守点検を行う

5,365,440 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
フジテック㈱近畿統括本部
京滋支店

故障時および緊急時における迅速な対応は、他業者で
は対応することができないため、設置業者である契約
相手方と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

教育総務課

61 学校給食調理洗浄等業務
学校給食センターの調理、洗
浄、ボイラー管理、各小学校
の配膳補助等の実施。

131,676,300 4/1 4/1 ～ 3/31
東京都港区新橋５丁目３２
番７号
富士産業㈱

平成２４年度に実施したプロポーザルにおいて、本業
務の性質上、継続的・安定的に実施していく必要があ
ることから、平成２５年４月１日から平成３０年３月
３１日までの間は、随意契約により契約更新していく
ことを条件としているため、地方自治法施行令第１６
７条の２第１項第２号より随意契約を締結

学校給食セン
ター

62 中学校英語指導業務

・英語科授業における指導
・英語指導にかかる指導計画
作成・教材作成・情報提供・
準備
他

9,767,520 4/11 4/11 ～ 3/31
名古屋市中区栄１丁目２９
－２９
㈱アルティアセントラル

平成２７年度は「派遣契約」から「業務委託」に切り
替えた初年度であり、当該業者が業務を遂行した。平
成２８年度についても、現状を熟知する当該業者でな
ければ事業が成り立たないため地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号より随意契約を締結

学校教育課

63 草津市土曜日学びの教室業務
業務場所：市民交流プラザ・
草津市立人権センター

2,656,800 4/22 4/22 ～ 3/31
東京都品川区西五反田二丁
目１１番８号
㈱学研エデュケーショナル

平成２４年度から継続して事業に関わっており、学習
カリキュラムが確立されている。本市事業の趣旨・目
的等を熟知し、参加者や保護者からの満足度も高く、
十分な成果が上がっていると評価できるため地方自治
法施行令第１６７条の２第１項第２号より随意契約を
締結

学校教育課



64 草津市放課後学びの教室
業務場所：草津市立西一教育
集会所・草津市立芦浦教育集
会所

3,207,600 4/22 4/22 ～ 3/31
東京都品川区西五反田二丁
目１１番８号
㈱学研エデュケーショナル

平成２４年度から継続して事業に関わっており、学習
カリキュラムが確立されている。本市事業の趣旨・目
的等を熟知し、参加者や保護者からの満足度も高く、
十分な成果が上がっていると評価できるため地方自治
法施行令第１６７条の２第１項第２号より随意契約を
締結

学校教育課

65
草津市学校図書館運営支援業
務

小中学校における子どもの読
書活動の質と量の充実を図る
ため、学校司書配置業務を委
託した

9,713,520 4/1 4/1 ～ 3/31
三重県伊勢市楠部町乙１３
５番地
㈱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


