
（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） 備  考 所属名

1
（仮称）第３次草津市行政シス
テム改革推進計画策定支援業務

計画策定の支援を目的と
して委託した

2,700,000 4/25 4/25 ～ 3/15
京都市下京区四条通り高倉西入
ル立売西町
㈱地域計画建築研究所

経営改革室

2 草津市庁舎等総合管理業務
庁舎等公共施設を維持管
理すること

89,164,800 4/1 4/1 ～ 3/31
湖南市岩根藤ノ木３３５２番地
６
㈱浄美社滋賀支店

総務課

3
参議院議員通常選挙期日前投票
事務従事者派遣業務

期日前投票所において投
票事務に従事

4,097,800 5/25 5/25 ～ 7/9
大津市京町４丁目５番２３号
㈱マンアップ

総務課

4 風力発電施設維持管理業務
風車本体の定期点検や航
空障害灯の交換等、維持
管理に必要な業務

3,520,800 4/1 4/1 ～ 3/31

京都市下京区河原町四条下ル２
丁目富永町３３８番地
㈱関電工西日本営業本部　関西
支社 京滋営業所

環境課

5
草津市新クリーンセンター運転
管理発注支援業務

新クリーンセンターの運
転管理業者選定のための
技術支援業務を委託した

12,135,600 6/27 6/27 ～
H29
9/29

大阪市北区中崎西四丁目3番27号
中外テクノス㈱関西支社

プロポーザル
廃棄物処理施設
建設室

6 焼却炉計装設備保守点検業務
焼却炉施設の計装設備の
定期点検業務

2,808,000 9/8 9/8 ～ 12/6

京都市中京区西ノ京徳大寺町１
番地
島津システムソリューションズ
㈱京都支店

クリーンセン
ター

7
（仮称）草津市健幸都市基本計
画策定業務

（仮称）草津市健幸都市
基本計画の策定業務

4,536,000 5/23 5/23 ～ 3/31

京都市右京区西京極西池田町９
番地５
㈱ジャパンインターナショナル
総合研究所

プロポーザル 健康福祉政策課

8
草津あんしんいきいきプラン第
７期計画策定支援業務

草津あんしんいきいきプ
ラン第７期計画策定支援
業務の委託

4,212,800 8/2 8/2 ～
H30
3/31

大阪市北区天満橋一丁目８番３
０号
㈱サーベイリサーチセンター大
阪事務所

プロポーザル 介護保険課

9
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
（一般型）の運営
（１か所）

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

子ども子育て推
進室

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）

契約期間



10
（仮称）草津市子育て応援サイ
トおよびアプリ構築業務

システム運用構築・導入
業務およびシステム利用
にかかる運営保守業務

15,973,200 8/18 8/18 ～
H34
2/28

宝塚市野上１丁目１番８号
特定非営利活動法人コミュニ
ティリンク

プロポーザル
子ども子育て推
進室

11
草津市下水道事業第８期経営計
画策定業務

下水道第８期経営計画の
予測・分析及び取りまと
め等

7,160,400 5/6 5/6 ～ 2/28
守山市梅田町２番１号
㈱日水コン滋賀営業所

プロポーザル 上下水道総務課

12 浄水場計装設備保守点検
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

5,778,000 4/1 4/1 ～ 3/31
京都府宇治市莵道田中３４番地
の５
㈱洛南エンジニアリング

ロクハ浄水場

13
ロクハ浄水場排水処理施設運転
維持管理業務

ロクハ浄水場脱水機の運
転および維持管理

8,964,000 4/1 4/1 ～ 1/10
大阪市淀川区宮原３丁目３番３
１号
石垣メンテナンス㈱大阪支店

ロクハ浄水場

14 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

5,738,688 4/1 4/1 ～ 3/31
近江八幡市北之庄町９０８番地
(株)日吉

ロクハ浄水場

15
各小中学校自家用電気工作物保
安管理業務およびデマンド監視
業務

電気事業法に基づく主任
技術者を選任し、保守に
努めるための業務を委託
する

3,806,870 4/1 4/1 ～ 3/31
大津市京町４－４－２２
（一財）関西電気保安協会大津
営業所

教育総務課

16
（仮称）草津市文化振興計画策
定支援業務

市民意識調査、審議会運
営支援その他の計画策定
支援業務

5,256,804 8/10 8/10 ～
H30
3/15

京都市下京区四条通り高倉西入
ル立売西町
㈱地域計画建築研究所

プロポーザル 生涯学習課

17
平成２８年度草津市立中学校ス
クールランチ事業

市内6中学校で最大190日
を実施予定
スクールランチの調理業
務、販売業務、献立表作
成業務、準備業務等

6,449,040 4/1 4/1 ～ 3/31
大津市別保三丁目11番35号
（株）大津給食センター

スポーツ保健課

18
史跡草津宿本陣（土蔵２ほか）
保存修理工事監理業務

史跡内建造物の修理工事
に関する設計及び工事監
理業務

2,592,000 6/1 6/1 ～ 3/15
京都市左京区田中関田町43番地
一般財団法人　建築研究協会
理事長　加藤邦男

文化財保護課

19 学校ＩＣＴ支援員配置業務

小中学校でのＩＣＴを活
用した教育をサポートす
る専門スタッフ配置のた
め業務を委託した

23,760,000 4/22 4/22 ～ 3/31
東京都多摩市落合一丁目３４
㈱ベネッセコーポレーション小
中学校事業部

プロポーザル 学校政策推進課


