
発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札
予定時期

草津町 企画創造課 指名競争 舗装工事 町道地蔵線舗装整備工事 草津町大字草津地内 半たわみ性舗装　L=35ｍ、A=80㎡ ４ヵ月 第１四半期

草津町 企画創造課 指名競争 土木工事 草津温泉駐車場整備工事（第２期） 草津町大字草津地内
駐車場上層路盤・表層・区画線及
び階段工

１１ヵ月 第１四半期

草津町 企画創造課 指名競争 土木工事 温泉門整備工事（第１期） 草津町大字草津地内
旧坂田スタンド側化粧木柵、石積及
び機械室配管及び躯体部分

７ヵ月 第２四半期

草津町 企画創造課 指名競争 建築工事 本町駐車場跡地整備工事 草津町大字草津地内
駐車場跡地整備　A=924㎡、モミジ
植栽・回遊路・四阿等

８ヵ月 第１四半期

草津町 企画創造課 指名競争 建築工事 湯畑地蔵路地木塀設置工事 草津町大字草津地内 木塀整備 ４ヵ月 第１四半期

草津町 企画創造課 指名競争 舗装工事 地蔵広場石畳舗装工事 草津町大字草津地内 ピンコロ石舗装　A=46㎡ ５ヵ月 第２四半期

草津町 企画創造課 指名競争 石工事 小林一茶句碑設置工事 草津町大字草津地内 小林一茶句碑の設置 ７ヵ月 第１四半期

草津町 企画創造課 指名競争 建築工事 手洗乃湯設置工事（泉水） 草津町大字草津地内
手洗乃湯整備　A=23㎡、手洗乃
湯・四阿等

５ヵ月 第１四半期

草津町 企画創造課 指名競争 塗装工事 熱乃湯外壁塗装工事 草津町大字草津地内
木製外壁染み抜き及び塗装　1,110
㎡

５ヵ月 第１四半期

草津町 企画創造課 指名競争 建築工事 天狗山ブランコ設置工事 草津町大字草津地内
草津温泉スキー場内の大型ブラン
コ設置

３ヵ月 第１四半期

草津町 企画創造課 指名競争 土木工事 旧群大病院跡地駐車場整備工事 草津町大字草津地内 駐車場造成　A=4,800㎡ ５ヵ月 第１四半期

草津町 生活環境課 指名競争入札 清掃施設工事 ２号焼却炉耐火物補修工事 草津町大字草津９２６－１ 焼却施設の維持整備工事 ８カ月 第２四半期

草津町 生活環境課 随意契約 清掃施設工事
ろ過式集じん器及び第２ガス冷却
室耐火物整備工事

草津町大字草津９２６－１ 焼却施設の維持整備工事 ８カ月 第２四半期

草津町 生活環境課 指名競争入札 電気工事 ２号炉中央監視盤整備工事 草津町大字草津９２６－１ 焼却施設の維持整備工事 ８カ月 第２四半期

草津町 生活環境課 指名競争入札
機械器具設置工
事

ダスト安定化装置整備工事 草津町大字草津９２６－１ 焼却施設の維持整備工事 ８カ月 第２四半期

草津町 生活環境課 見積合わせ
機械器具設置工
事

ごみクレーンワイヤーロープ整備工
事

草津町大字草津９２６－１ 焼却施設の維持整備工事 ４カ月 第１四半期

草津町 生活環境課 指名競争入札
機械器具設置工
事

各送風機及び機器冷却水ポンプ整
備工事

草津町大字草津９２６－１ 焼却施設の維持整備工事 ６カ月 第１四半期

草津町 生活環境課 指名競争入札
機械器具設置工
事

１号誘引送風機電油操作機整備工
事

草津町大字草津９２６－１ 焼却施設の維持整備工事 ４カ月 第１四半期

草津町 上下水道課 指名競争 水道工事
町道上新田舟の尻線　　配水管布
設替工事

草津町大字草津地内 HPPEφ150　L=100m 4ヵ月 第1四半期

草津町 上下水道課 指名競争 水道工事
町道馬場舟の尻線　給水管布設替
工事

草津町大字草津地内 PEφ50　L=90m 4ヵ月 第1四半期

草津町 上下水道課 指名競争 水道工事
町道天狗山温泉街連絡車道線　配
水管布設替工事

草津町大字草津地内 HPPEφ150　L=220m 4ヵ月 第1四半期

草津町 上下水道課 指名競争 水道工事 給水管布設替工事 草津町大字草津地内 PEφ50　L=65m 4ヵ月 第1四半期
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草津町 上下水道課 指名競争 水道工事
町道昭和区２号・３号線　給水管布
設替工事

草津町大字草津地内 PEφ50　L=105m 4ヵ月 第1四半期

草津町 上下水道課 指名競争 水道工事
町道立町９号線　配水管布設替工
事

草津町大字草津地内 HPPEφ75　L=130m 4ヵ月 第1四半期

草津町 上下水道課 指名競争
機械器具設置工
事

ポンプ等整備工事 草津下水処理場内 整備予定数２６台 6ヵ月 第1四半期

草津町 上下水道課 指名競争
機械器具設置工
事

最終沈殿池サイクロ減速機整備工
事

草津下水処理場内 整備予定数４台 4ヵ月 第1四半期

草津町 上下水道課 指名競争
機械器具設置工
事

自動除塵機ベルトコンベア整備 草津下水処理場内 定期整備 4ヵ月 第1四半期

草津町 上下水道課 指名競争 委託 管路清掃工 草津町大字草津地内 Ｌ＝6.450ｍ 4ヵ月 第1四半期

草津町 上下水道課 指名競争 水道工事 下水道管更生工事 草津町大字草津地内 Ｌ＝270ｍ　ＨＰφ250 6ヵ月 第2四半期

草津町 住民課 指名競争 草刈り工事 草津町滝尻原墓苑　墓地草刈工事 草津町大字草津地内 草刈整備面積　A＝8,114㎡ １ヶ月 第1四半期

草津町 土木課 指名競争入札 土木工事 前口井堀線　道路改良工事 草津町大字前口地内 L=100ｍ　L型側溝敷設替え ３ヵ月 第１四半期

草津町 土木課 指名競争入札 土木工事 尼ケ崎七号線　擁壁改修工事 草津町大字草津地内 L=50ｍ　既存擁壁の改修 ３ヵ月 第１四半期

草津町 土木課 指名競争入札 建築工事 中島団地屋根改修工事 草津町大字草津地内 屋根改修　１棟 ６ヵ月 第１四半期

草津町 土木課 指名競争入札 土木工事 町内各所　側溝整備工事 草津町大字草津地内 L=170ｍ　側溝敷設替え ４ヵ月 第１四半期

草津町 土木課 指名競争入札 土木工事 運動茶屋焼却場線　舗装補修工事 草津町大字草津地内
L=140ｍ　A=850㎡
切削オーバーレイ

３ヵ月 第２四半期

草津町 土木課 指名競争入札 土木工事 草軽電鉄線　舗装補修工事 草津町大字草津地内
L=240ｍ　A=1,050㎡
切削オーバーレイ

３ヵ月 第２四半期

草津町 土木課 指名競争入札 土木工事 立町湯の沢線　舗装補修工事 草津町大字草津地内
L=250ｍ　A=1,040㎡
切削オーバーレイ

３ヵ月 第２四半期

草津町 温泉課 指名競争 水道施設
町道天狗山温泉街連絡車道線　温
泉温水管布設替工事

草津町大字草津地内
温泉管　FPφ100　L=220m
温水管　FPφ100　L=220m

6ヶ月
第一四半
期

草津町 温泉課 指名競争 水道施設
町道草軽電鉄線　温水管布設替工
事

草津町大字草津地内 温水管　FPφ75　L=240m ４ヶ月
第一四半
期

草津町 温泉課 指名競争 水道施設
町道上新田舟の尻線　温水管布設
替工事

草津町大字草津地内 温水管　FPφ100　L=100m ４ヶ月
第一四半
期

草津町 温泉課 指名競争 水道施設
町道殿塚中島線外　温泉温水管布
設替工事

草津町大字草津地内
温泉管　FPφ50　L=60m
温水管　SUSφ40　L=60m

４ヶ月
第一四半
期

草津町 温泉課 指名競争 水道施設
立町区ラビスタ草津下　温水管布
設替工事

草津町大字草津地内 温水管　SUSφ50　L=65m 4ヶ月
第一四半
期

草津町 温泉課 指名競争 水道施設
馬場区清重館前　温水管布設替工
事

草津町大字草津地内 温水管　SUSφ25　L=65m ４ヶ月
第一四半
期

草津町 温泉課 指名競争 水道施設
町道昭和区三号線外　温水管布設
替工事

草津町大字草津地内 温水管　SUSφ25　L=110m ４ヶ月
第一四半
期

草津町 温泉課 指名競争 管工事
天狗ポンプ場　温水ポンプ更新工
事

草津町大字草津地内 ポンプ更新２台 ６ヶ月
第二四半
期


