
71件　3,058,849円

№ 契約月日 修   繕    件   名  施   設   名 担  当  課

1
平成19年4月18日 荒舘幼稚園遊具修繕 荒舘幼稚園 教育委員会総務課

2
平成19年4月18日 北会津中学校防球ネットその他修繕 北会津中学校 教育委員会総務課

3
平成19年4月18日 荒舘幼稚園木製建具修繕 荒舘幼稚園 教育委員会総務課

4
平成19年5月1日 材木町児童館の修繕 材木町児童館 児童家庭課

5
平成19年5月9日 一箕小学校理科室外テラゾブロックその他修理 一箕小学校 教育委員会総務課

6
平成19年5月11日 小金井小学校児童昇降口床タイル修理 小金井小学校 教育委員会総務課

7
平成19年5月11日 北川原丁団地５棟階段室ガラス修繕 北川原丁団地 建築課

8
平成19年5月15日 北会津農村環境改善センタートイレ漏水修繕 北会津農村環境改善センター 農政課

9
平成19年5月16日 河東中学校音楽室南側欄間サッシ修理 河東中学校 教育委員会総務課

10
平成19年5月16日 河東第三幼稚園保育室南側網戸修理 河東第三幼稚園 教育委員会総務課

11
平成19年5月18日 松長小学校昇降口外床タイルその他修理 松長小学校 教育委員会総務課

12
平成19年5月18日 神指小学校校舎犬走りモルタル修理 神指小学校 教育委員会総務課

13
平成19年5月22日 八田地区交流センターガラス修理 八田地区交流センター 河東支所住民福祉課

14
平成19年5月23日 日新小学校中庭床モルタルその他修理 日新小学校 教育委員会総務課

15
平成19年5月23日 第三中学校北校舎１階廊下床シート修理 第三中学校 教育委員会総務課

16
平成19年5月23日 居合団地駐車場表示板修繕 居合団地 建築課

17
平成19年5月30日 第六中学校２年２組外木製建具修理 第六中学校 教育委員会総務課
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№ 契約月日 修   繕    件   名  施   設   名 担  当  課

18
平成19年5月30日 南公民館の修繕(ふすま） 南公民館　 南公民館

19
平成19年6月4日 河東第一幼稚園職員室外網戸修理 河東第一幼稚園 教育委員会総務課

20
平成19年6月5日 柳原団地簡二７～１２号外雨樋修繕 柳原団地 建築課

21
平成19年6月5日 城西団地１棟８号ベランダ隔板修繕 城西団地 建築課

22
平成19年6月18日 城前児童センターの修繕 城前児童センター 児童家庭課

23
平成19年6月20日 北会津支所庁舎１Ｆトイレフラッシュバルブ修繕 北会津支所 北会津支所総務課

24
平成19年6月21日 基幹集落センターサッシ修理 基幹集落センター 農政課

25
平成19年7月2日 城西小学校遊具修理 城西小学校 教育委員会総務課

26
平成19年7月6日 南公民館の修繕 南公民館　 南公民館

27
平成19年7月10日 河東第三幼稚園遊具修理 河東第三幼稚園 教育委員会総務課

28
平成19年7月11日 門田小学校遊具修理 門田小学校 教育委員会総務課

29
平成19年7月19日 城南小学校遊具修理 城南小学校 教育委員会総務課

30
平成19年8月7日 松長小学校給食室外壁モルタル修繕 松長小学校 教育委員会総務課

31
平成19年8月7日 城前団地簡平１９号外屋根修繕 城前団地 建築課

32
平成19年8月29日 つばくろ公園トイレ目隠支柱修理 つばくろ公園 花と緑の課

33
平成19年8月30日 さくら公園水飲場修繕 さくら公園 花と緑の課

34
平成19年8月31日 居合団地７棟５号浴室建具修繕 居合団地 建築課

35
平成19年9月3日 城南小学校３階視聴覚室引戸錠修理 城南小学校 教育委員会総務課
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№ 契約月日 修   繕    件   名  施   設   名 担  当  課

36
平成19年9月19日 住吉向団地簡平７号玄関ドア修繕 住吉向団地 建築課

37
平成19年10月4日 北会津農村環境改善センターサッシ修繕 北会津農村環境改善センター 農政課

38
平成19年10月9日 北会津支所庁舎車庫トイレフラッシュバルブ修繕 北会津支所 北会津支所総務課

39
平成19年10月9日  北会津支所旧議員控室照明器具修理 北会津支所 北会津支所総務課

40
平成19年10月16日 片柳町団地２棟１０４号玄関ドア錠修繕 片柳町団地 建築課

41
平成19年10月17日 松長配水池揚水ポンプ場換気扇取替外修繕 松長配水池揚水ポンプ場 水道部施設課

42
平成19年10月26日 西七日町児童館の修繕 西七日町児童館 児童家庭課

43
平成19年11月1日 南公民館の修繕 南公民館　 南公民館

44
平成19年11月1日 河東支所サッシ引き寄せハンドル交換修理 河東支所庁舎 河東支所総務課

45
平成19年11月6日 居合団地外幼児遊園遊具修繕 居合団地外 建築課

46
平成19年11月6日 城前児童センタードア修繕 城前児童センター 児童家庭課

47
平成19年11月16日 材木町団地雨水枡蓋外修繕 材木町団地 建築課

48
平成19年11月26日 北会津支所庁舎2Fトイレ立水栓修繕 北会津支所 北会津支所総務課

49
平成19年11月30日 新横町団地外玄関ドア修繕 新横町団地外 建築課

50
平成19年12月10日 北会津支所庁舎1Fトイレ立水栓修繕 北会津支所 北会津支所総務課

51
平成19年12月13日 材木町児童館灯油タンク修繕 材木町児童館 児童家庭課

52
平成19年12月17日 城前団地１７棟１１号外建具修繕 城前団地 建築課

53
平成19年12月21日 西七日町児童館配管修繕 西七日町児童館 児童家庭課
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54
平成20年1月9日 受電室シャッター錠修繕 河東支所 河東支所　総務課

55
平成20年1月17日 片柳町団地４棟１０４号玄関ドア外修繕 片柳町団地外 建築課

56
平成20年1月29日 河東支所トイレ修繕 河東支所 河東支所総務課

57
平成20年1月31日 北会津支所２階照明器具修理 北会津支所 北会津支所総務課

58
平成20年2月13日 中央公民館窓ガラス修理 中央公民館 総務課

59
平成20年2月21日 城前児童センタードア修繕 城前児童センター 児童家庭課

60
平成20年2月21日 行仁町児童センター遊具修繕 行仁町児童センター 児童家庭課

61
平成20年2月22日 行仁コミュニティセンター壁紙修繕 行仁コミュニティセンター 環境生活課

62
平成20年2月28日 西七日町児童館手洗い場蛇口修繕 西七日町児童館 児童家庭課

63
平成20年3月3日 追手町庁舎トイレ壁タイル修理 追手町庁舎 総務課

64
平成20年3月5日 河東第一幼稚園遊戯室暗幕その他修繕 河東第一幼稚園 教育委員会総務課

65
平成20年3月11日 南公民館の修繕 南公民館　 南公民館

66
平成20年3月17日 謹教こどもクラブ扉修繕 謹教こどもクラブ 児童家庭課

67
平成20年3月17日 不凍バルブ修繕 川南保育所 児童家庭課

68
平成20年3月19日 たかく公園浄化槽蓋修繕 たかく公園 花と緑の課

69
平成20年3月19日 北会津支所庁舎車庫トイレフラッシュバルブ修繕 北会津支所 北会津支所総務課

70
平成20年3月21日 七日町公園滑り台修繕 七日町公園 花と緑の課

71
平成20年3月28日  北会津支所庁舎2Fトイレ手洗修繕 北会津支所 北会津支所総務課
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