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№ 契約年月日 修繕件名 施設名 担当課

1 居合団地１２号受水槽フェンス修繕 居合団地 建築課

2 材木町児童館 児童家庭課

3 七日町公園滑り台修繕 七日町公園 花と緑の課

4 栄町第二庁舎玄関階段修繕 栄町第二庁舎 総務課

5 城西団地 建築課

6 ガラス戸　アクリル板交換 城前児童センター 児童家庭課

7 栄町第二庁舎前プレハブ庁舎建具修繕 栄町第二庁舎 総務課

8 栄町第二庁舎門柱修繕 栄町第二庁舎 総務課

9 総務課床修繕 本庁舎 総務課

10 保育室サッシ・建具修繕 広田保育所 児童家庭課

11 花と緑の課

12 外灯ポール修繕 第一中学校 教育総務課

13 校門ゲート修繕 松長小学校 教育総務課

14 浄化槽蓋修繕 一箕中学校 教育総務課

15 事務机その他修繕 城南小学校 教育総務課

16 給食室厨房用水栓修繕 中央保育所 児童家庭課

17 階段タイル、フェンス基礎修繕 日新小学校 教育総務課

18 本庁舎鉄扉修繕 本庁舎 総務課

19 南校舎２階コンピューター室クロス修繕 一箕小学校 教育総務課

20 体育館男子・女子トイレ壁タイル修繕 第四中学校 教育総務課

21 渡り廊下床モルタル修繕 松長小学校 教育総務課

22 幼児小便器詰まり修繕 川南保育所 児童家庭課
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平成21年4月10日

平成21年4月15日 材木町児童館[床補修修繕

平成21年4月15日

平成21年4月20日

平成21年4月24日 城西団地簡二3号外屋根修繕

平成21年4月27日

平成21年4月27日

平成21年4月30日

平成21年4月30日

平成21年5月1日

平成21年5月1日 松長1号公園他遊具修繕 松長1号公園外

平成21年5月8日

平成21年5月8日

平成21年5月8日

平成21年5月8日

平成21年5月11日

平成21年5月12日

平成21年5月18日

平成21年5月19日

平成21年5月19日

平成21年5月19日

平成21年5月22日
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№ 契約年月日 修繕件名 施設名 担当課

23 職員室及び１年教室建具修繕 河東中学校 教育総務課

24 保健センター本締り錠交換 保健センター 健康増進課

25 北昇降口南側犬走り前側溝蓋修繕 一箕小学校 教育総務課

26 消火栓ポンプ小屋外扉修繕 河東中学校 教育総務課

27 乳児室鍵取付修繕 広田保育所 児童家庭課

28 技術室床修繕 第一中学校 教育総務課

29 白虎町仮設住宅障子、網戸張替外修繕 区画整理課

30 黒川団地側溝修繕 黒川団地 建築課

31 南公民館車イス用トイレ入口修繕一式 南公民館 南公民館

32 本庁舎自転車置場屋根修繕 本庁舎 総務課

33 雨樋修繕 城前児童センター 児童家庭課

34 河東支所入口ガラス修繕 河東支所 河東支所総務課

35 ガラス戸アクリル板交換 城前児童センター 児童家庭課

36 ランチルームアルミサッシ修繕 広田保育所 児童家庭課

37 城西団地 建築課

38 北会津支所 北会津支所総務課

39 黒川団地簡平１２号玄関ドア修繕 黒川団地 建築課

40 つばくろ公園トイレ修繕 つばくろ公園 花と緑の課

41 小田垣団地幼児遊園遊具修繕 小田垣団地 建築課

42 北会津支所庁舎エントランスホール側女子トイレ立水栓修繕 北会津支所 北会津支所総務課

43 昇降口前床タイル修繕 荒舘小学校 教育総務課

44 体育器具遊具修繕 鶴城小学校 教育総務課

45 体育器具遊具修繕 城北小学校 教育総務課

平成21年6月1日

平成21年6月1日

平成21年6月3日

平成21年6月3日

平成21年6月5日

平成21年6月5日

平成21年6月8日 白虎町仮設住宅101号外

平成21年6月9日

平成21年6月12日

平成21年6月23日

平成21年6月26日

平成21年6月26日

平成21年6月30日

平成21年7月3日

平成21年7月3日 城西団地3棟12号外ベランダ手すり修繕

平成21年7月7日 北会津支所庁舎1Ｆ西側男子トイレ立水栓修繕

平成21年7月7日

平成21年7月13日

平成21年7月16日

平成21年7月21日

平成21年7月21日

平成21年7月21日

平成21年7月21日
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№ 契約年月日 修繕件名 施設名 担当課

46 体育器具遊具修繕 湊小学校 教育総務課

47 体育器具遊具修繕 東山小学校 教育総務課

48 体育器具遊具修繕 第二中学校 教育総務課

49 体育器具遊具修繕 湊中学校 教育総務課

50 体育器具遊具修繕 大戸中学校 教育総務課

51 体育器具遊具修繕 北会津中学校 教育総務課

52 昭和公園トイレ窓修繕 昭和公園 花と緑の課

53 １年１組外観察台テラゾー石修繕 第五中学校 教育総務課

54 南公民館換気扇カバー修繕一式 南公民館 南公民館

55 城西団地 建築課

56 鶴城小学校便所タイル修繕 鶴城小学校 教育総務課

57 浄化槽ﾏﾝﾎｰﾙ蓋外れ止め板修繕 河東第一幼稚園 教育総務課

58 松長小学校 教育総務課

59 玄関前スロープ床モルタル修繕 東山小学校 教育総務課

60 浄化槽放流槽ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ修繕 門田小学校 教育総務課

61 浄化槽放流槽ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ修繕 一箕小学校 教育総務課

62 南校舎西側庇モルタル修繕 行仁小学校 教育総務課

63 大町中央公園外遊具修繕 大町中央公園外 花と緑の課

64 浄化槽原水槽ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ修繕 門田小学校 教育総務課

65 河東支所庁舎ドア修繕 河東支所 河東支所総務課

66 側溝モルタル修繕 川南保育所 児童家庭課

67 市民課窓修繕他 本庁舎 総務課

68 受水槽門扉修繕 第五中学校 教育総務課

平成21年7月21日

平成21年7月21日

平成21年7月21日

平成21年7月21日

平成21年7月21日

平成21年7月21日

平成21年7月22日

平成21年7月24日

平成21年7月27日

平成21年7月29日 城西団地3棟13号ベランダ手すり修繕

平成21年7月29日

平成21年7月29日

平成21年7月29日 1年2組机修繕

平成21年8月5日

平成21年8月10日

平成21年8月10日

平成21年8月18日

平成21年8月25日

平成21年8月26日

平成21年8月27日

平成21年9月1日

平成21年9月1日

平成21年9月2日
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№ 契約年月日 修繕件名 施設名 担当課

69 女子更衣室ガラスブロック修繕 一箕中学校 教育総務課

70 体育館入口引戸外修繕 大戸中学校 教育総務課

71 美術室前体育館入口ドア修繕 河東中学校 教育総務課

72 放送室外開き窓ｸﾞﾚﾓﾝﾊﾝﾄﾞﾙ錠修繕 城北小学校 教育総務課

73 居合団地７棟西側フェンス外修繕 居合団地・城前団地 建築課

74 高塚公園物置修繕 高塚公園 花と緑の課

75 入口レール修繕 川南保育所 児童家庭課

76 体育館入口ドアフロアヒンジ修繕 第一中学校 教育総務課

77 城西団地４棟南側フェンス修繕 城西団地 建築課

78 南公民館 南公民館

79 遊戯室ガラス修繕 川南保育所 児童家庭課

80 南公民館託児室入口扉修繕 南公民館 南公民館

81 高塚団地簡平１０１号床修繕 高塚団地 建築課

82 南公民館扉他修繕 南公民館 南公民館

83 給油口マンホール修繕 城南小学校 教育総務課

84 職員用トイレ及び調乳室　流し台水栓修繕 中央保育所 児童家庭課

85 南公民館 南公民館

86 居合団地６棟２９号建具修繕 居合団地 建築課

87 北会津支所付属棟女子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

88 第二中学校給食搬入口扉枠修繕 第二中学校 会津若松学校給食センター

89 副市長室ガラス修繕 本庁舎 総務課

90 校庭外トイレドア修繕 河東中学校 教育総務課

91 新横町団地簡平３０号外屋根修繕 新横町団地 建築課

平成21年9月4日

平成21年9月8日

平成21年9月10日

平成21年9月10日

平成21年9月16日

平成21年9月18日

平成21年10月1日

平成21年10月1日

平成21年10月1日

平成21年10月2日 南公民館1Ｆボイラー室入口・2Ｆ会議室入口修繕

平成21年10月5日

平成21年10月8日

平成21年10月8日

平成21年10月9日

平成21年10月15日

平成21年10月19日

平成21年10月20日 南公民館2Ｆ会議室4・調理室中仕切修繕

平成21年10月23日

平成21年10月28日

平成21年11月2日

平成21年11月5日

平成21年11月5日

平成21年11月10日
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№ 契約年月日 修繕件名 施設名 担当課

92 トイレブース枠建具修繕 川南保育所 児童家庭課

93 給食運搬車段差板修繕 湊地区学校給食センター 学校教育課

94 居合団地６棟１７号ベランダ手摺修繕 居合団地 建築課

95 遊戯室ステージ壁、棚修繕 荒舘保育所 児童家庭課

96 北会津支所庁舎１階障がい者用トイレ修繕 北会津支所 北会津支所総務課

97 給食室引戸修繕 城南小学校 学校教育課

98 河東支所庁舎襖修繕 河東支所 河東支所総務課

99 記者クラブ他ドア修繕 本庁舎 総務課

100 屋根修繕 旧双潟小学校 教育総務課

101 薬師公園外給水施設修繕 薬師公園、石山７号緑地 花と緑の課

102 年貢町団地３棟２５号外建具修繕 年貢町団地 建築課

103 遊戯室棚修繕 荒舘保育所 児童家庭課

104 居合団地６棟集合郵便受け外修繕 居合団地 建築課

105 ドア修繕 城西小学校 教育総務課

106 西側門柱修繕 第一中学校 教育総務課

107 市民課東側タイル修繕 本庁舎 総務課

108 企画調整課ドア修繕 本庁舎 総務課

109 河東支所庁舎外壁タイル修繕 河東支所 河東支所総務課

110 南公民館 南公民館

111 給食室入口ドア修繕 門田地区学校給食センター 学校教育課

112 給食室内壁タイル修繕 行仁小学校 学校教育課

113 給食室換気扇フィルター網修繕 鶴城小学校 学校教育課

114 掲示板修繕 本庁舎 総務課

平成21年11月13日

平成21年11月18日

平成21年11月19日

平成21年11月20日

平成21年12月8日

平成21年12月9日

平成21年12月10日

平成21年12月14日

平成21年12月16日

平成21年12月21日

平成21年12月22日

平成22年1月4日

平成22年1月8日

平成22年1月15日

平成22年1月22日

平成22年1月22日

平成22年1月28日

平成22年1月28日

平成22年1月29日 南公民館2Ｆ視聴覚室テレビ台修繕

平成22年2月1日

平成22年2月2日

平成22年2月3日

平成22年2月15日
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№ 契約年月日 修繕件名 施設名 担当課

115 退庁簿入れ修繕 本庁舎 総務課

116 改良住宅城前団地２０棟３号建具修繕 城前団地 建築課

117 案内板修繕 本庁舎 総務課

118 トドメキ団地砂場枠修繕 トドメキ団地 建築課

119 城西団地５棟１６号浴室ドア修繕 城西団地 建築課

120 中庭プレハブ外階段修繕 本庁舎 総務課

121 下駄箱、棚、帽子掛修繕 荒舘保育所 児童家庭課

122 北会津支所庁舎南側テラス板張り修繕 北会津支所 北会津支所総務課

123 第三中学校給食搬入口扉枠修繕 会津若松学校給食センター

124 りす組可動間仕切修繕 広田保育所 児童家庭課

平成22年2月15日

平成22年2月18日

平成22年2月26日

平成22年3月1日

平成22年3月3日

平成22年3月8日

平成22年3月19日

平成22年3月23日

平成22年3月24日
給食搬入口の扉枠にステンレス板等
を溶接して修繕　　

平成22年3月29日


