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№ 契約年月日 修繕件名 施設名 担当課

1 北川原丁団地２棟１６号サッシ修繕 建築課

2 西七日町児童館　ガラス修繕 西七日町児童館 児童家庭課

3 改良住宅城前団地１４棟竪樋修繕 建築課

4 １階外部女子便所ドア修繕 河東中学校 教育総務課

5 運動器具修繕 行仁小学校 教育総務課

6 改良住宅材木町団地Ａ棟外階段修繕 材木町団地Ａ棟、Ｄ棟階段 建築課

7 城西団地公園遊具修繕 城西団地公園 建築課

8 財政課柱・梁修繕 本庁舎 総務課

9 住吉向団地簡平９３号玄関床修繕 建築課

10 材木町団地Ａ棟駐輪場壁修繕 材木町団地Ａ棟 建築課

11 １・６年教室ガラス修繕 神指小学校 教育総務課

12 昇降口外部床修繕 城南小学校 教育総務課

平成22年度小規模修繕契約希望者登録制度実績書 132件　 6,312,886円

平成22年4月15日 北川原丁団地2棟16号

平成22年4月16日

平成22年4月16日 改良住宅城前団地14棟

平成22年4月19日

平成22年4月20日

平成22年4月21日

平成22年4月23日

平成22年4月27日

平成22年5月6日 住吉向団地簡平93号

平成22年5月6日

平成22年5月6日

平成22年5月6日
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№ 契約年月日 修繕件名 施設名 担当課

13 教卓脚他修繕 城南小学校 教育総務課

14 式台他修繕 第四中学校 教育総務課

15 正門扉修繕 行仁小学校 教育総務課

16 中庭鋼製蓋修繕 本庁舎 総務課

17 建具修繕 川南小学校 教育総務課

18 米代団地駐車場フェンス修繕 米代団地駐車場 建築課

19 建築課

20 排煙オペレーター修繕 栄町第一庁舎 総務課

21 黒川団地簡平９・１０号玄関床修繕 黒川団地簡平９、１０号 建築課

22 北会津支所付属棟女子トイレフラッシュバルブ修繕 北会津支所付属棟 北会津支所総務課

23 引戸錠修繕 荒舘小学校 教育総務課

24 部室ドア修繕 第三中学校 教育総務課

25 材木町児童館　ホールコンセント修繕 材木町児童館 児童家庭課

平成22年5月6日

平成22年5月6日

平成22年5月7日

平成22年5月7日

平成22年5月10日

平成22年5月10日

平成22年5月11日 城西団地4棟22号浴室建具修繕 城西団地4棟22号

平成22年5月14日

平成22年5月17日

平成22年5月17日

平成22年5月20日

平成22年5月20日

平成22年5月20日
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№ 契約年月日 修繕件名 施設名 担当課

26 本町団地簡平２号天井修繕 本町団地簡平２号 建築課

27 生徒用昇降口扉修繕 日新小学校 教育総務課

28 厨房ストレーナ修繕 謹教小学校 学校教育課

29 黒川団地通路側溝修繕 黒川団地 建築課

30 休養室壁結露防止工事 中央保育所 児童家庭課

31 １階給食室前出入口　木製建具修繕 松長小学校 教育総務課

32 給食室入り口踏み台修繕 松長小学校 学校教育課

33 大町中央公園トイレガラス修繕 大町中央公園 花と緑の課

34 側溝蓋修繕 湊小学校 教育総務課

35 ホタル飼育棟揚水ポンプ修繕 ホタル飼育棟 北会津支所まちづくり推進課

36 式台修繕 城北小学校 教育総務課

37 旧ささやきが丘児童遊園遊具修繕 旧ささやきが丘児童遊園 児童家庭課

38 りす組手洗い場水栓修繕 中央保育所 児童家庭課

平成22年5月21日

平成22年5月24日

平成22年5月28日

平成22年6月1日

平成22年6月3日

平成22年6月7日

平成22年6月11日

平成22年6月15日

平成22年6月15日

平成22年6月21日

平成22年6月21日

平成22年6月22日

平成22年6月23日
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№ 契約年月日 修繕件名 施設名 担当課

39 住吉向団地簡平２７号玄関ドア修繕 住吉向団地 建築課

40 総務課ガラス修繕 本庁舎 総務課

41 児童昇降口床タイル修繕 小金井小学校 教育総務課

42 書庫建具修繕 本庁舎 総務課

43 城西団地３棟９号ベランダ手摺り修繕 城西団地 建築課

44 改良住宅材木町団地Ｂ棟２８号サッシ修繕 改良住宅材木町団地 建築課

45 大町中央公園多目的トイレ修繕 大町中央公園 花と緑の課

46 北校舎３階東側女子便所　　タイル修繕 門田小学校 教育総務課

47 体育器具遊具修繕 第四中学校 教育総務課

48 給食室引戸修繕 小金井小学校 学校教育課

49 郷之原仮設住宅第２号・第５号玄関ガラス修繕 郷之原仮設住宅 区画整理課

50 門扉修繕 一箕小学校 教育総務課

51 給食室開き網戸修繕 松長小学校 学校教育課

平成22年6月23日

平成22年6月23日

平成22年6月24日

平成22年6月25日

平成22年6月25日

平成22年6月28日

平成22年7月1日

平成22年7月6日

平成22年7月6日

平成22年7月6日

平成22年7月9日

平成22年7月9日

平成22年7月13日
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№ 契約年月日 修繕件名 施設名 担当課

52 旧会津寮外壁修繕 旧会津寮 建築課

53 体育器具遊具修繕 松長小学校 教育総務課

54 体育器具遊具修繕 神指小学校 教育総務課

55 本庁舎玄関外部モルタル修繕 本庁舎 総務課

56 黒川団地簡平７号玄関ドア修繕 黒川団地簡平７号 建築課

57 体育器具遊具修繕 東山小学校 教育総務課

58 体育器具遊具修繕 第三中学校 教育総務課

59 体育器具遊具修繕 北会津中学校 教育総務課

60 城前団地Ｂ棟１～６号雨樋修繕 城前団地Ｂ棟１～６号 建築課

61 旧城北こどもクラブ床修繕 城北小学校 児童家庭課

62 八田地区交流センター網戸修繕 会津若松市八田地区交流センター 河東支所住民福祉課

63 材木町児童館　アクリル板修繕 材木町児童館 児童家庭課

64 本棚修繕 河東学園小学校 教育総務課

平成22年7月15日

平成22年7月15日

平成22年7月16日

平成22年7月16日

平成22年7月20日

平成22年7月21日

平成22年7月22日

平成22年7月26日

平成22年7月26日

平成22年7月27日

平成22年7月27日

平成22年7月27日

平成22年7月29日
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№ 契約年月日 修繕件名 施設名 担当課

65 柳原団地簡二５号建具修繕 柳原団地簡二５号 建築課

66 体育器具遊具修繕 謹教小学校 教育総務課

67 国保年金課西側廊下鉄扉修繕 本庁舎 総務課

68 一箕倉庫屋根修繕 一箕倉庫 総務課

69 机修繕 謹教小学校 教育総務課

70 下水浄化工場階段修繕 下水浄化工場 下水道課

71 本町団地簡平１４号和室床外修繕 本町団地、錦町団地、改良住宅城前団地 建築課

72 年貢町団地４棟３号内壁修繕 年貢町団地４棟３号 建築課

73 ぱんだ組トイレ修繕 中央保育所 児童家庭課

74 書庫ガラス他修繕 本庁舎 総務課

75 建築課

76 河東支所庁舎会議室等ドア塗装 河東支所 河東支所総務課

77 建築課

平成22年7月30日

平成22年8月3日

平成22年8月5日

平成22年8月6日

平成22年8月11日

平成22年8月13日

平成22年8月19日

平成22年8月20日

平成22年8月25日

平成22年8月27日

平成22年8月31日 錦町団地2棟縦樋外修繕 錦町団地2棟、改良住宅材木町団地

平成22年9月6日

平成22年9月9日 改良住宅城前団地12棟6号ベランダ手摺壁修繕 改良住宅城前団地12棟6号
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№ 契約年月日 修繕件名 施設名 担当課

78 本町団地通路側溝修繕 本町団地 建築課

79 遊具修繕 川南幼稚園 教育総務課

80 ０歳児及び２歳児保育室建具修繕 広田保育所 児童家庭課

81 たかく公園外浄化槽修繕 たかく公園浄化槽、一ノ堰１号緑地浄化槽 花と緑の課

82 校舎１階東側入口ドア修繕 永和小学校 教育総務課

83 改良住宅城前団地２棟木柵修繕 改良住宅城前団地 建築課

84 飯寺１２号緑地外遊具修繕 飯寺１２号緑地、金川町公園 花と緑の課

85 城西団地公園遊具修繕 城西団地 建築課

86 葉山団地１棟４０５号外建具修繕 葉山団地、居合団地 建築課

87 納税課ガラス修繕 本庁舎 総務課

88 得点板修繕 城西小学校 教育総務課

89 錦町団地公園ベンチ修繕 錦町団地 建築課

90 城西団地５棟２８号建具外修繕 城西団地、南花畑団地 建築課

平成22年9月10日

平成22年9月15日

平成22年9月24日

平成22年10月4日

平成22年10月4日

平成22年10月7日

平成22年10月8日

平成22年10月8日

平成22年10月8日

平成22年10月12日

平成22年10月12日

平成22年10月13日

平成22年10月18日
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№ 契約年月日 修繕件名 施設名 担当課

91 片柳町団地３棟３０１号ベランダ修繕 片柳町団地 建築課

92 遊戯室建具修繕 広田保育所 児童家庭課

93 材木町児童館廊下床修繕 材木町児童館 児童家庭課

94 体育館スチール引戸錠修繕 第六中学校 教育総務課

95 居合団地４棟１８号外建具修繕 居合団地、改良住宅城前団地 建築課

96 居合団地４棟１８号外住宅修繕 居合団地、年貢町団地 建築課

97 南公民館 南公民館

98 材木町児童館テーブル修繕 材木町児童館 児童家庭課

99 緑町団地簡平１０号外建具修繕 緑町団地、居合団地 建築課

100 松長団地２棟郵便受け外修繕 松長団地、錦町団地、年貢町団地 建築課

101 居合団地６棟２９号外建具修繕 居合団地、小田垣団地 建築課

102 大戸公民館引戸錠修繕 大戸公民館 大戸公民館

103 北会津支所庁舎１Ｆトイレ立水栓修理 北会津支所庁舎 北会津支所総務課

平成22年10月19日

平成22年10月22日

平成22年11月15日

平成22年11月15日

平成22年11月15日

平成22年11月19日

平成22年11月22日
南公民館女子トイレ入口
修繕

平成22年11月25日

平成22年12月1日

平成22年12月3日

平成22年12月3日

平成22年12月10日

平成22年12月10日



ページ 9

№ 契約年月日 修繕件名 施設名 担当課

104 年貢町団地４棟１号外住宅修繕 年貢町団地 建築課

105 遊戯室北側ガラス戸修理 広田保育所 児童家庭課

106 材木町児童館アクリル板修繕 材木町児童館 児童家庭課

107 飯盛山公衆便所障がい者用トイレ扉修繕 飯盛山公衆便所 観光課

108 門田第一、門田第二こどもクラブ入口その他修繕 門田第一、門田第二こどもクラブ 児童家庭課

109 材木町児童館外壁モルタル修繕 材木町児童館 児童家庭課

110 納税課ガラス修繕 本庁舎 総務課

111 トドメキ団地６０３号床修繕 トドメキ団地 建築課

112 南公民館 南公民館

113 年貢町団地４棟１１号内壁修繕 年貢町団地 建築課

114 遊戯室木製建具修理 広田保育所 児童家庭課

115 タオル掛、らっこ組床、下駄箱修繕 荒舘保育所 児童家庭課

116 河東支所分室給水管修繕 河東支所分室 河東支所総務課

平成22年12月10日

平成22年12月13日

平成22年12月15日

平成22年12月15日

平成22年12月20日

平成22年12月20日

平成23年1月6日

平成23年1月6日

平成23年1月12日
南公民館男子トイレ入口 
修繕

平成23年1月12日

平成23年1月13日

平成23年1月17日

平成23年1月18日
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№ 契約年月日 修繕件名 施設名 担当課

117 城西団地５棟２７号建具修繕 城西団地 建築課

118 栄町第二庁舎通用口ドア修繕 栄町第二庁舎 総務課

119 防災安全課ガラス修繕 本庁舎 総務課

120 教材保管室窓ガラス修理 八田保育所 児童家庭課

121 居合団地２棟２８号建具修繕 居合団地 建築課

122 中庭駐車場マンホール修繕 本庁舎 総務課

123 雨樋修繕 ノーマライズ交流館パオパオ（たんぽぽ園） 社会福祉課

124 フロアテーブル脚修繕 城南小学校 教育総務課

125 体育館バスケットゴールリング修繕 門田小学校 教育総務課

126 遊戯室アルミサッシカギ修繕 広田保育所 児童家庭課

127 給食室厨房水栓修繕 荒舘保育所 児童家庭課

128 本庁舎北・南側棟連結通路修繕 本庁舎 総務課

129 東北地方太平洋沖地震に伴う西七日町児童館外壁修繕 西七日町児童館 児童家庭課

平成23年1月21日

平成23年1月26日

平成23年1月27日

平成23年2月7日

平成23年2月14日

平成23年2月25日

平成23年3月1日

平成23年3月1日

平成23年3月1日

平成23年3月3日

平成23年3月8日

平成23年3月16日

平成23年3月17日
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№ 契約年月日 修繕件名 施設名 担当課

130 東北地方太平洋沖地震に伴う西七日町児童館ガラス修繕 西七日町児童館 児童家庭課

131 白山沼公園トイレ引戸修繕 白山沼公園 文化課

132 材木町児童館玄関ドア修繕 材木町児童館 児童家庭課

平成23年3月17日

平成23年3月23日

平成23年3月25日


