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№ 契約年月日 修繕件名 施設名 担当課

1 柳原団地 建築課

2 栄町第一庁舎外階段タイル修繕 栄町第一庁舎 総務課

3 城西団地 建築課

4 居合団地 建築課

5 旧荒舘小学校（記念の森）フェンス修繕 旧荒舘小学校記念の森 教育総務課

6 北会津中学校サッカーゴール修繕 北会津中学校 教育総務課

7 緑町団地外雨樋修繕 緑町団地、本町団地、黒川団地 建築課

8 第二中学校外部階段修繕 第二中学校 教育総務課

9 川南小学校外部手摺修繕 川南小学校 教育総務課

10 行仁小学校鉄棒修繕 行仁小学校 教育総務課

11 改良住宅材木町団地Ｆ棟自転車置場外修繕 改良住宅材木町団地、城西団地 建築課

12 謹教小学校水道メーター鉄蓋修繕 謹教小学校 教育総務課

13 給食室排水口修繕 中央保育所 児童家庭課

14 湊小学校ランチルームベランダ立上り及び犬走り修繕 湊小学校 教育総務課

平成23年度小規模修繕契約希望者登録制度実績書 129件 5,776,505円

平成23年4月11日 柳原団地簡二4号建具修繕

平成23年4月13日

平成23年4月13日 城西団地3棟18号浴室建具修繕

平成23年4月21日 居合団地1棟14号玄関床外修繕

平成23年4月25日

平成23年4月25日

平成23年4月26日

平成23年5月6日

平成23年5月9日

平成23年5月9日

平成23年5月9日

平成23年5月10日

平成23年5月16日

平成23年5月20日
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№ 契約年月日 修繕件名 施設名 担当課

15 第五中学校第一理科室外部犬走り床外モルタル修繕工事 第五中学校 教育総務課

16 給食室網戸修繕 中央保育所 児童家庭課

17 城前児童センター階段修繕 城前児童センター 児童家庭課

18 南花畑団地３棟外建具修繕 南花畑団地、米代団地 建築課

19 日新小学校生徒用昇降口木製建具修繕 日新小学校 教育総務課

20 大戸小学校指揮台修繕工事 大戸小学校 教育総務課

21 城西団地 建築課

22 城南小学校フロアテーブル脚修繕 城南小学校 教育総務課

23 トイレ入口修繕 川南保育所 児童家庭課

24 城北小学校引戸修繕 城北小学校 教育総務課

25 永和小学校引戸修繕 永和小学校 教育総務課

26 荒舘幼稚園体育器具遊具修繕 荒舘幼稚園 教育総務課

27 行仁小学校鉄棒修繕 行仁小学校 教育総務課

28 鶴城小学校北校舎昇降口ドア修繕 鶴城小学校 教育総務課

29 砂場日覆い棚修繕 八田保育所 児童家庭課

平成23年5月23日

平成23年5月24日

平成23年5月25日

平成23年5月25日

平成23年5月30日

平成23年5月30日

平成23年5月30日 城西団地4棟13号建具修繕

平成23年5月31日

平成23年6月1日

平成23年6月2日

平成23年6月3日

平成23年6月3日

平成23年6月6日

平成23年6月7日

平成23年6月8日



ページ 3

№ 契約年月日 修繕件名 施設名 担当課

30 園庭遊具修繕 川南保育所 児童家庭課

31 日新小学校生徒用昇降口建具ヒンジ部修繕 日新小学校 教育総務課

32 城前児童センターサッシ修繕 城前児童センター 児童家庭課

33 東部公園他遊具修繕 花と緑の課

34 葉山団地フェンス修繕 葉山団地 建築課

35 居合団地土留め修繕 居合団地 建築課

36 愛宕山公園安全柵修繕 愛宕山公園 花と緑の課

37 ランチルームアルミサッシ修繕 広田保育所 児童家庭課

38 城西団地５棟１６号流し台修繕 城西団地 建築課

39 行仁小学校中央校舎階段室ガラスブロック修繕 行仁小学校 教育総務課

40 荒舘小学校昇降口外部階段修繕 荒舘小学校 教育総務課

41 荒舘幼稚園ドア修繕 荒舘幼稚園 教育総務課

42 給食室厨房蛇口修繕 荒舘保育所 児童家庭課

43 ホールテラス入口格子修繕 川南保育所 児童家庭課

44 本町団地簡平１号西側側溝蓋修繕 本町団地 建築課

平成23年6月9日

平成23年6月9日

平成23年6月15日

平成23年6月16日 東部公園、七日町公園、八幡3号緑地
、城西町公園

平成23年6月17日

平成23年6月28日

平成23年7月1日

平成23年7月1日

平成23年7月1日

平成23年7月6日

平成23年7月6日

平成23年7月7日

平成23年7月8日

平成23年7月8日

平成23年7月8日
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45 廊下アルミサッシ修繕 八田保育所 児童家庭課

46 アルミサッシ正面玄関入口テラス網戸修繕 荒舘保育所 児童家庭課

47 玄関サッシガラス修理 八田保育所 児童家庭課

48 納税課他ガラス修繕 本庁舎 総務課

49 郷之原仮設住宅第８号外部物置引違戸鍵修繕 郷之原仮設住宅 区画整理課

50 ひよこ組、はと組アルミサッシ網戸修繕 広田保育所 児童家庭課

51 錦町団地 建築課

52 材木町児童館サッシ修繕 材木町児童館 児童家庭課

53 西七日町児童館サッシ修繕 西七日町児童館 児童家庭課

54 市民課休養室入口給水管修繕 本庁舎 総務課

55 総務課他床修繕 本庁舎 総務課

56 国保年金課他ガラス修繕 本庁舎 総務課

57 神指小学校普通教室棟南側犬走り修繕 神指小学校 教育総務課

58 斎場水飲み場モルタル修理 斎場 市民課

59 会津若松学校給食センター厨房備品修繕 会津若松学校給食センター

平成23年7月11日

平成23年7月12日

平成23年7月15日

平成23年7月20日

平成23年7月20日

平成23年7月20日

平成23年7月21日 錦町団地5棟2号押入修繕

平成23年7月22日

平成23年7月25日

平成23年7月26日

平成23年8月2日

平成23年8月4日

平成23年8月4日

平成23年8月8日

平成23年8月11日 会津若松学校給食
センター
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60 日新小学校中庭タイル床修繕 日新小学校 教育総務課

61 行仁小学校門扉修繕 行仁小学校 教育総務課

62 小金井小学校玄関階段タイル修繕 小金井小学校 教育総務課

63 本庁舎サーバー室ガラス修繕 本庁舎 総務課

64 河東学園小学校体育館器具庫建具修繕 河東学園小学校 教育総務課

65 改良住宅城前団地１１棟１号屋根修繕 城前団地 建築課

66 緑町団地 建築課

67 一箕中学校北側排水路修繕 一箕中学校 教育総務課

68 南花畑団地１棟１０１号面格子外修繕 南花畑団地、居合団地 建築課

69 柳原団地 建築課

70 財政課前廊下ガラス修繕 本庁舎 総務課

71 会津若松学校給食センター北側縦樋修繕 会津若松学校給食センター

72 城西団地 建築課

73 城西団地側溝修繕 城西団地 建築課

74 郷之原仮設住宅 区画整理課

平成23年8月11日

平成23年8月11日

平成23年8月12日

平成23年8月18日

平成23年8月18日

平成23年8月18日

平成23年8月25日 緑町団地24～35号屋根軒先修繕

平成23年8月26日

平成23年8月26日

平成23年9月6日 柳原団地簡二10号玄関ドア修繕

平成23年9月7日

平成23年9月26日 会津若松学校給食
センター

平成23年9月26日 城西団地5棟5号押入修繕

平成23年9月26日

平成23年9月28日
郷之原仮設住宅第5号洗面台水道管修繕
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№ 契約年月日 修繕件名 施設名 担当課

75 材木町児童館サッシ修繕 材木町児童館 児童家庭課

76 東公民館インターロッキング修繕 東公民館 東公民館

77 北川原丁団地４棟１０号押入修繕 北川原丁団地 建築課

78 河東支所入口壁修繕 河東支所 河東支所総務課

79 つるが保育園敷地法面ブロック修繕 つるが保育園 総務課

80 栄町第一庁舎通用口ドア修繕 栄町第一庁舎 総務課

81 北会津支所屋根修繕 北会津支所 北会津支所総務課

82 改良住宅城前団地 建築課

83 住吉向団地 建築課

84 かめ組格子棚修繕 荒舘保育所 児童家庭課

85 城前団地特耐８棟階段修繕 城前団地 建築課

86 河東中学校教室出入口建具修繕 河東中学校 教育総務課

87 門田小学校北校舎児童昇降口扉修繕　 門田小学校 教育総務課

88 小金井小学校音楽室サッシ修繕 小金井小学校 教育総務課

89 城南小学校避難用階段修繕 城南小学校 教育総務課

平成23年10月4日

平成23年10月7日

平成23年10月7日

平成23年10月11日

平成23年10月11日

平成23年10月28日

平成23年11月1日

平成23年11月4日 改良住宅城前団地15棟10号台所床修繕

平成23年11月10日 住吉向団地簡平18号浴室天井外修繕

平成23年11月11日

平成23年11月21日

平成23年11月22日

平成23年11月22日

平成23年11月22日

平成23年11月30日
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90 松長小学校体育館扉修繕 松長小学校 教育総務課

91 謹教小学校遊具修繕 謹教小学校 教育総務課

92 東山小学校遊具修繕 東山小学校 教育総務課

93 みかん組・めろん組・午睡室ガラス修繕 川南保育所 児童家庭課

94 飯盛山観光案内所カウンター修繕 飯盛山観光案内所 観光課

95 議会事務局天窓外修繕 本庁舎 総務課

96 居合団地 建築課

97 会津若松学校給食センター厨房機器修繕 会津若松学校給食センター

98 錦町団地 建築課

99 門田小学校玄関スロープ板修繕 門田小学校 教育総務課

100 居合団地 建築課

101 北会津支所融雪設備修繕 北会津支所 北会津支所総務課

102 西七日町児童館ガラス修繕 西七日町児童館 児童家庭課

103 北会津支所ドア修繕 北会津支所 北会津支所総務課

104 本庁舎中庭駐車場詰所修繕 本庁舎 総務課

平成23年11月30日

平成23年11月30日

平成23年11月30日

平成23年12月2日

平成23年12月7日

平成23年12月14日

平成23年12月22日 居合団地6棟21号住宅修繕

平成23年12月27日
会津若松学校給食
センター

平成24年1月5日 錦町団地7棟13号住宅修繕

平成24年1月11日

平成24年1月20日 居合団地２棟30号浴室ドア修繕

平成24年1月20日

平成24年1月23日

平成24年1月30日

平成24年2月3日
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105 湊中学校物置鍵修繕 湊中学校 教育総務課

106 住吉向団地簡平３号浴室建具修繕 住吉向団地 建築課

107 かめ組格子修繕 荒舘保育所 児童家庭課

108 城前団地 建築課

109 ぱんだ組トイレ修繕 中央保育所 児童家庭課

110 河東支所機械室シャッター錠修繕 河東支所 河東支所総務課

111 河東学園小学校体育館器具庫建具修繕 河東学園小学校 教育総務課

112 荒舘幼稚園雪囲い修繕 荒舘幼稚園 教育総務課

113 川南幼稚園雪囲い修繕 川南幼稚園 教育総務課

114 河東支所１階トイレ修繕 河東支所 河東支所総務課

115 第六中学校図書室渡り廊下屋根雨漏り修繕 第六中学校 教育総務課

116 郷之原仮設住宅第３号外部物置引違戸鍵修繕 郷之原仮設住宅 区画整理課

117 改良住宅材木町団地Ｆ棟３号浴室建具修繕 改良住宅材木町団地 建築課

118 神指小学校体育館入口扉修繕 神指小学校 教育総務課

119 小金井小学校図工室サッシ修繕 小金井小学校 教育総務課

平成24年2月8日

平成24年2月8日

平成24年2月10日

平成24年2月10日 城前団地11～12棟縦樋修繕

平成24年2月16日

平成24年2月17日

平成24年2月22日

平成24年2月22日

平成24年2月22日

平成24年2月29日

平成24年2月29日

平成24年3月1日

平成24年3月2日

平成24年3月7日

平成24年3月7日
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120 葉山団地、本町団地 建築課

121 居合団地４棟縦樋修繕 居合団地 建築課

122 本庁舎中庭車庫漏水修繕 本庁舎 総務課

123 北川原丁団地３棟２号外建具修繕 北川原丁団地、藤室団地 建築課

124 城北第二こどもクラブ入口錠修繕 城北第二こどもクラブ 児童家庭課

125 北会津支所テラス床修理工事 北会津支所 北会津支所総務課

126 松長団地 建築課

127 城前団地 建築課

128 西七日町児童館ガラス修繕 西七日町児童館 児童家庭課

129 会津若松学校給食センター厨房機器修繕 会津若松学校給食センター

平成24年3月9日 葉山団地２棟203号外住宅修繕

平成24年3月13日

平成24年3月14日

平成24年3月15日

平成24年3月16日

平成24年3月16日

平成24年3月23日 松長団地1棟階段室建具修繕

平成24年3月23日 城前団地A棟玄関庇修繕

平成24年3月26日

平成24年3月27日
会津若松学校給食
センター

※児童家庭課は平成24年度からこども課に課名が変わっています。
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