
№ 契約年月日 修繕件名 施設名 担当課

1 令和2年4月2日 緑町団地 建築住宅課

2 令和2年4月3日 藤室・緑町団地 建築住宅課

3 令和2年4月6日 男子トイレ小便器修繕 河東支所 河東支所まちづくり推進課

4 令和2年4月7日 藤室団地 建築住宅課

5 令和2年4月13日 中央保育所休養室窓ガラス修繕 中央保育所 こども保育課

6 令和2年4月20日 給食室残渣スクリーン修繕 松長小学校 学校教育課

7 令和2年4月20日 白山沼トイレ小便器修繕 白山沼公園 文化課

8 令和2年4月28日 児童昇降口フロアヒンジその他修繕 松長小学校 教育総務課

9 令和2年4月30日 プール濾過タンク底部鏡板修繕 第二中学校 学校教育課

10 令和2年5月7日 昇降口ドア修繕 第一中学校 教育総務課

11 令和2年5月11日 渡り廊下引戸錠修繕 一箕小学校 教育総務課

12 令和2年5月11日 本庁舎車庫瓦屋根修繕 本庁舎 総務課

13 令和2年5月12日 年貢町・トドメキ団地 建築住宅課

14 令和2年5月18日 八田地区交流センター畳修繕 八田地区交流センター 河東支所住民福祉課

15 令和2年5月19日 第９分団上吉田消防屯所窓ガラス修繕 第９分団上吉田消防屯所 危機管理課

16 令和2年5月19日 栄町第１庁舎財政課窓突出棒修繕 栄町第一庁舎 総務課

17 令和2年5月19日 基幹集落センター多目的ホールガラス修繕 基幹集落センター 農政課

18 令和2年5月22日 本庁舎１階多目的トイレ引戸修繕 本庁舎 総務課

19 令和2年5月25日 栄町第２庁舎地域福祉課窓ガラス修繕 栄町第二庁舎 総務課

20 令和2年5月27日 大戸市民センター掲示板錠前修繕 大戸市民センター 総務課

21 令和2年5月27日 栄町第２庁舎多目的トイレ引戸修繕 栄町第二庁舎 総務課

22 令和2年6月1日 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 会津若松学校給食センター

令和２年度小規模修繕契約希望者登録制度実績書
126件　11,613,985円

緑町団地簡平24号襖修繕

藤室団地2棟5号外畳修繕

藤室団地2棟5号襖修繕

年貢町団地簡平38号浴室建具外修繕



№ 契約年月日 修繕件名 施設名 担当課

23 令和2年6月3日 材木町ピロティシャッター錠修繕 材木町ピロティ 総務課

24 令和2年6月17日 まちづくり整備課

25 令和2年6月18日 片柳町団地 建築住宅課

26 令和2年6月22日 大町白虎公園汚水桝蓋修繕 大町白虎公園 まちづくり整備課

27 令和2年6月29日 まちづくり整備課

28 令和2年6月29日 中庭出入口サッシ外修繕 謹教小学校 教育総務課

29 令和2年6月29日 湊中学校普通教室入口引戸修繕 湊中学校 教育総務課

30 令和2年7月1日 追手町第二庁舎倉庫パラペット修繕 追手町第二庁舎 総務課

31 令和2年7月1日 北会津公民館集水タンク蓋修繕 北会津公民館 北会津公民館

32 令和2年7月6日 西若松駅水飲み場蛇口修繕 西若松駅水飲み場 道路課

33 令和2年7月8日 河東地区学校給食センター窓ガラス修繕 河東地区学校給食センター 河東地区学校給食センター

34 令和2年7月16日 城前児童センター鉄骨非常階段塗装修繕 城前児童センター こども保育課

35 令和2年7月20日 北側フェンス外修繕 日新小学校 教育総務課

36 令和2年7月22日 南東外部階段外階段タイル修繕 日新小学区 教育総務課

37 令和2年7月22日 体育館外犬走ｺﾝｸﾘｰﾄその他修繕 第五中学校 教育総務課

38 令和2年7月27日 ブランコ修繕 城南小学校 教育総務課

39 令和2年7月27日 南側周囲柵修繕 第六中学校 教育総務課

40 令和2年7月30日 正門前階段タイル修繕 神指小学校 教育総務課

41 令和2年8月3日 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 会津若松学校給食センター

42 令和2年8月3日 城西・年貢町・片柳町団地 建築住宅課

43 令和2年8月4日 東校舎非常階段コンクリート修繕 松長小学校 教育総務課

44 令和2年8月4日 一箕小学校 教育総務課

45 令和2年8月6日 一箕小学校 教育総務課

46 令和2年8月7日 本庁舎納税課窓修繕 本庁舎 総務課

松長3号公園園灯修繕 松長3号公園

片柳町団地5棟201号室畳修繕

松長1号公園滑り台修繕 松長1号公園

城西団地5棟8号玄関ドア外修繕

北校舎1階西男子トイレタイル修繕

南校舎2階西男子トイレ外サッシ修繕



№ 契約年月日 修繕件名 施設名 担当課

47 令和2年8月11日 柳原団地ブランコ外修繕 柳原・錦町団地 建築住宅課

48 令和2年8月12日 冬木沢墓園水道設備修繕 冬木沢墓園 都市計画課

49 令和2年8月17日 広田保育所木製棚・床仕切り修繕 広田保育所 こども保育課

50 令和2年8月17日 本町・厩町・葉山団地 建築住宅課

51 令和2年8月18日 正面玄関前床タイル修繕 河東学園小学校 教育総務課

52 令和2年8月20日 校舎西側トイレ壁タイル修繕 東山小学校 教育総務課

53 令和2年8月20日 側溝補修 旧河東中学校 教育総務課

54 令和2年8月24日 材木町・本町団地 建築住宅課

55 令和2年8月28日 錦町団地 建築住宅課

56 令和2年9月1日 湊小学校厨房機器修繕 湊小学校 学校教育課

57 令和2年9月1日 体育館サッシ外修繕 松長小学校 教育総務課

58 令和2年9月1日 体育館控室引戸錠外修繕 謹教小学校 教育総務課

59 令和2年9月1日 本町団地 建築住宅課

60 令和2年9月1日 厩町・居合団地 建築住宅課

61 令和2年9月1日 追手町第２庁舎正面入口引戸修繕 追手町第二庁舎 総務課

62 令和2年9月2日 本町団地 建築住宅課

63 令和2年9月3日 本庁舎ＯＣＲ室網戸修繕 本庁舎 総務課

64 令和2年9月4日 黒川団地 建築住宅課

65 令和2年9月9日 年貢町・本町団地 建築住宅課

66 令和2年9月14日 錦町団地 建築住宅課

67 令和2年9月18日 大戸公民館講義室外網戸修繕 大戸公民館 大戸公民館

68 令和2年9月25日 年貢町団地 建築住宅課

69 令和2年9月28日 小金井第２こどもクラブドア修繕 小金井第２こどもクラブ こども保育課

70 令和2年10月1日 南校舎犬走り修繕 一箕小学校 教育総務課

本町団地簡平7号玄関ドア外修繕

材木町団地簡平4号玄関錠外修繕

錦町団地6～7棟外壁修繕

本町団地簡平5号床修繕

厩町団地5階共用廊下床外修繕

本町団地簡平3号畳修繕

黒川団地簡平13号建具修繕

年貢町団地簡平7号外襖修繕

錦町団地1～5棟外壁修繕

年貢町団地簡平8号浴室引戸修繕



№ 契約年月日 修繕件名 施設名 担当課

71 令和2年10月2日 北会津地区学校給食センター 北会津地区学校給食センター

72 令和2年10月2日 体育館鉄扉修繕 謹教小学校 教育総務課

73 令和2年10月2日 周囲柵修繕 一箕中学校 教育総務課

74 令和2年10月5日 たかく公園女子トイレ修繕 たかく公園 まちづくり整備課

75 令和2年10月12日 生徒昇降口入口ドア修繕 第四中学校 教育総務課

76 令和2年10月13日 松長・南花畑・黒川団地 建築住宅課

77 令和2年10月16日 広田保育所外壁塗装修繕 広田保育所 こども保育課

78 令和2年10月19日 北会津公民館調理室流し台修繕 北会津公民館 北会津公民館

79 令和2年10月22日 新横町貸付地内下水蓋修繕 総務課

80 令和2年10月23日 歴史資料センター 文化課

81 令和2年10月29日 北会津支所旧出納室換気扇修繕 北会津支所 北会津支所まちづくり推進課

82 令和2年11月5日 広田保育所手摺修繕 広田保育所 こども保育課

83 令和2年11月10日 ゴミコンテナ床板修繕 一箕小学校 教育総務課

84 令和2年11月11日 体育器具・遊具修繕 東山小学校外 教育総務課

85 令和2年11月24日 本庁舎中庭プレハブ階段修繕 本庁舎 総務課

86 令和2年11月27日 飯盛山観光駐車場女子トイレ便器漏水修繕 飯盛山観光駐車場公衆トイレ 観光課

87 令和2年12月2日 河東支所２Ｆ男子トイレ手洗器排水金具修繕 河東支所 河東支所まちづくり推進課

88 令和2年12月4日 松長コミュニティセンター事務室照明修繕 松長コミュニティセンター 環境生活課

89 令和2年12月7日 ゴミコンテナ床板修繕 城西総学校 学校教育課

90 令和2年12月7日 花苗生産基地トイレ修繕 花苗生産基地 まちづくり整備課

91 令和2年12月9日 ゴミコンテナ床板修繕 謹教小学校 教育総務課

92 令和2年12月14日 鶴城コミュニティセンター集会室照明修繕 鶴城コミュニティセンター 環境生活課

93 令和2年12月18日 北会津支所消雪排泥弁修繕 北会津支所 北会津支所まちづくり推進課

北会津学校給食センター
厨房機器修繕

松長団地1棟10号物置錠外修繕

新横町貸付地
（普通財産）

歴史資料センター消火栓ポンプブレーカー修
繕



№ 契約年月日 修繕件名 施設名 担当課

94 令和2年12月21日 北会津支所 北会津支所まちづくり推進課

95 令和2年12月24日 会津若松学校給食センター台車外修繕 会津若松学校給食センター 会津若松学校給食センター

96 令和3年1月8日 河東地区学校給食センター 河東地区学校給食センター

97 令和3年1月19日 河東支所職員通用口扉ガラス修繕 河東支所 河東支所まちづくり推進課

98 令和3年1月25日 謹教コミュニティセンター講習室網戸修繕 謹教コミュニティセンター 環境生活課

99 令和3年1月27日 日新コミュニティセンター１階和室腰壁修繕 日新コミュニティセンター 環境生活課

100 令和3年2月5日 北会津公民館 北会津公民館

101 令和3年2月8日 基幹集落センター器具庫窓ガラス修繕 基幹集落センター 農政課

102 令和3年2月12日 河東支所屋上防水修繕 河東支所 河東支所まちづくり推進課

103 令和3年2月15日 芦ノ牧消防屯所トイレ修繕 危機管理課

104 令和3年2月16日 中央保育所ほふく室窓ガラス修繕 中央保育所 こども保育課

105 令和3年2月19日 北校舎ＥＸＰジョイント修繕 謹教小学校 教育総務課

106 令和3年2月24日 広田保育所柵等修繕 広田保育所 こども保育課

107 令和3年3月1日 倉庫Ｅ錠前修繕 松長小学校 教育総務課

108 令和3年3月2日 職員室引戸錠修繕 大戸中学校 教育総務課

109 令和3年3月3日 歴史資料センター外部階段他修繕 歴史資料センター 文化課

110 令和3年3月9日 高塚公園トイレ修繕 高塚公園 まちづくり整備課

111 令和3年3月12日 城北こどもクラブ網戸修繕 城北こどもクラブ こども保育課

112 令和3年3月16日 西七日町児童館ホール・廊下壁塗装修繕 西七日町児童館 こども保育課

113 令和3年3月16日 一箕公民館ポーチ床タイル修繕 一箕公民館 一箕公民館

114 令和3年3月16日 東公民館畳修繕 東公民館 東公民館

115 令和3年3月17日 河東支所屋上ドレン廻り修繕 河東支所 河東支所まちづくり推進課

116 令和3年3月17日 栄町第二庁舎玄関階段ライン修繕 栄町第二庁舎 総務課

北会津支所2F女子トイレ修繕

河東地区学校給食センター
調理室入口引戸ガラス修繕

北会津公民館大ホールエアコン吸気口パネル
修繕

第12分団芦ノ牧消防屯所



№ 契約年月日 修繕件名 施設名 担当課

117 令和3年3月17日 大戸公民館調理室水栓修理 会津若松市大戸公民館 大戸公民館

118 令和3年3月18日 会津若松市市長公舎屋根修繕 市長公舎 秘書広聴課

119 令和3年3月19日 河東こどもクラブ入口引戸修繕 河東こどもクラブ こども保育課

120 令和3年3月19日 会津若松学校給食センターパン箱他修繕 会津若松学校給食センター 会津若松学校給食センター

121 令和3年3月19日 給食台車修繕 城北小学校 学校教育課

122 令和3年3月19日 大戸公民館事務室網戸修繕 会津若松市大戸公民館 大戸公民館

123 令和3年3月22日 東部公園男子トイレドア修繕 東部公園 まちづくり整備課

124 令和3年3月22日 芦ノ牧公衆トイレ修繕 芦ノ牧公衆トイレ 観光課

125 令和3年3月24日 北公民館湯沸室給湯管修繕 北公民館 北公民館

126 令和3年3月25日 広田保育所正面玄関レール本棚格子修繕 広田保育所 こども保育課
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