
索引目次

平成20年度 日本水道協会関係（日水協本部） 水道部/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

A07

平成20年04月02日 収受
人事異動について（平成２０年４月１日付（供覧）

1

平成20年04月07日 起案
第130回水道事業管理者協議会情報交換事項の提出方に係る各課照会に
ついて（伺い）2

平成20年04月14日 起案
略歴名簿作成へのご協力方について（伺い）

3

平成20年04月22日 起案
第130回水道事業管理者協議会の情報交換事項の提出方について（伺い）

4

平成20年04月28日 収受
水道料金制度特別調査委員会報告書等の送付について（供覧）

5

平成20年05月08日 収受
水道料金制度特別調査委員会報告書等の送付について（供覧）

6

平成20年05月08日 収受
水道施設の再構築事業並びに安全強化のための施設整備に対する財政支
援体制確立の要望方について（供覧）7

平成20年05月12日 起案
第130回水道事業管理者協議会の開催に係る出欠の取扱方について（伺
い）8

平成20年05月12日 起案
第130回水道事業管理者協議会情報交換事項の回答に係る各課照会につ
いて（伺い）9

平成20年05月27日 起案
第130回水道事業管理者協議会の情報交換事項の回答について（伺い）

10

平成20年06月09日 起案
第20回広報専門委員会の開催に係る出欠の取扱について（伺い）

11

平成20年06月26日 起案
第140回水道技術管理者協議会の出席方について（伺い）

12

平成20年07月09日 収受
第130回水道事業管理者協議会議事録の送付について（供覧）

13

平成20年08月01日 起案
地下水利用専用水道に関するアンケートの提出について（伺い）

14

平成20年08月07日 起案
平成20年度正会員台帳の提出について（伺い）

15

平成20年08月11日 起案
第260回理事会の開催に係る出欠の取扱方について（伺い）

16

平成20年08月12日 起案
日本水道協会第77回総会の出席方について（伺い）

17

平成20年08月20日 起案
各種委員会任期満了及び人事異動等に伴う委員の委・解嘱について（伺
い）18

平成20年08月29日 収受
第260回理事会審議資料の事前送付について（供覧）

19

平成20年09月02日 起案
第131回水道事業管理者協議会情報交換事項の提出方に係る各課照会に
ついて（伺い）20



索引目次

平成20年度 日本水道協会関係（日水協本部） 水道部/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

A07

平成20年09月10日 起案
第131回水道事業管理者協議会の情報交換事項の提出方について（伺い）

21

平成20年09月12日 起案
第142回水道技術管理者協議会設定議題の提出に係る各課照会について
（伺い）22

平成20年09月16日 起案
第141回水道技術管理者協議会の出席方について（伺い）

23

平成20年09月16日 収受
第260回理事会の会議資料の送付について（供覧）

24

平成20年09月29日 起案
第142回水道技術管理者協議会の設定議題の提出方について（伺い）

25

平成20年10月02日 起案
第142回水道技術管理者協議会設定議題の再提出について（伺い）

26

平成20年10月15日 起案
インターネットによるお客様サービス及びコールセンターに関するアンケート
の提出について（伺い）27

平成20年10月17日 収受
平成21年度日本水道協会主要行事予定について（供覧）

28

平成20年10月22日 収受
日本水道協会第77回総会提出議案等の事前送付について（供覧）

29

平成20年10月24日 起案
第131回水道事業管理者協議会情報交換事項の回答に係る各課照会につ
いて（伺い）30

平成20年10月29日 起案
第131回水道事業管理者協議会の情報交換事項の回答について（伺い）

31

平成20年11月07日 起案
第261回理事会及び第131回水道事業管理者協議会の出席方について（伺
い）32

平成20年11月14日 起案
水道事業における業務委託並びに広域化に関するアンケート調査について
（伺い）33

平成20年11月28日 起案
日本水道協会検査に係わる証明書発行方法改正に伴う状況調査について
（伺い）34

平成20年12月02日 起案
第142回水道技術管理者協議会設定議題の回答に係る担当課への照会に
ついて（伺い）35

平成20年12月03日 起案
第132回水道事業管理者協議会情報交換事項の提出方に係る各課照会に
ついて（伺い）36

平成20年12月09日 起案
「石綿による健康被害救済制度」の改正に係る周知について（伺い）

37

平成20年12月11日 起案
給水装置関係技術実態調査ヒアリングに関する打合せについて（伺い）

38

平成20年12月11日 収受
「水道事業の開発負担金等徴収状況調査表」の送付について（供覧）

39

平成20年12月15日 起案
第132回水道事業管理者協議会の情報交換事項の提出方について（伺い）

40



索引目次

平成20年度 日本水道協会関係（日水協本部） 水道部/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

A07

平成20年12月18日 起案
水道事業の環境対策への取り組みに関するアンケート調査について（伺い）

41

平成20年12月18日 収受
給水装置関係技術実態調査ヒアリングの出席者について（供覧）

42

平成20年12月24日 起案
第142回水道技術管理者協議会の設定議題等の回答について（伺い）

43

平成20年12月24日 収受
平成21年度水道関係政府予算案の送付について（供覧）

44

平成21年01月05日 起案
第132回水道事業管理者協議会情報交換事項の回答に係る各課照会につ
いて（伺い）45

平成21年01月07日 起案
第262回理事会の開催に係る出欠の取扱方について（伺い）

46

平成21年01月07日 起案
第132回水道事業管理者協議会の出席方について（伺い）

47

平成21年01月16日 起案
第142回水道技術管理者協議会の出席方について（伺い）

48

平成21年01月19日 起案
第132回水道事業管理者協議会の情報交換事項の回答について（伺い）

49

平成21年01月22日 起案
第21回広報専門委員会の開催に係る出欠の取扱について（伺い）

50

平成21年01月26日 起案
第142回水道技術管理者協議会の開催に伴う当部職員派遣の変更につい
て（伺い）51

平成21年02月26日 収受
第142回水道技術管理者協議会議題集の回答の追加及び訂正について（供
覧）52

平成21年03月02日 収受
第132回水道事業管理者協議会議事録の送付について（供覧）

53

平成21年03月25日 収受
委員会旅費相当額の負担及び車代支給の取り止めについて（供覧）

54



索引目次

平成20年度 日本水道協会関係（東北地方支部） 水道部/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

A07

平成20年05月02日 収受
日本水道協会東北地方支部第77回総会の開催について（供覧）

1

平成20年05月07日 起案
日本水道協会東北地方支部平成20年度会員台帳の提出について（伺い）

2

平成20年05月16日 起案
日本水道協会東北地方支部第181回幹事会の出席について（伺い）

3

平成20年05月16日 起案
日本水道協会東北地方支部第77回総会の出席について(伺い)

4

平成20年05月16日 起案
職員の派遣について（伺い）

5

平成20年06月09日 起案
第49回労務担当者会議の出席方について（伺い）

6

平成20年06月16日 起案
日本水道協会東北地方支部第49回労務担当者会議の情報交換テーマの回
答について（伺い）7

平成20年06月23日 起案
東北主要都市第39回水道技術管理者協議会の開催に係る情報交換テーマ
の回答依頼について（伺い）8

平成20年07月02日 起案
東北主要都市第39回水道技術管理者協議会の開催に伴う当部職員の出席
について（伺い）9

平成20年07月03日 起案
東北主要都市第39回水道技術管理者協議会の開催に係る情報交換テーマ
の回答について（伺い）10

平成20年07月07日 起案
第１回給水装置研究委員会の開催に伴う当部職員の派遣方について（伺
い）11

平成20年07月07日 起案
第１回給・配水研究委員会の開催に伴う当部職員の派遣方について（伺い）

12

平成20年07月28日 起案
第1回浄水研究委員会の開催に伴う当部職員の派遣方について（伺い）

13

平成20年09月10日 起案
日本水道協会東北地方支部「第12回水道技術事例発表会」の開催に伴い
日本水道新聞社が主催する座談会の開催に伴う当部職員の出席について
（伺い）

14

平成20年09月12日 収受
第12回水道技術事例発表会開催に伴う座談会出席者について（供覧）

15

平成20年09月25日 起案
日本水道協会東北地方支部第12回水道技術事例発表会の開催に伴う当部
職員の派遣方について（伺い）16

平成20年10月07日 起案
日本水道協会東北支部第12回水道技術事例発表会の開催について（伺い）

17

平成20年10月17日 収受
日本水道協会東北地方支部独自資格の廃止通知の送付について（供覧）

18

平成20年10月24日 起案
第２回給水装置研究委員会の開催に伴う当部職員の派遣方について（伺
い）19

平成20年10月24日 起案
第２回浄水研究委員会の開催に伴う当部職員の派遣方について（伺い）

20



索引目次

平成20年度 日本水道協会関係（東北地方支部） 水道部/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

A07

平成20年10月24日 収受
日本水道協会東北地方支部第12回水道技術事例発表会終了に伴う御礼に
ついて（供覧）21

平成20年10月31日 起案
日本水道協会東北地方支部東北主要都市第30回経営研究会の情報交換
テーマの回答について（伺い）22

平成20年11月05日 起案
東北地方支部配管技術・技能力維持向上講習会運営委員会の開催に伴う
当部職員の派遣方について（伺い） 23

平成20年11月13日 起案
東北地方支部第３回防災協議会の開催に伴う当部職員の出席について（伺
い）24

平成20年11月17日 起案
東北地方支部第３回防災協議会の開催に伴う当部職員の派遣方について
（伺い）25

平成20年11月25日 起案
第２回給・配水研究委員会の開催に伴う当部職員の派遣方について（伺い）

26

平成20年11月25日 起案
事務・技術研究部会の開催に伴う当部職員の派遣方について（伺い）

27

平成20年12月10日 起案
技術研究部会の開催に伴う当部職員の派遣の変更について（伺い）

28

平成20年12月18日 起案
日本水道協会東北支部平成21年度各種事業のテーマ等の回答について
（伺い）29

平成21年01月14日 起案
第３回給水装置研究委員会の開催に伴う当部職員の派遣方について（伺
い）30

平成21年02月02日 起案
第３回浄水研究委員会の開催に伴う当部職員の派遣方について（伺い）

31

平成21年02月05日 収受
事務・技術研究部会の審議結果の送付について（供覧）

32

平成21年02月12日 起案
第３回給・配水研究委員会の開催に伴う当部職員の派遣方について（伺い）

33

平成21年03月03日 起案
日本水道協会東北地方支部第182回幹事会及び功績者審査委員会等の出
席方について（伺い）34

平成21年03月06日 収受
日本水道協会の新役員予定都市等の選任に向けた調整について（供覧）

35

平成21年03月23日 収受
日本水道協会東北地方支部第77回総会議事録等の送付について（供覧）

36



索引目次

平成20年度 日本水道協会関係（岩手県支部） 水道部/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

A07

平成20年04月04日 起案
日本水道協会岩手県支部第53回定時総会打合せについて（伺い）

1

平成20年04月04日 起案
職員の派遣について（伺い）

2

平成20年04月04日 起案
職員の派遣について（伺い）

3

平成20年04月04日 起案
平成20年４月１日現在における水道事業の組織人事について（伺い）

4

平成20年04月17日 起案
「水道事業実務必携」（平成20年度改訂版）並びに平成18年度「全国簡易水
道統計」の発行について（伺い）5

平成20年04月23日 起案
日本水道協会岩手県支部第122回役員会の出席方について（伺い）

6

平成20年04月23日 起案
日本水道協会岩手県支部第54回定時総会の開催市の受諾について（伺い）

7

平成20年05月01日 起案
職員の派遣について（伺い）

8

平成20年05月02日 起案
日本水道協会岩手県支部第53回定時総会の出席について（伺い）

9

平成20年05月14日 起案
職員の派遣について（伺い）

10

平成20年05月27日 起案
「平成21年度水道施設整備費等国庫補助事業に係る工事歩掛表」の改定要
望事項の照会について（伺い）11

平成20年06月03日 起案
「平成21年度水道施設整備費等国庫補助事業に係る工事歩掛表」の改定要
望事項の回答について（伺い）12

平成20年06月11日 起案
日本水道協会岩手県支部正会員調査表の報告方について（伺い）

13

平成20年06月17日 収受
岩手・宮城内陸地震に係る県支部対応について（供覧）

14

平成20年06月17日 収受
岩手県暴力団追放県民会議機関紙「暴追いわて」（平成20年５月号№48号）
の送付について（供覧）15

平成20年06月17日 収受
全国簡易水道協議会2008ガイドブックの送付について（供覧）

16

平成20年07月02日 収受
平成21年度簡易水道予算関係各府省概算要求に対する要望活動の実施に
ついて（供覧）17

平成20年07月02日 収受
岩手・宮城内陸地震に係る県支部対応（最終報）について（供覧）

18

平成20年07月18日 起案
岩手・宮城内陸地震に係る応急給水応援体制報告等について（伺い）

19

平成20年08月07日 起案
災害発生時の連絡等に使用するメールアドレスの登録依頼について（伺い）

20



索引目次

平成20年度 日本水道協会関係（岩手県支部） 水道部/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

A07

平成20年08月12日 起案
災害発生時の連絡等に使用するメールアドレスの登録について（伺い）

21

平成20年08月27日 収受
日本水道協会岩手県支部「災害時相互応援計画」追録第１号及び会員別資
料（平成20年度版）の送付（供覧）22

平成20年08月28日 収受
岩手・宮城内陸地震による水道被害の調査実施について（供覧）

23

平成20年09月05日 収受
日本水道協会岩手県支部現行料金等調べの送付について（供覧）

24

平成20年09月09日 収受
災害発生時の連絡等に使用するメールアドレスの登録について（報告）

25

平成20年09月22日 収受
岩手県暴力団追放県民会議機関紙「暴追いわて」（平成20年９月号№49号）
の送付について（供覧）26

平成20年10月06日 起案
「平成20年度岩手県への要望事項」に係る要望活動の参加者報告について
（伺い）27

平成20年10月09日 収受
平成21年度簡易水道関係予算に係る今後の要望活動の実施について（供
覧）28

平成20年11月07日 起案
職員の派遣について（伺い）

29

平成20年12月22日 起案
平成20年度日本水道協会岩手県支部水道技術管理者協議会の出席方に
ついて（伺い）30

平成20年12月22日 起案
平成20年度日本水道協会岩手県支部水道技術管理者協議会に係る講師の
派遣について（伺い）31

平成20年12月22日 起案
水道事業体における配管図・施設概要図等実態調査について（伺い）

32

平成20年12月26日 収受
平成21年度簡易水道関係政府予算(案）の決定について（供覧）

33

平成21年01月06日 起案
平成20年度日本水道協会岩手県支部上水道及び簡易水道部会合同会議
に係る国，県に対する要望事項及び情報交換事項の各課照会について（伺
い）

34

平成21年01月06日 起案
平成20年度日本水道協会岩手県支部上水道及び簡易水道部会合同会議
の出席方について（伺い）35

平成21年01月07日 起案
職員の派遣について（伺い）

36

平成21年01月13日 収受
岩手県暴力団追放県民会議機関紙「暴追いわて」（平成21年新年号№50
号）の送付について（供覧）37

平成21年01月16日 起案
職員の派遣について（伺い）

38

平成21年01月19日 起案
平成20年度日本水道協会岩手県支部上水道及び簡易水道部会合同会議
に係る国，県に対する要望事項及び情報交換事項について（伺い）39

平成21年01月21日 起案
平成20年度日本水道協会岩手県支部「上水道及び簡易水道部会合同会
議」並びに「簡易水道部会」の情報交換事項について（伺い）40



索引目次

平成20年度 日本水道協会関係（岩手県支部） 水道部/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

A07

平成21年01月29日 起案
職員の派遣について（伺い）

41

平成21年02月03日 起案
職員の派遣について（伺い）

42

平成21年02月03日 起案
職員の派遣について（伺い）

43

平成21年02月26日 収受
日本水道協会岩手県支部第123回役員会の開催について（供覧）

44

平成21年02月26日 収受
平成21年度全国簡易水道協議会東北・北海道ブロック会議の開催等につい
て（供覧）45

平成21年03月03日 起案
「水道事業実務必携」（平成21年度改訂版）並びに平成19年度「全国簡易水
道統計」（平成20年３月31日現在）の購入申込みについて（伺い）46

平成21年03月03日 収受
平成21年４月１日現在における水道事業の組織人事について（供覧）

47

平成21年03月25日 起案
「水道事業実務必携」（平成21年度改訂版）並びに平成19年度「全国簡易水
道統計」の発行について（伺い）48



索引目次

平成20年度 事務引継 水道部/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

A20

平成20年04月07日 起案
水道事業管理者の事務引継について(報告)

1

平成21年03月04日 起案
新部長への事務引継ぎに係る資料の調製依頼について（伺い）

2

平成21年03月24日 起案
新部長への事務引継ぎに係る総務課分の資料調製について（伺い）

3

平成21年03月30日 起案
新部長への事務引継ぎに係る資料の調製について(伺い)

4



索引目次

平成20年度 組織運営 水道部/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

A20

平成20年06月27日 収受
平成20年度第１回盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議の結果報告に
ついて（供覧）1

平成20年07月11日 収受
水道部・下水道部統合準備会議の開催について（供覧）

2

平成20年07月22日 起案
平成21年度組織機構の見直しの実施について（伺い）

3

平成20年07月22日 収受
平成20年度第２回盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議の結果報告に
ついて（供覧）4

平成20年07月28日 収受
平成20年度第２回水道部・下水道部統合準備会議の結果報告について（供
覧）5

平成20年08月01日 収受
平成20年度第３回盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議の結果報告に
ついて（供覧）6

平成20年08月05日 収受
平成20年度第３回水道部・下水道部統合準備会議の結果報告について（供
覧）7

平成20年08月08日 収受
平成20年度第２回組織統合準備水道部・下水道部合同会議の結果報告に
ついて（供覧）8

平成20年08月11日 起案
平成21年度組織機構見直し部課等提案等の提出について（伺い）

9

平成20年08月19日 収受
平成21年度組織機構の見直しの実施案について（供覧）

10

平成20年08月29日 収受
平成20年度第１回水道部事務事業見直し検討委員会協議結果の報告につ
いて（供覧）11

平成20年08月29日 収受
平成20年度第２回水道部事務事業見直し検討委員会協議結果の報告につ
いて（供覧）12

平成20年09月02日 収受
水道部・下水道部統合準備会議の開催について（供覧）

13

平成20年09月03日 起案
上下水道組織統合準備事務調整表（総務課分）の提出について（伺い）

14

平成20年09月04日 収受
平成20年度第３回水道部事務事業見直し検討委員会協議結果の報告につ
いて（供覧）15

平成20年09月12日 起案
平成20年度第４回水道部事務事業見直し検討委員会協議結果について（伺
い）16

平成20年09月24日 収受
平成20年度第４回水道部・下水道部統合準備会議の結果報告について（供
覧）17

平成20年10月06日 収受
平成21年度組織機構見直し実施調整案について（供覧）

18

平成20年10月08日 収受
平成20年度第４回盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議の結果報告に
ついて（供覧）19

平成20年10月10日 起案
上下水道組織統合に係る事務事業調整項目の進捗状況報告書（総務課分）
の提出について（伺い）20



索引目次

平成20年度 組織運営 水道部/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

A20

平成20年10月14日 起案
平成21年度組織機構見直し実施調整案への意見の提出について（伺い）

21

平成20年10月28日 収受
平成20年度第５回盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議の結果報告に
ついて（供覧）22

平成20年11月04日 収受
平成20年度第５回水道部・下水道部統合準備会議の結果報告について（供
覧）23

平成20年11月05日 収受
平成21年度組織機構見直し（再調整案）について（供覧）

24

平成20年11月12日 収受
平成20年度第３回組織統合準備水道部・下水道部合同会議の結果報告に
ついて（供覧）25

平成20年11月14日 収受
水道部・下水道部統合準備会議の開催について（供覧）

26

平成20年12月08日 収受
平成20年度第６回盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議の結果報告に
ついて（供覧）27

平成20年12月22日 収受
平成20年度第４回組織統合準備水道部・下水道部合同会議の結果報告に
ついて（供覧）28

平成21年01月16日 収受
平成20年度第７回盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議の結果報告に
ついて（供覧）29

平成21年01月19日 収受
平成21年度職員定数の見直し実施案について（供覧）

30

平成21年01月27日 収受
水道部・下水道部統合準備会議の開催について（供覧）

31

平成21年01月29日 収受
平成20年度第８回盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議の結果報告に
ついて（供覧）32

平成21年02月09日 収受
平成21年度組織機構及び職員定数見直しについて（供覧）

33

平成21年02月10日 収受
平成20年度第７回水道部・下水道部統合準備会議の結果報告について（供
覧）34

平成21年02月17日 収受
平成20年度第５回組織統合準備水道部・下水道部合同会議の結果報告に
ついて（供覧）35

平成21年02月20日 収受
水道部・下水道部統合準備会議の開催について（供覧）

36

平成21年02月27日 収受
平成20年度第９回盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議の結果報告に
ついて（供覧）37

平成21年03月10日 収受
平成20年度第８回水道部・下水道部統合準備会議の結果報告について（供
覧）38



索引目次

平成20年度 組織運営（事務事業見直し検討委員会 水道部/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

A20

平成20年07月31日 起案
平成20年度第１回盛岡市水道部事務事業見直し検討委員会の開催につい
て（伺い）1

平成20年08月06日 起案
平成20年度第２回盛岡市水道部事務事業見直し検討委員会の開催につい
て（伺い）2

平成20年08月07日 起案
平成20年度第３回盛岡市水道部事務事業見直し検討委員会の開催につい
て（伺い）3

平成20年08月07日 起案
平成20年度第１回盛岡市水道部事務事業見直し検討委員会の検討結果に
ついて（伺い）4

平成20年08月08日 起案
平成20年度第２回盛岡市水道部事務事業見直し検討委員会の検討結果に
ついて（伺い）5

平成20年08月11日 起案
平成21年度盛岡市水道部事務事業見直しの実施について（伺い）

6

平成20年08月19日 起案
平成20年度第３回盛岡市水道部事務事業見直し検討委員会の検討結果に
ついて（伺い）7

平成20年08月28日 起案
平成20年度第４回盛岡市水道部事務事業見直し検討委員会の開催につい
て（伺い）8

平成20年09月12日 起案
平成20年度第４回盛岡市水道部事務事業見直し検討委員会の検討結果に
ついて（伺い）9

平成20年11月26日 起案
平成21年度盛岡市水道部事務事業見直し検討委員会協議結果の報告につ
いて（伺い）10



索引目次

平成20年度 組織運営（上下水道組織統合関係） 水道部/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

A20

平成20年05月28日 収受
「上下水道事業組織統合」に係る会議の開催について（供覧）

1

平成20年06月11日 起案
平成20年度第１回水道部下水道部組織統合準備事務調整会議の結果につ
いて（報告）2

平成20年06月11日 起案
盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議設置要領の一部改正について
（伺い）3

平成20年06月12日 起案
盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議の議員の推薦及び会議の開催
通知について（伺い）4

平成20年06月12日 収受
平成20年度第１回組織統合準備水道部・下水道部合同会議の開催につい
て（供覧）5

平成20年06月17日 起案
平成20年度第１回盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議資料等につい
て（伺い）6

平成20年06月17日 起案
盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議議員の任命について

7

平成20年06月20日 起案
平成20年度上下水道組織統合準備体制等に係る部課長会議への付議につ
いて（伺い）8

平成20年06月25日 起案
平成20年度第１回盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議の結果報告に
ついて（伺い）9

平成20年07月04日 起案
平成20年度第１回組織統合準備水道部・下水道部合同会議の結果報告に
ついて（伺い）10

平成20年07月08日 起案
盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議の開催通知について（伺い）

11

平成20年07月10日 起案
水道部・下水道部統合準備会議の開催通知について（伺い）

12

平成20年07月11日 起案
平成20年度第２回盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議資料等につい
て（伺い）13

平成20年07月17日 起案
平成20年度第２回水道部・下水道部統合準備会議資料等について（伺い）

14

平成20年07月22日 起案
平成20年度第２回盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議の結果報告に
ついて（伺い）15

平成20年07月25日 起案
平成20年度第３回盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議資料等につい
て（伺い）16

平成20年07月25日 起案
平成20年度第２回水道部・下水道部統合準備会議の結果報告について（伺
い）17

平成20年07月28日 起案
平成21年度組織機構見直し実施案に係る部課長会議への付議について
（伺い）18

平成20年07月29日 収受
平成20年度第２回組織統合準備水道部・下水道部合同会議の開催につい
て（供覧）19

平成20年07月30日 起案
平成20年度第３回水道部・下水道部統合準備会議資料等について（伺い）

20



索引目次

平成20年度 組織運営（上下水道組織統合関係） 水道部/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

A20

平成20年08月01日 起案
平成20年度第３回盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議の結果報告に
ついて（伺い）21

平成20年08月04日 起案
平成20年度第３回水道部・下水道部統合準備会議の結果報告について（伺
い）22

平成20年08月07日 起案
平成20年度第２回組織統合準備水道部・下水道部合同会議の結果報告に
ついて（伺い）23

平成20年08月22日 起案
上下水道組織統合準備事務調整表の作成依頼について（伺い）

24

平成20年08月27日 起案
平成21年度組織機構見直し実施案に係るヒアリングの実施について（報告）

25

平成20年09月01日 起案
水道部・下水道部統合準備会議の開催通知について（伺い）

26

平成20年09月09日 収受
上下水道組織統合準備事務調整表について（供覧）

27

平成20年09月12日 起案
平成20年度第４回水道部・下水道部統合準備会議資料等について（伺い）

28

平成20年09月16日 起案
盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議の開催通知について（伺い）

29

平成20年09月24日 起案
平成20年度第４回水道部・下水道部統合準備会議の結果報告について（伺
い）30

平成20年09月24日 起案
平成20年度第４回盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議資料等につい
て（伺い）31

平成20年09月25日 起案
上下水道組織統合に係る事務事業調整項目の協議依頼等について（伺い）

32

平成20年10月07日 起案
平成20年度第４回盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議の結果報告に
ついて（伺い）33

平成20年10月17日 起案
平成20年度第５回盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議資料等につい
て（伺い）34

平成20年10月21日 起案
平成20年度第５回水道部・下水道部統合準備会議資料等について（伺い）

35

平成20年10月21日 起案
盛岡市上下水道局組織案の部課長会議への付議について（伺い）

36

平成20年10月24日 起案
平成20年度第５回盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議の結果報告に
ついて（伺い）37

平成20年10月28日 収受
平成20年度第３回組織統合準備水道部・下水道部合同会議の開催につい
て（供覧）38

平成20年11月04日 起案
平成20年度第５回水道部・下水道部統合準備会議の結果報告について（伺
い）39

平成20年11月11日 起案
平成20年度第３回組織統合準備水道部・下水道部合同会議の結果報告に
ついて（伺い）40



索引目次

平成20年度 組織運営（上下水道組織統合関係） 水道部/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

A20

平成20年11月12日 起案
盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議の開催通知について（伺い）

41

平成20年11月12日 起案
水道部・下水道部統合準備会議の開催通知について（伺い）

42

平成20年11月13日 起案
上下水道組織統合に係る事務事業調整項目の協議結果報告依頼について
（伺い）43

平成20年11月28日 起案
平成20年度第６回盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議資料等につい
て（伺い）44

平成20年12月01日 起案
盛岡市上下水道局組織案等の部課長会議への付議について（伺い）

45

平成20年12月02日 起案
平成20年度第６回水道部・下水道部統合準備会議資料等について（伺い）

46

平成20年12月05日 起案
平成20年度第６回盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議の結果報告に
ついて（伺い）47

平成20年12月08日 収受
平成20年度第４回組織統合準備水道部・下水道部合同会議の開催につい
て（供覧）48

平成20年12月10日 起案
平成20年度第６回水道部・下水道部統合準備会議の結果報告について（伺
い）49

平成20年12月12日 起案
上下水道組織統合に係る事務事業調整項目の協議の進捗状況の報告依頼
について（伺い）50

平成20年12月16日 起案
盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議の開催通知について（伺い）

51

平成20年12月18日 起案
平成20年度第４回組織統合準備水道部・下水道部合同会議の結果報告に
ついて（伺い）52

平成20年12月18日 起案
平成20年度第７回盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議資料等につい
て（伺い）53

平成21年01月08日 起案
盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議の開催通知について（伺い）

54

平成21年01月15日 起案
平成20年度第７回盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議の結果報告に
ついて（伺い）55

平成21年01月20日 起案
平成20年度第８回盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議資料等につい
て（伺い）56

平成21年01月22日 起案
盛岡市上下水道組織統合基本計画案の部課長会議への付議について（伺
い）57

平成21年01月26日 起案
第７回水道部・下水道部統合準備会議の開催について（伺い）

58

平成21年01月27日 起案
平成20年度第８回盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議の結果報告に
ついて（伺い）59

平成21年02月02日 起案
盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議の開催通知について（伺い）

60



索引目次

平成20年度 組織運営（上下水道組織統合関係） 水道部/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

A20

平成21年02月04日 起案
上下水道局組織定数並びに調整項目の調整スケジュールの報告依頼につ
いて（伺い）61

平成21年02月04日 収受
平成20年度第５回組織統合準備水道部・下水道部合同会議の開催につい
て（供覧）62

平成21年02月09日 起案
平成20年度第７回水道部・下水道部統合準備会議の結果報告について（伺
い）63

平成21年02月16日 起案
平成20年度第９回盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議資料等につい
て（伺い）64

平成21年02月16日 起案
平成20年度第５回組織統合準備水道部・下水道部合同会議の結果報告に
ついて（伺い）65

平成21年02月17日 起案
上下水道局組織定数について（伺い）

66

平成21年02月18日 起案
上下水道組織統合後の入札契約事務の取扱い等の部課長会議への付議に
ついて（伺い）67

平成21年02月19日 起案
第８回水道部・下水道部統合準備会議の開催について（伺い）

68

平成21年02月26日 起案
平成20年度第９回盛岡市水道部上下水道組織統合検討会議の結果報告に
ついて（伺い）69

平成21年03月06日 起案
盛岡市上下水道局組織定数案の部課長会議への付議について（伺い）

70

平成21年03月09日 起案
平成20年度第８回水道部・下水道部統合準備会議の結果報告について（伺
い）71

平成21年03月10日 起案
平成20年度第８回水道部・下水道部統合準備会議の結果報告等について
（伺い）72



索引目次

平成20年度 法令運用 水道部/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

A22

平成20年04月16日 収受
給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について（供覧）

1

平成20年04月16日 収受
水道施設の技術的基準を定める省令の一部改正について（供覧）

2

平成20年04月16日 収受
水道施設の耐震化の計画的実施について（供覧）

3



索引目次

平成20年度 例規 水道部/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

A23

平成20年04月01日 起案
水道技術管理者の担任する事務に係る専決等について（伺い）

1

平成20年04月01日 起案
盛岡市水道部職員互助会事業補助金交付要領の制定について(伺い）

2

平成20年04月11日 起案
盛岡市水道部建設工事請負契約競争入札に係る様式の一部改正について
(伺い）3

平成20年04月30日 起案
「職員の時差出勤の実施について」の一部改正について（伺い）

4

平成20年05月19日 起案
「時間外勤務手当及び休日勤務手当に係る支給手続等について」の一部改
正について（伺い）5

平成20年05月21日 起案
盛岡市水道部発注工事に関する苦情処理要領の制定について(伺い）

6

平成20年06月27日 起案
職員の育児短時間勤務制度等の概要について(伺い)

7

平成20年06月30日 起案
「職員の休暇等の取扱いについて」の一部改正について(伺い)

8

平成20年06月30日 起案
諸規程の一部改正について（伺い）

9

平成20年06月30日 起案
諸規程の一部改正に伴う各課通知について（伺い）

10

平成20年08月28日 起案
育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する定め
について（伺い）11

平成20年09月08日 起案
規程の一部改正について（伺い）

12

平成20年09月08日 起案
規程の一部改正通知について（伺い）

13

平成20年10月10日 起案
盛岡市水道部建設工事等に係る入札及び契約の過程に関する事項の公表
についての一部改正について（伺い）14

平成20年11月26日 起案
規程の一部改正について（伺い）

15

平成20年12月03日 起案
盛岡市水道部物品の買入れ等競争入札参加資格審査等要領に規定する申
請書，通知書等の様式の一部改正について(伺い）16

平成20年12月03日 起案
盛岡市水道部物品の買入れ等競争入札参加資格審査等要領の一部改正
について(伺い）17

平成20年12月04日 起案
「資本関係又は人的関係がある会社の同一入札への参加制限について」の
制定について(伺い）18

平成20年12月08日 起案
盛岡市水道部建設工事請負契約競争入札参加資格要綱の一部改正につ
いて(伺い）19

平成20年12月08日 起案
盛岡市水道部建設関連業務委託契約競争入札参加資格要綱の一部改正
について(伺い）20



索引目次

平成20年度 例規 水道部/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

A23

平成20年12月08日 起案
盛岡市水道部建設工事請負契約競争入札参加資格審査要領等の一部改
正について(伺い）21

平成20年12月08日 起案
盛岡市特定水道部建設工事請負契約競争入札参加資格要綱の一部改正
について(伺い）22

平成20年12月08日 起案
盛岡市水道部建設工事請負契約競争入札参加資格審査要領及び盛岡市
水道部建設関連業務委託契約競争入札参加資格審査要領に規定する申請
書，通知書等の様式の一部改正について(伺い）

23

平成20年12月25日 起案
規程の一部改正について（伺い）

24

平成21年01月26日 起案
盛岡市水道部競争入札参加資格者に対する指名停止基準運用指針の一部
改正について(伺い）25

平成21年01月26日 起案
盛岡市水道部建設工事等に係る入札及び契約の過程に関する事項の公表
についての一部改正について（伺い）26

平成21年03月06日 起案
盛岡市水道部当直規程の一部改正について（伺い）

27

平成21年03月06日 起案
盛岡市水道部企業職員の勤務時間に関する規程の一部改正について（伺
い）28

平成21年03月09日 起案
盛岡市水道部水道メーター検査規程を廃止する規程の制定について（伺
い）29

平成21年03月09日 起案
諸規程の一部改正に伴う各課通知について（伺い）

30

平成21年03月09日 起案
盛岡市水道部企業職員の勤務時間に関する規程の運用についての一部改
正について（伺い）31

平成21年03月10日 起案
規程の制定に伴う各課通知について（伺い）

32

平成21年03月16日 起案
盛岡市水道部の組織及び運営等に関する規程の一部改正について（伺い）

33

平成21年03月17日 起案
盛岡市水道部競争入札参加資格者に対する指名停止基準及び運用指針の
一部改正について(伺い）34

平成21年03月18日 起案
規程の制定に伴う各課通知について（伺い）

35

平成21年03月25日 起案
盛岡市水道部企業職員の休暇に関する規程の一部改正について（伺い）

36

平成21年03月25日 起案
盛岡市水道部工事請負契約等における契約の保証に関する取扱いについ
ての一部改正について(伺い）37

平成21年03月27日 起案
「臨時的任用職員の取扱いについて」の一部改正について（伺い）

38

平成21年03月27日 起案
盛岡市水道部の非常勤職員の身分の取扱いに関する要領の一部改正につ
いて（伺い）39

平成21年03月27日 起案
規程の制定に伴う各課通知について（伺い）

40



索引目次

平成20年度 例規 水道部/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

A23

平成21年03月27日 起案
盛岡市水道部企業職員の休暇に関する規程の一部改正に伴う通知につい
て(伺い)41

平成21年03月31日 起案
盛岡市工事請負契約約款等の一部改正について(伺い）

42

平成21年03月31日 起案
規程の一部改正について（伺い）

43



索引目次

平成20年度 行政評価 水道部/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

A25

平成20年04月17日 起案
行政評価推進リーダーの選任について（伺い）

1



索引目次

平成20年度 文書管理 水道部/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

A30

平成20年04月01日 起案
水道部掲示板（全庁）の新設に係る周知について（伺い）

1

平成20年09月05日 起案
盛岡市水道部文書分類別文書書目表について（伺い）

2

平成20年10月23日 起案
文書書目の新設について（伺い）

3

平成20年11月17日 起案
文書書目の新設について（伺い）

4

平成21年03月17日 起案
文書書目の新設について（伺い）

5



索引目次

平成20年度 料金後納郵便関係 水道部/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

A32

平成21年02月25日 起案
書留等の特殊郵便の取扱変更について

1



索引目次

平成20年度 文書廃棄目録 水道部/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

A33

平成20年09月04日 起案
保存期間が経過した文書の廃棄確認について（伺い）

1

平成20年10月07日 起案
文書保存年限延長の承認通知について（伺い）

2

平成20年10月10日 起案
保存期間が経過した文書の廃棄について（伺い）

3

平成20年10月14日 起案
平成20年度文書廃棄目録の提出について（伺い）

4



索引目次

平成20年度 文書保存台帳 水道部/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

A33

平成20年11月04日 起案
文書保存台帳の送付について（伺い）

1



索引目次

平成20年度 議会 水道部/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

A60

平成20年05月09日 起案
６月市議会定例会に提出する条例案の庁議付議について（伺い）

1



索引目次

平成20年度 監査 水道部/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

A80

平成20年04月24日 起案
平成20年度定期監査資料の提出について（伺い）

1

平成20年05月09日 起案
平成20年度定期監査に係る指導内容の提出について（伺い）

2

平成20年05月13日 収受
平成17年度包括外部監査結果に対する措置計画の進捗状況の照会につい
て（供覧）3

平成20年05月22日 起案
平成20年度定期監査に係る総務課分指導内容について（報告）

4

平成20年05月23日 起案
平成17年度包括外部監査結果に対する措置計画の進捗状況の回答につい
て（伺い）5

平成20年05月27日 起案
定期監査に係る説明聴取の質疑の内容及び実地監査の指導内容等につい
て（報告）6

平成20年06月05日 起案
平成20年度定期監査に係る措置状況通知書の提出依頼について（伺い）

7

平成20年06月06日 起案
平成17年度包括外部監査結果に対する未措置事項の公表内容の修正依頼
について（伺い）8

平成20年07月09日 起案
平成20年度定期監査に係る総務課分措置状況通知書の提出について（伺
い）9

平成20年07月09日 起案
平成20年度定期監査に係る措置状況通知について（伺い）

10

平成20年12月10日 起案
需用費等の経理に係るヒアリングの実施について（伺い）

11

平成21年02月27日 収受
随時監査の実施について（供覧）

12

平成21年03月16日 収受
平成17年度包括外部監査結果に対する措置計画の進捗状況の照会につい
て（供覧）13

平成21年03月18日 起案
定期監査の実施について（伺い）

14



索引目次

平成20年度 盛岡市水道サービス公社 水道部/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

平成20年05月02日 起案
平成20年度財団法人盛岡市水道サービス公社第１回評議委員会及び第１
回通常理事会の出席方について1

平成21年02月25日 起案
財団法人盛岡市水道サービス公社平成20年度第２回評議委員会及び第２
回通常理事会の出席方について2



索引目次

平成20年度 電算委託（グループウェア） 水道部/総務課/企画財政係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

A27

平成20年04月01日 収受
平成20年度グループウェアシステム維持管理業務委託に係る主任担当者通
知書及び委託業務処理日程表届の提出について（報告）1

平成20年04月01日 収受
情報システムへの機器接続使用に係る許可について（供覧）

2

平成20年04月04日 起案
平成20年度水道部グループウェアのヘルプデスクについて（報告）

3

平成20年04月09日 起案
盛岡市情報セキュリティポリシー規程に基づく協議について（伺い）

4

平成20年04月10日 起案
ノーツの配備について（伺い）

5

平成20年04月17日 起案
デジタルカメラの購入について（伺）

6

平成20年04月18日 起案
盛岡市情報セキュリティポリシー規定に基づく協議について（伺い）

7

平成20年04月18日 収受
ソフトウェア導入承認通知書について（供覧）

8

平成20年04月28日 起案
盛岡市情報セキュリティポリシー規程に基づく協議について（伺い）

9

平成20年04月28日 収受
グループウェアクライアントシステム設定業務委託に係る主任担当者通知書
及び委託業者処理日程表届の提出について（報告）10

平成20年05月01日 収受
情報システムへの機器接続使用に係る許可について（供覧）

11

平成20年07月31日 収受
グループウェアクライアントシステム設定業務委託その２に係る主任担当者通
知書及び委託業者処理日程表届の提出について（報告）12

平成20年09月05日 起案
ソフトウェア設定作業の実施について（伺い）

13

平成21年02月10日 起案
盛岡市情報セキュリティポリシー規程に基づく協議について（伺い）

14

平成21年02月13日 収受
ソフトウェア導入承認通知書について（供覧）

15

平成21年03月02日 起案
ソフトウェアライセンスの購入について（伺い）

16

平成21年03月18日 起案
平成21年度デジカメ管理者の報告について（伺い）

17

平成21年03月18日 起案
平成21年度グループウェアのヘルプデスクの報告について（伺い）

18

平成21年03月26日 起案
平成21年度デジカメ管理者及び接続端末機の報告について（伺い）

19

平成21年03月31日 起案
盛岡市情報セキュリティポリシー規定に基づく協議について（伺い）

20



索引目次

平成20年度 電算委託（平成20年度整備クライアント 水道部/総務課/企画財政係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

A27

平成20年07月04日 起案
平成20年度整備クライアント賃貸借その2に係る同等品審査について（伺い）

1



索引目次

平成20年度 広報活動（広報水道もりおか等） 水道部/総務課/企画財政係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

A41

平成20年04月02日 起案
広報水道もりおか第26号への掲載希望について（伺い）

1

平成20年04月07日 起案
盛岡市水道部に係る広報関係費の支払方法について（伺い）

2

平成20年05月07日 収受
市政ラジオ番組日程について（供覧）

3

平成20年05月16日 起案
広報水道もりおか（第26号）企画制作委託に係る支出について（伺い）

4

平成20年05月28日 起案
広報水道もりおか第26号の配布について（伺い）

5

平成20年05月28日 起案
広報水道もりおか第26号に係る礼状の送付について（伺い）

6

平成20年06月12日 起案
広報水道もりおか第26号「水道クイズ」応募はがきに記載された問い合わせ
について（伺い）7

平成20年07月09日 起案
広報水道もりおか第26号「水道クイズ」の当選者について（伺い）

8

平成20年09月12日 起案
広報水道もりおか第27号への掲載希望について（伺い）

9

平成20年09月26日 収受
広報水道もりおか（第27号）企画制作委託に係る現場責任者届の提出につ
いて（供覧）10

平成20年11月20日 起案
広報水道もりおか（第27号）企画制作委託に係る支出について（伺い）

11

平成20年11月26日 起案
広報水道もりおか第27号の配布について（伺い）

12

平成20年11月26日 起案
広報水道もりおか第27号取材協力者に対する礼状の送付について（伺い）

13

平成20年12月12日 起案
広報水道もりおか第27号「水道クイズ」応募はがきに記載された問い合わせ
について（伺い）14

平成21年03月09日 起案
広報水道もりおか第27号「水道クイズ」の当選者について（伺い）

15



索引目次

平成20年度 広報活動 水道部/総務課/企画財政係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

A41

平成20年04月08日 起案
パンフレット「もりおかの水風景」増刷に伴う記事の提出等について（伺い）

1

平成20年04月08日 起案
盛岡市「第50回水道週間」の実施について（伺い）

2

平成20年04月14日 収受
第50回水道週間の実施について（供覧）

3

平成20年04月15日 起案
水道施設見学会の実施について（伺い）

4

平成20年04月15日 起案
水道施設見学会のバス借上げについて（伺い）

5

平成20年04月15日 起案
PR用物品の作成について（伺い）

6

平成20年04月15日 起案
第50回水道週間に係る横断幕及び懸垂幕の掲示について（伺い）

7

平成20年04月15日 起案
米内浄水場観桜期における水道施設見学会参加者募集について（伺い）

8

平成20年04月16日 起案
「第50回水道週間」協賛懸賞募集ポスター等の送付について（伺い）

9

平成20年04月16日 起案
水道協会雑誌「水道週間50年特集号」への写真の提供方について（伺い）

10

平成20年04月23日 起案
「ウェブもりおか」生活情報コーナーへのページ掲載について（伺い）

11

平成20年04月23日 起案
水道施設見学会の参加者アンケートについて（照会）

12

平成20年04月30日 起案
水道部ホームページ「ウェブ水道もりおか」へのページ掲載について（伺い）

13

平成20年04月30日 起案
水道施設見学会の対応者について（報告）

14

平成20年05月13日 起案
測量成果の複製承認申請について（伺い）

15

平成20年05月14日 起案
「第50回水道週間」のポスター及び壁新聞の掲示依頼等について（伺い）

16

平成20年05月14日 収受
認証品の安全ＰＲポスター等の送付について（供覧）

17

平成20年05月20日 起案
「第50回水道週間」における各種行事の実施に関する庁議資料の提出につ
いて（伺い）18

平成20年05月20日 起案
水道施設見学会の参加者決定通知について(伺い)

19

平成20年05月21日 起案
ＰＲ用物品（ボールペン）の送付について（伺い）

20



索引目次

平成20年度 広報活動 水道部/総務課/企画財政係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

A41

平成20年05月21日 収受
測量成果複製承認について（供覧）

21

平成20年05月22日 起案
水道施設見学会の参加者アンケートについて（伺い）

22

平成20年05月28日 起案
第50回「水道週間」に実施する催事等の調査について（伺い）

23

平成20年05月29日 起案
水道施設見学会の水道相談コーナーに係る相談カードについて(伺い)

24

平成20年05月29日 起案
平成20年度第１回水道水源清掃及び水道施設清掃の実施について（伺い）

25

平成20年05月30日 収受
第50回『水の写真コンテスト』実施のご案内ポスター、チラシ掲示のお願いに
ついて（供覧）26

平成20年06月02日 起案
水道部ホームページ「ウェブ水道もりおか」へのページ掲載について（伺い）

27

平成20年06月06日 起案
もりおか暮らしの便利帳2008納品部数について（伺い）

28

平成20年06月10日 起案
盛岡市「第50回水道週間」における各種行事に対する改善点・意見等につ
いて（伺い）29

平成20年06月18日 起案
水道部ホームページ「ウェブ水道もりおか」へのページ掲載について（伺い）

30

平成20年06月23日 起案
水道部ホームページ「ウェブ水道もりおか」へのページ更新について（伺い）

31

平成20年06月23日 起案
第50回水道週間実施に関するアンケートについて（伺い）

32

平成20年06月26日 起案
平成20年度水道施設見学会の結果について(報告)

33

平成20年07月15日 起案
広報用映像ソフト制作業務委託に係る現場責任者届の提出について（供覧）

34

平成20年07月24日 起案
測量成果複製後の成果品の提出について（伺い）

35

平成20年08月21日 収受
平成20年度生涯学習情報誌「学びのガイド」の送付について

36

平成20年09月30日 起案
水道部ホームページ「ウェブ水道もりおか」へのページ掲載について（伺い）

37

平成20年12月04日 起案
水道部ホームページ「ウェブ水道もりおか」へのページ掲載について（伺い）

38

平成21年01月22日 起案
広報用映像ソフト制作業務委託に係る変更契約について（伺い）

39

平成21年02月12日 起案
平成21年度広報活動計画の作成について（伺い）

40



索引目次

平成20年度 広報活動 水道部/総務課/企画財政係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

A41

平成21年03月16日 起案
平成21年度広報活動計画の作成について（伺い）

41

平成21年03月19日 起案
｢広報もりおか｣５月１日号掲載記事について（伺い）

42

平成21年03月19日 起案
市政ラジオ番組における「今月の特集」のテーマについて（伺い）

43

平成21年03月31日 起案
広報用映像ソフト制作業務委託に係る支出について（伺い）

44



索引目次

平成20年度 陳情苦情処理（まちづくり懇談会） 水道部/総務課/企画財政係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

A42

平成20年04月09日 起案
平成19年度まちづくり懇談会・要望事項の事後措置状況の調査について（伺
い）1

平成20年04月17日 収受
西厨川地区まちづくり懇談会について（供覧）

2

平成20年04月24日 収受
西厨川地区まちづくり懇談会に係る要望事項の回答について（供覧）

3

平成20年05月16日 起案
平成20年度まちづくり懇談会の開催日程等の変更について（供覧）

4

平成20年06月10日 収受
松園地区まちづくり懇談会について（供覧）

5

平成20年06月11日 収受
上田地区まちづくり懇談会について（供覧）

6

平成20年06月20日 収受
大慈寺地区まちづくり懇談会について（供覧）

7

平成20年06月23日 収受
北厨川地区まちづくり懇談会について（供覧）

8

平成20年06月24日 収受
仁王地区まちづくり懇談会について（供覧）

9

平成20年06月30日 収受
みたけ地区まちづくり懇談会について（供覧）

10

平成20年07月17日 収受
松園地区まちづくり懇談会に係る要望事項について（供覧）

11

平成20年07月18日 収受
仁王地区まちづくり懇談会に係る要望事項について（供覧）

12

平成20年07月25日 収受
北厨川地区まちづくり懇談会に係る要望事項について（供覧）

13

平成20年07月29日 収受
青山地区まちづくり懇談会について（供覧）

14

平成20年09月04日 収受
簗川地区まちづくり懇談会について（供覧）

15

平成20年09月05日 収受
青山地区まちづくり懇談会に係る要望事項の回答について（供覧）

16

平成20年09月11日 収受
みたけ地区まちづくり懇談会に係る要望事項の回答について（供覧）

17

平成20年09月22日 収受
つなぎ地区まちづくり懇談会に係る要望事項の回答について（供覧）

18

平成20年09月22日 収受
土淵地区まちづくり懇談会について（供覧）

19

平成20年09月22日 収受
巻堀・姫神地区まちづくり懇談会について（供覧）

20



索引目次

平成20年度 陳情苦情処理（まちづくり懇談会） 水道部/総務課/企画財政係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

A42

平成20年09月30日 起案
簗川地区まちづくり懇談会に係る要望事項について（伺い）

21

平成20年09月30日 収受
土淵地区まちづくり懇談会に係る要望事項について（供覧）

22

平成20年10月06日 起案
巻堀・姫神地区まちづくり懇談会に係る要望事項について（伺い）

23

平成20年10月16日 収受
桜城地区まちづくり懇談会について（供覧）

24

平成20年10月20日 収受
渋民地区まちづくり懇談会について（供覧）

25

平成20年10月27日 起案
巻堀・姫神地区まちづくり懇談会に係る要望事項の回答について（伺い）

26

平成20年10月27日 収受
桜城地区まちづくり懇談会に係る要望事項について（供覧）

27

平成20年11月04日 収受
緑が丘地区まちづくり懇談会について（供覧）

28

平成20年11月12日 収受
緑が丘地区まちづくり懇談会に係る要望事項の回答について（供覧）

29



索引目次

平成20年度 陳情苦情処理（予算に対する要望） 水道部/総務課/企画財政係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

A42

平成20年11月11日 起案
「平成２１年度市政に対する要望」（山岸地区）に対する回答について

1

平成20年11月20日 起案
来年度予算・事業に関わる要望に対する回答について

2

平成20年11月27日 起案
平成21年度市政に対する要望について（伺い）

3

平成20年12月03日 起案
来年度予算・事業に関わる要望について（伺い）

4

平成20年12月05日 起案
平成21年度事業の予算要望に対する回答について

5

平成20年12月05日 起案
2009年度盛岡市予算編成要望書について

6

平成20年12月24日 起案
平成21年度事業の予算要望への回答について（伺い）

7

平成21年01月07日 起案
2009年度予算編成に関する要望書について（伺い）

8

平成21年01月30日 起案
2009年度予算編成に関する要望書への回答について（伺い）

9



索引目次

平成20年度 陳情苦情処理 水道部/総務課/企画財政係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

A42

平成20年11月13日 収受
太田地区自治会協議会の要望書について（供覧）

1

平成20年12月16日 収受
要望書

2



索引目次

平成20年度 統計諸務 水道部/総務課/企画財政係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

A50

平成20年05月09日 収受
水道事業ガイドライン業務指標（ＰＩ）算定（平成17年度）について（供覧）

1

平成20年06月06日 収受
「水安全計画策定ガイドライン」の送付について（供覧）

2

平成20年06月13日 起案
平成17年度・18年度上水道事業・水道用水供給事業調査表（様式２－１）
（追加調査分）の再調査について（伺い）3

平成20年06月13日 起案
平成17年度・18年度水道統計調査（様式2-1）（追加調査分）の再調査につ
いて（伺い）4

平成20年06月30日 起案
「水道事業ガイドライン」に基づく平成19年度業務指標の試算について（伺
い）5

平成20年08月04日 起案
平成19年度水道統計調査の実施について（伺い）

6

平成20年08月22日 起案
「水道事業ガイドライン」に基づく平成19年度業務指標の試算結果について
（伺い）7

平成20年09月03日 起案
平成19年度水道統計調査について（伺い）

8

平成20年09月26日 起案
「水道事業ガイドライン」の試算結果のホームページ更新について（伺い）

9

平成20年10月28日 起案
業務指標（ＰＩ）公表についての確認について（伺い）

10

平成20年11月05日 起案
水道技術管理者有資格者調査について（伺い）

11

平成21年02月09日 起案
平成19年度水道統計調査に関する再調査について（伺い）

12



索引目次

平成20年度 水道事業概要 水道部/総務課/企画財政係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

A52

平成20年05月02日 起案
平成20年度版（平成19年度実績）「盛岡市水道事業概要」の作成について
（伺い）1

平成20年07月08日 起案
測量成果の複製承認申請について（伺い）

2

平成20年07月15日 起案
平成20年度版（平成19年度実績）「盛岡市水道事業概要」の原稿の校正に
つ いて（伺い） 3

平成20年08月04日 起案
盛岡市水道事業概要－平成20年度版（平成19年度実績）－の配付につい
て（伺い）4

平成20年08月04日 起案
測量成果複製後の成果品の提出について（伺い）

5

平成20年09月26日 起案
出版物納入について（伺い）

6

平成20年09月26日 起案
盛岡市水道事業概要－平成20年度版（平成19年度実績）－の送付につい
て（伺い）7

平成20年09月26日 起案
水道事業概要及び決算書の送付について（伺い）

8

平成20年09月26日 起案
水道部ホームページ「ウェブ水道もりおか」へのページ掲載について（伺い）

9

平成20年10月03日 収受
平成19年度上下水道事業年報の送付について（供覧）／群馬県前橋市

10

平成20年10月06日 起案
複製後成果品掲載ＷｅｂサイトのＵＲＬについて（伺い）

11

平成20年10月06日 収受
「平成19年度水道事業年報」の送付について（供覧）／千葉県

12

平成20年10月06日 収受
平成19年度水道事業決算書等の送付について（供覧）／埼玉県春日部市

13

平成20年10月08日 起案
平成20年度（平成19年度実績）水道事業概要の送付について（伺い）

14

平成20年10月30日 収受
平成19年度水道事業年報の送付について（供覧）／兵庫県伊丹市

15

平成20年10月31日 収受
平成19年度水道事業年報の送付について（供覧）／青森県青森市

16

平成20年11月04日 収受
平成19年度水道事業年報の送付について（供覧）／さいたま市

17

平成20年11月04日 収受
平成19年度水道事業年報の送付について（供覧）／徳島県徳島市

18

平成20年11月07日 収受
平成20年度版「水道・工業用水道事業概要」の送付について（供覧）／北九
州市19

平成20年11月17日 起案
「平成20年度版（平成19年度実績）盛岡市水道事業概要」及び「広報水道も
りおか 27」 の送付について（伺い）／沖縄県那覇市20



索引目次

平成20年度 水道事業概要 水道部/総務課/企画財政係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

A52

平成20年12月19日 収受
平成19年度水道事業年報の送付について（供覧）／八戸圏域

21

平成21年01月15日 収受
「平成19年度水道事業概要」について（供覧）／会津若松市

22

平成21年01月19日 収受
横須賀水道100年史「水の旅」について（供覧）

23

平成21年02月05日 収受
「静岡市水道事業のあらまし」及び「くらしと水」の送付について（供覧）／静
岡市24

平成21年02月12日 収受
水道事業年報（平成20年度版）の送付について（供覧）／枚方市

25

平成21年02月16日 収受
平成19年度水道事業年報の送付について（供覧）／東京都

26

平成21年03月16日 収受
平成19年度水道事業年報について（供覧）／大阪市

27
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平成20年度 交際秘書 水道部/総務課/会計係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

A03

平成20年04月01日 起案
水道事業管理者就退任に伴う挨拶状の作成及び送付について（伺い）

1

平成20年05月19日 起案
岩手県管工事業協同組合連合会第22回通常総会の出席について（伺い）

2

平成20年06月10日 起案
盛岡市建設業協同組合設立30周年記念講演会等の出席について（伺い）

3
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平成20年度 出納検査 水道部/総務課/会計係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

A82

平成20年04月18日 起案
計理状況及び例月出納検査資料の送付について（伺い）

1

平成20年05月20日 起案
計理状況及び例月出納検査資料の送付について（伺い）

2

平成20年06月20日 起案
計理状況及び例月出納検査資料の送付について（伺い）

3

平成20年07月18日 起案
計理状況及び例月出納検査資料の送付について（伺い）

4

平成20年08月20日 起案
計理状況及び例月出納検査資料の送付について（伺い）

5

平成20年09月19日 起案
計理状況及び例月出納検査資料の送付について（伺い）

6

平成20年10月20日 起案
計理状況及び例月出納検査資料の送付について（伺い）

7

平成20年11月20日 起案
計理状況及び例月出納検査資料の送付について（伺い）

8

平成20年12月19日 起案
計理状況及び例月出納検査資料の送付について（伺い）

9

平成21年01月20日 起案
計理状況及び例月出納検査資料の送付について（伺い）

10

平成21年02月20日 起案
計理状況及び例月出納検査資料の送付について（伺い）

11

平成21年03月06日 収受
平成21年度の現金出納検査日程等について（供覧）

12

平成21年03月19日 起案
計理状況及び例月出納検査資料の送付について（伺い）

13
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