
索引目次

平成20年度 業務委託等（平成20年度自記録水圧計水道部/配水管理課/維持係

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

K16

平成20年02月19日 起案
平成20年度自記録水圧計保守点検業務委託（単価契約）契約の実施につ
いて（伺い）1

平成20年04月01日 収受
契約書類の送付について（供覧）

2

平成20年04月02日 起案
監督員の通知について（伺い）

3

平成20年04月02日 収受
作業責任者及び点検技術者届の届出について（報告）

4

平成20年05月09日 収受
自記録水圧計保守点検業務委託報告書（４月分）

5

平成20年05月12日 起案
平成20年度自記録水圧計保守点検業務委託（４月分）の完成・精算確認に
ついて（報告）6

平成20年06月04日 収受
自記録水圧計保守点検業務委託報告書（５月分）

7

平成20年06月05日 起案
平成20年度自記録水圧計保守点検業務委託（５月分）の完成・精算確認に
ついて（報告）8

平成20年07月07日 収受
自記録水圧計保守点検業務委託報告書（６月分）

9

平成20年07月08日 起案
平成20年度自記録水圧計保守点検業務委託（６月分）の完成・精算確認に
ついて（報告）10

平成20年08月06日 起案
平成20年度自記録水圧計保守点検業務委託（７月分）の完成・精算確認に
ついて（報告）11

平成20年08月06日 収受
自記録水圧計保守点検業務委託報告書（７月分）

12

平成20年09月04日 起案
平成20年度自記録水圧計保守点検業務委託（８月分）の完成・精算確認に
ついて（報告）13

平成20年09月04日 収受
自記録水圧計保守点検業務委託報告書（８月分）

14

平成20年10月10日 起案
平成20年度自記録水圧計保守点検業務委託（９月分）の完成・精算確認に
ついて（報告）15

平成20年10月10日 収受
自記録水圧計保守点検業務委託報告書（９月分）

16

平成20年11月06日 起案
平成20年度自記録水圧計保守点検業務委託（10月分）の完成・精算確認に
ついて（報告）17

平成20年11月06日 収受
自記録水圧計保守点検業務委託報告書（10月分）

18

平成20年12月10日 起案
平成20年度自記録水圧計保守点検業務委託（11月分）の完成・精算確認に
ついて（報告）19

平成20年12月10日 収受
自記録水圧計保守点検業務委託報告書（11月分）

20



索引目次

平成20年度 業務委託等（平成20年度自記録水圧計水道部/配水管理課/維持係

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

K16

平成21年01月09日 起案
平成20年度自記録水圧計保守点検業務委託（12月分）の完成・精算確認に
ついて（報告）21

平成21年01月09日 収受
自記録水圧計保守点検業務委託報告書（12月分）

22

平成21年02月05日 起案
平成20年度自記録水圧計保守点検業務委託（１月分）の完成・精算確認に
ついて（報告）23

平成21年02月05日 収受
自記録水圧計保守点検業務委託報告書（１月分）

24

平成21年03月06日 起案
平成20年度自記録水圧計保守点検業務委託（２月分）の完成・精算確認に
ついて（報告）25

平成21年03月06日 収受
自記録水圧計保守点検業務委託報告書（２月分）

26

平成21年03月31日 起案
平成20年度自記録水圧計保守点検業務委託（３月分）の完成・精算確認に
ついて（報告）27

平成21年03月31日 収受
自記録水圧計保守点検業務委託報告書（３月分）

28



索引目次

平成20年度 業務委託等（平成20年度ロードサーベ 水道部/配水管理課/維持係

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

K16

平成20年02月21日 起案
平成20年度ロードサーベイ保守点検業務委託（単価契約）契約の実施につ
いて（伺い）1

平成20年04月01日 収受
契約書類の送付について（供覧）

2

平成20年04月02日 起案
監督員の通知について（伺い）

3

平成20年04月02日 収受
業務委託着手届等の届出について（報告）

4

平成20年04月23日 収受
法人名称等変更届の提出について

5

平成20年05月08日 起案
平成20年度ロードサーベイ保守点検業務委託４月分報告書の提出について

6

平成20年05月08日 収受
平成20年度ロードサーベイ保守点検業務委託4月分報告書の提出について

7

平成20年06月04日 収受
平成20年度ロードサーベイ保守点検業務委託５月分報告書の提出について

8

平成20年06月05日 起案
平成20年度ロードサーベイ保守点検業務委託５月分報告書の提出について

9

平成20年07月07日 収受
平成20年度ロードサーベイ保守点検業務委託６月分報告書の提出について

10

平成20年07月08日 起案
平成20年度ロードサーベイ保守点検業務委託６月分報告書の提出について

11

平成20年08月06日 起案
平成20年度ロードサーベイ保守点検業務委託７月分報告書の提出について

12

平成20年08月06日 収受
平成20年度ロードサーベイ保守点検業務委託７月分報告書の提出について

13

平成20年09月05日 収受
平成20年度ロードサーベイ保守点検業務委託８月分報告書の提出について

14

平成20年09月08日 起案
平成20年度ロードサーベイ保守点検業務委託８月分報告書の提出について

15

平成20年10月03日 起案
平成20年度ロードサーベイ保守点検業務委託９月分報告書の提出について

16

平成20年10月03日 収受
平成20年度ロードサーベイ保守点検業務委託９月分報告書の提出について

17

平成20年11月04日 収受
平成20年度ロードサーベイ保守点検業務委託10月分報告書の提出につい
て18

平成20年11月05日 起案
平成20年度ロードサーベイ保守点検業務委託10月分報告書の提出につい
て19

平成20年12月05日 起案
平成20年度ロードサーベイ保守点検業務委託11月分報告書の提出につい
て20



索引目次

平成20年度 業務委託等（平成20年度ロードサーベ 水道部/配水管理課/維持係

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

K16

平成20年12月05日 収受
平成20年度ロードサーベイ保守点検業務委託11月分報告書の提出につい
て21

平成21年01月06日 収受
平成20年度ロードサーベイ保守点検業務委託12月分報告書の提出につい
て22

平成21年01月07日 起案
平成20年度ロードサーベイ保守点検業務委託12月分報告書の提出につい
て23

平成21年02月05日 起案
平成20年度ロードサーベイ保守点検業務委託１月分報告書の提出について

24

平成21年02月05日 収受
平成20年度ロードサーベイ保守点検業務委託１月分報告書の提出について

25

平成21年03月06日 起案
平成20年度ロードサーベイ保守点検業務委託２月分報告書の提出について

26

平成21年03月06日 収受
平成20年度ロードサーベイ保守点検業務委託２月分報告書の提出について

27

平成21年03月31日 起案
平成20年度ロードサーベイ保守点検業務委託３月分報告書の提出について

28

平成21年03月31日 収受
平成20年度ロードサーベイ保守点検業務委託３月分報告書の提出について

29



索引目次

平成20年度 業務委託等（平成20年度ブロック別給 水道部/配水管理課/維持係

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

K16

平成20年04月09日 起案
業務委託契約に係る随意契約の実施について（伺い）

1

平成20年04月18日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

2

平成20年04月21日 収受
委託業務着手届等の届出について（報告）

3

平成21年03月26日 収受
委託業務完成届

4

平成21年03月31日 起案
平成２０年度ブロック別調定給水量集計業務委託

5

平成21年03月31日 起案
業務委託検査調書及び完了検査完了の通知について（伺い）

6

平成21年03月31日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

7



索引目次

平成20年度 業務委託等（平成20年度配・給水管漏 水道部/配水管理課/維持係

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

K16

平成20年06月02日 収受
契約関係書類の送付について

1

平成20年06月03日 起案
漏水調査業務委託実施に係る協力依頼について（伺い）

2

平成20年06月03日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成20年06月03日 収受
業務委託着手届等の提出について（報告）

4

平成20年06月03日 収受
委託代金内訳書届の提出について（報告）

5

平成20年06月05日 起案
ホームページの更新について（伺い）

6

平成20年06月05日 収受
作業計画書届の提出について（報告）

7

平成20年06月13日 起案
身分証明書交付について（伺い）

8

平成20年06月13日 収受
身分証明書交付願の提出について（報告）

9

平成20年08月26日 起案
水圧測定に伴う公設消火栓の使用について（伺い）

10

平成20年11月26日 収受
業務委託完了届の届出について（報告）

11

平成20年11月28日 起案
業務完了検査について（伺い）

12

平成20年12月05日 起案
業務委託検査調書及び完了検査通知書について（伺い）

13

平成20年12月05日 収受
業務委託完成引渡書について（報告）

14



索引目次

平成20年度 業務委託等（減圧弁保守点検業務委託水道部/配水管理課/維持係

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

K16

平成20年06月16日 収受
契約書類の送付について（供覧）

1

平成20年06月17日 起案
監督員の通知について（伺い）

2

平成20年06月17日 収受
着手届等の届出について（報告）

3

平成20年07月30日 収受
減圧弁保守点検業務委託報告書の提出について（供覧）

4

平成20年08月11日 収受
委託業務完了届出について（報告）

5

平成20年08月12日 起案
業務委託完了検査について（伺い）

6

平成20年08月18日 起案
業務委託検査調書及び完了検査通知書について（伺い）

7



索引目次

平成20年度 業務委託等（平成20年度公設消火栓点水道部/配水管理課/維持係

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

K16

平成20年06月27日 起案
平成２０年度公設消火栓点検業務委託の実施について（伺い）

1

平成20年07月23日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

2

平成20年07月24日 起案
監督員の通知について（伺い）

3

平成20年07月24日 収受
業務委託着手届等の届出について（報告）

4

平成20年07月28日 収受
公設消火栓点検業務計画書について（報告）

5

平成20年08月05日 起案
業務委託の完成・精算確認について（報告）

6

平成20年08月05日 収受
平成２０年度公設消火栓点検業務委託（単価契約）の７月分の報告書につい
て（報告）7

平成20年08月11日 収受
公設消火栓点検業務計画書について（報告）

8

平成20年08月29日 収受
公設消火栓点検業務計画書について（報告）

9

平成20年09月01日 起案
業務委託の完成・精算確認について（報告）

10

平成20年09月01日 収受
平成２０年度公設消火栓点検業務委託（単価契約）の８月分の報告書につい
て（報告）11

平成20年09月10日 収受
公設消火栓点検業務計画書について（報告）

12

平成20年10月01日 起案
業務委託の完成・精算確認について（報告）

13

平成20年10月01日 収受
公設消火栓点検業務計画書について（報告）

14

平成20年10月01日 収受
平成２０年度公設消火栓点検業務委託（単価契約）の９月分の報告書につい
て（報告）15

平成20年10月14日 収受
公設消火栓点検業務計画書について（報告）

16

平成20年10月24日 収受
公設消火栓点検業務計画書について（報告）

17

平成20年11月04日 起案
業務委託の完成・精算確認について（報告）

18

平成20年11月04日 収受
平成２０年度公設消火栓点検業務委託（単価契約）の１０月分の報告書につ
いて（報告）19

平成20年12月01日 起案
業務委託の完成・精算確認について（報告）

20



索引目次

平成20年度 業務委託等（平成20年度公設消火栓点水道部/配水管理課/維持係

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

K16

平成20年12月01日 収受
平成２０年度公設消火栓点検業務委託（単価契約）の１１月分の報告書につ
いて（報告）21



索引目次

平成20年度 業務委託等（水道施設管理図整備業務水道部/配水管理課/維持係

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

K16

平成20年09月25日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成20年09月25日 収受
契約書類の送付について（供覧）

2

平成20年09月26日 収受
着手届等の提出について（報告）

3

平成21年02月18日 起案
完成検査について（伺い）

4

平成21年02月23日 起案
業務委託検査調書及び完了検査通知書について（伺い）

5



索引目次

平成20年度 業務委託等（減圧弁保守点検業務委託水道部/配水管理課/維持係

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

K16

平成20年05月21日 起案
業務委託契約に係る随意契約の実施について（伺い）

1

平成20年06月11日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

2

平成20年06月12日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成20年06月13日 収受
着手届等の届出について（報告）

4

平成20年07月31日 起案
業務委託完了検査について（伺い）

5

平成20年07月31日 収受
委託業務完了届出について（報告）

6

平成20年08月04日 起案
業務委託検査調書及び完了検査通知書について（伺い）

7



索引目次

平成20年度 使用契約 水道部/配水管理課/維持係

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

K16

平成20年04月01日 起案
鉄道用地使用（継続）の契約について（伺い）

1

平成20年04月01日 起案
鉄道用地使用（継続）の契約について（伺い）

2

平成20年04月01日 起案
鉄道用地使用（継続）の覚書締結について（供覧）

3

平成20年04月01日 収受
覚書の締結について（通知）

4

平成20年04月01日 収受
法人代表者変更届について（供覧）

5

平成20年04月01日 収受
法人代表者変更届について（供覧）

6

平成20年04月02日 起案
鉄道用地使用（継続）の契約について（供覧）

7

平成20年11月13日 起案
鉄道用地使用継続願の申請について（伺い）

8

平成21年03月27日 起案
鉄道用地使用継続願の申請について（伺い）

9

平成21年03月30日 収受
組織名称の変更通知について（供覧）

10



索引目次

平成20年度 行政財産使用許可 水道部/配水管理課/維持係

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

K20

平成20年04月01日 収受
行政財産の使用許可について（供覧）

1

平成20年04月01日 収受
行政財産の使用許可について（供覧）

2

平成21年03月02日 起案
行政財産使用許可申請（更新）について（伺い）

3

平成21年03月03日 起案
行政財産使用許可申請（更新）について（伺い）

4



索引目次

平成20年度 道路等占用許可（公園占用更新　公園 水道部/配水管理課/漏水対策係

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

K20

平成21年03月06日 起案
都市公園占用の更新について（伺い）

1

平成21年03月06日 起案
都市公園占用の廃止について（伺い）

2

平成21年03月23日 収受
都市公園占用の更新について（報告）

3

平成21年03月23日 収受
都市公園占用の更新について（報告)

4

平成21年03月23日 収受
都市公園占用の更新について（報告）

5



索引目次

平成20年度 道路等占用許可（河川占用更新　盛岡 水道部/配水管理課/維持係

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

K20

平成20年12月15日 起案
河川占用許可の更新申請について（伺い）

1

平成20年12月15日 起案
河川占用許可の更新申請について（伺い）

2

平成20年12月15日 起案
河川占用許可の更新申請について（伺い）

3

平成20年12月15日 起案
河川占用許可の変更申請について（伺い）

4

平成20年12月15日 起案
河川占用許可の廃止について（伺い）

5

平成21年01月05日 収受
河川占用許可の変更申請について（報告）

6



索引目次

平成20年度 道路等占用許可（県道占用更新　盛岡 水道部/配水管理課/維持係

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

K20

平成21年02月16日 起案
道路占用許可の更新について（伺い）

1

平成21年02月16日 起案
道路占用の廃止について（伺い）

2



索引目次

平成20年度 道路等占用許可（河川占用更新　盛岡 水道部/配水管理課/維持係

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

K20

平成21年02月24日 起案
下水道排水施設等占用許可の更新について（伺い）

1

平成21年03月25日 収受
下水道排水施設等占用許可の更新について（報告）

2



索引目次

平成20年度 道路等占用許可（作業申請・国県道） 水道部/配水管理課/維持係

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

K20

平成20年04月25日 起案
道路占用に伴う作業申請について（伺い）

1

平成20年04月30日 起案
道路占用作業物件保守作業に係る着手届について（伺い）

2

平成20年05月07日 起案
道路占用作業物件保守作業届について（伺い）

3

平成20年06月13日 起案
道路占用作業物件保守作業届について（伺い）

4

平成20年06月26日 起案
道路占用作業物件保守作業届について（伺い）

5

平成20年06月30日 起案
道路工事完了届について（伺い）

6

平成20年09月16日 起案
道路占用作業物件保守作業届について（伺い）

7

平成20年10月06日 起案
道路占用作業物件保守作業届について（伺い）

8

平成20年10月09日 起案
道路占用作業物件保守作業届について（伺い）

9

平成20年10月09日 収受
道路占用作業物件保守作業届の回答について（供覧）

10

平成20年10月14日 起案
道路占用作業物件保守作業に係る着手届について（伺い）

11

平成20年10月31日 起案
道路占用作業物件保守作業届について（伺い）

12

平成20年11月10日 起案
道路占用作業物件保守作業届について（伺い）

13

平成20年11月12日 起案
道路占用作業物件保守作業に係る着手届について（伺い）

14

平成20年11月12日 収受
道路占用作業物件保守作業届の回答について（供覧）

15

平成20年12月26日 起案
道路占用作業物件保守作業届について（伺い）

16

平成20年12月26日 起案
明治橋水管橋に関する工事着手届について（伺い）

17

平成21年01月06日 起案
道路占用に伴う作業申請について（伺い）

18

平成21年01月09日 収受
道路占用作業物件保守作業届の回答について（供覧）

19

平成21年01月16日 起案
道路占用作業物件保守作業届について（伺い）

20



索引目次

平成20年度 道路等占用許可（作業申請・国県道） 水道部/配水管理課/維持係

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

K20

平成21年01月19日 起案
道路占用作業物件保守作業に係る着手届について（伺い）

21

平成21年01月19日 起案
道路占用作業物件保守作業に係る着手届について（伺い）

22

平成21年01月19日 収受
道路占用作業物件保守作業届の回答について（供覧）

23

平成21年01月26日 起案
道路占用作業物件保守作業届について（伺い）

24

平成21年02月02日 起案
道路占用作業物件保守作業に係る着手届について（伺い）

25

平成21年02月02日 収受
道路占用作業物件保守作業届の回答について（供覧）

26

平成21年02月20日 起案
道路工事完了届について（伺い）

27

平成21年03月02日 起案
道路占用作業物件保守作業に係る完了届について（伺い）

28

平成21年03月05日 起案
道路占用に伴う作業申請書について（伺い）

29

平成21年03月09日 起案
配水管漏水修理に伴う河川敷地の工作物の新築等の許可申請書について
（伺い）30

平成21年03月19日 起案
河川敷地の工作物の新築等の許可に伴う工事着手届について（伺い）

31

平成21年03月19日 起案
道路占用に伴う作業申請に係る工事着手届について（伺い）

32

平成21年03月30日 起案
道路占用に伴う作業申請に係る工事完了届について（伺い）

33

平成21年03月30日 起案
河川敷地の工作物の新築等の許可に伴う工事完了届について（伺い）

34

平成21年03月31日 起案
明治橋水管橋に関する工事完成届について（伺い）

35

平成21年03月31日 起案
占用物件維持修繕撤去等の作業に係る完成届について（伺い）

36



索引目次

平成20年度 道路等占用許可（市道） 水道部/配水管理課/維持係

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

K20

平成20年05月07日 起案
道路工事施行の申請について（伺い）

1

平成20年05月12日 起案
市道占用許可申請について（伺い）

2

平成20年05月13日 起案
市道占用許可申請について（伺い）

3

平成20年05月14日 収受
道路工事施行承認について（供覧）

4

平成20年05月15日 収受
市道占用許可について（供覧）

5

平成20年05月16日 収受
道路占用許可について（供覧）

6

平成20年06月13日 起案
市道占用許可申請について（伺い）

7

平成20年06月18日 収受
市道占用許可について（供覧）

8

平成20年09月17日 起案
市道占用許可申請について（伺い）

9

平成20年09月19日 起案
市道占用許可申請について（伺い）

10

平成20年09月22日 起案
市道占用許可申請について（伺い）

11

平成20年09月26日 収受
市道占用許可について（供覧）

12

平成20年09月29日 収受
市道占用許可について（供覧）

13

平成20年10月14日 起案
市道占用許可申請について（伺い）

14

平成20年10月16日 収受
市道占用許可について（供覧）

15

平成20年10月28日 起案
市道占用許可申請について（伺い）

16

平成20年10月30日 起案
市道占用許可申請について（伺い）

17

平成20年10月31日 収受
市道占用許可について（供覧）

18

平成20年11月04日 収受
市道占用許可について（供覧）

19

平成20年12月19日 起案
市道占用許可申請について（伺い）

20



索引目次

平成20年度 道路等占用許可（市道） 水道部/配水管理課/維持係

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

K20

平成20年12月26日 収受
市道占用許可について（供覧）

21

平成21年03月25日 起案
道路掘削許可について（伺い）

22

平成21年03月30日 収受
道路掘削許可について（供覧）

23



索引目次

平成20年度 道路等占用許可（国県道） 水道部/配水管理課/維持係

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

K20

平成20年04月22日 起案
道路占用許可（変更）について（伺い）

1

平成20年05月07日 起案
道路占用許可申請書（変更）について（伺い）

2

平成20年06月12日 起案
上太田中関地内配水調整区設定工事に伴う道路占用許可申請について
（伺い）3

平成20年06月13日 起案
道路占用許可申請書（新規）について（伺い）

4

平成20年07月14日 収受
道路占用許可について（供覧）

5

平成20年08月04日 起案
道路法第32条工事に係る着手届について（伺い）

6

平成20年08月18日 起案
道路法第32条工事に係る完成届について（伺い）

7

平成20年08月27日 収受
道路占用許可について（供覧）

8

平成20年11月17日 起案
道路占用許可（変更）について（伺い）

9

平成20年11月18日 起案
道路法第32条工事に係る着手届について（伺い）

10

平成20年11月19日 起案
道路占用許可（変更）について（伺い）

11

平成20年11月21日 収受
道路占用変更許可について（供覧）

12

平成20年11月25日 収受
道路占用許可（変更）について（供覧）

13

平成20年12月09日 起案
道路法第32条工事に係る完成届について（伺い）

14

平成20年12月09日 起案
道路占用許可（変更）について（伺い）

15

平成20年12月24日 収受
道路占用許可（変更）について（供覧）

16

平成21年01月06日 起案
道路占用工事に係る着手届について（伺い）

17

平成21年01月13日 起案
道路占用工事に係る着手届について（伺い）

18

平成21年02月12日 起案
道路占用工事に係る完了届について（伺い）

19

平成21年03月12日 起案
道路占用許可（新規）について（伺い）

20



索引目次

平成20年度 道路等占用許可（国道占用補正　国土 水道部/配水管理課/維持係

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

K20

平成20年08月15日 起案
道路占用許可（国道４号）に関する部分補正について（伺い） 

1

平成20年08月15日 起案
道路占用許可（国道46号）に関する部分補正について（伺い）

2

平成20年10月06日 収受
河川占用許可の更新申請について（報告）

3



索引目次

平成20年度 道路等占用許可（河川占用更新　東北 水道部/配水管理課/維持係

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

K20

平成20年04月22日 起案
河川占用許可に伴う標示板の設置報告について（伺い）

1

平成20年06月04日 起案
河川占用許可の更新申請について（伺い）

2

平成20年06月04日 起案
河川占用許可の更新申請について（伺い）

3

平成20年06月04日 起案
河川占用許可の更新申請について（伺い）

4

平成20年07月09日 収受
河川占用許可の更新申請について（報告）

5

平成20年07月09日 収受
河川占用許可の更新申請について（報告）

6

平成20年07月09日 収受
河川占用許可の更新申請について（報告）

7

平成20年09月01日 起案
河川占用許可の更新申請について（伺い）

8

平成20年11月26日 起案
河川占用許可の更新申請について（伺い）

9

平成20年12月26日 収受
河川占用許可の更新申請について（報告）

10

平成21年02月18日 起案
河川占用許可の更新申請について（伺い）

11

平成21年03月25日 収受
河川占用許可の更新申請について（報告）

12



索引目次

平成20年度 道路占用等許可（水路占用更新　農政 水道部/配水管理課/漏水対策係

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

K20

平成21年03月23日 起案
水路占用の更新について（伺い）

1



索引目次

平成20年度 路面復旧（平成２０年度舗装道路路面 水道部/配水管理課/維持係

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

K20

平成20年02月19日 起案
平成20年度舗装道路路面復旧業務委託の実施について（伺い）

1

平成20年04月01日 起案
平成20年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

2

平成20年04月01日 収受
契約書類の送付について（供覧）

3

平成20年04月01日 収受
現場責任者の届出について（報告）

4

平成20年04月30日 起案
平成20年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

5

平成20年05月29日 起案
平成20年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

6

平成20年06月27日 起案
平成20年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

7

平成20年07月30日 起案
平成20年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

8

平成20年08月28日 起案
平成20年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

9

平成20年09月29日 起案
平成20年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

10

平成20年10月31日 起案
平成20年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

11

平成20年11月28日 起案
平成20年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

12

平成21年01月29日 起案
平成20年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

13

平成21年02月27日 起案
平成20年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

14



索引目次

平成20年度 路面復旧（平成２０年度舗装道路路面 水道部/配水管理課/維持係

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

K20

平成20年04月01日 起案
平成20年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

1

平成20年04月01日 収受
契約書類の送付について（供覧）

2

平成20年04月01日 収受
現場責任者の届出について（報告）

3

平成20年04月30日 起案
平成20年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

4

平成20年05月29日 起案
平成20年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

5

平成20年06月27日 起案
平成20年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

6

平成20年07月30日 起案
平成20年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

7

平成20年08月28日 起案
平成20年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

8

平成20年09月29日 起案
平成20年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

9



索引目次

平成20年度 路面復旧（平成２０年度舗装道路路面 水道部/配水管理課/漏水対策係

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

K20

平成20年04月01日 収受
契約書類の送付について（供覧）

1

平成20年04月01日 収受
現場責任者の届出について（報告）

2

平成20年04月30日 起案
平成20年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

3

平成20年05月29日 起案
平成20年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

4

平成20年06月27日 起案
平成20年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

5

平成20年07月30日 起案
平成20年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

6

平成20年08月28日 起案
平成20年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

7

平成20年09月29日 起案
平成20年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

8

平成20年11月28日 起案
平成20年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

9

平成21年01月29日 起案
平成20年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

10

平成21年02月27日 起案
平成20年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

11



索引目次

平成20年度 資材関係（平成２０年度実地たな卸） 水道部/配水管理課/漏水対策係

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

K22

平成21年02月25日 起案
平成20年度水道用資材等実地たな卸について（伺い）

1

平成21年03月16日 起案
水道用資材の出庫停止について（伺い）

2

平成21年03月24日 起案
平成20年度水道用資材等実地たな卸に係る部課長会議附議案件送付書に
ついて（伺い）3

平成21年03月26日 収受
実地たな卸の立会いについて（報告）

4

平成21年03月31日 起案
平成２０年度たな卸資産残高表の作成について（報告）

5

平成21年04月02日 起案
平成２０年度実地たな卸の結果について（報告）

6



索引目次

平成20年度 資材関係（除却関係） 水道部/配水管理課/維持係

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

K22

平成20年04月16日 起案
不用資材の除却処分について（伺い）

1

平成20年05月07日 起案
水道用資材の売払いについて（伺い）

2

平成20年05月14日 起案
水道用資材の売払いに係る契約締結について（伺い）

3

平成20年05月23日 収受
水道用資材の売払いについて（報告）

4



索引目次

平成20年度 資材関係（運搬・処分業務関係） 水道部/配水管理課/維持係

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

K22

平成20年07月01日 起案
水道用資材の処分について（伺い）

1

平成20年07月11日 起案
水道用資材の処分について（伺い）

2

平成20年07月16日 起案
水道用資材の処分に係る契約締結について（伺い）

3

平成20年07月17日 起案
水道用資材の処分について（伺い）

4

平成20年07月22日 起案
水道用資材の処分に伴う産業廃棄物処理委託契約の締結について（伺い）

5

平成20年07月22日 収受
当該廃棄物の収集運搬業許可証等の提出について（報告）

6

平成20年07月23日 収受
産業廃棄物処理委託契約の締結について（報告）

7

平成20年09月01日 起案
業務委託完了検査について（伺い）

8

平成20年09月02日 収受
産業廃棄物管理表（マニフェスト）の提出について（報告）

9



索引目次

平成20年度 協議文書 水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年04月28日 起案
図面情報管理システム（マッピング）のアプリケーションソフトのインストール承
認申請について（伺い）1

平成20年04月30日 収受
グループウェアへのアプリケーションソフトのインストールに係る承認について
（供覧）2

平成20年12月19日 起案
配水監視システムに係る情報システム開発・導入・保守等協議書について

3

平成20年12月22日 収受
システムの導入に係る協議について（通知）

4



索引目次

平成20年度 協議文書（消火栓） 水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年04月18日 起案
公設消火栓（№1317）の設置に係る協議について（伺い）

1

平成20年04月30日 収受
公設消火栓（Ｎｏ.1317）の設置に係る協議の回答について（供覧）

2

平成20年05月09日 起案
公設消火栓（№2163）の設置に係る協議について（伺い）

3

平成20年05月12日 起案
公設消火栓（№436）の設置に係る協議について（伺い）

4

平成20年05月21日 収受
公設消火栓（Ｎｏ.2163）の設置に係る協議の回答について（供覧）

5

平成20年05月28日 起案
公設消火栓（№1336）の設置に係る協議について（伺い）

6

平成20年06月04日 収受
公設消火栓（Ｎｏ.436）の設置に係る協議の回答について（供覧）

7

平成20年06月20日 収受
公設消火栓（Ｎｏ.1336）の設置に係る協議の回答について（供覧）

8

平成20年06月30日 起案
公設消火栓（№1412）の設置に係る協議について（伺い）

9

平成20年07月15日 収受
公設消火栓（Ｎｏ.1412）の設置に係る協議の回答について（供覧）

10

平成20年07月18日 起案
公設消火栓（№6351）の設置に係る協議について（伺い）

11

平成20年07月18日 起案
公設消火栓（№3228）の設置に係る協議について（伺い）

12

平成20年08月07日 収受
公設消火栓（Ｎｏ.6351）の設置に係る協議の回答について（供覧）

13

平成20年08月12日 収受
公設消火栓（Ｎｏ.3228）の設置に係る協議の回答について（供覧）

14

平成20年11月26日 起案
公設消火栓（№3067）の設置に係る協議について（伺い）

15

平成20年11月28日 起案
公設消火栓（№3510）の設置に係る協議について（伺い）

16

平成20年12月08日 収受
公設消火栓（Ｎｏ.3510）の設置に係る協議の回答について（供覧）

17

平成20年12月15日 収受
公設消火栓（Ｎｏ.3067）の設置に係る協議の回答について（供覧）

18

平成20年12月18日 起案
公設消火栓（№1397）の設置に係る協議について（伺い）

19

平成21年01月06日 収受
公設消火栓（Ｎｏ.1397）の設置に係る協議の回答について（供覧）

20



索引目次

平成20年度 協議文書（消火栓） 水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成21年01月19日 起案
公設消火栓（№6131）の設置に係る協議について（伺い）

21

平成21年01月23日 起案
公設消火栓（№588）の設置に係る協議について（伺い）

22

平成21年01月26日 収受
公設消火栓（Ｎｏ.6131）の設置に係る協議の回答について（供覧）

23

平成21年02月04日 収受
公設消火栓（Ｎｏ.588）の設置に係る協議の回答について（供覧）

24

平成21年03月13日 起案
公設消火栓（№2234）の設置に係る協議について（伺い）

25

平成21年03月16日 起案
公設消火栓（№6236）の設置に係る協議について（伺い）

26

平成21年03月19日 収受
公設消火栓（Ｎｏ.2234）の設置に係る協議の回答について（供覧）

27



索引目次

平成20年度 協議文書（道路関連） 水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年04月15日 起案
道路使用許可申請書の提出について（伺い）

1

平成20年04月18日 収受
道路使用許可証について

2

平成20年05月12日 起案
道路使用許可申請書の提出について（伺い）

3

平成20年05月14日 収受
道路使用許可証について

4

平成20年06月12日 起案
道路使用許可申請書の提出について（伺い）

5

平成20年06月17日 収受
道路使用許可証について

6

平成20年07月15日 起案
道路使用許可申請書の提出について（伺い）

7

平成20年07月18日 収受
道路使用許可証について

8

平成20年08月11日 起案
道路使用許可申請書の提出について（伺い）

9

平成20年08月18日 収受
道路使用許可証について

10

平成20年09月10日 起案
道路使用許可申請書の提出について（伺い）

11

平成20年09月11日 収受
道路使用許可証について

12

平成20年12月09日 起案
道路使用許可申請書の提出について（伺い）

13

平成20年12月16日 収受
道路使用許可証について

14

平成21年03月05日 起案
道路使用許可申請書の提出について（伺い）

15

平成21年03月09日 収受
道路使用許可証について

16



索引目次

平成20年度 協議文書（文化財） 水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年09月02日 起案
史跡原状変更許可申請書の提出について（伺い）

1

平成20年09月02日 収受
史跡盛岡城跡の現状変更許可について（供覧）

2

平成20年09月09日 起案
史跡原状変更終了報告書の提出について（伺い）

3

平成20年09月30日 起案
埋蔵文化財発掘届の提出について（伺い）

4

平成20年11月06日 起案
史跡原状変更許可申請書の提出について（伺い）

5

平成20年11月07日 収受
史跡盛岡城跡の現状変更許可について（供覧）

6

平成20年12月01日 起案
史跡原状変更終了報告書の提出について（伺い）

7



索引目次

平成20年度 自記録関係（配水監視システム通信関 水道部/配水管理課/漏水対策係

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

K23

平成21年01月05日 起案
通信契約の申込みについて（伺い）

1

平成21年01月14日 起案
インターネットサービスプロバイダの申込みについて（伺い）

2

平成21年01月27日 収受
インターネットサービスプロバイダの開通について

3



索引目次

平成20年度 配給水管移設（永井１５地割地内水道 水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年05月02日 収受
工事依頼書（永井１５地割地内）について

1

平成20年05月09日 起案
水道管等工事依頼（永井１５地割地内）の回答について（伺い）

2

平成20年05月19日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

3

平成20年06月05日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成20年06月18日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

5

平成20年06月19日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成20年度 配給水管移設（向中野字野原地内水道水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年04月02日 収受
工事依頼書（向中野字野原地内）について

1

平成20年04月04日 起案
水道管等工事依頼（向中野字野原地内）の回答について（伺い）

2

平成20年04月07日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

3

平成20年04月16日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成20年05月09日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

5

平成20年05月16日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成20年度 配給水管移設（東黒石野三丁目水道管水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年04月16日 収受
工事依頼書（東黒石野三丁目地内）について

1

平成20年04月21日 起案
水道管等工事依頼（東黒石野三丁目地内）の回答について（伺い）

2

平成20年04月25日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

3

平成20年07月14日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成20年07月25日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

5

平成20年07月30日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成20年度 配給水管移設（桜台一丁目地内水道管水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年05月13日 収受
工事依頼書（桜台一丁目地内）について

1

平成20年05月14日 起案
水道管等工事依頼（桜台一丁目地内）の回答について（伺い）

2

平成20年05月19日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

3

平成20年07月10日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成20年07月25日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

5

平成20年07月30日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成20年度 配給水管移設（中ノ橋通二丁目地内水 水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年05月02日 収受
工事依頼書（中ノ橋通二丁目地内）について

1

平成20年06月09日 起案
水道管等工事依頼（中ノ橋通二丁目地内）の回答について（伺い）

2

平成20年06月18日 起案
水道管等工事の実施通知について（伺い）

3

平成20年06月18日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

4

平成20年06月23日 起案
一般国道106号電線共同溝整備工事に伴う物件移転補償契約の締結につ
いて（伺い）5

平成20年06月23日 収受
物件移転補償契約の締結について（報告）

6

平成20年07月09日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

7

平成20年08月19日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

8



索引目次

平成20年度 配給水管移設（上厨川字下村地内水道水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年05月01日 収受
工事依頼書（上厨川字下村地内）について

1

平成20年05月02日 起案
水道管等工事依頼（上厨川字下村地内）の回答について（伺い）

2

平成20年05月02日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

3

平成20年07月02日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成20年07月17日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

5

平成20年07月23日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成20年度 配給水管移設（上鹿妻田貝地内水道管水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年08月12日 収受
工事依頼書（上鹿妻田貝地内）について

1

平成20年08月15日 起案
水道管等工事依頼（上鹿妻田貝地内）の回答について（伺い）

2

平成20年08月20日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

3

平成20年11月04日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成20年11月14日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

5

平成20年11月17日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成20年度 配給水管移設（上鹿妻田貝地内水道管水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年08月12日 収受
工事依頼書（上鹿妻田貝地内）について

1

平成20年08月15日 起案
水道管等工事依頼（上鹿妻田貝地内）の回答について（伺い）

2

平成20年08月20日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

3

平成20年11月04日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成20年11月14日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

5

平成20年11月17日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成20年度 配給水管移設（永井１５地割地内水道 水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年09月12日 収受
工事依頼書（永井１５地割地内）について

1

平成20年09月19日 起案
水道管等工事依頼（永井１５地割地内）の回答について（伺い）

2

平成20年09月24日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

3

平成21年02月27日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成21年03月05日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

5

平成21年03月06日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成20年度 配給水管移設（永井１５地割地内水道 水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年09月12日 収受
工事依頼書（永井１５地割地内）について

1

平成20年09月19日 起案
水道管等工事依頼（永井１５地割地内）の回答について（伺い）

2

平成20年09月24日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

3

平成20年10月29日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成20年11月17日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

5

平成20年11月21日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成20年度 配給水管移設（飯岡新田６地割外地内 水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年10月02日 収受
工事依頼書（飯岡新田６地割外地内）について

1

平成20年10月06日 起案
水道管等工事依頼（飯岡新田６地割外地内）の回答について（伺い）

2

平成20年10月09日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

3

平成20年12月01日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成20年12月15日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

5

平成20年12月15日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

6



索引目次

平成20年度 配給水管移設（玉山区好摩字野中地内水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年08月18日 収受
工事依頼書（玉山区好摩字野中地内）について

1

平成20年08月20日 起案
水道管等工事依頼（玉山区好摩字野中地内）の回答について（伺い）

2

平成20年08月22日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

3

平成20年10月09日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成20年10月31日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

5

平成20年10月31日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

6



索引目次

平成20年度 配給水管移設（玉山区好摩字野中地内水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年08月18日 収受
工事依頼書（玉山区好摩字夏間木外地内）について

1

平成20年08月21日 起案
水道管等工事依頼（玉山区好摩字夏間木外地内）の回答について（伺い）

2

平成20年08月28日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

3

平成21年02月13日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成21年02月27日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

5

平成21年03月02日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成20年度 配給水管移設（玉山区好摩字野中地内水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年08月18日 収受
工事依頼書（玉山区好摩字夏間木外地内）について

1

平成20年08月21日 起案
水道管等工事依頼（玉山区好摩字夏間木外地内）の回答について（伺い）

2

平成20年08月28日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

3

平成21年02月13日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成21年02月27日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

5

平成21年03月02日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成20年度 配給水管移設（玉山区好摩字夏間木外水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年09月08日 収受
工事依頼書（玉山区好摩字夏間木外地内）について

1

平成20年09月11日 起案
水道管等工事依頼（玉山区好摩字夏間木外地内）の回答について（伺い）

2

平成20年09月17日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

3

平成21年03月13日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成21年03月19日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

5

平成21年03月19日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

6



索引目次

平成20年度 配給水管移設（玉山区好摩字夏間木外水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年09月08日 収受
工事依頼書（玉山区好摩字夏間木外地内）について

1

平成20年09月11日 起案
水道管等工事依頼（玉山区好摩字夏間木外地内）の回答について（伺い）

2

平成20年09月17日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

3

平成21年03月13日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成21年03月19日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

5

平成21年03月19日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

6



索引目次

平成20年度 配給水管移設（津志田１３地割外地内 水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年11月26日 収受
工事依頼書（津志田１３地割外地内）について

1

平成20年11月28日 起案
水道管等工事依頼（津志田13地割外地内）の回答について（伺い）

2

平成20年12月03日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

3

平成21年03月09日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成21年03月12日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

5

平成21年03月16日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成20年度 配給水管移設（玉山区好摩字夏間木地水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年10月03日 収受
工事依頼書（玉山区好摩字夏間木地内）について

1

平成20年10月10日 起案
水道管等工事依頼（玉山区好摩字夏間木地内）の回答について（伺い）

2

平成20年10月15日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

3

平成21年03月17日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成21年03月19日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

5

平成21年03月19日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

6



索引目次

平成20年度 配給水管移設（玉山区好摩字夏間木地水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年10月03日 収受
工事依頼書（玉山区好摩字夏間木地内）について

1

平成20年10月10日 起案
水道管等工事依頼（玉山区好摩字夏間木地内）の回答について（伺い）

2

平成20年10月15日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

3

平成21年03月17日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成21年03月19日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

5

平成21年03月19日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

6



索引目次

平成20年度 配給水管移設（手代森28地割地内水道水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年12月05日 収受
工事依頼書（手代森28地割地内）について

1

平成20年12月08日 起案
水道管等工事依頼（手代森28地割地内）の回答について（伺い）

2

平成20年12月09日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

3

平成21年01月05日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成21年01月20日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

5

平成21年01月26日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成20年度 配給水管移設（上厨川字下村地内水道水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年10月09日 収受
工事依頼書（上厨川字下村地内）について

1

平成20年10月21日 起案
水道管等工事依頼（上厨川字下村地内）の回答について（伺い）

2

平成20年10月22日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

3

平成21年01月15日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成21年02月03日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

5

平成21年02月09日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成20年度 配給水管移設（上厨川字前潟外地内水水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年10月09日 収受
工事依頼書（上厨川字前潟外地内）について

1

平成20年10月21日 起案
水道管等工事依頼（上厨川字前潟外地内）の回答について（伺い）

2

平成20年10月22日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

3

平成21年01月21日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成21年02月04日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

5

平成21年02月10日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成20年度 配給水管移設（名須川町地内水道管移水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成21年01月23日 収受
工事依頼書（名須川町地内）について

1

平成21年01月26日 起案
水道管等工事依頼（名須川町地内）の回答について（伺い）

2

平成21年01月26日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

3

平成21年02月27日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成21年03月09日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

5

平成21年03月13日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成20年度 配給水管移設（三本柳１７地割外地内 水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年11月10日 収受
工事依頼書（三本柳１７地割外地内）について

1

平成20年12月15日 起案
水道管等工事依頼（三本柳１７地割外地内）の回答について（伺い）

2

平成20年12月15日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

3

平成21年03月24日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成21年03月25日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

5

平成21年03月25日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

6



索引目次

平成20年度 配給水管修繕（平成２０年度配・給水管 水道部/配水管理課/漏水対策係

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

K23

平成20年02月29日 起案
平成20年度配・給水管修繕工事等業務委託に係る業者選定について（伺
い）1

平成20年02月29日 起案
平成20年度配・給水管修繕工事等業務委託の実施について（伺い）

2

平成20年04月01日 収受
現場代理人通知書について（報告）

3

平成20年04月01日 収受
契約書類の送付について（供覧）

4

平成20年08月12日 収受
法人代表者変更届について（供覧）

5

平成20年09月30日 起案
平成20年度配・給水管修繕工事等業務委託の変更契約について（伺い）

6

平成20年10月01日 起案
契約の解除について（伺い）

7

平成20年10月01日 収受
契約書類の送付について（供覧）

8

平成20年10月01日 収受
契約書類の送付について（供覧）

9

平成20年11月18日 起案
平成20年度配・給水管修繕工事等業務委託の変更契約について（伺い）

10

平成20年12月01日 収受
契約書類の送付について（供覧）

11



索引目次

平成20年度 配給水管修繕（夜間及び緊急作業報告水道部/配水管理課/漏水対策係

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

K23

平成20年05月07日 起案
夜間及び緊急作業実施について【上厨川字下村】（伺い）

1

平成20年05月09日 起案
夜間作業実施報告について【上厨川字下村地内】

2

平成20年05月22日 起案
夜間及び緊急作業実施について【玉山区好摩字子袋外】（伺い）

3

平成20年05月23日 起案
夜間作業実施報告について【好摩字子袋外地内】

4

平成20年06月04日 起案
夜間作業実施報告について【城西町13番地内】

5

平成20年06月25日 起案
夜間作業実施報告について【城西町5番外地内】

6

平成20年07月01日 起案
夜間作業実施報告について【城西町4番地内】

7

平成20年09月17日 起案
夜間作業実施報告について【黒川22地割地内】

8

平成20年10月15日 起案
夜間作業実施報告について【紺屋町1-31】

9

平成20年10月28日 起案
夜間作業実施報告について【東松園二丁目４地内】

10

平成20年11月19日 起案
夜間作業実施報告について【上田一丁目15-18】

11

平成20年11月26日 起案
夜間作業実施報告について【高松二丁目13・14地内】

12

平成20年11月27日 起案
夜間作業実施報告について【高松二丁目12・14地内】

13

平成20年12月05日 起案
夜間作業実施報告について【東松園二丁目４地内】

14



索引目次

平成20年度 配給水管修繕（資材単価） 水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年03月25日 起案
平成20年度盛岡市水道部給水装置修繕工事費に関する基準の改定につい
て（伺い）1



索引目次

平成20年度 配給水管修繕（漏水調査等） 水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成21年02月23日 起案
鉄道線路横断箇所漏水調査の実施について（報告）

1



索引目次

平成20年度 配水管施設（三本柳２３地割地内配水 水道部/配水管理課/漏水対策係

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

K23

平成20年06月18日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成20年06月18日 収受
契約関係書類の送付について

2

平成20年06月19日 収受
着手届等の届出について（供覧）

3

平成20年06月20日 起案
前払金の支出について（伺い）

4

平成20年06月20日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（報告）

5

平成20年08月29日 収受
工事完成の届出について（報告）

6

平成20年09月01日 起案
工事検査依頼について（伺い）

7

平成20年09月01日 収受
工事検査通知について（供覧）

8

平成20年09月05日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

9

平成20年09月08日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

10

平成20年09月08日 収受
工事完成引渡について（報告）

11

平成20年09月08日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

12

平成21年03月18日 起案
完成精算について（伺い）

13



索引目次

平成20年度 配水管施設（三本柳７地割地内配水流 水道部/配水管理課/漏水対策係

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

K23

平成20年05月27日 収受
契約関係書類の送付について

1

平成20年05月28日 起案
監督職員の通知について（伺い）

2

平成20年06月03日 収受
着手届等の届出について（供覧）

3

平成20年06月04日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書について（供覧）

4

平成20年06月12日 収受
工事完成届出について（報告）

5

平成20年06月13日 起案
工事検査依頼について（伺い）

6

平成20年06月16日 収受
完成検査通知について（供覧）

7

平成20年06月24日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

8

平成20年06月25日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

9

平成20年06月26日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

10

平成20年06月26日 収受
工事完成引渡について（報告）

11

平成21年03月18日 起案
完成精算について（伺い）

12



索引目次

平成20年度 配水管施設（岩脇町外地内減圧弁更新水道部/配水管理課/漏水対策係

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

K23

平成20年10月15日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成20年10月15日 収受
契約関係書類の送付について

2

平成20年10月17日 収受
着手届等の届出について（供覧）

3

平成20年11月04日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書について（供覧）

4

平成20年11月05日 起案
前払金の支出について（伺い）

5

平成20年11月05日 収受
下請負の届出について（報告）

6

平成20年12月15日 起案
工事検査依頼について（伺い）

7

平成20年12月15日 収受
工事完成の届出について（報告）

8

平成20年12月15日 収受
工事検査通知について（供覧）

9

平成20年12月24日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

10

平成20年12月25日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

11

平成20年12月26日 収受
工事完成引渡について（報告）

12

平成21年01月06日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

13

平成21年03月18日 起案
完成精算について（伺い）

14



索引目次

平成20年度 配水管施設（配水監視システム整備工 水道部/配水管理課/漏水対策係

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

K23

平成20年10月15日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成20年10月15日 収受
契約関係書類の送付について

2

平成20年10月21日 収受
工事着手等の届出について（供覧）

3

平成20年11月04日 収受
工事請負代金前払申請書

4

平成20年11月10日 起案
前払金の支出について（伺い）

5

平成20年11月13日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書について（供覧）

6

平成20年12月05日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書について（供覧）

7

平成20年12月17日 収受
下請負の届出について（報告）

8

平成21年03月13日 起案
工事検査依頼について（伺い）

9

平成21年03月13日 収受
工事完成の届出について（報告）

10

平成21年03月17日 収受
工事検査通知について（供覧）

11

平成21年03月23日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

12

平成21年03月24日 収受
工事完成引渡について（報告）

13

平成21年03月25日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

14

平成21年03月26日 起案
完成精算について（伺い）

15

平成21年03月26日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

16



索引目次

平成20年度 配水管施設（東松園二丁目地内減圧弁水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年09月17日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成20年09月17日 収受
契約関係書類の送付について

2

平成20年09月19日 収受
着手届等の届出について（供覧）

3

平成20年10月01日 起案
前払金の支出について（伺い）

4

平成20年10月16日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書について（供覧）

5

平成20年10月31日 収受
工事完成の届出について（報告）

6

平成20年11月04日 起案
工事検査依頼について（伺い）

7

平成20年11月04日 収受
工事検査通知について（供覧）

8

平成20年11月11日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

9

平成20年11月12日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

10

平成20年11月17日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

11

平成20年11月17日 収受
工事完成引渡について（報告）

12

平成21年03月18日 起案
完成精算について（伺い）

13



索引目次

平成20年度 配水管施設（明治橋水道管添架支持材水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年10月02日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成20年10月02日 収受
契約関係書類の送付について

2

平成20年10月03日 収受
工事着手等の届出について（報告）

3

平成20年10月06日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（報告）

4

平成20年10月14日 起案
前払金の支出について（伺い）

5

平成21年01月08日 収受
下請負の届出について（報告）

6

平成21年01月30日 収受
下請負の届出について（報告）

7

平成21年02月26日 収受
下請負の届出について（報告）

8

平成21年03月03日 収受
契約関係書類の送付について（変更契約分）

9

平成21年03月03日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

10

平成21年03月13日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（報告）

11

平成21年03月27日 起案
工事検査依頼について（伺い）

12

平成21年03月27日 収受
工事完成の届出について（報告）

13

平成21年03月27日 収受
工事検査通知について（供覧）

14

平成21年03月30日 収受
保証書に係る受領書の提出について（報告）

15

平成21年03月30日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

16

平成21年03月30日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

17

平成21年03月31日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

18

平成21年03月31日 起案
完成精算について（伺い）

19

平成21年03月31日 収受
工事完成引渡について（報告）

20



索引目次

平成20年度 配水管施設（明治橋水道管添架支持材水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成21年04月23日 収受
検査結果通知書

21



索引目次

平成20年度 配水管施設（渋民字岩鼻地内減圧弁室水道部/配水管理課/漏水対策係

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

K23

平成20年07月16日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成20年07月16日 収受
契約関係書類の送付について

2

平成20年07月22日 収受
着手届等の届出について（供覧）

3

平成20年07月29日 起案
前払金の支出について（伺い）

4

平成20年08月11日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（報告）

5

平成20年09月26日 起案
工事検査依頼について（伺い）

6

平成20年09月26日 収受
工事完成の届出について（報告）

7

平成20年09月26日 収受
工事検査通知について（供覧）

8

平成20年10月07日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

9

平成20年10月08日 収受
工事完成引渡について（報告）

10

平成20年10月09日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

11

平成20年10月10日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

12

平成21年03月18日 起案
完成精算について（伺い）

13



索引目次

平成20年度 配水管布設（つつじが丘外地内鉛製給 水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年09月17日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成20年09月17日 収受
契約関係書類の送付について

2

平成20年09月18日 収受
工事着手等の届出について（報告）

3

平成20年09月19日 起案
前払金の支出について（伺い）

4

平成20年10月01日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

5

平成20年10月07日 収受
現場代理人等通知書の届出について（報告）

6

平成20年12月01日 収受
下請負の届出について（報告）

7

平成21年01月26日 収受
契約関係書類の送付について（変更契約分）

8

平成21年01月26日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

9

平成21年01月27日 起案
工事検査依頼について（伺い）

10

平成21年01月27日 収受
工事完成の届出について（報告）

11

平成21年01月27日 収受
工事検査通知について（供覧）

12

平成21年01月28日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

13

平成21年01月29日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

14

平成21年01月29日 収受
工事完成引渡について（報告）

15

平成21年02月12日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

16

平成21年03月18日 起案
工事完成精算書の送付について

17



索引目次

平成20年度 配水管布設（山岸六丁目外地内鉛製給水道部/配水管理課/漏水対策係

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

K23

平成20年08月11日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成20年08月11日 収受
契約関係書類の送付について

2

平成20年08月12日 収受
工事着手等の届出について（報告）

3

平成20年08月19日 収受
下請負の届出について（報告）

4

平成20年08月28日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（報告）

5

平成20年08月29日 起案
前払金の支出について（伺い）

6

平成20年09月11日 収受
下請負の届出について（報告）

7

平成20年10月31日 起案
中間前払金に係る認定調書の通知について（報告）

8

平成20年10月31日 起案
中間前払金に係る認定について（伺い）

9

平成20年10月31日 収受
中間前払金に係る認定請求について（報告）

10

平成20年11月07日 起案
中間前払金の支出について（伺い）

11

平成21年01月05日 収受
契約関係書類の送付について（変更契約分）

12

平成21年01月08日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

13

平成21年01月13日 収受
工事完成の届出について（報告）

14

平成21年01月13日 収受
工事検査依頼について（伺い）

15

平成21年01月13日 収受
工事検査通知について（供覧）

16

平成21年01月21日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

17

平成21年01月22日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

18

平成21年01月22日 収受
工事完成引渡について（報告）

19

平成21年01月29日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

20



索引目次

平成20年度 配水管布設（山岸六丁目外地内鉛製給水道部/配水管理課/漏水対策係

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

K23

平成21年03月18日 起案
完成精算について（伺い）

21



索引目次

平成20年度 配水管布設（茶畑一丁目外地内鉛製給水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年10月29日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成20年10月29日 収受
契約関係書類の送付について

2

平成20年10月31日 収受
工事着手等の届出について（報告）

3

平成20年11月07日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

4

平成20年11月28日 起案
前払金の支出について（伺い）

5

平成20年11月28日 収受
下請負の届出について（報告）

6

平成20年12月10日 収受
現場代理人等通知書【変更】について（報告）

7

平成21年01月26日 収受
下請負の届出について（報告）

8

平成21年03月09日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

9

平成21年03月09日 収受
契約関係書類の送付について（変更契約分）

10

平成21年03月10日 起案
工事検査依頼について（伺い）

11

平成21年03月10日 収受
工事完成の届出について（報告）

12

平成21年03月10日 収受
工事検査通知について（供覧）

13

平成21年03月18日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

14

平成21年03月19日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

15

平成21年03月19日 起案
完成精算について（伺い）

16

平成21年03月19日 収受
工事完成引渡について（報告）

17

平成21年03月23日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

18



索引目次

平成20年度 配水管布設（上田堤二丁目地内外鉛製水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年10月29日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成20年10月29日 収受
契約関係書類の送付について

2

平成20年10月30日 収受
工事着手等の届出について（報告）

3

平成20年11月04日 起案
前払金の支出について（伺い）

4

平成20年11月04日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

5

平成20年12月11日 収受
下請負の届出について（報告）

6

平成21年01月05日 収受
契約関係書類の送付について（変更契約分）

7

平成21年01月06日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

8

平成21年01月09日 起案
工事検査依頼について（伺い）

9

平成21年01月09日 収受
工事完成の届出について（報告）

10

平成21年01月09日 収受
工事検査通知について（供覧）

11

平成21年01月21日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

12

平成21年01月22日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

13

平成21年01月22日 収受
工事完成引渡について（報告）

14

平成21年01月29日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

15

平成21年03月18日 起案
完成精算について（伺い）

16



索引目次

平成20年度 配水管布設（上田堤一丁目地内配水管水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年09月09日 起案
住民票の写し等交付請求について

1

平成20年09月12日 起案
住民票の写し等交付請求について

2

平成20年10月15日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成20年10月15日 収受
契約関係書類の送付について

4

平成20年10月21日 収受
工事着手等の届出について（報告)

5

平成20年11月07日 起案
前払金の支出について（伺い）

6

平成20年11月13日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

7

平成20年11月25日 収受
下請負の届出について（報告）

8

平成20年12月03日 収受
工事完成の届出について（報告）

9

平成20年12月04日 起案
工事検査依頼について（伺い）

10

平成20年12月04日 収受
工事検査通知について（供覧）

11

平成20年12月16日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

12

平成20年12月16日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

13

平成20年12月17日 収受
工事完成引渡について（報告）

14

平成20年12月19日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

15

平成21年03月18日 起案
完成精算について（伺い）

16



索引目次

平成20年度 配水管布設（山岸一丁目地内配水管布水道部/配水管理課/漏水対策係

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

K23

平成20年06月04日 収受
契約関係書類の送付について

1

平成20年06月05日 起案
監督職員の通知について（伺い）

2

平成20年06月10日 収受
工事着手等の届出について（報告）

3

平成20年06月11日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

4

平成20年06月20日 収受
下請負届の届出について（報告）

5

平成20年07月18日 収受
契約関係書類の送付について（変更契約分）

6

平成20年07月22日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

7

平成20年07月24日 起案
工事検査依頼について（伺い）

8

平成20年07月24日 収受
工事完成届出について（報告）

9

平成20年07月24日 収受
完成検査通知について（供覧）

10

平成20年08月06日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

11

平成20年08月07日 収受
保証書に係る受領書の提出について（報告）

12

平成20年08月07日 収受
工事完成引渡について（報告）

13

平成20年08月11日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

14

平成20年08月25日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

15

平成21年03月18日 起案
完成精算について（伺い）

16



索引目次

平成20年度 配水管布設（上太田中関地内配水調整水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年10月15日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成20年10月15日 収受
契約関係書類の送付について

2

平成20年10月21日 収受
工事着手等の届出について（報告）

3

平成20年11月07日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書について（供覧）

4

平成20年12月01日 収受
下請負の届出について（報告）

5

平成21年02月24日 収受
契約関係書類の送付について（変更契約分）

6

平成21年02月24日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

7

平成21年03月02日 起案
工事検査依頼について（伺い）

8

平成21年03月02日 収受
工事完成の届出について（報告）

9

平成21年03月02日 収受
工事検査通知について（供覧）

10

平成21年03月04日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

11

平成21年03月05日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

12

平成21年03月09日 収受
工事完成引渡について（報告）

13

平成21年03月16日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

14

平成21年03月25日 起案
完成精算について（伺い）

15

平成21年03月31日 収受
保証書に係る受領書について（供覧）

16



索引目次

平成20年度 毀損弁償 水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年04月10日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

1

平成20年04月11日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

2

平成20年04月24日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

3

平成20年04月24日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

4

平成20年05月22日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

5

平成20年05月22日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

6

平成20年06月06日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

7

平成20年06月06日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

8

平成20年06月11日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

9

平成20年06月11日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

10

平成20年06月19日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

11

平成20年06月19日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

12

平成20年07月22日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

13

平成20年07月22日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

14

平成20年09月19日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

15

平成20年09月19日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

16

平成20年10月02日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

17

平成20年10月02日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

18

平成20年10月16日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

19

平成20年10月16日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

20



索引目次

平成20年度 毀損弁償 水道部/配水管理課/維持係

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

K23

平成20年10月20日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

21

平成20年10月20日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

22

平成20年11月14日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

23

平成20年11月14日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

24

平成20年11月18日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

25

平成20年11月18日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

26

平成20年12月08日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

27

平成20年12月08日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

28

平成21年01月13日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

29

平成21年01月13日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

30

平成21年01月19日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

31

平成21年01月19日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

32

平成21年02月09日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

33

平成21年02月09日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

34

平成21年03月13日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

35

平成21年03月13日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

36



索引目次

平成20年度 借地関係 水道部/配水管理課/維持係

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

Ｋ16

平成20年10月24日 起案
固定資産税台帳の閲覧について（伺い）

1

平成20年10月29日 起案
定置スタンド型自記録水圧計設置に係る土地賃貸借契約の更新について
（伺い）2

平成20年11月04日 起案
土地賃貸借契約について(供覧）

3
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