
索引目次

平成20年度 道路等占用許可（市道関係） 水道部/建設課

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24日 起案
住吉町外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可申請について(伺い)

1

平成20年04月30日 起案
中ノ橋通二丁目外地内配水管移設工事に伴う道路占用許可申請について
(伺い)2

平成20年05月09日 起案
本宮字上越場外地内配水管布設工事に伴う道路占用許可申請について(伺
い)3

平成20年05月22日 起案
盛岡南新都市開発整備事業地区内配水管布設工事その２，その３に伴う道
路占用事前協議について（伺い）4

平成20年05月28日 起案
下鹿妻字北外地内配水管布設工事に伴う道路占用事前協議について（伺
い）5

平成20年05月28日 起案
下鹿妻字北外地内配水管布設工事に伴う道路占用許可申請について（伺
い）6

平成20年05月28日 起案
松尾町外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可申請について（伺い）

7

平成20年06月17日 起案
都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う道路占用
許可申請について(伺い)8

平成20年06月18日 起案
上田三丁目外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可申請について(伺
い)9

平成20年06月30日 起案
太田地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う道路占用許可申請
について(伺い)10

平成20年07月01日 起案
加賀野四丁目地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可申請について
（伺い）11

平成20年07月16日 起案
津志田26地割地内配水管布設工事に伴う道路占用許可申請について(伺
い)12

平成20年07月18日 起案
津志田中央二丁目外地内配水管布設工事に伴う道路占用許可申請につい
て(伺い)13

平成20年07月25日 起案
上堂二丁目地内配水管布設工事に伴う道路占用許可申請について（伺い）

14

平成20年07月29日 起案
上堂二丁目地内配水管布設工事に伴う法定外道路占用等許可申請につい
て（伺い）15

平成20年08月08日 起案
山岸字大平地内配水管移設工事に伴う道路占用許可申請について（伺い）

16

平成20年08月20日 起案
津志田26地割地内配水管布設工事に伴う法定外道路占用等許可申請につ
いて（伺い）17

平成20年08月22日 起案
玉山区好摩字野中地内配水管移設工事に伴う法定外道路占用等許可申請
について（伺い）18

平成20年08月22日 起案
玉山区好摩字野中地内配水管移設工事に伴う道路占用許可申請について
（伺い）19

平成20年09月09日 起案
盛岡南新都市開発整備事業地区内配水管布設工事その４に伴う道路占用
事前協議について（伺い）20



索引目次

平成20年度 道路等占用許可（市道関係） 水道部/建設課

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09月24日 起案
玉山区下田字牡丹野地内配水管布設工事に伴う道路占用許可申請につい
て（伺い）21

平成20年10月06日 起案
支障物件作業申請・消防設備関連等

22

平成20年10月06日 起案
玉山区下田字牡丹野地内配水管布設工事に伴う道路占用申請の取り下げ
について（伺い）23

平成20年10月28日 起案
湯沢２地割外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可申請について（伺
い）24

平成21年01月05日 起案
都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設工事その３に伴う道
路占用許可申請について(伺い)25

平成21年01月09日 起案
玉山区好摩字夏間木地内配水管移設工事に伴う道路占用許可申請につい
て（伺い）26

平成21年01月23日 起案
玉山区好摩字夏間木地内配水管移設工事に伴う法定外道路占用許可申請
について（伺い）27



索引目次

平成20年度 道路等占用許可（国・県道関係） 水道部/建設課

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28日 起案
道路占用許可申請（新規）について（伺い）

1

平成20年04月28日 起案
道路占用許可申請（変更）について（伺い）

2

平成20年06月18日 起案
都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う道路占用
許可申請（新規）について（伺い）3

平成20年06月18日 起案
都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う道路占用
許可申請（変更）について（伺い）4

平成20年07月09日 起案
道路占用許可申請（新規）について（伺い）

5

平成20年07月09日 起案
道路占用許可申請（変更）について（伺い）

6

平成20年07月14日 起案
占用工事着手届の提出について（伺い）

7

平成20年08月01日 起案
道路占用許可申請（新規）について（伺い）

8

平成20年08月08日 起案
道路占用の廃止について（伺い）

9

平成20年08月19日 起案
道路占用許可申請（新規）について（伺い）

10

平成20年09月02日 起案
占用工事着手届の提出について（伺い）

11

平成20年09月08日 起案
山岸字大平地内配水管移設工事に伴う着手届の提出について（伺い）

12

平成20年10月15日 起案
道路占用許可申請（新規）について（伺い）

13

平成20年10月15日 起案
道路占用許可申請（変更）について（伺い）

14

平成20年10月30日 起案
山岸字大平地内配水管移設工事に伴う完成届の提出について（伺い）

15

平成20年11月06日 起案
都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設工事その２に伴う道
路占用許可申請（変更）について（伺い）16

平成20年11月10日 起案
津志田中央二丁目外地内配水管布設工事に伴う完成届の提出について
（伺い）17

平成20年11月11日 起案
占用工事着手届の提出について(伺い）

18

平成20年11月28日 起案
道路占用許可申請（新規）について（伺い）

19

平成20年12月11日 起案
占用工事完成届の提出について（伺い）

20



索引目次

平成20年度 道路等占用許可（国・県道関係） 水道部/建設課

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16日 起案
占用工事完成届の提出について（伺い）

21

平成21年01月19日 起案
道路占用許可申請（新規）の工期変更について（伺い）

22

平成21年01月30日 起案
占用工事着手届の提出について（伺い）

23

平成21年02月24日 起案
占用工事着手届の提出について（伺い）

24

平成21年02月25日 起案
仙北二丁目地内配水管布設工事に伴う完成届の提出について（伺い）

25

平成21年03月11日 起案
工事完了届の提出について（伺い）

26



索引目次

平成20年度 道路等占用許可（鹿妻本堰・鹿妻幹線 水道部/建設課

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12日 起案
管理施設（土地）使用等廃止届について（伺い）

1



索引目次

平成20年度 道路等占用許可（河川・水路関係） 水道部/建設課

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15日 起案
工事完了届について（盛岡駅西口地区土地区画整理事業地内配水管布設
工事）　（伺い）1

平成20年04月16日 起案
河川占用の設計施工協議について（盛岡南新都市開発整備事業地区内配
水管布設工事その１）2

平成20年04月16日 起案
河川占用の設計施工協議について（盛岡南新都市開発整備事業地区内配
水管布設工事その１）3

平成20年06月03日 収受
検査結果通知書について（盛岡駅西口地区土地区画整理事業地内配水管
布設工事）（供覧）4

平成20年06月16日 起案
工事着手届について（盛岡駅西口地区土地区画整理事業地内配水幹線布
設工事（第２工区））（伺い）5

平成20年07月24日 起案
工事完了届について（盛岡駅西口地区土地区画整理事業地内配水幹線布
設工事（第２工区））　（伺い）6

平成20年07月31日 収受
検査結果通知書について（盛岡駅西口地区土地区画整理事業地内配水幹
線布設工事(第２工区)）（供覧）7



索引目次

平成20年度 道路等占用許可（行政（公共用）財産使水道部/建設課/建設第一係

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06月04日 起案
津志田26地割地内配水管布設工事に伴う建築物設置承認願について

1

平成20年10月24日 起案
工作物設置完成届の提出について（伺い）

2



索引目次

平成20年度 埋蔵文化財発掘届 水道部/建設課

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12日 起案
埋蔵文化財発掘届

1

平成20年06月02日 起案
埋蔵文化財発掘届の提出について（伺い）

2

平成20年06月03日 収受
埋蔵文化財発掘届の回答について（供覧）

3

平成20年06月18日 収受
埋蔵文化財発掘届について（供覧）

4



索引目次

平成20年度 用地関係（証明書等交付申請関係） 水道部/建設課

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06月17日 起案
法務局登記関係証明書等交付申請について（伺い）

1

平成21年02月16日 起案
法務局登記関係証明書等交付申請について（伺い）

2



索引目次

平成20年度 消火栓設置協議 水道部/建設課/建設第二係

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24日 起案
住吉町外地内配水管布設替工事に伴う消火栓設置協議について（伺い）

1

平成20年04月30日 起案
中ノ橋通二丁目外地内に伴う消火栓設置協議について（伺い）

2

平成20年06月09日 起案
下鹿妻字北外地内配水管布設工事に伴う消火栓設置協議について（伺い）

3

平成20年06月16日 起案
都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う消火栓設
置協議について（伺い）4

平成20年06月16日 起案
上田三丁目外地内配水管布設替工事に伴う消火栓設置協議について（伺
い）5

平成20年06月27日 起案
松尾町外地内配水管布設替工事に伴う消火栓設置協議について（伺い）

6

平成20年06月30日 起案
太田地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う消火栓設置協議に
ついて（伺い）7

平成20年07月01日 起案
加賀野四丁目地内配水管布設替工事に伴う消火栓設置協議について（伺
い）8

平成20年07月16日 起案
津志田中央二丁目外地内配水管布設工事に伴う消火栓設置協議について
（伺い）9

平成20年08月22日 起案
玉山区好摩字野中地内配水管移設工事に伴う消火栓設置協議について
（伺い）10

平成20年10月09日 起案
湯沢２地割外地内配水管布設替工事に伴う消火栓設置協議（伺い）

11

平成21年02月05日 起案
玉山区好摩字夏間木地内配水管移設工事に伴う消火栓設置協議について
（伺い）12



索引目次

平成20年度 水道水源開発等施設整備費国庫補助 水道部/建設課/計画係

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

K14

平成20年05月07日 起案
平成20年度水道施設整備費国庫補助金に係る追加要望調書の提出につい
て（伺い）1

平成20年05月07日 収受
平成20年度水道施設整備費国庫補助金に係る追加要望調書の提出につい
て2

平成20年06月11日 収受
簡易水道事業統合計画策定にあたっての留意事項について（供覧）

3

平成20年10月15日 収受
平成21年度水道施設整備費国庫補助事業の要望書の提出等について（供
覧）4

平成20年10月21日 起案
H20 水道施設整備費国庫補助金に係る追加要望調書の提出について（伺
い）5

平成20年10月21日 収受
H20 水道施設整備費国庫補助金に係る追加要望調書の提出について

6

平成20年11月18日 起案
平成21年度水道施設整備費国庫補助事業の要望書の提出等について

7

平成21年01月06日 起案
国庫補助事業事前評価の実施について（伺い）

8

平成21年01月23日 起案
国庫補助事業事前評価に係る第三者意見書の提出について

9

平成21年02月06日 収受
水道水源開発等施設整備費の国庫補助について（供覧）

10

平成21年02月06日 収受
水道水源開発等施設整備費国庫補助事業（ライフライン機能強化等事業
費）に係る補助採択基準の緩和について（供覧）11

平成21年03月03日 起案
平成21年度水道施設整備費国庫補助金の執行に係る調査について（伺い）

12



索引目次

平成20年度 技術管理（技術委員会） 水道部/建設課/計画係

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21日 起案
平成20年度第１回盛岡市水道部技術委員会の開催について（伺い）

1

平成20年05月07日 起案
平成20年度送配水管工事設計積算要領等の改正について

2

平成20年05月15日 起案
平成20年度監督業務連絡会議の開催について（伺い）

3

平成20年05月21日 起案
平成20年度第１回盛岡市水道部技術委員会について

4

平成20年06月16日 起案
水道工事材料の承認取消しについて（伺い）

5

平成20年06月17日 起案
平成20年度第２回盛岡市水道部技術委員会の開催について

6

平成20年06月20日 起案
TO式上向性ろ過池の視察について

7

平成20年06月30日 起案
平成20年度第２回盛岡市水道部技術委員会について

8

平成20年07月01日 起案
水道工事材料の承認について（伺い）

9

平成20年07月04日 起案
TO式上向性ろ過池視察依頼文書の送付について（伺い）

10

平成20年07月11日 起案
平成20年度第３回盛岡市水道部技術委員会の開催について

11

平成20年07月29日 起案
水道部発注工事における「単品スライド」条項の適用について

12

平成20年07月31日 起案
平成20年度第３回盛岡市水道部技術委員会について

13

平成20年08月06日 復命
TO式上向性ろ過池の視察について

14

平成20年08月06日 復命
TO式上向性ろ過池の視察について（復命書）

15

平成20年08月14日 起案
TO式上向性ろ過池視察についてのお礼状の送付について

16

平成20年11月04日 起案
水道部発注工事における「単品スライド」条項の運用基準等の制定について
（伺い）17

平成20年11月10日 起案
平成21年度送配水管工事予算単価の設定について（伺い）

18

平成20年12月10日 起案
水道技術報告会の発表者及び発表テーマの募集について

19

平成21年02月19日 起案
平成20年度第４回盛岡市水道部技術委員会の開催について

20



索引目次

平成20年度 技術管理（技術委員会） 水道部/建設課/計画係

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19日 起案
単品スライド条項に基づく減額変更の運用について

21

平成21年03月23日 起案
平成20年度第４回盛岡市水道部技術委員会について

22



索引目次

平成20年度 技術管理（安全連絡会議） 水道部/建設課/計画係

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10月17日 起案
平成20年度第1回安全連絡会議の開催について(伺い)

1



索引目次

平成20年度 技術管理（水道工事材料等） 水道部/建設課/計画係

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27日 収受
水道工事材料の材質変更について（供覧）

1

平成20年09月10日 起案
不断水補修弁取替工法等見学会の実施について

2

平成20年09月10日 収受
不断水補修弁取替工法展示車見学会のご案内

3

平成20年10月15日 起案
省令改正等に関する説明会の実施について

4

平成20年10月15日 収受
省令改正等に関する説明ご訪問のお伺い

5

平成20年10月16日 収受
丸適マークの生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用に関する要望について（お知らせ）

6

平成21年03月23日 収受
｢JWWA K 135:2007 水道用液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料塗装方法」の改正に伴う水
道用資機材発注時の留意事項について（通知）7



索引目次

平成20年度 区画整理事業関係（道明地区土地区画水道部/建設課/計画係

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06月16日 収受
道明地区土地区画整理事業に係る管理者協議について

1

平成20年08月26日 起案
道明地区土地区画整理事業に係る管理者協議について（伺い）

2

平成20年09月10日 起案
水道施設の工事施行区分協議について（回答）

3

平成20年09月10日 収受
水道施設の工事施行区分協議について

4

平成20年10月15日 起案
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業水道施設整備工事費 
の負担等に関する協定について（回答）5

平成20年10月15日 収受
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業水道施設整備工事費 
の負担等に関する協定について（依頼）6

平成20年10月24日 収受
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業水道施設整備工事費 
の負担等に関する協定について（供覧）7



索引目次

平成20年度 水利使用許可（水利権変更） 水道部/建設課/計画係

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

K21

平成20年12月05日 起案
米内浄水場取水地点変更に伴う流量計設置について

1

平成21年02月17日 起案
水道の特定水利使用の申請に関する資料の提出について

2

平成21年02月27日 起案
水利使用許可申請に伴う簗川ダム取水事業についての資料提出について

3

平成21年03月16日 収受
北上川水系中津川等における水利使用（変更）に関する河川法第23条，第
24条及び第26条第１項の許可（盛岡市水道）について4



索引目次

平成20年度 水道事業認可 水道部/建設課/計画係

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

K21

平成21年03月10日 起案
平成21年度認可申請予定等調査について

1

平成21年03月10日 収受
平成21年度認可申請予定等調査について

2

平成21年03月11日 起案
平成21年度水利権申請予定等調査について

3

平成21年03月11日 収受
平成21年度水利権申請予定等調査について

4



索引目次

平成20年度 水道事業認可（専用水道） 水道部/建設課/計画係

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

K21

平成20年07月03日 収受
専用水道の布設工事の設計確認について（供覧）

1

平成20年07月08日 収受
専用水道の布設工事の設計確認について（供覧）

2

平成20年07月08日 収受
専用水道の布設工事の設計確認について（供覧）

3

平成20年09月02日 収受
専用水道の布設工事の設計確認について（供覧）

4



索引目次

平成20年度 給水対応（開発指導委員会幹事会） 水道部/建設課/計画係

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

K21

平成20年04月10日 収受
第521回開発指導委員会幹事会の開催について（通知）

1

平成20年05月27日 収受
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会について

2

平成20年06月05日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会について（伺い）

3

平成20年06月09日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導について

4

平成20年06月16日 収受
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会について

5

平成20年06月19日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会について（伺い）

6

平成20年07月22日 収受
第522回開発指導委員会幹事会の開催について（通知）

7

平成20年07月31日 復命
玉山地区工業団地開発調査

8

平成20年08月01日 収受
第523回開発指導委員会幹事会の開催について（通知）

9

平成20年08月18日 収受
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

10

平成20年08月18日 収受
第524回開発指導委員会幹事会の開催について（通知）

11

平成20年09月03日 収受
第525回開発指導委員会幹事会の開催について（通知）

12

平成20年09月16日 収受
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

13

平成20年12月16日 収受
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

14

平成20年12月19日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（伺い）

15

平成20年12月25日 収受
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

16

平成21年01月08日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

17

平成21年01月08日 収受
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

18

平成21年01月09日 収受
第526回開発指導委員会幹事会の開催について（通知）

19

平成21年01月29日 収受
第527回開発指導委員会幹事会の開催について（通知）

20



索引目次

平成20年度 給水対応（開発指導委員会幹事会） 水道部/建設課/計画係

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

K21

平成21年01月30日 収受
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

21

平成21年02月12日 収受
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

22

平成21年02月26日 収受
第528回開発指導委員会幹事会の開催について（通知）

23



索引目次

平成20年度 水道水源開発 水道部/建設課/計画係

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

K21

平成20年07月18日 収受
簗川ダム建設事業に係る工事費用について

1

平成21年02月20日 復命
簗川ダム建設事業事業認定に係るスケジュールについて

2

平成21年02月27日 起案
簗川ダム取水事業についての資料提出について

3

平成21年02月27日 収受
一級河川北上川水系簗川ダム建設工事の事前説明会について

4

平成21年02月27日 収受
説明会開催通知文書への押印について

5

平成21年02月27日 収受
一級河川北上川水系簗川ダム建設工事の事業認定に係る意見照会につい
て6

平成21年03月02日 起案
一級河川北上川水系簗川ダム建設工事の事前説明会について

7

平成21年03月02日 起案
説明会開催通知文書への押印について

8

平成21年03月02日 起案
一級河川北上川水系簗川ダム建設工事の事業認定に係る意見照会につい
て9

平成21年03月02日 復命
事業認定市長説明

10

平成21年03月12日 起案
一級河川北上川水系簗川ダム建設工事の事業認定に係る意見照会につい
て11

平成21年03月12日 収受
一級河川北上川水系簗川ダム建設工事の事業認定に係る意見照会につい
て12

平成21年03月18日 復命
一級河川北上川水系簗川ダム建設工事説明会

13



索引目次

平成20年度 水道管移設関係 水道部/建設課/建設第一係

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06月02日 収受
工事依頼について（供覧）

1

平成20年06月24日 起案
工事依頼の回答について（伺い）

2

平成20年06月25日 収受
水道管移設工事費の負担承諾について（供覧）

3

平成20年06月30日 収受
工事依頼について（供覧）

4

平成20年08月11日 収受
移設協議について（供覧）

5

平成20年08月14日 起案
工事依頼の回答について（伺い）

6

平成20年08月22日 収受
水道管移設工事費の負担承諾について（供覧）

7

平成20年10月02日 収受
工事依頼について（供覧）

8

平成20年10月02日 収受
工事依頼について（供覧）

9

平成20年11月11日 起案
水道管移設工事の完成について（伺い）

10

平成20年11月25日 起案
工事依頼の回答について（伺い）

11

平成20年11月25日 起案
工事依頼の回答について（伺い）

12

平成20年11月27日 収受
完了確認通知について(供覧）

13

平成20年12月01日 起案
水道管移設工事に係る費用の請求について(伺い）

14

平成20年12月01日 収受
水道管移設工事費の負担承諾について(供覧)

15

平成20年12月01日 収受
水道管移設工事費の負担承諾について（供覧）

16

平成21年03月04日 起案
水道管移設費の変更協議について（伺い）

17

平成21年03月06日 起案
水道管移設費の変更協議について（伺い）

18

平成21年03月06日 起案
水道管移設費の変更協議について（伺い）

19

平成21年03月09日 収受
水道管移設等工事費の変更に伴う負担承諾について（供覧）

20



索引目次

平成20年度 水道管移設関係 水道部/建設課/建設第一係

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09日 収受
水道管移設工事費の変更に伴う負担承諾について（供覧）

21

平成21年03月09日 収受
水道管移設工事費の変更に伴う負担承諾について（供覧）

22

平成21年03月12日 起案
水道管の移設について（伺い）

23

平成21年03月18日 起案
水道管移設工事の完成について（伺い）

24

平成21年03月19日 起案
水道管移設工事に係る費用の請求について(伺い）

25

平成21年03月19日 収受
完了確認通知について(供覧）

26

平成21年03月23日 起案
水道管移設工事の完成について（伺い）

27

平成21年03月23日 起案
水道管移設工事の完成について（伺い）

28

平成21年03月26日 起案
水道管移設工事に係る費用の請求について（伺い）

29

平成21年03月26日 起案
水道管移設工事に係る費用の請求について（伺い）

30

平成21年03月26日 収受
完了確認通知について（供覧）

31

平成21年03月26日 収受
完了確認通知について（供覧）

32



索引目次

平成20年度 配水管布設（盛岡駅西口地区土地区画水道部/建設課/建設第一係

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14日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成20年05月20日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成20年06月04日 起案
前払金の支出について（伺い）

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17日 収受
下請負の届出について（報告）

5

平成20年08月26日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

6

平成20年08月29日 起案
工事検査依頼について（伺い）

7

平成20年08月29日 収受
工事完成の届出について（報告）

8

平成20年08月29日 収受
工事検査通知について（供覧）

9

平成20年09月05日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

10

平成20年09月08日 収受
工事検査完了通知について（供覧）

11

平成20年09月10日 収受
工事完成引渡について（報告）

12

平成20年09月11日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

13

平成20年09月24日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

14

平成21年01月05日 起案
完成精算について(伺い）

15



索引目次

平成20年度 配水管布設（東中野字柳下地内配水管水道部/建設課/建設第一係

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
監督員の通知について（伺い）

1

平成20年10月31日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成20年10月31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）

3

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）

4

平成21年01月15日 起案
工事検査依頼について(伺い）

5

平成21年01月15日 収受
工事完成の届出について（報告）

6

平成21年01月15日 収受
工事検査通知について（供覧）

7

平成21年01月27日 収受
完成検査完了通知書について(供覧）

8

平成21年01月28日 収受
工事完成引渡書について(報告）

9

平成21年01月28日 収受
工事成績評定結果について(供覧）

10

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）

11

平成21年03月09日 起案
完成精算について(伺い）

12



索引目次

平成20年度 配水管布設（上堂二丁目地内配水管布水道部/建設課/建設第一係

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30日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成20年08月05日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成20年08月21日 起案
前払金の支出について（伺い）

3

平成20年12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）

4

平成20年12月04日 起案
工事検査依頼について（伺い）

5

平成20年12月04日 収受
工事完成の届出について（報告）

6

平成20年12月05日 収受
工事検査通知について（供覧）

7

平成20年12月10日 収受
工事検査完了通知について（供覧）

8

平成20年12月10日 収受
工事完成引渡について（報告）

9

平成20年12月11日 起案
第三者による代理受領の承諾申請について（伺い）

10

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）

11

平成20年12月16日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

12

平成21年01月05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（玉山区芋田地内配水管布水道部/建設課/建設第一係

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 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成20年09月18日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成20年09月18日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

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11月21日 収受
下請負の届出について（報告）

5

平成21年01月22日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

6

平成21年02月24日 収受
下請負の届出について（報告）

7

平成21年03月19日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

8

平成21年03月19日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

9

平成21年03月23日 起案
工事検査依頼について（伺い）

10

平成21年03月23日 収受
工事完成の届出について（報告）

11

平成21年03月23日 収受
工事検査通知について（供覧）

12

平成21年03月25日 収受
工事検査完了通知について（供覧）

13

平成21年03月25日 収受
工事完成引渡について（報告）

14

平成21年03月27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30日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

16

平成21年03月31日 起案
完成精算について（伺い）

17



索引目次

平成20年度 配水管布設（本宮字上越場外地内配水水道部/建設課/建設第一係

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10日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成20年06月11日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成20年06月12日 起案
前払金の支出について（伺い）

3

平成20年06月12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09月11日 収受
下請負の届出について（報告）

5

平成20年09月18日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

6

平成20年10月09日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

7

平成20年10月09日 収受
下請負の届出について（報告）

8

平成20年10月15日 起案
工事検査依頼について（伺い）

9

平成20年10月15日 収受
工事完成の届出について（報告）

10

平成20年10月15日 収受
工事検査通知について（供覧）

11

平成20年10月28日 収受
工事検査完了通知について（供覧）

12

平成20年10月28日 収受
工事完成引渡について（報告）

13

平成20年10月30日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

14

平成20年11月04日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

15

平成20年12月05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（下鹿妻字北外地内配水管水道部/建設課/建設第二係

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
監督員の通知について（伺い）

1

平成20年06月24日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成20年07月09日 起案
前払金の支出について（伺い）

3

平成20年07月10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09月17日 起案
中間前金払に係る認定について（伺い）

5

平成20年09月17日 起案
中間前金払の認定調書の通知について（報告）

6

平成20年09月17日 収受
中間前金払に係る認定請求について（報告）

7

平成20年09月19日 起案
中間前金払の支出について（伺い）

8

平成20年09月29日 収受
下請負の届出について（報告）

9

平成20年10月08日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

10

平成20年10月15日 起案
工事検査依頼について（伺い）

11

平成20年10月15日 収受
工事完成の届出について（報告）

12

平成20年10月15日 収受
工事検査通知について（供覧）

13

平成20年10月28日 収受
完成検査完了通知書について(供覧）

14

平成20年10月29日 収受
工事完成引渡書について(報告）

15

平成20年10月30日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

16

平成20年11月04日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

17

平成21年03月09日 起案
完成精算について（伺い）

18



索引目次

平成20年度 配水管布設（津志田中央二丁目外地内水道部/建設課/建設第一係

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12日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成20年08月18日 起案
前払金の支出について（伺い）

3

平成20年08月18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10月03日 収受
下請負の届出について（報告）

5

平成20年11月19日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

6

平成20年11月27日 起案
工事検査依頼について（伺い）

7

平成20年11月27日 収受
工事完成の届出について（報告）

8

平成20年11月27日 収受
工事検査通知について（供覧）

9

平成20年12月03日 収受
工事検査完了通知について（供覧）

10

平成20年12月03日 収受
工事完成引渡について（報告）

11

平成20年12月04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11日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

13

平成20年12月25日 起案
完成精算について（伺い）

14



索引目次

平成20年度 配水管布設（津志田２６地割地内配水 水道部/建設課/建設第一係

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30日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成20年08月04日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成20年08月12日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

3

平成20年09月11日 収受
下請負の届出について（報告）

4

平成20年10月06日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

5

平成20年10月10日 起案
工事検査依頼について（伺い）

6

平成20年10月10日 収受
工事完成の届出について（報告）

7

平成20年10月10日 収受
工事検査通知について（供覧）

8

平成20年10月14日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

9

平成20年10月14日 収受
工事検査完了通知について（供覧）

10

平成20年10月14日 収受
工事完成引渡について（報告）

11

平成20年10月21日 起案
工事請負契約の契約保証書の返還について（伺い）

12

平成20年10月22日 収受
工事請負契約の契約保証書の返還について（供覧）

13

平成20年10月24日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

14

平成20年12月05日 起案
完成精算について（伺い）

15



索引目次

平成20年度 配水管布設（山岸字大平地内配水管移水道部/建設課/建設第一係

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30日 起案
監督員の通知について（伺い）

1

平成20年08月05日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成20年08月18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）

3

平成20年08月19日 起案
前払金の支出について（伺い）

4

平成20年09月05日 収受
下請負の届出について（報告）

5

平成20年10月24日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

6

平成20年10月30日 起案
工事検査依頼について（伺い）

7

平成20年10月30日 収受
工事完成の届出について（報告）

8

平成20年10月30日 収受
工事検査通知について（供覧）

9

平成20年11月11日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

10

平成20年11月13日 収受
工事完成引渡書について（報告）

11

平成20年11月14日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

12

平成20年11月14日 収受
工事成績評定結果について(供覧）

13

平成21年03月09日 起案
完成精算について(伺い）

14



索引目次

平成20年度 配水管布設（玉山区好摩字野中地内配水道部/建設課/建設第一係

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18日 起案
前払金の支出について（伺い）

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30日 収受
下請負の届出について（報告）

4

平成20年10月10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16日 収受
現場代理人等通知書について（報告）

6

平成21年03月10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13日 起案
工事検査依頼について（伺い）

8

平成21年03月13日 収受
工事完成の届出について（報告）

9

平成21年03月13日 収受
建設業退職金共済証紙追加購入状況について（供覧）

10

平成21年03月13日 収受
工事検査通知について（供覧）

11

平成21年03月18日 収受
工事検査完了通知について（供覧）

12

平成21年03月18日 収受
工事完成引渡について（報告）

13

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）

14

平成21年03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24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（玉山区好摩字夏間木地内水道部/建設課/建設第一係

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26日 起案
監督員の通知について（伺い）

1

平成21年01月05日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成21年01月05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）

3

平成21年01月16日 起案
前払金の支出について（伺い）

4

平成21年01月16日 収受
下請負の届出について

5

平成21年03月12日 起案
工事検査依頼について（伺い）

6

平成21年03月12日 収受
工事完成の届出について(報告）

7

平成21年03月12日 収受
工事検査通知について（供覧）

8

平成21年03月23日 収受
完成検査完了通知書について(供覧）

9

平成21年03月24日 収受
工事完成引渡書について(報告）

10

平成21年03月24日 収受
工事成績評定結果について(供覧）

11

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）

12

平成21年03月30日 起案
完成精算について（伺い）

13



索引目次

平成20年度 配水管修繕（新庄～高松系廃止配水幹水道部/建設課/建設第一係

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18日 起案
監督員の通知について（伺い）

1

平成20年09月24日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成20年10月03日 起案
前払金の支出について（伺い）

3

平成20年10月09日 収受
下請負の届出について（報告）

4

平成20年10月14日 収受
下請負の届出について

5

平成20年10月15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）

6

平成20年11月05日 収受
債権差押通知書について（供覧）

7

平成20年11月12日 起案
債務承認書の送付について（伺い）

8

平成20年11月12日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

9

平成20年11月13日 起案
工事検査依頼について（伺い）

10

平成20年11月13日 収受
工事完成の届出について（報告）

11

平成20年11月13日 収受
工事検査通知について（供覧）

12

平成20年11月19日 起案
工事請負代金の支出について(伺い）

13

平成20年11月19日 収受
完成検査完了通知書について(供覧）

14

平成20年11月19日 収受
工事完成引渡書について(報告）

15

平成20年11月26日 収受
工事成績評定結果について(供覧）

16

平成20年11月28日 収受
郵便物等配達証明書について(供覧）

17

平成21年03月09日 起案
完成精算について(伺い）

18



索引目次

平成20年度 区画整理事業関係（都南中央第三地区水道部/建設課/建設第二係

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22日 起案
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成20年
度施行区域内における配水管布設工事について（伺い）1

平成20年06月26日 起案
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成20年
度施行区域内における配水管布設工事について（伺い）2

平成20年07月30日 起案
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成20年
度施行区域内における配水管布設工事について（伺い）3

平成20年09月30日 起案
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成20年
度施行地区内における配水管布設工事について（伺い）4

平成20年10月27日 起案
平成21年度盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業
施行区域内における水道施設整備概算工事費の回答について（伺い）5

平成20年10月29日 起案
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成20年
度施行区域内における配水管布設工事（追加分）について（伺い）6

平成20年11月26日 起案
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成20年
度施行地区内における配水管布設工事について（伺い）7

平成20年12月17日 起案
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成20年
度施行区域内における配水管布設工事（追加分）について（伺い）8

平成21年01月16日 起案
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成20年
度施行区域内における配水管布設工事の完成検査の立会い依頼について
（伺い）

9

平成21年01月26日 起案
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成20年
度施行区域内における配水管布設工事の費用請求について（伺い）10

平成21年02月19日 起案
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成20年
度施行地区内における配水管布設工事（追加分）について（伺い）11

平成21年03月23日 起案
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成20年
度施行区域内における配水管布設工事（追加分）の完成検査の立会い依頼
について（伺い）

12

平成21年03月27日 起案
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成20年
度施行区域内における配水管布設工事（追加分）の費用請求について（伺
い）

13



索引目次

平成20年度 区画整理事業関係（盛岡南新都市開発水道部/建設課/建設第二係

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20日 起案
盛岡南新都市地区における上水道施設の整備に関する事業計画の変更に
ついて（伺い）1

平成20年06月04日 起案
盛岡南新都市地区における上水道施設の整備に関する費用負担協定の変
更協定の締結について（伺い）2

平成20年06月12日 起案
平成20年度盛岡南新都市開発整備事業に関連する公共施設の整備に関す
る費用負担契約に向けての要望書の提出について（伺い）3

平成20年06月25日 起案
盛岡南新都市地区における上水道施設整備に係る平成20年度費用負担契
約の締結について（伺い）4

平成21年03月04日 起案
盛岡南新都市地区における上水道施設整備に係る平成20年度事業計画の
変更について（伺い）5

平成21年03月06日 起案
盛岡南新都市地区における上水道施設整備に係る平成20年度年間費用負
担変更契約の締結について（伺い）6

平成21年03月17日 起案
平成20年度盛岡南新都市地区における上水道施設整備事業に係る完了報
告書及び決算報告書の送付について（伺い）7

平成21年03月18日 起案
平成20年度盛岡南新都市地区における上水道施設の整備に関する負担金
額の確定について（伺い）8

平成21年03月18日 起案
平成20年度盛岡南新都市地区における上水道施設整備事業負担金の請求
について（伺い）9



索引目次

平成20年度 区画整理事業関係（太田地区土地区画水道部/建設課/建設第二係

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06月11日 起案
太田地区土地区画整理事業の平成20年度施行区域内における配水管布設
工事について（伺）1

平成20年08月29日 起案
太田地区土地区画整理事業の平成20年度施行区域内における配水管布設
工事について（伺）2

平成20年11月19日 起案
平成21年度太田地区土地区画整理事業施行区域内における配水管布設工
事の概算工事費について（伺）3

平成20年12月09日 起案
平成20年度太田地区土地区画整理事業施行区域内における配水管布設工
事の前払金相当額の工事負担金の請求について（伺い）4

平成21年01月13日 起案
平成20年度太田地区土地区画整理事業に伴う配水管布設工事の工事費の
変更について（伺）5

平成21年02月27日 起案
平成20年度太田地区土地区画整理事業施行区域内における配水管布設工
事の完成検査の立会依頼について（伺い）6

平成21年03月16日 起案
平成20年度太田地区土地区画整理事業施行区域内における配水管布設工
事の工事負担金の請求について（伺い）7



索引目次

平成20年度 区画整理事業関係（道明地区土地区画水道部/建設課/建設第二係

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10月30日 起案
平成21年度道明地区土地区画整理事業施行区域内における水道施設整備
概算工事費の回答について(伺い）1



索引目次

平成20年度 水道管移設関係（中ノ橋通二丁目外地 水道部/建設課/建設第二係

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24日 起案
水道管の移設について（伺い）

1

平成20年07月02日 起案
水道管の移設について（伺い）

2

平成20年07月11日 起案
一般国道106号中ノ橋地区電線類地中化事業に伴う物件移転補償契約の締
結について（伺い）3

平成20年11月04日 起案
一般国道106号中ﾉ橋地区電線共同溝整備事業に伴う水道管移設工事の工
事費の変更について（協議）4

平成20年11月18日 起案
水道管の移設について（伺い）

5

平成20年11月26日 起案
一般国道106号中ノ橋地区電線類地中化事業に伴う物件移転補償契約の変
更契約締結について（伺い）6

平成20年12月18日 起案
一般国道106号中ノ橋地区電線共同溝整備事業に伴う配水管移設工事の完
了届の提出及び物件移転補償金の請求について（伺い）7



索引目次

平成20年度 水道管移設関係（盛岡南新都市開発整水道部/建設課/建設第二係

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06月10日 収受
上水道施設の移転依頼について

1

平成20年10月07日 起案
上水道施設の移転について

2



索引目次

平成20年度 水道管移設関係（仙北二丁目地内） 水道部/建設課/建設第二係

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10月08日 収受
水道管等の移設について（供覧）

1

平成20年10月16日 起案
水道管等移設協議の回答について（伺い）

2



索引目次

平成20年度 市整備事業関係（明治橋大沢川原線街水道部/建設課/建設第二係

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09月26日 収受
盛岡広域都市計画道路3･4･28明治橋大沢川原線街路事業に伴う電線共同
溝整備に係る会議開催について（供覧）1

平成20年11月05日 起案
盛岡広域都市計画道路３・４・２８明治橋大沢川原線街路事業に伴う電線共
同溝整備に係る水道管の整備計画について（伺い）2



索引目次

平成20年度 配水管布設（都南中央第三地区土地区水道部/建設課/建設第二係

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25日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

1



索引目次

平成20年度 配水管布設（太田地区土地区画整理事水道部/建設課/建設第二係

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 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成20年08月12日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成20年08月29日 起案
前払金の支出について（伺い）

3

平成20年08月29日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（供覧）

4

平成20年09月01日 収受
下請負の届出について（報告）

5

平成20年12月02日 起案
中間前金払に係る認定について（伺い）

6

平成20年12月02日 収受
中間前金払に係る認定請求について（報告）

7

平成20年12月03日 起案
中間前金払の認定調書の通知について（報告）

8

平成20年12月08日 起案
中間前金払の支出について（伺い）

9

平成21年01月20日 収受
変更工事工程表届

10

平成21年01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（供覧）

11

平成21年02月27日 起案
工事検査依頼について（伺い）

12

平成21年02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02日 収受
工事検査通知について（供覧）

14

平成21年03月11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11日 起案
完成精算について（伺い）

16

平成21年03月11日 収受
工事検査完了通知について（供覧）

17

平成21年03月11日 収受
工事完成引渡について（報告）

18

平成21年03月13日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

19



索引目次

平成20年度 配水管布設（盛岡南新都市開発整備事水道部/建設課/建設第二係

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23日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成20年04月23日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成20年05月21日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（供覧）

3

平成20年06月04日 収受
変更工事工程表届

4

平成20年07月14日 起案
工事検査依頼について（伺い）

5

平成20年07月14日 収受
工事検査通知について（供覧）

6

平成20年07月18日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

7

平成20年07月18日 収受
工事検査完了通知について（供覧）

8

平成20年07月18日 収受
工事完成引渡について（報告）

9

平成20年07月28日 起案
完成精算について（伺い）

10



索引目次

平成20年度 配水管布設（盛岡南新都市開発整備事水道部/建設課/建設第二係

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21日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成20年05月21日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成20年07月02日 起案
工事検査依頼について（伺い）

3

平成20年07月02日 収受
工事検査通知について（供覧）

4

平成20年07月09日 収受
工事検査完了通知について（供覧）

5

平成20年07月10日 収受
工事完成引渡について（報告）

6

平成20年07月11日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

7

平成20年07月14日 起案
完成精算について（伺い）

8



索引目次

平成20年度 配水管布設（湯沢２地割外地内配水管 水道部/建設課/建設第二係

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30日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成20年10月31日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成20年10月31日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

3

平成20年12月03日 起案
前払金の支出について（伺い）

4

平成20年12月03日 収受
工事請負代金前払金申請書の受理について

5

平成20年12月04日 収受
下請負の届出について（報告）

6

平成21年02月09日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

7

平成21年02月20日 起案
工事検査依頼について（伺い）

8

平成21年02月20日 収受
工事完成届受理について（報告）

9

平成21年02月23日 収受
工事検査通知について（供覧）

10

平成21年02月27日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

11

平成21年02月27日 収受
工事完成引渡について（報告）

12

平成21年03月03日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

13

平成21年03月04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09日 起案
完成精算について（伺い）

15



索引目次

平成20年度 配水管布設（仙北二丁目地内配水管布水道部/建設課/建設第二係

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 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成20年11月10日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成20年11月12日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

3

平成21年01月27日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

4

平成21年02月23日 起案
工事検査依頼について（伺い）

5

平成21年02月23日 収受
工事完成の届出について（報告）

6

平成21年02月24日 収受
工事検査通知について（供覧）

7

平成21年02月27日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

8

平成21年02月27日 収受
工事完成引渡について（報告）

9

平成21年03月04日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

10

平成21年03月09日 起案
完成精算について（伺い）

11



索引目次

平成20年度 配水管布設（中ノ橋通二丁目外地内配 水道部/建設課/建設第二係

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02日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成20年07月04日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成20年07月22日 起案
前払金の支出について（伺い）

3

平成20年07月22日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（供覧）

4

平成20年07月22日 収受
下請負の届出について（報告）

5

平成20年08月12日 収受
下請負(変更)の届出について（報告）

6

平成20年11月19日 収受
変更工事工程表届

7

平成20年11月28日 起案
工事検査依頼について（伺い）

8

平成20年11月28日 収受
工事完成の届出について（報告）

9

平成20年12月02日 収受
工事検査通知について（供覧）

10

平成20年12月11日 収受
工事検査完了通知について（供覧）

11

平成20年12月12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12日 起案
工事請負契約の契約保証書の返還について（伺い）

13

平成20年12月12日 収受
工事完成引渡について（報告）

14

平成20年12月15日 起案
完成精算について（伺い）

15

平成20年12月15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 配水管布設（住吉町外地内配水管布設水道部/建設課/建設第二係

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05日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成20年06月05日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（供覧）

2

平成20年06月05日 収受
工事着手の届出について（報告）

3

平成20年06月11日 収受
当初工事工程表等の届出について（報告）

4

平成20年06月12日 収受
下請負の届出について（報告）

5

平成20年07月01日 起案
前払金の支出について（伺い）

6

平成20年12月01日 収受
変更工事工程表届

7

平成20年12月12日 起案
工事検査依頼について（伺い）

8

平成20年12月12日 収受
工事完成の届出について（報告）

9

平成20年12月12日 収受
工事検査通知について（供覧）

10

平成20年12月19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19日 収受
工事検査完了通知について（供覧）

12

平成20年12月19日 収受
工事完成引渡について（報告）

13

平成21年01月05日 起案
完成精算について（伺い）

14

平成21年01月05日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

15



索引目次

平成20年度 配水管布設（松尾町外地内配水管布設水道部/建設課/建設第二係

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02日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成20年07月07日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成20年07月08日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

3

平成20年07月10日 起案
前払金の支出について（伺い）

4

平成20年07月10日 収受
工事請負前払金申請書について

5

平成20年08月01日 収受
下請負の届出について（報告）

6

平成20年09月01日 収受
下請負の届出について（報告）

7

平成20年09月05日 収受
現場代理人等の届出について（報告）

8

平成20年10月07日 収受
下請負の届出について（報告）

9

平成20年10月28日 収受
現場代理人等の届出について（報告）

10

平成20年11月21日 収受
現場代理人等の届出について（報告）

11

平成20年12月03日 収受
現場代理人等の届出について（報告）

12

平成20年12月12日 収受
下請負の届出について（報告）

13

平成20年12月16日 収受
下請負の届出について（報告）

14

平成21年01月14日 収受
下請負の届出について（報告）

15

平成21年01月15日 収受
現場代理人等通知書の届出について（報告）

16

平成21年02月06日 収受
下請負の届出について（報告）

17

平成21年02月10日 収受
下請負の届出について（報告）

18

平成21年02月25日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

19

平成21年03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）

20



索引目次

平成20年度 配水管布設（松尾町外地内配水管布設水道部/建設課/建設第二係

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13日 起案
工事検査依頼について（伺い）

21

平成21年03月13日 収受
工事完成の届出について（報告）

22

平成21年03月13日 収受
工事検査通知について（供覧）

23

平成21年03月17日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

24

平成21年03月17日 収受
工事完成引渡について（報告）

25

平成21年03月23日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

26

平成21年03月24日 起案
完成精算について（伺い）

27

平成21年03月26日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

28



索引目次

平成20年度 配水管布設（加賀野四丁目地内配水管水道部/建設課/建設第二係

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31日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成20年08月05日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成20年08月12日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（供覧）

3

平成20年08月18日 起案
前払金の支出について（伺い）

4

平成20年10月23日 収受
下請負の届出について（報告）

5

平成20年10月29日 収受
配管技能者の追加にかかる届出について（報告）

6

平成20年11月06日 収受
下請負の届出について（報告）

7

平成20年12月09日 収受
中間前金払に係る認定請求について（報告）

8

平成20年12月10日 起案
中間前金払に係る認定について（伺い）

9

平成20年12月11日 起案
中間前金払の認定調書の通知について（報告）

10

平成20年12月15日 起案
中間前金払の支出について（伺い）

11

平成20年12月19日 収受
下請負の届出について（報告）

12

平成21年03月05日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

13

平成21年03月16日 起案
工事検査依頼について（伺い）

14

平成21年03月16日 収受
工事検査通知について（供覧）

15

平成21年03月18日 収受
工事検査完了通知について（供覧）

16

平成21年03月18日 収受
工事完成引渡について（報告）

17

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）

18

平成21年03月27日 起案
完成精算について（伺い）

19

平成21年03月27日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

20



索引目次

平成20年度 配水管布設（上田三丁目外地内配水管水道部/建設課/建設第二係

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17日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成20年07月22日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成20年08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）

3

平成20年08月11日 収受
下請負の届出について（報告）

4

平成20年08月11日 収受
現場代理人等通知書（配管技能者追加）の届出について（報告）

5

平成20年09月09日 起案
前払金の支出について（伺い）

6

平成21年01月16日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

7

平成21年01月30日 起案
工事検査依頼について（伺い）

8

平成21年01月30日 収受
工事完成の届出について（報告）

9

平成21年02月03日 収受
工事検査通知について（供覧）

10

平成21年02月13日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

11

平成21年02月16日 収受
工事完成引渡について（報告）

12

平成21年02月17日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

13

平成21年02月23日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

14

平成21年02月24日 起案
完成精算について（伺い）

15



索引目次

平成20年度 配水管布設（盛岡南新都市開発整備事水道部/建設課/建設第二係

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19日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成20年06月23日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（供覧）

3

平成20年06月30日 起案
前払金の支出について（伺い）

4

平成20年07月17日 収受
下請負の届出について（報告）

5

平成21年03月10日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（供覧）

6

平成21年03月10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16日 起案
工事検査依頼について（伺い）

8

平成21年03月16日 収受
工事検査通知について（供覧）

9

平成21年03月17日 収受
工事検査完了通知について（供覧）

10

平成21年03月18日 収受
工事完成引渡について（報告）

11

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）

12

平成21年03月27日 起案
完成精算について（伺い）

13

平成21年03月27日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

14



索引目次

平成20年度 配水管布設（玉山区下田字牡丹野地内水道部/建設課/建設第二係

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26日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

1



索引目次

平成20年度 配水管布設（盛岡南新都市開発整備事水道部/建設課/建設第二係

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 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成20年10月08日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成20年10月31日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

3

平成20年11月19日 収受
下請負の届出について（報告）

4

平成20年12月04日 収受
現場代理人等の届出について（報告）

5

平成21年03月12日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

6

平成21年03月16日 起案
工事検査依頼について（伺い）

7

平成21年03月16日 収受
工事完成の届出について（報告）

8

平成21年03月16日 収受
工事検査通知について（供覧）

9

平成21年03月17日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

10

平成21年03月17日 収受
工事完成引渡について（報告）

11

平成21年03月23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24日 起案
完成精算について（伺い）

13

平成21年03月26日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

14



索引目次

平成20年度 配水管布設（都南中央第三地区土地区水道部/建設課/建設第二係

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17日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成20年12月22日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成21年01月08日 起案
前払金の支出について（伺い）

3

平成21年01月15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21年03月06日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

5

平成21年03月23日 起案
工事検査依頼について（伺い）

6

平成21年03月23日 収受
工事完成の届出について（報告）

7

平成21年03月23日 収受
工事検査通知について（供覧）

8

平成21年03月27日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

9

平成21年03月27日 収受
工事完成引渡について（報告）

10

平成21年03月30日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

11

平成21年03月30日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

12

平成21年03月31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（都南中央第三地区土地区水道部/建設課/建設第二係

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30日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成20年08月01日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成20年08月21日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

3

平成20年08月27日 収受
下請負の届出について（報告）

4

平成20年08月28日 起案
前払金の支出について（伺い）

5

平成20年08月28日 収受
工事請負代金前払金の申請について

6

平成20年11月14日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

7

平成20年12月09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15日 起案
工事検査依頼について（伺い）

9

平成21年01月15日 収受
工事完成の届出について（報告）

10

平成21年01月16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30日 起案
完成精算について（伺い）

15

平成21年01月30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 業務委託等（その他各種業務委託） 水道部/建設課

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27日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

1

平成20年05月30日 起案
業務着手届等の提出ついて（報告）

2

平成20年06月27日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

3

平成20年07月02日 起案
業務着手届等の提出について（報告）

4

平成20年07月17日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

5

平成20年07月23日 起案
業務着手届等の提出について（報告）

6

平成20年08月07日 起案
業務委託完了検査について（伺い）

7

平成20年08月11日 起案
業務委託完了検査の完了について（報告）

8

平成20年08月12日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

9

平成20年08月26日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

10

平成20年08月27日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

11

平成20年08月28日 起案
業務着手届等の提出ついて（報告）

12

平成20年08月29日 起案
業務委託完了検査について（伺い）

13

平成20年08月29日 起案
業務着手届等の提出について（報告）

14

平成20年09月02日 起案
業務委託完了検査の完了について（報告）

15

平成20年09月03日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

16

平成20年09月30日 起案
業務委託完了検査について（伺い）

17

平成20年10月06日 起案
業務委託完了検査の完了について（報告）

18

平成20年10月06日 起案
保守点検委託の完了検査について（伺い）

19

平成20年10月08日 起案
業務委託完了検査の完了について（報告）

20



索引目次

平成20年度 業務委託等（その他各種業務委託） 水道部/建設課

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10月09日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

21

平成20年10月10日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

22

平成20年10月27日 起案
業務委託完了検査について（伺い）

23

平成20年10月28日 起案
業務委託完了検査の完了について（報告）

24

平成20年10月28日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

25

平成20年10月29日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

26

平成20年10月31日 起案
業務着手届等の提出について（報告）

27

平成20年11月21日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

28

平成20年11月27日 起案
業務着手届等の提出について（報告）

29

平成20年12月16日 起案
保守点検委託の完了検査について（伺い）

30

平成20年12月24日 起案
業務委託完了検査の完了について（報告）

31

平成21年01月05日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

32

平成21年01月27日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

33

平成21年01月30日 起案
業務着手届等の提出について（報告）

34

平成21年02月10日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

35

平成21年02月13日 起案
業務着手届等の提出について（報告）

36

平成21年02月27日 起案
保守点検委託の完了検査について（伺い）

37

平成21年02月27日 起案
業務委託完了検査について（伺い）

38

平成21年03月03日 起案
業務委託完了検査の完了について（報告）

39

平成21年03月03日 起案
業務委託完了検査の完了について（報告）

40



索引目次

平成20年度 業務委託等（その他各種業務委託） 水道部/建設課

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03月04日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

41

平成21年03月04日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

42

平成21年03月11日 起案
業務委託完了検査について（伺い）

43

平成21年03月17日 起案
業務委託完了検査の完了について（報告）

44

平成21年03月18日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

45



索引目次

平成20年度 業務委託等（ガスクロマトグラフ質量分 水道部/建設課

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11月20日 起案
業務着手届等の提出について（報告）

1

平成21年01月09日 起案
業務委託完了検査について（伺い）

2

平成21年01月14日 起案
業務委託完了検査の完了及び検査完了通知書について（伺い）

3

平成21年01月16日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

4



索引目次

平成20年度 業務委託等（イオンクロマトグラフ分析 水道部/建設課

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30日 起案
業務着手届等の提出について（報告）

1

平成20年10月31日 起案
保守点検委託の完了検査について（伺い）

2

平成20年11月07日 起案
業務委託完了検査の完了及び検査完了通知書について（伺い）

3

平成20年11月12日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

4



索引目次

平成20年度 業務委託等（ダイオキシン類水質検査 水道部/建設課

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08月01日 起案
監督員の通知について (伺い)

1

平成20年08月02日 起案
業務着手届等の提出について (報告)

2

平成20年10月31日 起案
業務委託完了検査について (伺い)

3

平成20年11月06日 起案
業務委託完了検査の完了及び検査完了通知書について（伺い）

4

平成20年11月11日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

5



索引目次

平成20年度 業務委託等（誘導結合プラズマ質量分 水道部/建設課

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17日 起案
業務着手届等の提出について（報告）

1

平成21年02月27日 起案
業務委託完了検査について（伺い）

2

平成21年03月04日 起案
業務委託完了検査の完了及び検査完了通知書について（伺い）

3

平成21年03月05日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

4



索引目次

平成20年度 業務委託等（農薬類水質検査業務委託水道部/建設課

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22日 起案
業務着手届等の提出について（報告）

1

平成20年10月08日 起案
業務委託完了検査について（伺い）

2

平成20年10月16日 起案
業務委託完了検査の完了及び検査完了通知書について（伺い）

3

平成20年10月20日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

4



索引目次

平成20年度 業務委託等（水源涵養林植栽地下刈り 水道部/建設課

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07月07日 起案
現場責任者等通知書の受理及び監督員通知の送付について（伺い）

1

平成20年08月11日 起案
業務完了検査について（伺い）

2

平成20年08月12日 起案
業務委託検査調書及び業務完了検査完了通知書について（伺い）

3

平成20年08月22日 起案
業務委託完了引渡書の提出及び業務委託代金の支出について（伺い）

4



索引目次

平成20年度 業務委託等（ヘッドスペースガスクロマト 水道部/建設課

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19日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

1

平成20年09月25日 起案
業務着手届等の提出について（報告）

2

平成20年10月22日 起案
業務委託完了検査について（伺い）

3

平成20年10月24日 起案
業務委託完了検査の完了及び検査完了通知書について（伺い）

4

平成20年10月28日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

5



索引目次

平成20年度 業務委託等(イオンクロマトグラフ(シアン 水道部/建設課

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07月26日 起案
業務着手届等の提出について（報告）

1

平成20年08月25日 起案
保守点検委託の完了検査について（伺い）

2

平成20年08月27日 起案
業務委託完了検査の完了及び検査完了通知書について（伺い）

3

平成20年08月29日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

4



索引目次

平成20年度 業務委託等（水源涵養林除間伐外業務水道部/建設課

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10月02日 起案
監督員の通知について（伺い）

1

平成20年10月02日 収受
業務着手届等の届出について（報告）

2

平成20年12月01日 起案
業務完了検査について（伺い）

3

平成20年12月03日 起案
業務委託検査調書及び業務完了検査完了通知書について（伺い）

4

平成20年12月05日 起案
業務委託完了引渡書の提出及び業務委託代金の支出について（伺い）

5



索引目次

平成20年度 業務委託等（原子吸光光度計保守点検水道部/建設課

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11月20日 起案
業務着手届等の提出について（報告）

1

平成21年01月16日 起案
保守点検委託の完了検査について（伺い）

2

平成21年01月21日 起案
業務委託完了検査の完了及び検査完了通知書について（伺い）

3

平成21年01月26日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

4



索引目次

平成20年度 業務委託等（水源涵養林作業道整備外水道部/建設課

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08月05日 起案
現場責任者等通知書の受理及び監督員通知の送付について（伺い）

1

平成20年12月01日 起案
業務完了検査について（伺い）

2

平成20年12月03日 起案
業務委託検査調書及び業務完了検査完了通知書について（伺い）

3

平成20年12月05日 起案
業務委託完了引渡書の提出及び業務委託代金の支出について（伺い）

4



索引目次

平成20年度 技術管理（技術委員会） 水道部/建設課

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06月03日 起案
第2回技術委員会水質管理幹事会・専門部会合同会議の開催について（伺
い）1

平成20年06月12日 起案
第2回技術委員会水質管理幹事会・専門部会合同会議について（報告）

2

平成20年11月05日 起案
簡易式粉末活性炭注入施設の視察について（伺い）

3

平成20年11月05日 起案
簡易式粉末活性炭注入施設視察先への依頼について（伺い）

4

平成20年11月17日 起案
礼状の送付について（伺い）

5

平成20年11月19日 復命
簡易式粉末活性炭注入施設の視察について

6

平成21年03月16日 起案
第2回技術委員会水質管理専門部会の開催について（伺い）

7

平成21年03月26日 起案
第2回水質管理専門部会の開催について（報告）

8



索引目次

平成20年度 水源保全（会議報告） 水道部/建設課

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 起案
平成20年度2,4,5-T系除草剤埋設地問題連絡協議会について（報告）

1

平成20年05月28日 起案
2,4,5－T系除草剤埋設箇所の定期点検について（報告）

2

平成20年10月15日 起案
平成20年度不法投棄防止連絡会議について（報告）

3

平成20年10月30日 起案
2,4,5－T系除草剤埋設箇所の定期点検について（報告）

4

平成20年11月13日 起案
繋温泉病院の温泉排水に係る打ち合わせについて（報告）

5

平成20年12月11日 起案
繋温泉病院との公害防止協定に関する協議について（報告）

6

平成21年02月03日 起案
繋温泉病院との公害防止協定に関する協議について（伺い）

7

平成21年03月02日 起案
第2回松くい虫被害対策連絡会議について（報告）

8



索引目次

平成20年度 水源保全（その他） 水道部/建設課

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11日 起案
2,4,5-Ｔ系除草剤埋設地問題連絡協議会の開催について（伺い）

1

平成20年06月05日 起案
平成20年度版「もりおかの環境（平成19年度環境に関する年次報告書）」の
作成に係る環境施策の実施状況報告について（伺い）2

平成20年09月22日 起案
「（仮称）いわての水を守り育てる条例」に係る意見照会について（伺い）

3

平成20年10月14日 起案
審議会委員等の女性委員の登用状況調査について（伺い）

4

平成20年11月04日 起案
審議会・委員等の女性委員の登用推進計画の「平成21年度末計画値」達成
見込みについて　　　（伺い）5



索引目次

平成20年度 水源保全（岩石採取計画の回答） 水道部/建設課

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19日 起案
岩石採取計画の認可申請に関する意見及び法令等について（伺い）

1

平成20年10月07日 起案
岩石採取計画の認可申請に関する意見及び法令等について（伺い）

2

平成20年11月12日 起案
岩石採取計画の認可申請に関する意見及び法令等について（回答）

3

平成21年01月15日 起案
岩石採取計画の認可申請に関する意見及び法令等について（回答）

4

平成21年01月15日 起案
岩石採取計画の認可申請に関する意見及び法令等について（回答）

5

平成21年01月15日 起案
岩石採取計画の認可申請に関する意見及び法令等について（回答）

6



索引目次

平成20年度 水源保全諸務 水道部/建設課

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

K23

平成20年10月30日 収受
学生の見学について（依頼）

1

平成20年11月06日 収受
学生の見学について（御礼）

2

平成21年01月29日 起案
平成20年度市行造林経営管理会議の開催について（伺い）

3



索引目次

平成20年度 水源保全諸務（森林国営保険の加入に 水道部/建設課

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

K23

平成20年07月14日 収受
森林国営保険証書の送付について（供覧）

1



索引目次

平成20年度 水源保全諸務（森林整備事業計画） 水道部/建設課

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

K23

平成20年09月30日 起案
伐採及び伐採後の造林届出書の提出について（伺い）

1

平成20年10月24日 収受
伐採及び伐採後の造林の計画の適合通知書

2



索引目次

平成20年度 水源保全諸務（審議会委員の改選） 水道部/建設課

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

K23

平成20年05月15日 起案
市議会議員のうちから選任する各種委員会等委員の推薦依頼について（伺
い）1

平成20年06月19日 起案
盛岡市水道水源保護審議会委員の改選に係る委員の推薦及び承認依頼に
ついて（伺い）2

平成20年06月25日 起案
盛岡市水道水源保護審議会に係る市議会推薦委員について（供覧）

3

平成20年07月08日 起案
盛岡市水道水源保護審議会委員の委嘱について（伺い）

4



索引目次

平成20年度 水源保全諸務（不法投棄受付報告） 水道部/建設課

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

K23

平成20年05月13日 起案
不法投棄情報の報告について（伺い）

1

平成20年06月09日 起案
不法投棄情報の報告について（伺い）

2



索引目次

平成20年度 水質管理（排水水質測定結果） 水道部/建設課

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21日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

1

平成20年07月10日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

2

平成20年08月01日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

3

平成20年08月20日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

4

平成20年09月05日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

5

平成20年10月20日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

6

平成20年12月01日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

7

平成20年12月15日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

8

平成21年01月22日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

9

平成21年02月18日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

10

平成21年03月09日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

11



索引目次

平成20年度 水質管理（綱取ダム貯水池等の水質測 水道部/建設課

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 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川の水質測定結果について（供覧）

1

平成20年06月01日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川の水質測定結果について（供覧）

2

平成20年06月13日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川の水質測定結果について（供覧）

3

平成20年07月31日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川の水質測定結果について（供覧）

4

平成20年08月28日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川の水質測定結果について（供覧）

5

平成20年09月29日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川の水質測定結果について（供覧）

6

平成20年10月22日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川の水質測定結果について（供覧）

7

平成20年11月27日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川の水質測定結果について（供覧）

8

平成20年12月12日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川の水質測定結果について（供覧）

9

平成21年01月19日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川の水質測定結果について（供覧）

10

平成21年02月18日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川の水質測定結果について（供覧）

11

平成21年03月12日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川の水質測定結果について（供覧）

12



索引目次

平成20年度 水質管理（産業廃棄物処分場の水質検水道部/建設課

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21日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について

1

平成20年05月28日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について

2

平成20年07月03日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について

3

平成20年08月07日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について

4

平成20年09月04日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について

5

平成20年10月20日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について

6

平成20年11月27日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について

7

平成20年12月17日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について

8

平成21年01月14日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について

9

平成21年02月12日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について

10

平成21年03月10日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について

11



索引目次

平成20年度 水質管理（一般） 水道部/建設課

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01日 起案
中津川上流に係る水質環境基準の類型見直しに関する資料について（供
覧）1

平成20年08月08日 起案
前田簡易水道アルミ濃度の状況について

2



索引目次

平成20年度 水質検査（クリプトスポリジウム等検査結 水道部/建設課

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15日 起案
平成20年度4月期のクリプトスポリジウム等検査結果について（報告）

1

平成20年06月02日 起案
平成20年度5月期のクリプトスポリジウム等検査結果について（報告）

2

平成20年07月03日 起案
平成20年度6月期のクリプトスポリジウム等検査結果について（報告）

3

平成20年08月07日 起案
平成20年度7月期のクリプトスポリジウム等検査結果について（報告）

4

平成20年09月05日 起案
平成20年度8月期のクリプトスポリジウム等検査結果について（報告）

5

平成20年10月06日 起案
平成20年度9月期のクリプトスポリジウム等検査結果について（報告）

6

平成20年11月25日 起案
平成20年度10月期のクリプトスポリジウム等検査結果について（報告）

7

平成20年12月24日 起案
平成20年度11月期のクリプトスポリジウム等検査結果について（報告）

8

平成20年12月24日 起案
平成20年度12月期のクリプトスポリジウム等検査結果について（報告）

9

平成21年03月04日 起案
平成20年度１月期のクリプトスポリジウム等検査結果について（報告）

10

平成21年03月05日 起案
平成20年度２月期のクリプトスポリジウム等検査結果について（報告）

11



索引目次

平成20年度 水質検査（その他） 水道部/建設課

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14日 起案
水道メーター不正情報による水質検査結果の通知について（伺い）

1

平成20年11月19日 起案
平成21年度水質検査計画の策定について（伺い）

2

平成20年12月01日 収受
中屋敷浄水場1号活性炭ろ過池活性炭再生工事に係る水質検査について
（依頼）3

平成20年12月03日 起案
中屋敷浄水場1号活性炭ろ過池活性炭再生工事に係る水質検査について
（伺い）4

平成20年12月04日 起案
平成20年度ダイオキシン類測定結果について（報告）

5



索引目次

平成20年度 水質検査（水道水質試験一覧表） 水道部/建設課

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 起案
平成19年度3月期水質検査結果について（報告）

1

平成20年05月15日 起案
平成20年度4月期水質検査結果について（報告）

2

平成20年06月02日 起案
平成20年度5月期水質検査結果について（報告）

3

平成20年07月03日 起案
平成20年度6月期水質検査結果について（報告）

4

平成20年08月04日 起案
平成20年度7月期水質検査結果について（報告）

5

平成20年08月06日 起案
平成20年度第1回水質管理目標設定項目の水質試験結果について（報告）

6

平成20年09月01日 起案
平成20年度8月期水質検査結果について（報告）

7

平成20年10月06日 起案
平成20年度9月期水質検査結果について（報告）

8

平成20年11月06日 起案
平成２０年度農薬類の委託水質検査結果について（報告）

9

平成20年11月25日 起案
平成20年度10月期水質検査結果について（報告）

10

平成20年12月24日 起案
平成20年度11月期水質検査結果について（報告）

11

平成21年01月08日 起案
平成20年度12月期水質検査結果について（報告）

12

平成21年03月04日 起案
平成20年度１月期水質検査結果について（報告）

13

平成21年03月24日 起案
平成20年度２月期水質検査結果について（報告）

14

平成21年03月31日 起案
平成20年度第２回水質管理目標設定項目の水質試験結果について（報告）

15



索引目次

平成20年度 水質検査（外部精度管理） 水道部/建設課

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22日 収受
平成19年度水道水質検査精度管理に関する調査の結果について

1

平成20年08月04日 収受
平成20年度水道水質検査精度管理のための統一試料調査の実施について

2

平成20年08月15日 収受
平成２０年度水道水質検査精度管理のための統一試料調査実施細則

3

平成20年09月12日 起案
平成20年度水道水質検査外部精度管理のための統一試料調査に係わる実
施結果の報告について（伺い）4

平成20年10月21日 起案
平成20年度水道水質検査外部精度管理の実施に伴う参加について(伺い)

5

平成20年11月27日 起案
平成20年度岩手県水道水質検査外部精度管理の実施結果の報告について
（伺い）6

平成20年12月18日 収受
平成20年度水道水質検査精度管理のための統一試料調査に係る暫定報告
について7

平成21年01月20日 起案
平成20年度水道水質検査外部精度管理の実施結果について（供覧）

8



索引目次

平成20年度 水質検査（毎日検査結果） 水道部/建設課

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25日 起案
平成20年3月の給水栓における毎日検査結果について (報告)

1

平成20年05月28日 起案
平成20年4月の毎日検査結果について (報告)

2

平成20年06月23日 起案
平成20年5月の毎日検査結果について (報告)

3

平成20年07月22日 起案
平成20年６月の毎日検査結果について (報告)

4

平成20年09月02日 起案
平成20年７月の毎日検査結果について (報告)

5

平成20年09月26日 起案
平成20年８月の毎日検査結果について (報告)

6

平成20年10月22日 起案
平成20年９月の毎日検査結果について (報告)

7

平成20年11月19日 起案
平成20年10月の毎日検査結果について (報告)

8

平成21年01月08日 起案
平成20年11月の毎日検査結果について (報告)

9

平成21年02月02日 起案
平成20年12月の毎日検査結果について (報告)

10

平成21年02月26日 起案
平成21年１月の毎日検査結果について (報告)

11

平成21年03月27日 起案
平成21年２月の毎日検査結果について (報告)

12



索引目次

平成20年度 水質検査（排水水質検査） 水道部/建設課

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
排水処理施設の排水水質測定結果（平成20年度4月分）について（報告）

1

平成20年07月03日 起案
排水処理施設の排水水質測定結果（平成20年度6月分）について（報告）

2

平成20年09月05日 起案
排水処理施設の排水水質測定結果（平成20年度8月分）について（報告）

3

平成20年11月25日 起案
排水処理施設の排水水質測定結果（平成20年度10月分）について（報告）

4

平成20年12月24日 起案
排水処理施設の排水水質測定結果（平成20年度12月分）について（報告）

5

平成21年03月04日 起案
排水処理施設の排水水質測定結果（平成20年度２月分）について（報告）

6



索引目次

平成20年度 水質諸務（水道水質管理協議会） 水道部/建設課

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

K23

平成20年07月28日 起案
平成２０年度岩手県水道水質管理協議会の開催に伴う出席者について（伺
い）1

平成20年09月26日 起案
平成２０年度水質検査技術研修会への参加について（伺い）

2



索引目次

平成20年度 水質諸務（水道水質検査実施報告書） 水道部/建設課

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

K23

平成20年04月17日 起案
クリプトスポリジウム等による汚染対策の実施状況の報告について（伺い）

1

平成20年05月09日 起案
クリプトスポリジウム等による汚染対策の実施状況の報告について（伺い）

2

平成20年06月09日 起案
クリプトスポリジウム等による汚染対策の実施状況の報告（5月）について（伺
い）3

平成20年07月09日 起案
クリプトスポリジウム等による汚染対策の実施状況の報告（6月）について（伺
い）4

平成20年08月12日 起案
クリプトスポリジウム等による汚染対策の実施状況の報告（7月）について（伺
い）5

平成20年09月08日 起案
クリプトスポリジウム等による汚染対策の実施状況の報告（8月）について（伺
い）6

平成20年10月10日 起案
クリプトスポリジウム等による汚染対策の実施状況の報告（９月）について（伺
い）7

平成20年11月20日 起案
クリプトスポリジウム等による汚染対策の実施状況の報告（10月）について（伺
い）8

平成20年12月08日 起案
クリプトスポリジウム等による汚染対策の実施状況の報告（11月）について（伺
い）9

平成21年01月09日 起案
クリプトスポリジウム等による汚染対策の実施状況の報告（12月）について（伺
い）10

平成21年02月09日 起案
クリプトスポリジウム等による汚染対策の実施状況の報告（1月）について（伺
い）11

平成21年03月06日 起案
クリプトスポリジウム等による汚染対策の実施状況の報告（2月）について（伺
い）12



索引目次

平成20年度 水質諸務（想定質疑応答集） 水道部/建設課

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

K23

平成20年05月20日 起案
市長，副市長用議会資料の作成について（伺い）

1

平成20年08月29日 起案
市長，副市長用（9月）議会資料の作成について（伺い）

2

平成20年11月21日 起案
市長，副市長用(12月)議会資料の作成について(伺い)

3

平成21年02月12日 起案
市長，副市長用議会資料の作成について（伺い）

4



索引目次

平成20年度 水質諸務（通知等） 水道部/建設課

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

K23

平成20年05月29日 収受
平成２０年度農薬危害防止運動の実施について

1

平成20年06月10日 収受
平成20 年度水質管理目標設定項目（農薬類）実態把握調査結果（第1 回実
施分）について2

平成20年09月08日 収受
平成20年度水質管理目標設定項目（農薬類）実態把握調査結果（第2回実
施分）について3

平成20年11月28日 収受
平成20年度水質管理目標設定項目（農薬）実態把握調査結果（第3回実施
分）について4

平成20年12月26日 収受
シアン化物及び塩化シアンに係る水質管理上の留意事項について

5

平成21年03月19日 起案
水質基準に関する省令の一部改正等について（回覧）

6



索引目次

平成20年度 水質諸務（その他） 水道部/建設課

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

K23

平成20年04月24日 収受
平成20年度水質管理目標設定項目（農薬類）実態把握調査の実施につい
て（回覧）1

平成20年05月07日 起案
平成１８年度水質年報の配布について（伺い）

2

平成20年06月04日 起案
地内の沈殿物検出に係るお客様対応について（伺い）

3

平成20年06月20日 起案
配水施設において採取した異物の成分分析の結果について（報告）

4

平成20年10月01日 収受
クリプトスポリジウム等による水道水源の汚染状況調査の実施について（供
覧）5

平成20年12月12日 収受
クリプトスポリジウム等による水道水源の汚染状況調査の実施結果について
（回覧）6

平成20年12月24日 起案
平成19年度水質年報の作成について（伺い）

7

平成21年01月05日 起案
平成19年度水質年報の送付について（伺い）

8

平成21年01月08日 収受
酸性雪の分析について（回覧）

9



索引目次

平成20年度 水質諸務（毎日検査依頼関係） 水道部/建設課

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

K23

平成20年03月17日 起案
平成20年度毎日検査依頼に係る事前協議について（伺い）

1

平成20年04月01日 起案
平成20年度毎日検査依頼について（伺い）

2

平成20年04月24日 起案
平成２０年度毎日検査依頼に係る謝礼の支出について（伺い）

3



索引目次

平成20年度 水質諸務（特別管理産業廃棄物関係） 水道部/建設課

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

K23

平成20年06月13日 起案
平成19年度特別管理産業廃棄物に係る帳簿について（報告）

1

平成20年06月13日 起案
平成19年度特別管理産業廃棄物処理実績等の報告について（伺い）

2



索引目次

平成20年度 補助金（盛岡市水道水源水質保全促進水道部/建設課

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
盛岡市水道水源水質保全促進事業補助金の支出について（伺い）

1

平成20年09月05日 起案
盛岡市水道水源水質保全促進事業補助金の支出について（伺い）

2

平成20年12月09日 起案
盛岡市水道水源水質保全促進事業補助金の支出について（伺い）

3



索引目次

平成20年度 補助金（森林整備事業補助金） 水道部/建設課

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11日 起案
森林整備事業補助金交付申請書（育成単層林）の提出について（伺い）

1

平成20年08月11日 起案
森林整備事業補助金交付申請書（育成複層林）の提出について（伺い）

2

平成20年08月22日 収受
平成20年度森林整備事業しゅん工検査の実施について（供覧）

3

平成20年10月31日 起案
平成21年度森林整備事業予算要望額調べについて（伺い）

4

平成20年11月26日 収受
森林整備事業（里山エリア再生交付金：育成複層林下刈り）補助金の交付決
定通知について（報告）5

平成20年11月26日 収受
森林整備事業（里山エリア再生交付金：育成単層林下刈り）補助金の交付決
定通知について（報告）6

平成20年12月03日 起案
森林整備事業補助金交付申請書（育成単層林－除間伐）の提出について
（伺い）7

平成20年12月05日 起案
第2 回森林整備事業実施見込量及び見込額調査(H20・H19 繰越）について
（伺い）8

平成20年12月10日 収受
平成20年度森林整備事業しゅん工検査の実施について（供覧）

9

平成21年01月14日 起案
平成21 年度森林整備事業実施計画の作成について（伺い）

10

平成21年02月02日 起案
固定資産証明書の交付依頼について（伺い）

11

平成21年03月11日 収受
森林整備事業補助金交付決定（育成単層林－除間伐）について（報告）

12



索引目次

平成20年度 資金融資（盛岡市水道水源水質保全促水道部/建設課

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年度盛岡市水道水源水質保全促進事業資金融資制度に係る契約締
結について（伺い）1

平成20年04月03日 起案
平成20年度盛岡市水道水源水質保全促進事業資金融資制度実施に係る契
約締結について（供覧）2

平成20年04月09日 収受
盛岡市水道水源水質保全促進事業資金融資状況報告

3

平成20年05月02日 起案
盛岡信用金庫と二戸信用金庫合併に伴う盛岡市水道水源水質保全促進事
業資金融資制度実施に係る契約書の取り扱いについて4

平成20年05月13日 収受
盛岡市水道水源水質保全促進事業資金融資状況報告

5

平成20年06月11日 収受
盛岡市水道水源水質保全促進事業資金融資状況報告書について（供覧）

6

平成20年07月10日 収受
盛岡市水道水源水質保全促進事業資金融資状況報告書について（供覧）

7

平成20年08月13日 収受
盛岡市水道水源水質保全促進事業資金融資状況報告書について（供覧）

8

平成20年09月11日 収受
盛岡市水道水源水質保全促進事業資金融資状況報告書について（供覧）

9

平成20年09月30日 起案
水道水源水質保全促進事業資金融資制度の廃止について（伺い）

10

平成20年10月10日 収受
盛岡市水道水源水質保全促進事業資金融資状況報告書について（供覧）

11

平成20年11月18日 収受
盛岡市水道水源水質保全促進事業資金融資状況報告書について（供覧）

12

平成20年12月15日 収受
盛岡市水道水源水質保全促進事業資金融資状況報告書について（供覧）

13

平成21年01月19日 収受
盛岡市水道水源水質保全促進事業資金融資状況報告書について（供覧）

14

平成21年02月12日 収受
盛岡市水道水源水質保全促進事業資金融資状況報告書について（供覧）

15

平成21年03月11日 収受
盛岡市水道水源水質保全促進事業資金融資状況報告書について（供覧）

16



索引目次

平成20年度 水道水源保護審議会 水道部/建設課

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

K20

平成20年12月12日 起案
盛岡市水道水源保護審議会委員の委嘱依頼について（伺い）

1

平成20年12月17日 起案
平成20年度第1回盛岡市水道水源保護審議会の開催について（伺い）

2

平成20年12月18日 起案
盛岡市水道水源保護審議会委員報酬の口座振り込みについて（伺い）

3

平成20年12月19日 起案
盛岡市水道水源保護審議会委員の委嘱について（伺い）

4

平成21年01月08日 起案
水道水源保護審議会に係る水道事業管理者あいさつ原稿について（伺い）

5

平成21年01月09日 起案
盛岡市水道水源保護審議会委員の報酬等に関する取扱要領について（伺
い）6

平成21年01月20日 起案
平成20年度第1回盛岡市水道水源保護審議会会議資料の作成及び資料送
付について（伺い）7

平成21年02月02日 起案
会議開催結果のお知らせについて（伺い）

8

平成21年02月04日 起案
平成20年度第1回盛岡市水道水源保護審議会委員報酬明細書の送付につ
いて（伺い）9

平成21年02月09日 起案
平成20年度第1回盛岡市水道水源保護審議会の議事録について（伺い）

10



索引目次

平成20年度 水道水源保護協定（水道水源保護条例水道部/建設課

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

K20

平成21年03月17日 起案
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