
索引目次

平成21年度 補助金交付金 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

K00

平成21年11月19日 起案
平成21年度盛岡市水道部職員互助会事業に係る変更の承認について （伺
い） 1

平成21年06月03日 起案
平成21年度盛岡市水道部職員互助会事業補助金の交付に係る契約の締結
について （伺い） 2

平成21年06月30日 収受
平成20年度盛岡市水道部職員互助会事業補助金精算書について（供覧）

3

平成21年06月18日 収受
盛岡市水道部職員互助会前金払請求書及び同互助会事業補助金交付契
約書について（供覧）4



索引目次

平成21年度 業務委託等（廃棄公文書リサイクル処理 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２種

分類記号

K16

平成22年01月20日 起案
盛岡市水道部廃棄公文書リサイクル処理業務に係る支出及び完了検査合格
通知について（伺い）1

平成21年11月26日 起案
平成21年度盛岡市水道部廃棄公文書リサイクル処理業務委託の実施につ
いて（伺い）2

平成21年12月10日 収受
平成21年度盛岡市水道部廃棄公文書リサイクル処理業務に係る委託契約の
締結について（報告）3



索引目次

平成21年度 飲料水供給施設関係 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

K20

平成21年04月01日 起案
平成21年度盛岡市飲料水供給施設等に係る水道技術管理者業務委託に関
する協定の締結（供覧）及び同協定に基づく水道技術管理者の選任につい
て（伺）

1

平成21年04月01日 起案
平成2１年度盛岡市飲料水供給施設等に係る水道技術管理者業務委託に関
する協定書について（伺い）2

平成22年03月31日 起案
平成21年度盛岡市飲料水供給施設等に係る水道技術管理者業務に関する
報告書の提出について（伺い）3

平成22年03月31日 起案
平成21年度盛岡市飲料水供給施設等に係る水道技術管理者の業務に係る
費用の請求について（伺い）4



索引目次

平成21年度 水道施設災害復旧 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21年05月08日 収受
『導水管漏水事故原因調査報告書』並びに『導水管事故対応検証委員会報
告書』について（供覧）1



索引目次

平成21年度 契約諸務 水道部/総務課/契約財産係

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

K10

平成21年11月05日 起案
平成21年度第２回盛岡市入札等監視委員会の資料の提出について（伺い)

1

平成21年12月01日 起案
平成21年度第２回盛岡市入札等監視委員会の会議結果について（報告)

2

平成21年10月01日 起案
平成21年度第２回盛岡市入札等監視委員会抽出会の資料提出について
（伺い)3

平成21年04月27日 起案
平成21年度第１回総合評価落札方式競争入札に係る打合せ会について(報
告)4

平成21年10月01日 起案
水道部建設工事等に係る入札結果の統計的資料の公表について（伺い）

5

平成21年05月21日 起案
随意契約見積通知書の訂正について（伺い）

6

平成21年11月06日 起案
競争入札参加資格審査申請に係る受付等の事務依頼について（伺い）

7

平成21年11月30日 起案
上下水道組織統合に係る契約事務打合せについて(報告)

8

平成21年05月13日 起案
平成21年度第１回盛岡市入札等監視委員会の資料の提出について（伺い)

9

平成21年09月29日 起案
平成21年度盛岡市水道部建設工事の発注見通しに関する変更事項のホー
ムページ掲載について（伺い）10

平成22年02月24日 起案
平成22年度盛岡市市営建設工事の発注に係る資料の提出について（伺い）

11

平成21年09月16日 起案
談合情報に関する資料の送付について（伺い)

12

平成21年08月19日 起案
盛岡市水道部建設工事総合評価落札方式受注希望型指名競争入札の公
表に係るホームページ掲載について（伺い）13

平成21年10月30日 起案
盛岡市入札等監視委員会審議の市発注工事の抽出顛末及び発注依頼課
への対象案件の説明依頼について（報告，伺い)14

平成21年06月01日 起案
平成21年度水道部総合評価落札方式競争入札実施方針等の作成及び説
明会の開催について(伺い)15

平成21年07月13日 起案
上下水道組織統合に係る契約事務打合せについて(報告)

16

平成21年06月17日 起案
水道部総合評価落札方式競争入札に係る業者向けのパンフレットについて
(伺い)17

平成21年06月10日 起案
平成21年度水道部総合評価落札方式競争入札の実施について(伺い)

18

平成21年05月18日 起案
平成21年度水道部建設工事及び建設関連業務委託並びに物品の買入れ
等に係る発注方法等の通知について(伺い）19

平成22年02月05日 起案
契約依頼に係る各課等への通知について（伺い）

20

平成21年05月18日 起案
平成21年度第１回盛岡市入札等監視委員会会議資料の調整及び委員への
事前送付等について（伺い)21



索引目次

平成21年度 契約諸務 水道部/総務課/契約財産係

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

K10

平成21年09月09日 起案
談合情報に関する資料の送付について（伺い)

22

平成21年10月05日 起案
上下水道組織統合に係る契約事務打合せについて(報告)

23

平成22年03月03日 起案
平成21年度第７回水道部競争入札参加資格審査委員会の会議結果につい
て(報告・伺い)24

平成21年09月24日 起案
平成21年度盛岡市水道部建設工事の発注の見通しに関する変更事項の公
表について（伺い）25

平成21年09月01日 起案
平成21年度盛岡市水道部建設工事に係る発注状況の照会について（伺い）

26

平成21年12月18日 起案
上下水道組織統合に係る契約事務負担金の打合せについて(報告)

27

平成21年10月07日 起案
上下水道組織統合に係る契約事務について(報告)

28

平成21年10月01日 起案
盛岡市入札等監視委員会委員における市発注工事の抽出について（伺い)

29

平成21年06月11日 起案
平成21年度総合評価落札方式競争入札に係る説明会について(報告)

30

平成21年10月01日 起案
平成21年度第２回盛岡市入札等監視委員会委員の開催について（伺い)

31

平成21年11月19日 起案
平成21年度第５回市営建設工事等競争入札参加資格審査委員会の会議報
告(供覧)32

平成22年02月05日 起案
平成22年度盛岡市市営建設工事の発注に係る資料の提出依頼について
（伺い）33

平成21年04月06日 起案
平成21年度盛岡市水道部建設工事等の公告及び公表に係る新聞社への記
事提供について（伺い）34

平成21年09月11日 起案
下太田外地内配水流量計等設置工事に係る誓約書及び入札結果について
（報告)35

平成21年04月02日 起案
平成21年度第１回盛岡市入札等監視委員会抽出会の資料提出について
（伺い)36

平成21年04月21日 起案
平成21年度第１回総合評価落札方式競争入札に係る打合せ会の開催につ
いて(伺い)37

平成21年08月19日 起案
談合情報に関する資料の送付について（伺い)

38

平成21年05月28日 起案
平成21年第１回盛岡市入札等監視委員会の会議結果について（報告)

39

平成21年04月06日 起案
平成21年度第１回盛岡市入札等監視委員会委員の開催について（伺い)

40

平成21年05月11日 起案
盛岡市入札等監視委員会審議の市発注工事の抽出顛末及び発注依頼課
等への対象案件の説明依頼について（報告，伺い)41

平成21年04月06日 起案
盛岡市入札等監視委員会委員における市発注工事の抽出について（伺い)

42



索引目次

平成21年度 契約諸務 水道部/総務課/契約財産係

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

K10

平成21年04月09日 起案
水道部建設工事等に係る入札結果の統計的資料の公表について（伺い）

43

平成21年04月15日 収受
公共工事の入札及び契約手続の更なる改善等について

44

平成21年04月15日 収受
予算決算及び会計令臨時特例第４条の規定に基づく協議の成立について

45



索引目次

平成21年度 契約諸務（資格認定関係） 水道部/総務課/契約財産係

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

K10

平成22年02月04日 起案
競争入札参加資格者認定の取消について（伺い）

1

平成22年02月02日 起案
競争入札参加資格者認定の取消について（伺い）

2

平成22年02月02日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

3

平成22年02月17日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

4

平成21年12月08日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

5

平成21年09月25日 起案
競争入札参加資格者認定の取消について（伺い）

6

平成21年10月20日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

7

平成22年02月25日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

8

平成22年03月29日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

9

平成22年02月25日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

10

平成21年10月21日 起案
競争入札参加資格者認定の取消について（伺い）

11

平成22年02月04日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

12

平成21年08月24日 起案
競争入札参加資格者認定の取消について（伺い）

13

平成22年02月04日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

14

平成22年02月22日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

15

平成21年12月08日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

16

平成21年07月28日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

17

平成21年04月09日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

18

平成21年05月26日 起案
競争入札参加資格者認定及び取消について（伺い）

19

平成21年08月11日 起案
競争入札参加資格者認定の取消について（伺い）

20

平成22年02月22日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

21



索引目次

平成21年度 契約諸務（資格認定関係） 水道部/総務課/契約財産係

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

K10

平成21年04月21日 起案
競争入札参加資格者認定の取消について（伺い）

22

平成21年09月01日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

23

平成21年04月15日 起案
競争入札参加資格者認定の取消について（伺い）

24

平成22年02月02日 起案
競争入札参加資格者認定の取消について（伺い）

25

平成22年02月16日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

26

平成21年12月09日 起案
競争入札参加資格者認定及び取消について（伺い）

27

平成21年09月24日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

28

平成22年02月04日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

29

平成21年06月26日 起案
競争入札参加資格者認定の取消について（伺い）

30

平成22年02月01日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

31

平成22年02月26日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

32

平成22年02月04日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

33

平成21年11月26日 起案
競争入札参加資格者認定及び取消について（伺い）

34

平成21年11月06日 起案
競争入札参加資格者認定の取消について（伺い）

35

平成21年10月15日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

36

平成21年10月15日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

37

平成21年06月09日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

38

平成21年06月30日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

39

平成22年02月10日 起案
競争入札参加資格者認定の取消について（伺い）

40

平成21年05月13日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

41

平成21年04月07日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

42



索引目次

平成21年度 契約諸務（資格認定関係） 水道部/総務課/契約財産係

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

K10

平成22年02月03日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

43

平成21年05月15日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

44

平成21年05月15日 起案
平成21年度入札参加資格者認定及び発注方法等について（伺い）

45

平成22年01月18日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

46

平成22年02月04日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

47

平成22年01月08日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

48

平成21年04月23日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

49

平成21年10月15日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

50

平成21年07月31日 起案
競争入札参加資格者認定及び取消について（伺い）

51

平成21年05月07日 起案
競争入札参加資格者認定及び取消について（伺い）

52

平成21年05月29日 起案
水道部建設工事請負契約競争入札参加資格者認定不服申出書に対する回
答について（伺い）53

平成21年04月23日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

54

平成21年04月13日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

55

平成21年06月23日 起案
競争入札参加資格者認定及び取消について（伺い）

56

平成22年02月05日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

57

平成21年06月29日 起案
競争入札参加資格者認定の取消について（伺い）

58

平成21年06月02日 起案
競争入札参加資格者認定及び取消について（伺い）

59

平成21年04月16日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

60

平成22年02月26日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

61

平成21年07月30日 起案
競争入札参加資格者認定及び取消について（伺い）

62

平成22年02月26日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

63



索引目次

平成21年度 契約諸務（資格認定関係） 水道部/総務課/契約財産係

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

K10

平成21年11月06日 起案
競争入札参加資格者認定の変更について（伺い）

64



索引目次

平成21年度 契約諸務（指名停止関係） 水道部/総務課/契約財産係

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

K10

平成21年08月07日 起案
指名停止について

1

平成21年06月05日 起案
指名停止について

2

平成21年05月18日 起案
競争入札参加資格者に対する指名停止期間の変更について(伺い）

3

平成21年04月07日 起案
指名停止について

4

平成21年06月10日 起案
指名停止について

5

平成21年05月12日 起案
指名停止について

6

平成21年05月18日 起案
指名停止について

7

平成21年07月14日 起案
指名停止について

8

平成22年01月22日 起案
指名停止について

9

平成21年09月10日 起案
指名停止について

10

平成22年01月05日 起案
指名停止について

11

平成21年08月17日 起案
指名停止について

12

平成21年06月29日 起案
指名停止について

13

平成22年01月18日 起案
市の指名停止措置に係る水道部の取り扱いについて(報告）

14

平成21年05月28日 起案
指名停止について

15

平成21年10月27日 起案
市の指名停止措置に係る水道部の取り扱いについて(報告）

16

平成21年08月17日 起案
指名停止について

17



索引目次

平成21年度 支出負担行為書 水道部/総務課/契約財産係

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

K10

平成21年04月01日 起案
平成21年度水道部本庁舎寝具等クリーニングの実施について（伺い）

1



索引目次

平成21年度 固定資産処分報告書 水道部/総務課/契約財産係

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

K15

平成22年02月18日 起案
除却資産処分報告書の提出について（伺い）

1

平成21年11月04日 起案
除却資産処分報告書の提出について（伺い）

2



索引目次

平成21年度 災害共済関係（市有物件災害共済） 水道部/総務課/契約財産係

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

K15

平成22年02月04日 起案
事故発生速報の送付（第１報）について

1

平成22年02月12日 起案
自動車損害共済災害共済金の請求について（伺い）

2

平成21年06月29日 起案
自動車損害共済委託申込書（追加申込）の送付について（伺い）

3

平成21年04月10日 起案
建物総合損害共済の加入について（伺い）

4

平成22年01月29日 起案
建物総合損害共済継続委託申込に係る各課照会について（伺い）

5

平成21年06月22日 起案
自動車損害共済委託申込書（追加申込）の送付について（伺い）

6

平成21年07月28日 起案
事故発生速報の送付（第１報）について

7

平成21年04月20日 起案
市有物件関係職員氏名表の提出について

8

平成21年05月11日 収受
災害共済基金分担金の納入時における通知のお願い（供覧）

9

平成21年07月24日 収受
自動車損害共済委託申込承認証（総合契約）の送付について（供覧）

10

平成21年08月24日 収受
銀行口座の名義変更について（通知）

11

平成22年02月19日 収受
自動車損害共済災害共済金送金の案内の送付について（供覧）

12

平成21年07月06日 収受
自動車損害共済委託申込承認証（総合契約）の送付について（供覧）

13



索引目次

平成21年度 災害共済関係（水道賠償責任保険） 水道部/総務課/契約財産係

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

K15

平成21年05月01日 収受
日本水道協会水道賠償責任保険加入証について（供覧）

1



索引目次

平成21年度 庁舎管理 水道部/総務課/契約財産係

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

K15

平成21年06月16日 起案
水道部本庁舎の放置自転車等の処分について

1

平成21年05月22日 起案
電気設備点検実施と庁舎の停電について(伺い)

2

平成21年09月14日 起案
愛宕町職員駐車場の施錠鍵の貸し出しについて（依頼）

3

平成21年12月01日 起案
水道部本庁舎中庭駐車場の使用について（報告）

4

平成21年08月26日 起案
上下水道組織統合に伴う各施設の表示板等の名称変更に関する照会につ
いて（伺い）5

平成21年05月11日 起案
給湯ボイラーの運転中止について（お知らせ）

6

平成22年01月14日 起案
テレビ設置状況調査の回答について（伺い）

7

平成21年09月10日 起案
ボイラー性能検査結果について（報告）

8

平成21年07月07日 起案
水道・ガス工事のお知らせについて（お知らせ）

9

平成22年03月16日 起案
公用車保管場所の変更について（伺い）

10

平成21年10月21日 起案
水道部本庁舎の暖房用ボイラーの運転について

11

平成21年05月13日 起案
マイマイガ等に係る駆除等状況調査について（伺い）

12

平成21年08月20日 起案
上下水道組織統合に伴う水道部本庁舎の執務室の配置に関する打合せ会
の開催について（伺い）13

平成21年11月06日 収受
電気設備点検報告書について（報告）

14

平成21年09月09日 収受
電気設備点検報告書について（報告）

15

平成21年04月10日 収受
電気設備点検報告書について（報告）

16

平成22年03月08日 収受
電気設備点検報告書について（報告）

17

平成22年02月23日 収受
計量用装置の取替工事に関する停電の通知について（供覧）

18

平成21年10月09日 収受
電気設備点検報告書について（報告）

19

平成21年12月04日 収受
電気設備点検報告書について（報告）

20

平成22年02月05日 収受
電気設備点検報告書について（報告）

21



索引目次

平成21年度 庁舎管理 水道部/総務課/契約財産係

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

K15

平成21年07月08日 収受
電気設備点検報告書について（報告）

22

平成21年08月10日 収受
電気設備点検報告書について（報告）

23

平成21年06月15日 収受
電気設備点検報告書について（報告）

24

平成22年01月12日 収受
電気設備点検報告書について（報告）

25

平成21年05月15日 収受
電気設備点検報告書について（報告）

26



索引目次

平成21年度 庁舎管理（消防防災関係） 水道部/総務課/契約財産係

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

K15

平成21年04月28日 起案
水道部庁舎に係る自衛消防隊及び火気取締責任者の選任について（伺い）

1

平成21年06月08日 起案
危険物安全週間に伴う本庁舎消防施設及び重油地下タンク施設の点検（査
察）について(報告)2

平成21年05月13日 起案
水道部庁舎に係る自衛消防隊及び火気取締責任者の割当並びに消防長へ
の届出について（伺い）3

平成21年05月12日 起案
総務課に係る自衛消防隊及び火気取締責任者の選任について（伺い）

4

平成21年06月02日 収受
水道部庁舎に係る消防計画変更届の受理について（報告）

5



索引目次

平成21年度 庁舎管理（業務委託・本庁舎管理等） 水道部/総務課/契約財産係

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

K15

平成21年11月10日 起案
盛岡市水道部本庁舎耐震補強その他工事設計業務委託に係る業務完了確
認について（報告）1

平成21年04月01日 起案
現場責任者等の届出について(報告)

2

平成21年04月17日 起案
平成21年度本庁舎管理等業務委託に係る支出について(伺い)

3

平成22年01月20日 起案
平成21年度本庁舎管理等業務委託に係る変更契約後の支出について(伺
い)4

平成21年04月01日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

5



索引目次

平成21年度 庁舎管理（業務委託・一般廃棄物処理） 水道部/総務課/契約財産係

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

K15

平成21年04月17日 起案
平成21年度本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る支出について(伺い)

1

平成21年04月01日 起案
現場責任者等の届出について(報告)

2

平成21年04月01日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

3



索引目次

平成21年度 庁舎管理（業務委託・電話設備保守点 水道部/総務課/契約財産係

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

K15

平成21年04月01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21年04月17日 起案
構内交換電話設備保守点検業務委託に係る支出について(伺い)

2

平成21年04月01日 起案
現場責任者等の届出について(報告)

3



索引目次

平成21年度 庁舎管理（業務委託・自動ドア保守点検 水道部/総務課/契約財産係

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

K15

平成21年04月17日 起案
自動ドア設備保守点検業務委託に係る支出について(伺い)

1

平成21年04月01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21年04月01日 起案
現場責任者等の届出について(報告)

3



索引目次

平成21年度 庁舎管理（業務委託・無線設備保守点 水道部/総務課/契約財産係

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

K15

平成22年02月17日 起案
業務委託契約に係る作業日程表について(伺い)

1

平成22年03月11日 起案
業務完了確認について（伺い）

2

平成22年02月01日 起案
現場責任者等の届出について(報告)

3



索引目次

平成21年度 庁舎管理（業務委託・冷凍機等保守点 水道部/総務課/契約財産係

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

K15

平成21年11月04日 起案
業務完了確認について（伺い）

1

平成21年06月09日 起案
現場責任者等の届出について(報告)

2

平成21年11月04日 起案
業務完了確認報告及び通知について（伺い）

3



索引目次

平成21年度 庁舎管理（業務委託・御所浄水場草刈） 水道部/総務課/契約財産係

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

K15

平成21年07月06日 起案
現場責任者の届出について（報告）

1

平成21年07月21日 起案
御所浄水場用地草刈業務委託に係る業務完了確認について（伺い）

2

平成21年07月21日 起案
御所浄水場用地草刈業務委託に係る業務完了確認報告及び通知について
（伺い）3



索引目次

平成21年度 庁舎管理（業務委託・生垣植栽剪定） 水道部/総務課/契約財産係

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

K15

平成21年09月01日 起案
生垣植栽剪定業務委託に係る業務完了確認について（伺い）

1

平成21年09月01日 起案
生垣植栽剪定業務委託に係る業務完了確認報告及び通知について（伺い）

2

平成21年05月29日 起案
現場責任者の届出について（報告）

3

平成21年08月19日 起案
生垣剪定に伴う車両等の駐車について(伺い)

4



索引目次

平成21年度 庁舎管理（業務委託・ボイラー清掃点検 水道部/総務課/契約財産係

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

K15

平成21年09月25日 起案
ボイラー清掃点検等業務委託に係る業務完了確認報告及び通知について
（伺い）1

平成21年09月25日 起案
ボイラー清掃点検等業務委託に係る業務完了確認について（伺い）

2

平成21年08月26日 起案
現場責任者の届出について（報告）

3



索引目次

平成21年度 庁舎管理（業務委託・重油タンク点検等 水道部/総務課/契約財産係

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

K15

平成21年08月31日 起案
重油地下タンク点検等業務委託に係る業務完了確認報告及び通知につい
て（伺い）1

平成21年08月27日 起案
現場責任者の届出について（報告）

2

平成21年08月31日 起案
重油地下タンク点検等業務委託に係る業務完了確認について（伺い）

3



索引目次

平成21年度 庁舎管理（業務委託・消防設備点検等） 水道部/総務課/契約財産係

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

K15

平成22年03月16日 起案
業務完了確認について（伺い）

1

平成22年03月16日 起案
業務完了確認について（報告）

2

平成21年10月01日 起案
業務完了確認について（伺い）

3

平成21年10月01日 起案
業務完了確認について（報告）

4

平成21年06月30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21年07月02日 起案
現場責任者の届出について（報告）

6



索引目次

平成21年度 庁舎管理（業務委託・除雪） 水道部/総務課/契約財産係

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

K15

平成21年11月25日 起案
水道部本庁舎除排雪業務委託（単価契約）の実施及び業務委託契約（随意
契約）に係る協議による契約締結について（伺い）1

平成21年12月03日 起案
水道部本庁舎除雪業務に伴う車両等の駐車について(伺い)

2

平成21年12月01日 起案
水道部本庁舎除排雪業務委託（単価契約）の契約締結について（報告）

3



索引目次

平成21年度 庁舎管理（業務委託・アスベスト測定） 水道部/総務課/契約財産係

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

K15

平成22年03月01日 起案
業務完了確認について（伺い）

1

平成22年03月01日 起案
大気環境中のアスベスト濃度測定委託業務に係る業務完了確認報告及び測
定結果の送付について（伺い）2

平成22年01月29日 起案
現場責任者等の届出について(報告)

3



索引目次

平成21年度 庁舎管理（業務委託・ばい煙量等測定） 水道部/総務課/契約財産係

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

K15

平成22年02月25日 起案
業務完了確認について（伺い）

1

平成22年01月29日 起案
現場責任者等の届出について(報告)

2

平成21年10月05日 起案
平成21年度大気汚染物質排出量総合調査の回答について

3



索引目次

平成21年度 庁舎管理（業務委託・微量PCB分析） 水道部/総務課/契約財産係

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

K15

平成21年12月08日 起案
微量PCB汚染廃電気機器調査について（伺い）

1



索引目次

平成21年度 財産諸務 水道部/総務課/契約財産係

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

K15

平成21年07月06日 起案
土地の管理に係る証明書等交付請求について(伺い)

1

平成21年07月15日 起案
普通車両の処分（売却）に伴う見積徴取について（伺い）

2

平成21年07月24日 起案
車両の売却処分について（伺い）

3

平成21年07月03日 起案
車両の売却処分について（伺い）

4

平成21年06月29日 起案
車両の処分（売却）に伴う見積徴取について（伺い）

5

平成22年02月05日 起案
売却車両のリサイクル料金の返戻について（伺い）

6

平成21年07月06日 起案
処分車両の継続検査について(伺い)

7

平成22年03月26日 起案
東北電力からの土地の使用相談ついて（報告）

8

平成21年09月02日 起案
売却車両の譲渡証明書等の発行について(伺い)

9

平成21年05月21日 起案
自動車保管場所届出書等の発行について(伺い)

10



索引目次

平成21年度 財産諸務（境界確認） 水道部/総務課/契約財産係

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

K15

平成21年07月13日 起案
土地境界確認に係る確認書押印について(伺い）

1

平成21年05月13日 起案
土地境界確認に係る結果について(報告）

2

平成21年04月30日 起案
土地境界確認について(伺い）

3

平成21年06月29日 起案
土地境界確認に係る結果について(報告）

4

平成21年07月21日 起案
土地境界確認に係る確認書押印について(伺い）

5

平成21年06月16日 起案
土地境界確認について(伺い）

6



索引目次

平成21年度 財産諸務（管財・土地・その他関係諸務 水道部/総務課/契約財産係

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

K15

平成21年09月14日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の回答について(伺い）

1

平成21年09月10日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の照会について(伺い）

2

平成21年10月30日 起案
土地有償譲渡届出について（伺い）

3

平成21年05月29日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の照会結果について

4

平成21年10月30日 起案
道路用地の用途廃止に関する意見の回答について(伺い）

5

平成21年08月18日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の照会について(伺い）

6

平成21年04月16日 起案
未利用国有地の取得要望について（伺い）

7

平成21年07月21日 起案
不動産の取得希望について（伺い）

8

平成21年05月20日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の回答について(伺い）

9

平成21年11月05日 起案
道路用地の用途廃止に関する意見の照会結果について

10

平成21年08月24日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の回答について(伺い）

11

平成21年04月16日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の回答について(伺い）

12

平成21年10月28日 起案
道路用地の用途廃止に関する意見の照会について(伺い）

13

平成21年05月07日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の照会結果について

14

平成21年09月02日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の照会結果について

15

平成22年03月03日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の照会について(伺い）

16

平成21年06月22日 起案
未利用国有地の取得要望について（伺い）

17

平成21年05月21日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の照会について(伺い）

18

平成22年03月09日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の回答について(伺い）

19

平成21年10月14日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の回答について(伺い）

20

平成21年07月03日 起案
不動産の取得希望について（伺い）

21



索引目次

平成21年度 財産諸務（管財・土地・その他関係諸務 水道部/総務課/契約財産係

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

K15

平成21年12月07日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の照会結果について

22

平成21年05月20日 起案
市有財産の利用希望について（伺い）

23

平成22年03月08日 起案
土地有償譲渡届出について（伺い）

24

平成21年09月24日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の照会結果について

25

平成21年10月07日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の照会について(伺い）

26

平成21年06月22日 起案
不動産の取得希望について（伺い）

27

平成22年02月26日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の回答について(伺い）

28

平成22年03月03日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の照会結果について（報告）

29

平成21年12月01日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の回答について(伺い）

30

平成21年09月14日 起案
不動産の取得希望について（伺い）

31

平成21年04月13日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の照会について(伺い）

32

平成21年05月14日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の照会について(伺い）

33

平成21年05月26日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の回答について(伺い）

34

平成21年05月29日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の照会結果について

35

平成21年11月26日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の照会について(伺い）

36

平成21年10月19日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の照会結果について

37

平成21年11月12日 起案
不動産の取得希望について（伺い）

38

平成22年03月12日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の照会結果について

39

平成22年02月23日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の照会について(伺い）

40



索引目次

平成21年度 庁舎営繕 水道部/総務課/契約財産係

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

K15

平成21年04月07日 起案
水道部本庁舎耐震補強その他工事設計業務委託の依頼について（伺い）

1

平成21年10月06日 起案
水道部本庁舎耐震補強その他工事設計業務委託の打合せについて（報告）

2

平成22年02月02日 起案
水道部本庁舎耐震補強その他工事設計業務委託の打合せについて（報告）

3

平成21年12月25日 起案
平成22年度住宅・建築物安全ストック形成事業の概算要望等に係る書類の
確認について（伺い）4

平成22年03月11日 起案
水道部本庁舎１階書庫改修工事に係る工事完了確認について（報告）

5

平成21年10月14日 起案
水道部本庁舎耐震補強その他工事設計業務委託の打合せについて（報告）

6

平成21年12月18日 起案
水道部本庁舎１階書庫改修工事に係る設計図書について（供覧）

7

平成21年06月09日 起案
平成22年度住宅・建築物安全ストック形成事業の概算要望等に係る書類の
提出について（伺い）8

平成21年11月24日 起案
水道部本庁舎１階書庫改修工事に係る事務依頼について（伺い）

9

平成22年01月21日 起案
水道部本庁舎屋上防水改修及び階段塗装工事に係る工事完了確認につい
て（報告）10

平成21年06月30日 起案
水道部本庁舎耐震補強その他工事設計業務委託の施工管理について（伺
い）11

平成21年04月09日 起案
平成21年度建築物耐震改修等事業補助申請に係る書類の提出について
（伺い）12

平成21年06月23日 起案
水道部本庁舎耐震化事業に係る国庫補助の取扱いについて（伺い）

13

平成21年06月26日 復命
住宅・建築物改修等事業（水道部庁舎）に係る東北地方整備局への説明に
ついて（報告）14

平成21年07月21日 起案
水道部本庁舎耐震化事業に係る国庫補助の取扱い関係打合せ報告につい
て（報告）15

平成22年02月05日 起案
平成22年度建築関連予定事業について（回答伺い）

16

平成21年11月26日 収受
住宅・建築物安全ストック形成事業・地域住宅交付金を活用したアスベスト改
修等に係る特別交付税措置について（供覧）17

平成21年07月07日 収受
住宅・建築物安全ストック形成事業に係る地方公営企業（盛岡市水道部）の
取扱いについて（供覧）18

平成22年03月11日 収受
平成22年度「住宅・建築物安全ストック形成事業（建築物耐震改 修事業）」に
ついて（供覧）19

平成21年09月16日 収受
アスベスト改修事業　平成21年度事業進捗及び平成22年度概算要望等に関
する調書について（供覧）20

平成21年09月10日 収受
平成22年度「住宅・建築物安全ストック形成事業（建築物耐震改 修事業）」に
ついて（供覧）21



索引目次

平成21年度 庁舎営繕 水道部/総務課/契約財産係

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

K15

平成21年05月21日 収受
住宅・建築物安全ストック形成事業補助金交付申請の受付について（供覧）

22

平成22年01月06日 収受
地域活性化・きめ細かな臨時交付金の意向確認について（供覧）

23



索引目次

平成21年度 借地関係 水道部/総務課/契約財産係

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

K16

平成21年04月01日 起案
行政財産使用許可について(報告)

1

平成21年12月14日 起案
旧飯岡浄水場取水口用地借用について(伺い)

2

平成22年03月19日 起案
土地登記事項証明申請について

3

平成21年02月27日 起案
平成21年度行政財産使用許可申請について(伺い)

4

平成21年12月25日 起案
行政財産使用許可（継続）申請について

5

平成22年03月17日 起案
旧飯岡浄水場取水口用地借用に係る契約の締結について(伺い)

6

平成21年12月25日 起案
行政財産使用許可（継続）申請について

7

平成21年03月27日 起案
土地の賃貸借契約に係る継続更新について(伺い)

8

平成22年03月17日 起案
旧飯岡浄水場取水口用地借用に係る契約の締結について(報告)

9



索引目次

平成21年度 土地建物貸付 水道部/総務課/契約財産係

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

K16

平成21年10月23日 起案
行政財産使用許可について（伺い）

1

平成21年07月16日 起案
行政財産使用許可について（伺い）

2

平成22年02月02日 起案
行政財産使用許可申請手続きに係る通知について（伺い）

3

平成21年04月01日 起案
行政財産使用許可について（伺い）

4

平成21年07月21日 起案
行政財産使用許可について（伺い）

5



索引目次

平成21年度 土地建物買収処分 水道部/総務課/契約財産係

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

K16

平成22年01月14日 起案
水道施設用地の寄附の受諾について(伺い）

1

平成22年01月14日 起案
水道用地資産経理に係る固定資産税評価額の照会について(伺い）

2

平成22年01月18日 起案
水道施設用地の取得に係る資産経理について(伺い）

3

平成21年05月22日 起案
水道施設用地の取得に係る資産経理について(伺い）

4

平成21年05月18日 起案
水道用地資産経理に係る固定資産税評価額の照会について(伺い）

5

平成21年05月14日 起案
水道施設用地の寄附の受諾について(伺い）

6

平成21年12月03日 起案
市道三ツ割７号線に係る土地の所属換えについて(伺い）

7



索引目次

平成21年度 入札資格審査委員会 水道部/総務課/契約財産係

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22年02月22日 起案
平成21年度第７回水道部競争入札参加資格審査委員会の開催について(伺
い）1

平成21年08月04日 起案
水道部建設工事に係る談合情報について(報告）

2

平成21年05月15日 起案
水道部競争入札参加資格審査委員会の審議結果の報告について(伺い）

3

平成21年09月14日 起案
水道部建設関連業務委託の発注方法について（伺い）

4

平成21年04月16日 起案
平成21年度第１回水道部競争入札参加資格審査委員会の開催について(伺
い）5

平成21年08月11日 起案
平成21年度第３回水道部競争入札参加資格審査委員会の開催について(伺
い）6

平成21年08月17日 起案
平成21年度第４回水道部競争入札参加資格審査委員会の開催について(伺
い）7

平成21年06月01日 起案
競争入札参加資格審査申請の取扱いに係る委員会審議について(伺い）

8

平成21年06月22日 起案
競争入札参加資格審査申請の取扱いに係る委員会審議について(伺い）

9

平成21年07月29日 起案
競争入札参加資格審査申請の取扱いに係る委員会審議について(伺い）

10

平成21年07月31日 起案
競争入札参加資格審査申請の取扱いに係る委員会審議について(伺い）

11

平成21年09月07日 起案
第５回水道部競争入札参加資格審査委員会の審議結果の報告について(伺
い）12

平成21年08月19日 起案
第３回水道部競争入札参加資格審査委員会の審議結果の報告について(伺
い）13

平成21年05月01日 起案
競争入札参加資格審査申請の取扱いに係る委員会審議について(伺い）

14

平成21年09月08日 起案
下太田外地内配水流量計等設置工事の談合情報に係る事情聴取の結果に
ついて(報告）15

平成21年09月09日 起案
第６回水道部競争入札参加資格審査委員会の審議結果の報告について(伺
い）16

平成21年08月25日 起案
第４回水道部競争入札参加資格審査委員会の審議結果の報告について(伺
い）17

平成21年09月08日 起案
平成21年度第６回水道部競争入札参加資格審査委員会の開催について(伺
い）18

平成21年05月26日 起案
競争入札参加資格審査申請の取扱いに係る委員会審議について(伺い）

19

平成21年12月08日 起案
競争入札参加資格審査申請の取扱いに係る委員会審議について(伺い）

20

平成21年11月25日 起案
競争入札参加資格審査申請の取扱いに係る委員会審議について(伺い）

21



索引目次

平成21年度 入札資格審査委員会 水道部/総務課/契約財産係

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22年03月01日 起案
第７回水道部競争入札参加資格審査委員会の審議結果の報告について(伺
い）22

平成21年08月05日 起案
水道部競争入札参加資格審査委員会の審議結果の報告について(報告・伺
い）23

平成21年08月11日 起案
水道部建設工事の談合情報に係る事情聴取の結果について(報告）

24



索引目次

平成21年度 工事検査 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

K00

平成22年03月05日 起案
工事検査の実施について／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（伺い）1

平成22年02月23日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／太田地区土地区画整理事業地内
配水管布設工事（伺い）2

平成21年07月27日 起案
工事検査の実施について／高松二丁目地内配水管布設工事（伺い）

3

平成21年11月06日 起案
工事検査の実施について／本宮字上越場地内配水管布設工事（伺い）

4

平成22年03月01日 起案
工事検査の実施について／手代森6地割外地内配水流量計更新工事（伺
い）5

平成21年05月27日 起案
総合評価落札方式競争入札対象工事における工事成績評定について（伺
い）6

平成21年09月15日 起案
工事検査の実施について／道明地区土地区画整理事業地内配水管布設工
事その２（伺い）7

平成21年05月26日 起案
工事成績評定書プログラムの修正について（伺い）

8

平成21年11月02日 起案
工事検査の実施について／中津川取水口電動取水ゲート整備工事（伺い）

9

平成22年03月04日 起案
工事検査の実施について／水道部本庁舎１階書庫改修工事（伺い）

10

平成21年09月15日 起案
工事検査の実施について／沢田浄水場排水池・排泥池可動トラフ用電動弁
等点検整備工事（伺い）11

平成21年09月15日 起案
工事検査の実施について／沢田浄水場脱水機棟UPS修繕工事（伺い）

12

平成22年02月26日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／米内浄水場浄水処理系監視制御
設備更新工事（伺い）13

平成21年12月15日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／緑が丘一丁目地内配水管布
設工事（伺い）14

平成22年03月09日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／下太田外地内配水流量計等設置
工事（伺い）15

平成22年03月11日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／手代森6地割外地内配水流量計
更新工事（伺い）16

平成22年02月15日 起案
工事検査の実施について／太田地区土地区画整理事業地内配水管布設工
事（伺い）17

平成22年03月26日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／新庄浄水場内資材倉庫整備
外工事（伺い）18

平成22年03月29日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／盛岡南新都市開発整備事業地区
内配水管布設工事その２（伺い）19

平成21年10月27日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／鉈屋町地内配水管布設工事
（伺い）20

平成21年11月10日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／本宮字上越場地内配水管布
設工事（伺い）21
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平成21年10月30日 起案
工事検査の実施について／北ノ浦ポンプ場1号受水槽水位計更新工事（伺
い）22

平成21年08月07日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／玉山区芋田地内配水管布設工事
（伺い）23

平成21年12月07日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／中屋敷浄水場3号活性炭ろ過池
活性炭再生工事（伺い）24

平成21年10月28日 起案
工事検査の実施について／新庄～高松系廃止配水幹線管内充填工事（伺
い）25

平成22年01月28日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／手代森6地割外地内配水管
布設工事（伺い）26

平成21年12月08日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／沢田浄水場急速ろ過池表洗ポン
プ等更新工事（伺い）27

平成21年12月08日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／沢田浄水場フラッシュミキサー（1
号）減速機等更新工事（伺い）28

平成21年12月08日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／新庄～中屋敷系配水幹線布設工
事（伺い）29

平成21年12月08日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／若園町外地内配水管布設替工事
（伺い）30

平成21年08月05日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／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（伺い）31

平成21年08月07日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／高松二丁目地内配水管布設工事
（伺い）32

平成21年11月13日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／中津川取水口電動取水ゲート整
備工事（伺い）33

平成21年12月15日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／上田一丁目地内配水流量計等更
新工事（伺い）34

平成22年01月18日 起案
工事検査の実施について／愛宕町外地内配水管布設替工事（伺い）

35

平成21年12月03日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／上田一丁目地内配水管布設
替工事（伺い）36

平成21年11月13日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／岩脇町外地内鉛製給水管布
設替工事（伺い）37

平成22年03月09日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／下太田外地内配水流量計等
設置工事（伺い）38

平成21年12月03日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／米内浄水場外区分用高圧気
中開閉器更新工事（伺い）39

平成21年10月30日 起案
工事検査の実施について／山岸三丁目地内配水管布設工事（伺い）

40

平成21年09月18日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／玉山区下田字牡丹野地内配水管
布設工事（伺い）41

平成21年12月09日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／沢田浄水場急速ろ過池表洗
ポンプ等更新工事（伺い）42
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平成21年11月30日 起案
工事検査の実施について／若園町外地内配水管布設替工事（伺い）

43

平成22年01月08日 起案
工事検査の実施について／水道部本庁舎屋上防水改修及び階段塗装工事
（伺い）44

平成22年01月12日 起案
工事検査の実施について／新庄浄水場４号活性炭吸着池活性炭再生工事
（伺い）45

平成22年01月15日 起案
工事検査の実施について／松尾町外地内配水管布設替工事（伺い）

46

平成21年11月10日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／本宮字上越場地内配水管布設工
事（伺い）47

平成21年12月09日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／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（伺い）48

平成22年03月31日 起案
工事検査の実施について／一級河川南川総合流域防災事業関連配水幹線
仮設工事（伺い）49

平成22年03月26日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／沢田浄水場外脱水機整備工
事（伺い）50

平成21年12月15日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／新庄～中屋敷系配水幹線布
設工事（伺い）51

平成22年03月10日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／玉山系テレメータ装置移設そ
の他工事（伺い）52

平成21年12月07日 起案
工事検査の実施について／上田一丁目地内配水流量計等更新工事（伺い）

53

平成21年11月24日 起案
工事検査の実施について／米内浄水場脱水機用コンプレッサー整備工事
（伺い）54

平成21年10月23日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／鉈屋町地内配水管布設工事（伺
い）55

平成21年12月09日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／米内浄水場脱水機用コンプ
レッサー整備工事（伺い）56

平成21年09月24日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／道明地区土地区画整理事業地内
配水管布設工事その２（伺い）57

平成21年12月14日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／中屋敷浄水場3号活性炭ろ
過池活性炭再生工事（伺い）58

平成21年09月15日 起案
工事検査の実施について／本宮ポンプ場送配水ポンプ(２号)更新工事（伺
い）59

平成21年12月08日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／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（伺い）60

平成21年12月15日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／上田一丁目地内配水流量計
等更新工事（伺い）61

平成22年03月29日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／沢田浄水場沈でん池上屋屋根鉄
骨改修工事（伺い）62

平成21年11月13日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／中津川取水口電動取水ゲー
ト整備工事（伺い）63
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平成21年10月30日 起案
工事検査の実施について／沢田浄水場排水処理汚泥引抜ポンプ等更新工
事（伺い）64

平成21年10月30日 起案
工事検査の実施について／沢田浄水場排水処理施設外フェンス等修繕工
事（伺い）65

平成21年09月25日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／本宮ポンプ場送配水ポンプ
(２号)更新工事（伺い）66

平成21年09月15日 起案
工事検査の実施について／水質計器点検整備工事（伺い）

67

平成21年09月14日 起案
工事検査の実施について／防災設備センター上部修繕その他工事（伺い）

68

平成21年09月14日 起案
工事検査の実施について／玉山区下田字牡丹野地内配水管布設工事（伺
い）69

平成21年12月01日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／米内浄水場脱水機用コンプレッ
サー整備工事（伺い）70

平成22年01月15日 起案
工事検査の実施について／手代森6地割外地内配水管布設工事（伺い）

71

平成22年02月26日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／玉山系監視設備更新工事（伺い）

72

平成21年11月25日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／前九年三丁目地内配水管布
設替工事（伺い）73

平成21年08月18日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／高松二丁目地内配水管布設
工事（伺い）74

平成21年10月26日 起案
工事検査の実施について／岩脇町外地内鉛製給水管布設替工事（伺い）

75

平成22年02月08日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／米内浄水場シダレ桜外樹勢回復
治療工事（伺い）76

平成21年11月30日 起案
工事検査の実施について／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（伺い）77

平成22年02月23日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／太田地区土地区画整理事業
地内配水管布設工事（伺い）78

平成21年11月12日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／新庄～高松系廃止配水幹線
管内充填工事（伺い）79

平成22年03月26日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／新庄配水系外配水監視システム
整備工事（伺い）80

平成22年01月20日 起案
工事検査の実施について／沢田浄水場系東部配水幹線布設工事（伺い）

81

平成22年01月26日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／手代森6地割外地内配水管布設
工事（伺い）82

平成22年01月26日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／水道部本庁舎屋上防水改修
及び階段塗装工事（伺い）83

平成22年01月26日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／新庄浄水場４号活性炭吸着
池活性炭再生工事（伺い）84
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平成22年03月10日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／中屋敷浄水場薬品注入設備更新
工事（伺い）85

平成21年11月10日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／新庄～高松系廃止配水幹線管内
充填工事（伺い）86

平成22年03月23日 起案
工事検査の実施について／新庄浄水場内資材倉庫整備外工事（伺い）

87

平成21年12月01日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／上田一丁目地内配水管布設替工
事（伺い）88

平成22年03月11日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／手代森6地割外地内配水流
量計更新工事（伺い）89

平成22年02月09日 起案
工事検査の実施について／乙部30地割地内減圧弁更新その他工事（伺い）

90

平成22年02月03日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／愛宕町外地内配水管布設替
工事（伺い）91

平成22年03月10日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／中津川取水場導水ポンプ（３
号）整備その他工事（伺い）92

平成22年03月26日 起案
工事検査の実施について／盛岡南新都市開発整備事業地区内配水管布設
工事その３（伺い）93

平成22年03月02日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／米内浄水場緩速ろ過池出水井屋
上防水改修工事（伺い）94

平成22年03月26日 起案
工事検査の実施について／盛岡南新都市開発整備事業地区内配水管布設
工事その２（伺い）95

平成22年03月10日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／玉山系テレメータ装置移設その他
工事（伺い）96

平成22年02月25日 起案
工事検査の実施について／中津川取水場導水ポンプ（３号）制御インバータ
更新工事（伺い）97

平成21年12月16日 起案
工事検査の実施について／三ツ割字櫃石地内配水管移設工事（伺い）

98

平成22年03月31日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／沢田浄水場沈でん池上屋屋
根鉄骨改修工事（伺い）99

平成22年02月08日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／米内浄水場濃縮槽汚泥引抜ポン
プ点検整備工事（伺い）100

平成22年03月30日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／津志田１地割地内配水管移
設工事（伺い）101

平成22年03月25日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／新庄浄水場内資材倉庫整備外工
事（伺い）102

平成22年02月01日 起案
工事検査の実施について／米内浄水場シダレ桜外樹勢回復治療工事（伺
い）103

平成22年03月01日 起案
工事検査の実施について／中津川取水場導水ポンプ（３号）整備その他工
事（伺い）104

平成22年02月19日 起案
工事検査の実施について／米内浄水場緩速ろ過池出水井屋上防水改修工
事（伺い）105
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平成22年03月31日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／盛岡南新都市開発整備事業
地区内配水管布設工事その２（伺い）106

平成22年03月12日 起案
工事検査の実施について／米内浄水場畑井野取水口流量計設置工事（伺
い）107

平成22年02月02日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／つつじが丘外地内鉛製給水管布
設替工事（伺い）108

平成22年03月29日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／盛岡南新都市開発整備事業地区
内配水管布設工事その３（伺い）109

平成22年03月31日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／新庄配水系外配水監視シス
テム整備工事（伺い）110

平成22年02月02日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／沢田浄水場系東部配水幹線布設
工事（伺い）111

平成22年03月26日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／中屋敷浄水場高速沈でん池
棟外壁補修工事（伺い）112

平成22年03月25日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／沢田浄水場外脱水機整備工事
（伺い）113

平成21年11月10日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／山岸三丁目地内配水管布設工事
（伺い）114

平成22年02月15日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／米内浄水場シダレ桜外樹勢
回復治療工事（伺い）115

平成22年03月31日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／米内浄水場６号急速ろ過池
浄水弁等更新工事（伺い）116

平成22年02月05日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／沢田浄水場系東部配水幹線
布設工事（伺い）117

平成22年03月31日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／米内浄水場畑井野取水口流
量計設置工事（伺い）118

平成22年03月15日 起案
工事検査の実施について／沢田浄水場外脱水機整備工事（伺い）

119

平成22年02月25日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／乙部30地割地内減圧弁更新
その他工事（伺い）120

平成22年03月17日 起案
工事検査の実施について／新庄浄水場ろ過水低濁度計設置工事（伺い）

121

平成22年03月18日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／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（伺い）122

平成22年03月25日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／新庄浄水場ろ過水低濁度計設置
工事（伺い）123

平成22年03月26日 起案
工事検査の実施について／沢田浄水場沈でん池上屋屋根鉄骨改修工事
（伺い）124

平成22年02月19日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／乙部30地割地内減圧弁更新その
他工事（伺い）125

平成22年01月21日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／水道部本庁舎屋上防水改修及び
階段塗装工事（伺い）126
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平成21年11月30日 起案
工事検査の実施について／沢田浄水場フラッシュミキサー（1号）減速機等更
新工事（伺い）127

平成22年03月10日 起案
工事検査の実施について／大館町外地内鉛製給水管布設替工事（伺い）

128

平成22年03月26日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／大館町外地内鉛製給水管布
設替工事（伺い）129

平成21年11月26日 起案
工事検査の実施について／緑が丘一丁目地内配水管布設工事（伺い）

130

平成22年03月23日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／西青山二丁目外地内鉛製給
水管布設替工事（伺い）131

平成21年11月30日 起案
工事検査の実施について／米内浄水場外区分用高圧気中開閉器更新工事
（伺い）132

平成22年03月18日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／西青山二丁目外地内鉛製給水管
布設替工事（伺い）133

平成22年03月26日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／新庄浄水場ろ過水低濁度計
設置工事（伺い）134

平成22年01月04日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／三ツ割字櫃石地内配水管移
設工事（伺い）135

平成21年09月25日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／沢田浄水場脱水機棟UPS修繕工
事（伺い）136

平成22年02月15日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／新庄浄水場活性炭吸着池逆
洗流量調整弁更新工事（伺い）137

平成22年01月26日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／愛宕町外地内配水管布設替工事
（伺い）138

平成22年02月12日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／本宮字小板小瀬外地内配水
管布設工事（伺い）139

平成22年03月25日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／中屋敷浄水場高速沈でん池棟外
壁補修工事（伺い）140

平成21年11月30日 起案
工事検査の実施について／新庄～中屋敷系配水幹線布設工事（伺い）

141

平成21年09月25日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／沢田浄水場排水池・排泥池可動ト
ラフ用電動弁等点検整備工事（伺い）142

平成21年09月24日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／玉山区下田字牡丹野地内配
水管布設工事（伺い）143

平成21年12月24日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／三ツ割字櫃石地内配水管移設工
事（伺い）144

平成21年09月24日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／道明地区土地区画整理事業
地内配水管布設工事その２（伺い）145

平成21年09月24日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／水質計器点検整備工事（伺い）

146

平成21年09月25日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／防災設備センター上部修繕
その他工事（伺い）147
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平成22年01月21日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／松尾町外地内配水管布設替工事
（伺い）148

平成21年09月24日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／水質計器点検整備工事（伺
い）149

平成21年11月12日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／沢田浄水場排水処理汚泥引
抜ポンプ等更新工事（伺い）150

平成21年11月19日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／前九年三丁目地内配水管布設替
工事（伺い）151

平成22年03月02日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／加賀野四丁目外地内配水管布設
替工事（伺い）152

平成21年11月05日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／岩脇町外地内鉛製給水管布設替
工事（伺い）153

平成22年03月29日 起案
工事検査の実施について／津志田１地割地内配水管移設工事（伺い）

154

平成22年03月09日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／中津川取水場導水ポンプ（３
号）制御インバータ更新工事（伺い）155

平成21年10月15日 起案
工事検査の実施について／鉈屋町地内配水管布設工事（伺い）

156

平成22年03月23日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／米内浄水場６号急速ろ過池浄水
弁等更新工事（伺い）157

平成21年11月12日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／山岸三丁目地内配水管布設
工事（伺い）158

平成22年01月22日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／松尾町外地内配水管布設替
工事（伺い）159

平成22年03月08日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／米内浄水場緩速ろ過池出水
井屋上防水改修工事（伺い）160

平成21年09月24日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／新庄浄水場オートジャーテスタ点
検整備工事（伺い）161

平成22年01月25日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／新庄浄水場４号活性炭吸着池活
性炭再生工事（伺い）162

平成22年02月15日 起案
工事検査の実施について／下米内一丁目地内鉛製給水管布設替工事（伺
い）163

平成21年10月30日 起案
工事検査の実施について／夕顔瀬町地内配水管布設替工事（伺い）

164

平成22年03月08日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／水道部本庁舎１階書庫改修工事
（伺い）165

平成21年09月25日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／防災設備センター上部修繕その
他工事（伺い）166

平成21年12月01日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／米内浄水場外区分用高圧気中開
閉器更新工事（伺い）167

平成22年03月03日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／下米内一丁目地内鉛製給水
管布設替工事（伺い）168
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平成21年11月18日 起案
工事検査の実施について／前九年三丁目地内配水管布設替工事（伺い）

169

平成22年02月16日 起案
工事検査の実施について／玉山系監視設備更新工事（伺い）

170

平成21年09月25日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／本宮ポンプ場送配水ポンプ(２号)
更新工事（伺い）171

平成21年11月06日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／夕顔瀬町地内配水管布設替
工事（伺い）172

平成21年11月05日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／夕顔瀬町地内配水管布設替工事
（伺い）173

平成22年01月20日 起案
工事検査の実施について／つつじが丘外地内鉛製給水管布設替工事（伺
い）174

平成21年11月30日 起案
工事検査の実施について／上田一丁目地内配水管布設替工事（伺い）

175

平成22年02月16日 起案
工事検査の実施について／米内浄水場浄水処理系監視制御設備更新工事
（伺い）176

平成22年03月23日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／米内浄水場畑井野取水口流量計
設置工事（伺い）177

平成22年03月18日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／大館町外地内鉛製給水管布設替
工事（伺い）178

平成21年11月30日 起案
工事検査の実施について／沢田浄水場急速ろ過池表洗ポンプ等更新工事
（伺い）179

平成22年02月10日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／本宮字小板小瀬外地内配水管布
設工事（伺い）180

平成21年11月06日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／沢田浄水場排水処理施設外フェ
ンス等修繕工事（伺い）181

平成22年03月31日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／一級河川南川総合流域防災
事業関連配水幹線仮設工事（伺い）182

平成22年03月30日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／津志田１地割地内配水管移設工
事（伺い）183

平成21年12月09日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／若園町外地内配水管布設替
工事（伺い）184

平成22年03月12日 起案
工事検査の実施について／新庄浄水場脱水機整備その他工事（伺い）

185

平成22年03月31日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／一級河川南川総合流域防災事業
関連配水幹線仮設工事（伺い）186

平成21年08月05日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／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（伺い）187

平成22年03月19日 起案
工事検査の実施について／米内浄水場６号急速ろ過池浄水弁等更新工事
（伺い）188

平成21年11月30日 起案
工事検査の実施について／中屋敷浄水場3号活性炭ろ過池活性炭再生工
事（伺い）189
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平成22年03月09日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／中津川取水場導水ポンプ（３号）
制御インバータ更新工事（伺い）190

平成22年02月26日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／米内浄水場浄水処理系監視
制御設備更新工事（伺い）191

平成21年07月31日 起案
工事検査の実施について／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（伺い）192

平成22年02月26日 起案
工事検査の実施について／加賀野四丁目外地内配水管布設替工事（伺い）

193

平成22年02月24日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／下米内一丁目地内鉛製給水管布
設替工事（伺い）194

平成22年03月16日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／中屋敷浄水場薬品注入設備
更新工事（伺い）195

平成21年11月06日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／沢田浄水場排水処理汚泥引抜ポ
ンプ等更新工事（伺い）196

平成22年02月01日 起案
工事検査の実施について／新庄浄水場活性炭吸着池逆洗流量調整弁更新
工事（伺い）197

平成21年09月11日 起案
工事検査の実施について／新庄浄水場オートジャーテスタ点検整備工事
（伺い）198

平成22年03月12日 起案
工事検査の実施について／中屋敷浄水場高速沈でん池棟外壁補修工事
（伺い）199

平成22年03月16日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／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（伺い）200

平成22年02月09日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／新庄浄水場活性炭吸着池逆洗流
量調整弁更新工事（伺い）201

平成22年03月12日 起案
工事検査の実施について／西青山二丁目外地内鉛製給水管布設替工事
（伺い）202

平成22年02月26日 起案
工事検査の実施について／玉山系テレメータ装置移設その他工事（伺い）

203

平成22年02月10日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／つつじが丘外地内鉛製給水
管布設替工事（伺い）204

平成22年01月29日 起案
工事検査の実施について／中屋敷浄水場次亜注入設備点検整備工事（伺
い）205

平成22年03月31日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／盛岡南新都市開発整備事業
地区内配水管布設工事その３（伺い）206

平成22年02月26日 起案
工事検査の実施について／中屋敷浄水場薬品注入設備更新工事（伺い）

207

平成22年02月26日 起案
工事検査の実施について／下太田外地内配水流量計等設置工事（伺い）

208

平成22年03月17日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／新庄浄水場脱水機整備その他工
事（伺い）209

平成22年02月26日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／玉山系監視設備更新工事
（伺い）210
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平成22年02月09日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／中屋敷浄水場次亜注入設備点検
整備工事（伺い）211

平成21年08月03日 起案
工事検査の実施について／玉山区芋田地内配水管布設工事（伺い）

212

平成22年03月09日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／加賀野四丁目外地内配水管
布設替工事（伺い）213

平成21年11月06日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／北ノ浦ポンプ場1号受水槽水位計
更新工事（伺い）214

平成22年03月17日 起案
工事検査の実施について／新庄配水系外配水監視システム整備工事（伺
い）215

平成22年03月18日 起案
工事成績評定結果の報告及び通知について／新庄浄水場脱水機整備その
他工事（伺い）216

平成21年12月08日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／緑が丘一丁目地内配水管布設工
事（伺い）217

平成22年02月01日 起案
工事検査の実施について／米内浄水場濃縮槽汚泥引抜ポンプ点検整備工
事（伺い）218

平成22年01月29日 起案
工事検査の実施について／本宮字小板小瀬外地内配水管布設工事（伺い）

219

平成22年03月09日 起案
工事検査完了の報告及び通知について／中津川取水場導水ポンプ（３号）
整備その他工事（伺い）220
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平成21年07月21日 起案
平成21年度９月補正予算要求及び主要事業の進捗状況に係る管理者ヒアリ
ングについて（伺い）1

平成21年12月26日 起案
平成21年度公共事業執行状況調査（12月末現在）について（伺い）

2

平成21年06月12日 起案
｢地域活性化・経済危機対策臨時交付金｣を活用した事業計画の提出につい
て（伺い）3

平成21年10月05日 起案
平成21年度公共事業執行状況調査（９月末現在）について（伺い）

4

平成22年03月05日 起案
平成21年度盛岡市水道事業会計補正予算（第1号）原案の送付について（伺
い）5

平成21年09月14日 起案
平成21年度12月市議会定例会提出の補正予算について（伺い）

6

平成22年02月19日 起案
平成22年度盛岡市水道事業会計予算原案の送付について（伺い）

7

平成21年09月08日 起案
平成21年度公共事業執行状況調査（８月末現在）について（伺い）

8

平成21年12月25日 起案
平成21年度３月市議会定例会提出の補正予算について（伺い）

9

平成21年04月08日 起案
平成21年度水道事業会計予算書の送付について（伺い）

10

平成21年04月06日 収受
平成21年度二戸市水道事業会計予算書の送付について（供覧）

11

平成21年04月06日 収受
平成21年度陸前高田市水道事業会計予算書の送付について（供覧）

12

平成21年04月06日 起案
平成21年度6月市議会定例会提出の補正予算について（伺い）

13

平成21年11月17日 起案
平成22年度予算編成方針及び見積要領について（伺）

14

平成21年08月05日 起案
平成21年度公共事業執行状況調査（７月末現在）について（伺い）

15

平成21年06月11日 起案
平成21年度９月市議会定例会提出の補正予算について（伺い）

16

平成21年07月02日 起案
平成21年度公共事業執行状況調査（６月末現在）について（伺い）

17

平成21年10月09日 起案
平成21年度12月補正予算要求に係る管理者ヒアリングについて（伺い）

18

平成21年04月06日 収受
平成21年度大船渡市水道事業会計予算書の送付について（供覧）

19

平成21年11月30日 起案
平成22年度当初予算要求に係る管理者ヒアリングについて（伺い）

20

平成21年06月09日 起案
｢地域活性化・経済危機対策臨時交付金｣を活用した事業計画の提出につい
て（伺い）21



索引目次

平成21年度 財務諸務 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

K10

平成21年09月24日 起案
平成22年度予算編成に関する基礎データ調査について（伺い）

22

平成21年04月01日 収受
平成21年度花巻市上水道事業会計予算書の送付について（供覧）

23

平成21年06月25日 収受
平成21年度青森市水道事業会計予算書の送付について／青森市（供覧）

24

平成21年04月06日 収受
平成21年度水道事業会計予算書の送付について（供覧）／北上市

25

平成21年08月24日 収受
平成20年度水道事業決算等の調査について／鹿児島市（供覧）

26

平成21年04月06日 収受
平成21年度久慈市水道事業会計予算書の送付について（供覧）

27

平成21年04月17日 収受
平成21年度水道事業会計予算書の送付について（供覧）／山形市

28

平成21年07月30日 収受
平成21年度予算書等の送付について／和歌山市（供覧）

29

平成21年08月06日 収受
「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き」（冊子
版）について（供覧）30

平成21年04月06日 収受
平成21年度奥州市水道事業会計予算書の送付について（供覧）

31

平成21年04月06日 収受
平成21年度宮古市水道事業会計予算書の送付について（供覧）

32

平成21年04月22日 収受
平成21年度水道事業会計予算書について／会津若松市（供覧）

33

平成21年06月26日 収受
水道事業の財政状況について／いわき市（供覧）

34

平成21年07月09日 収受
「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き」の送付
について（供覧）35

平成21年04月30日 収受
平成21年度水道事業会計予算書の送付について／福島市（供覧）

36

平成21年04月22日 収受
平成21年度予算書の送付について／秋田市（供覧）

37

平成21年04月27日 収受
平成21年度予算書の送付について／仙台市（供覧）

38

平成21年08月05日 収受
平成21年度予算書等の送付について／熊本市（供覧）

39

平成21年04月23日 収受
平成21年度水道事業会計予算書について／郡山市（供覧）

40

平成21年08月12日 収受
平成21年度事務事業の効率化等に伴う調査について／長崎市（供覧）

41

平成21年09月03日 収受
「平成２０年度水道事業年報」等のご利用について／弘前市

42



索引目次

平成21年度 財務諸務 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

K10

平成21年04月20日 収受
平成21年度水道事業会計予算書の送付について（供覧）／八戸市

43



索引目次

平成21年度 決算関係 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１種

分類記号

K12

平成21年06月24日 起案
平成20年度消費税及び地方消費税の確定申告について（伺い）

1

平成21年09月30日 起案
平成20年度盛岡市水道事業剰余金の処分について（伺い）

2



索引目次

平成21年度 ダム負担金（御所ダム維持管理負担金 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

K13

平成22年02月22日 収受
平成21 年度堰堤維持費に係る電気事業者等負担金の 予定額の変更（第１
回）について（通知）1

平成21年05月22日 収受
平成21年度堰堤維持費に係る電気事業者等負担金の予定額について（供
覧）2

平成21年12月03日 収受
平成21 年度堰堤維持費及び堰堤改良費に係る電気事業者等負担金の 今
後の徴収について（通知）3

平成22年03月04日 収受
平成１９年度発生のダム災害復旧費（御所ダム）に係る負担額の国庫納付に
ついて（通知）4



索引目次

平成21年度 ダム負担金（綱取ダム関係） 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

K13

平成21年08月03日 起案
平成21年度綱取ダム共同施設の維持及び修繕に関する実施計画の変更に
ついて（伺い）1

平成21年12月04日 起案
第２回綱取ダム管理連絡会の開催について（伺い）

2

平成21年05月29日 起案
綱取ダム管理連絡会の開催について（伺い）

3

平成21年04月15日 起案
平成21年度綱取ダム共同施設の維持及び修繕に関する実施計画について
（伺い）4

平成21年12月16日 起案
平成21年度第２回綱取ダム管理連絡会議について（報告）

5

平成22年01月21日 収受
平成21年度綱取ダム管理費用の精算見込み額について

6

平成21年09月01日 収受
平成20年度綱取ダム管理費用の確定額について（供覧）

7

平成21年11月13日 収受
平成22年度ダム管理実施計画に係る当初見込みについて（供覧）

8



索引目次

平成21年度 一般会計繰入金 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

K14

平成21年06月10日 起案
平成20年度消火栓の設置及び管理等に要する経費資料の提出依頼につい
て（伺い）1

平成21年11月05日 起案
平成22年度予算に係る消火栓の設置及び管理等に要する経費に係る一般
会計負担金予算関係資料の送付について（伺い）2

平成21年09月02日 起案
公設消火栓の新設等に係る経費の請求について（伺い）

3

平成22年03月04日 起案
水道水源開発事業費補助，出資金及び安全対策事業出資金交付について
（伺い）4

平成22年01月21日 起案
平成21年度水源開発及び上水道安全対策事業に要する経費に係る一般会
計繰出金の3月補正予算対応について（伺い）5

平成21年06月26日 起案
公設消火栓の新設等に係る経費の確定について（伺い）

6

平成21年11月05日 起案
平成22年度水道水源開発，上水道安全対策事業等に要する経費に係る一
般会計繰出金予算確保資料の送付について（伺い）7

平成21年09月25日 起案
平成22年度予算に係る消火栓の設置及び管理等に要する経費資料の提出
依頼について（伺い）8

平成22年03月17日 起案
平成21年度水道水源開発，上水道安全対策事業に要する経費に係る一般
会計繰出金交付請求について（伺い）9



索引目次

平成21年度 水道水源開発等施設整備費国庫補助 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

K14

平成21年06月12日 起案
水道水源開発等施設整備費国庫補助事業に関する留意事項について（伺
い）1

平成22年03月26日 起案
平成21年度３月分公共事業施行状況調査について（伺い）

2

平成21年12月24日 起案
平成21年度12月分公共事業施行状況調査について（伺い）

3

平成21年07月01日 起案
平成21年度公共事業施行状況調査について（伺い）／６月分

4

平成21年08月04日 起案
平成21年度７月分公共事業施行状況の調査について（伺い）

5

平成21年09月16日 起案
 平成21年度水道施設等国庫補助事業に係る日程確認について（伺い）

6

平成22年03月04日 起案
平成21年度２月分公共事業施行状況調査について（伺い）

7

平成22年02月12日 起案
平成22年度水道水源開発等施設整備費国庫補助事業に係る本省繰越実施
の依頼について （伺い）8

平成21年12月01日 起案
平成21年度11月分公共事業施行状況調査について（伺い）

9

平成21年07月02日 起案
「水道水源開発等施設整備費の国庫補助について」の資料修正について
（伺い）10

平成21年06月30日 起案
工事進捗状況報告書の提出について(伺)

11

平成21年07月27日 起案
平成21年度７月分公共事業施行状況調査について（伺い）

12

平成22年01月26日 起案
平成21年度１月分公共事業施行状況調査について（伺い）

13

平成22年03月01日 起案
平成21年度２月分公共事業施行状況調査について（伺い）

14

平成21年04月30日 起案
平成21年度水道施設整備費補助金に係る請求計画について（伺い）

15

平成21年04月30日 起案
公共事業施行状況の調査に係る照会について(平成21年度事業対象)（伺
い）16

平成21年12月16日 起案
平成21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（第４
回）について （伺い）17

平成21年08月04日 起案
平成22年度水道施設整備費国庫補助金の概算要望額調べについて（伺い）

18

平成21年08月04日 起案
水道施設整備費国庫補助金の所要額調べについて（伺い）

19

平成21年07月29日 起案
平成22年度水道施設整備費国庫補助金の概算要望額調べについて（伺い）

20

平成21年11月06日 起案
平成21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（第３
回）について （伺い）21



索引目次

平成21年度 水道水源開発等施設整備費国庫補助 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

K14

平成21年10月01日 起案
平成21年度９月分公共事業施行状況調査及び水道施設整備費国庫補助事
業執行計画書の提出について（伺い）22

平成21年10月15日 起案
平成21年度水道施設整備費国庫補助事業執行計画書の提出について（伺
い）23

平成21年10月28日 起案
平成21年度10月分公共事業施行状況調査について（伺い）

24

平成21年09月30日 起案
平成21年度水道水源開発等施設整備費国庫補助事業第２･四半期状況報
告書の提出について （伺い）25

平成21年09月02日 起案
平成21年度８月分公共事業施行状況調査について（伺い）

26

平成21年08月25日 起案
平成21年度８月分公共事業施行状況調査について（伺い）

27

平成21年05月08日 起案
議決議案証明交付申請について（伺い）

28

平成21年07月29日 起案
水道施設整備費国庫補助金の所要額調べについて（伺い）

29

平成22年01月04日 起案
平成21年度12月分公共事業施行状況調査について（伺い）

30

平成21年06月12日 起案
水道水源開発等施設整備費の国庫補助について（伺い）

31

平成21年10月05日 起案
平成21年度９月分公共事業施行状況調査について（伺い）

32

平成21年12月24日 起案
平成21年度水道水源開発等施設整備費国庫補助事業第３･四半期状況報
告書の提出について （伺い）33

平成21年07月09日 起案
水道水源開発等施設整備費の国庫補助について（伺い）

34

平成22年03月19日 起案
平成22年度追加要望調査において要望予定の事業について（伺い）

35

平成21年11月27日 起案
平成21年度11月分公共事業施行状況調査について（伺い）

36

平成21年06月12日 起案
水道施設整備等国庫補助事業事務処理マニュアルについて（伺い）

37

平成22年01月29日 起案
平成21年度１月分公共事業施行状況調査について（伺い）

38

平成21年12月02日 起案
工事進捗状況報告書の提出について(伺)

39

平成21年07月01日 起案
平成21年度水道水源開発等施設整備費国庫補助事業第1･四半期状況報
告書の提出について （伺い）40

平成22年03月29日 起案
平成21年度３月分公共事業施行状況調査について（伺い）

41

平成21年07月03日 起案
平成21年度公共事業施行状況の調査について（伺い）／６月分

42



索引目次

平成21年度 水道水源開発等施設整備費国庫補助 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

K14

平成21年09月02日 起案
工事進捗状況報告書の提出について(伺)

43

平成21年11月04日 起案
平成22年度水道施設整備費国庫補助事業の要望書等の提出について（伺
い）44

平成21年10月30日 起案
平成21年度10月分公共事業施行状況調査について（伺い）

45

平成21年09月08日 起案
平成22年度水道施設整備費国庫補助事業に係る補助要望について（伺い）

46

平成21年05月29日 起案
公共事業施行状況の調査に係る照会について(平成21年度事業対象)／５月
分（伺い）47

平成21年05月08日 収受
水道施設整備事業の評価の実施について（供覧）

48

平成21年11月17日 収受
平成21年度水道水源開発等施設整備費補助金決定通知書について（供覧）

49

平成21年06月08日 収受
水道施設整備等国庫補助事業事務処理マニュアルについて（供覧）

50

平成21年07月23日 収受
水道施設災害復旧事業の査定について（供覧）

51

平成21年07月15日 収受
簡易水道等施設整備費国庫補助事業に関する留意事項について

52

平成21年07月15日 収受
簡易水道等施設整備費の国庫補助について

53



索引目次

平成21年度 水道事業経営審議会 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１種

分類記号

K20

平成21年09月24日 起案
平成21年度第１回盛岡市水道事業経営審議会の会議結果について（伺い）

1

平成22年03月01日 起案
平成21年度第２回盛岡市水道事業経営審議会に係る資料等の送付につい
て（伺い）2

平成21年08月27日 起案
平成21年度第１回盛岡市水道事業経営審議会に係る資料等の送付につい
て（伺い）3

平成21年04月09日 起案
「審議会等一覧表」の作成について（伺い）

4

平成21年10月06日 起案
平成21年度第１回盛岡市水道事業経営審議会会議結果のお知らせについ
て（伺い）5

平成21年07月24日 起案
平成21年度第１回盛岡市水道事業経営審議会における市長挨拶原稿につ
いて（伺い）6

平成21年07月13日 起案
平成21年度第１回盛岡市水道事業経営審議会の開催通知及び傍聴要領等
について（伺い）7

平成21年11月10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）

8

平成21年09月25日 起案
新庄浄水場会議室等の借用について（伺い）

9

平成22年01月20日 起案
盛岡市水道事業経営審議会委員の委嘱及び平成21年度第２回盛岡市水道
事業経営審議会の開催について（伺い）10

平成21年08月27日 起案
平成21年度第１回盛岡市水道事業経営審議会報酬明細書の送付について
（伺い）11

平成21年11月06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）12

平成21年10月08日 起案
平成21年度盛岡市水道事業経営審議会現地視察に係る報酬明細書の送付
について（伺い）13

平成21年07月28日 起案
平成21年度第１回盛岡市水道事業経営審議会に係る部内打合わせについ
て（伺い）14

平成22年01月18日 起案
盛岡市水道事業経営審議会委員の任期満了に伴う次期委員の個人依頼に
ついて（伺い）15

平成22年03月15日 起案
平成21年度第２回盛岡市水道事業経営審議会の会議結果について（伺い）

16

平成22年02月08日 起案
平成21年度第２回盛岡市水道事業経営審議会の出席者について（報告）

17

平成22年01月29日 起案
平成21年度第２回盛岡市水道事業経営審議会の開催通知及び傍聴要領等
について（伺い）18

平成21年11月25日 起案
審議会等における女性委員の発言について（伺い）

19

平成21年08月17日 起案
平成21年度第１回盛岡市水道事業経営審議会に係る資料の送付について
（伺い）20

平成21年07月13日 起案
平成21年度第１回盛岡市水道事業経営審議会に係る日程概要調整表につ
いて（伺い）21



索引目次

平成21年度 水道事業経営審議会 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１種

分類記号

K20

平成21年04月02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）

22

平成21年08月27日 起案
盛岡市水道事業経営審議会委員の現地視察について（伺い）

23

平成22年01月29日 起案
平成21年度第２回盛岡市水道事業経営審議会に係る部内打合わせについ
て（伺い）24

平成21年09月29日 起案
平成21年度盛岡市水道事業経営審議会現地視察の出席者について（報告）

25

平成21年07月07日 起案
平成21年度第１回盛岡市水道事業経営審議会の開催について（伺い）

26

平成21年06月23日 起案
盛岡市水道事業経営審議会委員の委嘱について（伺い）

27

平成22年02月25日 起案
平成21年度第２回盛岡市水道事業経営審議会報酬明細書の送付について
（伺い）28

平成22年02月12日 起案
平成21年度第２回盛岡市水道事業経営審議会に係る資料の送付について
（伺い）29

平成21年08月06日 起案
平成21年度第１回盛岡市水道事業経営審議会の出席者について（報告）

30

平成22年01月29日 起案
平成21年度第２回盛岡市水道事業経営審議会に係る日程概要調整表につ
いて（伺い）31

平成21年12月10日 起案
盛岡市水道事業経営審議会委員の任期満了に伴う次期委員の推薦依頼等
に係る事務手続について（伺い）32

平成22年02月08日 起案
平成21年度第２回盛岡市水道事業経営審議会における市長挨拶原稿につ
いて（伺い）33

平成22年03月23日 起案
平成21年度第２回盛岡市水道事業経営審議会会議結果のお知らせについ
て（伺い）34

平成21年10月09日 起案
平成21年度盛岡市水道事業経営審議会現地視察について（報告）

35

平成21年07月28日 収受
平成21年度第１回盛岡市水道事業経営審議会の主催者あいさつについて
（回覧）36

平成21年12月08日 収受
市議会議員選出各種委員会等委員の推薦について（供覧）

37



索引目次

平成21年度 水道事業基本計画（資産管理） 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１種

分類記号

K21

平成21年11月13日 起案
水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）の取組状況に関する調査
について（伺い）1

平成21年12月17日 起案
水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）の取組状況に関する調査
について（伺い）2



索引目次

平成21年度 水道事業基本計画（新基本計画） 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１種

分類記号

K21

平成22年03月26日 起案
新盛岡市水道事業基本計画後期実施計画の策定について(伺い)

1

平成21年06月22日 起案
基本計画後期実施計画の策定等に係る総務課長ヒアリングの実施について
（伺い） 2

平成21年07月08日 起案
平成21年度第1回盛岡市水道事業基本計画策定委員会の開催について（伺
い） 3

平成22年01月26日 起案
平成21年度第3回盛岡市水道事業基本計画策定委員会の開催について（伺
い） 4

平成21年06月30日 起案
基本計画後期実施計画の策定等に係る総務課長ヒアリング結果について
（報告）5

平成21年07月27日 起案
基本計画後期実施計画期間における予算計画書の作成について（伺い） 

6

平成21年08月25日 起案
平成21年度第1回盛岡市水道事業基本計画策定委員会の開催結果につい
て（報告）7



索引目次

平成21年度 水道事業基本計画（新しい総合計画） 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１種

分類記号

K21

平成21年07月30日 起案
盛岡市総合計画実施計画（平成22年度～24年度）に係る主要事業調書の作
成について（伺い）1

平成21年05月12日 起案
総合計画実施計画主要事業の実績調べについて（伺い）

2

平成21年07月02日 起案
盛岡市総合計画実施計画（平成22年度～平成24年度）に係る主要事業調書
の作成について（伺い）3

平成21年05月27日 起案
総合計画実施計画主要事業の実績調べについて（伺い）

4



索引目次

平成21年度 金融機関関係 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

K10

平成22年02月15日 起案
議決議案証明書の交付申請について（伺い）

1

平成21年12月11日 起案
出納取扱金融機関等に対する検査結果について（報告）

2

平成22年03月09日 起案
収支日計表等の様式変更について（伺い）

3

平成21年10月15日 起案
出納取扱金融機関等に対する検査の実施について（伺い）

4

平成22年03月12日 起案
残高確認証明書の回答について（伺い）

5

平成21年09月18日 起案
残高確認証明書の回答について（伺い）

6



索引目次

平成21年度 金融機関関係（契約関係） 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１種

分類記号

K10

平成22年01月26日 起案
水道部と下水道部の組織統合に伴う出納及び収納取扱金融機関との協議に
ついて（伺い）1

平成22年03月04日 起案
下水道部との統合に伴う岩手銀行への名義等変更手続について（伺い）

2



索引目次

平成21年度 資金前渡職員 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

K10

平成21年04月10日 起案
平成21年度職員給与支給に係る資金前渡職員の届出について（報告）

1

平成21年04月06日 起案
平成21年度職員給与支給に係る資金前渡職員について（伺い）

2

平成21年04月02日 起案
平成21年度職員給与支給に係る資金前渡職員決定通知書の提出について
（伺い）3



索引目次

平成21年度 決算関係 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１種

分類記号

K12

平成21年05月29日 起案
平成20年度盛岡市水道事業会計決算書の提出について（伺い）

1

平成21年06月30日 起案
平成20年度盛岡市水道事業会計決算に関する照会事項について（伺い）

2

平成21年06月17日 起案
平成20年度盛岡市水道事業会計決算に関する照会事項について（伺い）

3



索引目次

平成21年度 決算状況調査 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１種

分類記号

K12

平成21年05月29日 起案
平成20年度地方公営企業決算状況調査に係る回答について（伺）

1

平成21年04月30日 起案
平成20年度地方公営企業決算状況調査にかかる各課照会について（伺）

2



索引目次

平成21年度 収支月計 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

K13

平成21年08月07日 起案
平成21年７月分収支月計表の証明依頼について（伺い）

1

平成21年09月01日 起案
平成21年８月分収支月計表の証明依頼について（伺い）

2

平成21年07月03日 起案
平成21年６月分収支月計表の証明依頼について（伺い）

3

平成22年03月02日 起案
平成22年２月分収支月計表の証明依頼について（伺い）

4

平成21年10月05日 起案
平成21年９月分収支月計表の証明依頼について（伺い）

5

平成21年06月03日 起案
平成21年５月分収支月計表の証明依頼について（伺い）

6

平成22年02月03日 起案
平成22年１月分収支月計表の証明依頼について（伺い）

7

平成21年11月04日 起案
平成21年10月分収支月計表の証明依頼について（伺い）

8

平成22年01月05日 起案
平成21年12月分収支月計表の証明依頼について（伺い）

9

平成21年04月02日 起案
平成21年３月分収支月計表の証明依頼について（伺い）

10

平成21年05月07日 起案
平成21年４月分収支月計表の証明依頼について（伺い）

11

平成21年12月07日 起案
平成21年11月分収支月計表の証明依頼について（伺い）

12



索引目次

平成21年度 預金組替通知書 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

K14

平成22年02月19日 起案
資金運用（平成22年２月22日）について（伺い）

1

平成21年04月27日 起案
資金運用（平成21年4月28日）について（伺い）

2

平成21年08月13日 起案
資金運用（平成21年８月14日）について（伺い）

3

平成21年04月30日 起案
資金運用（平成21年４月30日）について（伺い）

4

平成21年09月09日 起案
資金運用（平成21年９月10日）について（伺い）

5

平成22年03月17日 起案
資金運用（平成22年３月30・31日）について（伺い）

6

平成21年06月09日 起案
資金運用（平成21年6月10日）について（伺い）

7

平成21年11月06日 起案
資金運用（平成21年11月10日）について（伺い）

8

平成21年10月09日 起案
資金運用（平成21年10月13日）について（伺い）

9

平成22年01月29日 起案
資金運用（平成22年１月29日）について（伺い）

10

平成21年12月28日 起案
資金運用（平成21年12月28日）について（伺い）

11

平成22年02月25日 起案
資金運用（平成22年２月26日）について（伺い）

12

平成21年11月04日 起案
資金運用（平成21年11月5日）について（伺い）

13

平成21年09月30日 起案
資金運用（平成21年９月30日）について（伺い）

14

平成21年11月30日 起案
資金運用（平成21年11月30日）について（伺い）

15

平成21年12月09日 起案
資金運用（平成21年12月10日）について（伺い）

16

平成21年08月28日 起案
資金運用（平成21年８月31日）について（伺い）

17

平成21年11月06日 起案
資金運用（平成21年11月９日）について（伺い）

18

平成21年05月29日 起案
資金運用（平成21年５月29日）について（伺い）

19

平成21年07月30日 起案
資金運用（平成21年７月31日）について（伺い）

20

平成21年05月08日 起案
資金運用（平成21年５月12日）について（伺い）

21



索引目次

平成21年度 預金組替通知書 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

K14

平成21年10月29日 起案
資金運用（平成21年10月30日）について（伺い）

22

平成21年07月09日 起案
資金運用（平成21年７月10日）について（伺い）

23

平成21年06月30日 起案
資金運用（平成21年６月30日）について（伺い）

24

平成21年04月01日 起案
資金運用（平成21年4月1日）について

25

平成21年05月27日 起案
資金運用（平成21年５月28日）について（伺い）

26

平成21年09月28日 起案
資金運用（平成21年９月29日）について（伺い）

27



索引目次

平成21年度 他会計貸付金 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

K14

平成22年02月15日 起案
病院事業会計と水道事業会計の資金融通について（伺い）

1

平成21年12月24日 起案
下水道事業会計と水道事業会計の資金融通について（伺い）

2

平成22年02月05日 起案
下水道事業会計と水道事業会計の資金融通計画の変更について（伺い）

3
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