
索引目次

平成21年度 業務委託等（平成21年度ブロック別給 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成22年03月31日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

1

平成22年03月31日 収受
業務委託完了届の届出について（報告）

2

平成22年03月31日 起案
業務委託の検査調書及び完了検査完了通知書について（伺い）

3

平成21年04月17日 収受
委託業務着手届等の届出について（報告）

4

平成21年04月09日 起案
業務委託契約に係る随意契約の実施について（伺い）

5

平成21年04月16日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

6

平成22年03月31日 起案
業務委託の完了検査について（伺い）

7



索引目次

平成21年度 業務委託等（平成21年度配・給水管漏 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成21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21年06月01日 起案
漏水調査業務委託実施に係る協力依頼について（伺い）

2

平成21年05月29日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成21年05月28日 収受
契約書類の送付について（供覧）

4

平成21年05月29日 収受
業務委託着手届等の提出について（報告）

5

平成21年06月08日 起案
身分証明書交付について（伺い）

6

平成21年05月29日 収受
委託代金内訳書届の提出について（報告）

7

平成21年12月04日 収受
業務委託完成引渡書について（報告）

8

平成21年05月18日 起案
業務委託契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

9

平成21年05月29日 収受
作業計画書届の提出について（報告）

10

平成21年06月08日 収受
身分証明書交付願の提出について（報告）

11

平成21年12月03日 起案
業務委託検査調書及び完了検査通知書について（伺い）

12

平成21年11月25日 起案
業務完了検査について（伺い）

13

平成21年11月25日 収受
業務委託完了届の届出について（報告）

14



索引目次

平成21年度 業務委託等（減圧弁保守点検業務委託 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成21年08月14日 収受
委託業務完了届出について（報告）

1

平成21年07月14日 起案
監督員の通知について（伺い）

2

平成21年07月10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21年07月01日 起案
業務委託契約に係る随意契約の実施について（伺い）

4

平成21年07月14日 収受
着手届等の届出について（報告）

5

平成21年08月19日 起案
業務委託検査調書及び完了検査通知書について（伺い）

6

平成21年07月13日 収受
契約書類の送付について（供覧）

7

平成21年08月14日 起案
業務委託完了検査について（伺い）

8

平成21年08月14日 収受
減圧弁保守点検業務委託報告書の提出について（供覧）

9



索引目次

平成21年度 業務委託等（平成21年度公設消火栓点 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成21年09月01日 収受
平成２１年度公設消火栓点検業務委託（単価契約）の８月分の報告書につい
て（報告）1

平成21年07月14日 収受
公設消火栓点検業務計画書について（報告）

2

平成21年07月10日 収受
業務委託着手届等の届出について（報告）

3

平成21年08月28日 収受
公設消火栓点検業務計画書について（報告）

4

平成21年08月03日 収受
平成２１年度公設消火栓点検業務委託（単価契約）の７月分の報告書につい
て（報告）5

平成21年07月09日 収受
契約書類の送付について（供覧）

6

平成21年08月07日 収受
公設消火栓点検業務計画書について（報告）

7

平成21年11月04日 収受
公設消火栓点検業務計画書について（報告）

8

平成21年09月10日 収受
公設消火栓点検業務計画書について（報告）

9

平成21年07月08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21年10月01日 起案
業務委託の完成・精算確認について（報告）

11

平成21年12月01日 起案
業務委託の完成・精算確認について（報告）

12

平成21年07月10日 起案
監督員の通知について（伺い）

13

平成21年12月01日 収受
平成２１年度公設消火栓点検業務委託（単価契約）の１１月分の報告書につ
いて（報告）14

平成21年06月12日 起案
平成２１年度公設消火栓点検業務委託の実施について（伺い）

15

平成21年06月29日 起案
業務委託契約に係る随意契約の実施について（伺い）

16

平成21年08月03日 起案
業務委託の完成・精算確認について（報告）

17

平成21年11月02日 起案
業務委託の完成・精算確認について（報告）

18

平成21年10月14日 収受
公設消火栓点検業務計画書について（報告）

19

平成21年09月01日 起案
業務委託の完成・精算確認について（報告）

20

平成21年10月01日 収受
平成２１年度公設消火栓点検業務委託（単価契約）の９月分の報告書につい
て（報告）21



索引目次

平成21年度 業務委託等（平成21年度公設消火栓点 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成21年09月28日 収受
公設消火栓点検業務計画書について（報告）

22

平成21年11月02日 収受
平成２１年度公設消火栓点検業務委託（単価契約）の１０月分の報告書につ
いて（報告）23



索引目次

平成21年度 業務委託等（水道施設管理図整備業務 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成21年09月03日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成21年08月24日 起案
業務委託契約に係る随意契約の実施について（伺い）

2

平成21年09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

平成22年02月26日 起案
業務委託検査調書及び完了検査通知書について（伺い）

4

平成21年09月04日 収受
着手届等の提出について（報告）

5

平成22年02月18日 起案
完成検査について（伺い）

6

平成21年09月14日 収受
住所変更届の提出について（供覧）

7

平成21年09月03日 収受
契約書類の送付について（供覧）

8



索引目次

平成21年度 業務委託等（減圧弁保守点検業務委託 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成21年06月11日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成21年07月31日 起案
業務委託完了検査について（伺い）

2

平成21年06月04日 起案
業務委託契約に係る随意契約の実施について（伺い）

3

平成21年07月31日 収受
委託業務完了届出について（報告）

4

平成21年08月03日 起案
業務委託検査調書及び完了検査通知書について（伺い）

5

平成21年06月12日 収受
着手届等の届出について

6

平成21年06月10日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

7



索引目次

平成21年度 業務委託等（平成21年度ロードサーベ 水道部/配水管理課/漏水対策係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成21年10月05日 収受
平成21年度ロードサーベイ保守点検業務委託９月分報告書の提出について

1

平成21年12月04日 収受
平成21年度ロードサーベイ保守点検業務委託11月分報告書の提出につい
て2

平成21年02月20日 起案
平成21年度ロードサーベイ保守点検業務委託（単価契約）契約の実施につ
いて（伺い）3

平成21年09月03日 収受
平成21年度ロードサーベイ保守点検業務委託８月分報告書の提出について

4

平成21年11月04日 収受
平成21年度ロードサーベイ保守点検業務委託10月分報告書の提出につい
て5

平成21年12月04日 起案
平成21年度ロードサーベイ保守点検業務委託11月分報告書の提出につい
て（供覧）6

平成22年03月31日 起案
平成21年度ロードサーベイ保守点検業務委託３月分報告書の提出について
（供覧）7

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）

8

平成21年08月04日 起案
平成21年度ロードサーベイ保守点検業務委託７月分報告書の提出について
（供覧）9

平成21年03月17日 起案
業務委託契約に係る随意契約の実施について（伺い）

10

平成21年09月03日 起案
平成21年度ロードサーベイ保守点検業務委託８月分報告書の提出について
（供覧）11

平成21年07月06日 起案
平成21年度ロードサーベイ保守点検業務委託６月分報告書の提出について
（供覧）12

平成21年05月07日 起案
平成21年度ロードサーベイ保守点検業務委託４月分報告書の提出について

13

平成21年04月01日 起案
監督員の通知について（伺い）

14

平成21年06月04日 起案
平成21年度ロードサーベイ保守点検業務委託５月分報告書の提出について
（供覧）15

平成22年03月05日 起案
平成21年度ロードサーベイ保守点検業務委託２月分報告書の提出について
（供覧）16

平成21年08月04日 収受
平成21年度ロードサーベイ保守点検業務委託７月分報告書の提出について

17

平成22年02月05日 起案
平成21年度ロードサーベイ保守点検業務委託１月分報告書の提出について
（供覧）18

平成21年10月05日 起案
平成21年度ロードサーベイ保守点検業務委託９月分報告書の提出について
（供覧）19

平成22年01月05日 起案
平成21年度ロードサーベイ保守点検業務委託12月分報告書の提出につい
て（供覧）20

平成21年04月01日 収受
契約書類の送付について（供覧）

21



索引目次

平成21年度 業務委託等（平成21年度ロードサーベ 水道部/配水管理課/漏水対策係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成21年05月07日 収受
平成21年度ロードサーベイ保守点検業務委託４月分報告書の提出について

22

平成21年04月01日 収受
業務委託着手届等の届出について（報告）

23

平成21年06月04日 収受
平成21年度ロードサーベイ保守点検業務委託５月分報告書の提出について

24

平成21年07月06日 収受
平成21年度ロードサーベイ保守点検業務委託６月分報告書の提出について

25

平成21年11月04日 起案
平成21年度ロードサーベイ保守点検業務委託10月分報告書の提出につい
て（供覧）26

平成22年03月31日 収受
平成21年度ロードサーベイ保守点検業務委託３月分報告書の提出について

27

平成22年03月05日 収受
平成21年度ロードサーベイ保守点検業務委託２月分報告書の提出について

28

平成22年01月05日 収受
平成21年度ロードサーベイ保守点検業務委託12月分報告書の提出につい
て29

平成22年02月05日 収受
平成21年度ロードサーベイ保守点検業務委託１月分報告書の提出について

30



索引目次

平成21年度 業務委託等（平成21年度自記録水圧計 水道部/配水管理課/漏水対策係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成21年07月02日 起案
平成21年度自記録水圧計保守点検業務委託（６月分）の完成・精算確認に
ついて1

平成21年04月01日 収受
契約書類の送付について（供覧）

2

平成21年10月05日 起案
平成21年度自記録水圧計保守点検業務委託（９月分）の完成・精算確認に
ついて3

平成22年01月05日 起案
平成21年度自記録水圧計保守点検業務委託（12月分）の完成・精算確認に
ついて4

平成21年12月04日 起案
平成21年度自記録水圧計保守点検業務委託（11月分）の完成・精算確認に
ついて5

平成21年06月01日 起案
平成21年度自記録水圧計保守点検業務委託（5月分）の完成・精算確認に
ついて6

平成21年08月07日 収受
平成21年度自記録水圧計保守点検業務委託報告書（７月分)

7

平成21年02月20日 起案
平成21年度自記録水圧計保守点検業務委託（単価契約）

8

平成21年03月17日 起案
業務委託契約に係る随意契約の実施について（伺い）

9

平成21年04月01日 収受
作業責任者及び点検技術者届の届出について（報告）

10

平成21年05月07日 起案
平成21年度自記録水圧計保守点検業務委託（4月分）の完成・精算確認に
ついて11

平成22年02月05日 起案
平成21年度自記録水圧計保守点検業務委託（1月分）の完成・精算確認に
ついて12

平成21年09月07日 起案
平成21年度自記録水圧計保守点検業務委託（８月分）の完成・精算確認に
ついて13

平成21年11月04日 起案
平成21年度自記録水圧計保守点検業務委託（10月分）の完成・精算確認に
ついて14

平成22年03月04日 起案
平成21年度自記録水圧計保守点検業務委託（2月分）の完成・精算確認に
ついて15

平成22年03月31日 起案
平成21年度自記録水圧計保守点検業務委託（3月分）の完成・精算確認に
ついて16

平成21年09月07日 収受
平成21年度自記録水圧計保守点検業務委託報告書（8月分)

17

平成22年01月05日 収受
平成21年度自記録水圧計保守点検業務委託報告書（12月分)

18

平成21年10月05日 収受
平成21年度自記録水圧計保守点検業務委託報告書（９月分)

19

平成22年03月04日 収受
平成21年度自記録水圧計保守点検業務委託報告書（2月分)

20

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）

21



索引目次

平成21年度 業務委託等（平成21年度自記録水圧計 水道部/配水管理課/漏水対策係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成21年12月04日 収受
平成21年度自記録水圧計保守点検業務委託報告書（11月分)

22

平成21年06月08日 収受
平成21年度自記録水圧計保守点検業務委託報告書（5月分)

23

平成22年03月31日 収受
平成21年度自記録水圧計保守点検業務委託報告書（3月分)

24

平成21年08月07日 起案
平成21年度自記録水圧計保守点検業務委託（７月分）の完成・精算確認に
ついて25

平成21年05月07日 収受
自記録水圧計点検業務委託報告書

26

平成21年07月02日 収受
平成21年度自記録水圧計保守点検業務委託報告書（6月分)

27

平成22年02月05日 収受
平成21年度自記録水圧計保守点検業務委託報告書（1月分)

28

平成21年11月04日 収受
平成21年度自記録水圧計保守点検業務委託報告書（10月分)

29



索引目次

平成21年度 使用契約 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成22年02月01日 起案
普通財産（土地）の借り受けについて（伺い）

1

平成22年03月15日 起案
普通財産（土地）の借受契約の締結について（伺い）

2

平成22年03月24日 起案
鉄道用地の継続使用について（伺い）

3

平成21年04月01日 起案
鉄道用地使用（継続）の契約について（伺い）

4

平成21年04月01日 起案
鉄道用地使用（継続）の契約について（伺い）

5

平成21年04月01日 起案
鉄道用地使用（継続）の契約について（伺い）

6

平成21年04月24日 収受
変更通知書（供覧）

7

平成21年08月03日 収受
変更通知書について（供覧）

8



索引目次

平成21年度 行政財産使用許可 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成21年04月01日 収受
行政財産使用許可について（供覧）

1

平成21年04月01日 収受
行政財産使用許可について（供覧）

2

平成21年07月17日 起案
公園内行為許可申請書の提出について（伺い）

3

平成22年03月10日 起案
行政財産使用許可申請（更新）について（伺い）

4

平成21年07月28日 収受
公園内行為許可について（供覧）

5

平成21年04月01日 収受
防犯灯添架申請書（継続）

6

平成21年04月01日 起案
防犯灯添架申請書（継続）

7



索引目次

平成21年度 道路等占用許可（公園占用更新　公園 水道部/配水管理課/漏水対策係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成21年04月06日 起案
公園占用許可申請について（伺い）

1

平成21年04月22日 収受
公園占用許可申請について

2



索引目次

平成21年度 道路等占用許可（河川占用更新　盛岡 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成22年03月16日 収受
河川占用許可の更新について（報告）

1

平成21年05月25日 収受
河川占用許可の更新申請について（報告）

2

平成21年05月25日 収受
河川占用許可の更新申請について（報告）

3

平成21年05月25日 収受
河川占用許可の更新申請について（報告）

4

平成21年12月03日 起案
河川占用許可の更新申請について（伺い）

5

平成22年03月16日 収受
河川占用許可の更新について（報告）

6

平成21年12月03日 起案
河川占用許可の更新申請について（伺い）

7



索引目次

平成21年度 道路等占用許可（県道占用更新　盛岡 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成22年03月05日 起案
道路占用の廃止について（伺い）

1

平成22年03月05日 起案
道路占用許可の更新について（伺い）

2

平成21年06月04日 収受
道路占用許可の更新について（報告）

3

平成21年06月04日 収受
道路占用許可の更新について（報告）

4



索引目次

平成21年度 道路等占用許可（河川占用更新　盛岡 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成22年01月29日 起案
水路占用許可の更新申請について（伺い）

1

平成22年02月03日 起案
下水道排水施設等占用許可の更新申請について（伺い）

2

平成22年03月26日 収受
水路占用許可の更新申請について（報告）

3

平成22年03月26日 収受
河川占用許可の更新申請について（報告）

4

平成22年01月29日 起案
河川占用許可の更新申請について（伺い）

5



索引目次

平成21年度 道路等占用許可（作業申請・国県道） 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成21年10月07日 起案
道路工事着工届について（伺い）

1

平成21年12月03日 起案
道路占用に伴う作業申請書について（伺い）

2

平成22年01月28日 起案
道路占用作業物件保守作業作業届について（伺い）

3

平成21年11月30日 起案
道路占用作業物件保守作業作業届について（伺い）

4

平成21年09月28日 起案
道路占用に伴う作業申請書について（伺い）

5

平成21年07月01日 収受
道路占用作業物件保守作業届の回答について（供覧）

6

平成22年02月19日 起案
道路工事完了届について（伺い）

7

平成22年02月15日 起案
道路工事着工届について（伺い）

8

平成21年12月11日 起案
道路工事着工届について（伺い）

9

平成22年02月12日 起案
占用物件維持修繕撤去等の作業に係る道路工事着手届について（伺い）

10

平成21年07月01日 収受
道路占用作業物件保守作業届の回答について（供覧）

11

平成21年04月16日 収受
道路占用作業物件保守作業届の回答について（供覧）

12

平成21年04月15日 収受
道路占用作業物件保守作業届の回答について（供覧）

13

平成22年01月13日 収受
道路占用物件の維持修繕、撤去等作業承認について（供覧）

14

平成21年05月15日 収受
道路占用作業物件保守作業届の回答について（供覧）

15

平成21年04月13日 収受
道路占用作業物件保守作業届の回答について（供覧）

16

平成22年02月09日 収受
道路占用作業物件保守作業届の回答について（供覧）

17

平成21年04月30日 収受
道路占用作業物件保守作業届の回答について（供覧）

18

平成21年12月10日 起案
道路占用作業物件保守作業作業届について（伺い）

19

平成21年07月13日 収受
道路占用物件保守作業届の回答について（供覧）

20

平成21年08月07日 起案
道路工事完了届について（伺い）

21



索引目次

平成21年度 道路等占用許可（作業申請・国県道） 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成21年05月20日 起案
道路占用に伴う作業申請書について（伺い）

22

平成21年06月15日 起案
道路工事完了届について（伺い）

23

平成21年05月15日 起案
道路占用作業物件保守作業に係る着手届について（伺い）

24

平成21年04月06日 起案
道路占用作業物件保守作業届について（伺い）

25

平成21年08月21日 起案
道路占用作業物件保守作業作業届について（伺い）

26

平成21年07月03日 起案
道路占用作業物件保守作業に係る着手届について（伺い）

27

平成21年05月13日 起案
道路占用に伴う作業申請書について（伺い）

28

平成21年06月29日 起案
道路占用作業物件保守作業届について（伺い）

29

平成21年07月09日 起案
道路占用物件保守作業届について（伺い）

30

平成21年04月27日 起案
道路占用作業物件保守作業に係る着手届について（伺い）

31

平成22年03月01日 起案
占用物件維持修繕撤去等の作業に係る道路工事完了届について（伺い）

32

平成21年09月02日 起案
道路占用作業物件保守作業等に係る完了届について（伺い）

33

平成21年11月06日 収受
道路占用作業物件保守作業届の回答について（供覧）

34

平成21年05月08日 起案
道路占用作業物件保守作業に係る着手届について（伺い）

35

平成21年04月13日 起案
道路占用作業物件保守作業届について（伺い）

36

平成21年04月16日 起案
道路占用作業物件保守作業に係る着手届について（伺い）

37

平成21年04月27日 起案
道路占用作業物件保守作業届について（伺い）

38

平成21年07月21日 起案
道路占用物件保守作業等に係る着手届について（伺い）

39

平成21年07月17日 起案
道路工事完了届について（伺い）

40

平成21年04月09日 起案
道路占用作業物件保守作業届について（伺い）

41

平成21年07月06日 起案
道路占用作業物件保守作業に係る着手届について（伺い）

42



索引目次

平成21年度 道路等占用許可（作業申請・国県道） 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成21年05月07日 起案
道路占用作業物件保守作業に係る完成届について（伺い）

43

平成21年06月29日 起案
道路占用作業物件保守作業届について（伺い）

44

平成21年04月16日 起案
道路占用作業物件保守作業に係る着手届について（伺い）

45

平成21年05月13日 起案
道路占用作業物件保守作業届について（伺い）

46

平成22年03月16日 起案
道路工事完了届について（伺い）

47

平成21年09月30日 収受
道路占用に伴う作業指示書について（供覧）

48

平成22年03月16日 起案
道路工事完了届について（伺い）

49

平成21年11月02日 起案
道路占用作業物件保守作業作業届について（伺い）

50

平成22年01月07日 起案
道路占用物件の維持修繕、撤去等作業承認申請について（伺い）

51

平成21年12月08日 収受
道路占用に伴う作業指示書について（供覧）

52



索引目次

平成21年度 道路等占用許可（市道） 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成21年09月04日 起案
市道占用許可申請について（伺い）

1

平成21年11月17日 起案
新庄配水系外配水監視システム整備工事に係る事前協議について

2

平成21年04月07日 起案
市道占用許可申請について（伺い）

3

平成21年08月11日 起案
市道占用許可取下げ願について（伺い）

4

平成21年12月01日 収受
新庄配水系外配水監視システム整備工事に係る事前協議について（供覧）

5

平成22年03月26日 収受
道路掘削許可について（供覧）

6

平成22年01月12日 収受
道路工事施行承認について（供覧）

7

平成21年10月26日 収受
市道占用許可について（供覧）

8

平成22年01月15日 収受
道路占用許可について（供覧）

9

平成21年09月18日 収受
道路占用許可について（供覧）

10

平成22年02月08日 収受
市道占用許可について（供覧）

11

平成21年04月13日 収受
市道占用許可について（供覧）

12

平成21年10月21日 起案
市道占用許可申請について（伺い）

13

平成21年10月16日 起案
道路工事施工承認申請書について（伺い）

14

平成21年11月04日 収受
市道占用許可について（供覧）

15

平成21年08月20日 収受
市道占用許可について（供覧）

16

平成21年10月15日 起案
市道占用許可申請について（伺い）

17

平成21年08月21日 収受
道路占用許可について（供覧）

18

平成21年08月11日 起案
市道占用許可申請について（伺い）

19

平成22年01月21日 起案
市道占用許可申請について（伺い）

20

平成21年12月17日 起案
市道占用許可申請について（伺い）

21



索引目次

平成21年度 道路等占用許可（市道） 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成21年08月11日 収受
市道占用許可について（供覧）

22

平成22年01月04日 収受
市道占用許可について（供覧）

23

平成21年11月13日 収受
道路工事施行承認について（供覧）

24

平成21年07月29日 起案
市道占用許可申請について（伺い）

25

平成21年08月19日 起案
市道占用許可申請について（伺い）

26

平成21年11月10日 収受
市道占用許可について（供覧）

27

平成22年01月07日 起案
道路工事施行承認申請について（伺い）

28

平成21年08月24日 起案
市道占用許可申請について（伺い）

29

平成22年01月08日 起案
市道占用許可申請について（伺い）

30

平成21年12月25日 起案
市道占用許可申請について（伺い）

31

平成21年10月27日 起案
市道占用許可申請について（伺い）

32

平成22年03月23日 起案
道路掘削許可について（伺い）

33

平成21年09月01日 収受
市道占用許可について（供覧）

34

平成22年01月04日 収受
市道占用許可について（供覧）

35

平成21年11月12日 起案
道路工事施行承認申請について（伺い）

36



索引目次

平成21年度 道路等占用許可（国県道） 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成21年04月21日 収受
道路占用許可（変更）について（供覧）

1

平成22年03月11日 起案
道路占用許可（新規）について（伺い）

2

平成22年03月18日 起案
道路管理者変更に伴なう道路占用許可申請の事務依頼について（伺い）

3

平成21年05月19日 収受
道路占用許可（変更）について（供覧）

4

平成22年01月13日 起案
道路占用工事に係る完成届について（伺い）

5

平成21年10月26日 起案
道路占用許可申請書（変更）について（伺い）

6

平成21年10月27日 起案
道路占用許可（新規）について（伺い）

7

平成21年10月27日 起案
道路占用許可（新規）について（伺い）

8

平成21年11月17日 起案
道路工事完了届について（伺い）

9

平成21年11月17日 起案
道路占用工事に係る着手届について（伺い）

10

平成21年10月06日 起案
道路占用作業物件保守作業（廃止）に係る着手届について（伺い）

11

平成21年12月08日 起案
本宮字小坂小瀬外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）12

平成21年10月28日 起案
道路占用作業物件保守作業（廃止）に係る完了届について（伺い）

13

平成22年02月12日 起案
道路占用許可申請書（変更）について（伺い）

14

平成21年07月13日 起案
道路占用工事に係る完了届について（伺い）

15

平成21年06月01日 起案
道路占用許可（新規）について（伺い）

16

平成22年02月12日 起案
道路占用許可申請書（変更）について（伺い）

17

平成21年05月07日 起案
道路占用工事に係る着手届について（伺い）

18

平成22年01月08日 起案
道路占用工事に係る着手届について（伺い）

19

平成22年02月04日 起案
道路占用工事に係る着手届について（伺い）

20

平成22年03月03日 収受
道路占用許可（変更）について（供覧）

21



索引目次

平成21年度 道路等占用許可（国県道） 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成21年05月13日 起案
道路占用許可（変更）について（伺い）

22

平成21年06月01日 起案
道路占用許可（変更）について（伺い）

23

平成22年01月12日 起案
本宮字小坂小瀬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）24

平成21年06月01日 起案
道路占用工事に係る着手届について（伺い）

25

平成21年05月21日 起案
道路占用工事に係る完了届について（伺い）

26

平成21年08月04日 起案
道路占用工事に係る完了届について（伺い）

27

平成21年06月24日 起案
道路占用工事に係る着手届について（伺い）

28

平成21年09月17日 起案
道路占用廃止について（伺い）

29

平成21年10月09日 起案
道路占用許可申請書（変更）について（伺い）

30

平成21年06月17日 収受
道路占用許可（新規）について（供覧）

31

平成21年10月23日 収受
道路占用許可申請書について（報告）

32

平成21年12月15日 収受
道路占用許可（変更）について（供覧）

33

平成21年11月12日 収受
道路占用許可（新規）について（供覧）

34

平成21年11月12日 収受
道路占用許可（変更）について（供覧）

35

平成21年12月18日 収受
道路占用許可（変更）について（供覧）

36



索引目次

平成21年度 道路等占用許可（埋蔵文化財発掘届関 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成21年07月14日 起案
史跡現状変更許可申請書の提出について（伺い）

1

平成21年07月24日 収受
史跡盛岡城跡の現状変更許可について（供覧）

2

平成21年09月07日 起案
史跡現状変更終了報告書の提出について（伺い）

3

平成21年12月01日 収受
埋蔵文化財発掘届の許可について（供覧）

4

平成21年10月23日 起案
埋蔵文化財発掘届の提出について（伺い）

5



索引目次

平成21年度 道路等占用許可（国道占用補正　国土 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成21年08月17日 起案
道路占用許可（国道46号線）に関する部分補正について（伺い）

1

平成21年08月17日 起案
道路占用許可（国道４号線）に関する部分補正について（伺い）

2



索引目次

平成21年度 道路等占用許可（河川占用更新　東北 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成22年03月31日 収受
河川占用許可の更新申請について（報告）

1

平成22年02月18日 起案
河川占用許可申請について（伺い）

2

平成22年03月31日 収受
河川区域の変更通知について（報告）

3

平成22年03月31日 収受
河川占用許可の更新申請について（報告）

4

平成22年02月18日 起案
河川占用許可申請について（伺い）

5

平成22年03月24日 収受
河川占用許可書の送付について（報告）

6

平成22年02月18日 起案
河川占用許可申請について（伺い）

7



索引目次

平成21年度 道路等占用許可（法定外道路） 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成21年08月24日 起案
盛岡市法定外道路占用等許可申請について（伺い）

1

平成21年12月09日 起案
盛岡市法定外道路工作物等工事完了届の提出について（伺い）

2

平成21年08月31日 収受
盛岡市法定外道路占用等許可について（供覧）

3



索引目次

平成21年度 道路占用等許可（水路） 水道部/配水管理課/漏水対策係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成21年04月01日 収受
水路占用の更新について（報告)

1



索引目次

平成21年度 道路等占用許可（土地改良財産） 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成22年02月10日 起案
　国有土地改良財産の他目的使用許可更新について（伺い）

1

平成22年03月02日 起案
国有土地改良財産の他目的使用許可に係る契約締結について（供覧）

2

平成22年03月01日 起案
国有土地改良財産の他目的使用許可更新に係る契約締結について（伺い）

3



索引目次

平成21年度 路面復旧（平成２１年度舗装道路路面 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成21年04月01日 収受
現場責任者の届出について（報告）

1

平成21年11月30日 起案
平成21年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

2

平成22年02月26日 起案
平成21年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

3

平成21年04月01日 収受
契約書類の送付について（供覧）

4

平成21年06月30日 起案
平成21年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

5

平成21年04月01日 起案
平成21年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

6

平成21年08月31日 起案
平成21年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

7

平成21年10月30日 起案
平成21年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

8

平成21年12月28日 起案
平成21年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

9

平成21年07月31日 起案
平成21年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

10

平成22年01月29日 起案
平成21年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

11

平成21年05月29日 起案
平成21年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

12

平成21年09月30日 起案
平成21年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

13

平成21年02月18日 起案
平成21年度舗装道路路面復旧業務委託の実施について（伺い）

14



索引目次

平成21年度 路面復旧（平成２１年度舗装道路路面 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成22年02月26日 起案
平成21年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

1

平成21年12月28日 起案
平成21年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

2

平成21年05月29日 起案
平成21年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

3

平成21年04月30日 起案
平成21年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

4

平成21年08月31日 起案
平成21年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

5

平成21年04月01日 収受
現場責任者の届出について（報告）

6

平成21年06月30日 起案
平成21年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

7

平成21年04月01日 収受
契約書類の送付について（供覧）

8

平成21年09月30日 起案
平成21年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

9

平成21年07月31日 起案
平成21年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

10

平成21年04月01日 起案
平成21年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

11

平成21年10月15日 収受
法人名等変更届の提出について（供覧）

12



索引目次

平成21年度 路面復旧（平成２１年度舗装道路路面 水道部/配水管理課/漏水対策係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成21年04月01日 収受
契約書類の送付について（供覧）

1

平成21年04月01日 収受
現場責任者の届出について（報告）

2

平成22年02月26日 起案
平成21年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

3

平成21年06月30日 起案
平成21年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

4

平成21年09月30日 起案
平成21年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

5

平成21年07月31日 起案
平成21年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

6

平成21年04月01日 起案
平成21年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

7

平成21年05月29日 起案
平成21年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

8

平成21年04月30日 起案
平成21年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

9

平成22年01月29日 起案
平成21年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

10

平成21年12月28日 起案
平成21年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

11



索引目次

平成21年度 資材関係（平成21年度実地たな卸） 水道部/配水管理課/漏水対策係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K22

平成22年03月16日 起案
水道用資材の出庫停止について（伺い）

1

平成22年03月02日 起案
平成21年度水道用資材等実地たな卸について（伺い）

2

平成22年03月31日 起案
平成21年度たな卸資産残高表の作成について（報告）

3

平成22年03月26日 収受
実地たな卸の立会いについて（報告）

4

平成22年03月29日 起案
平成21年度水道用資材等実地たな卸に係る部課長会議附議案件送付書に
ついて（伺い）5

平成22年04月02日 起案
平成21年度実地たな卸の報告について（伺い）

6

平成22年04月02日 起案
平成21年度実地たな卸しの結果報告について（報告）

7



索引目次

平成21年度 資材関係（除却関係） 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K22

平成21年09月28日 起案
水道用資材の売払いに係る契約締結について（伺い）

1

平成21年09月11日 起案
不用資材の除却処分について（伺い）

2

平成21年10月16日 収受
水道用資材の売払いについて（報告）

3

平成21年09月15日 起案
水道用資材の売払いについて（伺い）

4



索引目次

平成21年度 資材関係（加賀野倉庫関係） 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K22

平成21年07月14日 復命
加賀野倉庫建設に係る打合せ

1

平成21年07月06日 起案
加賀野倉庫建設に係る会議について（伺い）

2



索引目次

平成21年度 協議文書 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年12月07日 起案
鉛製給水管布設替工事に伴う施設内給水装置の移設について（伺い）

1



索引目次

平成21年度 協議文書（消火栓） 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年07月08日 起案
公設消火栓（№288）の設置に係る協議について（伺い）

1

平成21年07月28日 起案
公設消火栓（№4271）の設置に係る協議について（伺い）

2

平成21年10月30日 起案
公設消火栓（№1028）の設置に係る協議について（伺い）

3

平成21年04月14日 起案
公設消火栓（№,3589）の設置に係る協議について（伺い）

4

平成21年10月01日 起案
公設消火栓（№6208･6209）の設置に係る協議について（伺い）

5

平成21年10月08日 収受
公設消火栓（No.6208，6209）の設置に係る協議の回答について（供覧）

6

平成21年08月05日 収受
公設消火栓（№4271)の設置に係る協議の回答について（供覧）

7

平成21年09月29日 収受
公設消火栓（№4270)の設置に係る協議の回答について（供覧）

8

平成21年12月25日 起案
公設消火栓（№,2979）の設置に係る協議について（伺い）

9

平成21年09月01日 収受
公設消火栓（No.3096）の設置に係る協議の回答について（供覧）

10

平成21年04月23日 収受
公設消火栓（№,3589)の設置に係る協議の回答について（供覧）

11

平成21年04月06日 収受
公設消火栓（№,6236）の設置に係る協議の回答について（供覧）

12

平成21年06月29日 起案
公設消火栓（№,4249）の設置に係る協議について（伺い）

13

平成21年04月15日 起案
公設消火栓（№,2169）の設置に係る協議について（伺い）

14

平成21年04月15日 起案
公設消火栓（№,398）の設置に係る協議について（伺い）

15

平成21年09月24日 起案
公設消火栓（№4270）の設置に係る協議について（伺い）

16

平成21年07月09日 収受
公設消火栓（Ｎｏ.288）の設置に係る協議の回答について（供覧）

17

平成21年08月04日 起案
公設消火栓（№3096）の設置に係る協議について（伺い）

18

平成21年07月10日 収受
公設消火栓（№,4249)の設置に係る協議の回答について（供覧）

19



索引目次

平成21年度 協議文書（道路関連） 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年12月14日 起案
道路使用許可申請書の提出について（伺い）

1

平成22年03月24日 収受
道路使用許可証について

2

平成21年09月11日 収受
道路使用許可証について

3

平成21年12月17日 収受
道路使用許可証について

4

平成21年06月10日 起案
道路使用許可申請書の提出について（伺い）

5

平成21年09月08日 起案
道路使用許可申請書の提出について（伺い）

6

平成21年06月15日 収受
道路使用許可証について

7

平成22年03月23日 起案
道路使用許可申請書の提出について（伺い）

8



索引目次

平成21年度 協議文書（文化財） 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年08月28日 収受
埋蔵文化財の発掘調査について（供覧）

1

平成21年08月04日 起案
埋蔵文化財発掘届の提出について（伺い）

2



索引目次

平成21年度 配給水管移設（手代森２７地割外地内 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年05月08日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

1

平成21年08月24日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

2

平成21年03月12日 収受
工事依頼書（手代森２７地割　外地内）について

3

平成21年09月30日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

4

平成21年09月24日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

5

平成21年05月07日 起案
水道管等工事依頼（手代森２７地割　外地内）の回答について（伺い）

6



索引目次

平成21年度 配給水管移設（高松二丁目地内水道管 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年05月19日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

1

平成21年06月01日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

2

平成21年05月27日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

3

平成21年04月20日 収受
工事依頼書（高松二丁目地内）について

4

平成21年04月23日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

5

平成21年04月22日 起案
水道管等工事依頼（高松二丁目地内）の回答について（伺い）

6



索引目次

平成21年度 配給水管移設（下太田沢田地内水道管 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年04月20日 収受
工事依頼書（下太田沢田地内）について

1

平成21年06月03日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

2

平成21年06月08日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

3

平成21年04月22日 起案
水道管等工事依頼（下太田沢田地内）の回答について（伺い）

4

平成21年06月09日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

5

平成21年04月27日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

6



索引目次

平成21年度 配給水管移設（上堂一丁目地内水道管 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年05月14日 起案
水道管等工事依頼（上堂一丁目地内）の回答について（伺い）

1

平成21年05月18日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

2

平成21年11月04日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

3

平成21年11月05日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

4

平成21年10月23日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

5

平成21年05月12日 収受
工事依頼書（上堂一丁目地内）について

6



索引目次

平成21年度 配給水管移設（東山一丁目地内水道管 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年05月15日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

1

平成21年06月02日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

2

平成21年05月11日 収受
工事依頼書（東山一丁目地内）について

3

平成21年06月05日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

4

平成21年05月13日 起案
水道管等工事依頼（東山一丁目地内）の回答について（伺い）

5

平成21年06月04日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

6



索引目次

平成21年度 配給水管移設（本宮字小板小瀬外地内 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年07月28日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

1

平成21年05月27日 起案
水道管等工事依頼（本宮字小板小瀬外地内）の回答について（伺い）

2

平成21年07月28日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

3

平成21年05月28日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

4

平成21年07月07日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

5

平成21年05月27日 収受
工事依頼書（本宮字小板小瀬外地内）について

6



索引目次

平成21年度 配給水管移設（大通三丁目地内水道管 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年06月26日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

1

平成21年06月22日 起案
水道管等工事依頼（大通三丁目地内）の回答について（伺い）

2

平成21年07月28日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

3

平成21年08月27日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

4

平成21年08月26日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

5

平成21年06月12日 収受
工事依頼書（大通三丁目地内）について

6



索引目次

平成21年度 配給水管移設（上米内字松木平地内水 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年06月22日 起案
水道管等工事依頼（上米内字松木平地内）の回答について（伺い）

1

平成21年06月12日 収受
工事依頼書（上米内字松木平地内）について

2

平成21年10月27日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

3

平成21年07月03日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

4

平成21年10月28日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

5

平成21年10月06日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

6



索引目次

平成21年度 配給水管移設（名須川町地内水道管移 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年06月08日 収受
工事依頼書（名須川町地内）

1

平成21年07月29日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

2

平成21年06月12日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

3

平成21年06月10日 起案
水道管等工事依頼（名須川町地内）

4

平成21年07月08日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

5

平成21年08月03日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成21年度 配給水管移設（手代森10地割外地内水 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成22年02月08日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

1

平成21年11月20日 起案
水道管等工事依頼（手代森10地割外地内）の回答について（伺い）

2

平成21年08月03日 収受
工事依頼書（手代森10地割外地内）について

3

平成21年11月30日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

4

平成22年02月12日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

5

平成22年01月14日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

6



索引目次

平成21年度 配給水管移設（玉山区渋民字駅地内水 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年09月03日 起案
水道管等工事依頼（玉山区渋民字駅地内）の回答について（伺い）

1

平成21年09月07日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

2

平成21年08月28日 収受
工事依頼書（玉山区渋民字駅地内）について

3



索引目次

平成21年度 配給水管移設（三ツ割字櫃石外地内水 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年09月02日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

1

平成21年10月08日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

2

平成21年11月11日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

3

平成21年09月01日 起案
水道管等工事依頼（三ツ割字櫃石外地内）の回答について（伺い）

4

平成21年08月28日 収受
工事依頼書（三ツ割字櫃石外地内）について

5

平成21年11月11日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成21年度 配給水管移設（永井22地割地内水道管 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年11月16日 起案
水道管等工事依頼（永井22地割地内）の回答について（伺い）

1

平成22年01月06日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

2

平成21年09月18日 収受
工事依頼書（永井23地割外地内）について

3

平成21年12月03日 起案
永井22地割地内水道管移設工事に係る土地使用について（伺い）

4

平成21年12月03日 収受
永井22地割地内水道管移設工事に係る土地使用について

5

平成21年12月22日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

6

平成22年01月07日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

7

平成21年11月18日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

8



索引目次

平成21年度 配給水管移設（上堂二丁目地内水道管 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成22年02月22日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

1

平成21年09月16日 起案
水道管等工事依頼（上堂二丁目地内）

2

平成22年02月17日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

3

平成21年09月14日 収受
工事依頼書（上堂二丁目地内）について

4

平成22年02月04日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

5

平成21年09月17日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

6



索引目次

平成21年度 配給水管移設（八幡町地内水道管移設 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年09月18日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

1

平成21年09月14日 収受
工事依頼書（八幡町地内）

2

平成21年10月19日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

3

平成21年09月15日 起案
水道管等工事依頼（八幡町地内）の回答について（伺い）

4

平成21年10月22日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

5

平成21年10月23日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成21年度 配給水管移設（前九年三丁目地内水道 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年10月19日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

1

平成22年01月26日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

2

平成21年10月05日 収受
工事依頼書（前九年三丁目地内）について

3

平成22年01月18日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成21年10月13日 起案
水道管等工事依頼（前九年三丁目地内）の回答について（伺い）

5

平成22年01月28日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成21年度 配給水管移設（仙北一丁目地内水道管 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年11月18日 起案
水道施設移設工事の完成通知について（伺い）

1

平成21年10月14日 収受
工事依頼書（仙北一丁目地内）について

2

平成22年01月08日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

3

平成21年12月25日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

4

平成21年10月14日 起案
水道施設移設工事依頼（仙北一丁目地内）の回答について（伺い）

5

平成21年10月15日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

6



索引目次

平成21年度 配給水管移設（津志田２地割地内水道 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年12月01日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

1

平成22年02月05日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

2

平成21年12月01日 起案
水道管等工事依頼（津志田２地割地内）の回答について（伺い）

3

平成21年10月21日 収受
工事依頼書（津志田２地割地内）について

4

平成22年02月25日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

5

平成22年02月22日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

6



索引目次

平成21年度 配給水管移設（津志田１地割地内水道 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成22年02月25日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

1

平成21年10月21日 収受
工事依頼書（津志田１地割外地内）について

2

平成21年12月01日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

3

平成22年02月22日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

4

平成21年12月01日 起案
水道管等工事依頼（津志田１地割地内）の回答について（伺い）

5

平成22年02月05日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

6



索引目次

平成21年度 配給水管移設（三ツ割字櫃石地内水道 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年10月15日 起案
水道管等工事依頼（三ツ割字櫃石地内）の回答について（伺い）

1

平成21年11月12日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

2

平成21年11月27日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

3

平成21年10月19日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

4

平成21年12月01日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

5

平成21年10月13日 収受
工事依頼書（三ツ割字櫃石地内）について

6



索引目次

平成21年度 配給水管移設（永井20地割地内水道管 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年12月03日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

1

平成21年11月20日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

2

平成21年10月27日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

3

平成21年10月20日 収受
工事依頼書（永井20地割地内）について

4

平成21年10月22日 起案
水道管等工事依頼（永井20地割地内）の回答について（伺い）

5

平成21年12月01日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

6



索引目次

平成21年度 配給水管移設（永井23地割地内水道管 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成22年02月22日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

1

平成22年01月06日 起案
水道管等工事依頼（永井23地割地内）の回答について（伺い）

2

平成21年12月14日 収受
工事依頼書（永井23地割地内）について

3

平成22年01月08日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

4

平成22年03月15日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

5

平成22年03月15日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成21年度 配給水管移設（津志田２地割地内水道 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年12月17日 収受
工事依頼書（津志田２地割地内）について

1



索引目次

平成21年度 配給水管移設（東中野字片岡地内水道 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年12月10日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

1

平成22年02月15日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

2

平成21年12月02日 収受
工事依頼書（東中野字片岡地内）について

3

平成22年02月08日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

4

平成21年12月08日 起案
水道管等工事依頼（東中野字片岡地内）の回答について（伺い）

5

平成22年01月05日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

6



索引目次

平成21年度 配給水管移設（飯岡新田４地割地内水 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成22年01月20日 収受
工事依頼書（飯岡新田４地割地内）について

1

平成22年03月26日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

2

平成22年03月29日 起案
水道管工事に係る費用請求について（伺い）

3

平成22年01月22日 起案
工事依頼書（飯岡新田４地割地内）について

4

平成22年03月29日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

5

平成22年01月26日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

6



索引目次

平成21年度 配給水管移設（北松園四丁目地内水道 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成22年03月11日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

1

平成22年02月09日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

2

平成22年02月02日 収受
工事依頼書（北松園四丁目地内）について

3

平成22年03月11日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

4

平成22年03月09日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

5

平成22年02月04日 起案
水道管等工事依頼（北松園四丁目地内）

6



索引目次

平成21年度 配給水管移設（玉山区好摩字野中地内 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成22年03月26日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

1

平成22年01月07日 起案
水道管等工事依頼（玉山区好摩字野中地内）

2

平成22年01月04日 収受
工事依頼書（玉山区好摩字野中地内）

3

平成22年03月26日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

4

平成22年01月08日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

5

平成22年03月24日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

6



索引目次

平成21年度 配給水管修繕（平成２１年度配・給水管 水道部/配水管理課/漏水対策係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年05月18日 起案
新型インフルエンザ対策について（伺い）

1

平成21年04月01日 収受
現場代理人通知書について（報告）

2

平成21年04月01日 収受
契約書類の送付について（供覧）

3

平成21年02月25日 起案
平成21年度配・給水管修繕工事等業務委託(単価契約)の実施について（伺
い）4

平成21年03月25日 起案
業務委託契約に係る随意契約の実施について（伺い）

5

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）

6

平成21年07月01日 収受
法人名等変更届の提出について

7

平成21年02月25日 起案
平成21年度配・給水管修繕工事等業務委託(単価契約)に係る業者選定につ
いて（伺い）8



索引目次

平成21年度 配給水管修繕（資材単価） 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年03月25日 起案
平成21年度盛岡市水道部配・給水管等修繕工事費に関する基準の改定に
ついて（伺い）1



索引目次

平成21年度 配給水管修繕（要領関係） 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成22年03月11日 起案
配･給水管修繕工事等業務委託完了報告書作成要領の一部改正について

1

平成22年03月11日 起案
給水装置修繕工事費に関する基準の一部改正について

2

平成22年03月11日 起案
配・給水管等修繕工事写真撮影要領の一部改正について

3



索引目次

平成21年度 配給水管修繕（漏水調査等） 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年12月24日 起案
鉄道線路横断箇所漏水調査の実施について（報告）

1



索引目次

平成21年度 配水管施設（上田一丁目地内配水流量 水道部/配水管理課/漏水対策係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年11月02日 収受
下請負の届出について（報告）

1

平成21年12月15日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

2

平成21年09月11日 起案
前払金の支出について（伺い）

3

平成21年12月15日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

4

平成21年12月07日 収受
工事完成の届出について（報告）

5

平成21年09月10日 収受
工事着手等の届出について（報告）

6

平成21年09月03日 収受
契約関係書類の送付について

7

平成21年12月16日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

8

平成21年12月07日 収受
工事検査通知について（供覧）

9

平成21年08月17日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

10

平成21年09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）

11

平成21年12月16日 収受
工事完成引渡について（報告）

12

平成22年03月03日 起案
完成精算について（伺い）

13

平成21年09月03日 起案
監督職員の通知について（伺い）

14

平成21年08月27日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

15

平成21年12月07日 起案
工事検査依頼について（伺い）

16



索引目次

平成21年度 配水管施設（乙部30地割地内減圧弁更 水道部/配水管理課/漏水対策係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年10月27日 収受
契約関係書類の送付について

1



索引目次

平成21年度 配水管施設（配水監視システム整備工 水道部/配水管理課/漏水対策係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年08月11日 収受
契約関係書類の送付について

1



索引目次

平成21年度 配水管施設（新庄配水系外配水監視シ 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年11月13日 収受
下請負の届出について（報告）

1

平成21年09月11日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

2

平成22年03月29日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

3

平成22年03月26日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

4

平成22年03月17日 収受
工事検査通知について（供覧）

5

平成22年03月26日 収受
工事完成引渡について（報告）

6

平成21年10月08日 起案
前払金の支出について（伺い）

7

平成21年10月29日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

8

平成22年03月17日 起案
工事検査依頼について（伺い）

9

平成21年09月24日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

10

平成22年03月17日 収受
工事完成の届出について（報告）

11

平成22年03月30日 起案
完成精算について（伺い）

12

平成21年10月01日 起案
　監督職員の通知について（伺い）

13

平成21年10月06日 収受
工事着手等の届出について（報告）

14

平成21年10月01日 収受
契約関係書類の送付について

15



索引目次

平成21年度 配水管施設（新庄浄水場内資材倉庫整 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成22年03月17日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

1

平成21年12月08日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成22年03月23日 収受
工事完成の届出について（報告）

3

平成21年10月13日 収受
設計図書について（供覧）

4

平成22年03月16日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

5

平成21年12月25日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

6

平成22年03月23日 収受
工事検査通知について（供覧）

7

平成21年11月11日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

8

平成22年03月26日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

9

平成21年09月01日 起案
新庄浄水場内資材倉庫整備工事に係る設計及び監理の依頼について（伺
い）10

平成21年12月01日 収受
契約関係書類の送付について

11

平成21年12月01日 起案
監督職員の通知について（伺い）

12

平成21年12月25日 収受
下請負の届出について（報告）

13

平成22年03月25日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

14

平成22年03月29日 起案
完成精算について（伺い）

15

平成22年03月26日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

16

平成22年03月26日 収受
工事完成引渡について（報告）

17

平成22年03月23日 起案
工事検査依頼について（伺い）

18

平成21年11月24日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

19

平成21年10月21日 起案
建築確認申請手数料及び完了検査申請手数料の減免申請書の提出につい
て20

平成22年03月17日 収受
契約関係書類（変更契約）の送付について（供覧）

21



索引目次

平成21年度 配水管施設（新庄浄水場内資材倉庫整 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年12月25日 起案
前払金の支出について（伺い）

22



索引目次

平成21年度 配水管施設（手代森6地割外地内配水 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年11月24日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

1

平成21年12月01日 起案
監督職員の通知について（伺い）

2

平成22年03月01日 収受
工事検査通知について（供覧）

3

平成21年12月11日 起案
前払金の支出について（伺い）

4

平成22年03月12日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

5

平成21年11月11日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

6

平成21年12月01日 収受
契約関係書類の送付について

7

平成21年12月25日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

8

平成22年03月12日 収受
工事完成引渡について（報告）

9

平成22年03月12日 起案
完成精算について（伺い）

10

平成21年12月04日 収受
工事着手等の届出について（報告）

11

平成22年03月01日 起案
工事検査依頼について（伺い）

12

平成22年03月01日 収受
工事完成の届出について（報告）

13

平成22年03月11日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

14

平成22年03月11日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

15



索引目次

平成21年度 配水管施設（乙部３０地割地内減圧弁 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成22年02月12日 収受
工事検査通知について（供覧）

1

平成22年02月19日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

2

平成22年03月19日 起案
完成精算について（伺い）

3

平成22年02月19日 収受
工事完成引渡について（報告）

4

平成21年12月22日 収受
工事着手等の届出について（報告）

5

平成22年02月25日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

6

平成22年02月22日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

7

平成22年02月09日 起案
工事検査依頼について（伺い）

8

平成22年02月09日 収受
工事完成の届出について（報告）

9

平成21年12月15日 起案
監督職員の通知について（伺い）

10

平成22年01月29日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

11

平成21年11月26日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

12

平成21年12月08日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

13

平成21年12月15日 収受
契約関係書類の送付について

14



索引目次

平成21年度 配水管布設（大館町外地内鉛製給水管 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成22年03月25日 起案
完成精算について（伺い）

1

平成22年01月13日 収受
中間前払金に係る認定請求について（報告）

2

平成22年03月10日 起案
工事検査依頼について（伺い）

3

平成22年03月19日 収受
工事完成引渡について（報告）

4

平成21年10月06日 収受
工事着手等の届出について（報告）

5

平成22年03月19日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

6

平成22年03月10日 収受
工事検査通知について（供覧）

7

平成22年03月03日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

8

平成22年03月26日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

9

平成21年10月01日 収受
契約関係書類の送付について

10

平成22年01月20日 起案
中間前払金の支出について（伺い）

11

平成22年03月05日 収受
契約関係書類（変更契約）の送付について（供覧）

12

平成21年10月01日 起案
監督職員の通知について（伺い）

13

平成21年09月24日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

14

平成22年03月11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）

15

平成22年03月10日 収受
工事完成の届出について（報告）

16

平成21年10月08日 起案
前払金の支出について（伺い）

17

平成21年10月26日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

18

平成22年01月14日 起案
中間前払金に係る認定調書の通知について（報告）

19

平成22年03月18日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

20

平成22年01月13日 起案
中間前払金に係る認定について（伺い）

21



索引目次

平成21年度 配水管布設（大館町外地内鉛製給水管 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年09月11日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

22

平成22年03月05日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

23



索引目次

平成21年度 配水管布設（つつじが丘外地内鉛製給 水道部/配水管理課/漏水対策係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年12月10日 収受
下請負の届出について（報告）

1

平成22年02月03日 収受
工事完成引渡について（報告）

2

平成21年07月28日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

3

平成21年08月31日 起案
前払金の支出について（伺い）

4

平成21年09月16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21年09月29日 収受
下請負の届出について（報告）

6

平成22年01月05日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

7

平成21年08月24日 収受
工事着手等の届出について（報告）

8

平成22年03月01日 起案
完成精算について（伺い）

9

平成21年08月18日 収受
契約関係書類の送付について

10

平成21年10月05日 収受
下請負の届出について（報告）

11

平成21年08月11日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

12

平成21年08月19日 起案
監督職員の通知について（伺い）

13

平成22年01月20日 起案
工事検査依頼について（伺い）

14

平成22年02月02日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

15

平成22年02月10日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

16

平成22年01月20日 収受
工事完成の届出について（報告）

17

平成22年02月02日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

18

平成22年01月08日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

19

平成22年01月20日 収受
工事検査通知について（供覧）

20

平成22年01月07日 収受
契約関係書類（変更契約）の送付について（供覧）

21



索引目次

平成21年度 配水管布設（西青山二丁目外地内鉛製 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成22年03月25日 起案
完成精算について（伺い）

1

平成22年03月12日 収受
工事検査通知について（供覧）

2

平成21年10月14日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

3

平成21年11月02日 起案
監督職員の通知について（伺い）

4

平成21年11月13日 起案
前払金の支出について（伺い）

5

平成22年01月13日 収受
中間前払金に係る認定請求について（報告）

6

平成22年01月18日 起案
中間前払金の支出について（伺い）

7

平成21年11月06日 収受
下請負の届出について（報告）

8

平成22年01月13日 起案
中間前払金に係る認定について（伺い）

9

平成21年11月02日 収受
契約関係書類の送付について

10

平成22年01月14日 起案
中間前払金に係る認定調書の通知について（報告）

11

平成21年10月27日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

12

平成22年03月12日 起案
工事検査依頼について（伺い）

13

平成22年03月23日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

14

平成22年03月18日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

15

平成22年03月18日 収受
工事完成引渡について（報告）

16

平成22年03月12日 収受
工事完成の届出について（報告）

17

平成21年11月04日 収受
工事着手等の届出について（報告）

18

平成21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）

19

平成22年03月19日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

20



索引目次

平成21年度 配水管布設（岩脇町外地内鉛製給水管 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成22年03月30日 起案
完成精算について（伺い）

1

平成21年08月26日 起案
監督職員の通知について（伺い）

2

平成21年10月22日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

3

平成21年06月30日 収受
平成21年度第１回総合評価落札方式判定委員会の開催について（通知）

4

平成21年08月19日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

5

平成21年06月29日 起案
総合評価落札方式競争入札落札者決定基準等の提出について（伺い）

6

平成21年11月06日 収受
工事完成引渡について（報告）

7

平成21年09月01日 収受
工事着手等の届出について（報告）

8

平成21年09月28日 収受
下請負の届出について（報告）

9

平成21年08月25日 収受
契約関係書類の送付について

10

平成21年07月08日 収受
総合評価落札方式競争入札落札者決定基準に係る学識経験者意見聴取 
結果について（通知） 11

平成21年10月23日 収受
契約関係書類（変更契約）の送付について（供覧）

12

平成21年11月05日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

13

平成21年10月26日 収受
工事完成の届出について（報告）

14

平成21年11月06日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

15

平成21年07月30日 収受
総合評価落札方式競争入札に係る技術提案書の送付について

16

平成21年11月13日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

17

平成21年07月30日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

18

平成21年08月12日 収受
平成21年度第２回総合評価落札方式判定委員会の出席について（依頼）

19

平成22年05月11日 起案
工事検査依頼について（伺い）

20

平成21年10月19日 収受
下請負の届出について（報告）

21



索引目次

平成21年度 配水管布設（岩脇町外地内鉛製給水管 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年08月12日 起案
総合評価落札方式競争入札に係る技術評価採点結果の提出について（伺
い）22

平成21年10月23日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

23

平成21年10月26日 起案
工事検査依頼について（伺い）

24

平成21年10月29日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

25

平成21年10月26日 収受
工事検査通知について（供覧）

26



索引目次

平成21年度 配水管布設（高松二丁目地内配水管布 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年07月14日 起案
中間前払金に係る認定について（伺い）

1

平成21年05月29日 収受
下請負の届出について（報告）

2

平成21年05月08日 起案
前払金の支出について（伺い）

3

平成21年07月15日 起案
中間前払金の支出について（伺い）

4

平成21年08月07日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

5

平成21年10月09日 起案
完成精算について（伺い）

6

平成21年05月01日 起案
監督職員の通知について（伺い）

7

平成21年07月27日 収受
工事検査通知について（供覧）

8

平成21年04月30日 収受
契約関係書類の送付について

9

平成21年07月27日 収受
工事完成の届出について（報告）

10

平成21年07月15日 起案
中間前払金に係る認定調書の通知について（報告）

11

平成21年04月14日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

12

平成21年05月07日 収受
工事着手等の届出について（報告）

13

平成21年07月14日 収受
中間前払金に係る認定請求について（報告）

14

平成21年07月27日 起案
工事検査依頼について（伺い）

15

平成21年05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）

16

平成21年08月07日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

17

平成21年04月23日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

18



索引目次

平成21年度 配水管布設（鉈屋町地内配水管布設工 水道部/配水管理課/漏水対策係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年08月17日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

1

平成21年10月01日 収受
現場代理人等通知書（変更）の届出について（報告）

2

平成21年09月11日 起案
前払金の支出について（伺い）

3

平成21年09月03日 起案
監督職員の通知について（伺い）

4

平成21年10月23日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

5

平成21年10月23日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

6

平成21年10月15日 収受
工事検査通知について（供覧）

7

平成21年09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）

8

平成21年10月15日 起案
工事検査依頼について（伺い）

9

平成21年08月27日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

10

平成21年10月23日 収受
工事完成引渡について（報告）

11

平成21年10月15日 収受
工事完成の届出について（報告）

12

平成21年10月27日 起案
完成精算について（伺い）

13

平成21年10月05日 収受
下請負の届出について（報告）

14

平成21年10月27日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

15

平成21年09月10日 収受
工事着手等の届出について（報告）

16

平成21年09月03日 収受
契約関係書類の送付について

17



索引目次

平成21年度 配水管布設（北天昌寺町外地内配水調 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年08月05日 収受
契約関係書類の送付について

1



索引目次

平成21年度 配水管布設（下太田外地内配水流量計 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成22年03月01日 収受
工事検査通知について（供覧）

1

平成22年03月10日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

2

平成21年09月18日 収受
契約関係書類の送付について

3

平成22年02月26日 収受
工事完成の届出について（報告）

4

平成22年03月10日 収受
工事完成引渡について（報告）

5

平成21年09月24日 起案
監督職員の通知について（伺い）

6

平成21年08月25日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

7

平成22年02月26日 起案
工事検査依頼について（伺い）

8

平成21年09月24日 収受
工事着手等の届出について（報告）

9

平成21年10月19日 収受
下請負の届出について（報告）

10

平成21年10月19日 収受
下請負の届出について（報告）

11

平成21年09月28日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

12

平成21年09月28日 収受
現場代理人等通知書（変更）の届出について（報告）

13

平成22年03月12日 起案
完成精算について（伺い）

14

平成22年03月09日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

15

平成21年10月06日 起案
前払金の支出について（伺い）

16

平成22年03月09日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

17

平成21年09月11日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

18



索引目次

平成21年度 配水管布設（下米内一丁目地内鉛製給 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成22年02月25日 起案
完成精算について（伺い）

1

平成22年02月25日 収受
工事完成引渡について（報告）

2

平成22年01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22年02月15日 収受
工事完成の届出について（報告）

4

平成22年03月03日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

5

平成22年02月24日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

6

平成22年02月25日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

7

平成22年01月04日 収受
工事着手等の届出について（報告）

8

平成22年02月18日 収受
工事検査通知について（供覧）

9

平成21年12月28日 収受
契約関係書類の送付について

10

平成22年02月15日 起案
工事検査依頼について（伺い）

11

平成21年12月28日 起案
監督職員の通知について（伺い）

12

平成21年12月22日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

13

平成21年12月08日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

14



索引目次

平成21年度 毀損弁償 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成21年05月07日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

1

平成22年01月18日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

2

平成22年03月29日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

3

平成21年09月04日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

4

平成22年01月18日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

5

平成21年09月04日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

6

平成22年03月11日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

7

平成21年05月26日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

8

平成21年09月30日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

9

平成22年03月18日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

10

平成21年05月26日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

11

平成21年07月07日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

12

平成22年02月03日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

13

平成21年05月01日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

14

平成21年08月17日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

15

平成22年03月29日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

16

平成21年07月07日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

17

平成21年10月15日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

18

平成22年03月30日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

19

平成22年02月03日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

20

平成22年03月30日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

21



索引目次

平成21年度 毀損弁償 水道部/配水管理課/維持係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成22年03月18日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

22

平成21年09月29日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

23

平成21年11月09日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

24

平成22年02月15日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

25

平成22年03月08日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

26

平成22年03月08日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

27

平成21年10月15日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

28

平成21年11月09日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

29

平成21年08月18日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

30

平成21年04月01日 起案
平成２１年度直営労務単価の見直し及び実施運用について（伺い）

31

平成21年10月02日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

32

平成21年10月02日 収受
水道施設毀損顛末書について（報告）

33



索引目次

平成21年度 消火栓移設 水道部/配水管理課

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21年04月01日 起案
公設消火栓(No.782)の設置に係る協議について（伺い）

1

平成21年09月30日 起案
公設消火栓（№615）の設置に係る協議について（伺い）

2

平成22年01月27日 起案
公設消火栓（№3207）の設置に係る協議について（伺い）

3

平成21年04月22日 収受
　公設消火栓（No.782)の設置に係る協議について（通知）

4

平成22年02月15日 収受
公設消火栓（No.3207)の設置に係る協議について（供覧）

5

平成21年10月15日 収受
公設消火栓（No.615)の設置に係る協議について（通知）

6

平成22年01月14日 収受
公設消火栓（No.2979)の設置に係る協議について（供覧）

7
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