
索引目次

平成21年度 業務委託等（米内系計装設備定期点検 水道部/浄水課/施設管理係

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03日 起案
完了検査調書及び完了検査完了通知書について（伺い）

1

平成21年05月12日 起案
監督員の通知について（伺い）

2

平成21年05月13日 収受
業務着手等の届出について（報告）

3

平成21年07月08日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

4

平成21年06月30日 収受
業務完成届について

5

平成21年07月08日 収受
業務委託完了引渡について（報告）

6

平成21年06月30日 起案
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（米内浄水場３号緩速ろ過 水道部/浄水課/施設管理係

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26日 収受
米内浄水場３号緩速ろ過池補砂作業業務委託の契約締結について（供覧）

1

平成21年06月26日 起案
監督職員の通知について（伺い）

2

平成21年06月29日 収受
業務着手等の届出について（報告）

3

平成21年09月08日 収受
業務完了の届出について（報告）

4

平成21年09月02日 起案
完了検査について（伺い）

5

平成21年09月10日 起案
業務委託検査調書及び完了検査完了通知書について（伺い）

6



索引目次

平成21年度 業務委託等（米内浄水場取水口沈砂池 水道部/浄水課/施設管理係

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26日 収受
業務着手等の届出について（報告）

1

平成21年10月08日 起案
米内浄水場取水口沈砂池外汚泥処分業務委託（単価契約）の実施及び契
約依頼について（伺い）2

平成21年10月23日 収受
米内浄水場取水口沈砂池外汚泥処分業務委託（単価契約）の契約締結に
ついて（供覧）3

平成21年10月23日 起案
監督職員の通知について（伺い）

4



索引目次

平成21年度 業務委託等（米内浄水場緩速沈でん池 水道部/浄水課/施設管理係

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04日 収受
業務着手等の届出について（報告）

1

平成21年09月03日 起案
監督職員の通知について（伺い）

2

平成21年09月03日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

3

平成21年08月07日 起案
米内浄水場緩速沈でん池外汚泥収集運搬業務委託（単価契約）の実施及び
契約依頼について（伺い）4



索引目次

平成21年度 業務委託等（米内浄水場観桜期施設管 水道部/浄水課/施設管理係

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04月24日 収受
現場責任者等の届出について（供覧）

1

平成21年04月06日 起案
米内浄水場観桜期施設管理業務委託（単価契約）の実施について（伺い）

2

平成21年04月23日 収受
米内浄水場観桜期施設管理業務委託（単価契約）の契約締結について（供
覧）3

平成21年05月18日 収受
業務完了の届出について（報告）

4



索引目次

平成21年度 業務委託等（米内浄水場ボイラー清掃 水道部/浄水課/施設管理係

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29日 起案
業務委託に係わる契約締結について(伺い)

1



索引目次

平成21年度 業務委託等（米内浄水場浄化槽保守点 水道部/浄水課/施設管理係

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04月16日 起案
業務委託に係わる契約締結について(伺い)

1

平成21年04月21日 収受
業務着手届等の届出について（報告）

2



索引目次

平成21年度 業務委託等（米内浄水場浄水池清掃点 水道部/浄水課/施設管理係

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11月13日 収受
業務完成の届出について（報告）

1

平成21年10月02日 起案
監督職員の通知について（伺い）

2

平成21年11月16日 起案
完了検査について（伺い）

3

平成21年10月02日 収受
米内浄水場浄水池清掃点検業務委託の契約締結について（供覧）

4

平成21年11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）

5

平成21年10月05日 収受
業務着手等の届出について（報告）

6



索引目次

平成21年度 業務委託等（中屋敷浄水場沈砂池汚泥 水道部/浄水課/施設管理係

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10日 収受
業務着手等の届出について（報告）

1

平成21年06月18日 起案
中屋敷浄水場沈砂池汚泥処分業務委託（単価契約）の実施及び契約依頼
について（伺い）2

平成21年07月09日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成21年07月09日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

4



索引目次

平成21年度 業務委託等（高松配水場警備業務委託 水道部/浄水課/施設管理係

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04月01日 収受
高松配水場警備業務委託に係る現場責任者及び従事者名簿等の届出につ
いて（伺い）1

平成21年04月01日 収受
高松配水場警備業務委託契約書の供覧について

2

平成21年12月18日 収受
高松配水場警備業務委託に係る腸内細菌検査について（供覧）

3

平成21年06月17日 収受
高松配水場警備業務委託に係る腸内細菌検査について（供覧）

4



索引目次

平成21年度 業務委託等（沢田浄水場等運転管理業 水道部/浄水課/施設管理係

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04月28日 収受
沢田浄水場新規従事者研修について（伺い）

1

平成21年05月18日 収受
従事者選任（変更）届出書について（供覧）

2

平成22年02月05日 収受
従事者選任（変更）届出書について（供覧）

3

平成21年05月28日 収受
従事者の健康診断結果について（報告）

4

平成21年10月28日 収受
従事者の健康診断結果について（報告）

5

平成21年05月18日 起案
従事者の承認について（伺い）

6

平成21年05月18日 収受
沢田浄水場新規従事者研修について（伺い）

7

平成22年02月05日 収受
業務計画書の変更について（供覧）

8

平成21年04月28日 起案
従事者の選任について（伺い）

9

平成21年07月27日 収受
業務計画書の変更について（供覧）

10

平成21年05月18日 収受
業務計画書の変更について（供覧）

11

平成21年04月30日 収受
業務計画書の変更について（供覧）

12

平成22年02月09日 起案
従事者の承認について（伺い）

13

平成21年04月28日 収受
従事者選任（変更）届出書について（供覧）

14



索引目次

平成21年度 業務委託等（沢田浄水場ボイラー清掃 水道部/浄水課/施設管理係

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06日 起案
監督員の通知について(伺い）

1

平成21年10月06日 収受
着手届等の提出について（報告）

2

平成21年10月02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10月22日 起案
業務完了確認について(伺い）

4



索引目次

平成21年度 業務委託等（沢田浄水場浄化槽保守点 水道部/浄水課/施設管理係

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04月10日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成22年03月15日 起案
業務完了確認について（伺い）

2

平成21年04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04月10日 収受
業務委託着手届等の提出について（報告）

4



索引目次

平成21年度 業務委託等（沢田浄水場構内及び管理 水道部/浄水課/施設管理係

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03日 収受
沢田浄水場構内及び管理用道路除排雪業務委託（単価契約）契約締結に
ついて（報告）1

平成21年11月18日 起案
沢田浄水場構内及び管理用道路除排雪業務委託（単価契約）について（伺
い）2



索引目次

平成21年度 業務委託等（沢田系計装設備定期点検 水道部/浄水課/施設管理係

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06日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成21年07月09日 収受
業務着手等の届出について（報告）

2

平成21年10月08日 収受
業務委託完了引渡について（報告）

3

平成21年09月30日 起案
完了検査について（伺い）

4

平成21年09月30日 収受
業務完了の届出について（報告）

5

平成21年10月05日 起案
業務委託検査調書及び完了検査完了通知書について（伺い）

6

平成21年10月08日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

7



索引目次

平成21年度 業務委託等（沢田浄水場沈殿池清掃補 水道部/浄水課/施設管理係

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29日 起案
業務完了届の提出について（報告）

1

平成21年10月28日 収受
業務着手届等の届出について（報告）

2

平成21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）

3

平成21年04月10日 収受
業務着手届等の届出について（報告）

4

平成21年04月10日 起案
監督職員の通知について（伺い）

5

平成21年05月29日 収受
業務完了届の提出について（報告）

6

平成21年12月02日 起案
業務完了届の提出について（伺い）

7

平成21年12月02日 収受
業務完了届の提出について（報告）

8

平成21年04月10日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

9

平成21年10月28日 起案
監督職員の通知について（伺い）

10



索引目次

平成21年度 業務委託等（湯沢送水管等管体調査業 水道部/浄水課/施設管理係

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09日 収受
業務委託完了引渡について（報告）

1

平成21年12月16日 収受
業務着手等の届出について（報告） 

2

平成22年02月10日 起案
業務委託代金の支出について（伺い） 　

3

平成21年12月15日 起案
監督職員の通知について（伺い） 

4

平成22年02月01日 起案
完了検査について（伺い）

5

平成22年02月09日 起案
業務委託検査調書及び完了検査完了通知書について（伺い）

6



索引目次

平成21年度 業務委託等（新庄浄水場監視制御設備 水道部/浄水課/施設管理係

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19日 起案
監督員の通知について（伺い）

1

平成22年03月17日 収受
業務委託完了引渡について(報告)

2

平成22年03月10日 収受
業務完了の届出について（報告）

3

平成22年03月17日 起案
完了検査完了の報告及び通知について（伺い）

4

平成22年01月19日 収受
業務着手等の届出について（報告）

5

平成22年03月18日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

6

平成22年03月10日 起案
完了検査の実施について（伺い）

7



索引目次

平成21年度 業務委託等（新庄浄水場空調設備保守 水道部/浄水課/施設管理係

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19日 収受
業務着手等の届出について（報告）

1

平成22年02月19日 起案
完了検査の実施について（伺い）

2

平成22年02月25日 起案
完了検査完了の報告及び通知について（伺い）

3

平成22年02月25日 収受
業務委託完了引渡について(報告)

4

平成22年02月19日 収受
業務完了の届出について（報告）

5

平成21年05月19日 起案
監督職員の通知について（伺い）

6



索引目次

平成21年度 業務委託等（新庄浄水場ボイラーばい 水道部/浄水課/施設管理係

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04日 起案
業務請負代金の支出について（伺い）

1

平成22年02月05日 収受
業務着手等の届出について（報告）

2

平成22年03月03日 収受
業務完了確認について（伺い）

3

平成22年02月04日 起案
監督職員の通知について（伺い）

4

平成22年03月03日 起案
業務完了確認について（伺い）

5

平成22年02月03日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

6



索引目次

平成21年度 業務委託等（新庄浄水場構内除雪業務 水道部/浄水課/施設管理係

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
新庄浄水場構内除雪業務委託（単価契約）契約締結について（報告）

1

平成21年11月27日 起案
新庄浄水場構内除雪業務委託（単価契約）について（伺い）

2



索引目次

平成21年度 業務委託等（新庄浄水場沈でん池清掃 水道部/浄水課/施設管理係

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11月05日 起案
監督員の通知について（伺い）

1

平成21年12月10日 起案
完了検査調書及び完了検査完了通知書について（伺い）

2

平成21年12月15日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

3

平成21年12月02日 起案
完了検査の実施について

4

平成21年12月02日 収受
業務完了届について

5

平成21年12月14日 収受
業務完成引渡について（報告）

6

平成21年11月06日 収受
業務着手等の届出について（報告）

7



索引目次

平成21年度 業務委託等（新庄浄水場地下重油タン 水道部/浄水課/施設管理係

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01日 起案
完了検査の実施について（伺い）

1

平成21年10月07日 収受
業務完了引渡について（報告）

2

平成21年10月01日 収受
業務完了の届出について（報告）

3

平成21年07月29日 起案
業務委託契約に係る契約締結について(伺い)

4

平成21年07月31日 収受
業務着手等の届出について（報告）

5

平成21年07月31日 起案
監督職員の通知について（伺い）

6



索引目次

平成21年度 業務委託等（新庄浄水場警備業務委託 水道部/浄水課/施設管理係

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04月01日 収受
新庄浄水場警備業務委託契約に係る常駐警備員の届出について（伺い）

1

平成21年12月25日 収受
新庄浄水場警備業務委託に係る腸内細菌検査結果について（供覧）

2

平成21年08月21日 収受
新庄浄水場警備業務委託契約に係る常駐警備員の追加について

3

平成21年07月13日 収受
新庄浄水場警備業務委託に係る腸内細菌検査結果について（供覧）

4



索引目次

平成21年度 業務委託等（工業計器等定期点検業務 水道部/浄水課/施設管理係

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11月06日 起案
業務委託検査調書及び完了検査完了通知書について（伺い）

1

平成21年11月11日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

2

平成21年11月11日 収受
業務委託完了引渡について（報告）

3

平成21年08月24日 収受
業務着手等の届出について（報告）

4

平成21年10月30日 収受
業務完了届の届出について（供覧）

5

平成21年08月20日 起案
監督職員の通知について（伺い）

6

平成21年10月30日 起案
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（自家用電気工作物保安管 水道部/浄水課/施設管理係

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05日 起案
電気設備報告書について（供覧）

1

平成21年10月01日 起案
電気設備報告書について（供覧）

2

平成21年12月01日 起案
電気設備報告書について（供覧）

3

平成21年09月01日 起案
電気設備報告書について（供覧）

4

平成22年03月01日 起案
電気設備報告書について（供覧）

5

平成22年02月01日 起案
電気設備報告書について（供覧）

6

平成21年05月08日 起案
電気設備報告書について（供覧）

7

平成21年11月02日 起案
電気設備報告書について（供覧）

8

平成21年04月06日 収受
現場責任者の届出について（報告）

9

平成21年05月26日 起案
電気設備報告書について（供覧）

10

平成21年07月29日 起案
電気設備報告書について（供覧）

11

平成21年06月30日 起案
電気設備報告書について（供覧）

12

平成22年03月26日 起案
電気設備報告書について（供覧）

13



索引目次

平成21年度 業務委託等（排水処理脱水ケーキ収集 水道部/浄水課/施設管理係

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04月01日 収受
排水処理脱水ケーキ収集運搬業務委託（単価契約）の契約締結について
（供覧）1

平成22年02月18日 起案
平成22年度業務委託契約の実施について（伺い）

2

平成21年04月01日 収受
契約時提出書類の届出について（供覧）

3

平成21年02月24日 起案
平成21年度業務委託契約（脱水ケーキ収集運搬年間単価契約）の実施につ
いて（伺い）4



索引目次

平成21年度 業務委託等（排水処理脱水ケーキ処分 水道部/浄水課/施設管理係

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02月24日 起案
平成21年度業務委託契約（脱水ケーキ処分年間単価契約）の実施について
（伺い）1

平成21年04月01日 収受
排水処理脱水ケーキ処分業務委託（単価契約）の契約締結について（供覧）

2

平成21年04月01日 収受
契約時における提出書類について（供覧）

3

平成22年02月18日 起案
平成22年度業務委託契約の実施について（伺い）

4



索引目次

平成21年度 業務委託等（浄配水施設消防設備保守 水道部/浄水課/施設管理係

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10日 収受
現場責任者通知書の届出について（報告）

1

平成22年01月13日 起案
消防設備保守点検業務委託に係る点検結果について（報告）

2

平成22年02月04日 起案
消防設備保守点検業務委託に係る点検結果について（報告）

3

平成22年03月01日 起案
完了検査について（伺い）

4

平成21年10月29日 収受
消防用設備等点検結果報告書(副本)の送付について（供覧）

5

平成21年08月10日 起案
消防設備保守点検業務委託に係る点検結果について（報告）

6

平成22年03月01日 収受
業務完了の届出について（報告）

7

平成22年03月04日 起案
完了検査完了の報告及び通知について（伺い）

8



索引目次

平成21年度 業務委託等（浄配水場構内整備業務委 水道部/浄水課/施設管理係

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01日 収受
浄配水場構内整備業務委託（機械作業等単価契約）（軽作業等単価契約）
の契約について（供覧）1

平成21年04月06日 起案
浄配水場構内整備業務委託（単価契約）の実施及び契約依頼について（伺
い）2



索引目次

平成21年度 業務委託等（浄配水場構内草刈業務委 水道部/浄水課/施設管理係

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22日 収受
業務着手届の届出について（報告）

1

平成21年10月15日 収受
業務委託完了引渡について（報告）

2

平成21年10月16日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

3

平成21年10月01日 起案
完了検査について（伺い）

4

平成21年10月09日 起案
業務委託検査調書及び完了検査完了通知書について（伺い）

5

平成21年05月22日 起案
監督職員の通知について（伺い）

6



索引目次

平成21年度 業務委託等（浄配水場等樹木手入れそ 水道部/浄水課/施設管理係

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14日 起案
完了検査について（伺い）

1

平成21年12月16日 起案
業務委託検査調書及び完了検査完了通知書について（伺い）

2

平成21年12月17日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

3

平成21年05月29日 収受
業務着手等の届出について（供覧）

4

平成21年05月29日 起案
監督職員の通知について（伺い）

5

平成21年12月17日 収受
業務委託完了引渡について（報告）

6



索引目次

平成21年度 業務委託等（浄水場等清掃業務委託） 水道部/浄水課/施設管理係

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05日 収受
浄水場等清掃業務委託に係る腸内細菌検査結果について（供覧）

1

平成21年04月01日 収受
浄水場等清掃業務委託契約書の供覧について

2

平成21年07月14日 収受
浄水場等清掃業務委託に係る腸内細菌検査結果について（供覧）

3

平成21年04月01日 収受
浄水場等清掃業務委託に係る現場責任者及び作業従事者等について（報
告）4



索引目次

平成21年度 業務委託等（浄水場等一般廃棄物処分 水道部/浄水課/施設管理係

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04月01日 収受
浄水場等一般廃棄物処理業務委託に係る現場責任者等の届出について

1

平成21年04月01日 起案
浄水場等一般廃棄物処理業務委託契約書の供覧について

2



索引目次

平成21年度 業務委託等（廃変圧器等PCB分析業務 水道部/浄水課/施設管理係

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22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24日 収受
業務着手等の届出について（報告）

2

平成21年06月23日 起案
監督員の通知について（伺い）

3

平成21年07月31日 起案
業務完了の届出について（報告）

4



索引目次

平成21年度 業務委託等（米内浄水場排水処理施設 水道部/浄水課/施設管理係

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03日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

1

平成21年08月31日 収受
業務完了報告書の届出について（報告）

2

平成21年08月03日 収受
業務着手等の届出について（報告）

3

平成21年08月03日 起案
監督職員の通知について（伺い）

4

平成21年07月30日 起案
米内浄水場排水処理施設汚泥収集運搬業務委託（単価契約）の実施及び
契約依頼について（伺い）5



索引目次

平成21年度 飲料水供給施設関係 水道部/浄水課

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

K20

平成22年03月31日 収受
江柄地区農業集落飲雑用水供給施設の毎月水質検査等について（3月分）

1

平成21年07月10日 収受
江柄地区農業集落飲雑用水供給施設の毎月水質検査結果等について（6月
分）2

平成21年09月10日 収受
一本松・川目飲料水供給施設の業務報告について（平成21年8月分）

3

平成21年11月11日 収受
江柄地区農業集落飲雑用水供給施設の毎月水質検査結果等について（10
月分）4

平成21年08月04日 収受
一本松・川目飲料水供給施設の業務報告について（平成21年7月分）

5

平成22年02月15日 収受
江柄地区農業集落飲雑用水供給施設の毎月水質検査等について（1月分）

6

平成22年03月08日 収受
一本松・川目飲料水供給施設の業務報告について（平成22年2月分）

7

平成21年05月13日 収受
江柄地区農業集落雑用水供給施設の毎月水質検査結果について（報告）

8

平成21年09月04日 収受
江柄地区農業集落飲雑用水供給施設の毎月水質検査結果等について（8月
分）9

平成22年02月10日 収受
一本松・川目飲料水供給施設の業務報告について（平成22年1月分）

10

平成21年11月16日 収受
一本松・川目飲料水供給施設の業務報告について（平成21年10月分）

11

平成21年12月04日 収受
江柄地区農業集落飲雑用水供給施設の毎月水質検査等について（11月分）

12

平成21年05月13日 収受
一本松・川目飲料水供給施設の業務報告について（平成21年4月分）

13

平成22年01月15日 収受
江柄地区農業集落飲雑用水供給施設の毎月水質検査等について（12月分）

14

平成21年07月13日 収受
一本松・川目飲料水供給施設の業務報告について（平成21年6月分）

15

平成21年08月04日 収受
江柄地区農業集落飲雑用水供給施設の毎月水質検査結果等について（7月
分）16

平成21年06月08日 収受
江柄地区農業集落飲雑用水供給施設の毎月水質検査結果等について（5月
分）17

平成21年06月05日 収受
一本松・川目飲料水供給施設の業務報告について（平成21年5月分）

18

平成22年03月03日 収受
江柄地区農業集落飲雑用水供給施設の毎月水質検査等について（2月分）

19

平成22年03月31日 収受
一本松・川目飲料水供給施設の業務報告について（平成22年3月分）

20

平成21年12月04日 収受
一本松・川目飲料水供給施設の業務報告について（平成21年11月分）

21



索引目次

平成21年度 道路等占用許可 水道部/浄水課/施設管理係

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26日 起案
道路占用作業完了の届出について（伺い）

1

平成21年04月14日 収受
道路占用許可について（供覧）

2

平成22年01月25日 収受
道路占用許可について（供覧）

3

平成22年01月21日 起案
道路占用許可申請について（伺い）

4

平成21年04月02日 起案
道路占用許可申請について（伺い）

5

平成21年04月24日 起案
道路占用作業着手の届出について（伺い）

6

平成21年04月24日 収受
道路占用許可について（供覧）

7

平成22年03月17日 収受
河川占用許可について（供覧）

8

平成21年04月02日 起案
道路占用許可申請について（伺い）

9

平成21年12月21日 起案
中屋敷浄水場排水管の河川占用について（伺い）

10



索引目次

平成21年度 施行契約（米内浄水場排水処理用コン 水道部/浄水課/施設管理係

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18日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

1



索引目次

平成21年度 施行契約（米内浄水場シダレ桜樹勢回 水道部/浄水課/施設管理係

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17日 収受
工事成績評定結果について（供覧） 

1

平成22年02月01日 起案
工事検査依頼について（伺い） 

2

平成22年02月12日 起案
工事請負代金の支出について（伺い） 

3

平成22年02月12日 収受
工事完成引渡について（報告） 

4

平成22年02月08日 収受
完成検査完了通知について（供覧） 

5

平成21年08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） 

6

平成21年08月26日 収受
工事着手等の届出について（報告） 

7

平成22年02月02日 収受
工事検査通知について（供覧） 

8

平成21年08月25日 起案
監督職員の通知について（伺い） 

9



索引目次

平成21年度 施行契約（米内浄水場緩速ろ過池出水 水道部/浄水課/施設管理係

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
工事請負代金の支出について（伺い）

1

平成22年03月08日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

2

平成22年03月02日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

3

平成22年02月19日 起案
工事検査依頼について（伺い）

4

平成22年02月19日 収受
工事検査通知について（供覧）

5

平成22年02月17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21年12月02日 収受
工事着手等の届出について（報告）

7

平成22年03月03日 収受
工事完成引渡について（報告）

8

平成21年12月01日 起案
監督職員の通知について（伺い）

9

平成22年02月19日 収受
工事完成の届出について（報告）

10



索引目次

平成21年度 施行契約（米内浄水場濃縮槽汚泥引抜 水道部/浄水課/施設管理係

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17日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

1

平成22年02月08日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

2

平成22年02月12日 収受
工事完成引渡について（報告）

3

平成21年11月18日 収受
現場代理人等の届出について（報告）

4

平成22年02月01日 起案
工事検査依頼について（伺い）

5

平成21年11月12日 起案
監督職員の通知について（伺い）

6

平成22年02月01日 収受
工事検査通知について（供覧）

7

平成21年11月13日 収受
工事着手等の届出について（報告）

8

平成21年11月27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22年02月01日 収受
工事完成の届出について（報告）

10



索引目次

平成21年度 施行契約（米内浄水場６号急速ろ過池 水道部/浄水課/施設管理係

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31日 起案
完成精算について（伺い）

1

平成22年03月24日 収受
工事完成引渡について（報告）

2

平成22年03月31日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

3

平成22年01月04日 起案
前払金の支出について（伺い）

4

平成22年03月19日 起案
工事検査依頼について（伺い）

5

平成21年12月01日 起案
監督職員の通知について（伺い）

6

平成21年12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）

7

平成21年12月21日 収受
下請負の届出について（報告）

8

平成21年12月02日 収受
工事着手等の届出について（報告）

9

平成22年03月25日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

10

平成22年03月19日 収受
工事完成の届出について（報告）

11

平成22年03月19日 収受
工事検査通知について（供覧）

12

平成22年03月23日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

13



索引目次

平成21年度 施行契約（米内浄水場畑井野取水口流 水道部/浄水課/施設管理係

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
工事請負代金の支出について（伺い）

1

平成22年03月30日 収受
工事請負契約の契約保証書に係る受領について（報告）

2

平成22年03月24日 収受
工事完成引渡について（報告）

3

平成22年03月31日 起案
完成精算について（伺い）

4

平成22年03月12日 起案
工事検査依頼について（伺い）

5

平成22年03月30日 起案
工事請負契約の契約保証書の返還について（伺い）

6

平成22年01月15日 収受
下請負の届出について（報告）

7

平成22年03月23日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

8

平成22年02月19日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

9

平成22年03月12日 収受
工事完成の届出について（報告）

10

平成22年03月12日 収受
工事検査通知について（供覧）

11

平成22年03月31日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

12

平成21年11月04日 収受
工事着手等の届出について（報告）

13

平成22年01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）

14

平成21年11月02日 起案
監督職員の通知について（伺い）

15



索引目次

平成21年度 施行契約（米内浄水場浄水処理系監視 水道部/浄水課/施設管理係

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29日 起案
完成精算について（伺い）

1

平成22年02月26日 収受
工事完成引渡について（報告）

2

平成22年03月04日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

3

平成22年02月16日 収受
工事完成の届出について（報告）

4

平成21年04月24日 収受
工事請負代金前払金申請書について（伺い）

5

平成22年03月04日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

6

平成21年04月01日 起案
監督職員の通知について（伺い）

7

平成22年02月16日 収受
工事検査通知について（供覧）

8

平成21年08月20日 起案
電気使用申込について（伺い）

9

平成22年02月26日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

10

平成22年02月16日 起案
工事検査依頼について（伺い）

11

平成21年07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）

12

平成21年04月24日 起案
前払金の支出について（伺い）

13

平成21年07月21日 起案
ＮＴＴ専用サービス変更の申し込みについて（伺い）

14



索引目次

平成21年度 施行契約（玉山系監視設備更新工事） 水道部/浄水課/施設管理係

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16日 収受
工事検査通知について（供覧）

1

平成22年03月04日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

2

平成22年03月04日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

3

平成22年02月16日 起案
工事検査依頼について（伺い）

4

平成21年09月16日 起案
監督職員の通知について（伺い）

5

平成21年10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）

6

平成22年02月26日 収受
工事完成引渡について（報告）

7

平成22年02月16日 収受
工事完成の届出について（報告）

8

平成21年09月17日 収受
工事着手等の届出について（報告）

9

平成22年03月25日 起案
完成精算について（伺い）

10

平成22年02月26日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

11

平成21年12月25日 収受
下請負の届出について（報告）

12



索引目次

平成21年度 施行契約（中屋敷浄水場次亜注入設備 水道部/浄水課/施設管理係

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29日 起案
工事検査依頼について（伺い）

1

平成22年02月12日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

2

平成21年11月27日 収受
工事着手等の届出について（報告）

3

平成21年11月24日 起案
監督職員の通知について（伺い）

4

平成22年02月09日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

5

平成22年02月09日 収受
工事完成引渡について（報告）

6

平成22年01月29日 収受
工事完成の届出について（報告）

7

平成21年12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）

8

平成22年01月29日 収受
工事検査通知について（供覧）

9



索引目次

平成21年度 施行契約（中屋敷浄水場沈でん池棟外 水道部/浄水課/施設管理係

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11日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

1



索引目次

平成21年度 施行契約（中屋敷浄水場３号活性炭ろ 水道部/浄水課/施設管理係

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30日 起案
工事検査依頼について（伺い）

1

平成21年12月11日 収受
工事完成引渡について（報告） 

2

平成21年09月28日 起案
前払金の支出について（伺い）

3

平成21年12月14日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

4

平成21年11月30日 収受
工事完成の届出について（報告）

5

平成21年12月10日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

6

平成21年09月15日 起案
監督職員の通知について（伺い）

7

平成21年12月11日 起案
工事請負代金の支出について（伺い） 

8

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）

9

平成21年09月16日 収受
工事着手等の届出について（報告）

10

平成21年10月07日 収受
下請負の届出について（報告）

11

平成21年12月01日 収受
工事検査通知について（供覧） 

12



索引目次

平成21年度 施行契約（中屋敷浄水場薬品注入設備 水道部/浄水課/施設管理係

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 収受
下請負の届出について（報告）

1

平成21年10月02日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成22年03月10日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

3

平成22年03月12日 収受
工事完成引渡について（報告）

4

平成22年03月17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15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21年11月13日 収受
下請負の届出について（報告）

7

平成22年03月16日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

8

平成22年03月31日 起案
完成精算について（伺い）

9

平成21年11月13日 収受
下請負の届出について（報告）

10

平成22年02月26日 収受
工事検査通知について（供覧）

11

平成21年10月16日 起案
前払金の支出について（伺い）

12

平成22年02月26日 起案
工事検査依頼について（伺い）

13

平成21年10月01日 起案
監督職員の通知について（伺い）

14

平成22年02月26日 収受
工事完成の届出について（報告）

15



索引目次

平成21年度 施行契約（沢田浄水場排水池・排泥池 水道部/浄水課/施設管理係

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25日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

1

平成21年06月16日 起案
監督職員の通知について（伺い）

2

平成21年09月15日 収受
工事検査通知について（供覧） 

3

平成21年09月25日 収受
工事完成引渡について（報告） 

4

平成21年09月25日 起案
工事請負代金の支出について（伺い） 

5

平成21年09月15日 起案
工事検査依頼について（伺い）

6

平成21年06月30日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

7

平成21年09月15日 収受
工事完成の届出について（報告）

8

平成21年06月22日 収受
工事着手等の届出について（報告）

9



索引目次

平成21年度 施行契約（沢田浄水場脱水機棟ＵＰＳ 水道部/浄水課/施設管理係

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 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

1

平成21年09月15日 起案
工事検査依頼について（伺い）

2

平成21年07月10日 収受
工事着手等の届出について（報告）

3

平成21年09月25日 起案
工事請負代金の支出について（伺い） 

4

平成21年07月09日 起案
監督職員の通知について（伺い）

5

平成21年09月25日 収受
工事完成引渡について（報告） 

6

平成21年09月15日 収受
工事検査通知について（供覧） 

7

平成21年09月25日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

8

平成21年09月15日 収受
工事完成の届出について（報告）

9



索引目次

平成21年度 施行契約（沢田浄水場排水処理施設外 水道部/浄水課/施設管理係

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07日 収受
工事着手等の届出について（報告） 

1

平成21年11月10日 収受
工事完成引渡について（報告） 

2

平成21年09月03日 起案
監督職員の通知について（伺い） 

3

平成21年11月02日 収受
工事検査通知について（供覧） 

4

平成21年10月30日 起案
工事検査依頼について（伺い）

5

平成21年09月14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21年10月30日 収受
工事完成の届出について（報告）

7

平成21年11月06日 収受
完成検査完了通知について（供覧） 

8

平成21年11月11日 起案
工事請負代金の支出について（伺い） 

9



索引目次

平成21年度 施行契約（沢田浄水場沈でん池上屋屋 水道部/浄水課/施設管理係

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 起案
工事検査依頼について（伺い） 

1

平成21年12月25日 収受
下請負の届出について（報告） 

2

平成22年03月30日 収受
工事完成引渡について（報告） 

3

平成22年03月31日 起案
完成精算について（伺い） 

4

平成22年03月04日 起案
工事の現場監理方依頼について（伺い）

5

平成21年12月01日 起案
工事の現場監理方依頼について（伺い）

6

平成22年03月26日 収受
工事検査通知について（供覧） 

7

平成21年12月22日 収受
下請負の届出について（報告） 

8

平成22年03月26日 収受
工事完成の届出について（報告） 

9

平成22年03月29日 収受
完成検査完了通知について（供覧） 

10

平成22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22年02月12日 起案
中間前金払に係る認定について（伺い）

12

平成22年03月31日 収受
工事成績評定結果について（供覧） 

13

平成22年02月12日 収受
中間前払金に係る認定請求について（報告）

14

平成22年02月22日 起案
中間前払金の支出について（伺い）

15

平成21年12月22日 起案
前払金の支出について（伺い） 

16

平成22年02月12日 起案
中間前金払の認定調書の通知について（報告）

17



索引目次

平成21年度 施行契約（沢田浄水場フラッシュミキサ 水道部/浄水課/施設管理係

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25日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

1



索引目次

平成21年度 施行契約（本宮ポンプ場送配水ポンプ（ 水道部/浄水課/施設管理係

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15日 収受
工事完成の届出について（報告）

1

平成21年08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）

2

平成21年12月10日 起案
完成精算について（伺い）

3

平成21年09月25日 起案
工事請負契約の契約保証書の返還について（伺い）

4

平成21年09月28日 収受
工事請負契約の契約保証書の受領について（報告）

5

平成21年09月25日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

6

平成21年09月15日 起案
工事検査依頼について（伺い）

7

平成21年09月15日 収受
工事検査通知について（供覧） 

8

平成21年07月21日 起案
監督職員の通知について（伺い）

9

平成21年09月25日 収受
工事完成引渡について（報告） 

10

平成21年09月25日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

11

平成21年09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07月16日 収受
工事着手等の届出について（報告）

13



索引目次

平成21年度 施行契約（沢田浄水場急速ろ過池表洗 水道部/浄水課/施設管理係

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30日 起案
工事検査依頼について（伺い） 

1

平成21年12月15日 起案
完成精算について（伺い） 

2

平成21年08月07日 起案
前払金の支出について（伺い） 

3

平成21年12月09日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

4

平成21年12月08日 収受
完成検査完了通知について（供覧） 

5

平成21年12月15日 起案
工事請負代金の支出について（伺い） 

6

平成21年11月30日 収受
工事完成の届出について（報告）

7

平成21年08月07日 収受
下請負の届出について（報告） 

8

平成21年12月01日 収受
工事検査通知について（供覧） 

9

平成21年12月14日 収受
工事完成引渡について（報告） 

10

平成21年08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） 

11

平成21年08月05日 起案
監督職員の通知について（伺い） 

12

平成21年08月05日 収受
工事着手等の届出について（報告） 

13



索引目次

平成21年度 施行契約（沢田浄水場排水処理汚泥引 水道部/浄水課/施設管理係

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 起案
完成精算について（伺い） 

1

平成21年07月14日 起案
前払金の支出について（伺い） 

2

平成21年10月30日 起案
工事検査依頼について（伺い）

3

平成21年06月30日 起案
監督職員の通知について（伺い） 

4

平成21年11月06日 収受
完成検査完了通知について（供覧） 

5

平成21年11月13日 収受
工事成績評定結果について（供覧） 

6

平成21年07月13日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧） 

7

平成21年11月02日 収受
工事検査通知について（供覧） 

8

平成21年10月30日 収受
工事完成の届出について（報告）

9

平成21年07月01日 収受
工事着手等の届出について（報告） 

10

平成21年11月10日 収受
工事完成引渡について（報告） 

11

平成21年11月11日 起案
工事請負代金の支出について（伺い） 

12

平成21年07月10日 収受
下請負の届出について（報告） 

13



索引目次

平成21年度 施行契約（沢田浄水場フラッシュミキサ 水道部/浄水課/施設管理係

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30日 収受
工事完成の届出について（報告）

1

平成21年12月16日 起案
完成精算について（伺い）

2

平成21年07月29日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成21年11月30日 起案
工事検査依頼について（伺い）

4

平成21年12月11日 収受
工事完成引渡について（報告） 

5

平成21年12月10日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

6

平成21年12月11日 起案
工事請負代金の支出について（伺い） 

7

平成21年08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）

8

平成21年07月30日 収受
工事着手等の届出について（報告）

9

平成21年12月01日 収受
工事検査通知について（供覧） 

10



索引目次

平成21年度 施行契約（北ノ浦ポンプ場１号受水槽水 水道部/浄水課/施設管理係

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 起案
完成精算について（伺い）

1

平成21年08月11日 起案
監督職員の通知について（伺い）

2

平成21年10月30日 起案
工事検査依頼について（伺い）

3

平成21年11月02日 収受
工事検査通知について（供覧） 

4

平成21年11月10日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

5

平成21年10月30日 収受
工事完成の届出について（報告）

6

平成21年08月12日 収受
工事着手等の届出について（報告）

7

平成21年08月20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11月10日 起案
工事請負代金の支出について（伺い） 

9

平成21年11月10日 収受
工事完成引渡について（報告） 

10



索引目次

平成21年度 施行契約（新庄浄水場オートジャーテス 水道部/浄水課/施設管理係

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 収受
工事完成の届出について（報告）

1

平成21年06月30日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成21年09月11日 起案
工事検査依頼について（伺い）

3

平成21年09月24日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

4

平成21年06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）

5

平成21年06月26日 起案
監督職員の通知について（伺い）

6

平成21年09月14日 収受
工事検査通知について（供覧）

7

平成21年09月24日 収受
工事完成引渡について（報告）

8



索引目次

平成21年度 施行契約（新庄浄水場脱水機整備その 水道部/浄水課/施設管理係

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12日 起案
工事検査依頼について（伺い）

1

平成22年03月18日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

2

平成21年10月22日 収受
工事着手等の届出について（報告）

3

平成22年03月18日 収受
工事完成引渡について（報告）

4

平成22年03月12日 収受
工事完成の届出について（報告）

5

平成21年10月21日 起案
監督職員の通知について（伺い）

6

平成22年03月23日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

7

平成21年12月24日 収受
下請負の届出について（報告）

8

平成21年11月13日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

9

平成22年03月17日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

10

平成22年03月15日 収受
工事検査通知について（供覧）

11



索引目次

平成21年度 施行契約（中津川取水口電動取水ゲー 水道部/浄水課/施設管理係

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 起案
工事検査依頼について（伺い）

1

平成21年07月22日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成21年11月13日 収受
工事完成引渡について（報告）

3

平成21年11月13日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

4

平成21年07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）

5

平成21年11月20日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

6

平成21年11月02日 収受
工事完成の届出について（報告）

7

平成21年07月22日 起案
監督職員の通知について（伺い）

8

平成21年11月02日 収受
工事検査通知について（供覧）

9



索引目次

平成21年度 施行契約（新庄浄水場４号活性炭吸着 水道部/浄水課/施設管理係

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02日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成22年01月12日 収受
工事完成の届出について（報告）

2

平成21年12月11日 収受
新庄浄水場４号活性炭吸着池活性炭再生工事に係る水質検査結果につい
て(供覧)3

平成22年01月25日 収受
工事完成引渡について（報告）

4

平成21年11月27日 起案
新庄浄水場４号活性炭吸着池活性炭再生工事に係る水質検査について(伺
い)5

平成21年10月06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01月12日 収受
工事検査通知について（供覧）

7

平成22年01月25日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

8

平成22年01月26日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

9

平成22年01月12日 起案
工事検査依頼について（伺い）

10

平成21年10月02日 収受
工事着手等の届出について（報告）

11



索引目次

平成21年度 施行契約（中津川取水場導水ﾎﾟﾝﾌﾟ（3 水道部/浄水課/施設管理係

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 収受
工事完成の届出について（報告）

1

平成22年03月09日 収受
工事完成引渡について（報告）

2

平成22年02月25日 収受
工事検査通知について（供覧）

3

平成22年03月25日 起案
完成精算について（伺い）

4

平成21年12月14日 収受
下請負の届出について（報告）

5

平成21年10月26日 収受
工事請負代金前払金の申請について（供覧）

6

平成21年10月26日 起案
前払金の支出について（伺い）

7

平成21年10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）

8

平成22年03月09日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

9

平成22年03月16日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

10

平成22年02月25日 起案
工事検査依頼について（伺い）

11

平成21年10月15日 起案
監督職員の通知について（伺い）

12

平成22年03月09日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

13

平成21年10月16日 収受
工事着手等の届出について（報告）

14



索引目次

平成21年度 施行契約（新庄浄水場ろ過水低濁度計 水道部/浄水課/施設管理係

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15日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成21年12月16日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成22年03月30日 起案
工事請負契約の契約保証書の返還について（伺い）

3

平成22年03月17日 収受
工事完成の届出について（報告）

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30日 起案
完成精算について（伺い）

6

平成22年03月25日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

7

平成22年03月30日 収受
工事請負契約の契約保証書に係る受領について（報告）

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22年01月13日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

10

平成22年03月17日 起案
工事検査依頼について（伺い）

11

平成22年03月30日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

12

平成22年03月26日 収受
工事完成引渡について（報告） 

13



索引目次

平成21年度 施行契約（新庄浄水場活性炭吸着池逆 水道部/浄水課/施設管理係

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22年02月01日 収受
工事完成の届出について（報告）

2

平成22年02月01日 収受
工事検査通知について（供覧） 

3

平成22年02月10日 起案
工事請負代金の支出について（伺い） 

4

平成22年02月09日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

5

平成21年10月01日 収受
工事着手等の届出について（報告）

6

平成21年09月30日 起案
監督職員の通知について（伺い）

7

平成21年10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）

8

平成22年02月15日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

9

平成22年02月01日 起案
工事検査依頼について（伺い）

10

平成22年02月10日 収受
工事完成引渡について（報告） 

11



索引目次

平成21年度 施行契約（玉山系テレメータ装置移設そ 水道部/浄水課/施設管理係

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26日 起案
工事検査依頼について（伺い）

1

平成21年09月09日 起案
監督職員の通知について（伺い）

2

平成22年03月10日 収受
工事完成引渡について（報告）

3

平成22年03月16日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

4

平成22年03月10日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

5

平成22年03月10日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

6

平成22年03月25日 起案
完成精算について（伺い）

7

平成22年01月19日 起案
ＮＴＴ専用サービス変更の申し込みについて（伺い）

8

平成22年03月16日 収受
工事請負契約の契約保証書の受領について（供覧）

9

平成22年03月16日 収受
保証に係る請求書

10

平成22年02月26日 収受
工事完成の届出について（報告）

11

平成22年03月01日 収受
工事検査通知について（供覧）

12

平成21年10月02日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

13

平成22年03月16日 起案
工事請負契約の契約保証書の返還について（伺い）

14

平成21年09月10日 収受
工事着手等の届出について（報告）

15



索引目次

平成21年度 施行契約（水質計器点検整備工事） 水道部/浄水課/施設管理係

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29日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

1

平成21年06月17日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成21年09月24日 起案
工事請負代金の支出について（伺い） 

3

平成21年09月24日 起案
工事請負契約の契約保証書の返還について（伺い）

4

平成21年09月25日 収受
工事請負契約の契約保証書に係る受領について（報告）

5

平成21年09月15日 起案
工事検査依頼について（伺い）

6

平成21年09月24日 収受
工事完成引渡について（報告） 

7

平成21年06月16日 起案
監督職員の通知について（伺い）

8

平成21年09月15日 収受
工事完成の届出について（報告）

9

平成21年09月24日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

10

平成21年09月15日 収受
工事検査通知について（供覧） 

11

平成21年09月24日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

12



索引目次

平成21年度 施行契約（脱水機整備工事） 水道部/浄水課/施設管理係

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15日 起案
工事検査依頼について（伺い） 

1

平成22年03月26日 収受
工事成績評定結果について（供覧） 

2

平成22年03月16日 収受
工事検査通知について（供覧） 

3

平成21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） 

4

平成22年03月15日 収受
工事完成の届出について（報告） 

5

平成21年09月18日 収受
工事着手等の届出について（報告） 

6

平成22年03月26日 収受
完成検査完了通知について（供覧） 

7

平成22年02月08日 収受
変更工事工程表の届出について（報告） 

8

平成22年02月22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） 

9

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） 

10

平成22年01月07日 収受
現場代理人等通知書の届出について（報告） 

11

平成21年09月17日 起案
監督職員の通知について（伺い） 

12

平成22年03月29日 収受
工事完成引渡について（報告） 

13



索引目次

平成21年度 施行契約（米内浄水場外高圧気中開閉 水道部/浄水課/施設管理係

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18日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

1



索引目次

平成21年度 施行契約（中津川取水場導水ポンプ（３ 水道部/浄水課

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22年03月01日 起案
工事検査依頼について（伺い）

1

平成21年08月11日 起案
監督職員の通知について（伺い）

2

平成22年03月11日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

3

平成21年09月16日 収受
下請負の届出について（報告）

4

平成21年09月09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22年03月01日 収受
工事完成の届出について（報告）

6

平成21年10月01日 収受
下請負の届出について（報告）

7

平成22年03月01日 収受
工事検査通知について（供覧）

8

平成22年03月10日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

9

平成22年03月10日 収受
工事完成引渡について（報告）

10

平成22年03月09日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

11

平成21年08月17日 収受
工事着手等の届出について（報告）

12



索引目次

平成21年度 施行契約（米内浄水場脱水機用コンプ 水道部/浄水課/施設管理係

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
工事着手等の届出について（報告）

1

平成21年11月24日 収受
工事検査通知について（供覧）

2

平成21年12月01日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

3

平成21年11月18日 収受
工事完成の届出について（報告）

4

平成21年09月15日 起案
監督職員の通知について（伺い）

5

平成21年11月18日 起案
工事検査依頼について（伺い）

6

平成21年10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）

7

平成21年12月04日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

8

平成21年10月30日 収受
下請負の届出について（報告）

9



索引目次

平成21年度 施行契約（米内浄水場外区分用高圧気 水道部/浄水課/施設管理係

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04日 収受
工事成績評定結果について（供覧）

1

平成21年10月27日 起案
電気変更申込について（伺い）

2

平成21年12月02日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

3

平成21年12月02日 起案
工事請負代金の支出について（伺い） 

4

平成21年11月30日 収受
工事検査通知について（供覧） 

5

平成21年11月30日 起案
工事検査依頼について（伺い）

6

平成21年11月30日 収受
工事完成の届出について（報告）

7

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）

8

平成21年12月10日 起案
完成精算について（伺い）

9

平成21年10月01日 起案
監督職員の通知について（伺い）

10

平成21年10月14日 収受
下請負の届出について（報告）

11

平成21年10月02日 収受
工事着手等の届出について（報告）

12

平成21年12月02日 収受
工事完成引渡について（報告） 

13



索引目次

平成21年度 施行契約（中屋敷浄水場高速沈でん池 水道部/浄水課/施設管理係

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
下請負の届出について（報告） 

1

平成22年03月29日 起案
工事請負契約の契約保証書の返還について（伺い）

2

平成22年03月15日 収受
工事検査通知について（供覧） 

3

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） 

4

平成22年02月01日 収受
下請負の届出について（報告） 

5

平成22年03月12日 収受
工事完成の届出について（報告） 

6

平成22年03月29日 収受
工事完成引渡について（報告） 

7

平成21年12月22日 収受
工事着手等の届出について（報告） 

8

平成21年12月15日 起案
監督職員の通知について（伺い） 

9

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） 

10

平成22年03月29日 収受
工事成績評定結果について（供覧） 

11

平成22年03月26日 収受
完成検査完了通知について（供覧） 

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02月18日 収受
下請負の届出について（報告） 

14



索引目次

平成21年度 施行契約（沢田浄水場送水管漏水修理 水道部/浄水課/施設管理係

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25日 起案
送水管漏水修理工事委託通知書の送付について（伺い）

1

平成21年08月25日 起案
送水管漏水修理工事の実施について（伺い）

2



索引目次

平成21年度 送配水月報 水道部/浄水課/施設管理係

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

K23

平成21年08月10日 起案
浄配水月報について（報告）

1

平成21年12月11日 起案
浄配水月報について（報告）

2

平成21年11月11日 起案
浄配水月報について（報告）

3

平成22年01月06日 起案
浄配水月報について（報告） 　

4

平成21年04月03日 起案
浄，配水年報及び浄配水月報について（報告）

5

平成22年03月05日 起案
浄配水月報について（報告）

6

平成21年07月07日 起案
浄配水月報について（報告）

7

平成21年10月06日 起案
平成21年9月度浄配水月報について（報告） 　

8

平成22年02月08日 起案
浄配水月報について（報告）

9

平成21年05月11日 起案
浄配水月報について（報告）

10

平成21年06月05日 起案
浄配水月報について（報告）

11

平成21年09月09日 起案
平成21年8月度浄配水月報について（報告）

12



索引目次

平成21年度 水源保全諸務 水道部/浄水課/施設管理係

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

K23

平成22年03月29日 収受
平成22年度水道水源監視業務について（供覧）

1

平成22年03月31日 収受
平成22年3月分の水源監視について（報告）

2

平成22年02月08日 収受
玉山区藪川地内の伐採届について

3

平成21年06月29日 起案
　不法投棄監視合同パトロールの出席者について（伺い）

4

平成22年03月12日 収受
玉山区渋民・永井地内の伐採届について

5

平成22年03月12日 収受
玉山区藪川地内の伐採届について

6

平成22年02月05日 収受
玉山区上田地内の伐採届について

7

平成22年02月17日 収受
根田茂第５地割６-４池内山林の伐採届について

8

平成21年08月05日 起案
下米内字伊勢沢地内の伐採届に係る意見照会について（伺い）

9

平成21年09月17日 起案
上米内字畑36番地21地内山林の伐採届に係る意見について（伺い）

10

平成22年03月09日 収受
玉山区川又地内の伐採届について

11

平成22年03月05日 収受
平成22年2月分の水源監視について（報告）

12

平成22年03月04日 収受
山岸字外山岸46-3地内山林の伐採届について

13

平成22年03月04日 収受
玉山区好摩地内の伐採届について

14

平成22年02月12日 収受
玉山区好摩地内の伐採届について

15

平成21年04月24日 収受
上田字松屋敷103-10地内山林の伐採届について

16

平成21年09月01日 収受
玉山区好摩地内の伐採届について

17

平成21年09月05日 収受
平成21年8月分の水源監視について（報告）

18

平成21年05月15日 収受
猪去上平12-36地内山林の伐採届について

19

平成21年05月15日 収受
玉山区藪川地内の伐採届について

20

平成21年05月15日 収受
玉山区川又地内の伐採届について

21



索引目次

平成21年度 水源保全諸務 水道部/浄水課/施設管理係

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

K23

平成21年09月11日 収受
上鹿妻字横道3-4・3-5地内山林の伐採届について

22

平成21年05月08日 収受
砂子沢第６地割86-３地内山林の伐採届について

23

平成21年05月08日 収受
砂子沢代６地割87・88-3・89地内山林の伐採届について

24

平成21年05月07日 収受
平成21年4月分の水源監視について（報告）

25

平成21年09月14日 収受
玉山区渋民地内の伐採届について

26

平成21年09月14日 収受
玉山区好摩地内の伐採届について

27

平成22年02月02日 収受
平成22年1月分の水源監視について（報告）

28

平成21年09月16日 収受
玉山区好摩地内の伐採届について

29

平成21年08月26日 収受
砂子沢第１地割6-16地内山林の伐採届について

30

平成21年04月22日 収受
根田茂第1地割14-1，14-2池内山林の伐採届について

31

平成21年09月16日 収受
玉山区藪川地内の伐採届について

32

平成21年04月20日 収受
下米内字一本松23-34・35地内山林の伐採届について

33

平成21年04月17日 収受
玉山区藪川地内の伐採届に係る意見等について

34

平成21年04月17日 収受
玉山区玉山地内の伐採届に係る意見等について

35

平成21年04月15日 収受
浅岸字向井田32地内山林の危険木の伐採について

36

平成21年06月23日 収受
平成21年5月分の水源監視について（報告）

37

平成21年04月14日 収受
玉山地区松内地内の伐採届に係る意見等について

38

平成21年04月09日 収受
玉山区日戸地内の伐採届について

39

平成21年04月01日 収受
上田字黒岩46-3地内山林の伐採届に係る意見等について

40

平成21年04月01日 収受
三ツ割字鉢ノ皮96-1地内山林の伐採届に係る意見等について

41

平成21年04月23日 収受
玉山区下田地内の伐採届について

42



索引目次

平成21年度 水源保全諸務 水道部/浄水課/施設管理係

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

K23

平成21年09月14日 収受
玉山区玉山及び日戸地内の伐採届について

43

平成21年06月29日 収受
玉山区渋民地内の伐採届について

44

平成21年07月28日 収受
玉山区永井及び下田地内の伐採届について

45

平成21年07月31日 収受
下米内字一本松23-34・35地内の伐採届について

46

平成21年08月04日 収受
平成21年7月分の水源監視について（報告）

47

平成21年08月05日 収受
砂子沢第６地割1-2地内山林の伐採届について

48

平成21年08月05日 収受
繋字シダナイザワ47-2-8，47-2，47-3地内山林の伐採届について

49

平成21年08月05日 収受
玉山区藪川地内の伐採届について

50

平成21年07月09日 収受
新庄字貝田53-1地内山林の伐採届について

51

平成21年07月03日 収受
平成21年6月分の水源監視について（報告）

52

平成21年08月05日 収受
玉山区好摩地内の伐採届について

53

平成21年08月05日 収受
浅岸字大志田川46-1地内山林の伐採届について

54

平成21年08月06日 収受
玉山区玉山地内の伐採届について

55

平成21年07月02日 収受
大ヶ生第14地割1-13地内山林の伐採届について

56

平成21年08月28日 収受
玉山区永井及び川又地内の伐採届について

57

平成21年06月29日 収受
玉山区藪川地内の伐採届について

58

平成21年05月19日 収受
玉山区渋民地内の伐採届について

59

平成21年06月23日 収受
浅岸字二ツ森73-45外２筆地内山林の伐採届について

60

平成21年06月17日 収受
浅岸字大志田29-18地内山林の伐採届について

61

平成21年06月15日 収受
三ッ割字櫃石2-2地内山林の伐採届について

62

平成21年08月20日 収受
玉山区好摩地内の伐採届について

63



索引目次

平成21年度 水源保全諸務 水道部/浄水課/施設管理係

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

K23

平成21年07月01日 収受
玉山区藪川地内の伐採届について

64

平成21年08月13日 収受
玉山区門前寺地内の伐採届について

65

平成21年06月29日 収受
玉山区芋田地内の伐採届について

66

平成21年06月12日 収受
伐採届に係る意見照会について

67

平成21年06月10日 収受
玉山区藪川地内の伐採届について

68

平成21年06月09日 収受
川目第１地割111-15，111-16地内山林の伐採届について

69

平成21年05月29日 収受
玉山区馬場地内の伐採届について

70

平成21年09月17日 収受
上飯岡第９地割９-16地内山林の伐採届について

71

平成21年07月01日 収受
玉山区藪川地内の伐採届について

72

平成21年12月14日 収受
平成21年11月分の水源監視について（報告）

73

平成21年09月17日 収受
愛宕下14-2地内山林の伐採届について

74

平成21年11月09日 収受
湯沢1-1-32及び繋字上野1-1・15-2地内山林の伐採届について

75

平成21年04月23日 収受
砂子沢第6地割88-4地内山林の伐採届について

76

平成21年11月12日 収受
玉山区上田地内の伐採届について

77

平成21年11月20日 収受
玉山区永井・下田地内の伐採届について

78

平成21年07月23日 収受
玉山区川又地内の伐採届について

79

平成21年11月02日 起案
林地開発計画許可申請に係る意見等について（伺い）

80

平成22年01月14日 収受
手代森第３地割３－１地内山林の伐採届について

81

平成22年01月14日 収受
手代森第３地割109－１，109-4地内山林の伐採届について

82

平成21年11月25日 収受
玉山区松内・玉山地内の伐採届について

83

平成21年11月25日 収受
川目19地割7-1外地内山林の伐採届について

84



索引目次

平成21年度 水源保全諸務 水道部/浄水課/施設管理係

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

K23

平成21年11月09日 収受
玉山区永井地内等の伐採届について

85

平成21年12月11日 収受
簗川第１地割4-2外地内山林の伐採届について

86

平成22年03月03日 起案
下米内字一本松23-7外地内山林の伐採届に係る意見について（伺い）

87

平成21年12月15日 収受
猪去字上猪去58-4，猪去字上平90-1地内山林の伐採届について

88

平成21年12月15日 収受
玉山区川又地内の伐採届について

89

平成21年12月25日 収受
渋民及び好摩地内の伐採届について

90

平成22年01月06日 収受
玉山区芋田・渋民地内の伐採届について

91

平成22年01月07日 収受
平成21年12月分の水源監視について（報告）

92

平成22年01月08日 収受
上米内字松木平44-13地内山林の伐採届について

93

平成22年01月08日 収受
玉山区渋民地内の伐採届について

94

平成21年04月10日 起案
森林法第10条の2第6項の規定の基づく林地開発許可申請に係る意見 につ
いて（伺い） 95

平成21年04月01日 起案
平成21年度水道水源監視業務に係る依頼状の交付について（伺い）

96

平成22年01月22日 収受
新庄字小貝沢56-3地内山林の伐採届について

97

平成21年06月26日 起案
林地開発許可申請に係る意見について（伺い）

98

平成21年06月17日 起案
伐採届に係る意見照会について（伺い）

99

平成21年12月02日 収受
玉山区好摩地内の伐採届について

100

平成21年09月28日 収受
玉山区下田地内の伐採届について

101

平成21年10月06日 収受
新庄字小貝沢36-1地内山林の伐採届について

102

平成21年12月17日 収受
上飯岡第９地割90-1地内山林の伐採届について

103

平成21年12月17日 収受
新庄字下八木田60-12，加賀野字才ノ神40-1地内山林の伐採届について

104

平成21年11月24日 収受
浅岸字鍋倉19-19外４筆地内山林の伐採届について

105



索引目次

平成21年度 水源保全諸務 水道部/浄水課/施設管理係

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

K23

平成21年04月07日 収受
玉山区松内地内の伐採届に係る意見等について

106

平成21年04月03日 収受
玉山区松内地内の伐採届に係る意見等について

107

平成21年04月03日 収受
玉山区永井地区の伐採届に係る意見等について

108

平成21年11月09日 収受
玉山区藪川地内の伐採届について

109

平成21年09月28日 収受
玉山区好摩地内の伐採届について

110

平成22年03月01日 起案
平成22年度水道水源監視業務について（伺い）

111

平成21年11月12日 起案
下米内字へぐり69-1地内山林の伐採届に係る意見について（伺い）

112

平成21年09月29日 収受
上米内字庄ヶ畑77-4地内山林の伐採届について

113

平成21年10月20日 収受
浅岸字鍋倉19-14地内山林の伐採届について

114

平成21年11月04日 収受
平成21年10月分の水源監視について（報告）

115

平成21年10月01日 収受
繋字猿田1-7地内山林の伐採届について

116

平成21年10月05日 収受
平成21年9月分の水源監視について（報告）

117

平成21年10月09日 収受
玉山区玉山地内の伐採届について

118

平成21年10月20日 収受
玉山区藪川地内の伐採届について

119

平成21年10月30日 収受
玉山区藪川地内の伐採届について

120

平成21年10月20日 収受
玉山区永井地内の伐採届について

121

平成21年10月23日 収受
玉山区藪川地内の伐採届について

122

平成21年09月30日 収受
玉山区藪川地内の伐採届について

123

平成21年11月11日 起案
浅岸字鎌倉19-1・19-27及び赤重30-85地内山林の伐採届に係る意見につ
いて（伺い）124
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