
索引目次

平成22年度 補助金交付金 上下水道局/総務経営課/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22年04月01日 起案
平成22年度盛岡市上下水道局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） 1

平成22年12月07日 収受
盛岡市上下水道局職員互助会事業補助金請求書の送付について（供覧）

2

平成22年04月01日 収受
平成22年度盛岡市上下水道局職員互助会事業補助金交付契約の締結に
ついて（報告）3

平成22年12月06日 起案
平成22年度盛岡市上下水道局職員互助会事業補助金の交付に係る契約の
変更について （伺い） 4

平成22年12月07日 収受
平成22年度盛岡市上下水道局職員互助会事業補助金交付変更契約の締
結について（報告）5



索引目次

平成22年度 水道施設災害復旧 上下水道局/総務経営課/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22年07月20日 起案
「北上市漏水事故」に係る給水応援関係諸費用の請求について（伺い）

1



索引目次

平成22年度 支出負担行為書 上下水道局/総務経営課/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

K10

平成22年07月06日 起案
参加費の戻入について（伺い）

1

平成23年03月23日 起案
参加費の戻入について（伺い）

2



索引目次

平成22年度 契約諸務 上下水道局/総務経営課/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

K10

平成23年03月31日 起案
契約及び検査事務の分担金の支出に係る協議について（依頼）

1

平成23年03月31日 起案
契約及び検査事務の分担金に関する協議結果及び支出について

2

平成23年01月25日 起案
盛岡市契約事務電算処理システム（上下水道局分）改修経費負担に係る協
議について（回答）3

平成22年07月29日 起案
建設資材の地元調達について

4

平成22年04月01日 収受
契約及び検査事務の分担金に関する覚書の締結について（供覧）

5



索引目次

平成22年度 財務諸務 上下水道局/総務経営課/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

K10

平成23年03月31日 起案
委任事務に係る職員給与等経費の請求について（伺い）

1

平成22年04月01日 起案
委任事務に係る職員給与等経費の負担に関する協約の締結について（伺
い）2

平成23年03月31日 起案
委任事務に係る職員給与等経費の支払いについて（伺い）

3



索引目次

平成22年度 支出負担行為書 上下水道局/総務経営課/管財係

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04月01日 起案
平成22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22年度 財務諸務 上下水道局/総務経営課/経営企画係

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04月01日 起案
平成21年度公共事業執行状況調査（第４四半期終了分について）について
（伺い）1

平成22年05月31日 起案
平成22年度公共事業施行状況調について（伺い）

2

平成22年05月10日 収受
平成22年度水道事業会計及び下水道事業会計予算書の送付について（供
覧）3

平成22年05月10日 収受
平成22年度水道事業会計及び下水道事業会計予算書の送付について（供
覧）4

平成22年05月06日 収受
平成22年度水道事業会計予算書の送付について（供覧）

5

平成22年04月30日 収受
平成22年度水道事業会計予算書の送付について（供覧）

6

平成22年04月30日 収受
平成22年度水道事業会計予算書の送付について（供覧）

7

平成22年04月30日 収受
平成22年度水道事業会計予算書の送付について（供覧）

8

平成22年04月30日 収受
平成22年度水道事業会計予算書の送付について（供覧）

9

平成22年04月30日 起案
平成22年度水道事業会計予算書等の送付について（伺い）

10

平成22年04月13日 起案
物品購入に係る予算執行状況の確認について（伺い）

11

平成22年04月22日 起案
平成22年度普通交付税（合併算定）に用いる基礎数値Ｃについて（伺い）

12

平成22年04月15日 起案
平成22年度水道事業及び下水道事業会計予算書の送付について（伺い）

13

平成22年04月14日 収受
平成22年度遠野市水道事業会計予算書の送付について（供覧）

14

平成22年04月14日 起案
平成21年度国土交通省所管公共事業に係る契約状況等の報告について
（伺い）15

平成22年04月13日 収受
平成22年度水道事業会計予算書の送付について（供覧）／北上市

16

平成22年06月29日 起案
平成22年度簡易水道高料金対策実施計画の策定について（伺い）

17

平成22年04月27日 収受
本市水道事業予算書の送付について（供覧）

18

平成23年01月06日 起案
平成22年度３月市議会定例会提出の補正予算について（伺い）

19

平成22年10月13日 起案
平成22年度公共事業執行状況調査（９月末現在について）について（伺い）

20



索引目次

平成22年度 財務諸務 上下水道局/総務経営課/経営企画係

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10月14日 起案
平成22年度公共事業執行状況調査（第二四半期終了分について）について
（伺い）21

平成22年11月08日 起案
平成21年度地方公営企業決算の状況及び決算書並びに平成22年度予算
書の送付について（伺い）22

平成22年11月16日 起案
平成23年度予算編成方針及び見積要領について（伺）

23

平成22年11月17日 起案
補正予算原案の送付について（伺い）

24

平成22年11月24日 収受
平成22年度水道事業会計予算書の送付について（供覧）

25

平成22年12月10日 起案
平成23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）

26

平成22年06月09日 起案
給水装置工事資金融資及び水道水源水質保全促進事業資金融資に係る調
査について（伺い）27

平成23年01月05日 起案
平成22年度公共事業執行状況調査（12月末現在について）について（伺い）

28

平成22年09月09日 起案
地方財政決算情報管理システムに係るPC環境調査について（伺い）

29

平成23年01月17日 起案
平成22年度公共事業執行状況調査（第三四半期終了分について）について
（伺い）30

平成23年02月02日 起案
ゼロ市債対応可能事業の調査について（伺い）

31

平成23年02月07日 起案
ゼロ市債対応可能事業の調査について（伺い）

32

平成23年03月04日 起案
水道事業会計における退職給与引当金の取扱いに関する要領の制定につ
いて（伺い）33

平成23年03月24日 起案
備品基準の見直しについて（伺い）

34

平成23年03月31日 起案
平成22年度一般会計から農業集落排水事業費特別会計への繰出について
（伺い）35

平成23年03月31日 起案
平成22年度簡易水道事業費特別会計への一般会計繰入金交付申請及び
請求について（伺い）36

平成22年12月27日 収受
平成23年度水道関係政府予算案の送付について（供覧）

37

平成22年07月13日 起案
平成22年度公共事業執行状況調査（６月末現在について）について（伺い）

38

平成22年04月15日 起案
平成22年度普通交付税の算定に用いる基礎数値（４月照会）について（伺
い）39

平成22年07月01日 起案
平成22年度９月市議会定例会提出の補正予算について（伺い）

40



索引目次

平成22年度 財務諸務 上下水道局/総務経営課/経営企画係

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07月05日 起案
平成21年度地方公営企業決算の状況及びの平成22年度予算書の送付につ
いて（伺い）41

平成22年07月06日 起案
他会計分後納郵便料の水道事業会計立替払い分の請求（５月分）について
（伺い）42

平成22年07月07日 起案
水道事業会計立替分後納郵便料（４月分）の請求について（伺い）

43

平成22年07月07日 起案
水道事業会計立替分後納郵便料（５月分）の請求について（伺い）

44

平成22年07月07日 起案
資金不足比率等に関する算定様式の提出について（伺い）

45

平成22年10月08日 起案
平成22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）

46

平成22年07月12日 起案
平成22年度公共事業執行状況調査（６月末現在について）について（伺い）

47

平成22年10月04日 起案
平成22年度12月市議会定例会提出の補正予算について（伺い）

48

平成22年07月16日 起案
平成22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）49

平成22年08月04日 起案
公営企業決算統計の提出済みデータの確認・修正について（簡易水道事業
分）（伺い）50

平成22年08月04日 起案
平成22年度地方交付税検査調査表について（伺い）

51

平成22年08月12日 起案
平成22年度特別交付税に係る特需財政需要額に関する調査について（伺
い）52

平成22年08月12日 起案
平成22年度地方交付税検査について（伺い）

53

平成22年08月19日 起案
平成22年度特別交付税の額の算定に用いる基礎資料について（伺い）

54

平成22年09月09日 起案
平成22年度地方交付税検査の受検にかかる説明者の出席について（伺い）

55

平成22年06月15日 起案
他会計分後納郵便料の水道事業会計立替払い分の請求について（伺い）

56

平成22年07月08日 起案
平成21年度下水道事業会計繰入金実績額について（伺い）

57

平成22年04月01日 起案
「電子申告・納税等開始（変更等）届出書」の提出について（伺い）

58

平成22年04月02日 収受
平成22年度奥州市水道事業会計予算書の送付について（供覧）

59

平成22年04月02日 収受
平成22年度水道事業会計予算書の送付について（供覧）／山形市

60



索引目次

平成22年度 財務諸務 上下水道局/総務経営課/経営企画係

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04月02日 収受
平成22年度二戸市水道事業会計予算書の送付について（供覧）

61

平成22年04月06日 起案
平成21年度公共事業執行状況調査（第四四半期終了分）について（伺い）

62

平成22年04月07日 起案
平成22年度予算執行計画調書（歳入・歳出）の提出について（伺い）

63

平成22年04月08日 起案
平成21年度国土交通省所管公共事業に係る契約状況の報告（第４四半期
分）について（伺い）64

平成22年04月02日 収受
平成22年度花巻市上水道事業会計予算書の送付について（供覧）

65

平成22年04月02日 収受
平成22年度花巻市上水道事業会計予算書の送付について（供覧）

66

平成22年04月02日 収受
平成22年度宮古市水道事業会計予算書の送付について（供覧）

67

平成22年04月01日 起案
盛岡市上下水道局会計間費用負担事務取扱要領について（伺い）

68

平成22年04月02日 収受
平成22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）

69

平成22年04月01日 起案
異動届出書の提出について（伺い）

70

平成22年04月12日 起案
平成22年度下水道事業会計予算書等の送付について（伺い）

71

平成22年04月12日 収受
平成22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）

72

平成22年04月15日 収受
平成22年度久慈市水道事業会計予算書の送付について（供覧）

73



索引目次

平成22年度 金融機関関係 上下水道局/総務経営課/経理係

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

K10

平成22年12月10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）

1

平成22年06月01日 起案
平成22年度盛岡市下水道事業会計予算に係る議決証明について（伺い）

2

平成22年06月30日 起案
組織変更に伴う金融機関への諸手続きについて（伺い）

3

平成22年09月08日 起案
残高確認証明書の回答について（伺い）

4

平成22年10月27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）

5

平成23年03月03日 起案
残高確認証明書の回答について（伺い）

6

平成23年09月05日 起案
残高確認証明書の回答について（伺い）

7

平成22年04月01日 起案
組織変更に伴う取扱金融機関への諸手続きについて（伺い）

8

平成22年05月27日 起案
盛岡市水道事業及び下水道事業の収納取扱金融機関に係る担保金の請求
について（伺い）9

平成22年04月30日 起案
組織変更に伴う金融機関への諸手続きについて（伺い）

10

平成22年04月08日 起案
水道事業及び下水道事業に係る担保金預り証の差替えについて（伺い）

11

平成22年04月09日 起案
盛岡市水道事業及び下水道事業の収納取扱金融機関に係る担保金の請求
について（伺い）12

平成22年04月26日 起案
盛岡市水道事業及び下水道事業の収納取扱金融機関に係る担保金の受領
について（伺い）13

平成22年05月13日 収受
収納取扱金融機関における店舗の統廃合について（供覧）

14

平成22年05月26日 起案
組織変更に伴う金融機関への諸手続きについて（伺い）

15

平成23年03月28日 起案
平成23度度盛岡市下水道事業会計予算に係る議決証明について（伺い）

16

平成22年04月01日 起案
下水道事業会計の当座預金開設に係る現金の振替について（伺い）

17

平成22年04月01日 起案
ファームバンキングによる総合振込みに係る手数料の負担について（伺い）

18



索引目次

平成22年度 金融機関関係（契約関係） 上下水道局/総務経営課/経理係

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

K10

平成22年05月19日 起案
盛岡市上下水道局出納取扱金融機関に関する契約書の一部変更について
（伺い）1

平成22年06月01日 起案
収納取扱金融機関の指定に伴う変更契約の締結について（報告）

2

平成22年06月01日 起案
収納取扱金融機関との契約書の締結について（報告）

3

平成22年04月01日 収受
給与振込に関する協定の締結について（報告）

4

平成22年05月07日 起案
収納取扱金融機関の指定に係る協議について（伺い）

5

平成22年04月01日 起案
給与振込に関する協定の締結について（伺い）

6

平成22年04月01日 起案
出納及び収納取扱金融機関との契約締結について（伺い）

7

平成22年04月01日 起案
出納及び収納取扱金融機関との契約書の締結について（報告）

8

平成22年04月01日 起案
出納取扱金融機関等に対する検査要領の制定について（伺い）

9

平成22年05月19日 起案
盛岡市上下水道局収納取扱金融機関の指定等について（伺い）

10



索引目次

平成22年度 支払証書 上下水道局/総務経営課/経理係

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

K10

平成22年06月25日 起案
振替支出命令について（伺い）

1



索引目次

平成22年度 資金前渡職員 上下水道局/総務経営課/経理係

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

K10

平成22年04月09日 起案
平成22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22年04月01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）2

平成22年04月07日 起案
平成22年度職員給与支給に係る資金前渡職員について（伺い）

3



索引目次

平成22年度 保管現金 上下水道局/総務経営課/経理係

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

K10

平成23年03月01日 起案
小口現金の配分の変更について（伺い）

1

平成23年03月31日 起案
小口現金の保管高の見直しについて（伺い）

2



索引目次

平成22年度 決算関係 上下水道局/総務経営課/経営企画係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

K12

平成22年06月03日 起案
平成21年度地方公営企業決算状況調査に係る回答について（伺い）

1

平成22年06月17日 起案
平成21年度地方公営企業決算状況調査に係る回答について（伺い）

2

平成22年06月18日 起案
平成21年度消費税及び地方消費税の確定申告について（伺い）

3

平成22年05月27日 起案
平成21年度地方公営企業決算状況調査に係る「一時借入金調査」及び「他
会計等借入 金・貸付金調査」について （伺い）4

平成22年09月29日 起案
平成21年度盛岡市水道事業剰余金の処分について（伺い）

5

平成22年05月21日 起案
平成21年度地方公営企業決算状況調査（水道事業会計）に係る数値につい
て（伺い）6

平成22年07月27日 起案
【公営企業決算統計関連】提出済みデータの確認・修正 について（法適用企
業分）（伺い）7

平成22年06月18日 起案
平成21年度地方財政状況調査（普通会計決算統計）に係る資料の提出につ
いて（伺い）8

平成22年10月25日 起案
国土交通省所管建設事業費等平成21年度実績調査（建設業務統計）につ
いて（伺い）9

平成22年07月06日 起案
平成21年度地方財政状況調査（公害対策事業費決算状況調査）について
（伺い）10

平成22年05月17日 起案
平成21年度地方公営企業決算状況調査に係る係数について （伺い）

11

平成22年07月09日 起案
平成21年度市町村公共施設状況調査について（伺い）

12

平成22年05月21日 起案
平成21年度地方公営企業決算状況調査に係る各種資料の作成・提出につ
いて （伺い）13

平成22年08月17日 収受
平成21年度下水道事業事業会計消費税確定申告の審査結果について（供
覧）14



索引目次

平成22年度 決算関係 上下水道局/総務経営課/経理係

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

K12

平成22年06月17日 起案
平成21年度決算に係る主要な施策の成果に関する実績報告書の原稿作成
について（回答）1

平成22年06月11日 起案
平成21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22年05月31日 起案
平成21年度盛岡市水道事業会計及び下水道事業会計決算書の提出につい
て（伺い）3

平成22年06月30日 起案
平成21年度盛岡市水道事業及び下水道事業会計決算に関する照会事項に
ついて（伺い）4



索引目次

平成22年度 ダム負担金（御所ダム維持管理負担金 上下水道局/総務経営課/経営企画係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K13

平成22年08月06日 起案
御所ダム平成22年度第２四半期の負担金について（報告）

1

平成22年05月27日 収受
平成22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



索引目次

平成22年度 ダム負担金（綱取ダム関係） 上下水道局/総務経営課/経営企画係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K13

平成22年05月06日 起案
綱取ダム管理連絡会の開催について（伺い）

1

平成22年10月29日 起案
綱取ダム管理連絡会の開催について（伺い）

2

平成22年11月11日 起案
綱取ダム管理連絡会議について（報告）

3

平成23年01月26日 収受
平成21年度綱取ダム管理費用の確定額について

4

平成22年04月09日 起案
平成22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）5



索引目次

平成22年度 収支月計 上下水道局/総務経営課/経理係

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

K13

平成22年06月02日 起案
平成22年５月分収支月計表の確認について（伺い）

1

平成22年04月30日 起案
平成22年４月分収支月計表の確認について（伺い）

2

平成22年04月07日 起案
平成22年３月分収支月計表の証明依頼について（伺い）

3

平成22年07月05日 起案
平成22年６月分収支月計表の確認について（伺い）

4

平成22年08月05日 起案
平成22年７月分収支月計表の確認について（伺い）

5

平成22年09月06日 起案
平成22年８月分収支月計表の確認について（伺い）

6

平成22年11月05日 起案
平成22年10月分収支月計表の確認について（伺い）

7

平成22年12月06日 起案
平成22年11月分収支月計表の確認について（伺い）

8

平成23年01月07日 起案
平成22年12月分収支月計表の確認について（伺い）

9

平成23年02月08日 起案
平成23年１月分収支月計表の確認について（伺い）

10

平成22年10月05日 起案
平成22年９月分収支月計表の確認について（伺い）

11

平成23年03月08日 起案
平成23年２月分収支月計表の確認について（伺い）

12



索引目次

平成22年度 収支日計表 上下水道局/総務経営課/経理係

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

K13

平成22年04月30日 起案
下水道事業会計収支日計表の訂正依頼について（伺い）

1



索引目次

平成22年度 一般会計繰入金 上下水道局/総務経営課/経営企画係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K14

平成23年02月23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）1

平成22年09月14日 起案
平成22年度予算における一般会計繰入金の状況調査について（伺い）

2

平成22年11月02日 起案
平成23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（第２回）について（伺い）3

平成22年11月18日 起案
平成23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）4

平成22年11月25日 起案
平成23年度上下水道事業に要する経費の予算確保について（依頼）

5

平成23年03月15日 起案
平成22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）6

平成23年01月19日 起案
平成22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）7

平成22年08月24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）

8

平成22年08月30日 起案
平成23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）9

平成22年12月01日 起案
平成23年度上下水道事業に要する経費の予算確保について（依頼）

10

平成22年06月18日 起案
平成21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）11

平成22年07月15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）

12

平成22年10月28日 起案
一般会計繰入金状況調査の調査結果と送付について（伺い）

13



索引目次

平成22年度 水道水源開発等施設整備費国庫補助 上下水道局/総務経営課/経営企画係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K14

平成23年01月06日 起案
国庫補助事業公共事業施行状況調査（12月末現在）について（伺い）

1

平成22年08月27日 起案
国庫補助事業公共事業施行状況調査（８月末現在）について（伺い）

2

平成22年09月30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第２･四半期状況報
告書の提出について （伺い）3

平成22年10月05日 起案
国庫補助事業公共事業施行状況調査（９月末現在）について（伺い）

4

平成22年10月19日 起案
平成23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）

5

平成22年10月27日 起案
平成22年度10月分公共事業施行状況調査について（伺い）

6

平成22年11月02日 起案
国庫補助事業公共事業施行状況調査（10月末現在）について（伺い）

7

平成22年11月05日 起案
平成23年度水道施設整備費国庫補助事業の要望書等（緊急時給水拠点確
保等事業費）の提出について（伺い）8

平成22年11月05日 起案
平成23年度水道施設整備費国庫補助事業の要望書等（水道管路耐震化等
推進事業費）の提出について（伺い）9

平成22年11月26日 起案
平成22年度11月分公共事業施行状況調査について（伺い）

10

平成22年12月02日 起案
国庫補助事業公共事業施行状況調査（11月末現在）について（伺い）

11

平成22年12月08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第３・四半期状況報
告書の提出について（伺い）12

平成22年12月27日 起案
平成22年度12月分公共事業施行状況調査について（伺い）

13

平成23年01月06日 起案
平成23年度水道水源開発等施設整備費国庫補助事業について（伺い）

14

平成22年07月30日 起案
公共事業施行状況調査（７月末現在）について（伺い）

15

平成22年04月23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

16

平成23年01月11日 起案
平成23年度水道水源開発等施設整備費国庫補助事業について（県への回
答）（伺い）17

平成23年01月28日 起案
平成22年度１月分公共事業施行状況調査について（伺い）

18

平成23年01月28日 起案
平成21年度水道水源開発等施設整備費国庫補助金仕入れに係る消費税等
相当額の報告について（伺い） 19

平成23年01月28日 起案
平成21年度水道水源開発等施設整備費国庫補助金仕入れに係る消費税等
相当額の報告について（伺い） 20



索引目次

平成22年度 水道水源開発等施設整備費国庫補助 上下水道局/総務経営課/経営企画係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K14

平成23年02月04日 起案
国庫補助事業公共事業施行状況調査（１月末現在）について（伺い）

21

平成23年02月25日 起案
平成22年度２月分公共事業施行状況調査について（伺い）

22

平成23年03月02日 起案
国庫補助事業公共事業施行状況調査（２月末現在）について（伺い）

23

平成22年12月24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第３･四半期状況報
告書の提出について （伺い）24

平成22年04月21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）

25

平成22年04月06日 起案
平成22年度水道施設整備費補助金（本省繰越分）の内示について（伺い）

26

平成22年04月23日 収受
簡易水道等施設整備費の国庫補助について

27

平成22年07月30日 起案
平成23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）

28

平成22年04月26日 起案
水道水源開発国庫補助金後年度所要額調べについて（伺い）

29

平成22年04月26日 起案
公共事業施行状況調査に係る照会について（伺い）

30

平成22年04月27日 起案
公共事業施行状況調査（H21出納整理期間分及び4月分）の提出について
（伺い）31

平成22年05月19日 復命
平成22年度水道事業実務担当者会議　　　　　　　　　　　　　　　　　

32

平成22年07月30日 起案
水道施設整備費国庫補助金の所要額調について（伺い）

33

平成22年06月02日 起案
公共事業施行状況調査（５月分）の提出について（伺い）

34

平成22年06月16日 起案
工事進捗状況報告書について（伺い）

35

平成22年06月24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第1･四半期状況報
告書の提出について （伺い）36

平成22年07月06日 起案
水道施設整備費補助金の請求計画について（伺い）

37

平成22年07月06日 起案
公共事業施行状況調査（６月分）の提出について（伺い）

38

平成22年07月12日 起案
平成22年度水道施設整備費補助金（国庫補助金）に係る請求計画について
（伺い）39

平成22年05月27日 起案
公共事業施行状況調査（5月末現在）の提出について（伺い）

40



索引目次

平成22年度 預金組替通知書 上下水道局/総務経営課/経理係

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

K14

平成22年06月30日 起案
水道事業会計の資金運用（平成22年６月30日）について（伺い）

1

平成22年07月27日 起案
水道事業会計の資金運用（平成22年７月28日）について（伺い）

2

平成22年07月30日 起案
水道事業会計の資金運用（平成22年７月30日）について（伺い）

3

平成22年08月23日 起案
水道事業会計の資金運用（平成22年８月25日）について（伺い）

4

平成22年06月29日 起案
水道事業会計の資金運用（平成22年6月30日）について（伺い）

5

平成22年08月23日 起案
資金運用における譲渡性預金の対応について（伺い）

6

平成22年04月27日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成22年4月30日）について（伺い）

7

平成22年08月23日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成22年８月25日）について（伺い）

8

平成22年06月28日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成22年6月30日）について（伺い）

9

平成22年05月31日 起案
水道事業会計の資金運用（平成22年５月31日）について（伺い）

10

平成22年04月01日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成22年４月１日）について（伺い）

11

平成22年04月30日 起案
水道事業会計の資金運用（平成22年4月30日）について（伺い）

12

平成22年04月22日 起案
資金運用（平成22年4月23日）について（伺い）

13

平成22年08月30日 起案
水道事業会計の資金運用（平成22年８月31日）について（伺い）

14

平成23年01月12日 起案
水道事業会計の資金運用（平成23年１月14日）について（伺い）

15

平成22年05月25日 起案
水道事業会計の資金運用（平成22年5月27日）について（伺い）

16

平成22年12月28日 起案
水道事業会計の資金運用（平成22年12月28日）について（伺い）

17

平成23年03月29日 起案
盛岡市水洗便所改造資金貸付基金利息の繰入について（伺い）

18

平成23年03月29日 起案
水道事業会計の資金運用（平成23年３月31日）について（供覧）

19

平成23年03月23日 起案
水道事業会計の資金運用（平成23年３月31日）について（伺い）

20



索引目次

平成22年度 預金組替通知書 上下水道局/総務経営課/経理係

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

K14

平成23年02月24日 起案
水道事業会計の資金運用（平成23年２月28日）について（伺い）

21

平成23年01月31日 起案
水道事業会計の資金運用（平成23年１月31日）について（伺い）

22

平成22年11月30日 起案
水道事業会計の資金運用（平成22年11月30日）について（伺い）

23

平成22年11月11日 起案
水道事業会計の資金運用（平成22年11月15日）について（伺い）

24

平成22年09月22日 起案
資金運用（平成22年９月28日）について（伺い）

25

平成22年04月01日 起案
資金運用（平成22年4月1日）について

26

平成22年11月02日 起案
資金運用（平成22年11月5日）について（伺い）

27

平成22年10月29日 起案
水道事業会計の資金運用（平成22年10月29日）について（伺い）

28

平成22年10月26日 起案
水道事業会計の資金運用（平成22年10月27日）について（伺い）

29

平成22年09月30日 起案
水道事業会計の資金運用（平成22年９月30日）について（伺い）

30

平成22年09月29日 起案
盛岡市水洗便所改造資金貸付基金の運用について（伺い）

31

平成23年01月26日 起案
水道事業会計の資金運用（平成23年１月28日）について（伺い）

32

平成22年12月13日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成22年12月15日）について（伺い）

33



索引目次

平成22年度 他会計貸付金 上下水道局/総務経営課/経理係

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

K14

平成23年02月24日 起案
水道事業会計と病院事業会計の資金融通について（伺い）

1

平成23年03月14日 起案
水道事業会計と下水道事業会計の資金融通について（伺い）

2

平成23年03月31日 起案
水道事業会計と下水道事業会計の資金融通期間の満了に伴う償還につい
て（伺い）3

平成23年02月15日 起案
水道事業会計と下水道事業会計の資金融通について（伺い）

4



索引目次

平成22年度 一般会計繰出金 上下水道局/総務経営課/経理係

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

K14

平成23年02月22日 起案
平成22年度下水道事業会計負担金及び補助金の交付申請について（伺い）

1

平成23年01月04日 起案
平成22年度下水道事業会計負担金の交付申請について（伺い）

2

平成22年08月23日 起案
平成22年度下水道事業会計負担金の交付申請について（伺い）

3

平成22年04月14日 起案
下水道事業会計負担金の執行委任[\600,000,000] について（伺い）

4

平成22年04月06日 起案
平成22年度下水道事業会計負担金の交付申請について

5



索引目次

平成22年度 固定資産処分報告書 上下水道局/総務経営課/管財係

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10月25日 起案
除却資産処分報告書の提出について（伺い）

1

平成23年02月22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22年度 災害共済関係（市有物件災害共済） 上下水道局/総務経営課/管財係

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23年03月22日 収受
建物総合損害共済災害共済金送金の案内の送付について（供覧）

1

平成23年02月28日 起案
建物総合損害共済　災害共済金の請求について（伺い）

2

平成23年02月15日 起案
建物総合損害共済事故速報の送付について

3

平成23年01月24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）

4

平成22年11月29日 起案
平成23年度　自動車損害共済　継続委託希望調査票の提出について（伺
い）5

平成22年10月04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）

6

平成22年09月29日 起案
自動車損害共済災害共済金の請求について（伺い）

7

平成22年09月24日 起案
事故発生速報の送付について（伺い）

8

平成22年09月06日 起案
太陽光発電装置に係る建物総合損害共済異動申込書の提出について（伺
い）9

平成22年06月28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）

10

平成22年08月23日 起案
太陽光発電装置に係る建物総合損害共済の取扱いについて（伺い）

11

平成22年07月26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22年04月01日 起案
建物総合損害共済の加入について（伺い）

13

平成22年04月01日 起案
建物総合損害共済の加入について（伺い）

14

平成22年07月20日 起案
自動車損害共済災害共済金の請求について（伺い）

15

平成22年07月21日 起案
建物総合損害共済事故速報の送付について

16

平成22年04月01日 起案
建物総合損害共済の加入について（伺い）

17

平成22年04月01日 起案
建物総合損害共済の加入について（伺い）

18

平成22年04月01日 起案
建物総合損害共済の加入について（伺い）

19

平成22年04月12日 起案
市有物件関係職員氏名表の提出について

20



索引目次

平成22年度 災害共済関係（市有物件災害共済） 上下水道局/総務経営課/管財係

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05月11日 起案
水道事業に係る自動車損害共済継続委託申込について（伺い）

21

平成22年06月28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）

22

平成22年07月21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）

23

平成22年07月12日 起案
事故発生速報の送付について

24

平成22年05月11日 起案
下水道事業に係る自動車損害共済継続委託申込について（伺い）

25

平成22年06月21日 起案
自動車損害共済災害共済金の請求について（伺い）

26

平成22年06月16日 起案
事故発生速報の送付について

27

平成22年05月25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）

28

平成22年05月11日 起案
農業集落排水事業費特別会計に係る自動車損害共済継続委託申込につい
て（伺い）29

平成22年05月11日 起案
公設浄化槽事業費特別会計に係る自動車損害共済継続委託申込について
（伺い）30



索引目次

平成22年度 災害共済関係（水道賠償責任保険） 上下水道局/総務経営課/管財係

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04月19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22年度 庁舎管理 上下水道局/総務経営課/管財係

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10月21日 起案
上下水道局本庁舎の暖房用ボイラーの運転について

1

平成22年09月10日 収受
ボイラー性能検査結果について（報告）

2

平成23年03月08日 起案
料金課の水道料金等徴収業務委託に伴う電話関係協議報告について（報
告）3

平成23年03月02日 起案
高圧気中開閉器取替修繕実施と庁舎の停電について(伺い)

4

平成23年02月15日 収受
市有建築物石綿（アスベスト）使用状況再調査結果について（供覧）

5

平成23年01月28日 起案
料金課の水道料金等徴収業務委託にかかる受託業者の男子厚生室利用の
周知について6

平成23年01月14日 収受
暖房用ボイラー部品交換修繕に係る報告について（報告）

7

平成23年03月08日 起案
料金課の水道料金等徴収業務委託に伴う電話関係協議報告について（報
告）8

平成22年05月28日 収受
ばい煙発生施設に係る変更届について（報告）

9

平成22年08月31日 起案
組織名称変更に伴うボイラー検査証書替申請書の提出について

10

平成22年11月02日 起案
上下水道局本庁舎冷凍機等保守点検業務委託に係る期末整備完了届につ
いて（報告）11

平成22年04月20日 起案
改正省エネ法への関係課会議の報告

12

平成22年05月11日 起案
上下水道局本庁舎駐輪場の利用状況調査の実施について

13

平成22年04月21日 起案
省エネ法に係る打合せ会について（報告）

14

平成22年04月14日 起案
省エネ法に係る打合せ会の開催について（伺い）

15

平成22年05月27日 収受
電気設備点検報告書について（報告）

16

平成22年05月21日 起案
施設の氏名等変更届について

17

平成22年06月04日 起案
電気設備点検実施と庁舎の停電について(伺い)

18

平成22年06月07日 収受
届出に係る違反通知について（報告）

19

平成22年07月05日 起案
上下水道局本庁舎の駐輪場の新設に係る周知について

20



索引目次

平成22年度 庁舎管理 上下水道局/総務経営課/管財係

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07月26日 起案
上下水道局本庁舎冷凍機等保守点検業務委託に係る巡回点検完了届につ
いて（報告）21

平成22年08月26日 起案
上下水道局本庁舎冷凍機等保守点検業務委託に係る巡回点検完了届につ
いて（報告）22

平成22年04月14日 起案
上下水道局本庁舎の放置自転車等の処分について

23

平成22年04月23日 収受
電気設備点検報告書について（報告）

24



索引目次

平成22年度 庁舎管理（消防防災関係） 上下水道局/総務経営課/管財係

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05月19日 起案
上下水道局庁舎に係る消防長への届出並びに自衛消防隊員及び火気取締
責任者の割当について（伺い）1

平成22年05月10日 起案
総務経営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）

2

平成22年04月26日 起案
上下水道局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）3

平成22年06月11日 収受
上下水道局本庁舎に係る消防計画変更届出書及び防火管理者選任（解任）
届出書の受理について（報告）4

平成22年04月26日 収受
消防用設備等検査済証の収受について（報告）

5



索引目次

平成22年度 庁舎管理（業務委託・本庁舎管理等） 上下水道局/総務経営課/管財係

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23年03月07日 収受
貯水槽清掃点検報告書について（供覧）

1

平成22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22年04月14日 起案
本庁舎管理等業務委託に係る支出について(伺い)

3



索引目次

平成22年度 庁舎管理（業務委託・一般廃棄物処理） 上下水道局/総務経営課/管財係

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04月14日 起案
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22年04月01日 起案
現場責任者等の届出について(報告)

2



索引目次

平成22年度 庁舎管理（業務委託・電話設備保守点 上下水道局/総務経営課/管財係

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04月14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)

1

平成22年04月01日 起案
現場責任者等の届出について(報告)

2



索引目次

平成22年度 庁舎管理（業務委託・自動ドア保守点検上下水道局/総務経営課/管財係

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04月01日 起案
現場責任者等の届出について(報告)

1

平成22年04月14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)

2



索引目次

平成22年度 庁舎管理（業務委託・無線設備保守点 上下水道局/総務経営課/管財係

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23年01月26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22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）

2

平成22年11月01日 起案
無線局再免許申請手続きに係る委任について（伺い）

3

平成23年01月28日 収受
現場責任者の届出について(供覧）

4

平成23年02月08日 起案
業務委託契約に係る作業日程について(伺い)

5

平成23年03月11日 起案
業務完了確認について（伺い）

6

平成22年11月01日 起案
現場責任者の届出について（報告）

7

平成23年02月28日 起案
業務完了確認について（伺い）

8



索引目次

平成22年度 庁舎管理（業務委託・冷凍機等保守点 上下水道局/総務経営課/管財係

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06月01日 起案
現場責任者等の届出について(報告)

1

平成22年07月01日 収受
本庁舎冷凍機等保守点検業務委託報告書について（供覧）

2

平成22年11月02日 起案
業務完了確認について（伺い）

3

平成22年11月05日 起案
業務完了確認報告及び通知について（伺い）

4



索引目次

平成22年度 庁舎管理（業務委託・御所浄水場草刈） 上下水道局/総務経営課/管財係

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07月02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）1

平成22年07月01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22年06月22日 起案
現場責任者の届出について（報告）

3

平成22年10月05日 起案
御所浄水場用地草刈業務委託設計書の作成依頼について（伺い）

4



索引目次

平成22年度 庁舎管理（業務委託・生垣植栽剪定） 上下水道局/総務経営課/管財係

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07月20日 起案
現場責任者の届出について（報告）

1

平成22年09月06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22年08月25日 起案
生垣剪定に伴う車両等の駐車について(伺い)

3

平成22年09月03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）

4



索引目次

平成22年度 庁舎管理（業務委託・ボイラー清掃点検上下水道局/総務経営課/管財係

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10月05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）

1

平成22年10月06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）2

平成22年08月25日 収受
現場責任者の届出について（報告）

3

平成22年08月24日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

4



索引目次

平成22年度 庁舎管理（業務委託・重油タンク点検等 上下水道局/総務経営課/管財係

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10月07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22年10月06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）

2

平成22年08月31日 収受
現場責任者の届出について（報告）

3

平成22年08月30日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

4



索引目次

平成22年度 庁舎管理（業務委託・消防設備点検等） 上下水道局/総務経営課/管財係

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07月01日 起案
現場責任者の届出について（報告）

1

平成22年10月04日 起案
業務完了確認について（伺い）

2

平成22年10月04日 起案
業務完了確認について（報告）

3

平成23年03月11日 起案
業務完了確認について（伺い）

4

平成23年03月11日 起案
業務完了確認について（報告）

5



索引目次

平成22年度 庁舎管理（業務委託・除雪） 上下水道局/総務経営課/管財係

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12月22日 起案
上下水道局本庁舎除雪業務に伴う車両等の駐車について(伺い)

1

平成22年11月29日 収受
平成22年度上下水道局本庁舎除排雪業務委託（単価契約）に係る契約締結
について（供覧）2

平成22年11月12日 起案
上下水道局本庁舎除排雪業務委託（単価契約）の実施及び契約依頼につい
て（伺い）3



索引目次

平成22年度 庁舎管理（業務委託・ばい煙量等測定） 上下水道局/総務経営課/管財係

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23年01月28日 収受
現場責任者の届出について(供覧）

1

平成23年03月01日 起案
業務完了確認について（伺い）

2

平成23年01月26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22年度 庁舎管理（業務委託・微量PCB分析） 上下水道局/総務経営課/管財係

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09月21日 起案
微量PCB（ポリ塩化ビフェニル）汚染電気機器等の把握にかかる調査につい
て（伺い）1



索引目次

平成22年度 財産諸務 上下水道局/総務経営課/管財係

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07月02日 起案
車両の売却処分について（伺い）

1

平成22年06月25日 起案
車両の処分（売却）に伴う見積徴取について（伺い）

2



索引目次

平成22年度 財産諸務（管財・土地・その他関係諸務 上下水道局/総務経営課/管財係

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23年03月15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

1

平成22年06月23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

2

平成22年10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）

3

平成23年03月04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）

4

平成23年01月06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

5

平成22年12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）

6

平成22年12月15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）

7

平成22年11月01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

8

平成22年10月20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

9

平成22年10月18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）

10

平成23年03月01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）

11

平成22年05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）

12

平成22年06月08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）

13

平成22年08月02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）

14

平成22年05月17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）

15

平成22年05月18日 収受
平成22年度第１回水道水源清掃及び水道施設跡地清掃の実施について
（供覧）16

平成22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結果について

17

平成22年06月15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）

18

平成22年07月27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）

19

平成22年08月26日 収受
財産所管換調書の収受について（供覧）

20



索引目次

平成22年度 財産諸務（管財・土地・その他関係諸務 上下水道局/総務経営課/管財係

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09月08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）

21

平成22年09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）

22

平成22年09月16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）

23

平成22年09月21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）

24

平成22年09月27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22年10月01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22年08月18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

27

平成22年10月07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



索引目次

平成22年度 庁舎営繕 上下水道局/総務経営課/管財係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K15

平成23年01月26日 起案
盛岡市上下水道局本庁舎耐震補強等工事に係る電気料及び水道料の請求
について（伺い）1

平成22年10月15日 起案
上下水道局本庁舎耐震補強等工事に係る周知について（伺い）

2

平成22年10月28日 起案
上下水道局本庁舎耐震補強等工事に係る周知について（伺い）

3

平成22年11月15日 収受
上下水道局本庁舎耐震補強等工事に係る変更設計図書の送付について
（供覧）4

平成22年11月26日 起案
上下水道局本庁舎耐震補強等工事に係る周知について（伺い）

5

平成22年11月26日 起案
上下水道局本庁舎耐震補強等工事の工事の現場監理依頼書の提出につい
て（伺い）6

平成22年11月26日 収受
上下水道局本庁舎耐震補強等工事の変更契約に係る関係書類の送付につ
いて（供覧）7

平成22年12月28日 起案
盛岡市上下水道局本庁舎耐震補強等工事に係る工事完了確認について
（伺い）8

平成22年12月28日 収受
上下水道局本庁舎耐震補強等工事に係る工事完成引渡書の送付について
（供覧）9

平成23年01月05日 起案
盛岡市上下水道局本庁舎耐震補強等工事に係る工事完了確認報告につい
て（報告）10

平成23年02月25日 起案
高圧気中開閉器取替修繕に伴う停電作業にかかる電気変更申込書の提出
について11

平成22年10月05日 起案
前払金の支出について（伺い）

12

平成22年09月22日 収受
上下水道局本庁舎耐震補強等工事に係る下請負届等の送付について（供
覧）13

平成23年01月05日 起案
上下水道局本庁舎耐震補強等工事に係る周知について（伺い）

14

平成22年07月21日 収受
上下水道局本庁舎耐震補強その他工事の契約に係る関係書類の返送につ
いて（供覧）15

平成22年04月07日 起案
平成22年度　社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ｽﾄｯｸ形成事業）
【耐震】の補助申請に係る情報提出について（伺い）16

平成22年04月09日 収受
平成22年度社会資本整備総合交付金の内定額の通知について（供覧）

17

平成22年04月12日 起案
上下水道局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）18

平成22年04月12日 収受
平成22年度社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業）
（国庫）の配分（当初）について（供覧）19

平成22年04月19日 起案
平成22年度社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業）
について（報告）20



索引目次

平成22年度 庁舎営繕 上下水道局/総務経営課/管財係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K15

平成22年04月21日 起案
上下水道局本庁舎耐震補強その他工事について（伺い）

21

平成22年09月24日 収受
上下水道局本庁舎耐震補強等工事に係る下請負届等の送付について（供
覧）22

平成22年07月21日 収受
上下水道局本庁舎耐震補強等工事設計業務委託に係る設計図書の送付に
ついて（供覧）23

平成22年10月04日 収受
上下水道局本庁舎耐震補強等工事に係る下請負届等の送付について（供
覧）24

平成22年08月31日 収受
上下水道局本庁舎耐震補強等工事の契約に係る関係書類の送付について
（供覧）25

平成22年09月02日 収受
現場代理人等通知書の送付について（供覧）

26

平成22年09月08日 起案
上下水道局本庁舎耐震補強等工事の工事の現場監理依頼書の提出につい
て（伺い）27

平成22年09月09日 起案
上下水道局本庁舎耐震補強等工事の実施に係る周知について（伺い）

28

平成22年09月10日 起案
上下水道局本庁舎耐震補強等工事に係る市有地使用依頼書の送付につい
て29

平成22年09月17日 起案
上下水道局本庁舎耐震補強等工事に係る周知について（伺い）

30

平成23年03月17日 起案
随意契約の解除について（伺い）「高圧気中開閉器取替修繕」

31

平成22年09月24日 起案
上下水道局本庁舎耐震補強等工事に係る周知について（伺い）

32

平成22年10月01日 起案
上下水道局本庁舎耐震補強等工事に係る周知について（伺い）

33

平成22年07月06日 収受
上下水道局本庁舎耐震補強その他工事設計業務委託に係る設計図書の送
付について（供覧）34



索引目次

平成22年度 車両事故関係 上下水道局/総務経営課/管財係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K15

平成22年09月28日 起案
車両事故の示談について

1



索引目次

平成22年度 業務委託等（廃棄公文書リサイクル処理上下水道局/総務経営課/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23年01月18日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

1

平成23年03月04日 起案
盛岡市上下水道局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）2



索引目次

平成22年度 借地関係 上下水道局/総務経営課/管財係

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04月01日 起案
行政財産使用許可について(報告)

1

平成22年02月19日 起案
平成22年度行政財産使用許可申請について(伺い)

2

平成22年04月01日 起案
土地賃貸借契約の締結について（報告）

3

平成22年04月01日 起案
土地賃貸借契約の変更について（伺い）

4

平成22年03月16日 起案
東中野財産区財産借受申込について(伺い)

5

平成22年03月02日 起案
土地の賃貸借契約に係る継続更新について(伺い)

6

平成22年02月12日 起案
行政財産使用許可について（報告）

7

平成22年04月09日 起案
盛岡市東中野財産区に係る不動産賃貸借契約の締結について（報告）

8



索引目次

平成22年度 土地建物貸付 上下水道局/総務経営課/管財係

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23年02月17日 起案
行政財産使用許可について（伺い）

1

平成23年01月28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）

2

平成22年06月01日 起案
行政財産使用許可について（伺い）

3

平成22年04月01日 起案
行政財産使用許可について（伺い）

4

平成22年06月29日 起案
行政財産使用許可について（伺い）

5



索引目次

平成22年度 土地建物買収処分 上下水道局/総務経営課/管財係

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10月25日 起案
測量及び登記等業務委託（指示書－１）に係る完了検査について（伺い）

1

平成23年01月24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）

2

平成23年01月20日 起案
消火栓用地寄付に係る登記事務について(伺い）

3

平成22年11月19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22年10月26日 起案
測量及び登記等業務委託（指示書－１）の完了について（伺い）

5

平成22年08月02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）

6

平成22年04月01日 起案
水道施設用地の寄附の受諾について(伺い）

7

平成22年04月15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）

8

平成22年07月22日 起案
水道施設用地の寄附の受諾について(伺い）

9

平成22年11月17日 起案
消火栓用地寄付に係る登記事務について(伺い）

10

平成22年08月02日 起案
開発行為に伴う登記事務等について(伺い）

11

平成22年10月12日 収受
測量及び登記等業務委託（指示書－１）の担当土地家屋調査士の選任につ
いて（供覧）12

平成22年08月02日 起案
測量等業務委託に係る見積依頼について（伺い）

13

平成22年08月06日 収受
測量等業務委託に係る見積書の収受について（供覧）

14

平成22年08月11日 起案
平成４年度水道施設用地（消火栓用地)の取得に係る資産経理について(伺
い）15

平成22年08月24日 起案
下水道敷地の帰属に係る資産経理について(伺い）

16

平成22年10月01日 起案
測量及び登記等業務委託（単価契約）に係る担当責任者の通知について
（伺い）17

平成22年10月04日 起案
測量及び登記等業務委託（指示書－１）の実施について

18

平成22年10月12日 起案
測量等業務委託（指示書－１）に係る証明書交付申請書の交付について（伺
い）19



索引目次

平成22年度 飲料水供給施設関係 上下水道局/総務経営課/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23年03月31日 起案
平成22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
する報告書の提出について（伺い）1

平成22年04月01日 起案
平成22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（伺い）

2

平成22年04月01日 起案
平成22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）3

平成23年03月31日 起案
平成22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22年度 水道事業経営審議会 上下水道局/総務経営課/経理係

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

K20

平成22年04月13日 起案
審議会･委員会等の女性委員の登用状況調査について（伺い）

1

平成22年09月02日 起案
平成22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）2

平成22年08月19日 起案
平成22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）

3

平成22年08月16日 起案
平成22年度第１回盛岡市水道事業経営審議会の資料の送付について

4

平成22年08月12日 起案
平成22年度第１回盛岡市水道事業経営審議会における市長あいさつ原稿に
ついて(伺い）5

平成22年08月03日 起案
平成22年度第1回盛岡市水道事業経営審議会に係る局内打合せについて
（伺い）6

平成22年07月29日 起案
平成22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22年10月19日 起案
平成22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）8

平成22年07月15日 起案
平成22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）

9

平成23年01月20日 起案
平成22年度盛岡市上下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）10

平成22年04月13日 起案
「審議会等一覧表」の作成について（伺い）

11

平成22年07月29日 起案
平成22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）12

平成23年02月02日 起案
平成22年度盛岡市上下水道事業経営審議会における市長あいさつ原稿に
ついて(伺い）13

平成23年03月17日 起案
平成22年度盛岡市上下水道事業経営審議会会議結果のお知らせについて
（伺い）14

平成23年03月10日 起案
平成22年度盛岡市上下水道事業経営審議会の会議結果について（伺い）

15

平成23年02月21日 起案
平成22年度盛岡市上下水道事業経営審議会報酬明細書の送付について
(伺い）16

平成23年02月14日 起案
平成22年度盛岡市上下水道事業経営審議会開催に係る委員への昼食提供
について（伺い）17

平成23年02月08日 起案
平成22年度盛岡市上下水道事業経営審議会開催について（伺い）

18

平成23年01月13日 起案
盛岡市上下水道事業経営審議会条例改正に伴う審議会委員への通知につ
いて(伺い）19

平成23年02月07日 起案
平成22年度盛岡市上下水道事業経営審議会の資料の送付について

20



索引目次

平成22年度 水道事業経営審議会 上下水道局/総務経営課/経理係

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

K20

平成23年01月04日 起案
盛岡市上下水道事業経営審議会の委員増に伴う推薦依頼等について(伺
い）21

平成23年02月02日 起案
平成22年度盛岡市上下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）22

平成23年02月01日 起案
平成22年度盛岡市上下水道事業経営審議会に係る局内打合せについて
（伺い）23

平成23年01月31日 起案
平成22年度盛岡市上下水道事業経営審議会の開催通知について（伺い）

24

平成23年01月27日 起案
盛岡市上下水道事業経営審議会委員への委嘱について（伺い）

25

平成22年09月01日 起案
平成22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）26

平成23年01月17日 起案
平成22年度盛岡市上下水道事業経営審議会の開催について（伺い）

27

平成23年02月07日 起案
平成22年度盛岡市上下水道事業経営審議会の出席者について(報告）

28

平成22年10月13日 起案
平成22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）

29



索引目次

平成22年度 水道事業基本計画（新基本計画） 上下水道局/総務経営課/経営企画係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

K21

平成22年07月20日 起案
盛岡市水道事業基本計画策定委員会設置要綱の改正について（伺い）

1

平成23年02月09日 起案
新盛岡市水道事業基本計画前期実施計画（平成17～21 年度）における実
績について（報告）2

平成22年08月31日 起案
平成22年度第1回盛岡市水道事業基本計画策定員会の開催結果及び前期
実施計画の検証について（伺い）3

平成22年04月27日 起案
新盛岡市水道事業基本計画後期実施計画及び財政計画の見直しについて
（伺い） 4

平成22年07月21日 起案
平成22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） 5



索引目次

平成22年度 水道事業基本計画（新しい総合計画） 上下水道局/総務経営課/経営企画係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

K21

平成22年10月07日 起案
平成22年度第１回盛岡市総合計画審議会に係る資料の確認について（伺
い）1

平成22年08月31日 起案
盛岡市総合計画実施計画主要事業に係るヒアリング後の修正について（伺
い）2

平成22年07月30日 起案
盛岡市総合計画実施計画に係る主要事業について（伺い）

3

平成22年07月20日 起案
盛岡市総合計画実施計画に係る主要事業調書の作成について（伺い）

4

平成22年05月20日 起案
総合計画実施計画主要事業の実績について（伺い）

5

平成22年05月10日 起案
総合計画実施計画主要事業の実績について（伺い）

6

平成22年12月22日 起案
盛岡市総合計画実施計画に掲載している「市以外の団体による事業」につい
て（伺い）7

平成23年01月13日 起案
盛岡市総合計画実施計画（平成23年度～25年度）に係る「主要事業計画」の
内容確認について（伺い）8

平成22年12月22日 起案
盛岡市総合計画実施計画（平成23年度～25年度）に係る「施策別計画」の内
容確認について（伺い）9

平成22年12月22日 起案
盛岡市総合計画実施計画（平成23年度～25年度）に係る成果指標数値の内
容確認等について（伺い）10

平成23年01月05日 起案
盛岡市総合計画実施計画に掲載している「市以外の団体による事業」につい
て（伺い）11

平成23年01月05日 起案
盛岡市総合計画実施計画（平成23年度～25年度）に係る成果指標数値の内
容確認等にについて（伺い）12

平成23年01月05日 起案
盛岡市総合計画実施計画（平成23年度～25年度）に係る「主要事業計画」の
内容確認について（伺い）13

平成23年01月05日 起案
盛岡市総合計画実施計画（平成23年度～25年度）に係る「施策別計画」の内
容確認について（伺い）14

平成23年01月31日 起案
盛岡市総合計画実施計画（平成23年度～25年度）の主要事業に係る事業費
等について（伺い）15

平成23年01月13日 起案
盛岡市総合計画実施計画（平成23年度～25年度）に係る「施策別計画」の内
容確認にについて（伺い）16

平成22年12月22日 起案
盛岡市総合計画実施計画（平成23年度～25年度）に係る「主要事業計画」の
内容確認について（伺い）17


