
索引目次

平成22年度 下水道関係業務委託 上下水道局/料金課/業務係

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

E60

平成22年04月01日 起案
平成22年度水道料金・下水道使用料料金早見表配布業務委託契約の締結
について（供覧）1

平成22年04月01日 起案
平成22年度下水道使用料（検針井戸水・家事用井戸水）賦課計算業務委託
契約の締結について　(伺い)2

平成22年04月01日 起案
平成22年度水道料金・下水道使用料料金早見表配布(玉山区)業務委託契
約の締結について(伺い)3

平成22年04月01日 起案
平成22年度水道料金・下水道使用料料金早見表配布業務委託契約の締結
について（伺い）4

平成22年04月01日 起案
平成22年度下水道使用料（検針井戸水・家事用井戸水）賦課計算業務委託
契約の締結について　(供覧)5

平成22年04月01日 起案
平成22年度水道料金・下水道使用料料金早見表配布業務委託契約に係る
現場責任者届出書について（供覧）6

平成22年04月01日 起案
平成22年度水道料金・下水道使用料料金早見表配布(玉山区)業務委託契
約の締結について(供覧)7

平成23年03月17日 起案
平成23年度下水道井戸水検針業務委託契約の実施について（伺い)

8

平成22年04月01日 起案
平成22年度下水道井戸水検針業務委託契約の締結について　(伺い)

9

平成22年04月01日 起案
平成22年度下水道井戸水検針業務委託契約の締結について(供覧)

10

平成23年03月17日 起案
平成23年度下水道使用料（検針井戸水・家事用井戸水）賦課計算業務委託
契約の実施について(伺い)11



索引目次

平成22年度 下水道使用料調定（過料関係） 上下水道局/料金課/業務係

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

E60

平成23年02月02日 起案
下水道使用料（家事用井戸水）に係る督促手数料の還付について

1



索引目次

平成22年度 C51下水道使用料調定 上下水道局/料金課/計量係

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

E60

平成23年03月28日 起案
下水道使用水量（検針井戸水）の認定について(伺い)

1

平成23年02月15日 収受
検針井戸水メ－タ－の新設について

2

平成23年02月25日 起案
下水道使用水量（検針井戸水）の認定について(伺い)

3

平成23年03月01日 起案
温泉水使用者に係る平成２３年２月分汚水排出量の認定について

4

平成23年03月03日 起案
雫石町水道使用者に係る平成22年度2月分の汚水排出量の認定について
（伺い）5

平成23年03月07日 起案
平成22年度2月分水道使用者に係る汚水排出量の減量認定について

6

平成23年03月07日 起案
平成22年度2月分井戸使用者に係る汚水排出量の減量認定について

7

平成23年03月25日 起案
滝沢水道使用者に係る平成22年度2月分の汚水排出量の認定について（伺
い）8

平成23年02月15日 起案
滝沢水道使用者に係る平成22年度1月分の汚水排出量の認定について（伺
い）9

平成23年03月29日 起案
下水道使用水量（検針井戸水）の認定について(伺い)

10

平成23年03月31日 起案
平成22年度3月分水道使用者に係る汚水排出量の減量認定について

11

平成23年03月31日 起案
温泉水使用者に係る平成２３年３月分汚水排出量の認定について

12

平成23年03月31日 起案
滝沢村および雫石町水道使用者に係る使用水量報告について（伺い）

13

平成23年03月31日 起案
停電に係る汚水排出量認定について（伺い）

14

平成23年03月31日 収受
停電について

15

平成23年01月19日 起案
滝沢水道使用者に係る平成22年度12月分の汚水排出量の認定について
（伺い）16

平成23年03月07日 起案
下水道使用水量（検針井戸水）の減量認定について(伺い)

17

平成23年01月07日 起案
雫石町水道使用者に係る平成22年度12月分の汚水排出量の認定について
（伺い）18

平成22年12月07日 起案
平成22年度11月分井戸使用者に係る汚水排出量の減量認定について

19

平成22年12月15日 起案
滝沢水道使用者に係る平成22年度11月分の汚水排出量の認定について
（伺い）20



索引目次

平成22年度 C51下水道使用料調定 上下水道局/料金課/計量係

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

E60

平成23年01月26日 起案
雫石町水道使用者に係る平成22年度1月分の汚水排出量の認定について
（伺い）21

平成23年02月08日 起案
下水道使用水量（検針井戸水）の減量認定について(伺い)

22

平成22年12月20日 起案
下水道使用料の減免について（伺い）

23

平成23年01月07日 起案
温泉水使用者に係る平成２２年１２月分汚水排出量の認定について

24

平成23年01月07日 起案
平成22年度12月分井戸使用者に係る汚水排出量の減量認定について

25

平成23年01月07日 起案
平成22年度12月分水道使用者に係る汚水排出量の減量認定について

26

平成23年01月31日 起案
下水道使用水量（検針井戸水）の認定について(伺い)

27

平成23年02月02日 起案
平成22年度1月分井戸使用者に係る汚水排出量の減量認定について

28

平成23年02月02日 起案
平成22年度1月分水道使用者に係る汚水排出量の減量認定について

29

平成22年12月21日 起案
下水道使用料（家事用井戸水）に係る過誤納金の還付について(伺い)

30

平成23年02月02日 起案
下水道使用水量（検針井戸水）の減量認定について(伺い)

31

平成23年01月19日 起案
下水道使用料（家事用井戸水）に係る過誤納金の還付について(伺い)

32

平成23年01月31日 起案
温泉水使用者に係る平成２３年１月分汚水排出量の認定について

33

平成23年01月25日 起案
下水道使用水量（検針井戸水）の減量認定について(伺い)

34

平成22年11月29日 起案
温泉水使用者に係る平成２２年１１月分汚水排出量の認定について

35

平成22年06月03日 起案
平成22年度5月分水道使用者に係る汚水排出量の減量認定について

36

平成22年11月16日 起案
下水道使用料（家事用井戸水）に係る過誤納金の還付について(伺い)

37

平成22年11月17日 起案
滝沢水道使用者に係る平成22年度10月分の汚水排出量の認定について
（伺い）38

平成22年11月19日 収受
汚水排出減量中止について

39

平成22年11月26日 収受
下水道一時使用開始届について

40



索引目次

平成22年度 C51下水道使用料調定 上下水道局/料金課/計量係

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

E60

平成22年12月02日 起案
下水道使用料（家事用井戸水）に係る過誤納金の還付について(伺い)

41

平成22年12月03日 起案
平成22年度11月分水道使用者に係る汚水排出量の減量認定について

42

平成22年12月06日 起案
雫石町水道使用者に係る平成22年度11月分の汚水排出量の認定について
（伺い）43

平成22年11月22日 起案
平成22年度下水道使用料（家事用井戸水）の賦課について(伺い)

44

平成22年10月01日 起案
下水道使用料（家事用井戸水）に係る過誤納金の還付について(伺い)

45

平成22年09月03日 起案
平成22年度8月分井戸使用者に係る汚水排出量の減量認定について

46

平成22年09月03日 起案
平成22年度8月分水道使用者に係る汚水排出量の減量認定について

47

平成22年09月09日 起案
下水道使用料（家事用井戸水）に係る過誤納金の還付について(伺い)

48

平成22年09月09日 起案
下水道使用料（家事用井戸水）に係る過誤納金の還付について(伺い)

49

平成22年09月09日 起案
下水道使用料（家事用井戸水）に係る過誤納金の還付について(伺い)

50

平成22年09月13日 起案
下水道使用料（家事用井戸水）に係る過誤納金の還付について(伺い)

51

平成22年09月15日 起案
平成22年度下水道使用料（家事用井戸水）の賦課について(伺い)

52

平成22年09月17日 起案
公共下水道一時使用許可について(伺い)

53

平成22年09月21日 起案
滝沢水道使用者に係る平成22年度8月分の汚水排出量の認定について（伺
い）54

平成22年11月16日 収受
臨時工事用水の，下水道使用料減量申請について

55

平成22年10月25日 収受
下水道一時使用開始届について

56

平成22年10月01日 起案
下水道使用料（家事用井戸水）に係る過誤納金の還付について(伺い)

57

平成22年08月30日 起案
温泉水使用者に係る平成２２年８月分の認定について

58

平成22年10月04日 起案
下水道使用水量（検針井戸水）の減量認定について(伺い)

59

平成22年10月04日 起案
下水道使用水量（検針井戸水）の減量認定について(伺い)

60



索引目次

平成22年度 C51下水道使用料調定 上下水道局/料金課/計量係

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

E60

平成22年10月04日 収受
下水道一時使用廃止届について

61

平成22年10月05日 起案
下水道使用料（家事用井戸水）に係る過誤納金の還付について(伺い)

62

平成22年10月06日 収受
検針井戸水メ－タ－の増設について

63

平成22年10月07日 起案
平成22年度9月分井戸使用者に係る汚水排出量の減量認定について

64

平成22年10月07日 起案
平成22年度9月分水道使用者に係る汚水排出量の減量認定について

65

平成22年10月15日 起案
公共下水道一時使用許可について(伺い)

66

平成22年10月18日 起案
平成22年度下水道使用料（検針井戸水）の賦課について(伺い)

67

平成22年10月19日 起案
滝沢水道使用者に係る平成22年度9月分の汚水排出量の認定について（伺
い）68

平成22年10月25日 起案
公共下水道一時使用許可について(伺い)

69

平成22年09月28日 起案
温泉水使用者に係る平成２２年９月分汚水排出量の認定について

70

平成22年07月27日 起案
雫石町水道使用者に係る平成22年度7月分の汚水排出量の認定について
（伺い）71

平成22年06月09日 起案
下水道使用料（家事用井戸水）に係る過誤納金の還付について（伺い）

72

平成22年06月15日 起案
下水道使用量減量申請について（伺い）

73

平成22年06月23日 起案
滝沢水道使用者に係る平成22年度5月分の汚水排出量の認定について（伺
い）74

平成22年06月28日 起案
雫石町水道使用者に係る平成22年度6月分の汚水排出量の認定について
（伺い）75

平成22年06月28日 起案
温泉水使用者に係る平成２２年６月分汚水排出量の認定について

76

平成22年07月02日 起案
平成22年度６月分井戸使用者に係る汚水排出量の減量認定について

77

平成22年07月02日 起案
平成22年度6月分水道使用者に係る汚水排出量の減量認定について

78

平成22年07月06日 起案
下水道使用料（家事用井戸水）に係る過誤納金の還付について(伺い)

79

平成22年07月07日 起案
下水道使用料（家事用井戸水）に係る過誤納金の還付について(伺い)

80



索引目次

平成22年度 C51下水道使用料調定 上下水道局/料金課/計量係

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

E60

平成22年07月07日 起案
下水道使用料（家事用井戸水）に係る過誤納金の還付について(伺い)

81

平成22年07月07日 起案
下水道使用料（家事用井戸水）に係る過誤納金の還付について(伺い)

82

平成22年09月03日 起案
平成22年度下水道使用料（家事用井戸水）の賦課について(伺い)

83

平成22年07月26日 起案
滝沢水道使用者に係る平成22年度6月分の汚水排出量の認定について（伺
い）84

平成22年08月31日 起案
工事用水の，下水道使用料減量申請について（伺い）

85

平成22年07月30日 起案
温泉水使用者に係る平成２２年７月分汚水排出量の認定について

86

平成22年08月02日 起案
下水道使用料（家事用井戸水）に係る過誤納金の還付について(伺い)

87

平成22年08月03日 起案
下水道使用料（家事用井戸水）に係る過誤納金の還付について(伺い)

88

平成22年08月03日 起案
平成22年度７月分井戸使用者に係る汚水排出量の減量認定について

89

平成22年08月03日 起案
平成22年度7月分水道使用者に係る汚水排出量の減量認定について

90

平成22年08月09日 起案
検針井戸水の適用種別の変更について（伺い）

91

平成22年08月19日 起案
滝沢水道使用者に係る平成22年度7月分の汚水排出量の認定について（伺
い）92

平成22年08月24日 起案
下水道使用料（家事用井戸水）に係る人数変更について(伺い)

93

平成22年08月24日 起案
平成22年度下水道使用料（家事用井戸水）の賦課について(伺い)

94

平成22年08月27日 起案
雫石町水道使用者に係る平成22年度8月分の汚水排出量の認定について
（伺い）95

平成22年09月28日 起案
雫石町水道使用者に係る平成22年度9月分の汚水排出量の認定について
（伺い）96

平成22年07月23日 起案
下水道使用料（家事用井戸水）に係る過誤納金の還付について(伺い)

97

平成22年11月04日 起案
平成22年度10月分井戸使用者に係る汚水排出量の減量認定について

98

平成22年09月24日 収受
下水道一時使用開始届について

99

平成22年11月02日 起案
雫石町水道使用者に係る平成22年度10月分の汚水排出量の認定について
（伺い）100



索引目次

平成22年度 C51下水道使用料調定 上下水道局/料金課/計量係

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

E60

平成22年11月02日 起案
下水道使用料減量申請について（伺い）

101

平成22年11月04日 起案
平成22年度10月分水道使用者に係る汚水排出量の減量認定について

102

平成22年11月08日 起案
下水道使用料（家事用井戸水）に係る調定取消について(伺い)

103

平成22年11月10日 起案
下水道使用料（家事用井戸水）に係る過誤納金の還付について（伺い）

104

平成22年11月10日 起案
下水道使用料（家事用井戸水）に係る過誤納金の還付について（伺い）

105

平成22年11月11日 起案
平成22年度下水道使用料（家事用井戸水）の賦課について(伺い)

106

平成22年11月16日 起案
臨時工事用水の，下水道使用料減量申請について（伺い）

107

平成22年06月03日 起案
平成22年5度月分井戸使用者に係る汚水排出量の減量認定について

108

平成22年11月01日 収受
下水道使用料減量申請について

109

平成22年04月30日 起案
温泉水使用者に係る平成２２年４月分汚水排出量の認定について

110

平成22年04月16日 収受
下水道使用料賦課にかかる滝沢水道使用者の検針結果（平成22年3月分）
について111

平成22年11月04日 起案
温泉水使用者に係る平成２２年10月分汚水排出量の認定について

112

平成22年05月31日 起案
温泉水使用者に係る平成２２年５月分汚水排出量の認定について

113

平成22年04月27日 起案
雫石町水道使用者に係る平成22年度4月分の汚水排出量の認定について
（伺い）114

平成22年05月07日 起案
平成22年度4月分井戸使用者に係る汚水排出量の減量認定について

115

平成22年05月07日 起案
平成22年度4月分水道使用者に係る汚水排出量の減量認定について

116

平成22年05月13日 起案
下水道使用量減量申請について（伺い）

117

平成22年05月13日 収受
下水道使用量減量申請について

118

平成22年05月19日 起案
滝沢水道使用者に係る平成22年度4月分の汚水排出量の認定について（伺
い）119

平成22年05月25日 起案
雫石町水道使用者に係る平成22年度5月分の汚水排出量の認定について
（伺い）120



索引目次

平成22年度 C51下水道使用料調定 上下水道局/料金課/計量係

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

E60

平成22年11月01日 起案
下水道使用水量（検針井戸水）の減量認定について(伺い)

121



索引目次

平成22年度 E64汚水排出関係 上下水道局/料金課/計量係

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

E60

平成23年03月24日 起案
井戸水量水器交換その３工事の契約締結について（伺い）

1

平成23年03月11日 収受
工事着手届，当初工事工程表届，現場代理人通知書の提出について（供
覧）2

平成23年03月25日 起案
井戸水量水器設置工事（その２）の完了検査の実施について（伺い）

3

平成23年02月09日 起案
井戸水量水器設置工事の契約締結について（伺い）

4

平成23年03月19日 収受
工事着手届，当初工事工程表届，現場代理人通知書の提出について（供
覧）5

平成23年03月18日 起案
井戸水量水器設置工事の完了検査の実施について（伺い）

6

平成23年03月18日 起案
井戸水量水器交換その２工事の契約締結について（伺い）

7

平成23年03月24日 収受
工事着手届の提出について（供覧）

8

平成23年03月15日 起案
井戸水量水器交換その２工事の実施について(伺い）

9

平成23年03月22日 起案
井戸水量水器交換その３工事の実施について(伺い）

10

平成23年03月10日 起案
井戸水量水器交換工事の契約締結について（伺い）

11

平成23年03月08日 収受
工事着手届，当初工事工程表届，現場代理人通知書の提出について（供
覧）12

平成23年03月07日 収受
工事着手届の提出について（供覧）

13

平成23年03月07日 起案
井戸水量水器（温水メーター）交換工事の契約締結について（伺い）

14

平成23年03月07日 起案
井戸水量水器設置工事（その２）の契約締結について（伺い）

15

平成23年02月10日 収受
工事着手届の提出について（供覧）

16

平成23年02月03日 起案
井戸水量水器設置工事の実施について

17

平成23年03月07日 起案
井戸水量水器交換工事の実施について(伺い）

18

平成23年03月25日 起案
井戸水量水器（温水メーター）交換工事の完了検査の実施について（伺い）

19

平成23年03月03日 起案
井戸水量水器（温水メーター）交換工事の実施について(伺い）

20



索引目次

平成22年度 E64汚水排出関係 上下水道局/料金課/計量係

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

E60

平成23年03月30日 起案
井戸水量水器交換その２工事の完成について（伺い）

21

平成23年03月29日 起案
井戸水量水器交換工事の完了検査の実施について（伺い）

22

平成23年03月30日 起案
井戸水量水器交換その３工事の完成について（伺い）

23

平成23年03月02日 起案
井戸水量水器設置工事（その２）の実施について(伺い）

24

平成23年03月30日 起案
井戸水量水器交換工事の完成について（伺い）

25

平成23年03月29日 起案
井戸水量水器（温水メーター）交換工事の完成について（伺い）

26

平成23年03月29日 起案
井戸水量水器設置工事（その２）の完成について（伺い）

27

平成23年03月29日 起案
井戸水量水器設置工事の完成について（伺い）

28

平成23年03月29日 起案
井戸水量水器交換その３工事の完了検査の実施について（伺い）

29

平成23年03月29日 起案
井戸水量水器交換その２工事の完了検査の実施について（伺い）

30



索引目次

平成22年度 E82農業集落排水一般（業務委託・使用上下水道局/料金課

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

E82

平成22年11月18日 起案
平成22年度盛岡市農業集落排水施設使用料11月分の新規及び更正賦課
について（伺い）1

平成23年03月31日 起案
盛岡市農業集落排水事業費特別会計に係る平成22年度23年4月収納分の
督促手数料及び延滞金の事後調定について（伺い）2

平成23年02月28日 起案
盛岡市農業集落排水事業費特別会計に係る平成22年度1月分督促手数料
及び延滞金の事後調定について（伺い）3

平成22年12月17日 起案
平成22年度盛岡市農業集落排水施設使用料12月分の新規及び更正賦課
について（伺い）4

平成22年12月30日 起案
盛岡市農業集落排水事業費特別会計に係る平成22年度12月分督促手数料
及び延滞金の事後調定について（伺い）5

平成23年01月31日 起案
盛岡市農業集落排水事業費特別会計に係る平成22年度1月分督促手数料
及び延滞金の事後調定について（伺い）6

平成23年02月21日 起案
平成23年度農業集落排水施設使用料納入通知書について（供覧）

7

平成22年11月30日 起案
盛岡市農業集落排水事業費特別会計に係る平成22年度11月分督促手数料
及び延滞金の事後調定について（伺い）8

平成23年03月17日 起案
平成23年度農業集落排水事業分担金収納消込等業務委託契約の実施に
ついて（伺い）9

平成23年03月17日 起案
平成23年度農業集落排水施設使用料賦課計算等業務委託契約の実施に
ついて（伺い）10

平成23年03月18日 起案
平成22年度盛岡市農業集落排水施設使用料3月分の新規及び更正賦課に
ついて（伺い）11

平成23年03月30日 起案
平成22年度盛岡市農業集落排水施設使用料3月分の更正賦課について（伺
い）12

平成23年03月31日 起案
盛岡市農業集落排水事業費特別会計に係る平成22年度３月分督促手数料
及び延滞金の事後調定について（伺い）13

平成23年03月31日 起案
盛岡市農業集落排水事業費特別会計に係る平成22年度23年5月収納分督
促手数料及び延滞金の事後調定について（伺い）14

平成22年10月29日 起案
盛岡市農業集落排水事業費特別会計に係る平成22年度10月分督促手数料
及び延滞金の事後調定について（伺い）15

平成23年01月18日 起案
平成22年度盛岡市農業集落排水施設使用料１月分の新規及び更正賦課に
ついて（伺い）16

平成23年03月31日 起案
平成22年度農業集落排水事業分担金及び農業集落排水施設使用料の不
納欠損処分について　　　（伺い）17

平成22年06月18日 起案
平成22年度盛岡市農業集落排水施設使用料6月分の新規及び更正賦課に
ついて（伺い）18

平成22年10月19日 起案
平成22年度盛岡市農業集落排水施設使用料10月分の新規及び更正賦課
について（伺い）19

平成22年04月01日 起案
平成22年度農業集落排水施設使用料賦課計算等業務委託の契約締結に
ついて（伺い）20



索引目次

平成22年度 E82農業集落排水一般（業務委託・使用上下水道局/料金課

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

E82

平成22年04月01日 起案
平成22年度農業集落排水事業分担金収納消込等業務委託契約の締結に
ついて（供覧）21

平成22年04月01日 起案
平成22年度農業集落排水施設使用料賦課計算業務委託契約の締結につい
て（供覧）22

平成22年04月01日 起案
平成22年度農業集落排水施設使用料賦課計算業務委託に係る管理責任
者，主任担当者及び処理日程等について（伺い）23

平成22年04月01日 起案
平成22年度農業集落排水事業分担金収納消込等業務委託に係る管理責任
者，主任担当者及び処理日程等について（伺い）24

平成22年05月31日 起案
盛岡市農業集落排水事業費特別会計に係る平成22年度督促手数料及び延
滞金の事後調定について（伺い）25

平成22年04月01日 起案
平成22年度農業集落排水事業分担金収納消込等業務委託の契約締結に
ついて（伺い）26

平成22年06月30日 起案
盛岡市農業集落排水事業費特別会計に係る平成22年度6月分督促手数料
及び延滞金の事後調定について（伺い）27

平成22年07月20日 起案
平成22年度盛岡市農業集落排水施設使用料7月分の新規及び更正賦課に
ついて（伺い）28

平成22年07月30日 起案
盛岡市農業集落排水事業費特別会計に係る平成22年度7月分督促手数料
及び延滞金の事後調定について（伺い）29

平成23年02月18日 起案
平成22年度盛岡市農業集落排水施設使用料2月分の新規及び更正賦課に
ついて（伺い）30

平成22年08月18日 起案
平成22年度盛岡市農業集落排水施設使用料8月分の新規及び更正賦課に
ついて（伺い）31

平成22年08月31日 起案
盛岡市農業集落排水事業費特別会計に係る平成22年度8月分督促手数料
及び延滞金の事後調定について（伺い）32

平成22年09月17日 起案
平成22年度盛岡市農業集落排水施設使用料９月分の新規及び更正賦課に
ついて（伺い）33

平成22年09月30日 起案
盛岡市農業集落排水事業費特別会計に係る平成22年度9月分督促手数料
及び延滞金の事後調定について（伺い）34

平成22年04月16日 起案
平成22年度盛岡市農業集落排水施設使用料4月分の新規及び更正賦課に
ついて（伺い）35



索引目次

平成22年度 農業集落排水一般 上下水道局/料金課/収納係

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

業集落排水一

平成22年12月10日 起案
農業集落排水施設使用料未納に係る催告について（伺い）

1

平成23年03月01日 起案
農業集落排水事業分担金未納に係る催告について（伺い）

2

平成23年03月01日 起案
農業集落排水施設使用料未納に係る催告について（伺い）

3

平成23年02月18日 起案
農業集落排水施設使用料等未納に係る督促について（伺い）

4

平成23年01月20日 起案
農業集落排水施設使用料等未納に係る督促について（伺い）

5

平成22年04月27日 起案
農業集落排水施設使用料に係る還付金の支出について（伺い）

6

平成22年12月10日 起案
農業集落排水事業分担金未納に係る催告について（伺い）

7

平成22年11月19日 起案
農業集落排水施設使用料等未納に係る督促について（伺い）

8

平成22年10月29日 起案
農業集落排水施設使用料に係る還付金の支出について（伺い）

9

平成22年10月20日 起案
農業集落排水施設使用料等未納に係る督促について（伺い）

10

平成22年04月30日 起案
農業集落排水事業分担金未納に係る催告について（伺い）

11

平成22年12月20日 起案
農業集落排水施設使用料等未納に係る督促について（伺い）

12

平成22年04月30日 起案
農業集落排水施設使用料未納に係る催告について（伺い）

13

平成22年09月17日 起案
農業集落排水施設使用料等未納に係る督促について（伺い）

14

平成22年04月30日 起案
盛岡市農業集落排水事業費特別会計に係る平成22年度督促手数料及び延
滞金の事後調定について（伺い）15

平成22年05月20日 起案
農業集落排水施設使用料等未納に係る督促について（伺い）

16

平成22年06月18日 起案
農業集落排水施設使用料等未納に係る督促について（伺い）

17

平成22年07月20日 起案
農業集落排水施設使用料等未納に係る督促について（伺い）

18

平成22年08月20日 起案
農業集落排水施設使用料等未納に係る督促について（伺い）

19

平成22年09月03日 起案
農業集落排水施設使用料未納に係る催告について（伺い）

20



索引目次

平成22年度 農業集落排水一般 上下水道局/料金課/収納係

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

業集落排水一

平成22年09月03日 起案
農業集落排水事業分担金未納に係る催告について（伺い）

21


