
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/みず管理課/計画係

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22年04月26日 収受
公共事業施行状況調査について（平成21年度及び平成22年度事業対象）

1

平成22年04月26日 起案
平成21年度及び平成22年度事業に係る公共事業施行状況調査について
（伺い）2

平成22年04月22日 起案
水道施設整備費国庫補助金の所要額調べについて

3

平成22年04月21日 収受
水道水源開発等施設整備費の国庫補助事業について（通知）

4

平成22年04月08日 収受
平成22年度水道施設整備費補助金の内示について

5

平成22年09月13日 起案
公共事業等契約見込調べ（伺い）

6

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（照会）

7

平成23年03月29日 起案
平成23年度水道施設整備費内示について  （伺い）

8

平成23年01月06日 収受
平成22年度水道水源開発等施設整備費補助金に係る追加要望書の提出
（第3回）について（供覧）9

平成23年02月01日 起案
公共事業施行状況調査について（平成22年度事業対象:1月分）

10

平成23年02月15日 起案
平成22年度水道水源開発等施設整備費（ライフライン機能強化等事業費）国
庫補助金の実績報告について（伺い）11

平成23年02月28日 起案
公共事業施行状況調査について（平成22年度事業対象:2月分）

12

平成23年03月02日 収受
平成22年度（平成21年度からの繰越分）水道水源開発等施設整備費(ライフ
ライン機能強化等事業費）補助金交付額確定通知13

平成23年03月07日 起案
平成22年度水道水源開発等施設整備費（ライフライン機能強化等事業費）の
請求について（伺い）14

平成23年03月07日 起案
平成22年度水道水源開発等施設整備費（ライフライン機能強化等事業費）の
請求について（伺い）15

平成23年03月18日 起案
災害復旧費国庫補助の要望調査について （伺い）

16

平成23年01月20日 収受
平成22年度（平成21年度からの繰越分）水道水源開発等施設整備費(ライフ
ライン機能強化等事業費）補助金交付額確定通知17

平成22年05月12日 収受
水道水源開発等施設整備費国庫補助金交付要綱の差替えについて（供覧）

18

平成23年01月11日 起案
水道施設整備事業の事業評価に関する要領，マニュアル等の改正等につい
て19

平成23年01月05日 収受
水道施設整備事業の事業評価に関する要領，マニュアル等の改正等につい
て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/みず管理課/計画係

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22年12月28日 起案
公共事業施行状況調査について（平成22年度事業対象:12月分）

21

平成22年12月20日 起案
平成22年度国庫補助事業第３・四半期状況報告書について（伺い）

22

平成22年11月29日 起案
公共事業施行状況調査について（平成22年度事業対象:11月分）

23

平成22年11月02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の提出について（伺い）

24

平成22年10月29日 起案
公共事業施行状況調査について（平成22年度事業対象:10月分）

25

平成22年10月28日 収受
水道水源開発等施設整備費補助金交付決定通知書について（供覧）

26

平成22年10月05日 起案
水道施設整備費補助金に係る平成22年度補正予算が編成された場合の追
加要望調書の提出について（伺い）27

平成22年10月05日 起案
平成22年度水道施設整備費国庫補助金に係る追加要望調書の提出（第2
回）について（伺い）28

平成22年10月01日 起案
公共事業施行状況調査について（平成22年度事業対象:9月分）

29

平成22年09月28日 起案
平成22年度国庫補助事業第２・四半期状況報告書について（伺い）

30

平成22年09月13日 収受
公共事業等契約見込み調べ

31

平成22年07月27日 起案
公共事業施行状況調査について（平成22年度事業対象:7月分）

32

平成22年08月24日 起案
公共事業施行状況調査について（平成22年度事業対象:8月分）

33

平成22年05月12日 収受
簡易水道等施設整備費国庫補助金における生活基盤近代化事業の補助対
象について（供覧）34

平成22年07月26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）35

平成22年07月23日 起案
水道施設整備費国庫補助金の所要額調べについて（後年度）

36

平成22年07月07日 収受
平成22年度水道施設整備費補助金に係る請求計画について

37

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

38

平成22年07月05日 起案
公共事業施行状況調査について（平成22年度事業対象:6月分）

39

平成22年06月25日 収受
水道施設整備費国庫補助事業に係る進捗状況等の報告について（供覧）

40



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/みず管理課/計画係

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22年06月22日 収受
平成22年度国庫補助事業第１・四半期状況報告書について（依頼）

41

平成22年06月22日 起案
平成22年度国庫補助事業第１・四半期状況報告書について（伺い）

42

平成22年05月28日 収受
公共事業施行状況調査について（平成22年度事業対象:5月分）

43

平成22年05月28日 起案
公共事業施行状況調査について（平成22年度事業対象:5月分）

44

平成22年05月18日 収受
平成22年度水道施設整備費国庫補助金に係る追加要望調書の提出（第１
回）について（供覧）45

平成22年05月18日 収受
水道水源開発等施設整備費国庫補助のライフライン機能強化等事業費に係
る補助採択基準について（通知）46

平成22年05月18日 起案
平成22年度水道水源開発等施設整備費（ライフライン機能強化等事業費）国
庫補助金の交付申請について（伺い）47

平成23年01月13日 起案
平成22年度水道水源開発等施設整備費（ライフライン機能強化等事業費）国
庫補助金の実績報告について（伺い）48



索引目次

平成22年度 業務委託等（水道施設耐震化計画策定上下水道局/みず管理課/計画係

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

K16

平成23年03月11日 起案
業務委託検査調書及び業務完了検査完了通知書について

1

平成23年03月17日 収受
業務成果引渡書の提出について

2

平成22年05月24日 起案
水道施設耐震化計画策定業務委託の入札公告におけるホームページ掲載
及び新聞社への情報提供の依頼について（伺い）3

平成22年06月10日 起案
水道施設耐震化計画策定業務委託に係る指名競争入札の実施について
（伺い）4

平成22年06月21日 起案
水道施設耐震化計画策定業務委託の契約締結について（伺い）

5

平成22年06月29日 起案
調査職員の通知について

6

平成22年06月30日 収受
業務着手等の届出について

7

平成23年03月04日 起案
業務完了検査について

8



索引目次

平成22年度 業務委託等（平成22年度流量水圧記録上下水道局/みず管理課/配水調整係

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11月05日 収受
平成22年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（10月分）の提出
について1

平成22年12月06日 起案
平成22年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（11月分）の提出
について（供覧）2

平成22年12月06日 収受
平成22年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（11月分）の提出
について3

平成23年01月06日 起案
平成22年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（12月分）の提出
について（供覧）4

平成23年01月06日 収受
平成22年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（12月分）の提出
について5

平成23年02月07日 起案
平成22年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（１月分）の提出に
ついて（供覧）6

平成23年02月07日 収受
平成22年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（１月分）の提出に
ついて7

平成22年11月05日 起案
平成22年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（10月分）の提出
について（供覧）8

平成23年03月31日 起案
平成22年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（３月分）の提出に
ついて（供覧）9

平成23年03月07日 収受
平成22年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（２月分）の提出に
ついて10

平成23年03月07日 起案
平成22年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（２月分）の提出に
ついて（供覧）11

平成22年05月06日 収受
平成22年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（４月分）の提出に
ついて12

平成22年10月06日 収受
平成22年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（９月分）の提出に
ついて13

平成23年03月31日 収受
平成22年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（３月分）の提出に
ついて14

平成22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）

15

平成22年04月01日 起案
監督員の通知について（伺い）

16

平成22年05月06日 起案
平成22年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（４月分）の提出に
ついて（供覧）17

平成22年04月01日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

18

平成22年04月01日 収受
業務委託着手届等の届出について（報告）

19

平成22年03月08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）

20



索引目次

平成22年度 業務委託等（平成22年度流量水圧記録上下水道局/みず管理課/配水調整係

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06月04日 起案
平成22年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（５月分）の提出に
ついて（供覧）21

平成22年06月04日 収受
平成22年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（５月分）の提出に
ついて22

平成22年07月06日 起案
平成22年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（６月分）の提出に
ついて（供覧）23

平成22年07月06日 収受
平成22年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（６月分）の提出に
ついて24

平成22年08月06日 起案
平成22年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（７月分）の提出に
ついて（供覧）25

平成22年08月06日 収受
平成22年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（７月分）の提出に
ついて26

平成22年09月06日 起案
平成22年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（８月分）の提出に
ついて（供覧）27

平成22年09月06日 収受
平成22年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（８月分）の提出に
ついて28

平成22年10月06日 起案
平成22年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（９月分）の提出に
ついて（供覧）29

平成22年02月25日 起案
平成22年度流量水圧記録装置保守点検業務委託（単価契約）契約の実施
について（伺い）30



索引目次

平成22年度 業務委託等（平成22年度ブロック別給 上下水道局/みず管理課/配水調整係

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04月06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）

1

平成23年03月31日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

2

平成23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23年03月31日 起案
業務委託の完了検査について（伺い）

4

平成22年04月12日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

5

平成23年03月31日 収受
業務委託完了届の届出について（報告）

6

平成22年04月13日 収受
委託業務着手届等の届出について（報告）

7



索引目次

平成22年度 業務委託等（平成22年度減圧弁保守点上下水道局/みず管理課/配水調整係

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07月26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）

1

平成22年07月23日 起案
業務委託完了検査について（伺い）

2

平成22年07月22日 収受
委託業務完了届について（報告）

3

平成22年07月22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）

4

平成22年06月16日 収受
着手届等届出について

5

平成22年06月15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06月16日 起案
監督員の通知について（伺い）

7



索引目次

平成22年度 業務委託等（平成22年度減圧弁保守点上下水道局/みず管理課/配水調整係

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08月04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）

1

平成22年06月04日 収受
着手届等届出について

2

平成22年05月14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22年06月04日 起案
監督員の通知について（伺い）

4

平成22年07月30日 起案
業務委託完了検査について（伺い）

5

平成22年07月30日 収受
委託業務完了届について（報告）

6

平成22年06月02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22年度 業務委託等（平成22年度配・給水管漏 上下水道局/みず管理課/配水調整係

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05月31日 収受
業務委託着手届等の提出について（報告）

1

平成22年05月31日 起案
監督職員の通知について（伺い）

2

平成22年05月31日 収受
委託代金内訳書届の提出について（報告）

3

平成22年06月01日 起案
漏水調査業務委託の実施に係る協力依頼について（伺い）

4

平成22年06月04日 収受
作業計画書届の提出について（報告）

5

平成22年06月10日 起案
身分証明書の交付について（伺い）

6

平成22年06月10日 収受
身分証明書交付願について

7

平成22年11月25日 起案
業務完了検査について（伺い）

8

平成22年11月25日 収受
業務委託完了届の届出について（報告）

9

平成22年11月30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）

10

平成22年12月01日 収受
業務委託完成引渡書について（報告）

11

平成22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）

12



索引目次

平成22年度 業務委託等（その他各種業務委託） 上下水道局/みず管理課

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

K16

平成22年12月02日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

1

平成23年02月17日 収受
業務着手届等の届出について（供覧）

2

平成23年02月14日 収受
業務着手届出等の届出について（供覧）

3

平成22年12月22日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

4

平成22年12月21日 起案
業務完了委託検査の完了について（報告）

5

平成22年12月16日 収受
業務着手等の提出について（報告）

6

平成23年03月17日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

7

平成22年11月19日 起案
業務委託完了検査の完了について（報告）

8

平成22年11月15日 起案
委託業務完了及び検査について（伺い）

9

平成22年11月11日 収受
地下水水質測定業務委託に係る業務着手届等の提出について（供覧）

10

平成23年02月14日 収受
業務着手届等の届出について（供覧）

11

平成22年11月09日 収受
業務着手届等の届出について（供覧）

12

平成22年11月01日 起案
地下水水質測定業務委託の実施について（伺い）

13

平成22年12月20日 起案
委託業務の完了及び検査について（伺い）

14

平成23年03月18日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

15

平成23年03月17日 起案
業務委託完了検査の完了について（報告）

16

平成23年03月16日 起案
業務委託完了検査の完了について（報告）

17

平成22年10月27日 収受
業務着手届等の届出について（供覧）

18

平成23年03月08日 起案
業務委託の完了及び検査について（伺い）

19

平成22年11月05日 起案
水質管理センターボイラー定期自主検査業務委託に係る契約の締結につい
て（伺い）20



索引目次

平成22年度 業務委託等（その他各種業務委託） 上下水道局/みず管理課

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

K16

平成23年03月09日 起案
業務委託完了検査の完了について（報告）

21

平成23年03月11日 起案
委託業務の完了及び検査について（伺い）

22

平成23年03月11日 起案
委託業務の完了及び検査について（伺い）

23

平成23年03月11日 起案
委託業務の完了及び検査について（伺い）

24

平成23年03月16日 起案
業務委託完了検査の完了について（報告）

25

平成23年03月16日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

26

平成23年03月16日 起案
業務委託完了検査の完了について（報告）

27

平成23年03月16日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

28

平成23年03月28日 起案
委託業務の完了及び検査について（伺い）

29

平成23年03月29日 起案
業務委託完了検査の完了及び業務委託代金の支出について（伺い）

30

平成22年10月26日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

31

平成22年10月18日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

32

平成22年10月15日 起案
業務完了委託検査の完了について（報告）

33

平成22年10月13日 起案
委託業務の完了及び検査について（伺い）

34

平成22年10月08日 起案
業務委託の完了及び検査について（伺い）

35

平成22年05月27日 収受
業務着手届等の提出について（供覧）

36

平成22年05月25日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

37

平成22年11月10日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

38

平成22年10月26日 起案
水質管理センターボイラー定期自主検査業務委託の実施について（伺い）

39



索引目次

平成22年度 業務委託等（ガスクロマトグラフ質量分 上下水道局/みず管理課

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

K16

平成23年03月28日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

1

平成23年03月28日 起案
業務委託完了検査の完了について（報告）

2

平成23年03月28日 起案
業務委託完了検査の完了について（報告）

3

平成23年02月24日 収受
業務着手届等の届出について（供覧）

4

平成23年03月25日 起案
委託業務の完了及び検査について（伺い）

5



索引目次

平成22年度 業務委託等（イオンクロマトグラフ分析計上下水道局/みず管理課

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

K16

平成22年10月29日 起案
委託業務の完了及び検査について（伺い）

1

平成22年09月22日 収受
業務着手届等について（供覧）

2

平成22年11月05日 起案
業務委託完了検査の完了について（報告）

3

平成22年10月21日 起案
業務委託代金の支出について(伺い）

4

平成22年09月08日 収受
業務着手届等の届出について（供覧）

5

平成22年10月15日 起案
委託業務完了及び検査について（伺い）

6

平成22年11月30日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

7

平成22年10月18日 起案
業務完了委託検査の完了について（報告）

8

平成22年08月27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22年11月05日 起案
業務委託完了検査の完了について（報告）

10



索引目次

平成22年度 業務委託等（ダイオキシン類水質検査 上下水道局/みず管理課

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

K16

平成22年11月01日 起案
業務委託の完了及び検査について（伺い）

1

平成22年11月09日 起案
業務委託完了検査の完了及び検査完了通知書（伺い）

2

平成22年08月06日 収受
業務着手等の提出について（供覧）

3

平成22年08月06日 起案
監督員の通知について（伺い）

4

平成22年11月16日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

5



索引目次

平成22年度 業務委託等（誘導結合プラズマ質量分 上下水道局/みず管理課

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

K16

平成23年03月25日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

1

平成23年03月25日 起案
業務委託完了検査の完了について（報告）

2

平成23年03月25日 起案
委託業務の完了及び検査について（伺い）

3

平成23年02月22日 収受
業務着手届等の届出について（供覧）

4



索引目次

平成22年度 業務委託等（農薬類水質検査業務委託上下水道局/みず管理課

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

K16

平成22年09月10日 起案
業務委託完了検査の完了及び検査完了通知書について（伺い）

1

平成22年05月27日 収受
業務着手等の提出について（供覧）

2

平成22年06月21日 収受
水質試験検査報告書について（供覧）

3

平成22年09月06日 起案
委託業務の完了及び検査について（伺い）

4

平成22年09月06日 収受
業務完了届について

5

平成22年09月28日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

6

平成22年09月06日 収受
水質試験検査報告書について（供覧）

7



索引目次

平成22年度 業務委託等（水源涵養林植栽地下刈り 上下水道局/みず管理課

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

K16

平成22年07月28日 起案
監督員の通知について（伺い）

1

平成22年07月29日 収受
業務委託着手届等の届出について（供覧）

2

平成22年08月31日 起案
業務完了検査について（伺い）

3

平成22年08月31日 収受
業務完了届の受領について

4

平成22年09月07日 起案
業務委託検査調書及び業務完了検査完了通知書について（伺い）

5

平成22年09月14日 起案
業務委託完了引渡書の提出及び業務委託代金の支出について（伺い）

6

平成22年09月14日 収受
業務委託完了引渡書の提出及び業務委託代金の支出について

7



索引目次

平成22年度 業務委託等（ヘッドスペースガスクロマト 上下水道局/みず管理課

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

K16

平成22年10月25日 収受
業務着手届等について（供覧）

1

平成22年11月22日 起案
委託業務の完了及び検査について（伺い）

2

平成22年11月22日 起案
委託業務の完了及び検査について（伺い）

3

平成22年11月22日 起案
委託業務の完了及び検査について（伺い）

4

平成22年11月24日 起案
業務委託完了検査の完了について（報告）

5

平成22年11月30日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

6

平成22年10月25日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

7

平成22年10月25日 収受
業務着手届等について（供覧）

8



索引目次

平成22年度 業務委託等（イオンクロマトグラフ（シア 上下水道局/みず管理課

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

K16

平成22年08月26日 起案
業務完了委託検査の完了について（報告）

1

平成22年08月27日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

2

平成22年08月25日 起案
委託業務の完了及び検査について（伺い）

3

平成22年07月16日 収受
業務着手届等の届出について（供覧）

4

平成22年07月15日 起案
イオンクロマトグラフ（シアン）分析計保守点検業務委託の契約の締結につい
て（供覧）5

平成22年09月02日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

6



索引目次

平成22年度 業務委託等（原子吸光光度計保守点検上下水道局/みず管理課

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

K16

平成22年11月24日 収受
業務着手届等の届出について（供覧）

1

平成22年12月17日 起案
委託業務の完了及び検査について（伺い）

2

平成22年12月22日 起案
業務完了委託検査の完了について（報告）

3

平成23年01月12日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

4



索引目次

平成22年度 業務委託等（水源涵養林整理伐外業務上下水道局/みず管理課

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

K16

平成22年10月01日 収受
業務委託着手届等について（供覧）

1

平成22年11月30日 起案
業務完了検査について（伺い）

2

平成22年12月10日 起案
業務委託検査調書及び業務完了検査完了通知書について（伺い）

3

平成22年12月16日 起案
業務委託完了引渡書の提出及び業務委託代金の支出について（伺い）

4



索引目次

平成22年度 業務委託等（水源涵養林除間伐業務委上下水道局/みず管理課

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

K16

平成22年11月30日 起案
業務完了検査について（伺い）

1

平成22年12月10日 起案
業務委託検査調書及び業務完了検査完了通知書について（伺い）

2

平成22年10月22日 収受
業務委託着手届等について（供覧）

3

平成22年12月16日 起案
業務委託完了引渡書の提出及び業務委託代金の支出について（伺い）

4



索引目次

平成22年度 業務委託等（玉山区簡易水道水質検査上下水道局/みず管理課

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

K16

平成22年06月30日 収受
前田簡易水道水質検査結果（平成22年度６月分）について（供覧）

1

平成22年09月01日 収受
前田簡易水道水質検査結果（平成22年度８月分）について（供覧）

2

平成22年04月14日 起案
玉山区簡易水道水質検査業務委託の実施について（伺い）

3

平成22年04月22日 起案
玉山区簡易水道水質検査業務委託の契約について（供覧）

4

平成22年04月23日 収受
業務着手届等の届出について（供覧）

5

平成22年05月25日 収受
前田簡易水道水質検査結果（平成22年度４月分）について（供覧）

6

平成22年05月28日 収受
前田簡易水道水質検査結果（平成22年度５月分）について（供覧）

7

平成22年07月30日 収受
前田簡易水道水質検査結果（平成22年度７月分）について（供覧）

8

平成22年07月30日 起案
前田簡易水道水質検査結果（平成22年度７月分）について（報告）

9

平成23年03月25日 起案
業務委託完了検査の完了及び業務委託代金の支出について（伺い）

10

平成22年10月26日 収受
前田簡易水道水質検査結果（平成22年度10月分）について（供覧）

11

平成23年01月05日 収受
前田簡易水道水質検査結果（平成22年度12月分）について（供覧）

12

平成23年01月27日 収受
前田簡易水道水質検査結果（平成22年度１月分）について（供覧）

13

平成23年03月04日 収受
前田簡易水道水質検査結果（平成22年度２月分）について（供覧）

14

平成23年03月23日 起案
委託業務の完了及び検査について（伺い）

15

平成23年03月23日 収受
前田簡易水道水質検査結果（平成22年度３月分）について（供覧）

16

平成22年11月25日 収受
前田簡易水道水質検査結果（平成22年度11月分）について（供覧）

17

平成22年09月27日 収受
前田簡易水道水質検査結果（平成22年度９月分）について（供覧）

18



索引目次

平成22年度 業務委託等（低温室恒温室制御盤整備上下水道局/みず管理課

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

K16

平成23年01月24日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

1

平成23年01月21日 起案
業務委託完了検査の完了及び検査完了通知書について（伺い）

2

平成23年01月19日 起案
委託業務の完了及び検査について（伺い）

3

平成22年12月10日 収受
業務着手届等の届出について（供覧）

4



索引目次

平成22年度 技術管理（技術委員会） 上下水道局/みず管理課/計画係

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

K20

平成22年07月30日 起案
第６回もりおか水道施設整備構想見直し検討部会について（報告）

1

平成22年05月11日 起案
もりおか水道施設整備構想見直し幹事会並びに検討部会の構成員変更に
ついて2

平成22年06月01日 起案
第５回もりおか水道施設整備構想見直し検討部会について（報告）

3

平成22年06月08日 起案
平成22年度盛岡市上下水道局水道技術委員会付議案件調査について

4

平成22年07月08日 起案
平成22年度第１回盛岡市上下水道局水道技術委員会の開催について

5

平成22年08月10日 起案
平成22年度第２回盛岡市上下水道局水道技術委員会及び幹事会の開催に
ついて6

平成22年08月26日 起案
平成22年度第２回盛岡市上下水道局水道技術委員会，幹事会の開催につ
いて7

平成22年10月25日 起案
もりおか水道施設整備構想の見直しについて

8

平成22年11月26日 起案
水道技術報告会の開催と発表テーマの募集について

9

平成22年12月08日 起案
平成22年度第３回盛岡市上下水道局水道技術委員会の開催について

10

平成22年12月22日 起案
平成22年度第３回盛岡市上下水道局水道技術委員会の開催について（

11

平成23年02月14日 起案
平成22年度第４回盛岡市上下水道局水道技術委員会の開催について

12

平成23年03月07日 起案
平成22年度第４回盛岡市上下水道局水道技術委員会の開催について（報
告）13

平成23年03月10日 起案
「もりおか水道施設整備構想」見直しの進め方について

14

平成22年06月30日 起案
平成22年度第１回盛岡市上下水道局水道技術委員会の開催について

15



索引目次

平成22年度 技術管理（安全連絡会議） 上下水道局/みず管理課/計画係

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

K20

平成22年11月18日 起案
盛岡市上下水道局送配水管工事現場パトロール実施要綱の検討について
（伺い）1



索引目次

平成22年度 技術管理（水道工事材料等） 上下水道局/みず管理課/計画係

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

K20

平成22年07月16日 起案
水道工事材料の承認について（伺い）

1

平成22年07月01日 起案
水道工事材料の変更の承認について（伺い）

2



索引目次

平成22年度 技術管理（工事基準等） 上下水道局/みず管理課/計画係

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

K20

平成22年08月18日 起案
水道資材等に係る説明会の実施について

1

平成22年04月01日 起案
平成22年度送配水管工事設計積算要領等の改正について(伺い)

2

平成22年06月09日 起案
耐震形水道資材等に係る説明会の実施について

3



索引目次

平成22年度 技術管理（設計単価） 上下水道局/みず管理課/計画係

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

K20

平成22年04月01日 起案
平成22年度水道資材設計単価の改定について（伺い）

1



索引目次

平成22年度 行政財産使用許可 上下水道局/みず管理課/配水調整係

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23年03月04日 起案
行政財産使用許可の更新及び使用料減免の申請について（伺い）

1

平成23年03月16日 収受
都市公園等占用の許可について（供覧）

2

平成22年04月01日 収受
行政財産使用許可書

3

平成23年03月03日 起案
都市公園占用許可の更新及び使用料減免の申請について（伺い）

4



索引目次

平成22年度 道路等占用許可（作業申請・国県道） 上下水道局/みず管理課/配水調整係

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04月05日 起案
道路占用作業物件保守作業届について（伺い）

1

平成22年04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）

2

平成22年06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）

3

平成22年10月15日 起案
道路占用物件保守作業に係る着手届について（伺い）

4

平成22年05月31日 起案
道路占用作業物件保守作業届について（伺い）

5

平成22年06月11日 起案
道路占用作業物件保守作業に係る完了届について（伺い）

6

平成22年04月14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）

7

平成22年05月31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）

8

平成22年08月04日 起案
道路占用作業物件保守作業届について（伺い）

9

平成22年08月06日 起案
道路占用物件保守作業に係る着手届について（伺い）

10

平成22年08月24日 収受
道路占用物件保守作業届の回答について（供覧）

11

平成22年09月07日 起案
道路占用物件保守作業に係る着手届について（伺い）

12

平成22年10月05日 起案
道路占用物件保守作業に係る完了届について（伺い）

13

平成22年10月05日 起案
道路占用物件保守作業に係る完了届について（伺い）

14

平成22年10月12日 収受
道路占用物件保守作業届の回答について（供覧）

15

平成22年08月05日 収受
道路占用物件保守作業届の回答について（供覧）

16

平成22年11月26日 起案
道路占用物件保守作業に係る完了届について（伺い）

17

平成22年10月08日 起案
道路占用物件保守作業届について（伺い）

18

平成22年08月17日 起案
道路占用物件保守作業届について（伺い）

19



索引目次

平成22年度 道路等占用許可（法定外道路） 上下水道局/みず管理課/配水調整係

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05月26日 収受
法定外公共物占用等許可について（供覧）

1

平成22年06月08日 起案
道路工事着工届について（伺い）

2

平成22年06月15日 起案
道路工事完成届について（伺い）

3

平成22年07月14日 起案
境田町地内配水管布設工事に伴う法定外道路占用許可申請について（伺
い）4

平成22年07月23日 収受
法定外道路占用等許可について（供覧）

5

平成22年10月15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）

6

平成22年05月21日 起案
法定外道路占用等許可申請について（伺い）

7



索引目次

平成22年度 道路等占用許可（市道関係） 上下水道局/みず管理課/配水調整係

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09月14日 起案
上堂一丁目地内配水調整区設定工事に伴う道路占用許可申請について（伺
い）1

平成22年07月30日 収受
道路占用許可について（供覧）

2

平成22年10月29日 起案
上田堤二丁目地内配水管布設工事に伴う道路占用許可申請について（伺
い）3

平成22年09月28日 収受
道路占用許可について（供覧）

4

平成22年11月09日 収受
道路占用許可について（供覧）

5

平成22年12月01日 起案
沢田配水系配水監視システム整備工事に伴う道路占用許可申請について
（伺い）6

平成22年12月13日 収受
道路占用許可について（供覧）

7

平成23年01月07日 収受
道路占用許可について（供覧）

8

平成22年07月14日 起案
境田町地内配水管布設工事に伴う道路占用許可申請について（伺い）

9



索引目次

平成22年度 道路等占用許可（国県道） 上下水道局/みず管理課/配水調整係

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11月10日 起案
道路占用許可申請の取り下げについて（伺い）

1

平成23年01月31日 起案
道路法第32条工事着手届について（伺い）

2

平成23年02月01日 起案
沢田配水系配水監視システム整備工事に伴う道路占用許可申請について
（伺い）3

平成23年02月03日 起案
道路法第32条工事着手届について（伺い）

4

平成23年02月03日 起案
道路占用許可申請の取り下げについて（伺い）

5

平成23年03月03日 起案
道路法第32条工事完了届について（伺い）

6

平成23年03月03日 起案
道路法第32条工事完了届について（伺い）

7

平成23年03月15日 起案
道路法第32条工事完了届について（伺い）

8

平成23年01月14日 収受
道路占用許可について（供覧）

9

平成22年12月21日 起案
配水監視システムに伴う道路占用許可申請について（伺い）

10

平成22年11月10日 収受
道路占用許可について（供覧）

11

平成22年10月20日 起案
配水監視システムに伴う道路占用許可申請について（伺い）

12

平成22年10月20日 起案
配水監視システムに伴う道路占用許可申請について（伺い）

13

平成22年10月20日 起案
配水監視システムに伴う道路占用許可申請について（伺い）

14

平成23年01月31日 起案
道路法第32条工事着手届について（伺い）

15

平成22年11月18日 収受
道路占用許可について（供覧）

16



索引目次

平成22年度 道路等占用許可（埋蔵文化財発掘関係上下水道局/みず管理課/配水調整係

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11月16日 収受
史跡盛岡城現状変更許可について（供覧）

1

平成22年10月20日 起案
埋蔵文化財発掘届の提出について（伺い）

2

平成22年10月20日 起案
埋蔵文化財発掘届の提出について（伺い）

3

平成22年12月08日 収受
埋蔵文化財発掘届の許可について（供覧）

4

平成22年11月04日 収受
埋蔵文化財発掘届の許可について（供覧）

5

平成22年11月11日 起案
史跡現状変更許可申請書の提出について（伺い）

6

平成22年11月30日 起案
史跡現状変更終了報告書の提出について（伺い）

7

平成22年11月30日 起案
埋蔵文化財発掘届の提出について（伺い）

8



索引目次

平成22年度 路面復旧（平成22年度舗装道路路面復上下水道局/みず管理課/配水調整係

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05月06日 起案
平成22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22年11月01日 起案
平成22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12月01日 起案
平成22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23年02月01日 起案
平成22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23年03月01日 起案
平成22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22年08月02日 起案
平成22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22年07月01日 起案
平成22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22年06月01日 起案
平成22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22年09月01日 起案
平成22年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

9



索引目次

平成22年度 路面復旧（平成22年度舗装道路路面復上下水道局/みず管理課/配水調整係

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10月01日 起案
平成22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22年12月01日 起案
平成22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23年02月01日 起案
平成22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23年03月01日 起案
平成22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22年08月02日 起案
平成22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22年07月01日 起案
平成22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22年05月06日 起案
平成22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22年09月01日 起案
平成22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22年11月01日 起案
平成22年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

9



索引目次

平成22年度 路面復旧（平成22年度舗装道路路面復上下水道局/みず管理課/配水調整係

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11月01日 起案
平成22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22年05月06日 起案
平成22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08月02日 起案
平成22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22年12月01日 起案
平成22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22年09月01日 起案
平成22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22年10月01日 起案
平成22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22年07月01日 起案
平成22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22年06月01日 起案
平成22年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

8



索引目次

平成22年度 技術管理（技術委員会） 上下水道局/みず管理課

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

K20

平成22年11月30日 起案
第1回水安全計画策定チーム全体会議の開催について（伺い）

1

平成22年09月03日 起案
水安全計画策定チームの設置について（伺い）

2

平成22年04月06日 起案
盛岡市水道部クリプトスポリジウム等対策マニュアルの改正について（伺い）

3

平成23年01月05日 起案
第1回水安全計画策定チーム全体会議について（報告）

4

平成22年04月14日 起案
盛岡市水道クリプトスポリジウム等対策マニュアルを補完する電話対応マニュ
アルの作成について（伺い）5



索引目次

平成22年度 資金融資（盛岡市水道水源水質保全促上下水道局/みず管理課

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

K20

平成22年07月12日 収受
盛岡市水道水源水質保全促進事業資金融資状況報告書について（供覧）

1

平成23年03月11日 収受
盛岡市水道水源水質保全促進事業資金融資状況報告書について（供覧）

2

平成23年02月10日 収受
盛岡市水道水源水質保全促進事業資金融資状況報告書について（供覧）

3

平成23年01月14日 収受
盛岡市水道水源水質保全促進事業資金融資状況報告書について（供覧）

4

平成22年12月10日 収受
盛岡市水道水源水質保全促進事業資金融資状況報告書について（供覧）

5

平成22年11月11日 収受
盛岡市水道水源水質保全促進事業資金融資状況報告書について（供覧）

6

平成22年10月12日 収受
盛岡市水道水源水質保全促進事業資金融資状況報告書について（供覧）

7

平成22年08月11日 収受
盛岡市水道水源水質保全促進事業資金融資状況報告書について（供覧）

8

平成22年06月10日 収受
盛岡市水道水源水質保全促進事業資金融資状況報告書について（供覧）

9

平成22年05月14日 収受
盛岡市水道水源水質保全促進事業資金融資状況報告書について（供覧）

10

平成22年04月12日 収受
盛岡市水道水源水質保全促進事業資金融資状況報告書について（供覧）

11

平成22年09月10日 収受
盛岡市水道水源水質保全促進事業資金融資状況報告書について（供覧）

12



索引目次

平成22年度 水道水源保護審議会 上下水道局/みず管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

K20

平成22年11月18日 起案
会議開催結果のお知らせについて（伺い）

1

平成23年02月24日 起案
盛岡市水道水源保護審議会委員の報酬等に関する取扱要領の一部改正に
ついて（伺い）2

平成22年11月24日 起案
平成22年度第１回盛岡市水道水源保護審議会の議事録について（伺い）

3

平成22年11月02日 起案
平成22年度第1回盛岡市水道水源保護審議会資料の作成について（伺い）

4

平成22年09月24日 起案
平成22年度第1回盛岡市水道水源保護審議会の開催について（伺い）

5

平成22年11月02日 起案
平成22年度第1回盛岡市水道水源保護審議会に係る盛岡市長あいさつ原稿
について（伺い）6

平成22年09月27日 起案
盛岡市水道水源保護審議会委員報酬の口座振り込みについて（伺い）

7

平成22年09月27日 起案
盛岡市水道水源保護審議会開催に係る市長日程概要調整表の提出につい
て（伺い）8

平成22年11月17日 起案
平成22年度第1回盛岡市水道水源保護審議会委員報酬の支給について（伺
い）9



索引目次

平成22年度 水利使用許可（水利権変更） 上下水道局/みず管理課/計画係

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23年01月05日 起案
一級河川北上川水系中津川綱取ダム管理用発電に係る河川法第23条の許
可申請について1

平成23年01月05日 収受
綱取ダム管理用発電に係る水利使用許可申請（更新）について

2



索引目次

平成22年度 水道事業認可 上下水道局/みず管理課/計画係

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12月27日 収受
水道事業廃止許可指令書の交付（盛岡市前田簡易水道事業）について

1

平成22年07月06日 起案
変更認可協議に係る厚生労働省への資料提出について

2

平成22年10月12日 起案
変更認可協議に係る厚生労働省への資料提出について

3

平成22年12月15日 起案
盛岡市水道事業変更認可に伴う盛岡市玉山区水道事業の廃止許可申請に
ついて4

平成22年12月27日 収受
水道事業廃止許可指令書の交付（盛岡市玉山区水道事業）について

5

平成23年01月04日 起案
議決議案証明交付の申請について

6

平成23年01月06日 起案
盛岡市水道事業変更認可申請について

7

平成23年01月06日 起案
盛岡市水道事業変更認可申請に係る簗川ダム水源の取り扱いについて

8

平成23年01月13日 収受
議決議案証明書の交付について

9

平成23年03月18日 収受
盛岡市水道事業変更認可について

10

平成23年03月31日 起案
給水開始前届の提出について

11

平成22年12月15日 起案
盛岡市水道事業変更認可に伴う盛岡市前田簡易水道事業の廃止許可申請
について12



索引目次

平成22年度 水道事業認可（専用水道） 上下水道局/みず管理課/計画係

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11月24日 収受
専用水道の布設工事の設計確認について

1



索引目次

平成22年度 給水対応（開発指導委員会） 上下水道局/みず管理課/計画係

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

K21

平成23年03月01日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

1

平成23年02月01日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

2

平成22年06月28日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

3

平成22年06月14日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

4

平成22年05月26日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

5

平成22年04月28日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

6

平成22年04月15日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

7

平成22年04月07日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

8

平成22年10月26日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

9

平成23年03月17日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

10

平成23年03月07日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

11

平成23年03月01日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

12

平成23年02月07日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

13

平成23年02月01日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

14

平成22年10月26日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

15

平成23年01月13日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

16

平成22年10月26日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

17

平成22年12月27日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

18

平成22年12月09日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

19

平成22年11月19日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

20



索引目次

平成22年度 給水対応（開発指導委員会） 上下水道局/みず管理課/計画係

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

K21

平成22年11月15日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

21

平成22年11月15日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

22

平成22年07月12日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

23

平成22年09月16日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

24

平成22年09月17日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

25

平成22年10月12日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

26

平成23年02月14日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

27



索引目次

平成22年度 水道水源開発 上下水道局/みず管理課/計画係

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11月09日 起案
簗川ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場幹事会への出席
について1

平成22年12月06日 起案
個別ダムの検証における水道事業者の検証状況調査について

2

平成23年03月24日 起案
個別ダムの検証における水道事業者の検討状況調査について

3

平成22年11月30日 収受
個別ダムの検証における水道事業者の検証状況調査について

4

平成22年11月09日 収受
簗川ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場幹事会の開催に
ついて5

平成22年10月12日 起案
簗川ダムの検証における新規利水の観点からの検討について

6

平成22年05月26日 収受
簗川ダム建設事業に係る工事費用について

7

平成22年10月08日 収受
簗川ダムの検証における新規利水の観点からの検討について

8



索引目次

平成22年度 配給水管修繕（西松園三丁目地内配水上下水道局/みず管理課/配水調整係

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06月11日 収受
技能者届の提出について（供覧）

1

平成22年09月22日 起案
完成精算について（伺い）

2

平成22年09月17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09月15日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

4

平成22年09月14日 収受
工事完成引渡について（報告）

5

平成22年09月14日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

6

平成22年09月01日 収受
工事検査通知について（供覧）

7

平成22年08月31日 収受
工事完成届について（報告）

8

平成22年08月31日 起案
工事検査依頼について（伺い）

9

平成22年06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）

10

平成22年06月17日 起案
建設リサイクルの通知について（伺い）

11

平成22年06月14日 収受
工事着手等の届出について（報告）

12

平成22年06月10日 起案
監督職員の通知について（伺い）

13



索引目次

平成22年度 配給水管修繕（漏水調査等） 上下水道局/みず管理課/配水調整係

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12月21日 起案
鉄道線路横断箇所漏水調査の実施結果について（報告）

1



索引目次

平成22年度 配水管施設（三ツ割字上岩清水地内配 上下水道局/みず管理課/配水調整係

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09月01日 起案
建設リサイクルの通知について（伺い）

1

平成22年12月15日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

2

平成23年01月04日 起案
完成精算について（伺い）

3

平成22年12月15日 収受
工事完成引渡について（報告）

4

平成22年12月15日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

5

平成22年12月09日 収受
工事検査通知について（供覧）

6

平成22年12月09日 収受
工事完成の届出について（報告）

7

平成22年12月09日 起案
工事検査依頼について（伺い）

8

平成22年09月07日 収受
技能者届について（報告）

9

平成22年09月01日 収受
工事着手等の届出について（報告）

10

平成22年09月01日 起案
前払金の支出について（伺い）

11

平成22年08月30日 起案
監督職員の通知について（伺い）

12

平成22年08月19日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

13

平成22年08月06日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札参加希望者への入札参加確認通知につ
いて（伺い）14

平成22年07月26日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

15

平成22年09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）

16



索引目次

平成22年度 配水管施設（配水監視システム整備工 上下水道局/みず管理課/配水調整係

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10月12日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札参加希望者への入札参加確認通知につ
いて（伺い）1

平成22年10月08日 起案
工事入札の執行依頼について（伺い）

2

平成22年10月22日 起案
工事請負契約入札の結果について（報告・伺い）

3

平成22年10月25日 収受
契約関係書類の送付について

4

平成22年09月28日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

5



索引目次

平成22年度 配水管施設（沢田配水系配水監視シス 上下水道局/みず管理課/配水調整係

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23年03月04日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

1

平成23年03月17日 起案
工事検査依頼について（伺い）

2

平成23年01月20日 起案
前払金の支出について（伺い）

3

平成22年11月08日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

4

平成23年03月25日 収受
工事完成引渡について（報告）

5

平成23年03月25日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

6

平成23年03月25日 起案
完成精算について（伺い）

7

平成23年03月17日 収受
工事完成の届出について（報告）

8

平成23年03月25日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

9

平成23年02月02日 起案
監督職員の変更について（伺い）

10

平成23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）

11

平成22年12月27日 収受
技能者届について（報告）

12

平成22年12月24日 収受
下請負の届出について（報告）

13

平成22年12月15日 収受
工事着手等の届出について（報告）

14

平成22年11月19日 起案
工事入札の執行依頼について（伺い）

15

平成22年12月10日 起案
建設リサイクルの通知について（伺い）

16

平成22年12月10日 起案
監督職員の通知について（伺い）

17

平成22年12月27日 収受
一時休業届について（報告）

18

平成23年03月18日 収受
工事検査通知について（供覧）

19

平成22年11月19日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札参加希望者への入札参加確認通知につ
いて（伺い）20



索引目次

平成22年度 配水管施設（沢田配水系配水監視シス 上下水道局/みず管理課/配水調整係

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12月02日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

21



索引目次

平成22年度 配水管布設（境田町地内配水管布設工上下水道局/みず管理課/配水調整係

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07月15日 起案
建設リサイクルの通知について（伺い）

1

平成22年08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）

2

平成22年06月24日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札参加希望者への入札参加確認通知につ
いて（伺い）3

平成22年07月06日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

4

平成22年07月15日 起案
監督職員の通知について（伺い）

5

平成22年08月30日 収受
下請負の届出について（報告）

6

平成22年07月20日 収受
工事着手等の届出について（報告）

7

平成22年10月21日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

8

平成22年08月31日 収受
技能者届について（報告）

9

平成22年10月01日 収受
下請負の届出について（報告）

10

平成22年10月08日 起案
工事検査依頼について（伺い）

11

平成22年10月08日 収受
工事完成の届出について（報告）

12

平成22年11月01日 起案
完成精算について（伺い）

13

平成22年07月22日 起案
前払金の支出について（伺い）

14

平成22年10月25日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

15

平成22年06月11日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

16

平成22年10月21日 収受
工事完成引渡について（報告）

17

平成22年10月12日 収受
工事検査通知について（供覧）

18



索引目次

平成22年度 配水管布設（上堂一丁目地内配水調整上下水道局/みず管理課/配水調整係

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23年03月31日 起案
工事請負契約の契約保証書の返還について(伺い）

1

平成23年03月24日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

2

平成23年03月11日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

3

平成23年03月01日 収受
工事検査通知について（供覧）

4

平成23年02月28日 収受
工事完成の届出について（報告）

5

平成23年02月14日 収受
下請負の届出について（報告）

6

平成22年12月03日 収受
技能者届について（報告）

7

平成22年11月15日 収受
下請負の届出について（報告）

8

平成22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）

9

平成23年03月11日 収受
工事完成引渡について（報告）

10

平成23年02月28日 起案
工事検査依頼について（伺い）

11

平成23年03月28日 起案
工事完成精算書及び除却処分報告書の送付について（伺い）

12

平成22年05月28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)13

平成22年09月22日 起案
工事入札の執行依頼について（伺い）

14

平成22年09月22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

15

平成22年09月30日 起案
総合評価落札方式競争入札の技術評価点の決定について（伺い）

16

平成22年10月18日 起案
監督職員の通知について（伺い）

17

平成22年10月19日 起案
建設リサイクルの通知について（伺い）

18

平成22年10月19日 収受
工事着手等の届出について（報告）

19



索引目次

平成22年度 配水管布設（上田堤二丁目地内配水管上下水道局/みず管理課/配水調整係

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10月22日 起案
工事費内訳書の審査結果について（伺い）

1

平成22年12月21日 収受
工事検査通知について（供覧）

2

平成22年12月20日 収受
工事完成届について（報告）

3

平成22年12月20日 起案
工事検査依頼について（伺い）

4

平成22年11月18日 収受
技能者の届出について（報告）

5

平成22年11月05日 収受
工事着手等の届出について（報告）

6

平成22年11月01日 起案
監督職員の通知について（伺い）

7

平成22年10月21日 収受
工事費内訳書の審査について（依頼）

8

平成22年12月27日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

9

平成22年12月28日 収受
工事完成引渡について（報告）

10

平成23年01月06日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

11

平成23年01月21日 起案
工事完成精算について（伺い）

12

平成22年11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）

13



索引目次

平成22年度 水源保全（会議報告） 上下水道局/みず管理課

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22年06月09日 復命
２・４・５－Ｔ系除草剤埋設箇所の定期点検（春期）について

1

平成22年06月22日 復命
雫石町との水源保全対策の連携について

2

平成22年11月08日 起案
平成22年度森林整備事業実施に係る打合せについて（報告）

3

平成23年02月21日 起案
平成22年度市行造林経営管理会議の開催結果について（供覧）

4



索引目次

平成22年度 水源保全（その他） 上下水道局/みず管理課

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23年01月18日 起案
H23当初予算に係る債務負担行為関連調書について（伺い）

1



索引目次

平成22年度 水源保全（岩石採取計画の回答） 上下水道局/みず管理課

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23年03月18日 起案
岩石採取計画の認可申請に関する意見及び法令等について（伺い）

1

平成22年11月10日 起案
森林法第10条の2第6項の規定に基づく林地開発許可申請に係る意見につ
いて（伺い）2



索引目次

平成22年度 水源保全諸務（森林国営保険の加入に 上下水道局/みず管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K23

平成22年10月19日 収受
水源涵養林森林国営保険証書の送付について（供覧）

1



索引目次

平成22年度 水源保全諸務（審議会委員の改選） 上下水道局/みず管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K23

平成22年04月22日 起案
盛岡市水道水源保護審議会公募委員募集に係るウェブもりおかへの情報掲
載について（伺い）1

平成22年06月01日 起案
盛岡市水道水源保護審議会委員の応募について（報告）

2

平成22年07月05日 起案
盛岡市水道水源保護審議会委員の委嘱について（伺い）

3

平成22年04月13日 起案
広報もりおか22年5月15日号の原稿提出について（伺い）

4

平成22年06月10日 起案
盛岡市水道水源保護審議会委員の改選に係る委員の推薦及び承認依頼に
ついて（伺い）5

平成22年04月05日 起案
盛岡市水道水源保護審議会委員の変更確認について（伺い）

6

平成22年05月20日 起案
市議会議員のうちから選任する各種委員会等委員の推薦依頼について（伺
い）7

平成22年05月12日 起案
盛岡市水道水源保護審議会委員における公募委員の選考について（伺い）

8

平成22年04月23日 起案
盛岡市水道水源保護審議委員の公募にかかる募集要項等の作成及び募集
要項等の配置依頼について（伺い）9

平成22年04月15日 起案
盛岡市水道水源保護審議会委員の委嘱について（伺い）

10

平成22年06月14日 起案
盛岡市水道水源保護審議会委員における公募委員について（伺い）

11



索引目次

平成22年度 水源保全諸務（不法投棄受付報告） 上下水道局/みず管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K23

平成22年06月07日 起案
不法投棄に関する情報提供者への対応について（伺い）

1



索引目次

平成22年度 水源保全諸務（伐採届） 上下水道局/みず管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K23

平成22年10月29日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

1

平成23年02月18日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

2

平成23年03月10日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

3

平成23年03月04日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

4

平成23年02月22日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

5

平成22年06月25日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

6

平成22年11月19日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

7

平成22年09月07日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

8

平成22年04月26日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

9

平成22年05月07日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

10

平成22年05月07日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

11

平成22年05月18日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

12

平成22年10月01日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

13

平成22年06月11日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

14

平成22年10月08日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

15

平成22年07月09日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

16

平成22年07月30日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

17

平成22年08月12日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

18

平成22年08月12日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

19

平成22年08月17日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

20



索引目次

平成22年度 水源保全諸務（伐採届） 上下水道局/みず管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K23

平成22年08月25日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

21

平成22年06月04日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

22

平成22年10月29日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

23

平成23年01月07日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

24

平成22年11月09日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

25

平成22年08月26日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

26

平成23年01月06日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

27

平成22年11月30日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

28

平成23年01月18日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

29

平成22年09月22日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

30



索引目次

平成22年度 水源保全諸務（北上川流域水源保全連上下水道局/みず管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K23

平成23年01月18日 起案
平成22年度北上川流域（盛岡圏）水源保全連絡協議会実務担当者会議（第
1回）の開催について（伺い）1

平成22年09月07日 起案
平成22年度北上川流域（盛岡圏）水源保全連絡協議会の開催について（伺
い）2

平成22年10月06日 起案
平成22年度北上川流域（盛岡圏）水源保全連絡協議会会議資料について
（伺い）3

平成22年10月12日 起案
平成22年度北上川流域（盛岡圏）水源保全連絡協議会の開催報告について

4

平成22年11月25日 起案
北上川流域（盛岡圏）水源保全連絡協議会実務担当者会議開催に向けたア
ンケート調査結果について（報告）5

平成23年02月24日 起案
北上川流域（盛岡圏）水源保全連絡協議会第1回実務担当者会議の開催結
果について（報告）6

平成22年10月29日 起案
北上川流域（盛岡圏）水源保全連絡協議会実務担当者会議開催に向けたア
ンケート調査について（伺い）7



索引目次

平成22年度 水源保全諸務（照会・回答） 上下水道局/みず管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K23

平成22年11月10日 起案
盛岡市水道水源保護審議会の視察について（報告）

1



索引目次

平成22年度 水質管理（排水水質測定結果） 上下水道局/みず管理課

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22年10月18日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

1

平成22年06月24日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

2

平成23年03月23日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

3

平成22年12月01日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

4

平成23年02月22日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

5

平成23年01月05日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

6

平成22年11月09日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

7

平成22年09月27日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

8

平成22年07月09日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

9

平成22年06月06日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

10

平成22年04月13日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

11

平成22年08月03日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

12



索引目次

平成22年度 水質管理（綱取ダム貯水池等の水質測 上下水道局/みず管理課

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23年02月24日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川並びにダム管理事務所排水の水質測定結果
について1

平成22年05月17日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川の水質測定結果について（供覧）

2

平成22年06月02日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川並びにダム管理事務所排水の水質測定結果
について3

平成22年06月22日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川の水質測定結果について

4

平成22年08月04日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川並びにダム管理事務所排水の水質測定結果
について5

平成22年09月08日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川の水質測定結果について

6

平成22年10月01日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川並びにダム管理事務所排水の水質測定結果
について7

平成22年11月04日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川の水質測定結果について

8

平成22年12月02日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川並びにダム管理事務所排水の水質測定結果
について9

平成23年01月07日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川の水質測定結果について

10

平成22年04月01日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川並びにダム管理事務所排水の水質測定結果
について（供覧）11

平成23年03月01日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川の水質測定結果について

12

平成23年03月22日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川並びにダム管理事務所排水の水質測定結果
について13



索引目次

平成22年度 水質管理（産業廃棄物処分場の水質検 上下水道局/みず管理課

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22年04月26日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について（樋下建設）

1

平成22年10月29日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について（樋下建設）

2

平成22年05月28日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について（樋下建設）

3

平成22年06月24日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について（樋下建設）

4

平成22年08月02日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について（樋下建設）

5

平成22年08月27日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について（樋下建設）

6

平成22年09月24日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について（樋下建設）

7

平成23年02月23日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について（樋下建設）

8

平成23年02月01日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について（樋下建設）

9

平成23年01月24日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について（樋下建設）

10

平成22年12月06日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について（樋下建設）

11

平成22年04月08日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について

12



索引目次

平成22年度 水質管理（一般） 上下水道局/みず管理課

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23年01月13日 起案
御所ダム湖等の水質データの恵与依頼について（伺い）

1



索引目次

平成22年度 水質検査（クリプトスポリジウム等検査結 上下水道局/みず管理課

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23年01月06日 起案
クリプトスポリジウム等検査結果について（報告）

1

平成23年01月27日 起案
クリプトスポリジウム等検査結果について（報告）

2

平成22年11月26日 起案
クリプトスポリジウム等検査結果について（報告）

3

平成22年11月01日 起案
クリプトスポリジウム等検査結果について（報告）

4

平成22年10月08日 起案
クリプトスポリジウム等検査結果について（報告）

5

平成22年09月30日 起案
クリプトスポリジウム等検査結果について（報告）

6

平成22年08月13日 起案
クリプトスポリジウム等検査結果について（報告）

7

平成22年07月05日 起案
クリプトスポリジウム等検査結果について（報告）

8

平成22年06月02日 起案
クリプトスポリジウム等検査結果について（報告）

9

平成22年05月28日 起案
平成22年度４月期のクリプトスポリジウム等検査結果について（報告）

10

平成23年03月10日 起案
クリプトスポリジウム等検査結果及び汚染対策の実施状況の報告について
（伺い）11



索引目次

平成22年度 水質検査（その他） 上下水道局/みず管理課

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23年01月27日 起案
平成23年度水質検査計画の策定について（伺い）

1



索引目次

平成22年度 水質検査（水道水質試験一覧表） 上下水道局/みず管理課

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22年08月16日 起案
平成22年度第１回水質管理目標設定項目の水質試験結果について

1

平成23年03月10日 起案
平成22年度２月期水質検査結果について（報告）

2

平成22年07月26日 起案
平成22年度６月期水質検査結果について（報告）

3

平成22年04月01日 起案
平成21年度２月期水質検査結果について（報告）

4

平成22年09月21日 起案
平成22年度８月期水質検査結果について（報告）

5

平成22年11月11日 起案
平成22年度10月期水質検査結果について（報告）

6

平成22年05月27日 起案
平成22年度４月期水質検査結果について（報告）

7

平成22年06月21日 起案
平成22年度第１回水質試験（総窒素・総リン・全有機炭素）の結果について

8

平成22年04月16日 起案
平成21年度３月期水質検査結果について（報告）

9

平成22年06月14日 起案
平成22年度５月期水質検査結果について（報告）

10

平成22年04月01日 起案
水質試験（総窒素・総リン・全有機炭素）の結果（平成21年度）について

11

平成23年03月01日 起案
水質試験（総窒素・総リン・全有機炭素）の結果（平成22年度）について

12

平成23年02月14日 起案
平成22年度１月期水質検査結果について（報告）

13

平成23年01月31日 起案
平成22年度第２回水質管理目標設定項目の水質試験結果について

14

平成23年01月13日 起案
平成22年度12月期水質検査結果について（報告）

15

平成22年12月14日 起案
平成22年度11月期水質検査結果について（報告）

16

平成22年12月01日 起案
平成22年度ダイオキシン類測定結果について（報告）

17

平成22年08月16日 起案
平成22年度７月期水質検査結果について（報告）

18

平成22年10月13日 起案
平成22年度９月期水質検査結果について（報告）

19



索引目次

平成22年度 水質検査（外部精度管理） 上下水道局/みず管理課

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22年09月13日 起案
平成22年度水道水質検査外部精度管理のための統一試料調査に係わる実
施結果の報告について（伺い）1

平成22年11月15日 起案
平成22年度水道水質検査外部精度管理の実施について（伺い）

2

平成22年11月30日 起案
平成22年度水道水質検査精度管理のための統一試料調査に係る暫定報告
について（供覧）3

平成22年12月06日 起案
平成22年度水道水質検査外部精度管理の実施結果について（伺い）

4

平成22年11月01日 起案
平成22年度水道水質検査精度管理のための統一試料調査に係る報告値に
ついて（伺い）5

平成22年05月28日 起案
厚生労働省が実施する外部精度管理調査への参加意向等について（伺い）

6

平成22年11月01日 起案
平成23年度水道水質検査精度管理のための統一試料調査に係るアンケート
について（伺い）7



索引目次

平成22年度 水質検査（毎日検査結果） 上下水道局/みず管理課

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22年08月20日 起案
平成22年７月の毎日検査結果について（報告）

1

平成22年08月16日 起案
平成22年６月の毎日検査結果について（報告）

2

平成23年03月11日 起案
平成23年１月の毎日検査結果について（報告）

3

平成22年10月21日 起案
平成22年８月の毎日検査結果について（報告）

4

平成22年11月01日 起案
平成22年９月の毎日検査結果について（報告）

5

平成22年06月22日 起案
平成22年４月の毎日検査結果について（報告）

6

平成22年05月17日 起案
平成22年３月の毎日検査結果について（報告）

7

平成22年04月23日 起案
玉山区の給水栓における毎日検査結果について（平成22年３月分）（報告）

8

平成22年04月05日 起案
平成22年２月の毎日検査結果について（報告）

9

平成22年11月30日 起案
平成22年10月の毎日検査結果について（報告）

10

平成23年01月05日 起案
平成22年11月の毎日検査結果について（報告）

11

平成23年03月09日 起案
平成22年12月の毎日検査結果について（報告）

12

平成22年07月30日 起案
平成22年５月の毎日検査結果について（報告）

13



索引目次

平成22年度 水質検査（排水水質検査） 上下水道局/みず管理課

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23年01月07日 起案
排水処理施設の排水測定結果（平成22年12月分）について（報告）

1

平成22年11月19日 起案
排水処理施設の排水水質測定結果（平成22年10月分）について（報告）

2

平成22年09月07日 起案
排水処理施設の排水水質測定結果（平成22年８月分）について（報告）

3

平成22年06月30日 起案
排水処理施設の排水水質測定結果（平成22年６月分）について（報告）

4

平成22年05月07日 起案
排水処理施設の排水水質測定結果（平成22年４月分）について（報告）

5

平成23年02月24日 起案
排水処理施設の水質結果について（平成23年２月分）について

6



索引目次

平成22年度 水質検査（水質検査依頼） 上下水道局/みず管理課

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22年06月20日 起案
水質検査の受託について（伺い）

1

平成22年06月21日 起案
水質検査結果の報告について（伺い）

2

平成22年07月27日 起案
水質検査の費用の請求について（伺い）

3



索引目次

平成22年度 水質諸務（水道水質管理協議会） 上下水道局/みず管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K23

平成23年01月18日 起案
平成22年度岩手県水道水質管理協議会への報告事項の提出について（伺
い）1



索引目次

平成22年度 水質諸務（水道水質検査実施報告書） 上下水道局/みず管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K23

平成22年07月06日 起案
クリプトスポリジウム等による汚染対策の実施状況の報告について（伺い）

1

平成23年02月04日 起案
クリプトスポリジウム等による汚染対策の実施状況の報告について（伺い）

2

平成23年01月06日 起案
クリプトスポリジウム等による汚染対策の実施状況の報告について（伺い）

3

平成22年12月06日 起案
クリプトスポリジウム等による汚染対策の実施状況の報告について（伺い）

4

平成22年11月04日 起案
クリプトスポリジウム等による汚染対策の実施状況の報告について（伺い）

5

平成22年10月06日 起案
クリプトスポリジウム等による汚染対策の実施状況の報告について（伺い）

6

平成22年08月11日 起案
クリプトスポリジウム等による汚染対策の実施状況の報告について（伺い）

7

平成22年06月02日 起案
クリプトスポリジウム等による汚染対策の実施状況の報告について（伺い）

8

平成22年05月12日 起案
クリプトスポリジウム等による汚染対策の実施状況の報告について（伺い）

9

平成22年04月16日 起案
クリプトスポリジウム等による汚染対策の実施状況の報告について（伺い）

10

平成22年09月06日 起案
クリプトスポリジウム等による汚染対策の実施状況の報告について（伺い）

11



索引目次

平成22年度 水質諸務（通知等） 上下水道局/みず管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K23

平成23年02月03日 収受
水質基準に関する省令の一部改正等について（供覧）

1

平成22年06月09日 起案
採水協力者（民間）への水質検査結果のお知らせについて（伺い）

2

平成22年05月17日 起案
採水協力者（民間）への水質検査結果のお知らせについて（伺い）

3



索引目次

平成22年度 水質諸務（その他） 上下水道局/みず管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K23

平成23年02月07日 起案
平成21年度水質年報の送付について（伺い）

1

平成23年02月25日 起案
礼状について（伺い）

2

平成22年11月22日 起案
水道GLPの取得について（伺い）

3

平成23年01月12日 起案
酸性雪の分析依頼について（伺い）

4

平成23年02月25日 収受
平成２１年度水質試験年報（第２２集）の送付について（供覧）

5

平成22年04月22日 起案
農薬類受注実態の資料提供について（伺い）

6

平成22年04月15日 収受
水質年報のホームページ掲載について（供覧）

7

平成22年04月01日 起案
平成22年度前田簡易水道における毎日採水の依頼について（伺い）

8

平成22年08月02日 収受
「旭川市水道水質年報（平成21年度版）」について（供覧）

9

平成23年01月27日 起案
平成21年度水質年報の作成について（伺い）

10

平成23年01月21日 起案
水道水質検査に係る標準作業手順書について（供覧）

11

平成23年02月28日 収受
水質年報（平成２１年度版）のホームページ掲載について（供覧）

12

平成23年03月03日 起案
平成21年度水道事業年報の受領及び礼状の送付について（伺い）

13

平成23年03月10日 収受
平成２１年度版水質年報について（供覧）

14

平成23年03月10日 収受
平成21年度水質年報について（供覧）

15

平成22年04月01日 起案
平成22年度前田簡易水道における毎日採水の依頼について（伺い）

16



索引目次

平成22年度 水質諸務（毎日検査依頼関係） 上下水道局/みず管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K23

平成22年03月18日 起案
平成22年度給水栓における毎日検査について（伺い）

1

平成22年04月01日 起案
平成22年度給水栓における毎日検査の依頼について（伺い）

2

平成23年03月22日 起案
平成23年度給水栓における毎日検査について（伺い）

3

平成22年04月01日 起案
平成22年度玉山区給水栓における毎日検査の依頼について（伺い）

4

平成22年04月01日 起案
平成22年度玉山区給水栓における毎日検査の依頼について（伺い）

5

平成22年04月27日 起案
平成22年度毎日検査依頼に係る謝礼の支出について（伺い）

6

平成22年04月27日 起案
平成22年度前田簡易水道における浄水サンプルの毎日採水に係る謝礼の
支出について（伺い）7



索引目次

平成22年度 水質諸務（特別管理産業廃棄物関係） 上下水道局/みず管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K23

平成22年04月20日 起案
平成21年度特別管理産業廃棄物処理実績等の報告について（伺い）

1

平成22年04月23日 起案
平成20年度特別管理産業廃棄物に係る帳簿について（報告）

2



索引目次

平成22年度 水質諸務（国・県関係） 上下水道局/みず管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K23

平成22年09月06日 起案
水道統計調査（平成22年度）の提出について（伺い）

1

平成22年08月31日 収受
平成22年度水質管理目標設定項目（農薬類）汚染実態調査結果（第2回実
施分）について（供覧）2

平成22年06月03日 収受
平成22年度水質管理目標設定項目（農薬類）汚染実態調査結果（第1回実
施分）について（供覧）3



索引目次

平成22年度 業務委託等（平成22年度流量水圧記録上下水道局/みず管理課/配水調整係

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

平成22年02月25日 起案
平成22年度流量水圧記録装置保守点検業務委託（単価契約）契約の実施
について（伺い）1



索引目次

平成22年度 配給水管修繕（平成２２年度配・給水管 上下水道局/みず管理課/配水調整係

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

平成22年03月16日 起案
平成22年度配・給水管等修繕工事業務委託(単価契約)に係る業者選定につ
いて（伺い）1

平成22年03月16日 起案
平成22年度配・給水管等修繕工事業務委託(単価契約)の実施について（伺
い）2



索引目次

平成22年度 業務委託等（ＢＸ－50カラーカメラシステ上下水道局/水質管理センター/水質管

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12月22日 起案
業務完了検査の完了について（報告）

1

平成23年01月06日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

2

平成22年12月17日 起案
業務完了検査の実施について（伺い）

3

平成22年11月18日 収受
業務着手届等の届出について（供覧）

4


