
索引目次

平成22年度 財産諸務（境界確認） 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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

K15

平成22年12月01日 起案
登記所備付地図作成作業に伴う協会立会いについて（伺い）

1

平成22年12月06日 起案
土地境界確認に係る結果について（報告）

2

平成23年01月31日 起案
土地境界確認に係る確認書について（伺い）

3



索引目次

平成22年度 業務委託等（平成22年度公設消火栓点上下水道局/水道管路課/維持管理係

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07月12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07月14日 起案
監督職員の通知について（伺い）

2

平成22年07月14日 収受
現場責任者等届出書について（供覧）

3

平成22年11月30日 収受
業務完了報告書について（報告）

4

平成22年12月01日 起案
業務完了検査について（伺い）

5

平成22年12月09日 起案
業務委託検査調書及び完了検査通知書について（伺い）

6



索引目次

平成22年度 業務委託等（水道施設管理図整備業務上下水道局/水道管路課/維持管理係

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08月31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23年02月25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）

2

平成23年02月21日 起案
業務委託完了検査について（伺い）

3

平成22年09月02日 収受
業務委託契約に係る契約締結について（報告）

4

平成22年09月03日 起案
着手届等の受理及び監督員の通知について（伺い）

5



索引目次

平成22年度 業務委託等（国道占用台帳作成業務委上下水道局/水道管路課/維持管理係

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10月19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25日 収受
業務委託契約に係る契約締結について（報告）

2

平成22年10月26日 起案
着手届等の受理及び監督員の通知について（伺い）

3

平成23年01月11日 収受
業務委託の変更契約について（報告）

4

平成23年01月11日 収受
変更委託業務処理日程表の受理について（供覧）

5

平成23年02月16日 起案
業務委託完了検査について（伺い）

6

平成23年02月25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）

7



索引目次

平成22年度 業務委託等（湯沢配水管外劣化調査業上下水道局/水道管路課/維持管理係

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10月28日 収受
委託着手等の届出について（報告）

1

平成23年01月14日 起案
業務委託完了検査について（伺い）

2

平成22年10月28日 起案
監督員の通知について（伺い）

3

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）

4

平成23年01月24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



索引目次

平成22年度 使用契約 上下水道局/水道管路課/（異動職員）

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15日 起案
鉄道用地継続借り受けに係る申し込みみついて（伺い）

1

平成22年04月01日 起案
普通財産（土地）の借受契約に係る代表者変更届について（伺い）

2

平成22年04月01日 起案
鉄道用地の継続使用について（伺い）

3

平成22年04月01日 起案
借地契約に係る変更の届出について（伺い）

4

平成22年04月01日 起案
借地契約に係る変更の届出について（伺い）

5

平成22年04月01日 収受
法人代表者等変更届について（供覧）

6

平成23年03月29日 収受
普通財産（土地）の借り受けについて（報告）

7

平成23年03月15日 起案
普通財産（土地）借り受けに係る契約締結について（伺い）

8

平成23年01月05日 起案
普通財産（土地）の借り受けについて（伺い）

9

平成22年12月09日 起案
鉄道用地の継続使用について（伺い）

10

平成22年04月12日 収受
契約責任者変更届の提出について（供覧）

11

平成22年04月01日 収受
鉄道用地の継続使用について（報告）

12

平成22年04月01日 起案
借地契約に係る変更の届出について（伺い）

13



索引目次

平成22年度 土地建物買収処分 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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

K16

平成23年01月25日 収受
消火栓用地寄付に係る登記事務完了通知について（供覧）

1

平成22年11月11日 起案
消火栓用地の寄付受諾について（伺い）

2

平成22年11月22日 収受
消火栓用地寄付に係る登記事務完了通知について（供覧）

3

平成23年01月11日 起案
消火栓用地の寄付受諾について（伺い）

4



索引目次

平成22年度 水道管移設関係 上下水道局/水道管路課/管路整備第

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06月16日 起案
一級河川南川総合流域防災事業に伴う物件移転補償契約の締結について
（伺い）1

平成22年08月12日 起案
一級河川南川総合流域防災事業に伴う水道管移設工事の完了届の提出に
ついて（伺い）2

平成22年12月20日 収受
工事移設依頼の廃止（玉山区芋田字下芋田外地内）について

3

平成22年12月13日 起案
水道管移設工事に係る費用の請求について（伺い）

4

平成22年07月29日 起案
一級河川南川総合流域防災事業に伴う物件移転補償変更契約の締結につ
いて（供覧）5

平成22年07月29日 起案
一級河川南川総合流域防災事業に伴う物件移転補償契約の変更契約締結
について（伺い）6

平成22年06月22日 起案
一級河川南川総合流域防災事業に伴う物件移転補償契約の締結について
（供覧）7

平成22年04月12日 収受
工事依頼について（供覧）

8

平成22年04月06日 起案
水道管の移設について（伺い）

9

平成22年07月22日 起案
一級河川南川総合流域防災事業に伴う水道管移設工事の工事費の変更に
ついて（協議）10



索引目次

平成22年度 水道移設関係（津志田1地割地内配水 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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22年12月13日 起案
水道管移設工事の完成について（伺い）

1

平成22年12月20日 起案
水道管移設工事に係る費用の請求について（伺い）

2

平成22年12月17日 収受
完了確認通知について（供覧）

3

平成22年06月11日 収受
工事依頼について（供覧）

4

平成22年07月08日 収受
水道管移設工事費の負担承諾について（供覧）

5

平成22年07月05日 起案
工事依頼の回答について（伺い）

6



索引目次

平成22年度 区画整理事業関係（都南中央第三地区上下水道局/水道管路課/管路整備第

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26日 収受
平成23年度都南中央第三地区土地区画整理事業施行区域内における水道
施設布設工事費の積算依頼について（供覧）1

平成22年11月02日 起案
平成23年度都南中央第三地区土地区画整理事業施行区域内における水道
施設整備工事費概算額の回答について（伺い）2

平成23年03月28日 起案
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成22年
度施行区域内における配水管布設工事の費用請求について（伺い）3

平成23年03月16日 起案
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成22年
度施行区域内における配水管布設工事の完成検査の立会依頼について（伺
い）

4

平成23年02月25日 収受
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成22年
度施行区域内における配水管布設工事の工事費の変更について（回答）5

平成23年02月22日 起案
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成22年
度施行区域内における配水管布設工事について（伺い）6

平成22年12月14日 起案
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成22年
度施行区域内における配水管布設工事について（伺い）7

平成22年05月24日 収受
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成22年
度施行区域内における配水管布設工事について（供覧）8

平成22年12月16日 収受
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成22年
度施行地区内における配水管布設工事の変更（工事完成期限）について
（供覧）

9

平成22年10月22日 収受
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業における水道
施設整備工事箇所の変更について（供覧）10

平成22年05月21日 起案
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成22年
度施行区域内における配水管布設工事について（伺い）11

平成22年06月30日 起案
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成22年
度施行区域内における配水管布設工事について（伺い）12

平成22年07月06日 収受
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成22年
度施行区域内における配水管布設工事の工事費の変更について（供覧）13

平成22年09月15日 起案
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成22年
度施行区域内における配水管布設工事の前払金に係る負担金について（伺
い）

14

平成22年09月22日 収受
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成22年
度施行地区内における配水管布設工事の前払い金に係る負担金について
（供覧）

15

平成22年09月27日 起案
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成22年
度施行区域内における配水管布設工事の前払金に係る負担金の請求につ
いて（伺い）

16

平成22年05月11日 収受
平成22年度盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業
の施行区域内における水道施設整備工事の設計図書作成について（供覧）17



索引目次

平成22年度 区画整理事業関係（盛岡南新都市開発上下水道局/水道管路課/管路整備第

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08日 起案
平成22年度上水道施設の整備に関する資料提出について（伺い）

1

平成23年03月22日 収受
盛岡南新都市地区における上水道施設整備に係る平成22年度の年間費用
負担変更契約の締結について（供覧）2

平成23年03月22日 起案
盛岡南新都市地区における上水道施設整備に係る平成22年度の年間費用
負担変更契約の締結について（伺い）3

平成23年03月15日 起案
平成22年度盛岡南新都市地区における上水道施設整備事業の工期変更協
議について（伺い）4

平成23年03月11日 起案
盛岡南新都市地区における上水道施設整備に係る平成22年度の年間費用
負担変更契約の締結について（伺い）5

平成23年03月28日 起案
盛岡南新都市地区における上水道施設整備に係る平成22年度の年間費用
負担金の概算請求について（伺い）6

平成22年05月28日 収受
平成22年度上水道施設の整備に関する年間実施計画及び年間資金計画の
提出について（供覧）7

平成22年12月28日 起案
盛岡南新都市地区における上水道施設整備に係る平成22年度費用負担変
更契約の締結について（伺い）8

平成22年12月27日 収受
盛岡南新都市地区における上水道施設整備に係る平成22年度費用負担変
更契約の締結について（供覧）9

平成22年12月08日 起案
平成22年度上水道施設の整備に関する年間実施計画及び年間資金計画の
変更資料の提出について（伺い）10

平成22年12月06日 収受
平成22年度上水道施設の整備に関する年間実施計画及び年間資金計画の
変更資料の提出依頼について（供覧）11

平成22年06月25日 収受
盛岡南新都市地区における上水道施設の整備に係る平成22年度の年間費
用負担契約の締結について（供覧）12

平成22年06月25日 起案
盛岡南新都市地区における上水道施設の整備に係る平成22年度の年間費
用負担契約の締結について（伺い）13

平成22年06月14日 起案
平成22年度上水道施設の整備に関する年間実施計画及び年間資金計画の
提出について（回答）14

平成23年02月28日 収受
平成22年度上水道施設の整備に関する資料提出について（供覧）

15

平成23年03月11日 収受
盛岡南新都市地区における上水道施設整備に係る平成22年度の年間費用
負担契約の締結について（供覧）16



索引目次

平成22年度 区画整理事業関係（太田地区土地区画上下水道局/水道管路課/管路整備第

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24日 起案
平成22年度太田地区土地区画整理事業施行区域内における配水管布設工
事の工事負担金の請求について（伺い）1

平成23年03月17日 起案
平成22年度太田地区土地区画整理事業施行区域内における配水管布設工
事の完成検査の立会依頼について（伺い）2

平成23年02月07日 収受
太田地区土地区画整理事業の平成22年度施行区域内における配水管布設
工事の変更について（供覧）3

平成23年02月03日 起案
平成22年度太田地区土地区画整理事業に伴う配水管布設工事の工事費の
変更について（伺）4

平成22年11月09日 起案
平成23年度太田地区土地区画整理事業施行区域内における配水管布設工
事の概算工事費について（伺）5

平成22年11月01日 収受
平成23年度太田地区土地区画整理事業施行区域内における配水管布設工
事について6

平成22年09月01日 起案
平成22年度太田地区土地区画整理事業施行区域内における配水管布設工
事の前払金相当額の工事負担金の請求について（伺い）7

平成22年08月31日 収受
平成22年度太田地区土地区画整理事業施行区域内における配水管布設工
事の変更について（供覧）8

平成22年05月24日 起案
太田地区土地区画整理事業の平成22年度施行区域内における配水管布設
工事について（伺）9

平成22年04月16日 収受
平成22年度太田地区土地区画整理事業施行区域内における配水管布設工
事について（供覧）10

平成22年08月10日 起案
太田地区土地区画整理事業の平成22年度施行区域内における配水管布設
工事について（伺）11

平成22年05月28日 収受
平成22年度太田地区土地区画整理事業施行区域内における配水管布設工
事について（供覧）12



索引目次

平成22年度 区画整理事業関係（道明地区土地区画上下水道局/水道管路課/管路整備第

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10日 収受
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業の平成22年度施行区
域内における配水管布設工事の工事費の変更について（供覧）1

平成22年05月12日 収受
平成22年度盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業の施行区
域内における水道施設整備工事の設計図書作成について（供覧）2

平成22年07月02日 起案
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業の平成22年度施行区
域内における配水管布設工事について（伺い）3

平成22年07月05日 収受
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業の平成22年度施行区
内における配水管布設工事について（供覧）4

平成22年09月10日 起案
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業の平成22年度施行区
域内における配水管布設工事について（伺い）5

平成22年10月26日 収受
平成23年度道明地区土地区画整理事業施行区域内における水道施設布設
工事費の積算依頼について（供覧）6

平成22年11月05日 起案
平成23年度道明地区土地区画整理事業施行区域内における水道施設整備
工事費概算額の回答について（伺い）7

平成22年11月16日 起案
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業の平成22年度施行区
域内における配水管布設工事について（伺い）8

平成22年11月17日 収受
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業の平成22年度施行区
域内における配水管布設工事の工事費の変更について（供覧）9

平成22年12月02日 起案
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業の平成22年度施行区
域内における配水管布設工事の完成検査の立会い依頼について（伺い）10

平成22年12月28日 起案
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業の平成22年度施行区
域内における配水管布設工事の費用請求について（伺い）11



索引目次

平成22年度 水道管移設関係（上堂四丁目外地内） 上下水道局/水道管路課/管路整備第

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07日 収受
一般国道４号上堂地区電線共同溝事業に伴う上水道管の移設について（依
頼）1

平成22年09月13日 起案
一般国道4号上堂地区電線共同溝事業に伴う配水管移設工事の完了届の
提出及び物件移転補償金の請求について（伺い）2

平成22年08月24日 収受
水道管の移設に係る物件移転補償契約の締結について（供覧）

3

平成22年08月11日 起案
水道管の移設について（伺い）

4

平成22年08月04日 起案
一般国道４号上堂地区電線共同溝事業に伴う物件移転補償契約の締結に
ついて（伺い）5

平成22年07月20日 起案
一般国道４号上堂電線共同溝設置工事に伴う水道管移設工事費の変更に
ついて（協議）6

平成22年05月18日 起案
水道管の移設について（伺い）

7



索引目次

平成22年度 水道管移設関係（上堂四丁目地内その 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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22年05月20日 収受
一般国道４号上堂地区電線共同溝事業に伴う水道管の移設について（供
覧）1

平成23年03月31日 起案
一般国道4号上堂地区電線共同溝事業に伴う配水管移設工事の完了届の
提出及び物件移転補償金の請求について（伺い）2

平成23年03月18日 収受
水道管の移設に係る物件移転補償契約の締結について（供覧）

3

平成23年03月18日 起案
一般国道４号上堂地区電線共同溝事業に伴う物件移転補償契約の締結に
ついて（伺い）4

平成23年03月18日 起案
一般国道４号上堂電線共同溝設置工事に伴う水道管移設工事費の変更に
ついて（協議）5

平成22年12月24日 起案
水道管の移設について（伺い）

6

平成22年10月19日 収受
一般国道４号上堂地区電線共同溝に伴う上水道の移設に係る入札手続きに
ついて（供覧）7

平成22年09月17日 起案
水道管の移設について（伺い）

8



索引目次

平成22年度 行政財産使用許可 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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23年01月26日 起案
行政財産（土地）の使用許可申請について（伺い）

1



索引目次

平成22年度 路面復旧（平成２２年度舗装道路路面 上下水道局/水道管路課/（異動職員）

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）

1

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）

2

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）

3

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）

4

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）

5

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）

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）

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 上下水道局/水道管路課/（異動職員）

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）

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）

3

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）

4

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）

5

平成22年04月01日 収受
現場責任者の届出について（報告）

6

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）

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 路面復旧（平成２２年度舗装道路路面 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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）

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22年04月01日 収受
契約書類の送付について（供覧）

3

平成22年04月01日 収受
現場責任者の届出について（報告）

4

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）

5

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）

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）

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

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）

10

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）

11

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）

12



索引目次

平成22年度 道路等占用許可（河川占用更新　盛岡 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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23年01月07日 収受
河川占用の許可申請について（報告）

1

平成22年12月09日 起案
河川占用許可更新申請について（伺い）

2

平成22年12月09日 起案
河川占用許可更新申請について（伺い）

3

平成22年12月09日 起案
河川占用許可更新申請について（伺い）

4

平成23年01月07日 収受
河川占用の許可申請について（報告）

5

平成23年01月07日 収受
河川占用の許可申請について（報告）

6



索引目次

平成22年度 道路等占用許可（県道占用更新　盛岡 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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22年12月21日 起案
道路占用の廃止について（伺い）

1

平成23年03月31日 収受
道路占用許可の更新について（報告）

2

平成22年04月01日 収受
道路占用許可の更新について（報告）

3

平成22年06月02日 収受
道路占用許可（新規）について（供覧）

4

平成22年12月21日 起案
道路占用許可の更新について（伺い）

5



索引目次

平成22年度 道路等占用許可（河川占用更新　盛岡 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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23年02月10日 起案
水路占用の更新申請について（伺い）

1

平成23年02月10日 起案
準用河川占用の更新申請について（伺い）

2

平成23年02月10日 起案
水路占用物件の廃止について（伺い）

3

平成23年02月10日 起案
水路占用物件の廃止について（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/水道管路課/（異動職員）

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 収受
道路占用作業物件保守作業届の回答について（供覧）

1

平成22年11月11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）

2

平成22年11月24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）

3

平成22年12月09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）

4

平成22年12月10日 起案
道路占用作業物件保守作業に係る完成届について

5

平成22年12月13日 起案
道路占用に伴う作業申請について（伺い）

6

平成22年11月01日 起案
道路工事完了届について（伺い）

7

平成22年12月13日 収受
　道路占用に伴う作業申請の回答について（供覧）

8

平成22年07月06日 起案
道路占用作業物件保守作業に係る完成届について

9

平成22年12月27日 起案
道路工事完了届について（伺い）

10

平成23年01月25日 起案
道路占用に伴う作業申請について（伺い）

11

平成23年01月27日 起案
道路占用に伴う作業申請について（伺い）

12

平成23年01月31日 起案
道路工事着手届の提出について（伺い）

13

平成23年01月31日 収受
道路占用に伴う作業申請の回答について（供覧）

14

平成23年02月01日 収受
道路占用に伴う作業申請の回答について（供覧）

15

平成23年02月10日 起案
道路工事完了届について（伺い）

16

平成23年02月25日 起案
道路工事着手届の提出について（伺い）

17

平成22年12月13日 起案
道路工事着手届の提出について（伺い）

18

平成23年03月29日 起案
道路工事完了届について（伺い）

19

平成22年04月13日 起案
道路占用作業物件保守作業届について（伺い）

20



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/水道管路課/（異動職員）

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21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）

21

平成22年05月11日 起案
道路占用作業物件保守作業届について（伺い）

22

平成22年05月27日 起案
道路占用に伴う作業申請書について（伺い）

23

平成22年05月14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）

24

平成22年05月17日 起案
道路占用に伴う作業申請について（伺い）

25

平成22年05月20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）

26

平成22年09月15日 収受
　道路占用に伴う作業申請の回答について（供覧）

27

平成22年05月26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）

28

平成22年10月28日 起案
道路占用に伴う作業申請について（伺い）

29

平成22年06月01日 収受
道路占用に伴う作業申請書の回答について（供覧）

30

平成22年06月10日 起案
道路占用工事に係る着手届について

31

平成22年06月18日 起案
道路占用工事に係る完成届について

32

平成22年06月28日 起案
道路占用物件保守作業に係わる完了届について（伺い）

33

平成22年04月02日 起案
一級河川南川総合流域防災事業関連配水幹線仮設工事に伴う道路工事完
了届の提出について（伺い）34

平成22年09月07日 起案
道路占用に伴う作業申請について（伺い）

35

平成22年09月22日 起案
道路工事着手届の提出について（伺い）

36



索引目次

平成22年度 道路等占用許可（市道） 上下水道局/水道管路課/（異動職員）

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05日 収受
上堂四丁目地内配水管移設その２工事に伴う道路占用許可について（供覧）

1

平成23年03月18日 起案
配水管布設工事に伴う市道占用事前協議について（伺い）

2

平成22年10月29日 起案
上鹿妻字竹花前外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11月29日 起案
配水管布設工事に伴う市道占用事前協議について（伺い）

4

平成22年11月10日 収受
北夕顔瀬町外地内給水管布設替工事に伴う道路占用許可について（供覧）

5

平成22年11月09日 収受
岩清水外地内鉛製給水管布設替工事に伴う道路占用許可について（供覧）

6

平成22年11月09日 収受
上鹿妻字竹花前外地内配水管布設工事に伴う道路占用許可について（供
覧）7

平成22年11月09日 起案
岩清水外地内鉛製給水管布設替工事に伴う道路占用許可申請について（伺
い）8

平成22年11月04日 収受
月が丘三丁目30番外地内配水管布設工事に伴う道路占用許可（変更）につ
いて（供覧）9

平成22年11月04日 起案
北夕顔瀬町外地内鉛製給水管布設替工事に伴う道路占用許可申請につい
て(伺い)10

平成22年09月13日 起案
上田一丁目地内配水管布設工事その２に伴う道路占用許可申請について
（伺い）11

平成22年11月01日 収受
新庄～高松系廃止配水幹線管内充填工事に伴う道路工事施行承認につい
て（供覧）12

平成22年12月08日 収受
配水管布設工事に伴う市道占用事前協議について（供覧）

13

平成22年10月29日 起案
道路工事施工承認申請について（伺い）

14

平成22年10月25日 収受
岩清水外地内鉛製給水管布設替工事に伴う道路占用許可について（供覧）

15

平成22年10月14日 起案
岩清水外地内鉛製給水管布設替工事に伴う道路占用許可申請について（伺
い）16

平成22年10月08日 収受
北天昌寺町外地内給水管布設替工事に伴う道路占用許可について（供覧）

17

平成22年10月05日 起案
北天昌寺町外地内鉛製給水管布設替工事に伴う道路占用許可申請につい
て(伺い)18

平成22年09月24日 収受
上田一丁目地内配水管布設工事その２に伴う道路占用許可について（供覧）

19

平成22年09月27日 起案
上堂四丁目地内配水管移設その２工事に伴う道路占用許可申請について
(伺い)20



索引目次

平成22年度 道路等占用許可（市道） 上下水道局/水道管路課/（異動職員）

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02日 起案
月が丘三丁目30番外地内配水管布設工事に伴う道路占用許可申請（変更）
について(伺い)21

平成23年01月27日 収受
下ノ橋町外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可（更新）について（供
覧）22

平成23年03月18日 起案
配水管布設工事に伴う市道占用事前協議について（伺い）

23

平成23年03月14日 収受
道路掘削許可について（供覧）

24

平成23年03月11日 収受
大沢川原二丁目地内配水管布設工事に伴う道路占用許可について（供覧）

25

平成23年03月09日 起案
道路掘削許可について（伺い）

26

平成23年03月09日 起案
大沢川原二丁目地内配水管布設工事に伴う道路占用許可申請（更新）につ
いて(伺い)27

平成23年03月01日 収受
玉山区松内字古川地内配水管布設工事に伴う道路占用許可について（供
覧）28

平成23年02月14日 収受
上堂四丁目地内鉛製給水管布設替工事に伴う道路占用許可について（供
覧）29

平成22年11月30日 起案
下ノ橋町外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可申請（更新）につい
て(伺い)30

平成23年02月07日 起案
上堂四丁目地内鉛製給水管布設替工事に伴う道路占用許可申請について
(伺い)31

平成22年12月01日 収受
下ノ橋町外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可（更新）について（供
覧）32

平成23年01月25日 収受
都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う道路占用
許可（変更）について（供覧）33

平成23年01月21日 起案
下ノ橋町外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可申請（更新）につい
て(伺い)34

平成23年01月14日 収受
黒石野一丁目外地内鉛製給水管布設替工事に伴う道路占用許可について
（供覧）35

平成23年01月12日 起案
都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う道路占用
許可申請（変更）について(伺い)36

平成22年12月27日 起案
黒石野一丁目外地内鉛製給水管布設替工事に伴う道路占用許可申請につ
いて(伺い)37

平成22年12月22日 収受
市道占用許可（工期延長）更新の回答について（供覧）

38

平成22年12月20日 起案
前九年三丁目地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可申請について（伺
い）39

平成22年09月10日 収受
月が丘三丁目30番外地内配水管布設工事に伴う道路占用許可について（供
覧）40



索引目次

平成22年度 道路等占用許可（市道） 上下水道局/水道管路課/（異動職員）

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02月14日 起案
玉山区松内字古川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)41

平成22年05月11日 起案
中央通一丁目地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可申請について(伺
い)42

平成22年09月14日 収受
上鹿妻字竹花前外地内配水管布設工事に伴う道路占用許可について（供
覧）43

平成22年06月23日 起案
開運橋通外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)

44

平成22年06月21日 起案
都南中央第三地区土地区画整理事業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)45

平成22年06月16日 収受
太田地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う道路占用許可につ
いて（供覧）46

平成22年06月09日 起案
太田地区土地区画整理事業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)47

平成22年06月07日 収受
前九年三丁目地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可について（供覧）

48

平成22年05月26日 起案
前九年三丁目地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可申請について(伺
い)49

平成22年06月30日 収受
開運橋通外地内配水管布設工事に伴う道路占用許可について（供覧）

50

平成22年05月11日 収受
松尾町外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可について（供覧）

51

平成22年07月05日 収受
都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う道路占用
許可について（供覧）52

平成22年04月23日 収受
上堂四丁目地内配水管移設工事に伴う道路占用許可について（供覧）

53

平成22年04月21日 起案
松尾町外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可申請について(伺い)

54

平成22年04月19日 収受
下ノ橋町外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可について（供覧）

55

平成22年04月19日 収受
加賀野一丁目外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可について（供
覧）56

平成22年04月15日 収受
大通二丁目外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可について（供覧）

57

平成22年04月13日 起案
上堂四丁目地内配水管移設工事に伴う道路占用許可申請について(伺い)

58

平成22年04月08日 起案
下ノ橋町外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可申請について(伺い)

59

平成22年04月08日 起案
加賀野一丁目外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可申請について
(伺い)60



索引目次

平成22年度 道路等占用許可（市道） 上下水道局/水道管路課/（異動職員）

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21日 収受
中央通一丁目地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可について（供覧）

61

平成22年08月06日 起案
東安庭字舘外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)62

平成22年09月10日 収受
大沢川原二丁目地内配水管布設工事に伴う道路占用許可について（供覧）

63

平成22年08月31日 起案
大沢川原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)64

平成22年08月31日 起案
上鹿妻字竹花前外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)65

平成22年08月25日 収受
鉈屋町地内配水管布設工事に伴う道路占用許可について（供覧）

66

平成22年08月24日 起案
月が丘三丁目30番外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)67

平成22年08月20日 収受
東安庭字舘外地内配水管布設工事に伴う道路占用許可について（供覧）

68

平成22年06月28日 起案
盛岡駅前通地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可について(伺い）

69

平成22年08月10日 収受
配水管布設工事に伴う市道占用事前協議について（供覧）

70

平成22年04月07日 起案
大通二丁目外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可申請について(伺
い)71

平成22年08月05日 収受
道明地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う道路占用許可につ
いて（供覧）72

平成22年07月30日 起案
配水管布設工事に伴う市道占用事前協議について（伺い）

73

平成22年07月29日 収受
玉山区渋民字渋民地内配水管布設工事に伴う道路占用許可について（供
覧）74

平成22年07月28日 収受
津志田１地割地内配水管移設工事に伴う道路占用許可について（供覧）

75

平成22年07月21日 起案
道明地区土地区画整理事業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)76

平成22年07月14日 起案
玉山区渋民字渋民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)77

平成22年07月14日 起案
津志田１地割地内配水管移設工事に伴う道路占用許可申請について(伺い)

78

平成22年07月07日 収受
盛岡駅前通地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可について（供覧）

79

平成22年08月13日 起案
鉈屋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）

80



索引目次

平成22年度 道路等占用許可（国県道） 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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22年12月08日 起案
都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う着手届に
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（新規）について（供覧）

2

平成22年07月09日 収受
開運橋通外地内配水管布設工事に伴う道路占用許可（新規）について（供
覧）3

平成22年07月09日 収受
中央通一丁目地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可（新規）ついて
（供覧）4

平成22年07月13日 起案
道路占用許可申請（変更)について(伺い)

5

平成22年07月13日 起案
道路占用工事に係る着手届について（伺い）

6

平成22年07月14日 起案
道路占用工事に係る着手届について（伺い）

7

平成22年07月15日 起案
盛岡南新都市開発整備事業地区内配水管布設工事その１工事に伴う道路
占用許可申請について（伺い）8

平成22年07月20日 起案
道路占用許可（新規）について（伺い）

9

平成22年07月21日 収受
道路占用許可（新規）について（供覧）

10

平成22年07月22日 収受
工期変更許可書の受理について（供覧）

11

平成22年07月27日 起案
道路占用許可（変更）について（伺い）

12

平成22年12月15日 起案
占用工事完成届の提出について（伺い）

13

平成22年07月29日 収受
道路占用許可（変更）について（供覧）

14

平成22年06月28日 収受
道路占用許可（新規）について（供覧）

15

平成22年08月04日 起案
加賀野一丁目外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可申請（新規）に
ついて（伺）16

平成22年08月04日 起案
一級河川南川総合流域防災事業関連配水管移設工事に伴う完成届の提出
について（伺い）17

平成22年08月09日 収受
道路占用許可（変更）について（供覧）

18

平成22年08月10日 起案
一般国道4号における道路占用許可申請について（伺い）

19

平成22年08月10日 起案
道路占用工事に係る着手届について（伺い）

20



索引目次

平成22年度 道路等占用許可（国県道） 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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22年08月13日 起案
道路占用工事に係る着手届について

21

平成22年08月18日 起案
道路占用工事に係る着手届について（伺い）

22

平成22年08月18日 起案
加賀野一丁目外地内配水管布設替工事に伴う道路占用工事計画書の提出
について（伺）23

平成22年08月24日 収受
加賀野一丁目外地内配水管布設替工事に伴う道路占用工事計画書の提出
について（供覧）24

平成22年08月24日 収受
加賀野一丁目外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可（変更）ついて
（供覧）25

平成22年08月30日 収受
道路占用許可書の受理について（供覧）

26

平成22年07月29日 起案
中央通一丁目地内配水管布設替工事に伴う着手届について（伺い）

27

平成22年05月28日 起案
道路占用工事に係る完成届について

28

平成22年04月09日 起案
道路占用許可申請について(伺い)

29

平成22年04月14日 起案
一級河川南川総合流域防災事業関連配水管移設工事に伴う道路占用許可
申請（変更）について（伺い）30

平成22年04月14日 起案
一級河川南川総合流域防災事業関連配水管移設工事に伴う道路占用許可
申請（新規）について（伺い）31

平成22年05月11日 起案
道路占用工事に係る着手届について

32

平成22年05月12日 収受
道路管理者変更に伴なう道路占用許可申請について（報告）

33

平成22年05月13日 起案
道路占用許可申請について(伺い)

34

平成22年05月14日 起案
道路占用許可（変更）について（供覧）

35

平成22年05月14日 起案
道路占用許可（変更）について（供覧）

36

平成22年05月14日 起案
道路占用許可（新規）について（供覧）

37

平成22年05月14日 起案
道路占用許可（新規）について（供覧）

38

平成22年05月18日 起案
道路占用許可（新規）について（伺い）

39

平成22年07月02日 起案
道路占用工事に係る着手届について

40



索引目次

平成22年度 道路等占用許可（国県道） 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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22年05月28日 起案
道路占用許可（新規）について（供覧）

41

平成22年06月29日 収受
中央通一丁目地内配水管布設替工事に伴う道路占用廃止届について（供
覧）42

平成22年06月01日 起案
占用工事着手届等（一般国道４号上堂四丁目地内）の提出について（伺い）

43

平成22年06月01日 起案
道路占用許可申請（新規）について（伺い）

44

平成22年06月08日 起案
道路占用許可申請（新規）について（伺い）

45

平成22年06月09日 起案
道路占用許可（新規）について（供覧）

46

平成22年06月15日 起案
道路占用許可（新規）について（伺い）

47

平成22年06月22日 起案
道路占用工事に係る着手届について

48

平成22年06月24日 起案
開運橋通外地内配水管布設工事に伴う道路占用許可申請（新規）について
（伺）49

平成22年06月24日 起案
一般国道46号盛岡西バイパス占用工事の工期変更届について（伺い）

50

平成22年06月28日 起案
中央通一丁目地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可申請（新規）につ
いて（伺）51

平成22年06月28日 起案
中央通一丁目地内配水管布設替工事に伴う道路占用廃止届について（伺）

52

平成22年09月02日 収受
一般国道4号における道路占用許可について（供覧）

53

平成22年05月21日 起案
一級河川南川総合流域防災事業関連配水管移設工事に伴う着手届の提出
について（伺い）54

平成22年12月28日 起案
道路占用工事完成届の提出について（伺い）

55

平成22年08月31日 起案
道路占用工事に係る工事完了届について

56

平成22年12月03日 起案
道路占用許可申請（廃止）について（伺い）

57

平成22年12月03日 収受
道路占用廃止届の受理について（供覧）

58

平成22年12月06日 起案
道路占用工事着手届の提出について（伺い）

59

平成22年12月06日 起案
道路占用工事に係る着手届等について

60



索引目次

平成22年度 道路等占用許可（国県道） 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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22年12月07日 起案
占用工事完成届の提出について（伺い）

61

平成22年12月08日 起案
道路占用工事に係る完成届について（伺い）

62

平成23年03月31日 起案
占用工事完成届（一般国道４号上堂四丁目地内）の提出について

63

平成22年12月14日 起案
道路占用工事に係る完成届について

64

平成22年12月20日 起案
道路占用工事に係る完成届について（伺い）

65

平成22年12月21日 起案
中央通一丁目地内配水管布設替工事に伴う完成届の提出について（伺い）

66

平成22年12月01日 収受
都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う道路占用
許可（新規）ついて（供覧）67

平成22年12月27日 起案
都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う完成届の
提出について（伺い）68

平成22年11月30日 起案
加賀野一丁目外地内配水管布設替工事に伴う完成届について（伺い）

69

平成23年01月11日 起案
道路占用工事に係る完成届について（伺い）

70

平成23年01月25日 起案
一般国道4号における道路占用変更許可申請について（伺い）

71

平成23年01月28日 起案
道路占用許可申請（廃止）について（伺い）

72

平成23年01月28日 収受
道路占用廃止届の受理について（供覧）

73

平成23年02月03日 収受
一般国道4号における道路占用の工期変更許可について（供覧）

74

平成23年02月07日 起案
上鹿妻與市新田地内　地上式消火栓移設工事に伴う道路占用許可申請（変
更）について（伺い）75

平成23年02月21日 収受
上鹿妻與市新田地内　地上式消火栓移設工事に伴う道路占用許可申請（変
更）に対する回答について（供覧）76

平成23年02月24日 起案
道路占用工事に係わる着手届の提出について（伺い）

77

平成23年03月03日 起案
道路占用許可申請について（伺い）

78

平成23年03月08日 起案
一般国道4号における道路占用許可申請について（伺い）

79

平成23年03月16日 収受
道路占用許可（新規）について（供覧）

80



索引目次

平成22年度 道路等占用許可（国県道） 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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22年12月27日 起案
前九年三丁目地内配水管布設替工事に伴う完成届の提出について（伺い）

81

平成22年10月18日 起案
道路占用工事に係る着手届について（伺い）

82

平成23年03月30日 起案
一般国道4号における道路占用変更許可申請について（伺い）

83

平成22年09月07日 起案
道路占用工事に係る着手届等について

84

平成22年09月07日 起案
道路占用工事に係る工事責任者通知書について

85

平成22年09月07日 起案
道路占用許可申請（廃止)について(伺い)

86

平成22年09月13日 起案
占用工事完成届（一般国道4号上堂四丁目地内）の提出について

87

平成22年09月13日 起案
道路占用工事着手届の提出について（伺い）

88

平成22年09月17日 起案
一般国道4号における道路占用許可申請について（伺い）

89

平成22年09月22日 起案
道路占用工事に係る着手届について（伺い）

90

平成22年10月04日 起案
道路占用許可申請(変更)について（伺い）

91

平成22年10月04日 起案
工事完成届の提出について（伺い）

92

平成22年10月04日 起案
工事完成届の提出について（伺い）

93

平成22年12月02日 起案
道路占用工事に係る完成届について（伺い）

94

平成22年10月15日 起案
道路占用許可（変更）について（供覧）

95

平成22年08月31日 起案
加賀野一丁目外地内配水管布設替工事に伴う着手届について（伺い）

96

平成22年10月19日 起案
太田地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う道路占用許可申請
（新規）について（伺）97

平成22年10月19日 起案
太田地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う道路占用許可申請
（変更）について（伺）98

平成22年10月20日 収受
一般国道4号における道路占用許可について（供覧）

99

平成22年10月28日 起案
道路占用許可（新規）について（伺い）

100



索引目次

平成22年度 道路等占用許可（国県道） 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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22年11月01日 起案
北夕顔瀬町　外地内鉛製給水管布設替工事に伴う道路占用許可申請（変
更）について（伺）101

平成22年11月01日 収受
太田地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う道路占用許可（新
規）について（供覧）102

平成22年11月01日 収受
太田地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う道路占用許可（変
更）について（供覧）103

平成22年11月08日 起案
道路占用工事着手届の提出について（伺い）

104

平成22年11月15日 収受
道路占用許可（新規）について（供覧）

105

平成22年11月16日 起案
都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う道路占用
許可申請（新規）について（伺）106

平成22年11月18日 収受
道路占用許可について（新規）について（供覧）

107

平成22年10月13日 起案
仙北一丁目地内配水管布設工事その２に伴う完成届の提出について（伺い）

108

平成23年03月29日 起案
道路占用工事に係わる完了届の提出について（伺い）

109



索引目次

平成22年度 道路等占用許可（国道占用　国土交通 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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22年08月06日 起案
道路占用許可（国道４号）に関する部分補正について（伺い）

1

平成22年08月06日 起案
道路占用許可（国道46号）に関する部分補正について（伺い）

2

平成23年02月25日 起案
国道４号占用に係る一括更新について（伺い）

3

平成23年02月25日 起案
国道46号占用に係る一括更新について（伺い）

4



索引目次

平成22年度 道路等占用許可（河川占用更新　東北 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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22年06月01日 収受
河川占用の変更許可について（報告）

1

平成23年03月15日 収受
河川占用の許可申請について（報告）

2

平成23年02月21日 起案
河川占用許可の更新申請について（伺い）

3

平成23年02月21日 起案
河川占用許可の更新申請について（伺い）

4

平成23年01月04日 収受
河川占用の許可申請について（報告）

5

平成22年12月06日 起案
河川占用許可申請について（伺い）

6

平成22年10月26日 起案
河川占用許可に伴なう標示板の設置報告について（伺い）

7

平成23年03月15日 収受
河川占用の許可申請について（報告）

8

平成22年09月29日 起案
河川占用許可の更新申請について（伺い）

9

平成23年01月04日 収受
河川占用の許可申請について（報告）

10

平成22年04月20日 起案
河川占用許可の変更申請について（伺い）

11

平成22年10月15日 収受
河川占用許可の更新申請について（報告）

12

平成22年12月06日 起案
河川占用許可申請について（伺い）

13



索引目次

平成22年度 道路等占用許可（鹿妻本堰・鹿妻幹線 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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23年03月31日 起案
国有土地改良財産の他目的使用許可更新について（伺い）

1

平成23年03月31日 収受
国有土地改良財産の他目的使用許可更新について(報告）

2

平成23年03月30日 起案
国有土地改良財産の他目的使用許可更新について（伺い）

3



索引目次

平成22年度 道路等占用許可（河川・水路関係） 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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23年03月15日 収受
河川占用工作物の完成検査結果について（報告）

1

平成22年08月25日 収受
河川占用の変更許可について（供覧）

2

平成22年08月30日 起案
下ノ橋町外地内配水管布設替工事に伴う河川占用工事着手届について（伺
い）3

平成22年08月30日 起案
下ノ橋町外地内配水管布設替工事に伴う河川占用工事着手届について（伺
い）4

平成22年11月26日 起案
下ノ橋町外地内配水管布設替工事に伴う河川占用工事完成届について（伺
い）5

平成22年11月26日 起案
下ノ橋町外地内配水管布設替工事に伴う河川占用工事完成届について（伺
い）6

平成22年12月01日 収受
河川占用の完成検査結果について（報告）

7

平成22年08月25日 収受
河川占用の変更許可について（供覧）

8

平成23年01月05日 収受
河川占用工作物の完成検査結果について（報告）

9

平成22年12月20日 起案
新庄～中屋敷系配水幹線布設工事に伴う河川占用工事完成届について（伺
い）10

平成23年03月02日 起案
沢田浄水場系東部配水幹線布設工事に伴う河川占用工事完成届について
（伺い）11

平成23年02月07日 起案
沢田浄水場系東部配水幹線布設工事に伴う河川占用工事着手届(変更)に
ついて（伺い）12

平成22年12月01日 収受
河川占用の完成検査結果について（報告）

13

平成22年05月21日 起案
一級河川南川総合流域防災事業関連配水管移設工事に伴う河川占用許可
について（供覧）14

平成22年07月30日 起案
沢田浄水場系東部配水幹線布設工事に伴う河川占用工事着手届について
（伺い）15

平成22年07月28日 起案
河川占用許可について（供覧）

16

平成22年07月22日 起案
河川占用工事に係る着手届について

17

平成22年07月09日 起案
河川占用許可について（供覧）

18

平成22年07月07日 起案
月が丘三丁目外地内配水管布設工事の河川占用にかかる完了届について
（伺い）19

平成22年06月03日 起案
下ノ橋町外地内配水管布設替工事に伴う河川占用許可申請について（伺
い）20



索引目次

平成22年度 道路等占用許可（河川・水路関係） 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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22年06月03日 起案
下ノ橋町外地内配水管布設替工事に伴う河川占用許可申請について（伺
い）21

平成22年04月26日 起案
一級河川南川総合流域防災事業関連配水幹線移設工事に伴う河川占用許
可申請について（伺い）22

平成22年05月31日 起案
新庄～中屋敷系配水幹線布設工事に伴う河川占用許可申請について（伺
い）23

平成22年04月30日 収受
占用許可の更新申請について（報告）

24

平成22年08月04日 起案
一級河川南川総合流域防災事業関連配水管移設工事に伴う河川占用完成
届について（伺い）25

平成22年05月24日 起案
一級河川南川総合流域防災事業関連配水管移設工事に伴う河川占用着手
届について（伺い）26

平成22年05月31日 起案
沢田浄水場系東部配水幹線布設工事に伴う河川占用許可申請について（伺
い）27



索引目次

平成22年度 道路等占用許可（下水道排水施設等占上下水道局/水道管路課/維持管理係

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23年03月04日 起案
下水道排水施設等用地占用にかかる更新協議について（伺い）

1



索引目次

平成22年度 埋蔵文化財発掘届 上下水道局/水道管路課/管路整備第

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11日 起案
埋蔵文化財発掘通知の提出について（伺い）

1

平成23年01月07日 収受
埋蔵文化財の発掘調査について（供覧）

2

平成22年12月13日 収受
埋蔵文化財の発掘調査について（供覧）

3

平成22年08月18日 収受
埋蔵文化財の発掘調査について（供覧）

4

平成22年04月21日 起案
埋蔵文化財発掘届の提出について（伺い）

5

平成22年05月11日 収受
埋蔵文化財の発掘調査について（供覧）

6

平成22年05月12日 起案
埋蔵文化財発掘通知の提出について（伺い）

7

平成22年05月26日 収受
中央通一丁目地内配水管布設替工事に伴う埋蔵文化財の発掘調査につい
て（供覧）8

平成22年09月06日 起案
埋蔵文化財発掘通知の提出について（伺い）

9

平成22年06月01日 起案
埋蔵文化財発掘届の提出について（伺い）

10

平成22年12月16日 起案
埋蔵文化財発掘通知の提出について（伺い）

11

平成22年06月16日 収受
埋蔵文化財の発掘調査について（供覧）

12

平成22年10月19日 収受
埋蔵文化財発掘通知の提出について（伺い）

13

平成22年07月14日 起案
埋蔵文化財発掘届の提出について（伺い）

14

平成22年07月30日 起案
埋蔵文化財発掘届の提出について（伺い）

15

平成22年07月30日 収受
埋蔵文化財の発掘調査について（供覧）

16

平成22年10月05日 起案
埋蔵文化財発掘通知の提出について（伺い）

17

平成22年09月21日 収受
埋蔵文化財の発掘調査について（供覧）

18



索引目次

平成22年度 用地関係（証明書等交付申請関係） 上下水道局/水道管路課/管路整備第

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01月28日 起案
個人情報目的外利用申請について（伺い）

1

平成22年04月23日 起案
法務局登記関係証明書等交付申請について（伺い）

2

平成23年02月04日 収受
個人情報目的外利用（外部提供）会費決定通知書

3

平成22年09月07日 起案
法務局登記関係証明書等交付申請について（伺い）

4



索引目次

平成22年度 消火栓設置協議 上下水道局/水道管路課/管路整備第

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
向中野一丁目地内の公設消火栓（№1456）設置協議について

1

平成22年08月05日 収受
道明地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う消火栓設置協議に
ついて（供覧）2

平成22年06月17日 起案
都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う消火栓設
置協議について（伺い）3

平成22年06月23日 起案
開運橋通外地内配水管布設工事に伴う消火栓設置協議について（伺い）

4

平成22年06月01日 起案
新庄～中屋敷系配水幹線布設工事に伴う消火栓設置協議について（伺い）

5

平成22年06月25日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

6

平成22年07月02日 収受
開運橋通外地内配水管布設工事に伴う消火栓設置協議について（供覧）

7

平成22年07月05日 収受
都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う消火栓設
置協議について（供覧）8

平成22年07月14日 起案
玉山区渋民字渋民地内配水管布設工事に伴う消火栓設置協議について（伺
い）9

平成22年07月26日 起案
道明地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う消火栓設置協議に
ついて（伺い）10

平成22年08月24日 起案
月が丘三丁目30番外地内配水管布設工事に伴う消火栓設置協議について
（伺い）11

平成22年09月01日 起案
大沢川原二丁目地内配水管布設工事に伴う消火栓設置協議について（伺
い）12

平成22年09月03日 収受
月が丘三丁目30番外地内配水管布設工事に伴う消火栓設置協議について
（供覧）13

平成22年09月13日 収受
大沢川原二丁目地内配水管布設工事に伴う消火栓設置協議について（供
覧）14

平成22年09月27日 起案
上堂四丁目地内配水管移設その２工事に伴う消火栓設置協議について（伺
い）15

平成23年03月09日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

16

平成22年12月07日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

17

平成23年02月14日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

18

平成22年05月28日 収受
公設消火栓（No.110）の設置に係る協議の回答について（供覧）

19

平成22年10月19日 収受
上堂四丁目地内配水管移設その２工事に伴う消火栓設置協議について（供
覧）20



索引目次

平成22年度 消火栓設置協議 上下水道局/水道管路課/管路整備第

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19日 収受
下ノ橋町外地内配水管布設替工事に伴う消火栓設置協議について（供覧）

21

平成22年04月06日 起案
上堂四丁目地内配水管移設工事に伴う消火栓設置協議について（伺い）

22

平成22年04月06日 起案
本宮字上越場地内配水管布設工事に伴う消火栓設置協議について（伺い）

23

平成22年04月08日 起案
加賀野一丁目外地内配水管布設替工事に伴う消火栓設置協議について（伺
い）24

平成22年04月08日 起案
下ノ橋町外地内配水管布設替工事に伴う消火栓設置協議について（伺い）

25

平成22年04月06日 起案
大通二丁目外地内配水管布設替工事に伴う消火栓設置協議について（伺
い）26

平成22年04月19日 収受
加賀野一丁目外地内配水管布設替工事に伴う消火栓設置協議について（供
覧）27

平成22年05月25日 収受
中央通一丁目地内配水管布設替工事に伴う消火栓設置協議について（供
覧）28

平成22年04月21日 起案
松尾町外地内配水管布設替工事に伴う消火栓設置協議について（伺い）

29

平成22年05月17日 起案
公設消火栓（№110）の設置に係る協議について

30

平成22年04月19日 収受
大通二丁目外地内配水管布設替工事に伴う消火栓設置協議について（供
覧）31

平成22年05月21日 収受
前九年三丁目地内配水管布設替工事に伴う消火栓設置協議について（供
覧）32

平成22年04月22日 起案
公設消火栓（№4272）の設置に係る協議について

33

平成22年05月11日 収受
松尾町外地内配水管布設替工事に伴う消火栓設置協議について（供覧）

34

平成22年05月11日 起案
中央通一丁目地内配水管布設替工事に伴う消火栓設置協議について（伺
い）35

平成22年05月10日 収受
上堂四丁目地内配水管移設工事に伴う消火栓設置協議について（供覧）

36

平成22年04月30日 起案
前九年三丁目地内配水管布設替工事に伴う消火栓設置協議について（伺
い）37

平成22年04月28日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

38

平成22年04月22日 起案
公設消火栓（№1691）の設置に係る協議について

39



索引目次

平成22年度 資材関係（除却関係） 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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

K22

平成23年01月11日 起案
水道用資材の売払いについて（伺い）

1

平成22年09月27日 起案
不要資材の除却処分について（伺い）

2

平成23年01月28日 収受
水道用資材の売払いについて（報告）

3

平成23年01月19日 起案
水道用資材の売払いに係る契約締結について（伺い）

4



索引目次

平成22年度 資材関係（平成22年度実地たな卸し） 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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

K22

平成23年04月05日 起案
平成22年度実地たな卸の報告について（伺い）

1

平成23年03月31日 起案
平成22年度たな卸資産残高表の作成について（報告）

2

平成23年03月28日 起案
水道用資材の出庫停止について（伺い）

3

平成23年03月23日 収受
実地たな卸の立会について（報告）

4

平成23年03月07日 起案
平成22年度水道用資材等実地たな卸について（伺い）

5

平成23年04月05日 起案
平成22年度実地たな卸の結果報告について（報告）

6



索引目次

平成22年度 配水管布設（一級河川南川総合流域防上下水道局/水道管路課/管路整備第

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03日 収受
工事検査通知について（供覧）

1

平成22年03月08日 起案
工事請負契約に係る随意契約の実施について

2

平成22年03月03日 起案
実施伺い

3

平成22年03月17日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

4

平成22年03月17日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

5

平成22年03月31日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

6

平成22年08月09日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

7

平成22年04月01日 起案
監督職員の通知について（伺い）

8

平成22年08月30日 起案
完成精算について（伺い）

9

平成22年08月12日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

10

平成22年07月30日 起案
工事検査依頼について（伺い）

11

平成22年07月30日 収受
工事完成の届出について（報告）

12

平成22年07月29日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

13

平成22年04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）

14

平成22年07月22日 起案
変更実施伺い

15

平成22年06月30日 起案
一括請負の点検について（報告）

16

平成22年05月20日 収受
下請負の届出について（報告）

17

平成22年04月05日 起案
前払金の支出について（伺い）

18

平成22年07月26日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

19

平成22年08月12日 収受
工事完成引渡書について（報告）

20



索引目次

平成22年度 配水管布設（沢田浄水場系東部配水幹上下水道局/水道管路課/管路整備第

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14日 起案
工事検査依頼について（伺い）

1

平成22年12月14日 収受
工事完成の届出について(報告）

2

平成22年12月15日 収受
工事検査通知について(供覧）

3

平成22年12月21日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

4

平成22年12月22日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

5

平成23年03月24日 起案
完成精算について（伺い）

6

平成22年12月10日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

7

平成22年06月25日 起案
前払金の支出について（伺い）

8

平成22年12月22日 収受
工事完成引渡書について（報告）

9

平成22年06月10日 起案
監督職員の通知について（伺い）

10

平成22年05月21日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について(伺い)

11

平成22年07月29日 収受
下請負の届出について（報告）

12

平成22年06月03日 起案
工事請負契約の締結について(伺い)

13

平成22年12月09日 起案
工事請負契約の変更契約について(伺い)

14

平成22年06月11日 収受
工事着手等の届出について（報告）

15

平成22年06月11日 収受
現場代理人等の通知について（報告）

16

平成22年06月25日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（報告）

17

平成22年09月15日 起案
　一括下請負いの点検について（報告）

18



索引目次

平成22年度 配水管布設（玉山区渋民字渋民地内配上下水道局/水道管路課/管路整備第

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03日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

1

平成22年11月30日 起案
工事検査依頼について（伺い）

2

平成22年12月09日 起案
完成精算について（伺い）

3

平成22年12月09日 収受
工事完成引渡書について（報告）

4

平成22年12月09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01日 収受
工事検査通知について（供覧）

6

平成22年11月30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 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

8

平成22年11月08日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

9

平成22年10月04日 収受
技能者の届出について（報告）

10

平成22年09月13日 収受
技能者の届出について（報告）

11

平成22年08月16日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（供覧）

12

平成22年08月10日 起案
監督職員の通知について（伺い）

13

平成22年07月09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）

14

平成22年08月11日 収受
工事着手等の届出について（報告）

15

平成22年11月12日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

16



索引目次

平成22年度 配水管布設（新庄～中屋敷系配水幹線上下水道局/水道管路課/管路整備第

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22年07月22日 収受
技能者の届出について（報告）

1

平成22年12月07日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

2

平成22年12月02日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

3

平成22年11月05日 起案
　一括下請負いの点検について（報告）

4

平成22年10月28日 収受
下請負の届出について（報告）

5

平成22年12月08日 起案
工事検査依頼について（伺い）

6

平成22年07月22日 収受
下請負の届出について（報告）

7

平成22年12月16日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

8

平成22年07月05日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（供覧）

9

平成22年10月28日 収受
下請負の届出について（報告）

10

平成22年12月08日 収受
工事完成の届出について（報告）

11

平成22年12月09日 収受
工事検査通知について（供覧）

12

平成22年12月16日 起案
完成精算について（伺い）

13

平成22年12月16日 収受
工事完成引渡書について（報告）

14

平成22年06月30日 収受
工事着手等の届出について（報告）

15

平成22年06月29日 起案
監督職員の通知について（伺い）

16

平成22年06月22日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

17

平成22年05月31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）

18

平成22年07月05日 起案
前払金の支出について（伺い）

19

平成22年12月16日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

20



索引目次

平成22年度 配水管布設（本宮字上越場地内配水管上下水道局/水道管路課/管路整備第

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29日 起案
中間前金払に係る認定について（伺い）

1

平成22年10月29日 収受
工事完成の届出について（報告）

2

平成22年09月29日 収受
中間前金払に係る認定請求について（報告）

3

平成22年11月11日 収受
工事完成引渡書について（報告）

4

平成22年11月11日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

5

平成22年11月11日 起案
完成精算について（伺い）

6

平成22年11月05日 収受
工事検査通知について（供覧）

7

平成22年10月29日 起案
工事検査依頼について（伺い）

8

平成22年10月01日 起案
中間前払金の支出について（伺い）

9

平成22年09月30日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

10

平成22年09月29日 起案
中間前金払の認定調書の通知について（報告）

11

平成22年09月24日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

12

平成22年05月21日 収受
工事着手等の届出について（報告）

13

平成22年11月11日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

14

平成22年09月15日 起案
　一括下請負いの点検について（報告）

15

平成22年05月11日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

16

平成22年05月18日 起案
監督職員の通知について（伺い）

17

平成22年04月26日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

18

平成22年05月24日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（供覧）

19

平成22年07月14日 起案
前払金の支出について（伺い）

20



索引目次

平成22年度 配水管布設（本宮字上越場地内配水管上下水道局/水道管路課/管路整備第

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22日 収受
下請負の届出について（報告）

21

平成22年07月23日 収受
技能者の届出について（報告）

22

平成22年09月09日 収受
下請負の届出について（報告）

23



索引目次

平成22年度 配水管布設（上鹿妻字竹花前外地内配上下水道局/水道管路課/管路整備第

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20日 収受
中間前金払に係る認定請求について（報告）

1

平成23年03月10日 収受
工事完成の届出について（報告）

2

平成23年02月02日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

3

平成23年03月08日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

4

平成23年03月10日 起案
工事検査依頼について（伺い）

5

平成22年12月21日 起案
中間前払金の支出について（伺い）

6

平成23年03月11日 収受
工事検査通知について（供覧）

7

平成23年03月16日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

8

平成23年03月17日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

9

平成23年03月30日 起案
完成精算について（伺い）

10

平成22年12月20日 起案
中間前金払の認定調書の通知について（報告）

11

平成22年11月10日 収受
下請負の届出について（報告）

12

平成23年03月17日 収受
工事完成引渡書について（報告）

13

平成22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12月15日 起案
前払金の支出について（伺い）

15

平成22年12月20日 起案
中間前金払に係る認定について（伺い）

16

平成22年09月24日 起案
工事請負契約の締結について(伺い)

17

平成22年08月31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)

18

平成22年10月06日 収受
工事着手等の届出について（報告）

19

平成22年10月25日 起案
前払金の支出について（伺い）

20



索引目次

平成22年度 配水管布設（上鹿妻字竹花前外地内配上下水道局/水道管路課/管路整備第

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27日 起案
工事請負契約の変更契約について(伺い)

21

平成22年10月28日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

22

平成22年11月04日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

23

平成22年11月25日 起案
　一括下請負いの点検について（報告）

24

平成22年09月13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)25



索引目次

平成22年度 配水管布設（津志田１地割地内配水管 上下水道局/水道管路課/管路整備第

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09日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

1

平成22年11月15日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

2

平成22年12月09日 起案
完成精算について（伺い）

3

平成22年12月09日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

4

平成22年12月01日 収受
工事検査通知について（供覧）

5

平成22年12月09日 収受
工事完成引渡書について（報告）

6

平成22年11月30日 収受
工事完成の届出について（報告）

7

平成22年11月30日 起案
工事検査依頼について（伺い）

8

平成22年11月09日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

9

平成22年11月08日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

10

平成22年10月04日 収受
技能者の届出について（報告）

11

平成22年09月01日 収受
現場代理人等の届出について（報告）

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の実施について（伺い）

14

平成22年08月06日 起案
入札執行について（依頼)

15

平成22年10月04日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（供覧）

16

平成23年02月23日 収受
保証書に係る受領書の提出について（報告）

17

平成22年08月26日 起案
監督職員の通知について（伺い）

18

平成22年08月27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（玉山区松内字古川地内配上下水道局/水道管路課/管路整備第

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 収受
盛岡市上下水道局建設工事発注に係る一般競争入札の中止について（供
覧）1

平成23年03月16日 起案
市営建設工事発注に係る一般競争入札の中止について（伺い）

2

平成23年03月03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23年02月28日 起案
入札に係る設計図書等に関する質問への回答について（伺い）

4

平成23年02月22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 配水管布設（沢田浄水場系東部配水幹上下水道局/水道管路課/管路整備第

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17日 収受
工事検査通知について（供覧）

1

平成22年07月06日 起案
監督職員の通知について(伺い）

2

平成22年07月07日 収受
工事着手等の届出について（報告）

3

平成22年07月08日 収受
技能者の届出について（報告）

4

平成22年07月12日 起案
前払金の支出について（伺い）

5

平成22年11月26日 収受
下請負の届出について（報告）

6

平成22年12月06日 起案
　一括下請負いの点検について（報告）

7

平成23年02月10日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

8

平成23年03月14日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

9

平成22年06月29日 起案
工事請負契約の締結について(伺い)

10

平成23年03月17日 収受
工事完成の届出について（報告）

11

平成22年07月08日 収受
下請負の届出について（報告）

12

平成23年03月23日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

13

平成23年03月23日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

14

平成23年03月23日 収受
工事完成引渡書について（報告）

15

平成23年03月31日 起案
完成精算について（伺い）

16

平成23年03月17日 起案
工事検査依頼について（伺い）

17

平成22年06月25日 起案
工事費内訳書の審査結果について（伺い）

18

平成22年07月26日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（報告）

19

平成22年06月23日 起案
工事費内訳書の審査依頼について（伺い）

20



索引目次

平成22年度 配水管布設（沢田浄水場系東部配水幹上下水道局/水道管路課/管路整備第

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 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）21

平成22年06月25日 収受
工事費内訳書の審査について（供覧）

22

平成22年05月31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）

23



索引目次

平成22年度 配水管布設（鉈屋町地内配水管布設工上下水道局/水道管路課/管路整備第

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29日 起案
工事検査依頼について（伺い）

1

平成22年08月03日 起案
工事請負契約の締結について(伺い)

2

平成22年08月10日 起案
監督職員の通知について(伺い）

3

平成22年08月11日 収受
工事着手等の届出について（報告）

4

平成22年08月11日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（報告）

5

平成22年08月12日 収受
現場代理人等通知書の届出について（報告）

6

平成22年07月20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)7

平成22年10月22日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

8

平成22年07月09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)

9

平成22年10月29日 収受
工事完成の届出について(報告）

10

平成22年11月05日 収受
工事検査通知について(供覧）

11

平成22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22年11月11日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

13

平成22年11月11日 収受
工事完成引渡書について（報告）

14

平成22年12月24日 起案
完成精算について(伺い）

15

平成22年10月20日 起案
工事請負契約の変更契約について(伺い)

16



索引目次

平成22年度 配水管布設（東安庭字舘外地内配水管上下水道局/水道管路課/管路整備第

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31日 収受
工事検査通知について（供覧）

1

平成22年08月10日 起案
監督職員の通知について（伺い）

2

平成23年01月26日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

3

平成22年09月22日 収受
下請負の届出について（報告）

4

平成23年01月31日 起案
工事検査依頼について（伺い）

5

平成22年08月03日 起案
工事請負契約の締結について(伺い)

6

平成23年01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）

7

平成22年09月06日 起案
前払金の支出について（伺い）

8

平成22年08月12日 収受
工事着手等の届出について（報告）

9

平成23年01月13日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

10

平成23年02月07日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

11

平成23年02月07日 収受
工事完成引渡書について（報告）

12

平成23年02月08日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

13

平成23年03月18日 起案
完成精算について（伺い）

14

平成23年01月07日 起案
工事請負契約の変更契約について(伺い)

15

平成22年11月05日 収受
下請負の届出について（報告）

16

平成22年08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）

17

平成23年01月31日 収受
工事完成の届出について（報告）

18

平成22年07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)

19

平成22年11月09日 起案
　一括下請負いの点検について（報告）

20



索引目次

平成22年度 配水管布設（東安庭字舘外地内配水管上下水道局/水道管路課/管路整備第

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20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)21



索引目次

平成22年度 配水管布設（沢田浄水場系東部配水幹上下水道局/水道管路課/管路整備第

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22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）

1

平成23年03月03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）2

平成23年03月18日 収受
盛岡市上下水道局建設工事発注に係る一般競争入札の中止について（供
覧）3



索引目次

平成22年度 配水管布設（東中野字金勢前地内配水上下水道局/水道管路課/管路整備第

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22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）

1

平成23年03月18日 収受
盛岡市上下水道局建設工事発注に係る一般競争入札の中止について（供
覧）2

平成23年03月16日 起案
市営建設工事発注に係る一般競争入札の中止について（伺い）

3

平成23年03月04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）4



索引目次

平成22年度 配水管修繕（新庄～高松系廃止配水幹上下水道局/水道管路課/管路整備第

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13日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

1

平成22年12月24日 起案
完成精算について(伺い）

2

平成22年11月11日 収受
技能者の届出について（報告）

3

平成22年11月30日 収受
工事完成の届出について(報告）

4

平成22年11月30日 起案
工事検査依頼について（伺い）

5

平成22年12月14日 収受
工事完成引渡書について（報告）

6

平成22年12月02日 収受
工事検査通知について(供覧）

7

平成22年09月09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)

8

平成22年09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)9

平成22年10月08日 起案
工事請負契約の締結について(伺い)

10

平成22年10月15日 起案
監督職員の通知について(伺い）

11

平成22年10月18日 収受
工事着手等の届出について（報告）

12

平成22年10月18日 収受
現場代理人等通知書の届出について（報告）

13

平成22年10月28日 収受
現場代理人等通知書（変更）の届出について（報告）

14

平成22年11月08日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（報告）

15

平成22年12月14日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

16



索引目次

平成22年度 配水管布設（都南中央第三地区土地区上下水道局/水道管路課/管路整備第

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10日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況（追加）について（供覧）

1

平成22年12月21日 収受
下請負の変更届出について（報告）

2

平成22年12月24日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

3

平成23年02月28日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

4

平成23年03月07日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

5

平成23年03月15日 起案
工事検査依頼について（伺い）

6

平成23年03月15日 収受
工事完成の届出について（報告）

7

平成23年03月15日 収受
工事検査通知について（供覧）

8

平成23年03月24日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

9

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）

10

平成22年12月17日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

11

平成23年03月31日 起案
完成精算について（伺い）

12

平成22年12月02日 収受
中間前金払に係る認定請求について（報告）

13

平成23年03月25日 収受
工事完成引渡について（報告）

14

平成22年06月22日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

15

平成22年12月03日 起案
一括下請負の点検について（報告）

16

平成22年12月10日 起案
中間前払金の支出について（伺い）

17

平成22年06月09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）18

平成22年06月29日 起案
監督職員の通知について（伺い）

19

平成22年07月05日 収受
工事着手等の届出について（報告）

20



索引目次

平成22年度 配水管布設（都南中央第三地区土地区上下水道局/水道管路課/管路整備第

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
前払金の支出について（伺い）

21

平成22年12月03日 起案
中間前金払に係る認定について（伺い）

22

平成22年07月29日 収受
下請負の届出について（報告）

23

平成22年09月03日 起案
一括下請負の点検について（報告）

24

平成22年12月02日 収受
下請負の届出について（報告）

25

平成22年07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）

26

平成22年12月06日 起案
中間前金払の認定調書の通知について（報告）

27

平成22年05月31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）

28



索引目次

平成22年度 配水管布設（太田地区土地区画整理事上下水道局/水道管路課/管路整備第

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17日 起案
工事検査依頼について（伺い）

1

平成23年03月17日 収受
工事完成届について（報告）

2

平成23年03月17日 収受
工事検査通知について（供覧）

3

平成23年03月23日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

4

平成23年03月23日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

5

平成23年03月23日 収受
工事完成引渡について（報告）

6

平成23年02月14日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

7

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）

8

平成23年03月23日 起案
完成精算について（伺い）

9

平成23年02月07日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

10

平成22年08月10日 起案
前払金の支出について（伺い）

11

平成22年08月05日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（供覧）

12

平成22年07月16日 収受
技能者届について（報告）

13

平成22年07月16日 収受
現場代理人等の通知について（報告）

14

平成22年07月13日 起案
監督職員の通知について（伺い）

15

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）16

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）

17

平成22年07月16日 収受
工事着手等の届出について（報告）

18



索引目次

平成22年度 配水管布設（盛岡南新都市開発整備事上下水道局/水道管路課/管路整備第

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22日 起案
工事請負契約の締結について(伺い)

1

平成22年06月29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）

2

平成22年07月09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23年03月14日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

4

平成23年03月07日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

5

平成22年09月15日 起案
一括下請負の点検について（報告）

6

平成22年09月10日 収受
下請負の届出について（報告）

7

平成23年03月23日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

8

平成22年08月27日 収受
工事請負代金前払金申請書の受理について（供覧）

9

平成22年09月06日 収受
現場代理人等通知書（変更）の届出について（報告）

10

平成22年08月04日 収受
工事着手等の届出について（報告）

11

平成22年08月03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22年07月29日 起案
監督職員の通知について（伺い）

13

平成23年03月28日 収受
下請負の届出について（報告）

14

平成23年03月17日 起案
中間前金払の認定調書の通知について（報告）

15

平成23年03月17日 起案
中間前金払に係る認定について（伺い）

16

平成23年03月17日 収受
認定請求の受理について（供覧）

17

平成23年03月17日 収受
下請負の届出について（報告）

18

平成23年03月18日 起案
中間前払金の支出について（伺い）

19

平成23年03月18日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

20



索引目次

平成22年度 配水管布設（盛岡南新都市開発整備事上下水道局/水道管路課/管路整備第

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 収受
中間前払金請求書の受理について（供覧）

21

平成22年08月27日 起案
前払金の支出について（伺い）

22



索引目次

平成22年度 配水管布設（盛岡南新都市開発整備事上下水道局/水道管路課/管路整備第

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28日 収受
下請負の変更届出について（報告）

1

平成23年03月17日 起案
中間前金払に係る認定について（伺い）

2

平成23年03月17日 起案
中間前金払の認定調書の通知について（報告）

3

平成23年03月17日 収受
中間前金払に係る認定請求書の受理について（供覧）

4

平成23年03月18日 起案
中間前払金の支出について（伺い）

5

平成23年03月18日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

6

平成23年03月18日 収受
下請負の届出について（報告）

7

平成23年03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）

8

平成23年03月22日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

9

平成22年12月22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23年03月18日 収受
中間前払金請求書の受理について（供覧）

11

平成23年03月14日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

12

平成23年03月09日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

13

平成23年01月12日 起案
前払金の支出について（伺い）

14

平成22年12月17日 起案
一括下請負の点検について（報告）

15

平成22年12月13日 収受
技能者の届出について（報告）

16

平成22年12月13日 収受
下請負の届出について（報告）

17

平成22年11月29日 収受
工事着手等の届出について（報告）

18

平成22年11月29日 起案
監督職員の通知について（伺い）

19

平成22年11月19日 起案
工事請負契約の締結について(伺い)

20



索引目次

平成22年度 配水管布設（盛岡南新都市開発整備事上下水道局/水道管路課/管路整備第

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11月05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）21

平成22年10月25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）

22

平成23年01月12日 収受
工事請負代金前払申請書の受理について（供覧）

23



索引目次

平成22年度 配水管布設（道明地区土地区画整理事上下水道局/水道管路課/管路整備第

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17日 収受
工事着手等の届出について（報告）

1

平成22年07月08日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

2

平成22年12月13日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

3

平成22年12月21日 起案
完成精算について（伺い）

4

平成22年12月20日 収受
保証書に係る受領書の提出について（報告）

5

平成22年12月14日 収受
工事完成引渡について（報告）

6

平成22年08月03日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

7

平成22年08月10日 起案
監督職員の通知について（伺い）

8

平成22年12月14日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

9

平成22年12月01日 収受
工事検査通知について（供覧）

10

平成22年11月30日 収受
工事完成届について（報告）

11

平成22年11月30日 起案
工事検査依頼について（伺い）

12

平成22年11月24日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

13

平成22年11月19日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

14

平成22年09月22日 収受
技能者届の届出について（報告）

15

平成22年09月22日 起案
　一括下請負いの点検について（報告）

16

平成22年09月21日 収受
下請負の届出について（報告）

17

平成22年08月24日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

18

平成22年08月17日 収受
現場代理人等通知書の届出について（報告）

19



索引目次

平成22年度 配水管布設（月が丘三丁目外地内配水 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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06月30日 収受
工事完成届について（報告）

1

平成22年06月25日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

2

平成22年06月23日 起案
工事請負契約の変更契約について(伺い)

3

平成22年05月26日 起案
一括下請負の点検（報告）

4

平成22年04月12日 収受
下請負の届出について（報告）

5

平成22年04月05日 収受
現場代理人等通知書について（変更）

6

平成22年04月01日 起案
監督員の通知（変更）について（伺い）

7

平成22年07月14日 収受
完成精算について（伺い）

8

平成22年07月07日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

9

平成22年07月06日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

10

平成22年07月01日 収受
工事検査通知について（供覧）

11

平成22年06月30日 起案
工事検査依頼について（伺い）

12

平成22年07月06日 収受
工事完成引渡について（報告）

13



索引目次

平成22年度 配水管布設（前九年三丁目地内配水管上下水道局/水道管路課/管路整備第

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23年01月07日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

1

平成22年11月09日 起案
中間前金払の認定調書の通知について（報告）

2

平成22年04月23日 起案
上下水道局建設工事発注に係る受注希望型指名競争入札の業者選定につ
いて（伺い）3

平成22年04月23日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

4

平成22年04月23日 起案
上下水道局建設工事発注に係る受注希望型指名競争入札の業者選定につ
いて（伺い）5

平成22年05月11日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

6

平成22年05月18日 起案
監督職員の通知について（伺い）

7

平成22年05月21日 収受
工事着手等の届出について（報告）

8

平成22年06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）

9

平成22年07月02日 起案
前払金の支出について（伺い）

10

平成22年07月02日 収受
前払金申請書の受理について（供覧）

11

平成22年08月25日 収受
下請負の届出について（報告）

12

平成22年08月27日 起案
一括下請負の点検について（報告）

13

平成23年01月17日 起案
工事検査依頼について（伺い）

14

平成22年11月08日 収受
中間前払に係る認定請求について（報告）

15

平成23年02月15日 起案
完成精算について（伺い）

16

平成22年11月10日 起案
中間前払金の支出について（伺い）

17

平成22年11月10日 収受
中間前払金請求書の受理について（報告）

18

平成22年12月13日 収受
下請負の届出について（報告）

19

平成22年12月15日 起案
一括下請負の点検について（報告）

20



索引目次

平成22年度 配水管布設（前九年三丁目地内配水管上下水道局/水道管路課/管路整備第

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23年01月12日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

21

平成23年01月17日 収受
工事完成の届出について（報告）

22

平成23年01月18日 収受
工事検査通知について（供覧）

23

平成23年01月28日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

24

平成23年01月28日 収受
工事完成引渡について（報告）

25

平成23年01月29日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

26

平成22年11月08日 起案
中間前金払に係る認定について（伺い）

27



索引目次

平成22年度 配水管布設（上堂四丁目地内配水管移上下水道局/水道管路課/管路整備第

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20日 起案
中間前金払の支出について（伺い）

1

平成22年05月24日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（供覧）

2

平成22年08月11日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

3

平成22年09月03日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

4

平成22年08月31日 収受
工事検査通知について（供覧）

5

平成22年08月31日 収受
工事完成届について（報告）

6

平成22年08月31日 起案
工事検査依頼について（伺い）

7

平成22年08月09日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

8

平成22年07月16日 収受
中間前金払に係る認定請求について（報告）

9

平成22年09月06日 収受
工事完成引渡について（報告）

10

平成22年07月16日 起案
中間前金払に係る認定について（伺い）

11

平成22年09月16日 起案
完成精算について（伺い）

12

平成22年05月21日 収受
技能者届について（報告）

13

平成22年05月20日 起案
前払金の支出について（伺い）

14

平成22年05月19日 収受
現場代理人等の通知について（報告）

15

平成22年05月19日 収受
工事着手等の届出について（報告）

16

平成22年05月18日 起案
監督職員の通知について（伺い）

17

平成22年05月11日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

18

平成22年04月26日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

19

平成22年07月16日 起案
中間前金払の認定調書の通知について（報告）

20



索引目次

平成22年度 配水管布設（上堂四丁目地内配水管移上下水道局/水道管路課/管路整備第

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06日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

21



索引目次

平成22年度 配水管布設（大通二丁目外地内配水管上下水道局/水道管路課/管路整備第

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22年07月06日 起案
前払金の支出について（伺い）

1

平成22年12月14日 収受
工事完成引渡について（報告）

2

平成22年12月14日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

3

平成22年12月13日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

4

平成22年11月30日 収受
工事検査通知について（供覧）

5

平成22年11月30日 収受
工事完成届について（報告）

6

平成22年11月30日 起案
工事検査依頼について（伺い）

7

平成22年11月16日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

8

平成22年11月08日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

9

平成22年07月06日 収受
下請負の届出について（報告）

10

平成22年12月20日 起案
完成精算について（伺い）

11

平成22年06月17日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（供覧）

12

平成22年05月27日 収受
技能者届について（報告）

13

平成22年05月24日 収受
現場代理人等の通知について（報告）

14

平成22年05月24日 収受
工事着手等の届出について（報告）

15

平成22年05月18日 起案
監督職員の通知について（伺い）

16

平成22年05月11日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

17

平成22年04月23日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

18

平成22年07月20日 起案
　一括下請負いの点検について（報告）

19



索引目次

平成22年度 配水管布設（松尾町外地内配水管布設上下水道局/水道管路課/管路整備第

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22年06月01日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成22年12月01日 収受
工事検査通知について（供覧）

2

平成22年06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）

3

平成22年12月21日 起案
完成精算について（伺い）

4

平成22年12月14日 収受
工事完成引渡について（報告）

5

平成22年12月13日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

6

平成22年11月30日 収受
工事完成届について（報告）

7

平成22年11月30日 起案
工事検査依頼について（伺い）

8

平成22年11月26日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

9

平成22年11月24日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

10

平成22年05月25日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

11

平成22年10月29日 収受
下請負の届出について（報告）

12

平成22年07月27日 収受
技能者届の届出について（報告）

13

平成22年07月05日 起案
　一括下請負いの点検について（報告）

14

平成22年07月01日 収受
下請負の届出について（報告）

15

平成22年05月13日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

16

平成22年06月17日 起案
前払金の支出について（伺い）

17

平成22年06月08日 収受
工事着手等の届出について（報告）

18

平成22年11月01日 起案
　一括下請負いの点検について（報告）

19

平成22年12月14日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

20



索引目次

平成22年度 配水管布設（加賀野一丁目外地内配水上下水道局/水道管路課/管路整備第

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22年06月08日 起案
一括下請負の点検について（報告）

1

平成22年05月28日 収受
下請負の届出について（報告）

2

平成22年05月27日 収受
技能者届（追加）について（報告）

3

平成22年05月26日 起案
前払金の支出について（伺い）

4

平成22年05月21日 収受
現場代理人等通知書の届出について（報告）

5

平成22年05月20日 収受
工事着手等の届出について（報告）

6

平成22年05月18日 起案
監督職員の通知について（伺い）

7

平成22年04月23日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

8

平成22年06月18日 起案
一括下請負の点検について（報告）

9

平成22年06月18日 収受
下請負の届出について（報告）

10

平成22年05月11日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

11

平成22年12月13日 収受
工事完成引渡について（報告）

12

平成22年06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）

13

平成23年01月25日 起案
完成精算について（伺い）

14

平成22年12月13日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

15

平成22年12月09日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

16

平成22年11月30日 収受
工事検査通知について（供覧）

17

平成22年11月30日 収受
工事完成の届出について（報告）

18

平成22年11月30日 起案
工事検査依頼について（伺い）

19

平成22年11月22日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

20



索引目次

平成22年度 配水管布設（加賀野一丁目外地内配水上下水道局/水道管路課/管路整備第

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22年11月16日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

21



索引目次

平成22年度 配水管布設（中央通一丁目地内配水管上下水道局/水道管路課/管路整備第

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22年06月30日 起案
前払金の支出について（伺い）

1

平成22年12月02日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

2

平成22年12月16日 収受
工事完成引渡について（報告）

3

平成22年12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12月15日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

5

平成22年12月13日 収受
工事検査通知について（供覧）

6

平成22年12月10日 収受
工事完成の届出について（報告）

7

平成22年12月10日 起案
工事検査依頼について（伺い）

8

平成23年01月25日 起案
完成精算について（伺い）

9

平成22年11月30日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

10

平成22年11月12日 起案
一括下請負の点検について（報告）

11

平成22年11月11日 収受
下請負の届出について（報告）

12

平成22年06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）

13

平成22年06月14日 収受
工事着手等の届出について（報告）

14

平成22年06月10日 起案
監督職員の通知について（伺い）

15

平成22年06月03日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

16

平成22年05月21日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

17

平成22年11月11日 収受
下請負の届出について（報告）

18



索引目次

平成22年度 配水管布設（上田一丁目地内配水管布上下水道局/水道管路課/管路整備第

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05日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

1

平成22年07月09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）

2

平成22年07月20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



索引目次

平成22年度 配水管布設（下ノ橋町外地内配水管布 上下水道局/水道管路課/管路整備第

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22年05月11日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

1

平成23年01月25日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

2

平成22年05月20日 収受
工事着手等の届出について（報告）

3

平成23年02月21日 起案
完成精算について（伺い）

4

平成23年02月14日 収受
工事完成引渡について（報告）

5

平成23年02月14日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

6

平成23年02月10日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

7

平成23年01月31日 収受
工事検査通知について（供覧）

8

平成23年01月31日 起案
工事検査依頼について（伺い）

9

平成23年01月20日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

10

平成22年12月27日 起案
　一括下請負いの点検について（報告）

11

平成22年12月24日 収受
下請負の届出について（報告）

12

平成22年11月19日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

13

平成22年06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）

14

平成23年01月31日 収受
工事完成届について（報告）

15

平成22年05月18日 起案
監督職員の通知について（伺い）

16

平成22年11月16日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

17

平成22年06月17日 起案
前払金の支出について（伺い）

18

平成22年07月21日 収受
技能者届の届出について（報告）

19

平成22年08月19日 収受
技能者届の届出について（報告）

20



索引目次

平成22年度 配水管布設（下ノ橋町外地内配水管布 上下水道局/水道管路課/管路整備第

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22年11月10日 収受
中間前金払に係る認定請求について（報告）

21

平成22年11月11日 起案
中間前金払に係る認定について（伺い）

22

平成22年11月15日 起案
中間前金払の認定調書の通知について（報告）

23

平成22年11月16日 起案
中間前金払の支出について（伺い）

24

平成22年04月23日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

25



索引目次

平成22年度 配水管布設（盛岡駅前通地内配水管布上下水道局/水道管路課/管路整備第

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11月19日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

1

平成22年08月12日 収受
下請負の届出について（報告）

2

平成22年12月20日 起案
完成精算について（伺い）

3

平成22年12月09日 収受
工事完成引渡について（報告）

4

平成22年12月09日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

5

平成22年12月09日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

6

平成22年12月01日 収受
工事検査通知について（供覧）

7

平成22年11月30日 収受
工事完成の届出について（報告）

8

平成22年11月30日 起案
工事検査依頼について（伺い）

9

平成22年11月24日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

10

平成22年06月29日 収受
工事着手等の届出について（報告）

11

平成22年08月30日 起案
前払金の支出について（伺い）

12

平成22年09月16日 起案
一括下請負の点検について（報告）

13

平成22年06月29日 起案
監督職員の通知について（伺い）

14

平成22年07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）

15

平成22年08月20日 起案
一括下請負の点検について（報告）

16

平成22年06月09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）17

平成22年08月30日 収受
工事請負代金前払金申請書の受理について（供覧）

18

平成22年09月13日 収受
下請負の届出について（報告）

19

平成22年06月22日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

20



索引目次

平成22年度 配水管布設（大沢川原二丁目地内配水上下水道局/水道管路課/管路整備第

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17日 起案
工事検査依頼について（伺い）

1

平成22年09月24日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

2

平成23年01月07日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

3

平成23年03月11日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

4

平成23年03月07日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

5

平成23年02月21日 収受
現場代理人等通知書（変更）の届出について（報告）

6

平成23年01月28日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

7

平成22年12月09日 起案
前払金の支出について（伺い）

8

平成22年10月28日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

9

平成22年10月08日 収受
工事着手等の届出について（報告）

10

平成22年10月01日 起案
監督職員の通知について（伺い）

11

平成22年09月13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）12

平成22年08月31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）

13

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）

14

平成23年03月17日 収受
工事検査通知について（供覧）

15

平成22年10月07日 収受
現場代理人等通知書の届出について（報告）

16

平成23年03月25日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

17

平成23年03月25日 収受
工事完成引渡について（報告）

18

平成23年03月31日 起案
完成精算について（伺い）

19

平成23年03月17日 収受
工事完成の届出について（報告）

20



索引目次

平成22年度 配水管布設（開運橋通外地内配水管布上下水道局/水道管路課/管路整備第

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16日 収受
工事完成引渡について（報告）

1

平成22年11月17日 収受
中間前金払に係る認定請求について（報告）

2

平成22年11月18日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

3

平成22年12月10日 起案
工事検査依頼について（伺い）

4

平成22年12月10日 収受
工事完成届について（報告）

5

平成22年12月10日 収受
工事検査通知について（供覧）

6

平成22年11月17日 起案
中間前金払の認定調書の通知について（報告）

7

平成22年12月16日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

8

平成22年11月17日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

9

平成22年12月20日 起案
完成精算について（伺い）

10

平成22年10月04日 収受
技能者届について（報告）

11

平成22年12月15日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

12

平成22年08月02日 収受
工事着手等の届出について（報告）

13

平成22年06月29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）

14

平成22年07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）15

平成22年11月18日 起案
中間前金払の支出について（伺い）

16

平成22年08月02日 起案
監督職員の通知について（伺い）

17

平成22年11月17日 起案
中間前金払に係る認定について（伺い）

18

平成22年08月02日 収受
現場代理人等の通知について（報告）

19

平成22年08月03日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（供覧）

20



索引目次

平成22年度 配水管布設（開運橋通外地内配水管布上下水道局/水道管路課/管路整備第

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23日 起案
前払金の支出について（伺い）

21

平成22年10月08日 収受
下請負の届出について（報告）

22

平成22年10月12日 収受
下請負の届出について（報告）

23

平成22年10月18日 起案
　一括下請負いの点検について（報告）

24

平成22年07月22日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

25



索引目次

平成22年度 配水管布設（上田一丁目地内配水管布上下水道局/水道管路課/管路整備第

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 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22年08月12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）

2

平成22年09月07日 起案
工事請負契約の締結について(伺い）

3

平成22年09月14日 起案
監督職員の通知について（伺い）

4

平成22年11月22日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

5

平成22年09月21日 収受
工事着手等の届出について（報告）

6

平成22年09月30日 起案
前払金の支出について（伺い）

7

平成22年09月30日 収受
工事請負代金前払金申請書の受理について（供覧）

8

平成22年11月10日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

9

平成22年11月15日 起案
工事検査依頼について（伺い）

10

平成22年11月15日 収受
工事完成の届出について（報告）

11

平成22年11月22日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

12

平成22年11月22日 収受
工事完成引渡について（報告）

13

平成22年11月29日 起案
完成精算について（伺い）

14

平成22年11月16日 収受
工事検査通知について（供覧）

15

平成22年11月08日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

16



索引目次

平成22年度 配水管布設（月が丘三丁目30番外地内 上下水道局/水道管路課/管路整備第

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
完成精算について（伺い）

1

平成22年12月10日 収受
工事完成届について（報告）

2

平成22年12月14日 収受
工事検査通知について（供覧）

3

平成22年12月15日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

4

平成22年12月10日 起案
工事検査依頼について（伺い）

5

平成22年12月16日 収受
工事完成引渡について（報告）

6

平成22年10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22年12月16日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

8

平成22年12月09日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

9

平成22年12月06日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

10

平成22年10月18日 収受
技能者届の届出について（報告）

11

平成22年09月17日 収受
工事着手等の届出について（報告）

12

平成22年09月14日 起案
監督職員の通知について（伺い）

13

平成22年09月07日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

14

平成22年08月12日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

15

平成22年10月26日 起案
前払金の支出について（伺い）

16



索引目次

平成22年度 配水管布設（上堂四丁目地内配水管移上下水道局/水道管路課/維持管理係

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23年02月10日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

1

平成23年02月18日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

2

平成22年12月08日 起案
前払金の支出について（伺い）

3

平成22年12月28日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

4

平成23年02月08日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

5

平成23年02月15日 収受
工事完成届について（報告）

6

平成23年02月15日 起案
工事検査依頼について（伺い）

7

平成22年12月03日 収受
技能者届の追加について（報告）

8

平成23年02月15日 収受
工事検査通知について（供覧）

9

平成23年02月21日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

10

平成23年02月21日 起案
完成精算について（伺い）

11

平成23年02月21日 収受
工事完成引渡について（報告）

12

平成22年11月05日 起案
入札執行依頼について（伺い）

13

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11月19日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

15

平成22年11月29日 起案
監督職員の通知について（伺い）

16

平成22年11月29日 収受
工事着手等の届出について（報告）

17

平成22年11月29日 収受
現場代理人等の通知について（報告）

18

平成22年10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）

19



索引目次

平成22年度 配水管布設（上堂四丁目地内配水管移上下水道局/水道管路課/維持管理係

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11月05日 起案
入札執行依頼について（伺い）

1

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参加希望者への入札参加確認通知につ
いて（伺い）2

平成22年10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）

3

平成22年11月24日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

4

平成22年11月19日 起案
上下水道局建設工事発注に係る一般競争入札不調に伴う関係書類の返戻
について（伺い）5



索引目次

平成22年度 配水管布設（上堂四丁目地内配水管移上下水道局/水道管路課/維持管理係

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23年03月22日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

1

平成22年12月07日 起案
工事請負契約に係る随意契約の実施について（伺い）

2

平成22年12月15日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

3

平成23年03月22日 起案
完成精算について（伺い）

4

平成23年03月18日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

5

平成23年03月16日 収受
工事検査通知について（供覧）

6

平成23年03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23年03月15日 収受
工事完成届について（報告）

8

平成23年03月15日 起案
工事検査依頼について（伺い）

9

平成23年03月10日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

10

平成22年12月21日 起案
監督職員の通知について（伺い）

11

平成22年12月21日 起案
前払金の支出について（伺い）

12

平成23年03月08日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

13

平成23年03月22日 収受
工事完成引渡について（報告）

14

平成22年12月22日 収受
現場代理人等の通知について（報告）

15

平成22年12月22日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

16

平成23年01月12日 収受
現場代理人等の変更通知について（報告）

17

平成23年02月01日 収受
下請負の届出について（報告）

18

平成23年02月03日 起案
一括下請負いの点検について（報告）

19

平成23年02月23日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

20



索引目次

平成22年度 配水管布設（上堂四丁目地内配水管移上下水道局/水道管路課/維持管理係

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23年02月28日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

21

平成22年12月21日 収受
工事着手等の届出について（報告）

22



索引目次

平成22年度 協議文書 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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23年01月28日 収受
印刷物発注依頼に伴う事前協議の回答について（供覧）

1

平成22年05月10日 起案
事務依頼について（伺い）

2

平成22年08月23日 起案
消火栓が設置されていた用地の普通財産への変更及び所管換えについて
（伺い）3

平成23年01月25日 起案
市グリーン購入調達方針に係わる協議について（伺い）

4



索引目次

平成22年度 協議文書（消火栓） 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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23年04月06日 収受
公設消火栓の使用状況（3月分）について

1



索引目次

平成22年度 協議文書（道路関連） 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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06月21日 収受
道路使用許可証について

1

平成22年09月07日 起案
道路使用許可申請書の提出について（伺い）

2

平成22年09月15日 収受
道路使用許可証について

3

平成22年12月02日 起案
道路使用許可申請書の提出について（伺い）

4

平成22年12月06日 収受
道路使用許可証について

5

平成23年03月10日 起案
道路使用許可申請書の提出について（伺い）

6

平成23年03月18日 収受
道路使用許可証について

7

平成22年06月17日 起案
道路使用許可申請書の提出について（伺い）

8



索引目次

平成22年度 配給水管移設（東中野字金勢地内水道上下水道局/水道管路課/維持管理係

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12月15日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

1

平成22年08月20日 収受
工事依頼書（東中野字金勢　地内）について

2

平成22年09月01日 起案
水道管等工事依頼（東中野字金勢　地内）の回答について（伺い）

3

平成22年09月03日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

4

平成22年12月20日 起案
水道管等工事に係わる費用請求について（伺い）

5

平成22年12月08日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

6



索引目次

平成22年度 配給水管移設（玉山区好摩字野中地内上下水道局/水道管路課/維持管理係

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05月14日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

1

平成22年05月28日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

2

平成22年04月28日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

3

平成22年04月02日 収受
水道管等移設工事費の負担承諾について（報告）

4

平成22年04月02日 起案
水道管等工事依頼（玉山区好摩字野中地内）

5

平成22年04月01日 収受
工事依頼書（玉山区好摩字野中地内）

6



索引目次

平成22年度 配給水管移設（津志田２地割地内水道 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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05月28日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

1

平成22年04月02日 収受
水道管等移設工事費の負担承諾について（報告）

2

平成22年04月26日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

3

平成22年05月11日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

4

平成22年04月02日 起案
水道管等工事依頼（津志田２地割地内）

5

平成22年04月01日 収受
工事依頼書（津志田２地割地内）

6



索引目次

平成22年度 配給水管移設（飯岡新田５地割地内水 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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06月02日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

1

平成22年05月19日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

2

平成22年04月21日 収受
水道管等移設工事費の負担承諾について（報告）

3

平成22年06月01日 収受
水道施設移設工事の完了確認について（報告）

4

平成22年04月16日 収受
工事依頼書（飯岡新田５地割地内）について

5

平成22年04月20日 起案
水道管等工事依頼（飯岡新田５地割地内）の回答について（伺い）

6



索引目次

平成22年度 配給水管移設（神子田町地内水道管移上下水道局/水道管路課/維持管理係

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06月28日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

1

平成22年06月25日 収受
水道施設移設工事の完了確認について（報告）

2

平成22年06月21日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

3

平成22年05月25日 収受
水道移設工事費の負担承諾について（報告）

4

平成22年05月20日 起案
水道管等工事依頼（盛岡市神子田町地内）の回答について（伺い）

5

平成22年05月06日 収受
工事依頼書（神子田町地内水道管移設工事）

6



索引目次

平成22年度 配給水管移設（玉山区渋民字駅地内配上下水道局/水道管路課/維持管理係

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05月18日 起案
水道管工事に係る費用請求について（伺い）

1

平成22年05月13日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

2

平成22年04月30日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

3



索引目次

平成22年度 配給水管移設（飯岡新田４地割地内水 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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05月24日 収受
工事依頼書（飯岡新田４地割地内）について

1

平成22年06月07日 起案
水道管等工事依頼（飯岡新田４地割地内）の回答について（伺い）

2

平成22年06月14日 収受
水道管等移設工事費の負担承諾について（報告）

3

平成22年07月23日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成22年08月05日 収受
水道施設移設工事の完了確認について（報告）

5

平成22年08月06日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成22年度 配給水管移設（開運橋通４番地内水道 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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05月20日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

1

平成22年06月01日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

2

平成22年05月06日 収受
水道管等移設工事費の負担承諾について（報告）

3

平成22年05月06日 収受
工事依頼書（開運橋通　4番　地内）について

4

平成22年05月06日 起案
水道管等工事依頼（開運橋通　4番　地内）の回答について（伺い）

5

平成22年06月02日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成22年度 配給水管移設（津志田１地割地内水道 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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10月05日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

1

平成22年10月08日 収受
水道管移設工事の完了確認について（報告）

2

平成22年06月18日 収受
水道管移設工事費の負担承諾について（報告）

3

平成22年06月18日 起案
水道管等工事依頼（津志田２外地割地内）

4

平成22年06月11日 収受
工事依頼書（津志田２地割外地内）について

5

平成22年10月13日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成22年度 配給水管移設（本宮字小板小瀬外地内上下水道局/水道管路課/維持管理係

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11月09日 収受
水道管移設等工事の完了確認について（報告）

1

平成22年11月09日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

2

平成22年10月20日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

3

平成22年08月12日 収受
水道管移設工事費の負担承諾について（報告）

4

平成22年08月02日 起案
水道管等工事依頼（本宮字小板小瀬外地内）

5

平成22年07月20日 収受
工事依頼書（本宮字小板小瀬外地内）について

6



索引目次

平成22年度 配給水管移設（開運橋通地内配水管移上下水道局/水道管路課/維持管理係

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23年03月31日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

1

平成23年03月25日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

2

平成22年09月29日 収受
水道管等移設工事費の負担承諾について（報告）

3

平成22年09月22日 起案
水道管等工事依頼（開運橋通　　地内）の回答について（伺い）

4

平成22年05月31日 収受
工事依頼書（開運橋通　　地内）について

5

平成23年03月31日 収受
水道管移設工事の完了確認について（報告）

6



索引目次

平成22年度 配給水管移設（三本柳３地割地内水道 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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04月15日 収受
水道管等移設工事費の負担承諾について（報告）

1

平成22年04月21日 起案
水道管等工事の実施通知について（伺い）

2

平成22年05月20日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

3

平成22年09月02日 起案
一級河川　南川総合流域防災（河川）工事に伴う物件移転補償契約の締結
について（伺い）4

平成22年09月02日 収受
物件移転補償契約の締結について（報告）

5

平成22年09月06日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6

平成22年04月15日 起案
水道管等工事依頼（三本柳３地割　　地内）の回答について（伺い）

7



索引目次

平成22年度 配給水管移設（三本柳２地割地内水道 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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09月29日 収受
工事依頼書（三本柳２地割地内）について

1

平成22年10月25日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

2

平成22年10月22日 収受
水道管移設等工事の完了確認について（報告）

3

平成22年10月18日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成22年09月30日 起案
水道管等工事依頼（三本柳２地割地内）

5

平成22年10月01日 収受
水道管移設工事費の負担承諾について（報告）

6



索引目次

平成22年度 配給水管移設（飯岡新田6地割地内配 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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10月07日 収受
工事依頼書（飯岡新田6地割地内）について

1

平成22年10月14日 起案
水道管等工事依頼（飯岡新田6地割地内）

2

平成22年10月28日 収受
水道管等移設工事費の負担承諾について（報告）

3

平成22年11月08日 起案
水道工事の完成通知について（伺い）

4

平成22年11月17日 収受
水道移設工事等の完了確認について（供覧）

5

平成22年12月15日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成22年度 配給水管移設（向中野一丁目地内消火上下水道局/水道管路課/維持管理係

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12月15日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

1

平成22年12月17日 収受
水道管移設等工事の完了確認について（報告）

2

平成22年11月18日 起案
水道管等工事依頼（向中野一丁目地内）の回答について（伺い）

3

平成22年11月08日 収受
水道移設工事願いについて（供覧）

4

平成22年12月21日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

5

平成22年11月22日 収受
水道管等移設工事費の負担承諾について（報告）

6



索引目次

平成22年度 配給水管移設（仙北一丁目地内水道管上下水道局/水道管路課/維持管理係

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23年01月12日 起案
水道管等工事に係わる費用請求について（伺い）

1

平成22年11月10日 収受
工事依頼書（仙北一丁目　地内）について

2

平成22年11月12日 起案
水道管等工事依頼（仙北一丁目地内）の回答について（伺い）

3

平成22年11月12日 収受
水道管移設等工事費の負担承諾について（報告）

4

平成22年12月22日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

5

平成22年12月28日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

6



索引目次

平成22年度 配給水管移設（本宮字小幅　地内水道 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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23年01月27日 起案
水道管等工事に係わる費用請求について（伺い）

1

平成23年01月21日 収受
物件移転補償契約の締結について（報告）

2

平成23年01月20日 収受
主要地方道盛岡和賀線地方特定道路整備事業に伴う物件移転補償契約の
締結について（伺い）3

平成22年12月28日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成22年12月03日 収受
水道管等移設工事費の負担承諾について（報告）

5

平成22年12月02日 起案
水道管移設協議（本宮字小幅　地内）の回答について（伺い）

6

平成22年12月02日 収受
水道管の移設について（協議）

7



索引目次

平成22年度 配給水管移設（津志田21地割地内水道上下水道局/水道管路課/維持管理係

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23年03月29日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

1

平成22年12月03日 起案
水道管等工事依頼（津志田21地割地内）

2

平成23年03月29日 収受
水道管移設工事の完了確認について（報告）

3

平成22年12月10日 収受
水道管移設工事費の負担承諾について（報告）

4

平成22年11月24日 収受
工事依頼書（津志田21地割地内）について

5

平成23年03月28日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

6



索引目次

平成22年度 配給水管移設（玉山区芋田字下芋田外上下水道局/水道管路課/維持管理係

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04月12日 収受
工事依頼書（玉山区芋田字下芋田外地内）について

1

平成22年05月06日 収受
工事移設依頼の廃止（玉山区芋田字下芋田外地内）について

2



索引目次

平成22年度 配給水管移設（飯岡新田５地割地内水 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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23年03月24日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

1

平成23年03月28日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

2

平成23年01月07日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

3

平成22年12月10日 起案
水道施設移設工事依頼（飯岡新田５地割地内）の回答について（伺い）

4

平成22年12月09日 収受
工事依頼書（飯岡新田５地割地内）について

5

平成23年03月28日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

6



索引目次

平成22年度 配給水管移設（手代森14地割外地内水上下水道局/水道管路課/維持管理係

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12月14日 収受
工事依頼書（手代森14地割外地内）について

1

平成22年12月15日 起案
水道管等工事依頼（手代森14地割外地内）

2

平成23年01月25日 収受
水道管移設工事費の負担承諾について（報告）

3

平成23年03月08日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成23年03月16日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

5

平成23年03月16日 収受
水道管移設工事の完了確認について（報告）

6



索引目次

平成22年度 配給水管移設（本宮字大宮地内水道管上下水道局/水道管路課/維持管理係

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23年01月20日 起案
水道管等工事に係わる費用請求について（伺い）

1

平成23年01月07日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

2

平成22年12月10日 収受
工事依頼書（本宮字大宮　地内）について

3

平成22年12月13日 起案
水道管等工事依頼（本宮字大宮地内）の回答について（伺い）

4

平成22年12月14日 収受
水道管等工事費の負担承諾について（報告）

5

平成23年01月20日 収受
水道管等工事の完了確認について（報告）

6



索引目次

平成22年度 配給水管移設（浅岸字稲久保地内水道上下水道局/水道管路課/維持管理係

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23年02月28日 起案
水道管等工事に係わる費用請求について（伺い）

1

平成23年01月31日 収受
工事依頼書（浅岸字稲久保地内）について

2

平成23年02月02日 起案
水道施設移設工事依頼（浅岸字稲久保地内）の回答について（伺い）

3

平成23年02月02日 収受
水道管移設工事費の負担承諾について（報告）

4

平成23年02月14日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

5

平成23年02月21日 収受
水道管移設工事の完了確認について（報告）

6

平成23年02月22日 起案
水道施設移設工事依頼（浅岸字稲久保地内）の回答について（伺い）

7



索引目次

平成22年度 配給水管移設（浅岸字稲久保地内水道上下水道局/水道管路課/維持管理係

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23年03月29日 起案
水道管等工事に係わる費用請求について（伺い）

1

平成23年03月25日 収受
水道管移設工事の完了確認について（報告）

2

平成23年03月18日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

3

平成23年02月28日 収受
水道管移設工事費の負担承諾について（報告）

4

平成23年02月28日 起案
水道施設移設工事依頼（浅岸字稲久保地内）の回答について（伺い）

5

平成23年02月14日 収受
工事依頼書（浅岸字稲久保地内）について

6

平成23年02月22日 起案
水道施設移設工事依頼（浅岸字稲久保地内）の回答について（伺い）

7



索引目次

平成22年度 配給水管移設（上田一丁目地内水道管上下水道局/水道管路課/維持管理係

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23年02月21日 収受
工事依頼書（上田一丁目地内）について

1



索引目次

平成22年度 配給水管移設（手代森14地割外地内水上下水道局/水道管路課/維持管理係

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23年01月13日 起案
水道管等工事依頼（手代森14地割外地内）

1

平成23年03月17日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

2

平成23年03月17日 収受
水道管移設工事の完了確認について（報告）

3

平成23年01月12日 収受
工事依頼書（手代森14地割外地内）について

4

平成23年01月20日 収受
水道管移設工事費の負担承諾について（報告）

5

平成23年03月09日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

6



索引目次

平成22年度 配給水管移設（清水町地内水道管移設上下水道局/水道管路課/維持管理係

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23年01月18日 収受
工事依頼書（清水町地内水道管移設工事）

1



索引目次

平成22年度 配給水管修繕（要領関係） 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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04月01日 起案
配・給水管修繕工事等業務委託事務取扱要領の一部改正について

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/水道管路課/維持管理係

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04月01日 収受
契約書類の送付について（供覧）

1

平成22年04月01日 収受
現場代理人通知届について（報告）

2

平成22年04月14日 復命
平成22年度配・給水管等修繕工事業務委託説明会

3



索引目次

平成22年度 配水管布設（黒石野一丁目外地内鉛製上下水道局/水道管路課/維持管理係

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23年03月29日 起案
完成精算について（伺い）

1

平成23年02月17日 収受
下請負の届出について（報告）

2

平成23年02月18日 起案
一括下請負いの点検について（報告）

3

平成23年03月08日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

4

平成23年03月11日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

5

平成23年03月25日 起案
工事検査依頼について（伺い）

6

平成23年03月25日 収受
工事完成の届出について（報告）

7

平成23年03月29日 収受
工事完成引渡について（報告）

8

平成23年03月25日 収受
工事検査通知について（供覧）

9

平成23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23年03月29日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

11

平成23年02月09日 収受
技能者届の届出について（報告）

12

平成22年12月21日 起案
監督職員の通知について（伺い）

13

平成22年11月30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23年02月07日 起案
一括下請負いの点検について（報告）

15

平成22年11月16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12月14日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

17

平成22年12月21日 収受
工事着手等の届出について（報告）

18

平成22年12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）

19

平成23年02月03日 収受
下請負の届出について（報告）

20



索引目次

平成22年度 配水管布設（黒石野一丁目外地内鉛製上下水道局/水道管路課/維持管理係

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23年01月20日 収受
下請負の届出について（報告）

21

平成23年01月24日 起案
一括下請負いの点検について（報告）

22

平成23年01月25日 収受
技能者届の届出について（報告）

23

平成23年01月26日 収受
技能者届の届出について（報告）

24

平成23年01月11日 収受
技能者届の届出について（報告）

25

平成22年12月21日 収受
現場代理人等の通知について（報告）

26



索引目次

平成22年度 配水管布設（岩清水外地内鉛製給水管上下水道局/水道管路課/維持管理係

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23年02月18日 起案
一括下請負の点検について（報告）

1

平成23年03月11日 起案
工事検査依頼について（伺い）

2

平成23年03月11日 収受
工事完成の届出について（報告）

3

平成23年03月15日 収受
工事検査通知について（供覧）

4

平成23年03月18日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

5

平成23年03月22日 収受
工事完成引渡について（報告）

6

平成23年02月15日 収受
下請負の届出について（報告）

7

平成22年10月15日 起案
監督職員の通知について（伺い）

8

平成23年03月22日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

9

平成22年09月06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）

10

平成22年10月21日 収受
工事着手等の届出について（報告）

11

平成22年04月28日 起案
総合評価落札方式競争入札落札者決定基準等の提出について（伺い）

12

平成22年11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）

13

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

14

平成22年10月01日 起案
総合評価落札方式競争入札に係る技術評価採点結果の提出について

15

平成22年10月07日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

16

平成22年10月15日 収受
契約関係書類の送付について

17



索引目次

平成22年度 配水管布設（北夕顔瀬町外地内鉛製給上下水道局/水道管路課/維持管理係

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22年11月04日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

1

平成22年12月03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23年03月28日 収受
工事検査通知について（供覧）

3

平成23年03月29日 収受
工事完成引渡について（報告）

4

平成23年03月28日 起案
工事検査依頼について（伺い）

5

平成23年03月15日 収受
工事完成届について（報告）

6

平成23年03月14日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

7

平成23年03月11日 起案
工事請負契約の変更契約について(伺い)

8

平成23年03月28日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

9

平成22年10月07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）

10

平成22年12月03日 起案
前払金の支出について（伺い）

11

平成22年11月29日 収受
技能者届の届出について（報告）

12

平成22年11月29日 収受
下請負の届出について（報告）

13

平成22年11月12日 収受
現場代理人等の通知について（報告）

14

平成22年11月12日 収受
工事着手等の届出について（報告）

15

平成22年11月11日 収受
契約関係書類の送付について

16

平成22年11月12日 起案
監督職員の通知について（伺い）

17

平成22年12月03日 起案
一括下請負の点検について（報告）

18



索引目次

平成22年度 配水管布設（北天昌寺町外地内鉛製給上下水道局/水道管路課/維持管理係

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22年10月27日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（供覧）

1

平成22年12月10日 収受
工事完成の届出について（報告）

2

平成22年12月14日 起案
工事検査依頼について（伺い）

3

平成22年12月15日 収受
工事検査通知について（供覧）

4

平成22年12月22日 収受
工事完成引渡について（報告）

5

平成22年12月22日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

6

平成22年10月12日 収受
工事費内訳書の審査依頼について（供覧）

7

平成22年12月22日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

8

平成22年10月25日 収受
工事着手等の届出について（報告）

9

平成22年10月25日 起案
監督職員の通知について（伺い）

10

平成22年10月22日 収受
契約関係書類の送付について

11

平成22年10月13日 起案
工事費内訳書の審査結果報告について（伺い）

12

平成22年09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)13

平成22年09月22日 起案
入札執行依頼について（伺い）

14

平成22年09月09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11月05日 起案
前払金の支出について（伺い）

16

平成22年10月15日 起案
工事請負契約の締結について(伺い)

17

平成22年10月26日 収受
工事着手等の届出について（報告）

18



索引目次

平成22年度 配水管布設（東緑が丘外地内鉛製給水 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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11月16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）

1

平成22年12月02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）2

平成22年12月14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12月15日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

4

平成22年12月01日 起案
入札執行依頼について（伺い）

5



索引目次

平成22年度 配水管布設（上堂四丁目地内鉛製給水上下水道局/水道管路課/維持管理係

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23年03月17日 収受
工事検査通知について（供覧）

1

平成23年03月24日 収受
工事完成引渡について（報告）

2

平成23年03月24日 起案
完成精算について（伺い）

3

平成23年03月23日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

4

平成23年03月17日 収受
工事完成の届出について（報告）

5

平成23年03月17日 起案
工事検査依頼について（伺い）

6

平成23年03月14日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

7

平成23年03月11日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

8

平成23年01月14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）9

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）

10

平成23年02月21日 起案
前払金の支出について（伺い）

11

平成22年12月24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）

12

平成23年01月13日 起案
入札執行依頼について（伺い）

13

平成23年01月27日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

14

平成23年02月04日 起案
監督職員の通知について（伺い）

15

平成23年02月04日 収受
工事着手等の届出について（報告）

16

平成23年02月07日 収受
現場代理人等の通知について（報告）

17

平成23年02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）

18



索引目次

平成22年度 毀損弁償 上下水道局/水道管路課/（異動職員）

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24日 起案
水道施設毀損に係わる費用請求について（伺い）

1

平成22年12月09日 起案
水道施設毀損に係わる費用請求について（伺い）

2

平成22年04月28日 起案
平成22年度直営労務単価の実施運用について（伺い）

3

平成22年10月04日 起案
水道施設毀損に係わる費用請求について（伺い）

4

平成22年11月11日 起案
水道施設毀損に係わる費用請求について（伺い）

5

平成22年11月01日 起案
水道施設毀損に係わる費用請求について（伺い）

6

平成22年10月22日 起案
水道施設毀損に係わる費用請求について（伺い）

7

平成22年12月03日 起案
水道施設毀損に係わる費用請求について（伺い）

8

平成22年09月15日 起案
水道施設毀損に係わる費用請求について（伺い）

9

平成22年09月03日 起案
水道施設毀損に係わる費用請求について（伺い）

10

平成22年08月30日 起案
水道施設毀損に係わる費用請求について（伺い）

11

平成22年06月09日 起案
水道施設毀損に係わる費用請求について（伺い）

12

平成22年04月26日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

13

平成23年01月04日 起案
水道施設毀損に係わる費用請求について（伺い）

14

平成22年08月09日 起案
水道施設毀損に係わる費用請求について（伺い）

15

平成22年06月18日 起案
水道施設毀損に係わる費用請求について（伺い）

16

平成23年02月02日 起案
水道施設毀損に係わる費用請求について（伺い）

17

平成22年06月14日 起案
水道施設毀損に係わる費用請求について（伺い）

18



索引目次

平成22年度 消火栓移設 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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09月17日 収受
公設消火栓（№850）の設置に係わる協議について（供覧）

1

平成22年06月08日 起案
公設消火栓（№262）の設置に係る協議について（伺い）

2

平成22年09月03日 起案
公設消火栓（№850）の設置に係る協議について（伺い）

3

平成22年10月28日 起案
公設消火栓（№2776）の設置に係る協議について（伺い）

4

平成22年11月17日 収受
公設消火栓（№2276）の設置に係わる協議について（供覧）

5

平成23年01月11日 起案
公設消火栓（№1754）の設置に係わる協議について（伺い）

6

平成23年01月26日 起案
公設消火栓（№1044）の設置に係る協議について（伺い）

7

平成23年02月15日 収受
公設消火栓（№1044）の設置に係わる協議について（供覧）

8

平成23年03月08日 起案
公設消火栓（№2985）の設置に係る協議について（伺い）

9

平成23年03月09日 起案
公設消火栓（No.218）の設置に係る協議について（伺い）

10

平成23年03月25日 収受
公設消火栓（№2985）の設置に係わる協議について（供覧）

11

平成22年06月18日 収受
公設消火栓（№262）の設置に係わる協議について（供覧）

12

平成23年01月26日 収受
公設消火栓（№1754）の設置に係わる協議について（供覧）

13



索引目次

平成22年度 路面復旧（平成２２年度舗装道路路面 上下水道局/水道管路課/（異動職員）

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04月01日 収受
契約書類の送付について（供覧）

1

平成22年04月01日 収受
現場責任者の届出について（報告）

2

平成22年02月19日 起案
平成22年度舗装道路路面復旧業務委託の実施について（伺い）

3



索引目次

平成22年度 路面復旧（平成２２年度舗装道路路面 上下水道局/水道管路課/（異動職員）

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04月01日 収受
契約書類の送付について（供覧）

1



索引目次

平成22年度 配給水管修繕（資材単価） 上下水道局/水道管路課/（異動職員）

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15日 起案
平成22年度盛岡市上下水道局配・給水管等修繕工事費に関する基準の改
定について（伺い）1




