
索引目次

平成22年度 支出負担行為書 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K10

平成22年04月01日 起案
国有林野賃貸借に係る予算執行について（伺い）

1



索引目次

平成22年度 財産諸務（境界確認） 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K15

平成22年12月01日 起案
土地境界確認について（伺い）

1

平成22年09月17日 起案
土地境界確認について（伺い）

2

平成23年02月22日 起案
土地境界確認に係る確認図面の押印について（伺い）

3

平成23年01月31日 収受
平成22年度盛岡南地区住居表示整備事業の実施による関係書類等の送付
について4

平成22年12月03日 起案
土地境界確認について（伺い）

5

平成22年10月15日 起案
土地境界確認に係る確認図面の押印について（伺い）

6

平成22年09月24日 起案
土地境界確認に係る結果について（報告）

7



索引目次

平成22年度 業務委託等（米内浄水場緩速ろ過池補 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成22年10月05日 起案
監督職員の通知について（伺い） 

1

平成22年10月06日 収受
業務着手等の届出について（報告）

2

平成22年11月29日 収受
業務委託完了について（報告）

3

平成22年11月30日 起案
完了検査について（伺い）

4

平成22年12月07日 起案
業務委託検査調書及び完了検査完了通知書について（伺い）

5

平成22年10月04日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

6



索引目次

平成22年度 業務委託等（米内浄水場松園送水ポン 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成22年12月27日 起案
業務委託検査調書及び完了検査完了通知書について（伺い）

1

平成22年12月20日 起案
完了検査について（伺い）

2

平成22年11月08日 収受
業務着手等の届出について（報告）

3

平成22年11月05日 起案
監督職員の通知について（伺い） 

4

平成22年11月04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22年12月20日 収受
業務完成の届出について（報告）

6



索引目次

平成22年度 業務委託等（米内浄水場観桜期施設管上下水道局/浄水課/米内浄水場

文書日 公開用件名種別

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23日 収受
契約時の提出書類について（供覧）

1

平成22年04月22日 収受
米内浄水場観桜期施設管理業務委託（単価契約）の契約締結について（供
覧）2

平成22年03月24日 起案
平成22年度業務委託契約の実施について（伺い）

3

平成22年05月17日 収受
業務完了の届出について（報告）

4



索引目次

平成22年度 業務委託等（玉山区浄水場構内除雪業上下水道局/浄水課/米内浄水場

文書日 公開用件名種別

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17日 起案
玉山区浄水場構内除雪業務委託（単価契約）について（伺い）

1

平成22年11月29日 収受
平成22年度玉山区浄水場構内除排雪業務委託（単価契約）契約締結につ
いて（報告）2



索引目次

平成22年度 業務委託等（玉山区構内草刈業務委託上下水道局/浄水課/米内浄水場

文書日 公開用件名種別

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 起案
監督職員の通知について（伺い） 

1

平成22年07月01日 収受
業務委託着手等の届出について（報告） 

2

平成22年11月02日 起案
完了検査について（伺い）

3

平成22年11月10日 起案
業務委託検査調書及び完了検査完了通知書について（伺い）

4

平成22年12月08日 収受
業務委託完了引渡について（報告）

5



索引目次

平成22年度 米内浄水場運転管理業務委託（平成23 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成22年12月09日 起案
行政文書の開示について（伺い）

1

平成22年09月15日 起案
米内浄水場運転管理業務委託受託候補者選定審査委員会の設置について
（伺い）2

平成22年11月15日 収受
米内浄水場運転管理業務委託プロポーザル参加者の財務分析について（報
告）3

平成22年11月19日 起案
第３回盛岡市上下水道局米内浄水場運転管理業務委託受託候補者選定審
査委員会の開催に　　　ついて（伺い）4

平成22年11月19日 起案
第２回盛岡市上下水道局米内浄水場運転管理業務委託受託候補者選定審
査委員会の開催に　　　ついて（報告）5

平成22年11月26日 起案
盛岡市上下水道局米内浄水場運転管理業務委託受託候補者の選定につい
て（伺い）6

平成22年11月26日 起案
盛岡市上下水道局米内浄水場運転管理業務委託に係る公募型プロポーザ
ルの結果の公表に　　　ついて（伺い）7

平成22年11月26日 起案
第３回盛岡市上下水道局米内浄水場運転管理業務委託受託候補者選定審
査委員会の開催に　　　ついて（報告）8

平成22年12月03日 収受
行政文書開示請求書について（供覧）

9

平成22年12月17日 起案
米内浄水場運転管理業務委託に係る仕様書の確定について（伺い）

10

平成22年11月11日 起案
米内浄水場運転管理業務委託プロポーザル参加者の財務分析について（伺
い）11

平成22年10月04日 起案
盛岡市上下水道局米内浄水場運転管理業務委託受託候補者選定審査委
員会委員会に伴う旅費負担について （伺い）12

平成22年11月30日 起案
盛岡市上下水道局米内浄水場運転管理業務委託受託候補者選定審査委
員会の解散　　　　　　　について（伺い）13

平成22年11月10日 起案
第２回盛岡市上下水道局米内浄水場運転管理業務委託受託候補者選定審
査委員会の開催に　　　ついて（伺い）14

平成22年06月11日 復命
米内浄水場運転管理業務委託の進め方について

15

平成22年09月15日 復命
米内浄水場委託の公募型プロポーザルの実施について

16

平成22年10月15日 起案
盛岡市上下水道局米内浄水場運転管理業務委託受託公募型プロポーザル
現場見学会の開催　　　について（報告）17

平成22年09月16日 復命
候補者選定審査委員会委員の推薦依頼について

18

平成22年09月21日 起案
経営会議へ議案の提出について

19

平成22年09月22日 起案
盛岡市上下水道局米内浄水場運転管理業務委託に係る公募型プロポーザ
ルの実施公告につ　　　いて（伺い）20



索引目次

平成22年度 米内浄水場運転管理業務委託（平成23 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成22年09月29日 収受
盛岡市上下水道局米内浄水場運転管理業務委託受託候補者選定審査委
員会委員の推薦について （報告）21

平成22年10月07日 起案
第１回盛岡市上下水道局米内浄水場運転管理業務委託受託候補者選定審
査委員会の開催に　　　ついて（報告）22

平成22年09月15日 起案
米内浄水場運転管理業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について
（伺い）23

平成22年10月20日 起案
盛岡市上下水道局米内浄水場運転管理業務委託に係る技術提案書の提出
要請について（伺い）24

平成22年10月20日 収受
盛岡市上下水道局米内浄水場運転管理業務委託に係る公募型プロポーザ
ルへの参加表明について（供覧）25

平成22年11月01日 収受
盛岡市上下水道局米内浄水場運転管理業務委託技術提案書等に係る質問
について（供覧）26

平成22年11月04日 起案
盛岡市上下水道局米内浄水場運転管理業務委託技術提案書等の作成に係
る質問に対する回　　　答について（伺い）27

平成22年09月29日 起案
盛岡市上下水道局米内浄水場運転管理業務委託受託候補者選定審査委
員会委員の委嘱及び審査委員会（第１回）の開催について （伺い）28



索引目次

平成22年度 米内浄水場運転管理業務委託（平成23 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成23年01月14日 収受
米内浄水場従事者研修について（供覧）

1

平成23年01月17日 収受
健康診断報告書について（供覧）

2

平成23年01月07日 収受
業務委託に係る契約締結について（供覧）

3

平成23年01月07日 起案
監督員の通知等について（伺い）

4

平成23年01月06日 起案
盛岡市上下水道局米内浄水場運転管理業務委託に係る契約締結について
（伺い）5

平成22年12月20日 起案
盛岡市上下水道局米内浄水場運転管理業務委託の実施について（伺い）

6

平成23年01月13日 収受
従事者等選任届出書について（供覧）

7

平成23年03月24日 収受
業務計画書の提出について（供覧）

8



索引目次

平成22年度 業務委託等（前田浄水場浄水設備保守上下水道局/浄水課/米内浄水場

文書日 公開用件名種別

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28日 収受
保守点検報告書について（供覧）

1

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）

2

平成22年04月01日 収受
現場責任者届について（供覧）

3

平成23年03月31日 収受
保守点検報告書について（供覧）

4

平成22年05月31日 収受
保守点検報告書について（供覧）

5

平成22年07月30日 収受
保守点検報告書について（供覧）

6

平成22年08月20日 収受
保守点検報告書について（供覧）

7

平成22年09月30日 収受
保守点検報告書について（供覧）

8

平成22年11月30日 収受
保守点検報告書について（供覧）

9

平成23年01月28日 収受
保守点検報告書について（供覧）

10

平成23年02月28日 収受
保守点検報告書について（供覧）

11

平成23年03月31日 起案
業務完了確認について（伺い）

12

平成23年03月31日 起案
業務完了確認及び業務委託代金の支出について（伺い）

13

平成22年04月30日 収受
保守点検報告書について（供覧）

14

平成22年10月29日 収受
保守点検報告書について（供覧）

15

平成22年06月30日 収受
保守点検報告書について（供覧）

16



索引目次

平成22年度 業務委託等（前田浄水場外草刈業務委上下水道局/浄水課/米内浄水場

文書日 公開用件名種別

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22日 起案
業務委託契約の実施について（伺い）

1

平成22年07月30日 収受
業務委託に係る契約締結について（供覧）

2

平成22年07月30日 収受
現場責任者届について（供覧）

3

平成22年10月29日 起案
業務完了確認について（伺い）

4

平成22年10月29日 起案
業務完了確認及び契約金の支出について（伺い）

5

平成22年07月30日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

6



索引目次

平成22年度 業務委託等（前田浄水場自家用電気工上下水道局/浄水課/米内浄水場

文書日 公開用件名種別

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05日 収受
電気設備点検報告書について（供覧）

1

平成23年03月29日 収受
電気設備点検報告書について（供覧）

2

平成23年02月09日 収受
電気設備点検報告書について（供覧）

3

平成23年01月21日 収受
電気設備点検報告書について（供覧）

4

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）

5

平成22年04月01日 収受
業務委託に係る契約締結について（供覧）

6

平成22年12月22日 収受
電気設備点検報告書について（供覧）

7

平成22年05月17日 収受
電気設備点検報告書について（供覧）

8

平成22年06月11日 収受
電気設備点検報告書について（供覧）

9

平成22年07月20日 収受
電気設備点検報告書について（供覧）

10

平成22年08月17日 収受
電気設備点検報告書について（供覧）

11

平成22年09月22日 収受
電気設備点検報告書について（供覧）

12

平成22年10月18日 収受
電気設備点検報告書について（供覧）

13

平成22年11月26日 収受
電気設備点検報告書について（供覧）

14

平成22年04月01日 起案
連絡責任者の通知について（伺い）

15



索引目次

平成22年度 業務委託等（前田浄水場加圧ポンプ点 上下水道局/浄水課/米内浄水場

文書日 公開用件名種別

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31日 起案
業務完了確認及び業務委託代金の支出について（伺い）

1

平成23年03月31日 起案
業務完了確認について（伺い）

2

平成23年03月07日 起案
業務委託契約の実施について（伺い）

3

平成23年03月15日 収受
現場責任者届について（供覧）

4

平成23年03月15日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（供覧）

5

平成23年03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



索引目次

平成22年度 業務委託等（中屋敷浄水場沈砂池汚泥上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成22年06月29日 起案
中屋敷浄水場沈砂池汚泥処分業務委託（単価契約）の実施及び契約依頼
について（伺い）1

平成22年07月22日 収受
中屋敷浄水場沈砂池汚泥処分業務委託（単価契約）の契約締結について
（供覧）2

平成22年07月23日 収受
業務着手等の届出について（報告）

3



索引目次

平成22年度 業務委託等（高松配水場警備業務委託上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成23年02月07日 起案
高松配水場警備業務委託の契約依頼について（伺い）

1

平成22年04月01日 収受
高松配水場警備業務委託契約書の供覧について

2

平成22年04月01日 収受
高松配水場警備業務委託に係る現場責任者及び従事者名簿等の届出につ
いて3

平成22年06月17日 起案
高松配水場警備業務委託に係る腸内細菌検査について（供覧）

4

平成22年12月22日 収受
高松配水場警備業務委託従事者の腸内細菌検査について（供覧）

5



索引目次

平成22年度 業務委託等（沢田浄水場監視制御装置上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成22年07月13日 起案
業務委託　監督職員の通知について（伺い）

1

平成22年07月13日 収受
業務着手等の届出について（報告）

2

平成22年11月01日 起案
完了検査について（伺い）

3

平成22年11月09日 起案
完了検査調書及び完了検査完了通知書について（伺い）

4

平成22年11月09日 収受
業務完成引渡について（報告）

5

平成22年07月09日 起案
沢田浄水場監視制御装置外定期点検業務委託に係る契約の締結について
（伺い）6



索引目次

平成22年度 業務委託等（沢田浄水場運転管理業務上下水道局/浄水課/沢田浄水場

文書日 公開用件名種別

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01日 収受
沢田浄水場運転管理業務委託業務完了届（８月分）の提出について（供覧）

1

平成22年10月01日 起案
従事者の解任について（伺い）

2

平成22年10月01日 収受
沢田浄水場運転管理業務委託業務完了届（９月分）の提出について（供覧）

3

平成22年10月01日 収受
従事者解任（変更）届出書について（供覧）

4

平成22年08月02日 収受
沢田浄水場運転管理業務委託業務完了届（７月分）の提出について（供覧）

5

平成22年11月01日 収受
沢田浄水場運転管理業務委託業務完了届（10月分）の提出について（供覧）

6

平成22年05月06日 収受
沢田浄水場運転管理業務委託業務完了届（４月分）の提出について（供覧）

7

平成22年12月01日 収受
沢田浄水場運転管理業務委託業務完了届（11月分）の提出について（供覧）

8

平成22年12月10日 起案
従事者の承認について（伺い）

9

平成22年12月10日 起案
沢田浄水場新規従事者研修について（伺い）

10

平成22年12月10日 収受
沢田浄水場新規従事者研修について（供覧）

11

平成22年12月10日 収受
従事者選任（変更）届出書について（供覧）

12

平成23年01月04日 収受
沢田浄水場運転管理業務委託業務完了届（12月分）の提出について（供覧）

13

平成23年01月25日 収受
従事者の健康診断結果について（報告）

14

平成23年01月28日 起案
契約書の貸与について（伺い）

15

平成23年01月28日 収受
契約書借用願について（供覧）

16

平成22年10月27日 収受
従事者の健康診断結果について（報告）

17

平成22年06月01日 収受
業務計画書の変更について（供覧）

18

平成22年06月01日 収受
沢田浄水場運転管理業務委託業務完了届（５月分）の提出について（供覧）

19

平成22年05月28日 収受
従事者選任（変更）届出書について（供覧）

20



索引目次

平成22年度 業務委託等（沢田浄水場運転管理業務上下水道局/浄水課/沢田浄水場

文書日 公開用件名種別

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27日 収受
従事者の健康診断結果について（報告）

21

平成22年04月01日 起案
監督員の通知について（伺い）

22

平成23年02月01日 収受
沢田浄水場運転管理業務委託業務完了届（1月分）の提出について（供覧）

23

平成23年03月01日 収受
沢田浄水場運転管理業務委託業務完了届（2月分）の提出について（供覧）

24

平成22年07月01日 収受
沢田浄水場運転管理業務委託業務完了届（６月分）の提出について（供覧）

25

平成23年03月31日 収受
沢田浄水場運転管理業務委託業務完了届（3月分）の提出について（供覧）

26

平成22年05月28日 起案
従事者の承認について（伺い）

27



索引目次

平成22年度 業務委託等（沢田浄水場運転管理に伴 上下水道局/浄水課/沢田浄水場

文書日 公開用件名種別

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
業務委託の完了確認について（報告）

1

平成22年04月26日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

2

平成22年04月26日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成22年04月26日 収受
業務着手届等の届出について（報告）

4

平成22年11月19日 収受
業務完了届の提出について（報告）

5

平成23年03月11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23年03月15日 収受
業務完了届の提出について（報告）

7

平成22年11月25日 起案
業務委託の完了確認について（伺い）

8



索引目次

平成22年度 業務委託等（沢田浄水場外ボイラー清 上下水道局/浄水課/沢田浄水場

文書日 公開用件名種別

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11月15日 収受
業務完了届の提出について（報告）

2

平成22年11月15日 起案
業務委託の完了確認について（報告）

3

平成22年10月21日 収受
業務委託着手届等の提出について（報告）

4



索引目次

平成22年度 業務委託等（沢田浄水場外浄化槽保守上下水道局/浄水課/沢田浄水場

文書日 公開用件名種別

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07日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成23年03月16日 収受
業務完了届の提出について（報告）

2

平成22年05月07日 収受
業務委託着手届等の提出について（報告）

3

平成22年05月06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03月16日 起案
業務委託の完了確認について（報告）

5



索引目次

平成22年度 業務委託等（沢田浄水場構内及び管理上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成22年11月30日 収受
平成22年度沢田浄水場構内及び管理用道路除排雪業務委託（単価契約）
契約締結について（報告）1

平成22年11月17日 起案
沢田浄水場構内及び管理用道路除排雪業務委託（単価契約）について（伺
い）2



索引目次

平成22年度 業務委託等（新庄浄水場沈でん池清掃 上下水道局/浄水課/新庄浄水場

文書日 公開用件名種別

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19日 起案
監督員の通知について（伺い）

1

平成23年01月06日 収受
業務完成引渡書について（報告）

2

平成23年01月06日 起案
完了検査調書及び完了検査完了通知書について（伺い）

3

平成22年12月28日 収受
業務完了の届出について（報告）

4

平成22年11月19日 収受
業務着手等の届出について（報告）

5

平成22年12月28日 起案
完了検査の実施について（伺い）

6



索引目次

平成22年度 業務委託等（新庄浄水場空調設備保守上下水道局/浄水課/新庄浄水場

文書日 公開用件名種別

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17日 収受
業務完了引渡について（報告）

1

平成23年03月08日 起案
完了検査完了の報告及び通知について（伺い）

2

平成23年03月02日 起案
完了検査の実施について（伺い）

3

平成23年03月01日 収受
業務完了の届出について（報告）

4

平成22年05月21日 収受
業務着手等の届出について（報告）

5

平成22年05月21日 起案
監督職員の通知について（伺い）

6

平成22年05月20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（新庄浄水場地下重油タン 上下水道局/浄水課/新庄浄水場

文書日 公開用件名種別

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30日 収受
業務完了の届出について（報告）

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10月07日 収受
業務完了引渡について（報告）

3

平成22年09月30日 起案
完了検査の実施について（伺い）

4

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)

5

平成22年07月14日 収受
業務着手等の届出について（報告）

6



索引目次

平成22年度 業務委託等（新庄浄水場ボイラーばい 上下水道局/浄水課/新庄浄水場

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成23年02月07日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成23年02月04日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

2

平成23年03月10日 収受
業務完了確認について（伺い）

3

平成23年02月22日 起案
業務請負代金の支出について（伺い）

4

平成23年02月08日 収受
業務着手等の届出について（報告）

5

平成23年03月10日 起案
業務完了確認について（伺い）

6



索引目次

平成22年度 業務委託等（新庄浄水場構内除雪業務上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成22年11月22日 起案
新庄浄水場構内除雪業務委託（単価契約）について（伺い）

1



索引目次

平成22年度 業務委託等（新庄浄水場１，２号配水池 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成22年07月15日 起案
監督職員の通知について（伺い） 

1

平成22年07月16日 収受
業務委託着手等の届出について（報告） 

2

平成22年09月01日 起案
完了検査について（伺い）

3

平成22年09月07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）

4

平成22年09月07日 起案
業務委託成績評定表の報告について（伺い）

5

平成22年09月07日 起案
業務委託成績評定通知書の通知について（伺い）

6

平成22年09月08日 起案
業務委託契約の契約保証書の返還について（伺い）

7

平成22年09月08日 収受
業務成果引渡について（報告） 

8



索引目次

平成22年度 業務委託等（新庄浄水場警備業務委託上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成22年07月02日 収受
新庄浄水場警備業務委託に係る腸内細菌検査について（供覧）

1

平成22年10月01日 収受
警備員の変更に伴う名簿の届出について

2

平成22年04月01日 収受
公安委員会の認定書類（写）及び警備員経歴書の届出について

3

平成22年04月01日 収受
新庄浄水場警備業務委託契約書の供覧について

4

平成22年12月22日 収受
新庄浄水場警備業務委託に係る腸内細菌検査について（供覧）

5



索引目次

平成22年度 業務委託等（工業計器等定期点検業務上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成22年07月09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12日 起案
監督員の通知について（伺い）

2

平成22年07月13日 収受
業務着手等の届出について（報告）

3

平成22年10月29日 起案
完了検査について（伺い）

4

平成22年10月29日 収受
業務完了の届出について（報告）

5

平成22年11月09日 起案
完了検査調書及び完了検査完了通知書について（伺い）

6



索引目次

平成22年度 業務委託等（自家用電気工作物保安管上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成23年02月01日 起案
電気設備報告書について（供覧）

1

平成22年11月01日 起案
電気設備報告書について（供覧）

2

平成22年04月01日 起案
監督員等の通知について（伺い）

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11日 起案
電気設備報告書について（供覧）

5

平成22年10月07日 起案
電気設備報告書について（供覧）

6

平成23年03月02日 起案
電気設備報告書について（供覧）

7

平成23年03月31日 起案
電気設備報告書について（供覧）

8

平成22年08月31日 起案
電気設備報告書について（供覧）

9

平成22年08月02日 起案
電気設備報告書について（供覧）

10

平成22年07月07日 起案
電気設備報告書について（供覧）

11

平成22年06月03日 起案
電気設備報告書について（供覧）

12

平成23年01月04日 起案
電気設備報告書について（供覧）

13

平成22年12月07日 起案
電気設備報告書について（供覧）

14



索引目次

平成22年度 業務委託等（排水処理脱水ケーキ処分 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成22年04月01日 収受
排水処理脱水ケーキ処分業務委託（単価契約）の契約締結について（供覧）

1

平成22年04月01日 収受
契約時における提出書類について（供覧）

2

平成23年01月31日 起案
平成23年度業務委託の実施について（伺い）

3



索引目次

平成22年度 業務委託等（浄配水施設消防設備保守上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成22年07月30日 起案
第1回点検業務完了検査について（伺い）

1

平成23年03月04日 起案
業務完了検査完了の報告及び通知について（伺い）

2

平成23年02月28日 起案
業務完了検査について（伺い）

3

平成23年02月25日 起案
消防設備保守点検業務委託に係る点検結果について（報告）

4

平成22年08月05日 起案
第1回点検業務完了検査完了の報告及び通知について（伺い）

5

平成22年07月30日 起案
消防設備保守点検業務委託に係る点検結果について（報告）

6

平成22年06月30日 収受
現場責任者通知書の届出について（報告）

7

平成22年06月30日 起案
監督員の通知について（伺い）

8

平成22年06月29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10月15日 起案
消防設備等点検結果報告書（副本）の送付について（供覧）

10



索引目次

平成22年度 業務委託等（米内浄水場取水口沈砂池上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成22年06月29日 起案
米内浄水場取水口沈砂池外汚泥処分業務委託（単価契約）の実施及び契
約依頼について（伺い）1

平成22年07月22日 収受
米内浄水場取水口沈砂池外汚泥処分業務委託（単価契約）の契約締結に
ついて（供覧）2

平成22年07月23日 収受
業務着手等の届出について（報告）

3



索引目次

平成22年度 業務委託等（米内浄水場緩速沈でん池 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成22年07月22日 収受
米内浄水場緩速沈でん池外汚泥収集運搬業務委託（単価契約）の契約締結
について（供覧）　1

平成22年07月23日 収受
業務着手等の届出について（報告）

2

平成22年06月29日 起案
米内浄水場緩速沈でん池外汚泥収集運搬業務委託（単価契約）の実施及び
契約依頼について（伺い）3



索引目次

平成22年度 業務委託等（浄水場構内整備業務委託上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成22年04月14日 起案
浄配水場構内整備業務委託（単価契約）の実施及び契約依頼について（伺
い）1

平成22年05月11日 収受
浄配水場構内整備業務委託（単価契約）の契約について（供覧）

2



索引目次

平成22年度 業務委託等（浄水場構内草刈業務委託上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成22年04月30日 起案
監督職員の通知について（伺い） 

1

平成22年05月06日 収受
業務委託着手等の届出について（報告） 

2

平成22年10月01日 起案
完了検査について（伺い）

3

平成22年10月07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）

4

平成22年12月08日 収受
業務委託完了引渡について（報告）

5



索引目次

平成22年度 業務委託等（浄水場等構内樹木手入れ 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成22年05月17日 起案
監督職員の通知について（伺い） 

1

平成22年05月18日 収受
現場責任者の届出について（報告） 

2

平成22年12月13日 起案
完了検査について（伺い）

3

平成22年12月16日 起案
業務委託検査調書及び完了検査完了通知書について（伺い）

4

平成22年12月20日 収受
業務委託完了引渡について（報告）

5



索引目次

平成22年度 業務委託等（浄水場等清掃業務委託） 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成22年04月01日 収受
浄水場等清掃業務委託契約書の供覧について

1

平成23年02月07日 起案
浄水場等清掃業務委託の契約依頼について（伺い）

2

平成22年12月22日 収受
浄水場等清掃業務委託従事者の腸内細菌検査結果について

3

平成22年04月01日 収受
浄水場等清掃業務委託に係る現場責任者及び従事者等について

4

平成22年06月17日 収受
浄水場等清掃業務委託に係る腸内細菌検査結果について

5



索引目次

平成22年度 業務委託等（浄水場等一般廃棄物（事 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成22年04月01日 収受
浄水場等一般廃棄物処理業務委託契約書の供覧について

1

平成22年04月01日 収受
浄水場等一般廃棄物処理業務委託に係る現場責任者等の届出について

2



索引目次

平成22年度 業務委託等（排水処理脱水ケーキ収集 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成22年04月01日 収受
排水処理脱水ケーキ収集運搬業務委託（単価契約）の契約締結について
（供覧）1

平成22年04月01日 収受
契約時における提出書類の届出について（供覧）

2

平成23年01月31日 起案
平成23年度業務委託の実施について（伺い）

3



索引目次

平成22年度 業務委託等（米内浄水場沈砂池設計等上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成23年03月25日 起案
業務委託成績評定の報告について（伺い）

1

平成23年01月05日 起案
業務委託に係る身分証明書の交付について（伺い）

2

平成23年03月29日 収受
業務成果引渡について（報告）

3

平成23年03月25日 起案
業務委託成績評定の通知について（伺い）

4

平成22年08月09日 起案
調査職員の通知について（伺い）

5

平成22年08月10日 収受
業務工程表等の届出について（報告）

6

平成22年08月09日 収受
米内浄水場沈砂池設計等業務委託の契約締結について（供覧）

7

平成23年03月25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）

8

平成23年03月17日 起案
完了検査について（伺い）

9



索引目次

平成22年度 業務委託等（中津川取水場スズメ蜂の 上下水道局/浄水課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成22年10月01日 起案
業務請負代金の支出について（伺い）

1

平成22年09月27日 収受
業務完了届の提出について(報告)

2

平成22年09月27日 起案
業務完了確認について（伺い）

3

平成22年09月24日 収受
業務着手等の届出について（報告）

4

平成22年09月24日 起案
監督職員の通知について（伺い）

5

平成22年09月22日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

6



索引目次

平成22年度 業務委託等（盛岡市上下水道局建築物上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成23年03月25日 収受
業務完了の届出について（報告）

1

平成23年03月25日 起案
業務完了確認について（伺い）

2

平成23年02月24日 収受
現場責任者の届出について（報告）

3

平成23年02月22日 起案
監督員の通知について（伺い）

4

平成23年02月21日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

5



索引目次

平成22年度 業務委託等（廃蛍光灯等処分業務委託上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成23年03月02日 収受
産業廃棄物処分業許可証の写しの提出について

1

平成23年03月01日 収受
廃蛍光灯等処分業務委託契約書の供覧について

2



索引目次

平成22年度 土地建物貸付 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

K16

平成22年09月21日 起案
行政財産使用許可について（伺い）

1

平成23年01月20日 起案
行政財産使用許可について（伺い）

2

平成23年03月30日 起案
行政財産使用許可について（伺い）

3



索引目次

平成22年度 飲料水供給施設関係 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K20

平成22年07月12日 収受
江柄地区農業集落飲雑用水供給施設の毎月水質検査等について（6月分）

1

平成23年02月09日 収受
一本松・川目飲料水供給施設の業務報告について（1月分）

2

平成23年03月09日 収受
一本松・川目飲料水供給施設の業務報告について（2月分）

3

平成23年03月03日 収受
江柄地区農業集落飲雑用水供給施設の毎月水質検査等について（2月分）

4

平成23年02月18日 収受
江柄地区農業集落飲雑用水供給施設の毎月水質検査等について（1月分）

5

平成22年08月31日 収受
江柄地区農業集落飲雑用水供給施設の毎月水質検査等について（8月分）

6

平成22年05月07日 収受
江柄地区農業集落飲雑用水供給施設の毎月水質検査等について（4月分）

7

平成22年05月12日 収受
一本松・川目飲料水供給施設の業務報告について（4月分）

8

平成22年06月09日 収受
江柄地区農業集落飲雑用水供給施設の毎月水質検査等について（5月分）

9

平成22年07月12日 収受
一本松・川目飲料水供給施設の業務報告について（6月分）

10

平成22年08月26日 収受
江柄地区農業集落飲雑用水供給施設の毎月水質検査等について（7月分）

11

平成22年08月13日 収受
一本松・川目飲料水供給施設の業務報告について（7月分）

12

平成23年01月07日 収受
一本松・川目飲料水供給施設の業務報告について（12月分）

13

平成22年09月09日 収受
一本松・川目飲料水供給施設の業務報告について（8月分）

14

平成22年10月14日 収受
一本松・川目飲料水供給施設の業務報告について（9月分）

15

平成22年10月14日 収受
江柄地区農業集落飲雑用水供給施設の毎月水質検査等について（9月分）

16

平成22年12月13日 収受
江柄地区農業集落飲雑用水供給施設の毎月水質検査等について（11月分）

17

平成22年11月25日 収受
一本松・川目飲料水供給施設の業務報告について（10月分）

18

平成22年11月24日 収受
江柄地区農業集落飲雑用水供給施設の毎月水質検査等について（10月分）

19



索引目次

平成22年度 道路等占用許可 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成23年01月06日 収受
水源汚染防止用看板の河川占用許可申請について（供覧）

1

平成22年12月03日 起案
水源汚染防止用看板の河川占用許可申請について（伺い）

2

平成22年11月05日 起案
公園内行為許可及び都市公園使用料減免の申請について（伺い）

3

平成22年07月16日 起案
道路占用作業物件保守作業届について（伺い）

4

平成22年04月06日 起案
道路占用許可申請について（伺い）

5

平成22年04月06日 起案
道路占用許可申請について（伺い）

6

平成22年04月13日 収受
道路占用許可について（供覧）

7

平成22年04月20日 収受
道路占用許可について（供覧）

8

平成22年04月30日 起案
道路法第３２条工事着手の届出について（伺い）

9

平成22年08月23日 起案
道路占用作業物件保守作業完了届について（伺い）

10

平成22年08月04日 起案
道路占用作業物件保守作業着手届について（伺い）

11

平成22年07月22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）

12

平成22年11月09日 収受
公園内行為許可について（供覧）

13



索引目次

平成22年度 施行契約（米内浄水場急速ろ過池上屋 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成22年12月09日 起案
工事の現場監理方依頼について（伺い）

1

平成23年01月17日 起案
前払金の支出について（伺い） 

2

平成23年02月24日 起案
中間前払金に係る認定請求について（報告）及び認定調書の作成について
（伺い）3

平成23年03月01日 起案
中間前金払の支出について（伺い）

4

平成23年03月29日 収受
工事完成引渡について（報告） 

5

平成23年02月25日 起案
中間前金払に係る認定調書について（供覧）

6

平成23年03月29日 収受
工事関係書類の送付について（供覧）

7

平成23年03月10日 起案
工事の現場監理方依頼について（伺い） 　

8



索引目次

平成22年度 施行契約（米内浄水場管理棟宿直室改上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成23年03月23日 収受
工事検査通知について（供覧）

1

平成23年02月10日 収受
現場代理人等の届出について（報告）

2

平成23年01月19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）

3

平成23年03月25日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

4

平成23年03月29日 収受
工事完成引渡について（報告）

5

平成23年03月18日 収受
工事完成の届出について（報告）

6

平成23年02月03日 起案
監督職員の通知について（伺い）

7

平成23年02月04日 収受
工事着手等の届出について（報告）

8

平成23年02月10日 起案
前払金の支出について（伺い）

9

平成23年03月18日 起案
工事検査依頼について（伺い）

10

平成23年01月14日 起案
工事入札執行依頼について（伺い）

11



索引目次

平成22年度 施行契約（米内浄水場ＰＡＣ・ソーダ灰 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成22年12月10日 収受
工事完成の届出について（報告）

1

平成22年12月17日 収受
工事完成引渡について（報告）

2

平成22年12月16日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

3

平成22年12月10日 収受
工事検査通知について（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10月21日 収受
下請負の届出について（報告）

6

平成22年09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）

7

平成22年09月09日 起案
監督職員の通知について（伺い）

8

平成22年09月15日 収受
工事着手等の届出について（報告）

9



索引目次

平成22年度 施行契約（日戸ポンプ場自家用発電設 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成22年07月20日 収受
工事着手等の届出について（報告）

1

平成22年07月14日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

2

平成22年10月08日 起案
工事検査調書及び完成検査完了通知書について（伺い）

3

平成22年07月15日 起案
監督職員の通知について（伺い）

4

平成22年09月30日 収受
工事完成の届出について（報告）

5

平成22年10月08日 収受
工事完成引渡について（報告）

6

平成22年09月30日 起案
完成検査について（伺い）

7



索引目次

平成22年度 施行契約（刈屋浄水場水位計外修繕工上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成23年01月31日 起案
完成検査について（伺い）

1

平成23年01月31日 収受
工事完成の届出について（報告）

2

平成23年02月09日 収受
工事完成引渡について（報告）

3

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）

4

平成22年10月22日 収受
工事着手等の届出について（報告）

5

平成22年10月19日 起案
監督職員の通知について（伺い）

6

平成22年10月18日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

7

平成23年02月08日 起案
工事検査調書及び完成検査完了通知書について（伺い）

8



索引目次

平成22年度 施行契約（米内浄水場５号急速ろ過池 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成23年03月11日 起案
工事検査依頼について（伺い）

1

平成23年03月25日 収受
工事完成引渡について（報告）

2

平成23年03月23日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

3

平成23年03月16日 収受
工事検査通知について（供覧）

4

平成23年03月11日 収受
工事完成の届出について（報告）

5

平成23年02月15日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

6

平成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12月14日 収受
工事着手等の届出について（報告）

8

平成22年11月22日 起案
工事入札執行依頼について（伺い）

9

平成23年03月31日 起案
完成精算について（伺い）

10

平成22年12月09日 起案
監督職員の通知について（伺い）

11



索引目次

平成22年度 施行契約（米内浄水場水質計器架台移上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成23年02月28日 収受
下請負の届出について（報告）

1

平成23年03月31日 起案
完成精算について（伺い）

2

平成23年03月30日 収受
工事完成引渡について（報告）

3

平成23年03月30日 起案
工事請負契約の契約保証書の返還について（伺い）

4

平成23年03月28日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

5

平成23年03月23日 収受
工事検査通知について（供覧）

6

平成23年03月17日 起案
工事検査依頼について（伺い）

7

平成23年02月23日 収受
現場代理人等（変更）の届出について（報告）

8

平成23年02月15日 収受
下請負の届出について（報告）

9

平成23年02月07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02月07日 収受
工事着手等の届出について（報告）

11

平成23年02月04日 起案
監督職員の通知について（伺い）

12

平成23年03月17日 収受
工事完成の届出について（報告）

13



索引目次

平成22年度 施行契約（松園第２配水場配水流量計 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成22年11月12日 収受
下請負の届出について（報告）

1

平成22年10月15日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

2

平成23年02月02日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

3

平成23年02月03日 収受
工事完成引渡について（報告）

4

平成23年03月24日 起案
完成精算について（伺い）

5

平成23年01月25日 収受
工事検査通知について（供覧）

6

平成23年01月24日 起案
工事検査依頼について（伺い）

7

平成22年09月17日 起案
監督職員の通知について（伺い）

8

平成22年08月24日 起案
工事入札執行依頼について（伺い）

9

平成23年01月24日 収受
工事完成の届出について（報告）

10

平成22年09月21日 収受
工事着手等の届出について（報告）

11



索引目次

平成22年度 施行契約（米内浄水場送水ポンプ棟浄 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成23年01月19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23年03月30日 収受
工事完成引渡について（報告）

2

平成23年03月29日 起案
工事検査調書及び完成検査完了通知書について（伺い）

3

平成23年03月24日 起案
完成検査について（伺い）

4

平成23年01月19日 収受
工事着手等の届出について（報告）

5

平成23年01月18日 起案
監督職員の通知について（伺い）

6

平成23年01月17日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

7

平成23年03月30日 起案
完成精算について（伺い）

8

平成23年03月24日 収受
工事完成の届出について（報告）

9



索引目次

平成22年度 施行契約（米内浄水場シダレ桜その他 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成23年03月29日 収受
工事完成引渡について（報告） 

1

平成23年03月24日 起案
工事検査調書及び完成検査完了通知書について（伺い）

2

平成23年03月15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 起案
工事検査の実施について（伺い） 

4

平成23年02月07日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧） 

5

平成23年02月07日 収受
工事着手等の届出について（報告） 

6

平成23年02月04日 起案
監督職員の通知について（伺い） 

7

平成23年02月03日 起案
工事請負契約の締結について（伺い） 

8



索引目次

平成22年度 施行契約（米内浄水場１・３号急速ろ過 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成23年03月31日 収受
工事完成引渡について（報告）

1

平成23年03月30日 起案
工事検査調書及び完成検査完了通知書について（伺い）

2

平成23年02月21日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成23年03月23日 収受
工事完成の届出について（報告）

4

平成23年02月22日 収受
工事着手等の届出について（報告）

5

平成23年02月14日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

6

平成23年03月23日 起案
完成検査について（伺い）

7



索引目次

平成22年度 施行契約（中屋敷浄水場廃変圧器移動上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成23年02月25日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧） 

1

平成23年03月25日 収受
工事完成の届出について（報告）

2

平成23年03月30日 起案
工事検査調書及び完成検査完了通知書について（伺い）

3

平成23年03月25日 起案
完成検査について（伺い）

4

平成23年02月25日 収受
工事着手等の届出について（報告） 

5

平成23年02月21日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

6

平成23年02月23日 起案
監督職員の通知について（伺い）

7

平成23年03月30日 収受
工事完成引渡について（報告）

8



索引目次

平成22年度 施行契約（中屋敷浄水場沈でん池電動 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成22年08月24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10日 収受
工事完成引渡について（報告）

2

平成22年11月09日 起案
工事検査調書及び完成検査完了通知書について（伺い）

3

平成22年10月29日 収受
工事完成の届出について（報告）

4

平成22年10月29日 起案
完成検査について（伺い）

5

平成22年09月29日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

6

平成22年08月31日 起案
監督職員の通知について（伺い）

7

平成22年09月01日 収受
工事着手等の届出について（報告）

8



索引目次

平成22年度 施行契約（中屋敷浄水場１・３号急速ろ 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成23年02月03日 収受
工事検査通知について（供覧）

1

平成23年01月28日 収受
工事完成の届出について（報告）

2

平成23年01月28日 起案
工事検査依頼について（伺い）

3

平成22年12月08日 収受
下請負の届出について（報告）

4

平成23年02月09日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

5

平成22年10月29日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

6

平成23年02月10日 収受
工事完成引渡について（報告）

7

平成23年02月14日 起案
完成精算について（伺い）

8

平成22年10月22日 起案
前払金の支出について（伺い）

9

平成22年10月07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



索引目次

平成22年度 施行契約（中屋敷浄水場急速ろ過槽洗 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成22年12月06日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

1



索引目次

平成22年度 施行契約（中屋敷浄水場原水流量計更上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成22年10月15日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成23年02月28日 収受
工事完成の届出について（報告）

2

平成22年11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）

3

平成23年03月14日 起案
工事請負契約の契約保証書の返還について（伺い）

4

平成23年03月04日 収受
工事検査通知について（供覧）

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09月22日 起案
工事入札執行依頼について（伺い）

7

平成23年03月14日 収受
工事完成引渡について（報告）

8

平成23年03月14日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

9

平成23年02月28日 起案
工事検査依頼について（伺い）

10

平成22年10月18日 収受
工事着手等の届出について（報告）

11



索引目次

平成22年度 施行契約（中屋敷浄水場区分用高圧気上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成22年12月01日 起案
完成検査について（伺い）

1

平成22年09月22日 起案
電気変更申込について（伺い）

2

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）

3

平成22年12月09日 起案
工事検査調書及び完成検査完了通知書について（伺い）

4

平成22年12月01日 収受
工事完成の届出について（報告）

5

平成22年12月09日 収受
工事完成引渡について（報告）

6

平成23年03月24日 起案
完成精算について（伺い）

7

平成22年09月01日 収受
工事着手等の届出について（報告）

8

平成22年08月31日 起案
監督職員の通知について（伺い）

9

平成22年08月24日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

10



索引目次

平成22年度 施行契約（中屋敷浄水場急速ろ過槽ろ 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成23年02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） 

1

平成23年03月28日 収受
工事完成引渡について（報告） 

2

平成23年03月28日 収受
完成検査完了通知について（供覧） 

3

平成23年03月23日 収受
工事検査通知について（供覧） 

4

平成23年03月17日 起案
工事検査依頼について（伺い） 

5

平成23年02月07日 収受
工事着手等の届出について（報告） 

6

平成23年02月03日 起案
監督職員の通知について（伺い） 

7

平成23年01月13日 起案
工事入札執行依頼について（伺い）

8

平成23年03月17日 収受
工事完成の届出について（報告） 

9



索引目次

平成22年度 施行契約（沢田浄水場外脱水機整備工上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成23年03月18日 起案
工事検査依頼について（伺い） 

1

平成23年03月28日 収受
工事完成引渡について（報告） 

2

平成22年11月08日 起案
監督職員の通知について（伺い） 

3

平成22年11月12日 収受
工事着手等の届出について（報告）

4

平成23年02月15日 収受
下請負の届出について（報告） 

5

平成23年03月28日 収受
完成検査完了通知について（供覧） 

6

平成23年03月18日 収受
工事完成の届出について（報告） 

7

平成23年03月23日 収受
工事検査通知について（供覧） 

8



索引目次

平成22年度 施行契約（沢田浄水場沈でん池上屋内 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成22年12月01日 起案
工事入札執行依頼について（伺い）

1

平成22年12月15日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

2



索引目次

平成22年度 施行契約（沢田浄水場管理本館屋根塗上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成23年01月27日 起案
工事の現場監理方依頼について（伺い）

1

平成22年11月09日 起案
工事の現場監理方依頼について（伺い）

2

平成23年01月06日 起案
工事の現場監理方依頼について（伺い） 　

3

平成23年03月24日 収受
工事関係書類の送付について（供覧）

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28日 起案
工事請負契約の契約保証書の返還について（伺い）

6



索引目次

平成22年度 施行契約（沢田浄水場濃縮槽建屋防水上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成23年01月13日 起案
工事入札執行依頼について（伺い）

1

平成22年10月01日 起案
工事の現場監理方依頼について（伺い）

2

平成22年08月25日 収受
設計図書について（収受）

3

平成22年09月10日 起案
工事入札執行依頼について（伺い）

4

平成22年12月22日 収受
工事関係書類の送付について（供覧）

5

平成23年01月13日 起案
工事入札執行依頼について（伺い）

6

平成23年01月13日 起案
工事入札執行依頼について（伺い）

7

平成23年01月13日 起案
工事入札執行依頼について（伺い）

8

平成23年01月12日 起案
保証書の返還について（伺い）

9

平成22年12月24日 収受
工事完成引渡について（報告） 　

10



索引目次

平成22年度 施行契約（上飯岡ポンプ場湯沢系送水 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成23年03月04日 収受
工事検査通知について（供覧）

1

平成22年09月09日 起案
監督職員の通知について（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02月28日 収受
工事完成の届出について（報告）

4

平成23年02月28日 起案
工事検査依頼について（伺い）

5

平成22年12月07日 収受
下請負の届出について（報告）

6

平成22年09月30日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

7

平成22年09月30日 起案
前払金の支出について（伺い）

8

平成22年09月14日 収受
工事着手等の届出について（報告）

9

平成23年03月11日 収受
工事完成引渡について（報告）

10



索引目次

平成22年度 施工契約（本宮ポンプ場送配水ポンプ 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成23年02月03日 収受
工事完成引渡について（報告）

1

平成22年10月26日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

2

平成22年11月01日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成22年11月02日 収受
工事着手等の届出について（報告）

4

平成22年12月01日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

5

平成23年01月21日 起案
完成検査について（伺い）

6

平成23年01月21日 収受
工事完成の届出について（報告）

7

平成23年02月02日 起案
工事検査調書及び完成検査完了通知書について（伺い）

8



索引目次

平成22年度 施工契約（上飯岡ポンプ場送水流量計 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成22年11月02日 収受
工事着手等の届出について（報告）

1

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）

2

平成23年01月31日 起案
完成検査について（伺い）

3

平成23年01月31日 収受
工事完成の届出について（報告）

4

平成23年02月08日 起案
工事検査調書及び完成検査完了通知書について（伺い）

5

平成23年02月09日 収受
工事完成引渡について（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26日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

8



索引目次

平成22年度 施行契約（沢田浄水場排水池・排泥池 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成22年08月25日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

1



索引目次

平成22年度 施行契約（繋系テレメータ装置更新工 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成23年03月24日 起案
完成精算について（伺い）

1

平成23年03月14日 収受
工事完成引渡について（報告）

2

平成23年03月14日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

3

平成23年02月28日 収受
工事完成の届出について（報告）

4

平成22年10月15日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

5

平成22年10月08日 起案
前払金の支出について（伺い）

6

平成22年09月21日 収受
工事着手等の届出について（報告）

7

平成22年08月24日 起案
工事入札執行依頼について（伺い）

8

平成23年02月28日 起案
工事検査依頼について（伺い）

9

平成22年09月17日 起案
監督職員の通知について（伺い）

10

平成23年03月04日 収受
工事検査通知について（供覧）

11



索引目次

平成22年度 施行契約（沢田浄水場排水池外可動ト 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成23年02月02日 起案
完成精算について（伺い）

1

平成22年10月01日 起案
監督職員の通知について（伺い）

2

平成22年10月07日 収受
工事着手等の届出について（報告）

3

平成22年10月15日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

4

平成22年11月12日 収受
現場代理人等（変更）の届出について（報告）

5

平成22年12月07日 収受
下請負の届出について（報告）

6

平成23年01月14日 起案
工事検査依頼について（伺い）

7

平成23年01月14日 収受
工事完成の届出について（報告）

8

平成23年01月21日 収受
工事検査通知について（供覧）

9

平成23年01月27日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

10

平成23年01月28日 収受
工事完成引渡について（報告）

11

平成22年09月10日 起案
工事入札執行依頼について（伺い）

12



索引目次

平成22年度 施行契約（沢田浄水場配水流量計室修上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成22年11月08日 起案
修繕工事委託通知について

1



索引目次

平成22年度 施行契約（新庄浄水場オートジャーテス 上下水道局/浄水課/新庄浄水場

文書日 公開用件名種別

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08日 収受
工事完成引渡について（報告）

1

平成22年07月02日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成22年06月30日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

3

平成22年06月30日 起案
監督職員の通知について（伺い）

4

平成22年06月28日 起案
工事請負契約に係る契約締結について(伺い)

5

平成22年09月30日 収受
工事完成の届出について（報告）

6

平成22年09月30日 起案
工事検査の実施について（伺い）

7

平成22年10月08日 起案
工事検査完了の報告及び通知について（伺い）

8



索引目次

平成22年度 施行契約（新庄浄水場薬品注入機整備上下水道局/浄水課/新庄浄水場

文書日 公開用件名種別

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02日 収受
工事検査通知について（供覧）

1

平成22年11月19日 収受
工事着手届等の提出について（報告）

2

平成22年11月19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23年01月31日 起案
工事検査依頼について（伺い）

4

平成23年01月31日 収受
工事完成の届出について（報告）

5

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）

6

平成22年11月19日 起案
監督職員の通知について（伺い）

7

平成23年02月10日 収受
工事完成引渡について（報告）

8



索引目次

平成22年度 施行契約（新庄浄水場急速ろ過池表洗 上下水道局/浄水課/新庄浄水場

文書日 公開用件名種別

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 収受
工事完成の届出について（報告）

1

平成22年11月15日 収受
工事完成引渡について（報告）

2

平成22年11月02日 収受
工事検査通知について（供覧）

3

平成22年10月29日 起案
工事検査依頼について（伺い）

4

平成22年08月11日 収受
現場代理人等変更通知書について（報告）

5

平成22年07月29日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

6

平成22年07月29日 収受
工事着手届等の提出について（報告）

7

平成22年07月29日 起案
監督職員の通知について（伺い）

8

平成22年11月12日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

9



索引目次

平成22年度 施行契約（新庄浄水場次亜塩希釈水ポ 上下水道局/浄水課/新庄浄水場

文書日 公開用件名種別

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06日 起案
監督職員の通知について（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09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06日 収受
工事検査通知について（供覧）

4

平成22年12月01日 起案
工事検査依頼について（伺い）

5

平成22年11月30日 収受
工事完成の届出について（報告）

6

平成22年11月10日 収受
現場代理人等変更通知書について（報告）

7

平成22年10月12日 収受
工事着手等の届出について（報告）

8

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）

9



索引目次

平成22年度 施行契約（新庄浄水場脱水機整備その 上下水道局/浄水課/新庄浄水場

文書日 公開用件名種別

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11日 起案
工事検査依頼について（伺い）

1

平成23年03月22日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

2

平成23年02月02日 収受
下請負の届出について（報告）

3

平成23年03月11日 収受
工事完成の届出について（報告）

4

平成23年03月18日 収受
工事検査通知について（供覧）

5

平成22年11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）

6

平成22年11月19日 収受
工事着手等の届出について（報告）

7

平成23年03月24日 収受
工事完成引渡について（報告）

8

平成22年11月18日 起案
監督職員の通知について（伺い）

9



索引目次

平成22年度 施行契約（新庄第２配水場屋根塗装工 上下水道局/浄水課/新庄浄水場

文書日 公開用件名種別

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08日 起案
工事検査完了の報告及び通知について（伺い）

1

平成22年09月01日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成22年09月01日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成22年08月31日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

4

平成22年09月30日 収受
工事完成の届出について（報告）

5

平成22年09月30日 起案
工事検査の実施について（伺い）

6

平成22年10月12日 収受
工事完成引渡について（報告）

7



索引目次

平成22年度 施行契約（新庄浄水場１，２号配水池法 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成22年09月10日 起案
工事入札執行依頼について（伺い）

1

平成22年10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） 

2

平成22年10月29日 起案
前払金の支出について（伺い） 

3

平成22年11月11日 収受
下請負の届出について（報告） 　

4

平成22年11月24日 収受
下請負の届出について（報告） 

5

平成22年12月21日 収受
下請負の届出について（報告） 

6

平成23年03月03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18日 起案
工事検査依頼について（伺い） 

8

平成23年03月18日 収受
工事完成の届出について（報告） 

9

平成23年03月28日 収受
完成検査完了通知について（供覧） 

10

平成23年03月28日 収受
工事完成引渡について（報告） 

11

平成22年10月01日 起案
監督職員の通知について（伺い） 

12

平成22年10月04日 収受
工事着手等の届出について（報告） 

13



索引目次

平成22年度 施工契約（岩山配水場小型UPS更新工 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成22年10月26日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

1

平成23年03月24日 起案
完成精算について（伺い）

2

平成23年02月03日 収受
工事完成引渡について（報告）

3

平成23年02月02日 起案
工事検査調書及び完成検査完了通知書について（伺い）

4

平成23年01月21日 収受
工事完成の届出について（報告）

5

平成23年01月21日 起案
完成検査について（伺い）

6

平成22年11月30日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

7

平成22年11月01日 起案
監督職員の通知について（伺い）

8

平成22年11月02日 収受
工事着手等の届出について（報告）

9



索引目次

平成22年度 施行契約（新庄浄水場２系フラッシュミ 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成23年03月24日 収受
工事完成の届出について（報告）

1

平成23年03月30日 収受
工事完成引渡について（報告）

2

平成23年03月30日 起案
完成精算について（伺い）

3

平成23年03月29日 収受
工事検査通知について（供覧）

4

平成23年03月24日 起案
工事検査依頼について（伺い）

5

平成23年03月16日 収受
現場代理人等（変更）の届出について（報告）

6

平成23年02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）

7

平成23年02月18日 収受
工事着手等の届出について（報告）

8

平成23年02月14日 起案
監督職員の通知について（伺い）

9

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）

10



索引目次

平成22年度 施行契約（米内浄水場外水質計器点検上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成22年11月04日 収受
工事検査通知について（供覧）

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07月28日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成22年07月30日 収受
工事着手等の届出について（報告）

4

平成22年07月30日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

5

平成22年11月15日 起案
工事請負契約の契約保証書の返還について（伺い）

6

平成22年11月15日 収受
工事完成引渡について（報告）

7

平成22年11月25日 収受
工事請負契約の契約保証書に係る受領について（報告）

8

平成22年11月12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29日 起案
工事検査依頼について（伺い）

10



索引目次

平成22年度 送配水月報 上下水道局/浄水課/施設管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

K23

平成22年07月07日 起案
平成22年6月度浄配水月報について（報告）

1

平成23年03月08日 起案
平成23年2月度　浄配水月報について（報告） 　

2

平成23年02月14日 起案
浄配水月報について（報告）

3

平成23年01月07日 起案
浄配水月報について（報告） 　

4

平成22年12月08日 起案
平成22年11月度浄配水月報について（報告） 　

5

平成22年11月11日 起案
浄配水月報について（報告） 　

6

平成22年10月14日 起案
浄配水月報について（報告）

7

平成22年08月06日 起案
平成22年7月度浄配水月報について（報告） 　

8

平成22年06月07日 起案
平成22年5月度 浄配水月報について（報告）

9

平成22年05月19日 起案
平成22年4月度浄配水月報について（報告）

10

平成22年04月05日 起案
浄，配水年報及び浄配水月報について（報告）

11

平成22年09月10日 起案
浄配水月報について（報告）

12



索引目次

平成22年度 水源保全諸務 上下水道局/浄水課/米内浄水場

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05月27日 収受
羽場19地割3-13他地内山林の伐採届について

1

平成22年06月04日 起案
下米内字一本松68-1地内山林の伐採届について（伺い）

2

平成22年05月21日 収受
玉山区川又地内の伐採届について

3

平成22年06月24日 収受
玉山区藪川地内の伐採届について

4

平成22年06月03日 収受
平成22年5月分の水源監視について（報告）

5

平成22年07月08日 収受
玉山区川又地内の伐採届について

6

平成22年07月08日 収受
根田茂3地割8-6地内山林の伐採届について

7

平成22年07月07日 収受
玉山区渋民地内の伐採届について

8

平成22年07月07日 収受
玉山区渋民地内の伐採届について

9

平成22年07月02日 収受
平成22年6月分の水源監視について（報告）

10

平成22年09月07日 起案
上米内字畑1-1外地内山林の伐採届について（伺い）

11

平成22年06月24日 収受
玉山区川又地内の伐採届について

12

平成22年07月29日 収受
繋字シダナイザワ47-2-8，47-2，47-3地内山林の伐採届について

13

平成22年06月21日 収受
玉山区渋民地内の伐採届について

14

平成22年06月11日 収受
浅岸字鍋倉19-6地内山林の伐採届について

15

平成22年06月10日 収受
玉山区芋田地内の伐採届について

16

平成22年06月09日 収受
乙部21地割28-4地内山林の伐採届について

17

平成22年04月07日 収受
玉山区芋田地内の伐採届について

18

平成22年04月23日 収受
川目3地割7-3地内山林の伐採届について

19

平成22年05月06日 収受
根田茂5地割41-11内山林の伐採届について

20



索引目次

平成22年度 水源保全諸務 上下水道局/浄水課/米内浄水場

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02日 収受
川目7地割164-13地内山林の伐採届について

21

平成22年08月24日 収受
簗川第２地割25-2外地内山林の伐採届について

22

平成22年05月20日 収受
玉山区芋田・馬場地内の伐採届について

23

平成22年05月17日 収受
下米内字至沢1-4地内山林の伐採届について

24

平成22年04月01日 起案
平成22年度水道水源監視業務に係る依頼状の交付について（伺い）

25

平成22年05月07日 収受
玉山区藪川地内の伐採届について

26

平成22年09月17日 収受
玉山区藪川地内の伐採届について

27

平成22年09月03日 収受
平成22年8月分の水源監視について（報告）

28

平成22年07月15日 収受
玉山区藪川地内の伐採届について

29

平成22年08月25日 収受
玉山区永井・松内・渋民地内の伐採届について

30

平成22年05月06日 収受
平成22年4月分の水源監視について（報告）

31

平成22年08月17日 収受
大ヶ生22地割87-6地内山林の伐採届について

32

平成22年08月17日 起案
浅岸字大志田29-18外地内山林の伐採届について（伺い）

33

平成22年09月14日 収受
上鹿妻蟹沢109-14地内山林の伐採届について

34

平成22年08月12日 収受
砂子沢３地割１-２内山林の伐採届について

35

平成22年08月11日 収受
玉山区芋田・馬場地内の伐採届について

36

平成22年08月11日 起案
川目第４地割79-50地内山林の伐採届について（伺い）

37

平成22年08月04日 収受
平成22年7月分の水源監視について（報告）

38

平成22年08月25日 収受
玉山区藪川地内の伐採届について

39

平成22年11月02日 収受
平成22年10月分の水源監視について（報告）

40



索引目次

平成22年度 水源保全諸務 上下水道局/浄水課/米内浄水場

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度
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種別

第３種

分類記号

K23

平成23年03月31日 収受
平成23年度水道水源監視業務について（供覧）

41

平成22年09月24日 収受
乙部10地割２-４地内山林の伐採届について

42

平成22年09月30日 起案
川目第４地割79-32地内山林の伐採届について（伺い）

43

平成22年10月26日 起案
下米内字至沢1-1外地内山林の伐採届について（伺い）

44

平成22年11月09日 起案
浅岸字鍋倉19-14外地内山林の伐採届について（伺い）

45

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）46

平成23年03月10日 起案
平成23年度水道水源監視業務について（伺い）

47

平成22年10月07日 収受
平成22年9月分の水源監視について（報告）

48

平成23年03月31日 収受
平成23年３月分の水源監視について（報告）

49

平成22年09月22日 収受
浅岸字綱取34-49地内山林の伐採届について

50

平成23年03月02日 収受
平成23年２月分の水源監視について（報告）

51

平成23年02月04日 収受
平成23年１月分の水源監視について（報告）

52

平成23年01月07日 収受
平成22年12月分の水源監視について（報告）

53

平成22年12月03日 収受
平成22年11月分の水源監視について（報告）

54

平成22年11月18日 起案
浅岸字綱取34-9地内山林の伐採届について（伺い）

55


