
索引目次

平成22年度 施行契約 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成22年05月12日 起案
菜園分区取付管改修(緊急)工事の実施について(伺い)

1

平成22年04月15日 起案
南地区取付管改修(緊急)工事の実施について(伺い)

2

平成22年04月21日 起案
南地区取付管改修(緊急)工事に係る請負契約の締結について(伺い)

3

平成22年04月21日 起案
南地区取付管改修(緊急)工事に係る請負契約の締結について(供覧)

4

平成22年04月22日 起案
南地区取付管改修(緊急)工事に係る当初工程表等の受理及び監督員の通
知について(伺い)5

平成22年05月10日 起案
南地区取付管改修(緊急)工事に係る完成検査完了の通知について(伺い)

6

平成22年12月27日 起案
上堂分区本管改修（緊急）工事に係る当初工程表等の受理及び監督員の通
知について(伺い)7

平成22年12月17日 起案
松屋敷排水区外防護柵改修工事の実施について（伺い）

8

平成22年12月20日 起案
人孔補修(その２)工事に係る請負契約の締結について(伺い)

9

平成22年12月20日 起案
人孔補修（その２）工事に係る請負契約締結について（供覧）

10

平成22年12月20日 起案
上堂分区本管改修（緊急）工事の実施について（伺い）

11

平成22年12月21日 起案
人孔補修（その２）工事に係る当初工程表等の受理及び監督員の通知につ
いて(伺い)12

平成22年12月24日 起案
松屋敷排水区外防護柵改修工事に係る契約の締結について（伺い）

13

平成22年12月24日 起案
北地区汚水管改修(緊急)工事に係る完成検査完了の通知について(伺い)

14

平成22年12月03日 起案
南地区取付管改修工事の請負契約書の締結について（伺い）

15

平成22年12月24日 起案
上堂分区本管改修(緊急)工事に係る請負契約の締結について(供覧)

16

平成22年12月15日 起案
北地区汚水管改修(緊急)工事に係る完成検査の実施について(伺い)

17

平成22年12月28日 起案
松屋敷排水区防護柵改修工事に係る契約の締結について（供覧）

18

平成23年01月05日 起案
松屋敷排水区外防護柵改修工事に係る当初工程表等の受理及び監督員の
通知について(伺い)19

平成23年01月06日 起案
人孔補修(その１)工事に係る完成検査の実施について(伺い)

20
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E02

平成23年01月06日 起案
人孔補修(その２)工事に係る完成検査の実施について(伺い)

21

平成23年01月06日 起案
上堂分区本管改修(緊急)工事に係る完成検査の実施について(伺い)

22

平成23年01月11日 起案
菜園分区汚水管補修(緊急)工事の完成検査の実施について(伺い)

23

平成23年01月14日 起案
菜園分区汚水管補修(緊急)工事の完成について(伺い)

24

平成22年12月24日 起案
上堂分区本管改修(緊急)工事に係る請負契約の締結について(伺い)

25

平成22年12月09日 起案
菜園分区雨水桝改修工事に係る完成検査の完了の通知について（伺い）

26

平成22年12月06日 起案
菜園分区雨水桝改修工事に係る完成検査の実施について（伺い）

27

平成22年12月06日 起案
南地区取付管改修工事に係る請負契約の締結について（供覧）

28

平成22年12月06日 起案
松園第一分区人孔改修(緊急)工事に係る完成検査の実施について(伺い)

29

平成22年12月07日 起案
砂溜地区取付管改修(緊急)工事に係る完成検査の実施について(伺い)

30

平成22年12月07日 起案
南地区取付管改修工事当初工程表等の受理及び監督員の通知について
(伺い)31

平成22年12月07日 起案
人孔補修（その１）工事の実施について（伺い）

32

平成22年12月07日 起案
菜園分区汚水管補修(緊急)工事の実施について(伺い)

33

平成22年12月16日 起案
南地区取付管改修工事の完成について（伺い）

34

平成22年12月09日 起案
松園第一分区人孔改修(緊急)工事に係る完成検査完了の通知について(伺
い)35

平成22年12月15日 起案
菜園分区汚水管補修(緊急)工事当初工程表等の受理及び監督員の通知に
ついて(伺い)36

平成22年12月10日 起案
人孔補修(その１)工事に係る請負契約の締結について(伺い)

37

平成22年12月10日 起案
人孔補修（その１）工事に係る請負契約締結について（供覧）

38

平成22年12月13日 起案
菜園分区汚水管補修(緊急)工事の請負契約の締結について(伺い)

39

平成22年12月13日 起案
人孔補修（その１）工事に係る当初工程表等の受理及び監督員の通知につ
いて(伺い)40
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E02

平成22年12月14日 起案
南地区取付管改修工事の完了検査の実施について(伺い)

41

平成22年12月14日 起案
菜園分区汚水管補修(緊急)工事の契約締結について(伺い)

42

平成22年12月15日 起案
人孔補修（その２）工事の実施について（伺い）

43

平成23年01月18日 起案
上堂分区本管改修(緊急)工事に係る完成検査完了の通知について(伺い)

44

平成22年12月09日 起案
砂溜地区取付管改修(緊急)工事に係る完成検査完了の通知について(伺い)

45

平成23年03月11日 起案
上堂分区人孔改修(緊急その２)工事に係る完成検査の実施について(伺い)

46

平成23年01月18日 起案
人孔補修(その１)工事に係る完成検査完了の通知について(伺い)

47

平成23年03月03日 起案
上堂分区人孔改修(緊急その２)工事に係る請負契約の締結について(伺い)

48

平成23年03月03日 起案
菜園分区取付管改修（緊急その2）工事に係る請負契約の締結について（伺
い）49

平成23年03月03日 起案
上堂分区人孔改修(緊急その２)工事に係る請負契約の締結について(供覧)

50

平成23年03月04日 起案
上堂分区人孔改修(緊急その２)工事に係る当初工程表等の受理及び監督員
の通知について(伺い)51

平成23年03月04日 起案
菜園分区取付管改修（緊急その2）工事に係る請負契約の締結について（供
覧）52

平成23年03月04日 起案
菜園分区取付管改修（緊急その2）工事に係る当初工程表等の受理及び監
督員の通知について（伺い）53

平成23年03月01日 起案
菜園分区取付管改修（緊急その２）工事の実施について（伺い）

54

平成23年03月11日 起案
上堂分区人孔改修(緊急)工事に係る完成検査の実施について(伺い)

55

平成23年03月01日 起案
南地区取付管改修(緊急その２)工事に係る完成検査完了の通知について
(伺い)56

平成23年03月11日 起案
菜園分区取付管改修（緊急その2）工事の完了検査の実施について（伺い）

57

平成23年03月15日 起案
東地区取付管改修(緊急)工事に係る完成検査完了の通知について(伺い)

58

平成23年03月15日 起案
菜園分区雨水桝防臭対策工事の完了検査の実施について(伺い)

59

平成23年03月23日 起案
菜園分区取付管改修（緊急その2）工事の完成について（伺い）

60
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E02

平成23年03月23日 起案
菜園分区雨水桝防臭対策工事に係る完成検査完了の通知について(伺い)

61

平成23年03月23日 起案
上堂分区人孔改修(緊急)工事に係る完成検査完了の通知について(伺い)

62

平成23年03月23日 起案
上堂分区人孔改修(緊急その２)工事に係る完成検査完了の通知について
(伺い)63

平成22年04月28日 起案
南地区取付管改修(緊急)工事に係る完成検査の実施について(伺い)

64

平成23年03月11日 起案
東地区取付管改修(緊急)工事に係る完成検査の実施について(伺い)

65

平成23年02月18日 起案
南地区取付管改修(緊急その２)工事に係る完成検査の実施について(伺い)

66

平成23年02月10日 起案
菜園分区雨水桝防臭対策工事契約の締結について(供覧)

67

平成23年02月01日 起案
菜園分区雨水桝防臭対策工事の実施について（伺い）

68

平成23年02月02日 起案
松屋敷排水区外防護柵改修工事に係る完成検査の実施について（伺い）

69

平成23年02月07日 起案
南地区取付管改修(緊急その２)工事の実施について(伺い)

70

平成23年02月09日 起案
南地区取付管改修(緊急その２)工事に係る請負契約の締結について(伺い)

71

平成23年02月09日 起案
松屋敷排水区外防護柵改修工事に係る完成検査完了の通知について(伺
い)72

平成23年02月09日 起案
菜園分区雨水桝防臭対策工事契約の締結について(伺い）

73

平成23年03月01日 起案
上堂分区人孔改修(緊急その２)工事の実施について(伺い)

74

平成23年02月14日 起案
南地区取付管改修(緊急その２)工事に係る当初工程表等の受理及び監督員
の通知について(伺い)75

平成23年01月18日 起案
人孔補修(その２)工事に係る完成検査完了の通知について(伺い)

76

平成23年02月22日 起案
東地区取付管改修(緊急)工事の実施について(伺い)

77

平成23年02月22日 起案
上堂分区人孔改修(緊急)工事の実施について(伺い)

78

平成23年02月24日 起案
東地区取付管改修(緊急)工事に係る請負契約の締結について(伺い)

79

平成23年02月24日 起案
上堂分区人孔改修(緊急)工事に係る請負契約の締結について(伺い)

80
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E02

平成23年02月24日 起案
東地区取付管改修(緊急)工事に係る請負契約の締結について(供覧)

81

平成23年02月24日 起案
上堂分区人孔改修(緊急)工事に係る請負契約の締結について(供覧)

82

平成23年02月25日 起案
東地区取付管改修(緊急)工事に係る当初工程表等の受理及び監督員の通
知について(伺い)83

平成23年02月25日 起案
上堂分区人孔改修(緊急)工事に係る当初工程表等の受理及び監督員の通
知について(伺い)84

平成23年02月10日 起案
南地区取付管改修(緊急その２)工事に係る請負契約の締結について(供覧)

85

平成22年08月09日 起案
内丸分区取付管改修(緊急その2)工事の完成検査の実施について(伺い)

86

平成22年09月15日 起案
北地区取付管改修(緊急)工事当初工程表等の受理及び監督員の通知につ
いて(伺い)87

平成22年07月12日 起案
都南中央処理分区取付管改修（緊急）工事の実施について（伺い）

88

平成22年07月14日 起案
都南中央処理分区取付管改修（緊急）工事の請負契約の締結について（伺
い）89

平成22年07月15日 起案
都南中央処理分区取付管改修（緊急）工事に係る契約の締結について（供
覧）90

平成22年07月16日 起案
都南中央処理分区取付管改修（緊急)工事当初工程表等の受理及び監督員
の通知について　　　（伺い）91

平成22年07月27日 起案
都南中央処理分区取付管改修（緊急）工事の完成検査の実施について（伺
い）92

平成22年07月29日 起案
内丸分区取付管改修（緊急その２）工事に係る契約締結について（供覧）

93

平成22年07月02日 起案
前九年排水区水路修繕（緊急）工事に係る契約の締結について（供覧）

94

平成22年08月04日 起案
前九年排水区水路修繕（緊急）工事の完成検査の実施について（伺い）

95

平成22年07月01日 起案
前九年排水区水路修繕（緊急）工事の請負契約の締結について（伺い）

96

平成22年08月10日 起案
前九年排水区水路修繕（緊急）工事の完成について（伺い）

97

平成22年08月10日 起案
内丸分区取付管改修(緊急その２)工事の完成について(伺い)

98

平成22年09月08日 起案
南川第三排水区防護柵設置（緊急）工事の実施について（伺い）

99

平成22年09月08日 起案
北地区取付管改修（緊急）工事の実施について(伺い)

100
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E02

平成22年09月13日 起案
南川第三排水区防護柵設置（緊急）工事の契約の締結について（伺い）

101

平成22年09月13日 起案
北地区取付管改修(緊急)工事の請負契約の締結について(伺い)

102

平成22年09月14日 起案
北地区取付管改修（緊急）工事に係る契約締結について（供覧）

103

平成22年09月14日 起案
南川第三排水区防護柵設置（緊急）工事の契約の締結について（供覧）

104

平成22年07月30日 起案
都南中央処理分区取付管改修（緊急）工事の完成について（伺い）

105

平成22年05月26日 起案
厨川北処理分区人孔改修(緊急)工事の実施について(伺い)

106

平成23年02月15日 起案
菜園分区雨水桝防臭対策工事の当初工程表の受理及び監督員の通知につ
いて(伺い)107

平成22年12月01日 起案
北地区汚水管改修(緊急)工事に係る当初工程表等の受理及び監督員の通
知について(伺い)108

平成22年05月14日 起案
内丸分区取付管改修(緊急)工事の実施について(伺い)

109

平成22年05月19日 起案
菜園分区取付管改修(緊急)工事に係る請負契約の締結について(伺い)

110

平成22年05月20日 起案
内丸分区取付管改修(緊急)工事に係る請負契約の締結について(伺い)

111

平成22年05月20日 起案
菜園分区取付管改修（緊急）工事に係る請負契約締結について（供覧）

112

平成22年05月21日 起案
菜園分区取付管改修（緊急）工事,当初工程表等の受理及び監督員の通知
について113

平成22年07月08日 起案
前九年排水区水路修繕（緊急）工事当初工程表等の受理及び監督員の通
知について（伺い）114

平成22年05月24日 起案
内丸分区取付管改修(緊急)工事に係る当初工程表等の受理及び監督員の
通知について(伺い)115

平成22年06月29日 起案
前九年排水区水路修繕（緊急）工事に実施について（伺い）

116

平成22年05月27日 起案
菜園分区取付管改修(緊急)工事に係る完成検査の実施について(伺い)

117

平成22年05月27日 起案
内丸分区取付管改修(緊急)工事に係る完成検査の実施について(伺い)

118

平成22年05月31日 起案
内丸分区取付管改修(緊急)工事に係る完成検査完了の通知について(伺い)

119

平成22年05月31日 起案
菜園分区取付管改修(緊急)工事に係る完成検査完了の通知について(伺い)

120
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E02

平成22年05月31日 起案
厨川北処理分区人孔改修(緊急)工事に係る請負契約の締結について(伺い)

121

平成22年06月01日 起案
厨川北処理分区人孔改修(緊急)工事に係る請負契約の締結について(供覧)

122

平成22年06月02日 起案
厨川北処理分区人孔改修（緊急）工事に係る当初工程表等の受理及び監督
員の通知について(伺い)123

平成22年06月17日 起案
厨川北処理分区人孔改修(緊急)工事に係る完成検査完了の通知について
(伺い)124

平成22年05月21日 起案
内丸分区取付管改修(緊急)工事に係る請負契約の締結について(供覧)

125

平成22年11月29日 起案
砂溜地区取付管改修(緊急)工事の実施について(伺い)

126

平成22年11月15日 起案
菜園分区汚水桝改修（緊急）工事の完成検査の実施について（伺い）

127

平成22年11月18日 起案
都南中央処理分区汚水桝改修(緊急)工事の完成検査の実施について(伺い)

128

平成22年11月18日 起案
松園第一分区人孔改修(緊急)工事の実施について(伺い)

129

平成22年11月19日 起案
菜園分区雨水桝改修工事の契約の締結について（伺い）

130

平成22年11月22日 起案
菜園分区汚水桝改修（緊急）工事に係る完了通知書の送付について（伺い）

131

平成22年11月22日 起案
菜園分区雨水桝改修工事に係る契約の締結について（供覧）

132

平成22年11月22日 起案
北地区汚水管改修(緊急)工事の実施について(伺い)

133

平成22年11月26日 起案
松園第一分区人孔改修(緊急)工事に係る請負契約の締結について(伺い)

134

平成22年11月15日 起案
菜園分区雨水桝改修工事の実施について（伺い）

135

平成22年11月26日 起案
松園第一分区人孔改修(緊急)工事に係る請負契約の締結について(供覧)

136

平成22年11月24日 起案
菜園分区雨水桝改修工事に係る当初工程表等の提出及び監督員の通知に
ついて（伺い）137

平成22年11月29日 起案
北地区汚水管改修(緊急)工事に係る請負契約の締結について(伺い)

138

平成22年11月29日 起案
松園第一分区人孔改修(緊急)工事に係る当初工程表等の受理及び監督員
の通知について(伺い)139

平成22年11月30日 起案
砂溜地区取付管改修(緊急)工事に係る請負契約の締結について(伺い)

140



索引目次

平成22年度 施行契約 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成22年11月30日 起案
砂溜地区取付管改修（緊急）工事に係る請負契約締結について（供覧）

141

平成22年09月15日 起案
南川第三排水区防護柵設置（緊急）工事当初工程表等の受理及び監督員
の通知について（伺い）142

平成22年06月14日 起案
厨川北処理分区人孔改修(緊急)工事に係る完成検査の実施について(伺い)

143

平成22年11月30日 起案
北地区汚水管改修(緊急)工事に係る請負契約の締結について(供覧)

144

平成22年12月01日 起案
砂溜地区取付管改修（緊急）工事,当初工程表等の受理及び監督員の通知
について145

平成22年11月26日 起案
南地区取付管改修工事の実施について（伺い）

146

平成22年10月25日 起案
北地区雨水桝改修(緊急)工事の完成検査の実施について(伺い)

147

平成22年09月27日 起案
北地区取付管改修(緊急)工事の完了検査の実施について(伺い)

148

平成22年09月29日 起案
南川第三排水区防護柵設置（緊急）工事の完成について（伺い）

149

平成22年11月26日 起案
都南中央処理分区汚水桝改修(緊急)工事に係る完成検査完了の通知につ
いて(伺い)150

平成22年11月09日 起案
菜園分区汚水桝改修（緊急）工事に係る工程表等の受理及び監督員の通知
について（伺い）151

平成22年10月13日 起案
北地区雨水桝改修(緊急)工事の実施について(伺い)

152

平成22年10月14日 起案
北地区雨水桝改修(緊急)工事の請負契約の締結について(伺い)

153

平成22年10月18日 起案
北地区雨水桝改修(緊急)工事に係る契約締結について(供覧)

154

平成22年09月27日 起案
南川第三排水区防護柵設置（緊急）工事の完成検査の実施について（伺い）

155

平成22年10月19日 起案
北地区雨水桝改修(緊急)工事当初工程表等の受理及び監督員の通知につ
いて(伺い)156

平成22年09月30日 起案
北地区取付管改修(緊急)工事の完成について(伺い)

157

平成22年11月04日 起案
菜園分区汚水桝改修（緊急）工事の実施について(伺い）

158

平成22年11月08日 起案
菜園分区汚水桝改修（緊急）工事の契約の締結について（供覧）

159

平成22年10月29日 起案
北地区雨水桝改修(緊急)工事の完成について(伺い)

160



索引目次

平成22年度 施行契約 上下水道局/下水道施設管理課

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２種

分類記号

E02

平成22年10月29日 起案
都南中央処理分区汚水桝改修(緊急)工事の請負契約の締結について(伺い)

161

平成22年11月01日 起案
都南中央処理分区汚水桝改修(緊急)工事の請負契約の締結について(供
覧)162

平成22年11月02日 起案
都南中央処理分区汚水桝改修(緊急)工事当初工程表等の受理及び監督員
の通知について(伺い)163

平成22年10月25日 起案
都南中央処理分区汚水桝改修(緊急)工事の実施について(伺い)

164

平成22年11月05日 起案
菜園分区汚水桝改修（緊急）工事の契約の締結について（伺い）

165



索引目次

平成22年度 施設設備修繕（下水道事業会計） 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E20

平成23年01月26日 起案
中川原終末処理場管理棟会議室他空調設備修繕に係る契約の締結につい
て(供覧)1

平成23年01月26日 起案
神子田雨水ポンプ場1号沈砂搬出機ウェイト押さえ用支持棒修繕に係る完了
検査報告及び完了検査通知書について(伺い)2

平成23年01月25日 起案
中川原終末処理場管理棟会議室他空調設備修繕に係る契約の締結につい
て(伺い)3

平成23年01月18日 起案
神子田雨水ポンプ場1号沈砂搬出機ウェイト押さえ用支持棒修繕に係る契約
の締結について(供覧)4

平成23年01月25日 起案
神子田雨水ポンプ場1号沈砂搬出機ウェイト押さえ用支持棒修繕に係る完了
検査の実施について(伺い)5

平成23年01月21日 起案
下水道ポンプ場施設機器修繕（その２）に係る契約の締結について（伺い）

6

平成23年01月19日 起案
中川原終末処理場排風機用フィルター枠製作整備に係る契約締結の結果
について（供覧）7

平成23年01月20日 起案
水中撹拌機修理に係る完了検査の実施について(伺い)

8

平成23年01月21日 起案
水中撹拌機修理に係る完了検査報告並びに検査完了通知書の送付につい
て(伺い)9

平成23年01月21日 起案
中川原終末処理場旧脱水機棟№２汚泥投入ポンプ修繕に係る完了検査報
告並びに検査完了　　　通知書の送付について(伺い)10

平成23年01月24日 起案
中川原終末処理場排風機用フィルター枠製作整備に係る当初修繕工程表
届等の承認及び監　　　督員の通知について（伺い）11

平成23年01月27日 起案
下水道ポンプ場施設機器修繕（その２）に係る契約締結の結果について（供
覧）12

平成23年01月27日 起案
中川原終末処理場管理棟会議室他空調設備修繕に係る当初修繕工程表届
等の承認及び監督員の通知について(伺い)13

平成23年01月28日 起案
ポンプ場流入水位計修繕に係る契約の締結について（伺い）

14

平成23年01月28日 起案
中川原終末処理場流入水位計修繕に係る契約の締結について（伺い）

15

平成23年01月28日 起案
ポンプ場流入水位計修繕に係る契約締結の結果について（供覧）

16

平成23年01月31日 起案
下水道ポンプ場施設機器修繕（その２）に係る当初修繕工程表届等の承認
及び監督員の通　　　知について（伺い）17

平成23年02月01日 起案
下道雨水ポンプ場№1沈砂掻揚機修繕に係る下請負届の受理について(供
覧)18

平成23年02月01日 起案
マンホールポンプ施設修繕に係る完了検査の実施について(伺い)

19

平成23年01月18日 起案
中川原終末処理場排風機用フィルター枠製作整備に係る契約の締結につい
て（伺い）20



索引目次

平成22年度 施設設備修繕（下水道事業会計） 上下水道局/下水道施設管理課

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

E20

平成22年12月21日 起案
西Ⅴ号幹線排水樋門外修繕に係る検査完了通知書の送付について（伺い）

21

平成23年01月31日 起案
ポンプ場流入水位計修繕に係る工程表等の承認及び監督員の通知につい
て(伺い)22

平成23年01月31日 起案
中川原終末処理場流入水位計修繕に係る工程表等の承認及び監督員の通
知について(伺い)23

平成23年01月28日 起案
中川原終末処理場流入水位計修繕に係る契約締結の結果について（供覧）

24

平成22年12月27日 起案
中川原終末処理場排風機用フィルター枠製作整備に係る参考見積の徴取
について（伺い）25

平成22年12月15日 起案
下水道施設LPガス設備修繕に係る契約の締結について(伺い)

26

平成22年12月15日 起案
水中撹拌機修理に係る修繕着手届等の承認及び監督員の通知について
（伺い）27

平成23年03月15日 起案
中川原終末処理場汚水ポンプ用制御ケーブル等修繕に係る完了検査報告
及び完了検査通知書について(伺い)28

平成23年02月02日 起案
下水道施設LPガス設備修繕に係る完了検査の実施について(伺い)

29

平成22年12月15日 起案
下水道施設LPガス設備修繕に係る契約の締結について(供覧)

30

平成22年12月20日 起案
中川原終末処理場消化槽ボイラーバルブ他修繕に係る完了検査の実施に
ついて(伺い)31

平成22年12月21日 起案
中川原終末処理場消化槽ボイラーバルブ他修繕に係る完了検査報告及び
完了検査通知書について(伺い)32

平成22年12月22日 起案
大沢川原雨水ポンプ場高圧気中開閉器等取替修繕に係る契約締結の結果
について（供覧）33

平成22年12月22日 起案
下水道ポンプ場施設機器修繕に係る参考見積の徴取について（伺い）

34

平成22年12月24日 起案
下水道ポンプ場施設機器修繕（その１）に係る契約の締結について（伺い）

35

平成22年12月21日 起案
大沢川原雨水ポンプ場高圧気中開閉器等取替修繕に係る契約の締結につ
いて（伺い）36

平成22年12月27日 起案
大沢川原雨水ポンプ場高圧気中開閉器等取替修繕に係る当初修繕工程表
届等の承認及び監　　　督員の通知について(伺い)37

平成23年01月18日 起案
神子田雨水ポンプ場1号沈砂搬出機ウェイト押さえ用支持棒修繕に係る契約
の締結について(伺い)38

平成22年12月27日 起案
下水道ポンプ場施設機器修繕（その１）に係る契約締結の結果について（供
覧）39

平成22年12月27日 起案
下水道ポンプ場施設機器修繕（その１）に係る当初修繕工程表届等の承認
及び監督員の通　　　知について（伺い）40



索引目次

平成22年度 施設設備修繕（下水道事業会計） 上下水道局/下水道施設管理課
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E20

平成22年12月28日 起案
中川原終末処理場詰所他屋上防水修繕に係る完了検査報告及び完了検査
通知書について(伺い)41

平成23年01月04日 起案
上赤平汚水中継ポンプ場高圧気中開閉器等取替修繕に係る完了検査の実
施について(伺い)42

平成23年01月07日 起案
神子田雨水ポンプ場1号沈砂搬出機ウェイト押さえ用支持棒修繕に係る参考
見積の徴取について（伺い）43

平成23年01月07日 起案
ポンプ場流入水位計修繕に係る参考見積の徴取について（伺い）

44

平成23年01月07日 起案
中川原終末処理場流入水位計修繕に係る参考見積の徴取について（伺い）

45

平成23年01月11日 起案
上赤平汚水中継ポンプ場高圧気中開閉器等取替修繕に係る完了検査報告
並びに検査完了通　　　知書の送付について(伺い)46

平成23年01月17日 起案
中川原終末処理場旧脱水機棟№2汚泥投入ポンプ修繕に係る完了検査の
実施について(伺い)47

平成23年01月17日 起案
大沢川原雨水ポンプ場高圧気中開閉器等取替修繕に係る電気使用・変更
申し込みについて　　　（伺い）48

平成22年12月24日 起案
中川原終末処理場詰所他屋上防水修繕に係る完了検査の実施について(伺
い)49

平成23年03月14日 起案
中川原終末処理場内外灯塗装工事に係る当初修繕工程表届等の承認及び
監督員の通知につ　　　いて（伺い）50

平成23年03月15日 起案
中川原終末処理場管理棟会議室他空調設備修繕に係る完了検査報告及び
完了検査通知書について(伺い)51

平成23年03月07日 起案
中川原終末処理場合流棟空気用配管等修繕に係る完了検査報告並びに検
査完了通知書の送　　　付について(伺い)52

平成23年03月07日 起案
北上川右岸第二排水区高圧洗浄ポンプ修繕に係る当初工程表等の受理及
び監督員の通知について（伺い）53

平成23年03月07日 起案
中川原終末処理場最終沈殿池汚泥掻寄機№5，№7修繕に係る完了検査報
告及び完了検査通知書について(伺い)54

平成23年03月07日 起案
下道雨水ポンプ場№1沈砂掻揚機修繕に係る完了検査報告及び完了検査
通知書について(伺い)55

平成23年03月10日 起案
下水道ポンプ場施設機器修繕（その２）に係る完了検査報告並びに検査完
了通知書の送付　　　について(伺い)56

平成23年03月10日 起案
中川原終末処理場排風機用フィルター枠製作整備に係る完了検査報告並
びに検査完了通知　　　書の送付について(伺い)57

平成23年03月10日 起案
中川原終末処理場管理棟会議室他空調設備修繕に係る完了検査の実施に
ついて(伺い)58

平成23年03月10日 起案
北上川右岸第二排水区高圧洗浄ポンプ修繕に係る完了検査の実施につい
て(伺い）59

平成23年03月10日 起案
中川原終末処理場Ｎｏ．３分流汚水ポンプ修繕に係る参考見積の徴取につ
いて（伺い）60
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E20

平成23年03月07日 起案
下水道ポンプ場施設機器修繕（その２）に係る完了検査の実施について(伺
い)61

平成23年03月14日 起案
中川原終末処理場内外灯塗装工事に係る契約締結の結果について（供覧）

62

平成23年03月04日 起案
北上川右岸第二排水区高圧洗浄ポンプ修繕に係る契約の締結について(供
覧）63

平成23年03月15日 起案
中川原終末処理場汚水ポンプ用制御ケーブル等修繕に係る完了検査の実
施について(伺い)64

平成23年03月15日 起案
ポンプ場流入水位計修繕に係る完了検査の実施について(伺い)

65

平成23年03月15日 起案
ポンプ場流入水位計修繕に係る完了検査報告及び完了検査通知書につい
て(伺い)66

平成23年03月15日 起案
中川原終末処理場流入水位計修繕に係る完了検査の実施について(伺い)

67

平成23年03月15日 起案
中川原終末処理場流入水位計修繕に係る完了検査報告及び完了検査通知
書について(伺い)68

平成23年03月18日 起案
北上川右岸第二排水区高圧洗浄ポンプ修繕に係る検査完了通知について
(伺い）69

平成23年03月24日 起案
中川原終末処理場内外灯塗装工事に係る完了検査の実施について(伺い)

70

平成23年03月25日 起案
中川原終末処理場内外灯塗装工事に係る完了検査報告並びに検査完了通
知書の送付につい　　　て(伺い)71

平成22年12月13日 起案
西Ⅴ号幹線排水樋門外修繕に係る完成検査の実施について（伺い）

72

平成22年10月04日 起案
神子田雨水ポンプ場沈砂スクリーンかす掻揚機他修繕に係る完了検査報告
及び完了検査通知書について(伺い)73

平成23年03月11日 起案
中川原終末処理場内外灯塗装工事に係る契約の締結について（伺い）

74

平成23年02月21日 起案
中川原終末処理場合流棟空気用配管等修繕に係る当初修繕工程表届等の
承認及び監督員の　　　通知について（伺い）75

平成23年02月02日 起案
中川原終末処理場排風機用フィルター枠製作整備請負者の変更届につい
て（供覧）76

平成23年02月03日 起案
下水道施設LPガス設備修繕に係る完了検査報告及び完了検査通知書につ
いて(伺い)77

平成23年02月03日 起案
中川雨水ポンプ場地下タンク用液面計他修繕に係る契約の締結について
(供覧)78

平成23年02月04日 起案
中川雨水ポンプ場地下タンク用液面計他修繕に係る当初修繕工程表届等の
承認及び監督員の通知について(伺い)79

平成23年02月04日 起案
マンホールポンプ施設修繕に係る完了検査の完了について(伺い)

80



索引目次

平成22年度 施設設備修繕（下水道事業会計） 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E20

平成23年02月04日 起案
大沢川原雨水ポンプ場高圧気中開閉器等取替修繕に係る完了検査の実施
について(伺い)81

平成23年02月10日 起案
大沢川原雨水ポンプ場高圧気中開閉器等取替修繕に係る完了検査報告並
びに検査完了通知　　　書の送付について(伺い)82

平成23年02月10日 起案
下水道ポンプ場施設機器修繕（その１）に係る完了検査の実施について(伺
い)83

平成23年02月10日 起案
中川原終末処理場汚水ポンプ用制御ケーブル等修繕に係る参考見積の徴
取について（伺い）84

平成23年02月17日 起案
下水道ポンプ場施設機器修繕（その１）に係る完了検査報告並びに検査完
了通知書の送付　　　について(伺い)85

平成23年03月07日 起案
中川原終末処理場排風機用フィルター枠製作整備に係る完了検査の実施
について(伺い)86

平成23年02月18日 起案
中川原終末処理場合流棟空気用配管等修繕に係る契約締結の結果につい
て（供覧）87

平成23年02月02日 起案
中川雨水ポンプ場地下タンク用液面計他修繕に係る契約の締結について
(伺い)88

平成23年02月25日 起案
松園第二汚水中継ポンプ場外自家発電設備駆動機関修繕に係る完了検査
の実施について　　　　(伺い)89

平成23年02月28日 起案
北上川右岸第二排水区高圧洗浄ポンプ修繕の実施について（伺い）

90

平成23年02月28日 起案
松園第二汚水中継ポンプ場外自家発電設備駆動機関修繕に係る完了検査
報告並びに検査完　　　了通知書の送付について(伺い)91

平成23年03月01日 起案
中川原終末処理場汚水ポンプ用制御ケーブル等修繕に係る契約の締結に
ついて（伺い）92

平成23年03月01日 起案
中川原終末処理場合流棟空気用配管等修繕に係る完了検査の実施につい
て（伺い）93

平成23年03月01日 起案
中川原終末処理場最終沈殿池汚泥掻寄機№5，№7修繕に係る完了検査の
実施について(伺い)94

平成23年03月01日 起案
下道雨水ポンプ場№1沈砂掻揚機修繕に係る完了検査の実施について(伺
い)95

平成23年03月02日 起案
中川雨水ポンプ場地下タンク用液面計他修繕に係る完了検査の実施につい
て(伺い)96

平成23年03月03日 起案
北上川右岸第二排水区高圧洗浄ポンプ修繕に係る契約の締結について（伺
い）97

平成23年03月03日 起案
中川雨水ポンプ場地下タンク用液面計他修繕に係る完了検査報告及び完了
検査通知書について(伺い)98

平成23年02月17日 起案
中川原終末処理場合流棟空気用配管等修繕に係る契約の締結について
（伺い）99

平成22年07月30日 起案
下水道施設消防用設備修繕に係る契約の締結について(伺い)

100



索引目次

平成22年度 施設設備修繕（下水道事業会計） 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E20

平成22年08月20日 起案
中川原終末処理場　汚泥ポンプ棟ポンプ吐出管修繕に係る完了検査の実施
について(伺い)101

平成22年07月02日 起案
中川原終末処理場分流棟　管理棟空調設備配管修繕に係る契約の締結に
ついて(伺い)102

平成22年07月05日 起案
中川雨水ポンプ場　地下タンク配管修繕に係る申請書提出について(伺い)

103

平成22年07月06日 起案
中川原終末処理場分流棟　洗浄機フロススプレー配管修繕に係る契約の締
結について(供覧)104

平成22年07月06日 起案
中川原終末処理場　管理棟空調設備配管修繕に係る契約の締結について
(供覧)105

平成22年07月07日 起案
中川原終末処理場分流棟　洗浄機フロススプレー配管修繕に係る当初修繕
工程表届等の承認及び監督員の通知について(伺い)106

平成22年07月07日 起案
中川原終末処理場　管理棟空調設備配管修繕に係る当初修繕工程表届等
の承認及び監督員の通知について(伺い)107

平成22年07月23日 起案
中川原終末処理場中央監視棟設備換気扇修繕に係る完了検査の実施につ
いて（伺い）108

平成22年07月23日 起案
中川雨水ポンプ場　地下タンク配管修繕に係る危険物完成検査申請書提出
について(伺い)109

平成22年07月27日 起案
中川原終末処理場脱水機棟各動力制御盤計器修繕に係る完了検査の実施
について（伺い）110

平成22年07月01日 起案
中川原終末処理場中央監視棟設備換気扇修繕に係る当初修繕工程表等の
承認及び監督員の　　　通知について（伺い）111

平成22年07月29日 起案
中川原終末処理場中央監視棟設備換気扇修繕に係る完了検査報告並びに
検査完了の通知に　　　ついて（伺い）112

平成22年06月29日 起案
中川原終末処理場脱水機棟各動力制御盤計器修繕に係る当初修繕工程表
等の承認及び監督　　　員の通知について（伺い）113

平成22年07月30日 起案
中川原終末処理場　汚泥ポンプ棟ポンプ吐出管修繕に係る契約の締結につ
いて(伺い)114

平成22年07月30日 起案
中川原終末処理場　管理棟空調設備配管修繕に係る完了検査の実施につ
いて(伺い)115

平成22年07月30日 起案
中川雨水ポンプ場　地下タンク配管修繕に係る完了検査の実施について(伺
い)116

平成22年08月02日 起案
中川終末処理場脱水機棟各動力制御盤計器修繕に係る完了検査報告並び
に検査完了の通知　　　について（伺い）117

平成22年08月02日 起案
中川原終末処理場　管理棟空調設備配管修繕に係る完了検査報告及び完
了検査通知書について(伺い)118

平成22年08月02日 起案
中川雨水ポンプ場　地下タンク配管修繕に係る完了検査報告及び完了検査
通知書について(伺い)119

平成22年08月02日 起案
中川原終末処理場　汚泥ポンプ棟ポンプ吐出管修繕に係る契約の締結につ
いて(供覧)120



索引目次

平成22年度 施設設備修繕（下水道事業会計） 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E20

平成22年08月02日 起案
下水道施設消防用設備修繕に係る契約の締結について(供覧)

121

平成22年08月03日 起案
下水道施設消防用設備修繕に係る当初修繕工程表届等の承認及び監督員
の通知について(伺い)122

平成22年08月03日 起案
中川原終末処理場　汚泥ポンプ棟ポンプ吐出管修繕に係る当初修繕工程
表届等の承認及び監督員の通知について(伺い)123

平成22年07月28日 起案
中川雨水ポンプ場　地下タンク配管修繕に係る書類の受理について(供覧)

124

平成22年06月15日 起案
西Ⅱ－３号幹線水門修繕に係る監督員の通知について（伺い）

125

平成22年05月11日 起案
中川雨水ポンプ場　地下タンク配管修繕の施工及び随意契約の実施につい
て(伺い)126

平成22年05月17日 起案
西Ⅱ－３号幹線水門修繕に係る見積の徴取について（伺い）

127

平成22年05月19日 起案
西Ⅱ－３号幹線水門修繕の実施について（伺い）

128

平成22年05月21日 起案
施設修繕の実施について（伺い）

129

平成22年05月25日 起案
中川雨水ポンプ場　地下タンク配管修繕に係る契約の締結について(伺い)

130

平成22年05月31日 起案
中川原終末処理場合流棟監視操作盤修繕に係る契約の締結について(伺
い)131

平成22年05月31日 起案
中川原終末処理場合流棟監視操作盤修繕　契約の締結結果について(報
告)132

平成22年06月01日 起案
工程表等の承認及び監督員の通知について(伺い)

133

平成22年10月22日 起案
アスベスト改修事業に係る計画の変更について（伺い）

134

平成22年06月03日 起案
中川雨水ポンプ場　地下タンク配管修繕に係る当初修繕工程表届等の承認
及び監督員の通知について(伺い)135

平成22年07月02日 起案
中川原終末処理場分流棟　洗浄機フロススプレー配管修繕に係る契約の締
結について(伺い)136

平成22年06月15日 起案
西Ⅱ－３号幹線水門修繕に係る着手届について（供覧）

137

平成22年06月11日 起案
西Ⅱ－３号幹線水門修繕の契約の締結について（伺い）

138

平成22年06月16日 起案
中川原終末処理場汚泥処理棟各動力制御盤計器修繕の施工及び随意契
約の実施について（伺い）139

平成22年06月16日 起案
中川原終末処理場合流棟監視操作盤修繕　完了の確認について(伺い)

140



索引目次

平成22年度 施設設備修繕（下水道事業会計） 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E20

平成22年06月16日 起案
中川原終末処理場合流棟監視操作盤修繕　完了検査通知書について(伺
い)141

平成22年06月16日 起案
西Ⅱ－３号幹線水門修繕に係る完了検査の実施について（伺い）

142

平成22年06月17日 起案
中川原終末処理場中央監視棟設備換気扇修繕の施工及び随意契約の実施
について（伺い）143

平成22年06月22日 起案
西Ⅱ－３号幹線水門修繕に係る完了検査報告及び検査完了通知について
（伺い）144

平成22年06月23日 起案
中川原終末処理場脱水機棟各動力制御盤計器修繕請負契約の締結につい
て（伺い）145

平成22年06月24日 起案
中川原終末処理場中央監視棟設備換気扇修繕請負契約の締結について
（伺い）146

平成22年06月28日 起案
中川原終末処理場脱水機棟各動力制御盤計器修繕請負契約の締結につい
て（供覧）147

平成22年06月28日 起案
中川原終末処理場中央監視棟設備換気扇修繕請負契約の締結について
（供覧）148

平成22年12月07日 起案
水中撹拌機修理に係る契約の締結について（伺い）

149

平成22年11月25日 起案
松園第二汚水中継ポンプ場外自家発電設備駆動機関修繕に係る契約締結
の結果について　　　　（供覧）150

平成22年11月10日 起案
西Ⅴ号幹線排水樋門外修繕の契約の締結について（供覧）

151

平成22年11月11日 起案
西Ⅴ号幹線排水樋門外修繕に係る当初工程表等の受理及び監督員の通知
について（伺い）152

平成22年11月12日 起案
上赤平汚水中継ポンプ場高圧気中開閉器等取替修繕に係る契約の締結に
ついて（伺い）153

平成22年11月16日 起案
上赤平汚水中継ポンプ場高圧気中開閉器等取替修繕に係る契約締結の結
果について（供覧）154

平成22年11月17日 起案
上赤平汚水中継ポンプ場高圧気中開閉器等取替修繕に係る電気I使用・変
更申し込みについて（伺い）155

平成22年11月19日 起案
中川原終末処理場詰所他屋上防水修繕に係る契約の締結について(伺い)

156

平成22年11月19日 起案
松園第二汚水中継ポンプ場外自家発電設備駆動機関修繕に係る契約の締
結について（伺い）157

平成22年11月19日 起案
中川雨水ポンプ場自家発電設備駆動機関修繕完了に係る検査について(伺
い)158

平成22年11月22日 起案
中川原終末処理場詰所他屋上防水修繕に係る当初修繕工程表届等の承認
及び監督員の通知について(伺い)159

平成22年11月10日 起案
中川雨水ポンプ場自家発電設備駆動機関修繕に係る修繕着手届等の承認
及び監督員の通知　　　について（伺い）160



索引目次

平成22年度 施設設備修繕（下水道事業会計） 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別
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第３種

分類記号

E20

平成22年11月25日 起案
中川原終末処理場最終沈殿池汚泥掻寄機№5，№7修繕に係る契約の締結
について(伺い)161

平成22年11月19日 起案
中川原終末処理場詰所他屋上防水修繕に係る契約の締結について(供覧)

162

平成22年11月25日 起案
中川原終末処理場最終沈殿池汚泥掻寄機№5，№7修繕に係る契約の締結
について(供覧)163

平成22年11月29日 起案
水中撹拌機修繕に係る参考見積の徴取について（伺い）

164

平成22年11月29日 起案
松園第二汚水中継ポンプ場外自家発電設備駆動機関修繕に係る修繕着手
届等の承認及び監　　　督員の通知について（伺い）165

平成22年11月29日 起案
中川原終末処理場最終沈殿池汚泥掻寄機№5，№7修繕に係る当初工事工
程表等の承認及び監督員の通知について(伺い)166

平成22年12月02日 起案
下水道施設LPガス設備修繕に係る参考見積の徴取について（伺い）

167

平成22年12月03日 起案
下水道ポンプ場施設機器修繕に係る参考見積の徴取について（伺い）

168

平成22年12月03日 起案
中川原終末処理場消化槽ボイラーバルブ他修繕に係る契約の締結につい
て(伺い)169

平成22年12月03日 起案
中川原終末処理場消化槽ボイラーバルブ他修繕に係る契約の締結につい
て(供覧)170

平成22年08月23日 起案
中川原終末処理場　汚泥ポンプ棟ポンプ吐出管修繕に係る完了検査報告
及び完了検査通知書について(伺い)171

平成22年06月02日 起案
中川雨水ポンプ場　地下タンク配管修繕に係る契約の締結について(供覧)

172

平成22年11月24日 起案
中川雨水ポンプ場自家発電設備駆動機関修繕に係る完了検査報告並びに
検査完了の通知に　　　ついて（伺い）173

平成22年09月08日 起案
下水道施設消防用設備修繕に係る完了検査報告及び完了検査通知書につ
いて(伺い)174

平成22年08月31日 起案
中川原終末処理場分流棟　洗浄機フロススプレー配管修繕に係る完了検査
の実施について(伺い)175

平成22年09月01日 起案
中川原終末処理場分流棟　洗浄機フロススプレー配管修繕に係る完了検査
報告及び完了検査通知書について(伺い)176

平成22年11月22日 起案
上赤平汚水中継ポンプ場高圧気中開閉器等取替修繕に係る当初修繕工程
表届等の承認及び　　　監督員の通知について(伺い)177

平成22年09月07日 起案
下水道施設消防用設備修繕に係る完了検査の実施について(伺い)

178

平成22年11月09日 起案
水中撹拌機修理に係る契約締結の結果について（供覧）

179

平成22年09月09日 起案
神子田雨水ポンプ場沈砂スクリーンかす掻揚機他修繕に係る契約の締結に
ついて(供覧)180



索引目次

平成22年度 施設設備修繕（下水道事業会計） 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E20

平成22年09月09日 起案
神子田雨水ポンプ場沈砂スクリーンかす掻揚機他修繕に係る契約の締結に
ついて(伺い)181

平成22年09月10日 起案
神子田雨水ポンプ場沈砂スクリーンかす掻揚機他修繕に係る当初修繕工程
表届等の承認及び監督員の通知について(伺い)182

平成22年10月01日 起案
神子田雨水ポンプ場沈砂スクリーンかす掻揚機他修繕に係る完了検査の実
施について(伺い)183

平成22年12月06日 起案
中川原終末処理場消化槽ボイラーバルブ他修繕に係る当初修繕工程表届
等の承認及び監督員の通知について(伺い)184

平成22年10月21日 起案
西Ⅴ号幹線排水樋門外修繕の実施について

185

平成22年10月26日 起案
マンホールポンプ施設修繕の実施について(伺い)

186

平成22年11月04日 起案
マンホールポンプ施設修繕に係る契約の締結について(伺い)

187

平成22年10月27日 起案
下道雨水ポンプ場№1沈砂掻揚機修繕に係る契約の締結について(伺い)

188

平成22年11月05日 起案
マンホールポンプ施設修繕に係る契約の締結について(供覧)

189

平成22年11月09日 起案
中川雨水ポンプ場自家発電設備駆動機関修繕に係る契約締結の結果につ
いて（供覧）190

平成22年11月05日 起案
中川雨水ポンプ場自家発電設備駆動機関修繕に係る契約の締結について
（伺い）191

平成22年11月04日 起案
中川原終末処理場旧脱水機棟№2汚泥投入ポンプ修繕に係る修繕着手届
等の承認及び監督　　　員の通知について（伺い）192

平成22年11月02日 起案
下道雨水ポンプ場№1沈砂掻揚機修繕に係る当初工事工程表届等の承認
及び監督員の通知について(伺い)193

平成22年11月02日 起案
中川原終末処理場旧脱水機棟№2汚泥投入ポンプ修繕に係る契約締結の
結果について（供覧）194

平成22年11月01日 起案
下道雨水ポンプ場№1沈砂掻揚機修繕に係る契約の締結について(供覧)

195

平成22年10月29日 起案
中川原終末処理場旧脱水機棟№2汚泥投入ポンプ修繕に係る契約の締結
について（伺い）196

平成22年11月05日 起案
西Ⅴ号幹線排水樋門外修繕の契約の締結について（伺い）

197



索引目次

平成22年度 施設設備修繕（農業特別会計） 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E20

平成23年02月21日 起案
農業集落排水圧送管修繕の請負契約の実施について（伺い）

1

平成22年10月21日 起案
施設修繕の実施について（伺い）

2

平成23年02月02日 起案
施設修繕の実施について（伺い）

3

平成22年11月02日 起案
施設修繕に係る契約の締結について（伺い）

4

平成22年09月15日 起案
農業集落排水マンホールポンプ修繕その３に係る完了検査報告及び検査完
了の通知について（伺い）5

平成22年09月13日 起案
農業集落排水マンホールポンプ修繕その３に係る完了検査の実施について
（伺い）6

平成22年11月04日 起案
修繕に係る契約の締結について（報告）

7

平成22年11月08日 起案
工程表等の承認及び監督員の通知について（伺い）

8

平成22年12月13日 起案
飯岡西浄化センターばっ気攪拌機軸受ほか修繕完了に係る検査について
(伺い)9

平成22年12月14日 起案
修繕請負契約に係る完了検査報告並びに検査結果通知について（伺い）

10

平成23年02月02日 起案
施設修繕の実施について（伺い）

11

平成23年02月10日 起案
太田地区農業集落排水処理施設汚泥引抜ポンプ修繕に係る契約の締結に
ついて(伺い)12

平成23年02月10日 起案
太田地区農業集落排水処理施設汚泥引抜ポンプ修繕に係る契約締結の結
果について(供覧)13

平成23年03月24日 起案
農業集落排水圧送管修繕に係る完了検査の実施について（伺い）

14

平成23年02月16日 起案
農業集落排水圧送管修繕の実施について（伺い）

15

平成23年02月21日 起案
農業集落排水圧送管修繕の契約の締結について（供覧）

16

平成23年03月15日 起案
太田地区農業集落排水処理施設汚泥引抜ポンプ修繕に係る完了検査の実
施について(伺い)17

平成23年03月15日 起案
太田地区農業集落排水処理施設汚泥引抜ポンプ修繕に係る完了検査報告
並びに検査完了の通知について（伺い）18

平成22年08月11日 起案
農業集落排水マンホールポンプ修繕の契約の締結について（供覧）

19

平成23年03月30日 起案
農業集落排水圧送管修繕に係る完了検査報告及び検査完了の通知につい
て（伺い）20



索引目次

平成22年度 施設設備修繕（農業特別会計） 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E20

平成22年09月01日 起案
農業集落排水マンホールポンプ修繕その３の契約の締結について（供覧）

21

平成23年02月14日 起案
太田地区農業集落排水処理施設汚泥引抜ポンプ修繕に係る工程表等の承
認及び監督員の通知について(伺い)22

平成22年04月01日 起案
飯岡西浄化センター流量調整槽№1ポンプ修繕の修繕請負契約に係る請書
の提出について(供覧)23

平成22年08月23日 起案
農業集落排水マンホールポンプ修繕に係る完了検査の実施について（伺
い）24

平成22年08月31日 起案
農業集落排水マンホールポンプ修繕その３の契約の締結について（伺い）

25

平成22年04月01日 起案
飯岡西浄化センター流量調整槽№1ポンプ修繕の修繕請負契約の締結につ
いて(伺い)26

平成22年04月19日 起案
飯岡西浄化センター流量調整槽№1ポンプ修繕に係る完了検査の実施につ
いて(伺い)27

平成22年04月20日 起案
飯岡西浄化センター流量調整槽№1ポンプ修繕に係る完了検査報告及び検
査完了の通知について(伺い)28

平成22年06月04日 起案
太田地区農業集落排水処理施設引込分電盤等修繕の施工及び随意契約の
実施について　　　　　（伺い）29

平成22年06月17日 起案
太田地区農業集落排水処理施設引込分電盤等修繕請負契約の締結につい
て（伺い）30

平成22年06月22日 起案
太田地区農業集落排水処理施設引込分電盤等修繕に係る修繕請負契約の
締結について　　　　　（供覧）31

平成22年06月28日 起案
太田地区農業集落排水処理施設引込分電盤等修繕に係る当初修繕工程表
等の承認及び監督　　　員の通知について（伺い）32

平成22年07月06日 起案
太田地区農業集落排水処理施設引込分電盤等修繕に係る作業予定等につ
いて（伺い）33

平成22年08月23日 起案
農業集落排水マンホールポンプ修繕その３の実施について（伺い）

34

平成22年07月29日 起案
太田地区農業集落排水処理施設引込分電盤等修繕に係る完了検査報告並
びに検査完了の通　　　知について（伺い）35

平成22年08月05日 起案
農業集落排水マンホールポンプ修繕の実施について（伺い）

36

平成22年08月05日 起案
農業集落排水マンホールポンプ修繕その２の実施について（伺い）

37

平成22年08月10日 起案
農業集落排水マンホールポンプ修繕の契約の締結について（伺い）

38

平成22年08月10日 起案
農業集落排水マンホールポンプ修繕その２の契約の締結について（伺い）

39

平成22年08月11日 起案
農業集落排水マンホールポンプ修繕その２の契約の締結について（供覧）

40



索引目次

平成22年度 施設設備修繕（農業特別会計） 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E20

平成22年08月23日 起案
農業集落排水マンホールポンプ修繕その２に係る完了検査の実施について
（伺い）41

平成22年08月26日 起案
農業集落排水マンホールポンプ修繕に係る完了検査報告及び検査完了の
通知について（伺い）42

平成22年08月26日 起案
農業集落排水マンホールポンプ修繕その２に係る完了検査報告及び検査完
了の通知について（伺い）43

平成22年07月23日 起案
太田地区農業集落排水処理施設引込分電盤等修繕に係る完了検査の実施
について（伺い）44



索引目次

平成22年度 施設設備修繕（下水道事業会計） 上下水道局/下水道施設管理課/施設

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

E20

平成23年03月01日 起案
　中川原終末処理場汚水ポンプ用制御ケーブル等修繕に係る契約締結の
結果について（供覧）1

平成23年03月02日 起案
　中川原終末処理場汚水ポンプ用制御ケーブル等修繕に係る工程表等の
承認及び監督員の通知について（伺い）2



索引目次

平成22年度 長期道路占用 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E33

平成23年03月09日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用許可申請の提出について（伺い）

1

平成23年03月14日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用許可について（供覧）

2

平成23年03月17日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用許可について（供覧）

3

平成23年03月17日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用許可について（供覧）

4

平成23年03月24日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用許可申請の提出について（伺い）

5

平成23年03月31日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用許可について（供覧）

6

平成23年02月24日 起案
下水道物件設置(本宮字野古78番1地先)に伴う道路占用申請書の提出につ
いて（伺い）7

平成23年03月31日 起案
下水道物件設置(前九年三丁目24番地先)に伴う道路占用申請書の提出に
ついて（伺い）8

平成23年03月29日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用許可申請の提出について（伺い）

9

平成23年03月09日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用許可申請の提出について（伺い）

10

平成23年03月08日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用許可について（供覧）

11

平成23年02月07日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用許可申請の提出について（伺い）

12

平成23年02月24日 起案
下水道物件設置(太田地区区画整理事業区域90街区5地先)に伴う道路占用
申請書の提出について（伺い）13

平成23年02月24日 起案
下水道物件設置(上田三丁目220番1地先)に伴う道路占用申請書の提出に
ついて（伺い）14

平成23年02月16日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用許可について（供覧）

15

平成23年04月05日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用許可について（供覧）

16

平成23年06月28日 起案
下水道物件設置(本宮字野古78番1地先)に伴う，道路占用工事完成届の提
出について（伺い）17

平成23年03月02日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用許可について(伺い)

18

平成23年05月16日 起案
下水道物件設置(手代森9地割60番1地先)に伴う道路占用工事完成届の提
出について（伺い）19

平成23年02月04日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用許可について（供覧）

20



索引目次

平成22年度 長期道路占用 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E33

平成23年08月22日 起案
下水道物件設置に伴う，道路占用工事完成届の提出について（伺い）

21

平成23年08月08日 起案
下水道物件設置(前九年三丁目24番地先)に伴う，道路占用工事完成届の提
出について（伺い）22

平成23年07月19日 起案
下水道物件設置(みたけ四丁目117番１地先)に伴う道路占用工事完成届の
提出について（伺い）23

平成23年07月07日 起案
下水道物件設置に伴う，道路占用変更許可について（供覧）

24

平成23年06月30日 起案
下水道物件設置(三本柳４地割地内)に伴う道路占用工事完成届の提出につ
いて（伺い）25

平成23年06月30日 起案
下水道物件設置(太田地区区画整理事業区域90街区5地先)に伴う道路占用
変更申請書の提出について（伺い）26

平成23年06月20日 起案
下水道物件設置（東中野町４番７地先）に伴う道路占用許可申請書（変更）の
提出について（伺い）27

平成23年06月01日 起案
下水道物件設置(西見前19地割地先)に伴う道路占用工事完成届の提出に
ついて（伺い）28

平成23年04月06日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用変更申請書の提出について（伺い）

29

平成23年05月13日 起案
下水道物件設置(西仙北二丁目17番３地先)に伴う道路占用工事完成届の提
出について（伺い）30

平成23年04月28日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用工事完成届の提出について（伺い）

31

平成23年04月25日 起案
下水道物件設置に伴う，道路占用工事完成届の提出について（伺い）

32

平成22年07月15日 収受
下水道物件設置に伴う道路占用許可について（供覧）

33

平成23年04月12日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用変更許可について（供覧）

34

平成23年04月12日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用変更許可について（供覧）

35

平成23年04月06日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用変更申請書の提出について（伺い）

36

平成23年06月24日 起案
下水道物件設置(東中野町４番７地先)に伴う道路占用工事完成届の提出に
ついて（伺い）37

平成22年07月07日 収受
下水道施設物件設置に伴う道路占用許可について(供覧)

38

平成22年08月25日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用許可について(供覧)

39

平成22年08月25日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用申請書の提出について(伺い)

40



索引目次

平成22年度 長期道路占用 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E33

平成22年08月23日 起案
道路占用工事完成届の提出について（伺い）

41

平成22年07月23日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用許可について(供覧)

42

平成22年08月19日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用申請書の提出について（伺い）

43

平成22年07月15日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用申請書の提出について(伺い)

44

平成22年08月26日 起案
下水道物件設置に伴う，道路占用工事完成届の提出について（伺い）

45

平成22年07月08日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用申請書の提出について(伺い)

46

平成22年06月23日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用申請書の提出について（伺い）

47

平成22年07月02日 収受
下水道施設物件設置に伴う道路占用許可について(供覧)

48

平成22年06月29日 収受
下水道物件設置に伴う道路占用許可について（供覧）

49

平成22年06月29日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用申請書の提出について(伺い)

50

平成22年06月28日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用申請書の提出について（伺い）

51

平成22年06月21日 収受
道路占用協議について（回答）

52

平成22年04月12日 収受
盛岡市道(下太田88号線外2路線)占用の同意について(供覧)

53

平成23年01月27日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用許可申請の提出について（伺い）

54

平成22年07月14日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用工事完成届の提出について（伺い）

55

平成22年12月13日 起案
下水道物件設置に伴う，道路占用工事完成届の提出について（伺い）

56

平成22年05月31日 起案
道路占用変更協議書の提出について（伺い）

57

平成22年08月31日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用許可について（供覧）

58

平成23年01月18日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用申請書の提出について（伺い）

59

平成23年01月24日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用許可について（供覧）

60



索引目次

平成22年度 長期道路占用 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E33

平成22年12月13日 起案
下水道施設物件設置に伴う，道路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
下水道施設物件設置に伴う占用工事完成届の提出について（伺い）

62

平成22年12月07日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用許可について（供覧）

63

平成22年12月01日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用申請書の提出について（伺い）

64

平成22年10月05日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用許可について（供覧）

65

平成22年09月30日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用申請書の提出について（伺い）

66

平成22年09月27日 起案
下水道物件設置に伴う，道路占用工事完成届の提出について（伺い）

67

平成22年09月14日 起案
農業集落排水施設物件設置に伴う道路占用許可について（供覧）

68

平成22年09月10日 起案
農業集落排水施設物件設置に伴う道路占用許可について（供覧）

69

平成22年09月09日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用許可について（供覧）

70

平成22年10月29日 起案
道路占用工事完成届の提出について（伺い）

71

平成22年09月01日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用申請書の提出について（伺い）

72

平成22年12月27日 起案
下水道物件設置に伴う道路占用工事完成届の提出について（伺い）

73

平成22年09月02日 起案
道路占用工事の廃止について（伺い)

74



索引目次

平成22年度 長期道路占用（農業集落排水） 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E33

平成22年12月14日 起案
　農業集落排水事業物件設置に伴う，道路占用工事完成届の提出について
(伺い)1

平成22年08月26日 起案
農業集落排水事業物件設置に伴う，道路占用工事完成届の提出について
(伺い)2

平成22年08月31日 起案
農業集落排水施設物件設置に伴う道路占用許可申請書の提出について（伺
い）3

平成22年09月06日 起案
業集落排水施設物件設置に伴う道路占用許可申請書の提出について（伺
い）4

平成22年09月06日 起案
農業集落排水施設物件設置に伴う道路占用許可について（供覧）

5

平成22年09月10日 起案
農業集落排水施設物件設置に伴う道路占用許可申請書の提出について（伺
い）6

平成22年10月15日 起案
農業集落排水事業物件設置に伴う，道路占用工事完成届の提出について
(伺い)7

平成22年11月11日 起案
農業集落排水物件設置に伴う道路占用許可について（供覧）

8

平成23年01月07日 起案
農業集落排水事業物件設置に伴う，道路占用工事完成届の提出について
（伺い）9

平成22年08月09日 起案
道路占用(辻屋敷線)工事完成届の提出について(伺い)

10

平成22年04月12日 収受
盛岡市道(上太田上鹿妻1号線)占用許可について（供覧）

11

平成22年11月02日 起案
農業集落排水施設物件設置に伴う道路占用許可申請書の提出について（伺
い）12

平成22年04月07日 起案
道路占用許可申請書の提出について（伺い）

13

平成22年04月14日 収受
盛岡市道(乙町線)占用許可について(供覧)

14

平成22年04月06日 起案
道路占用許可申請書の提出について（伺い）

15

平成22年06月29日 収受
農業集落排水物件設置に伴う道路占用許可について(供覧)

16

平成22年04月08日 起案
道路占用許可申請書の提出について（伺い）

17

平成22年04月12日 収受
盛岡市道(山中2号線)占用許可について（供覧）

18

平成22年04月14日 収受
盛岡市道(辻屋敷線)占用許可について(供覧)

19

平成22年04月23日 起案
道路占用(上太田上鹿妻1号線)工事完成届の提出について（伺い）

20



索引目次

平成22年度 長期道路占用（農業集落排水） 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E33

平成22年05月07日 起案
道路占用(山中２号線)工事完成届の提出について（伺い）

21

平成22年06月02日 起案
道路占用（乙町線）工事完成届の提出について(伺い)

22

平成22年06月23日 起案
農業集落排水物件設置に伴う，道路占用許可申請について(伺い)

23

平成22年04月05日 起案
長期道路占用（農業集落排水物件設置）許可申請について（伺い）

24



索引目次

平成22年度 国県道占用許可申請 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E33

平成22年10月15日 起案
農業集落排水施設物件設置に伴う県道占用許可の供覧及び工事着手届の
提出について（伺い）1

平成22年05月14日 起案
公共下水道施設物件設置に伴う県道占用許可の供覧及び工事着手届の提
出について（伺い）2

平成23年04月11日 起案
国県道占用許可について（供覧）

3

平成23年03月10日 起案
県管理道路占用廃止届の提出について(伺い）

4

平成23年02月25日 起案
国県道占用更新申請について（伺い）

5

平成22年12月22日 起案
農業集落排水事業物件設置に伴う，県道占用工事完成届の提出について
(伺い)6

平成22年12月14日 起案
農業集落排水事業物件設置に伴う，県道占用工事完成届の提出について
(伺い)7

平成22年10月07日 起案
公共下水道物件設置に伴う，県道占用工事完成届の提出について(伺い)

8

平成22年09月15日 起案
農業集落排水施設物件設置に伴う県道占用許可の供覧及び工事着手届の
提出について（伺い）9

平成22年09月15日 起案
農業集落排水施設物件設置に伴う県道占用許可の供覧及び工事着手届の
提出について（伺い）10

平成22年09月10日 起案
県道の道路占用申請書の提出について（伺い）

11

平成22年09月06日 起案
県道の道路占用申請書の提出について（伺い）

12

平成22年10月08日 起案
農業集落排水施設物件設置に伴う県道の道路占用申請書の提出について
（伺い）13



索引目次

平成22年度 河川占用許可申請 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E42

平成23年04月04日 起案
3月分中川原終末処理場排水量及び水質測定表の提出について（伺い）

1

平成22年11月29日 起案
河川占用許可(更新)申請書の提出について(伺い)

2

平成22年12月06日 起案
11月分中川原終末処理場排水量及び水質測定表の提出について（伺い）

3

平成23年01月05日 起案
12月分中川原終末処理場排水量及び水質測定表の提出について（伺い）

4

平成23年02月03日 起案
1月分中川原終末処理場排水量及び水質測定表の提出について（伺い）

5

平成23年02月16日 起案
河川占用図面作成に係る，河川計画諸元の照会について(伺い)

6

平成22年11月05日 起案
10月分中川原終末処理場排水量及び水質測定表の提出について（伺い）

7

平成23年03月03日 起案
2月分中川原終末処理場排水量及び水質測定表の提出について（伺い）

8

平成22年12月16日 起案
河川占用許可（更新）申請書の提出について（伺い）

9

平成23年02月23日 起案
河川占用更新許可について（供覧）

10

平成22年08月03日 起案
7月分中川原終末処理場排水量及び水質測定表の提出について（伺い）

11

平成23年01月08日 起案
河川占用更新許可について（供覧）

12

平成22年10月01日 起案
9月分中川原終末処理場排水量及び水質測定表の提出について（伺い）

13

平成22年05月10日 起案
4月分中川原終末処理場排水量及び水質測定表の提出について（伺い）

14

平成22年07月02日 起案
6月分中川原終末処理場排水量及び水質測定表の提出について（伺い）

15

平成22年04月01日 起案
中川原終末処理場排水量及び水質側定表の提出について

16

平成22年08月11日 起案
河川占用更新許可について（供覧）

17

平成22年09月02日 起案
河川占用許可(更新)申請書の提出について(伺い)

18

平成22年09月06日 起案
8月分中川原終末処理場排水量及び水質測定表の提出について（伺い）

19

平成22年09月30日 起案
河川占用更新許可について（供覧）

20



索引目次

平成22年度 河川占用許可申請 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E42

平成22年06月01日 起案
5月分中川原終末処理場排水量及び水質測定表の提出について（伺い）

21



索引目次

平成22年度 下水道施設関係業務委託 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成23年01月26日 起案
平成23年度建物清掃業務委託の実施及び契約依頼について（伺い）

1

平成23年01月04日 起案
平成22年度建物清掃業務委託（中川原終末処理場）における12月分業務の
検査について2

平成23年01月28日 起案
松園第一分区浸入水止水補修(その２)業務委託に係る契約の締結について
(伺い)3

平成23年01月24日 起案
２月分の清掃作業計画書及び定期清掃について

4

平成23年01月19日 起案
松園第一分区浸入水止水補修（その２）業務委託の実施について(伺い)

5

平成23年01月04日 起案
平成22年度建物清掃業務委託（中川原終末処理場）の業務完了検査通知
書（12月分）について（伺い）6

平成22年12月24日 起案
業務委託の当初工程表等の受理及び監督員の通知について（伺い）

7

平成22年12月24日 起案
１月分の清掃作業計画書及び定期清掃について

8

平成22年12月22日 起案
岩手県管理国道・県道占用図面等作成業務委託の契約締結について(供覧)

9

平成22年12月21日 起案
岩手県管理国道・県道占用図面等作成業務委託契約の締結について（伺
い）10

平成22年12月13日 起案
岩手県管理国道及び県道占用図面等作成業務委託の実施について（伺い）

11

平成23年01月31日 起案
松園第一分区浸入水止水補修(その２)業務委託に係る契約の締結について
(供覧)12

平成22年05月10日 起案
平成22年度建物清掃業務委託（中川原終末処理場）の業務完了検査通知
書（4月分）について（伺い）13

平成22年12月01日 起案
平成22年度建物清掃業務委託（中川原終末処理場）の業務完了検査通知
書（11月分）について（伺い）14

平成23年02月01日 起案
松園第一分区浸入水止水補修(その２)業務委託に係る当初工程表等の受理
及び監督職員の通知について(伺い)15

平成23年02月01日 起案
平成22年度建物清掃業務委託（中川原終末処理場）における１月分業務の
検査について16

平成23年02月01日 起案
平成22年度建物清掃業務委託（中川原終末処理場）の業務完了検査通知
書（1月分）について（伺い）17

平成23年02月24日 起案
３月分の清掃作業計画書及び定期清掃について

18

平成23年03月01日 起案
平成22年度建物清掃業務委託（中川原終末処理場）における２月分業務の
検査について19

平成23年03月01日 起案
平成22年度建物清掃業務委託（中川原終末処理場）の業務完了検査通知
書（２月分）について（伺い）20



索引目次

平成22年度 下水道施設関係業務委託 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成23年03月14日 起案
松園第一分区浸入水止水補修業務委託に係る完了検査の実施について(伺
い)21

平成23年03月14日 起案
松園第一分区浸入水止水補修(その２)業務委託に係る完了検査の実施につ
いて(伺い)22

平成23年03月15日 起案
岩手県管理国道・県道占用図面等作成業務委託の完了検査の実施につい
て(伺い)23

平成23年03月23日 起案
岩手県管理国道・県道占用図面等作成業務委託の完了検査完了の通知に
ついて(伺い)24

平成23年03月23日 起案
松園第一分区浸入水止水補修業務委託に係る完了検査の完了について(伺
い)25

平成23年03月23日 起案
松園第一分区浸入水止水補修(その２)業務委託に係る完了検査の完了につ
いて(伺い)26

平成23年03月31日 起案
平成22年度建物清掃業務委託（中川原終末処理場）の業務完了検査通知
書（３月分）について（伺い）27

平成22年12月01日 起案
平成22年度建物清掃業務委託（中川原終末処理場）における11月分業務の
検査について28

平成23年03月31日 起案
平成22年度建物清掃業務委託（中川原終末処理場）における３月分業務の
検査について29

平成22年07月01日 起案
平成22年度建物清掃業務委託（中川原終末処理場）の業務完了検査通知
書（６月分）について（伺い）30

平成22年12月01日 起案
松園第一分区浸入水止水補修業務委託に係る当初工程表等の受理及び監
督職員の通知について(伺い)31

平成22年04月01日 起案
清掃責任者の選任及び業務従事者の届出について

32

平成22年04月01日 起案
年間の清掃計画書及び４月分の作業計画書の提出について

33

平成22年04月30日 起案
５月分の清掃作業計画書及び定期清掃について

34

平成22年05月10日 起案
平成22年度建物清掃業務委託（中川原終末処理場）における４月分業務の
検査について35

平成22年04月01日 起案
平成22年度建物清掃業務委託（中川原終末処理場）契約の締結について

36

平成22年05月31日 起案
平成22年度建物清掃業務委託（中川原終末処理場）における５月分業務の
検査について37

平成22年06月01日 起案
平成22年度建物清掃業務委託（中川原終末処理場）の業務完了検査通知
書（５月分）について（伺い）38

平成22年05月24日 起案
６月分の清掃作業計画書及び定期清掃について

39

平成22年06月30日 起案
平成22年度建物清掃業務委託（中川原終末処理場）における６月分業務の
検査について40



索引目次

平成22年度 下水道施設関係業務委託 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成22年07月30日 起案
８月分の清掃作業計画書及び定期清掃について

41

平成22年08月02日 起案
平成22年度建物清掃業務委託（中川原終末処理場）の業務完了検査通知
書（７月分）について（伺い）42

平成22年08月02日 起案
平成22年度建物清掃業務委託（中川原終末処理場）における７月分業務の
検査について43

平成22年11月16日 起案
松園第一分区浸入水止水補修業務委託の実施について(伺い)

44

平成22年11月30日 起案
松園第一分区浸入水止水補修業務委託に係る契約の締結について(供覧)

45

平成22年11月29日 起案
松園第一分区浸入水止水補修業務委託に係る契約の締結について(伺い)

46

平成22年06月23日 起案
７月分の清掃作業計画書及び定期清掃について

47

平成22年11月25日 起案
12月分の清掃作業計画書及び定期清掃について

48

平成22年08月24日 起案
北地区下水管渠洗浄清掃業務委託の実施について（伺い）

49

平成22年11月01日 起案
平成22年度建物清掃業務委託（中川原終末処理場）の業務完了検査通知
書（10月分）について（伺い）50

平成22年11月01日 起案
平成22年度建物清掃業務委託（中川原終末処理場）における10月分業務の
検査について51

平成22年10月01日 起案
平成22年度建物清掃業務委託（中川原終末処理場）の業務完了検査通知
書（９月分）について（伺い）52

平成22年10月01日 起案
平成22年度建物清掃業務委託（中川原終末処理場）における９月分業務の
検査について53

平成22年09月27日 起案
10月分の清掃作業計画書及び定期清掃について

54

平成22年08月31日 起案
９月分の清掃作業計画書及び定期清掃について

55

平成22年09月01日 起案
平成22年度建物清掃業務委託（中川原終末処理場）の業務完了検査通知
書（８月分）について（伺い）56

平成22年09月01日 起案
平成22年度建物清掃業務委託（中川原終末処理場）における８月分業務の
検査について57

平成22年10月25日 起案
11月分の清掃作業計画書及び定期清掃について

58



索引目次

平成22年度 下水道施設関係業務委託（P-bﾌﾘｭｰﾑ 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成22年04月01日 起案
業務委託契約の締結について(伺い)

1

平成23年03月31日 起案
業務委託に係る完了検査報告並びに検査結果通知について（伺い）

2

平成23年03月31日 起案
Ｐ－Ｂフリューム式流量計保守点検業務委託の完了検査の実施について(伺
い)3

平成23年03月09日 起案
Ｐ－Ｂフリューム式流量計保守点検業務委託　定期点検結果について(報告)

4

平成22年10月22日 起案
P-Bフリューム式流量計保守点検業務委託　定期点検結果について(報告)

5

平成22年04月01日 起案
工程表等の承認及び監督員の通知について(伺い)

6

平成22年04月01日 起案
契約の締結結果について(報告)

7



索引目次

平成22年度 下水道施設関係業務委託（オイルマット 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成22年10月15日 起案
オイル吸着マット処理業務委託の完成について（伺い）

1

平成22年10月12日 起案
オイル吸着マット処理業務委託の完了検査の実施について（伺い）

2

平成22年09月09日 起案
オイル吸着マット処理業務委託の締結について（伺い）

3

平成22年09月02日 起案
オイル吸着マット処理業務委託の実施について（伺い）

4

平成22年09月10日 起案
オイル吸着マット処理業務委託の受理及び監督員通知について（伺い）

5

平成22年09月09日 起案
オイル吸着マット処理業務委託契約締結について（供覧）

6



索引目次

平成22年度 下水道施設関係業務委託（マンホール 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成22年04月01日 起案
マンホールポンプ維持点検業務委託に係る契約の締結について(伺い)

1

平成22年04月01日 起案
マンホールポンプ維持点検業務委託に係る契約の締結について(供覧)

2

平成22年04月01日 起案
マンホールポンプ維持点検業務委託に係る当初工程表等の受理及び監督
職員の通知について(伺い)3

平成23年03月17日 起案
マンホールポンプ維持点検業務委託に係る完了検査の実施について(伺い)

4

平成23年03月23日 起案
マンホールポンプ維持点検業務委託に係る完了検査の完了について(伺い)

5



索引目次

平成22年度 下水道施設関係業務委託（ポンプ場テ 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成23年01月29日 起案
　工程表等の承認及び監督員の通知について(伺い)

1

平成23年03月18日 起案
ポンプ場テレメータ装置保守点検業務委託の完了検査の実施について(伺
い)2

平成23年01月28日 起案
契約の締結結果について(報告)

3

平成23年01月28日 起案
業務委託契約の締結について(伺い)

4

平成23年03月18日 起案
業務委託に係る完了検査報告並びに検査結果通知について（伺い）

5



索引目次

平成22年度 下水道施設関係業務委託（下水道施設上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成23年03月31日 起案
業務委託に係る完了検査報告並びに検査結果通知について（伺い）

1

平成22年04月01日 起案
業務委託契約の締結について(伺い)

2

平成22年04月01日 起案
契約の締結結果について(伺い)

3

平成22年04月01日 起案
工程表等の承認及び監督員の通知について(伺い)

4

平成23年03月31日 起案
下水道施設枕砂・し渣収集、運搬及び処分業務委託の完了検査の実施につ
いて(伺い)5



索引目次

平成22年度 下水道施設関係業務委託（下水道終末上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成22年12月02日 起案
「下水道終末処理施設に係るばい煙分析業務委託」の計量結果について
（11月分）（供覧）1

平成23年03月02日 起案
「下水道終末処理施設に係るばい煙分析業務委託」の完了検査の実施につ
いて（伺い）2

平成23年03月03日 起案
「下水道終末処理施設に係るばい煙分析業務委託」の完了検査報告並びに
検査結果通知書の通知について（報告・伺い）3

平成23年02月25日 起案
「下水道終末処理施設に係るばい煙分析業務委託」の計量結果について（2
月分）（供覧）4

平成22年09月01日 起案
「下水道終末処理施設に係るばい煙分析業務委託」の計量結果について（8
月分）（供覧）5

平成22年05月27日 起案
「下水道終末処理施設に係るばい煙分析業務委託」の計量結果について（5
月分）（供覧）6

平成22年04月20日 起案
「下水道終末処理施設に係るばい煙分析業務委託」の契約締結について
（供覧）7

平成22年04月07日 起案
「下水道終末処理施設に係るばい煙分析業務委託」の実施について（伺い）

8

平成22年04月19日 起案
「下水道終末処理施設に係るばい煙分析業務委託」の契約締結について
（伺い）9



索引目次

平成22年度 下水道施設関係業務委託（手代森汚水上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成22年04月01日 起案
工程表等の承認及び監督員の通知について（伺い）

1

平成23年03月01日 起案
手代森汚水処理施設維持管理業務委託（２月分）業務完了検査及び検査結
果通知について　　　（伺い）2

平成23年02月03日 起案
手代森汚水処理施設維持管理業務委託（１月分）業務完了検査及び検査結
果通知について　　　（伺い）3

平成23年01月06日 起案
手代森汚水処理施設維持管理業務委託（12月分）業務完了検査及び検査
結果通知について　　　（伺い）4

平成22年08月05日 起案
手代森汚水処理施設維持管理業務委託（7月分）業務完了検査及び検査結
果通知について　　　（伺い）5

平成22年12月02日 起案
手代森汚水処理施設維持管理業務委託（11月分）業務完了検査及び検査
結果通知について　　　（伺い）6

平成23年03月31日 起案
手代森汚水処理施設維持管理業務委託（３月分）業務完了検査及び検査結
果通知について　　　（伺い）7

平成22年11月05日 起案
手代森汚水処理施設維持管理業務委託（10月分）業務完了検査及び検査
結果通知について　　　（伺い）8

平成22年10月06日 起案
手代森汚水処理施設維持管理業務委託（9月分）業務完了検査及び検査結
果通知について　　　（伺い）9

平成22年09月08日 起案
手代森汚水処理施設維持管理業務委託（8月分）業務完了検査及び検査結
果通知について　　　（伺い）10

平成22年04月01日 起案
契約の締結結果について（報告）

11

平成22年07月07日 起案
手代森汚水処理施設維持管理業務委託（6月分）業務完了検査及び検査結
果通知について　　　（伺い）12

平成22年04月01日 起案
業務委託契約の締結について（伺い）

13

平成22年04月01日 起案
平成22年度汚泥引抜計画書の受理について（供覧)

14

平成22年04月01日 起案
手代森汚水処理施設維持管理業務委託料の支出について（伺い）

15

平成22年04月07日 収受
下請届けの受理について（供覧）

16

平成22年05月07日 起案
業務完了の確認について

17

平成22年05月10日 起案
手代森汚水処理施設維持管理業務委託（4月分）業務完了検査及び検査結
果通知について　　　（伺い）18

平成22年06月10日 起案
手代森汚水処理施設維持管理業務委託（5月分）業務完了検査及び検査結
果通知について　　　（伺い）19

平成22年04月05日 起案
業務委託に係る下請け承認願いについて（伺い）

20



索引目次

平成22年度 下水道施設関係業務委託（手代森汚水上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成22年11月02日 起案
手代森汚水処理施設電気設備点検業務完了届（10月分）について（供覧）

1

平成22年08月03日 起案
手代森汚水処理施設電気設備点検業務完了届（7月分）について（供覧）

2

平成23年03月02日 起案
手代森汚水処理施設電気設備点検業務完了届（２月分）について（供覧）

3

平成23年02月03日 起案
手代森汚水処理施設電気設備点検業務完了届（１月分）について（供覧）

4

平成22年12月01日 起案
手代森汚水処理施設電気設備点検業務完了届（11月分）について（供覧）

5

平成22年10月04日 起案
手代森汚水処理施設電気設備点検業務完了届（9月分）について（供覧）

6

平成22年09月03日 起案
手代森汚水処理施設電気設備点検業務完了届（8月分）について（供覧）

7

平成22年04月01日 起案
電気設備月次点検について（供覧）

8

平成23年01月05日 起案
手代森汚水処理施設電気設備点検業務完了届（12月分）について（供覧）

9

平成22年07月01日 起案
手代森汚水処理施設電気設備点検業務完了届（6月分）について（供覧）

10

平成22年04月01日 起案
業務委託契約の締結について

11

平成22年04月01日 起案
契約の締結結果について（報告)

12

平成22年04月01日 起案
工程表等の承認及び監督員の通知について（伺い）

13

平成22年05月13日 起案
電気設備点検（4月分）業務完了届について（供覧）

14

平成22年06月02日 起案
手代森汚水処理施設電気設備点検（5月分）業務完了届について（供覧）

15



索引目次

平成22年度 下水道施設関係業務委託(終末処理施 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成23年01月17日 起案
特定事業場下水排除基準超過に係る追加調査の実施について（伺い）

1

平成23年03月03日 起案
「下水道終末処理施設等に係る汚水・汚泥分析業務委託その３」の完了検査
報告並びに検査結果通知書の通知について（報告・伺い）2

平成22年12月07日 起案
「下水道終末処理施設等に係る汚水・汚泥分析業務委託その３」の結果につ
いて（供覧）3

平成23年02月23日 起案
手代森汚水処理場流入水水質について（報告）

4

平成23年02月02日 起案
特定事業場下水排除基準超過に係る水質改善報告書の受理について-1
（報告）5

平成23年02月09日 起案
特定事業場下水排除基準超過に係る水質改善報告書の受理について-2
（報告）6

平成23年02月18日 起案
特定事業場下水排除基準超過に係る追加調査の結果について（供覧）

7

平成23年02月22日 起案
「下水道終末処理施設等に係る汚水・汚泥分析業務委託（2月分）」の結果に
ついて（供覧）8

平成23年01月24日 起案
「下水道終末処理施設等に係る汚水・汚泥分析業務委託（12月分）」の結果
について（供覧）9

平成23年02月24日 起案
特定事業場下水排除基準超過に係る水質改善報告書の受理について-4
（報告）10

平成23年03月02日 起案
「下水道終末処理施設等に係る汚水・汚泥分析業務委託その２」の完了検査
の実施について（伺い）11

平成23年03月03日 起案
「下水道終末処理施設等に係る汚水・汚泥分析業務委託その２」の完了検査
報告並びに検査結果通知書の通知について（報告・伺い）12

平成23年03月18日 起案
「下水道終末処理施設等に係る汚水・汚泥分析業務委託（3月分）」の結果に
ついて（供覧）13

平成23年03月22日 起案
「下水道終末処理施設等に係る汚水・汚泥分析業務委託」の完了検査の実
施について（伺い）14

平成23年03月22日 起案
「下水道終末処理施設等に係る汚水・汚泥分析業務委託」の完了検査報告
並びに検査結果通知書の通知について（報告・伺い）15

平成22年11月30日 起案
「下水道終末処理施設等に係る汚水・汚泥分析業務委託（11月分）」の結果
について（供覧）16

平成23年02月04日 起案
「下水道終末処理施設等に係る汚水・汚泥分析業務委託（1月分）」の結果に
ついて（供覧）17

平成23年03月02日 起案
「下水道終末処理施設等に係る汚水・汚泥分析業務委託その３」の完了検査
の実施について（伺い）18

平成22年06月14日 起案
「下水道終末処理施設等に係る汚水・汚泥分析業務委託（5月分）」の結果に
ついて（供覧）19

平成22年04月19日 起案
「下水道終末処理施設等に係る汚水・汚泥分析業務委託」の契約締結につ
いて（伺い）20



索引目次

平成22年度 下水道施設関係業務委託(終末処理施 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成22年04月20日 起案
「下水道終末処理施設等に係る汚水・汚泥分析業務委託」の契約締結につ
いて（供覧）21

平成22年04月28日 起案
「下水道終末処理施設等に係る汚水・汚泥分析業務委託その３」の実施につ
いて（伺い）22

平成22年05月11日 起案
「下水道終末処理施設等に係る汚水・汚泥分析業務委託その３」の契約締結
について（伺い）23

平成22年05月13日 起案
「下水道終末処理施設等に係る汚水・汚泥分析業務委託その３」の契約締結
について（供覧）24

平成22年11月01日 起案
「下水道終末処理施設等に係る汚水・汚泥分析業務委託（10月分）」の結果
について（供覧）25

平成22年06月09日 起案
「下水道終末処理施設等に係る汚水・汚泥分析業務委託その3（5月分）」の
結果について　　　（供覧）26

平成22年06月28日 起案
「下水道終末処理施設等に係る汚水・汚泥分析業務委託（6月分）」の結果に
ついて（供覧）27

平成22年07月20日 起案
「下水道終末処理施設等に係る汚水・汚泥分析業務委託（7月分）」の結果に
ついて（供覧）28

平成22年08月26日 起案
「下水道終末処理施設等に係る汚水・汚泥分析業務委託（8月分）」の結果に
ついて（供覧）29

平成22年05月25日 起案
「下水道終末処理施設等に係る汚水・汚泥分析業務委託（4月分）」の結果に
ついて（供覧）30

平成22年09月29日 起案
「下水道終末処理施設等に係る汚水・汚泥分析業務委託（9月分）」の結果に
ついて（供覧）31

平成22年07月29日 起案
「下水道終末処理施設等に係る汚水・汚泥分析業務委託その2」の実施につ
いて（伺い）32

平成22年08月10日 起案
「下水道終末処理施設等に係る汚水・汚泥分析業務委託その2」の契約締結
について（供覧）33

平成22年08月09日 起案
「下水道終末処理施設等に係る汚水・汚泥分析業務委託その2」の契約締結
について（伺い）34

平成22年04月07日 起案
「下水道終末処理施設等に係る汚水・汚泥分析業務委託」の実施について
（伺い）35

平成22年08月05日 起案
「下水道終末処理施設等に係る汚水・汚泥分析業務委託その2」の立入通知
について（伺い）36

平成23年02月16日 起案
特定事業場下水排除基準超過に係る水質改善報告書の受理について-3
（報告）37

平成22年10月19日 起案
「下水道終末処理施設等に係る汚水・汚泥分析業務委託その2」に係る特定
事業場等の下水水質検査結果報告並びに通知について（報告・伺い）38



索引目次

平成22年度 下水道施設関係業務委託(終末処理場 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成23年01月12日 起案
中川原終末処理場使用済脱硫剤収集，運搬及び処分業務委託に係る契約
の締結について(伺い)1

平成23年01月17日 起案
中川原終末処理場使用済脱硫剤収集，運搬及び処分業務委託に係る契約
の締結について(供覧)2

平成23年01月18日 起案
中川原終末処理場使用済脱硫剤収集，運搬及び処分業務委託に係る当初
業務工程表届等の承認及び監督員の通知について(伺い)3

平成23年02月15日 起案
中川原終末処理場使用済脱硫剤収集，運搬及び処分業務委託に係る完了
検査の実施について(伺い)4

平成23年02月16日 起案
中川原終末処理場使用済脱硫剤収集，運搬及び処分業務委託に係る完了
検査報告並びに検査結果の通知について(伺い)5



索引目次

平成22年度 下水道施設関係業務委託（場内草刈整上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成22年09月28日 起案
平成22年度中川原終末処理場外場内草刈業務委託の完成検査の実施につ
いて（伺い）1

平成22年09月28日 起案
平成22年度中川原終末処理場外場内草刈業務委託に係る完了検査報告並
びに検査完了の通　　　知について（伺い）2

平成22年08月18日 起案
平成22年度中川原終末処理場外場内草刈整備業務委託に係る契約の締結
結果について　　　　　（供覧)3

平成22年08月12日 起案
平成22年度中川原終末処理場外場内草刈整備業務委託に係る契約の締結
について（伺い）4

平成22年08月19日 起案
平成22年度中川原終末処理場外場内草刈整備業務委託に係る工程表等の
承認及び監督員の　　　通知について（伺い）5



索引目次

平成22年度 下水道施設関係業務委託（神子田雨水上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成22年12月01日 起案
神子田雨水ポンプ場他11施設電気設備点検業務完了届（11月分）について
（供覧）1

平成23年03月02日 起案
神子田雨水ポンプ場他11施設電気設備点検業務完了届（２月分）について
（供覧）2

平成22年04月01日 起案
業務委託契約の締結について（伺い）

3

平成23年01月05日 起案
神子田雨水ポンプ場他11施設電気設備点検業務完了届（12月分）について
（供覧）4

平成22年11月02日 起案
神子田雨水ポンプ場他11施設電気設備点検業務完了届（10月分）について
（供覧）5

平成22年10月04日 起案
神子田雨水ポンプ場他11施設電気設備点検業務完了届（9月分）について
（供覧）6

平成22年09月03日 起案
神子田雨水ポンプ場他11施設電気設備点検業務完了届（8月分）について
（供覧）7

平成22年07月01日 起案
神子田雨水ポンプ場他11施設電気設備点検業務完了届（6月分）について
（供覧）8

平成22年06月02日 起案
神子田雨水ポンプ場他11施設電気設備点検業務完了届（5月分）について
（供覧）9

平成22年05月13日 起案
神子田雨水ポンプ場他11施設電気設備月次点検業務完了届（4月分）につ
いて（供覧）10

平成22年04月01日 起案
工程表等の承認及び監督員の通知について（伺い）

11

平成22年04月01日 起案
契約の締結結果について（報告）

12

平成22年04月01日 起案
電気設備月次点検について（供覧）

13

平成22年08月03日 起案
神子田雨水ポンプ場他11施設電気設備点検業務完了届（7月分）について
（供覧）14

平成23年02月01日 起案
神子田雨水ポンプ場他11施設電気設備点検業務完了届（１月分）について
（供覧）15



索引目次

平成22年度 下水道施設関係業務委託（人孔口環等上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成22年07月29日 起案
人孔口環等改修業務委託<手代森>の契約締結について（伺い）

1

平成22年08月27日 起案
人孔口環等改修業務委託<手代森>の完成について（伺い）

2

平成22年08月23日 起案
人孔口環等改修業務委託<手代森>の完了検査の実施について（伺い）

3

平成22年07月29日 起案
人孔口環等改修業務委託<手代森>の契約締結について（供覧）

4

平成22年07月22日 起案
人孔口環等改修業務委託の実施及び見積徴収について（伺い）

5

平成22年07月30日 起案
人孔口環等改修業務委託<手代森>の着手届等の受理及び監督員の通知に
ついて（伺い）6



索引目次

平成22年度 下水道施設関係業務委託（人孔口環等上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成22年08月31日 起案
業務委託の完了（8月）について（伺い）

1

平成23年02月28日 起案
業務委託の完了（2月）について（伺い）

2

平成23年03月14日 起案
業務委託の完了（3月）について（伺い）

3

平成22年12月28日 起案
業務委託の完了（12月）について（伺い）

4

平成22年12月01日 起案
業務委託の完了（11月）について（伺い）

5

平成22年11月01日 起案
業務委託の完了（10月）について（伺い）

6

平成22年09月30日 起案
業務委託の完了（9月）について（伺い）

7

平成22年07月01日 起案
業務委託の完了（６月）について（伺い）

8

平成22年05月31日 起案
業務委託の完了（５月）について（伺い）

9

平成22年04月30日 起案
業務委託の完了（４月）について（伺い）

10

平成22年04月02日 起案
平成22年度人孔口環等改修業務委託に係る検査員の指名について（伺い）

11

平成22年04月01日 起案
契約の締結について(供覧）

12

平成22年04月02日 起案
当初工程表の受理、及び監督員の通知について(伺い）

13

平成22年08月02日 起案
業務委託の完了（7月）について（伺い）

14



索引目次

平成22年度 下水道施設関係業務委託（水門管理委上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成22年04月01日 起案
平成２２年度河川水門管理委託の実施について

1

平成22年04月01日 起案
平成２２年度河川水門管理委託の契約について

2

平成22年04月01日 起案
平成２２年度河川水門管理委託契約の締結について（供覧）

3



索引目次

平成22年度 下水道施設関係業務委託（中川原終末上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成22年09月03日 起案
中川原終末処理場電気設備点検業務完了届（8月分）について（供覧）

1

平成23年03月31日 起案
中川原終末処理場自家用電気工作物における年次点検延期に係る念書の
提出について（伺い）2

平成23年03月02日 起案
中川原終末処理場電気設備点検業務完了届（２月分）について（供覧）

3

平成22年12月01日 起案
中川原終末処理場電気設備点検業務完了届（11月分）について（供覧）

4

平成23年01月05日 起案
中川原終末処理場電気設備点検業務完了届（12月分）について（供覧）

5

平成22年11月02日 起案
中川原終末処理場電気設備点検業務完了届（10月分）について（供覧）

6

平成22年10月04日 起案
中川原終末処理場電気設備点検業務完了届（9月分）について（供覧）

7

平成22年07月02日 起案
中川原終末処理場電気設備点検業務完了届（6月分）について（供覧）

8

平成22年06月02日 起案
中川原終末処理場電気設備点検業務完了届（5月分）について（供覧）

9

平成22年05月13日 起案
中川原終末処理場電気設備点検業務完了届（4月分）について（供覧）

10

平成22年04月01日 起案
工程表等の承認及び監督員の通知について（伺い）

11

平成22年04月01日 起案
契約の締結結果について（報告）

12

平成22年04月01日 起案
電気設備月次点検について（供覧）

13

平成22年04月01日 起案
業務委託契約の締結について（伺い）

14

平成22年08月03日 起案
中川原終末処理場電気設備点検業務完了届（7月分）について（供覧）

15

平成23年02月03日 起案
中川原終末処理場電気設備点検業務完了届（１月分）について（供覧）

16



索引目次

平成22年度 下水道施設関係業務委託（平成22年度上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成22年05月10日 起案
平成22年度年間単価契約下水道し渣処分業務委託　検査結果通知書(4月
分)1

平成23年03月03日 起案
平成22年度年間単価契約下水道し渣処分業務委託　検査結果通知書(2月
分)2

平成23年01月28日 起案
平成23年度年間単価契約下水道し渣処分業務委託の実施について(伺い)

3

平成23年01月04日 起案
平成22年度年間単価契約下水道し渣処分業務委託　検査結果通知書(12月
分)4

平成22年12月03日 起案
平成22年度年間単価契約下水道し渣処分業務委託　検査結果通知書(11月
分)5

平成22年07月05日 起案
平成22年度年間単価契約下水道し渣処分業務委託　検査結果通知書(6月
分)6

平成22年05月10日 起案
平成22年度年間単価契約下水道し渣処分業務委託　業務完了の確認につ
いて(伺い)7

平成22年04月01日 収受
平成22年度年間単価契約下水道施設し渣処分業務委託　契約書の供覧

8

平成22年04月01日 起案
工程表等の承認及び監督員の通知について(伺い)

9

平成22年09月02日 起案
平成22年度年間単価契約下水道し渣処分業務委託　検査結果通知書(8月
分)10



索引目次

平成22年度 下水道施設関係業務委託（平成22年度上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成22年09月02日 起案
平成22年度年間単価契約脱水汚泥ケーキ処分業務委託　業務完了の確認
及び検査結果通知書について(8月分)(伺い)1

平成23年03月02日 起案
平成22年度年間単価契約脱水汚泥ケーキ処分業務委託　業務完了の確認
及び検査結果通知書について(2月分)(伺い)2

平成23年02月02日 起案
平成22年度年間単価契約脱水汚泥ケーキ処分業務委託　業務完了の確認
及び検査結果通知書について(1月分)(伺い)3

平成23年01月26日 起案
平成23年度年間単価契約脱水汚泥ケーキ処分業務委託の実施について(伺
い)4

平成23年01月04日 起案
平成22年度年間単価契約脱水汚泥ケーキ処分業務委託　業務完了の確認
及び検査結果通知書について(12月分)(伺い)5

平成22年12月03日 起案
平成22年度年間単価契約脱水汚泥ケーキ処分業務委託　業務完了の確認
及び検査結果通知書について(11月分)(伺い)6

平成23年03月31日 起案
平成22年度年間単価契約脱水汚泥ケーキ処分業務委託　業務完了の確認
及び検査結果通知書について(3月分)(伺い)7

平成22年10月04日 起案
平成22年度年間単価契約脱水汚泥ケーキ処分業務委託　業務完了の確認
及び検査結果通知書(9月分)並びにアンケートの回答について(伺い)8

平成22年07月02日 起案
平成22年度年間単価契約脱水汚泥ケーキ処分業務委託　業務完了の確認
及び検査結果通知書について(6月分)(伺い)9

平成22年06月02日 起案
平成22年度年間単価契約脱水汚泥ケーキ処分業務委託　業務完了の確認
及び検査結果通知書について(5月分)(伺い)10

平成22年05月07日 起案
平成22年度年間単価契約脱水汚泥ケーキ処分業務委託　業務完了の確認
及び検査結果通知書について(4月分)(伺い)11

平成22年05月06日 起案
脱水汚泥ケーキ処分業務委託　委託業務完了の確認について(伺い)

12

平成22年04月01日 収受
平成22年度年間単価契約脱水汚泥ケーキ処分業務委託　契約書の供覧

13

平成22年04月01日 起案
業務委託に係る業務着手届等の承認及び監督員の通知について(伺い)

14

平成22年11月02日 起案
平成22年度年間単価契約脱水汚泥ケーキ処分業務委託　業務完了の確認
及び検査結果通知書について(10月分)(伺い)15

平成22年08月03日 起案
平成22年度年間単価契約脱水汚泥ケーキ処分業務委託　業務完了の確認
及び検査結果通知書について(7月分)(伺い)16



索引目次

平成22年度 下水道施設関係業務委託（面速式流量上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成23年03月31日 起案
面速式流量計等保守点検業務委託の完了検査の実施について(伺い)

1

平成23年03月31日 起案
業務委託に係る完了検査報告並びに検査結果通知について（伺い）

2

平成22年11月04日 起案
面測式流量計等保守点検業務委託　定期点検結果(第2回)について(報告)

3

平成22年08月19日 起案
面測式流量計等保守点検業務委託　広幹１－２流量計検査結果について
(報告)4

平成22年04月01日 起案
業務委託契約の締結について(伺い)

5

平成22年04月01日 起案
工程表等の承認及び監督員の通知について(伺い)

6

平成22年04月01日 起案
契約の締結結果について(伺い)

7

平成22年05月31日 起案
面測式流量計等保守点検業務委託　定期点検結果について(報告)

8



索引目次

平成22年度 下水道施設関係業務委託（北地区雨水上下水道局/下水道施設管理課/維持

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成22年05月31日 起案
北地区雨水桝泥揚清掃業務委託契約締結について（供覧）

1

平成22年07月14日 起案
北地区雨水桝清掃業務委託の完成について（伺い）

2

平成22年06月02日 起案
北地区雨水桝泥揚清掃業務委託の着手届等の受理及び監督員の通知につ
いて（伺い）3

平成22年05月31日 起案
業務委託の契約締結ついて（伺い）

4

平成22年05月20日 起案
北地区雨水桝泥揚清掃業務委託の実施について（伺い）

5

平成22年07月09日 起案
北地区雨水桝泥揚清掃業務委託の完了検査の実施について（伺い）

6



索引目次

平成22年度 下水道施設関係業務委託（水路浚渫等上下水道局/下水道施設管理課/維持

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成22年11月16日 起案
鴨助堰排水区鴨助堰２号幹線水路浚渫工事に伴う都南総合支所駐車場へ
の作業員車両の駐車依頼について（供覧）1

平成22年06月08日 起案
鴨助堰水路維持業務委託の契約の締結について（供覧）

2

平成22年12月06日 起案
鴨助堰排水区鴨助堰２号幹線水路浚渫業務委託に係る完了検査の実施に
ついて（伺い）3

平成22年10月12日 起案
鴨助堰水路維持業務委託の検査の完了について（伺い）

4

平成22年12月13日 起案
鴨助堰排水区鴨助堰２号幹線水路浚渫業務委託に係る完了通知書の送付
について（伺い）5

平成22年11月15日 起案
鴨助堰排水区鴨助堰２号幹線水路浚渫業務委託に伴う都南総合支所駐車
場への作業員車両の駐車依頼について（伺い）6

平成22年10月29日 起案
鴨助堰排水区鴨助堰2号幹線水路浚渫業務委託に係る住民周知について
（伺い）7

平成22年10月21日 起案
当初工程表の受理及び監督員の通知について（伺い）

8

平成22年10月19日 起案
鴨助堰排水区鴨助堰2号幹線水路浚渫業務委託の契約の締結について（供
覧）9

平成22年10月14日 起案
鴨助堰排水区鴨助堰2号幹線水路浚渫業務委託の契約の締結について（伺
い）10

平成22年10月01日 起案
完了検査の実施について（伺い）

11

平成22年06月10日 起案
鴨助堰水路維持業務委託当初工程表等の受理及び監督員の通知について
（伺い）12

平成22年06月07日 起案
鴨助堰水路維持業務委託の契約の締結について（伺い）

13

平成22年05月25日 起案
鴨助堰水路維持業務委託の実施について（伺い）

14

平成22年10月01日 起案
鴨助堰排水区鴨助堰2号幹線水路浚渫業務委託の実施について（伺い）

15



索引目次

平成22年度 下水道施設関係業務委託 (下水管渠洗上下水道局/下水道施設管理課/維持

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成22年11月16日 起案
高松ノ池排水区伏越し管清掃業務委託契約の締結について（伺い）

1

平成22年11月09日 起案
高松ノ池排水区雨水伏越し管清掃業務委託の実施について（伺い）

2

平成22年12月17日 起案
高松ノ池排水区雨水伏越し管清掃業務委託の完了検査の実施について(伺
い)3

平成22年12月20日 起案
北地区外下水管渠洗浄清掃業務委託の完了検査の実施について（伺い）

4

平成22年12月22日 起案
高松ノ池排水区雨水伏越し管清掃業務委託の完成について（伺い）

5

平成22年11月18日 起案
高松ノ池排水区雨水伏越し管清掃業務委託当初工程表等の受理及び監督
員の通知について(伺い)6

平成22年12月24日 起案
北地区外下水管渠洗浄清掃業務委託の完成について（伺い）

7

平成22年10月14日 起案
北地区外下水管渠洗浄清掃業務委託契約締結について（供覧）

8

平成22年10月14日 起案
北地区外下水管渠洗浄清掃業務委託の契約締結について（伺い）

9

平成22年10月04日 起案
北地区外下水管渠洗浄清掃業務委託の実施について（伺い）

10

平成22年10月15日 起案
北地区外下水管渠洗浄清掃業務委託の着手届等の受理及び監督員の通知
について（伺い）11

平成22年11月17日 起案
高松ノ池排水区雨水伏越し管清掃業務委託の委託契約の締結について(供
覧)12



索引目次

平成22年度 下水道施設関係業務委託（大気環境中上下水道局/下水道施設管理課/庶務

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成22年11月26日 起案
大気環境中の石綿（アスベスト）粉じん濃度測定業務委託に係る契約締結の
結果について　　　(供覧)1

平成22年11月24日 起案
大気環境中の石綿（アスベスト）粉じん濃度測定業務委託契約の締結につい
て(伺い)2

平成22年12月24日 起案
大気環境中の石綿（アスベスト）粉じん濃度測定業務委託に係る業務完了検
査結果の報告　　　及び検査結果の通知について(伺い)3

平成22年12月24日 起案
大気環境中の石綿（アスベスト）粉じん濃度測定業務委託に係る完了検査の
実施について　　　(伺い)4

平成22年11月29日 起案
大気環境中の石綿（アスベスト）粉じん濃度測定業務委託に係る業務着手届
等の承認及び　　　監督員の通知について(伺い)5



索引目次

平成22年度 下水道施設関係業務委託（管更生） 上下水道局/下水道施設管理課/維持

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成23年02月17日 起案
駅前分区管更生業務委託に係る変更工程表等の受理について（伺い）

1

平成23年02月28日 起案
内丸分区管更生業務委託に係る契約の変更について（伺い）

2

平成23年02月28日 起案
内丸分区管更生業務委託に係る変更契約の締結について（供覧）

3

平成23年03月01日 起案
内丸分区管更生業務委託に係る変更工程表等の受理について（伺い）

4

平成23年03月10日 起案
駅前分区管更生業務委託に係る完了検査の実施について（伺い）

5

平成23年03月10日 起案
内丸分区管更生業務委託に係る完了検査の実施について（伺い）

6

平成23年03月17日 起案
駅前分区管更生業務委託に係る検査完了の通知について（伺い）

7

平成23年01月28日 起案
内丸分区管更生業務委託に係る当初工程表等の受理及び監督員の通知に
ついて（伺い）8

平成23年03月17日 起案
内丸分区管更生業務委託に係る検査完了の通知について（伺い）

9

平成23年02月16日 起案
駅前分区管更生業務委託に係る契約の変更について（伺い）

10

平成23年01月27日 起案
内丸分区管更生業務委託に係る契約の締結について（供覧）

11

平成23年01月25日 起案
内丸分区管更生業務委託に係る契約の締結について（伺い）

12

平成23年01月13日 起案
内丸分区管更生業務委託の実施について（伺い）

13

平成22年12月21日 起案
駅前分区管更生業務委託に係る当初工程表等の受理及び監督員の通知に
ついて（伺い）14

平成22年12月20日 起案
駅前分区管更生業務委託に係る契約の締結について（供覧）

15

平成22年12月17日 起案
駅前分区管更生業務委託に係る契約の締結について（伺い）

16

平成22年12月06日 起案
駅前分区管更生業務委託の実施について（伺い）

17

平成23年02月16日 起案
駅前分区管更生業務委託に係る変更契約の締結について（供覧）

18



索引目次

平成22年度 下水道施設関係業務委託（廃油等処分上下水道局/下水道施設管理課/施設

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成23年02月02日 起案
廃油等処分業務委託に係る契約の締結について(伺い)

1

平成23年02月21日 起案
廃油等処分業務委託に係る契約の締結について(供覧)

2

平成23年02月22日 起案
廃油等処分業務委託に係る当初業務工程表届等の承認及び監督員の通知
について(伺い)3

平成23年02月28日 起案
廃油等処分業務委託に係る完了検査の実施について(伺い)

4

平成23年03月01日 起案
廃油等処分業務委託に係る完了検査報告及び完了検査通知書について(伺
い)5

平成23年02月02日 起案
廃油等処分業務委託に係る産業廃棄物処理委託契約の締結について(伺
い)6



索引目次

平成22年度 下水道施設関係業務委託（水門点検） 上下水道局/下水道施設管理課/維持

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成23年03月10日 起案
北上川右岸第二排水区雨水ポンプ点検業務委託に係る完了検査の実施に
ついて（伺い）1

平成23年02月24日 起案
北上川右岸第二排水区雨水ポンプ点検業務委託に係る当初工程表等の受
理及び監督員の通知について（伺い）2

平成23年02月23日 起案
北上川右岸第二排水区雨水ポンプ点検業務委託に係る契約の締結につい
て（伺い）3

平成23年02月23日 起案
北上川右岸第二排水区雨水ポンプ点検業務委託に係る契約の締結につい
て（伺い）4

平成23年02月15日 起案
北上川右岸第二排水区雨水ポンプ点検業務委託の実施について（伺い）

5

平成23年03月18日 起案
北上川右岸第二排水区雨水ポンプ点検業務委託に係る検査完了通知につ
いて（伺い）6



索引目次

平成22年度 下水道施設関係業務委託（中川原終末上下水道局/下水道施設管理課/施設

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成23年03月17日 起案
中川原終末処理場内樹木整備業務委託の完了検査の実施について(伺い)

1

平成23年03月18日 起案
業務委託に係る完了検査報告並びに検査結果通知について（伺い）

2

平成23年02月21日 起案
工程表等の承認及び監督員の通知について(伺い)

3

平成23年02月17日 起案
業務委託に係る契約の締結について（伺い）

4

平成23年02月18日 起案
業務委託に係る契約の締結について(報告)

5



索引目次

平成22年度 排水施設設置許可 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E60

平成23年06月28日 起案
下水道排水施設物件設置許可(本宮字野古78番1地先)に伴う，工事完了に
ついて1

平成23年04月28日 起案
下水道排水施設物件設置許可(下米内二丁目267番２地先)に伴う，工事完
了について2

平成23年09月14日 起案
下水道排水施設物件設置許可(仙北二丁目703番2地先)に伴う，工事完了に
ついて3

平成23年05月16日 起案
下水道物件設置許可(西仙北二丁目17番３地先)に伴う工事完了について
（報告）4

平成23年06月01日 起案
下水道物件設置許可(北松園四丁目36番47地先)に伴う工事完了について
（報告）5

平成23年06月20日 起案
下水道物件設置（東中野町４番７地先）の変更許可について（伺い）

6

平成23年08月02日 起案
下水道排水施設物件設置許可(太田地区区画整理事業区域90街区5地先)
に伴う，工事完了について7

平成23年06月27日 起案
下水道物件設置許可(仙北二丁目703番2地先)の変更許可について(伺い)

8

平成23年06月30日 起案
下水道物件設置許可申請(太田地区区画整理事業区域90街区5地先)の変
更許可について（伺い）9

平成23年07月19日 起案
下水道物件設置許可(みたけ四丁目117番１地先)に伴う工事完了について
（報告）10

平成23年04月19日 起案
下水道排水施設物件設置許可(上田三丁目220番1地先)に伴う，工事完了に
ついて11

平成22年10月12日 起案
下水道物件設置許可申請(緑が丘二丁目地内第5工区)の許可について（伺
い）12

平成23年05月16日 起案
下水道排水施設設置許可(手代森9地割60番1・64番2地先)物件の工事完了
について13

平成23年06月24日 起案
下水道物件設置許可(東中野町４番７地先)に伴う工事完了について（報告）

14

平成22年12月13日 起案
下水道排水施設設置許可(三本柳2地割32番1地先)に伴う，工事完了につい
て15

平成22年10月29日 起案
下水道排水施設物件設置許可物件(盛岡市加賀野一丁目13番1地先)の工
事完了について16

平成22年11月01日 起案
下水道排水施設設置許可物件(津志田26地割27番3・南仙北三丁目1番1地
先)の工事完了について17

平成22年11月02日 起案
下水道排水施設物件設置許可物件(緑が丘二丁目第5工区)の工事完了に
ついて18

平成22年11月05日 起案
下水道排水施設設置許可物件(東山一丁目376番6 地先)の工事完了につい
て19

平成22年11月08日 起案
下水道部件設置許可物件(三本柳2地割32番1地内)の変更許可について(伺
い)20



索引目次

平成22年度 排水施設設置許可 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E60

平成22年11月11日 起案
下水道排水施設設置許可物件(永井10地割118番1外地先)の工事完了につ
いて21

平成22年11月16日 起案
下水道物件設置許可申請(永井16地割82番1地先)の許可について（伺い）

22

平成22年12月01日 起案
下水道物件設置許可申請の許可について(伺い)

23

平成23年06月01日 起案
下水道物件設置許可(西見前19地割地内)に伴う工事完了について（報告）

24

平成22年12月10日 起案
下水道排水施設設置許可(南仙北三丁目127番3地先)に伴う，工事完了につ
いて25

平成23年03月30日 起案
下水道物件設置許可申請(前九年三丁目24番地先)に係る許可について(伺
い)26

平成22年12月24日 起案
下水道排水施設物件設置許可(永井10地割24番1･24番2･26番1地先)に伴
う，工事完了について27

平成23年03月09日 起案
下水道物件設置許可申請（西見前19地割）に係る許可について（伺い）

28

平成23年03月29日 起案
下水道物件設置許可申請（東中野町４番７地先）に係る許可について（伺い）

29

平成23年03月24日 起案
下水道物件設置許可申請（三本柳４地割５番６外）に係る許可について（伺
い）30

平成22年12月10日 起案
下水道排水施設設置許可(三本柳７地割78番1・79番1地先)に伴う，工事完
了について31

平成23年03月09日 起案
下水道物件設置許可申請（北松園四丁目）に係る許可について（伺い）

32

平成22年12月27日 起案
下水道排水施設設置許可(永井16地割82番1地先)物件の工事完了について

33

平成23年02月24日 起案
下水道物件設置許可申請(太田地区区画整理事業区域90街区5地先)の許
可について（伺い）34

平成23年02月24日 起案
下水道物件設置許可申請(本宮字野古78番1地先)の許可について（伺い）

35

平成23年02月24日 起案
下水道物件設置許可申請(上田三丁目220番1地先)の許可について（伺い）

36

平成23年02月07日 起案
下水道物件設置許可申請(仙北二丁目番703番2地先)の許可について（伺
い）37

平成23年02月07日 起案
下水道物件設置許可申請（西仙北二丁目17番３地先）の許可について（伺
い）38

平成23年01月28日 起案
下水道物件設置許可申請（みたけ二丁目117番１地先）の許可について（伺
い）39

平成23年01月17日 起案
下水道物件設置許可申請(手代森9地割60番1・64番2 地先)の許可について
（伺い）40



索引目次

平成22年度 排水施設設置許可 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E60

平成22年08月13日 起案
下水道物件設置許可申請(三本柳2地割32番1地先)の許可について（伺い）

41

平成22年08月19日 起案
下水道物件設置許可申請(東山一丁目376番6地先)の許可について(伺い)

42

平成22年08月23日 起案
下水道物件設設置許可(湯沢19地割62番2地先)に伴う，工事完了について

43

平成22年08月25日 起案
下水道物件設置許可申請(加賀野一丁目13番1地先)の許可について(伺い)

44

平成22年08月25日 起案
下水道物件設置許可(三本柳3地割12番1地先)に伴う，工事完了について

45

平成22年10月07日 起案
排水施設設置許可物件(本宮字鬼柳70番5・70番8地先)の工事完了につい
て46

平成22年09月30日 起案
下水道物件設置許可申請(永井10地割24番1・24番2・26番1地先)の許可に
ついて（伺い）47

平成22年09月07日 起案
下水道排水施設物件設置許可(厨川一丁目2番5地先)に伴う，工事完了につ
いて48

平成22年09月14日 起案
下水道物件設置許可(太田地区区画整理事業区域内90街区地先)の取り下
げについて（供覧）49

平成22年09月24日 起案
下水道物件設置許可物件(三本柳２地割32番1地内)の変更許可について(伺
い)50

平成22年09月27日 起案
下水道排水施設物件設置許可(上堂一丁目218番2・218番4地先)に伴う，工
事完了について51

平成22年08月12日 起案
下水道物件設置許可申請(永井10地割120番,119番,118番1地先)の許可に
ついて(伺い)52

平成22年06月09日 起案
下水道物件設置許可申請(厨川一丁目2番5地先)の許可について(伺い)

53

平成22年09月01日 起案
下水道物件設置許可申請(加賀野一丁目13番1地先)の許可について（伺い）

54

平成22年07月15日 起案
下水道物件設置許可申請(上堂一丁目218番2・218番4地先)の許可につい
て(伺い)55

平成22年07月14日 起案
下水道物件設置許可物件(鉈屋町260番1地先)の工事完了について

56

平成22年07月13日 起案
下水道物件設置許可物件(緑が丘二丁目第3・第4・第5工区)の設置完了に
ついて57

平成22年07月08日 起案
下水道物件設置許可申請(湯沢19地割62番2地先)の許可について（伺い）

58

平成22年06月28日 起案
下水道物件設置許可申請(南仙北三丁目127番3地先)の許可について(伺
い)59

平成22年06月28日 起案
下水道物件設置許可申請(津志田26地割27番3，南仙北三丁目1番1地先)の
許可について(伺い)60



索引目次

平成22年度 排水施設設置許可 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E60

平成22年06月21日 起案
下水道物件設置許可申請（三本柳3地割12番1地先）の許可について(伺い)

61

平成22年06月02日 起案
下水道物件設置許可(青山三丁目３番地先)の完成について(報告)

62

平成22年05月31日 起案
下水道物件設置変更許可(太田区画整理事業区域内90街区地先)について
(伺い)63

平成22年05月12日 収受
下水道物件設置廃止申請書について(供覧)

64

平成22年05月10日 起案
下水道物件設置(本宮字鬼柳70番5･70番8地先)許可について（伺い）

65

平成22年04月13日 起案
下水道物件設置(盛岡市青山三丁目3番地先)許可について（伺い）

66

平成22年10月07日 起案
下水道排水施設設置許可(本宮字小板小瀬13番1地先)に伴う，工事完了に
ついて67

平成22年06月21日 起案
下水道物件設置許可申請(緑が丘二丁目地内)の許可について(伺い)

68



索引目次

平成22年度 中川原終末処理場汚泥処理業務委託 上下水道局/下水道施設管理課/施設

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成22年04月01日 起案
中川原終末処理場汚泥処理業務委託に係る契約の締結について(伺い)

1

平成22年04月02日 起案
中川原終末処理場汚泥処理業務委託に係る業務着手届等の承認及び監督
員の通知について(伺い)2

平成22年04月02日 起案
中川原終末処理場汚泥処理業務委託に係る汚泥処理計画書の受理につい
て(4月分)(供覧)3

平成22年04月23日 起案
中川原終末処理場汚泥処理業務委託に係る汚泥処理計画書の受理につい
て(5月分)(供覧)4

平成22年04月30日 起案
中川原終末処理場汚泥処理業務委託　委託業務完了（4月分）の確認につ
いて(伺い)5

平成22年04月30日 起案
中川原終末処理場汚泥処理業務委託　検査結果通知書(4月分)(伺い)

6

平成22年05月25日 起案
中川原終末処理場汚泥処理業務委託に係る汚泥処理計画書の受理につい
て(6月分)(供覧)7

平成22年06月02日 起案
中川原終末処理場汚泥処理業務委託　検査結果通知書(5月分)(伺い)

8

平成22年10月25日 起案
中川原終末処理場汚泥処理業務委託に係る汚泥処理計画書の受理につい
て(11月分)(供覧)9

平成23年02月25日 起案
中川原終末処理場汚泥処理業務委託に係る汚泥処理計画書の受理につい
て(3月分)(供覧)10

平成22年04月01日 起案
中川原終末処理場汚泥処理業務委託に係る契約の締結について(供覧)

11

平成23年02月01日 起案
中川原終末処理場汚泥処理業務委託　検査結果通知書(1月分)(伺い)

12

平成23年01月25日 起案
中川原終末処理場汚泥処理業務委託に係る汚泥処理計画書の受理につい
て(2月分)(供覧)13

平成23年01月04日 起案
中川原終末処理場汚泥処理業務委託　検査結果通知書(12月分)(伺い)

14

平成22年12月24日 起案
中川原終末処理場汚泥処理業務委託に係る汚泥処理計画書の受理につい
て(1月分)(供覧)15

平成22年12月02日 起案
中川原終末処理場汚泥処理業務委託　検査結果通知書(11月分)(伺い)

16

平成23年03月31日 起案
中川原終末処理場汚泥処理業務委託　検査結果通知書(3月分)(伺い)

17

平成22年11月04日 起案
中川原終末処理場汚泥処理業務委託　検査結果通知書(10月分)(伺い)

18

平成22年06月25日 起案
中川原終末処理場汚泥処理業務委託に係る汚泥処理計画書の受理につい
て(7月分)(供覧)19

平成22年10月01日 起案
中川原終末処理場汚泥処理業務委託　検査結果通知書(9月分)(伺い)

20



索引目次

平成22年度 中川原終末処理場汚泥処理業務委託 上下水道局/下水道施設管理課/施設

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成22年09月27日 起案
中川原終末処理場汚泥処理業務委託に係る汚泥処理計画書の受理につい
て(10月分)(供覧)21

平成22年09月02日 起案
中川原終末処理場汚泥処理業務委託　検査結果通知書(8月分)(伺い)

22

平成22年08月25日 起案
中川原終末処理場汚泥処理業務委託に係る汚泥処理計画書の受理につい
て(9月分)(供覧)23

平成23年03月02日 起案
中川原終末処理場汚泥処理業務委託　検査結果通知書(2月分)(伺い)

24

平成22年08月03日 起案
中川原終末処理場汚泥処理業務委託　検査結果通知書(7月分)(伺い)

25

平成22年07月23日 起案
中川原終末処理場汚泥処理業務委託に係る汚泥処理計画書の受理につい
て(8月分)(供覧)26

平成22年07月05日 起案
中川原終末処理場汚泥処理業務委託　検査結果通知書(6月分)(伺い)

27

平成22年11月25日 起案
中川原終末処理場汚泥処理業務委託に係る汚泥処理計画書の受理につい
て(12月分)(供覧)28



索引目次

平成22年度 下水道施設管理 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E63

平成23年03月03日 起案
公共下水道敷地等占用許可に関する調査の回答について(伺い)

1

平成23年03月08日 起案
街路事業で整備した下水道施設(雨水吐口)の管理引き継ぎについて（供覧）

2

平成22年04月19日 起案
自家用電気工作物保安規程の変更届提出について（伺い）

3

平成22年05月18日 起案
出水期に伴う許可工作物の点検の実施について（伺い）

4

平成22年06月02日 起案
出水期に伴う許可工作物の点検の実施について（報告）

5

平成22年06月15日 起案
LPｶﾞｽ保安点検調査結果について(供覧)

6

平成23年01月21日 起案
変更自家用電気工作物保安規程の受理について（報告）

7

平成23年01月21日 起案
市有建築物石綿（アスベスト）使用状況再調査の実施結果について（伺い）

8

平成23年01月24日 起案
大沢川原雨水ポンプ場電気設備改修の実施について（伺い）

9

平成23年01月27日 起案
水質汚濁防止法の規程による変更届の提出について（伺い）

10

平成23年01月27日 起案
水質汚濁防止法の規程による排出水の汚染状態の改善について

11

平成23年02月08日 起案
水質汚濁防止法に基づく届出に係る違反について（供覧）

12

平成23年02月25日 起案
電気関係報告規則に基づく変更の届出について（伺い）

13

平成23年03月25日 起案
水質汚濁防止法の規定による排出水の水質検査結果について（供覧）

14

平成23年03月03日 起案
水質汚濁防止法排水基準超過に係る2月分水質検査結果の提出について
（伺い）15

平成23年03月30日 起案
水質汚濁防止法排水基準超過に係る3月分水質検査結果の提出について
（伺い）16



索引目次

平成22年度 下水道施設管理（下水道排水施設等占上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E63

平成23年10月12日 起案
下水道排水施設等短期占用の廃止について

1

平成22年06月14日 起案
下水道排水施設等占用許可申請（短期）の許可について(伺い)

2

平成22年08月09日 起案
下水道排水施設等短期占用の廃止について

3

平成22年10月18日 起案
下水道排水施設等占用許可申請（短期）の許可について(伺い)

4

平成22年12月07日 起案
下水道排水施設等占用許可申請(短期)の許可について(伺い)

5

平成22年12月22日 起案
下水道排水施設等占用許可変更申請(短期)の許可について(伺い)

6

平成23年02月01日 起案
下水道排水施設等短期占用物件(前九年二丁目6・9番地先)の完了について

7

平成23年02月22日 起案
下水道排水施設等占用許可申請(短期)の許可について(伺い)

8

平成23年04月18日 起案
下水道排水施設等短期占用物件(稲荷町4番45地先)の完了について

9

平成23年05月02日 起案
下水道排水施設等占用許可(短期)の占用期間延長について(伺い)

10

平成23年07月27日 起案
下水道排水施設等占用許可(短期)の占用面積変更について(伺い)

11



索引目次

平成22年度 下水道施設管理（下水道排水施設等占上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E63

平成22年06月25日 起案
下水道排水施設等占用許可申請に対する許可について(伺い)

1

平成22年06月25日 起案
下水道排水施設等占用許可申請に対する許可について(伺い)

2

平成22年07月12日 起案
下水道排水施設等占用許可の地位承継について(伺い)

3

平成22年09月27日 起案
下水道排水施設等占用許可物件の工事完了について

4

平成22年09月27日 起案
下水道排水施設等占用許可物件の工事完了について

5

平成22年08月11日 起案
下水道排水施設等占用者住所変更届について（供覧）

6

平成22年08月11日 起案
下水道排水施設等占用者住所変更届について（供覧）

7

平成22年08月09日 起案
下水道排水施設等占用許可申請に対する許可について(伺い)

8

平成22年07月28日 起案
下水道排水施設等占用協議(西見前12地割270番地先)の承認について(伺
い)9

平成22年07月22日 起案
下水道施設等占用許可物件(青山三丁目4番地先)の工事完了について

10

平成22年07月14日 起案
下水道排水施設等占用許可申請に対する許可について(伺い)

11

平成22年07月14日 起案
下水道排水施設等占用許可申請に対する許可について(伺い)

12

平成22年10月12日 起案
下水道施設等占用物件(青山三丁目4番地先)の工事完了について

13

平成22年07月08日 起案
下水道排水施設等占用許可申請に対する許可について(伺い)

14

平成22年10月12日 起案
下水道施設等占用物件(西見前12地割270番地先)の工事完了について

15

平成22年06月15日 起案
下水道排水施設等占用許可物件工事の完了について(報告)

16

平成22年06月14日 起案
下水道排水施設等占用許可申請に対する許可について(伺い)

17

平成22年06月14日 起案
下水道排水施設等占用許可申請に対する許可について(伺い)

18

平成22年06月14日 起案
下水道排水施設等占用許可申請に対する許可について(伺い)

19

平成22年05月24日 起案
下水道排水施設等占用廃止届について(伺い)

20



索引目次

平成22年度 下水道施設管理（下水道排水施設等占上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E63

平成22年05月24日 起案
下水道排水施設等占用許可申請に伴う許可について(伺い)

21

平成22年05月21日 起案
下水道排水施設等占用許可申請に対する許可について(伺い)

22

平成22年04月22日 起案
下水道排水施設等占用協議の回答について(伺い)

23

平成22年04月01日 起案
下水道排水施設等占用許可(期間更新)申請に対する許可について(伺い）

24

平成22年04月01日 起案
下水道排水施設等占用許可申請（長期）

25

平成22年07月13日 起案
下水道施設等占用許可物件(南仙北一丁目2番68地先)の設置完了について

26

平成23年03月01日 起案
下水道排水施設等占用許可の更新通知について(伺い)

27

平成22年10月04日 起案
下水道排水施設等占用許可申請に対する許可について(伺い)

28

平成23年03月18日 起案
下水道排水施設等占用許可の地位承継について(伺い)

29

平成23年03月07日 起案
下水道排水施設等占用許可申請に伴う許可について(伺い)

30

平成23年08月08日 起案
下水道排水施設物件設置許可(前九年三丁目24番地先)に伴う，工事完了に
ついて31

平成23年02月22日 起案
下水道排水施設等占用許可申請（長期）

32

平成23年02月03日 起案
下水道施設占用許可物件(東中野字柳下70番14地先)の工事完了について

33

平成23年01月25日 起案
下水道排水施設等土地使用料［継続分］納入通知書の送付について(伺い)

34

平成23年01月18日 起案
下水道施設占用許可物件(館向町３番・４番地先)の工事完了について

35

平成22年12月27日 起案
下水道施設占用許可物件(本町通三丁目651番18)の工事完了及び占用者
住所変更届について36

平成22年10月22日 起案
下水道排水施設等占用許可申請(東中野字柳下70番14地先)の許可につい
て(伺い)37

平成22年10月19日 起案
下水道排水施設等占用許可物件の工事完了について

38

平成23年03月17日 起案
下水道排水施設等占用物件(上田四丁目252番2地先)の工事完了について

39



索引目次

平成22年度 下水道施設管理（手代森汚水処理施設上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E63

平成22年11月01日 起案
手代森汚水処理施設汚泥汲取り確認の結果（10月分）について（報告・伺い）

1

平成22年06月01日 起案
手代森汚水処理施設汚泥汲取り確認の結果（5月分）について（報告・伺い）

2

平成22年07月01日 起案
手代森汚水処理施設汚泥汲取り確認の結果（6月分）について（報告・伺い）

3

平成22年08月04日 起案
手代森汚水処理施設汚泥汲取り確認の結果（7月分）について（報告・伺い）

4

平成22年08月31日 起案
手代森汚水処理施設汚泥汲取り確認の結果（8月分）について（報告・伺い）

5

平成22年10月04日 起案
手代森汚水処理施設汚泥汲取り確認の結果（9月分）について（報告・伺い）

6

平成22年12月01日 起案
手代森汚水処理施設汚泥汲取り確認の結果（11月分）について（報告・伺い）

7

平成22年12月27日 起案
手代森汚水処理施設汚泥汲取り確認の結果（12月分）について（報告・伺い）

8

平成23年02月01日 起案
手代森汚水処理施設汚泥汲取り確認の結果（１月分）について（報告・伺い）

9

平成23年03月01日 起案
手代森汚水処理施設汚泥汲取り確認の結果（２月分）について（報告・伺い）

10

平成23年03月29日 起案
手代森汚水処理施設汚泥汲取り確認の結果（３月分）について（報告・伺い）

11

平成22年04月30日 起案
手代森汚水処理施設汚泥汲取り確認の結果（4月分）について（報告・伺い）

12

平成22年04月01日 起案
手代森汚水処理施設汚泥汲取り業務の実施について（伺い）

13



索引目次

平成22年度 下水道施設管理（終末処理場水質試験上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E63

平成22年12月10日 起案
下水道終末処理施設および農業集落排水処理施設等に係る定期水質試験
結果（11月分）について（供覧）1

平成22年06月14日 起案
下水道終末処理施設および農業集落排水処理施設等に係る定期水質試験
結果（5月分）について（供覧）2

平成23年04月11日 起案
下水道終末処理施設および農業集落排水処理施設等に係る定期水質試験
結果（3月分）について（供覧）3

平成23年03月10日 起案
下水道終末処理施設および農業集落排水処理施設等に係る定期水質試験
結果（2月分）について（供覧）4

平成23年01月17日 起案
下水道終末処理施設および農業集落排水処理施設等に係る定期水質試験
結果（12月分）について（供覧）5

平成22年11月18日 起案
下水道終末処理施設および農業集落排水処理施設等に係る定期水質試験
結果（10月分）について（供覧）6

平成22年10月18日 起案
下水道終末処理施設および農業集落排水処理施設等に係る定期水質試験
結果（9月分）について（供覧，報告）7

平成22年09月09日 起案
下水道終末処理施設および農業集落排水処理施設等に係る定期水質試験
結果（8月分）について（供覧）8

平成22年08月05日 起案
下水道終末処理施設および農業集落排水処理施設等に係る定期水質試験
結果（7月分）について（供覧）9

平成22年07月20日 起案
下水道終末処理施設および農業集落排水処理施設等に係る定期水質試験
結果（6月分）について（供覧）10

平成22年05月14日 起案
下水道終末処理施設および農業集落排水処理施設等に係る定期水質試験
結果（4月分）について（供覧）11

平成23年02月04日 起案
下水道終末処理施設および農業集落排水処理施設等に係る定期水質試験
結果（1月分）について（供覧）12



索引目次

平成22年度 下水道施設管理（流域下水道排水量報上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E63

平成22年10月04日 起案
北上川上流流域下水道(都南処理区)の排水量(9月分)の送付について(伺
い)1

平成22年09月02日 起案
北上川上流流域下水道(都南処理区)の排水量(8月分)の送付について(伺
い)2

平成23年02月01日 起案
北上川上流流域下水道(都南処理区)の排水量(1月分)の送付について(伺
い)3

平成23年01月04日 起案
北上川上流流域下水道(都南処理区)の排水量(12月分)の送付について(伺
い)4

平成23年03月01日 起案
北上川上流流域下水道(都南処理区)の排水量(2月分)の送付について(伺
い)5

平成22年11月02日 起案
北上川上流流域下水道(都南処理区)の排水量(10月分)の送付について(伺
い)6

平成22年07月02日 起案
北上川上流流域下水道(都南処理区)の排水量(6月分)の送付について(伺
い)7

平成22年06月01日 起案
北上川上流流域下水道(都南処理区)の排水量(5月分)の送付について(伺
い)8

平成22年05月06日 起案
北上川上流流域下水道（都南処理区)の排水量(4月分)の送付について(伺
い)9

平成22年04月01日 起案
北上川上流流域下水道（都南処理区)の排水量(3月分)の送付について(伺
い)10

平成22年12月02日 起案
北上川上流流域下水道(都南処理区)の排水量(11月分)の送付について(伺
い)11

平成22年08月03日 起案
北上川上流流域下水道(都南処理区)の排水量(7月分)の送付について(伺
い)12



索引目次

平成22年度 下水道施設管理（流域下水道流入下水上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E63

平成22年07月12日 起案
流域関連公共下水道から流域下水道に流入する下水の水質及び水量等に
ついての通知（報告）1

平成23年04月01日 起案
H22流域関連公共下水道から流域下水道へ流入する下水の水質及び水量
等についての通知　　　（報告）2

平成23年02月23日 起案
H22流域関連公共下水道から流域下水道へ流入する下水の水質及び水量
等について（伺い）3

平成22年10月27日 起案
イオンモール盛岡への立入結果について（報告）

4

平成22年10月08日 起案
9/16起案の調査報告書に係る記6.今後の対応についての協議結果（報告，
伺い）5

平成22年08月10日 起案
「流域下水道流入水質検査」に係る追跡調査（2回目）の実施について（伺
い）6

平成22年06月28日 起案
H21分流域関連公共下水道から流域下水道に流入する水質調査に係る追
跡調査結果の提出について（伺い）7

平成22年06月18日 起案
「H21流域下水道接続点流入水質検査」に係る 追跡調査報告書

8

平成22年04月26日 起案
「平成21年度流域下水道流入水質検査」に係る追跡調査の実施について
（伺い）9

平成22年09月16日 起案
「流域下水道流入水質検査」に係る追跡調査について（報告）

10



索引目次

平成22年度 下水道施設施工協議 上下水道局/下水道施設管理課/維持

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

E63

平成23年03月09日 起案
下水道施設施工協議物件(明治橋大沢川原線雨水管)の工事完了について

1

平成23年06月15日 起案
下水道施設施工協議(津志田南二丁目309番4地先)に伴う，工事完了につい
て2

平成23年05月17日 起案
下水道施設施工協議物件(内丸地内)の工事完了について

3

平成23年05月10日 起案
雨水排水施設施工協議(国道４号：上堂四丁目地内)に伴う，工事完了につい
て4

平成23年05月02日 起案
下水道施設施工協議物件（向中野字野原地内）の工事完了について

5

平成23年04月27日 起案
下水道施設施工協議物件(明治橋大沢川原線：汚水取付管)の工事完了に
ついて6

平成23年03月18日 起案
下水道施設施工協議物件(中ノ橋通一丁目八幡町線：雨水接続)の工事完了
について7

平成22年08月23日 起案
下水道施設（公共下水道）施工協議について（伺い）

8

平成23年03月24日 起案
雨水排水施設施工協議の回答について(伺い)

9

平成22年10月28日 起案
下水道施設（下水道）施工協議の完成届について（供覧）

10

平成22年10月28日 起案
下水道施設施工協議(向中野一丁目10番1地先)の回答について(伺い)

11

平成22年10月07日 起案
下水道施設施工協議の回答について（伺い）

12

平成22年09月28日 起案
都市計画街路整備事業に伴う，下水道施設施工協議の回答について（伺
い）13

平成22年09月21日 起案
下水道施設施工協議の回答について（伺い）

14

平成22年09月15日 起案
下水道施工協議の回答について（伺い）

15

平成22年11月16日 起案
下水道施設施工協議(大館町518番1地先）の回答について（伺い）

16

平成22年09月02日 起案
都市計画街路事業に伴う，下水道施設施工協議の回答について（伺い）

17

平成22年11月22日 起案
下水道施設施工協議の回答について（伺い）

18

平成22年08月19日 起案
下水道施工協議の回答について(伺い)

19

平成22年08月18日 起案
下水道施設施工協議の回答について(伺い)

20



索引目次

平成22年度 下水道施設施工協議 上下水道局/下水道施設管理課/維持

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

E63

平成22年08月06日 起案
下水道施設（公共下水道）施工協議について（伺い）

21

平成22年08月05日 起案
雨水排水施設施工協議について（伺い）

22

平成22年07月26日 起案
下水道施設（公共下水道）施工協議について（伺い）

23

平成22年07月23日 起案
下水道施設（公共下水道）施工協議について（伺い）

24

平成22年07月15日 起案
雨水排水施設施工協議について（伺い）

25

平成22年06月29日 起案
上田排水区管設置その２工事に伴う水替えの処理方法について

26

平成22年09月09日 起案
都市計画街路整備事業に伴う，下水道施設施工協議の回答について（伺
い）27

平成23年01月24日 起案
下水道施設施工協議(飯岡新田4地割：排水接続)の回答について（伺い）

28

平成23年03月10日 起案
雨水排水施設施工協議の回答について(伺い)

29

平成23年03月07日 起案
下水道施設施工協議物件(大館町518番7地先)の工事完了について

30

平成23年03月02日 起案
梨木町上米内線(Ⅱ工区)街路築造その1工事に伴う，公共下水道施設施工
協議について(伺い)31

平成23年02月16日 起案
下水道施設（公共下水道）施工協議について（伺い）

32

平成23年02月09日 起案
下水道施設施工協議物件（飯岡新田地内）の工事完了について

33

平成23年01月31日 起案
明治橋大沢川原線電線共同溝工事に伴う，公共下水道排水施設施工協議
について（伺い）34

平成23年01月26日 起案
下水道施設（下水道）施工協議の完成届について（供覧）

35

平成22年11月05日 起案
雨水排水施設施工協議物件(厨川一丁目2番5地先)の完成について

36

平成23年01月24日 起案
下水道施設施工協議(向中野字野原：排水接続)の回答について（伺い）

37

平成23年03月22日 起案
下水道施設施工協議物件(飯岡新田4地割街区道路：雨水接続)の工事完了
について38

平成23年01月21日 起案
下水道施設施工協議の回答について（伺い）

39

平成23年01月17日 起案
下水道施設施工協議の回答について（伺い）

40



索引目次

平成22年度 下水道施設施工協議 上下水道局/下水道施設管理課/維持

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

E63

平成22年12月24日 起案
下水道施設施工協議の回答について（伺い）

41

平成22年12月16日 起案
下水道施設施工協議物件(厨川一丁目：雨水施設接続)の完成について

42

平成22年12月16日 起案
下水道施設施工協議物件(神子田町：雨水函渠防護コンクリート)の完成につ
いて43

平成22年12月16日 起案
下水道施設施工協議物件(神子田町仮設通路)の完了について

44

平成22年12月14日 起案
公共下水道施設施工協議物件(向中野一丁目10番1地先)の工事完了につ
いて45

平成22年12月14日 起案
一般国道4号上堂自歩道拡幅事業に伴う，道路排水施設接続の施工協議に
ついて(伺い)46

平成23年01月24日 起案
下水道施設施工協議(飯岡新田4地割：排水接続)の回答について(伺い)

47

平成23年03月03日 起案
下水道施設施工協議(津志田南二丁目309番4地先）の回答について（伺い）

48



索引目次

平成22年度 行政財産 上下水道局/下水道施設管理課/維持

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

E63

平成22年04月02日 起案
国有土地改良財産(幹線水路等)の他目的使用等更新契約の締結について
（供覧）1

平成22年04月01日 起案
盛岡病院所管国有財産の貸付承認について（供覧）

2

平成23年05月16日 起案
不動産使用許可（更新）に係る使用許可について(供覧）

3

平成23年04月01日 起案
岩手大学施設使用許可について（供覧）

4

平成23年03月25日 起案
国有財産継続使用許可申請に係る許可について（供覧）

5

平成23年03月18日 起案
不動産使用許可（更新）申請書の提出について(伺い）

6

平成23年03月10日 起案
行政財産使用許可(更新)申請書の提出について（伺い）

7

平成23年03月07日 起案
国有財産継続使用許可申請書の提出について（伺い）

8

平成23年03月03日 起案
不動産貸付(更新)承認(について(供覧)

9

平成23年02月22日 起案
不動産(土地)借用許可(更新)申請について(伺い)

10

平成23年02月01日 起案
岩手大学施設使用許可申請書（更新）の提出について（伺い）

11

平成22年04月02日 起案
行政財産(中野小学校・下橋中学校)使用許可(更新)について(供覧)

12

平成22年04月01日 収受
不動産(県立中央病院)使用許可について(供覧)

13

平成22年04月01日 起案
鹿妻穴堰管理の国有土地改良財産(幹線水路等)に係る，他目的使用等更
新契約について(伺い)14

平成22年09月08日 起案
土地使用貸借契約の解除について（伺い）

15



索引目次

平成22年度 河川占用許可申請 上下水道局/下水道施設管理課/維持

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

E63

平成23年03月30日 起案
河川占用許可(更新)申請書の提出について(伺い)

1

平成22年08月25日 起案
河川占用許可（更新）について（供覧）

2

平成23年03月25日 起案
河川占用許可(更新)申請書の提出について(伺い)

3

平成23年03月25日 起案
河川占用許可(更新)申請書の提出について(伺い)

4

平成22年08月02日 起案
河川占用許可（更新）申請書の提出について（伺い）

5

平成23年03月25日 起案
河川占用許可(更新)申請書の提出について(伺い)

6



索引目次

平成22年度 農業集落排水一般 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E82

平成22年11月02日 起案
汚泥成分分析結果の報告について

1

平成23年03月01日 起案
平成23年度汚泥搬入計画の協議について（伺い）

2

平成23年03月07日 起案
平成23年度農業集落排水処理施設汚泥の受入について（報告）

3



索引目次

平成22年度 農業集落排水施行契約 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E82

平成23年01月25日 起案
マンホールポンプ改修（農集）工事の実施について（伺い）

1

平成23年01月31日 起案
マンホールポンプ改修（農集）工事の請負契約の締結について（伺い）

2

平成23年02月01日 起案
マンホールポンプ改修（農集）工事に係る当初工程表等の受理及び監督員
の通知について（伺い）3

平成23年02月22日 起案
マンホールポンプ改修（農集）その２工事の完成検査完了の通知について
（伺い）4

平成23年02月08日 起案
マンホールポンプ改修（農集）工事の完成検査の実施について（伺い）

5

平成23年02月10日 起案
マンホールポンプ改修（農集）工事の完成検査完了の通知について（伺い）

6

平成23年02月14日 起案
マンホールポンプ改修（農集）その２工事の実施について（伺い）

7

平成23年02月14日 起案
マンホールポンプ改修（農集）その２工事の請負契約の締結について（伺い）

8

平成23年02月15日 起案
マンホールポンプ改修（農集）その２工事に係る請負契約の締結について
（供覧）9

平成23年02月16日 起案
マンホールポンプ改修（農集）その２工事に係る当初工程表等の受理及び監
督員の通知について（伺い）10

平成23年02月21日 起案
マンホールポンプ改修（農集）その２工事の完成検査の実施について（伺い）

11

平成23年01月31日 起案
マンホールポンプ改修（農集）工事に係る請負契約の締結について（供覧）

12



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設管理 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E83

平成23年03月16日 起案
業務委託に係る契約の締結について（報告）

1

平成23年03月14日 起案
太田地区農業集落排水処理施設汚水移送業務委託　検査結果通知書

2

平成22年07月20日 起案
消毒剤等の見積の徴収について（伺い）

3

平成22年07月30日 起案
消毒剤等の見積徴収結果について（伺い）

4

平成23年03月11日 起案
飯岡東浄化センターの汚水移送の実施について（伺い）

5

平成23年03月11日 起案
業務委託に係る契約の締結について（伺い）

6

平成23年03月11日 起案
業務委託に係る契約の締結について（報告）

7

平成23年03月12日 起案
太田地区農業集落排水処理施設の汚水移送の実施について（伺い）

8

平成23年03月12日 起案
業務委託に係る契約の締結について（伺い）

9

平成23年03月12日 起案
業務委託に係る契約の締結について（報告）

10

平成23年03月14日 起案
飯岡東浄化センター汚水移送業務委託　業務完了の確認について(伺い)

11

平成23年03月18日 起案
汚泥移送業務委託　検査結果通知書

12

平成23年03月14日 起案
太田地区農業集落排水処理施設汚水移送業務委託　業務完了の確認につ
いて(伺い)13

平成23年03月16日 起案
汚泥移送の実施について（伺い）

14

平成23年03月16日 起案
業務委託に係る契約の締結について（伺い）

15

平成23年03月18日 起案
汚泥移送業務委託　業務完了の確認について(伺い)

16

平成23年03月14日 起案
飯岡東浄化センター汚水移送業務委託　検査結果通知書

17



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設管理（乙部地区農業上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E83

平成22年11月25日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設嫌気性ろ床清掃業務委託の完了検査の実
施について(伺い)1

平成22年05月17日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設嫌気性ろ床清掃業務委託の実施について
(伺い)2

平成22年05月27日 起案
業務委託に係る契約の締結について（伺い）

3

平成22年05月31日 起案
業務委託に係る契約の締結について（報告）

4

平成22年06月01日 起案
工程表等の承認及び監督員の通知について（伺い）

5

平成22年06月15日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設嫌気性ろ床清掃業務委託の完了検査の実
施について(伺い)6

平成22年11月26日 起案
業務委託に係る完了検査報告並びに検査結果通知について（伺い）

7



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設管理（乙部地区農業上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E83

平成22年04月01日 起案
業務委託に係る契約の締結について（伺い）

1

平成22年08月04日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託に係る検査結果通知書
(７月分)について（伺い）2

平成22年04月01日 起案
業務委託に係る契約の締結について（報告）

3

平成22年04月02日 起案
工程表等の承認及び監督員の通知について（伺い）

4

平成22年04月02日 起案
業務委託に係る下請負承諾願について（伺い）

5

平成22年04月05日 収受
業務委託に係る下請負届について（供覧）

6

平成22年05月06日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託の業務完了確認につい
て(伺い)7

平成22年05月06日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託に係る検査結果通知書
(４月分)について（伺い）8

平成22年04月01日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託料の支出について（伺
い）9

平成22年07月05日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託に係る検査結果通知書
(６月分)について（伺い）10

平成23年03月31日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託に係る検査結果通知書
(３月分)について（伺い）11

平成22年09月02日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託に係る検査結果通知書
(８月分)について（伺い）12

平成22年10月05日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託に係る検査結果通知書
(９月分)について（伺い）13

平成22年11月02日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託に係る検査結果通知書
(10月分)について（伺い）14

平成22年12月03日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託に係る検査結果通知書
(11月分)について（伺い）15

平成23年01月05日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託に係る検査結果通知書
(12月分)について（伺い）16

平成23年02月03日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託に係る検査結果通知書
(１月分)について（伺い）17

平成23年03月07日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託に係る検査結果通知書
(２月分)について（伺い）18

平成23年03月25日 起案
平成23年度乙部地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託の実施に
ついて（伺い）19

平成22年06月01日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託に係る検査結果通知書
(５月分)について（伺い）20



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設管理（乙部地区農業上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E83

平成22年11月01日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設汚泥汲取検査結果通知書（10月分）につ
いて(伺い)1

平成22年10月05日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設汚泥汲取検査結果通知書（９月分）につい
て(伺い)2

平成23年01月04日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設汚泥汲取検査結果通知書（12月分）につ
いて(伺い)3

平成23年03月31日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設汚泥汲取検査結果通知書（３月分）につい
て(伺い)4

平成23年03月01日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設汚泥汲取検査結果通知書（２月分）につい
て(伺い)5

平成22年12月01日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設汚泥汲取検査結果通知書（11月分）につ
いて(伺い)6

平成22年09月02日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設汚泥汲取検査結果通知書（８月分）につい
て(伺い)7

平成22年08月02日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設汚泥汲取検査結果通知書（７月分）につい
て(伺い)8

平成22年07月01日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設汚泥汲取検査結果通知書（６月分）につい
て(伺い)9

平成22年06月10日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設汚泥汲取検査結果通知書（５月分）につい
て(伺い)10

平成22年04月01日 起案
汚泥汲取の実施について(伺い)

11

平成22年04月30日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設汚泥汲取検査結果通知書（４月分）につい
て(伺い)12

平成23年02月01日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設汚泥汲取検査結果通知書（１月分）につい
て(伺い)13



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設管理（乙部地区農業上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E83

平成22年12月06日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託に係る検査結果通知書(11
月分)について（伺い）1

平成22年11月02日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託に係る検査結果通知書(10
月分)について（伺い）2

平成22年08月04日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託に係る検査結果通知書(７月
分)について（伺い）3

平成22年10月06日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託に係る検査結果通知書(９月
分)について（伺い）4

平成22年07月01日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託に係る検査結果通知書(６月
分)について（伺い）5

平成22年06月07日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託に係る検査結果通知書(５月
分)について（伺い）6

平成22年05月10日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託に係る検査結果通知書(４月
分)について（伺い）7

平成22年05月10日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託の業務完了確認について
(伺い)8

平成22年04月01日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託料の支出について（伺い）

9

平成22年04月01日 起案
業務委託に係る契約の締結について（伺い）

10

平成23年01月05日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託に係る検査結果通知書(12
月分)について（伺い）11

平成22年09月07日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託に係る検査結果通知書(８月
分)について（伺い）12

平成23年02月01日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託に係る検査結果通知書(１月
分)について（伺い）13

平成23年03月07日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託に係る検査結果通知書(２月
分)について（伺い）14

平成23年03月28日 起案
平成23年度乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託の実施について
（伺い）15

平成23年03月31日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託に係る検査結果通知書(３月
分)について（伺い）16

平成22年04月01日 起案
業務委託に係る契約の締結について(報告)

17



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設管理（乙部東浄化セ 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E83

平成23年03月25日 起案
平成23年度乙部東浄化センター維持管理業務委託の実施について（伺い）

1

平成22年08月02日 起案
乙部東浄化センター維持管理業務委託　検査結果通知書(７月分)

2

平成22年04月01日 起案
業務委託の締結について(伺い)

3

平成22年04月01日 起案
契約の締結結果について(報告)

4

平成22年04月01日 起案
工程表等の承認及び監督員の通知について(伺い)

5

平成22年04月01日 起案
業務に係る下請負承諾願について(伺い)

6

平成22年04月01日 起案
乙部東浄化センター維持管理業務委託料の支出について(伺い)

7

平成22年04月01日 収受
乙部東浄化センター維持管理業務委託に係る下請負届

8

平成22年04月30日 起案
乙部東浄化センター維持管理業務委託　業務完了の確認について(伺い)

9

平成22年04月30日 起案
乙部東浄化センター維持管理業務委託　検査結果通知書(４月分)

10

平成22年06月30日 起案
乙部東浄化センター維持管理業務委託　検査結果通知書(６月分)

11

平成22年09月01日 起案
乙部東浄化センター維持管理業務委託　検査結果通知書(8月分)

12

平成22年09月30日 起案
乙部東浄化センター維持管理業務委託　検査結果通知書(9月分)

13

平成22年11月01日 起案
乙部東浄化センター維持管理業務委託　検査結果通知書(10月分)

14

平成22年11月30日 起案
乙部東浄化センター維持管理業務委託　検査結果通知書(11月分)

15

平成23年01月04日 起案
乙部東浄化センター維持管理業務委託　検査結果通知書(12月分)

16

平成23年01月31日 起案
乙部東浄化センター維持管理業務委託　検査結果通知書(1月分)

17

平成23年03月01日 起案
乙部東浄化センター維持管理業務委託　検査結果通知書(2月分)

18

平成23年03月31日 起案
乙部東浄化センター維持管理業務委託　検査結果通知書(3月分)

19

平成22年06月01日 起案
乙部東浄化センター維持管理業務委託　検査結果通知書(５月分)

20



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設管理（乙部東浄化セ 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E83

平成22年06月10日 起案
乙部東浄化センター汚泥汲取　検査結果通知書(5月分)

1

平成22年04月01日 起案
汚泥汲取の実施について(伺い)

2

平成22年06月10日 起案
乙部東浄化センター　汚泥汲取の確認について(伺い)

3

平成22年09月30日 起案
乙部東浄化センター汚泥汲取　検査結果通知書(9月分)

4



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設管理（乙部東浄化セ 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E83

平成22年04月01日 起案
契約の締結結果について(伺い)

1

平成23年01月04日 起案
乙部東浄化センター清掃業務委託　検査結果通知書(12月分)

2

平成22年09月30日 起案
乙部東浄化センター清掃業務委託　検査結果通知書(9月分)

3

平成23年03月31日 起案
乙部東浄化センター清掃業務委託　検査結果通知書(3月分)

4

平成23年03月28日 起案
平成23年度乙部東浄化センター清掃業務委託の実施について（伺い）

5

平成23年02月28日 起案
乙部東浄化センター清掃業務委託　検査結果通知書(2月分)

6

平成22年04月30日 起案
乙部東浄化センター清掃業務委託　業務完了の確認について(伺い)

7

平成23年01月31日 起案
乙部東浄化センター清掃業務委託　検査結果通知書(1月分)

8

平成22年12月03日 起案
乙部東浄化センター清掃業務委託　検査結果通知書(11月分)

9

平成22年11月01日 起案
乙部東浄化センター清掃業務委託　検査結果通知書(10月分)

10

平成22年04月01日 起案
業務委託契約の締結について(伺い)

11

平成22年04月01日 起案
乙部東浄化センター清掃業務委託料の支出について(伺い)

12

平成22年04月30日 起案
乙部東浄化センター清掃業務委託　検査結果通知書(4月分)

13

平成22年06月07日 起案
乙部東浄化センター清掃業務委託　検査結果通知書(5月分)

14

平成22年06月30日 起案
乙部東浄化センター清掃業務委託　検査結果通知書(6月分)

15

平成22年08月02日 起案
乙部東浄化センター清掃業務委託　検査結果通知書(７月分)

16

平成22年08月31日 起案
乙部東浄化センター清掃業務委託　検査結果通知書(8月分)

17



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設管理（太田地区農業上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E83

平成22年09月03日 起案
太田地区農業集落排水処理施設嫌気性ろ床清掃業務委託の完了検査の実
施について(伺い)1

平成22年06月25日 起案
工程表等の承認及び監督員の通知について(伺い)

2

平成22年09月03日 起案
業務委託に係る完了検査報告並びに検査結果通知について（伺い）

3

平成22年06月24日 起案
　業務委託契約の締結について(伺い)

4

平成22年06月24日 起案
契約の締結結果について(伺い)

5

平成22年12月20日 起案
太田地区農業集落排水処理施設嫌気性ろ床清掃業務委託の完了検査の実
施について(伺い)6

平成22年12月20日 起案
業務委託に係る完了検査報告並びに検査結果通知について（伺い）

7



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設管理（太田地区農業上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E83

平成22年07月05日 起案
太田地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託　検査結果通知書(６月
分)1

平成22年04月01日 起案
業務委託契約の締結について(伺い)

2

平成22年04月01日 起案
契約の締結結果について(伺い)

3

平成22年04月01日 起案
工程表等の承認及び監督員の通知について(伺い)

4

平成22年04月01日 起案
業務に係る下請負承諾願について(伺い)

5

平成22年04月01日 起案
太田地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託料の支出について(伺
い)6

平成22年04月01日 収受
太田地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託に係る下請負届

7

平成22年05月11日 起案
太田地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託　業務完了の確認につ
いて(伺い)8

平成23年03月31日 起案
太田地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託　検査結果通知書(3月
分)9

平成22年06月01日 起案
太田地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託　検査結果通知書(５月
分)10

平成22年08月03日 起案
太田地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託　検査結果通知書(7月
分)11

平成22年09月01日 起案
太田地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託　検査結果通知書(8月
分)12

平成22年09月30日 起案
太田地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託　検査結果通知書(9月
分)13

平成22年11月01日 起案
太田地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託　検査結果通知書(10
月分)14

平成22年12月01日 起案
太田地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託　検査結果通知書(11
月分)15

平成23年01月04日 起案
太田地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託　検査結果通知書(12
月分)16

平成23年02月01日 起案
太田地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託　検査結果通知書(1月
分)17

平成23年03月04日 起案
太田地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託　検査結果通知書(2月
分)18

平成23年03月25日 起案
平成23年度太田地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託の実施に
ついて（伺い）19

平成22年05月11日 起案
太田地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託　検査結果通知書(４月
分)20



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設管理（太田地区農業上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E83

平成22年09月03日 起案
太田地区農業集落排水処理施設汚泥汲取　検査結果通知書(8月分)

1

平成23年03月31日 起案
太田地区農業集落排水処理施設汚泥汲取　検査結果通知書(3月分)

2

平成23年02月28日 起案
太田地区農業集落排水処理施設汚泥汲取　検査結果通知書(2月分)

3

平成23年01月31日 起案
太田地区農業集落排水処理施設汚泥汲取　検査結果通知書(1月分)

4

平成23年01月04日 起案
太田地区農業集落排水処理施設汚泥汲取　検査結果通知書(12月分)

5

平成22年11月30日 起案
太田地区農業集落排水処理施設汚泥汲取　検査結果通知書(11月分)

6

平成22年09月30日 起案
太田地区農業集落排水処理施設汚泥汲取　検査結果通知書(9月分)

7

平成22年08月02日 起案
太田地区農業集落排水処理施設汚泥汲取　検査結果通知書(7月分)

8

平成22年06月30日 起案
太田地区農業集落排水処理施設汚泥汲取　検査結果通知書(6月分)

9

平成22年06月07日 起案
太田地区農業集落排水処理施設汚泥汲取　検査結果通知書(5月分)

10

平成22年05月10日 起案
太田地区農業集落排水処理施設汚泥汲取　検査結果通知書(４月分)

11

平成22年05月10日 起案
太田地区農業集落排水処理施設　汚泥汲取の確認について(伺い)

12

平成22年04月01日 起案
汚泥汲取の実施について(伺い)

13

平成22年11月01日 起案
太田地区農業集落排水処理施設汚泥汲取　検査結果通知書(10月分)

14



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設管理（太田地区農業上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E83

平成22年12月07日 起案
太田地区農業集落排水処理施設清掃業務委託　検査結果通知書(11月分)

1

平成22年08月02日 起案
太田地区農業集落排水処理施設清掃業務委託　検査結果通知書(７月分)

2

平成23年02月01日 起案
太田地区農業集落排水処理施設清掃業務委託　検査結果通知書(1月分)

3

平成23年03月31日 起案
太田地区農業集落排水処理施設清掃業務委託　検査結果通知書(3月分)

4

平成23年03月28日 起案
平成23年度太田地区農業集落排水処理施設清掃業務委託の実施について
（伺い）5

平成23年03月01日 起案
太田地区農業集落排水処理施設清掃業務委託　検査結果通知書(2月分)

6

平成23年01月04日 起案
太田地区農業集落排水処理施設清掃業務委託　検査結果通知書(12月分)

7

平成22年11月01日 起案
太田地区農業集落排水処理施設清掃業務委託　検査結果通知書(10月分)

8

平成22年09月01日 起案
太田地区農業集落排水処理施設清掃業務委託　検査結果通知書(8月分)

9

平成22年06月30日 起案
太田地区農業集落排水処理施設清掃業務委託　検査結果通知書(６月分)

10

平成22年06月01日 起案
太田地区農業集落排水処理施設清掃業務委託　検査結果通知書(５月分)

11

平成22年04月30日 起案
太田地区農業集落排水処理施設清掃業務委託　検査結果通知書(４月分)

12

平成22年04月30日 起案
太田地区農業集落排水処理施設清掃業務委託　業務完了の確認について
(伺い)13

平成22年04月01日 起案
太田地区農業集落排水処理施設清掃業務委託料の支出について(伺い)

14

平成22年04月01日 起案
契約の締結結果について(報告)

15

平成22年04月01日 起案
業務委託契約の締結について(伺い)

16

平成22年09月30日 起案
太田地区農業集落排水処理施設清掃業務委託　検査結果通知書(9月分)

17



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設管理（太田南浄化セ 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E83

平成22年04月01日 起案
工程表等の承認及び監督員の通知について(伺い)

1

平成22年04月01日 起案
契約の締結結果について(伺い)

2

平成22年11月01日 起案
太田南浄化センター維持管理業務委託　検査結果通知書(10月分)

3

平成22年05月10日 起案
太田南浄化センター維持管理業務委託　業務完了の確認について(伺い)

4

平成22年05月10日 起案
太田南浄化センター維持管理業務委託　検査結果通知書(４月分)

5

平成22年05月10日 収受
太田南浄化センター維持管理業務委託に係る下請負届

6

平成22年06月07日 起案
太田南浄化センター維持管理業務委託　検査結果通知書(5月分)

7

平成22年06月30日 起案
太田南浄化センター維持管理業務委託　検査結果通知書(6月分)

8

平成22年08月02日 起案
太田南浄化センター維持管理業務委託　検査結果通知書(7月分)

9

平成22年04月01日 起案
業務委託契約の締結について(伺い)

10

平成22年09月30日 起案
太田南浄化センター維持管理業務委託　検査結果通知書(9月分)

11

平成22年04月01日 収受
太田南浄化センター維持管理業務委託に係る下請負届

12

平成22年11月30日 起案
太田南浄化センター維持管理業務委託　検査結果通知書(11月分)

13

平成23年01月04日 起案
太田南浄化センター維持管理業務委託　検査結果通知書(12月分)

14

平成23年02月28日 起案
太田南浄化センター維持管理業務委託　検査結果通知書(2月分)

15

平成23年02月28日 起案
太田南浄化センター維持管理業務委託　検査結果通知書(2月分)

16

平成23年03月25日 起案
平成23年度太田南浄化センター維持管理業務委託の実施について（伺い）

17

平成23年03月31日 起案
太田南浄化センター維持管理業務委託　検査結果通知書(3月分)

18

平成22年04月01日 起案
太田南浄化センター維持管理業務委託料の支出について(伺い)

19

平成22年04月01日 起案
業務に係る下請負承諾願について(伺い)

20



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設管理（太田南浄化セ 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E83

平成22年09月03日 起案
太田南浄化センター維持管理業務委託　検査結果通知書(8月分)

21



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設管理（太田南浄化セ 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E83

平成22年11月01日 起案
太田南浄化センター汚泥汲取　検査結果通知書(10月分)

1

平成22年06月07日 起案
太田南浄化センター汚泥汲取　検査結果通知書(5月分)

2

平成22年09月30日 起案
太田南浄化センター汚泥汲取　検査結果通知書(9月分)

3

平成23年03月31日 起案
太田南浄化センター汚泥汲取　検査結果通知書(3月分)

4

平成23年02月28日 起案
太田南浄化センター汚泥汲取　検査結果通知書(2月分)

5

平成23年01月31日 起案
太田南浄化センター汚泥汲取　検査結果通知書(1月分)

6

平成22年11月30日 起案
太田南浄化センター汚泥汲取　検査結果通知書(11月分)

7

平成23年01月04日 起案
太田南浄化センター汚泥汲取　検査結果通知書(12月分)

8

平成22年05月10日 起案
太田南浄化センター汚泥汲取　検査結果通知書(４月分)

9

平成22年04月01日 起案
汚泥汲取の実施について(伺い)

10

平成22年06月30日 起案
太田南浄化センター汚泥汲取　検査結果通知書(6月分)

11

平成22年08月02日 起案
太田南浄化センター汚泥汲取　検査結果通知書(7月分)

12

平成22年09月03日 起案
太田南浄化センター汚泥汲取　検査結果通知書(8月分)

13

平成22年05月10日 起案
太田南浄化センター　汚泥汲取の確認について(伺い)

14



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設管理（太田南浄化セ 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E83

平成23年01月04日 起案
太田南浄化センター清掃業務委託　検査結果通知書(12月分)

1

平成22年04月01日 起案
太田南浄化センター清掃業務委託料の支出について(伺い)

2

平成22年04月30日 起案
太田南浄化センター清掃業務委託　業務完了の確認について(伺い)

3

平成22年08月02日 起案
太田南浄化センター清掃業務委託　検査結果通知書(７月分)

4

平成22年06月30日 起案
太田南浄化センター清掃業務委託　検査結果通知書(６月分)

5

平成22年09月30日 起案
太田南浄化センター清掃業務委託　検査結果通知書(9月分)

6

平成22年04月30日 起案
太田南浄化センター清掃業務委託　検査結果通知書(4月分)

7

平成22年04月01日 起案
業務委託契約の締結について(伺い)

8

平成22年11月30日 起案
太田南浄化センター清掃業務委託　検査結果通知書(11月分)

9

平成23年01月31日 起案
太田南浄化センター清掃業務委託　検査結果通知書(1月分)

10

平成23年03月01日 起案
太田南浄化センター清掃業務委託　検査結果通知書(2月分)

11

平成22年04月01日 起案
契約の締結結果について(報告)

12

平成23年03月28日 起案
平成23年度太田南浄化センター清掃業務委託の実施について（伺い）

13

平成22年06月01日 起案
太田南浄化センター清掃業務委託　検査結果通知書(５月分)

14

平成23年03月31日 起案
太田南浄化センター清掃業務委託　検査結果通知書(3月分)

15

平成22年09月01日 起案
太田南浄化センター清掃業務委託　検査結果通知書(8月分)

16

平成22年11月01日 起案
太田南浄化センター清掃業務委託　検査結果通知書(10月分)

17



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設管理（太田南浄化セ 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E83

平成22年08月03日 起案
太田南浄化センター他5施設電気設備点検業務完了届（7月分）について
（供覧）1

平成22年04月01日 起案
業務委託契約の締結について（伺い）

2

平成22年04月01日 起案
電気設備月次点検について（供覧）

3

平成22年04月01日 起案
契約の締結結果について（報告）

4

平成22年04月01日 起案
工程表等の承認及び監督員の通知について（伺い）

5

平成22年05月13日 起案
太田南浄化センター他5施設電気設備点検業務完了届（4月分）について
（供覧）6

平成23年03月02日 起案
太田南浄化センター他5施設電気設備点検業務完了届（２月分）について
（供覧）7

平成22年07月01日 起案
太田南浄化センター他5施設電気設備点検業務完了届（6月分）について
（供覧）8

平成23年02月03日 起案
太田南浄化センター他5施設電気設備点検業務完了届（１月分）について
（供覧）9

平成22年09月03日 起案
太田南浄化センター他5施設電気設備点検業務完了届（8月分）について
（供覧）10

平成22年10月04日 起案
太田南浄化センター他5施設電気設備点検業務完了届（9月分）について
（供覧）11

平成22年11月02日 起案
太田南浄化センター他5施設電気設備点検業務完了届（10月分）について
（供覧）12

平成22年12月01日 起案
太田南浄化センター他5施設電気設備点検業務完了届（11月分）について
（供覧）13

平成23年01月05日 起案
太田南浄化センター他5施設電気設備点検業務完了届（12月分）について
（供覧）14

平成22年06月02日 起案
太田南浄化センター他5施設電気設備点検業務完了届（5月分）について
（供覧）15



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設管理（太田南浄化セ 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E83

平成23年03月22日 起案
太田南浄化センター脱臭装置活性炭交換業務委託の完了検査の実施につ
いて(伺い)1

平成23年03月22日 起案
業務委託に係る完了検査報告並びに検査結果通知について（伺い）

2

平成23年02月22日 起案
工程表等の承認及び監督員の通知について(伺い)

3

平成23年02月21日 起案
契約の締結結果について(伺い)

4

平成23年02月21日 起案
太田南浄化センター脱臭装置活性炭交換業務委託に係る契約の締結につ
いて(伺い)5

平成23年02月10日 起案
太田南浄化センター脱臭装置活性炭交換業務委託の実施について(伺い)

6



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設管理（太田南浄化セ 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E83

平成23年03月22日 起案
業務委託に係る完了検査報告並びに検査結果通知について（伺い）

1

平成23年03月22日 起案
太田南浄化センター脱臭装置廃活性炭収集、運搬及び処分業務委託の完
了検査の実施について(伺い)2

平成23年02月22日 起案
工程表等の承認及び監督員の通知について(伺い)

3

平成23年02月21日 起案
契約の締結結果について(伺い)

4

平成23年02月21日 起案
太田南浄化センター脱臭装置廃活性炭収集，運搬及び処分業務委託に係
る契約の締結について(伺い)5

平成23年02月21日 起案
太田南浄化センター脱臭装置廃活性炭収集，運搬及び処分業務委託に係
る契約の締結について(伺い)6

平成23年02月10日 起案
太田南浄化センター脱臭装置廃活性炭収集，運搬及び処分業務委託の実
施について(伺い)7



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設管理（農業集落処理上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E83

平成22年12月21日 起案
　農業集落排水処理施設ＳＳ濃度計点検業務委託に係る契約の締結につい
て(伺い)1

平成22年12月07日 起案
農業集落排水処理施設ＳＳ濃度計点検業務委託の実施について(伺い)

2

平成22年12月21日 起案
契約の締結結果について(報告)

3

平成23年03月18日 起案
農業集落排水処理施設ＳＳ濃度計点検業務委託の完了検査の実施につい
て(伺い)4

平成23年03月18日 起案
業務委託に係る完了検査報告並びに検査結果通知について（伺い）

5

平成22年12月22日 起案
　工程表等の承認及び監督員の通知について(伺い)

6



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設管理（農業集落処理上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E83

平成22年09月28日 起案
農業集落排水処理施設消防用設備点検業務委託の点検結果(9月分)及び
報告書の提出について(伺い)1

平成22年08月05日 起案
農業集落排水処理施設消防用設備点検業務委託の実施について(伺い)

2

平成22年08月25日 起案
農業集落排水処理施設消防用設備点検業務委託に係る契約の締結につい
て(伺い)3

平成22年08月31日 起案
農業集落排水処理施設消防用設備点検業務委託に係る当初業務工程表届
等の承認及び監督員の通知について(伺い)4

平成23年03月25日 起案
農業集落排水処理施設消防用設備点検業務委託に係る完了検査の実施に
ついて(伺い)5

平成23年03月25日 起案
農業集落排水処理施設消防用設備点検業務委託に係る完了検査報告並び
に検査結果の通知について(伺い)6

平成22年08月30日 起案
農業集落排水処理施設消防用設備点検業務委託に係る契約の締結につい
て(供覧)7



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設管理（農業集落処理上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E83

平成23年01月04日 起案
業務委託に係る完了検査報告並びに検査結果通知について（伺い）

1

平成22年11月01日 起案
農業集落排水処理施設沈砂槽清掃業務委託の実施について(伺い)

2

平成22年11月19日 起案
　農業集落排水処理施設沈砂槽清掃業務委託に係る契約の締結について
(伺い)3

平成22年11月19日 起案
契約の締結結果について(伺い)

4

平成22年11月24日 起案
　工程表等の承認及び監督員の通知について(伺い)

5

平成23年01月04日 起案
農業集落排水処理施設沈砂槽清掃業務委託の完了検査の実施について
(伺い)6



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設管理（農業集落排水上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E83

平成22年05月11日 起案
　　　農業集落排水マンホールポンプ維持点検業務委託の契約の締結につ
いて（伺い）1

平成22年04月27日 起案
農業集落排水マンホールポンプ維持点検業務委託の実施について（伺い）

2

平成22年05月12日 起案
農業集落排水マンホールポンプ維持点検業務委託の契約の締結について
（供覧）3

平成23年03月07日 起案
農業集落排水マンホールポンプ維持点検業務委託の完了検査の実施につ
いて（伺い）4

平成23年03月15日 起案
農業集落排水マンホールポンプ維持点検業務委託の完了検査の完了の通
知について（伺い）5

平成22年05月12日 起案
当初工程表等の受理及び監督員の通知について（伺い）

6



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設管理（飯岡西浄化セ 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E83

平成22年04月02日 起案
工程表等の承認及び監督員の通知について（伺い）

1

平成22年09月02日 起案
飯岡西浄化センター維持管理業務委託に係る検査結果通知書(８月分)につ
いて（伺い）2

平成22年08月05日 起案
飯岡西浄化センター維持管理業務委託に係る検査結果通知書(７月分)につ
いて（伺い）3

平成22年07月02日 起案
飯岡西浄化センター維持管理業務委託に係る検査結果通知書(６月分)につ
いて（伺い）4

平成22年06月01日 起案
飯岡西浄化センター維持管理業務委託に係る検査結果通知書(５月分)につ
いて（伺い）5

平成22年04月30日 起案
飯岡西浄化センター維持管理業務委託に係る検査結果通知書(４月分)につ
いて（伺い）6

平成22年04月30日 起案
飯岡西浄化センター維持管理業務委託の業務完了確認について(伺い)

7

平成22年11月01日 起案
飯岡西浄化センター維持管理業務委託に係る検査結果通知書(10月分)につ
いて（伺い）8

平成22年04月02日 起案
業務委託に係る下請負承諾願について（伺い）

9

平成22年12月02日 起案
飯岡西浄化センター維持管理業務委託に係る検査結果通知書(11月分)につ
いて（伺い）10

平成22年04月01日 起案
飯岡西浄化センター維持管理業務委託料の支出について（伺い）

11

平成22年04月01日 起案
業務委託に係る契約の締結について（報告）

12

平成22年04月01日 起案
業務委託に係る契約の締結について（伺い）

13

平成22年04月05日 収受
業務委託に係る下請負届について（供覧）

14

平成23年01月05日 起案
飯岡西浄化センター維持管理業務委託に係る検査結果通知書(12月分)につ
いて（伺い）15

平成23年03月01日 起案
飯岡西浄化センター維持管理業務委託に係る検査結果通知書(２月分)につ
いて（伺い）16

平成23年03月25日 起案
平成23年度飯岡西浄化センター維持管理業務委託の実施について（伺い）

17

平成23年03月31日 起案
飯岡西浄化センター維持管理業務委託に係る検査結果通知書(３月分)につ
いて（伺い）18

平成22年10月05日 起案
飯岡西浄化センター維持管理業務委託に係る検査結果通知書(９月分)につ
いて（伺い）19

平成23年02月03日 起案
飯岡西浄化センター維持管理業務委託に係る検査結果通知書(１月分)につ
いて（伺い）20



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設管理（飯岡西浄化セ 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E83

平成22年09月02日 起案
飯岡西浄化センター汚泥汲取検査結果通知書（８月分）について(伺い)

1

平成22年04月01日 起案
汚泥汲取の実施について(伺い)

2

平成22年04月30日 起案
飯岡西浄化センター汚泥汲取検査結果通知書（４月分）について(伺い)

3

平成22年06月01日 起案
飯岡西浄化センター汚泥汲取検査結果通知書（５月分）について(伺い)

4

平成22年08月02日 起案
飯岡西浄化センター汚泥汲取検査結果通知書（７月分）について(伺い)

5

平成22年10月05日 起案
飯岡西浄化センター汚泥汲取検査結果通知書（９月分）について(伺い)

6

平成22年11月01日 起案
飯岡西浄化センター汚泥汲取検査結果通知書（10月分）について(伺い)

7

平成22年12月01日 起案
飯岡西浄化センター汚泥汲取検査結果通知書（11月分）について(伺い)

8

平成23年01月04日 起案
飯岡西浄化センター汚泥汲取検査結果通知書（12月分）について(伺い)

9

平成23年02月01日 起案
飯岡西浄化センター汚泥汲取検査結果通知書（１月分）について(伺い)

10

平成23年03月01日 起案
飯岡西浄化センター汚泥汲取検査結果通知書（２月分）について(伺い)

11

平成23年03月31日 起案
飯岡西浄化センター汚泥汲取検査結果通知書（３月分）について(伺い)

12

平成22年07月01日 起案
飯岡西浄化センター汚泥汲取検査結果通知書（６月分）について(伺い)

13



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設管理（飯岡西浄化セ 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E83

平成22年08月04日 起案
飯岡西浄化センター清掃業務委託に係る検査結果通知書(７月分)について
（伺い）1

平成22年10月06日 起案
飯岡西浄化センター清掃業務委託に係る検査結果通知書(９月分)について
（伺い）2

平成23年02月01日 起案
飯岡西浄化センター清掃業務委託に係る検査結果通知書(１月分)について
（伺い）3

平成23年03月28日 起案
平成23年度飯岡西浄化センター清掃業務委託の実施について（伺い）

4

平成23年03月07日 起案
飯岡西浄化センター清掃業務委託に係る検査結果通知書(２月分)について
（伺い）5

平成23年03月31日 起案
飯岡西浄化センター清掃業務委託に係る検査結果通知書(３月分)について
（伺い）6

平成22年12月06日 起案
飯岡西浄化センター清掃業務委託に係る検査結果通知書(11月分)について
（伺い）7

平成22年04月30日 起案
飯岡西浄化センター清掃業務委託に係る検査結果通知書(４月分)について
（伺い）8

平成22年11月02日 起案
飯岡西浄化センター清掃業務委託に係る検査結果通知書(10月分)について
（伺い）9

平成22年09月03日 起案
飯岡西浄化センター清掃業務委託に係る検査結果通知書(８月分)について
（伺い）10

平成22年07月05日 起案
飯岡西浄化センター清掃業務委託に係る検査結果通知書(６月分)について
（伺い）11

平成22年04月01日 起案
業務委託に係る契約の締結について（伺い）

12

平成22年04月01日 起案
業務委託に係る契約の締結について(報告)

13

平成23年01月05日 起案
飯岡西浄化センター清掃業務委託に係る検査結果通知書(12月分)について
（伺い）14

平成22年04月01日 起案
飯岡西浄化センター清掃業務委託料の支出について（伺い）

15

平成22年04月30日 起案
飯岡西浄化センター清掃業務委託の業務完了確認について(伺い)

16

平成22年06月07日 起案
飯岡西浄化センター清掃業務委託に係る検査結果通知書(５月分)について
（伺い）17



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設管理（飯岡東浄化セ 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E83

平成22年09月02日 起案
飯岡東浄化センター維持管理業務委託に係る検査結果通知書(８月分)につ
いて（伺い）1

平成22年05月06日 起案
飯岡東浄化センター維持管理業務委託の業務完了確認について(伺い)

2

平成22年05月06日 起案
飯岡東浄化センター維持管理業務委託に係る検査結果通知書(４月分)につ
いて（伺い）3

平成22年06月01日 起案
飯岡東浄化センター維持管理業務委託に係る検査結果通知書(５月分)につ
いて（伺い）4

平成22年04月01日 起案
業務委託に係る下請負承諾願について（伺い）

5

平成22年04月01日 起案
工程表等の承認及び監督員の通知について（伺い）

6

平成22年04月01日 起案
飯岡東浄化センター維持管理業務委託料の支出について（伺い）

7

平成22年04月01日 起案
業務委託に係る契約の締結について（報告）

8

平成22年04月01日 起案
業務委託に係る契約の締結について（伺い）

9

平成22年04月01日 収受
業務委託に係る下請負届について（供覧）

10

平成22年08月04日 起案
飯岡東浄化センター維持管理業務委託に係る検査結果通知書(７月分)につ
いて（伺い）11

平成22年10月05日 起案
飯岡東浄化センター維持管理業務委託に係る検査結果通知書(９月分)につ
いて（伺い）12

平成22年11月01日 起案
飯岡東浄化センター維持管理業務委託に係る検査結果通知書(10月分)につ
いて（伺い）13

平成22年12月02日 起案
飯岡東浄化センター維持管理業務委託に係る検査結果通知書(11月分)につ
いて（伺い）14

平成23年01月05日 起案
飯岡東浄化センター維持管理業務委託に係る検査結果通知書(12月分)につ
いて（伺い）15

平成23年02月03日 起案
飯岡東浄化センター維持管理業務委託に係る検査結果通知書(１月分)につ
いて（伺い）16

平成23年03月01日 起案
飯岡東浄化センター維持管理業務委託に係る検査結果通知書(２月分)につ
いて（伺い）17

平成23年03月25日 起案
平成23年度飯岡東浄化センター維持管理業務委託の実施について（伺い）

18

平成23年03月31日 起案
飯岡東浄化センター維持管理業務委託に係る検査結果通知書(３月分)につ
いて（伺い）19

平成22年07月02日 起案
飯岡東浄化センター維持管理業務委託に係る検査結果通知書(６月分)につ
いて（伺い）20



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設管理（飯岡東浄化セ 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E83

平成22年12月01日 起案
飯岡東浄化センター汚泥汲取検査結果通知書（11月分）について(伺い)

1

平成23年03月01日 起案
飯岡東浄化センター汚泥汲取検査結果通知書（２月分）について(伺い)

2

平成23年01月04日 起案
飯岡東浄化センター汚泥汲取検査結果通知書（12月分）について(伺い)

3

平成22年11月01日 起案
飯岡東浄化センター汚泥汲取検査結果通知書（10月分）について(伺い)

4

平成22年10月05日 起案
飯岡東浄化センター汚泥汲取検査結果通知書（９月分）について(伺い)

5

平成22年09月02日 起案
飯岡東浄化センター汚泥汲取検査結果通知書（８月分）について(伺い)

6

平成22年08月02日 起案
飯岡東浄化センター汚泥汲取検査結果通知書（７月分）について(伺い)

7

平成22年07月01日 起案
飯岡東浄化センター汚泥汲取検査結果通知書（６月分）について(伺い)

8

平成22年06月01日 起案
飯岡東浄化センター汚泥汲取検査結果通知書（５月分）について(伺い)

9

平成22年04月30日 起案
飯岡東浄化センター汚泥汲取検査結果通知書（４月分）について(伺い)

10

平成22年04月01日 起案
汚泥汲取の実施について(伺い)

11

平成23年02月01日 起案
飯岡東浄化センター汚泥汲取検査結果通知書（１月分）について(伺い)

12



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設管理（飯岡東浄化セ 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E83

平成22年06月10日 起案
飯岡東浄化センター清掃業務委託に係る検査結果通知書(５月分)について
（伺い）1

平成22年10月08日 起案
飯岡東浄化センター清掃業務委託に係る検査結果通知書(９月分)について
（伺い）2

平成22年04月01日 起案
業務委託に係る契約の締結について（伺い）

3

平成22年04月01日 起案
業務委託に係る契約の締結について(報告)

4

平成22年04月01日 起案
飯岡東浄化センター清掃業務委託料の支出について（伺い）

5

平成22年05月11日 起案
飯岡東浄化センター清掃業務委託の業務完了確認について(伺い)

6

平成22年05月11日 起案
飯岡東浄化センター清掃業務委託に係る検査結果通知書(４月分)について
（伺い）7

平成22年08月11日 起案
飯岡東浄化センター清掃業務委託に係る検査結果通知書(７月分)について
（伺い）8

平成22年09月08日 起案
飯岡東浄化センター清掃業務委託に係る検査結果通知書(８月分)について
（伺い）9

平成23年03月31日 起案
飯岡東浄化センター清掃業務委託に係る検査結果通知書(３月分)について
（伺い）10

平成22年11月05日 起案
飯岡東浄化センター清掃業務委託に係る検査結果通知書(10月分)について
（伺い）11

平成22年12月06日 起案
飯岡東浄化センター清掃業務委託に係る検査結果通知書(11月分)について
（伺い）12

平成23年01月05日 起案
飯岡東浄化センター清掃業務委託に係る検査結果通知書(12月分)について
（伺い）13

平成23年02月09日 起案
飯岡東浄化センター清掃業務委託に係る検査結果通知書(１月分)について
（伺い）14

平成23年03月07日 起案
飯岡東浄化センター清掃業務委託に係る検査結果通知書(２月分)について
（伺い）15

平成23年03月28日 起案
平成23年度飯岡東浄化センター清掃業務委託の実施について（伺い）

16

平成22年07月05日 起案
飯岡東浄化センター清掃業務委託に係る検査結果通知書(６月分)について
（伺い）17



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設管理（飯岡東浄化セ 上下水道局/下水道施設管理課/施設

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

E83

平成23年03月10日 起案
工程表等の承認及び監督員の通知について(伺い)

1

平成23年02月22日 起案
飯岡東浄化センター汚泥濃縮装置点検業務委託の実施について(伺い)

2

平成23年03月25日 起案
業務委託に係る完了検査報告並びに検査結果通知について（伺い）

3

平成23年03月08日 起案
業務委託に係る契約の締結について(伺い)

4

平成23年03月09日 起案
業務委託に係る契約の締結について(報告)

5

平成23年03月25日 起案
乙部地区農業集落排水処理施設嫌気性ろ床清掃業務委託の完了検査の実
施について(伺い)6



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設設置許可 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E83

平成22年06月02日 起案
農業集落排水事業物件設置許可物件(乙部30地割35番地先)の完成につい
て(伺い)1

平成23年01月08日 起案
農業集落排水事業物件設置許可(上飯岡15地割2番地先)の工事完了につ
いて2

平成22年12月22日 起案
農業集落排水事業物件設置(下飯岡1地割48番2地先)の工事完了について

3

平成22年12月13日 起案
農業集落排水事業物件設置許可(下飯岡1地割56番9地先)の工事完了につ
いて4

平成22年11月02日 起案
農業集落排水施設物件設置申請(上飯岡15地割2番地先)の許可について
（伺い）5

平成22年10月15日 起案
農業集落排水事業物件設置(上鹿妻天沼29番5地先)工事の完了について
(報告)6

平成22年09月10日 起案
農業集落排水施設物件設置許可(下飯岡1地割56番9地先)の許可について
（伺い）7

平成22年06月23日 起案
農業集落排水施設物件設置許可申請(下飯岡1地割297番1地先)の許可に
ついて(伺い)8

平成22年08月25日 起案
農業集落排水施設物件設置許可(下飯岡2地割297番1地先)に伴う，工事完
了について9

平成22年05月07日 起案
農業集落排水事業物件設置許可物件(上飯岡23地割20番24地先)の完成に
ついて(報告）10

平成22年05月13日 起案
農業集落排水事業物件設置許可物件(上太田八千刈1番3地先)工事の完了
について(報告)11

平成22年08月09日 起案
農業集落排水事業物件設置許可物件(上飯岡17地割56番1地先)の完成に
ついて(報告)12

平成22年04月05日 起案
農業集落排水施設物件設置許可申請に伴う許可について(伺い)

13

平成22年04月06日 起案
農業集落排水施設物件設置許可申請に伴う許可について(伺い)

14

平成22年04月07日 起案
農業集落排水施設物件設置(上飯岡17地割56番1地先)許可について（伺
い）15

平成22年04月08日 起案
農業集落排水施設物件設置(乙部30地割36番4 地先)許可について（伺い）

16

平成22年10月08日 起案
農業集落排水施設物件設置許可(下飯岡1地割48番2地先)の許可について
（伺い）17

平成22年08月31日 起案
農業集落排水施設物件設置許可(上鹿妻天沼29番5地先)の許可について
（伺い）18

平成22年09月06日 起案
農業集落排水施設物件設置許可(下飯岡1地割56番2地先)の許可について
（伺い）19


