
索引目次

平成22年度 施行契約　盛岡市公設浄化槽標準設計上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

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17日 起案
業務委託契約の締結について（供覧）

1

平成22年05月18日 起案
調査職員の通知等について（伺い）

2

平成22年06月22日 起案
業務完了検査の実施について（伺い）

3

平成22年06月23日 起案
業務の完了について（伺い）

4

平成22年05月13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30日 起案
盛岡市公設浄化槽標準設計積算業務委託の実施について（伺い）

6



索引目次

平成22年度 施行契約（盛岡市公設浄化槽設置第1 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成22年08月11日 起案
工事の完成について（伺い）

1

平成22年05月28日 起案
盛岡市公設浄化槽設置第1号工事（H22永井地区）の実施について（伺い）

2

平成22年05月28日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

3

平成22年06月07日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

4

平成22年06月09日 起案
工事請負契約の締結について（供覧）

5

平成22年06月09日 起案
監督員の通知について（伺い）

6

平成22年08月04日 起案
工事完成検査の実施について（伺い）

7



索引目次

平成22年度 施行契約（盛岡市公設浄化槽設置第2 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成22年08月18日 起案
工事の完成について（伺い）

1

平成22年08月09日 起案
工事完成検査の実施について（伺い）

2

平成22年06月09日 起案
監督員の通知について（伺い）

3

平成22年06月09日 起案
工事請負契約の締結について（供覧）

4

平成22年06月07日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

5

平成22年05月28日 起案
盛岡市公設浄化槽設置第2号工事（H22山田地区）の実施について（伺い）

6

平成22年05月28日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

7



索引目次

平成22年度 施行契約（盛岡市公設浄化槽設置第3 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成22年06月09日 起案
監督員の通知について（伺い）

1

平成22年05月28日 起案
盛岡市公設浄化槽設置第3号工事（H22城内地区）の実施について（伺い）

2

平成22年05月28日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

3

平成22年06月07日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

4

平成22年06月09日 起案
工事請負契約の締結について（供覧）

5

平成22年07月27日 起案
工事完成検査の実施について（伺い）

6

平成22年08月05日 起案
工事の完成について（伺い）

7



索引目次

平成22年度 施行契約（盛岡市公設浄化槽設置第4 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

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28日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

1

平成22年06月07日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

2

平成22年06月09日 起案
工事請負契約の締結について（供覧）

3

平成22年06月09日 起案
監督員の通知について（伺い）

4

平成22年07月29日 起案
工事完成検査の実施について（伺い）

5

平成22年08月10日 起案
工事の完成について（伺い）

6

平成22年05月28日 起案
盛岡市公設浄化槽設置第4号工事（H22永井地区）の実施について（伺い）

7



索引目次

平成22年度 施行契約（盛岡市公設浄化槽設置第5 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成22年08月10日 起案
工事の完成について（伺い）

1

平成22年05月28日 起案
盛岡市公設浄化槽設置第5号工事（H22山田地区）の実施について（伺い）

2

平成22年05月28日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

3

平成22年06月07日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

4

平成22年06月09日 起案
工事請負契約の締結について（供覧）

5

平成22年06月09日 起案
監督員の通知について（伺い）

6

平成22年08月02日 起案
工事完成検査の実施について（伺い）

7



索引目次

平成22年度 施行契約（盛岡市公設浄化槽設置第6 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成22年08月03日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

1

平成22年08月11日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

2

平成22年08月12日 起案
工事請負契約の締結について（供覧）

3

平成22年08月13日 起案
監督員の通知について（伺い）

4

平成22年10月04日 起案
工事完成検査の実施について（伺い）

5

平成22年10月14日 起案
工事の完成について（伺い）

6

平成22年08月03日 起案
盛岡市公設浄化槽設置第6号工事（H22日戸地区）の実施について（伺い）

7



索引目次

平成22年度 施行契約（盛岡市公設浄化槽設置第7 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成22年08月27日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

1

平成22年08月27日 起案
盛岡市公設浄化槽設置第7号工事（H22生出1地区）の実施について（伺い）

2

平成22年09月06日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

3

平成22年09月08日 起案
監督員の通知について（伺い）

4

平成22年10月20日 起案
工事完成検査の実施について（伺い）

5

平成22年10月21日 起案
工事の完成について（伺い）

6

平成22年09月07日 起案
工事請負契約の締結について（供覧）

7



索引目次

平成22年度 施行契約（盛岡市公設浄化槽設置第8 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成22年12月22日 起案
工事の完成について（伺い）

1

平成22年12月15日 起案
工事完成検査の実施について（伺い）

2

平成22年10月27日 起案
監督員の通知について（伺い）

3

平成22年10月26日 起案
工事請負契約の締結について（供覧）

4

平成22年10月25日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

5

平成22年10月15日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

6

平成22年10月15日 起案
盛岡市公設浄化槽設置第8号工事（H22柴沢地区）の実施について（伺い）

7



索引目次

平成22年度 施行契約（盛岡市公設浄化槽設置第9 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成22年10月15日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

1

平成22年11月29日 起案
工事の完成について（伺い）

2

平成22年11月29日 起案
工事完成検査の実施について（伺い）

3

平成22年10月27日 起案
監督員の通知について（伺い）

4

平成22年10月25日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

5

平成22年10月15日 起案
盛岡市公設浄化槽設置第9号工事（H22山田地区）の実施について（伺い）

6

平成22年10月26日 起案
工事請負契約の締結について（供覧）

7



索引目次

平成22年度 施行契約（盛岡市公設浄化槽設置第10 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成22年10月15日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

1

平成22年12月22日 起案
工事の完成について（伺い）

2

平成22年12月16日 起案
工事完成検査の実施について（伺い）

3

平成22年10月27日 起案
監督員の通知について（伺い）

4

平成22年10月25日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

5

平成22年10月15日 起案
盛岡市公設浄化槽設置第10号工事（H22大台地区）の実施について（伺い）

6

平成22年10月26日 起案
工事請負契約の締結について（供覧）

7



索引目次

平成22年度 施行契約（盛岡市公設浄化槽設置第11 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成22年10月15日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

1

平成22年10月25日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

2

平成22年10月26日 起案
工事請負契約の締結について（供覧）

3

平成22年10月27日 起案
監督員の通知について（伺い）

4

平成22年12月13日 起案
工事完成検査の実施について（伺い）

5

平成22年12月16日 起案
工事の完成について（伺い）

6

平成22年10月15日 起案
盛岡市公設浄化槽設置第11号工事（H22門前寺地区）の実施について（伺
い）7



索引目次

平成22年度 施行契約（盛岡市公設浄化槽設置第12 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成22年10月15日 起案
盛岡市公設浄化槽設置第12号工事（H22元好摩地区）の実施について（伺
い）1

平成22年12月22日 起案
工事の完成について（伺い）

2

平成22年12月16日 起案
工事完成検査の実施について（伺い）

3

平成22年10月27日 起案
監督員の通知について（伺い）

4

平成22年10月26日 起案
工事請負契約の締結について（供覧）

5

平成22年10月15日 起案
工事請負契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

6

平成22年10月25日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

7



索引目次

平成22年度 測量登記 上下水道局/玉山事務所

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

E02

平成22年11月05日 起案
道路境界確認の立会い願い書の提出について(伺い)

1

平成22年10月27日 起案
公共下水道事業渋民処理分区に係る未処理用地(区分地上権設定)の実施
について(伺い)2

平成22年11月09日 起案
住民票の写し等の交付請求について(伺い)

3

平成22年11月05日 起案
担当土地家屋調査士の選任について(供覧)

4

平成22年11月05日 起案
公共下水道渋民処理分区に係る用地測量業務委託に伴う測量立入案内通
知について(伺い)5

平成22年11月05日 起案
公共下水道渋民処理分区未処理用地処理に係る用地測量業務に伴う証明
書の交付について(伺い)6

平成22年10月29日 起案
公共下水道事業渋民処理分区に係る未処理用地の処理の事務委任につい
て(伺い)7

平成22年11月04日 起案
測量及び登記業務委託(指示書3)について(伺い)

8



索引目次

平成22年度 盛岡市公設浄化槽維持管理第1号業務上下水道局/玉山事務所

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01日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理第1号業務委託に係る完了検査(7月～9月分)の
実施について(伺い)1

平成22年05月17日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理業者決定通知について(伺い)

2

平成23年03月31日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理第1号業務委託に係る完了検査(1月～3月分)の
結果について(伺い)3

平成23年03月31日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理第1号業務委託に係る完了検査(1月～3月分)の
実施について(伺い)4

平成23年01月05日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理第1号業務委託に係る完了検査(10月～12月分)
の結果について(伺い)5

平成23年01月01日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理第1号業務委託に係る完了検査(10月～12月分)
の実施について(伺い)6

平成22年12月21日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理第1号業務委託の変更契約の締結について(供
覧)7

平成22年12月20日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理第1号業務委託の変更(第2回)契約について(伺
い)8

平成22年10月05日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理第1号業務委託に係る完了検査(7月～9月)の結
果について(伺い)9

平成22年08月02日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理第1号業務委託の変更契約について(伺い)

10

平成22年07月01日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理第1号業務委託に係る完了検査(4月～6月)の実
施について(伺い)11

平成22年05月17日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理業者決定通知について(伺い)

12

平成22年04月01日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理第1号業務委託の業務監督員の通知等につい
て(伺い)13

平成22年04月01日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理第1号業務委託の契約締結について(供覧)

14

平成22年04月01日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理第1号業務委託に係る契約締結について(伺い)

15

平成22年08月03日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理第1号業務委託の変更契約の締結について(供
覧)16

平成22年07月06日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理第1号業務委託に係る完了検査(4月～6月)の結
果について(伺い)17



索引目次

平成22年度 盛岡市公設浄化槽維持管理第2号業務上下水道局/玉山事務所

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06月01日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理第2号業務委託に係る現場責任者の変更につ
いて(伺い)1

平成23年03月31日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理第2号業務委託に係る完了検査(1月～3月分)の
実施について(伺い)2

平成23年01月05日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理第2号業務委託に係る完了検査(10月～12月分)
の結果について(伺い)3

平成22年12月21日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理第2号業務委託の変更契約締結について(供覧)

4

平成22年12月20日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理第2号業務委託の変更(第2回)契約について(伺
い)5

平成22年10月06日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理第2号業務委託に係る完了検査(7月～9月分)の
結果について(伺い)6

平成22年10月01日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理第2号業務委託に係る完了検査(7月～9月分)の
実施について(伺い)7

平成22年08月03日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理第２号業務委託の変更契約締結について(供
覧)8

平成22年08月02日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理第2号業務委託の変更契約について(伺い)

9

平成22年07月01日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理第2号業務委託に係る完了検査(4月～6月分)に
ついて(伺い)10

平成22年04月01日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理第2号業務委託の業務監督員の通知等につい
て(伺い)11

平成22年04月01日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理第2号業務委託の契約締結について(伺い)

12

平成22年04月01日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理第2号業務委託に係る契約締結について(伺い)

13

平成23年01月01日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理第2号業務委託に係る完了検査(10月～12月分)
の実施について(伺い)14

平成23年03月31日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理第2号業務委託に係る完了検査(1月～3月分)の
結果について(伺い)15

平成22年07月06日 起案
盛岡市公設浄化槽維持管理第2号業務委託に係る完了検査(4月～6月)の結
果について(伺い)16



索引目次

平成22年度 公設浄化槽一般（使用料等） 上下水道局/玉山事務所

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

E62

平成23年01月18日 起案
平成22年度公設浄化槽使用料の賦課（1月新規賦課）について（伺い）

1

平成23年03月02日 起案
平成23年3月税外徴収事務スケジュールについて（供覧）

2

平成23年02月28日 起案
公設浄化槽使用料催告について（伺い）

3

平成23年02月18日 起案
公設浄化槽分担金納入通知書の印刷第２校正ついて（伺い）

4

平成23年02月18日 起案
公設浄化槽使用料督促について（伺い）

5

平成23年02月07日 起案
公設浄化槽使用料口座振替不能通知について（伺い）

6

平成23年02月04日 起案
公設浄化槽使用料及び分担金の納入通知書の印刷について（伺い）

7

平成23年02月04日 起案
平成22年度公設浄化槽使用料・分担金収納消込調定集計表（1月31日現
在）について（供覧）8

平成23年01月07日 起案
公設浄化槽事業分担金・使用料納入通知書（1月分）について（供覧）

9

平成23年01月18日 起案
平成22年度公設浄化槽使用料・分担金収納消込調定集計表（12月31日現
在）について（供覧）10

平成22年05月28日 起案
督促状の印字について（伺い）

11

平成22年06月03日 起案
公設浄化槽事業分担金納入通知書（6月分）について（伺い）

12

平成23年01月18日 起案
公設浄化槽事業分担金（1月分）について（伺い）

13

平成22年06月07日 起案
５月分公設浄化槽使用料口座振替不能通知の納品について（供覧）

14

平成22年06月11日 起案
平成21年度公設浄化槽使用料・分担金収納消込調定集計表について（供
覧）15

平成22年08月10日 起案
平成２２年８月税外徴収事務スケジュールについて（供覧）

16

平成23年01月13日 起案
12月分公設浄化槽使用料口座振替不能通知の納品について（供覧）

17

平成22年10月01日 起案
公設浄化槽事業分担金納入通知書（10月分）について（伺い）

18

平成23年01月20日 起案
公設浄化槽使用料督促について（伺い）

19

平成22年04月27日 起案
口座振替済みのお知らせについて（伺い）

20



索引目次

平成22年度 公設浄化槽一般（使用料等） 上下水道局/玉山事務所

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

E62

平成23年05月24日 起案
平成22年度公設浄化槽使用料・分担金収納消込調定集計表（4月30日現
在）について（供覧）21

平成23年04月06日 起案
3月分公設浄化槽使用料口座振替不能通知の納品について（供覧）

22

平成23年04月06日 起案
平成22年度公設浄化槽使用料・分担金収納消込調定集計表（3月31日現
在）について（供覧）23

平成23年03月23日 起案
督促状の発送の延期となった対象者について（供覧）

24

平成23年03月16日 起案
督促状の発送の延期について（供覧）

25

平成22年04月01日 起案
盛岡市税外滞納者の滞納処分移管について（供覧）

26

平成22年04月01日 収受
盛岡市税外滞納者の滞納処分移管について

27

平成23年03月04日 起案
2月分公設浄化槽使用料口座振替不能通知の納品について（供覧）

28

平成22年04月19日 起案
平成22年度公設浄化槽使用料の賦課について（伺い）

29

平成23年03月04日 起案
平成22年度公設浄化槽使用料・分担金収納消込調定集計表（2月28日現
在）について（供覧）30

平成22年05月06日 起案
公設浄化槽事業分担金納入通知書（5月分）について（伺い）

31

平成22年05月10日 起案
平成21年度公設浄化槽使用料・分担金収納消込調定集計表について（供
覧）32

平成22年05月10日 起案
平成22年度公設浄化槽使用料収納消込調定集計表（4月30日現在）につい
て（供覧）33

平成22年05月11日 収受
４月分公設浄化槽使用料口座振替の納品につきまして

34

平成22年05月12日 起案
４月分公設浄化槽使用料口座振替不能通知の納品について（供覧）

35

平成22年05月18日 起案
公設浄化槽事業分担金（5月分）について（伺い）

36

平成22年05月20日 起案
公設浄化槽使用料（4月分）督促について（伺い）

37

平成23年01月07日 起案
平成23年1月税外徴収事務スケジュールについて（供覧）

38

平成22年04月14日 起案
公設浄化槽使用料督促について（伺い）

39

平成22年08月20日 起案
公設浄化槽使用料督促について（伺い）

40



索引目次

平成22年度 公設浄化槽一般（使用料等） 上下水道局/玉山事務所

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

E62

平成23年01月06日 起案
公設浄化槽事業分担金・使用料納入通知書（1月分）について（伺い）

41

平成22年10月20日 起案
公設浄化槽使用料督促について（伺い）

42

平成22年06月11日 起案
平成22年度公設浄化槽使用料・分担金収納消込調定集計表（5月31日現
在）について（供覧）43

平成22年10月19日 起案
平成22年度公設浄化槽使用料・分担金収納消込調定集計表（9月30日現
在）について（供覧）44

平成22年10月19日 起案
公設浄化槽事業分担金（10月分）について（伺い）

45

平成22年10月19日 起案
平成22年度公設浄化槽使用料の賦課について（伺い）

46

平成22年10月06日 起案
9月分公設浄化槽使用料口座振替不能通知の納品について（供覧）

47

平成22年11月02日 起案
公設浄化槽事業使用料納入通知書（11月開始分）について（伺い）

48

平成22年08月18日 起案
公設浄化槽事業分担金（8月分）について（伺い）

49

平成22年11月02日 起案
公設浄化槽事業分担金納入通知書（11月分）について（伺い）

50

平成22年08月27日 起案
公設浄化槽使用料催告について（供覧）

51

平成22年09月07日 起案
平成22年度公設浄化槽使用料・分担金収納消込調定集計表（8月31日現
在）について（供覧）52

平成22年09月08日 起案
平成２２年９月税外徴収事務スケジュールについて（供覧）

53

平成22年09月09日 起案
公設浄化槽事業分担金納入通知書（9月分）について（伺い）

54

平成22年09月09日 起案
公設浄化槽事業負担金（9月分）について（伺い）

55

平成22年09月17日 起案
公設浄化槽事業分担金（9月分）について（伺い）

56

平成22年09月21日 起案
公設浄化槽事業使用料納入通知書（10月開始分）について（伺い）

57

平成22年10月01日 起案
平成２２年10月税外徴収事務スケジュールについて（供覧）

58

平成22年07月20日 起案
公設浄化槽使用料督促について（伺い）

59

平成22年12月20日 起案
公設浄化槽使用料督促について（伺い）

60



索引目次

平成22年度 公設浄化槽一般（使用料等） 上下水道局/玉山事務所

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

E62

平成22年06月16日 起案
公設浄化槽使用料督促について（伺い）

61

平成22年06月17日 起案
公設浄化槽事業分担金（6月分）について（伺い）

62

平成22年12月08日 起案
公設浄化槽使用料催告について（供覧）

63

平成22年12月07日 起案
平成22年度公設浄化槽使用料・分担金収納消込調定集計表（11月30日現
在）について（供覧）64

平成22年08月10日 起案
平成22年度公設浄化槽使用料・分担金収納消込調定集計表（7月31日現
在）について（供覧）65

平成22年08月05日 起案
公設浄化槽事業分担金納入通知書（8月分）について（伺い）

66

平成22年11月08日 起案
10月分公設浄化槽使用料口座振替不能通知の納品について（供覧）

67

平成22年07月07日 起案
平成22年度公設浄化槽使用料・分担金収納消込調定集計表（6月30日現
在）について（供覧）68

平成22年11月18日 起案
平成22年度公設浄化槽使用料の賦課（11月新規賦課）について（伺い）

69

平成22年11月08日 起案
平成22年度公設浄化槽使用料・分担金収納消込調定集計表（10月31日現
在）について（供覧）70

平成22年08月06日 起案
７月分公設浄化槽使用料口座振替不能通知の納品について（供覧）

71

平成22年11月18日 起案
公設浄化槽事業分担金（11月分）について（伺い）

72

平成22年07月06日 起案
６月分公設浄化槽使用料口座振替不能通知の納品について（供覧）

73

平成22年11月19日 起案
公設浄化槽使用料督促について（伺い）

74

平成22年12月03日 起案
平成２２年12月税外徴収事務スケジュールについて（供覧）

75

平成22年12月06日 起案
11月分公設浄化槽使用料口座振替不能通知の納品について（供覧）

76

平成22年07月01日 起案
平成２２年７月税外徴収事務スケジュールについて（供覧）

77

平成22年11月09日 起案
公設浄化槽事業負担金（10月分）について（伺い）

78



索引目次

平成22年度 公設浄化槽汲取等手数料関係 上下水道局/玉山事務所

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

E62

平成23年02月23日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

1

平成23年03月08日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

2

平成23年03月08日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

3

平成23年02月23日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

4

平成23年03月08日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

5

平成23年03月08日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

6

平成23年03月08日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

7

平成22年10月25日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

8

平成22年10月25日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

9

平成22年10月25日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

10

平成22年10月25日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

11

平成22年10月25日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

12

平成23年03月08日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

13

平成23年03月08日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

14

平成22年10月25日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

15

平成23年03月08日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

16

平成22年05月20日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

17

平成23年03月08日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

18

平成23年03月08日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

19

平成23年03月08日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

20



索引目次

平成22年度 公設浄化槽汲取等手数料関係 上下水道局/玉山事務所

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

E62

平成23年03月08日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

21

平成23年03月08日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

22

平成23年03月08日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

23

平成23年03月08日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

24

平成23年03月08日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

25

平成23年01月31日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

26

平成23年03月08日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

27

平成23年02月23日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

28

平成22年10月25日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

29

平成22年05月20日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

30

平成22年05月20日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

31

平成22年05月20日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

32

平成23年01月31日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

33

平成23年01月31日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

34

平成23年02月23日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

35

平成23年01月31日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

36

平成22年10月25日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

37

平成23年02月23日 起案
公設浄化槽清掃及び汚泥汲取り実施について(伺い)

38



索引目次

平成22年度 公設浄化槽検査手数料関係 上下水道局/玉山事務所

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

E62

平成22年06月30日 起案
公設浄化槽に係る浄化槽法第7条検査の結果について(伺い)

1

平成22年10月28日 起案
公設浄化槽施設に係る浄化法第7条検査の結果について(伺い)

2

平成22年10月28日 起案
公設浄化槽施設に係る浄化槽法第11条検査の結果について(伺い)

3

平成23年01月04日 起案
公設浄化槽施設に係る浄化槽法第7条検査の結果について(伺い)

4



索引目次

平成22年度 公設浄化槽一般（業務委託） 上下水道局/玉山事務所

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

E62

平成22年10月21日 起案
盛岡市公設浄化槽設置整備事業に係る保守点検業務の参考見積単価の依
頼について(伺い)1

平成23年03月31日 起案
平成22年度公設浄化槽事業賦課計算等業務委託に係る完了検査の結果に
ついて(伺い)2

平成23年03月31日 起案
平成２２年度公設浄化槽事業賦課計算等業務委託に係る実施について(伺
い)3

平成22年04月01日 起案
平成22年度公設浄化槽事業賦課計算等業務委託の契約締結について(供
覧)4



索引目次

平成22年度 公共下水道マンホールポンプ維持点検 上下水道局/玉山事務所

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04月01日 起案
公共下水道マンホールポンプ維持点検業務委託の契約締結について(伺い)

1

平成22年04月01日 起案
公共下水道マンホールポンプ維持点検業務委託に係る契約締結について
(伺い)2

平成23年03月31日 起案
公共下水道マンホールポンプ維持点検業務委託に係る完了検査の結果に
ついて(伺い)3

平成23年03月31日 起案
公共下水道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22年04月01日 起案
公共下水道マンホールポンプ維持点検業務委託の業務監督員の通知等に
ついて(伺い)5



索引目次

平成22年度 盛岡市公共下水道水質調査業務委託 上下水道局/玉山事務所

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09日 起案
盛岡市公共下水道水質調査業務委託の業務監督員の通知等について(伺
い)1

平成22年10月26日 起案
公共下水道水質調査業務委託に係る参考見積単価の依頼について(伺い)

2

平成22年11月02日 起案
盛岡市公共下水道水質調査業務委託の実施について(伺い)

3

平成22年11月09日 起案
盛岡市公共下水道水質調査業務委託の契約締結について(伺い)

4

平成23年01月31日 起案
盛岡市公共下水道水質調査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02月21日 起案
平成22年度流域下水道接続流入下水水質調査票の提出について(伺い)

6

平成23年02月04日 起案
盛岡市公共下水道水質調査業務委託に係る完了検査の結果について(伺
い)7

平成22年11月08日 起案
盛岡市公共下水道水質調査業務委託に係る契約締結について(伺い)

8



索引目次

平成22年度 公共下水道一般(買収) 上下水道局/玉山事務所

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14日 起案
盛岡市公共下水道事業(渋民処理分区)管渠用地に係る区分地上権設定に
伴う補償契約の完了確認について(復命)1

平成23年02月24日 起案
登記等業務委託(権利関係)の契約締結について(供覧)

2

平成23年02月24日 起案
公共下水道渋民処理分区管渠用地に係る登記業務委託(権利)のH22単価
契約について(伺い)3

平成23年02月16日 起案
公共下水道渋民処理分区用地測量業務委託に係る隣接土地所有者立会い
及び筆界確認証明書の提出について(伺い)4

平成23年02月16日 起案
公共下水道渋民処理分区用地測量業務委託に係る委任状について(伺い)

5

平成23年02月09日 起案
盛岡市公共下水道事業(渋民処理分区)管渠用地に係る区分地上権設定に
伴う補償単価及び契約締結について(伺い)6

平成22年11月05日 起案
担当土地家屋調査士の選任について(供覧)

7

平成22年11月02日 起案
測量及び登記等業務委託に係る見積書について(伺い)

8

平成23年03月14日 起案
盛岡市公共下水道事業(渋民処理分区)管渠用地に係る区分地上権設定に
伴う補償契約の完了確認について(復命)9

平成23年03月10日 起案
公共下水道渋民処理分区登記等業務委託(権利関係)に係る委任状につい
て(伺い)10

平成23年03月17日 起案
業務完了検査員の指名について(伺い)

11

平成23年03月09日 起案
業務完了検査員の指名について(伺い)

12

平成23年02月28日 起案
公共下水道渋民処理分区登記等業務委託(権利関係)に係る委任状につい
て(伺い)13

平成23年02月28日 起案
担当司法書士選定の選任について(伺い)

14

平成23年02月28日 起案
登記等業務委託(権利関係)の指示書(1)について

15

平成23年02月25日 起案
登記等業務委託(権利関係)に係る見積書について(伺い)

16



索引目次

平成22年度 下水道施設管理（道路占用協議） 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E63

平成22年06月23日 起案
道路占用許可申請について（伺い）

1

平成22年07月26日 起案
道路占用許可申請について（伺い）

2

平成23年02月09日 起案
道路占用許可申請について（伺い）

3



索引目次

平成22年度 下水道施設管理（国・県道道路占用協 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E63

平成23年02月18日 起案
道路占用許可期間満了に伴う道路占用許可について（供覧）

1

平成22年11月22日 起案
道路占用許可期間満了に伴う道路占用許可申請について（伺い）

2



索引目次

平成22年度 公設浄化槽排水設備普及資金融資（契 上下水道局/玉山事務所

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

E65

平成22年10月12日 起案
平成22年度公設浄化槽排水設備普及資金融資に伴う利子補給について（伺
い）1

平成23年03月31日 起案
平成22年度公設浄化槽排水設備普及資金融資に伴う利子補給について（伺
い）2

平成23年03月31日 起案
平成22年度公設浄化槽排水設備普及資金融資に伴う利子補給について（伺
い）3

平成23年02月03日 起案
債務負担行為に関する調書について（伺い）

4

平成22年10月19日 起案
平成22年度公設浄化槽排水設備普及資金融資に伴う利子補給について（伺
い）5

平成22年04月01日 起案
平成22年度盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資制度の実施について
（伺い）6

平成22年04月01日 起案
平成22年度盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資制度に係る契約締結
について（報告）7



索引目次

平成22年度 公設浄化槽排水設備普及資金融資（状 上下水道局/玉山事務所

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

E65

平成22年05月12日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況4月分（岩手中央農協）につ
いて（供覧）1

平成22年05月07日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況4月分（新岩手農協）につい
て（供覧）2

平成22年05月12日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況4月分（岩手銀行）について
（供覧）3

平成23年02月03日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況1月分（新岩手農協）につい
て（供覧）4

平成23年03月09日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況2月分（岩手銀行）について
（供覧）5

平成22年05月12日 収受
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況報告書

6

平成23年04月08日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況3月分（岩手銀行）について
（供覧）7

平成23年04月08日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況3月分（新岩手農協）につい
て（供覧）8

平成23年04月06日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況3月分（岩手中央農協）につ
いて（供覧）9

平成22年05月12日 収受
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況報告書

10

平成22年10月08日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況9月分（新岩手農協）につい
て（供覧）11

平成22年06月02日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況報告書平成２２年５月分

12

平成22年06月11日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況5月分（岩手中央農協）につ
いて（供覧）13

平成22年07月02日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況6月分（新岩手農協）につい
て（供覧）14

平成22年07月09日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況6月分（岩手中央農協）につ
いて（供覧）15

平成22年07月12日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況6月分（岩手銀行）について
（供覧）16

平成22年08月09日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況7月分（岩手中央農協）につ
いて（供覧）17

平成22年08月10日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況7月分（新岩手農協）につい
て（供覧）18

平成22年08月12日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況7月分（岩手銀行）について
（供覧）19

平成22年09月10日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況8月分（新岩手農協）につい
て（供覧）20



索引目次

平成22年度 公設浄化槽排水設備普及資金融資（状 上下水道局/玉山事務所

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

E65

平成22年09月10日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況8月分（岩手中央農協）につ
いて（供覧）21

平成22年09月13日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況8月分（岩手銀行）について
（供覧）22

平成23年02月14日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況１月分（岩手銀行）について
（供覧）23

平成22年10月08日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況9月分（岩手中央農協）につ
いて（供覧）24

平成23年01月05日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況12月分（新岩手農協）につ
いて（供覧）25

平成23年03月07日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況2月分（岩手中央農協）につ
いて（供覧）26

平成22年06月11日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況5月分（岩手銀行）について
（供覧）27

平成23年02月10日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況1月分（岩手中央農協）につ
いて（供覧）28

平成22年06月02日 収受
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況報告書平成２２年５月分

29

平成22年10月08日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況9月分（岩手銀行）について
（供覧）30

平成23年01月07日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況12月分（岩手銀行）について
（供覧）31

平成23年03月08日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況2月分（新岩手農協）につい
て（供覧）32

平成22年12月09日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況11月分（岩手銀行）について
（供覧）33

平成22年12月09日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況11月分（岩手中央農協）に
ついて（供覧）34

平成22年12月08日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況11月分（新岩手農協）につ
いて（供覧）35

平成22年11月10日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況10月分（岩手中央農協）に
ついて（供覧）36

平成22年11月10日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況10月分（岩手銀行）について
（供覧）37

平成22年11月08日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況10月分（新岩手農協）につ
いて（供覧）38

平成23年01月12日 起案
盛岡市公設浄化槽排水設備普及資金融資状況12月分（岩手中央農協）に
ついて（供覧）39



索引目次

平成22年度 巻堀地区農業集落排水処理施設維持 上下水道局/玉山事務所

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10月05日 起案
巻堀地区クリーンセンター維持管理業務委託に係る完了検査(9月分)の結果
について(伺い)1

平成22年06月01日 起案
巻堀地区クリーンセンター維持管理業務委託に係る完了検査(5月分)の実施
について(伺い)2

平成22年11月05日 起案
巻堀地区クリーンセンター維持管理業務委託に係る完了検査(10月分)の結
果について(伺い)3

平成22年09月01日 起案
巻堀地区クリーンセンター維持管理業務委託に係る完了検査(8月分)の実施
について(伺い)4

平成22年08月06日 起案
巻堀地区クリーンセンター維持管理業務委託に係る完了検査(7月分)の結果
について(伺い)5

平成22年08月02日 起案
巻堀地区クリーンセンター維持管理業務委託に係る完了検査(7月分)の実施
について(伺い)6

平成22年07月20日 起案
巻堀地区農業集落排水処理施設に係る浄化法第11条検査について(供覧)

7

平成22年07月09日 起案
巻堀地区クリーンセンター維持管理業務委託に係る完了検査(6月分)の結果
について(伺い)8

平成22年10月01日 起案
巻堀地区クリーンセンター維持管理業務委託に係る完了検査(9月分)の実施
について(伺い)9

平成22年06月04日 起案
巻堀地区クリーンセンター維持管理業務委託に係る完了検査(5月分)の結果
について(伺い)10

平成22年11月01日 起案
巻堀地区クリーンセンター維持管理業務委託に係る完了検査(10月分)の実
施について(伺い)11

平成22年05月06日 起案
巻堀地区クリーンセンター維持管理業務委託に係る完了検査(4月分)の結果
について(伺い)12

平成22年05月01日 起案
巻堀地区クリーンセンター維持管理業務委託に係る完了検査(4月分)の実施
について(伺い)13

平成22年04月01日 起案
巻堀地区クリーンセンター維持管理業務委託に係る下請負承認について(伺
い)14

平成22年04月01日 起案
巻堀地区クリーンセンター維持管理業務委託の業務監督員の通知等につい
て(伺い)15

平成22年04月01日 起案
巻堀地区クリーンセンター維持管理業務委託の契約締結について(供覧)

16

平成22年04月01日 起案
巻堀地区クリーンセンター維持管理業務委託に係る契約締結について(伺
い)17

平成22年07月01日 起案
巻堀地区クリーンセンター維持管理業務委託に係る完了検査(6月分)の実施
について(伺い)18

平成23年03月31日 起案
巻堀地区クリーンセンター維持管理業務委託に係る完了検査(3月分)の実施
について(伺い)19

平成22年09月06日 起案
巻堀地区クリーンセンター維持管理業務委託に係る完了検査(8月分)の結果
について(伺い)20



索引目次

平成22年度 巻堀地区農業集落排水処理施設維持 上下水道局/玉山事務所

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31日 起案
巻堀地区クリーンセンター維持管理業務委託に係る完了検査(3月分)の結果
について(伺い)21

平成23年03月04日 起案
巻堀地区クリーンセンター維持管理業務委託に係る完了検査(2月分)の結果
について(伺い)22

平成23年03月01日 起案
巻堀地区クリーンセンター維持管理業務委託に係る完了検査(2月分)の実施
について(伺い)23

平成23年01月05日 起案
巻堀地区クリーンセンター維持管理業務委託に係る完了検査(12月分)の結
果について(伺い)24

平成23年01月01日 起案
巻堀地区クリーンセンター維持管理業務委託に係る完了検査(12月分)の実
施について(伺い)25

平成22年12月06日 起案
巻堀地区クリーンセンター維持管理業務委託に係る完了検査(11月分)の結
果について(伺い)26

平成22年12月01日 起案
巻堀地区クリーンセンター維持管理業務委託に係る完了検査(11月分)の実
施について(伺い)27

平成22年12月01日 起案
排出水の水質検査結果について(供覧)

28



索引目次

平成22年度 農業集落排水施設「巻堀地区クリーンセ上下水道局/玉山事務所

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
農業集落排水施設「巻堀地区クリーンセンター」管理業務委託の契約締結に
ついて(供覧)1

平成22年04月01日 起案
農業集落排水施設「巻堀地区クリーンセンター」管理業務委託の業務監督員
の通知等について(伺い)2

平成23年03月31日 起案
農業集落排水施設「巻堀地区クリーンセンター」管理業務委託に係る完了検
査の実施について(伺い)3

平成23年03月31日 起案
農業集落排水施設「巻堀地区クリーンセンター」管理業務委託に係る完了検
査の結果について(伺い)4

平成22年04月01日 起案
農業集落排水施設「巻堀地区クリーンセンター」管理業務委託に係る契約締
結について(伺い)5



索引目次

平成22年度 巻堀地区農業集落排水処理施設一般 上下水道局/玉山事務所

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
巻堀地区農業集落排水処理施設一般用電気工作物保安業務委託の契約
締結について(供覧)1

平成22年04月01日 起案
巻堀地区農業集落排水処理施設一般用電気工作物保安業務委託に係る契
約締結について(伺い)2



索引目次

平成22年度 巻堀地区農業集落排水処理施設嫌気 上下水道局/玉山事務所

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10月29日 起案
巻堀地区農業集落排水処理施設嫌気性ろ床槽清掃業務委託の契約締結に
ついて(供覧)1

平成22年10月22日 起案
巻堀地区農業集落排水処理施設嫌気性ろ床槽清掃業務委託の実施につい
て(伺い)2

平成22年10月28日 起案
巻堀地区農業集落排水処理施設嫌気性ろ床槽清掃業務委託に係る契約締
結について(伺い)3

平成22年10月29日 起案
巻堀地区農業集落排水処理施設嫌気性ろ床槽清掃業務委託の業務監督員
の通知等について(伺い)4

平成22年12月03日 起案
巻堀地区農業集落排水処理施設嫌気性ろ床槽清掃業務委託に係る完了検
査の実施について(伺い)5

平成22年12月08日 起案
巻堀地区農業集落排水処理施設嫌気性ろ床槽清掃業務委託に係る完了検
査の結果について(伺い)6

平成22年10月29日 起案
巻堀地区農業集落排水処理施設嫌気性ろ床槽清掃業務委託に係る下請負
の承認について(伺い)7



索引目次

平成22年度 巻堀地区農業集落排水マンホールポン 上下水道局/玉山事務所

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31日 起案
巻堀地区農業集落排水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)1

平成23年02月04日 起案
巻堀地区農業集落排水マンホールポンプ維持点検業務委託に係る完了検
査の結果について(伺い)2

平成22年11月09日 起案
巻堀地区農業集落排水マンホールポンプ維持点検業務委託の業務監督員
の通知等について(伺い)3

平成22年11月09日 起案
巻堀地区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締結に
ついて(供覧)4

平成22年11月08日 起案
巻堀地区農業集落排水マンホールポンプ維持点検業務委託に係る契約締
結について(伺い)5

平成22年11月01日 起案
巻堀地区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)6


