
索引目次

平成22年度 盛岡市公設浄化槽整備事業申請書関 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

H60

平成22年06月10日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事計画通知及び費用負担等承諾について（伺い）

1

平成22年06月15日 起案
盛岡市公設浄化槽設置届出について(伺い)

2

平成22年07月12日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（供覧）

3

平成22年08月16日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事完了通知及び完了届出について（伺い）

4

平成22年09月22日 起案
公設浄化槽設置に係る水質検査申し込みについて（伺い）

5

平成22年09月24日 起案
公設浄化槽使用開始報告について（伺い）

6

平成22年04月08日 起案
公設浄化槽設置申請に係る設置決定通知について(伺い)

7



索引目次

平成22年度 盛岡市公設浄化槽整備事業申請書関 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

H60

平成22年06月10日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事計画通知及び費用負担等承諾について（伺い）

1

平成22年08月16日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事完了通知及び完了届出について（伺い）

2

平成22年09月24日 起案
公設浄化槽使用開始報告について（伺い）

3

平成22年09月22日 起案
公設浄化槽設置に係る水質検査申し込みについて（伺い）

4

平成22年06月22日 起案
盛岡市公設浄化槽設置届出について(伺い)

5

平成22年04月08日 起案
公設浄化槽設置申請に係る設置決定通知について(伺い)

6

平成22年07月12日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（供覧）

7



索引目次

平成22年度 国庫県費支出金 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

H60

平成22年10月04日 起案
循環型社会形成推進交付金制度Q＆Aについて（供覧）

1

平成22年07月09日 起案
平成22年度浄化槽事業の県補助金に係る所要見込額について（伺い）

2

平成22年07月15日 起案
国庫補助を受けた浄化槽の財産処分について（供覧）

3

平成22年08月03日 起案
浄化槽事業に係る公共事業施行状況調べ（7月分）の提出について（伺い）

4

平成22年11月22日 起案
浄化槽事業に係る公共事業施行状況調べ（11月分）の提出について（伺い）

5

平成22年08月31日 起案
浄化槽事業に係る公共事業施行状況調べ（8月分）の提出について（伺い）

6

平成22年09月09日 起案
循環型社会形成推進交付金　不要額解消について（供覧）

7

平成22年09月17日 起案
循環型社会形成推進交付金第4回所要額調査について（伺い）

8

平成22年07月01日 起案
浄化槽事業に係る公共事業施行状況調べ（6月分）の提出について（伺い）

9

平成22年10月05日 起案
浄化槽事業に係る公共事業施行状況調べ（9月分）の提出について（伺い）

10

平成22年10月05日 起案
平成23年度浄化槽整備事業に係る県補助金の概算要求について（伺い）

11

平成22年10月27日 起案
浄化槽事業に係る公共事業施行状況調べ（10月分）の提出について（伺い）

12

平成22年11月02日 起案
平成23年度浄化槽事業の本要望について（伺い）

13

平成22年11月04日 復命
浄化槽事業H23要望ヒアリング

14

平成22年04月21日 起案
平成22年度循環型社会形成推進交付金に係る所要額調査の提出について
（伺い）15

平成22年09月10日 起案
循環型社会形成推進交付金の適正かつ確実な執行について（供覧）

16

平成22年05月17日 起案
平成22年度下水道事業債償還基金費補助金交付契約の締結について（伺
い）17

平成22年04月06日 収受
平成21年度循環型社会形成推進交付金交付額確定通知書（供覧）

18

平成22年04月08日 収受
浄化槽設置整備事業実施要綱等の一部改正について（供覧）

19

平成22年08月13日 起案
循環型社会形成推進交付金　平成22年度事業予定について（伺い）

20



索引目次

平成22年度 国庫県費支出金 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

H60

平成22年04月22日 収受
平成22年度循環型社会形成推進交付金の内示について（供覧）

21

平成22年11月17日 起案
循環型社会形成推進交付金第5回内示に伴う地域計画の提出について（伺
い）22

平成22年05月07日 起案
平成22年度下水道事業債償還基金費補助金交付申請について（伺い）

23

平成22年05月07日 起案
平成22年度浄化槽設置整備事業費補助金交付申請について（伺い）

24

平成22年05月12日 起案
平成22年度循環型社会形成推進交付金交付申請について（伺い）

25

平成22年06月16日 起案
循環型社会形成推進地域計画を変更する場合の取扱いについて（供覧）

26

平成22年05月18日 収受
平成22年度浄化槽設置整備事業費補助金の交付決定について（供覧）

27

平成22年05月28日 起案
平成22年度下水道事業債償還基金費補助金交付契約の締結について（供
覧）28

平成22年06月01日 起案
平成22年度浄化槽整備新規予算等におけるQ＆Aについて（供覧）

29

平成22年06月01日 起案
浄化槽に係る公共事業施行状況調べ（5月分）について（伺い）

30

平成22年06月14日 起案
平成23年度循環型社会形成推進交付金の要望調査について（伺い）

31

平成22年06月15日 起案
平成22年度循環型社会形成推進交付金事業の第3回所要額調査について
（伺い）32

平成22年05月07日 起案
浄化槽事業に係る公共事業施行状況調べ（4月分）の提出について（伺い）

33

平成23年03月01日 起案
平成22年度循環型社会形成推進交付金第7回内示額の確認について（伺
い）34

平成23年02月16日 起案
循環型社会形成推進交付金の平成23年度要望状況と平成22年度の追加内
示申請について（供覧）35

平成23年02月17日 起案
平成22年度循環型社会形成推進交付金の概算請求について（伺い）

36

平成23年02月21日 起案
下水道事業償還基金費補助金の繰越に係る事務手続きについて（供覧）

37

平成23年02月21日 起案
平成22年度循環型社会形成推進交付金第6回内示に伴う事前連絡について
（供覧）38

平成23年02月22日 起案
浄化槽事業に係る公共事業施行状況調べ（2月分）の提出について（伺い）

39

平成23年02月22日 起案
平成21年度国庫補助助成対象浄化槽の調査について（伺い）

40



索引目次

平成22年度 国庫県費支出金 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

H60

平成23年02月22日 起案
浄化槽事業に係る公共事業施行状況調べ（2月分）の提出について（伺い）

41

平成23年02月24日 起案
平成22年度循環型社会形成推進交付金交付決定変更申請について（伺い）

42

平成23年02月24日 起案
平成22年度循環型社会形成推進交付金の概算払いについて【3月分計画示
達】（供覧）43

平成23年04月06日 起案
平成22年度循環型社会形成推進交付金交付額確定通知書のついて（供覧）

44

平成23年02月25日 起案
平成23年度浄化槽事業（当初）について（供覧）

45

平成23年02月14日 起案
平成23年度循環型社会形成推進交付金（浄化槽分）要望額調査について
（伺い）46

平成23年03月15日 起案
三陸沖を震源とする地震に係る被害情報収集について（伺い）

47

平成23年03月17日 起案
災害時浄化槽被害等対策マニュアル（環境省作成）について（供覧）

48

平成23年03月22日 起案
平成22年度循環型社会形成推進交付金事業実績報告書の提出について
（伺い）49

平成23年03月22日 起案
平成22年度浄化槽設置整備事業費補助金（県費）の請求について（伺い）

50

平成23年03月22日 起案
平成22年度下水道事業債償還基金費補助金の請求について（伺い）

51

平成23年03月25日 起案
浄化槽設置整備事業費補助（県補助金）の補助事業完了確認調書について
（供覧）52

平成23年03月25日 起案
循環型社会形成推進交付金の補助事業完了確認調書について（供覧）

53

平成23年03月28日 起案
浄化槽事業に係る公共事業施行状況調べ（3月分）の提出について（伺い）

54

平成23年03月29日 起案
平成22年度浄化槽事業の提出書類について（供覧）

55

平成23年03月31日 起案
下水道事業債償還基金費補助（県補助金）の補助事業完了確認調書につい
て（供覧）56

平成23年02月24日 起案
平成22年度循環型社会形成推進交付金第6回内示について（供覧）

57

平成23年01月05日 起案
循環型社会形成推進交付金の事業間調整についての情報提供（供覧）

58

平成22年11月24日 起案
循環型社会形成推進交付金の22年度執行額調査について（伺い）

59

平成22年11月24日 起案
平成23年度循環型社会形成推進交付金要望額の追加調査について（伺い）

60



索引目次

平成22年度 国庫県費支出金 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

H60

平成22年11月24日 起案
H22浄化槽事業の精算見込額の報告について（伺い）

61

平成22年11月26日 起案
循環型社会形成推進交付金の平成22年度執行額調査について（供覧）

62

平成22年12月06日 起案
浄化槽事業についての情報提供について（供覧）

63

平成22年12月08日 起案
循環型社会形成推進交付金の平成22年度の支払計画示達について（供覧）

64

平成22年12月14日 起案
平成22年度循環型社会形成推進交付金交付決定について（供覧）

65

平成22年12月17日 起案
循環型社会形成推進交付金制度Q&Aの更新について(供覧)

66

平成22年12月17日 起案
平成22年度循環型社会形成推進交付金の交付決定通知について（供覧）

67

平成22年12月24日 起案
H22循環型社会形成推進交付金第6回内示について（供覧）

68

平成23年02月15日 起案
平成21年度循環型社会形成推進交付金等繰入会計について（伺い）

69

平成22年12月27日 起案
浄化槽事業に係る公共事業施行状況調べ（12月分）の提出について（伺い）

70

平成23年02月15日 起案
平成22年度循環型社会形成推進交付金執行額調査（浄化槽追加調査）に
ついて（伺い）71

平成23年01月11日 起案
平成23年度浄化槽関係予算案の概要及び交付金の要望について（供覧）

72

平成23年01月25日 起案
平成22年度浄化槽設置整備事業費県費補助金の変更承認申請について
（伺い）73

平成22年07月16日 起案
循環型社会形成推進交付金第4回所要額調査について（伺い）

74

平成23年01月31日 起案
平成22年度循環型社会形成推進交付金に係る支払事務について（伺い）

75

平成23年02月01日 起案
平成22年度下水道事業債償還基金費補助金交付変更契約の締結について
（伺い）76

平成23年02月02日 起案
浄化槽事業に係る公共事業施行状況調べ（1月分）の提出について（伺い）

77

平成23年02月07日 起案
単独浄化槽撤去費助成に係るQ&Aの改定について(供覧)

78

平成23年02月09日 起案
平成22年度下水道事業償還基金費補助金変更交付契約の締結について
（供覧）79

平成23年02月09日 起案
循環型社会形成推進交付金の実績報告及び額の確定マニュアルについて
（供覧）80



索引目次

平成22年度 国庫県費支出金 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

H60

平成23年01月31日 起案
平成22年度浄化槽設置整備事業の交付決定変更通知書について（供覧）

81

平成22年12月27日 起案
平成23年度浄化槽関係予算案の概要について（供覧）

82

平成23年01月25日 起案
平成22年度下水道事業債償還基金費補助金の変更承認申請について（伺
い）83



索引目次

平成22年度 平成22年度公設浄化槽事業賦課計算 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

H60

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に係る契約締結について
(伺い)1



索引目次

平成22年度 合併処理浄化槽（起債） 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

H60

平成22年11月22日 起案
公営企業債に係る平成23年度起債要望額の調査について（伺い）

1

平成22年04月28日 起案
平成21年度起債同意に基づく財政融資資金の借入関連書類の提出につい
て（伺い）2

平成22年04月28日 起案
平成22年度起債計画書等の提出について（伺い）

3

平成22年08月16日 起案
平成２２年度長期債借入金償還額（期日別）について（通知）

4

平成22年09月10日 起案
財政融資資金貸付通知書（固定金利方式）について（供覧）

5

平成22年09月14日 起案
長期債借入金償還元金等の執行委任について（依頼）

6

平成22年10月27日 起案
財政融資資金貸付予定額通知書の写しについて（供覧）

7

平成22年11月24日 起案
公設浄化槽事業の市債残高見込額について（伺い）

8

平成23年04月13日 起案
平成22年度起債計画書内容の最終確認について（伺い）

9

平成22年12月06日 起案
平成22年度起債計画書（第2次分）の提出について（伺い）

10

平成22年09月24日 起案
平成22年度起債額の確認について（伺い）

11

平成23年03月25日 起案
市債管理基金の積立てについて（伺い）

12

平成23年03月15日 起案
長期債借入金償還元金等の執行委任について（伺い）

13



索引目次

平成22年度 庶務 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２種

分類記号

H60

平成22年07月26日 起案
公設浄化槽事業個別相談会について（伺い）

1

平成23年02月08日 起案
平成22年度浄化槽行政に関する調査について(伺い)

2

平成23年01月28日 起案
公設浄化槽事業周知促進文書の回覧について(伺い)

3

平成23年01月18日 起案
浄化槽維持管理(市町村型)に関するアンケートについて(伺い)

4

平成23年01月18日 起案
広報もりおか(平成23年3月1日号)への掲載依頼について(伺い)

5

平成23年01月09日 起案
浄化槽設置補助事業及び保守点検に関する調査について(伺い)

6

平成23年01月05日 復命
平成22年度第2回盛岡市下水道工事事故防止研修会

7

平成22年12月14日 起案
浄化槽担当者会議及び浄化槽維持管理研修会に係るアンケート調査につい
て(伺い)8

平成22年12月06日 起案
市町村設置浄化槽に係る維持管理費用等調査の結果について(供覧)

9

平成22年11月29日 起案
市町村設置浄化槽に係る維持管理費用等調査について(伺い)

10

平成22年10月04日 起案
ひめかみ第15号の初校について（伺い）

11

平成22年09月28日 起案
地域協議会だより　ひめかみ　第15号の原稿確認について

12

平成22年09月24日 起案
玉山区地域協議会だより「ひめかみ」（秋号）の原稿提出について

13

平成22年07月08日 起案
公設浄化槽事業周知促進文書の各戸配布について（伺い）

14

平成22年08月05日 起案
浄化槽市町村整備推進事業のアンケート調査について(伺い)

15

平成22年07月30日 起案
公設浄化槽事業相談会に係る公民館使用許可について（供覧）

16

平成22年06月24日 起案
全浄協からの情報提供(供覧)

17

平成22年05月10日 起案
全国浄化槽推進市町村協議会事務局より情報提供の件(供覧)

18

平成22年05月13日 起案
浄化槽等処理人口調査に係る人口及び世帯について(供覧)

19

平成23年02月23日 起案
平成23年度広報掲載等希望調査について（伺い）

20



索引目次

平成22年度 庶務 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２種

分類記号

H60

平成22年05月26日 起案
全国浄化槽推進市町村協議会事務局より情報提供の件(供覧)

21

平成23年02月25日 起案
市町村設置浄化槽に係る保守点検・清掃の契約方式調査について（伺い）

22

平成22年09月06日 起案
広報もりおか(平成22年10月15日号)への掲載依頼について(伺い)

23

平成22年06月09日 起案
浄化槽担当者会議　提案議題に関するアンケート調査依頼について(伺い)

24

平成22年08月31日 収受
全浄協からの情報提供(H22.8.30)

25

平成22年08月10日 起案
H22.8.5全浄協からの質問について(伺い)

26

平成22年08月10日 起案
盛岡市就業改善センター使用許可書について(供覧)

27

平成22年08月05日 起案
盛岡市就業改善センター使用許可申請書について(伺い)

28

平成22年09月24日 起案
使用廃止された浄化槽内の汚泥及び上澄み液の取扱い等について（供覧）

29

平成23年03月08日 起案
市町村設置浄化槽に係る保守点検・清掃の契約方式調査について（供覧）

30

平成23年02月10日 起案
広報もりおか3月1日号(7P)原稿の校正について(依頼)

31

平成23年03月11日 起案
地域協議会だより「ひめかみ」第18号の初校について（伺い）

32

平成23年03月22日 起案
平成23年度広報活動計画等の作成について（伺い）

33



索引目次

平成22年度 盛岡市公設浄化槽整備事業申請書関 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

H60

平成22年05月21日 起案
公設浄化槽設置決定通知に係る設置決定通知について(伺い)

1

平成22年06月22日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事計画通知及び費用負担等承諾について（伺い）

2

平成22年06月28日 起案
盛岡市公設浄化槽設置届出について（伺い）

3

平成22年07月12日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（供覧）

4

平成22年08月16日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事完了通知及び完了届出について（伺い）

5

平成22年09月17日 起案
公設浄化槽設置に係る水質検査申し込みについて（伺い）

6

平成22年09月17日 起案
公設浄化槽使用開始報告について（伺い）

7



索引目次

平成22年度 盛岡市公設浄化槽整備事業申請書関 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

H60

平成22年05月28日 起案
公設浄化槽設置申請に係る設置決定通知について(伺い)

1

平成22年09月28日 起案
公設浄化槽使用開始報告について（伺い）

2

平成22年08月16日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事完了通知及び完了届出について（伺い）

3

平成22年07月12日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（供覧）

4

平成22年06月14日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事計画通知及び費用負担等承諾について（伺い）

5

平成22年09月28日 起案
公設浄化槽設置に係る水質検査申し込みについて（伺い）

6

平成22年06月15日 起案
盛岡市公設浄化槽設置届出について(伺い)

7



索引目次

平成22年度 盛岡市公設浄化槽整備事業申請書関 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

H60

平成22年09月17日 起案
公設浄化槽使用開始報告について（伺い）

1

平成22年05月28日 起案
公設浄化槽設置申請に係る設置決定通知について(伺い)

2

平成22年06月10日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事計画通知及び費用負担等承諾について（伺い）

3

平成22年06月15日 起案
盛岡市公設浄化槽設置届出について(伺い)

4

平成22年07月12日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（供覧）

5

平成22年08月16日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事完了通知及び完了届出について（伺い）

6

平成22年09月17日 起案
公設浄化槽設置に係る水質検査申し込みについて（伺い）

7



索引目次

平成22年度 盛岡市公設浄化槽整備事業申請書関 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

H60

平成22年10月21日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事完了通知及び完了届出について（伺い）

1

平成22年07月28日 起案
公設浄化槽設置申請に係る設置決定通知について（伺い）

2

平成22年08月27日 起案
盛岡市公設浄化槽設置届出について(伺い)

3

平成22年09月06日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について(供覧)

4

平成22年10月28日 起案
公設浄化槽設置に係る水質検査申し込みについて（伺い）

5

平成22年11月01日 起案
公設浄化槽使用開始報告について（伺い）

6

平成22年08月30日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事計画通知及び費用負担承諾について（伺い）

7



索引目次

平成22年度 盛岡市公設浄化槽整備事業申請書関 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

H60

平成22年12月21日 起案
公設浄化槽使用開始報告について（伺い）

1

平成22年12月20日 起案
公設浄化槽設置に係る水質検査申し込みについて（伺い）

2

平成22年11月08日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事完了通知及び完了届出について（伺い）

3

平成22年09月16日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（供覧）

4

平成22年11月01日 起案
浄化槽変更届出書の提出について(伺い)

5

平成22年09月08日 起案
盛岡市公設浄化槽設置届出について(伺い)

6

平成22年08月11日 起案
公設浄化槽設置申請に係る設置決定通知について(伺い)

7

平成22年09月07日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事計画通知及び費用負担承諾について(伺い)

8



索引目次

平成22年度 合併処理浄化槽（公設浄化槽の設置に 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

H60

平成22年10月21日 起案
公設浄化槽の設置における標準工事外工事に係る費用の精算について（伺
い）1

平成22年10月18日 起案
公設浄化槽の設置における標準工事外工事に係る設備等の維持管理に関
する同意書について（供覧）2

平成22年10月25日 起案
公設浄化槽の設置における標準工事外工事の費用負担等に関する協定書
について（伺い）3

平成22年12月16日 起案
公設浄化槽の設置における標準工事外工事に係る費用の精算について（伺
い）4

平成22年08月26日 起案
公設浄化槽の設置における標準工事外工事に係る設備等の維持管理に関
する同意書について（供覧）5

平成22年10月25日 起案
公設浄化槽の設置における標準工事外工事の費用負担等に関する協定書
（供覧）6

平成22年09月06日 起案
公設浄化槽の設置における標準工事外工事の費用負担等に関する協定書
について（伺い）7

平成22年08月26日 起案
公設浄化槽の設置における標準工事外工事に係る設備等の維持管理に関
する同意書について（伺い）8

平成22年09月07日 起案
公設浄化槽の設置における標準工事外工事の費用負担等に関する協定書
（供覧）9

平成22年10月18日 起案
公設浄化槽の設置における標準工事外工事に係る設備等の維持管理に関
する同意書について（伺い）10



索引目次

平成22年度 盛岡市公設浄化槽整備事業申請書関 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

H60

平成22年11月15日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事計画通知について（伺い）

1

平成23年01月11日 起案
公設浄化槽使用開始報告について（伺い）

2

平成23年01月05日 起案
公設浄化槽設置に係る水質検査申し込みについて（伺い）

3

平成22年12月22日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事完了通知及び完了届出について（伺い）

4

平成22年11月15日 起案
盛岡市公設浄化槽設置届出について（伺い）

5

平成22年09月28日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事に係る費用負担承諾について（伺い）

6

平成22年09月17日 起案
公設浄化槽設置申請に係る設置決定通知について(伺い)

7

平成22年11月25日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（供覧）

8



索引目次

平成22年度 盛岡市公設浄化槽整備事業申請書関 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

H60

平成22年12月22日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事完了通知及び完了届出について（伺い）

1

平成22年10月28日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事計画通知について（伺い）

2

平成23年01月11日 起案
公設浄化槽使用開始報告について（伺い）

3

平成23年01月05日 起案
公設浄化槽設置に係る水質検査申し込みについて（伺い）

4

平成22年09月24日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事に係る費用負担承諾について（伺い）

5

平成22年09月07日 起案
公設浄化槽設置申請に係る設置決定通知について(伺い)

6

平成22年11月11日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について(供覧)

7

平成22年10月29日 起案
盛岡市公設浄化槽設置届出について（伺い）

8



索引目次

平成22年度 盛岡市公設浄化槽整備事業申請書関 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

H60

平成22年10月28日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事計画通知について（伺い）

1

平成23年01月11日 起案
公設浄化槽使用開始報告について（伺い）

2

平成23年01月05日 起案
公設浄化槽設置に係る水質検査申し込みについて（伺い）

3

平成22年12月22日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事完了通知及び完了届出について（伺い）

4

平成22年10月29日 起案
盛岡市公設浄化槽設置届出について（伺い）

5

平成22年10月08日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事に係る費用負担承諾について（伺い）

6

平成22年10月04日 起案
公設浄化槽設置申請に係る設置決定通知について(伺い)

7

平成22年11月11日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について(供覧)

8



索引目次

平成22年度 盛岡市公設浄化槽整備事業申請書関 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

H60

平成22年11月11日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について(供覧)

1

平成22年10月29日 起案
盛岡市公設浄化槽設置届出について（伺い）

2

平成22年10月08日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事に係る費用負担承諾について（伺い）

3

平成22年10月28日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事計画通知について（伺い）

4

平成22年12月22日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事完了通知及び完了届出について（伺い）

5

平成23年01月05日 起案
公設浄化槽設置に係る水質検査申し込みについて（伺い）

6

平成22年10月04日 起案
公設浄化槽設置申請に係る設置決定通知について(伺い)

7

平成23年01月11日 起案
公設浄化槽使用開始報告について（伺い）

8



索引目次

平成22年度 盛岡市公設浄化槽整備事業申請書関 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

H60

平成23年01月11日 起案
公設浄化槽使用開始報告について（伺い）

1

平成23年01月05日 起案
公設浄化槽設置に係る水質検査申し込みについて（伺い）

2

平成22年12月22日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事完了通知及び完了届出について（伺い）

3

平成22年10月05日 起案
公設浄化槽設置申請に係る設置決定通知について(伺い)

4

平成22年11月04日 起案
盛岡市公設浄化槽設置届出について（伺い）

5

平成22年11月15日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（供覧）

6

平成22年11月01日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事計画通知について（伺い）

7

平成22年10月18日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事に係る費用負担承諾について（伺い）

8



索引目次

平成22年度 合併処理浄化槽（循環型社会形成推進上下水道局/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

H60

平成22年11月10日 起案
平成23年度循環型社会形成推進地域計画の提出について(供覧)

1

平成23年01月06日 起案
循環型社会形成推進地域計画認定申請書の提出について（伺い）

2

平成23年02月28日 復命
循環型社会形成推進交付金（浄化槽事業）の今後の計画について（復命）

3

平成22年10月19日 復命
循環型社会形成推進交付金（浄化槽事業）の次期計画についての打合せ

4

平成22年11月16日 起案
循環型社会形成推進交付金地域計画変更の取扱いについて（供覧）

5


