
索引目次

平成24年度 契約諸務 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K10

平成25年03月31日 起案
契約事務及び検査事務の分担金の支出について

1



索引目次

平成24年度 財務諸務 上下水道局/総務課/職員係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K10

平成25年02月26日 起案
上下水道局庁舎内清涼飲料水自動販売機設置に係る一般競争入札の実施
について（伺い）1

平成25年03月14日 起案
災害復旧事業に係る下水道事業会計への支出について（伺い）

2

平成25年03月21日 起案
一般競争入札に係る入札参加資格確認通知について（伺い）

3

平成25年03月27日 起案
上下水道局庁舎内清涼飲料水自動販売機設置に係る契約締結について
（伺い）4

平成25年03月31日 起案
委任事務に係る職員給与等経費の請求について（伺い）

5

平成25年03月31日 起案
田野畑村へ派遣した職員の給与等の請求について（伺い）

6

平成25年03月31日 起案
委任事務に係る職員給与等経費の支払いについて（伺い）

7



索引目次

平成24年度 固定資産処分報告書 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K15

平成24年09月03日 起案
平成25年度中に除却を予定している施設・設備等について（照会）

1

平成24年11月12日 起案
除却資産処分報告書の提出について（伺い）

2

平成25年02月13日 起案
除却資産処分報告書の提出について（伺い）

3

平成25年03月22日 起案
資産の除却について（伺い）

4



索引目次

平成24年度 災害共済関係（市有物件災害共済） 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K15

平成24年02月27日 起案
下水道事業に係る建物総合損害共済の加入について（伺い）

1

平成24年02月27日 起案
前田浄水場に係る建物総合損害共済の加入について（伺い）

2

平成24年02月27日 起案
水道事業に係る建物総合損害共済の加入について（伺い）

3

平成24年04月04日 起案
自動車損害共済事故報告書の送付について（伺い）

4

平成24年04月20日 起案
自動車損害共済災害共済金の請求について（伺い）

5

平成24年04月23日 起案
自動車損害共済災害共済金の請求について（伺い）

6

平成24年04月26日 起案
事故の示談書送付について（伺い）

7

平成24年04月26日 起案
市有物件関係職員氏名表の提出について

8

平成24年05月01日 収受
自動車損害共済災害共済金送金の案内の送付について（供覧）

9

平成24年05月09日 起案
交通事故処理セミナーへの出席について

10

平成24年05月24日 起案
自動車損害共済継続委託申込について（伺い）

11

平成24年05月25日 起案
「自動車事故処理セミナー」への出席について（報告）

12

平成24年05月25日 収受
事故の示談書の送付について（報告）

13

平成24年05月28日 収受
自動車損害共済災害共済金送金の案内の送付について（供覧）

14

平成24年06月19日 起案
地震災害見舞金に係る歳入備考欄調書の提出について（伺い）

15

平成24年06月25日 収受
自動車損害共済委託申込承認証（総合契約）の送付について（報告）

16

平成24年06月27日 起案
自動車損害共済委託申込書の送付について（伺い）

17

平成24年06月27日 起案
自動車損害共済解約申込書の送付について（伺い）

18

平成24年07月23日 収受
自動車損害共済解約承認証（総合契約）の送付について（供覧）

19

平成24年07月23日 収受
自動車損害共済委託申込承認証（総合契約）の送付について（報告）

20



索引目次

平成24年度 災害共済関係（市有物件災害共済） 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K15

平成24年07月30日 起案
自動車損害共済委託申込書の送付について（伺い）

21

平成24年07月30日 起案
自動車損害共済解約申込書の送付について（伺い）

22

平成24年08月23日 収受
自動車損害共済解約承認証（総合契約）の送付について（供覧）

23

平成24年08月24日 収受
自動車損害共済委託申込承認証（総合契約）の送付について（報告）

24

平成24年08月27日 収受
自動車損害共済解約に係る保険料の返戻について（供覧）

25

平成24年08月27日 収受
自動車損害共済解約に係る保険料の返戻について（供覧）

26

平成24年09月07日 収受
平成23年度業績統計・会務報告等の送付について（供覧）

27

平成24年09月18日 収受
自動車損害共済委託予算見積参考資料の送付について（供覧）

28

平成24年09月18日 収受
建物総合損害共済委託予算見積参考資料の送付について（供覧）

29

平成24年10月17日 収受
本会の公益社団法人移行認定答申につきまして（ご報告と御礼）

30

平成24年11月05日 収受
公益社団法人への移行について（供覧）

31

平成24年11月14日 起案
自動車損害共済事故速報の送信について（伺い）

32

平成24年11月14日 起案
建物損害共済委託申込書の予託について（伺い）

33

平成24年11月27日 起案
自動車損害共済事故報告書の送付について（伺い）

34

平成24年12月04日 起案
建物損害共済委託申込書の送付について（伺い）

35

平成24年12月11日 起案
自動車損害共済事故速報の提出について（伺い）

36

平成24年12月13日 収受
平成25年度自動車損害共済継続委託申込書希望調査について

37

平成24年12月25日 起案
自動車損害共済災害共済金の請求について（伺い）

38

平成24年12月27日 起案
自動車損害共済災害共済金の請求について（伺い）

39

平成25年01月04日 収受
建物総合損害共済委託申込承認証（新規加入分）の送付について（報告）

40



索引目次

平成24年度 災害共済関係（市有物件災害共済） 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K15

平成25年01月08日 起案
自動車損害共済事故速報の送信について（伺い）

41

平成25年01月09日 収受
自動車損害共済災害共済金送金の案内の送付について（供覧）

42

平成25年01月10日 収受
自動車損害共済災害共済金送金の案内の送付について（供覧）

43

平成25年01月15日 起案
自動車損害共済委託申込書の送付について（伺い）

44

平成25年01月28日 起案
自動車損害共済災害共済金の請求について（伺い）

45

平成25年01月28日 収受
公益社団法人移行に伴う手引と新申込関係帳票の送付について【自動車共
済分】（供覧）46

平成25年01月28日 収受
公益社団法人移行に伴う手引と新申込関係帳票の送付について【建物共済
分】（供覧）47

平成25年02月04日 収受
自動車損害共済災害共済金送金の案内の送付について（供覧）

48

平成25年02月26日 起案
自動車損害共済事故速報の提出について（伺い）

49

平成25年02月28日 収受
自動車損害共済委託申込承認証（総合契約）の送付について（報告）

50

平成25年03月05日 起案
建物総合損害共済継続委託申込に係る各課照会について（伺い）

51

平成25年03月18日 起案
車両の所管換えに伴う自動車損害共済加入経費の納入について（伺い）

52

平成25年03月22日 起案
自動車損害共済災害共済金の請求について（伺い）

53

平成25年03月29日 収受
自動車損害共済災害共済金送金の案内の送付について（供覧）

54



索引目次

平成24年度 災害共済関係（水道賠償責任保険） 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K15

平成24年05月01日 収受
日本水道協会水道賠償責任保険加入証について（供覧）

1



索引目次

平成24年度 庁舎管理 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K15

平成24年04月05日 収受
平成24年春の全国交通安全運動等啓発ポスターの掲示について（供覧）

1

平成24年04月11日 収受
第41回もりおか環境緑花まつりの周知について（供覧）

2

平成24年04月11日 収受
電気設備点検報告（平成24年4月分）の提出について（供覧）

3

平成24年04月16日 収受
「平成24年度啓発活動重点目標及び人権擁護委員制度」周知ポスターの掲
示について（供覧）4

平成24年04月24日 起案
可燃ゴミの廃棄について（報告）

5

平成24年05月28日 起案
今夏の節電への取組みについて（伺い）

6

平成24年05月29日 起案
庁舎等における節電通知について（伺い）

7

平成24年05月29日 収受
もりお花ハンギングバスケットフェア2012周知ポスターの掲示について（供覧）

8

平成24年05月29日 収受
「少年写真ニュース」周知ポスターの掲示について（供覧）

9

平成24年06月01日 収受
市民への呼び掛け「ポイ捨てのない　きれいなまち盛岡に」の掲示について
（供覧）10

平成24年06月04日 収受
第54回「水の写真コンテスト」実施のご案内ポスターの掲示について（供覧）

11

平成24年06月05日 収受
簡易専用水道検査結果の報告について（供覧）

12

平成24年06月05日 収受
電気設備点検報告（平成24年6月分）の提出について（供覧）

13

平成24年06月12日 収受
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度のご案内および電気供給条件等
の変更のお願い」について（供覧）14

平成24年06月21日 収受
「ユニバーサルサービス料」の変更について（供覧）

15

平成24年06月25日 起案
鉄くず等の売払いについて（伺い）

16

平成24年07月04日 起案
鉄くず等の売払いに係る契約締結について（伺い）

17

平成24年07月17日 起案
上下水道局本庁舎から発生する産業廃棄物の分別集積について（伺い）

18

平成24年07月26日 起案
産業廃棄物処理業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

19

平成24年07月26日 起案
産業廃棄物処理業務委託に係る契約締結について（報告）

20



索引目次

平成24年度 庁舎管理 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K15

平成24年07月27日 収受
産業廃棄物処理業務委託に係る各種書類の提出について（供覧）

21

平成24年08月03日 起案
危険個所の立入禁止区域の設定について（伺い）

22

平成24年08月03日 収受
産業廃棄物処理業務委託に係るマニフェストＡ票の提出について（供覧）

23

平成24年08月06日 収受
電気設備点検報告（平成24年8月分）の提出について（供覧）

24

平成24年08月14日 収受
産業廃棄物処理業務委託に係るマニフェストＢ票Ｄ票Ｅ票の提出について
（供覧）25

平成24年08月23日 収受
産業廃棄物処理業務委託に係るマニフェストＥ票の提出について（供覧）

26

平成24年08月31日 起案
電気安全講習会の聴講について（伺い）

27

平成24年10月09日 収受
第26回盛岡市農業まつりのポスター等の配布について（供覧）

28

平成24年10月17日 収受
電気設備点検報告（平成24年10月分）の提出について（供覧）

29

平成24年10月25日 起案
上下水道局本庁舎の暖房用ボイラーの運転について

30

平成24年10月26日 起案
「盛岡市バリアフリーマップ」作成のための情報提供について（伺い）

31

平成24年11月07日 起案
平成24年度第1回盛岡市耐震改修促進計画管理推進委員会について（報
告）32

平成24年11月26日 起案
産業廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認について（伺い）

33

平成24年11月26日 収受
産業廃棄物処理業務委託に係るマニフェストＥ票の提出について（供覧）

34

平成24年11月27日 起案
産業廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認報告及び通知について（伺
い）35

平成24年11月27日 収受
平成24年冬の交通事故防止県民運動ポスターの掲示について（供覧）

36

平成24年12月18日 収受
電気設備点検報告（平成24年12月分・年次点検分）の提出について（供覧）

37

平成24年12月27日 収受
電気料金改定に向けた検討開始につきまして（供覧）

38

平成25年02月07日 収受
電気設備点検報告（平成25年２月分）の提出について（供覧）

39

平成25年02月13日 起案
上下水道局所管施設における防火点検の実施について（伺い）

40



索引目次

平成24年度 庁舎管理 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K15

平成25年02月28日 起案
平成25年７月からの電気料金値上がりに伴う契約継続について（伺い）

41

平成25年03月07日 起案
上下水道局所管施設における防火点検の実施結果について（報告）

42

平成25年03月11日 収受
平成25年度「盛岡の先人カレンダー」の送付について（供覧）

43

平成25年03月13日 起案
本庁舎の防犯対策について（報告）

44

平成25年03月22日 起案
本庁舎の防犯対策について（伺い）

45

平成25年03月25日 起案
お客さまセンター及び当直室備付け資料について（伺い）

46

平成25年03月27日 起案
本庁舎の防犯対策の実施について（伺い）

47

平成25年03月29日 起案
お客さまセンター及び当直室備付け資料について（伺い）

48

平成25年03月29日 起案
本庁舎喫煙場所の変更について（伺い）

49



索引目次

平成24年度 庁舎管理（修繕工事等） 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K15

平成24年05月14日 起案
ターボ冷凍機用抽気タンク交換修繕の実施について（伺い）

1

平成24年05月21日 起案
修繕契約に係る契約締結について（伺い）

2

平成24年05月22日 起案
ターボ冷凍機用抽気タンク交換修繕の契約締結について（報告）

3

平成24年06月20日 起案
業務完了の確認検査の実施について（伺い）

4

平成24年06月25日 起案
修繕完了確認報告及び通知について（伺い）

5

平成24年12月14日 収受
暖房用ボイラー修繕における写真帳の提出について（供覧）

6

平成25年01月10日 起案
庁舎空調用ダクト自動制御機器修繕について（伺い）

7

平成25年01月21日 起案
物品購入契約に係る契約締結について（伺い）

8

平成25年02月01日 起案
庁舎空調用ダクト自動制御機器修繕に係る作業報告について（伺い）

9



索引目次

平成24年度 庁舎管理（消防防災関係） 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K15

平成24年04月23日 起案
上下水道局本庁舎に係る自衛消防隊及び火気取締責任者の選任について
（伺い）1

平成24年05月07日 起案
【総務課分】自衛消防隊及び火気取締責任者の選任について（伺い）

2

平成24年05月09日 起案
上下水道局本庁舎に係る自衛消防隊員等の選任及び消防計画変更届の提
出について（伺い）3

平成24年05月18日 収受
上下水道局本庁舎に係る消防計画変更届出書及び防火管理者選任届出書
の受理について（供覧）4



索引目次

平成24年度 庁舎管理（業務委託・本庁舎管理等） 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K15

平成24年03月08日 起案
平成24年度業務委託契約の実施について（伺い）

1

平成24年04月01日 起案
本庁舎管理等業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

2

平成24年04月01日 起案
本庁舎管理等業務委託に係る契約締結について（報告）

3

平成24年04月01日 起案
本庁舎管理等業務委託に係る現場責任者届等の提出について（供覧）

4

平成24年04月25日 起案
本庁舎管理等業務委託に係る支出について

5

平成24年05月01日 起案
本庁舎管理等業務委託に係る業務完了確認報告及び通知について（伺い）

6

平成24年06月01日 起案
本庁舎管理等業務委託に係る業務完了確認報告及び通知（５月分）につい
て（伺い）7

平成24年07月02日 起案
本庁舎管理等業務委託に係る業務完了確認報告及び通知（６月分）につい
て（伺い）8

平成24年07月31日 起案
本庁舎管理等業務委託に係る業務完了確認報告及び通知（７月分）につい
て（伺い）9

平成24年08月31日 起案
本庁舎管理等業務委託に係る業務完了確認報告及び通知（８月分）につい
て（伺い）10

平成24年10月01日 起案
本庁舎管理等業務委託に係る業務完了確認報告及び通知（９月分）につい
て（伺い）11

平成24年11月01日 起案
本庁舎管理等業務委託に係る業務完了確認報告及び通知（10月分）につい
て（伺い）12

平成24年12月03日 起案
本庁舎管理等業務委託に係る業務完了確認報告及び通知（11月分）につい
て（伺い）13

平成25年01月04日 起案
本庁舎管理等業務委託に係る業務完了確認報告及び通知（12月分）につい
て（伺い）14

平成25年01月28日 起案
上下水道局本庁舎ワックス清掃手順書の作成について（伺い）

15

平成25年02月01日 起案
本庁舎管理等業務委託に係る業務完了確認報告及び通知（１月分）につい
て（伺い）16

平成25年03月01日 起案
本庁舎管理等業務委託に係る業務完了確認報告及び通知（２月分）につい
て（伺い）17

平成25年03月25日 起案
本庁舎貯水槽清掃点検結果について（報告）

18



索引目次

平成24年度 庁舎管理（業務委託・一般廃棄物処理） 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K15

平成24年03月05日 起案
平成24年度業務委託契約の実施について（伺い）

1

平成24年04月01日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

2

平成24年04月01日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る契約締結について（報告）

3

平成24年04月01日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る現場責任者届等の提出について
（供覧）4

平成24年04月16日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る車検証の写しの提出について（供
覧）5

平成24年04月25日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る支出について

6

平成24年05月01日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認報告及び通知につい
て（伺い）7

平成24年06月01日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認報告及び通知（５月
分）について（伺い）8

平成24年06月08日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る車検証の写しの提出について（供
覧）9

平成24年07月02日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認報告及び通知（６月
分）について（伺い）10

平成24年07月31日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認報告及び通知（７月
分）について（伺い）11

平成24年08月31日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認報告及び通知（８月
分）について（伺い）12

平成24年10月01日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認報告及び通知（９月
分）について（伺い）13

平成24年11月01日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認報告及び通知（10月
分）について（伺い）14

平成24年12月03日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認報告及び通知（11月
分）について（伺い）15

平成25年01月04日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認報告及び通知（12月
分）について（伺い）16

平成25年02月01日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認報告及び通知（１月
分）について（伺い）17

平成25年03月01日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認報告及び通知（２月
分）について（伺い）18



索引目次

平成24年度 庁舎管理（業務委託・自動ドア保守点検上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K15

平成24年03月08日 起案
平成24年度業務委託契約の実施について（伺い）

1

平成24年04月01日 起案
自動ドア設備保守点検業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

2

平成24年04月01日 起案
自動ドア設備保守点検業務委託に係る契約締結について（報告）

3

平成24年04月01日 起案
自動ドア設備保守点検業務委託に係る現場責任者届出書の届出について
（報告）4

平成24年04月25日 起案
自動ドア設備保守点検業務委託に係る支出について

5

平成24年09月14日 起案
自動扉装置保守点検報告書Aの提出について（供覧）

6

平成24年09月30日 起案
自動ドア設備保守点検業務委託に係る業務完了確認報告及び通知（９月
分）について（伺い）7

平成25年03月05日 起案
自動扉装置保守点検報告書Aの提出について（供覧）

8



索引目次

平成24年度 庁舎管理（業務委託・無線設備保守点 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K15

平成24年07月03日 収受
無線機の修繕について（供覧）

1

平成24年09月06日 起案
無線局定期検査業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

2

平成24年09月07日 起案
無線局定期検査業務委託契約に係る契約締結について（報告）

3

平成24年09月10日 起案
無線局定期検査業務委託契約に係る現場責任者通知書の提出について
（供覧）4

平成24年10月31日 起案
無線局定期検査業務委託に係る業務完了確認について（伺い）

5

平成24年10月31日 起案
無線局定期検査業務委託に係る業務完了確認報告及び通知について（伺
い）6

平成24年11月16日 起案
無線局定期検査に係る印紙代の領収証書の送付について（供覧）

7

平成24年12月18日 収受
無線局設備修繕作業報告書の提出について（供覧）

8

平成25年02月14日 起案
無線局無線設備点検業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

9

平成25年02月15日 起案
無線局無線設備点検業務委託に係る契約締結について（報告）

10

平成25年02月18日 起案
無線局無線設備点検業務委託に係る現場責任者届及び保守点検作業日程
表届の提出について（供覧）11

平成25年03月21日 起案
無線局無線設備点検業務委託にかかる業務完了確認について（伺い）

12

平成25年03月21日 起案
無線局無線設備点検業務委託に係る業務完了確認報告及び通知について
（伺い）13



索引目次

平成24年度 庁舎管理（業務委託・冷凍機等保守点 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K15

平成24年06月25日 起案
本庁舎冷凍機保守点検業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

1

平成24年06月26日 起案
本庁舎冷凍機保守点検業務委託契約に係る契約締結について（報告）

2

平成24年06月27日 起案
本庁舎冷凍機保守点検業務委託に係る業務責任者届等の提出について
（供覧）3

平成24年07月25日 収受
本庁舎冷凍機保守点検業務委託に係る試運転報告書の提出について（供
覧）4

平成24年08月27日 起案
本庁舎エアコン等保守点検業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

5

平成24年08月28日 起案
本庁舎エアコン等保守点検業務委託契約に係る契約締結について（報告）

6

平成24年08月28日 起案
本庁舎エアコン等保守点検業務委託に係る現場責任者届の提出について
（供覧）7

平成24年09月06日 起案
本庁舎冷凍機保守点検業務委託に係る保守点検報告書の提出について
（供覧）8

平成24年09月27日 起案
本庁舎冷凍機保守点検業務委託に係る保守点検報告書の提出について
（供覧）9

平成24年10月16日 起案
本庁舎エアコン等保守点検業務委託に係る業務完了確認について（伺い）

10

平成24年10月16日 起案
本庁舎エアコン等保守点検業務委託に係る業務完了確認報告及び通知に
ついて（伺い）11

平成24年10月31日 起案
本庁舎冷凍機保守点検業務委託に係る業務完了確認について（伺い）

12

平成24年10月31日 起案
本庁舎冷凍機保守点検業務委託に係る業務完了確認報告及び通知につい
て（伺い）13

平成24年10月31日 起案
本庁舎冷凍機保守点検業務委託に係る保守点検報告書の提出について
（供覧）14



索引目次

平成24年度 庁舎管理（業務委託・御所浄水場草刈） 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K15

平成24年07月18日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

1

平成24年07月18日 収受
現場責任者の届出について(供覧）

2

平成24年08月01日 起案
御所浄水場用地草刈業務委託に係る業務完了確認について（伺い）

3

平成24年08月02日 起案
御所浄水場用地草刈業務委託に係る業務完了確認報告及び通知について
（伺い）4



索引目次

平成24年度 庁舎管理（業務委託・生垣植栽剪定） 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K15

平成24年10月09日 起案
上下水道局本庁舎生垣植栽剪定業務委託契約に係る契約締結について
（伺い）1

平成24年10月09日 起案
上下水道局本庁舎生垣植栽剪定業務委託に係る契約締結について（報告）

2

平成24年10月10日 起案
上下水道局本庁舎生垣植栽剪定業務委託に係る現場責任者届の提出につ
いて（供覧）3

平成24年10月16日 起案
上下水道局本庁舎生垣植栽剪定業務委託に伴う駐車禁止通知について（伺
い）4

平成24年10月27日 起案
上下水道局本庁舎生垣植栽剪定業務委託に係る業務完了確認について
（伺い）5

平成24年10月29日 起案
上下水道局本庁舎生垣植栽剪定業務委託に係る業務完了確認報告及び通
知について（伺い）6



索引目次

平成24年度 庁舎管理（業務委託・ボイラー清掃点検上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K15

平成24年08月27日 起案
ボイラー清掃点検等業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

1

平成24年08月28日 起案
ボイラー清掃点検等業務委託に係る契約締結について（報告）

2

平成24年08月29日 起案
ボイラー清掃点検等業務委託に係る現場責任者届の提出について（供覧）

3

平成24年09月07日 起案
ボイラー性能検査結果について（報告）

4

平成24年09月10日 起案
ボイラー清掃点検等業務委託に係る整備報告書の提出について（供覧）

5

平成24年10月01日 起案
ボイラー清掃点検等業務委託に係る業務完了確認について（伺い）

6

平成24年10月01日 起案
ボイラー清掃点検等業務委託に係る業務完了確認報告及び通知について
（伺い）7

平成24年10月03日 収受
平成24年度第40回岩手県ボイラー安全大会開催のご案内

8

平成24年11月30日 収受
ボイラー修繕作業報告書の提出について（供覧）

9



索引目次

平成24年度 庁舎管理（業務委託・重油タンク点検等 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K15

平成24年10月02日 起案
重油地下タンク点検等業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

1

平成24年10月03日 起案
重油地下タンク点検等業務委託に係る契約締結について（報告）

2

平成24年10月04日 起案
重油地下タンク点検等業務委託に係る現場責任者届の提出について（供
覧）3

平成24年10月17日 起案
重油地下タンク点検等業務委託に係る業務完了確認について（伺い）

4

平成24年10月17日 起案
重油地下タンク点検等業務委託に係る業務完了確認報告及び通知につい
て（伺い）5



索引目次

平成24年度 庁舎管理（業務委託・消防設備点検等） 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K15

平成24年07月17日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

1

平成24年07月19日 起案
上下水道局本庁舎消防設備保守点検業務委託に係る契約締結について
（報告）2

平成24年07月20日 収受
現場責任者等の届出について(供覧）

3

平成24年10月15日 起案
業務完了確認について（伺い）

4

平成24年10月15日 起案
消防設備保守点検業務委託に係る業務完了確認報告及び通知について
（報告）5

平成25年03月11日 起案
業務完了確認について（伺い）

6

平成25年03月11日 起案
消防設備保守点検業務委託に係る業務完了確認報告及び通知について
（報告）7



索引目次

平成24年度 庁舎管理（業務委託・除雪） 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K15

平成24年11月09日 起案
上下水道局本庁舎除排雪業務委託（単価契約）の実施及び契約依頼につい
て（伺い）1

平成24年11月29日 収受
平成24年度上下水道局本庁舎除排雪業務委託（単価契約）の契約締結に
ついて2

平成24年12月03日 起案
上下水道局本庁舎除排雪業務委託（単価契約）の変更契約依頼について
（伺い）3

平成24年12月06日 収受
平成24年度上下水道局本庁舎除排雪業務委託（単価契約）の変更契約締
結について4

平成24年12月10日 収受
除排雪業務報告書の提出について（平成24年12月9日分）

5

平成24年12月28日 収受
除排雪業務報告書の提出について（平成24年12月27日分）

6

平成25年01月31日 収受
除排雪業務報告書の提出について（平成25年1月分）

7

平成25年03月04日 収受
除排雪業務報告書の提出について（平成25年2月分）

8



索引目次

平成24年度 庁舎管理（業務委託・ばい煙量等測定） 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K15

平成24年12月10日 起案
平成24年度大気汚染物質排出量総合調査票の提出について（伺い）

1

平成25年02月07日 起案
本庁舎ボイラーばい煙量等測定業務委託契約に係る契約締結について（伺
い）2

平成25年02月08日 起案
本庁舎ボイラーばい煙量等測定業務委託に係る契約締結について（報告）

3

平成25年02月14日 起案
本庁舎ボイラーばい煙量等測定業務委託に係る現場責任者届の提出につ
いて（供覧）4

平成25年03月07日 起案
本庁舎ボイラーばい煙量等測定業務委託に係る完了確認について（伺い）

5

平成25年03月07日 起案
本庁舎ボイラーばい煙量等測定業務委託に係る業務完了確認報告及び通
知について（伺い）6



索引目次

平成24年度 財産諸務 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K15

平成24年06月11日 起案
浅岸三丁目地内の蜂の巣駆除について（報告）

1

平成24年06月29日 起案
登記事項証明等の公用請求について（伺い）

2

平成24年07月11日 起案
登記事項証明等の公用請求について（伺い）

3

平成24年07月13日 起案
盛岡南新都市土地区画整理事業に係る清算金の発生について（報告）

4

平成24年10月15日 起案
登記事項証明等の公用請求について（伺い）

5

平成24年10月24日 起案
登記事項証明書等の公用請求について（伺い）

6

平成24年11月02日 起案
登記事項証明書等の公用請求について（伺い）

7

平成24年11月06日 起案
盛岡南新都市土地区画整理事業に係る清算金の発生について【その２】（報
告）8

平成25年01月09日 起案
登記事項証明書等の公用請求について（伺い）

9

平成25年02月28日 起案
登記事項証明書等の公用請求について（伺い）

10



索引目次

平成24年度 財産諸務(土地所管確認） 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K15

平成24年11月02日 起案
浅岸三丁目市有地内にある下水道施設（蓋掛け側溝）について（報告）

1

平成24年12月27日 起案
財産所管換えの完了と当該土地の所管について（伺い）

2



索引目次

平成24年度 財産諸務（境界確認） 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K15

平成24年09月25日 起案
土地境界確認について(伺い）

1

平成24年10月10日 起案
市有土地（消火栓用地）の境界立会い及び同意について（報告・伺い）

2

平成24年10月31日 起案
沢田浄水場に係る用地の境界について（報告）

3



索引目次

平成24年度 財産諸務（管財・土地・その他関係諸務 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K15

平成24年04月04日 起案
用地の買受にかかる照会について(回答）

1

平成24年04月16日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の照会について(伺い）

2

平成24年04月20日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の照会について(伺い）

3

平成24年04月24日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の回答について(伺い）

4

平成24年04月27日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の回答について【西見前】(伺い）

5

平成24年05月16日 収受
平成24年度第１回水道水源清掃及び水道施設跡地清掃の実施について
（供覧）6

平成24年06月01日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の照会について【西青山二丁目】(伺
い）7

平成24年06月04日 起案
道路用地の用途廃止に関する意見の回答について【手代森5】(伺い）

8

平成24年06月07日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の回答について【西青山二】(伺い）

9

平成24年06月07日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の照会について【北天昌寺町】(伺い）

10

平成24年06月15日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の回答について【北天昌寺町】(伺い）

11

平成24年06月28日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の照会について【茶畑二】(伺い）

12

平成24年07月03日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の回答について【茶畑二】(伺い）

13

平成24年07月05日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の照会について【三本柳3】(伺い）

14

平成24年07月12日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の回答について【三本柳】(伺い）

15

平成24年07月18日 起案
市有（道路管理課所管）敷地の用途廃止に関する意見の照会について【本
宮字林崎】(伺い）16

平成24年07月20日 起案
市有（道路管理課所管）敷地の用途廃止に関する意見の回答について【本
宮字林崎】(伺い）17

平成24年08月06日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の照会について【津志田中央三】(伺
い）18

平成24年08月15日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の回答について【津志田中央三】(伺
い）19

平成24年09月05日 起案
市道敷地の用途廃止に関する意見の照会について【三本柳13】(伺い）

20



索引目次

平成24年度 財産諸務（管財・土地・その他関係諸務 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K15

平成24年09月10日 起案
市道敷地の用途廃止に関する意見の回答について【三本柳12】(伺い）

21

平成24年09月10日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の照会について【大ヶ生4】(伺い）

22

平成24年09月11日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の照会について【西見前14】(伺い）

23

平成24年09月12日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の照会について【乙部5】(伺い）

24

平成24年09月12日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の回答について【大ヶ生4】(伺い）

25

平成24年09月18日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の回答について【西見前14】(伺い）

26

平成24年09月18日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の回答について【乙部5】(伺い）

27

平成24年09月25日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の照会について【仙北二】(伺い）

28

平成24年09月25日 起案
法定外道路等の用途廃止の照会・回答方法について（伺い）

29

平成24年09月28日 起案
法定外道路の用途廃止に関する意見の回答について【仙北二】(伺い）

30

平成24年10月17日 収受
平成24年度第２回水道水源清掃及び水道施設跡地清掃の実施について
（供覧）31



索引目次

平成24年度 業務委託等（廃棄公文書リサイクル処理上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K16

平成24年12月26日 起案
平成24年度盛岡市上下水道局廃棄公文書リサイクル処理業務委託の実施
について（伺い）1

平成25年01月28日 起案
平成24年度盛岡市上下水道局廃棄公文書リサイクル処理業務委託の契約
締結について（報告）2

平成25年03月21日 起案
盛岡市上下水道局廃棄公文書リサイクル処理業務の完了報告及び合格通
知の送付について（伺い）3



索引目次

平成24年度 借地関係 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

K16

平成24年03月01日 起案
平成24年度行政財産使用許可申請について(伺い)

1

平成24年05月08日 収受
行政財産使用許可について（供覧）

2

平成24年06月04日 収受
借用土地所有者の代表者変更について（供覧）

3

平成24年06月21日 収受
住所変更届けについて（供覧）

4

平成25年03月01日 起案
行政財産使用許可申請について(伺い)

5

平成25年03月05日 起案
都市公園占用許可の更新申請について（伺い）

6

平成25年03月06日 起案
土地賃貸借契約のに係る請求書の提出依頼について（伺い）

7

平成25年03月22日 起案
土地の賃貸借契約に係る継続更新について（伺い）

8

平成25年03月29日 起案
東中野財産区財産借受申込について（伺い）

9



索引目次

平成24年度 土地建物貸付 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

K16

平成24年04月01日 起案
行政財産使用許可について（伺い）

1

平成24年04月01日 起案
行政財産使用許可について（伺い）

2

平成24年04月25日 起案
行政財産使用許可書の差し替えについて（伺い）

3

平成24年04月26日 起案
行政財産使用許可に係る使用料の還付ついて（伺い）

4

平成24年04月26日 起案
使用を許可した行政財産に設置したテレビ受信柱の撤去について（伺い）

5

平成24年04月27日 起案
行政財産使用許可について（伺い）

6

平成24年05月08日 収受
図書（路線価図・評価倍率表）の紹介について（供覧）

7

平成24年06月01日 起案
使用を許可した行政財産に設置したテレビ受信柱の撤去について（報告）

8

平成24年07月03日 起案
行政財産使用許可について（伺い）

9

平成24年07月31日 起案
行政財産使用許可について（伺い）

10

平成24年07月31日 起案
行政財産使用許可について（伺い）

11

平成24年07月31日 起案
行政財産使用許可について（伺い）

12

平成24年08月20日 起案
行政財産使用変更許可について（伺い）

13

平成24年08月21日 起案
行政財産使用変更許可に伴う還付に係る口座振込依頼書の提出について
（伺い）14

平成24年08月24日 起案
行政財産使用変更許可に係る使用料の還付ついて（伺い）

15

平成24年11月20日 起案
行政財産使用許可について（伺い）

16

平成24年12月03日 起案
行政財産使用許可に係る用地の確認について（伺い）

17

平成24年12月04日 起案
行政財産使用許可について（伺い）

18

平成25年03月12日 起案
行政財産使用許可申請手続きに係る通知について（伺い）

19



索引目次

平成24年度 土地建物買収処分 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

K16

平成24年08月28日 起案
下水道施設用地の売払いに係る意見について（伺い）

1

平成24年09月05日 起案
売払いに係る境界の同意について（伺い）

2

平成24年09月12日 起案
分筆及び地積更正登記嘱託書の提出について（伺い）

3

平成24年09月14日 起案
不動産鑑定に係る見積書の提出について（伺い）

4

平成24年09月26日 起案
不動産鑑定評価の依頼について（伺い）

5

平成24年09月26日 起案
不動産鑑定評価の依頼について（伺い）

6

平成24年10月15日 起案
広報もりおか11月15日号掲載依頼について（伺い）

7

平成24年10月18日 起案
処分所有地に係る規制等の照会について（伺い）

8

平成24年10月26日 起案
広報もりおか11月15日号掲載記事の校正について（伺い）

9

平成24年10月26日 収受
不動産鑑定評価書の納品について（供覧）

10

平成24年10月29日 起案
市有地売払い及び資産計上について（伺い）

11

平成24年10月29日 起案
未利用所有地の処分及び一般競争入札の実施について（伺い）

12

平成24年10月30日 起案
広報もりおか11月15日号掲載記事の校正について２（伺い）

13

平成24年10月31日 起案
広報もりおか11月15日号掲載記事の校正について２（伺い）

14

平成24年11月01日 起案
広報もりおか11月15日号掲載記事の校正について３（伺い）

15

平成24年11月06日 起案
局所有地売却に係る隣接住民への情報提供について（報告）

16

平成24年11月14日 起案
土地売買契約について（伺い）

17

平成24年11月14日 起案
固定資産価額通知書の交付請求について（伺い）

18

平成24年11月21日 起案
広報もりおか１月１日号掲載依頼について（伺い）

19

平成24年12月05日 起案
未利用所有地の処分及び一般競争入札の実施について（伺い）

20



索引目次

平成24年度 土地建物買収処分 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

K16

平成24年12月07日 起案
広報もりおか１月１日号掲載記事の校正について（伺い）

21

平成24年12月07日 起案
土地売買契約の締結について（報告）

22

平成24年12月11日 起案
広報もりおか１月１日号掲載記事の校正について２（伺い）

23

平成24年12月17日 起案
上下水道局ホームページへの掲載について

24

平成24年12月18日 起案
競争入札に付し入札者がなかった未利用所有地の処分（随意契約への移
行）について（伺い）25

平成24年12月26日 起案
土地払下げに伴う所有権移転登記について（伺い）

26

平成25年01月04日 起案
土地売却にかかるチラシの作成及び設置依頼について（伺い）

27

平成25年01月15日 起案
土地払下げに伴う所有権移転登記の完了及び契約者への関係書類の送付
について（報告・伺い）28

平成25年01月16日 起案
市有地売却に係るホームページへの掲載について

29

平成25年02月04日 起案
競争入札に付し入札者がなかった未利用所有地の処分（随意契約への移
行）について（伺い）30

平成25年02月28日 起案
市有地売却に係るホームページへの掲載について

31

平成25年03月06日 起案
市有財産（土地）買受申込要領（随意契約）の改正について（伺い）

32



索引目次

平成24年度 土地建物買収処分（水源かん養林） 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

K16

平成24年08月09日 起案
水源涵養林用地取得に係る事務の実施について（伺い）

1

平成24年09月21日 起案
水源かん養林取得事業に係る土地売買契約の締結について（伺い）

2

平成24年09月24日 起案
土地の取得事務に係る印鑑登録証明書交付依頼について(伺い)

3

平成24年09月24日 起案
水源かん養林取得事業に係る土地売買契約の締結及び所有権移転登記に
ついて（報告・伺い）4

平成24年10月03日 起案
水源かん養林取得に係る所有権移転登記に係る追加書類の提出について
（伺い）5

平成24年10月04日 起案
水源かん養林取得に係る所有権移転登記完了について（報告）

6

平成24年10月16日 起案
水源かん養林用地取得事業に係る課税特例証明書の発行について（伺い）

7



索引目次

平成24年度 飲料水供給施設関係 上下水道局/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K20

平成24年04月01日 起案
平成24年度盛岡市飲料水供給施設等に係る水道技術管理者業務委託に関
する協定書について　　（伺い）1

平成24年04月01日 起案
平成24年度盛岡市飲料水供給施設等に係る水道技術管理者業務委託に関
する協定書の供覧　　　及び同協定に基づく水道技術管理者の選任につい
て（伺い）

2

平成25年03月31日 起案
平成24年度盛岡市飲料水供給施設等に係る水道技術管理者業務委託に関
する報告書の提出について（伺い）3

平成25年03月31日 起案
平成24年度盛岡市飲料水供給施設等に係る水道技術管理者業務委託に係
る費用の請求について　（伺い）4
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