
索引目次

平成24年度 配水諸務（補償関係） 上下水道局/みず管理課/配水調整係

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

K00

平成24年04月26日 起案
補償契約書の締結について（伺い）

1

平成24年05月09日 起案
補償契約書の締結について（報告）

2

平成24年07月06日 起案
議決議案証明交付申請について（伺い）

3

平成24年07月10日 起案
補償契約について（伺い）

4



索引目次

平成24年度 水道水源開発等施設整備費国庫補助 上下水道局/みず管理課/計画係

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

K14

平成24年04月03日 起案
公共事業施行状況調査（平成24年3月分）について（伺い）

1

平成24年04月09日 収受
平成24年度水道課関係予算及び水道施設整備費等の内示について（供覧）

2

平成24年04月17日 起案
「平成25年度水道施設整備費等国庫補助事業に係る歩掛表」の改訂要望事
項の取りまとめ　　　について（伺い）3

平成24年04月19日 起案
水道施設整備費国庫補助金の所要額調べについて

4

平成24年04月19日 収受
平成24年度水道施設整備費補助金の内示について（供覧）

5

平成24年04月19日 収受
平成24年度地域自主戦略交付金交付要綱について（供覧）

6

平成24年04月19日 収受
ライフライン機能強化等事業費に係る交付基準について（供覧）

7

平成24年04月20日 収受
平成24年度簡易水道等施設整備費（全国防災）及び平成24年度水道水源
開発等施設整備費（全国防災）の国庫補助について（供覧）8

平成24年04月23日 収受
新規補助事業（重要給水施設配水管）等について（供覧）

9

平成24年05月02日 起案
平成24年度水道水源開発等施設整備費国庫補助金（全国防災）の交付申
請について（伺い）10

平成24年05月10日 起案
水道施設整備費補助に係る請求予定予定計画について（伺い）

11

平成24年05月14日 起案
平成24年度水道水源開発等施設整備費国庫補助金（全国防災）申請書の
資料修正等　　　　　　について（伺い）12

平成24年05月14日 収受
水道施設整備費国庫補助事業に係る事業評価資料の提出について（供覧）

13

平成24年06月07日 起案
公共事業施行状況調査（5月分）及び請求予定計画調査について（伺い）

14

平成24年07月04日 収受
水道施設整備国庫補助事業に適用する公共工事設計労務単価（平成24年6
月）について（供覧）15

平成24年07月05日 起案
公共事業施行状況調査（6月分）及び請求予定計画調査について（伺い）

16

平成24年07月20日 起案
重要給水施設配水管整備事業にかかる地方公営企業繰出金について（伺
い）17

平成24年07月27日 起案
水道施設整備費国庫補助金の所要額調べ（後年度負担額調）について（伺
い）18

平成24年07月27日 起案
平成25年度水道施設整備費国庫補助金の概算要望額調べについて（伺い）

19

平成24年08月07日 起案
公共事業施行状況調査（7月分）及び請求予定計画調査について（伺い）

20



索引目次

平成24年度 水道水源開発等施設整備費国庫補助 上下水道局/みず管理課/計画係

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

K14

平成24年08月08日 収受
重要給水施設配水管整備事業にかかる地方公営企業繰出金について（供
覧）21

平成24年08月17日 起案
平成24年度水道施設整備費補助金に係る不用額調べについて（伺い）

22

平成24年08月24日 収受
平成24年度水道水源開発等施設整備費（ライフライン機能強化等事業費）補
助金（全国防災）交付決定通知書について（供覧）23

平成24年09月06日 収受
平成25年度水道関係予算（概算要求）について（供覧）

24

平成24年09月07日 起案
公共事業施行状況調査（8月分）及び請求予定計画調査について（伺い）

25

平成24年09月12日 起案
平成24年度水道施設整備費補助（全国防災分）に係る追加要望調査につい
て（伺い）26

平成24年10月03日 起案
公共事業施行状況調査（9月分）及び請求予定計画調査について（伺い）

27

平成24年10月18日 収受
水道事業の費用対効果分析について（供覧）

28

平成24年10月22日 収受
水道施設整備費補助金に係る平成24年度補正予算が編成された場合の追
加要望調べについて（供覧）29

平成24年10月23日 起案
平成25年度水道施設整備費国庫補助事業に係る補助要望ヒアリング日程に
ついて（伺い）30

平成24年10月29日 起案
平成25年度水道施設整備費国庫補助事業に係る補助要望について（伺い）

31

平成24年10月29日 収受
平成24年度水道施設整備費（経済危機対応・地域活性化予備費）について
（供覧）32

平成24年11月01日 収受
平成25年度水道施設整備費国庫補助事業要望ヒアリングの日程表（調整
後）について　　　（供覧）33

平成24年11月13日 起案
公共事業施行状況調査（10月分）及び請求予定計画調査について（伺い）

34

平成24年12月04日 起案
平成25年度水道施設整備費国庫補助事業に係る補助要望について（伺い）

35

平成24年12月04日 収受
水道施設整備費等国庫補助事務処理マニュアルについて（供覧）

36

平成24年12月05日 起案
公共事業施行状況調査（11月分）及び請求予定計画調査について（伺い）

37

平成24年12月21日 収受
水道施設整備費補助金に係る平成24年度補正予算が編成された場合の追
加要望調べについて（供覧）38

平成24年12月28日 起案
水道施設整備費補助に係る不要額の登録について（伺い）

39

平成25年01月04日 起案
平成24年度から平成25年度への本省繰越予算による対応について（伺い）

40



索引目次

平成24年度 水道水源開発等施設整備費国庫補助 上下水道局/みず管理課/計画係

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

K14

平成25年01月07日 起案
公共事業施行状況調査（12月分）及び請求予定計画調査について（伺い）

41

平成25年01月09日 収受
平成24年度厚生労働省補正予算（案）の主な要望項目及び一括交付金関係
について（供覧）42

平成25年01月11日 収受
（事前予告）地域活性化・公共投資臨時交付金について（供覧）

43

平成25年01月17日 起案
平成24年度水道施設整備費繰越予定事案調べについて（伺い）

44

平成25年01月17日 起案
水道施設整備費補助金に係る平成24年度補正予算が編成された場合の追
加要望調書の提出　　　について（伺い）45

平成25年01月17日 起案
事業計画変更に係る申請書類の提出について（伺い）

46

平成25年01月17日 起案
平成24年度水道施設整備費国庫補助事業現地調査の実施について（伺い）

47

平成25年01月17日 収受
水道施設整備費補助金に係る平成24年度補正予算が編成された場合の追
加要望調書の提出について（供覧）48

平成25年01月18日 起案
水道施設整備費国庫補助に係る財産処分手続き予定について（伺い）

49

平成25年01月28日 復命
平成24年度水道施設整備費国庫補助事業現地調査

50

平成25年01月30日 収受
（情報提供）平成25年度水道関係予算案について（供覧）

51

平成25年02月05日 起案
公共事業施行状況調査（1月分）及び請求予定計画調査について（伺い）

52

平成25年02月27日 収受
平成24年度水道施設整備費（補正予算）内示について（供覧）

53

平成25年03月05日 起案
公共事業施行状況調査（2月末分）及び請求予定計画調査（3月請求分2回
目精査）　　　　　　について（伺い）54

平成25年03月19日 収受
平成24年度水道施設整備費補助金（補正予算分）の内示について（供覧）

55

平成25年03月26日 起案
平成24年度水道水源開発等施設整備費国庫補助金（全国防災）の事業実
績報告　　　　　　　　について（伺い）56

平成25年03月28日 収受
平成24年度水道施設整備費国庫補助金の内示変更及び平成25年度水道
施設整備費国庫補助金の内示予定額について（供覧）57

平成25年03月29日 起案
平成24年度水道水源開発等施設整備費国庫補助金（全国防災）の請求に
ついて（伺い）58

平成25年03月29日 収受
平成24年度水道水源開発等施設整備費（全国防災）交付額確定通知につ
いて（供覧）59



索引目次

平成24年度 財産処分（伐木売払い） 上下水道局/みず管理課

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

K15

平成24年06月25日 起案
間伐材の売払いについて（伺い）

1

平成24年07月04日 起案
間伐材の売払いについて（伺い）

2



索引目次

平成24年度 業務委託等（水道積算システム保守業 上下水道局/みず管理課/計画係

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04月11日 起案
水道積算システム保守業務委託の実施について（伺い）

1

平成24年04月18日 起案
水道積算システム保守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23日 起案
水道積算システム保守業務委託契約に係る契約締結について（供覧）

3



索引目次

平成24年度 業務委託等（平成24年度流量水圧記録上下水道局/みず管理課/配水調整係

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04月01日 収受
業務委託着手届等の提出について（報告）

1

平成24年04月02日 起案
監督員の通知について（伺い）

2

平成24年04月02日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

3

平成24年05月02日 起案
平成24年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（４月分）の提出に
ついて（供覧）4

平成24年06月06日 起案
平成24年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（５月分）の提出に
ついて（供覧）5

平成24年07月06日 起案
平成24年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（６月分）の提出に
ついて（供覧）6

平成24年08月03日 起案
平成24年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（７月分）の提出に
ついて（供覧）7

平成24年09月04日 起案
平成24年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（８月分）の提出に
ついて（供覧）8

平成24年10月04日 起案
平成24年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（９月分）の提出に
ついて（供覧）9

平成24年11月07日 起案
平成24年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（１０月分）の提出
について（供覧）10

平成24年12月06日 起案
平成24年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（１１月分）の提出
について（供覧）11

平成25年01月07日 起案
平成24年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（１２月分）の提出
について（供覧）12

平成25年01月25日 起案
平成25年度流量水圧記録装置保守点検業務委託（単価契約）契約の実施
について（伺い）13

平成25年02月07日 起案
平成24年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（１月分）の提出に
ついて（供覧）14

平成25年03月07日 起案
平成24年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（２月分）の提出に
ついて（供覧）15

平成25年03月31日 起案
平成24年度流量水圧記録装置保守点検業務委託報告書（３月分）の提出に
ついて（供覧）16



索引目次

平成24年度 業務委託等（森田製減圧弁保守点検業上下水道局/みず管理課/配水調整係

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06月05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06月06日 起案
監督員の通知について（伺い）

2

平成24年06月06日 収受
着手届等の提出について

3

平成24年08月17日 起案
業務委託完了検査について（伺い）

4

平成24年08月17日 収受
減圧弁保守点検業務委託その１に係る業務報告書の提出について（供覧）

5

平成24年08月17日 収受
委託業務完了届について（報告）

6

平成24年08月23日 起案
業務委託の検査調書及び完了検査完了通知書について（伺い）

7



索引目次

平成24年度 業務委託等（栗本製減圧弁保守点検業上下水道局/みず管理課/配水調整係

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07月04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06日 起案
監督員の通知について（伺い）

2

平成24年07月06日 収受
着手届等届出について

3

平成24年08月29日 起案
業務委託完了検査について（伺い）

4

平成24年08月29日 収受
委託業務完了届について（報告）

5

平成24年08月29日 収受
減圧弁保守点検報告書の提出について（供覧）

6

平成24年09月03日 起案
業務委託の検査調書及び完了検査完了通知書について（伺い）

7



索引目次

平成24年度 業務委託等（平成24年度配・給水管漏 上下水道局/みず管理課/配水調整係

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06月13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06月19日 起案
監督職員の通知について（伺い）

2

平成24年06月19日 起案
身分証明書の交付について（伺い）

3

平成24年06月19日 収受
業務委託着手届等の提出について（報告）

4

平成24年06月19日 収受
委託代金内訳書届の提出について（報告）

5

平成24年06月19日 収受
作業計画書届の提出について（報告）

6

平成24年06月19日 収受
身分証明書交付願の提出について

7

平成24年06月28日 起案
漏水調査業務委託の実施に係る協力依頼について（伺い）

8

平成24年08月21日 起案
身分証明書の交付について（伺い）

9

平成24年11月30日 収受
業務委託完了届の届出について（報告）

10

平成24年12月03日 起案
業務委託完了検査について（伺い）

11

平成24年12月10日 起案
業務委託検査調書及び完了検査完了通知書について（伺い）

12

平成24年12月10日 収受
業務委託完成引渡書について（報告）

13



索引目次

平成24年度 借地関係 上下水道局/みず管理課/配水調整係

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

K16

平成24年09月18日 起案
土地賃貸借契約の終了について（伺い）

1

平成24年11月29日 起案
土地賃貸借契約の終了について（伺い）

2

平成25年03月29日 起案
口座振込訂正の依頼について（伺い）

3



索引目次

平成24年度 業務委託等（その他各種業務委託） 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

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06月11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06月13日 収受
業務着手届等について（供覧）

2

平成24年06月27日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

3

平成24年06月29日 収受
業務着手届等について（供覧）

4

平成24年07月20日 収受
業務完了届の収受及び完了検査の実施について（供覧）

5

平成24年07月23日 起案
業務完了届の収受及び完了検査の実施について（供覧）

6

平成24年07月25日 起案
業務委託完了検査の完了及び業務委託代金の支出について（伺い）

7

平成24年09月24日 収受
現場責任者届出書等の提出について（供覧）

8

平成24年09月28日 収受
業務着手届等の届出について（供覧）

9

平成24年10月09日 起案
業務完了検査の完了について(供覧）

10

平成24年10月09日 起案
委託業務の完了及び検査について（伺い）

11

平成24年10月10日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

12

平成24年10月10日 収受
現場責任者届出書等の提出について（供覧）

13

平成24年10月17日 起案
業務完了届の提出及び完了検査の実施について（伺い）

14

平成24年10月19日 起案
業務委託完了検査の完了について（供覧）

15

平成24年10月22日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

16

平成24年11月02日 収受
業務着手届等の届出について（供覧）

17

平成24年11月07日 起案
委託業務完了及び検査について（伺い）

18

平成24年11月09日 起案
業務完了委託検査の完了について（報告）

19

平成24年11月13日 起案
業務委託契約に係る随意契約の実施について（伺い）

20



索引目次

平成24年度 業務委託等（その他各種業務委託） 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

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11月14日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

21

平成24年11月20日 起案
業務委託契約（産廃処分）に係る契約締結について（伺い）

22

平成24年11月22日 収受
業務着手届等の提出について（報告）

23

平成24年11月28日 起案
委託業務完了及び検査について（伺い）

24

平成24年11月28日 起案
業務完了委託検査の完了について（報告）

25

平成24年11月28日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

26

平成24年11月28日 起案
業務委託完了届の供覧及び業務委託検査の実施について（伺い）

27

平成24年12月10日 起案
業務委託契約に係る随意契約の実施について（伺い）

28

平成24年12月25日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

29

平成25年01月17日 収受
業務着手届等の提出について（報告）

30

平成25年01月21日 収受
業務着手届等の提出について（供覧）

31

平成25年02月28日 起案
業務完了届の提出及び委託業務完了検査の実施について（伺い）

32

平成25年03月01日 起案
業務完了届の提出及び委託業務完了検査の実施について（伺い）

33

平成25年03月01日 起案
業務委託完了検査の完了及び業務委託代金の支出について（伺い）

34

平成25年03月05日 起案
業務委託完了検査の完了報告及び完了検査完了通知書の送付について
（伺い）35

平成25年03月11日 起案
業務完了届の提出及び業務委託完了検査の実施について（伺い）

36

平成25年03月12日 起案
業務完了届の提出及び完了検査の実施について（伺い）

37

平成25年03月13日 起案
業務委託完了検査の完了報告及び完了検査完了通知書の送付について
（伺い）38

平成25年03月15日 起案
業務完了検査の完了報告及び完了検査完了通知書の送付について（伺い）

39

平成25年03月18日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

40



索引目次

平成24年度 業務委託等（ガスクロマトグラフ質量分 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

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11月20日 収受
業務着手届等の提出について（供覧）

1

平成24年12月19日 起案
業務完了届の提出及び完了検査の実施について（伺い）

2

平成24年12月19日 起案
業務委託完了検査の完了について（供覧）

3

平成24年12月20日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

4



索引目次

平成24年度 業務委託等（ダイオキシン類水質検査 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

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08月02日 起案
ダイオキシン類水質検査業務委託契約に係る指名競争入札の実施について
（伺い）1

平成24年08月21日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

2

平成24年08月21日 収受
着手届外について（供覧）

3

平成24年08月22日 起案
監督員の通知について（伺い）

4

平成24年10月31日 起案
業務委託契約の商号変更届，外について（供覧）

5

平成24年10月31日 起案
履行期間の変更について（伺い）

6

平成24年10月31日 収受
履行期間の変更願について（供覧）

7

平成24年10月31日 収受
業務委託契約の商号変更届，外

8

平成24年11月15日 起案
業務委託の完了及び検査について（伺い）

9

平成24年11月15日 収受
業務委託の完了及び検査について

10

平成24年11月16日 起案
業務検査委託完了検査の完了及び検査完了通知書の交付について（伺い）

11

平成24年11月19日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

12



索引目次

平成24年度 業務委託等（誘導結合プラズマ質量分 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

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10月19日 収受
業務着手届等の提出について(供覧）

1

平成25年03月14日 起案
業務完了届の提出及び委託業務完了検査の実施について（伺い）

2



索引目次

平成24年度 業務委託等（農薬類水質検査業務委託上下水道局/みず管理課/水質管理セ

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05月09日 起案
業務委託契約に係る指名競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年05月18日 収受
農薬類水質検査業務委託に係る入札辞退届について（供覧）

2

平成24年05月21日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

3

平成24年05月23日 収受
業務着手届等の提出について（供覧）

4

平成24年06月19日 収受
農薬類水質検査業務委託に係る第１回水質試験結果報告書について（供
覧）5

平成24年09月24日 収受
農薬類水質検査業務委託に係る第２回水質試験結果報告書について（供
覧）6

平成24年09月27日 起案
委託業務の完了及び検査について（伺い）

7

平成24年10月01日 起案
業務委託完了検査の完了報告及び検査完了通知書の送付について（伺い）

8

平成24年10月19日 起案
業務委託代金の支出について（伺い）

9



索引目次

平成24年度 業務委託等（水源涵養林植栽地下刈り 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

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07月02日 起案
業務委託契約に係る随意契約の実施について（伺い）

1

平成24年07月11日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

2

平成24年07月12日 起案
監督員の通知について（伺い）

3

平成24年07月13日 収受
業務委託着手届等について（供覧）

4

平成24年08月30日 起案
業務完了検査について（伺い）

5

平成24年09月06日 起案
業務完了検査調書について（報告）

6

平成24年09月06日 起案
業務完了検査完了通知について（伺い）

7

平成24年09月07日 起案
業務完了引渡書の受領及び業務委託代金の支出について（伺い）

8



索引目次

平成24年度 業務委託等（原子吸光光度計保守点検上下水道局/みず管理課/水質管理セ

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17日 収受
業務着手届等の提出について(供覧）

1

平成25年02月06日 起案
業務完了届の提出及び委託業務完了検査の実施について（伺い）

2

平成25年02月07日 起案
委託業務検査の検査結果について（供覧）

3

平成25年02月12日 起案
業務委託完了検査の完了報告及び検査完了通知書の送付について（伺い）

4



索引目次

平成24年度 業務委託等（水源涵養林看板等作製業上下水道局/みず管理課

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

K16

平成24年08月27日 起案
業務委託契約に係る随意契約の実施について（伺い）

1

平成24年09月06日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

2

平成24年09月07日 起案
監督員の通知について（伺い）

3

平成24年09月11日 収受
業務委託着手届等について（供覧）

4

平成24年11月05日 起案
業務完了検査について（伺い）

5

平成24年11月08日 起案
業務完了検査調書について（報告）

6

平成24年11月08日 起案
業務完了検査完了通知について（伺い）

7

平成24年11月12日 起案
業務完了引渡書の受領及び業務委託代金の支出について（伺い）

8



索引目次

平成24年度 技術管理（技術委員会） 上下水道局/みず管理課/計画係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成24年04月10日 起案
水道技術委員会の付議案件及び未了事項に係る調査について（伺い）

1

平成24年04月24日 起案
平成24年度第1回水道技術委員会の開催について（伺い）

2

平成24年04月25日 起案
技術講習会の開催について（伺い）

3

平成24年05月11日 起案
平成24年度第１回水道技術委員会の開催について（報告）

4

平成24年05月11日 起案
平成24年度第2回水道技術委員会の開催について（伺い）

5

平成24年05月28日 起案
平成24年度第3回水道技術委員会の開催について（伺い）

6

平成24年05月29日 起案
平成24年度第2回水道技術委員会の開催について（報告）

7

平成24年06月19日 起案
平成24年度第3回水道技術委員会の開催について（報告）

8

平成24年07月13日 起案
上下水道技術報告会の開催と発表テーマの募集について（伺い）

9

平成24年08月06日 起案
平成24年度第1回上下水道技術報告会の開催について（伺い）

10

平成24年10月03日 起案
平成24年度第4回水道技術委員会の開催について（伺い）

11

平成24年10月16日 起案
平成24年度第5回水道技術委員会の開催について（伺い）

12

平成24年10月16日 起案
平成24年度第4回水道技術委員会の開催について（報告）

13

平成24年11月07日 起案
平成24年度第6回水道技術委員会の開催について（伺い）

14

平成24年11月08日 起案
平成24年度第5回水道技術委員会の開催について（報告）

15

平成24年11月19日 起案
平成24年度第6回水道技術委員会の開催について（報告）

16

平成24年12月03日 起案
水道施設耐震化計画（管路編）の策定について（伺い）

17

平成24年12月27日 起案
上下水道技術報告会の開催と発表テーマの募集について（伺い）

18

平成25年01月28日 起案
平成24年度第2回上下水道技術報告会の開催について（伺い）

19

平成25年02月15日 起案
平成24年度第7回水道技術委員会の開催について（伺い）

20



索引目次

平成24年度 技術管理（技術委員会） 上下水道局/みず管理課/計画係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成25年03月04日 起案
平成24年度第7回水道技術委員会の開催について（報告）

21

平成25年03月11日 起案
平成24年度第8回水道技術委員会の開催について（伺い）

22

平成25年03月26日 起案
平成24年度第8回水道技術委員会の開催について（報告）

23

平成25年03月26日 起案
玉山区配水管整備計画の策定について（伺い）

24



索引目次

平成24年度 技術管理（安全連絡会議） 上下水道局/みず管理課/計画係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成24年06月19日 起案
平成23年度安全パトロール実施結果及び平成24年度の実施について（伺
い）1



索引目次

平成24年度 技術管理（水道工事材料等） 上下水道局/みず管理課/計画係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成24年07月19日 起案
水道工事材料の承認について（伺い）

1

平成24年08月09日 起案
水道工事材料の改良について（供覧）

2

平成24年08月10日 起案
水道工事材料の不具合対応について（伺い）

3

平成24年08月30日 起案
水道工事資材説明会の開催について（伺い）

4

平成24年10月01日 収受
水道工事材料の不具合対応について（報告）

5



索引目次

平成24年度 技術管理（工事基準等） 上下水道局/みず管理課/計画係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成24年05月21日 起案
工事等に係る事務改善計画の運用について(伺い)

1

平成24年05月25日 起案
平成24年度水道工事標準仕様書等の改正について(伺い)

2

平成24年07月10日 起案
新規承認資材の技術講習会開催について(伺い)

3

平成24年08月10日 収受
工事検査の概要(平成23 年度)の送付について（供覧）

4

平成24年08月24日 起案
平成24年度水道工事標準仕様書等の改正について(伺い)

5

平成24年09月03日 起案
ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管継手接合講習会の開催について(伺い)

6

平成24年10月31日 収受
地上式消火栓の仕様について（報告）

7



索引目次

平成24年度 技術管理 上下水道局/みず管理課/計画係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成25年01月30日 起案
水道事業の諸課題等に関する意見交換会の開催について（報告）

1



索引目次

平成24年度 技術管理（アセットマネジメント） 上下水道局/みず管理課/計画係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成24年09月28日 起案
盛岡市上下水道局アセットマネジメント検討委員会水道部会員の選出につい
て（伺い）1

平成24年11月02日 起案
第1回アセットマネジメント検討委員会水道部会の開催結果について（報告）

2

平成24年11月20日 起案
第2回アセットマネジメント検討委員会水道部会の開催結果について（報告）

3

平成25年03月01日 起案
第3回アセットマネジメント検討委員会水道部会の開催結果について（報告）

4



索引目次

平成24年度 行政財産使用許可 上下水道局/みず管理課/配水調整係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成24年04月02日 収受
行政財産使用の許可について（供覧）

1

平成24年04月02日 収受
行政財産使用の許可について（供覧）

2

平成24年05月09日 起案
行政財産の返還について（伺い）

3

平成24年10月16日 起案
公園占用許可申請及び使用料減免の申請について

4

平成24年10月31日 収受
公園占用の許可について（供覧）

5

平成24年11月27日 起案
公園占用許可申請及び使用料減免の申請について

6

平成24年12月11日 収受
都市公園等占用許可について（供覧）

7

平成25年03月15日 起案
行政財産使用許可の更新及び使用量減免の申請について（伺い）

8



索引目次

平成24年度 道路等占用許可（作業申請・国県道） 上下水道局/みず管理課/配水調整係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成25年01月17日 起案
道路占用に伴う作業申請について（伺い）

1

平成25年01月17日 起案
道路作業に係る工事着手届提出について（伺い）

2

平成25年01月17日 収受
道路占用物件保守作業の承諾について（供覧）

3

平成25年02月05日 起案
道路作業に係る工事完了届提出について（伺い）

4

平成25年03月27日 起案
道路占用に伴う作業申請について（伺い）

5

平成25年03月29日 起案
道路工事着工届の提出について（伺い）

6

平成25年03月29日 収受
道路占用に伴う作業指示書について（供覧）

7



索引目次

平成24年度 道路等占用許可（法定外道路） 上下水道局/みず管理課/配水調整係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成24年11月27日 起案
水圧監視装置整備工事に伴う法定外道路占用等許可申請について（伺い）

1

平成24年12月04日 収受
水圧監視装置整備工事に伴う法定外道路占用等の許可について（供覧）

2



索引目次

平成24年度 道路等占用許可（市道関係） 上下水道局/みず管理課/配水調整係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成24年07月13日 起案
東松園三丁目外地内配水管クリーニング工事に伴う道路占用許可申請につ
いて（伺い）1

平成24年07月25日 収受
道路占用許可について（供覧）

2

平成24年10月15日 起案
西青山三丁目外地内配水調整区設定工事に伴う道路占用許可について（伺
い）3

平成24年10月23日 収受
道路占用許可について（供覧）

4

平成24年10月29日 起案
中央通二丁目地内配水管布設工事に伴う道路占用許可申請について（伺
い）5

平成24年11月06日 起案
前九年二丁目地内配水管布設工事に伴う道路占用許可について（伺い）

6

平成24年11月07日 収受
道路占用許可について（供覧）

7

平成24年11月22日 収受
道路占用許可について（供覧）

8

平成24年11月27日 起案
水圧監視装置整備工事に伴う道路占用許可について（伺い）

9

平成24年12月11日 収受
道路占用許可について（供覧）

10

平成24年12月14日 起案
中央通二丁目地内配水管布設工事に伴う道路占用許可変更申請について
（伺い）11

平成24年12月17日 収受
道路占用許可について（供覧）

12



索引目次

平成24年度 道路等占用許可（埋蔵文化財発掘関係上下水道局/みず管理課/配水調整係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成24年10月01日 起案
史跡現状変更許可申請書の提出について（伺い）

1

平成24年10月04日 収受
史跡盛岡城跡現状変更許可について（供覧）

2

平成24年10月22日 起案
史跡現状変更終了報告書の提出について（伺い）

3



索引目次

平成24年度 路面復旧（平成24年度舗装道路路面復上下水道局/みず管理課/配水調整係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成24年04月02日 起案
平成24年度舗装道路路面復旧業務委託（第１工区，第４工区）の施工につい
て（伺い）1

平成24年05月01日 起案
平成24年度舗装道路路面復旧業務委託（第１工区，第４工区）の施工につい
て（伺い）2

平成24年07月01日 起案
平成24年度舗装道路路面復旧業務委託（第１工区，第４工区）の施工につい
て（伺い）3

平成24年08月01日 起案
平成24年度舗装道路路面復旧業務委託（第１工区，第４工区）の施工につい
て（伺い）4

平成24年09月01日 起案
平成24年度舗装道路路面復旧業務委託（第１工区，第４工区）の施工につい
て（伺い）5

平成24年10月01日 起案
平成24年度舗装道路路面復旧業務委託（第１工区，第４工区）の施工につい
て（伺い）6

平成25年01月04日 起案
平成24年度舗装道路路面復旧業務委託（第１工区，第４工区）の施工につい
て（伺い）7

平成25年02月01日 起案
平成24年度舗装道路路面復旧業務委託（第１工区，第４工区）の施工につい
て（伺い）8

平成25年03月01日 起案
平成24年度舗装道路路面復旧業務委託（第１工区，第４工区）の施工につい
て（伺い）9



索引目次

平成24年度 路面復旧（平成24年度舗装道路路面復上下水道局/みず管理課/配水調整係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成24年06月01日 起案
平成24年度舗装道路路面復旧業務委託（第２工区）の施工について（伺い）

1

平成24年08月01日 起案
平成24年度舗装道路路面復旧業務委託（第２工区）の施工について（伺い）

2

平成24年09月01日 起案
平成24年度舗装道路路面復旧業務委託（第２工区）の施工について（伺い）

3

平成25年03月01日 起案
平成24年度舗装道路路面復旧業務委託（第２工区）の施工について（伺い）

4



索引目次

平成24年度 路面復旧（平成24年度舗装道路路面復上下水道局/みず管理課/配水調整係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K20

平成24年04月02日 起案
平成24年度舗装道路路面復旧業務委託（第３工区）の施工について（伺い）

1

平成24年05月01日 起案
平成24年度舗装道路路面復旧業務委託（第３工区）の施工について（伺い）

2

平成24年07月01日 起案
平成24年度舗装道路路面復旧業務委託（第３工区）の施工について（伺い）

3

平成24年08月01日 起案
平成24年度舗装道路路面復旧業務委託（第３工区）の施工について（伺い）

4

平成24年09月01日 起案
平成24年度舗装道路路面復旧業務委託（第３工区）の施工について（伺い）

5

平成24年10月01日 起案
平成24年度舗装道路路面復旧業務委託（第３工区）の施工について（伺い）

6

平成24年11月01日 起案
平成24年度舗装道路路面復旧業務委託（第３工区）の施工について（伺い）

7

平成25年01月04日 起案
平成24年度舗装道路路面復旧業務委託（第３工区）の施工について（伺い）

8



索引目次

平成24年度 水道水源保護審議会 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

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

K20

平成24年10月11日 起案
日程概要調整表の提出について（伺い）

1

平成24年10月12日 起案
平成24年度第１回盛岡市水道水源保護審議会の開催について（伺い）

2

平成24年10月12日 起案
平成24年度第１回盛岡市水道水源保護審議会開催のお知らせについて（伺
い）3

平成24年10月15日 起案
盛岡市水道水源保護審議会委員報酬の口座振り込みについて（伺い）

4

平成24年10月17日 収受
会議・行事出欠伺い（供覧）

5

平成24年11月01日 起案
平成24年度第１回盛岡市水道水源保護審議会に係る盛岡市長あいさつ原
稿について（伺い）6

平成24年11月06日 起案
平成24年度第１回盛岡市水道水源保護審議会資料の作成について（伺い）

7

平成24年11月07日 起案
マイクロバス借用に必要となるの資料の提出について（伺い）

8

平成24年11月22日 起案
平成24年度第１回盛岡市水道水源保護審議会の会議結果のお知らせにつ
いて（伺い）9

平成24年11月27日 起案
平成24年度第１回盛岡市水道水源保護審議会委員報酬明細書の送付につ
いて（伺い）10

平成24年11月30日 起案
平成24年度第１回盛岡市水道水源保護審議会の会議録について（伺い）

11



索引目次

平成24年度 水利使用許可（水利権変更） 上下水道局/みず管理課/計画係

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

K21

平成25年01月18日 起案
北上川水系中津川における水利使用（変更）に関する河川法第23条及び第
24条の許可（綱取ダム管理用水力発電所）について（伺い）1

平成25年01月18日 収受
北上川水系中津川における水利使用（変更）に関する河川法第23条及び第
24条の許可（綱取ダム管理用水力発電）について（供覧）2



索引目次

平成24年度 水道事業認可 上下水道局/みず管理課/計画係

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

K21

平成24年09月06日 起案
水道事業変更認可（届出）にかかる調査票の提出について（伺い）

1

平成25年02月15日 起案
水道事業変更認可（届出）にかかる調査票の提出について（伺い）

2



索引目次

平成24年度 水道事業認可（専用水道） 上下水道局/みず管理課/計画係

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

K21

平成24年05月09日 収受
専用水道の布設工事の設計確認について

1

平成24年08月29日 収受
専用水道の布設工事の設計確認について

2

平成24年10月31日 収受
専用水道改造報告書の受理について

3

平成24年11月29日 収受
簡易専用水道法定検査による要改善事項の指摘について（通報）

4

平成24年12月13日 収受
簡易専用水道法定検査による要改善事項の指摘について（通報）

5



索引目次

平成24年度 給水対応（開発指導委員会） 上下水道局/みず管理課/計画係

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

K21

平成24年06月14日 起案
特定大規模集客施設の立地の誘導等に関する条例に基づく届出書への意
見について（照会）1

平成24年06月21日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

2

平成24年07月12日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

3

平成24年07月30日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

4

平成24年08月02日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

5

平成24年08月22日 起案
特定大規模集客施設の立地の誘導等に関する条例に基づく届出書への意
見について（照会）6

平成24年08月23日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

7

平成24年09月06日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

8

平成24年10月17日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

9

平成24年11月01日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

10

平成24年11月29日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

11

平成24年12月03日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

12

平成24年12月28日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

13

平成25年01月09日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

14

平成25年01月18日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

15

平成25年02月22日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

16

平成25年04月01日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

17

平成25年04月01日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見について（照会）

18



索引目次

平成24年度 給水対応（給水区域外） 上下水道局/みず管理課/計画係

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

K21

平成24年05月25日 起案
玉山区好摩字野中地区給水要望にかかる地元懇談会の開催について（報
告）1

平成24年06月06日 収受
玉山区好摩字野中及び好摩沢，一部地域への水道設置に関する要望書の
撤回について2



索引目次

平成24年度 給水対応（緊急連絡管） 上下水道局/みず管理課/計画係

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

K21

平成24年07月05日 起案
岩手町との緊急時用連絡管整備に関する協議について（報告）

1

平成24年11月08日 起案
岩手町との緊急時用連絡管整備に関する協議（第2回）について（報告）

2



索引目次

平成24年度 水道水源開発 上下水道局/みず管理課/計画係

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

K21

平成24年05月24日 起案
一級河川北上川水系簗川ダム建設工事に係る事業認定申請及び手続き保
留の申立てについて（伺い）1

平成24年05月25日 収受
簗川ダム建設事業に係る工事費用について

2

平成24年06月06日 起案
一級河川北上川水系簗川ダム建設工事に係る事業認定申請書及び添付書
類の写しの縦覧について（伺い）3

平成24年06月21日 起案
土地収用法第24条第1項の規定に基づく事業認定申請書及び添付書類の
写しの縦覧終了について（伺い） 4

平成24年07月31日 起案
一級河川北上川水系簗川ダム建設工事に係る土地収用法に基づく事業認
定に伴う図面の長期縦覧について（伺い）5

平成24年07月31日 収受
一級河川北上川水系簗川ダム建設工事に係る土地収用法による事業の認
定について6

平成24年08月09日 収受
一級河川北上川水系簗川ダム建設工事に係る手続開始の申立てについて
（協議）7

平成24年08月10日 起案
一級河川北上川水系簗川ダム建設工事に係る手続開始の申立てについて
（伺い）8

平成24年09月04日 起案
一級河川北上川水系簗川ダム建設工事に係る土地収用法による収用の手
続開始に伴う図面の縦覧について（伺い）9

平成24年09月04日 起案
一級河川北上川水系簗川ダム建設工事に係る土地収用法に基づく手続開
始に伴う立入通知への押印について（伺い）10

平成24年09月04日 起案
一級河川北上川水系簗川ダム建設工事に係る土地収用法に基づく手続開
始に伴う周知措置案内文書への押印について（伺い）11

平成24年09月04日 収受
土地収用法第34条の3の規定による収用の手続開始について

12

平成25年03月14日 収受
簗川ダム建設事業に係る工事費用について

13



索引目次

平成24年度 水安全計画 上下水道局/みず管理課

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

K21

平成24年06月22日 起案
水安全計画の策定及び運用（試行運用）について（伺い）

1



索引目次

平成24年度 配給水管修繕（東松園三丁目外地内配上下水道局/みず管理課/配水調整係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成24年06月14日 起案
総合評価落札方式競争入札の技術評価点の決定について（伺い）

1

平成24年06月14日 収受
総合評価落札方式競争入札に係る技術提案書の送付について

2

平成24年07月03日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成24年07月03日 収受
工事着手等の届出について（報告）

4

平成24年07月06日 収受
現場代理人等通知書の届出について（報告）

5

平成24年07月10日 起案
建設リサイクルの通知について（伺い）

6

平成24年07月13日 収受
技能者届について（報告）

7

平成24年10月29日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

8

平成24年10月31日 収受
工事完成届について（報告）

9

平成24年11月06日 起案
工事検査依頼について（伺い）

10

平成24年11月07日 収受
工事検査通知について（供覧）

11

平成24年11月12日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

12

平成24年11月13日 収受
工事完成引渡について（報告）

13

平成24年11月27日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

14

平成24年11月27日 収受
工事請負契約の契約保証書の返還について

15

平成25年01月23日 起案
完成精算について（伺い）

16



索引目次

平成24年度 配水管施設（水圧監視装置整備工事） 上下水道局/みず管理課/配水調整係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成24年10月12日 起案
工事費内訳書の審査について（報告）

1

平成24年10月12日 収受
工事費内訳書の審査について（依頼）

2

平成24年10月23日 起案
監督員の通知について（伺い）

3

平成24年10月23日 収受
工事着手等の届出について（報告）

4

平成24年10月29日 起案
前払い金の支出について（伺い）

5

平成24年11月05日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

6

平成24年12月17日 起案
一括下請負の点検について（報告）

7

平成24年12月17日 収受
下請負の提出について（報告）

8

平成24年12月17日 収受
技能者の届出について（報告)

9

平成25年02月18日 起案
一括下請負の点検について（報告）

10

平成25年02月18日 収受
下請負届の提出について（報告）

11

平成25年03月11日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

12

平成25年03月13日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

13

平成25年03月15日 収受
工事完成の届出について（報告）

14

平成25年03月18日 起案
工事検査依頼について（伺い）

15

平成25年03月19日 収受
工事検査通知について（供覧）

16

平成25年03月25日 収受
完成検査完了通知について（供）

17

平成25年03月26日 収受
工事の引渡について（報告）

18

平成25年03月27日 起案
完成精算について（伺い）

19

平成25年04月04日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

20



索引目次

平成24年度 配水管施設（上飯岡７地割地内減圧弁 上下水道局/みず管理課/配水調整係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成24年12月07日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成24年12月10日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成24年12月10日 収受
技能者届の提出について（報告）

3

平成24年12月11日 収受
現場代理人等通知書の届出について（報告）

4

平成24年12月21日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

5

平成25年02月28日 起案
工事検査依頼について（伺い）

6

平成25年02月28日 収受
工事完成届について（報告）

7

平成25年03月01日 収受
工事検査通知について（供覧）

8

平成25年03月11日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

9

平成25年03月12日 収受
工事完成引渡について（報告）

10

平成25年03月13日 収受
工事請負契約の契約保証書の返還について

11

平成25年03月14日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

12

平成25年03月18日 起案
完成精算について（伺い）

13



索引目次

平成24年度 配水管布設（西青山三丁目外地内配水上下水道局/みず管理課/配水調整係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成24年10月09日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成24年10月09日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成24年10月16日 起案
建設リサイクルの通知について（伺い）

3

平成24年10月26日 起案
前払金の支出について（伺い）

4

平成24年10月26日 起案
請負代金代理受領の承諾について（伺い）

5

平成24年11月13日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

6

平成25年01月18日 起案
一括下請負の点検について（報告）

7

平成25年01月18日 収受
下請負の届出について（報告）

8

平成25年02月22日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

9

平成25年02月28日 起案
工事検査依頼について（伺い）

10

平成25年02月28日 収受
工事完成の届出について（報告）

11

平成25年03月05日 収受
工事検査通知について（供覧）

12

平成25年03月06日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

13

平成25年03月11日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

14

平成25年03月11日 収受
工事完成引渡について（報告）

15

平成25年03月14日 起案
完成精算について（伺い）

16



索引目次

平成24年度 配水管布設（中央通二丁目地内配水管上下水道局/みず管理課/配水調整係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成24年10月04日 収受
総合評価落札方式競争入札に係る技術提案書の送付について

1

平成24年10月09日 起案
総合評価落札方式競争入札の技術評価点の決定について（伺い）

2

平成24年10月23日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

3

平成24年10月24日 起案
監督職員の通知について（伺い）

4

平成24年10月24日 収受
工事着手等の届出について（報告）

5

平成24年10月31日 起案
前払金の支出について（伺い）

6

平成24年11月14日 収受
現場代理人等通知書の届出について（報告）

7

平成24年11月19日 収受
技能者届の提出について（報告）

8

平成24年11月29日 収受
下請負の届出について（報告）

9

平成24年11月30日 収受
技能者届の提出について（報告）

10

平成24年12月05日 起案
一括下請負の点検について（報告）

11

平成24年12月28日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

12

平成25年01月10日 起案
工事検査依頼について（伺い）

13

平成25年01月10日 収受
工事完成届について（報告）

14

平成25年01月15日 収受
工事検査通知について（供覧）

15

平成25年01月21日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

16

平成25年01月22日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

17

平成25年01月22日 起案
完成精算について（伺い）

18

平成25年01月22日 収受
工事完成引渡について（報告）

19



索引目次

平成24年度 配水管布設（前九年二丁目地内配水管上下水道局/みず管理課/配水調整係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成24年11月07日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成24年11月07日 収受
工事着手等の届出について（報告）

2

平成24年12月21日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

3

平成25年01月30日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

4

平成25年02月04日 収受
工事完成届について（報告）

5

平成25年02月05日 起案
工事検査依頼について（伺い）

6

平成25年02月08日 収受
工事検査通知について（供覧）

7

平成25年02月14日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

8

平成25年02月18日 収受
工事完成引渡について（報告）

9

平成25年02月25日 収受
工事請負契約の契約保証書の返還について

10

平成25年02月26日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

11

平成25年03月06日 起案
完成精算について（伺い）

12



索引目次

平成24年度 水源保全（水源涵養林用地取得） 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

K23

平成24年04月13日 起案
土地収用法第３条の該当性について（伺い）

1

平成24年05月02日 収受
土地収用法第３条の該当性について（供覧）

2

平成24年06月05日 起案
水源かん養林用地取得に伴う課税特例に関する税務署協議について（伺
い）3

平成24年06月18日 収受
水源かん養林用地取得に伴う課税の特例の適用に関する回答について（供
覧）4

平成24年08月03日 起案
水道水源水質保全（水源涵養林取得）事業に係る用地取得等の依頼につい
て（伺い）5

平成24年09月05日 起案
水源涵養林取得に係る不動産鑑定評価（意見書）作成業務の依頼について
（伺い）6

平成24年09月10日 起案
平成24年度用地（水源涵養林）の取得について（伺い）

7

平成24年09月13日 収受
水源涵養林取得用地の不動産鑑定評価書（意見書）について（供覧）

8

平成24年09月18日 起案
平成24年度水源涵養林用地交渉に係る買収価格の提示について（伺い）

9

平成24年09月21日 起案
新庄字小貝沢地内の山林（水源涵養林）の取得について（伺い）

10

平成24年10月09日 収受
新庄字小貝沢地内の山林の取得に関しての回答（供覧）

11

平成24年10月23日 起案
森林の土地の所有者届出書の提出について（伺い）

12



索引目次

平成24年度 水源保全（廃棄物処理施設） 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成24年03月28日 収受
協定事業場の立入検査における排水水質検査結果の送付について（供覧）

1

平成24年04月20日 収受
廃棄物処理施設等設置等事前協議について

2

平成24年04月27日 起案
廃棄物処理施設等設置等事前協議について（伺い）

3

平成24年06月04日 収受
廃棄物処理施設等設置等事前協議通知について（供覧）

4

平成24年11月19日 収受
廃棄物処理施設等設置等事前協議通知について（供覧）

5



索引目次

平成24年度 水源保全（その他） 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成24年12月27日 収受
水源涵養林の広葉樹林についてのお願い（供覧）

1



索引目次

平成24年度 水源保全（鉱業権設定出願関係） 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成24年07月18日 収受
鉱業権設定の出願に関する意見及び法令等について

1

平成24年07月24日 起案
鉱業権設定の出願に関する意見及び法令等について（伺い）

2



索引目次

平成24年度 水源保全諸務（森林国営保険の加入に 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K23

平成24年08月01日 収受
森林国営保険契約満了通知並びに再契約方お願いについて（供覧）

1

平成24年09月05日 収受
森林国営保険証書の送付について（供覧）

2



索引目次

平成24年度 水源保全諸務（森林整備事業計画） 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K23

平成24年12月19日 起案
森林経営計画策定に必要となる土地の登記事項証明書交付の申請につい
て（伺い）1

平成24年12月20日 起案
森林経営計画策定に必要となる土地の登記事項証明書等交付の申請につ
いて（伺い）2

平成25年02月01日 収受
森林経営計画策定に関する各種山林データの提供依頼について（供覧）

3

平成25年03月08日 起案
森林経営計画策定に関する各種山林データの提出について（伺い）

4



索引目次

平成24年度 水源保全諸務（審議会委員の改選） 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K23

平成24年04月26日 起案
市議会議員のうちから選任する各種委員会等委員の推薦依頼について（伺
い）1

平成24年04月26日 起案
盛岡市水道水源保護審議会委員の変更確認について（伺い）

2

平成24年05月11日 起案
盛岡市水道水源保護審議会委員の委嘱について（伺い）

3

平成24年06月07日 起案
盛岡市水道水源保護審議会委員の改選に係る委員の推薦及び承諾依頼に
ついて（伺い）4

平成24年06月07日 起案
盛岡市水道水源保護審議会委員の改選に係る委員の就任依頼について
（伺い）5

平成24年06月14日 起案
盛岡市水道水源保護審議会委員の改選に係る委員の承諾依頼について
（伺い）6

平成24年07月04日 起案
盛岡市水道水源保護審議会委員の委嘱について（伺い）

7



索引目次

平成24年度 水源保全諸務（伐採届） 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K23

平成24年04月03日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

1

平成24年04月03日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

2

平成24年05月07日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

3

平成24年05月09日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

4

平成24年05月21日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

5

平成24年05月23日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

6

平成24年07月26日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

7

平成24年07月26日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

8

平成24年07月26日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

9

平成24年08月01日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

10

平成24年08月01日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

11

平成24年08月01日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

12

平成24年08月01日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

13

平成24年08月01日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

14

平成24年08月01日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

15

平成24年08月02日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

16

平成24年09月12日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

17

平成24年09月12日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

18

平成24年09月27日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

19

平成24年11月02日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

20



索引目次

平成24年度 水源保全諸務（伐採届） 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K23

平成24年11月02日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

21

平成24年11月27日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

22

平成25年01月07日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

23

平成25年01月15日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

24

平成25年03月14日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

25

平成25年03月14日 起案
伐採届けに関する意見照会への回答について（伺い）

26



索引目次

平成24年度 水源保全諸務（北上川流域水源保全連上下水道局/みず管理課/水質管理セ

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K23

平成25年01月10日 起案
平成24年度北上川流域(盛岡圏)水源保全連絡協議会の開催について（伺
い）1

平成25年02月07日 起案
平成24年度北上川流域(盛岡圏)水源保全連絡協議会の開催資料について
（伺い）2

平成25年02月08日 起案
平成24年度北上川流域(盛岡圏)水源保全連絡協議会実務担当者会議の開
催について（伺い）3

平成25年02月13日 起案
平成24年度北上川流域(盛岡圏)水源保全連絡協議会の開催について（報
告）4

平成25年03月07日 起案
平成24年度北上川流域(盛岡圏)水源保全連絡協議会実務担当者会議の開
催について（報告）5



索引目次

平成24年度 水源保全諸務（照会・回答） 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K23

平成24年04月13日 起案
「審議会等一覧表」の作成について（伺い）

1

平成24年05月01日 収受
審議会･委員会等の女性委員の登用状況調査について（照会）

2

平成24年05月11日 起案
審議会･委員会等の女性委員の登用状況調査について（伺い）

3

平成24年05月29日 起案
文書書目の新設等に関する協議について（伺い）

4

平成24年06月06日 収受
文書書目の新設について（供覧）

5

平成24年07月06日 収受
審議会･委員会等の構成の調査について（照会）

6

平成24年07月09日 起案
審議会･委員会等の構成の調査について（回答）

7

平成24年08月02日 収受
水道事業にかかる審議会の設置状況及び構成員等に関する調査について
（照会）8

平成24年08月03日 起案
水道事業にかかる審議会の設置状況及び構成員等に関する調査について
（照会）9

平成24年08月15日 起案
業務参考資料の作成について（伺い）

10

平成24年08月15日 収受
業務参考資料の作成について（依頼）

11

平成24年09月24日 起案
市長及び副市長に係る兼職の調査について（伺い）

12

平成24年10月02日 起案
盛岡市林業振興審議会資料の作成について（伺い）

13

平成24年10月03日 起案
平成24年度不法投棄防止連絡会議の開催について（伺い）

14

平成24年10月03日 収受
平成24年度不法投棄防止連絡会議の開催について（通知）

15

平成24年10月05日 起案
盛岡市林業振興審議会資料の作成について（伺い）

16

平成24年10月09日 起案
審議会･委員会等の女性委員の登用状況調査について（照会）

17

平成24年10月09日 収受
審議会･委員会等の女性委員の登用状況調査について（照会）

18

平成24年11月20日 起案
文書書目の新設等に関する協議について（伺い）

19

平成24年11月30日 起案
平成24年度不法投棄一斉点検に係る関係様式について（回答）

20



索引目次

平成24年度 水源保全諸務（その他） 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K23

平成24年07月25日 収受
松くい虫被害に由来するアカマツ枯損木に係る適切な処理について（通知）

1

平成24年10月17日 起案
屋外広告物等表示等届出書の提出について（伺い）

2

平成25年01月17日 起案
第６回松くい虫被害対策連絡会議の開催に係る職員の派遣依頼 について
（伺い）3

平成25年01月30日 起案
第６回松くい虫被害対策連絡会議 について（報告）

4

平成25年02月04日 起案
平成24年度市行造林経営管理会議の開催案内 について（伺い）

5

平成25年02月15日 起案
水源保護条例に関する他都市（長野県）の状況について（供覧）

6

平成25年02月18日 起案
屋外広告物等表示等届出書の提出について（伺い）

7

平成25年02月22日 起案
平成24年度市行造林経営管理会議 について（報告）

8



索引目次

平成24年度 水質管理（排水水質測定結果） 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成24年05月22日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

1

平成24年05月31日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

2

平成24年05月31日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

3

平成24年07月02日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

4

平成24年08月03日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

5

平成24年09月05日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

6

平成24年09月06日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

7

平成24年09月12日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

8

平成24年10月01日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

9

平成24年10月18日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（供覧）

10

平成24年11月01日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

11

平成24年12月03日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

12

平成24年12月03日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

13

平成25年01月08日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

14

平成25年01月16日 起案
公害防止協定事業所等（環境保全協定）の水質検査結果について（報告）

15

平成25年01月18日 起案
公害防止協定事業所等（環境保全協定）の農薬使用状況について（報告）

16

平成25年02月18日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

17

平成25年03月04日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

18

平成25年03月12日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

19

平成25年03月22日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（供覧）

20



索引目次

平成24年度 水質管理（排水水質測定結果） 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成25年03月28日 起案
公害防止協定事業所等の水質検査結果について（報告）

21



索引目次

平成24年度 水質管理（綱取ダム貯水池等の水質測 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成24年05月08日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川の水質測定結果について（供覧）

1

平成24年05月21日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川並びにダム管理事務所排水の水質測定結果
について2

平成24年07月02日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川の水質測定結果について（供覧）

3

平成24年07月27日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川並びにダム管理事務所排水の水質測定結果
について4

平成24年09月10日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川の水質測定結果について（供覧）

5

平成24年10月01日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川並びにダム管理事務所排水の水質測定結果
について6

平成24年10月22日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川の水質測定結果について（供覧）

7

平成24年11月28日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川並びにダム管理事務所排水の水質測定結果
について8

平成24年12月25日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川の水質測定結果について（供覧）

9

平成25年01月31日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川並びにダム管理事務所排水の水質測定結果
について10

平成25年02月25日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川の水質測定結果について（供覧）

11

平成25年03月14日 収受
綱取ダム貯水池及び周辺河川並びにダム管理事務所排水の水質測定結果
について12

平成25年03月27日 収受
綱取ダム上流中津川（木々塚）及び八木田川の平成24年度水質測定結果に
ついて（供覧）13



索引目次

平成24年度 水質管理（産業廃棄物処分場の水質検 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成24年04月03日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について（樋下建設）

1

平成24年04月24日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について（樋下建設）

2

平成24年06月07日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について（樋下建設）

3

平成24年07月04日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について（樋下建設）

4

平成24年08月15日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について（樋下建設）

5

平成24年09月10日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について（樋下建設）

6

平成24年10月02日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について（樋下建設）

7

平成24年11月07日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について（樋下建設）

8

平成24年12月04日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について（樋下建設）

9

平成25年01月04日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について（樋下建設）

10

平成25年01月31日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について（樋下建設）

11

平成25年03月04日 収受
産業廃棄物処分場の水質検査結果等について（樋下建設）

12



索引目次

平成24年度 水質管理（一般） 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成25年03月14日 収受
一般県道盛岡鶯宿温泉線猿田橋橋脚補強工事に伴う御所ダム内の水質に
ついて（供覧）1

平成25年03月28日 収受
簗川ダム建設に係る平成23年度河川データの提供について

2



索引目次

平成24年度 水質検査（クリプトスポリジウム等検査結 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成24年04月03日 起案
クリプトスポリジウム等検査結果及び汚染対策の実施状況の報告について
（伺い）1

平成24年05月01日 起案
クリプトスポリジウム等検査結果及び汚染対策の実施状況の報告について
（伺い）2

平成24年06月05日 起案
クリプトスポリジウム等検査結果及び汚染対策の実施状況の報告について
（伺い）3

平成24年07月02日 起案
クリプトスポリジウム等検査結果及び汚染対策の実施状況の報告について
（伺い）4

平成24年08月01日 起案
クリプトスポリジウム等検査結果及び汚染対策の実施状況の報告について
（伺い）5

平成24年09月04日 起案
クリプトスポリジウム等検査結果及び汚染対策の実施状況の報告について
（伺い）6

平成24年10月02日 起案
クリプトスポリジウム等検査結果及び汚染対策の実施状況の報告について
（伺い）7

平成24年11月02日 起案
クリプトスポリジウム等検査結果及び汚染対策の実施状況の報告について
（伺い）8

平成24年12月05日 起案
クリプトスポリジウム等検査結果及び汚染対策の実施状況の報告について
（伺い）9

平成25年01月04日 起案
クリプトスポリジウム等検査結果及び汚染対策の実施状況の報告について
（伺い）10

平成25年02月04日 起案
クリプトスポリジウム等検査結果及び汚染対策の実施状況の報告について
（伺い）11

平成25年03月05日 起案
クリプトスポリジウム等検査結果及び汚染対策の実施状況の報告について
（伺い）12



索引目次

平成24年度 水質検査（その他） 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成25年02月13日 起案
平成25年度水質検査計画の策定について（伺い）

1



索引目次

平成24年度 水質検査（水道水質試験一覧表） 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成24年04月27日 起案
平成24年３月期水質検査結果について（報告）

1

平成24年05月15日 起案
平成24年４月期水質検査結果について（報告）

2

平成24年06月19日 起案
平成24年５月期水質検査結果について（報告）

3

平成24年07月03日 起案
平成24年６月期水質検査結果について（報告）

4

平成24年08月22日 起案
平成24年７月期水質検査結果について（報告）

5

平成24年09月28日 起案
平成24年８月期水質検査結果について（報告）

6

平成24年10月24日 起案
平成24年９月期水質検査結果について（報告）

7

平成24年11月29日 起案
平成24年10月期水質検査結果について（報告）

8

平成24年12月12日 起案
平成24年11月期水質検査結果について（報告）

9

平成25年01月23日 起案
平成24年12月期水質検査結果について（報告）

10

平成25年02月13日 起案
平成25年１月期水質検査結果について（報告）

11

平成25年03月21日 起案
平成24年度ダイオキシン類測定結果について（報告）

12

平成25年03月22日 起案
平成25年２月期水質検査結果について（報告）

13



索引目次

平成24年度 水質検査（外部精度管理） 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成24年05月29日 収受
平成24年度水道水質検査精度管理のための統一試料調査用分析試料につ
いて（報告）1

平成24年06月05日 起案
平成24年度水道水質検査精度管理のための統一試料調査に係る実施結果
について（伺い）2

平成24年09月12日 収受
平成24年度水道水質検査精度管理のための統一試料調査に係る暫定結果
等について（供覧）3

平成24年12月27日 収受
平成25年度統一試料を用いた精度管理調査について（供覧）

4



索引目次

平成24年度 水質検査（毎日検査結果） 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成24年04月25日 起案
平成24年２月及び３月の毎日検査結果について（報告）

1

平成24年05月24日 起案
平成24年４月の毎日検査結果について（報告）

2

平成24年06月25日 起案
平成24年５月の毎日検査結果について（報告）

3

平成24年07月26日 起案
平成24年６月の毎日検査結果について（報告）

4

平成24年08月29日 起案
平成24年７月の毎日検査結果について（報告）

5

平成24年09月27日 起案
平成24年８月の毎日検査結果について（報告）

6

平成24年10月29日 起案
平成24年９月の毎日検査結果について（報告）

7

平成24年11月26日 起案
平成24年10月の毎日検査結果について（報告）

8

平成24年12月25日 起案
平成24年11月の毎日検査結果について（報告）

9

平成25年01月28日 起案
平成24年12月の毎日検査結果について（報告）

10

平成25年02月25日 起案
平成25年１月の毎日検査結果について（報告）

11



索引目次

平成24年度 水質検査（排水水質検査） 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成24年05月01日 起案
排水処理施設の水質測定結果（平成24年４月分）について（報告）

1

平成24年06月15日 起案
排水処理施設の水質測定結果（平成24年６月分）について（報告）

2

平成24年09月05日 起案
排水処理施設の水質測定結果（平成24年８月分）について（報告）

3

平成24年10月22日 起案
排水処理施設の水質測定結果（平成24年10月分）について（報告）

4

平成24年12月17日 起案
排水処理施設の水質測定結果（平成24年12月分）について（報告）

5

平成25年02月25日 起案
排水処理施設の水質測定結果（平成25年2月分）について（報告）

6

平成25年03月27日 起案
排水処理施設の水質測定結果（平成25年3月分）について（報告）

7



索引目次

平成24年度 水質検査（水道GLP） 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成24年04月05日 起案
水道GLP変更手続きに係る書類の提出について（伺い）

1

平成24年04月05日 収受
臨時内部監査報告書（水道ＧＬＰ）について（報告）

2

平成24年04月20日 起案
水道GLP品質管理マニュアルに基づく水質検査結果書の発行について（伺
い）3

平成24年04月24日 起案
飲料水供給施設の給水栓水等水質検査業務委託に関する一次報告書（水
質検査結果速報）の送付について（伺い）4

平成24年04月24日 起案
飲料水供給施設の給水栓水等水質検査業務委託に関する一次報告書（水
質検査結果速報）の送付について（伺い）5

平成24年07月04日 起案
告示法の空試験に関するアンケート調査について（供覧）

6

平成24年11月02日 収受
内部監査報告書（水道GLP）について（報告）

7



索引目次

平成24年度 水質検査（受託） 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成24年04月01日 起案
飲料水供給施設の給水栓水等水質検査業務委託に関する協定締結につい
て（伺い）1

平成24年04月01日 起案
飲料水供給施設の給水栓水等水質検査業務委託に関する協定締結につい
て（伺い）2

平成24年04月01日 起案
飲料水供給施設の給水栓水等水質検査業務委託に関する業務委託着手届
等の提出について（伺い）3

平成24年04月01日 起案
飲料水供給施設の給水栓水等水質検査業務委託に関する業務委託着手届
等の提出について（伺い）4

平成24年04月01日 起案
飲料水供給施設（一本松外）の給水栓水等水質検査業務委託に関する協定
について（報告）5

平成24年04月01日 起案
飲料水供給施設（江柄）の給水栓水等水質検査業務委託に関する協定につ
いて（報告）6

平成24年05月11日 起案
飲料水供給施設（江柄）の給水栓等水質検査業務委託に係る水質検査業務
委託報告書の提出について（伺い）7

平成24年05月11日 起案
飲料水供給施設（一本松外）の給水栓等水質検査業務委託に係る水質検査
業務委託報告書の提出について（伺い）8

平成24年06月07日 起案
飲料水供給施設（一本松外）の給水栓等水質検査業務委託に係る水質検査
業務委託報告書の提出について（伺い）9

平成24年06月07日 起案
飲料水供給施設（江柄）の給水栓等水質検査業務委託に係る水質検査業務
委託報告書の提出について（伺い）10

平成24年07月03日 起案
飲料水供給施設（江柄）の給水栓等水質検査業務委託に係る水質検査業務
委託報告書の提出について（伺い）11

平成24年07月03日 起案
飲料水供給施設（一本松外）の給水栓等水質検査業務委託に係る水質検査
業務委託報告書の提出について（伺い）12

平成24年08月03日 起案
飲料水供給施設（江柄）の給水栓等水質検査業務委託に係る水質検査業務
委託報告書の提出について（伺い）13

平成24年08月03日 起案
飲料水供給施設（一本松外）の給水栓等水質検査業務委託に係る水質検査
業務委託報告書の提出について（伺い）14

平成24年08月31日 起案
飲料水供給施設（江柄）の給水栓等水質検査業務委託に係る水質検査業務
委託報告書の提出について（伺い）15

平成24年08月31日 起案
飲料水供給施設（一本松外）の給水栓等水質検査業務委託に係る水質検査
業務委託報告書の提出について（伺い）16

平成24年09月28日 起案
飲料水供給施設（江柄）の給水栓等水質検査業務委託に係る水質検査業務
委託報告書の提出について（伺い）17

平成24年09月28日 起案
飲料水供給施設（一本松外）の給水栓等水質検査業務委託に係る水質検査
業務委託報告書の提出について（伺い）18

平成24年11月05日 起案
飲料水供給施設（江柄）の給水栓等水質検査業務委託に係る水質検査業務
委託報告書の提出について（伺い）19

平成24年11月05日 起案
飲料水供給施設（一本松外）の給水栓等水質検査業務委託に係る水質検査
業務委託報告書の提出について（伺い）20



索引目次

平成24年度 水質検査（受託） 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

K23

平成24年11月28日 起案
飲料水供給施設（江柄）の給水栓等水質検査業務委託に係る水質検査業務
委託報告書の提出について（伺い）21

平成24年11月28日 起案
飲料水供給施設（一本松外）の給水栓等水質検査業務委託に係る水質検査
業務委託報告書の提出について（伺い）22

平成24年12月26日 起案
飲料水供給施設（江柄）の給水栓等水質検査業務委託に係る水質検査業務
委託報告書の提出について（伺い）23

平成24年12月26日 起案
飲料水供給施設（一本松外）の給水栓等水質検査業務委託に係る水質検査
業務委託報告書の提出について（伺い）24

平成25年02月06日 起案
飲料水供給施設（江柄）の給水栓等水質検査業務委託に係る水質検査業務
委託報告書の提出について（伺い）25

平成25年02月06日 起案
飲料水供給施設（一本松外）の給水栓等水質検査業務委託に係る水質検査
業務委託報告書の提出について（伺い）26

平成25年02月21日 起案
飲料水供給施設（江柄）の給水栓等水質検査業務委託に係る水質検査業務
委託報告書の提出について（伺い）27

平成25年02月21日 起案
飲料水供給施設（一本松外）の給水栓等水質検査業務委託に係る水質検査
業務委託報告書の提出について（伺い）28

平成25年03月26日 起案
飲料水供給施設（江柄）の給水栓等水質検査業務委託に係る水質検査業務
委託報告書の提出について（伺い）29

平成25年03月26日 起案
飲料水供給施設（一本松外）の給水栓等水質検査業務委託に係る水質検査
業務委託報告書の提出について（伺い）30

平成25年03月31日 起案
飲料水供給施設（江柄）の給水栓水等水質検査業務委託に関する業務完了
届の提出及び委託代金の請求について（伺い）31

平成25年03月31日 起案
飲料水供給施設（一本松外）の給水栓水等水質検査業務委託に関する業務
完了届の提出及び委託代金の請求について（報告）32



索引目次

平成24年度 水質諸務（想定質疑応答集） 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K23

平成24年11月21日 起案
平成24年12月議会対応想定質問要旨の変更について（伺い）

1



索引目次

平成24年度 水質諸務（通知等） 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K23

平成24年09月28日 収受
水道水質検査方法の妥当性評価ガイドライン及び登録検査機関における水
質検査の業務管理要領の策定について（供覧）1



索引目次

平成24年度 水質諸務（その他） 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K23

平成24年04月05日 起案
水道水中の放射線検査に関する地点情報等の確認について（回答）

1

平成24年04月26日 収受
水質年報（平成２２年度版）のホームページ掲載について（供覧）

2

平成24年07月30日 起案
「水道事業ガイドライン」に基づく平成23年度業務指標の試算について（回
答）3

平成24年09月18日 起案
平成23年度水道統計等調査について（回答）

4

平成24年11月01日 起案
水道水質関連調査の実施について（回答）

5

平成25年01月10日 起案
水道水源における消毒副生成物前駆物質汚染対応方策検討会「他水系に
おける対応状況調査」について（回答）6

平成25年01月10日 起案
地震災害の非常時における水質検査に関する調査ついて（回答）

7

平成25年01月15日 収受
水質年報の送付について（供覧）

8

平成25年01月17日 起案
岩手県水道水質管理計画に基づく水質監視（水質管理目標設定項目）の実
施状況について（回答）9

平成25年01月24日 起案
平成23年度水質年報の作成について（伺い）

10

平成25年02月12日 起案
平成23年度水質年報の送付について（伺い）

11

平成25年03月15日 収受
水質年報の送付について（供覧）

12

平成25年03月21日 収受
水質年報の送付について（供覧）

13

平成25年03月25日 起案
色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する毎日検査及び残留塩素の管理
に係る調査について（回答）14

平成25年03月25日 収受
水質年報の送付について（供覧）

15



索引目次

平成24年度 水質諸務（毎日検査依頼関係） 上下水道局/みず管理課/水質管理セ

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

K23

平成24年03月22日 起案
平成24年度給水栓における毎日検査について（伺い）

1

平成24年03月23日 起案
平成24年度給水栓における毎日検査の依頼について（伺い）

2

平成24年04月01日 起案
平成24年度前田浄水場系における浄水サンプルの毎日採水に係る依頼に
ついて（伺い）3

平成24年04月01日 起案
平成24年度毎日検査依頼に係る謝礼の支出について（伺い）

4

平成24年04月01日 起案
平成24年度前田浄水場系における浄水サンプル毎日採水依頼謝礼の支出
について（伺い）5

平成24年07月23日 起案
毎日検査依頼先からの検査休止申し出について（報告）

6

平成24年11月02日 起案
毎日検査依頼先からの検査再開連絡について（伺い）

7



索引目次

平成24年度 水質諸務（機器管理） 上下水道局/みず管理課

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

K23

平成25年02月25日 収受
ｐＨメータの校正及び検定について（供覧）

1
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