
索引目次

平成24年度 管路諸務（事故関係） 上下水道局/水道管路課

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

K00

平成24年11月12日 起案
事故発生状況報告書の提出について（供覧）

1

平成24年11月12日 起案
事故発生状況報告書の提出について（伺い）

2

平成24年11月12日 収受
事故発生状況報告書の提出について（供覧）

3

平成24年12月10日 起案
大慈寺町地内における労災事故に係る発注担当課の意見等の報告につい
て（伺い）4

平成24年12月18日 起案
大慈寺町地内における労災事故に対する文書注意措置について（報告）

5



索引目次

平成24年度 山賀橋添架水管橋実施設計業務委託 上下水道局/水道管路課/管路整備第

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17日 起案
業務委託契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年05月18日 起案
業務委託契約の締結について（伺い）

2

平成24年05月26日 収受
業務工程表等の届出について（報告）

3

平成24年05月28日 起案
調査職員の通知について（伺い）

4

平成24年09月21日 収受
業務完了の届出について（報告）

5

平成24年09月24日 起案
業務完了検査の実施について（伺い）

6

平成24年09月28日 収受
業務成果引渡書について（報告）

7

平成24年10月01日 起案
業務完了検査の完了について（伺い）

8



索引目次

平成24年度 業務委託等（平成24年度公設消火栓点上下水道局/水道管路課/維持管理係

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02日 起案
業務委託契約に係る契約の締結について（伺い）

1

平成24年07月09日 起案
監督職員の通知について（伺い）

2

平成24年07月09日 収受
現場責任者届等の受理について（供覧）

3

平成24年11月30日 収受
業務完了届の提出について

4

平成24年12月03日 起案
業務完了検査について（伺い）

5

平成24年12月07日 起案
業務委託検査調書及び完了検査通知書について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 業務委託等（水道施設管理図整備業務上下水道局/水道管路課/維持管理係

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09月14日 起案
業務委託に係る契約締結について（伺い）

1

平成24年09月18日 収受
業務委託の契約締結について（報告）

2

平成24年09月19日 起案
着手届等の受理及び監督員の通知について（伺い）

3

平成25年03月08日 収受
変更契約の締結について（報告）

4

平成25年03月08日 収受
委託業務処理日程表（変更）の受理について（報告）

5

平成25年03月21日 起案
業務委託完了検査について（伺い）

6

平成25年03月26日 起案
業務委託検査調書及び完了検査通知書について（伺い）

7



索引目次

平成24年度 使用契約 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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 起案
鉄道用地賃貸借契約の締結について（伺い）

1

平成24年04月01日 起案
鉄道用地賃貸借契約の締結について（伺い）

2

平成24年04月01日 起案
鉄道用地賃貸借契約の締結について（伺い）

3

平成24年04月01日 収受
鉄道用地賃貸借契約の締結について（報告）

4

平成24年04月01日 収受
鉄道用地賃貸借契約の締結について（報告）

5

平成24年04月01日 収受
鉄道用地賃貸借契約の締結について（報告）

6

平成24年04月01日 収受
鉄道用地賃貸借契約の締結について（報告）

7

平成24年04月01日 収受
鉄道用地賃貸借契約の締結について（報告）

8

平成24年04月11日 収受
代表者の変更届けについて（供覧）

9

平成25年01月30日 起案
鉄道用地使用継続の申請について（伺い）

10

平成25年02月05日 起案
鉄道用地賃貸借契約の締結について（伺い）

11

平成25年02月18日 起案
普通財産（土地）の借り受けについて（伺い）

12

平成25年03月28日 起案
普通財産（土地）の貸借契約締結について（伺い）

13

平成25年03月29日 収受
普通財産（土地）貸借契約の締結について（報告）

14



索引目次

平成24年度 土地建物貸付 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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



索引目次

平成24年度 水道管移設関係（三本柳13地割地内） 上下水道局/水道管路課

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

K20

平成24年09月26日 収受
工事依頼について（供覧）

1

平成24年10月30日 起案
水道管の移設依頼の回答について（伺い）

2

平成24年11月01日 収受
水道管移設工事費の負担承諾について（供覧）

3

平成25年03月27日 起案
水道管移設工事の完成について（伺い）

4

平成25年03月28日 起案
水道管移設工事に係る費用の請求について（伺い）

5

平成25年03月28日 収受
完了確認通知について（供覧）

6



索引目次

平成24年度 水道管移設関係（三本柳18地割地内） 上下水道局/水道管路課

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

K20

平成24年09月24日 収受
工事依頼について（供覧）

1

平成24年10月12日 起案
水道管の移設依頼の回答について（伺い）

2

平成24年11月05日 収受
水道管移設工事費の負担承諾について（供覧）

3

平成25年03月14日 起案
水道管移設工事の完成について（伺い）

4

平成25年03月15日 起案
水道管移設工事に係る費用の請求について（伺い）

5

平成25年03月15日 収受
完了確認通知について（供覧）

6



索引目次

平成24年度 水道管移設関係（津志田21地割地内） 上下水道局/水道管路課

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

K20

平成24年10月11日 収受
水道施設の移設について（供覧）

1

平成24年10月12日 起案
水道管の移設依頼の回答について（伺い）

2

平成24年10月12日 収受
水道管移設工事費の負担承諾について（供覧）

3

平成25年03月28日 起案
水道管移設工事の完成について（伺い）

4

平成25年03月28日 収受
完了確認通知について（供覧）

5

平成25年03月29日 起案
水道管移設工事に係る費用の請求について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 水道管移設関係（津志田中央地区電線上下水道局/水道管路課

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

K20

平成25年01月29日 収受
一般国道４号 道路工事施工に伴う占用物件の移転について（供覧）

1

平成25年02月04日 起案
一般国道４号線 道路工事施行に伴う支障物件の移転について

2

平成25年02月13日 収受
一般国道４号 道路工事施工に伴う占用物件の移転について（依頼）

3

平成25年02月15日 起案
水道施設の移設について（伺い）

4

平成25年02月20日 収受
水道施設の移設について（供覧）

5



索引目次

平成24年度 水道管移設関係（津志田地区電線共同上下水道局/水道管路課

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

K20

平成24年06月01日 起案
水道施設の移設依頼の協議について（伺い）

1

平成24年07月05日 収受
水道施設の移設について（供覧）

2

平成24年08月17日 起案
水道施設の移設について（伺い）

3

平成24年09月03日 起案
物件移転補償契約について（伺い）

4

平成24年10月04日 収受
物件移転補償契約について（供覧）

5

平成25年02月08日 起案
一般国道４号道路工事施工に伴う水道施設の移設完了について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 水道管移設関係（一級河川南川総合流上下水道局/水道管路課

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

K20

平成24年04月02日 収受
水道施設の移設について（供覧）

1

平成24年05月10日 起案
水道施設の移設依頼の回答について（伺い）

2

平成24年05月22日 収受
水道施設の移設について（供覧）

3

平成24年08月08日 起案
水道施設の移設について（伺い）

4

平成24年08月29日 起案
物件移転補償契約について（伺い）

5

平成24年10月19日 起案
水道施設の移設工事費の変更について（伺い）

6

平成24年11月08日 起案
物件移転補償変更契約について（伺い）

7

平成24年12月18日 起案
水道施設移設工事の完了届及び費用請求ついて（伺い）

8



索引目次

平成24年度 水道管移設関係（一級河川南川総合流上下水道局/水道管路課

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

K20

平成24年10月11日 収受
水道施設の移設について（供覧）

1

平成24年10月12日 起案
水道施設の移設依頼の回答について（伺い）

2

平成24年10月15日 収受
水道施設の移設について（供覧）

3

平成24年12月18日 起案
水道施設の移設について（伺い）

4

平成24年12月27日 起案
物件移転補償契約について（伺い）

5

平成25年03月28日 起案
水道施設移設工事の完了届及び費用請求ついて（伺い）

6



索引目次

平成24年度 区画整理事業関係（都南中央第三地区上下水道局/水道管路課/管路整備第

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25日 収受
平成24年度盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業
の施行区域内における水道施設整備工事の設計図書作成について（供覧）1

平成24年05月31日 起案
都南中央第三地区土地区画整理事業の平成24年度施行区域内における配
水管布設工事について　（伺い）2

平成24年05月31日 収受
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成24年
度施行地区内における水道施設整備工事について（供覧）3

平成24年09月10日 起案
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成24年
度施行区域内における配水管布設工事の変更について（伺い）4

平成24年09月11日 起案
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成24年
度施行区域内における配水管布設工事の前払金に係る負担金について（伺
い）

5

平成24年09月12日 収受
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成24年
度施行地区内における配水管布設工事の変更について（供覧）6

平成24年09月18日 収受
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成24年
度施行地区内における水道施設整備工事について（供覧）7

平成24年09月19日 起案
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成24年
度施行区域内における配水管布設工事の前払金に係る負担金の請求につ
いて（伺い）

8

平成24年10月16日 収受
平成25年度都南中央第三地区土地区画整理事業施行区域内における水道
施設布設工事費について9

平成24年11月02日 起案
平成25年度都南中央第三地区土地区画整理事業施行区域内における水道
施設整備工事費概算額の回答について（伺い）10

平成25年03月05日 起案
都南中央第三地区土地区画整理事業の平成24年度施行区域内における配
水管布設工事について　（伺い）11

平成25年03月06日 収受
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成24年
度施行地区内における配水管布設工事の変更（第２回）について（供覧）12

平成25年03月21日 起案
都南中央第三地区土地区画整理事業の平成24年度施行区域内における配
水管布設工事の完成検査の立会依頼について　（伺い）13

平成25年03月27日 起案
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成24年
度施行区域内における配水管布設工事の費用請求について（伺い）14



索引目次

平成24年度 区画整理事業関係（盛岡南新都市開発上下水道局/水道管路課/管路整備第

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26日 収受
平成24年度上水道施設の整備に関する年間実施計画及び年間資金計画の
提出について（供覧）1

平成24年05月25日 起案
平成24年度上水道施設の整備に関する年間実施計画及び年間資金計画の
提出について（回答）2

平成24年05月30日 起案
盛岡南新都市地区における上水道施設の整備に係る平成24年度費用負担
契約の締結について（伺い）3

平成24年11月27日 起案
平成24年度上水道施設の整備に関する年間実施計画及び年間資金計画の
変更資料提出について（伺い）4

平成24年11月27日 収受
平成24年度上水道施設の整備に関する年間実施計画及び年間資金計画の
変更資料の提出について（供覧）5

平成24年12月10日 起案
盛岡南新都市地区における上水道施設の整備に係る平成23年度費用負担
変更契約の締結について（伺い）6

平成24年12月14日 起案
平成24年度盛岡南新都市地区における上水道施設整備事業に係る完了報
告書及び決算報告書の送付について（伺い）7

平成24年12月25日 起案
盛岡南新都市地区における上水道施設整備に係る平成24年度費用負担額
の確定について（伺い）8

平成24年12月26日 起案
盛岡南新都市地区における上水道施設整備に係る平成23年度の年間費用
負担金の請求について（伺い）9

平成25年03月12日 起案
盛岡南新都市地区における上水道施設の整備事業に係る決算書の送付に
ついて（伺い）10

平成25年03月18日 起案
盛岡南新都市地区における上水道施設整備に係る費用負担協定額の確定
について（伺い）11



索引目次

平成24年度 区画整理事業関係（太田地区土地区画上下水道局/水道管路課/管路整備第

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09日 収受
平成24年度太田地区土地区画整理事業施行区域内における配水管布設工
事について（供覧）1

平成24年07月13日 起案
太田地区土地区画整理事業の平成24年度施行区域内における配水管布設
工事について（伺）2

平成24年07月17日 収受
太田地区土地区画整理事業に関わる工事説明会の開催について（供覧）

3

平成24年07月19日 収受
平成24年度太田地区土地区画整理事業施行区域内における配水管布設工
事について（供覧）4

平成24年09月25日 起案
太田地区土地区画整理事業の平成24年度施行区域内における配水管布設
工事について（伺）5

平成24年10月16日 収受
平成24年度太田地区土地区画整理事業施行区域内における配水管布設工
事の変更について（供覧）6

平成24年10月22日 起案
平成24年度太田地区土地区画整理事業施行区域内における配水管布設工
事の前払金相当額の工事負担金の請求について（伺い）7

平成24年10月24日 収受
平成25年度太田地区土地区画整理事業施行区域内における配水管布設工
事について8

平成24年10月29日 起案
平成25年度太田地区土地区画整理事業施行区域内における配水管布設工
事の概算工事費について（伺）9

平成25年03月05日 起案
太田地区土地区画整理事業の平成24年度施行区域内における配水管布設
工事について（伺）10

平成25年03月07日 収受
平成24年度太田地区土地区画整理事業施行区域内における配水管布設工
事の変更について（供覧）11

平成25年03月21日 起案
太田地区土地区画整理事業の平成24年度施行区域内における配水管布設
工事の完成検査立会依頼について（伺）12

平成25年03月26日 起案
平成24年度太田地区土地区画整理事業施工区域内における配水管布設工
事の工事負担金の請求について（伺い）13



索引目次

平成24年度 区画整理事業関係（道明地区土地区画上下水道局/水道管路課/管路整備第

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25日 収受
平成24年度盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業の施行区
域内における水道施設整備工事の設計図書作成について（供覧）1

平成24年05月28日 起案
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業の平成24年度施行区
域内における配水管布設工事について（伺い）2

平成24年06月01日 収受
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業の平成24年度施工地
区内における水道施設整備工事について（供覧）3

平成24年08月13日 起案
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業の平成24年度施行区
域内における配水管布設工事について（伺い）4

平成24年08月28日 収受
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業の平成24年度施行地
区内における配水管布設工事の工事費の変更について（供覧）5

平成24年09月05日 起案
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業の平成24年度施行区
域内における配水管布設工事の前払金に係る負担金について（伺い）6

平成24年09月10日 収受
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業の平成24年度施行地
区内における配水管布設工事の前払い金に係る負担金について（供覧）7

平成24年09月11日 起案
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業の平成24年度施行区
域内における配水管布設工事の前払金相当額の工事負担金の請求につい
て（伺い）

8

平成24年10月19日 収受
平成25年度道明地区土地区画整理事業施行区域内における水道施設工事
費の積算依頼について（供覧）9

平成24年10月22日 収受
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業に係る工事説明会の開
催について（供覧）10

平成24年10月31日 起案
平成25年度道明地区土地区画整理事業施行区域内における水道施設整備
工事費概算額の回答について（伺い）11

平成25年02月05日 起案
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業の平成24年度施行区
域内における配水管布設工事について（伺い）12

平成25年02月05日 収受
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業の平成24年度施行区
域における配水管布設工事の変更について（供覧）13

平成25年02月18日 起案
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業の平成24年度施行区
域内における配水管布設工事の完成検査の立会依頼について（伺い）14

平成25年02月26日 起案
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業の平成24年度施行区
域内における配水管布設工事の費用請求について（伺い）15



索引目次

平成24年度 水道管移設関係（仙北一丁目地内） 上下水道局/水道管路課/管路整備第

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25日 収受
都市計画道路向中野安倍館線仙北一丁目地区街路事業に伴う道路占用物
件の移設について（供覧）1



索引目次

平成24年度 水道管移設関係（上堂四丁目外地内） 上下水道局/水道管路課/管路整備第

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11日 収受
一般国道４号道路工事施工に伴う支障物件の移転について（供覧）

1

平成24年05月14日 起案
一般国道４号線道路工事施行に伴う支障物件の移転について

2

平成24年06月06日 収受
一般国道４号 道路工事施工に伴う占用物件の移転について（供覧）

3

平成24年07月10日 起案
一般国道4号道路工事施工に伴う占用物件の移転について（回答）

4

平成24年08月08日 収受
水道施設の移設に係る入札手続きについて（供覧）

5

平成24年09月19日 起案
一般国道４号上堂地区電線共同溝事業に伴う水道管の移設について（伺
い）6

平成24年10月16日 起案
一般国道４号上堂地区電線共同溝事業に伴う物件移転補償契約の締結に
ついて（伺い）7

平成24年10月23日 収受
水道管の移設に係る物件移転補償契約の締結について（供覧）

8

平成25年03月26日 起案
一般国道4号上堂地区電線共同溝事業に伴う配水管移設工事の完了届の
提出及び物件移転補償金の請求について（伺い）9



索引目次

平成24年度 水道管移設関係（主要地方道盛岡和賀上下水道局/水道管路課/管路整備第

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08日 起案
上水道施設の移設について（伺い）

1

平成24年11月28日 収受
主要地方道盛岡和賀線地域連携道路整備事業の施行に伴う上水道施設の
移設について（供覧）2

平成24年12月04日 起案
上水道施設の移設について（伺い）

3

平成24年12月11日 起案
主要地方道盛岡和賀線地域連携道路整備事業い伴う物件移転補償契約の
締結について（伺い）4

平成24年12月12日 収受
水道管の移設に係る物件移転補償契約の締結について（供覧）

5

平成25年03月27日 起案
水道施設移設工事の完了届及び費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 行政財産使用許可 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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01日 起案
行政財産使用許可の更新申請について（伺い）

1

平成24年04月01日 収受
行政財産使用許可の更新申請について（伺い）

2

平成24年04月01日 収受
行政財産使用許可の更新申請について（報告）

3

平成24年11月30日 起案
行政財産使用許可の一時使用申請について（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/水道管路課/維持管理係

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02月06日 起案
平成24年度舗装道路路面復旧業務委託の実施について（伺い）

1

平成24年02月27日 起案
平成24年度舗装道路路面復旧業務委託（単価契約）に係る受注希望型見積
の公告について（伺い）2

平成24年03月09日 起案
平成24年度業務委託に係る受注希望型見積の業者選定について（伺い）

3

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

4

平成24年04月01日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

5

平成24年04月01日 収受
契約書類の送付について（供覧）

6

平成24年04月01日 収受
現場責任者の届出について（供覧）

7

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の施工について（伺い）

8

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の施工について（伺い）

9

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の施工について（伺い）

10

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の施工について（伺い）

11

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の施工について（伺い）

12

平成24年09月03日 収受
現場責任者等変更通知書の届出について（供覧）

13

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の施工について（伺い）

14

平成24年12月01日 起案
平成24年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

15

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

16

平成25年01月21日 起案
平成25年度舗装道路路面復旧業務委託の実施について（伺い）

17

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の施工について（伺い）

18

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の施工について（伺い）

19



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/水道管路課/維持管理係

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01日 収受
契約書類の送付について（供覧）

1

平成24年04月01日 収受
現場責任者の届出について（供覧）

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の施工について（伺い）

4

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の施工について（伺い）

5



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/水道管路課/維持管理係

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01日 起案
平成24年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

1

平成24年04月01日 収受
契約書類の送付について（供覧）

2

平成24年04月01日 収受
現場責任者の届出について（報告）

3

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の施工について（伺い）

4

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の施工について（伺い）

5

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の施工について（伺い）

6

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の施工について（伺い）

7

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の施工について（伺い）

8

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の施工について（伺い）

9

平成24年12月01日 起案
平成24年度舗装道路路面復旧業務委託の施工について（伺い）

10

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

11

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の施工について（伺い）

12



索引目次

平成24年度 道路等占用許可（河川占用更新　盛岡 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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12月06日 起案
河川占用許可の更新申請について（伺い）

1

平成24年12月06日 起案
河川占用許可の更新申請について（伺い）

2

平成24年12月06日 起案
河川占用許可の更新申請について（伺い）

3

平成24年12月06日 起案
河川占用許可の更新申請について（伺い）

4

平成24年12月06日 起案
河川占用許可の更新申請について（伺い）

5

平成24年12月06日 起案
河川占用許可の更新申請について（伺い）

6

平成24年12月19日 収受
河川占用許可の更新について（報告）

7

平成24年12月19日 収受
河川占用許可の更新について（報告）

8

平成24年12月19日 収受
河川占用許可の更新について（報告）

9

平成24年12月19日 収受
河川占用許可の更新について（報告）

10

平成24年12月19日 収受
河川占用許可の更新について（報告）

11

平成24年12月19日 収受
河川占用許可の更新について（報告）

12



索引目次

平成24年度 道路等占用許可（県道占用更新　盛岡 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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
道路占用許可の更新について（報告）

1

平成25年03月15日 起案
道路占用許可の更新について（伺い）

2

平成25年03月15日 起案
道路占用許可の廃止について（伺い）

3

平成25年03月28日 収受
道路占用許可の更新について（報告）

4



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/水道管路課

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

K20

平成24年04月24日 起案
道路作業に係る道路工事着手届について（伺い）

1

平成24年07月05日 起案
道路作業に係る道路工事完了届について（伺い）

2

平成24年09月05日 起案
道路工事施工承認申請について（伺い）

3

平成24年09月07日 収受
道路作業承諾について（供覧）

4

平成24年09月10日 起案
道路作業に係る工事着手届について（伺い）

5

平成24年12月12日 起案
道路占用に伴う作業申請について（伺い）

6

平成24年12月14日 収受
道路占用物件保守作業の承諾について（供覧）

7

平成24年12月19日 起案
道路作業に係る工事着手届について（伺い）

8

平成25年02月07日 起案
道路作業に係る道路工事完了届について（伺い）

9

平成25年03月13日 起案
道路占用に伴う作業申請について（伺い）

10



索引目次

平成24年度 道路等占用許可（市道） 上下水道局/水道管路課

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

K20

平成24年04月03日 起案
北天昌寺町外地内鉛製給水管布設替工事に伴う道路占用許可申請につい
て（伺い）1

平成24年04月11日 起案
H23年度馬場町地内配水管布設替工事に伴う道路工事施工承認申請につ
いて(伺い)2

平成24年04月12日 収受
H23年度馬場町地内配水管布設替工事に伴う道路工事施工承認許可につ
いて（供覧）3

平成24年04月16日 収受
北天昌寺町外地内鉛製給水管布設替工事に伴う道路占用許可申請につい
て（報告）4

平成24年05月10日 起案
沢田浄水場系東部配水幹線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05月22日 起案
大通一丁目外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可申請について(伺
い)6

平成24年05月23日 起案
青山一丁目地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可申請について(伺
い)7

平成24年05月23日 収受
沢田浄水場系東部配水幹線布設工事に伴う道路占用許可について（供覧）

8

平成24年05月28日 起案
加賀野一丁目外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可申請について
(伺い)9

平成24年05月29日 起案
馬場町外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可申請について(伺い)

10

平成24年06月04日 収受
大通一丁目外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可について（供覧）

11

平成24年06月07日 収受
青山一丁目地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可について（供覧）

12

平成24年06月07日 収受
加賀野一丁目外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可について（供
覧）13

平成24年06月07日 収受
馬場町外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可について（供覧）

14

平成24年06月08日 起案
長田町外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可申請について(伺い)

15

平成24年06月19日 収受
長田町外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可について（供覧）

16

平成24年06月20日 起案
道路占用許可の申請について（伺い）

17

平成24年06月27日 起案
大慈寺町外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可申請について(伺
い)18

平成24年07月04日 起案
上田一丁目地内配水管移設工事に伴う道路占用許可申請について(伺い)

19

平成24年07月04日 収受
黒石野一丁目外地内鉛製給水管布設替工事に伴う道路占用許可について
（供覧）20



索引目次

平成24年度 道路等占用許可（市道） 上下水道局/水道管路課

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

K20

平成24年07月06日 起案
湯沢４地割外地内送配水管布設替工事に伴う道路占用許可申請について
（伺い）21

平成24年07月10日 起案
玉山区好摩字上山外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）22

平成24年07月12日 収受
大慈寺町外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可について（供覧）

23

平成24年07月19日 収受
上田一丁目地内配水管移設工事に伴う道路占用許可について（供覧）

24

平成24年07月19日 収受
湯沢４地割外地内送配水管布設替工事に伴う道路占用許可について（供
覧）25

平成24年07月19日 収受
玉山区好摩字上山外地内配水管布設工事に伴う道路占用許可について（供
覧）26

平成24年07月24日 起案
配水管布設工事に伴う市道占用事前協議について（伺い）

27

平成24年07月26日 起案
道路占用許可申請について（伺い）

28

平成24年07月26日 起案
道路施工協議について（伺い）

29

平成24年08月03日 起案
道明地区土地区画整理事業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)30

平成24年08月03日 起案
配水管布設工事実施に伴う道路占用許可申請について（伺い）

31

平成24年08月03日 起案
飯岡新田７地割外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）32

平成24年08月07日 収受
配水管布設工事に伴う市道占用事前協議について（供覧）

33

平成24年08月09日 収受
道明地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う道路占用許可につ
いて（供覧）34

平成24年08月14日 収受
配水管布設工事に伴う市道占用協議について（供覧）

35

平成24年08月20日 収受
飯岡新田7地割外地内配水管布設工事に伴う道路占用許可について（供覧）

36

平成24年08月20日 収受
道路占用許可について（供覧）

37

平成24年08月20日 収受
道路施工協議について（供覧）

38

平成24年08月27日 起案
手代森12地割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）39

平成24年08月28日 起案
名須川町地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可申請について(伺い)

40



索引目次

平成24年度 道路等占用許可（市道） 上下水道局/水道管路課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度
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種別

第２種

分類記号

K20

平成24年09月04日 収受
手代森12地割地内配水管布設工事に伴う道路占用許可について（供覧）

41

平成24年09月05日 収受
名須川町地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可について（供覧）

42

平成24年09月07日 起案
都南中央第三地区土地区画整理事業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)43

平成24年09月13日 起案
太田地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う道路施工について
(伺い)44

平成24年09月13日 起案
太田地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う道路占用について
(伺い)45

平成24年09月13日 起案
山岸一丁目地内配水管移設工事に伴う道路占用許可申請について(伺い)

46

平成24年09月18日 起案
上堂四丁目外地内配水管移設工事に伴う道路占用許可申請について(伺
い)47

平成24年09月18日 収受
道路施行承認について（供覧）

48

平成24年09月18日 収受
都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う道路占用
許可について（供覧）49

平成24年09月20日 収受
太田地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う道路占用許可につ
いて（供覧）50

平成24年09月21日 収受
道路占用許可について（供覧）

51

平成24年09月21日 収受
上堂四丁目外地内配水管移設工事に伴う道路占用許可について（供覧）

52

平成24年09月25日 起案
上鹿妻字竹花前外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）53

平成24年09月26日 起案
道路占用許可申請について（伺い）

54

平成24年09月27日 起案
玉山区好摩外地内鉛製給水管布設替工事に伴う道路占用許可申請につい
て（伺い）55

平成24年10月04日 収受
玉山区好摩外地内鉛製給水管布設替工事に伴う道路占用許可について（供
覧）56

平成24年10月10日 収受
上鹿妻字竹花前外地内配水管布設工事に伴う道路占用許可について（供
覧）57

平成24年10月10日 収受
道路占用許可について（供覧）

58

平成24年10月26日 起案
三本柳18地割地内配水管移設工事に伴う道路占用許可申請について（伺
い）59

平成24年11月02日 起案
三本柳13地割地内配水管移設工事に伴う道路占用許可申請について（伺
い）60



索引目次

平成24年度 道路等占用許可（市道） 上下水道局/水道管路課

文書日 公開用件名種別
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種別

第２種
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K20

平成24年11月05日 起案
配水管布設工事実施に伴う道路占用許可申請について（伺い）

61

平成24年11月05日 起案
南大通一丁目外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可申請について
(伺い)62

平成24年11月05日 起案
道路占用許可申請について（伺い）

63

平成24年11月05日 起案
厨川三丁目外地内配水管移設工事に伴う道路占用許可申請について(伺
い)64

平成24年11月06日 収受
三本柳18地割地内配水管移設工事に伴う道路占用許可について（供覧）

65

平成24年11月09日 収受
南大通一丁目外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可について（供
覧）66

平成24年11月09日 収受
道路占用許可について（供覧）

67

平成24年11月14日 収受
三本柳13地割地内配水管移設工事に伴う道路占用許可について（供覧）

68

平成24年11月19日 収受
厨川三丁目外地内配水管移設工事に伴う道路占用許可について（供覧）

69

平成24年11月20日 起案
道路占用許可の申請について（伺い）

70

平成24年11月21日 収受
配水管布設工事に伴う市道占用協議について（供覧）

71

平成24年11月29日 起案
中央通二丁目外地内鉛製給水管布設替工事に伴う道路占用許可申請につ
いて（伺い）72

平成24年12月11日 収受
中央通二丁目外地内鉛製給水管布設替工事に伴う道路占用許可について
（供覧）73

平成24年12月11日 収受
小杉山外地内鉛製給水管布設替工事に伴う道路占用許可について（供覧）

74

平成24年12月13日 起案
下飯岡１地割外地内配水管移設工事に伴う道路占用許可申請について(伺
い)75

平成24年12月19日 収受
下飯岡１地割外外地内配水管移設工事に伴う道路占用許可について（供
覧）76

平成24年12月20日 起案
道路占用許可申請について（伺い）

77

平成25年01月07日 収受
道路占用許可について（供覧）

78

平成25年01月16日 起案
沢田浄水場系東部配水幹線布設工事に伴う道路占用許可申請について（伺
い）79

平成25年01月18日 収受
沢田浄水場系東部配水幹線布設工事に伴う道路占用許可について（供覧）

80
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平成24年度 道路等占用許可（市道） 上下水道局/水道管路課

文書日 公開用件名種別
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種別

第２種

分類記号

K20

平成25年01月22日 起案
加賀野四丁目外地内山賀橋添架水管橋設置工事に伴う道路占用許可申請
について(伺い)81

平成25年01月23日 収受
加賀野四丁目外地内山賀橋添架水管橋設置工事に伴う道路占用許可につ
いて（供覧）82

平成25年01月28日 起案
道路占用許可申請について（伺い）

83

平成25年01月29日 収受
道路占用許可について（供覧）

84

平成25年02月22日 起案
道路掘削許可について（伺い）

85

平成25年02月25日 起案
三本柳13地割地内配水管移設工事に伴う道路占用許可申請について（伺
い）86

平成25年02月27日 収受
三本柳13地割地内配水管移設工事に伴う道路占用許可について（供覧）

87

平成25年03月04日 起案
玉山区好摩字上山外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）88

平成25年03月05日 起案
東桜山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）

89

平成25年03月06日 収受
道路掘削許可について（供覧）

90

平成25年03月07日 起案
本宮字大柳外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）91

平成25年03月07日 起案
西青山二丁目地内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）92

平成25年03月07日 収受
玉山区好摩字上山外地内配水管布設工事に伴う道路占用許可について（供
覧）93

平成25年03月08日 起案
南大通一丁目外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可変更申請につ
いて(伺い)94

平成25年03月11日 起案
小杉山外地内鉛製給水管布設替工事に伴う道路占用許可変更申請につい
て（伺い）95

平成25年03月12日 収受
南大通一丁目外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可（更新）につい
て（供覧）96

平成25年03月13日 収受
東桜山地内配水管布設工事に伴う道路占用許可について（供覧）

97

平成25年03月13日 収受
小杉山外地内鉛製給水管布設替工事に伴う道路占用許可について（供覧）

98

平成25年03月18日 収受
西青山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（供覧）

99

平成25年03月21日 収受
本宮字大柳外地内配水管布設工事に伴う道路占用許可について（供覧）

100
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平成24年度 道路等占用許可（国県道） 上下水道局/水道管路課/維持管理係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別
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分類記号

K20

平成24年04月03日 収受
配水管等移設工事に伴う道路占用許可申請（変更）について（供覧）

1

平成24年04月27日 起案
配水管等移設工事に伴う道路占用許可申請（変更）について（伺）

2

平成24年05月23日 起案
道路工事係る着手届について（伺い）

3

平成24年05月24日 起案
加賀野一丁目外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可申請(新規)に
ついて（伺い）4

平成24年06月20日 起案
国道4号における道路占用許可申請について（伺い）

5

平成24年06月20日 収受
加賀野一丁目外地内配水管布設替工事に伴う道路占用許可について（供
覧）6

平成24年07月06日 起案
道路占用許可申請について（伺い）

7

平成24年07月20日 収受
道路占用許可について（供覧）

8

平成24年07月26日 収受
玉山区下田字船綱38地内地上式消火栓設置工事に伴う道路占用許可につ
いて（供覧）9

平成24年08月17日 起案
道路占用許可申請について（伺い）

10

平成24年08月22日 起案
玉山区下田字船綱38地内消火栓設置工事に伴う着手届の提出について（伺
い）11

平成24年08月22日 起案
道路占用に係る工事着手届について（伺い）

12

平成24年09月05日 起案
配水管等移設工事に伴う道路占用許可申請（変更）について（伺い）

13

平成24年09月10日 収受
道路占用許可について（供覧）

14

平成24年09月11日 起案
一般国道4号における道路占用許可申請について（伺い）

15

平成24年09月11日 起案
都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う道路占用
許可申請(新規)について（伺い）16

平成24年09月13日 起案
道路占用に係る工事着手届について（伺い）

17

平成24年09月20日 起案
一般国道4号における道路占用許可申請について（伺い）

18

平成24年09月20日 収受
都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う道路占用
許可について（供覧）19

平成24年09月28日 起案
加賀野一丁目外地内配水管布設替工事に伴う道路占用工事着手届につい
て（伺い）20



索引目次

平成24年度 道路等占用許可（国県道） 上下水道局/水道管路課/維持管理係
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種別

第２種

分類記号

K20

平成24年10月04日 起案
都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う道路占用
工事着手届について（伺い）21

平成24年10月12日 収受
道路占用許可について（供覧）

22

平成24年10月16日 収受
道路占用許可について（供覧）

23

平成24年10月19日 起案
道路占用に係る工事着手届について（伺い）

24

平成24年10月25日 起案
占用工事着手届等（一般国道４号上堂四丁目外地内）の提出について（伺
い）25

平成24年11月02日 起案
玉山区下田字船綱38地内消火栓設置工事に伴う完了届の提出について（伺
い）26

平成24年11月16日 起案
配給水管等布設替工事に伴う道路占用許可申請（変更）について（伺）

27

平成24年11月26日 収受
道路占用許可について（供覧）

28

平成24年11月30日 起案
都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う完成届に
ついて（伺い）29

平成24年12月10日 起案
加賀野一丁目外地内配水管布設替工事に伴う完了届について（伺い）

30

平成24年12月13日 起案
下飯岡１地割外地内配水管移設工事に伴う道路占用許可申請について（伺
い）31

平成24年12月18日 起案
道路占用に係る工事着手届について（伺い）

32

平成24年12月19日 収受
道路占用許可について（供覧）

33

平成25年01月10日 起案
一般国道4号における道路占用許可申請について（伺い）

34

平成25年01月21日 起案
道路占用に係る工事着手届について（伺い）

35

平成25年01月28日 起案
道路占用許可申請について（伺い）

36

平成25年01月28日 起案
玉山区好摩外地内鉛製給水管布設替工事に伴う完了届について（伺い）

37

平成25年02月07日 起案
道路占用に係る工事着手届について（伺い）

38

平成25年02月07日 収受
道路占用許可について（供覧）

39

平成25年02月08日 起案
道路占用に係る工事完了届について（伺い）

40
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K20

平成25年02月12日 収受
道路占用許可について（供覧）

41

平成25年03月08日 起案
道路占用に係る工事着手届について（伺い）

42

平成25年03月19日 起案
一般国道4号における道路占用許可（変更）申請について（伺い）

43

平成25年03月21日 起案
道路占用に係る工事完了届について（伺い）

44

平成25年03月26日 起案
一般国道4号における道路占用変更許可申請について（伺い）

45

平成25年03月26日 起案
占用工事完了届（一般国道4号上堂四丁目外地内）の提出について

46

平成25年03月28日 起案
道路占用に係る工事完了届について（伺い）

47

平成25年03月29日 起案
道路占用に係る工事完了届について（伺い）

48

平成25年03月29日 起案
道路占用に係る工事完了届について（伺い）

49

平成25年03月29日 収受
道路占用許可について（供覧）

50

平成25年03月29日 収受
道路占用許可について（供覧）

51

平成25年04月30日 収受
検査結果通知書の受理について（供覧）

52



索引目次

平成24年度 道路等占用許可（国道占用補正　国土 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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08月08日 起案
道路占用許可に関する部分補正について（伺い）

1



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/水道管路課/維持管理係

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10日 起案
玉山区好摩字上山外地内配水管布設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07月18日 収受
玉山区好摩字上山外地内配水管布設工事に伴う法定外道路占用許可につ
いて（供覧）2

平成24年07月31日 起案
消火栓の修繕工事に伴う法定外道路占用等許可申請について（伺い）

3

平成24年08月09日 収受
消火栓の修繕に伴う法定外道路占用許可について

4

平成24年08月21日 起案
消火栓の修繕工事に伴う法定外道路工事着手届について

5

平成24年08月30日 起案
法定外道路占用等許可申請について（伺い）

6

平成24年09月04日 収受
法定外道路占用許可について（供覧）

7

平成24年09月24日 起案
消火栓の修繕工事に伴う法定外道路工事完了届について

8

平成24年09月27日 起案
玉山区好摩外地内鉛製給水管布設替工事に伴う法定外道路占用等許可申
請について（伺い）9

平成24年10月05日 収受
玉山区好摩外地内鉛製給水管布設替工事に伴う法定外道路占用許可につ
いて（供覧）10

平成24年10月19日 起案
鉛製給水管布設替えに伴う法定外道路工事着手届について

11

平成24年11月26日 起案
法定外道路占用等許可申請について（伺い）

12

平成24年11月28日 起案
法定外道路占用等許可申請について（伺い）

13

平成24年12月06日 収受
小杉山外地内鉛製給水管布設替工事に伴う法定外道路占用許可について
（供覧）14

平成24年12月28日 収受
小杉山外地内鉛製給水管布設替工事に伴う法定外道路占用許可について
（供覧）15



索引目次

平成24年度 道路等占用許可（河川・水路関係） 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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04日 起案
杜の大橋配水管添架工事に伴う河川諸元の照会について（伺い）

1

平成24年05月10日 起案
沢田浄水場系東部配水幹線布設工事に伴う水路占用許可申請について（伺
い）2

平成24年05月16日 収受
沢田浄水場系東部配水幹線布設工事に伴う水路占用許可について（供覧）

3

平成24年07月09日 起案
河川占用許可申請について（伺い）

4

平成24年07月17日 収受
河川占用許可について（供覧）

5

平成24年12月18日 起案
河川占用に係る完了届について（伺い）

6

平成25年01月07日 起案
河川占用許可申請について（伺い）

7

平成25年01月07日 起案
河川占用許可申請について（伺い）

8

平成25年01月16日 起案
沢田浄水場系東部配水幹線布設工事に伴う水路占用許可申請について（伺
い）9

平成25年01月16日 収受
河川占用許可について（供覧）

10

平成25年01月17日 起案
河川占用に係る着手届について（伺い）

11

平成25年02月04日 起案
河川占用許可申請について（伺い）

12

平成25年02月05日 収受
河川占用許可について（供覧）

13

平成25年02月08日 起案
河川占用に係る着手届について（伺い）

14

平成25年02月14日 収受
河川占用許可について（供覧）

15

平成25年02月15日 起案
河川占用に係る着手届について（伺い）

16

平成25年03月11日 起案
河川占用に係る完了届について（伺い）

17

平成25年03月28日 起案
河川占用に係る完了届について（伺い）

18

平成25年03月29日 起案
水路占用に係る完了届について（伺い）

19

平成25年03月29日 起案
河川占用に係る完了届について（伺い）

20



索引目次

平成24年度 道路等占用許可（行政（公共用）財産使上下水道局/水道管路課/維持管理係

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16日 起案
盛岡南新都市開発整備地区内公園の盛岡市移管に伴う公園占用許可申請
及び都市公園使用料免除申請について(伺い)1

平成24年11月16日 収受
盛岡南新都市開発整備地区内公園の盛岡市移管による占用許可申請手続
きについて（供覧）2

平成24年11月30日 収受
盛岡南新都市開発整備地区内公園の盛岡市移管に伴う公園占用許可及び
都市公園使用料免除について（供覧）3

平成24年12月03日 起案
盛岡市所管行政財産許可申請及び行政財産使用料免除申請について(伺
い)4

平成24年12月06日 収受
盛岡市所管行政財産使用許可及び行政財産使用料免除について（供覧）

5



索引目次

平成24年度 道路等占用許可（下水道排水施設等占上下水道局/水道管路課/維持管理係

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01日 収受
下水道施設用地の占用期間更新協議について（報告）

1

平成25年02月18日 起案
下水道施設用地の占用期間更新協議について（伺い）

2



索引目次

平成24年度 埋蔵文化財発掘届 上下水道局/水道管路課

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

K20

平成24年07月10日 起案
埋蔵文化財発掘通知の提出について（伺い）

1

平成24年07月20日 収受
埋蔵文化財の発掘調査について（供覧）

2

平成24年08月03日 起案
埋蔵文化財発掘通知の提出について（伺い）

3

平成24年08月22日 収受
埋蔵文化財の発掘調査について（供覧）

4

平成24年08月27日 起案
埋蔵文化財発掘通知の提出について（伺い）

5

平成24年09月18日 収受
埋蔵文化財の発掘調査について（供覧）

6

平成24年09月25日 起案
埋蔵文化財発掘通知の提出について（伺い）

7

平成24年10月23日 収受
埋蔵文化財の発掘調査について（供覧）

8

平成25年03月05日 起案
埋蔵文化財発掘通知の提出について（伺い）

9

平成25年03月07日 起案
埋蔵文化財発掘通知の提出について（伺い）

10

平成25年03月25日 収受
埋蔵文化財の発掘調査について（供覧）

11



索引目次

平成24年度 消火栓設置協議 上下水道局/水道管路課

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

K20

平成24年04月02日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

1

平成24年04月24日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

2

平成24年05月22日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

3

平成24年05月23日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

4

平成24年05月28日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

5

平成24年05月29日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

6

平成24年06月04日 収受
大通一丁目外地内配水管布設替工事に伴う消火栓設置協議について（供
覧）7

平成24年06月05日 収受
馬場町外地内配水管布設替工事に伴う消火栓設置協議について（供覧）

8

平成24年06月05日 収受
加賀野一丁目外地内配水管布設替工事に伴う消火栓設置協議について（供
覧）9

平成24年06月08日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

10

平成24年06月14日 収受
青山一丁目地内配水管布設替工事に伴う消火栓設置協議について（供覧）

11

平成24年06月15日 収受
長田町外地内配水管布設替工事に伴う消火栓設置協議について（供覧）

12

平成24年06月20日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

13

平成24年06月27日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

14

平成24年07月04日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

15

平成24年07月05日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

16

平成24年07月18日 収受
大慈寺町外地内配水管布設替工事に伴う消火栓設置協議について（供覧）

17

平成24年07月19日 収受
上田一丁目地内配水管移設工事に伴う消火栓設置協議について（供覧）

18

平成24年07月19日 収受
玉山区好摩字上山外地内配水管布設工事に伴う消火栓設置協議について
（供覧）19

平成24年08月10日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

20



索引目次

平成24年度 消火栓設置協議 上下水道局/水道管路課

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

K20

平成24年08月27日 収受
長田町外地内配水管布設替工事に伴う消火栓設置協議について（供覧）

21

平成24年08月28日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

22

平成24年09月05日 収受
名須川町地内配水管布設替工事に伴う消火栓設置協議について（供覧）

23

平成24年09月11日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

24

平成24年09月11日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

25

平成24年09月18日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

26

平成24年09月21日 収受
山岸一丁目地内配水管移設工事に伴う消火栓設置協議について（供覧）

27

平成24年09月21日 収受
太田地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う消火栓設置協議に
ついて（供覧）28

平成24年09月27日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

29

平成24年09月28日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

30

平成24年10月03日 収受
上堂四丁目外地内配水管移設工事に伴う消火栓設置協議について（供覧）

31

平成24年10月09日 収受
都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う消火栓設
置協議について（供覧）32

平成24年10月16日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

33

平成24年10月17日 収受
上田一丁目地内配水管移設工事に伴う消火栓設置協議について（供覧）

34

平成24年10月23日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

35

平成24年10月29日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

36

平成24年10月30日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

37

平成24年11月05日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

38

平成24年11月05日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

39

平成24年11月12日 収受
南大通一丁目外地内配水管布設替工事に伴う消火栓設置協議について（供
覧）40



索引目次

平成24年度 消火栓設置協議 上下水道局/水道管路課

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

K20

平成24年11月26日 収受
厨川三丁目外地内配水管移設工事に伴う消火栓設置協議について（供覧）

41

平成25年01月11日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

42

平成25年01月25日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

43

平成25年03月05日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

44

平成25年03月21日 収受
東桜山地内配水管布設工事に伴う消火栓設置協議について（供覧）

45



索引目次

平成24年度 資材関係（平成24年度実地たな卸し） 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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

K22

平成24年08月06日 起案
たな卸準備計画の変更について（伺い）

1

平成24年11月08日 起案
たな卸準備計画の変更について（伺い）

2

平成25年02月26日 起案
平成24年度盛岡市上下水道局実地たな卸について（伺い）

3

平成25年03月11日 収受
実施たな卸の立会について（供覧）

4

平成25年03月13日 起案
水道用資材の出入庫停止について（伺い）

5

平成25年03月27日 起案
平成24年度盛岡市上下水道局実地たな卸に係る経営会議附議案件送付書
について（伺い）6

平成25年04月01日 起案
平成24年度たな卸資産残高表の作成について（報告）

7

平成25年04月03日 起案
平成24年度盛岡市上下水道局実地たな卸の報告について（伺い）

8

平成25年04月03日 起案
平成24年度盛岡市上下水道局実地たな卸の結果報告について（報告）

9



索引目次

平成24年度 配水管布設（一級河川南川改修事業関上下水道局/水道管路課/管路整備第

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21日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年07月17日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

2

平成24年07月24日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成24年07月30日 収受
工事着手等の届出について（報告）

4

平成24年08月21日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（供覧）

5

平成24年09月19日 収受
技能者届について（報告）

6

平成24年09月20日 起案
前払金の支出について（伺い）

7

平成24年09月21日 収受
下請負届について（報告）

8

平成24年10月01日 起案
中間前金払に係る認定について（伺い）

9

平成24年10月01日 収受
中間前金払に係る認定請求について（報告）

10

平成24年10月02日 起案
中間前金払の支出について（伺い）

11

平成24年10月19日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（供覧）

12

平成24年11月08日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

13

平成24年11月13日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

14

平成24年11月21日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（供覧）

15

平成24年11月26日 起案
工事検査依頼について（伺い）

16

平成24年11月26日 収受
工事完成の届出について（報告）

17

平成24年11月30日 収受
工事検査通知について（供覧）

18

平成24年12月06日 起案
第三者による代理受領の承諾申請について（伺い）

19

平成24年12月06日 起案
完成精算について（伺い）

20



索引目次

平成24年度 配水管布設（一級河川南川改修事業関上下水道局/水道管路課/管路整備第

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06日 収受
完成検査完了通知書について(供覧)

21

平成24年12月06日 収受
工事完成引渡書について(報告)

22



索引目次

平成24年度 配水管布設（玉山区好摩字上山外地内上下水道局/水道管路課/管路整備第

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06日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年08月03日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

2

平成24年08月10日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成24年08月14日 収受
工事着手等の届出について（報告）

4

平成24年08月30日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（報告）

5

平成24年09月05日 起案
前払金の支出について（伺い）

6

平成24年12月03日 起案
中間前金払に係る認定について（伺い）

7

平成24年12月03日 収受
中間前金払に係る認定請求について（報告）

8

平成24年12月05日 起案
中間前金払の支出について（伺い）

9

平成25年01月08日 収受
下請負届について（報告）

10

平成25年03月05日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

11

平成25年03月08日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（報告）

12

平成25年03月08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18日 収受
下請負届について（報告）

14

平成25年03月25日 起案
工事検査依頼について（伺い）

15

平成25年03月25日 収受
工事検査通知について（供覧）

16

平成25年03月28日 起案
完成精算について（伺い）

17

平成25年03月28日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

18

平成25年03月28日 収受
工事完成引渡書について（報告）

19



索引目次

平成24年度 配水管布設（新庄～中屋敷系配水幹線上下水道局/水道管路課/管路整備第

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06月05日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年07月03日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

2

平成24年07月10日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成24年07月13日 収受
工事着手等の届出について（報告）

4

平成24年07月18日 起案
前払金の支出について（伺い）

5

平成24年07月19日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（供覧）

6

平成24年08月27日 収受
下請負届について（報告）

7

平成24年09月03日 収受
技能者届について（報告）

8

平成24年11月22日 収受
下請負届について（報告）

9

平成24年12月07日 収受
下請負届について（報告）

10

平成25年01月09日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

11

平成25年01月15日 収受
工事工程表の届出について（報告）

12

平成25年02月12日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

13

平成25年02月15日 収受
工事工程表の届出について（報告）

14

平成25年02月18日 収受
下請負届について（報告）

15

平成25年03月18日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

16

平成25年03月21日 収受
工事工程表の届出について（報告）

17

平成25年03月22日 起案
工事検査依頼について（伺い）

18

平成25年03月22日 起案
工事検査依頼について（伺い）

19

平成25年03月22日 収受
工事完成の届出について（報告）

20



索引目次

平成24年度 配水管布設（新庄～中屋敷系配水幹線上下水道局/水道管路課/管路整備第

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25年03月22日 収受
工事検査通知について（供覧）

21

平成25年03月25日 起案
完成精算について（伺い）

22

平成25年03月25日 収受
完成検査完了通知書について(供覧)

23

平成25年03月25日 収受
工事完成引渡書について(報告)

24



索引目次

平成24年度 配水管布設（上鹿妻字竹花前外地内配上下水道局/水道管路課/管路整備第

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09月20日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について(伺い)

1

平成24年10月02日 起案
工事請負契約に係る総合評価落札方式一般競争入札の工事場所の訂正に
ついて(伺い)2

平成24年10月04日 起案
総合評価落札方式一般競争入札(特別簡易型)に係る技術提案等資料の審
査依頼について(伺い)3

平成24年10月05日 起案
　　　総合評価落札方式競争入札技術評価採点結果の提出について（伺い）

4

平成24年10月15日 起案
工事請負契約の締結について(伺い)

5

平成24年10月23日 起案
監督職員の通知について（伺い）

6

平成24年10月23日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

7

平成24年11月08日 起案
前払金の支出について（伺い）

8

平成24年12月04日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（報告）

9

平成24年12月27日 収受
下請負の届出について（報告）

10

平成25年01月21日 起案
工事請負契約の変更契約について(伺い)

11

平成25年01月23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28日 起案
工事検査依頼について（伺い）

13

平成25年01月28日 収受
工事完成の届出について（報告）

14

平成25年02月04日 収受
工事検査通知について（供覧）

15

平成25年02月06日 起案
完成精算について（伺い）

16

平成25年02月06日 収受
完成検査完了通知書について(供覧)

17

平成25年02月06日 収受
工事完成引渡書について(報告)

18



索引目次

平成24年度 配水管布設（手代森12地割地内配水管上下水道局/水道管路課/管路整備第

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08月24日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について(伺い)

1

平成24年09月19日 起案
工事請負契約の締結について(伺い)

2

平成24年09月27日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成24年09月27日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

4

平成24年09月27日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（報告）

5

平成24年10月01日 起案
前払金の支出について（伺い）

6

平成24年11月19日 起案
工事請負契約の変更契約について(伺い)

7

平成24年11月21日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

8

平成24年11月26日 起案
工事検査依頼について（伺い）

9

平成24年11月26日 収受
工事完成の届出について（報告）

10

平成24年11月30日 収受
工事検査通知について（供覧）

11

平成24年12月06日 起案
完成精算について（伺い）

12

平成24年12月06日 収受
工事完成引渡書について(報告)

13

平成24年12月06日 収受
完成検査完了通知書について(供覧)

14



索引目次

平成24年度 配水管布設（飯岡新田7地割外地内配 上下水道局/水道管路課/管路整備第

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08月09日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年09月10日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

2

平成24年09月14日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成24年09月18日 起案
現場代理人の兼務について（伺い）

4

平成24年09月18日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（報告）

5

平成24年09月18日 収受
工事着手等の届出について（報告）

6

平成24年09月19日 収受
現場代理人等通知書の提出について（報告）

7

平成24年10月10日 起案
前払金の支出について（伺い）

8

平成24年10月24日 収受
技能者届について（報告）

9

平成24年11月30日 起案
工事検査依頼について（伺い）

10

平成24年12月05日 収受
工事検査通知について（供覧）

11

平成24年12月13日 起案
完成精算について（伺い）

12

平成24年12月13日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

13

平成24年12月13日 収受
工事完成引渡書について（報告）

14



索引目次

平成24年度 配水管布設（東中野字沢田地内配水管上下水道局/水道管路課/管路整備第

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02日 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成24年04月02日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

2

平成24年04月06日 起案
前払金の支出について（伺い）

3

平成24年04月10日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（報告）

4

平成24年04月13日 収受
技能者届について（報告）

5

平成24年04月16日 収受
下請負の届出について（報告）

6

平成24年05月22日 起案
一括下請負いの点検について（報告）

7

平成24年07月03日 起案
　中間前金払に係る認定について（伺い）

8

平成24年07月03日 収受
中間前金払に係る認定請求について(報告)

9

平成24年07月06日 起案
　中間前払金の支出について（伺い）

10

平成24年09月24日 起案
東中野字沢田地内配水管布設工事に係る変更について（伺い）

11

平成24年09月24日 起案
工事請負契約の変更契約について(伺い)

12

平成24年09月26日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（報告）

13

平成24年09月26日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

14

平成24年10月01日 起案
工事検査依頼について（伺い）

15

平成24年10月01日 収受
工事完成の届出について（報告）

16

平成24年10月09日 収受
工事検査通知について（供覧）

17

平成24年10月12日 起案
完成清算について（伺い）

18

平成24年10月12日 収受
完成検査完了通知書について(供覧)

19

平成24年10月12日 収受
工事完成引渡書について(報告)

20



索引目次

平成24年度 配水管布設（津志田21地割外地内配水上下水道局/水道管路課/管路整備第

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06日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年08月02日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

2

平成24年08月09日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成24年08月10日 起案
現場代理人の兼務について（伺い）

4

平成24年08月10日 収受
工事着手等の届出について（報告）

5

平成24年08月13日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（供覧）

6

平成24年09月07日 起案
前払金の支出について（伺い）

7

平成24年09月11日 収受
技能者届について（報告）

8

平成24年09月25日 収受
下請負届について（報告）

9

平成24年10月22日 起案
一括下請負いの点検について（報告）

10

平成24年11月26日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

11

平成24年11月30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15日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

13

平成25年01月18日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

14

平成25年01月21日 収受
下請負届について（報告）

15

平成25年01月31日 起案
工事検査依頼について（伺い）

16

平成25年01月31日 収受
工事完成の届出について（報告）

17

平成25年01月31日 収受
工事検査通知について（供覧）

18

平成25年02月06日 起案
完成精算について（伺い）

19

平成25年02月06日 収受
完成検査完了通知書について(供覧)

20



索引目次

平成24年度 配水管布設（津志田21地割外地内配水上下水道局/水道管路課/管路整備第

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06日 収受
工事完成引渡書について(報告)

21



索引目次

平成24年度 配水管布設（一級河川南川改修事業関上下水道局/水道管路課/管路整備第

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18日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年11月08日 起案
工事請負契約入札の結果について（報告・伺い）

2

平成24年11月09日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

3



索引目次

平成24年度 配水管布設（東桜山地内配水管布設工上下水道局/水道管路課/管路整備第

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
監督職員の通知について（伺い）

1



索引目次

平成24年度 配水管布設（東山一丁目地内配水管布上下水道局/水道管路課/管路整備第

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09月07日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年10月02日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

2

平成24年10月09日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成24年10月12日 収受
工事着手等の届出について（報告）

4

平成24年10月26日 起案
前払金の支出について（伺い）

5

平成24年11月12日 収受
技能者届について（報告）

6

平成24年11月13日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（供覧）

7

平成24年12月25日 起案
中間前金払に係る認定について（伺い）

8

平成24年12月25日 収受
中間前金払に係る認定請求について（報告）

9

平成25年01月04日 起案
中間前金払の支出について（伺い）

10

平成25年01月15日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

11

平成25年01月22日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

12

平成25年03月01日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

13

平成25年03月04日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

14

平成25年03月08日 収受
下請負届について（報告）

15

平成25年03月15日 起案
工事検査依頼について（伺い）

16

平成25年03月15日 収受
工事完成の届出について（報告）

17

平成25年03月22日 収受
工事検査通知について（供覧）

18

平成25年03月26日 起案
第三者による代理受領の承諾申請について（伺い）

19

平成25年03月26日 起案
完成精算について（伺い）

20



索引目次

平成24年度 配水管布設（東山一丁目地内配水管布上下水道局/水道管路課/管路整備第

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26日 収受
完成検査完了通知書について(供覧)

21

平成25年03月26日 収受
工事完成引渡書について(報告)

22



索引目次

平成24年度 配水管布設（沢田浄水場系東部配水幹上下水道局/水道管路課/管路整備第

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09日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年05月28日 起案
入札に係る設計図書等に関する質問への回答について（伺い）

2

平成24年05月29日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札参加希望者への入札参加確認通知につ
いて（伺い）3

平成24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24年06月14日 起案
監督職員の通知について（伺い）

5

平成24年06月15日 収受
工事着手等の届出について（報告）

6

平成24年06月29日 収受
技能者届について（報告）

7

平成24年06月29日 収受
下請負届について（報告）

8

平成24年07月04日 起案
前払金の支出について（伺い）

9

平成24年07月11日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（供覧）

10

平成24年07月30日 収受
技能者届について（報告）

11

平成24年09月18日 起案
一括下請負いの点検について（報告）

12

平成24年11月09日 起案
中間前金払に係る認定について（伺い）

13

平成24年11月09日 収受
中間前金払に係る認定請求について（報告）

14

平成24年11月15日 起案
中間前金払の支出について（伺い）

15

平成25年01月08日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

16

平成25年01月08日 収受
下請負届について（報告）

17

平成25年01月15日 収受
下請負届について（報告）

18

平成25年01月17日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（供覧）

19

平成25年01月17日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

20



索引目次

平成24年度 配水管布設（沢田浄水場系東部配水幹上下水道局/水道管路課/管路整備第

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01月28日 収受
技能者届について（報告）

21

平成25年01月30日 起案
一括下請負いの点検について（報告）

22

平成25年03月25日 起案
工事検査依頼について（伺い）

23

平成25年03月25日 収受
工事検査通知について（供覧）

24

平成25年03月29日 起案
完成精算について（伺い）

25

平成25年03月29日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

26

平成25年03月29日 収受
工事完成引渡書について（報告）

27



索引目次

平成24年度 配水管布設（一級河川南川改修事業関上下水道局/水道管路課/管路整備第

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15日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年12月10日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

2

平成24年12月17日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成24年12月20日 収受
工事着手等の届出について（報告）

4

平成24年12月20日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（供覧）

5

平成24年12月21日 起案
前払金の支出について（伺い）

6

平成25年01月16日 収受
下請負届について（報告）

7

平成25年01月29日 収受
技能者届について（報告）

8

平成25年02月06日 収受
下請負届について（報告）

9

平成25年02月08日 収受
技能者届について（報告）

10

平成25年03月05日 収受
下請負届について（報告）

11

平成25年03月07日 収受
下請負届について（報告）

12

平成25年03月07日 収受
技能者届について（報告）

13

平成25年03月18日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

14

平成25年03月21日 収受
工事工程表の届出について（報告）

15

平成25年03月27日 起案
工事検査依頼について（伺い）

16

平成25年03月27日 収受
工事完成の届出について（報告）

17

平成25年03月27日 収受
工事検査通知について（供覧）

18

平成25年03月28日 起案
完成精算について（伺い）

19

平成25年03月28日 収受
完成検査完了通知書について(供覧)

20



索引目次

平成24年度 配水管布設（一級河川南川改修事業関上下水道局/水道管路課/管路整備第

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 収受
工事完成引渡書について(報告)

21



索引目次

平成24年度 配水管移設　(三本柳18地割地内配水 上下水道局/水道管路課/管路整備第

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18日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について(伺い)

1

平成24年11月12日 起案
工事請負契約の締結について(伺い)

2

平成24年11月20日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成24年11月20日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

4

平成24年12月04日 起案
前払金の支出について（伺い）

5

平成24年12月04日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（報告）

6

平成25年02月21日 起案
工事請負契約の変更契約について(伺い)

7

平成25年02月26日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

8

平成25年02月28日 起案
工事検査依頼について（伺い）

9

平成25年02月28日 収受
工事完成の届出について（報告）

10

平成25年03月08日 収受
工事検査通知について（供覧）

11

平成25年03月13日 起案
完成精算について（伺い）

12

平成25年03月13日 収受
完成検査完了通知書について(供覧)

13

平成25年03月13日 収受
工事完成引渡書について(報告)

14



索引目次

平成24年度 配水管移設　(三本柳13地割地内配水 上下水道局/水道管路課/管路整備第

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31日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について(伺い)

1

平成24年11月27日 起案
契約保証金納付に係る納付書の発行について(依頼)

2

平成24年11月27日 起案
工事請負契約の締結について(伺い)

3

平成24年12月06日 起案
監督職員の通知について（伺い）

4

平成24年12月06日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

5

平成24年12月11日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（報告）

6

平成25年02月07日 収受
下請負の届出について（報告）

7

平成25年02月07日 収受
技能者届について（報告）

8

平成25年02月14日 起案
工事請負契約の変更契約について(伺い)

9

平成25年02月18日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

10

平成25年03月04日 収受
下請負の届出について（報告）

11

平成25年03月08日 起案
工事の第二回変更契約について

12

平成25年03月13日 起案
第二回工事変更契約の締結について(報告)

13

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）

14

平成25年03月15日 起案
工事検査の実施について（伺い）

15

平成25年03月15日 収受
工事完成の届出について（報告）

16

平成25年03月15日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（報告）

17

平成25年03月26日 起案
工事検査の完了について（報告）

18

平成25年03月26日 起案
完成精算について（伺い）

19

平成25年03月26日 収受
工事完成引渡書について(報告)

20



索引目次

平成24年度 配水管布設（津志田町二丁目外地内配上下水道局/水道管路課/管路整備第

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22日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

1



索引目次

平成24年度 配水管修繕（新庄～高松系廃止配水管上下水道局/水道管路課/管路整備第

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 起案
監督職員の通知について（伺い）

1

平成24年04月03日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（供覧）

2

平成24年04月03日 収受
工事着手等の届出について（報告）

3

平成24年04月24日 起案
前払金の支出について（伺い）

4

平成24年05月14日 収受
技能者届について（報告）

5

平成24年05月31日 収受
下請負届について（報告）

6

平成24年06月15日 収受
下請負届について（報告）

7

平成24年06月22日 起案
新庄~高松系廃止配水管充填工事に係る変更について（伺い）

8

平成24年06月25日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

9

平成24年06月27日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

10

平成24年06月29日 起案
工事検査依頼について（伺い）

11

平成24年06月29日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（供覧）

12

平成24年07月02日 収受
工事検査通知について（供覧）

13

平成24年07月12日 起案
完成精算について（伺い）

14

平成24年07月12日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

15

平成24年07月12日 収受
工事完成引渡書について（報告）

16



索引目次

平成24年度 配水管布設（都南中央第三地区土地区上下水道局/水道管路課/管路整備第

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25日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年08月24日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

2

平成24年08月31日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成24年09月03日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

4

平成24年09月04日 起案
前払金の支出について（伺い）

5

平成24年09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09月21日 起案
請負代金代理受領承諾申請について（伺い）

7

平成24年10月15日 収受
下請負の届出について（報告）

8

平成24年10月16日 起案
一括下請負の点検について（報告）

9

平成24年10月17日 収受
技能者の届出について（報告）

10

平成24年12月05日 収受
下請負の届出について（報告）

11

平成25年02月15日 起案
請負代金代理受領承諾変更申請について（伺い）

12

平成25年02月15日 収受
中間前金払に係る認定請求について（報告）

13

平成25年02月18日 起案
中間前金払に係る認定について（伺い）

14

平成25年02月20日 起案
中間前金払の支出について（伺い）

15

平成25年03月08日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

16

平成25年03月12日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

17

平成25年03月15日 起案
工事検査依頼について（伺い）

18

平成25年03月15日 収受
工事完成届について(報告）

19

平成25年03月19日 収受
工事検査通知について（供覧）

20



索引目次

平成24年度 配水管布設（都南中央第三地区土地区上下水道局/水道管路課/管路整備第

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26日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

21

平成25年03月26日 収受
工事完成引渡について（報告）

22

平成25年03月29日 起案
完成精算について（伺い）

23



索引目次

平成24年度 配水管布設（太田地区土地区画整理事上下水道局/水道管路課/管路整備第

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25日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年08月24日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

2

平成24年09月03日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成24年09月03日 収受
工事着手等の届出について（報告）

4

平成24年09月03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24年09月18日 収受
技能者届の届出について（供覧）

6

平成24年09月19日 起案
前払金の支出について（伺い）

7

平成24年09月25日 起案
一括下請負の点検について（報告）

8

平成24年09月25日 収受
下請負の届出について（報告）

9

平成24年11月30日 起案
監督職員の通知について（伺い）

10

平成25年01月22日 起案
　中間前金払に係る認定について（伺い）

11

平成25年01月22日 収受
中間前金払に係る認定請求について(報告)

12

平成25年01月25日 起案
　中間前払金の支出について（伺い）

13

平成25年03月11日 起案
工事請負契約の変更締結について（伺い）

14

平成25年03月12日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

15

平成25年03月15日 起案
工事検査依頼について（伺い）

16

平成25年03月15日 収受
工事完成の届出について（報告）

17

平成25年03月18日 収受
工事検査通知について（供覧）

18

平成25年03月26日 起案
完成精算について（伺い）

19

平成25年03月26日 収受
完成検査完了通知書について(供覧)

20



索引目次

平成24年度 配水管布設（太田地区土地区画整理事上下水道局/水道管路課/管路整備第

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26日 収受
工事完成引渡書について(報告)

21



索引目次

平成24年度 配水管布設（盛岡南新都市開発整備事上下水道局/水道管路課/管路整備第

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05日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年07月02日 起案
工事費内訳書の審査結果について（伺い）

2

平成24年07月02日 起案
工事費内訳書の審査依頼について（伺い）

3

平成24年07月02日 収受
工事費内訳書の審査について（供覧）

4

平成24年07月04日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

5

平成24年07月11日 起案
監督職員の通知について（伺い）

6

平成24年07月11日 収受
現場代理人等通知書等の届出について（報告）

7

平成24年07月12日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

8

平成24年07月12日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

9

平成24年07月13日 起案
前払金の支出について（伺い）

10

平成24年07月26日 収受
技能者届の届出について（報告）

11

平成24年10月24日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

12

平成24年10月25日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

13

平成24年10月31日 起案
工事検査依頼について（伺い）

14

平成24年10月31日 収受
工事完成届について(報告）

15

平成24年11月06日 収受
工事検査通知について（供覧）

16

平成24年11月12日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

17

平成24年11月14日 収受
工事完成引渡について（報告）

18

平成25年01月22日 起案
完成精算について（伺い）

19



索引目次

平成24年度 配水管布設（道明地区土地区画整理事上下水道局/水道管路課/管路整備第

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06日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年08月02日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

2

平成24年08月08日 起案
現場代理人の兼務について（伺い）

3

平成24年08月10日 起案
監督職員の通知について（伺い）

4

平成24年08月10日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

5

平成24年08月17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08月23日 起案
前払金の支出について（伺い）

7

平成24年09月13日 収受
技能者届の届出について（報告）

8

平成24年09月14日 起案
一括下請負の点検について（報告）

9

平成24年09月14日 収受
下請負届の届出について（報告）

10

平成25年02月08日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

11

平成25年02月12日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

12

平成25年02月15日 起案
工事検査依頼について（伺い）

13

平成25年02月15日 収受
工事完成届について(報告）

14

平成25年02月20日 収受
工事検査通知について（供覧）

15

平成25年02月26日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

16

平成25年02月28日 収受
工事完成引渡について（報告）

17

平成25年03月25日 起案
完成精算について（伺い）

18



索引目次

平成24年度 配水管布設（上田一丁目地内配水管移上下水道局/水道管路課/管路整備第

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28日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年06月21日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

2

平成24年06月28日 収受
現場代理人等通知書の届出について（報告）

3

平成24年06月29日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

4

平成24年07月02日 起案
監督職員の通知について（伺い）

5

平成24年07月02日 起案
前払金の支出について（伺い）

6

平成24年07月03日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

7

平成24年07月19日 起案
一括下請負の点検について（報告）

8

平成24年07月19日 収受
技能者の届出について（報告）

9

平成24年07月19日 収受
下請負の届出について（報告）

10

平成24年10月15日 収受
技能者の届出について（報告）

11

平成24年12月06日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

12

平成24年12月07日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

13

平成24年12月10日 収受
技能者の届出について（報告）

14

平成25年01月15日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

15

平成25年02月21日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

16

平成25年02月25日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

17

平成25年02月26日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

18

平成25年02月28日 起案
工事検査依頼について（伺い）

19

平成25年02月28日 収受
工事完成届について(報告）

20



索引目次

平成24年度 配水管布設（上田一丁目地内配水管移上下水道局/水道管路課/管路整備第

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05日 収受
工事検査通知について（供覧）

21

平成25年03月13日 収受
工事完成引渡について（報告）

22

平成25年03月13日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

23

平成25年03月29日 起案
完成精算について（伺い）

24



索引目次

平成24年度 配水管布設（長田町外地内配水管布設上下水道局/水道管路課/管路整備第

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05月08日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年06月04日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

2

平成24年06月12日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成24年06月12日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

4

平成24年06月28日 起案
一括下請負の点検について（報告）

5

平成24年06月28日 収受
下請負届等の届出について（報告）

6

平成24年07月10日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

7

平成24年07月23日 起案
前払金の支出について（伺い）

8

平成24年07月24日 収受
技能者届の届出について（報告）

9

平成25年01月28日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

10

平成25年01月29日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

11

平成25年01月31日 起案
工事検査依頼について（伺い）

12

平成25年01月31日 収受
工事完成届について(報告）

13

平成25年02月01日 収受
工事検査通知について（供覧）

14

平成25年02月12日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

15

平成25年02月15日 収受
工事完成引渡について（報告）

16

平成25年03月25日 起案
完成精算について（伺い）

17



索引目次

平成24年度 配水管布設（大通一丁目外地内配水管上下水道局/水道管路課/管路整備第

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18日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札へ実施について（伺い）

1

平成24年05月21日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

2

平成24年05月29日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成24年05月29日 収受
工事着手等の届出について（報告）

4

平成24年05月30日 起案
前払金の支出について（伺い）

5

平成24年06月14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06月27日 収受
下請負の届出について（報告）

7

平成24年06月27日 収受
技能者届の届出について（供覧）

8

平成24年06月28日 起案
一括下請負の点検について（報告）

9

平成24年10月26日 収受
下請負の届出について（報告）

10

平成24年11月30日 起案
監督職員の通知について（伺い）

11

平成25年01月22日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

12

平成25年01月24日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

13

平成25年01月28日 起案
工事検査依頼について（伺い）

14

平成25年01月28日 収受
工事完成届について(報告）

15

平成25年02月01日 収受
工事検査通知について（供覧）

16

平成25年02月08日 収受
工事完成引渡について（報告）

17

平成25年02月08日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

18

平成25年03月29日 起案
完成精算について（伺い）

19



索引目次

平成24年度 配水管布設（馬場町外地内配水管布設上下水道局/水道管路課/管路整備第

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18日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年05月22日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

2

平成24年05月29日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成24年05月30日 起案
前払金の支出について（伺い）

4

平成24年05月30日 収受
現場代理人等通知書等の届出について（報告）

5

平成24年06月07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06月26日 起案
一括下請負の点検について（報告）

7

平成24年06月26日 収受
下請負届・技能者届の届出について（報告）

8

平成24年09月10日 収受
技能者届（追加）の届出について（報告）

9

平成24年10月16日 起案
中間前金払に係る認定について（伺い）

10

平成24年10月16日 収受
中間前金払に係る認定請求について（報告）

11

平成24年10月25日 起案
中間前金払の支出について（伺い）

12

平成24年11月16日 収受
下請負届の届出について（報告）

13

平成24年12月11日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

14

平成24年12月14日 収受
下請負届・変更工事工程表届の届出について（報告）

15

平成24年12月14日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況（追加）について（供覧）

16

平成24年12月25日 起案
工事検査依頼について（伺い）

17

平成24年12月25日 収受
工事完成届について(報告）

18

平成24年12月26日 収受
工事検査通知について（供覧）

19

平成24年12月27日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

20



索引目次

平成24年度 配水管布設（馬場町外地内配水管布設上下水道局/水道管路課/管路整備第

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25年01月11日 収受
工事完成引渡について（報告）

21

平成25年03月26日 起案
完成精算について（伺い）

22



索引目次

平成24年度 配水管布設（加賀野一丁目外地内配水上下水道局/水道管路課/管路整備第

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18日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年05月21日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

2

平成24年05月28日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成24年05月29日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

4

平成24年06月01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06月04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06月14日 起案
前払金の支出について（伺い）

7

平成24年07月02日 収受
技能者の届出について（報告）

8

平成24年07月03日 収受
下請負届の届出について（報告）

9

平成24年07月04日 起案
一括下請負の点検について（報告）

10

平成25年01月11日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

11

平成25年01月16日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

12

平成25年01月17日 起案
工事検査依頼について（伺い）

13

平成25年01月17日 収受
工事完成届について(報告）

14

平成25年01月22日 収受
工事検査通知について（供覧）

15

平成25年01月30日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

16

平成25年01月30日 収受
工事完成引渡について（報告）

17

平成25年01月30日 収受
保証書に係る受領書の提出について(報告）

18

平成25年03月29日 起案
完成精算について（伺い）

19



索引目次

平成24年度 配水管布設（青山一丁目地内配水管布上下水道局/水道管路課/管路整備第

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18日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年05月22日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

2

平成24年05月30日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成24年05月30日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

4

平成24年05月31日 起案
一括下請負の点検について（報告）

5

平成24年05月31日 収受
下請負届等の届出について（報告）

6

平成24年06月04日 起案
前払金の支出について（伺い）

7

平成24年06月04日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

8

平成24年07月27日 収受
技能者届の届出について（報告）

9

平成24年12月11日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

10

平成24年12月12日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

11

平成24年12月14日 起案
工事検査依頼について（伺い）

12

平成24年12月14日 収受
工事完成届について(報告）

13

平成24年12月18日 収受
工事検査通知について（供覧）

14

平成24年12月21日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

15

平成24年12月21日 収受
工事完成引渡について（報告）

16

平成25年03月25日 起案
完成精算について（伺い）

17



索引目次

平成24年度 配水管布設（盛岡駅前通地内配水管布上下水道局/水道管路課/管路整備第

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11日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について(伺い）

1

平成24年04月19日 起案
入札に関する設計図書等に関する質問への回答について（伺い）

2

平成24年05月10日 起案
工事請負契約入札の結果について（報告・伺い）

3

平成24年05月14日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

4



索引目次

平成24年度 配水管布設（下飯岡１地割外地内配水 上下水道局/水道管路課/管路整備第

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31日 起案
工事請負契約の係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年11月15日 起案
総合評価落札方式一般競争入札（特別簡易型）の係る技術提案等資料の審
査依頼について（伺い）2

平成24年11月16日 収受
総合評価落札方式競争入札に係る技術提案書について（供覧）

3

平成24年11月21日 起案
総合評価落札方式競争入札技術評価採点結果の提出について（伺い）

4

平成24年11月27日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

5

平成24年12月04日 起案
現場代理人の兼務について（伺い）

6

平成24年12月05日 起案
監督職員の通知について（伺い）

7

平成24年12月05日 収受
工事着手届の届出について（報告）

8

平成24年12月06日 起案
前払金の支出について（伺い）

9

平成24年12月06日 収受
現場代理人等通知書の届出について（報告）

10

平成24年12月10日 収受
当初工事工程表届の届出について（報告）

11

平成24年12月18日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の届出について（報告）

12

平成25年01月28日 収受
技能者届の届出について（報告）

13

平成25年02月12日 起案
請負代金代理受領承諾申請について（伺い）

14

平成25年03月08日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

15

平成25年03月11日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

16

平成25年03月15日 起案
工事検査依頼について（伺い）

17

平成25年03月15日 収受
工事完成届について(報告）

18

平成25年03月19日 収受
工事検査通知について（供覧）

19

平成25年03月27日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

20



索引目次

平成24年度 配水管布設（下飯岡１地割外地内配水 上下水道局/水道管路課/管路整備第

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29日 起案
完成精算について（伺い）

21

平成25年03月29日 収受
工事完成引渡について（報告）

22



索引目次

平成24年度 配水管布設（厨川三丁目外地内配水管上下水道局/水道管路課/管路整備第

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03日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年10月29日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

2

平成24年11月06日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成24年11月08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11月12日 起案
前払金の支出について（伺い）

5

平成24年11月12日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

6

平成24年11月29日 起案
一括下請負の点検について（報告）

7

平成24年11月29日 収受
下請負届の届出について（報告）

8

平成24年11月29日 収受
技能者届の届出について（報告）

9

平成25年02月18日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

10

平成25年02月25日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

11

平成25年03月01日 収受
下請負届の届出について（報告）

12

平成25年03月19日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

13

平成25年03月26日 起案
工事検査依頼について（伺い）

14

平成25年03月26日 収受
工事完成届について(報告）

15

平成25年03月26日 収受
工事検査通知について（供覧）

16

平成25年03月26日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

17

平成25年03月28日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

18

平成25年03月29日 起案
完成精算について（伺い）

19

平成25年03月29日 収受
工事完成引渡について（報告）

20



索引目次

平成24年度 配水管布設（上堂四丁目外地内配水管上下水道局/水道管路課/管路整備第

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08月08日 起案
工事の施行について（伺い）

1

平成24年08月09日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

2

平成24年09月07日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

3

平成24年09月18日 収受
現場代理人等通知書等の届出について（報告）

4

平成24年09月19日 起案
監督職員の通知について（伺い）

5

平成24年09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）

6

平成24年10月17日 起案
前払金の支出について（伺い）

7

平成25年03月06日 起案
工事の第一回変更契約について（伺い）

8

平成25年03月08日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

9

平成25年03月12日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

10

平成25年03月15日 起案
工事検査依頼について（伺い）

11

平成25年03月15日 収受
工事完成届について(報告）

12

平成25年03月19日 収受
工事検査通知について（供覧）

13

平成25年03月22日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

14

平成25年03月25日 収受
工事完成引渡について（報告）

15

平成25年03月26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（山岸一丁目地内配水管移上下水道局/水道管路課/管路整備第

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25日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年08月24日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

2

平成24年09月03日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成24年09月03日 起案
前払金の支出について（伺い）

4

平成24年09月03日 収受
工事着手等の届出について（報告）

5

平成24年09月06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09月12日 起案
一括下請負の点検について（報告）

7

平成24年09月12日 収受
下請負の届出について（報告）

8

平成24年09月12日 収受
技能者届の届出について（供覧）

9

平成24年09月21日 収受
下請負の届出について（報告）

10

平成24年09月24日 起案
一括下請負の点検について（報告）

11

平成24年11月14日 収受
下請負の届出について（報告）

12

平成24年11月30日 起案
監督職員の通知について（伺い）

13

平成25年02月01日 収受
中間前金払に係る認定請求について（報告）

14

平成25年02月04日 起案
中間前金払に係る認定について（伺い）

15

平成25年02月12日 起案
中間前金払の支出について（伺い）

16

平成25年03月01日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

17

平成25年03月05日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

18

平成25年03月11日 収受
下請負の届出について（報告）

19

平成25年03月22日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

20



索引目次

平成24年度 配水管布設（山岸一丁目地内配水管移上下水道局/水道管路課/管路整備第

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25日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

21

平成25年03月27日 起案
工事検査依頼について（伺い）

22

平成25年03月27日 収受
工事完成届について(報告）

23

平成25年03月28日 収受
工事検査通知について（供覧）

24

平成25年03月29日 起案
完成精算について（伺い）

25

平成25年03月29日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

26

平成25年03月29日 収受
工事完成引渡について（報告）

27



索引目次

平成24年度 配水管布設（本宮二丁目地内配水管布上下水道局/水道管路課/管路整備第

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08月24日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年09月18日 起案
工事請負契約入札の結果について（報告・伺い）

2

平成24年09月19日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

3



索引目次

平成24年度 配水管布設（大慈寺町外地内配水管布上下水道局/水道管路課/管路整備第

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05月28日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年06月21日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

2

平成24年06月29日 収受
工事着手等の届出について（報告）

3

平成24年07月04日 起案
監督職員の通知について（伺い）

4

平成24年07月19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24年07月23日 起案
前払金の支出について（伺い）

6

平成24年08月10日 起案
一括下請負の点検について（報告）

7

平成24年08月10日 収受
下請負の届出について（報告）

8

平成24年09月06日 収受
技能者届の届出について（供覧）

9

平成24年09月27日 収受
下請負の届出について（報告）

10

平成24年11月12日 収受
技能者届の届出について（供覧）

11

平成24年11月30日 起案
監督職員の通知について（伺い）

12

平成24年12月11日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

13

平成24年12月13日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

14

平成24年12月14日 起案
工事検査依頼について（伺い）

15

平成24年12月14日 収受
工事完成届について(報告）

16

平成24年12月19日 収受
工事検査通知について（供覧）

17

平成24年12月26日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

18

平成25年01月08日 収受
工事完成引渡について（報告）

19

平成25年01月25日 起案
完成精算について（伺い）

20



索引目次

平成24年度 配水管布設（盛岡駅前通地内配水管布上下水道局/水道管路課/管路整備第

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28日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について(伺い）

1

平成24年06月19日 起案
工事請負契約入札の結果について（報告・伺い）

2

平成24年06月26日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

3



索引目次

平成24年度 配水管布設（名須川町地内配水管布設上下水道局/水道管路課/管路整備第

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07月25日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年08月24日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

2

平成24年08月31日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成24年08月31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08月31日 収受
技能者届の届出について（報告）

5

平成24年09月05日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

6

平成24年09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）

7

平成24年09月10日 起案
前払金の支出について（伺い）

8

平成24年09月28日 収受
下請負届の届出について（報告）

9

平成24年10月02日 起案
一括下請負の点検について（報告）

10

平成24年10月04日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

11

平成24年11月19日 収受
技能者届の届出（追加）について（報告）

12

平成24年11月22日 収受
下請負届の届出について（報告）

13

平成24年12月04日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況（追加）について（供覧）

14

平成25年03月08日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

15

平成25年03月12日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

16

平成25年03月15日 起案
工事検査依頼について（伺い）

17

平成25年03月15日 収受
工事完成届について(報告）

18

平成25年03月19日 収受
工事検査通知について（供覧）

19

平成25年03月22日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

20



索引目次

平成24年度 配水管布設（名須川町地内配水管布設上下水道局/水道管路課/管路整備第

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25年03月25日 収受
工事完成引渡について（報告）

21

平成25年03月26日 起案
完成精算について（伺い）

22



索引目次

平成24年度 配水管布設（南大通一丁目外地内配水上下水道局/水道管路課/管路整備第

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10月02日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年10月29日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

2

平成24年11月06日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成24年11月06日 収受
現場代理人等通知書等の届出について（報告）

4

平成24年11月13日 起案
前払金の支出について（伺い）

5

平成24年11月14日 起案
一括下請負の点検について（報告）

6

平成24年11月14日 収受
下請負届の届出について（報告）

7

平成24年11月22日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況について（供覧）

8

平成24年12月03日 収受
技能者届の届出について（報告）

9

平成24年12月18日 収受
技能者届の届出（追加）について（報告）

10

平成25年01月15日 収受
技能者届の届出（追加2）について（報告）

11

平成25年03月01日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

12

平成25年03月07日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

13

平成25年03月08日 収受
下請負届（変更）の届出について（報告）

14

平成25年03月22日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

15

平成25年03月26日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

16

平成25年03月27日 起案
工事検査依頼について（伺い）

17

平成25年03月27日 収受
工事完成届について(報告）

18

平成25年03月28日 収受
工事検査通知について（供覧）

19

平成25年03月29日 起案
完成精算について（伺い）

20



索引目次

平成24年度 配水管布設（南大通一丁目外地内配水上下水道局/水道管路課/管路整備第

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25年03月29日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

21

平成25年03月29日 収受
工事完成引渡について（報告）

22



索引目次

平成24年度 配水管布設（加賀野四丁目外地内山賀上下水道局/水道管路課/管路整備第

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17日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年11月08日 起案
工事に係る入札執行依頼について（伺い）

2

平成24年11月12日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

3

平成24年11月19日 起案
監督職員の通知について（伺い）

4

平成24年11月19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11月19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11月20日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

7

平成24年12月05日 起案
前払金の支出について（伺い）

8

平成25年01月18日 収受
技能者の届出について（報告）

9

平成25年01月22日 起案
一括下請負の点検について（報告）

10

平成25年01月22日 収受
下請負の届出について（報告）

11

平成25年03月08日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

12

平成25年03月13日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

13

平成25年03月15日 起案
工事検査依頼について（伺い）

14

平成25年03月15日 収受
工事完成届について(報告）

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（供覧）

17

平成25年03月25日 収受
工事完成引渡について（報告）

18

平成25年03月29日 起案
完成精算について（伺い）

19



索引目次

平成24年度 協議文書 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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04月10日 起案
市グリーン購入調達方針に係る協議について（伺い）

1

平成24年04月17日 収受
印刷物発注依頼に伴う事前協議について（供覧）

2

平成25年03月06日 起案
元滝沢踏切水道横断管漏水修理等に伴うJRとの打合せについて（報告）

3

平成25年03月08日 起案
元滝沢踏切水道横断管漏水修理等に伴う協議の実施について（伺い）

4



索引目次

平成24年度 協議文書（消火栓） 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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05月29日 起案
公設消火栓（№6388）の設置に係る協議について

1



索引目次

平成24年度 協議文書（道路関連） 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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07日 起案
道路使用許可申請書の提出について（伺い）

1

平成24年06月12日 収受
道路使用許可証について

2

平成24年09月05日 起案
道路使用許可申請書の提出について（伺い）

3

平成24年09月10日 収受
道路使用許可証について

4

平成24年12月06日 起案
道路使用許可申請書の提出について（伺い）

5

平成24年12月11日 収受
道路使用許可証について

6

平成25年03月08日 起案
道路使用許可申請書の提出について（伺い）

7

平成25年03月13日 収受
道路使用許可証について

8



索引目次

平成24年度 協議文書（明治橋山岸線橋梁上部構造上下水道局/水道管路課/管路整備第

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12日 起案
盛岡広域都市計画道路事業中ノ橋通山岸線（Ⅲ工区）に係る橋梁上部構造
工事添架費用負担金契約の締結について(伺い）1



索引目次

平成24年度 配給水管移設（手代森10地割外地内水上下水道局/水道管路課/維持管理係

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05月09日 収受
工事依頼書（手代森10地割外地内）について

1

平成24年05月11日 起案
水道管等工事依頼（手代森10地割外地内）について（伺い）

2

平成24年05月18日 収受
水道管移設等工事費の負担承諾について（伺い）

3

平成24年12月25日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成25年01月07日 収受
水道管移設等工事の完了確認について（報告）

5

平成25年01月08日 起案
水道管移設等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 配給水管移設（湯沢19地割他外地内水上下水道局/水道管路課/維持管理係

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05月09日 収受
水道管の移設依頼（湯沢19地割外地内）について

1

平成24年12月20日 起案
水道管等工事依頼（湯沢19地割外地内）の回答について

2

平成24年12月27日 収受
水道管等移設工事費の負担承諾について（報告）

3

平成25年03月28日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成25年03月29日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

5

平成25年03月29日 収受
水道管移設等工事の完了確認について（報告）

6



索引目次

平成24年度 配給水管移設（津志田地内水道管等移上下水道局/水道管路課/維持管理係

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05月08日 収受
工事依頼書（津志田地内水道管等移設工事）について

1

平成24年05月16日 起案
水道管等工事依頼（津志田地内）の回答について（伺い）

2

平成24年05月23日 起案
一級河川　南川総合流域防災事業（河川）工事に伴う物件移転補償契約の
締結について（伺い）3

平成24年05月24日 収受
物件移転補償契約の締結について（供覧）

4

平成24年05月29日 起案
水道管等移設工事（津志田地内）に係る変更協議について（伺い）

5

平成24年05月29日 起案
一級河川南川総合流域防災事業（河川）工事に伴う物件移転補償変更契約
の締結について(伺い)6

平成24年05月29日 収受
物件移転補償変更契約の締結について（供覧）

7

平成24年06月11日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

8

平成24年06月21日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

9



索引目次

平成24年度 配給水管移設（永井２０地割外地内水 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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05月08日 起案
水道管等工事依頼（永井２０地割外地内）の回答について（伺い）

1

平成24年05月08日 収受
工事依頼書（永井２０地割外地内水道管等移設工事）について

2

平成24年05月08日 収受
水道管等移設工事費の負担承諾について(供覧）

3

平成24年05月21日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成24年06月05日 収受
水道管等移設工事費の完了確認について(供覧）

5

平成24年06月11日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 配給水管移設（山岸五丁目地内水道管上下水道局/水道管路課/維持管理係

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05月14日 起案
水道管等工事依頼（山岸五丁目地内）の回答について（伺い）

1

平成24年05月14日 収受
工事依頼書（山岸五丁目地内水道管等移設工事）について

2

平成24年05月14日 収受
水道管等移設工事費の負担承諾について（伺い）

3

平成24年06月05日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成24年06月22日 収受
水道管等移設工事費の完了確認について(供覧）

5

平成24年06月25日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 配給水管移設（中屋敷町９地内水道管 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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05月09日 収受
工事依頼書（中屋敷町９地内水道管等移設工事）について

1

平成24年05月14日 起案
水道管等工事依頼（中屋敷町９地内）の回答について（伺い）

2

平成24年05月15日 収受
水道管等移設工事費の負担承諾について（伺い）

3

平成24年06月06日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成24年06月19日 収受
水道管等移設工事費の完了確認について（回覧）

5

平成24年06月22日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 配給水管移設（上田一丁目地内水道管上下水道局/水道管路課/維持管理係

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04月11日 起案
水道管等工事依頼（上田一丁目地内）の回答について（伺い）

1

平成24年04月11日 収受
工事依頼書（上田一丁目地内水道管等移設工事）について

2

平成24年04月12日 収受
水道管等移設工事費の負担承諾について（報告）

3

平成24年05月21日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成24年05月29日 収受
水道管等移設工事費の完了確認について(報告）

5

平成24年06月11日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 配給水管移設（玉山区好摩字中塚地内上下水道局/水道管路課/維持管理係

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07月20日 収受
工事依頼書（玉山区好摩字中塚地内）について

1

平成24年07月23日 起案
水道管等工事依頼（玉山区好摩字中塚地内）の回答について（伺い）

2

平成24年07月30日 収受
水道管移設等工事費の負担承諾について（供覧）

3

平成24年11月09日 起案
水道管等工事の完成通知について（供覧）

4

平成24年11月19日 起案
水道管移設等工事に係る費用請求について（伺い）

5

平成24年11月19日 収受
水道管移設等工事の完了確認について（報告）

6



索引目次

平成24年度 配給水管移設（津志田21地割外地内水上下水道局/水道管路課/維持管理係

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07月17日 収受
工事依頼書（津志田２１地割外地内）について

1

平成24年08月22日 起案
水道管等工事依頼（津志田21地割地内）の回答について

2

平成24年08月30日 収受
水道管移設等工事費の負担承諾について（供覧）

3

平成25年02月06日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成25年02月08日 収受
水道管移設等工事の完了確認について（報告）

5

平成25年02月12日 起案
水道管移設等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 配給水管移設（玉山区下田字柴沢地内上下水道局/水道管路課/維持管理係

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07月31日 収受
施設の移設について（依頼）

1

平成25年01月11日 起案
水道管等工事依頼（玉山区下田字柴沢地内）の回答について（伺い）

2

平成25年01月30日 収受
水道施設工事費の負担承諾について（報告）

3

平成25年03月25日 起案
水道管移設等工事の完成通知について

4

平成25年03月28日 収受
水道管移設等工事の完了確認について（報告）

5

平成25年03月29日 起案
水道管移設等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 配給水管移設（清水町地内水道管等移上下水道局/水道管路課/維持管理係

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07月30日 収受
工事依頼書（清水町地内水道管等移設工事）について

1

平成24年07月31日 起案
水道管等工事依頼（清水町地内）の回答について（伺い）

2

平成24年07月31日 収受
水道管等移設工事費の負担承諾について（供覧）

3

平成24年08月23日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成24年08月30日 収受
水道管等移設工事費の完了確認について(報告）

5

平成24年09月03日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 配給水管移設（三本柳11地割外地内水上下水道局/水道管路課/維持管理係

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08月03日 収受
工事依頼書（三本柳11地割外地内）について（供覧）

1

平成24年08月16日 起案
水道管等工事依頼（三本柳11地割外地内）について（伺い）

2

平成24年08月31日 収受
水道管移設等工事費の負担承諾について（報告）

3

平成25年02月18日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成25年03月04日 収受
水道管移設等工事の完了確認について（報告）

5

平成25年03月05日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 配給水管移設（山岸字大平外地内水道上下水道局/水道管路課/維持管理係

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08月06日 収受
工事依頼書（山岸字大平外地内）について

1

平成24年08月24日 起案
水道管等工事依頼（山岸字大平外地内）の回答について

2

平成24年09月25日 収受
水道管移設等工事費の負担承諾について（供覧）

3

平成25年01月22日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成25年02月08日 収受
水道管移設等工事の完了確認について（報告）

5

平成25年02月12日 起案
水道管移設等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 配給水管移設（上田一丁目地内水道管上下水道局/水道管路課/維持管理係

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08月14日 収受
水道管等移設工事費の負担承諾について（報告）

1

平成24年08月21日 収受
工事依頼書（上田一丁目地内水道管等移設工事その２）について

2

平成24年08月22日 起案
水道管等工事依頼（上田一丁目地内）の回答について（伺い）

3

平成24年08月24日 収受
水道管等移設工事費の負担承諾について（報告）

4

平成24年09月05日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

5

平成24年09月18日 収受
水道管等移設工事費の完了確認について(報告）

6

平成24年09月25日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

7



索引目次

平成24年度 配給水管移設（手代森20地割地内水道上下水道局/水道管路課/維持管理係

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09月19日 収受
施設の移設について（依頼）

1

平成24年10月02日 起案
水道管等工事依頼（手代森20地割地内）の回答について（伺い）

2

平成24年10月11日 収受
水道管移設等工事費の負担承諾について（報告）

3

平成25年01月10日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成25年03月15日 収受
水道管移設等工事の完了確認について（報告）

5

平成25年03月25日 起案
水道管移設等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 配給水管移設（三本柳14地割地内水道上下水道局/水道管路課/維持管理係

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09月21日 収受
工事依頼書（三本柳14地割地内）について

1

平成24年09月25日 起案
水道管等工事依頼（三本柳14地割地内）について（伺い）

2

平成24年10月02日 収受
水道管移設等工事費の負担承諾について（供覧）

3

平成24年11月02日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成24年11月14日 起案
水道管移設等工事に係る費用請求について（伺い）

5

平成24年11月14日 収受
水道管移設等工事の完了確認について（報告）

6



索引目次

平成24年度 配給水管移設（三本柳13地割地内水道上下水道局/水道管路課/維持管理係

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09月21日 収受
工事依頼書（三本柳13地割地内）について

1

平成24年09月27日 起案
水道管等工事依頼（三本柳13地割地内）について

2

平成24年10月04日 収受
水道管移設等工事費の負担承諾について（供覧）

3

平成24年11月22日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成24年12月11日 起案
水道管移設等工事に係る費用請求について（伺い）

5

平成24年12月11日 収受
水道管移設等工事の完了確認について（報告）

6



索引目次

平成24年度 配給水管移設（津志田３地割外地内水 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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09月25日 収受
工事依頼書（津志田３地割外地内）について

1

平成24年10月19日 起案
水道管等工事依頼（津志田３地割地内）の回答について

2

平成24年10月31日 収受
水道管移設等工事費の負担承諾について（供覧）

3

平成25年03月01日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成25年03月06日 収受
水道管移設等工事の完了確認について（報告）

5

平成25年03月07日 起案
水道管移設等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 配給水管移設（三本柳11地割外地内配上下水道局/水道管路課/維持管理係

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 収受
工事依頼書（三本柳11地割外地内）について（供覧）

1

平成24年10月15日 起案
水道管等工事依頼（三本柳11地割外地内）について（伺い）

2

平成24年10月15日 収受
水道管移設等工事の費用負担について(報告）

3

平成24年10月25日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成24年11月09日 収受
水道管移設等工事の完了確認について（報告）

5

平成24年12月05日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 配給水管移設（津志田３地割外地内水 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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09月25日 収受
工事依頼書（津志田３地割外地内）について

1

平成24年10月19日 起案
水道管等工事依頼（津志田３地割地内）の回答について

2

平成24年10月31日 収受
水道管移設等工事費の負担承諾について（供覧）

3

平成25年03月01日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成25年03月06日 収受
水道管移設等工事の完了確認について（報告）

5

平成25年03月07日 起案
水道管移設等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 配給水管移設（みたけ五丁目地内水道 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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29日 収受
工事依頼書（みたけ五丁目地内）について（供覧）

1

平成24年10月31日 起案
水道管等工事依頼（みたけ五丁目地内）について（伺い）

2

平成24年11月05日 収受
水道管移設等工事の負担承諾について（報告）

3

平成24年12月28日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成25年01月08日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

5

平成25年01月08日 収受
水道管移設等工事の完了確認について（報告）

6



索引目次

平成24年度 配給水管移設（青山三丁目地内水道管上下水道局/水道管路課/維持管理係

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17日 収受
工事依頼書（青山三丁目地内）について

1

平成24年11月12日 起案
水道管等工事依頼（青山三丁目地内）の回答について

2

平成24年11月15日 収受
水道管移設等工事費の負担承諾について（供覧）

3

平成25年02月06日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成25年02月08日 収受
水道管移設等工事の完了確認について（報告）

5

平成25年02月12日 起案
水道管移設等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 配給水管移設（三本柳21地割地内水道上下水道局/水道管路課/維持管理係

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17日 収受
工事依頼書（三本柳21地割地内）について

1

平成24年11月15日 起案
水道管等工事依頼（三本柳21地割地内）の回答について

2

平成24年11月20日 収受
水道管移設等工事費の負担承諾について（供覧）

3

平成25年01月09日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成25年01月17日 収受
水道管移設等工事の完了確認について（報告）

5

平成25年01月18日 起案
水道管移設等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 配給水管移設（浅岸字向田地内水道管上下水道局/水道管路課/維持管理係

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06日 収受
工事依頼書（浅岸字向田地内）について（供覧）

1

平成24年11月08日 起案
水道管等工事依頼（浅岸字向田地内）の回答について（伺い）

2

平成24年11月09日 収受
水道管移設等工事の負担承諾について（報告）

3

平成25年01月08日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成25年01月08日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

5

平成25年01月09日 収受
水道管移設等工事の完了確認について（報告）

6



索引目次

平成24年度 配給水管移設（上田一丁目地内水道管上下水道局/水道管路課/維持管理係

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23日 収受
工事依頼書（上田一丁目地内水道管等移設工事その３）について

1

平成24年10月24日 起案
水道管等工事依頼（上田一丁目地内）の回答について（伺い）

2

平成24年10月25日 収受
水道管等移設工事費の負担承諾について（報告）

3

平成24年11月15日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成24年11月30日 収受
水道管等移設工事費の完了確認について(報告）

5

平成24年12月03日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 配給水管移設（東中野片岡地内水道管上下水道局/水道管路課/維持管理係

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04日 起案
水道管等工事依頼（東中野字片岡地内）の回答について

1

平成24年12月04日 収受
水道管の移設依頼（東中野字片岡地内）について

2

平成24年12月17日 収受
水道管等移設工事費の負担承諾について（報告）

3

平成25年01月11日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成25年01月28日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

5

平成25年01月28日 収受
水道管移設等工事の完了確認について（報告）

6



索引目次

平成24年度 配給水管移設（津志田21地割地内水道上下水道局/水道管路課/維持管理係

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25日 収受
施設の移設について（依頼）

1

平成24年12月28日 起案
水道管移設等工事（津志田21地割地内）の回答について（伺い）

2

平成25年01月07日 収受
水道管移設等工事費の負担承諾について（報告）

3

平成25年01月24日 起案
水道管等工事の完成通知について

4

平成25年01月30日 収受
水道管移設等工事の完了確認について（報告）

5

平成25年02月15日 起案
水道管移設等工事に係る費用請求について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 配給水管移設（上田三丁目地内水道管上下水道局/水道管路課/維持管理係

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25年01月15日 収受
水道管の移設依頼（上田三丁目地内）について

1

平成25年02月07日 起案
水道管等工事依頼（上田三丁目地内）の回答について

2

平成25年02月18日 収受
水道管等移設工事費の負担承諾について（報告）

3

平成25年03月12日 起案
水道管等工事の完成通知について（伺い）

4

平成25年03月19日 起案
水道管等工事に係る費用請求について（伺い）

5

平成25年03月19日 収受
水道管移設等工事の完了確認について（報告）

6



索引目次

平成24年度 配給水管修繕（資材単価） 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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03月28日 起案
平成２４年度盛岡市上下水道局配・給水管等修繕工事費に関する基準の改
定について（伺い）1



索引目次

平成24年度 配給水管修繕（平成24年度配・給水管 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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02月13日 起案
平成24年度配・給水管等修繕工事業務委託（単価契約）の実施について（伺
い）1

平成24年03月16日 起案
平成24年度配･給水管等修繕工事業務委託（単価契約）に係る業者選定に
ついて（伺い）2

平成24年03月21日 起案
平成24年度配･給水管等修繕工事業務委託に係る要領等について（伺い）

3

平成24年03月21日 起案
平成24年度配･給水管等修繕工事業務委託（単価契約）に係る契約協議に
ついて(伺い）4

平成24年03月26日 起案
平成24年度配･給水管等修繕工事業務委託（単価契約）に係る契約依頼に
ついて（伺い）5

平成24年04月01日 起案
業務委託契約に係る契約締結について（伺い）

6

平成24年04月01日 収受
現場代理人通知届について（報告）

7

平成24年04月01日 収受
契約書類の送付について（供覧）

8

平成24年07月11日 起案
平成24年度配･給水管等修繕工事業務委託に係る提出書類の周知につい
て（伺い）9

平成25年03月01日 起案
平成24年度配・給水管等修繕工事委託にかかる３月分の支出について

10



索引目次

平成24年度 配水管布設（中央通二丁目外地内鉛製上下水道局/水道管路課/維持管理係

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30日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年11月22日 起案
工事に係る入札執行依頼について（伺い）

2

平成24年11月27日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

3

平成24年12月04日 収受
契約関係書類の送付について

4

平成24年12月05日 収受
工事着手等の届出について（報告）

5

平成24年12月27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21日 起案
前払金の支出について（伺い） 

7

平成25年02月04日 収受
下請負の届出について（報告） 

8

平成25年02月27日 収受
下請負の届出について（報告） 

9

平成25年03月12日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

10

平成25年03月14日 収受
契約関係書類の送付について

11

平成25年03月15日 収受
中央通二丁目外地内鉛製給水管布設替工事にかかる変更工程表の届出に
ついて（供覧）12

平成25年03月26日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

13

平成25年03月27日 収受
契約関係書類の送付について

14

平成25年03月27日 収受
中央通二丁目外地内鉛製給水管布設替工事にかかる変更工程表の届出に
ついて（供覧）15

平成25年03月27日 収受
工事完成届について（報告）

16

平成25年03月28日 起案
中央通二丁目外地内鉛製給水管布設替工事に係る工事検査依頼について
（伺い）17

平成25年03月28日 収受
工事検査通知について（供覧）

18

平成25年03月29日 起案
完成精算について（伺い）

19

平成25年03月29日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

20



索引目次

平成24年度 配水管布設（中央通二丁目外地内鉛製上下水道局/水道管路課/維持管理係

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25年03月29日 収受
工事完成引渡について（報告）

21



索引目次

平成24年度 配水管布設（黒石野一丁目外地内鉛製上下水道局/水道管路課/維持管理係

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05日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年07月03日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

2

平成24年07月10日 収受
契約関係書類の送付について

3

平成24年07月11日 起案
監督員の通知について（伺い）

4

平成24年07月12日 起案
建設リサイクルの通知について（伺い）

5

平成24年07月12日 収受
着手届等の届出について（供覧）

6

平成24年07月24日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（供覧）

7

平成24年08月09日 起案
黒石野一丁目外地内鉛製給水管布設替工事に伴う地域住民への周知につ
いて（伺い）8

平成24年08月20日 収受
下請負届の届出について（報告）

9

平成24年08月24日 起案
一括下請負の点検について（報告）

10

平成24年08月24日 収受
技能者の届出について（報告）

11

平成24年08月24日 収受
下請負届の提出について（報告）

12

平成24年08月29日 起案
前払金の支出について（伺い）

13

平成24年11月15日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

14

平成24年11月20日 収受
契約関係書類の送付について

15

平成24年11月20日 収受
下請負届の届出について（報告）

16

平成24年11月26日 収受
変更工事工程表の届出について（供覧）

17

平成24年12月21日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

18

平成24年12月25日 収受
契約関係書類の送付について

19

平成24年12月26日 収受
変更工事工程表の届出について（供覧）

20



索引目次

平成24年度 配水管布設（黒石野一丁目外地内鉛製上下水道局/水道管路課/維持管理係

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28日 収受
工事完成の届出について（報告）

21

平成25年01月07日 起案
工事検査依頼について（伺い）

22

平成25年01月15日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

23

平成25年01月15日 収受
工事完成引渡について（報告）

24

平成25年01月16日 起案
完成精算について（伺い）

25



索引目次

平成24年度 配水管布設（北天昌寺町外地内鉛製給上下水道局/水道管路課/維持管理係

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02月20日 起案
北天昌寺町外地内鉛製給水管布設替工事(23-2-01-03617-00)

1

平成24年02月23日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

2

平成24年03月22日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

3

平成24年04月02日 起案
監督職員の通知について（伺い）

4

平成24年04月02日 起案
前払金の支出について（伺い）

5

平成24年04月02日 収受
現場代理人等通知書等の届け出について（報告）

6

平成24年04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）

7

平成24年06月25日 収受
中間前金払に係る認定請求について（報告） 

8

平成24年06月27日 起案
中間前払金に係る認定について（伺い） 

9

平成24年06月28日 収受
下請負の届出について（報告） 

10

平成24年06月29日 起案
中間前払金の支出について（伺い） 

11

平成24年07月04日 起案
北天昌寺町外地内鉛製給水管布設替工事に係る変更について（伺い）

12

平成24年07月04日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

13

平成24年07月09日 起案
工事検査依頼について（伺い） 

14

平成24年07月09日 収受
工事完成の届出について（報告） 

15

平成24年07月17日 収受
工事検査通知について（供覧） 

16

平成24年07月20日 収受
完成検査完了通知について（供覧） 

17

平成24年07月20日 収受
工事完成引渡について（報告） 

18

平成24年07月24日 起案
完成精算について（伺い） 

19



索引目次

平成24年度 配水管布設（開運橋通外地内鉛製給水上下水道局/水道管路課/維持管理係

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09月21日 収受
契約関係書類の送付について

1



索引目次

平成24年度 配水管布設（玉山区好摩外地内鉛製給上下水道局/水道管路課/維持管理係

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08月31日 起案
玉山区好摩外地内鉛製給水管布設替工事(24-2-01-01661-00)

1

平成24年09月07日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

2

平成24年10月01日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

3

平成24年10月05日 収受
契約関係書類の送付について

4

平成24年10月09日 起案
監督員の通知について（伺い）

5

平成24年10月09日 収受
着手届等の届出について（報告）

6

平成24年10月10日 起案
前払金の支出について（伺い）

7

平成24年10月16日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（供覧）

8

平成24年10月18日 起案
一括下請負の点検について（報告）

9

平成24年10月18日 収受
下請負届の届出について（報告）

10

平成25年01月09日 起案
一括下請負の点検について（報告）

11

平成25年01月09日 収受
下請負届の届出について（報告）

12

平成25年01月11日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

13

平成25年01月16日 収受
契約関係書類の送付について

14

平成25年01月16日 収受
変更工事工程表届について（報告）

15

平成25年02月13日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

16

平成25年02月14日 収受
契約関係書類の送付について

17

平成25年02月14日 収受
変更工事工程表届について（報告）

18

平成25年02月18日 収受
工事完成の届出について（報告）

19

平成25年02月20日 起案
工事検査依頼について（伺い）

20



索引目次

平成24年度 配水管布設（玉山区好摩外地内鉛製給上下水道局/水道管路課/維持管理係

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25年02月26日 収受
工事検査通知について（供覧）

21

平成25年02月28日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

22

平成25年03月04日 収受
工事完成引渡について（報告）

23

平成25年03月07日 起案
完成精算について（伺い）

24



索引目次

平成24年度 配水管布設（玉山区好摩外地内桝沢橋上下水道局/水道管路課/維持管理係

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30日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年12月20日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

2

平成24年12月27日 起案
監督員の通知について（伺い）

3

平成24年12月27日 収受
契約関係書類の送付について

4

平成24年12月28日 収受
着手届等の届出について（報告）

5

平成25年01月09日 起案
前払金の支出について（伺い）

6

平成25年02月13日 収受
技能者の届出について（報告）

7

平成25年03月01日 起案
一括下請負の点検について（報告）

8

平成25年03月01日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

9

平成25年03月01日 収受
技能者の届出（追加）について（報告）

10

平成25年03月01日 収受
下請負届の届出について（報告）

11

平成25年03月04日 収受
契約関係書類の送付について

12

平成25年03月05日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（供覧）

13

平成25年03月05日 収受
変更工事工程表届について（報告）

14

平成25年03月22日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

15

平成25年03月25日 収受
契約関係書類の送付について

16

平成25年03月26日 収受
変更工事工程表届について（報告）

17

平成25年03月28日 起案
工事検査依頼について（伺い）

18

平成25年03月28日 収受
工事完成の届出について（報告）

19

平成25年03月28日 収受
工事検査通知について（供覧）

20



索引目次

平成24年度 配水管布設（玉山区好摩外地内桝沢橋上下水道局/水道管路課/維持管理係

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25年03月28日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

21

平成25年03月29日 起案
完成精算について（伺い）

22

平成25年03月29日 収受
工事完成引渡について（報告）

23



索引目次

平成24年度 配水管布設（湯沢4地割外地内送配水 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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05日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年07月09日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

2

平成24年07月10日 収受
契約関係書類の送付について

3

平成24年07月12日 起案
監督職員の通知について（伺い） 

4

平成24年07月12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24年07月12日 収受
現場代理人等通知書等の届出について（報告）

6

平成24年08月20日 起案
前払金の支出について（伺い） 

7

平成24年11月21日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

8

平成24年11月30日 収受
変更工事工程表の届出について（報告） 

9

平成24年12月20日 収受
下請負の変更届出について（報告） 

10

平成24年12月25日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

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30日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

13

平成25年01月31日 起案
工事検査依頼について（伺い）

14

平成25年01月31日 収受
変更工事工程表の届出について（報告） 

15

平成25年01月31日 収受
工事完成届について（報告）

16

平成25年02月06日 収受
工事検査通知について（供覧）

17

平成25年02月13日 収受
工事完成引渡について（報告）

18

平成25年02月13日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

19

平成25年02月18日 起案
完成精算について（伺い）

20



索引目次

平成24年度 配水管布設（小杉山外地内鉛製給水管上下水道局/水道管路課/維持管理係

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18日 起案
工事請負契約に係る一般競争入札の実施について（伺い）

1

平成24年11月12日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

2

平成24年11月20日 起案
監督職員の通知について（伺い）

3

平成24年11月20日 収受
工事着手届等の提出について（供覧）

4

平成25年01月07日 起案
前払金の支出について（伺い）

5

平成25年03月05日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

6

平成25年03月07日 収受
小杉山外地内鉛製給水管布設替工事にかかる変更工程表の届出について
（供覧）7

平成25年03月19日 起案
工事請負契約の変更契約について（伺い）

8

平成25年03月19日 収受
下請負届の提出について（供覧）

9

平成25年03月21日 収受
小杉山外地内鉛製給水管布設替工事にかかる変更工程表の届出について
（供覧）10

平成25年03月27日 起案
小杉山外地内鉛製給水管布設替工事に係る工事検査依頼について（伺い）

11

平成25年03月27日 収受
工事完成届について（報告）

12

平成25年03月27日 収受
工事検査通知について（供覧）

13

平成25年03月28日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

14

平成25年03月29日 起案
完成精算について（伺い）

15

平成25年03月29日 収受
工事完成引渡しについて（供覧）

16



索引目次

平成24年度 配水管布設（玉山区下田字船綱38地内上下水道局/水道管路課/維持管理係

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24日 起案
請負工事に係る契約締結について（伺い）

1

平成24年10月29日 収受
完成届の提出について（報告）

2

平成24年12月25日 起案
完成精算について（伺い）

3



索引目次

平成24年度 配水管布設（玉山区下田地内消火栓設上下水道局/水道管路課/維持管理係

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25日 起案
完成精算について（伺い）

1



索引目次

平成24年度 毀損弁償 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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04月10日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

1

平成24年04月12日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

2

平成24年04月27日 起案
平成24年度直営労務単価の実施運用について（伺い）

3

平成24年06月05日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

4

平成24年07月10日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

5

平成24年08月24日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

6

平成24年09月11日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

7

平成24年10月04日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

8

平成24年11月02日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

9

平成24年11月07日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

10

平成24年11月08日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

11

平成24年12月11日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

12

平成24年12月26日 起案
水道施設毀損に係る受託工事の実施について（伺い）

13

平成24年12月27日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

14

平成25年01月10日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

15

平成25年01月31日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

16

平成25年02月07日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

17

平成25年02月23日 起案
水道施設毀損に係る受託工事の実施について（伺い）

18

平成25年03月05日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

19

平成25年03月06日 起案
水道施設毀損に係る費用請求について（伺い）

20



索引目次

平成24年度 消火栓移設 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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05月10日 起案
公設消火栓（№4086）の設置に係る協議について（伺い）

1

平成24年05月16日 起案
公設消火栓（No.2015）の設置に係る協議について（伺い）

2

平成24年05月18日 収受
公設消火栓（No.4086）の設置に係る協議について（報告）

3

平成24年05月23日 収受
公設消火栓（No.2015）の設置に係る協議について（報告）

4

平成24年05月25日 起案
公設消火栓（№2124）の設置に係る協議について（伺い）

5

平成24年06月14日 収受
公設消火栓（No.2124）の設置に係る協議について（報告）

6

平成24年07月10日 起案
公設消火栓（№473）の設置に係る協議について（伺い）

7

平成24年07月10日 起案
公設消火栓（№2460）の設置に係る協議について（伺い）

8

平成24年07月20日 収受
公設消火栓（No.473）の設置に係る協議について（報告）

9

平成24年07月20日 収受
公設消火栓（No.2460）の設置に係る協議について（報告）

10

平成24年08月22日 起案
公設消火栓（№3129）の設置に係る協議について（伺い）

11

平成24年08月28日 起案
公設消火栓（№3120）の設置に係る協議について（伺い）

12

平成24年09月03日 収受
公設消火栓（No.3129）の設置に係る協議について（報告）

13

平成24年09月19日 収受
公設消火栓（№3120）の設置に係る協議について（報告）

14

平成24年09月21日 起案
公設消火栓（№2433）の設置に係る協議について

15

平成24年09月21日 起案
公設消火栓（№2432）の設置に係る協議について

16

平成24年09月21日 起案
公設消火栓の設置に係る協議について

17

平成24年10月09日 収受
公設消火栓の設置に係る協議について

18

平成24年10月09日 収受
公設消火栓（№2432）の設置に係る協議について

19

平成24年10月09日 収受
公設消火栓（№2433）の設置に係る協議について

20



索引目次

平成24年度 消火栓移設 上下水道局/水道管路課/維持管理係

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25年01月17日 起案
公設消火栓（№6043，№6044）の設置に係る協議について（伺い）

21

平成25年02月05日 収受
公設消火栓（№6043，№6044）の設置に係る協議について（報告）

22
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