
索引目次

平成24年度 施行契約(赤袰排水区面整備工事) 上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年10月23日 起案
前払金の支出について(伺い)

1

平成24年10月23日 収受
当初工事工程表届等の受理及び監督員通知書の送付について(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報告書の受理について(供覧)

3

平成24年12月25日 収受
変更工事工程表届の受理について(伺い)

4

平成25年01月07日 起案
工事検査依頼について(伺い)

5

平成25年01月17日 起案
完成検査の完了及び受注代金の支払いについて(伺い)

6



索引目次

平成24年度 施行契約（下水道台帳システムデータ 上下水道局/下水道整備課/下水計画

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年10月19日 起案
下水道台帳システムデータ更新業務委託の締結について（伺い）

1

平成24年10月22日 起案
下水道台帳システムデータ更新業務委託の契約の締結について（報告）

2

平成24年10月23日 起案
下水道台帳システムデータ更新業務委託に係る当初業務工程表届等の受
理及び調査職員の選任について（伺い）3

平成24年10月25日 起案
下水道台帳システムデータ更新業務委託に係る個人情報の取扱について
（伺い）4

平成24年12月14日 起案
下水道台帳システムデータ更新業務委託の変更契約の締結について（供
覧）5

平成24年12月14日 起案
下水道台帳システムデータ更新業務委託に伴う変更業務工程表届の受理に
ついて（伺い）6

平成25年03月15日 起案
下水道台帳システムデータ更新業務委託の完了検査の実施について（伺
い）7

平成25年03月22日 起案
業務完了検査の結果及び検査結果の通知について（伺い）

8

平成25年03月28日 起案
下水道台帳システムデータ更新業務委託の完了払いの支出について（伺
い）9



索引目次

平成24年度 施行契約（公共下水道事業計画一般図上下水道局/下水道整備課/下水計画

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年04月16日 起案
公共下水道事業計画一般図着色業務委託の契約締結について（伺い）

1

平成24年04月16日 起案
公共下水道事業計画一般図着色業務委託に関する契約の締結について
（報告）2

平成24年04月17日 起案
公共下水道事業計画一般図着色業務委託に関する当初業務実施工程表等
の受理及び監督員の選任について（伺い）3

平成24年05月21日 収受
競争入札参加資格審査申請書変更届について（供覧）

4

平成24年07月06日 収受
競争入札参加資格審査申請書変更届について（供覧）

5

平成25年03月15日 起案
業務完了検査の実施について（伺い）

6

平成25年03月19日 起案
業務完了検査の結果及び検査結果の通知について（伺い）

7

平成25年03月21日 起案
業務委託の完了払いの支出について（伺い）

8



索引目次

平成24年度 施行契約（平成24年度単価契約　測量 上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年04月11日 起案
測量及び登記等業務委託（単価契約）に係る担当責任者の通知について
（伺い）1

平成24年04月11日 起案
測量及び登記等業務委託に係る事前打合せ依頼書について（伺い）

2

平成24年08月28日 起案
測量及び登記等業務委託に係る見積り依頼について（伺い）

3

平成24年09月13日 収受
担当土地家屋調査士の選任について（供覧）

4

平成24年09月28日 起案
道路境界確認に伴う委任状の提出について（伺い）

5

平成25年03月15日 起案
測量及び登記等業務委託（指示書-1）の完了検査の実施について（伺い）

6

平成25年03月25日 起案
測量及び登記等業務委託（指示書-1）の完了報告について（伺い）

7



索引目次

平成24年度 施行契約（平成24年度単価契約　測量 上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年04月12日 起案
測量及び登記等業務委託に係る事前打合せ依頼書について（伺い）

1

平成24年08月28日 起案
測量及び登記等業務委託に係る見積り依頼について（伺い）

2

平成24年09月13日 収受
担当土地家屋調査士の選任について（供覧）

3

平成25年03月15日 起案
測量及び登記等業務委託（指示書-2）の完了検査の実施について（伺い）

4

平成25年03月25日 起案
測量及び登記等業務委託（指示書-2）の完了報告について（伺い）

5



索引目次

平成24年度 施行契約(駅前南排水区面整備工事) 上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年06月13日 起案
当初工事工程表届等の受理及び監督員通知書の送付について(伺い)

1

平成24年06月13日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の受理について(供覧)

2

平成24年06月26日 起案
前払金の支出について(伺い)

3

平成24年08月02日 収受
下請負届の送付について(供覧)

4

平成24年09月11日 収受
変更工事工程表届の受理について(伺い)

5

平成24年09月19日 起案
工事検査依頼について(伺い)

6

平成24年09月26日 起案
完成検査の完了及び受注代金の支払いについて(伺い)

7



索引目次

平成24年度 施行契約（新川第二排水区函渠詳細設上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年03月28日 収受
業務実績(テクリス)内容確認書(完了登録)等の受理について(供覧)

1



索引目次

平成24年度 施行契約（平成24年度単価契約　測量 上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年05月07日 起案
測量及び登記等業務委託に係る事前打合せ依頼書について（伺い）

1

平成24年05月21日 起案
測量及び登記等業務委託に係る見積り依頼について（伺い）

2

平成24年06月20日 収受
担当土地家屋調査士の選任について（供覧）

3

平成24年10月31日 起案
測量及び登記等業務委託（指示書-3）の完了検査の実施について（伺い）

4

平成24年11月02日 起案
測量及び登記等業務委託（指示書-3）の完了報告について（伺い）

5



索引目次

平成24年度 施行契約(平成24年度単価契約　建設 上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年04月17日 起案
建設資材価格調査の指示(１)について(伺い)

1

平成24年04月19日 収受
主任担当者通知書の受理について(供覧)

2

平成24年05月18日 起案
業務完了検査の実施について(伺い)

3

平成24年05月22日 起案
業務完了検査の完了及び業務委託料の支払いについて(伺い)

4

平成24年07月31日 起案
建設資材価格調査の指示書(２)について(伺い)

5

平成24年08月06日 収受
主任担当者通知書の受理について（供覧）

6

平成24年09月05日 起案
業務完了検査の実施について(伺い)

7

平成24年09月06日 起案
業務完了検査の完了及び業務委託料の支払いについて(伺い)

8

平成24年11月05日 起案
建設資材価格調査の指示書(３)について(伺い)

9

平成24年11月12日 収受
主任担当者通知書の受理について（供覧）

10

平成24年11月12日 収受
主任担当者通知書の受理について（供覧）

11

平成24年12月05日 起案
業務完了検査の実施について(伺い)

12

平成24年12月11日 起案
業務完了検査の完了及び業務委託料の支払いについて(伺い)

13



索引目次

平成24年度 施行契約（上田分区第一工区汚水管布上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年04月02日 収受
建設業退職金共済購入状況報告書の提出について（供覧）

1

平成24年04月03日 起案
工程表等の提出並びに監督員の通知について（伺い）

2

平成24年04月05日 起案
前払金の支出について（伺い）

3

平成24年04月05日 収受
工事実績登録内容確認書の提出について（供覧）

4

平成24年06月07日 収受
下請負届の受領及び一括下請負の点検について（報告）

5

平成24年06月11日 起案
工事変更契約について（伺い）

6

平成24年06月14日 収受
工事請負変更契約の締結について（供覧）

7

平成24年06月20日 収受
変更工事工程表について（供覧）

8

平成24年07月03日 起案
中間前払金に係る認定請求について（伺い）

9

平成24年07月09日 収受
中間前金払に係る認定調書について（供覧）

10

平成24年07月12日 起案
中間前払金の支出について（伺い）

11

平成24年07月17日 起案
工事の中間検査実施について（伺い）

12

平成24年07月20日 収受
中間検査の完了について（供覧）

13

平成24年07月27日 起案
第２回工事変更契約について（伺い）

14

平成24年08月01日 収受
工事請負変更契約の締結について（供覧）

15

平成24年08月01日 収受
変更工事工程表について（供覧）

16

平成24年08月17日 起案
工事完成届の受理及び工事完成検査依頼について（伺い）

17

平成24年08月17日 収受
建設業退職金共済購入状況報告書の提出について（供覧）

18

平成24年08月24日 起案
工事目的物の引渡し及び工事請負費の支出について（伺い）

19

平成24年08月24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 施行契約（都南中央処理分区外第五工上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年04月02日 起案
建設工事に係る資源の再資源化に関する法律に基づく通知書の提出につ
いて（伺い）1

平成24年04月03日 起案
工事着手届等の提出及び監督員の通知について（伺い）

2

平成24年04月05日 収受
工事実績登録内容確認書の提出について（供覧）

3

平成24年04月20日 収受
建設業退職金共済購入状況報告書の提出について（供覧）

4

平成24年07月02日 起案
公共下水道工事に係る第１回変更契約依頼について（伺い）

5

平成24年07月10日 収受
工事請負契約の締結について（供覧）

6

平成24年07月13日 収受
変更工事工程表の提出について（供覧）

7

平成24年07月17日 収受
第１回変更に係る登録内容確認書の提出について（供覧）

8

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書（追加購入）の提出について（供覧）

9

平成24年07月23日 起案
工事の検査依頼について（伺い）

10

平成24年08月01日 起案
工事目的物の引渡し及び工事請負費の支出について（伺い）

11

平成24年08月01日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

12



索引目次

平成24年度 施行契約（都南西処理分区マンホール 上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年06月07日 収受
総合評価方式競争入札落札者決定基準に係る学識経験者意見聴取結果に
ついて（供覧）1

平成24年07月13日 起案
総合評価落札方式競争入札技術技術評価点結果報告について（伺い）

2

平成24年07月19日 起案
工事費内訳書の審査について（伺い）

3

平成24年07月23日 収受
建設工事の分別解体等に係る説明について（供覧）

4

平成24年07月27日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

5

平成24年07月30日 収受
現場代理人等通知書の送付について（供覧）

6

平成24年08月01日 起案
工事着手届等の受理及び監督員通知書の送付について（伺い）

7

平成24年08月01日 起案
建設工事に係る資材の再資源化等に関する通知書の提出について（伺い）

8

平成24年08月01日 収受
建設労災補償制度加入状況報告書について（供覧）

9

平成24年08月02日 収受
工事実績登録内容確認書（受注登録）の提出について（供覧）

10

平成24年08月06日 起案
前払金の支出について（伺い）

11

平成24年08月10日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の提出について（供覧）

12

平成24年08月20日 起案
監督員変更通知書の送付について（伺い）

13

平成24年08月23日 起案
第三者による代理受領の承諾申請について（伺い）

14

平成24年08月29日 収受
下請負届の送付について(供覧)

15

平成24年09月11日 起案
監督員変更通知書の送付について（伺い）

16

平成24年11月26日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

17

平成24年11月27日 収受
変更工事工程表の提出について（供覧）

18

平成24年12月03日 起案
工事検査依頼について（伺い）

19

平成24年12月14日 収受
工事完成引渡書の受理について（供覧）

20



索引目次

平成24年度 施行契約（都南西処理分区マンホール 上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年12月17日 収受
完成検査の完了について（報告）

21



索引目次

平成24年度 施行契約（都南東第四処理分区外第一上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年07月23日 収受
建設工事に係る分別解体等の説明について（供覧）

1

平成24年07月24日 起案
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく通知書の提出に
ついて（伺い）2

平成24年07月24日 収受
工事請負契約の締結について（供覧）

3

平成24年07月25日 起案
当初工事工程表等の受理，承諾及び監督員の通知について（伺い）

4

平成24年07月26日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の提出について（供覧）

5

平成24年07月31日 起案
前払金の支出について（伺い）

6

平成24年08月03日 収受
工事実績登録内容確認書（受注登録）について（供覧）

7

平成24年08月30日 起案
工事の一時中止について（伺い）

8

平成24年09月03日 収受
工事の一時中止に伴う工事現場の維持管理等に関する基本計画について
（供覧）9

平成24年10月05日 収受
下請負届の受理並びに一括下請負の点検について（報告）

10

平成24年10月12日 起案
工事の一時中止の解除について（伺い）

11

平成24年11月19日 収受
工事請負変更契約の締結について（供覧）

12

平成24年11月20日 収受
変更工事工程表について（供覧）

13

平成24年11月20日 収受
工事実績登録内容確認書（第１回変更登録）について（供覧）

14

平成24年11月30日 収受
下請負届の受理並びに一括下請負の点検について（報告）

15

平成24年12月03日 起案
工事の一時中止に伴う増加費用の協議について（伺い）

16

平成24年12月03日 収受
工事の一時中止に伴う増加費用に関する協議について（報告）

17

平成24年12月07日 起案
工事の一時中止について（伺い）

18

平成24年12月11日 収受
工事の一時中止に伴う工事現場の維持管理等に関する基本計画について
（供覧）19

平成25年01月18日 起案
工事の一時中止の解除について（伺い）

20



索引目次

平成24年度 施行契約（都南東第四処理分区外第一上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成25年01月21日 起案
工事の一時中止に伴う増加費用の協議について（伺い）

21

平成25年01月22日 収受
工事の一時中止に伴う増加費用に関する協議について（報告）

22

平成25年03月08日 収受
下請負届の受理並びに一括下請負の点検について（報告）

23

平成25年03月11日 収受
工事請負変更契約（第２回）の締結について（供覧）

24

平成25年03月11日 収受
第２回変更工事工程表について（供覧）

25

平成25年03月15日 起案
工事完成検査の依頼について（伺い）

26

平成25年03月15日 収受
工事実績登録内容確認書（第２回変更登録）について（供覧）

27

平成25年03月28日 起案
工事完成引渡書の受理並びに工事請負費の支出について（伺い）

28

平成25年03月28日 収受
完成検査の完了について（報告）

29



索引目次

平成24年度 施行契約（都南東第三処理分区第一工上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年08月07日 収受
建設工事に係る分別解体等の説明について（供覧）

1

平成24年08月07日 収受
現場代理人の兼務届について（供覧）

2

平成24年08月10日 収受
工事請負契約の締結について（供覧）

3

平成24年08月16日 起案
当初工事工程表等の受理，承諾及び監督員の通知について（伺い）

4

平成24年08月17日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の提出について（供覧）

5

平成24年08月21日 起案
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく通知書の提出に
ついて（伺い）6

平成24年08月21日 収受
工事実績登録内容確認書（受注登録）について（供覧）

7

平成24年09月06日 起案
前払金の支出について（伺い）

8

平成24年09月10日 収受
下請負届の受理並びに一括下請負の点検について（報告）

9

平成24年09月21日 収受
下請負届の受理並びに一括下請負の点検について（報告）

10

平成24年10月18日 起案
中間検査の実施について（伺い）

11

平成24年10月23日 収受
指定部分検査完了の通知について（供覧）

12

平成24年10月29日 収受
工事請負変更契約の締結について（供覧）

13

平成24年10月29日 収受
変更工事工程表について（供覧）

14

平成24年11月29日 収受
下請負届の受理並びに一括下請負の点検について（報告）

15

平成24年11月30日 起案
工事完成検査の依頼について（伺い）

16

平成24年11月30日 収受
工事請負変更契約の締結について（供覧）

17

平成24年11月30日 収受
工事工程表届（第２回変更）について（供覧）

18

平成24年12月13日 起案
工事完成引渡書の受理並びに工事請負費の支出について（伺い）

19

平成24年12月13日 収受
完成検査の完了について（報告）

20



索引目次

平成24年度 施行契約（都南東第三処理分区第一工上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年12月21日 収受
競争入札参加資格者に対する文書注意措置について（供覧）

21



索引目次

平成24年度 施行契約（手代森処理分区第一工区汚上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年08月08日 収受
建設工事に係る分別解体等の説明について（供覧）

1

平成24年08月10日 起案
当初工事工程表等の受理，承諾及び監督員の通知について（伺い）

2

平成24年08月10日 収受
工事請負契約の締結について（供覧）

3

平成24年09月04日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の提出について（供覧）

4

平成24年09月13日 起案
前払金の支出について（伺い）

5

平成24年09月14日 起案
建設工事に係る資源の再資源化に関する法律に基づく通知書の提出につ
いて（伺い）6

平成24年10月16日 起案
中間前払金に係る認定請求について（伺い）

7

平成24年10月17日 収受
中間前金払に係る認定調書について（供覧）

8

平成24年10月22日 起案
中間前払金の支出について（伺い）

9

平成24年11月01日 起案
工事の中間検査実施について（伺い）

10

平成24年11月12日 収受
中間検査の完了について（供覧）

11

平成24年11月20日 収受
下請負届の送付について(供覧)

12

平成24年12月13日 収受
工事請負変更契約の締結について（供覧）

13

平成24年12月17日 収受
変更工事工程表の提出について（供覧）

14

平成25年01月07日 収受
現場代理人の兼務届について（供覧）

15

平成25年01月16日 起案
工事完成届の供覧及び工事完成検査依頼について（伺い）

16

平成25年01月22日 起案
工事目的物の引渡し及び工事請負費の支出について（伺い）

17

平成25年01月22日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

18



索引目次

平成24年度 施行契約（盛岡市公共下水道基本計画上下水道局/下水道整備課/下水計画

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年07月06日 起案
業務委託の入札に関するホームページへの掲載について（伺い）

1

平成24年07月09日 収受
業務委託の入札に関するホームページへの掲載について（供覧）

2

平成24年07月18日 起案
業務委託に関する受注希望型指名競争入札の執行について（伺い）

3

平成24年07月25日 起案
業務委託に関する契約の締結について（伺い）

4

平成24年07月27日 起案
業務委託に伴う当初業務工程表届等の受理及び調査職員の選任について
（伺い）5

平成24年08月01日 収受
業務実績（テクリス）内容確認書の受理について（供覧）

6

平成24年08月23日 起案
業務委託の実施に伴う土地への立ち入りのための身分証明書の交付につい
て（伺い）7

平成25年02月18日 収受
変更業務工程表の届け出について（供覧）

8

平成25年03月07日 収受
業務実績（テクリス）内容確認書の受理について（供覧）

9

平成25年03月27日 収受
変更業務工程表（第２回変更）の届け出について（供覧）

10

平成25年03月28日 収受
業務実績（テクリス）内容確認書の受理について（供覧）

11



索引目次

平成24年度 施行契約（中川原処理区砂溜地区汚水上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年08月24日 収受
工事請負契約に係る一般競争入札の不調について（供覧）

1



索引目次

平成24年度 施行契約（盛南東処理分区第一工区汚上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年08月17日 起案
総合評価落札方式競争入札に係る技術評価点の報告等について（伺い）

1

平成24年08月24日 収受
建設工事に係る分別解体等の説明について（供覧）

2

平成24年08月30日 収受
工事請負契約の締結について（供覧）

3

平成24年08月31日 起案
工事着手届等の提出及び監督員の通知について（伺い）

4

平成24年08月31日 起案
建設工事に係る資源の再資源化に関する法律に基づく通知書の提出につ
いて（伺い）5

平成24年08月31日 収受
建設業退職金共済購入状況報告書の提出について（供覧）

6

平成24年09月03日 起案
前払金の支出について（伺い）

7

平成24年09月05日 収受
工事実績登録内容確認書の提出について（供覧）

8

平成24年11月13日 収受
工事請負契約の締結について（供覧）

9

平成24年11月13日 収受
変更工事工程表の提出について（供覧）

10

平成24年11月14日 起案
工事の検査依頼について（伺い）

11

平成24年11月15日 収受
工事竣工に係る登録内容確認書の提出について（供覧）

12

平成24年11月21日 起案
工事目的物の引渡し及び工事請負費の支出について（伺い）

13

平成24年11月21日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

14



索引目次

平成24年度 施行契約(新川第二排水区管設置工事)上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年08月29日 収受
建設工事の分別解体等の説明について(供覧)

1

平成24年08月30日 収受
契約関係書類の送付について(供覧)

2

平成24年08月31日 収受
受注登録(コリンズ)内容確認書等の受理について(供覧)

3

平成24年09月03日 収受
当初工事工程表届等の受理及び監督員通知書の送付について(伺い)

4

平成24年09月05日 起案
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第11条に係る通知書の提
出について(伺い)5

平成24年09月19日 起案
前払金の支出について（伺い）

6

平成24年09月21日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の提出について（供覧）

7

平成24年11月30日 起案
中間前金払に係る認定請求について（伺い）

8

平成24年11月30日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

9

平成24年11月30日 収受
変更工事工程表の提出について（供覧）

10

平成24年11月30日 収受
中間前金払に係る認定調書について（供覧）

11

平成24年12月04日 起案
中間前払金の支出について（伺い）

12

平成24年12月04日 起案
工事検査依頼について（伺い）

13

平成24年12月05日 収受
下請負届の送付について（供覧）

14

平成24年12月14日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

15

平成24年12月14日 収受
工事完成引渡書の受理について（供覧）

16



索引目次

平成24年度 施行契約（平成24年度単価契約　測量 上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年07月26日 起案
測量及び登記等業務委託に係る事前打合せ依頼書について（伺い）

1

平成24年08月01日 起案
測量及び登記等業務委託に係る見積り依頼について（伺い）

2

平成24年08月31日 収受
担当土地家屋調査士の選任について（供覧）

3

平成24年11月07日 起案
測量及び登記等業務委託（指示書-4）の完了検査の実施について（伺い）

4

平成24年11月15日 起案
測量及び登記等業務委託（指示書-4）の完了報告について（伺い）

5



索引目次

平成24年度 施行契約（北上川上流流域関連盛岡市上下水道局/下水道整備課/下水計画

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年08月03日 起案
業務委託の入札に関するホームページへの掲載について（伺い）

1

平成24年08月21日 起案
業務委託に関する受注希望型指名競争入札の執行について（伺い）

2

平成24年08月28日 起案
業務委託に関する契約の締結について（伺い）

3

平成24年09月03日 起案
業務委託に伴う当初業務工程表届等の受理及び調査職員の選任について
（伺い）4

平成24年09月25日 起案
業務委託に関する下請負の承諾について（伺い）

5

平成24年10月05日 起案
業務委託の実施に伴う土地への立ち入りのための身分証明書の交付につい
て（伺い）6

平成24年10月05日 収受
業務委託に関する下請負の届出について（供覧）

7

平成24年12月13日 収受
変更業務工程表の届け出について（供覧）

8

平成25年01月17日 収受
業務実績（テクリス）内容確認書の受理について（供覧）

9

平成25年03月15日 起案
業務委託の完了検査の実施について（伺い）

10

平成25年03月19日 起案
業務完了検査の結果及び検査結果の通知について（伺い）

11

平成25年03月22日 起案
業務委託料の支出について（伺い）

12



索引目次

平成24年度 施行契約（平成24年度単価契約　測量 上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年08月09日 起案
測量及び登記等業務委託に係る事前打合せ依頼書について（伺い）

1

平成24年08月24日 起案
測量及び登記等業務委託に係る見積り依頼について（伺い）

2

平成24年08月29日 起案
測量及び登記等業務委託について（伺い）

3

平成24年09月04日 収受
測量及び登記等業務委託に係る担当調査士について(供覧)

4

平成24年12月26日 起案
測量及び登記等業務委託の変更指示について（伺い）

5

平成25年03月22日 起案
測量及び登記等業務委託(指示書－５)に係る業務完了報告並びに完了検
査の実施について(伺い)6

平成25年03月26日 起案
測量及び登記等業務委託（指示書－５）に係る完了報告並びに業務委託完
了検査証明書の送付について（伺い）7



索引目次

平成24年度 施行契約（平成24年度単価契約　測量 上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年08月24日 起案
測量及び登記等業務委託に係る事前打合せ依頼書について（伺い）

1

平成24年08月29日 起案
測量及び登記等業務委託に係る見積り依頼について（伺い）

2

平成24年09月10日 起案
測量及び登記等業務委託について（伺い）

3

平成24年09月20日 収受
担当土地家屋調査士の選任について（供覧）

4

平成25年03月21日 起案
測量及び登記等業務委託（指示書-6）の完了検査の実施について（伺い）

5

平成25年03月25日 起案
測量及び登記等業務委託（指示書-6）の完了報告について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 施行契約（上飯岡地区汚水管布設工事上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年08月30日 起案
工事の施行について　（上飯岡地区汚水管布設工事）

1

平成24年10月05日 収受
建設工事に係る分別解体等の説明について（供覧）

2

平成24年10月05日 収受
工事請負契約の締結について（供覧）

3

平成24年10月11日 起案
工事着手届等の提出及び監督員の通知について（伺い）

4

平成24年10月11日 起案
建設工事に係る資材の再資源化に関する法律に基づく通知書の提出につ
いて（伺い）5

平成24年10月11日 収受
工事実績登録内容確認書の提出について（供覧）

6

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書の提出について（供覧）

7

平成24年10月25日 起案
前払金の支出について：上飯岡地区汚水管布設工事（伺い）

8

平成24年11月07日 起案
住民票の請求について　（上飯岡地区汚水管布設工事）

9

平成24年11月09日 収受
下請負届の送付及び一括下請負の点検について（報告）

10

平成24年11月29日 起案
現場代理人等通知書の送付について（供覧）

11

平成24年12月04日 収受
工事実績登録内容確認書の提出について（供覧）

12

平成25年01月28日 起案
工事の中間検査実施について（伺い）

13

平成25年02月05日 起案
工事変更契約依頼について（上飯岡地区汚水管布設工事）

14

平成25年02月05日 収受
中間検査の完了について（供覧）

15

平成25年02月15日 起案
工事の第二回中間検査実施について（伺い）

16

平成25年02月15日 収受
工事請負変更契約の締結について（供覧）

17

平成25年02月15日 収受
変更工事工程表の提出について（供覧）

18

平成25年02月15日 収受
工事実績登録内容確認書の提出について（供覧）

19

平成25年02月21日 収受
下請負届の送付及び一括下請負の点検について（報告）

20



索引目次

平成24年度 施行契約（上飯岡地区汚水管布設工事上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成25年02月21日 収受
中間検査の完了について（供覧）

21

平成25年03月12日 起案
工事の検査依頼について（伺い）

22

平成25年03月21日 起案
工事目的物の引渡し及び工事請負費の支出について（伺い）

23

平成25年03月21日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

24



索引目次

平成24年度 施行契約（砂溜地区汚水管布設工事に 上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年09月11日 起案
平成24年度市道東山18号線舗装新設改良及び砂溜地区汚水管布設工事
に関する協定について（伺い）1

平成24年09月12日 収受
平成24年度市道東山一丁目18号線舗装新設改良工事に伴う砂溜地区汚水
管布設工事に関する協定について（供覧）2

平成24年12月14日 収受
平成24年度市道東山一丁目18号線舗装新設改良工事に伴う砂溜地区汚水
管布設工事に関する協定の解除について（伺い）3



索引目次

平成24年度 施行契約（中津川左岸第四排水区面整上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年08月28日 起案
平成24年度市道浅岸19号線舗装新設改良その１工事及び公共下水道事業
中津川左岸第四排水区面整備工事に関する協定について（伺い）1

平成24年08月30日 収受
平成24年度市道浅岸19号線舗装新設改良その１工事及び公共下水道事業
中津川左岸第四排水区面整備工事に関する協定について（供覧）2

平成24年10月18日 収受
市道浅岸19号線舗装新設改良その１及びその２工事の工事請負契約の締
結について（供覧）3

平成25年01月08日 起案
市道浅岸19号線舗装新設改良その１及びその２工事の工期の延長について
（伺い）4

平成25年01月08日 収受
市道浅岸19号線舗装新設改良その１及びその２工事の工期の延長について
（協議）5

平成25年01月23日 収受
市道浅岸19号線舗装新設改良その１及びその２工事の工事請負変更契約
の締結について（供覧）6

平成25年02月21日 起案
市道浅岸19号線舗装新設改良工事に伴う公共下水道事業中津川左岸第四
排水区面整備工事に関する協定について（協議）7

平成25年03月01日 起案
平成24年度市道浅岸19号線舗装新設改良その１工事及び公共下水道事業
中津川左岸第四排水区面整備工事に関する変更協定について（伺い）8

平成25年03月05日 収受
平成24年度市道浅岸19号線舗装新設改良工事に伴う公共下水道事業中津
川左岸第四排水区面整備工事に関する変更協定について（供覧）9

平成25年03月07日 収受
市道浅岸19号線舗装新設改良その１及びその２工事の工事請負第２回変更
契約の締結について（供覧）10

平成25年03月15日 起案
市道浅岸19号線舗装新設改良工事に伴う下水道工事の完了及び完了確認
について（伺い）11

平成25年03月29日 起案
市道浅岸19号線舗装新設改良工事に伴う下水道工事の完了確認通知につ
いて（伺い）12



索引目次

平成24年度 施行契約（上堂分区汚水管渠実施設計上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年09月13日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

1

平成24年09月14日 起案
当初業務工程表届の受理及び調査職員の選任について（伺い）

2

平成24年09月18日 起案
身分証明書の交付について

3

平成24年09月25日 収受
業務実績（テクリス）内容確認書等の受理について（供覧）

4

平成24年10月09日 起案
下請負の承諾について（伺い）

5

平成24年10月15日 収受
下請負届の受理について（供覧）

6

平成24年10月19日 起案
身分証明書の交付について

7

平成24年12月04日 収受
契約関係書類（変更契約締結）の送付について（供覧）

8

平成24年12月04日 収受
業務工程表届の受理について（供覧）

9

平成24年12月05日 収受
下請負届の受理について（供覧）

10

平成24年12月21日 収受
業務実績登録内容確認書（変更登録）について（供覧）

11

平成25年01月15日 起案
業務完了検査の実施について（伺い）

12

平成25年01月17日 収受
業務実績（テクリス）内容確認書等の受理について（供覧）

13

平成25年01月21日 起案
業務完了検査の完了について（伺い）

14

平成25年01月21日 収受
業務成果物の引渡しについて（供覧）

15



索引目次

平成24年度 施行契約（上堂分区第一工区汚水管布上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年10月19日 起案
前払金の決定及び支出について（伺い）

1

平成24年12月25日 起案
工事の中間検査依頼について（伺い）

2

平成25年01月08日 収受
中間検査完了通知について（供覧）

3



索引目次

平成24年度 施行契約（平成24年度単価契約　測量 上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年09月25日 起案
測量及び登記等業務委託に係る見積り依頼について（伺い）

1

平成25年01月28日 起案
道路境界確認に伴う委任状の提出について（伺い）

2

平成25年01月29日 収受
担当土地家屋調査士の選任について（供覧）

3

平成25年03月15日 起案
測量及び登記等業務委託（指示書-7）の完了検査の実施について（伺い）

4

平成25年03月25日 起案
測量及び登記等業務委託（指示書-7）の完了報告について（伺い）

5



索引目次

平成24年度 施行契約（平成24年度単価契約　測量 上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年09月25日 起案
測量及び登記等業務委託に係る見積り依頼について（伺い）

1

平成25年01月29日 収受
担当土地家屋調査士の選任について（供覧）

2

平成25年03月15日 起案
測量及び登記等業務委託（指示書-8）の完了検査の実施について（伺い）

3

平成25年03月25日 起案
測量及び登記等業務委託（指示書-8）の完了報告について（伺い）

4



索引目次

平成24年度 施行契約（手代森処理分区第二工区汚上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年11月01日 収受
建設工事に係る分別解体等の説明について（供覧）

1

平成24年11月06日 収受
工事請負契約の締結について（供覧）

2

平成24年11月07日 起案
工程表等の提出並びに監督員の通知について（伺い）

3

平成24年11月07日 起案
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく通知書の提出に
ついて（伺い）4

平成24年11月09日 収受
工事実績登録内容確認書の提出について（供覧）

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報告書の提出について（供覧）

6

平成24年11月28日 収受
下請負届の提出について（供覧）

7

平成24年11月29日 起案
前払金の決定及び支出について（伺い）

8

平成25年01月11日 収受
現場代理人等の変更について（報告）

9

平成25年01月22日 収受
工事実績登録内容確認書の提出について（供覧）

10

平成25年03月07日 収受
工事請負契約の締結について（供覧）

11

平成25年03月08日 収受
変更工事工程表の提出について（供覧）

12

平成25年03月14日 収受
変更に係る登録内容確認書の提出について（供覧）

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18日 収受
一括下請負の点検について

15

平成25年03月26日 起案
完成検査の完了及び工事請負費の支出について（伺い）

16



索引目次

平成24年度 施行契約（前九年排水区面整備外工事上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年10月31日 収受
建設工事の分別解体等に係る説明について（供覧）

1

平成24年11月06日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

2

平成24年11月07日 起案
工事着手届等の受理及び監督員通知書の送付について（伺い）

3

平成24年11月08日 収受
現場代理人等通知書の送付について（供覧）

4

平成24年11月16日 収受
工事実績登録内容確認書（受注登録）の提出について（供覧）

5

平成24年11月19日 起案
前払金の支出について（伺い）

6

平成24年11月19日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の提出について（供覧）

7

平成24年11月20日 起案
建設工事に係る資材の再資源化等に関する通知書の提出について（伺い）

8

平成24年12月27日 収受
現場代理人の兼務届の提出について（供覧）

9

平成25年02月07日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

10

平成25年02月07日 収受
変更工事工程表の提出について（供覧）

11

平成25年03月12日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

12

平成25年03月12日 収受
第２回変更工事工程表の提出について（供覧）

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27日 収受
工事完成引渡書の受理について（供覧）

15

平成25年03月27日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

16



索引目次

平成24年度 施行契約（平成24年度単価契約　測量 上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年10月04日 起案
測量及び登記等業務委託に係る事前打合せの依頼について（伺い）

1

平成24年10月10日 起案
測量及び登記等業務委託に係る見積り依頼について（伺い）

2

平成24年10月16日 起案
測量及び登記等業務委託の指示について（伺い）

3

平成24年10月23日 収受
測量及び登記等業務委託に係る担当土地家屋調査士の選任について(供
覧)4

平成24年10月24日 起案
登記事項証明書等交付申請に係る証明について（伺い）

5

平成24年10月26日 起案
国土交通省所有地の筆界確認申請について（伺い）

6

平成24年12月21日 起案
測量及び登記等業務委託(指示書－９)に係る業務完了報告並びに完了検
査の実施について(伺い)7

平成24年12月26日 起案
測量及び登記等業務委託（指示書－９）に係る完了報告並びに業務委託完
了検査証明書の送付について（伺い）8



索引目次

平成24年度 施行契約（桜台分区不明水対策調査業上下水道局/下水道整備課/下水計画

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年10月09日 起案
業務委託の入札に関するホームページへの掲載について（伺い）

1

平成24年10月17日 起案
業務委託に関する受注希望型指名競争入札の執行について（伺い）

2

平成24年10月25日 起案
業務委託に関する契約の締結について（伺い）

3

平成24年11月06日 起案
業務委託に伴う当初業務工程表届等の受理及び調査職員の選任について
（伺い）4

平成24年11月08日 起案
業務委託に関する下請負の承諾について（伺い）

5

平成24年11月09日 収受
業務委託に関する下請負の届出について（供覧）

6

平成24年11月12日 起案
公共下水道（汚水）の流量調査に伴う町内会回覧文書について（伺い）

7

平成24年11月12日 起案
業務委託の実施に伴う土地への立ち入りのための身分証明書の交付につい
て（伺い）8

平成25年02月20日 起案
桜台分区不明水対策調査業務委託の完了検査の実施について（伺い）

9

平成25年02月22日 起案
業務完了検査の結果及び検査結果の通知について（伺い）

10

平成25年02月25日 起案
業務委託料の支出について（伺い）

11

平成25年02月26日 収受
業務実績（テクリス）内容確認書の受理について（供覧）

12



索引目次

平成24年度 施行契約（新川左岸排水区面整備工事上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年11月26日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

1



索引目次

平成24年度 施行契約（中川原終末処理場雨水高速上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年11月09日 起案
業務委託契約の締結について（伺い）

1

平成24年11月13日 起案
下請負の承諾について（伺い）

2

平成24年11月13日 収受
業務委託契約の締結について（供覧）

3

平成24年11月20日 起案
業務総括責任者通知書の受理並びに監督員の通知について（伺い）

4

平成24年11月22日 収受
下請負届の受領及び一括下請負の点検について（報告）

5

平成24年12月17日 収受
一括下請負の点検について（報告）

6

平成25年03月31日 起案
業務完了確認の実施について（伺い）

7

平成25年03月31日 起案
業務完了確認の完了について（伺い）

8



索引目次

平成24年度 施行契約（中川原処理区南地区汚水桝上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年11月08日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

1

平成24年11月09日 収受
工事請負契約の締結について（供覧）

2

平成24年11月14日 起案
工事着手届等の提出及び監督員の通知について（伺い）

3

平成24年12月19日 収受
工事請負契約の締結について（供覧）

4

平成24年12月19日 収受
変更工事工程表の提出について（供覧）

5

平成24年12月20日 起案
工事完成検査の実施について（伺い）

6

平成24年12月27日 起案
完成検査完了通知について（伺い）

7

平成24年12月28日 起案
工事目的物の引渡し及び工事請負費の支出について（伺い）

8



索引目次

平成24年度 施行契約（厨川北処理分区第二工区汚上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成25年01月16日 収受
工事請負契約に係る随意契約入札の不調について（供覧）

1



索引目次

平成24年度 施行契約（平成24年度単価契約　測量 上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成25年01月16日 起案
測量及び登記等業務委託に係る見積り依頼について（伺い）

1

平成25年02月08日 収受
担当土地家屋調査士の選任について（供覧）

2

平成25年03月25日 起案
測量及び登記等業務委託（指示書-10）の完了検査の実施について（伺い）

3

平成25年03月27日 起案
測量及び登記等業務委託（指示書-10）の完了報告について（伺い）

4



索引目次

平成24年度 施行契約（厨川北処理分区第三工区汚上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成25年01月28日 起案
下水道施設の移設について（伺い）

1

平成25年01月28日 収受
工事請負契約の締結について（供覧）

2

平成25年01月29日 起案
当初工事工程表等の受理，承諾及び監督員の通知について（伺い）

3

平成25年01月31日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の提出について（供覧）

4

平成25年02月01日 収受
下請負届の受理並びに一括下請負の点検について（報告）

5

平成25年02月05日 起案
前払金の支出について（伺い）

6

平成25年02月06日 起案
中間検査の実施について（伺い）

7

平成25年02月13日 収受
中間検査完了の通知について（供覧）

8

平成25年03月04日 収受
工事請負契約（第１回変更）の締結について（供覧）

9

平成25年03月04日 収受
変更工事工程表について（供覧）

10

平成25年03月11日 起案
工事完成検査の依頼について（伺い）

11

平成25年03月22日 起案
工事完成引渡書の受理並びに工事請負費の支出について（伺い）

12

平成25年03月22日 収受
完成検査の完了について（報告）

13



索引目次

平成24年度 施行契約（簗川横断管きょ調査業務委 上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成25年01月28日 起案
業務委託契約の締結について（伺い）

1

平成25年01月29日 収受
業務委託の契約締結について（供覧）

2

平成25年01月30日 起案
当初業務工程表届等の受理及び調査職員通知書の送付について（伺い）

3

平成25年03月15日 起案
業務完了検査の実施について（伺い）

4

平成25年03月22日 起案
業務完了検査の完了について（伺い）

5

平成25年03月22日 起案
業務委託料の支出について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 施行契約(平成25年度単価契約　建設 上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成25年02月12日 起案
業務委託の実施について(伺い)

1



索引目次

平成24年度 施行契約（上堂分区第三工区汚水管建上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成25年03月25日 収受
工事請負契約に係る一般競争入札の不調について（供覧）

1



索引目次

平成24年度 施行契約（中川原処理区（東中野地区） 上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成25年02月25日 起案
工事請負契約の締結について（伺い）

1

平成25年02月26日 起案
工事請負契約締結の取り止めについて（協議）

2

平成25年02月28日 収受
工事請負契約締結の取り止めについて（供覧）

3



索引目次

平成24年度 施行契約（中川原処理場内廃棄物処理上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成25年03月25日 起案
業務委託契約の締結について（伺い）

1

平成25年03月25日 収受
業務委託契約の締結について（供覧）

2

平成25年03月26日 起案
現場責任者届の受理並びに監督員の通知について（伺い）

3

平成25年03月29日 起案
業務完了届の受理及び業務完了検査の実施について（伺い）

4

平成25年03月29日 起案
業務完了検査の完了について（伺い）

5



索引目次

平成24年度 長期施行契約(鴨助堰排水区函渠設置 上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年08月30日 収受
建設工事の分別解体等の説明について(供覧)

1

平成24年08月31日 収受
契約関係書類の送付について(供覧)

2

平成24年09月03日 収受
当初工事工程表届等の受理及び監督員通知書の送付について(伺い)

3

平成24年09月04日 起案
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第11条に係る通知書の提
出について(伺い)4

平成24年09月04日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の受理について(供覧)

5

平成24年09月04日 収受
受注登録(コリンズ)内容確認書等の受理について(供覧)

6

平成24年09月06日 起案
前払金の支出について(伺い)

7

平成24年10月04日 収受
下請負届の送付について(供覧)

8

平成24年11月16日 収受
下請負届の送付について(供覧)

9

平成24年11月29日 収受
下請負届の送付について(供覧)

10

平成24年12月10日 収受
下請負届の送付について(供覧)

11

平成25年01月10日 起案
中間前金払に係る認定請求及び中間前払金の支出について(伺い)

12

平成25年01月21日 起案
中間前払金の支出について(伺い)

13

平成25年03月08日 収受
変更工事工程表届の受理について(伺い)

14

平成25年03月12日 収受
下請負届の送付について(供覧)

15

平成25年03月14日 収受
下請負届の送付について(供覧)

16

平成25年03月14日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の受理について(供覧)

17

平成25年03月25日 起案
工事検査依頼について(伺い)

18

平成25年03月28日 起案
受注登録(コリンズ)内容確認書等の受理について(供覧)

19

平成25年03月29日 起案
完成検査の完了及び受注代金の支払いについて(伺い)

20



索引目次

平成24年度 長期施行契約（平成22年盛岡市中川原上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年04月01日 起案
平成22年度盛岡市公共下水道中川原終末処理場（雨水高速処理施設）建
設工事委託に関する協定の一部変更について（伺い）1

平成24年04月02日 起案
平成22年度盛岡市公共下水道中川原終末処理場（雨水高速処理施設）建
設工事委託に関する協定の一部変更について（供覧）2

平成24年04月02日 収受
工事請負契約の変更について

3

平成24年04月02日 収受
平成22年度盛岡市公共下水道中川原終末処理場(雨水高速処理施設）の建
設工事委託に関する協定の平成23年度終了に係る精算について（供覧）4

平成24年04月19日 起案
盛岡市中川原終末処理場（雨水高速処理施設）に係る電気使用申し込みに
ついて（伺い）5

平成24年04月27日 収受
工事請負契約の変更について

6

平成24年04月27日 収受
変更設計書の送付について

7

平成24年06月13日 起案
盛岡市中川原終末処理場（雨水高速処理施設）に係る電気使用申し込み
（変更）について（伺い）8

平成24年07月03日 起案
平成２２年度盛岡市公共下水道中川原終末処理場（雨水高速処理施設）の
建設工事委託に関する資金計画について（伺い）9

平成24年07月10日 収受
変更設計書の送付について

10

平成24年07月12日 収受
工事請負契約の変更について

11

平成24年07月30日 起案
完成認定の実施について（伺い）

12

平成24年08月07日 起案
盛岡市中川原終末処理場（雨水高速処理施設）建設工事の引き継ぎについ
て（伺い）13

平成24年08月07日 起案
完成検査の立会報告について

14

平成24年08月07日 起案
平成23年度盛岡市公共下水道中川原終末処理場（雨水高速処理施設）流
域幹線接続工事の消費税額の変更について（伺い）15

平成24年08月07日 収受
盛岡市公共下水道中川原終末処理場

16

平成24年08月07日 収受
工事完成図書引渡について（供覧）

17

平成24年08月28日 起案
平成２２年度盛岡市公共下水道中川原終末処理場（雨水高速処理施設）の
建設工事委託に関する資金計画について（伺い）18

平成24年09月03日 起案
平成24年度第１回上下水道局職員安全衛生委員会による職場巡視の改善
事項に係る措置状況報告について19

平成24年09月05日 起案
雨水高速処理施設に係る給水装置工事の申し込みについて（伺い）

20



索引目次

平成24年度 長期施行契約（平成22年盛岡市中川原上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年09月10日 起案
施設点検結果の追加指摘事項について（伺い）

21

平成24年09月13日 起案
消防用設備等設置届出書の提出について（伺い）

22

平成24年09月18日 起案
平成24年度第１回上下水道局職員安全衛生委員会による職場巡視の改善
事項に係る措置状況報告について（伺い）23

平成24年09月24日 起案
中川終末処理場（雨水高速処理施設）建設工事の職場巡視指摘事項の中
間報告について（供覧）24

平成24年10月04日 起案
消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届について（伺い）

25

平成24年10月04日 起案
消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届について（伺い）

26

平成24年10月04日 起案
防火対象物使用開始届について（伺い）

27

平成24年10月22日 収受
工事請負契約の変更について

28

平成24年10月22日 収受
変更設計書の送付について

29

平成24年10月24日 収受
工事請負契約の変更について

30

平成24年10月26日 収受
変更設計書の送付について

31

平成24年10月30日 起案
完成認定の実施について（伺い）

32

平成24年11月13日 起案
盛岡市中川原終末処理場（雨水高速処理施設）建設工事の引き継ぎについ
て（伺い）33

平成24年11月13日 起案
盛岡市中川原終末処理場（雨水高速処理施設）建設工事の引き継ぎについ
て（伺い）34

平成24年11月13日 起案
盛岡市中川原終末処理場（雨水高速処理施設）建設工事の引き継ぎについ
て（伺い）35

平成24年11月13日 起案
完成検査の立会報告について

36

平成24年11月13日 収受
盛岡市公共下水道中川原終末処理場

37

平成24年11月13日 収受
盛岡市公共下水道中川原終末処理場

38

平成24年11月13日 収受
盛岡市公共下水道中川原終末処理場

39

平成24年11月13日 収受
かし担保請求権の引き渡しについて

40



索引目次

平成24年度 長期施行契約（平成22年盛岡市中川原上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年11月26日 起案
平成２２年度盛岡市公共下水道中川原終末処理場（雨水高速処理施設）の
建設工事委託に関する資金計画について（伺い）41

平成24年12月07日 起案
平成22年度盛岡市公共下水道中川原終末処理場（雨水高速処理施設）建
設工事委託に関する協定の一部変更について（伺い）42

平成24年12月07日 起案
平成22年度盛岡市公共下水道中川原終末処理場（雨水高速処理施設）建
設工事委託に関する協定の一部変更について（供覧）43

平成24年12月17日 収受
完成図書の引渡しについて

44

平成24年12月17日 収受
消防設備等検査済証について（供覧）

45

平成24年12月17日 収受
内線電話機操作説明書について（供覧）

46

平成24年12月17日 収受
工事打合簿

47

平成24年12月26日 収受
完成図書の引渡しについて

48

平成25年01月18日 起案
中川原終末処理場（雨水高速処理施設）の不具合措置について（報告）

49

平成25年01月24日 起案
雨水高速処理施設の鍵借用について(伺い）

50

平成25年02月19日 収受
工事請負契約の締結について

51

平成25年02月22日 起案
報告書

52

平成25年02月26日 起案
平成22年度盛岡市公共下水道中川原終末処理場（雨水高速処理施設）建
設工事委託に関する協定の一部変更について（伺い）53

平成25年02月26日 収受
設計書の送付について

54

平成25年02月27日 起案
平成22年度盛岡市公共下水道中川原終末処理場（雨水高速処理施設）建
設工事委託に関する協定の一部変更について（供覧）55

平成25年03月05日 起案
盛岡市中川原終末処理場（雨水高速処理施設）の実負荷運転報告書の提
出について（供覧）56

平成25年03月05日 起案
盛岡市中川原終末処理場（雨水高速処理施設）の不具合箇所の対策につい
て（供覧）57

平成25年03月06日 収受
工事請負契約の変更について

58

平成25年03月18日 起案
平成２２年度盛岡市公共下水道中川原終末処理場（雨水高速処理施設）の
建設工事委託に関する資金計画について（伺い）59

平成25年03月19日 起案
完成認定の実施について（伺い）

60



索引目次

平成24年度 長期施行契約（平成22年盛岡市中川原上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成25年03月21日 起案
防火対象物使用開始届について（伺い）

61

平成25年03月29日 起案
完成検査の立会報告について

62

平成25年03月29日 起案
雨水高速処理施設建設工事に係る施設の引渡しについて（伺い）

63

平成25年03月29日 収受
工事完成図書引渡について（供覧）

64



索引目次

平成24年度 長期施行契約(湯沢川右岸第一排水区 上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年09月10日 収受
建設工事の分別解体等の説明について（供覧）

1

平成24年09月18日 起案
当初工事工程表届等の受理及び監督員通知書の送付について(伺い)

2

平成24年09月19日 起案
建設工事に係る資材の再資源化等に関する通知書の提出について（伺い）

3

平成24年09月19日 収受
工事実績登録内容確認書（受注登録）の提出について（供覧）

4

平成24年09月27日 起案
前払金の支出について（伺い）

5

平成24年10月02日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の提出について（供覧）

6

平成24年10月18日 起案
工場検査の実施について（伺い）

7

平成24年10月24日 収受
下請負届の送付について(供覧)

8

平成24年11月05日 収受
下請負届の送付について(供覧)

9

平成25年02月15日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

10

平成25年02月18日 収受
変更工事工程表の受理について（供覧）

11

平成25年02月28日 収受
工事実績登録内容確認書（第１回変更登録）の提出について（供覧）

12

平成25年03月12日 起案
工事検査依頼について（伺い）

13

平成25年03月19日 収受
完成検査の完了について（報告）

14

平成25年03月19日 収受
工事完成引渡書の受理について（供覧）

15



索引目次

平成24年度 長期施行契約（平成23年度中川原終末上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年04月02日 収受
工事請負契約の変更について

1

平成24年04月02日 収受
平成23年度盛岡市公共下水道中川原終末処理場(雨水高速処理施設）の流
域幹線接続工事委託に関する協定の平成23年度終了に係る精算について
（供覧）

2

平成24年05月24日 起案
平成23年度 盛岡市公共下水道中川原終末処理場（雨水高速処理施設）の
流域幹線接続工事委託に関する協定に基づく資金計画（6月）について（伺
い）

3

平成24年07月10日 収受
変更設計書の送付について

4

平成24年07月10日 収受
工事請負契約の変更について

5

平成24年07月30日 起案
完成認定の実施について（伺い）

6

平成24年08月07日 起案
盛岡市中川原終末処理場（雨水高速処理施設）建設工事の引き継ぎについ
て（伺い）7

平成24年08月07日 起案
完成検査の立会報告について

8

平成24年08月07日 収受
盛岡市公共下水道中川原終末処理場の建設工事に係る完成調書の提出に
ついて（供覧）9

平成24年08月07日 収受
工事完成図書引渡について（供覧）

10

平成24年08月28日 起案
平成23年度 盛岡市公共下水道中川原終末処理場（雨水高速処理施設）の
流域幹線接続工事委託に関する協定に基づく資金計画（9月）について（伺
い）

11



索引目次

平成24年度 長期施行契約（都南東第一処理分区第上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年04月23日 収受
変更工事工程表について（供覧）

1

平成24年04月23日 収受
工事変更契約の締結について（供覧）

2

平成24年04月24日 起案
工事完成届の供覧及び工事完成検査依頼について（伺い）

3

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

4

平成24年04月27日 起案
工事目的物の引渡し及び工事請負費の支出について（伺い）

5

平成24年04月27日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

6



索引目次

平成24年度 長期施行契約(鴨助堰排水区函渠設置 上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年10月04日 収受
建設工事の分別解体等に係る説明について（供覧）

1

平成24年10月05日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

2

平成24年10月09日 起案
工事着手届等の受理及び監督員通知書の送付について（伺い）

3

平成24年10月09日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の提出について（供覧）

4

平成24年10月17日 起案
建設工事に係る資材の再資源化等に関する通知書の提出について（伺い）

5

平成24年10月17日 収受
工事実績登録内容確認書（受注登録）の提出について（供覧）

6

平成24年10月25日 起案
前払金の支出について（伺い）

7

平成25年03月08日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

8

平成25年03月08日 収受
変更工事工程表の提出について（供覧）

9

平成25年03月15日 起案
工事検査依頼について（伺い）

10

平成25年03月21日 収受
工事完成引渡書の受理について（供覧）

11

平成25年03月21日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

12

平成25年03月29日 収受
工事実績登録内容確認書（竣工登録）の提出について（供覧）

13



索引目次

平成24年度 長期施行契約(上堂排水区管渠実施設 上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年05月30日 起案
当初業務工程表届等の受理及び調査職員通知書の送付について(伺い)

1

平成24年06月01日 起案
下請負の承諾について(伺い)

2

平成24年06月01日 収受
業務実績(テクリス)内容確認書等の受理について(供覧)

3

平成24年06月05日 起案
前払金の支出について(伺い)

4

平成24年06月06日 起案
土地への立入りにあたっての身分証明書の交付について(伺い)

5

平成24年06月06日 収受
下請負届の受理について(供覧)

6

平成24年08月14日 起案
業務完了検査の実施について(伺い)

7

平成24年08月22日 収受
業務実績(テクリス)内容確認書(完了登録)等の受理について(供覧)

8

平成24年08月23日 起案
業務完了検査の完了について(伺い)

9

平成24年08月23日 収受
業務成果物の引渡しについて(供覧)

10



索引目次

平成24年度 長期施行契約（都南西処理分区第一工上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年04月03日 収受
第２回変更に係る登録内容確認書の提出について（供覧）

1

平成24年05月08日 起案
工事請負代金の代理受領について（伺い）

2

平成24年05月10日 収受
下請負届の送付及び一括下請負の点検について（報告）

3

平成24年05月29日 起案
公共下水道工事に係る第３回契約変更実施伺について（伺い）

4

平成24年05月30日 収受
工事請負契約の締結について（供覧）

5

平成24年05月30日 収受
変更工事工程表の提出について（供覧）

6

平成24年05月31日 起案
工事の検査依頼について（伺い）

7

平成24年05月31日 収受
第３回変更に係る登録内容確認書の提出について（供覧）

8

平成24年05月31日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書（追加購入）の提出について（供覧）

9

平成24年06月13日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

10

平成24年06月14日 起案
工事目的物の引渡し及び工事請負費の支出について（伺い）

11



索引目次

平成24年度 長期施行契約（中央監視制御棟建築付上下水道局/下水道整備課/下水計画

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年09月21日 起案
業務委託の契約締結について（伺い）

1

平成24年09月26日 起案
中央監視制御棟建築付帯設備更新基本設計業務委託の契約の締結につい
て（供覧）2

平成24年10月01日 起案
業務委託に係る着手届等の受理について（伺い）

3

平成24年10月18日 起案
業務委託に係る施設の立入りについて（伺い）

4

平成25年01月23日 起案
業務実績（テクリス）登録内容確認書の受理について（供覧）

5

平成25年02月28日 起案
業務委託に係る完了検査の実施（伺い）

6

平成25年03月04日 起案
業務委託の検査結果について（伺い）

7

平成25年03月13日 起案
業務委託の完了払いの支出について（伺い）

8

平成25年03月27日 起案
業務実績（テクリス）登録内容確認書の受理について（供覧）

9



索引目次

平成24年度 長期施行契約（北上川左岸第二排水区上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年05月29日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

1

平成24年05月30日 起案
当初業務工程表届等の受理及び調査職員の選任について（伺い）

2

平成24年06月08日 起案
前払金の支出について(伺い)

3

平成24年06月14日 起案
下請負の承諾について（伺い）

4

平成24年06月19日 収受
下請負届の受理について（供覧）

5

平成24年06月28日 収受
下請負の承諾について（伺い）

6

平成24年07月11日 起案
土地への立入りにあたっての身分証明書の交付について(伺い)

7

平成24年07月11日 収受
土地への立入りにあたっての身分証明書の交付について(伺い)

8

平成24年08月27日 収受
契約関係書類（変更契約締結）の送付について（供覧）

9

平成24年08月28日 収受
変更業務工程表届の受理について（供覧）

10

平成24年10月02日 起案
業務完了検査の実施について（伺い）

11

平成24年10月03日 収受
業務完了検査の実施について

12

平成24年10月11日 起案
業務完了検査の完了について（伺い）

13

平成24年10月11日 収受
業務成果物の引渡しについて(供覧)

14



索引目次

平成24年度 長期施行契約(鴨助堰排水区函渠実施 上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年05月29日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

1

平成24年05月30日 起案
当初業務工程表届等の受理及び調査職員の選任について（伺い）

2

平成24年06月01日 起案
下請負の承諾について（伺い）

3

平成24年06月04日 収受
業務実績（テクリス）内容確認書等の受理について（供覧）

4

平成24年06月05日 起案
前払金の支出について（伺い）

5

平成24年06月08日 収受
下請負届の受理について（供覧）

6

平成24年06月21日 起案
土地への立入りにあたっての身分証明書の交付について(伺い)

7

平成24年08月17日 収受
変更業務工程表届の受理について（供覧）

8

平成24年08月17日 収受
契約関係書類（変更契約締結）の送付について（供覧）

9

平成24年08月24日 収受
業務実績(テクリス)変更内容確認書等の受理について(供覧)

10

平成24年10月11日 起案
土地への立入りにあたっての身分証明書の交付について（伺い）

11

平成24年10月31日 起案
業務完了検査の実施について（伺い）

12

平成24年11月06日 収受
業務実績（テクリス）完了登録内容確認書等の受理について（供覧）

13

平成24年11月09日 起案
業務完了検査の完了について（伺い）

14

平成24年11月09日 収受
業務成果物の引渡しについて（供覧）

15



索引目次

平成24年度 長期施行契約(鴨助堰排水区函渠設置 上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年06月12日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

1

平成24年06月13日 起案
前払金の支出について（伺い）

2

平成24年06月13日 起案
工事着手届等の受理及び監督員通知書の送付について（伺い）

3

平成24年06月20日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の提出について（供覧）

4

平成24年07月23日 起案
工事検査依頼について(伺い)

5

平成24年08月02日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

6

平成24年08月03日 収受
工事完成引渡書の受理について（供覧）

7



索引目次

平成24年度 長期施行契約（盛南中央第二処理分区上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年06月25日 収受
建設工事に係る分別解体等の説明について（供覧）

1

平成24年06月29日 収受
工事請負契約の締結について（供覧）

2

平成24年07月02日 起案
工事着手届等の提出及び監督員の通知について（伺い）

3

平成24年07月04日 収受
工事実施登録内容確認書の提出について（供覧）

4

平成24年07月09日 起案
前払金の支出について（伺い）

5

平成24年07月09日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の提出について（供覧）

6

平成24年07月10日 起案
建設工事に係る資材の再資源化に関する法律に基づく通知書の提出につ
いて（伺い）7

平成24年09月11日 収受
現場代理人等通知書（変更）について（供覧）

8

平成24年10月26日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の提出について（供覧）

9

平成24年11月09日 起案
工事の中間検査実施について（伺い）

10

平成24年11月16日 収受
中間検査の完了について（供覧）

11

平成24年12月03日 起案
工事請負代金の代理受領について（伺い）

12

平成24年12月03日 起案
工事請負代金の代理受領について（伺い）

13

平成24年12月07日 収受
工事請負変更契約の締結について（供覧）

14

平成24年12月10日 収受
変更工事工程表の提出について（供覧）

15

平成24年12月12日 起案
工事の検査依頼について（伺い）

16

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

17

平成24年12月18日 起案
工事目的物の引渡し及び工事請負費の支出について（伺い）

18

平成24年12月18日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

19



索引目次

平成24年度 長期施行契約（既設管きょ施設改築・修 上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年07月10日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

1

平成24年07月11日 起案
当初業務工程表届等の受理及び調査職員の選任について（伺い）

2

平成24年07月11日 収受
当初業務工程表届等の受理及び調査職員の選任について（伺い）

3

平成24年07月17日 起案
前払金の支出について（伺い）

4

平成24年07月17日 収受
前払金の支出について（伺い）

5

平成24年07月17日 収受
前払金の支出について（伺い）

6

平成24年07月17日 収受
業務実績（テクリス）内容確認書等の受理について（供覧）

7

平成24年09月19日 起案
業務完了検査の実施について（伺い）

8

平成24年09月20日 収受
業務完了検査の実施について

9

平成24年09月28日 起案
業務完了検査の完了について(伺い)

10

平成24年09月28日 収受
業務成果物の引渡しについて(供覧)

11

平成24年10月11日 収受
業務実績(テクリス)内容確認書(完了登録)等の受理について(供覧)

12



索引目次

平成24年度 長期施行契約（都南東第二処理分区第上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年07月09日 収受
建設工事に係る分別解体等の説明について（供覧）

1

平成24年07月09日 収受
工事請負契約の締結について（供覧）

2

平成24年07月10日 起案
建設工事に係る資材の再資源化等に関する通知書の提出について（伺い）

3

平成24年07月10日 起案
工程表等の提出並びに監督員の通知について（伺い）

4

平成24年07月10日 起案
前払金の支出について（伺い）

5

平成24年07月10日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の提出について（供覧）

6

平成24年07月19日 収受
工事実績登録内容確認書の提出について（供覧）

7

平成24年10月01日 収受
下請負届の受領及び一括下請負の点検について（報告）

8

平成24年10月10日 収受
下請負届の受領及び一括下請負の点検について（報告）

9

平成24年11月26日 収受
下請負届の受領及び一括下請負の点検について（報告）

10

平成25年01月10日 収受
下請負届の受領及び一括下請負の点検について（報告）

11

平成25年02月07日 収受
下請負届の受領及び一括下請負の点検について（報告）

12

平成25年02月07日 収受
変更契約締結について（供覧）

13

平成25年02月07日 収受
変更工事工程表について（供覧）

14

平成25年02月08日 起案
中間前払金に係る認定請求について（伺い）

15

平成25年02月12日 収受
中間前金払に係る認定調書について（供覧）

16

平成25年02月12日 収受
下請負届の受領及び一括下請負の点検について（報告）

17

平成25年02月13日 起案
中間前払金の支出について（伺い）

18

平成25年03月27日 収受
変更契約締結について（供覧）

19

平成25年03月28日 収受
変更工事工程表について（供覧）

20



索引目次

平成24年度 長期施行契約（都南東第二処理分区第上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成25年03月28日 収受
下請負届の受領について（供覧）

21



索引目次

平成24年度 長期施行契約(盛南西第二処理分区第 上下水道局/下水道整備課

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

E02

平成24年07月04日 収受
建設工事に係る分別解体等の説明について（供覧）

1

平成24年07月10日 収受
工事請負契約の締結について（供覧）

2

平成24年07月11日 起案
建設工事に係る資源の再資源化に関する法律に基づく通知書の提出につ
いて（伺い）3

平成24年07月11日 起案
工事着手届等の提出及び監督員の通知について（伺い）

4

平成24年07月11日 起案
前払金の支出について（伺い）

5

平成24年07月11日 収受
建設業退職金共済購入状況報告書の提出について（供覧）

6

平成24年07月23日 収受
工事実績登録内容確認書の提出について（供覧）

7

平成24年09月12日 収受
中間検査の実施について（供覧）

8

平成24年10月02日 収受
中間検査実施通知について（供覧）

9

平成24年12月10日 起案
工事の中間検査の実施について(伺い)

10

平成24年12月10日 収受
工事請負契約の締結について（供覧）

11

平成24年12月14日 収受
変更工事工程表の提出について（供覧）

12

平成24年12月14日 収受
第１回変更に係る登録内容確認書の提出について（供覧）

13

平成24年12月20日 収受
中間検査完了通知について（供覧）

14

平成25年01月16日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書（追加購入）の提出について（供覧）

15

平成25年02月27日 収受
工事請負変更契約の締結について（供覧）

16

平成25年02月28日 起案
工事の検査依頼について（伺い）

17

平成25年02月28日 収受
変更工事工程表の提出について（供覧）

18

平成25年03月08日 収受
工事実績登録内容確認書（竣工登録）について（供覧）

19

平成25年03月13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 長期施行契約(盛南西第二処理分区第 上下水道局/下水道整備課

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

E02

平成25年03月15日 起案
工事目的物の引渡し及び工事請負費の支出について（伺い）

21



索引目次

平成24年度 長期施行契約(盛南南処理分区第一工 上下水道局/下水道整備課

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

E02

平成24年07月04日 収受
建設工事に係る分別解体等の説明について（供覧）

1

平成24年07月11日 収受
工事請負契約の締結について（供覧）

2

平成24年07月12日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書等の提出について（供覧）

3

平成24年07月13日 起案
工程表等の提出並びに監督員の通知について（伺い）

4

平成24年07月18日 収受
工事実施登録内容確認書の提出について（供覧）

5

平成24年08月21日 起案
前払金の支出について（伺い）

6

平成24年09月11日 収受
下請負届の提出について（供覧）

7

平成24年09月18日 起案
監督員の変更について(伺い)

8

平成24年12月14日 収受
工事変更契約の締結について（供覧）

9

平成24年12月21日 収受
変更工事工程表について（供覧）

10

平成25年01月11日 収受
工事変更契約の締結について（供覧）

11

平成25年01月11日 収受
変更工事工程表について（供覧）

12

平成25年01月16日 起案
工事完成届の供覧及び工事完成検査依頼について（伺い）

13

平成25年01月16日 収受
下請負届の提出について（供覧）

14

平成25年01月16日 収受
一括下請負の点検について（報告）

15

平成25年01月29日 起案
工事目的物の引渡し及び工事請負費の支出について（伺い）

16

平成25年01月29日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

17



索引目次

平成24年度 長期施行契約（都南中央処理分区第一上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年07月20日 収受
建設工事に係る分別解体等の説明について（供覧）

1

平成24年07月24日 起案
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく通知書の提出に
ついて（伺い）2

平成24年07月24日 収受
工事請負契約の締結について（供覧）

3

平成24年07月25日 起案
工程表等の提出並びに監督員の通知について（伺い）

4

平成24年07月30日 起案
前払金の決定及び支出について（伺い）

5

平成24年07月31日 起案
工事請負代金の代理受領について（伺い）

6

平成24年08月02日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の提出について（供覧）

7

平成24年08月02日 収受
工事実績登録内容確認書の提出について（供覧）

8

平成24年08月09日 収受
下請負届の提出について（供覧）

9

平成24年11月07日 起案
工事の中間検査依頼について（伺い）

10

平成24年11月14日 収受
中間検査完了通知について（供覧）

11

平成24年12月10日 起案
一括下請負の点検について（報告）

12

平成24年12月17日 収受
変更工事工程表の提出について（供覧）

13

平成24年12月17日 収受
下請届の受理並びに一括下請負の点検について（報告）

14

平成24年12月17日 収受
工事請負契約の締結について（供覧）

15

平成24年12月18日 起案
工事の検査依頼について（伺い）

16

平成24年12月19日 起案
完成検査の完了及び工事請負費の支出について（伺い）

17

平成24年12月21日 収受
工事実績登録内容確認書（竣工登録）について（供覧）

18



索引目次

平成24年度 長期施行契約（厨川北処理分区第一工上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年08月27日 収受
建設工事に係る分別解体等の説明について（供覧）

1

平成24年08月29日 収受
工事請負契約の締結について（供覧）

2

平成24年08月30日 起案
当初工事工程表等の受理，承諾及び監督員の通知について（伺い）

3

平成24年08月30日 収受
現場代理人等通知書について（供覧）

4

平成24年09月05日 起案
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく通知書の提出に
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報告書の提出について（供覧）

6

平成24年09月06日 収受
工事実績登録内容確認書（受注登録）について（供覧）

7

平成24年09月14日 起案
前払金の支出について（伺い）

8

平成24年10月04日 収受
下請負届の受理並びに一括下請負の点検について（報告）

9

平成24年10月12日 起案
工事の一時中止について（伺い）

10

平成24年10月16日 収受
工事の一時中止に伴う工事現場の維持管理等に関する基本計画について
（供覧）11

平成24年12月07日 起案
工事の一時中止の解除について（伺い）

12

平成24年12月20日 収受
工事請負変更契約の締結について（供覧）

13

平成24年12月20日 収受
変更工事工程表について（供覧）

14

平成24年12月21日 収受
工事実績登録内容確認書（変更登録）について（供覧）

15

平成24年12月26日 収受
下請負届の受理並びに一括下請負の点検について（報告）

16

平成25年01月15日 起案
工事の一時中止に伴う増加費用の協議について（伺い）

17

平成25年01月16日 収受
下請負届の受理並びに一括下請負の点検について（報告）

18

平成25年01月16日 収受
工事の一時中止に伴う増加費用に関する協議について（報告）

19

平成25年03月07日 収受
工事請負変更契約（第２回）の締結について（供覧）

20



索引目次

平成24年度 長期施行契約（厨川北処理分区第一工上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成25年03月07日 収受
第２回変更工事工程表について（供覧）

21

平成25年03月11日 起案
工事完成検査の依頼について（伺い）

22

平成25年03月21日 収受
工事実績登録内容確認書（竣工登録）について（供覧）

23

平成25年03月22日 起案
工事完成引渡書の受理並びに工事請負費の支出について（伺い）

24

平成25年03月22日 収受
完成検査の完了について（報告）

25



索引目次

平成24年度 長期施行契約（上米内分区第一工区汚上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

E02

平成24年08月08日 収受
建設工事に係る分別解体等の説明について

1

平成24年08月10日 起案
工事着手届等の提出及び監督員の通知について（伺い）

2

平成24年08月10日 収受
工事請負契約の締結について（供覧）

3

平成24年08月23日 起案
建設工事に係る資材の再資源化に関する法律に基づく通知書の提出につ
いて（伺い）4

平成24年08月23日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の提出について（供覧）

5

平成24年09月26日 収受
下請負届の送付及び一括下請負の点検について（報告）

6

平成24年09月28日 収受
下請負届の送付及び一括下請負の点検について（報告）

7

平成25年01月16日 収受
工事請負変更契約の締結について（供覧）

8

平成25年01月16日 収受
変更工事工程表の提出について（供覧）

9

平成25年02月01日 起案
工事の検査依頼について（伺い）

10

平成25年02月12日 起案
工事目的物の引渡し及び工事請負費の支出について（伺い）

11

平成25年02月12日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

12



索引目次

平成24年度 長期施行契約（芋田北処理分区外第一上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年08月06日 収受
建設工事に係る分別解体等の説明について

1

平成24年08月09日 収受
工事請負契約の締結について（供覧）

2

平成24年08月10日 起案
工事着手届等の提出及び監督員の通知について（伺い）

3

平成24年08月10日 収受
工事実績登録内容確認書の提出について（供覧）

4

平成24年08月10日 収受
建設労災補償制度加入状況報告書の提出について（供覧）

5

平成24年08月20日 起案
建設工事に係る資材の再資源化等に関する通知書の提出について（伺い）

6

平成24年08月28日 起案
前払金の支出について（伺い）

7

平成24年08月28日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の提出について（供覧）

8

平成24年10月10日 収受
建設労災補償制度加入状況報告書の提出について（供覧）

9

平成24年10月15日 収受
下請負届の受領及び一括下請負の点検について（報告）

10

平成24年11月06日 収受
下請負届の受領及び一括下請負の点検について（報告）

11

平成25年01月22日 収受
変更工事工程表について（供覧）

12

平成25年01月22日 収受
工事請負変更契約の締結について（供覧）

13

平成25年02月14日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の提出について（供覧）

14

平成25年03月01日 収受
下請負届の受領及び一括下請負の点検について（報告）

15

平成25年03月12日 収受
下請負届の受領及び一括下請負の点検について（報告）

16

平成25年03月25日 収受
下請負届の受領について

17

平成25年03月26日 収受
工事請負変更契約の締結について（供覧）

18

平成25年03月26日 収受
変更工事工程表について（供覧）

19



索引目次

平成24年度 長期施行契約（都南南処理分区第一工上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年09月11日 収受
建設工事に係る分別解体等の説明について

1

平成24年09月13日 収受
工事請負契約の締結について（供覧）

2

平成24年09月21日 起案
工事着手届等の提出及び監督員の通知について（伺い）

3

平成24年09月24日 起案
前払金の支出について（伺い）

4

平成24年10月12日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書等の提出について（供覧）

5

平成24年10月19日 収受
下請負届の受領及び一括下請負の点検について（報告）

6

平成24年10月30日 収受
工事変更契約の締結について（供覧）

7

平成24年10月30日 収受
変更工事工程表について（供覧）

8

平成24年11月05日 起案
工事完成届の供覧及び工事完成検査依頼について（伺い）

9

平成24年11月16日 起案
工事目的物の引渡し及び工事請負費の支出について（伺い）

10

平成24年11月16日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

11



索引目次

平成24年度 長期施行契約（新川右岸排水区面整備上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年09月12日 収受
建設工事の分別解体等の説明について(供覧)

1

平成24年09月13日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

2

平成24年09月14日 起案
工事着手届等の受理及び監督員通知書の送付について（伺い）

3

平成24年09月14日 収受
現場代理人等通知書の送付について（供覧）

4

平成24年09月14日 収受
工事着手届等の受理及び監督員通知書の送付について（伺い）

5

平成24年09月14日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の提出について（供覧）

6

平成24年09月14日 収受
工事実績登録内容確認書（受注登録）の提出について（供覧）

7

平成24年09月18日 起案
建設工事に係る資材の再資源化等に関する通知書の提出について（伺い）

8

平成24年09月20日 起案
前払金の支出について（伺い）

9

平成24年10月26日 収受
下請負届の送付について(供覧)

10

平成24年12月18日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

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提出について（供覧）

12

平成24年12月18日 収受
変更工事工程表届の受理について(伺い)

13

平成25年01月08日 収受
工事実績登録内容確認書（第１回変更登録）の提出について（供覧）

14

平成25年01月09日 収受
下請負届の送付について(供覧)

15

平成25年01月18日 起案
工事検査依頼について（伺い）

16

平成25年02月01日 収受
完成検査の完了について（報告）

17

平成25年02月01日 収受
工事完成引渡書の受理について（供覧）

18



索引目次

平成24年度 長期施行契約（盛南東処理分区第二工上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年09月21日 収受
建設工事の分別解体等の説明について(供覧)

1

平成24年09月25日 収受
工事請負契約の締結について（供覧）

2

平成24年10月01日 起案
工程表等の提出並びに監督員の通知について（伺い）

3

平成24年10月10日 起案
前払金の支出について（伺い）

4

平成24年10月17日 収受
下請負届の受領について（供覧）

5

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書等の提出について（供覧）

6

平成24年12月05日 起案
中間前払金に係る認定請求について（伺い）

7

平成24年12月05日 収受
一括下請負の点検について（報告）

8

平成24年12月06日 起案
中間前払金の支出について（伺い）

9

平成24年12月06日 収受
中間前金払に係る認定調書について（供覧）

10

平成25年01月10日 収受
工事変更契約の締結及び現場代理人変更通知書の受領について（供覧）

11

平成25年01月10日 収受
変更工事工程表について（供覧）

12

平成25年01月15日 起案
工事完成届の供覧及び工事完成検査依頼について（伺い）

13

平成25年01月28日 起案
工事目的物の引渡し及び工事請負費の支出について（伺い）

14

平成25年01月28日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

15

平成25年02月13日 起案
予算科目の更正について（伺い）

16



索引目次

平成24年度 長期施行契約（都南西処理分区第二工上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年10月04日 収受
建設工事に係る分別解体等の説明について（供覧）

1

平成24年10月05日 収受
工事請負契約の締結について（供覧）

2

平成24年10月09日 収受
現場代理人等通知書について（供覧）

3

平成24年10月10日 起案
工事着手届等の提出及び監督員の通知について（伺い）

4

平成24年10月11日 起案
建設工事に係る資源の再資源化に関する法律に基づく通知書の提出につ
いて（伺い）5

平成24年10月15日 収受
工事実績登録内容確認書の提出について（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24年10月22日 起案
工事請負代金の代理受領について（伺い）

8

平成24年10月23日 収受
建設業退職金共済購入状況報告書の提出について（供覧）

9

平成24年11月05日 収受
下請負届の送付及び一括下請負の点検について（報告）

10

平成25年01月09日 起案
住民票の請求について（伺い）

11

平成25年02月05日 収受
工事請負変更契約の締結について（供覧）

12

平成25年02月06日 収受
変更工事工程表の提出について（供覧）

13

平成25年02月12日 収受
第１回変更に係る登録内容確認書の提出について（供覧）

14

平成25年02月27日 収受
下請負届の送付及び一括下請負の点検について（報告）

15

平成25年02月28日 収受
下請負届の送付及び一括下請負の点検について（報告）

16

平成25年03月11日 収受
工事請負変更契約の締結について（供覧）

17

平成25年03月14日 収受
第２回変更に係る登録内容確認書の提出について（供覧）

18

平成25年03月15日 起案
工事の検査依頼について（伺い）

19

平成25年03月15日 収受
変更工事工程表の提出について（供覧）

20



索引目次

平成24年度 長期施行契約（都南西処理分区第二工上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成25年03月15日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書（追加購入）の提出について（供覧）

21

平成25年03月19日 収受
工事実績登録内容確認書（竣工登録）について（供覧）

22

平成25年03月25日 起案
工事目的物の引渡し及び工事請負費の支出について（伺い）

23

平成25年03月25日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

24

平成25年03月27日 起案
予算科目の更正について（伺い）

25



索引目次

平成24年度 長期施行契約(上堂排水区管設置工事 上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年10月05日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

1

平成24年10月05日 収受
建設工事の分別解体等の説明について(供覧)

2

平成24年10月10日 起案
工事着手届等の受理及び監督員通知書の送付について（伺い）

3

平成24年10月10日 起案
前払金の支出について（伺い）

4

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

5

平成24年10月12日 収受
登録内容確認書（受注登録）の受理について（供覧）

6

平成24年10月19日 起案
通知書の送付について（伺い）

7

平成25年01月16日 起案
中間前金払に係る認定について（伺い）

8

平成25年01月22日 起案
中間前金払の支出について（伺い）

9

平成25年02月19日 収受
契約関係書類（第１回変更契約）の送付について（供覧）

10

平成25年02月19日 収受
第１回変更工事工程表の受理について（供覧）

11

平成25年02月19日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書（第１回変更分）の提出について
（供覧）12

平成25年02月22日 収受
登録内容確認書（第１回変更登録）の受理について（供覧）

13

平成25年02月25日 収受
下請負届の送付について（供覧）

14

平成25年03月06日 収受
契約関係書類（第２回変更契約）の送付について（供覧）

15

平成25年03月07日 収受
第２回変更工事工程表の受理について（供覧）

16

平成25年03月08日 収受
登録内容確認書（第２回変更登録）の受理について（供覧）

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27日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

19

平成25年03月27日 収受
工事完成引渡書の受理について（供覧）

20



索引目次

平成24年度 長期施行契約（中川原終末処理場中央上下水道局/下水道整備課/下水計画

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年04月09日 起案
建築工事等に係る設計及び監理の依頼について（伺い）

1

平成24年09月27日 起案
競争入札執行依頼について（伺い）

2

平成24年10月10日 起案
業務委託に係る契約の締結及び監理の依頼について（伺い）

3

平成24年10月18日 起案
業務委託に係る施設の立入りについて

4

平成25年03月26日 起案
業務委託の完了について（報告）

5

平成25年03月27日 起案
業務委託料の支出について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 長期施行契約（武道処理分区管渠実施上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年10月23日 収受
業務委託契約の締結について（供覧）

1

平成24年10月24日 起案
当初業務工程表届等の受理並びに調査職員通知書の送付について（伺い）

2

平成24年10月31日 収受
業務実績登録内容確認書の提出について（供覧）

3

平成24年11月07日 起案
下請負の承諾について（伺い）

4

平成24年11月07日 起案
身分証明書の交付について

5

平成24年11月22日 収受
下請負届の受領及び一括下請負の点検について（報告）

6

平成25年02月04日 収受
業務委託変更契約の締結について（供覧）

7

平成25年02月07日 収受
変更業務工程表届の受理について（伺い）

8

平成25年02月18日 収受
業務実績登録内容確認書の提出について（供覧）

9

平成25年03月07日 起案
業務完了検査の実施について（伺い）

10

平成25年03月18日 起案
業務完了検査の完了について（伺い）

11

平成25年03月18日 収受
業務実績登録内容確認書の提出について（供覧）

12

平成25年03月29日 起案
業務委託料の支出について（伺い）

13



索引目次

平成24年度 長期施行契約（北上川右岸第二排水区上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年11月06日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

1

平成24年11月07日 起案
工事着手届等の受理及び監督員通知書の送付について（伺い）

2

平成24年11月07日 起案
前払金の支出について（伺い）

3

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

4

平成24年11月08日 収受
現場代理人等通知書の送付について（供覧）

5

平成24年11月29日 収受
下請負届の送付について（供覧）

6

平成25年01月18日 収受
契約関係書類（第１回変更契約）の送付について（供覧）

7

平成25年01月22日 収受
変更工事工程表の受理について（供覧）

8

平成25年01月23日 起案
工事中止に伴う事前協議について（伺い）

9

平成25年01月24日 起案
工事中止通知書の送付について（伺い）

10

平成25年02月05日 収受
現場代理人の兼務届の提出について（供覧）

11

平成25年03月06日 収受
契約関係書類（第２回変更契約）の送付について（供覧）

12

平成25年03月07日 収受
下請負届の送付について（供覧）

13

平成25年03月11日 収受
変更工事工程表（第２回変更契約）の受理について（供覧）

14

平成25年03月15日 起案
工事検査依頼について（伺い）

15

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）

16

平成25年03月26日 収受
工事完成引渡書の受理について（供覧）

17



索引目次

平成24年度 長期施行契約(高屋敷堰左岸排水区第 上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年11月01日 収受
建設工事の分別解体等の説明について(供覧)

1

平成24年11月06日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

2

平成24年11月07日 起案
工事着手届等の受理及び監督員通知書の送付について（伺い）

3

平成24年11月07日 起案
前払金の支出について（伺い）

4

平成24年11月09日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の提出について（供覧）

5

平成24年11月12日 収受
登録内容確認書（受注登録）の受理について（供覧）

6

平成24年11月26日 起案
通知書の送付について（伺い）

7

平成25年02月04日 収受
契約関係書類（第１回変更契約）の送付について（供覧）

8

平成25年02月05日 起案
中間前金払に係る認定について（伺い）

9

平成25年02月05日 収受
変更工事工程表の受理について（供覧）

10

平成25年02月05日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書（変更増分）の提出について（供覧）

11

平成25年02月07日 起案
中間前金払の支出について（伺い）

12

平成25年02月13日 収受
登録内容確認書（第１回変更登録）の受理について（供覧）

13

平成25年02月15日 起案
工事検査依頼について（伺い）

14

平成25年02月22日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

15

平成25年02月22日 収受
工事完成引渡書の受理について（供覧）

16



索引目次

平成24年度 長期施行契約（北上川左岸第二排水区上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年10月19日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

1



索引目次

平成24年度 長期施行契約（繋第四排水区測量調査上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年10月12日 起案
業務委託請負契約に係る契約締結について（伺い）

1

平成24年10月15日 収受
当初業務工程表等の受理及び監督職員通知書の送付について（伺い）

2

平成24年10月31日 起案
土地の立入にあたっての身分証明書の交付について（伺い）

3

平成24年11月09日 起案
測量調査にあたっての資料提供願の提出について（伺い）

4

平成24年11月14日 起案
業務完了検査の実施について（伺い）

5

平成24年11月21日 起案
業務委託完了確認及び支払いについて（伺い）

6

平成24年11月21日 収受
業務成果引渡書の受理について（供覧）

7



索引目次

平成24年度 長期施行契約（都南西処理分区（永井 上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年11月19日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

1

平成24年11月20日 起案
業務工程表届等の受理並びに調査職員通知書の送付について（伺い）

2

平成24年11月30日 起案
下請負の承諾について（伺い）

3

平成24年12月03日 起案
前払金の決定及び支出について（伺い）

4

平成24年12月07日 起案
身分証明書の交付について（伺い）

5

平成24年12月07日 起案
下請負届の受理について（供覧）

6

平成24年12月28日 収受
土地使用に係る承諾について（回答）

7

平成25年03月08日 収受
契約関係書類（変更契約締結）の送付について（供覧）

8

平成25年03月08日 収受
業務工程表の受理ついて（供覧）

9

平成25年03月13日 起案
業務完了検査の実施について（伺い）

10

平成25年03月21日 収受
業務実績（テクリス）内容確認書等の受理について（供覧）

11

平成25年03月22日 起案
業務完了検査の完了について（伺い）

12

平成25年03月22日 収受
業務成果物の引渡しについて（供覧）

13



索引目次

平成24年度 長期施行契約（中川原処理区南地区第上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年11月14日 収受
建設工事に係る分別解体等の説明について

1

平成24年11月19日 起案
工事着手届等の提出及び監督員の通知について（伺い）

2

平成24年11月19日 収受
工事請負契約の締結について（供覧）

3

平成24年11月21日 起案
建設工事に係る資材の再資源化に関する法律に基づく通知書の提出につ
いて（伺い）4

平成24年11月22日 起案
前払金の支出について（伺い）

5

平成24年12月05日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の提出について（供覧）

6

平成24年12月10日 収受
下請負届の送付及び一括下請負の点検について（報告）

7

平成24年12月21日 収受
下請負届の提出及び一括下請負の点検について（報告）

8

平成25年01月07日 起案
工事の一次中止について（伺い）

9

平成25年01月24日 収受
下請負届の送付及び一括下請負の点検について（報告）

10

平成25年02月08日 起案
工事の再開について（伺い）

11

平成25年02月12日 起案
工事の一時中止に伴う増加費用の協議について（伺い）

12

平成25年02月13日 起案
工事の一時中止に伴う増加費用の協議について（報告）

13

平成25年02月21日 収受
工事請負変更契約の締結について（供覧）

14

平成25年02月22日 収受
変更工事工程表の提出について（供覧）

15

平成25年02月26日 起案
幼稚園送迎バスの確認について（伺い）

16

平成25年02月27日 収受
下請負届（工期変更）の提出について（報告）

17

平成25年02月27日 収受
下請負届（工期変更）の提出について（報告）

18

平成25年02月27日 収受
工事実施登録内容確認書の提出について（供覧）

19

平成25年02月28日 収受
下請負届（工期変更）の提出について（報告）

20



索引目次

平成24年度 長期施行契約（中川原処理区南地区第上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成25年03月06日 起案
幼稚園送迎バスの確認について（報告）

21

平成25年03月25日 収受
第二回工事請負変更契約の締結について（供覧）

22

平成25年03月29日 収受
下請負届（工期変更）の提出について（報告）

23

平成25年03月29日 収受
変更工事工程表の提出について（供覧）

24



索引目次

平成24年度 長期施行契約（都南西処理分区（羽場 上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年11月19日 収受
業務委託契約の締結について（供覧）

1

平成24年11月20日 起案
当初業務工程表届等の受理並びに調査職員通知書の送付について（伺い）

2

平成24年11月22日 起案
前払金の支出について（伺い）

3

平成24年11月26日 収受
工事実施登録内容確認書の提出について（供覧）

4

平成24年11月30日 起案
身分証明書の交付について

5

平成24年12月26日 起案
下請負の承諾について（伺い）

6

平成24年12月26日 起案
身分証明書の交付について

7

平成25年01月08日 収受
下請負届の受理について(供覧)

8

平成25年02月21日 収受
委託業務変更契約の締結について（供覧）

9

平成25年02月22日 収受
変更業務工程表の提出について（供覧）

10

平成25年02月28日 収受
工事実施登録内容確認書（変更）の提出について（供覧）

11

平成25年03月13日 起案
業務完了検査の実施について（伺い）

12

平成25年03月19日 起案
業務完了検査の完了について（伺い）

13

平成25年03月19日 収受
工事実施登録内容確認書の提出について（供覧）

14

平成25年03月21日 起案
業務委託料の支出について（伺い）

15



索引目次

平成24年度 長期施行契約（前潟中央第二処理分区上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年11月19日 収受
工事請負契約の締結について（供覧）

1

平成24年11月20日 起案
業務委託着手届等の受理並びに調査職員通知書の送付について（伺い）

2

平成24年11月20日 起案
前払金の支出について（伺い）

3

平成24年11月21日 収受
工事実績登録内容確認書の提出について（供覧）

4

平成24年11月30日 起案
登記事項証明書等交付申請に係る証明について（伺い）

5

平成24年12月04日 起案
下請負の承諾について（伺い）

6

平成24年12月12日 起案
身分証明書の交付について（伺い）

7

平成24年12月12日 収受
下請負届の受領及び一括下請負の点検について（報告）

8

平成25年03月08日 収受
委託業務変更契約の締結について（供覧）

9

平成25年03月08日 収受
変更業務工程表の提出について（供覧）

10

平成25年03月11日 収受
工事実施登録内容確認書（変更）の提出について（供覧）

11

平成25年03月15日 起案
業務完了検査の実施について（伺い）

12

平成25年03月19日 起案
業務完了検査の完了について（伺い）

13

平成25年03月22日 収受
工事実施登録内容確認書（完了登録）の提出について（供覧）

14

平成25年03月28日 起案
業務委託料の支出について（伺い）

15



索引目次

平成24年度 長期施行契約（都南東第一処理分区第上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年11月14日 収受
建設工事に係る分別解体等の説明について

1

平成24年11月16日 収受
工事請負契約の締結について（供覧）

2

平成24年11月22日 起案
工程表等の提出並びに監督員の通知について（伺い）

3

平成24年11月22日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書等の提出について（供覧）

4

平成25年02月12日 収受
下請負届の提出について（供覧）

5

平成25年02月25日 収受
下請負届の提出について（供覧）

6

平成25年03月08日 収受
工事変更契約の締結について（供覧）

7

平成25年03月13日 収受
下請負届の提出について（供覧）

8

平成25年03月28日 収受
工事変更契約の締結について（供覧）

9



索引目次

平成24年度 長期施行契約（中川原処理区（東安庭 上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年12月04日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

1

平成24年12月05日 起案
業務工程表届等の受理並びに調査職員通知書の送付について（伺い）

2

平成24年12月13日 起案
身分証明書の交付について（伺い）

3

平成24年12月19日 起案
前払金の決定及び支出について（伺い）

4

平成24年12月21日 起案
下請負の承諾について（伺い）

5

平成24年12月26日 起案
下請負届の受理について（供覧）

6

平成25年01月07日 収受
業務実績（テクリス）内容確認書等の受理について（供覧）

7

平成25年01月08日 起案
身分証明書の交付について（伺い）

8

平成25年03月13日 収受
契約関係書類（変更契約締結）の送付について（供覧）

9

平成25年03月14日 収受
業務工程表の受理について（供覧）

10

平成25年03月15日 起案
業務完了検査の実施について（伺い）

11

平成25年03月22日 起案
業務完了検査の完了について（伺い）

12

平成25年03月22日 収受
業務成果物の引渡しについて（供覧）

13

平成25年03月27日 収受
業務実績（テクリス）内容確認書等の受理について（供覧）

14



索引目次

平成24年度 長期施行契約（北上川左岸第二排水区上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年11月08日 収受
建設工事の分別解体等の説明について（供覧）

1

平成24年11月12日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

2

平成24年11月13日 起案
工事着手届等の受理及び監督員通知書の送付について（伺い）

3

平成24年11月13日 収受
工事実績登録内容確認書（受注登録）の提出について（供覧）

4

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書の提出について（供覧）

5

平成24年11月14日 起案
建設工事に係る資材の再資源化等に関する通知書の提出について（伺い）

6

平成24年11月19日 収受
下請負届の送付について(供覧)

7

平成24年11月29日 起案
前払金の支出について（伺い）

8

平成25年03月11日 収受
下請負届の送付について(供覧)

9

平成25年03月12日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

10

平成25年03月12日 収受
変更工事工程表の受理について（供覧）

11

平成25年03月13日 収受
工事実績登録内容確認書（第１回変更登録）の提出について（供覧）

12

平成25年03月13日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の提出について（供覧）

13

平成25年03月13日 収受
下請負届の送付について(供覧)

14

平成25年03月13日 収受
下請負届の送付について(供覧)

15

平成25年03月25日 起案
工事検査依頼について（伺い）

16

平成25年03月28日 収受
工事完成引渡書の受理について（供覧）

17

平成25年03月28日 収受
工事検査の完了について（報告）

18



索引目次

平成24年度 長期施行契約（繋北第三処理分区汚水上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年12月04日 収受
業務委託契約の締結について（供覧）

1

平成24年12月05日 起案
当初業務工程表届等の受理及び調査職員通知書の送付について(伺い)

2

平成24年12月11日 起案
身分証明書の交付について

3

平成25年02月15日 起案
下請負の承諾について（伺い）

4

平成25年02月21日 起案
下請負届の受理について（供覧）

5

平成25年03月13日 収受
業務委託変更契約の締結について（供覧）

6

平成25年03月14日 収受
変更業務工程表の提出について（供覧）

7

平成25年03月15日 起案
業務完了検査の実施について（伺い）

8

平成25年03月22日 起案
業務完了検査の完了について（伺い）

9

平成25年03月26日 起案
業務委託料の支出について（伺い）

10



索引目次

平成24年度 長期施行契約(雫石川右岸第三排水区 上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年12月17日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

1

平成24年12月18日 起案
当初業務工程表届等の受理及び調査職員の選任について（伺い）

2

平成24年12月28日 起案
土地への立入りにあたっての身分証明書の交付について（伺い）

3

平成25年01月07日 収受
業務実績（テクリス）内容確認書等の受理について（供覧）

4

平成25年02月27日 起案
業務完了検査の実施について（伺い）

5

平成25年03月08日 起案
業務完了検査の完了について（伺い）

6

平成25年03月08日 収受
業務成果物の引渡しについて（供覧）

7

平成25年03月12日 収受
業務実績（テクリス）完了登録内容確認書等の受理について（供覧）

8

平成25年03月13日 起案
業務委託契約の履行に係る契約違反について（伺い）

9

平成25年03月21日 収受
業務委託成績評定通知書について（供覧）

10



索引目次

平成24年度 長期施行契約（松園汚水中継ポンプ場 上下水道局/下水道整備課/下水計画

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年11月09日 起案
松園汚水中継ポンプ場耐震診断業務に係る見積依頼について（伺い）

1

平成24年12月27日 起案
業務委託の入札に係るホームページへの掲載について（伺い）

2

平成25年01月10日 起案
業務委託に関する受注希望型指名競争入札の執行について（伺い）

3

平成25年01月15日 起案
業務委託に関する契約の締結について（伺い）

4

平成25年01月16日 起案
業務委託の契約締結について（供覧）

5

平成25年01月17日 起案
業務委託に係る着手届等の受理について（伺い）

6

平成25年01月23日 起案
業務実績（テクリス）登録内容確認書の受理について（供覧）

7

平成25年01月23日 起案
業務委託に係る施設の立入りについて（伺い）

8

平成25年01月29日 起案
業務委託に係る下請負の承諾について（伺い）

9

平成25年02月05日 起案
業務委託に係る下請負届の提出について（供覧）

10

平成25年03月19日 起案
業務委託に係る変更契約の締結について（供覧）

11

平成25年03月21日 起案
業務委託に係る変更工程表の受理について（供覧）

12



索引目次

平成24年度 長期施行契約（都南東第二処理分区第上下水道局/下水道整備課/建設第一

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年12月14日 収受
建設工事に係る分別解体等の説明について（供覧）

1

平成24年12月18日 収受
工事請負契約の締結について（供覧）

2

平成24年12月21日 起案
建設工事に係る資材の再資源化等に関する通知書の提出について（伺い）

3

平成24年12月21日 起案
工程表等の提出並びに監督員の通知について（伺い）

4

平成24年12月25日 収受
工事実績登録内容確認書の提出について（供覧）

5

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書の提出について（供覧）

6

平成25年01月17日 収受
下請負届の受領及び一括下請負の点検について（報告）

7

平成25年01月29日 起案
前払金の支出について（伺い）

8

平成25年02月07日 収受
下請負届の受領及び一括下請負の点検について（報告）

9

平成25年03月12日 収受
工事請負変更契約の締結について（供覧）

10

平成25年03月12日 収受
変更工事工程表について（供覧）

11

平成25年03月25日 収受
下請負届の受領について

12

平成25年03月26日 収受
工事請負変更契約の締結について（供覧）

13

平成25年03月27日 収受
下請負届の受領について

14

平成25年03月29日 収受
変更工事工程表について（供覧）

15



索引目次

平成24年度 長期施行契約（下水道管路施設耐震診上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年12月12日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

1



索引目次

平成24年度 長期施行契約(下水道管路施設耐震診 上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年12月20日 収受
下請負の承諾について(伺い)

1

平成24年12月25日 収受
下請負届の受理について(供覧)

2

平成24年12月26日 収受
当初業務工程表届等の受理及び監督職員通知書の送付について(伺い)

3

平成24年12月26日 収受
土地への立入りにあたっての身分証明書の交付について(伺い)

4

平成24年12月26日 収受
下請負の承諾について(伺い)

5

平成25年01月07日 収受
業務実績(テクリス)内容確認書等の受理について(供覧)

6

平成25年01月07日 収受
下請負届の受理について(供覧)

7

平成25年02月22日 収受
下請負の承諾について(伺い)

8

平成25年02月25日 収受
下請負届の受理について(供覧)

9

平成25年02月25日 収受
下請負の承諾について(伺い)

10

平成25年02月28日 収受
下請負届の受理について(供覧)

11

平成25年03月01日 収受
土地への立入りにあたっての身分証明書の交付について(伺い)

12

平成25年03月11日 収受
変更業務工程表届の受理について(伺い)

13

平成25年03月12日 収受
業務実績(テクリス)変更内容確認書等の受理について(供覧)

14

平成25年03月25日 起案
業務完了検査の実施について(伺い)

15

平成25年03月28日 起案
業務完了検査の完了について(伺い)

16

平成25年03月28日 収受
業務成果物の引渡しについて(供覧)

17



索引目次

平成24年度 長期施行契約（新川第二排水区外下水上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年12月17日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

1

平成24年12月18日 収受
当初業務工程表届等の受理及び調査職員通知書の送付について(伺い)

2

平成25年01月07日 収受
業務実績（テクリス）内容確認書等の受理について（供覧）

3

平成25年02月01日 起案
土地への立入りにあたっての身分証明書の交付について(伺い)

4

平成25年02月01日 収受
土地への立入りにあたっての身分証明書の交付について(伺い)

5

平成25年02月06日 起案
下請負の承諾について（伺い）

6

平成25年02月06日 収受
下請負の承諾について（伺い）

7

平成25年02月13日 収受
下請負届の受理について（供覧）

8

平成25年03月15日 収受
契約関係書類（変更契約締結）の送付について（供覧）

9

平成25年03月15日 収受
変更業務工程表届の受理について（供覧）

10

平成25年03月15日 収受
業務実績(テクリス)変更内容確認書等の受理について(供覧)

11

平成25年03月28日 収受
契約関係書類（変更契約締結）の送付について（供覧）

12

平成25年03月29日 収受
変更業務工程表届の受理について（供覧）

13



索引目次

平成24年度 長期施行契約（場外ポンプ場長寿命化 上下水道局/下水道整備課/下水計画

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成24年12月06日 起案
場外ポンプ場長寿命化計画基礎調査業務に係る見積依頼について（伺い）

1

平成25年01月17日 起案
業務委託の入札に係るホームページへの掲載について（伺い）

2

平成25年01月25日 起案
業務委託に係る受注希望型指名競争入札の執行について（伺い）

3

平成25年01月29日 起案
業務委託に係る契約の締結について（伺い）

4

平成25年01月31日 起案
業務委託に係る契約の締結について（供覧）

5

平成25年02月01日 起案
業務委託に係る着手届等の受理について（伺い）

6

平成25年02月12日 起案
業務委託に係る施設の立入りについて（伺い）

7

平成25年02月14日 起案
業務実績（テクリス）登録内容確認書の受理について（供覧）

8

平成25年03月19日 起案
業務委託に係る変更契約の締結について（供覧）

9

平成25年03月21日 起案
業務委託に係る変更工程表の受理について（供覧）

10



索引目次

平成24年度 長期施行契約(下水道管路施設改築･ 上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成25年03月04日 起案
契約関係書類の送付について(供覧)

1

平成25年03月04日 収受
業務実績(テクリス)内容確認書等の受理について(供覧)

2

平成25年03月05日 起案
当初業務工程表届等の受理及び調査職員通知書の送付について(伺い)

3

平成25年03月27日 収受
土地への立入りにあたっての身分証明書の交付について(伺い)

4

平成25年03月27日 収受
下請負の承諾について(伺い)

5

平成25年03月28日 収受
変更業務工程表届の受理について(伺い)

6

平成25年03月29日 収受
業務実績(テクリス)変更内容確認書等の受理について(供覧)

7

平成25年03月29日 収受
下請負届の受理について(供覧)

8



索引目次

平成24年度 長期施行契約（既設管きょカメラ調査業 上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成25年01月17日 起案
業務委託契約の締結について（伺い）

1

平成25年01月23日 収受
業務委託契約の締結について（供覧）

2

平成25年01月25日 起案
着手届等の受理及び調査職員通知書の送付について（伺い）

3

平成25年03月04日 起案
土地の立入にあたっての身分証明書の交付について（伺い）

4

平成25年03月18日 収受
業務委託の契約締結（第１回変更契約）について（供覧）

5

平成25年03月18日 収受
変更業務工程表届（第１回変更契約）の受理について（供覧）

6

平成25年03月28日 収受
業務委託の契約締結（第２回変更契約）について（供覧）

7

平成25年03月28日 収受
変更業務工程表届（第２回変更契約）の受理について（供覧）

8



索引目次

平成24年度 長期施行契約(平成25年度単価契約　 上下水道局/下水道整備課/建設第二

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

E02

平成25年02月12日 起案
業務委託の実施について(伺い)

1



索引目次

平成24年度 補償関係・単独（都南中央処理分区外 上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E03

平成24年04月27日 起案
公共下水道工事に伴う上水道施設の移設工事依頼について（伺い）

1

平成24年05月08日 起案
水道管移設等工事費の負担承諾について（伺い）

2

平成24年05月21日 起案
水道管移設等工事に係る補償金額確定及び完了確認について（伺い）

3

平成24年06月01日 起案
水道管移設等工事の完了確認通知について（伺い）

4



索引目次

平成24年度 補償関係・単独（上田分区第一工区汚 上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E03

平成24年06月13日 収受
下水道工事に伴う損失補償契約の締結について（供覧）

1

平成24年06月19日 起案
工作物移転の完了及び完了確認の実施について（伺い）

2

平成24年06月20日 起案
工作物移転の完了確認について（報告）

3

平成24年06月20日 起案
下水道工事に伴う損失補償費の支出について（伺い）

4



索引目次

平成24年度 補償関係･単独(都南東第四処理分区 上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E03

平成24年07月13日 起案
下水道工事に伴う水道施設移設等の依頼について（伺い）

1

平成24年08月27日 起案
下水道工事に伴う水道施設移設等工事費の負担承諾について（伺い）

2

平成25年02月07日 起案
下水道工事に伴う水道施設移設等に係る補償費の確定並びに完了確認に
ついて（伺い）3

平成25年02月08日 起案
下水道工事に伴う水道施設移設等に係る完了確認について（伺い）

4



索引目次

平成24年度 補償関係・単独（井戸渇水補償・藤村正上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E03

平成24年07月30日 起案
下水道工事に伴う井戸渇水補償について（伺い）

1

平成24年08月08日 起案
下水道工事に伴う井戸渇水補償に係る見積りの依頼について（伺い）

2

平成24年09月18日 起案
下水道工事に伴う井戸渇水補償契約の締結について（伺い）

3

平成24年09月24日 収受
下水道工事に伴う井戸渇水補償契約の締結について（供覧）

4

平成24年10月01日 起案
下水道工事に伴う井戸渇水補償工事の完了について（伺い）

5

平成24年10月02日 起案
下水道工事に伴う井戸渇水補償費の支出について（伺い）

6

平成24年10月02日 収受
下水道工事に伴う井戸渇水補償工事の完了確認について（報告）

7



索引目次

平成24年度 補償関係・単独（上米内分区第一工区 上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E03

平成24年08月01日 起案
公共下水道工事に伴う上水道施設の移設工事依頼について

1

平成24年08月28日 起案
水道管移設等工事費の負担承諾について（伺い）

2

平成24年08月29日 起案
水道管移設等工事費の負担承諾について（伺い）

3

平成25年01月28日 起案
水道管等工事の補償金額確定及び完了確認について（伺い）

4

平成25年01月30日 起案
下水道工事に伴う水道施設移設等に係る完了確認について（伺い）

5



索引目次

平成24年度 補償関係・単独（手代森処理分区第一 上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E03

平成24年09月13日 起案
公共下水道工事に伴う上水道施設の移設工事依頼について

1

平成24年10月10日 起案
水道管移設等工事費の負担承諾について（伺い）

2

平成25年03月15日 起案
水道管等工事の補償金額確定及び完了確認について（伺い）

3



索引目次

平成24年度 補償関係･単独（都南東第二処理分区 上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E03

平成24年09月20日 起案
公共下水道工事に伴う上水道施設の移設工事依頼について

1

平成24年09月28日 起案
水道管移設等工事費の負担承諾について（伺い）

2

平成24年11月27日 起案
水道管等工事の補償金額確定及び完了確認について（伺い）

3

平成24年12月03日 起案
水道管移設等工事の完了確認通知について（伺い）

4



索引目次

平成24年度 補償関係・単独（都南西処理分区第二 上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E03

平成24年09月21日 起案
公共下水道工事に伴う上水道施設の移設工事依頼について（伺い）

1

平成24年10月22日 起案
水道管移設等工事費の負担承諾について（伺い）

2

平成25年03月04日 起案
水道管移設等工事に係る補償金額確定及び完了確認について（伺い）

3

平成25年03月06日 起案
水道管移設等工事の完了確認通知について（伺い）

4



索引目次

平成24年度 補償関係・単独(都南東第二処理分区 上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E03

平成24年09月25日 起案
公共下水道工事に伴う上水道施設の移設工事依頼について

1

平成24年11月01日 起案
水道管移設工事費の負担承諾について（伺い）

2

平成25年03月28日 起案
水道管移設工事の補償金額確定及び完了確認について（伺い）

3

平成25年03月28日 起案
水道管移設工事の完了確認通知について（伺い）

4



索引目次

平成24年度 補償関係・単独（前九年排水区面整備 上下水道局/下水道整備課/建設第二

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

E03

平成24年10月16日 起案
下水道工事に伴う上水道施設の移設工事依頼について（伺い）

1

平成25年02月07日 起案
公共下水道工事に伴う上水道施設の移設工事の完了確認について（伺い）

2



索引目次

平成24年度 補償関係･単独(都南東第四処理分区 上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E03

平成24年10月10日 起案
下水道工事に伴う水道施設復旧工事の依頼について（伺い）

1

平成24年10月12日 起案
下水道工事に伴う水道施設移設等工事費の負担承諾について（伺い）

2

平成25年03月28日 起案
下水道工事に伴う水道施設移設等に係る補償費の確定並びに完了確認に
ついて（伺い）3

平成25年03月28日 起案
下水道工事に伴う水道施設移設等に係る完了確認について（伺い）

4



索引目次

平成24年度 補償関係・単独（前九年排水区面整備 上下水道局/下水道整備課/建設第二

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

E03

平成24年12月13日 起案
下水道工事に伴うガス供給施設の移設工事依頼について（伺い）

1

平成25年01月17日 収受
前九年排水区面整備外工事に伴うガス管移設に係る補償契約の締結につ
いて（供覧）2

平成25年02月25日 起案
公共下水道工事に伴うガス管移設工事の完了確認について（伺い）

3



索引目次

平成24年度 補償関係･補助(鴨助堰排水区函渠設 上下水道局/下水道整備課/建設第二

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

E03

平成24年07月24日 起案
下水道工事に伴う上水道施設の移設工事依頼について(伺い)

1

平成24年08月21日 起案
水道管移設等工事の負担承諾について(伺い)

2

平成24年10月12日 起案
下水道工事に伴う上水道施設の移設工事依頼について(伺い)

3

平成24年10月12日 起案
水道管移設等工事の負担承諾について(伺い)

4

平成24年10月30日 起案
水道管移設等工事の完成，補償金額の確定及び完了確認について(伺い)

5

平成24年11月08日 起案
水道管移設等工事の完了確認について(伺い)

6

平成25年02月21日 起案
水道管移設等工事の完成，補償金額の確定及び完了確認について(伺い)

7

平成25年02月28日 起案
水道管移設等工事の完了確認について(伺い)

8



索引目次

平成24年度 補償関係・補助（都南東第一処理分区 上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E03

平成24年09月21日 起案
公共下水道工事に伴う上水道施設の移設工事依頼について

1

平成24年11月01日 起案
水道管移設等工事費の負担承諾について（伺い）

2

平成25年03月15日 起案
水道管等工事の補償金額確定及び完了確認について（伺い）

3



索引目次

平成24年度 補償関係･補助（都南東第二処理分区 上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E03

平成24年09月20日 起案
公共下水道工事に伴う上水道施設の移設工事依頼について

1

平成24年09月26日 起案
水道管移設等工事費の負担承諾について（伺い）

2

平成24年11月06日 起案
水道管等工事の補償金額確定及び完了確認について（伺い）

3

平成24年11月09日 起案
水道管移設等工事の完了確認通知について（伺い）

4



索引目次

平成24年度 補償関係・補助（都南西処理分区第二 上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E03

平成24年09月21日 起案
公共下水道工事に伴う上水道施設の移設工事依頼について（伺い）

1

平成24年10月22日 起案
水道管移設等工事費の負担承諾について（伺い）

2

平成25年03月04日 起案
水道管移設等工事に係る補償金額確定及び完了確認について（伺い）

3

平成25年03月06日 起案
水道管移設等工事の完了確認通知について（伺い）

4



索引目次

平成24年度 補償関係・補助（北上川右岸第二排水 上下水道局/下水道整備課/建設第二

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

E03

平成24年10月16日 起案
公共下水道工事に伴う上水道施設の移設工事依頼について（伺い）

1

平成25年01月17日 起案
公共下水道工事に伴う上水道施設の移設工事の完了確認について（伺い）

2



索引目次

平成24年度 補償関係・補助（中川原処理区南地区 上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E03

平成24年12月03日 起案
電話架空線の移設依頼について（伺い）

1

平成24年12月20日 起案
下水道工事に伴う電気通信線路設備移設補償契約の締結について（伺い）

2

平成24年12月28日 収受
電話線の移設に伴う工事補償金契約の締結について（報告）

3

平成25年02月07日 起案
中川原処理区南地区遮集管建設工事に伴う電話線移設工事の完成及び完
了確認の実施について（伺い）4

平成25年02月07日 起案
電話架空線移設工事完成確認の完了及び補償金の支払いについて

5



索引目次

平成24年度 補償関係・補助（給水管移設補償・都南上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E03

平成24年12月14日 起案
公共下水道工事に伴う給水管移設の補償工事依頼について（伺い）

1

平成24年12月19日 起案
給水管移設補償工事の見積り依頼について（伺い）

2

平成25年01月07日 起案
下水道工事に伴う給水管移設補償契約の締結について（伺い）

3

平成25年01月09日 収受
下水道工事に伴う給水管移設補償契約の締結について（供覧）

4

平成25年01月31日 起案
下水道工事に伴う給水管移設補償工事の完了について（伺い）

5

平成25年03月19日 収受
下水道工事に伴う給水管移設補償工事の完了確認について（報告）

6

平成25年03月21日 起案
下水道工事に伴う給水管移設補償費の支出について（伺い）

7



索引目次

平成24年度 買収(公共下水道事業(太田堰排水区堤上下水道局/下水道整備課/建設第二

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

E03

平成24年06月21日 起案
公共下水道事業（太田堰排水区堤外水路工事）に係る土地売買契約の締結
について（供覧）1

平成24年06月26日 起案
公共下水道事業（太田堰排水区堤外水路工事）に係る嘱託登記について
（伺い）2

平成24年07月06日 起案
所有権移転登記の完了及び完了確認の実施について（供覧・伺い）

3

平成24年07月06日 起案
公共下水道事業（太田堰排水区堤外水路工事）に係る嘱託登記の完了につ
いて（伺い）4

平成24年07月10日 起案
所有権移転登記の完了確認及び売買代金の支払について（供覧・伺い）

5



索引目次

平成24年度 買収（公共下水道事業（北地区））に係 上下水道局/下水道整備課/建設第二

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

E03

平成24年06月18日 起案
公共下水道事業（北地区）に係る土地売買契約の締結について（供覧）

1

平成24年06月19日 起案
公共下水道事業（北地区）に係る嘱託登記について（伺い）

2

平成24年06月26日 起案
公共下水道事業（北地区）に係る嘱託登記の完了について（伺い）

3

平成24年06月26日 起案
所有権移転登記の完了及び完了確認の実施について（供覧・伺い）

4

平成24年06月28日 起案
所有権移転登記の完了確認及び売買代金の支払について（供覧・伺い）

5



索引目次

平成24年度 土地交換 上下水道局/下水道整備課/建設第二

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

E03

平成24年09月05日 起案
固定資産価格通知書の請求について（伺い）

1

平成24年09月05日 起案
公共下水道事業に係る土地交換契約の締結について（供覧）

2

平成24年09月05日 起案
公共下水道事業に係る土地交換契約の締結について（供覧）

3

平成24年09月06日 起案
公共下水道事業に係る嘱託登記について（伺い）

4

平成24年09月06日 起案
公共下水道事業に係る嘱託登記について（伺い）

5

平成24年09月11日 起案
公共下水道事業に係る嘱託書の取下げについて（伺い）

6

平成24年09月12日 起案
嘱託書の取下げに伴う収入印紙再使用証明の申出について（伺い）

7

平成24年09月21日 起案
所有権移転登記の完了について（供覧・伺い）

8

平成24年09月21日 起案
所有権移転登記の完了について（供覧・伺い）

9



索引目次

平成24年度 買収（公共下水道事業（新川第二排水 上下水道局/下水道整備課/建設第二

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

E03

平成24年12月06日 起案
公共下水道事業（新川第二排水区面整備工事）に係る土地売買契約の締結
について（供覧）1

平成25年01月28日 起案
公共下水道事業（新川第二排水区面整備工事）に係る嘱託登記について
（伺い）2

平成25年02月07日 起案
所有権移転登記の完了及び完了確認の実施について（供覧・伺い）

3

平成25年02月07日 起案
公共下水道事業（新川第二排水区面整備工事）に係る嘱託登記の完了につ
いて（伺い）4

平成25年02月12日 起案
所有権移転登記の完了確認及び売買代金の支払について（供覧・伺い）

5



索引目次

平成24年度 損失補償（公共下水道事業（太田堰排 上下水道局/下水道整備課/建設第二

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

E03

平成24年06月21日 起案
公共下水道事業（太田堰排水区堤外水路工事）に係る損失補償契約の締結
について（供覧）1

平成24年07月10日 起案
損失補償の完了確認及び補償金の支払について（供覧・伺い）

2



索引目次

平成24年度 補償関係（国道４号上堂地区その１） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E03

平成24年05月24日 起案
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（伺い）

1

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）

2

平成24年07月30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係る工事設計書等の提
出について（伺い）3

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

4

平成24年09月21日 起案
下水道施設の移設に係る業務委託契約書の写しの提出について（伺い）

5

平成25年01月22日 起案
上堂地区電線共同溝設置工事に伴う下水道施設の移設に係る確認事項に
ついて（伺い）6

平成25年01月22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係る工事設計書等の提
出について（伺い）7

平成25年01月28日 起案
上堂地区電線共同溝設置工事に伴う下水道施設の移設に係る確認事項に
ついて（伺い）8

平成25年02月20日 収受
下水道施設の移設に係る入札手続きについて（供覧）

9



索引目次

平成24年度 補償関係（国道４号上堂地区その２） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E03

平成24年05月24日 起案
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（伺い）

1

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）

2

平成24年07月12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係る変更について（供
覧）3

平成24年07月30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係る工事設計書等の提
出について（伺い）4

平成24年08月08日 収受
下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21日 起案
下水道施設の移設に係る工事請負契約書の写しの提出について（伺い）

6

平成24年10月11日 起案
一般国道４号上堂地区電線共同溝設置工事に伴う下水道施設の移設に係る
契約締結について（伺い）7

平成24年11月19日 収受
一般国道４号上堂地区電線共同溝設置工事に伴う下水道施設の移設に係る
補償契約について（供覧）8

平成25年03月04日 起案
一般国道４号上堂地区電線共同溝に伴う既存ストック委託工事に関する下水
道移設工事の変更協議について（伺い）9

平成25年03月12日 起案
下水道施設の移設に係る工事請負変更契約書の写しの提出について（伺
い）10

平成25年03月12日 起案
一般国道４号上堂地区電線共同溝設置工事に伴う既存ストック委託工事に
係る下水道施設の移設等に関する変更契約の締結について（伺い）11

平成25年03月25日 収受
一般国道４号上堂地区電線共同溝設置工事に伴う下水道施設の移設に係る
変更補償契約について（供覧）12

平成25年03月27日 起案
一般国道４号上堂地区電線共同溝に伴う既存ストック委託工事に関する下水
道施設の移設工事の完了届の提出及び補償費の請求について（伺い）13



索引目次

平成24年度 補償関係（国道４号津志田地区その１） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E03

平成24年05月30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係る工事設計書等の提
出について（伺い）1

平成24年07月05日 収受
下水道施設の移設に係る入札手続きについて（供覧）

2

平成24年08月17日 起案
下水道施設の移設に係る工事請負契約書の写しの提出について（伺い）

3

平成24年08月27日 起案
一般国道４号津志田地区電線共同溝設置工事に伴う下水道施設の移設に
係る契約締結について（伺い）4

平成24年10月04日 収受
一般国道４号津志田地区電線共同溝設置工事に伴う下水道施設の移設に
係る補償契約について（供覧）5

平成24年11月19日 起案
一般国道４号津志田地区電線共同溝設置工事に伴う下水道移設工事の変
更協議について（伺い）6

平成24年12月03日 起案
下水道施設の移設に係る工事請負変更契約書の写しの提出について（伺
い）7

平成25年01月07日 起案
一般国道４号津志田地区電線共同溝設置工事に伴う下水道施設の移設等
に関する変更契約の締結について（伺い）8

平成25年01月22日 起案
一般国道４号津志田地区電線共同溝設置工事に伴う下水道施設の移設工
事の完了届の提出及び補償費の請求について（伺い）9

平成25年01月22日 収受
一般国道４号津志田地区電線共同溝設置工事に伴う下水道施設の移設に
係る変更補償契約について（供覧）10



索引目次

平成24年度 補償関係（太田堰排水区堤外水路工事上下水道局/下水道整備課/建設第二

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

E03

平成24年06月21日 起案
公共下水事業（太田堰排水区堤外水路工事）に係る損失補償契約の締結に
ついて（供覧）1

平成24年07月10日 起案
損失補償の完了確認及び補償金の支払について（供覧・伺い）

2



索引目次

平成24年度 補償関係（主要地方道盛岡和賀線その 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E03

平成24年08月22日 起案
主要地方道盛岡和賀線道路改良工事施行に伴う物件移転に係る工事設計
書等の提出について（伺い）1

平成24年08月31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下水道施設の
移設について（供覧）2

平成24年10月10日 起案
下水道施設の移設に係る工事請負契約書の写しの提出について（伺い）

3

平成24年10月18日 起案
下水道施設の移設に係る物件移転補償契約の締結について（伺い）

4

平成24年11月01日 収受
下水道施設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02月22日 起案
下水道（農業集落排水）施設の移設に係る物件移転補償契約の変更協議に
ついて（伺い）6

平成25年03月06日 起案
下水道施設の移設に係る物件移転補償契約の締結について（伺い）

7

平成25年03月08日 収受
下水道施設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22日 起案
下水道（農集施設）の物件移転完了に伴う補償金の請求について（伺い）

9



索引目次

平成24年度 補償関係（国道４号津志田中央地区そ 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E03

平成25年01月31日 起案
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（伺い）

1

平成25年02月18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）

2



索引目次

平成24年度 補償関係（上堂・厨川地区） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E03

平成25年03月12日 起案
一般国道４号道路工事施行に伴う支障物件の移転について（伺い）

1

平成25年03月25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）

2



索引目次

平成24年度 開発行為 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E12

平成25年03月28日 起案
「開発行為に伴う下水道に関する協議」に関する手引き，案内，記載例の窓
口への備え付けについて（伺い）1



索引目次

平成24年度 開発行為（24-1上堂二丁目地内） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E12

平成24年04月16日 起案
開発行為に伴う下水道（汚水・雨水）に関する同意・協議について（伺い）

1

平成24年06月04日 起案
開発行為に伴う下水道工事材料承諾願等の承認について（伺い）

2

平成24年06月18日 起案
開発行為の工事完了検査について（伺い）

3

平成24年07月26日 起案
開発行為に関する工事の完了及び施設の管理について（伺い）

4



索引目次

平成24年度 開発行為（23-12緑が丘一丁目） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E12

平成24年04月09日 起案
開発行為に関する工事の完了及び施設の管理について（伺い）

1



索引目次

平成24年度 開発行為（23-13西見前19地割） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E12

平成24年04月25日 起案
開発行為に伴う下水道工事材料承諾願等の承認について（伺い）

1

平成24年05月30日 起案
開発行為に伴う下水道工事の中間検査について（伺い）

2

平成24年07月05日 起案
開発行為の工事完了検査について（伺い）

3

平成24年11月08日 起案
開発行為に関する工事の完了及び施設の管理について（伺い）

4



索引目次

平成24年度 開発行為（23-16長橋町） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E12

平成24年05月01日 起案
開発行為に伴う下水道工事材料承諾願等の承認について（伺い）

1

平成24年06月20日 起案
開発行為に伴う下水道工事の中間検査について（伺い）

2

平成24年07月13日 起案
開発行為に係る工事完了検査の実施について（伺い）

3

平成24年07月26日 起案
開発行為に関する工事の完了及び施設の管理について（伺い）

4



索引目次

平成24年度 開発行為（23-8厨川二丁目） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E12

平成24年05月09日 起案
開発行為に伴う下水道工事の中間検査について（伺い）

1

平成24年06月21日 起案
開発行為の工事完了検査について（伺い）

2

平成24年06月29日 起案
開発行為に関する工事の完了及び施設の管理について（伺い）

3



索引目次

平成24年度 開発行為（24-2西青山三丁目） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E12

平成24年05月10日 起案
開発行為に伴う下水道（汚水・雨水）に関する同意・協議について（伺い）

1

平成24年07月04日 起案
開発行為に係る下水道工事施工業者及び工事材料の承諾について（伺い）

2

平成24年08月23日 起案
開発行為に伴う下水道工事の中間検査について（伺い）

3

平成24年09月07日 起案
開発行為の工事完了検査について（伺い）

4

平成24年09月14日 起案
開発行為に関する工事の完了及び施設の管理について（伺い）

5



索引目次

平成24年度 開発行為（23-11南仙北一丁目） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E12

平成24年05月18日 起案
開発行為に伴う下水道工事の中間検査について（伺い）

1

平成24年06月05日 起案
開発行為の工事完了検査について（伺い）

2

平成24年06月08日 起案
開発行為に関する工事の完了及び施設の管理について（伺い）

3



索引目次

平成24年度 開発行為（24-3三ッ割五丁目） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E12

平成24年06月08日 起案
開発行為に伴う下水道（汚水・雨水）に関する同意・協議について（伺い）

1

平成24年07月05日 起案
開発行為に係る下水道工事施工業者及び工事材料の承諾について（伺い）

2



索引目次

平成24年度 開発行為（23-14天昌寺町） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E12

平成24年06月21日 起案
開発行為に伴う下水道工事材料承諾願等の承認について（伺い）

1

平成24年07月06日 起案
開発行為に係る下水道工事の中間検査について（伺い）

2

平成24年07月24日 起案
開発行為の工事完了検査について（伺い）

3

平成24年08月08日 起案
開発行為に関する工事の完了及び施設の管理について（伺い）

4



索引目次

平成24年度 開発行為（24-5三ツ割字下更の沢） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E12

平成24年07月03日 起案
開発行為に伴う下水道（汚水・雨水）に関する同意・協議について（伺い）

1



索引目次

平成24年度 開発行為（24-4上太田八千刈） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E12

平成24年07月11日 起案
開発行為に伴う下水道（汚水）に関する同意・協議について（伺い）

1

平成24年10月01日 起案
開発行為に伴う施工業者承諾願等の承認について

2

平成24年12月14日 起案
開発行為に係る工事完了検査の実施について（伺い）

3

平成25年01月16日 起案
開発行為に関する工事の完了及び施設の管理について（伺い）

4



索引目次

平成24年度 開発行為（24-6三本柳５地割） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E12

平成24年08月17日 起案
開発行為に伴う下水道（汚水・雨水）に関する同意・協議について（伺い）

1

平成24年09月24日 起案
開発行為に係る届出について（供覧）

2

平成24年11月16日 起案
開発行為に伴う下水道工事材料承諾願等の承認について（伺い）

3

平成24年11月28日 起案
開発行為の工事完了検査について（伺い）

4

平成24年12月05日 起案
開発行為に関する工事の完了及び施設の管理について（伺い）

5



索引目次

平成24年度 開発行為（24-7北松園四丁目） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E12

平成24年08月21日 起案
開発行為に伴う下水道（汚水・雨水）に関する同意・協議について（伺い）

1

平成24年10月24日 起案
開発行為に伴う下水道工事材料承諾願の承認について（伺い）

2

平成24年12月06日 起案
開発行為に伴う下水道工事の中間検査について（伺い）

3



索引目次

平成24年度 開発行為（24-8永井16地割） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E12

平成24年09月11日 起案
開発行為に伴う下水道（汚水・雨水）に関する同意・協議について（伺い）

1

平成24年11月12日 起案
開発行為に係る下水道工事施工業者承諾について（伺い）

2

平成24年11月30日 起案
開発行為に係る工事材料の承諾について（伺い）

3



索引目次

平成24年度 開発行為（24-9三ッ割五丁目） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E12

平成24年09月21日 起案
開発行為に伴う下水道（汚水・雨水）に関する変更同意・協議について（伺
い）1

平成24年10月01日 起案
開発行為に伴う下水道工事の中間検査について（伺い）

2

平成24年10月12日 起案
開発行為の工事完了検査について（伺い）

3

平成24年10月19日 起案
開発行為に関する工事の完了及び施設の管理について（伺い）

4

平成24年11月12日 起案
開発行為に係る工事材料の承諾について（伺い）

5

平成24年12月10日 起案
開発行為に伴う下水道工事の中間検査について（伺い）

6

平成24年12月18日 起案
開発行為に係る工事完了検査の実施について（伺い）

7

平成25年01月17日 起案
開発行為に関する工事の完了及び施設の管理について（伺い）

8



索引目次

平成24年度 開発行為（24-10境田町） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E12

平成24年11月26日 起案
開発行為に伴う下水道（汚水・雨水）に関する同意・協議について（伺い）

1



索引目次

平成24年度 開発行為（24-11上堂二丁目） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E12

平成24年12月13日 起案
開発行為に伴う下水道（汚水・雨水）に関する同意・協議について（伺い）

1

平成25年03月15日 起案
開発行為に伴う下水道工事材料承諾願等の承認について（伺い）

2



索引目次

平成24年度 開発行為（24-12盛岡市長） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E12

平成24年12月26日 起案
開発行為に伴う下水道（汚水）に関する同意・協議について（伺い）

1



索引目次

平成24年度 開発行為（24-13中堤町） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E12

平成25年01月17日 起案
開発行為に伴う下水道（汚水・雨水）に関する同意・協議について（伺い）

1



索引目次

平成24年度 開発行為（24-14三ツ割五丁目） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E12

平成25年02月06日 起案
開発行為に伴う下水道（汚水・雨水）に関する同意・協議について（伺い）

1



索引目次

平成24年度 開発行為（24-15西青山二丁目） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E12

平成25年02月07日 起案
開発行為に伴う下水道（汚水・雨水）に関する同意・協議について（伺い）

1

平成25年03月28日 起案
開発行為に伴う下水道工事材料承諾願等の承認について（伺い）

2



索引目次

平成24年度 開発行為（24-16月が丘一丁目） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E12

平成25年02月22日 起案
開発行為に伴う下水道（汚水・雨水）に関する同意・協議について（伺い）

1

平成25年03月26日 起案
開発行為に伴う施工業者承諾願い等の承認について（伺い）

2



索引目次

平成24年度 開発行為（24-17大館町） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E12

平成25年03月12日 起案
開発行為に伴う下水道（汚水・雨水）に関する同意・協議について（伺い）

1



索引目次

平成24年度 開発行為（24-18箱清水一丁目） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E12

平成25年03月11日 起案
開発行為に伴う下水道（汚水・雨水）に関する同意・協議について（伺い）

1



索引目次

平成24年度 市道占用協議 上下水道局/下水道整備課

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

E33

平成24年04月02日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について

1

平成24年04月02日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について

2

平成24年04月02日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について

3

平成24年04月03日 収受
下水道工事に係る道路占用許可について（供覧）

4

平成24年04月06日 起案
市道占用許可に係る工事完成届について（伺い）都南東第二処理分区第一
工区汚水管布設　　　その１，その２工事5

平成24年04月06日 起案
市道占用許可に係る工事完成届について（伺い）都南東第二処理分区第一
工区汚水管布設　　　その１，その２工事6

平成24年04月06日 収受
下水道工事に伴う市道占用許可申請について（供覧）

7

平成24年04月11日 収受
下水道工事に伴う市道占用許可申請について（供覧）

8

平成24年04月12日 収受
下水道工事に係る道路占用許可について（供覧）

9

平成24年06月01日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用工事完成届について（伺い）（都南西処理分
区第一工区汚水管布設その１，その２，その３工事）10

平成24年06月19日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について（伺い）

11

平成24年06月19日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について（伺い）

12

平成24年06月25日 収受
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について（伺い）

13

平成24年06月27日 収受
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について（伺い）

14

平成24年07月11日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について

15

平成24年07月11日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について

16

平成24年07月20日 収受
下水道工事に係る道路占用許可について（供覧）

17

平成24年07月26日 収受
下水道工事に係る道路占用許可について（供覧）

18

平成24年08月03日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用工事完成届について（伺い）

19

平成24年08月03日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用工事完成届について（伺い）

20



索引目次

平成24年度 市道占用協議 上下水道局/下水道整備課

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

E33

平成24年09月11日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について（伺い）

21

平成24年09月24日 収受
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について（伺い）

22

平成24年10月02日 起案
公共下水道工事に伴う道路工事施行承認申請について

23

平成24年10月02日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について

24

平成24年10月04日 収受
道路工事施行承認について（供覧）

25

平成24年10月11日 収受
道路占用許可について（供覧）

26

平成24年11月07日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について（伺い）

27

平成24年11月09日 収受
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について（伺い）

28

平成24年12月07日 起案
公共下水道工事に伴う道路工事施行承認申請について

29

平成24年12月11日 収受
公共下水道工事に伴う道路工事施行承認申請について

30

平成25年01月08日 起案
公共下水道工事に伴う道路工事施行承認申請について

31

平成25年01月10日 収受
公共下水道工事に伴う道路工事施行承認申請について

32

平成25年01月16日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について

33

平成25年01月25日 収受
下水道工事に係る道路占用許可について（供覧）

34

平成25年01月29日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用工事完成届について（伺い）

35

平成25年03月14日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用工事完成届について（伺い）

36

平成25年03月14日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用工事完成届について（伺い）

37

平成25年03月25日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用工事完成届について（伺い）

38



索引目次

平成24年度 道路工事施行承認(建設第二係) 上下水道局/下水道整備課/建設第二

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

E33

平成24年06月06日 起案
道路工事施行承認申請書の提出について（伺い）

1

平成24年06月14日 収受
道路工事施行承認について（供覧）

2

平成24年07月18日 起案
道路工事施行承認申請書の提出について（伺い）

3

平成24年07月20日 収受
道路工事施行承認について（供覧）

4

平成24年07月24日 起案
道路工事施行承認申請書の提出について(伺い)

5

平成24年07月31日 起案
道路工事施行承認申請書の提出について（伺い）

6

平成24年07月31日 収受
道路工事施行承認について(供覧)

7

平成24年08月06日 起案
道路工事施行承認に関する工事完成届の提出について（伺い）

8

平成24年08月08日 収受
道路工事施行承認について（供覧）

9

平成24年08月20日 起案
道路工事施行承認に関する工事完成届の提出について（伺い）

10

平成24年09月14日 起案
道路工事施行承認申請書の提出について（伺い）

11

平成24年09月27日 収受
道路工事施行承認について（供覧）

12

平成24年10月17日 起案
道路工事施行承認申請書の提出について(伺い)

13

平成24年10月17日 起案
道路工事施行承認申請書の提出について(伺い)

14

平成24年10月23日 起案
道路工事施行承認申請書の提出について(伺い)

15

平成24年10月23日 収受
道路工事施行承認について（供覧）

16

平成24年10月25日 起案
道路工事施行承認申請書の提出について（伺い）

17

平成24年10月25日 収受
道路工事施行承認について(供覧)

18

平成24年11月01日 収受
道路工事施行承認について(伺い)

19

平成24年11月01日 収受
道路工事施行承認について（供覧）

20



索引目次

平成24年度 道路工事施行承認(建設第二係) 上下水道局/下水道整備課/建設第二

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

E33

平成24年12月19日 起案
道路工事施行承認申請書（更新）の提出について（伺い）

21

平成24年12月21日 収受
道路工事施行承認について（供覧）

22

平成25年01月07日 起案
道路工事施行承認に関する工事完成届の提出について（伺い）

23

平成25年01月24日 起案
道路工事施行承認申請書の提出について(伺い)

24

平成25年01月30日 収受
道路工事施行承認について（供覧）

25

平成25年02月14日 起案
道路工事施行承認に関する工事完成届の提出について（伺い）

26

平成25年03月19日 起案
道路工事施行承認に関する工事完成届の提出について（伺い）

27

平成25年03月26日 起案
道路工事施行承認に関する工事完成届の提出について（伺い）

28

平成25年03月28日 起案
道路工事施行承認に関する工事完成届の提出について（伺い）

29



索引目次

平成24年度 道路占用許可(建設第二係) 上下水道局/下水道整備課/建設第二

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

E33

平成24年06月06日 起案
道路占用許可申請書の提出について(伺い)

1

平成24年06月20日 収受
道路占用許可について(伺い)

2

平成24年08月07日 起案
道路占用許可申請書の提出について(伺い)

3

平成24年08月17日 収受
道路占用許可について(供覧)

4

平成24年08月20日 起案
道路占用許可申請書の提出について（伺い）

5

平成24年08月20日 起案
道路占用許可申請書の提出について（伺い）

6

平成24年08月30日 収受
道路占用許可について(供覧)

7

平成24年08月30日 収受
道路占用許可について(供覧)

8

平成24年09月07日 起案
道路占用許可申請書の提出について(伺い)

9

平成24年09月26日 収受
道路占用許可について(供覧)

10

平成24年10月25日 起案
道路占用許可申請書の提出について（伺い）

11

平成24年11月07日 収受
道路占用許可について（供覧）

12

平成24年11月15日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について

13

平成24年11月29日 収受
道路占用許可について(供覧)

14

平成25年01月07日 起案
道路占用工事に係る工事完成届の提出について（伺い）

15

平成25年01月07日 起案
道路占用工事に係る工事完成届の提出について（伺い）

16

平成25年02月12日 起案
道路占用許可申請書（変更）の提出について（伺い）

17

平成25年02月18日 収受
道路占用許可について（供覧）

18

平成25年03月21日 起案
道路占用工事に係る工事完成届の提出について（伺い）

19

平成25年03月21日 起案
道路占用工事に係る工事完成届の提出について（伺い）

20



索引目次

平成24年度 法定外道路占用等協議（建設第二係） 上下水道局/下水道整備課/建設第二

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

E33

平成24年07月25日 起案
公共下水道事業の施工に伴う法定外道路占用許可申請について(伺い)

1

平成24年07月31日 収受
法定外道路占用等許可について(供覧)

2

平成25年02月20日 起案
法定外道路占用等許可申請書の提出について(伺い)

3

平成25年02月26日 収受
法定外道路占用等許可について（供覧）

4

平成25年03月28日 起案
道路工事施行承認に関する工事完成届の提出について（伺い）

5



索引目次

平成24年度 法定外道路占用等協議 上下水道局/下水道整備課

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

E33

平成24年06月25日 起案
公共下水道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06日 収受
公共下水道工事に伴う法定外道路占用等許可申請について（供覧）

2

平成24年07月12日 起案
公共下水道工事に伴う法定外道路占用等許可申請について

3

平成24年07月23日 収受
公共下水道工事に伴う法定外道路占用等許可について（供覧）

4

平成24年09月10日 起案
公共下水道工事に伴う法定外道路占用等許可申請について（伺い）

5

平成24年09月19日 収受
公共下水道工事に伴う法定外道路占用等許可申請について（供覧）

6

平成24年10月22日 起案
公共下水道工事に伴う法定外道路占用等許可申請について（伺い）

7

平成24年10月31日 収受
公共下水道工事に伴う法定外道路占用等許可申請について（供覧）

8

平成24年11月22日 起案
公共下水道工事に伴う道路工事施行承認申請について

9

平成24年11月28日 収受
道路工事施行承認について（供覧）

10

平成25年02月01日 起案
公共下水道工事に伴う法定外道路占用等許可申請について（伺い）

11

平成25年02月15日 収受
公共下水道工事に伴う法定外道路占用等許可申請について（供覧）

12

平成25年03月15日 起案
公共下水道工事に伴う法定外道路占用等許可申請について（伺い）

13

平成25年03月25日 収受
公共下水道工事に伴う法定外道路占用等許可申請について（供覧）

14

平成25年03月26日 起案
法定外道路占用等完成届の提出について

15

平成25年03月28日 起案
公共下水道工事に伴う法定外道路占用等許可申請について

16



索引目次

平成24年度 市道占用協議（盛南中央第二処理分区上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E33

平成24年07月09日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について

1

平成24年07月23日 収受
公共下水道工事に伴う道路占用について（供覧）

2

平成25年03月11日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について

3



索引目次

平成24年度 市道占用協議(盛南南処理分区第一工 上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E33

平成24年07月09日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について

1

平成24年07月19日 収受
公共下水道工事に伴う市道占用等許可申請について（供覧）

2

平成24年10月02日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について

3

平成24年10月12日 収受
公共下水道工事に伴う市道占用等許可申請について（供覧）

4



索引目次

平成24年度 市道占用協議（都南東第三処理分区第上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E33

平成24年07月13日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について（伺い）

1

平成24年07月25日 収受
下水道工事に係る道路占用許可について（供覧）

2

平成24年12月21日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について（伺い）

3



索引目次

平成24年度 市道占用協議（都南中央処理分区第一上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E33

平成24年07月20日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について

1

平成24年08月07日 収受
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について（供覧）

2

平成25年03月27日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用工事完成届について（伺い）

3



索引目次

平成24年度 市道占用協議（都南東第四処理分区外上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E33

平成24年06月21日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について（伺い）

1

平成24年07月02日 収受
下水道工事に係る道路占用許可について（供覧）

2

平成25年03月28日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可に係る完成届について（伺い）

3



索引目次

平成24年度 市道占用協議（厨川北処理分区第一工上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E33

平成24年08月06日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について（伺い）

1

平成24年08月23日 収受
下水道工事に係る道路占用許可について（供覧）

2

平成25年03月25日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可に係る完成届について（伺い）

3



索引目次

平成24年度 市道占用協議（上米内分区第一工区汚上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E33

平成24年08月20日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について

1

平成24年08月30日 収受
下水道工事に係る道路占用許可について（供覧）

2

平成25年02月25日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について

3



索引目次

平成24年度 市道占用協議（手代森処理分区第一工上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E33

平成24年08月27日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について

1

平成24年09月07日 収受
下水道工事に係る道路占用許可について（供覧）

2



索引目次

平成24年度 市道占用協議（盛南東処理分区第二工上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E33

平成24年10月15日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について

1

平成24年10月26日 収受
下水道工事に係る道路占用許可について（供覧）

2



索引目次

平成24年度 市道占用協議（手代森処理分区第二工上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E33

平成24年10月29日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について

1

平成24年11月07日 収受
下水道工事に係る道路占用許可について（供覧）

2

平成25年03月27日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用工事完成届について（伺い）

3



索引目次

平成24年度 市道占用協議（中川原処理区南地区第上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E33

平成24年11月28日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について

1

平成24年12月10日 収受
下水道工事に係る道路占用許可について（供覧）

2

平成25年02月22日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について

3

平成25年02月26日 収受
下水道工事に係る道路占用許可について（供覧）

4



索引目次

平成24年度 市道占用協議（都南東第一処理分区第上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E33

平成25年01月18日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について

1

平成25年01月31日 収受
下水道工事に係る道路占用許可について（供覧）

2



索引目次

平成24年度 市道占用協議（厨川北処理分区第三工上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E33

平成25年01月25日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可申請について（伺い）

1

平成25年02月05日 収受
下水道工事に係る道路占用許可について（供覧）

2

平成25年03月25日 起案
公共下水道工事に伴う市道占用許可に係る完成届について（伺い）

3



索引目次

平成24年度 国県市道占用許可申請（一般国道４号 上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E33

平成24年07月12日 起案
公共下水道工事に伴う国県道占用許可申請について

1

平成24年11月13日 収受
下水道工事に伴う道路占用許可について（供覧）

2

平成24年11月27日 起案
道路占用許可に係る工事着手届について（伺い）

3

平成25年02月15日 起案
公共下水道工事に伴う国県道占用許可申請（変更）について

4

平成25年03月08日 収受
下水道工事に伴う道路占用許可について（供覧）

5



索引目次

平成24年度 河川占用許可申請（一級河川北上川水上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E33

平成24年04月27日 起案
公共下水道工事に伴う河川占用許可申請について（伺い）

1

平成24年05月15日 収受
公共下水道工事に伴う河川占用許可申請について（供覧）

2

平成24年06月12日 起案
河川占用工事に係る着手届について（伺い）

3

平成24年07月17日 起案
河川占用許可に係る完了届について（伺い）

4



索引目次

平成24年度 国県市道占用許可申請（主要地方道　 上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E33

平成24年06月26日 起案
公共下水道工事に伴う国県道占用許可申請について（伺い）

1

平成24年07月06日 起案
道路占用工事に係る着手届について（伺い）

2

平成24年07月06日 収受
公共下水道工事に伴う国県道占用許可申請について（供覧）

3

平成24年07月30日 起案
道路占用工事に係る完成届について（伺い）

4



索引目次

平成24年度 国県市道占用許可申請（県道不動盛岡上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E33

平成24年07月23日 起案
公共下水道工事に伴う国県道占用許可申請について

1

平成24年07月31日 収受
下水道工事に伴う道路占用許可について（供覧）

2

平成24年10月29日 起案
道路占用許可に係る工事着手届について（伺い）

3

平成24年11月06日 起案
道路占用許可に係る変更申請許可について（伺い）

4

平成24年11月20日 収受
下水道工事に伴う道路占用許可について（供覧）

5

平成24年12月26日 起案
道路占用工事に係る完成届について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 国県市道占用許可申請書（一般国道45 上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E33

平成24年07月27日 起案
公共下水道工事に伴う国県道占用許可申請について

1

平成24年08月21日 収受
下水道工事に伴う道路占用許可について（供覧）

2

平成24年09月07日 起案
道路占用工事に係る着手届について（伺い）

3

平成24年10月05日 起案
道路占用許可に係る変更申請許可について（伺い）

4

平成24年10月17日 収受
下水道工事に伴う道路占用許可について（供覧）

5

平成24年12月25日 起案
道路占用工事に係る完成届について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 国道県市道占用許可申請（一般国道４ 上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E33

平成24年08月01日 起案
公共下水道工事に伴う国県道占用許可申請について（伺い）

1

平成24年08月21日 収受
下水道工事に伴う国道占用許可について（供覧）

2

平成24年09月06日 起案
道路占用工事に係る工事着手届及び工事責任者通知について（伺い）

3

平成24年12月18日 起案
公共下水道工事に伴う国県道占用許可申請（変更）について（伺い）

4

平成24年12月21日 起案
公共下水道工事に伴う国道占用許可に係る占用工事完了届の提出につい
て（伺い）5

平成25年01月29日 収受
下水道工事に伴う国道占用許可について（供覧）

6



索引目次

平成24年度 国道市道占用許可申請（主要地方道　 上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E33

平成24年08月03日 起案
公共下水道工事に伴う国県道占用許可申請について

1

平成24年08月20日 収受
公共下水道工事に伴う国県道占用許可について（供覧）

2

平成24年09月24日 起案
道路占用工事に係る着手届について（伺い）

3

平成24年11月16日 起案
公共下水道工事に伴う国県道占用変更許可申請について（伺い）

4

平成24年11月22日 収受
公共下水道工事に伴う国県道占用変更許可申請について（供覧）

5

平成24年11月26日 起案
道路占用工事に係る完成届について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 国県市道占用許可申請（一般国道４号 上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E33

平成24年09月12日 起案
公共下水道工事に伴う国県道占用許可申請について

1

平成24年10月12日 収受
公共下水道工事に伴う国県道占用許可について（供覧）

2

平成24年11月13日 起案
道路占用工事に係る工事着手届及び工事責任者通知について（伺い）

3

平成25年02月15日 起案
公共下水道工事に伴う国県道占用許可申請（変更）について（伺い）

4

平成25年03月07日 収受
公共下水道工事に伴う国県道占用許可について（供覧）

5

平成25年03月19日 起案
公共下水道工事に伴う国道占用許可に係る占用工事完了届の提出につい
て（伺い）6



索引目次

平成24年度 国県市道占用許可申請（一般国道４号 上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E33

平成24年09月13日 起案
公共下水道工事に伴う国県道占用許可申請について（伺い）

1

平成24年10月12日 収受
下水道工事に伴う国道占用許可について（供覧）

2

平成24年10月26日 起案
道路占用工事に係る工事着手届及び工事責任者通知について（伺い）

3

平成24年12月21日 起案
公共下水道工事に伴う国道占用許可に係る占用工事完了届の提出につい
て（伺い）4



索引目次

平成24年度 国道市道占用許可申請（主要地方道　 上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E33

平成24年10月19日 起案
公共下水道工事に伴う国県道占用許可申請について

1

平成24年10月25日 収受
下水道工事に伴う道路占用許可について（供覧）

2

平成24年11月02日 起案
道路占用工事に係る着手届について（伺い）

3

平成25年03月25日 起案
道路占用工事に係る完成届について（伺い）

4



索引目次

平成24年度 国県市道占用許可申請（一般国道４号 上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E33

平成24年11月19日 起案
公共下水道工事に伴う国県道占用許可申請（作業申請）について

1

平成24年11月21日 収受
公共下水道工事に伴う国県道占用許可（作業申請）について

2

平成24年12月03日 起案
公共下水道工事に伴う国県道占用許可（作業申請）着手について（伺い）

3



索引目次

平成24年度 国県市道占用許可申請（主要地方道　 上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E33

平成25年01月31日 起案
公共下水道工事に伴う国県道占用許可申請について（伺い）

1

平成25年02月12日 収受
公共下水道工事に伴う国県道占用許可について（供覧）

2

平成25年02月13日 起案
道路占用工事に係る着手届について（伺い）

3

平成25年03月14日 起案
公共下水道工事に伴う国県道占用変更許可申請について（伺い）

4

平成25年03月19日 起案
道路占用工事に係る完成届について（伺い）

5

平成25年03月19日 収受
公共下水道工事に伴う国県道占用変更許可申請について（供覧）

6



索引目次

平成24年度 河川占用許可申請（中川原簡易水処理上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E33

平成25年03月19日 起案
河川占用許可（変更）申請（中川原簡易水処理施設排水樋管）について

1



索引目次

平成24年度 施設調査 上下水道局/下水道整備課

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

E33

平成24年04月05日 起案
下水道工事に係る完了案内等の送付について（伺い）都南東第二処理分区
第一工区汚水管布設　その１，その２工事1

平成24年04月05日 起案
下水道工事に係る完了案内等の送付について（伺い）厨川北処理分区第一
工区汚水管布設工事2

平成24年06月14日 起案
下水道工事に係る完了案内等の送付について（伺い）都南西処理分区第一
工区汚水管布設その１，その２，その３工事3

平成24年07月19日 起案
太田地区土地区画整理事業に係る工事説明会への出席依頼について（依
頼）4

平成24年07月25日 起案
下水道工事に関する説明会の実施について（伺い）

5

平成24年07月27日 起案
工事等説明会に伴う庁舎施錠時刻延長の依頼について（伺い）

6

平成24年08月03日 起案
下水道工事に係る完了案内等の送付について（伺い）都南中央処理分区外
第五工区汚水管布設工事7

平成24年08月20日 起案
下水道工事に関する説明会の出席について（依頼）

8

平成24年08月22日 起案
下水道工事説明会に係る都南分庁舎使用承認について

9

平成24年08月24日 起案
下水道工事に係る説明会について（報告）

10

平成24年08月31日 起案
下水道工事に関する個別説明の実施について（伺い）

11

平成24年09月11日 起案
下水道工事に関する個別説明の実施について（伺い）厨川北処理分区第一
工区汚水管布設その１，その２工事12

平成24年09月12日 起案
下水道工事に関する個別説明の実施について（伺い）盛南東処理分区第一
工区汚水管布設工事13

平成24年09月25日 起案
下水道工事に関する個別説明の実施について（伺い）都南東第四処理分区
外第一工区汚水管布設工事14

平成24年09月26日 起案
下水道工事に関する説明会の実施について（伺い）

15

平成24年09月27日 起案
下水道工事説明会に伴う公民館使用願について（伺い）

16

平成24年10月16日 起案
下水道工事に関する説明会の実施について（伺い）（都南西処理分区第二
工区汚水管布設その１，その２工事）17

平成24年10月17日 起案
下水道工事に係る説明会について（報告）

18

平成24年11月01日 起案
下水道工事に係る説明会について（報告）（都南西処理分区第二工区汚水
管布設その１，その２工事）19

平成24年11月15日 起案
下水道工事に関する個別説明の実施について（伺い）厨川北処理分区第一
工区汚水管布設その１，その２工事（その２）20



索引目次

平成24年度 施設調査 上下水道局/下水道整備課

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

E33

平成24年11月26日 起案
下水道工事に係る完了案内等の送付について（伺い）盛南東処理分区第一
工区汚水管布設工事21

平成24年11月30日 起案
下水道工事に関する説明会の開催について（伺い）手代森処理分区第二工
区汚水管布設工事22

平成24年12月03日 起案
下水道詳細設計業務委託に係る説明資料の送付について（伺い）

23

平成24年12月10日 起案
下水道工事に係る説明資料の配布について（伺い）

24

平成24年12月20日 起案
下水道工事に係る説明会について（報告）手代森処理分区第二工区汚水管
布設工事25

平成25年01月25日 起案
下水道工事に関する説明会の開催について（伺い）都南東第一処理分区第
二工区汚水管布設その１、その２工事26

平成25年02月05日 起案
下水道工事に係る完了案内等の送付について（伺い）都南東第三処理分区
第一工区汚水管布設その１，その２工事27

平成25年02月07日 起案
下水道工事に係る説明会について（報告）（都南東第一処理分区第二工区
汚水管布設その１，その２工事）28

平成25年02月22日 起案
下水道工事に係る工事着手説明資料の配布について（伺い）

29

平成25年02月27日 起案
下水道工事に係る完了案内等の送付について（伺い）上米内分区第一工区
汚水管布設工事30

平成25年03月25日 起案
下水道工事に係る完了案内等の送付について（伺い）都南西処理分区第二
工区汚水管布設その１，その２工事31

平成25年03月25日 起案
下水道工事に関する説明会の開催について（伺い）（都南東第一処理分区
第二工区汚水管布設その１、その２工事）32

平成25年03月26日 起案
下水道工事に係る完了案内等の送付について（伺い）手代森処理分区第二
工区汚水管布設工事33

平成25年03月29日 起案
下水道工事に係る完了案内等の送付について（伺い）都南東第四処理分区
外第一工区汚水管布設工事34

平成25年03月29日 起案
下水道工事に係る完了案内等の送付について（伺い）厨川北処理分区第一
工区汚水管布設その１，その２工事35



索引目次

平成24年度 下水道施設に係る他事業施行協議 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E33

平成24年12月07日 起案
送電管路新設工事施工に伴う回答について（伺い）

1



索引目次

平成24年度 施工協議（宅地内雨水排水に係る確認 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E33

平成24年12月11日 起案
盛岡南新都市土地区画整理事業306街区における雨水排水施設の整備に
係る通知について 2(伺い)1

平成24年12月11日 起案
盛岡南新都市土地区画整理事業306街区における雨水排水施設の整備に
係る通知について 1(伺い)2



索引目次

平成24年度 大堰排水樋管改築計画協議 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E33

平成24年10月09日 起案
大堰排水樋管改修に係る計画協議について（報告）

1

平成24年10月30日 起案
大堰排水樋管改修計画に関する東北地方整備局協議について（報告）

2

平成24年10月31日 起案
大堰排水樋管改修計画協議に係る河川管理者との打合せメモについて（伺
い）3

平成24年11月09日 起案
北上川水系北上川における諸元等の照会について（伺い）

4

平成24年11月19日 起案
大堰排水樋管改修計画協議に係る河川管理者との打合せメモについて（供
覧）5

平成24年12月19日 収受
北上川水系北上川における諸元等の照会について（供覧）

6



索引目次

平成24年度 施工協議(道路路面排水施設の設置に 上下水道局/下水道整備課/建設第二

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

E33

平成24年09月18日 収受
道路路面排水施設の設置に係る下水道施設施工協議の完成届の受理につ
いて(供覧)1

平成24年11月06日 起案
道路路面排水施設の設置に係る下水道施設施工協議について(伺い)

2

平成24年12月04日 起案
道路路面排水施設の設置に係る下水道施設施工協議について(伺い)

3

平成24年12月04日 起案
道路路面排水施設の設置に係る下水道施設施工協議について(伺い)

4

平成24年12月05日 起案
道路路面排水施設の設置に係る下水道施設施工協議について（伺い）

5

平成25年02月05日 起案
道路路面排水施設の設置に係る下水道施設施工協議について（伺い）

6

平成25年03月27日 収受
下水道施設協議の完了について（供覧）

7

平成25年03月29日 収受
道路路面排水施設の設置に係る下水道施設施工協議の完成届について
（供覧）8



索引目次

平成24年度 施行協議(鹿妻穴堰土地改良区管理施 上下水道局/下水道整備課/建設第二

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

E33

平成24年07月24日 起案
目的外使用及び改築追加工事承認申請について(伺い)

1

平成24年08月09日 起案
鹿妻穴堰土地改良区管理施設(土地)使用等申請について(伺い)

2

平成24年08月28日 収受
目的外使用及び改築追加工事承認及び目的外使用等契約書の締結につい
て(伺い)3

平成24年09月06日 起案
目的外使用及び改築追加工事承認及び目的外使用等契約書の締結につい
て(供覧)4

平成24年09月21日 起案
目的外使用及び改築追加工事承認及び目的外使用等契約書の締結につい
て(供覧)5

平成24年09月21日 収受
目的外使用及び改築追加工事承認及び目的外使用等契約書の締結につい
て(伺い)6



索引目次

平成24年度 施行協議(下水道管きょ調査に伴う道路 上下水道局/下水道整備課/建設第二

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

E33

平成25年02月21日 起案
占用物調査（国道46号線）に伴う道路占用物件保守作業申請について（伺
い）1

平成25年02月21日 起案
占用物調査（国道４号線）に伴う道路占用物件保守作業申請について（伺
い）2

平成25年02月21日 起案
占用物調査（市道）に伴う道路占用物件保守作業申請について（伺い）

3

平成25年02月28日 収受
占用物調査（国道４号線）に伴う道路占用物件保守作業許可について（供
覧）4

平成25年02月28日 収受
占用物調査（市道）に伴う道路占用物件保守作業許可について（供覧）

5

平成25年03月01日 収受
占用物調査（国道46号線）に伴う道路占用物件保守作業許可について（供
覧）6

平成25年03月08日 起案
占用物調査（国道４号線）に伴う道路占用物件保守作業の着手について（伺
い）7

平成25年03月08日 起案
占用物調査（国道46号線）に伴う道路占用物件保守作業の着手について（伺
い）8



索引目次

平成24年度 施行協議（東北新幹線近接工事に伴う 上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E33

平成24年07月18日 起案
公共下水道工事に伴うJR東日本近接施工協議について（伺い）

1

平成24年08月10日 起案
公共下水道工事に伴うＪＲ東日本近接施工協議の回答について（伺い）

2

平成24年08月21日 収受
工事施工に伴う覚書について（供覧）

3

平成24年08月24日 起案
公共下水道工事に伴う近接施工の施工計画書の提出について（伺い）

4

平成24年12月28日 起案
公共下水道工事に伴うＪＲ東日本近接施工の完了について（伺い）

5



索引目次

平成24年度 施行協議（水路施設移設に伴う施行協 上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E33

平成24年05月07日 起案
公共下水道工事に伴う水路施設移設の施行協議について（伺い）

1

平成24年05月15日 収受
公共下水道工事に伴う水路施設移設の施行協議について（供覧）

2

平成24年07月17日 起案
公共下水道工事に伴う水路施設移設の工事完成届について（伺い）

3



索引目次

平成24年度 施行協議（流域下水道接続申請　都南 上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E33

平成24年06月22日 起案
流域下水道接続に係る設計変更協議について

1

平成24年06月26日 起案
流域下水道接続（都南幹線都３）に係る完了検査請求について（伺い）

2

平成24年07月05日 収受
流域下水道接続に係る協議について（回答）

3

平成24年07月10日 収受
流域関連公共下水道の流域下水道への接続工事の完成結果について（供
覧）4

平成24年07月19日 起案
流域下水道接続に係る変更協議について

5

平成24年07月30日 収受
流域下水道接続に係る変更協議について（回答）

6

平成24年09月20日 起案
流域下水道接続（都南幹線都３）に係る完了検査請求について（伺い）

7

平成24年09月28日 収受
流域関連公共下水道の流域下水道への接続工事の検査結果について（供
覧）8



索引目次

平成24年度 施行協議(土地区画整理法第76条申請)上下水道局/下水道整備課

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

E33

平成24年08月17日 起案
下水道工事に伴う土地区画整理法第76条申請に係る手続きについて（伺い）

1

平成24年08月22日 起案
公共下水道(雨水)工事の実施に伴う土地区画整理法の規定による建築行為
等の許可申請について(伺い)2

平成24年09月05日 収受
土地区画整理法76条申請の回答について（供覧）

3



索引目次

平成24年度 布設工事に係る起工承諾（手代森処理 上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E33

平成25年02月01日 起案
公共下水道事業汚水管建設工事に係る起工承諾について（伺い）

1

平成25年02月01日 収受
布設工事に係る起工承諾について（報告）

2



索引目次

平成24年度 水路占用許可申請（都南中央処理分区上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E43

平成24年04月27日 起案
公共下水道工事に伴う水路占用許可申請について（伺い）

1

平成24年05月11日 収受
公共下水道工事に伴う水路占用許可申請について（供覧）

2

平成24年07月17日 起案
水路占用許可に係る完了届について（伺い）

3



索引目次

平成24年度 下水道関係業務委託 上下水道局/下水道整備課/下水計画

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成24年04月01日 起案
平成24年度下水道事業受益者負担金・分担金賦課計算等業務委託に係る
契約締結について(伺い)1

平成24年04月01日 起案
平成24年度下水道事業受益者負担金・分担金賦課計算等業務委託に係る
契約の締結について（供覧）2

平成24年04月01日 起案
平成24年度下水道事業受益者負担金・分担金賦課計算等業務委託に係る
業務管理責任者等及び日程の承認について（伺い）3

平成25年03月18日 起案
平成25年度下水道事業受益者負担金・分担金計算等業務委託の実施につ
いて（伺い）4

平成25年03月31日 起案
平成24年度下水道事業受益者負担金・分担金賦課計算等業務委託に係る
検査員の指名について(伺い)5

平成25年03月31日 起案
平成24年度下水道事業受益者負担金・分担金賦課計算等業務委託に係る
検査結果について(報告及び伺い)6



索引目次

平成24年度 鴨助堰幹線整備説明会 上下水道局/下水道整備課/下水計画

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成25年01月15日 起案
鴨助堰に関する公共下水道（雨水）計画及び歩道整備計画の説明会開催 
について （伺い）1

平成25年01月24日 起案
鴨助堰に関する公共下水道（雨水）計画及び歩道整備計画の説明会 につ
いて （報告）2

平成25年02月06日 起案
鴨助堰に関する公共下水道（雨水）整備及び歩道整備の説明会開催 につ
いて （伺い）3

平成25年02月12日 起案
　鴨助堰に関する地元関係者からの立会要望について（報告）

4

平成25年02月13日 起案
住民説明会の開催に伴う庁舎入口の開錠時間の延長依頼について（伺い）

5

平成25年02月25日 起案
鴨助堰に関する公共下水道（雨水）整備及び歩道整備の説明会 について 
（報告）6



索引目次

平成24年度 鴨助堰幹線（ふるさとづくり協議会関連）上下水道局/下水道整備課/下水計画

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成24年08月24日 起案
永井まちづくりの会「勉強会」への出席について（伺い）

1

平成24年08月28日 起案
永井まちづくりの会「勉強会」への出席について（報告）

2



索引目次

平成24年度 下水道諸務（公共施行地区（下飯岡地 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E60

平成24年07月20日 起案
下飯岡地区・下太田地区のまちづくりに係る関係課打合せについて（伺い）

1

平成24年07月27日 起案
下飯岡地区・下太田地区のまちづくりに係る関係課打合せについて（報告）

2

平成24年08月20日 収受
小板小瀬地域まちづくり協議会総会の報告について（供覧）

3

平成24年09月20日 起案
下太田地区のまちづくりに係る打合せについて（報告）

4

平成25年03月06日 起案
下太田地区のまちづくりに関する打合せについて（報告）

5



索引目次

平成24年度 下水道諸務（道明地区） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E60

平成24年04月25日 収受
下水道施設整備工事（道明地区）の設計図書の作成について（依頼）

1

平成24年05月30日 起案
下水道施設整備工事（道明地区）の設計図書の作成について（回答）

2

平成24年05月31日 起案
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における下
水道施設整備に要する費用負担契約の締結について（伺い）3

平成24年10月16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下水道管布設
工事費の積算依頼について（供覧）4

平成24年10月22日 起案
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（依頼）

5

平成24年10月26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下水道管布設
工事費の積算依頼について（伺い）6

平成25年01月11日 起案
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における下
水道施設整備に関する費用負担契約の変更協議について（伺い）7

平成25年01月11日 起案
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における下
水道施設整備に要する費用負担変更契約の締結について（伺い）8

平成25年01月17日 起案
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における下
水道施設の整備に関する協定締結前における負担契約における下水道施
設整備工事の完了検査の立会いについて（伺い）

9

平成25年02月07日 起案
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における下
水道施設整備に関する費用負担契約の変更協議について（伺い）10

平成25年02月15日 起案
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における下
水道施設整備に要する費用負担変更契約の締結について（伺い）11

平成25年02月28日 起案
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における下
水道施設整備に関する協定締結前における費用負担契約における下水道
整備工事の完了報告及び費用負担額の請求について（伺い）

12



索引目次

平成24年度 下水道諸務（流域下水道使用承認） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E60

平成25年02月25日 起案
流域下水道の使用変更承認の申請について（伺い）

1

平成25年03月28日 収受
流域下水道使用変更承認について（供覧）

2



索引目次

平成24年度 下水道諸務(市道高櫓線及び鴨助堰幹 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E60

平成24年07月19日 起案
工事施行に関する平成24年度費用負担協定の締結について(伺い)

1

平成24年07月23日 起案
工事施行に関する平成24年度費用負担協定の締結について(供覧)

2

平成24年07月23日 収受
工事施行に関する平成24年度費用負担協定の締結について(伺い)

3

平成24年09月07日 起案
概算払の請求について(伺い)

4

平成25年02月28日 起案
工事施行に関する平成24年度費用負担協定の変更について(伺い)

5

平成25年02月28日 起案
工事施行に関する平成24年度費用負担変更協定の締結について(供覧)

6

平成25年02月28日 収受
工事施行に関する平成24年度費用負担変更協定の締結について(伺い)

7

平成25年03月29日 起案
工事施工に関する平成24年度費用負担金の請求について(伺い)

8

平成25年03月29日 収受
費用負担協定に係る完了検査の実施について(供覧)

9

平成25年03月29日 収受
費用負担協定に係る検査の完了について(供覧)

10



索引目次

平成24年度 下水道庶務（合流改善ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ会議） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E60

平成24年05月14日 起案
　合流改善にかかる岩手県との打ち合わせについて（報告）

1

平成24年05月21日 起案
盛岡市合流式下水道緊急改善事業アドバイザー会議の設置について（伺）

2

平成24年05月22日 起案
盛岡市合流式下水道緊急改善事業アドバイザー会議の委員への説明につ
いて（報告）3

平成24年05月29日 起案
岩手大学へのアドバイザー会議委員承諾依頼について（伺）

4

平成24年05月30日 起案
盛岡市合流式下水道緊急改善事業アドバイザー会議委員について（伺）

5

平成24年06月07日 収受
盛岡市合流式下水道改善事業アドバイザー会議委員委嘱についての回答
について（供覧）6

平成24年06月11日 起案
盛岡市合流式下水道緊急改善事業アドバイザー会議への出席依頼につい
て（伺）7

平成24年06月11日 収受
盛岡市合流式下水道改善事業アドバイザー会議委員委嘱についての回答
について（供覧）8

平成24年06月12日 起案
盛岡市合流式下水道緊急改善事業アドバイザー会議に係る連絡事項につ
いて（報告）9

平成24年06月15日 収受
盛岡市合流式下水道改善事業アドバイザー会議委員委嘱についての回答
について（供覧）10

平成24年06月15日 収受
盛岡市合流式下水道改善事業アドバイザー会議委員委嘱についての回答
について（供覧）11

平成24年06月19日 起案
アドバイザー会議へのオブザーバー出席にかかる岩手県との打ち合わせに
ついて（報告）12

平成24年06月28日 起案
第１回盛岡市合流式下水道緊急改善事業アドバイザー会議の開催について
（伺）13

平成24年07月02日 起案
盛岡市合流式下水道緊急改善事業アドバイザー会議に係る傍聴要領及び
会議開催の通知について（伺）14

平成24年07月03日 起案
盛岡市合流式下水道緊急改善事業アドバイザー会議委員への委嘱状につ
いて（伺）15

平成24年07月06日 起案
第１回盛岡市合流式下水道緊急改善事業アドバイザー会議の内容及び提出
資料について（伺）16

平成24年07月23日 起案
盛岡市合流式下水道緊急改善事業アドバイザー会議に係る会議結果のお
知らせについて（伺）17

平成24年07月23日 起案
第１回盛岡市合流式下水道緊急改善事業アドバイザー会議に係る会議録に
ついて（伺）18

平成24年08月10日 起案
　合流改善にかかる岩手県との打ち合わせについて（報告）

19

平成24年08月29日 起案
　合流改善にかかる計画書の内容変更について（報告）

20



索引目次

平成24年度 下水道庶務（合流改善ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ会議） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E60

平成24年09月25日 起案
第２回盛岡市合流式下水道緊急改善事業アドバイザー会議の開催について

21

平成24年10月01日 起案
第２回盛岡市合流式下水道緊急改善事業アドバイザー会議の開催について
（伺）22

平成24年10月15日 起案
盛岡市合流式下水道緊急改善事業アドバイザー会議に係る会議開催の通
知について（伺）23

平成24年10月22日 起案
「盛岡市合流式下水道緊急改善事業アドバイザー会議」懇親会の案内につ
いて（伺）24

平成24年11月05日 起案
盛岡市合流式下水道緊急改善事業アドバイザー会議に係る会議結果のお
知らせについて（伺）25

平成24年11月05日 起案
第２回盛岡市合流式下水道緊急改善事業アドバイザー会議に係る会議録に
ついて（伺）26



索引目次

平成24年度 下水道諸務（市道高櫓線及び鴨助堰幹上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E60

平成24年08月09日 起案
市道高櫓線歩道整備事業及び盛岡市公共下水道事業鴨助堰幹線整備事
業の施行に伴う代替用水路に関する維持管理協定の締結について（伺い）1

平成24年09月13日 収受
市道高櫓線歩道整備事業及び盛岡市公共下水道事業鴨助堰雨水幹線整
備事業の施行に伴う代替用水路に関する維持管理協定について（供覧）2



索引目次

平成24年度 下水道庶務（盛岡市合流式下水道緊急上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E60

平成24年09月07日 起案
　合流改善にかかる岩手県との打ち合わせについて（報告）

1

平成24年09月13日 起案
盛岡市合流式下水道緊急改善計画（変更）の国土交通省への同意申請の提
出について（伺）2

平成24年09月19日 起案
盛岡市合流式下水道緊急改善計画の変更について（報告）

3

平成24年10月02日 起案
　合流改善にかかる施設管理課との打ち合わせについて（報告）

4



索引目次

平成24年度 下水道諸務(鴨助堰排水区函渠設置工 上下水道局/下水道整備課/建設第二

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

E60

平成24年10月05日 起案
盛岡市公共下水道(雨水)事業の実施に伴う農地の転用について(伺い)

1



索引目次

平成24年度 提言等 上下水道局/下水道整備課/下水計画

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

E60

平成25年03月04日 収受
市民からの提言について（供覧）

1

平成25年03月08日 起案
市民からの提言に対する回答について（伺い）

2

平成25年03月28日 起案
　市民からのからの電話について（報告）

3



索引目次

平成24年度 下水道諸務（雨水高速処理施設 通水 上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E60

平成25年03月27日 起案
雨水高速処理施設 通水式の市長日程概要調整について（伺い）

1

平成25年03月27日 起案
雨水高速処理施設 通水式の議長日程概要調整について（伺い）

2



索引目次

平成24年度 下水道諸務（道明地区汚水排水施設計上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E60

平成25年03月27日 起案
道明地区土地区画整理事業に係る下水道排水施設計画（汚水）の変更につ
いて（伺い）1



索引目次

平成24年度 下水道計画調査（北上川上流流域下水上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E61

平成24年07月24日 起案
流域下水道事業計画変更の作業について（伺い）

1

平成24年12月05日 起案
北上川上流流域下水道全体計画見直しに関する確認及び修正依頼につい
て（報告）2

平成24年12月05日 起案
北上川上流流域下水道事業計画変更に関する確認及び修正依頼について
（報告）3

平成24年12月07日 起案
北上川上流流域下水道事業計画変更に係る資料の提供について（伺い）

4

平成24年12月14日 起案
北上川上流流域下水道全体計画及び同事業計画変更に関する打合せにつ
いて（報告）5

平成24年12月21日 起案
北上川上流流域下水道全体計画見直しに係る資料の提供について（伺い）

6

平成25年01月18日 起案
北上川上流流域下水道事業計画変更に伴う修正事項について（伺い）

7

平成25年02月22日 起案
北上川上流流域下水道事業の計画変更に対する意見聴取の回答について
（伺い）8

平成25年03月19日 収受
北上川上流流域下水道事業計画変更届け出について（供覧）

9



索引目次

平成24年度 下水道計画調査（北上川上流流域関連上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E61

平成25年01月16日 起案
第44回盛岡市玉山区地域協議会への付議について（伺い）

1

平成25年01月31日 起案
第44回盛岡市玉山区地域協議会について（報告）

2

平成25年02月05日 起案
下水道法事業計画変更（予定処理区域の拡張）に伴う住民説明会の開催に
ついて（伺い）3

平成25年02月06日 起案
公共下水道予定処理区域（事業計画変更）に伴う住民説明会への出席につ
いて（伺い）4

平成25年02月13日 起案
住民説明会の開催に伴う庁舎入口の開錠時間の延長依頼について（伺い）

5

平成25年02月15日 起案
北上川上流流域関連盛岡市公共下水道事業計画の変更に関する案の縦覧
について（伺い）6

平成25年02月15日 起案
北上川上流流域関連盛岡市公共下水道事業計画変更案の縦覧に関する局
ホームページへの掲載について（伺い）7

平成25年02月20日 起案
都市計画法事業計画変更認可及び下水道法事業計画変更に関する岩手県
との事前協議について（報告）8

平成25年02月28日 起案
公共下水道予定処理区域の拡大に伴う住民説明会について（報告）

9

平成25年03月01日 起案
第44回盛岡市玉山区地域協議会議事録の確認について（伺い）

10

平成25年03月08日 起案
北上川上流流域関連盛岡市公共下水道事業計画の変更に関する案の縦覧
結果について（報告）11

平成25年03月08日 起案
北上川上流流域関連盛岡市公共下水道事業計画変更に関する協議につい
て（伺い）12

平成25年03月18日 起案
都市計画法事業計画変更認可に関する確認事項について（伺い）

13

平成25年03月22日 起案
都市計画法事業計画変更認可及び下水道法事業計画変更に関する確認事
項について（伺い）14



索引目次

平成24年度 下水道認承確定 上下水道局/下水道整備課

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

E61

平成24年04月02日 起案
平成24年度社会資本整備総合交付金交付申請書の提出について（伺い）

1

平成24年04月03日 起案
平成24年度社会資本整備総合交付金における『実施に関する計画』の提出
について（伺い）2

平成24年04月16日 起案
平成24年度社会資本整備総合交付金交付決定変更申請書の提出について
（伺い）3

平成24年04月16日 起案
平成24年度社会資本整備総合交付金における『実施に関する計画』の変更
について（伺い）4

平成24年04月18日 収受
平成23年度社会資本整備総合交付金計画（箇所）別流用について

5

平成24年07月11日 収受
平成24年度社会資本整備総合交付金の交付決定について（供覧）

6

平成24年07月12日 収受
平成24年度社会資本整備総合交付金の交付決定変更通知について（供覧）

7

平成24年08月21日 起案
社会資本整備総合交付金平成24年度予算の計画別流用希望調査について
（伺い）8

平成24年10月18日 起案
平成24年度執行可能額調査について（伺い）

9

平成24年10月19日 起案
社会資本整備総合交付金の内示変更に伴う交付金増減希望額調査につい
て（伺い）10

平成24年10月22日 起案
平成24年度執行可能額追加調査について（伺い）

11

平成24年10月29日 起案
平成24年度執行可能額追加調査について（伺い）

12

平成24年12月03日 起案
平成24年度執行可能額見込み調書の作成について（伺い）

13

平成24年12月19日 起案
管路調査に関する調書（H24補正関係）について（伺い）

14

平成24年12月28日 起案
H24補正予算の追加要望について （伺い）

15

平成24年12月28日 起案
年末年始の大型補正に係る連絡先について （伺い）

16

平成24年12月31日 起案
H24補正予算の追加要望について （伺い）

17

平成25年01月04日 起案
H24補正予算の追加要望に係る作業について （伺い）

18

平成25年02月27日 起案
平成24年度補正予算の内示資料の公表について（供覧）

19

平成25年03月04日 起案
平成24年度社会資本整備総合交付金（平成24年度補正予算関係）に係る交
付申請書及び実施に関する計画の提出について（伺い）20



索引目次

平成24年度 下水道認承確定 上下水道局/下水道整備課

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

E61

平成25年03月05日 起案
国土交通省国補正予算（第１号）に係る翌債調書の提出について（伺い）

21

平成25年03月21日 起案
社会資本総合整備計画の切り分けについて（伺い）

22

平成25年03月25日 起案
社会資本総合整備計画の切り分け（防災・安全）に伴う，整備計画の変更及
び新規（当初）の提出について（伺）23

平成25年03月26日 起案
平成24年度社会資本整備総合交付金　要素事業の完了予定期日変更報告
書の提出について（伺い）24

平成25年03月26日 起案
平成24年度社会資本整備総合交付金（追加補正分）要素事業の完了予定
期日変更報告書の提出について（伺い）25

平成25年03月27日 起案
社会資本総合整備計画の切り分け（防災・安全）に伴う，整備計画の変更及
び新規（当初）の提出について（報告）26



索引目次

平成24年度 下水道認証確定（盛岡広域都市計画下上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E61

平成24年06月20日 起案
第162回盛岡市都市計画審議会の審議予定案件の報告について（伺い）

1

平成24年07月24日 起案
都市計画盛岡公共下水道の変更に係る議案書等の提出について（伺い）

2

平成24年08月30日 起案
盛岡広域都市計画下水道の変更にかかる公表及び説明会の実施について
（伺い）3

平成24年09月11日 起案
盛岡広域都市計画下水道の変更にかかる縦覧及び説明会の実施について
（伺い）4

平成24年09月12日 起案
盛岡広域都市計画下水道の変更（盛岡市決定）に係る事前協議書の提出に
ついて（伺い）5

平成24年09月12日 起案
第162回盛岡市都市計画審議会に係る答申について（供覧）

6

平成24年09月20日 起案
盛岡広域都市計画下水道の変更に係る原案の公表及び説明会のホーム
ページの掲載依頼について（伺い）7

平成24年10月02日 起案
盛岡広域都市計画下水道の変更（盛岡市決定）に係る事前協議書の回答に
ついて（供覧）8

平成24年10月11日 起案
盛岡広域都市計画下水道の変更に係る案の縦覧及び説明会のホームペー
ジ掲載依頼について（伺い）9

平成24年10月18日 起案
盛岡広域都市計画下水道の変更に係る案の縦覧について（伺い）

10

平成24年11月09日 起案
盛岡広域都市計画下水道の変更に係る議案書等の提出について（伺い）

11

平成24年12月14日 起案
第163回盛岡市都市計画審議会に係る答申について（供覧）

12

平成25年02月15日 起案
盛岡広域都市計画下水道の変更に関する協議について（伺い）

13

平成25年02月28日 起案
盛岡広域都市計画下水道（盛岡市決定）の変更の告示について（伺い）

14

平成25年03月06日 起案
盛岡広域都市計画下水道（盛岡市決定）の変更に伴う都市計画の図書の写
しの送付について（伺い）15



索引目次

平成24年度 下水道認証確定（平成25年度下水道事上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E61

平成24年06月07日 起案
社会資本整備総合交付金の平成25年度予算要望額（概算要望）に係る資料
提出について（伺い）1

平成24年06月26日 起案
平成25年度執行予定調書の作成について（伺い）

2



索引目次

平成24年度 下水道認証確定（平成25年度下水道事上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E61

平成24年11月05日 起案
平成25年度下水道事業本要望の県ヒアリングについて（伺い）

1

平成24年11月08日 起案
平成25年度下水道事業本要望の県ヒアリング結果について（報告）

2

平成24年11月12日 起案
平成24年度下水道事業本要望に関する県様式の提出について（伺い）

3

平成24年12月13日 起案
平成25年度執行予定調書等（下水道管路調査に関する調書） の作成につ
いて（伺）4

平成24年12月20日 起案
平成25年度執行予定調書等（下水道管路調査に関する調書）調書① の作
成について（伺）5

平成24年12月27日 起案
平成25年度執行予定調書等（下水道管路調査に関する調書）調書③，⑤ の
作成について（伺）6

平成25年01月25日 起案
H24大型補正の登録に伴う平成25年度執行予定調書の提出について（伺
い）7

平成25年02月12日 起案
H24大型補正予算に登録されている事業の必要性に関する調査書の提出に
ついて（伺い）8

平成25年03月08日 起案
平成25年度暫定予算要望調書の作成について （伺い）

9

平成25年03月11日 起案
「防災・安全交付金の創設に伴う」H25執行予定調書の提出について（伺い）

10



索引目次

平成24年度 下水道認証確定（平成24年度下水道事上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E61

平成24年04月17日 起案
平成22年度下水道事業実施計画の県ヒヤリングについて（伺い）

1

平成24年04月17日 起案
下水道事業（社会資本整備重点計画の指標）に関する調書等の提出につい
て（伺い）2

平成24年04月18日 起案
平成24年度下水道事業実施計画の県ヒアリング結果について（報告）

3

平成24年05月01日 起案
下水道事業（社会資本整備重点計画の指標）に関する調書等の提出につい
て（伺い）4

平成24年05月10日 起案
平成24年度下水道事業実施計画の県様式の提出について（伺い）

5

平成24年06月05日 起案
平成24年度社会資本整備重点計画の指標に関する調書（調書①）の提出に
ついて（伺い）6

平成24年06月07日 起案
平成24年度社会資本整備重点計画の指標に関する調書（調書②③⑤）の提
出について（伺い）7

平成24年06月07日 起案
下水道事業（社会資本整備重点計画の指標）に関する調書等の再確認につ
いて（伺い）8

平成24年06月18日 起案
下水道事業（社会資本整備重点計画の指標）合流改善に関する調書等の修
正について（伺い）9

平成24年06月20日 起案
平成24年度社会資本整備重点計画の指標に関する調書（調書⑧⑨⑩⑭⑯
事業概要P）の提出について（伺い）10

平成24年10月02日 起案
合流式下水道緊急改善事業の進捗状況について（伺い）

11

平成24年11月29日 起案
合流式下水道緊急改善事業の残事業について（伺い）

12



索引目次

平成24年度 下水道認証確定（災害復旧国庫負担申上下水道局/下水道整備課/建設第一

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

E61

平成24年06月18日 起案
平成23年公共土木施設災害復旧事業の全部成功認定申請について（伺い）

1

平成25年03月13日 収受
平成23年公共土木施設（下水道）災害復旧事業　全部成功認定について

2

平成25年03月14日 起案
被災延長復旧延長の確認について（伺い）

3

平成25年03月18日 起案
東日本大震災にかかる査定状況連絡先について（伺い）

4



索引目次

平成24年度 下水道認証確定（長寿命化計画） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E61

平成25年02月05日 起案
盛岡市下水道長寿命化計画策定に係る事前協議について

1

平成25年02月15日 起案
盛岡市下水道長寿命化計画策定に係る事前協議について（伺い）

2

平成25年02月21日 起案
盛岡市下水道長寿命化計画の提出及び受領について（報告）

3



索引目次

平成24年度 下水道認証確定（盛岡広域都市計画下上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E61

平成25年03月07日 起案
盛岡広域都市計画下水道事業盛岡公共下水道事業計画の変更認可申請に
ついて（伺い）1



索引目次

平成24年度 農業集落排水一般（調査・通知等） 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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

E82

平成24年04月09日 起案
平成24年度岩手県土地改良事業団連合会会員役職員等名簿の提出につい
て（伺い）　1

平成24年04月17日 起案
農業集落排水事業計画に係る照会ついて（伺い）

2

平成24年04月17日 起案
個人情報利用承認申請書の提出について（伺い）

3

平成24年04月20日 起案
個人情報目的外利用の決定通知について（供覧）

4

平成24年05月11日 起案
個人情報処理の通知について（供覧）

5

平成24年05月17日 起案
農業集落排水事業に係る事例照会について（伺い）

6

平成24年05月18日 起案
平成23年度公営企業決算状況調査（農業集落排水事業費特別会計）に係る
関係資料の提出について（伺い）7

平成24年05月18日 起案
市町村合併に伴う指標の変化に係る関係資料の提出について（伺い）

8

平成24年05月18日 起案
農業集落排水施設の供用状況等に係る調査について（伺い）

9

平成24年05月29日 起案
農業集落排水施設の供用状況等に係る追加調査について（伺い）

10

平成24年10月01日 起案
農業集落排水施設の稼働状況調査について（伺い）

11

平成24年10月11日 起案
農業集落排水施設震災対応の手引き（案）に関するアンケートについて（伺
い）12

平成24年10月11日 起案
農業集落排水施設に関する実態調査アンケートについて（伺い）

13

平成24年11月20日 起案
農業集落排水施設 震災対応計画の作成状況調査について（伺い）

14

平成24年12月26日 起案
地方公共団体等が実施する集落排水施設の耐震強化に係る報告について
（伺い）15

平成25年01月07日 起案
農業集落排水施設の不明水対策等の実施状況に係る報告について（伺い）

16
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