
索引目次

平成24年度 事務事業改革改善 上下水道局/下水道施設管理課/維持

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

A25

平成24年12月07日 起案
事務事業価格改善事例の応募について（伺い）

1



索引目次

平成24年度 監査 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

A80

平成24年04月19日 起案
平成24年度定期監査資料の提出について

1



索引目次

平成24年度 争訟 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第１種

分類記号

A90

平成24年05月10日 起案
東京電力㈱原子力発電所事故による原子力損害の第二次賠償請求につい
て（伺い）1

平成24年12月11日 起案
平成24年度原子力損害の賠償請求（第一次請求分）について（伺い）

2



索引目次

平成24年度 庁舎関係（下水道施設消防用設備保守上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

AO8

平成24年04月01日 起案
下水道施設消防用設備保守点検業務委託に係る契約の締結について(伺
い)1

平成24年04月01日 起案
下水道施設消防用設備保守点検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02日 起案
下水道施設消防用設備保守点検業務委託に係る当初業務工程表届等の承
認及び監督員の通知について(伺い)3

平成24年07月03日 起案
下水道施設消防用設備保守点検業務委託(総合点検)に係る完了検査の実
施について(伺い)4

平成24年07月03日 起案
下水道施設消防用設備保守点検業務委託(総合点検)に係る完了検査報告
並びに検査結果の通知について(伺い)5

平成24年07月10日 起案
下水道施設消防用設備保守点検業務委託の点検結果報告書の提出につい
て(伺い)6

平成24年12月26日 起案
下水道施設消防用設備保守点検業務委託(機器点検12月分)の結果報告書
の受理と消防署への提出について(伺い)7

平成25年03月31日 起案
下水道施設消防用設備保守点検業務委託(契約期間終了)に係る完了検査
の実施について(伺い)8

平成25年03月31日 起案
下水道施設消防用設備保守点検業務委託(契約期間終了)に係る完了検査
報告並びに検査結果の通知について(伺い)9



索引目次

平成24年度 庁舎関係（構内電話交換設備保守点検上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

AO8

平成24年04月01日 起案
業務委託に係る契約の締結について（伺い）

1

平成24年04月01日 起案
契約の締結結果について(報告)

2

平成24年04月01日 起案
工程表等の承認及び監督員の通知について(伺い)

3

平成24年05月07日 起案
構内電話交換設備保守点検業務委託　業務完了の確認について(伺い)

4

平成24年05月07日 起案
構内電話交換設備保守点検業務委託　検査結果通知書(4月分)

5

平成24年06月04日 起案
構内電話交換設備保守点検業務委託　検査結果通知書(5月分)

6

平成24年07月02日 起案
構内電話交換設備保守点検業務委託　検査結果通知書(6月分)

7

平成24年08月01日 起案
構内電話交換設備保守点検業務委託　検査結果通知書(7月分)

8

平成24年09月04日 起案
構内電話交換設備保守点検業務委託　検査結果通知書(8月分)

9

平成24年10月03日 起案
構内電話交換設備保守点検業務委託　検査結果通知書(9月分)

10

平成24年11月01日 起案
構内電話交換設備保守点検業務委託　検査結果通知書(10月分)

11

平成24年12月03日 起案
構内電話交換設備保守点検業務委託　検査結果通知書(11月分)

12

平成25年01月09日 起案
構内電話交換設備保守点検業務委託　検査結果通知書(12月分)

13

平成25年02月06日 起案
構内電話交換設備保守点検業務委託　検査結果通知書(1月分)

14

平成25年03月05日 起案
構内電話交換設備保守点検業務委託　検査結果通知書(2月分)

15

平成25年03月31日 起案
構内電話交換設備保守点検業務委託　検査結果通知書(3分)

16



索引目次

平成24年度 庁舎関係（情報処理設備等保守点検業上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

AO8

平成24年04月01日 起案
業務委託に係る契約の締結について（伺い）

1

平成24年04月01日 起案
契約の締結結果について(報告)

2

平成24年04月01日 起案
工程表等の承認及び監督員の通知について(伺い)

3

平成24年10月01日 起案
完了検査の実施について（伺い）

4

平成24年10月05日 起案
情報処理設備等保守点検業務委託　検査結果の通知について(伺い)

5

平成25年03月28日 起案
業務委託に係る完了検査報告並びに検査結果通知について（伺い）

6

平成25年03月31日 起案
完了検査の実施について（伺い）

7

平成25年03月31日 起案
業務委託に係る完了検査報告並びに検査結果通知について（伺い）

8



索引目次

平成24年度 庁舎関係（中川原終末処理場オイルタ 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

AO8

平成24年11月28日 起案
中川原終末処理場ほかオイルタンク清掃業務委託に係る契約の締結につい
て(伺い)1

平成24年12月03日 起案
中川原終末処理場ほかオイルタンク清掃業務委託に係る契約の締結につい
て(供覧)2

平成24年12月03日 起案
業務委託に係る産業廃棄物処理委託契約の締結について(伺い)

3

平成24年12月03日 起案
業務委託に係る産業廃棄物処理委託契約の締結について(供覧)

4

平成24年12月04日 起案
中川原終末処理場ほかオイルタンク清掃業務委託に係る業務着手届等の承
認及び監督員の通知について(伺い)5

平成25年01月15日 起案
中川原終末処理場ほかオイルタンク清掃業務委託に係る完了検査の実施に
ついて(伺い)6

平成25年01月16日 起案
中川原終末処理場ほかオイルタンク清掃業務委託に係る完了検査報告及び
完了検査通知書について(伺い)7



索引目次

平成24年度 庁舎関係（中川原終末処理場給湯用ボ 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

AO8

平成24年04月01日 起案
中川原終末処理場給湯用ボイラー保守業務委託に係る契約の締結につい
て(伺い)1

平成24年04月01日 起案
中川原終末処理場給湯用ボイラー保守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02日 起案
中川原終末処理場給湯用ボイラー保守業務委託に係る当初業務工程表届
等の承認及び監督員の通知について(伺い)3

平成24年07月03日 起案
中川原終末処理場給湯用ボイラー保守業務委託に係る完了検査(履行開始
から定期自主検査終了まで期間の業務)の実施について(伺い)4

平成24年07月03日 起案
中川原終末処理場給湯用ボイラー保守業務委託に係る完了検査報告並び
に検査結果の通知について(伺い)5

平成25年03月31日 起案
中川原終末処理場給湯用ボイラー保守業務委託(契約期間終了)に係る完了
検査の実施について(伺い)6

平成25年03月31日 起案
中川原終末処理場給湯用ボイラー保守業務委託(契約期間終了)に係る完了
検査報告及び完了検査通知書について(伺い)7



索引目次

平成24年度 庁舎関係（中川原終末処理場消化槽ボ 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

AO8

平成24年07月24日 起案
中川原終末処理場消化槽用ボイラー定期整備業務委託に係る契約の締結
について(伺い)1

平成24年07月24日 起案
中川原終末処理場消化槽用ボイラー定期整備業務委託に係る契約の締結
について(供覧)2

平成24年07月25日 起案
中川原終末処理場消化槽用ボイラー定期整備業務委託に係る当初業務工
程表届等の承認及び監督員の通知について(伺い)3

平成24年08月30日 起案
中川原終末処理場消化槽用ボイラー定期整備業務委託に係る完了検査の
実施について(伺い)4

平成24年08月30日 起案
中川原終末処理場消化槽用ボイラー定期整備業務委託に係る完了検査報
告及び完了検査通知書について(伺い)5



索引目次

平成24年度 庁舎関係（中央監視制御棟暖房用ボイ 上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

AO8

平成24年10月03日 起案
中央監視制御棟暖房用ボイラー保守業務委託に係る契約の締結について
(伺い)1

平成24年10月03日 起案
中央監視制御棟暖房用ボイラー保守業務委託に係る契約の締結について
(供覧)2

平成24年10月04日 起案
中央監視制御棟暖房用ボイラー保守業務委託に係る当初工程表届等の承
認及び監督員の通知について(伺い)3

平成25年03月31日 起案
中央監視制御棟暖房用ボイラー保守業務委託に係る完了検査の実施につ
いて(伺い)4

平成25年03月31日 起案
中央監視制御棟暖房用ボイラー保守業務委託に係る完了検査報告及び完
了検査通知書について(伺い)5



索引目次

平成24年度 庁舎関係（中川原終末処理場貯水槽清上下水道局/下水道施設管理課

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

AO8

平成24年07月24日 起案
中川原終末処理場貯水槽清掃業務委託に係る契約の締結について(伺い)

1

平成24年07月25日 起案
中川原終末処理場貯水槽清掃業務委託に係る契約の締結について(供覧)

2

平成24年07月26日 起案
中川原終末処理場貯水槽清掃業務委託に係る当初業務工程表届等の承認
及び監督員の通知について(伺い)3

平成24年08月09日 起案
中川原終末処理場貯水槽清掃業務委託に係る完了検査の実施について(伺
い)4

平成24年08月09日 起案
中川原終末処理場貯水槽清掃業務委託に係る完了検査報告並びに検査結
果の通知について(伺い)5
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