
索引目次

平成24年度 国庫県費支出金 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

H60

平成24年04月16日 起案
平成24年度循環型社会形成推進交付金の内示について（供覧）

1

平成24年04月20日 起案
平成24年度循環型社会形成推進交付金交付申請について（伺い）

2

平成24年04月23日 起案
平成24年度下水道事業債償還基金費補助金交付申請について（伺い）

3

平成24年04月23日 起案
平成24年度浄化槽設置整備事業費補助金交付申請について（伺い）

4

平成24年05月02日 起案
平成24年度下水道事業債償還基金費補助金交付契約の締結について（伺
い）5

平成24年05月07日 起案
平成24年度浄化槽設置整備事業費補助金の交付決定について（供覧）

6

平成24年05月07日 起案
平成23年度循環型社会形成推進交付金の交付額確定通知書について（供
覧）7

平成24年05月17日 起案
平成24年度下水道事業債償還基金費補助金交付契約の締結について（供
覧）8

平成24年05月23日 起案
浄化槽事業に係る公共事業施行状況調べ（4月分）の提出について（伺い）

9

平成24年06月05日 起案
浄化槽事業に係る公共事業施行状況調べ（5月分）の提出について（伺い）

10

平成24年06月15日 起案
平成25年度循環型社会形成推進交付金の要望調査について（伺い）

11

平成24年06月25日 起案
個人設置型浄化槽事業の平成23年度事業分の交付基本額算定資料の提出
について（伺い）12

平成24年06月29日 起案
公共工事の代価の前金払及び中間前金払について（供覧）

13

平成24年07月04日 起案
浄化槽事業に係る公共事業施行状況調べ（6月分）の提出について（伺い）

14

平成24年07月12日 起案
平成24年度浄化槽事業に係る各市町村の上乗せ補助等調査への回答つい
て（伺い）15

平成24年08月01日 起案
浄化槽事業に係る公共事業施行状況調べ（7月分）の提出について（伺い）

16

平成24年08月31日 起案
浄化槽事業に係る公共事業施行状況調べ（8月分）の提出について（伺い）

17

平成24年09月13日 起案
平成25年度浄化槽整備事業の県費補助要求の提出について（伺い）

18

平成24年10月01日 起案
浄化槽事業に係る公共事業施行状況調べ（9月分）の提出について（伺い）

19

平成24年10月15日 起案
【平成24浄化槽追加（減額）要望】：平成24年度循環型社会形成推進交付金
の追加要望（減額）額調査について（伺い）20



索引目次

平成24年度 国庫県費支出金 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

H60

平成24年11月01日 起案
平成25年度浄化槽事業の本要望について（伺い）

21

平成24年11月01日 起案
浄化槽事業に係る公共事業施行状況調べ（10月分）の提出について（伺い）

22

平成24年11月19日 起案
平成24年度循環型社会形成推進交付金の交付決定通知について（供覧）

23

平成24年11月28日 起案
浄化槽事業に係る公共事業施行状況調べ（11月分）の提出について（伺い）

24

平成24年12月18日 起案
平成２４年度浄化槽事業に係る最終所要見込額等調べについて（伺い）

25

平成25年01月07日 起案
浄化槽事業に係る公共事業施行状況調べ（12月分）の提出について（伺い）

26

平成25年01月25日 起案
循環型社会形成推進交付金に係る支払事務について（供覧）

27

平成25年01月25日 起案
平成２４年度循環型社会形成推進交付金の執行額調査について（伺い）

28

平成25年01月28日 起案
平成２４年度循環型社会形成推進交付金(浄化槽分)追加要望(増額分のみ)
調査について（伺い）29

平成25年01月29日 起案
平成25年度循環型社会形成推進交付金に係る本要望額について（伺い）

30

平成25年01月31日 起案
浄化槽事業に係る公共事業施行状況調べ（1月分）の提出について（伺い）

31

平成25年02月18日 起案
平成24年度浄化槽事業に係る完了確認検査について（供覧）

32

平成25年02月19日 起案
平成24年度浄化槽設置整備事業費県費補助金の変更承認申請について
（伺い）33

平成25年02月19日 起案
平成24年度下水道事業債償還基金費補助金の変更承認申請について（伺
い）34

平成25年02月26日 起案
平成24年度浄化槽設置整備事業の交付決定変更通知書について（供覧）

35

平成25年02月26日 起案
平成24年度下水道事業債償還基金費補助金変更交付契約の締結について
（伺い）36

平成25年02月26日 復命
平成24年度浄化槽事業に係る完了確認検査（第1回目）を受けましたので復
命します。37

平成25年02月28日 起案
平成24年度下水道事業債償還基金費補助金変更交付契約の締結について
（供覧）38

平成25年02月28日 起案
浄化槽事業の実績報告に係る事務手続きの変更について（供覧）

39

平成25年03月01日 起案
浄化槽事業に係る公共事業施行状況調べ（2月分）の提出について（伺い）

40



索引目次

平成24年度 国庫県費支出金 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

H60

平成25年03月07日 起案
平成24年度循環型社会形成推進交付金の概算請求について（伺い）

41

平成25年03月08日 起案
浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱の改正について（供覧）

42

平成25年03月18日 起案
下水道事業債償還基金費補助金交付要領の改正について（供覧）

43

平成25年03月21日 起案
平成24年度浄化槽設置整備事業費補助金（県費）の請求について（伺い）

44

平成25年03月21日 起案
平成24年度下水道事業債償還基金費補助金の請求について（伺い）

45

平成25年03月21日 起案
平成24年度循環型社会形成推進交付金事業実績報告書の提出について
（伺い）46

平成25年03月25日 復命
平成25年度浄化槽事業に係る完了確認検査（第2回目）を受けましたので復
命します。47

平成25年03月28日 起案
浄化槽事業に係る公共事業施行状況調べ（3月分）の提出について（伺い）

48



索引目次

平成24年度 平成24年度公設浄化槽事業賦課計算 上下水道局/玉山事務所

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

H60

平成24年03月15日 起案
平成24年度公設浄化槽事業賦課計算等業務委託の実施について(伺い)

1

平成24年04月01日 起案
平成24年度公設浄化槽事業賦課計算等業務委託に係る契約締結について
(伺い)2

平成24年04月01日 起案
平成24年度公設浄化槽事業賦課計算等業務委託の契約締結について(供
覧)3

平成24年04月01日 起案
平成24年度公設浄化槽事業賦課計算等業務委託の業務監督員の通知につ
いて(伺い)4

平成25年03月31日 起案
平成24年度公設浄化槽事業賦課計算等業務委託に係る完了検査の実施に
ついて(伺い)5

平成25年03月31日 起案
平成24年度公設浄化槽事業賦課計算等業務委託に係る完了検査の結果に
ついて(伺い)6



索引目次

平成24年度 合併処理浄化槽（起債） 上下水道局/玉山事務所

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

H60

平成24年04月24日 起案
平成24年度起債計画書等の提出について（伺い）

1

平成24年05月18日 復命
平成24年度起債計画書提出に係る岩手県市町村課ヒアリング

2

平成25年04月11日 起案
平成24年度起債借入額調査について（伺い）

3

平成25年04月11日 起案
平成24年度同意債財政融資資金に係る関連書類の提出について（伺い）

4



索引目次

平成24年度 合併処理浄化槽（災害申請関係） 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

H60

平成24年04月01日 起案
平成23年度東日本大震災に係る廃棄物処理施設災害復旧費国庫補助金交
付決定及び確定通知書について（供覧）1

平成24年04月18日 起案
平成23年度東日本大震災に係る廃棄物処理施設災害復旧費国庫補助金の
交付請求について(伺い)2



索引目次

平成24年度 H23盛岡市公設浄化槽整備事業申請 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

H60

平成24年04月19日 起案
公設浄化槽設置に係る水質検査申し込みについて（伺い）

1

平成24年04月19日 起案
公設浄化槽使用開始報告について（伺い）

2



索引目次

平成24年度 H23盛岡市公設浄化槽整備事業申請 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

H60

平成24年06月13日 起案
公設浄化槽設置に係る水質検査申し込みについて（伺い）

1

平成24年06月15日 起案
公設浄化槽使用開始報告について（伺い）

2



索引目次

平成24年度 H23盛岡市公設浄化槽整備事業申請 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

H60

平成24年04月25日 起案
公設浄化槽設置に係る水質検査申し込みについて（伺い）

1

平成24年04月27日 起案
公設浄化槽使用開始報告について（伺い）

2



索引目次

平成24年度 盛岡市公設浄化槽整備事業(変更届等)上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

H60

平成24年11月08日 起案
盛岡市公設浄化槽にかかる使用者等の変更について（供覧）

1



索引目次

平成24年度 盛岡市公設浄化槽整備事業申請書関 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

H60

平成24年08月09日 起案
公設浄化槽設置申請に係る設置決定通知について（伺い）

1

平成24年09月14日 起案
盛岡市公設浄化槽設置届出について

2

平成24年09月14日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事計画通知について（伺い）

3

平成24年10月02日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（供覧）

4

平成24年11月22日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事完了通知及び完了届出について（伺い）

5

平成24年12月14日 起案
公設浄化槽設置に係る水質検査申し込みについて（伺い）

6

平成24年12月14日 起案
公設浄化槽使用開始報告について（伺い）

7



索引目次

平成24年度 盛岡市公設浄化槽整備事業申請書関 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

H60

平成24年05月09日 起案
公設浄化槽設置申請に係る設置決定通知について（伺い）

1

平成24年05月16日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事に係る費用負担承諾について（伺い）

2

平成24年06月15日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事計画通知について（伺い）

3

平成24年06月15日 起案
盛岡市公設浄化槽設置届出について

4

平成24年06月28日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（供覧）

5

平成24年07月31日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事完了通知及び完了届出について（伺い）

6

平成24年09月03日 起案
公設浄化槽設置に係る水質検査申し込みについて（伺い）

7

平成24年09月04日 起案
公設浄化槽使用開始報告について（伺い）

8



索引目次

平成24年度 公設浄化槽施設管理事務 上下水道局/玉山事務所

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

H60

平成24年06月15日 起案
浄化槽機能保証制度に基づく保証による浄化槽修繕の実施について（伺い）

1

平成24年07月02日 起案
浄化槽(H22年度第4号工事永井地区)修繕に係る見積徴収結果及び修繕の
発注について（伺い）2

平成24年09月20日 起案
浄化槽(H22年度第4号工事永井地区)修繕完了に係る補修アンケートの提出
について（伺い）3

平成25年03月14日 起案
公設浄化槽(H20年度第17号工事沢目地区）にかかるブロワ交換修繕の実施
について（伺い）4

平成25年03月14日 起案
公設浄化槽(H21年度第6号工事好摩東地区）にかかるブロワ交換修繕の実
施について（伺い）5

平成25年03月14日 起案
公設浄化槽(H20年度第11号工事釘の平地区）にかかるブロワ交換修繕の実
施について（伺い）6

平成25年03月14日 起案
公設浄化槽(H20年度第20号工事釘の平地区）にかかるブロワ交換修繕の実
施について（伺い）7

平成25年03月14日 起案
公設浄化槽(H20年度第16号工事門前寺地区）にかかるブロワ交換修繕の実
施について（伺い）8

平成25年03月14日 起案
浄化槽機能保証制度に基づく保証による浄化槽修繕の実施について（伺い）

9

平成25年03月18日 起案
浄化槽(H20年度第4号工事山谷川目地区)修繕に係る見積徴収結果及び修
繕の発注について（伺い）10

平成25年03月18日 起案
公設浄化槽(H21年度第6号工事好摩東地区)ブロワ交換修繕に係る見積徴
収結果及び修繕の発注について（伺い）11

平成25年03月18日 起案
公設浄化槽(H20年度第17号工事沢目地区)ブロワ交換修繕に係る見積徴収
結果及び修繕の発注について（伺い）12

平成25年03月18日 起案
公設浄化槽(H20年度第20号工事釘の平地区)ブロワ交換修繕に係る見積徴
収結果及び修繕の発注について（伺い）13

平成25年03月18日 起案
公設浄化槽(H20年度第16号工事門前寺地区)ブロワ交換修繕に係る見積徴
収結果及び修繕の発注について（伺い）14

平成25年03月18日 起案
公設浄化槽(H20年度第11号工事釘の平地区)ブロワ交換修繕に係る見積徴
収結果及び修繕の発注について（伺い）15

平成25年03月19日 起案
浄化槽(H20年度第4号工事山谷川目地区)修繕完了に係る補修アンケートの
提出について(伺い)16



索引目次

平成24年度 盛岡市公設浄化槽整備事業申請書関 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

H60

平成24年07月05日 起案
公設浄化槽設置申請に係る設置決定通知について（伺い）

1

平成24年07月12日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事に係る費用負担承諾について（伺い）

2

平成24年08月01日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事計画通知について（伺い）

3

平成24年08月01日 起案
盛岡市公設浄化槽設置届出について

4

平成24年08月28日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（供覧）

5

平成24年10月05日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事完了通知及び完了届出について（伺い）

6

平成24年10月25日 起案
公設浄化槽設置に係る水質検査申し込みについて（伺い）

7

平成24年10月25日 起案
公設浄化槽使用開始報告について（伺い）

8



索引目次

平成24年度 盛岡市公設浄化槽整備事業申請書関 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

H60

平成24年07月05日 起案
公設浄化槽設置申請に係る設置決定通知について（伺い）

1

平成24年07月12日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事に係る費用負担承諾について（伺い）

2

平成24年08月01日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事計画通知について（伺い）

3

平成24年08月01日 起案
盛岡市公設浄化槽設置届出について

4

平成24年08月20日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（供覧）

5

平成24年10月05日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事完了通知及び完了届出について（伺い）

6

平成24年10月25日 起案
公設浄化槽設置に係る水質検査申し込みについて（伺い）

7

平成24年10月25日 起案
公設浄化槽使用開始報告について（伺い）

8



索引目次

平成24年度 盛岡市公設浄化槽整備事業申請書関 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

H60

平成24年09月14日 起案
公設浄化槽設置申請に係る設置決定通知について（伺い）

1

平成24年09月26日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事に係る費用負担承諾について（伺い）

2

平成24年10月10日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事計画通知について（伺い）

3

平成24年10月10日 起案
盛岡市公設浄化槽設置届出について

4

平成24年10月26日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（供覧）

5

平成24年12月14日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事完了通知及び完了届出について（伺い）

6

平成25年01月11日 起案
公設浄化槽設置に係る水質検査申し込みについて（伺い）

7

平成25年01月11日 起案
公設浄化槽使用開始報告について（伺い）

8



索引目次

平成24年度 盛岡市公設浄化槽整備事業申請書関 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

H60

平成24年09月24日 起案
公設浄化槽設置申請に係る設置決定通知について（伺い）

1

平成24年09月26日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事に係る費用負担承諾について（伺い）

2

平成24年10月10日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事計画通知について（伺い）

3

平成24年10月10日 起案
盛岡市公設浄化槽設置届出について

4

平成24年10月26日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（供覧）

5

平成24年12月14日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事完了通知及び完了届出について（伺い）

6

平成25年01月11日 起案
公設浄化槽設置に係る水質検査申し込みについて（伺い）

7

平成25年01月11日 起案
公設浄化槽使用開始報告について（伺い）

8



索引目次

平成24年度 盛岡市公設浄化槽整備事業申請書関 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

H60

平成24年11月02日 起案
公設浄化槽設置申請に係る設置決定通知について（伺い）

1

平成24年11月07日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事に係る費用負担承諾について（伺い）

2

平成24年12月10日 起案
盛岡市公設浄化槽設置届出について

3

平成24年12月10日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事計画通知について（伺い）

4

平成24年12月20日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（供覧）

5

平成25年03月11日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事完了通知及び完了届出について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 盛岡市公設浄化槽整備事業申請書関 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

H60

平成24年12月14日 起案
公設浄化槽設置申請に係る設置決定通知について（伺い）

1

平成24年12月17日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事に係る費用負担承諾について（伺い）

2

平成25年01月11日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事計画通知について（伺い）

3

平成25年01月11日 起案
盛岡市公設浄化槽設置届出について

4

平成25年01月24日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（供覧）

5

平成25年03月11日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事完了通知及び完了届出について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 盛岡市公設浄化槽整備事業申請書関 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

H60

平成24年12月14日 起案
公設浄化槽設置申請に係る設置決定通知について（伺い）

1

平成24年12月17日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事に係る費用負担承諾について（伺い）

2

平成25年01月15日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事計画通知について（伺い）

3

平成25年01月15日 起案
盛岡市公設浄化槽設置届出について

4

平成25年01月24日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（供覧）

5

平成25年03月11日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事完了通知及び完了届出について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 盛岡市公設浄化槽整備事業申請書関 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

H60

平成24年12月14日 起案
公設浄化槽設置申請に係る設置決定通知について（伺い）

1

平成24年12月17日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事に係る費用負担承諾について（伺い）

2

平成25年01月09日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事計画通知について（伺い）

3

平成25年01月09日 起案
盛岡市公設浄化槽設置届出について

4

平成25年01月24日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（供覧）

5

平成25年03月11日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事完了通知及び完了届出について（伺い）

6



索引目次

平成24年度 盛岡市公設浄化槽整備事業申請書関 上下水道局/玉山事務所

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第２種

分類記号

H60

平成24年12月25日 起案
公設浄化槽設置申請に係る設置決定通知について（伺い）

1

平成25年01月04日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事に係る費用負担承諾について（伺い）

2

平成25年01月21日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事計画通知について（伺い）

3

平成25年01月21日 起案
盛岡市公設浄化槽設置届出について

4

平成25年01月29日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（供覧）

5

平成25年03月11日 起案
盛岡市公設浄化槽設置工事完了通知及び完了届出について（伺い）

6
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