
索引目次

第３種A03平成25年度
交際秘書 上下水道局/総務課/職員係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月01日 起案
「上下水道局管理者交際費支出基準」の改正について（伺い）

2平成25年04月04日 起案
香典の支出について（伺い）

3平成25年04月09日 起案
上下水道事業管理者就退任に伴う挨拶状の作成及び送付について（伺い）

4平成25年04月11日 起案
上下水道事業管理者就退任に伴う挨拶状の印刷について（伺い）

5平成25年04月15日 起案
上下水道事業管理者就退任挨拶状の印刷について（伺い）

6平成25年06月03日 起案
香典の支出について（伺い）

7平成25年06月27日 起案
盛岡消費者友の会40周年記念祝賀会の出席について（伺い）

8平成25年11月18日 起案
香典の支出について（伺い）



索引目次

第３種A07平成25年度
日本水道協会関係（日水協本部） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月01日 起案
日本水道協会専門委員会委員の推薦について（伺い）

2平成25年04月01日 収受
人事異動について（平成25年４月１日付）（供覧）

3平成25年04月08日 収受
日本水道協会第81回総会議事録の送付について（供覧）

4平成25年04月30日 起案
第144回水道事業管理者協議会の情報交換事項に係る各課照会について
（伺い）

5平成25年05月10日 収受
「水道工事監督業務委託検討報告書」の送付について

6平成25年05月14日 起案
平成25年度第1回運営会議の出席について（伺い）

7平成25年05月15日 起案
第144回水道事業管理者協議会の情報交換事項照会への回答について（伺
い）

8平成25年05月27日 収受
「指定給水装置工事事業者研修テキスト2013」について（供覧）

9平成25年05月27日 収受
「水道施設管理業務第三者委託積算要領案－浄水場等運転・保全管理業務
編－」について（供覧）

10平成25年06月03日 収受
地震等緊急時対応の手引き（改定版）の送付について（供覧）

11平成25年06月10日 収受
水道用仕様書品の検査に関する規則の改正に伴う水道用資機材発注に当
たっての仕様書の確認について（供覧）

12平成25年06月13日 起案
公益社団法人　日本水道協会第82回総会の出席について（伺い）

13平成25年06月13日 起案
第144回水道事業管理者協議会情報交換事項に係る各課照会について（伺
い）

14平成25年06月13日 起案
第144回水道事業管理者協議会の出席について（伺い）

15平成25年06月13日 起案
第155回水道技術管理者協議会の出席について（伺い）

16平成25年06月19日 起案
第144回水道事業管理者協議会の情報交換事項の回答について（伺い）

17平成25年06月21日 収受
日本水道協会第82回総会提出議案等の事前送付について（供覧）

18平成25年06月25日 起案
東日本大震災における会員相互応援に対する感謝状被贈呈者調査への回
答について（伺い）

19平成25年07月01日 収受
第144回水道事業管理者協議会の資料送付について（供覧）

20平成25年07月12日 起案
平成25年度正会員台帳の提出について（伺い）



索引目次

第３種A07平成25年度
日本水道協会関係（日水協本部） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

21平成25年07月26日 起案
平成25年度第2回運営会議への出席について（伺い）

22平成25年08月06日 収受
第144回水道事業管理者協議会議事録について（供覧）

23平成25年08月13日 収受
東日本大震災水道復興支援連絡協議会の支援活動に関する水道協会雑誌
への原稿執筆依頼について（供覧）

24平成25年08月28日 起案
日本水道協会平成25年度全国会議（第83回総会・水道研究発表会）の出席
について（伺い）

25平成25年09月04日 起案
【日水協】平成25年度全国会議への職員派遣について（伺い）

26平成25年09月04日 収受
日本水道協会平成25年度全国会議への参加協力依頼について(供覧）

27平成25年09月09日 起案
第157回水道技術管理者協議会の設定議題の提出に係る各課照会について
（伺い）

28平成25年09月12日 起案
第156回水道技術管理者協議会の出席について（伺い）

29平成25年09月18日 起案
第145回水道事業管理者協議会の情報交換事項に係る各課照会について
（伺い）

30平成25年09月18日 起案
日本水道協会平成25年度全国会議開催に伴う郡山市レセプションへの職員
派遣について（伺い）

31平成25年10月03日 起案
第145回水道事業管理者協議会の情報交換事項について（伺い）

32平成25年10月11日 起案
第157回水道技術管理者協議会の設定議題の提出について（伺い）

33平成25年10月17日 収受
日本水道協会第83回総会提出議案等の事前送付について

34平成25年10月18日 収受
「水道事業の加入金調査表」の送付について（供覧）

35平成25年10月24日 起案
第145回水道事業管理者協議会情報交換事項の回答に係る各課照会につい
て（伺い）

36平成25年10月28日 収受
第145回水道事業管理者協議会の開催について（供覧）

37平成25年10月28日 収受
東日本大震災感謝状の贈呈について（供覧）

38平成25年11月01日 起案
第145回水道事業管理者協議会への出席について（伺い）

39平成25年11月01日 起案
平成25年度第３回運営会議への出席について（伺い）

40平成25年11月13日 起案
第145回水道事業管理者協議会の情報交換事項の回答について（伺い）



索引目次

第３種A07平成25年度
日本水道協会関係（日水協本部） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

41平成25年12月09日 収受
日本水道協会会員名簿の送付について（供覧）

42平成25年12月17日 起案
第157回水道技術管理者協議会の出席について（伺い）

43平成25年12月18日 起案
第157回水道技術管理者協議会設定議題の提出に係る各課照会について
（伺い）

44平成26年01月07日 起案
第157回水道技術管理者協議会議題集の取りまとめについて（伺い）

45平成26年01月07日 起案
第157回水道技術管理者協議会の設定議題の回答について（伺い）

46平成26年01月16日 収受
第145回水道事業管理者協議会議事録について（供覧）

47平成26年01月24日 収受
「日本水道協会第83回総会会員提出問題処理状況」の送付について（供覧）

48平成26年02月03日 収受
平成26年度　配水管工技能講習会のご案内について（供覧）

49平成26年02月05日 収受
2/4付けエラーメール（総務省の優良地方公営企業表彰制度に関するご案
内）について（供覧）

50平成26年02月17日 収受
地方公営企業会計におけるリース会計制度の導入に伴う経過措置に係る移
転リース取引及び移転外リース取引が税法上のリース取引に該当する場合の
消費税の取扱について（供覧）

51平成26年03月07日 収受
今後の水道技術管理者協議会開催日程の変更について（供覧）



索引目次

第３種A07平成25年度
日本水道協会関係（東北地方支部） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月04日 起案
全管連東北ブロック各県団体長との意見交換会に係る議題について（伺い）

2平成25年04月25日 起案
日水協東北地方支部「第53回労務担当者会議」の開催に係る情報交換テー
マの回答依頼について（伺い）

3平成25年04月26日 収受
日本水道協会東北地方支部　第82回総会の開催案内について（供覧）

4平成25年04月30日 起案
平成25年度日本水道協会東北地方支部会員台帳の提出について（伺い）

5平成25年05月07日 起案
日水協東北地方支部「第53回労務担当者会議」における情報交換議題の回
答について（伺い）

6平成25年05月07日 起案
第53回労務担当者会議の出席について（伺い）

7平成25年05月07日 起案
日水協東北地方支部「第53回労務担当者会議」の情報交換資料の提出につ
いて（伺い）

8平成25年05月11日 起案
日本水道協会東北地方支部第82回総会の出席について(伺い)

9平成25年05月14日 起案
日本水道協会東北地方支部第192回幹事会の出席について（伺い）

10平成25年05月16日 起案
平成25年度日本水道協会東北地方支部一般会計予算案の修正に係る書面
審議について（伺い）

11平成25年05月23日 起案
【日水協東北】第44回水道技術管理者協議会に係る情報交換資料の提出依
頼について（伺い）

12平成25年06月06日 起案
【日水協東北】第44回水道技術管理者協議会に係る情報交換資料の提出に
ついて（伺い）

13平成25年06月13日 起案
【日水協東北】第44回水道技術管理者協議会の出席について（伺い）

14平成25年07月01日 起案
第１回給・配水研究委員会の開催に伴う当局職員の派遣について（伺い）

15平成25年07月01日 起案
第１回給水装置研究委員会の開催に伴う当局職員の派遣について（伺い）

16平成25年08月08日 起案
第１回浄水研究委員会の開催に伴う当局職員の派遣について（伺い）

17平成25年08月08日 起案
日本水道協会東北地方支部「第16回水道技術事例発表会」MIP賞表彰選考
委員の派遣について（伺い）

18平成25年09月04日 起案
【日水協東北】第８回防災協議会の開催に伴う当局職員の出席について（伺
い）

19平成25年10月03日 起案
【日水協東北】各種会議・講習会の講演テーマ等に関するアンケートへの協力
について（伺い）

20平成25年10月04日 起案
日本水道協会東北地方支部「事務・技術講習会」テーマ発表者の推薦につい
て（伺い）



索引目次

第３種A07平成25年度
日本水道協会関係（東北地方支部） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

21平成25年10月17日 起案
第２回　給・配水研究委員会の開催に伴う当局職員の派遣について（伺い）

22平成25年10月17日 起案
【日水協東北】配管技術・技能力維持向上講習会運営委員会への局職員の
派遣について（伺い） 

23平成25年10月23日 起案
【日水協東北】各種会議・講習会の講演テーマ等に関するアンケートについて
（伺い）

24平成25年10月28日 起案
第２回浄水研究委員会の開催に伴う当局職員の派遣について（伺い）

25平成25年10月30日 起案
第２回給水装置研究委員会の開催に伴う当局職員の派遣について（伺い）

26平成25年11月06日 起案
日本水道協会東北地方支部「平成25年度事務講習会」テーマ発表者の派遣
について（伺い）

27平成25年11月20日 収受
主要都市水道技術管理者名簿（平成25年度版）の送付について

28平成25年12月17日 起案
日本水道協会東北地方支部第193回幹事会の出席について（伺い）

29平成25年12月26日 収受
平成25年度東北地方支部における会議・講習会等の資料の送付について
（供覧）

30平成26年01月20日 起案
日水協東北地方支部「第45回各県支部事務担当者会議」への出席について
（伺い）

31平成26年01月21日 起案
第３回給水装置研究委員会の開催に伴う当局職員の派遣について（伺い）

32平成26年01月28日 起案
第３回給・配水研究委員会の開催に伴う当局職員の派遣について（伺い）

33平成26年01月29日 起案
水源における水質事故等への対応に関するアンケート調査への協力につい
て（伺い）

34平成26年01月30日 起案
第３回浄水研究委員会の開催に伴う当局職員の派遣について（伺い）

35平成26年02月18日 起案
水源における水質事故等への対応に関するアンケート調査への回答につい
て（伺い）

36平成26年03月25日 起案
第194回幹事会及び功績者審査委員会の出席について（伺い）



索引目次

第３種A07平成25年度
日本水道協会関係（岩手県支部） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月02日 起案
日本水道協会岩手県支部第133回役員会の出席方について（伺い）

2平成25年04月11日 起案
平成25年度全国簡易水道協議会東北・北海道ブロック会議への出席につい
て（伺い）

3平成25年04月15日 起案
平成25年度日本水道協会東北地方支部水道技術管理者名簿について（伺
い）

4平成25年04月23日 起案
【簡水協】職員の派遣について（伺い）

5平成25年04月24日 起案
日本水道協会岩手県支部第134回役員会・第59回定時総会への出席につい
て（伺い）

6平成25年05月07日 起案
平成25年度改訂版「水道事業実務必携」の購入申込の照会について（伺い）

7平成25年05月13日 起案
日本水道協会岩手県支部正会員調査表の報告について（伺い）

8平成25年05月22日 起案
職員の派遣について（伺い）

9平成25年05月28日 起案
さいたま市水道局からの給水車の譲渡に係る希望調査への回答について（伺
い）

10平成25年05月28日 収受
「暴追いわて」（平成25年５月号　№63）の送付について（供覧）

11平成25年06月03日 起案
「水道事業実務必携」（平成25年度改訂版）の購入申し込みについて（伺い）

12平成25年06月13日 収受
平成25年度日本水道協会岩手県支部長表彰式「記念写真」の送付について
（供覧）

13平成25年06月17日 起案
日本水道協会岩手県支部第135回役員会（書面開催）審議事項の承認につ
いて（伺い）

14平成25年07月02日 収受
第135回役員会（書面開催）の審議結果について（報告

15平成25年07月02日 収受
さいたま市水道局からの給水車の譲り受け先について（報告）

16平成25年07月09日 起案
平成25年度日本水道協会岩手県支部事務研修会における ｢情報交換事項｣
への回答依頼について（伺い）

17平成25年07月16日 起案
平成25年度日本水道協会岩手県支部事務研修会における ｢情報交換事項｣
への回答について（伺い）

18平成25年07月26日 起案
【簡水協】職員の派遣について（伺い）

19平成25年07月29日 収受
日本水道協会岩手県支部｢現行料金等調べ｣の送付について（供覧）

20平成25年08月09日 収受
日本水道協会「平成25年度全国会議」に係る協力依頼について（供覧）



索引目次

第３種A07平成25年度
日本水道協会関係（岩手県支部） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

21平成25年08月28日 起案
日本水道協会「平成25年度全国会議」に係る写真等の提供について（伺い）

22平成25年09月04日 起案
水道施設の災害に伴う相互応援に係る応急復旧用資機材の備蓄状況等に関
する調査について（回答）

23平成25年09月24日 起案
職員の派遣について（伺い）

24平成25年10月01日 収受
「暴追いわて」（平成25年９月号　№64）の送付について（供覧）

25平成25年10月15日 起案
平成25年度日本水道協会岩手県支部「水道技術管理者協議会」に係る情報
交換事項の各課照会について（伺い）

26平成25年10月15日 起案
平成25年度日本水道協会岩手県支部「水道技術管理者協議会」の出席につ
いて（伺い）

27平成25年10月17日 起案
【簡水協】第58回簡易水道整備促進全国大会への職員派遣について（伺い）

28平成25年10月25日 起案
平成25年度日本水道協会岩手県支部水道技術管理者協議会に係る情報交
換事項について（伺い）

29平成25年11月01日 起案
日本水道協会岩手県支部「災害時相互応援計画」追録第５号及び会員別資
料の送付について（伺い）

30平成25年11月15日 収受
東日本大震災に係る水道復旧支援について（供覧）

31平成25年11月28日 収受
平成26年度日本水道協会岩手県支部会員の年会費等の予算措置について
(供覧) 

32平成25年12月10日 起案
日本水道協会岩手県支部第136回役員会の出席方について（伺い）

33平成26年01月09日 起案
【簡水協】職員の派遣について（伺い）

34平成26年01月28日 起案
職員の派遣について（伺い）

35平成26年01月29日 収受
「暴追いわて」（平成26年 新年号 №65）の送付について（供覧）

36平成26年01月30日 起案
「簡易水道部会」「上水道及び簡易水道部会合同会議」への出席について（伺
い）

37平成26年01月31日 起案
「上水道及び簡易水道部会合同会議」への情報交換事項等の照会について
（伺い）  

38平成26年02月21日 収受
平成26年新年交賀会の終了について（供覧）



索引目次

第３種A07平成25年度
盛岡市水道サービス公社 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月16日 起案
（財）盛岡市水道サービス公社からの寄附の受領について（伺い）

2平成25年07月02日 収受
公益法人制度改革に係る各法人の状況等について（供覧）

3平成25年08月06日 起案
【盛岡市水道サービス公社】地方自治法第243条の３第２項に規定する法人の
経営状況説明書の提出について（伺い）

4平成25年08月09日 起案
盛岡市水道サービス公社における電話及びインターネット休止手続きの完了
について

5平成25年09月13日 起案
(財)盛岡市水道サービス公社残余財産の寄附の受領について（伺い）

6平成25年09月13日 起案
(財)盛岡市水道サービス公社残余財産の寄附の受領に係る領収証書の交付
について（伺い）

7平成25年09月17日 起案
（財）盛岡市水道サービス公社に係る登記事項証明書の請求について(伺い）



索引目次

第２種A20平成25年度
組織運営 上下水道局/総務課/職員係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年07月16日 起案
平成26年度組織機構の見直しの実施について（伺い）

2平成25年08月08日 起案
平成26年度　組織機構見直し実施案の提出について（伺い）

3平成25年09月18日 起案
平成26年度盛岡市上下水道局事務事業見直し実施案（総務課提案）の提出
について（伺い）

4平成25年11月11日 起案
平成26年度職員定数調書の提出について（伺い）



索引目次

第２種A20平成25年度
組織運営（事務事業見直し検討委員会
事務局）

上下水道局/総務課/職員係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年08月01日 起案
平成25年度第１回盛岡市上下水道局事務事業見直し検討委員会の開催につ
いて（伺い）

2平成25年08月22日 起案
平成26年度盛岡市上下水道局事務事業見直しの実施について（伺い）

3平成25年08月22日 収受
平成25年度第１回盛岡市上下水道局事務事業見直し検討委員会の検討結
果について（供覧）

4平成25年09月27日 起案
平成25年度第２回盛岡市上下水道局事務事業見直し検討委員会の開催につ
いて（伺い）

5平成25年10月08日 起案
盛岡市上下水道局事務事業見直し検討委員会における幹事会の設置につい
て（伺い）

6平成25年10月17日 収受
平成25年度第２回盛岡市上下水道局事務事業見直し検討委員会の検討結
果について（供覧）

7平成25年10月21日 起案
平成25年度第３回盛岡市上下水道局事務事業見直し検討委員会の開催につ
いて（伺い）

8平成25年10月22日 起案
盛岡市上下水道局事務事業見直し検討委員会幹事会に係る幹事長の指名
並びに第１回幹事会　　の開催について（伺い）

9平成25年12月18日 起案
平成25年度盛岡市上下水道局事務事業見直し検討委員会の検討結果につ
いて（伺い）



索引目次

第１種A23平成25年度
例規 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月13日 起案
盛岡市上下水道局の企業職員の給与に関する規程の一部改正について（伺
い）

2平成25年05月31日 起案
「臨時的任用職員の取扱いについて」の一部改正について（伺い）

3平成25年05月31日 起案
盛岡市上下水道局企業職員の休暇に関する規程の一部改正について（伺
い）

4平成25年05月31日 起案
職員の休暇等の取扱いについての一部改正について（伺い）

5平成25年06月28日 起案
盛岡市上下水道局の企業職員の給与に関する規程等の一部改正について
（伺い）

6平成25年09月04日 起案
盛岡市上下水道局事務事業見直し検討委員会要綱の一部改正について（伺
い）

7平成25年11月19日 起案
盛岡市上下水道局水道技術管理者規程の一部改正について（伺い）

8平成25年11月19日 起案
水道技術管理補助者の職務等に関する要領の一部改正について（伺い）

9平成25年11月19日 起案
水道技術管理者の担当する事務に係る専決等についての一部改正について
（伺い）

10平成25年12月01日 起案
盛岡市上下水道局水道技術管理者規程の一部改正について（伺い）

11平成25年12月01日 起案
水道技術管理補助者の職務等に関する要領の一部改正について（伺い）

12平成25年12月01日 起案
水道技術管理者の担当する事務に係る専決等についての一部改正について
（伺い）

13平成25年12月20日 起案
盛岡市上下水道局の企業職員の給与に関する規程の一部改正について（伺
い）

14平成25年12月24日 起案
盛岡市上下水道局企業職員の旅費に関する規程の一部改正について（伺
い）

15平成26年03月26日 起案
規程の一部改正について（伺い）

16平成26年03月28日 起案
盛岡市上下水道局の組織及び運営等に関する規程等の一部改正について
（伺い）

17平成26年03月28日 起案
盛岡市上下水道局水道技術管理者規程の一部改正について（伺い）

18平成26年03月31日 起案
水道技術管理補助者の職務等に関する要領の一部改正について（伺い）

19平成26年03月31日 起案
水道技術管理者の担当する事務に係る専決等についての一部改正について
（伺い）

20平成26年03月31日 起案
盛岡市上下水道局職員被服等貸与要綱の一部改正について（伺い）



索引目次

第３種A25平成25年度
行政評価 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年07月11日 起案
施策達成評価シートの提出について（伺い）



索引目次

第２種A27平成25年度
電算委託（グループウェア） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月01日 起案
平成19年度整備クライアント賃貸借に係る契約締結について（伺い）

2平成25年04月01日 起案
平成20年度整備クライアント賃貸借に係る契約締結について（伺い）

3平成25年04月01日 起案
平成20年度整備クライアント賃貸借その２に係る契約締結について（伺い）

4平成25年04月01日 起案
平成21年度整備クライアント賃貸借に係る契約締結について（伺い）

5平成25年04月01日 起案
平成21年度整備クライアント賃貸借その２に係る契約締結について（伺い）

6平成25年04月01日 起案
平成19年度整備クライアント賃貸借に係る契約締結について（供覧）

7平成25年04月01日 起案
平成20年度整備クライアント賃貸借に係る契約締結について（供覧）

8平成25年04月01日 起案
平成20年度整備クライアント賃貸借その２に係る契約締結について（供覧）

9平成25年04月01日 起案
平成21年度整備クライアント賃貸借に係る契約締結について（供覧）

10平成25年04月01日 起案
平成21年度整備クライアント賃貸借その２に係る契約締結について（供覧）

11平成25年04月22日 起案
平成25年度グループウェアのヘルプデスクの報告について（伺い）

12平成25年04月30日 起案
庁内ネットワーク基幹機器保守管理業務委託に係る業務完了確認報告及び
通知について（伺い）

13平成25年05月13日 起案
平成25年度上下水道局ヘルプデスクについて（報告）

14平成25年05月31日 起案
庁内ネットワーク基幹機器保守管理業務委託に係る業務完了確認報告及び
通知について（伺い）

15平成25年07月01日 起案
庁内ネットワーク基幹機器保守管理業務委託に係る業務完了確認報告及び
通知について（伺い）

16平成25年07月24日 起案
自治体クラウドセミナーについて（報告）

17平成25年07月31日 起案
庁内ネットワーク基幹機器保守管理業務委託に係る業務完了確認報告及び
通知について（伺い）

18平成25年09月02日 起案
庁内ネットワーク基幹機器保守管理業務委託に係る業務完了確認報告及び
通知について（伺い）

19平成25年09月13日 起案
Windows7インストール等業務委託に係る契約締結について（伺い）

20平成25年09月20日 起案
Windows7インストール等業務委託に係る契約締結について（報告）



索引目次

第２種A27平成25年度
電算委託（グループウェア） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

21平成25年09月20日 収受
Windows7インストール等業務委託に係る主任担当者通知について（供覧）

22平成25年09月30日 起案
庁内ネットワーク基幹機器保守管理業務委託に係る業務完了確認報告及び
通知について（伺い）

23平成25年10月31日 起案
庁内ネットワーク基幹機器保守管理業務委託に係る業務完了確認報告及び
通知について（伺い）

24平成25年11月12日 起案
Adobe Acrobat11 Standardの購入について（伺い）

25平成25年11月18日 起案
平成25年度整備クライアント賃貸借契約の実施について（伺い）

26平成25年11月19日 起案
情報システムに係るパスワードの適正な管理及び運用通知について（伺い）

27平成25年11月26日 起案
Adobe Acrobat11 Standardの購入に係る契約締結について（伺い）

28平成25年11月28日 起案
平成25年度整備クライアント賃貸借に係る契約締結について（伺い）

29平成25年12月02日 起案
庁内ネットワーク基幹機器保守管理業務委託に係る業務完了確認報告及び
通知について（伺い）

30平成25年12月04日 起案
平成25年度整備クライアント賃貸借に係る契約締結について（報告）

31平成25年12月05日 起案
情報セキュリティ事故の発生事例の周知について（伺い）

32平成25年12月19日 起案
パソコンディスプレイの明るさ等の調整方法に係る情報提供について（伺い）

33平成26年01月06日 起案
庁内ネットワーク基幹機器保守管理業務委託に係る業務完了確認報告及び
通知について（伺い）

34平成26年01月16日 起案
パソコンの追加配備について（伺い）

35平成26年01月16日 起案
ファイルメーカーPro13の購入について（伺い）

36平成26年01月30日 起案
グループウェア端末のWindows7化作業の実施について（伺い）

37平成26年01月31日 起案
庁内ネットワーク基幹機器保守管理業務委託に係る業務完了確認報告及び
通知について（伺い）

38平成26年02月17日 収受
ファイルメーカーPro13の購入にかかる契約締結について（報告）

39平成26年03月03日 起案
庁内ネットワーク基幹機器保守管理業務委託に係る業務完了確認報告及び
通知について（伺い）

40平成26年03月14日 起案
Windows7インストール等業務委託に係る完了確認について（伺い）



索引目次

第２種A27平成25年度
電算委託（グループウェア） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

41平成26年03月14日 起案
Windows7インストール等業務委託に係る完了確認について（伺い）

42平成26年03月18日 起案
賃貸借契約に係る変更契約について（伺い）

43平成26年03月18日 起案
賃貸借契約に係る変更契約について（伺い）

44平成26年03月18日 起案
賃貸借契約に係る変更契約について（伺い）

45平成26年03月18日 起案
賃貸借契約に係る変更契約について（伺い）

46平成26年03月18日 起案
賃貸借契約に係る変更契約について（伺い）

47平成26年03月18日 起案
賃貸借契約に係る変更契約について（伺い）

48平成26年03月18日 起案
賃貸借契約に係る変更契約について（伺い）

49平成26年03月18日 起案
賃貸借契約に係る変更契約について（伺い）

50平成26年03月18日 起案
業務委託契約に係る変更契約について（伺い）

51平成26年03月18日 起案
業務委託契約に係る変更契約について（伺い）

52平成26年03月26日 起案
人事異動に伴うパソコン使用者の報告等について（伺い）

53平成26年03月26日 起案
パソコンの追加配備について（伺い）

54平成26年03月28日 起案
業務委託契約に係る変更契約の締結について（報告）

55平成26年03月28日 起案
賃貸借契約に係る変更契約の締結について（報告）

56平成26年03月28日 起案
賃貸借契約に係る変更契約の締結について（報告）

57平成26年03月28日 起案
業務委託契約に係る変更契約の締結について（報告）

58平成26年03月28日 起案
賃貸借契約に係る変更契約の締結について（報告）

59平成26年03月28日 起案
賃貸借契約に係る変更契約の締結について（報告）

60平成26年03月28日 起案
賃貸借契約に係る変更契約の締結について（報告）



索引目次

第２種A27平成25年度
電算委託（グループウェア） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

61平成26年03月28日 起案
賃貸借契約に係る変更契約の締結について（報告）

62平成26年03月28日 起案
賃貸借契約に係る変更契約の締結について（報告）

63平成26年03月28日 起案
賃貸借契約に係る変更契約の締結について（報告）

64平成26年03月28日 起案
ヘルプデスク担当者の推薦について(伺い） 

65平成26年03月31日 起案
庁内ネットワーク基幹機器保守管理業務委託に係る業務完了確認報告及び
通知について（伺い）



索引目次

第２種A27平成25年度
電算委託（ネットワーク） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成26年03月26日 起案
ネットワーク接続回線の使用に関する変更覚書の締結について（伺い）

2平成26年03月31日 起案
ネットワーク接続回線の使用に関する変更覚書の締結について（伺い）



索引目次

第２種A27平成25年度
電算委託（プリンタ等） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年11月12日 起案
インクジェット複合機の購入について（伺い）

2平成25年11月26日 起案
インクジェット複合機の購入に係る契約締結について（伺い）



索引目次

第３種A30平成25年度
文書管理 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月01日 起案
平成25年度における公印取扱主任の指定について（伺い）

2平成25年04月12日 起案
文書書目の新設について（伺い）

3平成26年01月14日 起案
文書書目の新設について（伺い）

4平成26年01月21日 起案
文書書目の新設について（伺い）

5平成26年01月23日 起案
文書書目の新設について（伺い）



索引目次

第２種A33平成25年度
文書廃棄目録 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年12月24日 起案
保存期間が経過した文書の廃棄確認について（伺い）

2平成26年01月31日 起案
文書保存年限の延長承認について（伺い）

3平成26年03月03日 起案
保存期間が経過した文書の廃棄について（伺い）



索引目次

第１種A60平成25年度
議会 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年05月23日 起案
【H25.6月】市議会定例会対応想定質疑応答集の更新について（伺い）

2平成25年11月28日 起案
【H25.12月】市議会定例会対応想定質疑応答集の更新について（伺い）



索引目次

第１種A80平成25年度
監査 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年03月14日 起案
定期監査の実施について（伺い）

2平成25年04月18日 起案
包括外部監査結果等に対する措置状況の照会について（伺い）

3平成25年04月23日 起案
平成25年度定期監査資料の提出について（伺い）

4平成25年04月30日 起案
包括外部監査結果等に対する措置状況の回答について（伺い）

5平成25年05月07日 起案
定期監査講評等出席者報告書の提出について（伺い）

6平成25年05月10日 起案
平成25年度定期監査に係る指導内容の提出について（伺い）

7平成25年05月14日 起案
定期監査資料説明聴取における未回答事項への回答作成依頼について（伺
い）

8平成25年05月15日 起案
定期監査に係る説明聴取の質疑の内容について（報告）

9平成25年05月23日 起案
定期監査資料説明聴取における回答未了事項への回答提出について（伺
い）

10平成25年06月17日 起案
定期監査に係る実地監査の指導内容等について（報告）

11平成25年07月08日 起案
平成25年度定期監査に係る措置状況通知書の提出について（通知）

12平成25年08月30日 起案
平成25年度定期監査に係る措置状況通知書について（伺い）

13平成25年09月30日 起案
平成25年度定期監査に係る措置状況通知書について（伺い）

14平成25年10月15日 起案
包括外部監査結果等に対する措置状況の照会について（伺い）

15平成25年11月11日 起案
包括外部監査結果等に対する措置状況の回答について（伺い）

16平成25年12月05日 起案
包括外部監査措置状況への行政経営課からの問合せに対する回答について
（伺い）

17平成25年12月20日 起案
平成21年度包括外部監査結果等に対する措置状況の提出について（伺い）

18平成26年03月17日 収受
定期監査の実施について（供覧）
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