
索引目次

第２種F71平成25年度
災害対策 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
盛岡市上下水道局退職者応援隊への登録について（伺い）

2平成25年04月01日 起案
盛岡市上下水道局退職者応援隊ボランティア保険の加入について（伺い）

3平成25年05月23日 起案
盛岡市上下水道局退職者応援隊登録証の発行・送付について（伺い）

4平成25年07月12日 起案
【7/12大雨警報】汚水処理施設等の被害状況報告について（報告・伺い）

5平成25年07月16日 起案
【7/15大雨警報】汚水処理施設等の被害状況報告について（報告・伺い）

6平成25年07月17日 起案
【7/16大雨・洪水警報】汚水処理施設等の被害状況報告について（報告・伺
い）

7平成25年07月18日 起案
【7/18大雨警報】汚水処理施設等の被害状況報告について（報告・伺い）

8平成25年07月29日 起案
【7/27大雨洪水警報】汚水処理施設等の被害状況報告について（報告・伺い）

9平成25年07月29日 起案
【7/28大雨洪水警報】汚水処理施設等の被害状況報告について（報告・伺い）

10平成25年07月29日 起案
【7/26大雨洪水警報】汚水処理施設等の被害状況報告について（報告・伺い）

11平成25年08月06日 起案
【8/6大雨・洪水警報】汚水処理施設等の被害状況報告について（報告・伺い）

12平成25年08月06日 収受
山形県寒河江市からの給水支援活動に対する御礼について（供覧）

13平成25年08月07日 収受
山形県村山広域水道受水団体への応急給水に対する御礼について（供覧）

14平成25年08月12日 起案
【8/9大雨・洪水警報】汚水処理施設等の被害状況報告について（報告）

15平成25年08月14日 起案
８月９日の大雨に係る都市浸水被害報告について（伺い）

16平成25年08月14日 収受
【寒河江市】山形県内の浄水処理障害に係る給水応援関係費用の請求依頼
について(供覧）

17平成25年08月19日 起案
【8月9日大雨・洪水】水道施設被害の報告について（伺い）

18平成25年08月22日 起案
８月９日の大雨に伴う汚水処理施設等の被害状況報告について（伺い）

19平成25年08月26日 起案
【8月9日大雨・洪水】水道施設被害（8月26日時点）の報告について（伺い）

20平成25年08月27日 起案
【8月9日大雨・洪水】被害対応状況の報告について（伺い）
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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27日 起案
８月９日の大雨・洪水に伴う汚水処理施設等の被害状況報告について（伺い）

22平成25年09月02日 起案
大雨・洪水災害に係る被災地域への生活再建等支援策の情報提供について
（伺い）

23平成25年09月02日 起案
【8月9日大雨・洪水】水道施設被害（9月2日時点）の報告について（伺い）

24平成25年09月03日 起案
【再提出】大雨・洪水災害に係る被災地域への生活再建等支援策の情報提供
について（伺い）

25平成25年09月09日 起案
【寒河江市】山形県内の浄水処理障害に係る給水応援関係費用の請求につ
いて（伺い）

26平成25年09月17日 起案
【9/16大雨・洪水警報】汚水処理施設等の被害状況報告について（伺い）

27平成25年09月18日 起案
【9/16台風18号】大雨・洪水災害に係る被災地域への生活再建等支援策の情
報提供について（伺い）

28平成25年09月24日 起案
【9/16台風18号】大雨・洪水災害に係る水道施設被害報告について（伺い）

29平成25年09月26日 収受
八幡平市からの応援給水に対する御礼について（供覧）

30平成25年10月08日 収受
八幡平市からの給水支援活動に対する御礼について（供覧）

31平成25年10月08日 収受
八幡平市の水道施設被害に伴う給水応援関係費用の請求依頼について(供
覧）

32平成25年10月16日 起案
【10/16大雨・洪水警報】汚水処理施設等の被害状況報告について（伺い）

33平成25年10月24日 起案
【八幡平市】八幡平市の水道施設被害に伴う給水応援関係費用の請求につ
いて（伺い）

34平成25年10月30日 起案
平成25年度八戸圏域水道企業団防災訓練への参加について（伺い）

35平成25年11月08日 起案
大雨等災害に係る被害額の集計について（伺い）

36平成26年02月20日 起案
大雨等被害に係る被害額データの更新依頼について（伺い）

37平成26年03月31日 収受
「災害時における岩手県内の下水道管路施設の復旧支援に関する協定」の締
結について（供覧）
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1平成25年05月01日 起案
東京電力㈱原子力発電所事故による原子力損害の賠償請求に向けた被害額
の算定について（第四次請求分）（伺い）

2平成25年05月15日 起案
東京電力㈱原子力発電所事故による原子力損害の賠償請求に向けた被害額
の算定について（第四次請求分）（伺い）

3平成25年05月31日 収受
東京電力の自治体損害賠償対象の一部見直しに係る情報提供（供覧）

4平成25年06月14日 起案
東京電力㈱原子力発電所事故による原子力損害の賠償請求に係る請求書の
提出について（第四次請求分）（伺い）

5平成25年06月21日 起案
東京電力㈱への損害賠償請求に関する市町村等担当者会議への出席につ
いて（伺い）

6平成25年06月28日 起案
東京電力㈱への損害賠償請求に関する市町村等担当者会議について（報
告）

7平成25年07月02日 起案
下水汚泥の保管費用の賠償請求の状況調査への回答について（伺い）

8平成25年07月29日 収受
東京電力からの平成24年度分自治体損害賠償に係る通知等について（供覧）

9平成25年08月08日 起案
原子力発電所事故損害賠償請求に係る東京電力㈱東北補償相談センターの
訪問について（報告）

10平成25年09月17日 起案
平成25年度第１回原発放射線影響対策市町村等連絡会議について（報告）

11平成25年11月07日 収受
平成25年度以降の原子力損害に関する東京電力株式会社の賠償の考え方
について（供覧）

12平成25年11月15日 起案
東京電力㈱原子力発電所事故による賠償請求に係る請求書（追加資料）の提
出について（伺い）

13平成25年12月06日 起案
東京電力㈱原子力発電所事故による原子力損害の賠償請求に係る算定資料
等の提出依頼について（第五次請求分）（伺い）

14平成25年12月17日 起案
東京電力㈱への損害賠償請求に関する市町村等担当者会議への出席につ
いて（伺い）

15平成25年12月26日 起案
東京電力㈱原子力発電所事故による賠償請求に係る請求書（追加資料）の提
出について（伺い）

16平成25年12月27日 起案
東京電力㈱への損害賠償請求に関する市町村等担当者会議への出席につ
いて（報告）

17平成26年01月07日 起案
東京電力㈱原子力発電所事故による原子力損害の賠償請求に係る算定資料
の提出について（第五次請求分）（伺い）

18平成26年01月16日 収受
東京電力に対する盛岡市分損害賠償請求申立てに係る情報提供について
（供覧）

19平成26年01月17日 起案
東京電力㈱原子力発電所事故による賠償請求に係る請求書（追加資料）の提
出について（伺い）

20平成26年01月29日 起案
原子力損害賠償紛争解決センターへの和解仲介手続申立に係る追加資料の
提出について（伺い）
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21平成26年03月11日 起案
東京電力㈱原子力発電所事故による賠償請求に係る追加資料の提出につい
て（伺い）

22平成26年03月17日 収受
原子力損害賠償紛争解決センターの仲介委員の指名について（供覧）
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第３種F80平成25年度
グリーンオフィス行動計画 上下水道局/総務課/総務係
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1平成25年05月17日 起案
平成24年度第４四半期のエネルギー使用量等の管理・報告について（伺い）

2平成25年06月11日 起案
上下水道局エネルギー管理標準の改定に係る照会について（伺い）

3平成25年07月16日 起案
第１回上下水道局省エネ推進委員会の開催について（伺い）

4平成25年07月22日 起案
平成25年度第１四半期のエネルギー使用量等の管理・報告について（伺い）

5平成25年07月23日 起案
上下水道局におけるエネルギー使用実績について（伺い）

6平成25年07月30日 起案
省エネ法に係る中長期計画書及び定期報告書の提出について（伺い）

7平成25年08月20日 起案
第１回上下水道局省エネ推進委員会の会議概要について（伺い）

8平成25年10月21日 起案
平成25年度第２四半期のエネルギー使用量の提出について（伺い）

9平成25年10月31日 起案
上下水道局における省エネルギーの取り組みについて（伺い）

10平成25年11月27日 起案
「省エネルギー対策の実施状況等に関する実態調査」への回答について（伺
い）

11平成25年12月10日 起案
「省エネルギー対策の実施状況等に関する実態調査（再調査）」への回答に
ついて（伺い）

12平成26年01月17日 起案
平成25年度第３四半期のエネルギー使用量の提出について（伺い）

13平成26年01月21日 起案
エネルギー管理講習に関するアンケートへの回答について（伺い）

14平成26年02月28日 起案
上下水道局エネルギー管理標準の改定に係る照会について（伺い）

15平成26年03月07日 起案
第２回上下水道局省エネ推進委員会の開催について（伺い）

16平成26年03月27日 起案
第２回上下水道局省エネ推進委員会の会議概要について（報告）

17平成26年03月31日 起案
盛岡市上下水道局エネルギー管理標準の改正について（伺い）
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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11日 起案
環境改善計画書兼進捗管理書（第４四半期分）の提出について（伺い）

2平成25年07月16日 起案
環境改善計画書兼進捗管理書（第１四半期分）の提出について（伺い）

3平成25年10月15日 起案
環境改善計画書兼進捗管理書（第２四半期分）の提出について（伺い）

4平成26年01月15日 起案
環境改善計画書兼進捗管理書（第３四半期分）の提出について（伺い）

5平成26年03月04日 起案
重油地下タンク及び灯油ホームタンク漏洩事故時対応訓練の実施について
(伺い)

6平成26年03月11日 起案
重油地下タンク及び灯油ホームタンク漏洩事故時対応訓練等の実施について
(報告)
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