
索引目次

第１種A20平成25年度
事務引継 上下水道局/経営企画課/企画係

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27日 起案
事務引継ぎ書類の提出について（伺い）



索引目次

第１種A23平成25年度
例規 上下水道局/経営企画課/企画係

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05日 起案
盛岡市水道事業給水条例の一部改正について（伺い）

2平成25年12月10日 起案
盛岡市下水道条例の一部を改正する条例について（伺い）

3平成25年12月10日 起案
盛岡市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例について（伺い）

4平成25年12月26日 起案
「盛岡市下水道使用料過誤納金返還金交付要綱」の改正について（伺い）

5平成25年12月27日 起案
「水道料金の還付に係る還付加算金交付取扱要領」の廃止について（伺い）

6平成26年03月27日 起案
水道及び下水道の臨時使用における概算前納金の取扱いについて（伺い）

7平成26年03月31日 起案
盛岡市上下水道局財務規程の改正について（伺い）



索引目次

第３種A25平成25年度
行政評価 上下水道局/経営企画課/企画係

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10日 起案
包括外部監査結果等に対する措置状況調査について（伺い）

2平成25年04月15日 起案
「盛岡市自治体経営の指針及び実施計画」の進捗状況について（伺い）

3平成25年04月25日 起案
「盛岡市自治体経営の指針及び実施計画」進捗状況の追記について（伺い）

4平成25年04月26日 起案
包括外部監査結果等に対する措置状況について（伺い）

5平成25年05月22日 起案
事務事業評価の実施について（伺い）

6平成25年06月26日 起案
施策達成度評価について（伺い）

7平成25年08月09日 起案
事務事業評価事前評価に係る一次評価の実施について（伺い）

8平成25年09月12日 起案
「盛岡市自治体経営の指針及び実施計画」の取組結果に係る成果等につい
て（伺い）

9平成25年10月16日 起案
包括外部監査結果等に基づく措置状況について（伺い）

10平成25年10月17日 起案
「盛岡市まちづくり評価アンケート」にかかる設問事項について（伺い）

11平成25年10月22日 起案
第二次盛岡市自治体経営の指針及び実施計画の進捗状況に ついて（伺い） 

12平成25年11月28日 起案
包括外部監査措置状況に対する行政経営課からの問い合わせについて（伺
い）

13平成25年12月19日 起案
包括外部監査措置状況に対する行政経営課からの問い合わせについて（伺
い）

14平成26年01月24日 起案
施策の成果指標の目標値設定について（伺い）



索引目次

第２種A27平成25年度
電算委託（財務会計） 上下水道局/経営企画課/経理係

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
委託業務処理日程表の提出について（供覧）

2平成25年04月01日 起案
委託業務処理日程表の提出について（供覧）

3平成25年09月10日 起案
上下水道事業財務会計システム法改正対応改修業務委託の実施について
（伺い）

4平成25年09月19日 起案
上下水道事業財務会計システム法改正対応改修業務委託契約のの締結に
ついて（伺い）

5平成25年09月24日 起案
上下水道事業財務会計システム法改正対応改修業務委託契約着手届等の
提出について（供覧）

6平成26年03月18日 起案
上水道財務会計システム・文書管理システム運用管理等業務委託の変更契
約について（伺い）

7平成26年03月18日 起案
下水道財務会計システム運用管理等業務委託の変更契約について（伺い）

8平成26年03月31日 起案
上下水道事業財務会計システム法改正対応改修業務委託に係る業務完了確
認について（伺い）



索引目次

第３種A41平成25年度
広報活動 上下水道局/経営企画課/企画係

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年度上下水道局ホームページ運用・保守管理業務委託に係る契約締
結について（伺い）

2平成25年04月01日 起案
平成25年度上下水道局ホームページ運用・保守管理業務委託に係る契約締
結について（報告）

3平成25年04月01日 起案
「平成25年度上下水道局ホームページ運用・保守管理業務委託」にかかる現
場責任者について（報告）

4平成25年04月01日 収受
第55回水道週間の実施について（供覧）

5平成25年04月02日 起案
平成25年度上下水道局ホームページ各課担当者の報告依頼について（伺
い）

6平成25年04月03日 起案
平成25年度学びの循環推進事業（まちづくりコース）の講座メニューについて
（照会） 

7平成25年04月05日 起案
盛岡市「第55回水道週間」に係る経営会議での協議について（伺い）

8平成25年04月09日 起案
盛岡市「第55回水道週間」の実施について（伺い）

9平成25年04月12日 起案
平成25年度学びの循環推進事業（まちづくりコース）講座メニューの報告につ
いて（伺い） 

10平成25年04月12日 起案
「審議会等一覧表」の提出について（伺い） 

11平成25年04月17日 起案
上下水道局におけるＡＥＤ（自動体外式除細動器）設置状況の周知について
（伺い）

12平成25年04月19日 起案
上下水道局ホームページ「お知らせ」の更新について（伺い）

13平成25年04月22日 起案
平成25年度水道施設見学会の実施について（伺い）

14平成25年04月22日 起案
｢広報もりおか｣５月１５日号の校正について（伺い）

15平成25年04月23日 起案
パンフレット「もりおかの水風景」に掲載する盛岡市水道事業のあゆみについ
て（伺い）

16平成25年04月24日 起案
｢広報もりおか｣５月１５日号の校正（再校）について（伺い）

17平成25年04月24日 起案
米内浄水場観桜期における水道施設見学会参加者募集について（伺い）

18平成25年04月24日 起案
上下水道局ホームページ「お知らせ」の掲載について（伺い）

19平成25年04月24日 起案
水道施設見学会の参加者募集にかかる上下水道局ホームページへの掲載に
ついて（伺い）

20平成25年04月26日 起案
水道施設見学会バス借上に係る契約締結について（伺い）



索引目次

第３種A41平成25年度
広報活動 上下水道局/経営企画課/企画係

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04月30日 起案
市政情報の公表と提供一覧表の修正等について（伺い） 

22平成25年05月01日 起案
平成25年度水道施設見学会参加者募集用チラシの掲示について（伺い）

23平成25年05月01日 起案
盛岡市上下水道局ホームページ「職員専用情報ページ」制作業務委託に係る
契約締結について（伺い）

24平成25年05月01日 起案
盛岡市上下水道局ホームページ「職員専用情報ページ」制作業務委託に係る
契約締結について（報告）

25平成25年05月01日 起案
「盛岡市上下水道局ホームページ「職員専用情報ページ」制作業務委託」に
かかる現場責任者について（報告）

26平成25年05月02日 起案
「第55回水道週間」ポスター及び壁新聞の掲示について（伺い）

27平成25年05月07日 起案
測量成果の複製承認申請について（伺い）

28平成25年05月09日 起案
米内浄水場シダレ桜の開花及び公開期間の延長に係る市政記者クラブへの
情報提供（投げ込み）について（伺い）

29平成25年05月10日 起案
市政情報の公表と提供一覧表の提出について（伺い） 

30平成25年05月13日 起案
測量成果の複製承認について（報告）

31平成25年05月15日 起案
水道施設見学会の参加者アンケートについて（伺い）

32平成25年05月16日 起案
平成25年度水道施設見学会の参加者について（伺い）

33平成25年05月20日 起案
「第55回水道週間」における各種行事の実施に関する庁議資料の提出につい
て（伺い）

34平成25年05月21日 起案
「第55回水道週間」に係る横断幕及び懸垂幕の掲示について（伺い）

35平成25年05月23日 起案
水道施設見学会に係る報道機関への情報提供（投げ込み）について（伺い）

36平成25年05月23日 起案
平成25年度水道施設見学会の実施に係る参加協力について（伺い）

37平成25年05月23日 起案
水道施設見学会にかかる電話対応について（伺い）

38平成25年05月28日 起案
測量成果複製後の成果品提出について（伺い）

39平成25年06月04日 起案
広報用ＤＶＤ「水のまちの水道ぼうや」の郵送による貸出について（伺い）

40平成25年06月10日 起案
「健康のため水を飲もう推進運動」ポスター協賛について（伺い）



索引目次

第３種A41平成25年度
広報活動 上下水道局/経営企画課/企画係

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06月12日 起案
水道耐震化推進プロジェクトの情報発信に係る資料提供について（伺い）

42平成25年06月13日 起案
平成25年度水道施設見学会に係る参加者アンケートの結果について（報告）

43平成25年06月18日 起案
水道施設見学会にかかる上下水道局ホームページへの掲載について（伺い）

44平成25年06月19日 起案
日下水協：下水道展展示企画への協力について（伺い）

45平成25年06月26日 起案
第55回水道週間実施に関するアンケートについて（伺い）

46平成25年06月28日 起案
水道耐震化推進プロジェクトの情報発信に係る資料提供について（伺い）

47平成25年08月12日 起案
米内浄水場・高圧電源車現地説明会の実施及び報道機関への情報提供に
ついて（伺い）

48平成25年08月14日 起案
広報もりおか９月15日号への掲載依頼について（伺い）　

49平成25年08月26日 起案
上下水道局ホームページ「お知らせ」の更新について（伺い）

50平成25年09月02日 起案
モニター制度および緊急広報に関する調査への回答について（伺い）

51平成25年09月04日 起案
「健康のために水を飲もう推進運動」に関するアンケートについて（伺い）

52平成25年09月10日 起案
盛岡市上下水道局広報戦略アクションプランの策定について（伺い）

53平成25年09月26日 起案
広報検討会議の開催について（伺い）

54平成25年09月27日 起案
絵入り郵便葉書作成に係る画像提供依頼について（伺い）

55平成25年09月30日 起案
第１回上下水道局広報検討会議にかかる配付資料について（伺い）

56平成25年09月30日 収受
第２学年『職場体験学習』について

57平成25年10月11日 起案
平成25年度盛岡市上下水道局広報チラシ編集制作業務委託に係る契約締
結について（伺い）

58平成25年10月15日 起案
平成25年度盛岡市上下水道局広報チラシ編集制作業務委託に係る契約締
結について（伺い）

59平成25年10月15日 起案
「平成25年度盛岡市上下水道局広報チラシ編集制作業務委託」にかかる現場
責任者について（報告）

60平成25年10月17日 起案
下水道展展示企画への協力にかかる報告について



索引目次

第３種A41平成25年度
広報活動 上下水道局/経営企画課/企画係

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25年10月21日 起案
盛岡市立乙部中学校『職場体験学習』のアンケートについて（伺い）

62平成25年10月21日 収受
職場体験学習について（受け入れのお願い）

63平成25年10月25日 起案
盛岡市立乙部中学校『職場体験学習』のアンケートについて（供覧）

64平成25年10月28日 起案
盛岡市立下小路中学校『職場体験学習』のアンケートについて（伺い）

65平成25年10月30日 起案
上下水道局広報チラシのタイトルについて（伺い）

66平成25年11月01日 起案
盛岡市立下小路中学校『職場体験学習』のアンケートについて（供覧）

67平成25年11月08日 収受
盛岡市立乙部中学校『職場体験学習』の御礼状について（供覧）

68平成25年11月13日 収受
盛岡市立下小路中学校『職場体験学習』の御礼状について（供覧）

69平成25年11月19日 起案
広報チラシ「みずの輪」創刊号の局内通知について（伺い）

70平成25年11月29日 起案
広報チラシ「みずの輪」の送付について（伺い）

71平成25年12月04日 起案
職場体験学習にかかる上下水道局ホームページへの掲載について（伺い）

72平成25年12月06日 起案
上下水道局ホームページ「よくある質問」の更新について（伺い）

73平成25年12月10日 起案
新水道ビジョン・新地方公営企業会計制度講演会にかかる上下水道局ホーム
ページへの掲載について（伺い）

74平成25年12月13日 起案
上下水道局ホームページ「お知らせ」への掲載について（伺い）

75平成25年12月16日 起案
広報チラシ「みずの輪」に寄せられたご意見・ご感想等について【第一弾】（供
覧）

76平成25年12月24日 起案
広報用映像ソフト「水のまちの水道ぼうや」修正に係るケース等デザイン案に
ついて（伺い）

77平成25年12月26日 起案
広報素材に関するデータの提供依頼について（伺い） 

78平成25年12月26日 起案
災害・事故における応急給水情報等の広報・広聴に関する調査への回答につ
いて（伺い）

79平成26年01月06日 起案
盛岡市上下水道局広報「みずの輪」の局ホームページへの掲載について（伺
い）

80平成26年01月16日 起案
広報チラシ「みずの輪」に寄せられたご意見・ご感想等について【第二弾】（供
覧）



索引目次

第３種A41平成25年度
広報活動 上下水道局/経営企画課/企画係

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

81平成26年01月17日 起案
広報素材に関する情報提供について（伺い） 

82平成26年01月17日 起案
『もりおか暮らしの便利帳2014』の校正について（伺い）

83平成26年01月20日 起案
上下水道局ホームページ「お知らせ」の更新について（伺い）

84平成26年01月27日 起案
上下水道局ホームページ「お知らせ」の更新について（伺い）

85平成26年01月31日 起案
『もりおか暮らしの便利帳2014』の校正【初校】について（伺い）

86平成26年02月03日 起案
上下水道局ホームページ「お知らせ」の更新について（伺い）

87平成26年02月03日 起案
広報用DVD『水のまちの水道ぼうや』の送付について（伺い）

88平成26年02月07日 起案
岩手日報「引越企画特集」への原稿提出について（伺い）

89平成26年02月10日 起案
各種媒体を活用した水道事業の広報・啓発活動等にかかる調査への回答に
ついて（伺い）

90平成26年02月10日 起案
広報チラシ「みずの輪」に寄せられたご意見・ご感想等について【第三弾】（供
覧）

91平成26年02月17日 起案
広報チラシ「みずの輪」に寄せられたご意見・ご感想等について【第四弾】（供
覧）

92平成26年02月18日 起案
高等学校用理科デジタル教材への映像掲載許諾について（伺い）

93平成26年02月25日 起案
広報検討会議の開催について（伺い）

94平成26年02月25日 起案
『もりおか暮らしの便利帳2014』の再度校正について（伺い）

95平成26年03月04日 起案
上下水道局ＰＲ物品の作成について（伺い）

96平成26年03月04日 起案
『もりおか暮らしの便利帳2014』の校正【再度校正】について（伺い）

97平成26年03月12日 起案
「水道・下水道ガイドもりおか」の最終校正依頼について（伺い）

98平成26年03月26日 起案
「広報もりおか」５月１日号掲載記事について（伺い）

99平成26年03月27日 起案
平成26年度上下水道局広報年間計画の策定について（伺い）

100平成26年03月27日 収受
第56回「水道週間」の実施について（供覧）



索引目次

第３種A41平成25年度
広報活動 上下水道局/経営企画課/企画係

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

101平成26年03月31日 起案
平成26年度上下水道局ホームページ各課担当者の報告依頼について（伺
い）

102平成26年03月31日 起案
局広報チラシ「みずの輪」にかかるご意見ご感想をお寄せいただいた方への
粗品進呈について（伺い）



索引目次

第３種A42平成25年度
陳情苦情処理（まちづくり懇談会） 上下水道局/経営企画課/企画係

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
中野地区まちづくり懇談会に係る懇談事項について（伺い）

2平成25年04月10日 起案
平成24年度まちづくり懇談会に係る要望事項の事後措置状況の調査につい
て（伺い）

3平成25年04月25日 起案
中野地区まちづくり懇談会の開催・懇談事項について（伺い）

4平成25年04月30日 起案
平成24年度まちづくり懇談会に係る要望事項の事後措置状況の調査につい
て（伺い）

5平成25年06月04日 収受
山岸地区まちづくり懇談会について（供覧）

6平成25年06月07日 収受
上米内地区まちづくり懇談会について（供覧）

7平成25年06月07日 収受
城南地区まちづくり懇談会について（供覧）

8平成25年06月25日 収受
太田地区まちづくり懇談会について（供覧）

9平成25年06月28日 収受
玉山薮川地区まちづくり懇談会について（供覧）

10平成25年08月30日 収受
飯岡地区まちづくり懇談会について（供覧）

11平成25年09月05日 起案
飯岡地区まちづくり懇談会に係る懇談事項について（伺い）

12平成25年09月12日 収受
杜陵地区まちづくり懇談会について（供覧）

13平成25年09月18日 起案
飯岡地区まちづくり懇談会に係る懇談事項について（伺い）

14平成25年09月27日 起案
飯岡地区まちづくり懇談会の要望事項について（伺い）

15平成25年09月30日 収受
見前地区まちづくり懇談会について（供覧）

16平成25年10月03日 収受
東厨川地区地区まちづくり懇談会について（供覧）

17平成25年10月09日 起案
飯岡地区まちづくり懇談会に係る要望事項について（伺い）

18平成25年10月21日 収受
東厨川地区まちづくり懇談会の要望事項について（供覧）

19平成25年10月25日 起案
見前地区まちづくり懇談会に係る要望事項について（伺い）

20平成25年10月29日 起案
乙部地区まちづくり懇談会の懇談事項について（伺い）



索引目次

第３種A42平成25年度
陳情苦情処理（まちづくり懇談会） 上下水道局/経営企画課/企画係

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11月13日 起案
乙部地区まちづくり懇談会の開催通知及び懇談事項について（伺い）

22平成25年12月17日 収受
乙部地区まちづくり懇談会の概要について（供覧）

23平成26年03月07日 収受
平成26年度まちづくり懇談会の日程について



索引目次

第３種A42平成25年度
陳情苦情処理 上下水道局/経営企画課/企画係

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03日 起案
市政に対する提言への回答について（伺い）

2平成25年05月09日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領した問
い合わせについて（伺い） 

3平成25年06月07日 起案
市民からの電話による問合せに関する調査について（伺い）

4平成25年06月17日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領した問
い合わせについて（供覧） 

5平成25年06月17日 起案
市民からの電話による問合せに関する調査への回答について（伺い）

6平成25年06月17日 起案
市民からの提案等に対する回答について（伺い）

7平成25年06月24日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領した問
い合わせについて（供覧） 

8平成25年06月27日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領した問
い合わせについて（供覧） 

9平成25年06月28日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領した問
い合わせについて（供覧） 

10平成25年07月16日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領した問
い合わせについて（供覧） 

11平成25年07月17日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領したご
意見及びホームページの更新について（伺い） 

12平成25年07月23日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領した問
い合わせについて（供覧） 

13平成25年07月26日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領した依
頼について（供覧） 

14平成25年08月12日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領した問
い合わせについて（供覧） 

15平成25年08月12日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領したお
問い合わせについて（供覧） 

16平成25年08月16日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領したお
問い合わせについて（供覧） 

17平成25年08月23日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領した依
頼について（供覧） 

18平成25年08月26日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領したお
問い合わせについて（伺い） 

19平成25年08月28日 起案
市民からの提案等に対する回答について（伺い）

20平成25年09月13日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領したお
問い合わせについて（供覧） 



索引目次

第３種A42平成25年度
陳情苦情処理 上下水道局/経営企画課/企画係

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18日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領した依
頼について（供覧） 

22平成25年09月19日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領した問
い合わせについて（供覧） 

23平成25年09月30日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領した依
頼について（供覧） 

24平成25年10月07日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領した問
い合わせについて（供覧） 

25平成25年11月06日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領した依
頼について（供覧） 

26平成25年11月15日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領した依
頼について（供覧） 

27平成25年11月27日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領した依
頼について（供覧） 

28平成25年12月03日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領した問
い合わせについて（供覧） 

29平成25年12月09日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領したお
問い合わせについて（供覧） 

30平成25年12月16日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領した問
い合わせについて（供覧） 

31平成26年01月16日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領した問
い合わせについて（供覧） 

32平成26年01月21日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領した問
い合わせについて（伺い） 

33平成26年02月21日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領した問
い合わせについて（供覧） 

34平成26年02月26日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領した問
い合わせについて（供覧） 

35平成26年03月03日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領した問
い合わせについて（供覧） 

36平成26年03月06日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領した問
い合わせについて（供覧） 

37平成26年03月12日 起案
上下水道局ホームページ「ご意見・お問い合わせフォーム」により受領した問
い合わせについて（供覧） 



索引目次

第３種A42平成25年度
陳情苦情処理 上下水道局/経営企画課/料金係

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09日 起案
下水道使用料の遡及賦課に係るお詫びと内容説明について

2平成25年07月16日 起案
下水道使用料の遡及賦課に係る顛末書の送付について

3平成25年10月21日 収受
行政文書開示請求について（供覧）

4平成25年10月22日 起案
行政文書開示請求について（伺い）



索引目次

第３種A50平成25年度
統計諸務 上下水道局/経営企画課/企画係

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13日 起案
平成24年度給水年報作成に係る配水量分析会議への出席について（伺い）

2平成25年08月07日 起案
「水道事業ガイドライン」に基づく平成24年度業務指標の試算について（伺い）

3平成25年09月30日 起案
水道事業ガイドライン業務指標値（ＰＩ）一覧表（平成23年度公表分）における
事業体名公表の可否について（伺い）

4平成25年10月07日 起案
「水道事業ガイドライン」に基づく平成24年度業務指標について（伺い）



索引目次

第３種A52平成25年度
上下水道事業概要 上下水道局/経営企画課/企画係

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06月11日 起案
盛岡市上下水道事業概要 平成25 年度版（平成24 年度実績）の原稿作成に
ついて（伺い）

2平成25年07月23日 起案
盛岡市上下水道事業概要（平成25年度版）の製作に係る測量成果の複製・使
用許可申請について（伺い）

3平成25年07月31日 起案
盛岡市上下水道事業概要（平成25年度版）の製作に係る測量成果の複製・使
用許可申請について（報告）

4平成25年09月04日 起案
測量成果の複製・使用承認に係る成果品の提出について（伺い）

5平成25年09月04日 収受
平成24年度水道事業統計年報について（供覧）

6平成25年10月08日 起案
盛岡市上下水道事業概要 平成25年度版（平成24年度実績）の送付について
（伺い）

7平成25年10月16日 起案
盛岡市上下水道事業概要 平成25年度版（平成24年度実績）の公開について
（伺い）

8平成25年11月15日 起案
盛岡市上下水道事業概要 平成25年度版（平成24年度実績）の一部訂正 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/経営企画課/企画係

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17日 起案
定期監査について（伺い）

2平成25年05月07日 起案
定期監査の実施に係る説明聴取及び講評の出席者報告について（伺い）

3平成25年06月13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）

4平成26年03月14日 収受
定期監査の実施について



索引目次

第３種A82平成25年度
出納検査 上下水道局/経営企画課/経理係

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19日 起案
計理状況及び例月出納検査資料の送付について（伺い）

2平成25年05月20日 起案
計理状況及び例月出納検査資料の送付について（伺い）

3平成25年06月20日 起案
計理状況及び例月出納検査資料の送付について（伺い）

4平成25年07月18日 起案
計理状況及び例月出納検査資料の送付について（伺い）

5平成25年07月26日 起案
現金出納検査日の変更について（供覧）

6平成25年08月20日 起案
計理状況及び例月出納検査資料の送付について（伺い）

7平成25年08月27日 起案
例月出納検査（３月分から６月分）の結果報告について（供覧）

8平成25年09月06日 起案
７月分例月出納検査資料補足資料の送付について（伺い）

9平成25年09月20日 起案
計理状況及び例月出納検査資料の送付について（伺い）

10平成25年10月07日 起案
例月出納検査（７月分，８月分）の結果報告について（供覧）

11平成25年10月18日 起案
計理状況及び例月出納検査資料の送付について（伺い）

12平成25年11月19日 起案
計理状況及び例月出納検査資料の送付について（伺い）

13平成25年12月02日 起案
例月出納検査（９月分，10月分）の結果報告について（供覧）

14平成25年12月18日 起案
計理状況及び例月出納検査資料の送付について（伺い）

15平成26年01月06日 起案
例月出納検査（11月分）の結果報告について（供覧）

16平成26年01月17日 起案
計理状況及び例月出納検査資料の送付について（伺い）

17平成26年02月19日 起案
計理状況及び例月出納検査資料の送付について（伺い）

18平成26年03月06日 起案
例月出納検査（12月分,１月分）の結果報告について（供覧）

19平成26年03月14日 起案
平成26年度現金出納検査日等について（供覧）

20平成26年03月20日 起案
計理状況及び例月出納検査資料の送付について（伺い）



索引目次

第３種A82平成25年度
出納検査 上下水道局/経営企画課/経理係

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26年03月28日 起案
例月出納検査（２月分）の結果報告について（供覧）
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