
索引目次

第１種E00平成25年度
統計資料 上下水道局/給排水課/排水設備係

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02日 収受
浄化槽等処理人口調査について（供覧）

2平成25年05月09日 起案
盛岡市公共下水道（汚水）に係る水洗化率及び普及率について（報告）

3平成25年05月30日 起案
浄化槽等処理人口調査について（伺い）

4平成25年05月30日 起案
平成24年度末盛岡市汚水人口普及率について（報告）



索引目次

第２種E60平成25年度
下水道諸務（汚水排出関係） 上下水道局/給排水課/サービス係

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12日 起案
井戸水メーター購入に係る参考見積の徴取について（伺い）

2平成25年04月15日 起案
井戸水メーター設置その１工事の実施について（伺い）

3平成25年04月24日 起案
井戸水メーター購入に係る参考見積の徴取結果について（供覧）

4平成25年04月25日 起案
井戸水メーター(電子式・新品・口径13mm)の購入について（伺い）

5平成25年04月25日 起案
井戸水メーター(直読式・新品・口径20mm)の購入について（伺い）

6平成25年04月25日 起案
井戸水メーター(直読式・新品・口径25mm)の購入について（伺い）

7平成25年04月25日 起案
井戸水メーター(直読式・新品・口径30mm)の購入について（伺い）

8平成25年04月25日 起案
井戸水メーター(直読式・新品・口径40mm)の購入について（伺い）

9平成25年04月25日 起案
井戸水メーター(直読式・新品・口径50mm)の購入について（伺い）

10平成25年04月25日 起案
井戸水メーター(直読式・新品・口径50mm)の購入について（伺い）

11平成25年04月25日 起案
井戸水メーター(電子式・新品・口径20mm)の購入について（伺い）

12平成25年04月25日 起案
井戸水メーター(電子式・新品・口径25mm)の購入について（伺い）

13平成25年04月25日 起案
井戸水メーター(電子式・新品・口径30mm)の購入について（伺い）

14平成25年04月25日 起案
井戸水メーター(電子式・新品・口径50mm)の購入について（伺い）

15平成25年04月25日 起案
井戸水メーター(電子式・新品・口径100mm)の購入について（伺い）

16平成25年04月25日 起案
井戸水メーター(電子式・新品・口径50mm)の購入について（伺い）

17平成25年04月25日 起案
井戸水メーター(電磁式直読・新品・口径50mm)の購入について（伺い）

18平成25年04月25日 起案
井戸水メ－タ－設置その１工事に係る契約締結について(伺い)

19平成25年04月26日 収受
工事着手届の提出について（供覧）

20平成25年05月02日 起案
井戸水メーター設置その２工事の実施について（伺い）



索引目次

第２種E60平成25年度
下水道諸務（汚水排出関係） 上下水道局/給排水課/サービス係

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05月09日 起案
物品購入契約に係る契約締結について(伺い)

22平成25年05月09日 起案
物品購入契約に係る契約締結について(伺い)

23平成25年05月09日 起案
物品購入契約に係る契約締結について(伺い)

24平成25年05月09日 起案
物品購入契約に係る契約締結について(伺い)

25平成25年05月09日 起案
物品購入契約に係る契約締結について(伺い)

26平成25年05月09日 起案
物品購入契約に係る契約締結について(伺い)

27平成25年05月09日 起案
物品購入契約に係る契約締結について(伺い)

28平成25年05月09日 起案
物品購入契約に係る契約締結について(伺い)

29平成25年05月09日 起案
物品購入契約に係る契約締結について(伺い)

30平成25年05月09日 起案
物品購入契約に係る契約締結について(伺い)

31平成25年05月09日 起案
物品購入契約に係る契約締結について(伺い)

32平成25年05月09日 起案
物品購入契約に係る契約締結について(伺い)

33平成25年05月09日 起案
物品購入契約に係る契約締結について(伺い)

34平成25年05月09日 起案
物品購入契約に係る契約締結について(伺い)

35平成25年05月09日 起案
物品購入契約に係る契約締結について(伺い)

36平成25年05月14日 起案
井戸水メ－タ－設置その２工事に係る契約締結について(伺い)

37平成25年05月15日 起案
井戸水メーター修繕業務委託その１の実施について（伺い）

38平成25年05月15日 収受
工事着手届の提出について（供覧）

39平成25年05月27日 起案
井戸水メ－タ－修繕業務委託その１に係る契約締結について(伺い)

40平成25年05月29日 収受
現場責任者届出書の提出について（供覧）



索引目次

第２種E60平成25年度
下水道諸務（汚水排出関係） 上下水道局/給排水課/サービス係

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10日 起案
井戸水メーター設置その２工事の完了検査の実施について（伺い）

42平成25年06月14日 起案
井戸水メーター購入に係る参考見積の徴取について（伺い）

43平成25年06月14日 起案
井戸水メーター設置その２工事の完成について（伺い）

44平成25年06月19日 起案
井戸水メーター設置その１工事の完了検査の実施について（伺い）

45平成25年06月24日 起案
井戸水メーター設置その１工事の完成について（伺い）

46平成25年06月24日 起案
井戸水メーター購入に係る参考見積の徴取結果について（供覧）

47平成25年06月25日 起案
井戸水メーター設置その３工事の実施について（伺い）

48平成25年06月25日 起案
井戸水メーター(電子式・新品・口径30mm)の購入について（伺い）

49平成25年06月25日 起案
井戸水メーター(電子式・新品・口径40mm)の購入について（伺い）

50平成25年07月02日 起案
物品購入契約に係る契約締結について(伺い)

51平成25年07月02日 起案
井戸水メ－タ－設置その３工事に係る契約締結について(伺い)

52平成25年07月02日 起案
物品購入契約係る契約締結について(伺い)

53平成25年07月02日 収受
工事着手届の提出について（供覧）

54平成25年07月04日 起案
井戸水メーター購入に係る参考見積の徴取について（伺い）

55平成25年07月10日 起案
井戸水メーター交換業務委託その１の実施について（伺い）

56平成25年07月10日 起案
井戸水メーター購入に係る参考見積の徴取について（伺い）

57平成25年07月16日 起案
井戸水メーター(電磁式直読・新品・口径50mm)の購入について（伺い）

58平成25年07月16日 起案
井戸水メーター購入に係る参考見積の徴取結果について（供覧）

59平成25年07月16日 起案
井戸水メーター購入に係る参考見積の徴取結果について（供覧）

60平成25年07月16日 起案
井戸水メーター(電磁式直読・新品・口径50mm)の購入について（伺い）



索引目次

第２種E60平成25年度
下水道諸務（汚水排出関係） 上下水道局/給排水課/サービス係

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07月16日 起案
井戸水メーター設置その３工事の完了検査の実施について（伺い）

62平成25年07月17日 起案
井戸水メーター(電磁式・新品・口径50mm)の購入について（伺い）

63平成25年07月19日 起案
井戸水メーター設置その３工事の完成について（伺い）

64平成25年07月24日 起案
物品購入契約に係る契約締結について(伺い)

65平成25年07月24日 起案
物品購入契約に係る契約締結について(伺い)

66平成25年07月25日 起案
井戸水メ－タ－交換業務委託その１に係る契約締結について(伺い)

67平成25年07月26日 収受
現場責任者届出書の提出について（供覧）

68平成25年07月31日 起案
業務委託に係る契約の変更について（伺い）

69平成25年08月02日 起案
井戸水メーター購入に係る参考見積の徴取について（伺い）

70平成25年08月05日 起案
井戸水メーター修繕業務委託その１に係る完了検査の実施について（伺い）

71平成25年08月08日 起案
井戸水メーター修繕業務委託その１の完成について（伺い）

72平成25年08月19日 起案
井戸水メーター(直読式・新品・口径25mm)の購入について（伺い）

73平成25年08月19日 起案
井戸水メーター購入に係る参考見積の徴取結果について（供覧）

74平成25年08月19日 起案
井戸水メーター(直読式・新品・口径30mm)の購入について（伺い）

75平成25年08月27日 起案
井戸水メーター設置その４工事の実施について（伺い）

76平成25年08月27日 起案
物品購入契約に係る契約締結について(伺い)

77平成25年08月27日 起案
物品購入契約に係る契約締結について(伺い)

78平成25年09月03日 起案
井戸水メーター購入に係る参考見積の徴取について（伺い）

79平成25年09月05日 起案
業務委託に係る契約の変更について（伺い）

80平成25年09月05日 起案
井戸水メ－タ－設置その４工事に係る契約締結について(伺い)



索引目次

第２種E60平成25年度
下水道諸務（汚水排出関係） 上下水道局/給排水課/サービス係

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25年09月06日 収受
工事着手届の提出について（供覧）

82平成25年09月10日 起案
井戸水メーター交換業務委託その１に係る完了検査の実施について（伺い）

83平成25年09月12日 起案
井戸水メーター購入に係る参考見積の徴取結果について（供覧）

84平成25年09月12日 起案
井戸水メーター修繕業務委託その１の完成について（伺い）

85平成25年09月12日 起案
井戸水メーター(電磁式・新品・口径50mm)の購入について（伺い）

86平成25年09月13日 起案
井戸水メーター設置その４工事に係る完了検査の実施について（伺い）

87平成25年09月17日 起案
井戸水メーター設置その４工事の完成について（伺い）

88平成25年09月24日 起案
井戸水メーター修繕業務委託その２の実施について（伺い）

89平成25年09月26日 起案
物品購入契約に係る契約締結について(伺い)

90平成25年10月07日 起案
井戸水メーター設置その５工事の実施について（伺い）

91平成25年10月08日 起案
井戸水メ－タ－修繕業務委託その２に係る契約締結について(伺い)

92平成25年10月10日 収受
現場責任者届出書の提出について（供覧）

93平成25年10月16日 起案
井戸水メ－タ－設置その５工事に係る契約締結について(伺い)

94平成25年10月17日 起案
井戸水メーター設置その６工事の実施について（伺い）

95平成25年10月17日 収受
工事着手届の提出について（供覧）

96平成25年10月22日 起案
井戸水メーター購入に係る参考見積の徴取について（伺い）

97平成25年10月23日 起案
新年度に購入を予定している井戸水メーターの参考見積の徴取について（伺
い）

98平成25年10月24日 起案
井戸水メーター修繕業務委託その３の実施について（伺い）

99平成25年10月24日 起案
井戸水メ－タ－設置その６工事に係る契約締結について(伺い)

100平成25年10月25日 収受
工事着手届の提出について（供覧）



索引目次

第２種E60平成25年度
下水道諸務（汚水排出関係） 上下水道局/給排水課/サービス係

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25年10月28日 起案
井戸水メーター購入に係る参考見積の徴取結果について（供覧）

102平成25年10月28日 起案
井戸水メーター(隔測式温泉メーター・新品・口径20mm)の購入について（伺
い）

103平成25年10月28日 起案
井戸水メーター(隔測式温泉メーター・新品・口径25mm)の購入について（伺
い）

104平成25年10月31日 起案
井戸水メ－タ－修繕業務委託その３に係る契約締結について(伺い)

105平成25年11月01日 収受
現場責任者届出書の提出について（供覧）

106平成25年11月05日 起案
井戸水メーター購入に係る参考見積の徴取結果について（供覧）

107平成25年11月06日 起案
物品購入契約に係る契約締結について(伺い)

108平成25年11月06日 起案
物品購入契約に係る契約締結について(伺い)

109平成25年11月06日 起案
井戸水メーター設置その５工事に係る完了検査の実施について（伺い）

110平成25年11月08日 起案
井戸水メーター設置その７工事の実施について（伺い）

111平成25年11月11日 起案
井戸水メーター設置その６工事に係る完了検査の実施について（伺い）

112平成25年11月13日 起案
井戸水メーター設置その５工事の完成について（伺い）

113平成25年11月14日 起案
井戸水メーター設置その６工事の完成について（伺い）

114平成25年11月19日 起案
井戸水メ－タ－設置その７工事に係る契約締結について(伺い)

115平成25年11月20日 収受
工事着手届の提出について（供覧）

116平成25年11月21日 起案
井戸水メーター修繕業務委託その２に係る契約の変更について（伺い）

117平成25年11月21日 起案
井戸水メーター修繕業務委託その３に係る契約の変更について（伺い）

118平成25年11月21日 起案
井戸水メーター修繕業務委託その４の実施について（伺い）

119平成25年11月21日 起案
井戸水メーター設置その８工事の実施について（伺い）

120平成25年12月03日 起案
井戸水メ－タ－修繕業務委託その４に係る契約締結について(伺い)



索引目次

第２種E60平成25年度
下水道諸務（汚水排出関係） 上下水道局/給排水課/サービス係

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

121平成25年12月03日 起案
井戸水メ－タ－設置その８工事に係る契約締結について(伺い)

122平成25年12月04日 収受
現場責任者届出書の提出について（供覧）

123平成25年12月04日 収受
工事着手届の提出について（供覧）

124平成25年12月09日 起案
井戸水メーター修繕業務委託その２に係る完了検査の実施について（伺い）

125平成25年12月09日 起案
井戸水メーター修繕業務委託その３に係る完了検査の実施について（伺い）

126平成25年12月09日 起案
井戸水メーター修繕業務委託その４に係る完了検査の実施について（伺い）

127平成25年12月16日 起案
盛岡医療生活協同組合川久保病院の井戸水メーターの設置に関する確認書
の取り交わしに　　　ついて(伺い)

128平成25年12月16日 起案
井戸水メーター修繕業務委託その２の完成について（伺い）

129平成25年12月16日 起案
井戸水メーター修繕業務委託その３の完成について（伺い）

130平成25年12月16日 起案
井戸水メーター修繕業務委託その４の完成について（伺い）

131平成25年12月16日 起案
井戸水メ－タ－設置その７工事に係る契約期間の延長について(伺い)

132平成25年12月18日 起案
井戸水メーター設置その８工事に係る完了検査の実施について（伺い）

133平成25年12月19日 起案
井戸水メーター設置その８工事の完成について（伺い）

134平成25年12月25日 起案
井戸水メーター購入に係る参考見積の徴取について（伺い）

135平成26年01月06日 起案
井戸水メーター購入に係る参考見積の徴取結果について（供覧）

136平成26年01月07日 起案
井戸水メーター(電磁式・新品・口径50mm)の購入について（伺い）

137平成26年01月14日 起案
井戸水メーター修繕業務委託その５の実施について（伺い）

138平成26年01月21日 起案
物品購入契約に係る契約締結について(伺い)

139平成26年01月22日 起案
JR盛岡支社ビルに設置されたメーターの現地確認の報告について(伺い)

140平成26年01月24日 起案
井戸水メーター設置その９工事の実施について（伺い）



索引目次

第２種E60平成25年度
下水道諸務（汚水排出関係） 上下水道局/給排水課/サービス係

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

141平成26年01月27日 起案
井戸水メーター修繕業務委託その６の実施について（伺い）

142平成26年01月29日 起案
井戸水メーター修繕業務委託その５の随意契約見積合せの結果について（報
告）

143平成26年01月30日 起案
井戸水メ－タ－修繕業務委託その６に係る契約締結について(伺い)

144平成26年01月31日 収受
現場責任者届出書の提出について（供覧）

145平成26年02月04日 起案
井戸水メ－タ－設置その９工事に係る契約締結について(伺い)

146平成26年02月05日 収受
工事着手届の提出について（供覧）

147平成26年02月10日 起案
井戸水メーター修繕業務委託その６に係る完了検査の実施について（伺い）

148平成26年02月12日 起案
井戸水メーター修繕業務委託その６の完成について（伺い）

149平成26年02月13日 起案
井戸水メーター購入に係る参考見積の徴取について（伺い）

150平成26年02月14日 起案
井戸水メーター修繕業務委託その７の実施について（伺い）

151平成26年02月20日 起案
井戸水メーター購入に係る参考見積の徴取結果について（供覧）

152平成26年02月21日 起案
井戸水メーター(直読式温泉メーター・新品・口径20mm)の購入について（伺
い）

153平成26年02月21日 起案
井戸水メーター(電子式・新品・口径20mm)の購入について（伺い）

154平成26年02月21日 起案
井戸水メーター(電子式・新品・口径25mm)の購入について（伺い）

155平成26年02月25日 起案
井戸水メ－タ－修繕業務委託その７に係る契約締結について(伺い)

156平成26年02月26日 収受
現場責任者届出書の提出について（供覧）

157平成26年02月27日 起案
物品購入契約に係る契約締結について(伺い)

158平成26年02月27日 起案
物品購入契約に係る契約締結について(伺い)

159平成26年02月27日 起案
物品購入契約に係る契約締結について(伺い)

160平成26年03月14日 起案
井戸水メーター設置その９工事に係る完了検査の実施について（伺い）



索引目次

第２種E60平成25年度
下水道諸務（汚水排出関係） 上下水道局/給排水課/サービス係

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

161平成26年03月17日 起案
新年度に購入を予定している井戸水メーターの参考見積の徴取について（伺
い）

162平成26年03月17日 起案
井戸水メーター設置その９工事の完成について（伺い）

163平成26年03月20日 起案
井戸水メーター修繕業務委託その７に係る契約の変更について（伺い）

164平成26年03月24日 起案
井戸水メーター修繕業務委託その７に係る完了検査の実施について（伺い）

165平成26年03月25日 起案
井戸水メーター修繕業務委託その７の完成について（伺い）

166平成26年03月26日 起案
井戸水メーター設置その７工事に係る完了検査の実施について（伺い）

167平成26年03月26日 起案
井戸水メーター購入に係る参考見積の徴取結果について（供覧）

168平成26年03月27日 起案
井戸水メーター設置その７工事の完成について（伺い）



索引目次

第３種E60平成25年度
浄化槽設置届等（設置届・審査依頼） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

2平成25年04月03日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

3平成25年04月03日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

4平成25年04月03日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

5平成25年04月09日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

6平成25年04月09日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

7平成25年04月10日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

8平成25年04月17日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

9平成25年04月17日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

10平成25年04月17日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

11平成25年04月23日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

12平成25年04月26日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

13平成25年04月26日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

14平成25年04月26日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

15平成25年04月30日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

16平成25年04月30日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

17平成25年05月02日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

18平成25年05月07日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

19平成25年05月09日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

20平成25年05月15日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）



索引目次

第３種E60平成25年度
浄化槽設置届等（設置届・審査依頼） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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05月15日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

22平成25年05月15日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

23平成25年05月15日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

24平成25年05月17日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

25平成25年05月20日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

26平成25年05月22日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

27平成25年06月03日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

28平成25年06月11日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

29平成25年06月11日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

30平成25年06月18日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

31平成25年06月20日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

32平成25年06月21日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

33平成25年06月25日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

34平成25年06月27日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

35平成25年06月28日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

36平成25年06月28日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

37平成25年06月28日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

38平成25年07月01日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

39平成25年07月01日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

40平成25年07月01日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）



索引目次

第３種E60平成25年度
浄化槽設置届等（設置届・審査依頼） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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07月03日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

42平成25年07月04日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

43平成25年07月04日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

44平成25年07月04日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

45平成25年07月04日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

46平成25年07月04日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

47平成25年07月10日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

48平成25年07月10日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

49平成25年07月10日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

50平成25年07月10日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

51平成25年07月11日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

52平成25年07月11日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

53平成25年07月11日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

54平成25年07月11日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

55平成25年07月11日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

56平成25年07月11日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

57平成25年07月16日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

58平成25年07月16日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

59平成25年07月16日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

60平成25年07月16日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）



索引目次

第３種E60平成25年度
浄化槽設置届等（設置届・審査依頼） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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07月16日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

62平成25年07月16日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

63平成25年07月16日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

64平成25年07月17日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

65平成25年07月17日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

66平成25年07月17日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

67平成25年07月17日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

68平成25年07月18日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

69平成25年07月18日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

70平成25年07月18日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

71平成25年07月19日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

72平成25年07月19日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

73平成25年07月22日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

74平成25年07月22日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

75平成25年07月23日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

76平成25年07月23日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

77平成25年07月23日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

78平成25年07月23日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

79平成25年07月23日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

80平成25年07月25日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）



索引目次

第３種E60平成25年度
浄化槽設置届等（設置届・審査依頼） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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25年08月01日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

82平成25年08月07日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

83平成25年08月09日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

84平成25年08月09日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

85平成25年08月09日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

86平成25年08月12日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

87平成25年08月12日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

88平成25年08月12日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

89平成25年08月13日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

90平成25年08月13日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

91平成25年08月13日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

92平成25年08月13日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

93平成25年08月13日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

94平成25年08月13日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

95平成25年08月13日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

96平成25年08月13日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

97平成25年08月16日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

98平成25年08月16日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

99平成25年08月16日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

100平成25年08月19日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）



索引目次

第３種E60平成25年度
浄化槽設置届等（設置届・審査依頼） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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25年08月19日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

102平成25年08月22日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

103平成25年08月22日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

104平成25年08月22日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

105平成25年08月23日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

106平成25年08月28日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

107平成25年09月05日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

108平成25年09月10日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

109平成25年09月17日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

110平成25年09月20日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

111平成25年09月20日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

112平成25年09月20日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

113平成25年09月20日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

114平成25年09月24日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

115平成25年09月25日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

116平成25年09月26日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

117平成25年09月26日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

118平成25年09月26日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

119平成25年09月26日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

120平成25年09月30日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）



索引目次

第３種E60平成25年度
浄化槽設置届等（設置届・審査依頼） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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

121平成25年09月30日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

122平成25年09月30日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

123平成25年10月04日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

124平成25年10月08日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

125平成25年10月09日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

126平成25年10月09日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

127平成25年10月11日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

128平成25年10月11日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

129平成25年10月15日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

130平成25年10月17日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

131平成25年10月17日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

132平成25年10月24日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

133平成25年10月24日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

134平成25年10月24日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

135平成25年10月25日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

136平成25年10月30日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

137平成25年10月30日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

138平成25年10月30日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

139平成25年10月31日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

140平成25年10月31日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）



索引目次

第３種E60平成25年度
浄化槽設置届等（設置届・審査依頼） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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

141平成25年10月31日 起案
浄化槽の設置に係る申請の取消しについて（伺い）

142平成25年11月05日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

143平成25年11月05日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

144平成25年11月05日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

145平成25年11月06日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

146平成25年11月06日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

147平成25年11月06日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

148平成25年11月08日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

149平成25年11月11日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

150平成25年11月13日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

151平成25年11月15日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

152平成25年11月19日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

153平成25年11月19日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

154平成25年11月19日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

155平成25年11月21日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

156平成25年11月22日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

157平成25年11月22日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

158平成25年11月22日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

159平成25年11月22日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

160平成25年11月22日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）



索引目次

第３種E60平成25年度
浄化槽設置届等（設置届・審査依頼） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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

161平成25年11月22日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

162平成25年11月27日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

163平成25年11月27日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

164平成25年11月27日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

165平成25年11月29日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

166平成25年11月29日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

167平成25年11月29日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

168平成25年11月29日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

169平成25年12月02日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

170平成25年12月04日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

171平成25年12月09日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

172平成25年12月10日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

173平成25年12月10日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

174平成25年12月10日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

175平成25年12月11日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

176平成25年12月12日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

177平成25年12月13日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

178平成25年12月17日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

179平成25年12月19日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

180平成25年12月19日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）



索引目次

第３種E60平成25年度
浄化槽設置届等（設置届・審査依頼） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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

181平成25年12月19日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

182平成25年12月19日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

183平成25年12月25日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

184平成25年12月25日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

185平成25年12月25日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

186平成25年12月25日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

187平成25年12月25日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

188平成25年12月27日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

189平成25年12月27日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

190平成26年01月06日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

191平成26年01月06日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

192平成26年01月06日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

193平成26年01月10日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

194平成26年01月14日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

195平成26年01月14日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

196平成26年01月14日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

197平成26年01月15日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

198平成26年01月16日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

199平成26年01月16日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

200平成26年01月17日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）



索引目次

第３種E60平成25年度
浄化槽設置届等（設置届・審査依頼） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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

201平成26年01月20日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

202平成26年01月21日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

203平成26年01月21日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

204平成26年01月21日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

205平成26年01月22日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

206平成26年01月23日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

207平成26年01月23日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

208平成26年01月28日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

209平成26年01月29日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

210平成26年01月29日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

211平成26年01月29日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

212平成26年01月29日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

213平成26年01月31日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

214平成26年02月03日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

215平成26年02月04日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

216平成26年02月04日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

217平成26年02月04日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

218平成26年02月04日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

219平成26年02月06日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

220平成26年02月06日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）



索引目次

第３種E60平成25年度
浄化槽設置届等（設置届・審査依頼） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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

221平成26年02月06日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

222平成26年02月07日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

223平成26年02月19日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

224平成26年02月20日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

225平成26年02月21日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

226平成26年02月21日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

227平成26年02月21日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

228平成26年02月24日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

229平成26年02月26日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

230平成26年02月26日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

231平成26年02月28日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

232平成26年02月28日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

233平成26年02月28日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

234平成26年03月04日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

235平成26年03月05日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

236平成26年03月07日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

237平成26年03月10日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

238平成26年03月10日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

239平成26年03月10日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

240平成26年03月11日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）



索引目次

第３種E60平成25年度
浄化槽設置届等（設置届・審査依頼） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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

241平成26年03月11日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

242平成26年03月11日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

243平成26年03月18日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

244平成26年03月18日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知について（伺い）

245平成26年03月18日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

246平成26年03月18日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

247平成26年03月20日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

248平成26年03月25日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

249平成26年03月26日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

250平成26年03月27日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

251平成26年03月28日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

252平成26年04月02日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

253平成26年04月03日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

254平成26年04月07日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

255平成26年04月08日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

256平成26年04月09日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

257平成26年04月24日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

258平成26年05月12日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）



索引目次

第３種E60平成25年度
浄化槽設置届等（各種報告書等） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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01日 収受
浄化槽法関係各種報告書（平成25年度4月分）の提出について（供覧）

2平成25年06月03日 収受
浄化槽法関係各種報告書（平成25年度５月分）の提出について（供覧）

3平成25年07月02日 収受
浄化槽法関係各種報告書（平成25年度６月分）の提出について（供覧）

4平成25年08月02日 収受
浄化槽法関係各種報告書（平成25年度７月分）の提出について（供覧）

5平成25年09月03日 収受
浄化槽法関係各種報告書（平成25年度８月分）の提出について（供覧）

6平成25年10月01日 収受
浄化槽法関係各種報告書（平成25年度９月分）の提出について（供覧）

7平成25年10月31日 収受
浄化槽法関係各種報告書（平成25年度10月分）の提出について（供覧）

8平成25年12月02日 収受
浄化槽法関係各種報告書（平成25年度11月分）の提出について（供覧）

9平成26年01月06日 収受
浄化槽法関係各種報告書（平成25年度12月分）の提出について（供覧）

10平成26年02月03日 収受
浄化槽法関係各種報告書（平成25年度1月分）の提出について（供覧）

11平成26年03月05日 収受
浄化槽法関係各種報告書（平成25年度２月分）の提出について（供覧）



索引目次

第３種E63平成25年度
浄化槽保守点検業者関係 上下水道局/給排水課/排水設備係

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
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

2平成25年04月15日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

3平成25年04月15日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

4平成25年04月16日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

5平成25年04月16日 起案
浄化槽保守点検業者登録について（伺い）

6平成25年04月17日 起案
浄化槽保守点検業者登録について（伺い）

7平成25年04月24日 起案
浄化槽保守点検業者登録について（伺い）

8平成25年05月02日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

9平成25年05月08日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

10平成25年05月17日 起案
浄化槽保守点検業者登録について（伺い）

11平成25年06月07日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

12平成25年06月26日 起案
浄化槽保守点検業者登録について（伺い）

13平成25年06月28日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

14平成25年07月18日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

15平成25年07月23日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

16平成25年07月25日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

17平成25年07月31日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

18平成25年08月02日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

19平成25年08月13日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

20平成25年09月13日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）



索引目次

第３種E63平成25年度
浄化槽保守点検業者関係 上下水道局/給排水課/排水設備係

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27日 起案
浄化槽保守点検業者登録について（伺い）

22平成25年10月30日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

23平成25年11月07日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

24平成25年11月14日 起案
浄化槽保守点検業者登録について（伺い）

25平成25年11月20日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

26平成25年11月20日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

27平成25年12月06日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

28平成26年01月07日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

29平成26年02月13日 起案
浄化槽保守点検業者登録について（伺い）

30平成26年03月13日 起案
浄化槽保守点検業者登録について（伺い）

31平成26年03月13日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

32平成26年03月14日 起案
浄化槽保守点検業者登録について（伺い）

33平成26年03月31日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）



索引目次

第３種E63平成25年度
浄化槽水質検査関係 上下水道局/給排水課/排水設備係

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25日 収受
浄化槽法法定検査実績（３月分）の報告について（供覧）

2平成25年05月22日 収受
浄化槽法法定検査実績（４月分）の報告について（供覧）

3平成25年06月26日 収受
浄化槽法法定検査実績（５月分）の報告について（供覧）

4平成25年07月24日 収受
浄化槽法法定検査実績（６月分）の報告について（供覧）

5平成25年08月12日 起案
浄化槽法定検査の受検の促進について（伺い）

6平成25年08月27日 収受
浄化槽法法定検査実績（７月分）の報告について（供覧）

7平成25年09月19日 起案
浄化槽法定検査の受検の促進について（伺い）

8平成25年09月26日 収受
浄化槽法法定検査実績（８月分）の報告について（供覧）

9平成25年10月25日 収受
浄化槽法法定検査実績（９月分）の報告について（供覧）

10平成25年11月21日 収受
浄化槽法法定検査実績（10月分）の報告について（供覧）

11平成25年11月26日 起案
浄化槽法定検査結果に基づく改善指導について（伺い）

12平成25年12月25日 収受
浄化槽法法定検査実績（11月分）の報告について（供覧）

13平成26年01月16日 収受
浄化槽法定検査結果に基づく改善報告について（供覧）

14平成26年01月17日 起案
浄化槽法定検査の受検の促進について（伺い）

15平成26年01月29日 収受
浄化槽法法定検査実績（12月分）の報告について（供覧）

16平成26年02月25日 起案
浄化槽法定検査の受検の促進について（伺い）

17平成26年02月25日 収受
浄化槽法法定検査実績（１月分）の報告について（供覧）

18平成26年03月04日 収受
浄化槽法定検査結果に基づく改善報告について（供覧）

19平成26年03月26日 収受
浄化槽法法定検査実績（２月分）の報告について（供覧）

20平成26年03月28日 起案
浄化槽法定検査結果に基づく改善指導について（伺い）



索引目次

第３種E64平成25年度
工事店指定関係 上下水道局/給排水課/排水設備係

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05日 起案
下水道工事店指定に係る現地審査について（伺い）

2平成25年04月10日 起案
下水道工事店指定に係る現地審査について（伺い）

3平成25年04月11日 起案
下水道工事店の指定について（伺い）

4平成25年04月18日 起案
下水道工事店の指定について（伺い）

5平成25年04月22日 起案
盛岡市指定下水道工事店に係る通知について（伺い）

6平成25年05月02日 起案
下水道工事店指定に係る現地審査について（伺い）

7平成25年05月13日 起案
下水道工事店の指定について（伺い）

8平成25年05月21日 起案
盛岡市指定下水道工事店に係る通知について（伺い）

9平成25年06月26日 起案
下水道工事店指定に係る現地審査について（伺い）

10平成25年07月01日 起案
下水道工事店指定（こだて設備）に係る現地審査について（報告）

11平成25年07月02日 起案
下水道工事店（こだて設備）の指定について（伺い）

12平成25年07月09日 起案
盛岡市指定下水道工事店（こだて設備）に係る通知について（伺い）

13平成25年07月30日 起案
給湯タンク（貯湯タンク）等からの，排水の取り扱いについて（伺い）

14平成26年01月20日 起案
下水道工事店指定に係る現地審査について（伺い）

15平成26年01月23日 起案
下水道工事店指定（㈱アートプランバー）に係る現地審査について（報告）

16平成26年01月23日 起案
下水道工事店（㈱アートプランバー）の指定について（伺い）

17平成26年01月27日 起案
盛岡市指定下水道工事店（㈱アートプランバー）に係る通知について（伺い）

18平成26年03月06日 起案
下水道工事店指定に係る現地審査について（伺い）

19平成26年03月13日 起案
下水道工事店指定（(有)アクアメンテナンス）に係る現地審査について（報告）

20平成26年03月13日 起案
下水道工事店（(有)アクアメンテナンス）の指定について（伺い）



索引目次

第３種E64平成25年度
工事店指定関係 上下水道局/給排水課/排水設備係

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24日 起案
盛岡市指定下水道工事店（㈲アクアメンテナンス）に係る通知について（伺い）



索引目次

第３種E64平成25年度
登録内容変更等 上下水道局/給排水課/排水設備係

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22日 収受
盛岡市指定下水道工事店（シーエル工業㈱）に係る指定内容の変更につい
て（供覧）

2平成25年04月22日 収受
盛岡市指定下水道工事店（㈱アクード）に係る排水設備責任技術者の異動に
ついて（供覧）

3平成25年04月22日 収受
盛岡市指定下水道工事店（西根水道工業所）に係る指定内容の変更につい
て（供覧）

4平成25年04月26日 収受
盛岡市指定下水道工事店（積和建設東北㈱）に係る指定内容の変更につい
て（供覧）

5平成25年05月17日 収受
盛岡市指定下水道工事店（㈱岩電）に係る指定内容の変更について（供覧）

6平成25年05月21日 収受
盛岡市指定下水道工事店（北桜設備㈱）に係る指定内容の変更について（供
覧）

7平成25年05月28日 収受
盛岡市指定下水道工事店（㈱小澤設備）に係る指定内容の変更について（供
覧）

8平成25年06月04日 収受
盛岡市指定下水道工事店（㈲藤水道設備）に係る指定内容の変更について
（供覧）

9平成25年06月11日 収受
盛岡市指定下水道工事店（㈲佐々長水道）に係る排水設備責任技術者の異
動について（供覧）

10平成25年06月20日 収受
盛岡市指定下水道工事店（アクア工業㈱）に係る指定内容の変更について
（供覧）

11平成25年06月28日 収受
盛岡市指定下水道工事店（㈱よつばテクノ）に係る排水設備責任技術者の異
動について（供覧）

12平成25年07月02日 収受
盛岡市指定下水道工事店（工藤設備）に係る排水設備責任技術者の異動に
ついて（供覧）

13平成25年07月04日 収受
盛岡市指定下水道工事店（栄伸産業）に係る排水設備責任技術者の異動に
ついて（供覧）

14平成25年07月04日 収受
盛岡市指定下水道工事店（栄伸産業）に係る下水道工事店の事業廃止等に
ついて（供覧）

15平成25年07月11日 収受
盛岡市指定下水道工事店（佐々兼工業㈲）に係る指定内容の変更について
（供覧）

16平成25年07月29日 収受
盛岡市指定下水道工事店（丸片機水工業㈱盛岡営業所）に係る排水設備責
任技術者の異動について（供覧）

17平成25年07月29日 収受
盛岡市指定下水道工事店（丸片機水工業㈱盛岡営業所）に係る指定内容の
変更について（供覧）

18平成25年08月01日 収受
盛岡市指定下水道工事店（㈲東洋設備企画）に係る下水道工事店の事業廃
止等について（供覧）

19平成25年09月03日 収受
盛岡市指定下水道工事店（工藤設備）に係る排水設備責任技術者の異動に
ついて（供覧）

20平成25年10月08日 収受
盛岡市指定下水道工事店（エムテック㈱）に係る指定内容の変更について（供
覧）



索引目次

第３種E64平成25年度
登録内容変更等 上下水道局/給排水課/排水設備係

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09日 収受
盛岡市指定下水道工事店（㈱水清建設）に係る排水設備責任技術者の異動
について（供覧）

22平成25年10月16日 収受
盛岡市指定下水道工事店（㈱畑村設備）に係る排水設備責任技術者の異動
について（供覧）

23平成25年10月21日 収受
盛岡市指定下水道工事店（盛岡ガス工業㈱）に係る排水設備責任技術者の
異動について（供覧）

24平成25年11月11日 収受
盛岡市指定下水道工事店（㈱岩電）に係る指定内容の変更について（供覧）

25平成25年11月11日 収受
盛岡市指定下水道工事店（㈱岩電）に係る排水設備責任技術者の異動につ
いて（供覧）

26平成25年11月12日 収受
盛岡市指定下水道工事店（タカヨ建設㈱）に係る排水設備責任技術者の異動
について（供覧）

27平成25年11月20日 収受
盛岡市指定下水道工事店（㈲オザワ工業）に係る指定内容の変更について
（供覧）

28平成25年12月09日 収受
盛岡市指定下水道工事店（㈱水清建設）に係る排水設備責任技術者の異動
について（供覧）

29平成25年12月09日 収受
盛岡市指定下水道工事店（㈲北山水道工業所）に係る指定内容の変更につ
いて（供覧）

30平成25年12月18日 収受
盛岡市指定下水道工事店（㈱水清建設）に係る排水設備責任技術者の異動
について（供覧）

31平成25年12月26日 収受
盛岡市指定下水道工事店（岩手日化サービス㈱）に係る指定内容の変更につ
いて（供覧）

32平成25年12月26日 収受
盛岡市指定下水道工事店（㈱セントラル設備機器）に係る排水設備責任技術
者の異動について（供覧）

33平成26年01月06日 収受
盛岡市指定下水道工事店（シーエル工業㈱）に係る排水設備責任技術者の
異動について（供覧）

34平成26年01月06日 収受
盛岡市指定下水道工事店（㈲熊谷工業）に係る指定内容の変更について（供
覧）

35平成26年01月16日 収受
盛岡市指定下水道工事店（丸片機水工業㈱盛岡営業所）に係る指定内容の
変更について（供覧）

36平成26年01月16日 収受
盛岡市指定下水道工事店（㈱みちのく冷熱）に係る指定内容の変更について
（供覧）

37平成26年01月17日 収受
盛岡市指定下水道工事店（㈲東北クリエート）に係る排水設備責任技術者の
異動について（供覧）

38平成26年01月20日 収受
盛岡市指定下水道工事店（㈱よつばテクノ）に係る排水設備責任技術者の異
動について（供覧）

39平成26年01月22日 収受
盛岡市指定下水道工事店（アイテック㈱）に係る指定内容の変更について（供
覧）

40平成26年01月24日 収受
盛岡市指定下水道工事店（㈲佐々長水道）に係る排水設備責任技術者の異
動について（供覧）



索引目次

第３種E64平成25年度
登録内容変更等 上下水道局/給排水課/排水設備係

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02月03日 収受
盛岡市指定下水道工事店（㈱小澤設備）に係る排水設備責任技術者の異動
について（供覧）

42平成26年02月04日 収受
盛岡市指定下水道工事店（㈲三和水道工業所）に係る排水設備責任技術者
の異動について（供覧）

43平成26年02月07日 収受
盛岡市指定下水道工事店（㈲丸水工業）に係る排水設備責任技術者の異動
について（供覧）

44平成26年02月17日 収受
盛岡市指定下水道工事店（㈱高建工業）に係る排水設備責任技術者の異動
について（供覧）



索引目次

第３種E64平成25年度
不都合行為関係 上下水道局/給排水課/排水設備係

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
盛岡市指定下水道工事店の不都合行為について(伺い)

2平成26年03月26日 起案
下水道使用料未賦課となった建物の排水設備工事に携わった工事店に対す
る盛岡市下水道条例第７条の12の適用について（伺い）



索引目次

第３種E64平成25年度
排水設備責任技術者関係 上下水道局/給排水課/排水設備係

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09月12日 収受
平成25年度排水設備工事責任技術者の登録更新にかかる告示について（供
覧）

2平成25年11月11日 収受
平成25年度排水設備工事責任技術者登録に係る告示等について（供覧）

3平成25年11月25日 収受
平成25年度排水設備工事責任技術者試験の合格者について（供覧）



索引目次

第３種E64平成25年度
排水設備責任技術者関係（試験委員
会）

上下水道局/給排水課/排水設備係

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24日 起案
平成25年度排水設備責任技術者試験運営委員会委員等の委嘱について（伺
い）

2平成25年05月13日 収受
平成25年度排水設備工事責任技術者試験運営委員会委員及び幹事の委嘱
状の交付について（供覧）

3平成25年05月20日 起案
平成25年度第１回排水設備工事責任技術者試験運営委員会及び同幹事会
の開催について（伺い）

4平成25年05月31日 復命
平成25年度排水設備工事責任技術者試験運営委員会及び同幹事会

5平成25年07月22日 起案
平成25年度排水設備工事責任技術者試験及び受験講習会の実施に係る告
示等について（伺い）

6平成25年07月25日 起案
平成25年度第２回排水設備工事責任技術者試験運営委員会幹事会の開催
について（伺い）

7平成25年08月05日 復命
平成25年度排水設備工事責任技術者試験運営委員会及び同幹事会

8平成25年09月02日 起案
平成25年度第３回排水設備工事責任技術者試験運営委員会幹事会の開催
について（伺い）

9平成25年09月05日 収受
平成25年度排水設備工事責任技術者試験の会場変更について（供覧）

10平成25年09月06日 復命
平成25年度排水設備工事責任技術者試験運営委員会及び同幹事会

11平成25年09月10日 起案
平成25年度排水設備工事責任技術者試験受検講習会に講師依頼について
（伺い）

12平成25年09月10日 収受
平成25年度排水設備工事責任技術者試験受検講習会市町村職員の受講取
りやめについて（供覧）

13平成25年10月08日 起案
平成25年度排水設備工事責任技術者試験に係る試験監督員の依頼につい
て（伺い）



索引目次

第３種E64平成25年度
排水設備諸務（苦情・要望） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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22日 収受
隣接建物の排水設備に関する質問について

2平成25年12月03日 収受
隣接建物の排水設備に関する質問（一部修正）について

3平成25年12月10日 収受
隣接建物の排水設備に関する意見について

4平成25年12月19日 起案
隣接建物の排水設備に関する質問に対する回答について（伺い）

5平成25年12月26日 起案
無指定業者による排水設備工事について(伺い)

6平成26年01月07日 収受
隣接建物の排水設備に関する意見照会について

7平成26年02月24日 起案
下水道接続指導に関する苦情について（報告）



索引目次

第１種E64平成25年度
排水設備設置（特定施設） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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
特定施設設置届出書の受理および実施制限期間短縮の通知並びに流域下
水道管理者への通知について（伺い）

2平成25年04月02日 起案
特定施設設置届出書の受理および実施制限期間短縮の通知並びに流域下
水道管理者への通知について（伺い）

3平成25年04月09日 起案
特定施設設置届出書の受理および実施制限期間短縮の通知並びに流域下
水道管理者への通知について（伺い）

4平成25年04月10日 収受
特定施設に係る届出について（供覧）

5平成25年04月15日 起案
特定施設に係る氏名変更等届出書の受理について(伺い)

6平成25年05月09日 起案
特定施設構造等変更届出書の受理および流域下水道管理者への通知につ
いて（伺い）

7平成25年05月13日 起案
特定施設構造等変更届出書の受理および流域下水道管理者への通知につ
いて（伺い）

8平成25年05月16日 起案
実施制限期間短縮について（伺い）

9平成25年05月17日 起案
実施制限期間短縮について（伺い）

10平成25年05月17日 収受
特定施設に係る届出について（供覧）

11平成25年05月17日 収受
特定施設に係る届出について（供覧）

12平成25年05月29日 収受
特定施設に係る届出について（供覧）

13平成25年05月30日 起案
特定施設設置届出書の受理および流域下水道管理者への通知について（伺
い）

14平成25年06月05日 起案
実施制限期間短縮について（伺い）

15平成25年06月05日 収受
特定施設に係る届出について（供覧）

16平成25年07月08日 起案
特定施設構造等変更届出書の受理および流域下水道管理者への通知につ
いて（伺い）

17平成25年07月09日 起案
特定施設設置届出書の受理および流域下水道管理者への通知について（伺
い）

18平成25年07月12日 起案
実施制限期間短縮について（伺い）

19平成25年07月16日 起案
実施制限期間短縮について（伺い）

20平成25年07月16日 起案
特定施設構造等変更届出書の受理および流域下水道管理者への通知につ
いて（伺い）



索引目次

第１種E64平成25年度
排水設備設置（特定施設） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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16日 収受
特定施設に係る届出について（供覧）

22平成25年07月18日 収受
特定施設に係る届出について（供覧）

23平成25年07月22日 起案
実施制限期間短縮について（伺い）

24平成25年07月23日 収受
特定施設に係る届出について（供覧）

25平成25年07月29日 起案
特定施設に係る氏名変更等届出書の受理について(伺い)

26平成25年08月21日 起案
特定施設構造等変更届出書の受理および流域下水道管理者への通知につ
いて（伺い）

27平成25年08月22日 収受
特定施設に係る届出について（供覧）

28平成25年08月23日 起案
特定施設に係る氏名変更等届出書の受理について(伺い)

29平成25年08月27日 収受
特定施設に係る届出について（供覧）

30平成25年08月28日 起案
実施制限期間短縮について（伺い）

31平成25年09月04日 起案
特定施設設置届出書の受理および流域下水道管理者への通知について（伺
い）

32平成25年09月09日 起案
実施制限期間短縮について（伺い）

33平成25年09月24日 起案
特定施設設置届出書の受理および流域下水道管理者への通知について（伺
い）

34平成25年09月30日 起案
実施制限期間短縮について（伺い）

35平成25年10月02日 起案
特定施設構造等変更届出書の受理および流域下水道管理者への通知につ
いて（伺い）

36平成25年10月03日 起案
特定施設構造等変更届出書の受理および流域下水道管理者への通知につ
いて（伺い）

37平成25年10月08日 起案
実施制限期間短縮について（伺い）

38平成25年10月08日 起案
実施制限期間短縮について（伺い）

39平成25年10月09日 起案
特定施設構造等変更届出書の受理および流域下水道管理者への通知につ
いて（伺い）

40平成25年10月11日 収受
特定施設に係る届出について（供覧）



索引目次

第１種E64平成25年度
排水設備設置（特定施設） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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10月15日 起案
実施制限期間短縮について（伺い）

42平成25年11月27日 収受
特定施設に係る届出について（供覧）

43平成25年12月11日 起案
特定施設構造等変更届出書の受理および流域下水道管理者への通知につ
いて（伺い）

44平成25年12月17日 収受
特定施設に係る届出について（供覧）

45平成26年01月15日 起案
特定施設構造等変更届出書の受理および流域下水道管理者への通知につ
いて（伺い）

46平成26年01月27日 起案
実施制限期間短縮について（伺い）

47平成26年01月27日 収受
特定施設に係る届出について（供覧）

48平成26年02月05日 起案
特定施設設置届出書の受理および流域下水道管理者への通知について（伺
い）

49平成26年02月07日 起案
実施制限期間短縮について（伺い）

50平成26年02月07日 起案
特定施設設置届出書の受理および流域下水道管理者への通知について（伺
い）

51平成26年02月10日 起案
特定施設構造等変更届出書の受理および流域下水道管理者への通知につ
いて（伺い）

52平成26年02月17日 起案
実施制限期間短縮について（伺い）

53平成26年02月17日 起案
実施制限期間短縮について（伺い）

54平成26年02月19日 収受
特定施設に係る届出について（供覧）

55平成26年02月20日 起案
特定施設設置届出書の受理および流域下水道管理者への通知について（伺
い）

56平成26年02月25日 起案
特定施設構造等変更届出書の受理および流域下水道管理者への通知につ
いて（伺い）

57平成26年02月26日 起案
実施制限期間短縮について（伺い）

58平成26年03月03日 起案
特定施設構造等変更届出書の受理および流域下水道管理者への通知につ
いて（伺い）

59平成26年03月03日 起案
特定施設に係る氏名変更等届出書の受理について(伺い)

60平成26年03月03日 起案
特定施設構造等変更届出書の受理および流域下水道管理者への通知につ
いて（伺い）



索引目次

第１種E64平成25年度
排水設備設置（特定施設） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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03日 収受
特定施設に係る届出について（供覧）

62平成26年03月28日 収受
特定施設に係る届出について（供覧）



索引目次

第１種E64平成25年度
排水設備設置（設置免除） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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
排水設備設置免除継続許可について（伺い）

2平成25年05月14日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

3平成25年05月29日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

4平成25年05月30日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

5平成25年05月30日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

6平成25年06月04日 起案
排水設備設置免除継続許可について（伺い）

7平成25年08月19日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

8平成25年08月22日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

9平成25年08月23日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

10平成25年10月31日 起案
排水設備設置免除継続許可について（伺い）

11平成25年10月31日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

12平成25年11月15日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

13平成25年11月19日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

14平成25年11月25日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

15平成25年11月27日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

16平成25年12月10日 起案
排水設備設置免除継続許可について（伺い）

17平成26年01月10日 起案
排水設備設置免除継続許可について（伺い）

18平成26年02月21日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

19平成26年02月21日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

20平成26年02月25日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）



索引目次

第１種E64平成25年度
排水設備設置（設置免除） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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02月27日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）



索引目次

第２種E64平成25年度
排水設備設置（浄化槽切替補助金） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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25日 起案
浄化槽切替接続費補助金の交付決定について（伺い）

2平成25年05月07日 起案
浄化槽切替接続費補助金の交付決定について（伺い）

3平成25年05月21日 起案
浄化槽切替接続費補助金の交付決定について（伺い）

4平成25年05月22日 起案
浄化槽切替接続費補助金の交付決定について（伺い）

5平成25年05月22日 起案
浄化槽切替接続費補助金の交付決定について（伺い）

6平成25年05月27日 起案
浄化槽切替接続費補助金の交付決定について（伺い）

7平成25年05月28日 起案
浄化槽切替接続費補助金の交付決定について（伺い）

8平成25年06月10日 起案
浄化槽切替接続費補助金の交付決定について（伺い）

9平成25年06月14日 起案
浄化槽切替接続費補助金の交付決定について（伺い）

10平成25年06月20日 起案
浄化槽切替接続費補助金の交付決定について（伺い）

11平成25年06月26日 起案
浄化槽切替接続費補助金の交付決定について（伺い）

12平成25年06月26日 起案
浄化槽切替接続費補助金の交付決定について（伺い）

13平成25年06月26日 起案
浄化槽切替接続費補助金の交付決定について（伺い）

14平成25年07月03日 起案
浄化槽切替接続費補助金の交付決定について（伺い）

15平成25年07月08日 起案
浄化槽切替接続費補助金の交付決定について（伺い）

16平成25年07月09日 起案
浄化槽切替接続費補助金の交付決定について（伺い）

17平成25年07月11日 起案
浄化槽切替接続費補助金の交付決定について（伺い）

18平成25年07月16日 起案
浄化槽切替接続費補助金の交付決定について（伺い）

19平成25年07月30日 起案
浄化槽切替接続費補助金の交付決定について（伺い）

20平成25年09月30日 起案
浄化槽切替接続費補助金の交付決定について（伺い）



索引目次

第２種E64平成25年度
排水設備設置（浄化槽切替補助金） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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11日 起案
盛岡市浄化槽切替接続費補助事業の変更承認について（伺い）

22平成25年10月11日 起案
浄化槽切替接続費補助金の交付決定変更通知について（伺い）

23平成25年10月25日 起案
浄化槽切替接続費補助金の交付決定について（伺い）

24平成25年11月25日 起案
浄化槽切替接続費補助金の交付決定について（伺い）

25平成25年11月27日 起案
浄化槽切替接続費補助金の交付決定について（伺い）

26平成25年12月16日 起案
浄化槽切替接続費補助金の交付決定について（伺い）

27平成26年01月27日 起案
浄化槽切替接続費補助金の交付決定について（伺い）

28平成26年01月27日 起案
浄化槽切替接続費補助金の交付決定について（伺い）

29平成26年03月10日 起案
浄化槽切替接続費補助金の交付決定について（伺い）



索引目次

第２種E64平成25年度
汚水処理基本計画 上下水道局/給排水課/排水設備係

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05日 復命
汚水処理基本計画策定プロジェクトチーム第1回作業班打合せ



索引目次

第２種E65平成25年度
私設下水道設置費補助金 上下水道局/給排水課/排水設備係

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01月09日 起案
私設下水道設置費補助金の交付決定について（伺い）

2平成26年02月05日 起案
私設下水道設置費補助金の交付決定について（伺い）

3平成26年02月14日 起案
私設下水道設置費補助金の交付決定について（伺い）

4平成26年03月07日 起案
盛岡市私設下水道設置事業の変更承認について（伺い）



索引目次

第３種E65平成25年度
私設下水道調査 上下水道局/給排水課/排水設備係

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08日 起案
私設下水道の調査日程について（伺い）



索引目次

第２種E65平成25年度
水洗便所改造資金（申込関係） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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04日 起案
水洗便所改造資金貸付金納入通知書の送付について（伺い）

2平成25年06月26日 起案
水洗便所改造資金貸付金納入通知書の送付について（伺い）

3平成25年08月12日 起案
盛岡市水洗便所改造資金貸付基金の利息について（報告，伺い）

4平成25年08月14日 起案
盛岡市水洗便所改造資金貸付基金の利息及び利息の下水道事業会計への
繰入れについて（報告，伺い）

5平成26年02月04日 起案
水洗便所改造資金貸付基金滞納者への文書催告等について（伺い）

6平成26年02月17日 起案
盛岡市水洗便所改造資金貸付基金の利息について（報告，伺い）

7平成26年02月18日 起案
水洗便所改造資金貸付金月賦償還納入通知書兼領収書の再発行について
（伺い）



索引目次

第２種E65平成25年度
水洗便所改造資金（状況報告書） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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08日 起案
平成24年度3月分水洗便所改造資金貸付基金の運用状況及び収入について
（報告，伺い）

2平成25年05月09日 起案
平成25年度4月分水洗便所改造資金貸付基金の運用状況及び収入について
（報告及び伺い）

3平成25年06月04日 起案
平成25年度5月分水洗便所改造資金貸付基金の運用状況及び収入について
（報告及び伺い）

4平成25年07月02日 起案
平成25年度6月分水洗便所改造資金貸付基金の運用状況及び収入について
（報告及び伺い）

5平成25年08月05日 起案
平成25年度7月分水洗便所改造資金貸付基金の運用状況及び収入について
（報告及び伺い）

6平成25年09月04日 起案
平成25年度8月分水洗便所改造資金貸付基金の運用状況及び収入について
（報告及び伺い）

7平成25年10月04日 起案
平成25年度9月分水洗便所改造資金貸付基金の運用状況及び収入について
（報告及び伺い）

8平成25年11月06日 起案
平成25年度10月分水洗便所改造資金貸付基金の運用状況及び収入につい
て（報告及び伺い）

9平成25年12月04日 起案
平成25年度11月分水洗便所改造資金貸付基金の運用状況及び収入につい
て（報告及び伺い）

10平成26年01月10日 起案
平成25年度12月分水洗便所改造資金貸付基金の運用状況及び収入につい
て（報告及び伺い）

11平成26年02月04日 起案
平成25年度1月分水洗便所改造資金貸付基金の運用状況及び収入について
（報告及び伺い）

12平成26年03月06日 起案
平成25年度2月分水洗便所改造資金貸付基金の運用状況及び収入について
（報告及び伺い）



索引目次

第３種E65平成25年度
水洗化普及 上下水道局/給排水課/排水設備係

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04日 起案
平成25年度技術承継研修（下水道初級）に係る講師の推薦について（伺い）

2平成25年08月05日 起案
個人情報目的外利用申請書の提出について（伺い）

3平成25年08月12日 収受
個人情報目的外利用（外部提供）可否決定通知書について（供覧）

4平成25年10月04日 復命
平成25年度汚水処理事業経営勉強会について

5平成25年11月01日 起案
下水道工事に関する説明会の出席について（伺い）

6平成26年01月30日 起案
下水道接続調査に係る再調査結果の報告について



索引目次

第１種E65平成25年度
私道公共下水道設置事業 上下水道局/給排水課/排水設備係

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09月20日 起案
私道公共下水道設置申請事前調査完了通知書の送付について（伺い）

2平成25年10月29日 起案
私道公共下水道設置決定の通知について（伺い）



索引目次

第２種E65平成25年度
公共下水道事業排水設備普及資金（契
約関係）

上下水道局/給排水課/排水設備係

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年度盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資制度の実施につ
いて（伺い）

2平成25年04月01日 収受
平成25年度盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資制度に係る契約
締結の報告について（供覧）

3平成25年06月20日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金利子補給の承認について（伺い）

4平成25年07月05日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金利子補給の承認について（伺い）

5平成25年07月05日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金利子補給の承認について（伺い）

6平成25年09月20日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金利子補給の承認について（伺い）

7平成25年10月05日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金利子補給の承認について（伺い）

8平成25年10月21日 起案
公共下水道事業排水設備普及資金（契約関係）

9平成25年10月21日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金利子補給の承認について（伺い）

10平成25年11月05日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金利子補給の承認について（伺い）

11平成25年11月05日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金利子補給の承認について（伺い）

12平成25年12月05日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金利子補給の承認について（伺い）

13平成26年01月06日 起案
平成26年度排水設備普及資金融資に係る融資機関との事前協議について
（伺い）

14平成26年01月20日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金利子補給の承認について（伺い）

15平成26年01月20日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金利子補給の承認について（伺い）

16平成26年01月20日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金利子補給の承認について（伺い）

17平成26年03月01日 起案
平成26年度排水設備普及資金融資に係る融資機関との協議について（伺い）

18平成26年03月01日 起案
平成25年度公共下水道事業排水設備普及資金融資制度預託金の返納につ
いて（伺い）

19平成26年03月31日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資に伴う利子補給について（伺
い）

20平成26年03月31日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資に伴う利子補給について（伺
い）



索引目次

第２種E65平成25年度
公共下水道事業排水設備普及資金（契
約関係）

上下水道局/給排水課/排水設備係

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31日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資に伴う利子補給について（伺
い）

22平成26年03月31日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資に伴う利子補給について（伺
い）

23平成26年03月31日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資に伴う利子補給について（伺
い）

24平成26年03月31日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資に伴う利子補給について（伺
い）



索引目次

第２種E65平成25年度
公共下水道事業排水設備普及資金（申
込関係）

上下水道局/給排水課/排水設備係

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
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の審査依頼について（伺い）

2平成25年04月11日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の審査依頼について（伺い）

3平成25年04月16日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の審査依頼について（伺い）

4平成25年04月23日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の承認について（伺い）

5平成25年05月02日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の承認について（伺い）

6平成25年05月13日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の承認について（伺い）

7平成25年06月03日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の実行依頼について（伺い）

8平成25年06月04日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の実行依頼について（伺い）

9平成25年06月11日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の審査依頼について（伺い）

10平成25年06月13日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の実行依頼について（伺い）

11平成25年06月24日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の審査依頼について（伺い）

12平成25年06月29日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の承認について（伺い）

13平成25年07月16日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の承認について（伺い）

14平成25年07月18日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の審査依頼について（伺い）

15平成25年08月01日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の審査依頼について（伺い）

16平成25年08月05日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の審査依頼について（伺い）

17平成25年08月05日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の承認について（伺い）

18平成25年08月07日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の審査依頼について（伺い）

19平成25年08月22日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の実行依頼について（伺い）

20平成25年08月23日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の承認について（伺い）



索引目次

第２種E65平成25年度
公共下水道事業排水設備普及資金（申
込関係）

上下水道局/給排水課/排水設備係

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29日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の承認について（伺い）

22平成25年08月29日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の承認について（伺い）

23平成25年09月12日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の実行依頼について（伺い）

24平成25年09月24日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の実行依頼について（伺い）

25平成25年10月07日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の実行依頼について（伺い）

26平成25年10月08日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の審査依頼について（伺い）

27平成25年10月11日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の実行依頼について（伺い）

28平成25年11月13日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の承認について（伺い）

29平成25年11月13日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の実行依頼について（伺い）

30平成25年11月14日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の審査依頼について（伺い）

31平成25年11月22日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の審査依頼について（伺い）

32平成25年12月06日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の承認について（伺い）

33平成25年12月10日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の承認について（伺い）

34平成25年12月19日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の実行依頼について（伺い）

35平成25年12月24日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の実行依頼について（伺い）

36平成25年12月25日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の実行依頼について（伺い）



索引目次

第２種E65平成25年度
公共下水道事業排水設備普及資金（状
況報告書）

上下水道局/給排水課/排水設備係

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 収受
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資状況調書について（供覧）

2平成25年05月22日 収受
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資状況調書について（供覧）

3平成25年06月17日 収受
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資状況調書について（供覧）

4平成25年07月12日 収受
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資状況調書について（供覧）

5平成25年08月20日 収受
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資状況調書について（供覧）

6平成25年09月11日 収受
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資状況調書について（供覧）

7平成25年10月16日 収受
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資状況調書について（供覧）

8平成25年11月11日 収受
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資状況調書について（供覧）

9平成25年12月16日 収受
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資状況調書について（供覧）

10平成26年01月16日 収受
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資状況調書について（供覧）

11平成26年02月14日 収受
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資状況調書について（供覧）

12平成26年03月12日 収受
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資状況調書について（供覧）



索引目次

第２種E65平成25年度
施設調査 上下水道局/給排水課/排水設備係

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29日 起案
ＪＲ盛岡支社ビルの湧水の状況について（報告）

2平成25年12月02日 起案
ＪＲ盛岡支社ビルの現地調査結果について（報告）

3平成25年12月25日 起案
盛岡中央工業団地の下水道（汚水）施設の帰属に係る進捗状況ついて（報
告）



索引目次

第２種E83平成25年度
農業集落排水事業排水設備普及資金
（契約関係）

上下水道局/給排水課/排水設備係

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年度盛岡市農業集落排水事業排水設備普及資金融資制度の実施に
ついて（伺い）

2平成25年04月01日 収受
平成25年度盛岡市農業集落排水事業排水設備普及資金融資制度に係る契
約締結について（供覧）

3平成25年07月08日 起案
平成25年度盛岡市農業集落排水事業排水設備普及資金融資に伴う第1期の
利子補給について（伺い）

4平成26年01月14日 起案
平成25年度盛岡市農業集落排水事業排水設備普及資金融資に伴う第2半期
の利子補給について　（伺い）



索引目次

第２種E83平成25年度
農業集落排水事業排水設備普及資金
（状況報告書）

上下水道局/給排水課/排水設備係

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 収受
盛岡市農業集落排水事業排水設備普及資金状況調書について（供覧）

2平成25年05月22日 収受
盛岡市農業集落排水事業排水設備普及資金状況調書について（供覧）

3平成25年06月07日 収受
盛岡市農業集落排水事業排水設備普及資金状況調書について（供覧）

4平成25年07月04日 収受
盛岡市農業集落排水事業排水設備普及資金状況調書について（供覧）

5平成25年08月20日 収受
盛岡市農業集落排水事業排水設備普及資金状況調書について（供覧）

6平成25年09月11日 収受
盛岡市農業集落排水事業排水設備普及資金状況調書について（供覧）

7平成25年10月08日 収受
盛岡市農業集落排水事業排水設備普及資金状況調書について（供覧）

8平成25年11月11日 収受
盛岡市農業集落排水事業排水設備普及資金状況調書について（供覧）

9平成25年12月09日 収受
盛岡市農業集落排水事業排水設備普及資金状況調書について（供覧）

10平成26年01月15日 収受
盛岡市農業集落排水事業排水設備普及資金状況調書について（供覧）

11平成26年02月14日 収受
盛岡市農業集落排水事業排水設備普及資金状況調書について（供覧）
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