
索引目次

第３種A03平成27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27年05月07日 起案
香典の支出について（伺い）

2 平成27年11月02日 起案
平成27年度(公財)岩手県体育協会「国体監督等研修会」「表彰式」「懇親会」
への出席について

3 平成27年12月03日 起案
盛岡市建設業協同組合平成28年新年交賀会の開催について（伺い）



索引目次

第３種A07平成27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27年04月08日 起案
第148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）

2 平成27年04月20日 起案
第148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）

3 平成27年05月08日 起案
第148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）

4 平成27年05月14日 起案
平成27年度第１回運営会議への出席について（伺い）

5 平成27年05月14日 起案
第148回水道事業管理者協議会への出席について（伺い）

6 平成27年05月14日 起案
日本水道協会第86回総会の出席について（伺い）

7 平成27年05月15日 起案
第148回水道事業管理者協議会情報交換事項への回答について（伺い）

8 平成27年05月18日 収受
第84回総会議事録等の送付について（供覧）

9 平成27年05月28日 起案
第86回総会における陳情活動の実施等に関する調査について（依頼）

10 平成27年06月01日 起案
第161回水道技術管理者協議会の出席について（伺い）

11 平成27年06月15日 収受
第86回総会における陳情活動について（供覧）

12 平成27年06月18日 起案
第86回総会における陳情活動の実施について（伺い）

13 平成27年06月19日 収受
第162回水道技術管理者協議会の地方開催について（依頼）

14 平成27年06月22日 収受
日本水道協会第86回総会提出議案等の事前送付について

15 平成27年06月24日 起案
第148回水道事業管理者協議会の議事録（案）の修正依頼について（伺い）

16 平成27年06月29日 収受
品質認証業務規則集（オレンジ本）追録の配布について（報告）

17 平成27年07月14日 起案
第163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）

18 平成27年07月21日 起案
第28回広報専門委員会への出席について（伺い）

19 平成27年07月24日 収受
日本水道協会平成27年度全国会議（第87回総会・水道研究発表会）の開催
について（供覧）

20 平成27年07月27日 起案
「実務に活かす上水道の事故事例集」改訂に向けたアンケートへの協力依頼
について（伺い） 



索引目次

第３種A07平成27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27年07月30日 起案
第163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）

22 平成27年08月06日 起案
コンベンション支援申請書の提出について（伺い）

23 平成27年08月17日 起案
平成27年度正会員台帳の提出について（伺い）

24 平成27年08月17日 起案
平成27年度第２回運営会議への出席について（伺い）

25 平成27年08月19日 起案
盛岡市歴史文化館使用料減免申請書の提出について（伺い）

26 平成27年08月21日 起案
日本水道協会平成27年度全国会議（第87回総会・水道研究発表会）の出席
について（伺い）

27 平成27年08月21日 起案
日本水道協会平成27年度全国会議(第87回総会･水道研究発表会)への職員
派遣について（伺い）

28 平成27年08月25日 起案
第162回水道技術管理者協議会（盛岡市開催）の視察行程について（伺い）

29 平成27年09月08日 起案
第149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27年09月11日 起案
第149回水道事業管理者協議会における取組事例紹介(小発表)について（供
覧）

31 平成27年09月14日 起案
「実務に活かす上水道の事故事例集」改訂に向けたアンケートについて（回
答） 

32 平成27年09月14日 起案
第162回水道技術管理者協議会の出席について（伺い）

33 平成27年09月25日 起案
第149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）

34 平成27年10月14日 起案
平成27年度第３回運営会議への出席について（伺い）

35 平成27年10月15日 起案
第149回水道事業管理者協議会への出席について（伺い）

36 平成27年10月15日 起案
第149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）

37 平成27年10月16日 収受
日本水道協会第87回総会提出議案等の事前送付について

38 平成27年10月26日 起案
第163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）

39 平成27年11月02日 起案
第149回水道事業管理者協議会情報交換事項照会への回答について（伺い）

40 平成27年11月09日 起案
第162回水道技術管理者協議会の盛岡市開催に係る盛岡市上下水道局の対
応について（報告）



索引目次

第３種A07平成27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27年11月10日 起案
第163回水道技術管理者協議会設定議題に係る当市の回答について（伺い）

42 平成27年11月11日 起案
第163回水道技術管理者協議会議題集の購入希望の取りまとめについて（伺
い）

43 平成27年11月16日 収受
第163回水道技術管理者協議会の日程について（供覧）

44 平成27年11月19日 起案
「地震等緊急時の応援体制検討に係るアンケート」に関する各課照会につい
て（伺い）

45 平成27年11月24日 収受
「水道料金表（平成27年４月１日現在）」の送付について

46 平成27年12月04日 起案
「地震等緊急時の応援体制検討に係るアンケート」への回答について（伺い）

47 平成27年12月15日 収受
平成27年日本水道協会会員名簿の送付について（供覧）

48 平成27年12月21日 収受
「水道事業の加入金調査表」の送付について（供覧）

49 平成27年12月28日 収受
平成28年度水道関係予算案の送付について（供覧）

50 平成28年01月05日 起案
第163回水道技術管理者協議会の出席について（伺い）

51 平成28年02月16日 収受
品質認証業務規則集（オレンジ本）追録の配布について（報告）

52 平成28年03月09日 収受
「日本水道協会第87回総会会員提出問題処理状況」の送付について（供覧）

53 平成28年03月14日 収受
平成27年度スポット広報ポスターの送付について（供覧）



索引目次

第３種A07平成27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27年04月01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おける議題に関する回答に
ついて（伺い）

2 平成27年04月22日 収受
日本水道協会東北地方支部主要都市　水道技術管理者名簿の送付につい
て（供覧）

3 平成27年04月27日 起案
第55回労務担当者会議への出席について（伺い）

4 平成27年04月27日 起案
日水協東北地方支部「第55回労務担当者会議」に係る情報交換資料の作成
依頼について（伺い）

5 平成27年04月27日 起案
平成27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）

6 平成27年05月07日 起案
日水協東北地方支部「第55回労務担当者会議」の情報交換資料の提出につ
いて（伺い）

7 平成27年05月12日 起案
第46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）

8 平成27年05月13日 起案
第10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）

9 平成27年05月14日 起案
第46回水道技術管理者協議会の出席について（伺い）

10 平成27年05月22日 起案
日本水道協会東北地方支部第198回幹事会の出席について（伺い）

11 平成27年05月26日 起案
日本水道協会東北地方支部第84回総会の出席について(伺い)

12 平成27年05月26日 起案
第46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27年06月08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）

14 平成27年06月30日 起案
平成27年度合同訓練に伴う当局職員の派遣について（伺い）

15 平成27年07月14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）

16 平成27年07月16日 復命
日本水道協会東北地方支部第198回幹事会・第84回総会

17 平成27年07月28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）

18 平成27年08月17日 起案
日本水道協会東北地方支部「事務講習会」及び「技術講習会」におけるテー
マ発表者の推薦について（伺い）

19 平成27年08月31日 起案
日本水道協会東北地方支部「平成27年度事務講習会」テーマ発表者の派遣
について（伺い）

20 平成27年09月01日 起案
日本水道協会東北地方支部「平成27年度技術講習会」テーマ発表者の派遣
について（伺い）



索引目次

第３種A07平成27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27年10月07日 起案
第37回経営研究会に係る情報交換資料の提出依頼について（伺い）

22 平成27年10月09日 起案
第37回経営研究会に係る 情報交換資料の提出について（伺い）

23 平成27年10月16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）

24 平成27年10月16日 起案
配管実技講習会運営委員会への局職員の派遣について（伺い） 

25 平成27年10月20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27年10月26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）

27 平成27年11月27日 起案
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依頼について
（伺い）

28 平成27年12月02日 起案
日本水道協会東北地方支部第199回幹事会の出席について（伺い）

29 平成27年12月10日 起案
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回答について（伺
い）

30 平成27年12月15日 収受
平成27年度東北地方支部における会議・講習会等の資料送付について（供
覧）

31 平成28年01月15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）

32 平成28年01月20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）

33 平成28年01月21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）

34 平成28年03月10日 起案
日本水道協会東北地方支部第200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27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27年04月08日 起案
応急復旧用資機材の保有状況等に関する調査について（伺い）

2 平成27年04月09日 起案
平成27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）

3 平成27年04月16日 起案
平成27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）

4 平成27年04月17日 起案
職員の派遣について（伺い）

5 平成27年04月17日 起案
平成27年度日本水道協会岩手県支部「第１回水道技術管理者協議会」の出
席について（伺い）

6 平成27年04月17日 起案
平成27年度日本水道協会岩手県支部「第１回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）

7 平成27年04月22日 起案
職員の派遣について（伺い）

8 平成27年04月27日 起案
日本水道協会岩手県支部第141回役員会・第61回総会への出席について（伺
い） 

9 平成27年04月27日 起案
「水道事業実務必携」（平成27年度改訂版）の購入申し込みについて（伺い）

10 平成27年05月01日 起案
応急復旧用資機材の保有状況等に関する調査について（回答）

11 平成27年05月18日 起案
平成27年度日本水道協会岩手県支部「第１回水道技術管理者協議会」情報
交換事項の回答作成依頼について（伺い）

12 平成27年05月22日 起案
平成27年度日本水道協会岩手県支部「第１回水道技術管理者協議会」にお
ける情報交換事項への回答について（伺い）

13 平成27年06月03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）

14 平成27年06月09日 収受
日本水道協会岩手県支部役員の選任並びに岩手県支部運営への協力依頼
について（供覧）

15 平成27年06月18日 起案
「健康のために水を飲もう推進運動」ポスター等の掲示依頼について（伺い）

16 平成27年06月29日 起案
日水協東北地方支部平成27年度合同訓練への応急給水訓練の参加につい
て（伺い）

17 平成27年07月14日 起案
職員の派遣について（伺い）

18 平成27年07月14日 収受
「暴追いわて」（平成27年７月号　№68）の送付について（供覧）

19 平成27年07月28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７号及び会員別資
料（平成27年度版）の送付について（伺い）

20 平成27年08月11日 収受
「水道事業実務必携」（平成27年度版）について（伺い）



索引目次

第３種A07平成27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27年09月01日 起案
職員の派遣について（伺い）

22 平成27年09月18日 起案
職員の派遣について（伺い）

23 平成27年10月09日 起案
第60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）

24 平成27年10月19日 起案
職員の派遣について（伺い）

25 平成27年10月22日 起案
釜石市で開催されるワークショップに係る情報提供について（伺い）

26 平成27年11月02日 起案
平成27年度日本水道協会岩手県支部「第２回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）

27 平成27年11月02日 起案
平成27年度日本水道協会岩手県支部「第２回水道技術管理者協議会」の出
席について（伺い）

28 平成27年11月09日 起案
平成27年度日水協岩手県支部「第２回水道技術管理者協議会」に係る情報
交換事項の提案について（伺い）

29 平成27年11月27日 収受
平成28年度日本水道協会岩手県支部の年会費の予算措置方について(依
頼)

30 平成27年12月01日 起案
日本水道協会岩手県支部第142回役員会への出席について（伺い）

31 平成27年12月08日 起案
職員の派遣について（伺い）

32 平成27年12月21日 起案
職員の派遣について（伺い）

33 平成27年12月22日 起案
職員の派遣について（伺い）

34 平成28年01月08日 起案
職員の派遣について（伺い）

35 平成28年01月12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）  

36 平成28年01月22日 収受
「暴追いわて」（平成28年１月号　№69）の送付について（供覧）

37 平成28年01月29日 起案
「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）

38 平成28年03月10日 起案
日本水道協会岩手県支部第143回役員会への出席について（伺い）

39 平成28年03月23日 起案
職員の派遣について（伺い） 



索引目次

第３種A07平成27年度
岩手県下水道公社関係（理事会） 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27年06月01日 収受
公益財団法人岩手県下水道公社の代表理事について（供覧）

2 平成27年06月17日 収受
（公財）岩手県下水道公社理事の就任に当たっての書類の送付について（報
告）

3 平成27年07月06日 収受
公益財団法人岩手県下水道公社理事の辞任について（報告）

4 平成27年08月24日 起案
公益財団法人岩手県下水道公社第19回理事会の開催日について（伺い）

5 平成27年08月31日 収受
公益財団法人岩手県下水道公社第19回理事会の開催について（伺い）

6 平成28年01月07日 起案
公益財団法人岩手県下水道公社第20回理事会の開催日について（伺い）

7 平成28年01月18日 収受
公益財団法人岩手県下水道公社第20回理事会の開催について（伺い）

8 平成28年03月29日 収受
公益財団法人岩手県下水道公社第22回理事会の開催について（伺い）



索引目次

第２種A20平成27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27年07月22日 起案
平成28年度組織機構の見直しの実施について（伺い）

2 平成27年08月10日 起案
平成28年度組織機構見直し実施案の提出について（伺い）

3 平成27年10月30日 起案
平成28年度職員定数調書について（伺い）

4 平成27年11月16日 起案
平成28年度職員定数調書の提出について（伺い）

5 平成28年01月15日 起案
平成28年度職員定数見直し実施案に対する意見について（伺い）



索引目次

第２種A20平成27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27年07月22日 起案
平成27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27年07月23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，第１回幹事会及び専
門部会合同会議の開催について（伺い）

3 平成27年08月21日 収受
平成27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27年08月24日 起案
平成28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）

5 平成27年08月31日 起案
平成27年度盛岡市上下水道局事務事業見直し実施案の措置状況調査につ
いて（伺い）

6 平成27年09月01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，第２回幹事会及び専
門部会合同会議の開催について（伺い）

7 平成27年09月10日 起案
平成27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）

8 平成27年09月16日 収受
盛岡市上下水道局事務事業見直し検討委員会第１回及び第２回幹事会・専
門部会合同会議の検討結果について（供覧）

9 平成27年09月30日 起案
平成27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）

10 平成27年10月08日 収受
平成27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）

11 平成27年10月09日 起案
平成27年度第４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）

12 平成27年10月15日 収受
平成27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検討結
果について（供覧）

13 平成27年11月04日 起案
平成27年度第５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）

14 平成27年11月17日 収受
平成27年度第４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）

15 平成27年11月20日 収受
平成27年度第５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）

16 平成27年11月24日 起案
平成27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報告
について（伺い）

17 平成27年12月08日 起案
事務事業改革改善事例の募集等について（伺い）

18 平成28年01月04日 起案
事務事業改革改善事例の提出について（伺い）

19 平成28年02月08日 起案
事務事業改革改善事例発表会の出席について（伺い）

20 平成28年03月09日 起案
事務事業改革改善事例の紹介について（伺い）



索引目次

第１種A23平成27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27年04月01日 起案
「作業手当の支給に係る適用について」の全部改正について（伺い）

2 平成27年04月01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を改正する規程
附則の規定による給料の切替えに伴う経過措置に関する規程の制定につい
て（伺い）

3 平成27年04月01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）

4 平成27年06月16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）

5 平成27年09月10日 起案
地域自治区設置期間の終了に伴う関係条例等の整備について（伺い）

6 平成27年09月30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）

7 平成27年10月16日 起案
地域自治区設置期間の終了に伴う関係条例等の整備について（伺い）

8 平成27年10月23日 起案
盛岡市上下水道局職員服務規程の一部改正について（伺い）

9 平成27年10月29日 起案
職員服務規程の施行について等の一部改正について（伺い）

10 平成28年01月27日 起案
盛岡市上下水道局庁舎管理規程の一部改正について（伺い）

11 平成28年03月15日 起案
業務マニュアル活用・管理要領の一部改正について（伺い）

12 平成28年03月22日 起案
盛岡市上下水道局専決及び代決に関する規程の一部改正について（伺い）

13 平成28年03月22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の一部改正について（伺
い）

14 平成28年03月22日 起案
盛岡市上下水道局企業職員の勤務時間に関する規程の一部改正について
（伺い）

15 平成28年03月30日 起案
人を活かす人事システムに基づく人事評価制度実施要領の制定について（伺
い）



索引目次

第３種A25平成27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28年03月15日 起案
小施策評価に係るロジックモデルシート（第２段階）の内容確認について（伺
い）



索引目次

第２種A27平成27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27年04月01日 起案
盛岡市下水道事業会計クライアント賃貸借契約の実施について（伺い）

2 平成27年04月01日 起案
下水道事業会計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27年04月01日 起案
下水道事業会計クライアント賃貸借に係る契約締結について（報告）

4 平成27年04月07日 起案
ヘルプデスク担当者の推薦について(伺い） 

5 平成27年04月14日 起案
平成27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）

6 平成27年06月15日 起案
庶務管理システム導入に伴うJavaのPC端末等へのインストールに係る業務シ
ステムへの影響について（伺い）

7 平成27年07月24日 起案
給排水課共有端末における排水設備係フォルダへのアクセス許可について
（伺い）

8 平成27年09月24日 起案
グループウェアシステム等の使用に関する協議について（伺い）

9 平成27年09月25日 起案
マイナンバー制度の施行に伴う職員端末の振り分けについて（照会）

10 平成27年09月25日 起案
賃貸借の変更契約について（伺い）

11 平成27年09月25日 起案
賃貸借の変更契約について（伺い）

12 平成27年09月30日 起案
平成25年度整備クライアント賃貸借に係る変更契約の締結について（報告）

13 平成27年09月30日 起案
平成26年度整備クライアント賃貸借に係る変更契約の締結について（報告）

14 平成27年09月30日 起案
グループウェアシステム等の使用に関する覚書について（伺い）

15 平成27年09月30日 起案
共有ファイルサーバ借用に関する覚書について（伺い）

16 平成27年09月30日 起案
グループウェア配信システムの使用に関する覚書について（伺い）

17 平成27年10月01日 起案
グループウェアシステム等の使用に関する覚書の締結について（供覧）

18 平成27年10月01日 起案
共有ファイルサーバ借用に関する覚書の締結について（供覧）

19 平成27年10月01日 起案
グループウェア配信システム使用に関する覚書の締結について（供覧）

20 平成27年11月12日 起案
庁内ネットワーク基幹機器賃貸借の実施について（伺い）



索引目次

第２種A27平成27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27年11月20日 起案
庁内ネットワーク基幹機器賃貸借に係る契約締結について（伺い）

22 平成27年11月20日 起案
庁内ネットワーク基幹機器賃貸借に係る契約締結について（報告）

23 平成27年11月25日 起案
平成27年度整備クライアント賃貸借契約の実施について（伺い）

24 平成27年12月03日 起案
平成27年度整備クライアント賃貸借契約の仕様の変更について（伺い）

25 平成27年12月14日 起案
平成27年度整備クライアント設定業務委託の実施について（伺い）

26 平成27年12月14日 起案
平成27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）

27 平成27年12月15日 起案
平成27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）

28 平成27年12月24日 起案
平成27年度整備クライアント設定業務委託に係る契約締結について（伺い）

29 平成27年12月24日 起案
平成27年度整備クライアント設定業務委託に係る契約締結について（報告）

30 平成27年12月25日 収受
着手届外の提出について（供覧）

31 平成28年01月15日 起案
新規コンピュータ端末入替え作業の実施にかかる通知について（伺い）

32 平成28年01月28日 起案
Microsoft Office Standard 2013の購入について（伺い）

33 平成28年02月02日 起案
外部機器使用状況について（伺い）

34 平成28年02月03日 起案
Microsoft Office Standard 2013の購入について（伺い）

35 平成28年02月09日 起案
平成27年度整備クライアント設定業務委託に係る業務完了確認について（伺
い）

36 平成28年02月18日 起案
Microsoft Office Standard 2013の購入に係る契約締結について（伺い）

37 平成28年02月22日 起案
平成27年度整備クライアント設定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28年03月03日 収受
辞退届について（供覧）

39 平成28年03月16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）



索引目次

第２種A27平成27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27年04月01日 起案
本庁舎３Fネットワーク機器賃貸借に係る契約締結について（伺い）

2 平成27年04月01日 起案
本庁舎３Fネットワーク機器賃貸借に係る契約締結について（報告）

3 平成27年04月24日 起案
第一環境㈱によるネットワーク回線の敷設について（報告）

4 平成27年05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）

5 平成27年06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）

6 平成27年07月28日 起案
上下水道局共有フォルダの整理について（伺い）



索引目次

第２種A27平成27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27年04月01日 起案
下水道事業会計プリンタ賃貸借に係る契約締結について（伺い）

2 平成27年04月01日 起案
部内共用プリンタ賃貸借に係る契約締結について（伺い）

3 平成27年04月01日 起案
部内共用プリンタ賃貸借に係る契約締結について（報告）

4 平成27年04月01日 起案
下水道事業会計プリンタ賃貸借に係る契約締結について（報告）

5 平成27年05月08日 起案
認証印刷システム更新に係る追加オプション及び機器設置場所希望調査に
ついて（伺い）

6 平成27年06月17日 起案
認証印刷システムの所属設定について（伺い）

7 平成27年06月18日 起案
認証印刷システム更新に係るファクスあて先の事前登録について（伺い）

8 平成27年07月06日 起案
認証印刷複合機のIPアドレスについて（伺い）

9 平成27年07月22日 起案
認証印刷システムに係るユーザ登録について（伺い）

10 平成27年07月24日 起案
認証印刷システムに係るユーザ登録（上下水道局）について（伺い）

11 平成27年08月27日 起案
認証印刷システムICカードの発注について（伺い）

12 平成27年09月28日 起案
認証印刷システムの賃貸借契約について（伺い）

13 平成27年10月01日 収受
長期継続契約盛岡市上下水道局認証印刷システム賃貸借単価契約27-32



索引目次

第３種A30平成27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27年05月07日 起案
文書書目の新設について（伺い）

2 平成27年06月04日 起案
文書書目の新設について（伺い）

3 平成27年06月05日 起案
文書書目の新設の承認について（伺い）

4 平成27年07月30日 起案
文書書目の新設の承認について（伺い）

5 平成27年12月16日 起案
文書書目の新設の承認について（伺い）

6 平成28年01月20日 起案
文書書目の新設の承認について（伺い）

7 平成28年03月10日 起案
文書書目の新設の承認について（伺い）



索引目次

第２種A33平成27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28年01月04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28年01月21日 起案
文書保存年限の延長承認について（伺い）



索引目次

第１種A80平成27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27年03月16日 起案
定期監査の実施について（伺い）

2 平成27年04月16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）

3 平成27年04月17日 起案
平成27年度定期監査資料の提出について（伺い）

4 平成27年05月14日 起案
平成27年度定期監査に係る指導内容の提出について（伺い）

5 平成27年06月15日 起案
定期監査に係る実地監査の指導内容について（報告）

6 平成27年06月16日 収受
【市長公室・総務部・玉山総合事務所】定期監査措置結果の公表について（供
覧）

7 平成27年07月02日 起案
平成27年度定期監査に係る措置状況通知書の提出について（伺い）

8 平成27年07月17日 起案
平成21年度包括外部監査結果等に対する措置計画に基づく措置状況の提
出について（伺い）

9 平成27年08月24日 起案
平成27年度定期監査に係る措置状況通知書（その２）について（伺い）

10 平成27年08月24日 起案
平成27年度定期監査に係る措置状況通知書（その１）について（伺い）

11 平成27年10月27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）

12 平成28年02月01日 収受
定期監査の結果について（供覧）

13 平成28年02月09日 起案
平成28年度定期監査の実施について（伺い）

14 平成28年03月02日 収受
【都市整備部・農業委員会事務局】定期監査措置結果の公表について（供覧）

15 平成28年03月14日 起案
平成28年度定期監査資料（総務課分）の提出について（伺い）

16 平成28年03月22日 起案
平成28年度定期監査資料の提出について（伺い）


