
索引目次

第２種K14平成27年度
水道水源開発等施設整備費国庫補助
金

上下水道局/水道建設課/計画係

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27年04月08日 収受
平成28年度水道施設整備費国庫補助事業に係る事業評価資料の提出につ
いて

2平成27年04月13日 収受
平成27年度水道施設整備及び生活基盤施設耐震化等交付金箇所付け一覧
について（供覧）

3平成27年04月27日 収受
平成27年度水道事業実務担当者会議について（報告）

4平成27年04月28日 起案
公共事業施行状況調査（平成26年度（精算分），平成27年4月分）及び支払計
画示達額の登録について（伺い）

5平成27年05月08日 起案
水道施設整備費の所要額等調べについて（伺い）

6平成27年05月13日 収受
内示日及び交付要綱関係通知について（供覧）

7平成27年05月18日 起案
会計実地検査（会計検査院第２局厚生労働検査第１課）に係る調査票作成に
ついて（伺い）

8平成27年05月25日 起案
会計実地検査（会計検査院第２局厚生労働検査第１課）に係る調査票作成に
ついて（伺い）

9平成27年05月29日 起案
公共事業施行状況調査（平成27年5月分）について（伺い）

10平成27年06月04日 収受
平成27年度生活基盤施設耐震化等交付金（本省繰越分）の内示及び交付要
綱関係通知について（供覧）

11平成27年06月05日 起案
平成27年度生活基盤施設耐震化等交付金の交付申請に係る質問票の提出
について（伺い）

12平成27年06月05日 起案
平成27年度生活基盤施設耐震化等交付金に係る交付申請書類の作成につ
いて（伺い）

13平成27年06月05日 収受
平成27年度（平成26年度からの繰越分）生活基盤施設耐震化等交付金に係
る質問票について（供覧）

14平成27年06月08日 起案
平成27年度生活基盤施設耐震化等交付金の交付申請に係る質問票（第２
回）の提出について（伺い）

15平成27年06月08日 収受
水道水源開発等施設整備費国庫補助事業の基準事業費に係る通知につい
て（供覧）

16平成27年06月09日 収受
平成27年度（平成26年度からの繰越分）生活基盤施設耐震化等交付金の内
示について（供覧）

17平成27年06月10日 収受
平成27年度（平成26年度からの繰越分）生活基盤施設耐震化等交付金に係
る質問票（第２回）について（供覧）

18平成27年06月12日 起案
平成27年度生活基盤施設耐震化等交付金に係る交付申請書類の追加作成
について（伺い）

19平成27年06月12日 収受
平成27年度（平成26年度からの繰越分）生活基盤施設耐震化等交付金に係
る交付申請書類の作成について（供覧）

20平成27年06月16日 収受
交付申請に係るお知らせについて（供覧）
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第２種K14平成27年度
水道水源開発等施設整備費国庫補助
金

上下水道局/水道建設課/計画係

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27年06月17日 収受
交付申請に係る交付金調書（別紙様式６）について（供覧）

22平成27年06月18日 起案
平成27年度（平成26年度からの繰越分）生活基盤施設耐震化等交付金の交
付申請について（伺い）

23平成27年06月18日 収受
平成27年度生活基盤施設耐震化等交付金に係る交付申請書類の追加資料
について（供覧）

24平成27年06月23日 起案
平成27年度（平成26年度からの繰越分）生活基盤施設耐震化等交付金の交
付申請に係る追加書類の提出について（伺い）

25平成27年06月29日 起案
公共事業施行状況調査（平成27年6月分）及び支払示達依頼登録（平成27年
8月分）について（伺い）

26平成27年06月29日 収受
27年度（26年度本省繰越分を含む）補助金・交付金事業に係る財産処分につ
いて（供覧）

27平成27年07月03日 収受
生活基盤施設耐震化等交付金要綱の訂正等について（供覧）

28平成27年07月10日 収受
会計実地検査について（供覧）

29平成27年07月21日 起案
刈屋浄水場系に係る管路更新計画について（伺い）

30平成27年07月21日 収受
平成27年度会計実地検査（厚生労働省第１課）について（供覧）

31平成27年08月03日 起案
公共事業施行状況調査（平成27年7月分）及び支払示達依頼登録（平成27年
9月分）について（伺い）

32平成27年08月05日 収受
平成27年度災害対策等緊急事業推進費（第3回案件募集）に関する要求書の
提出について（供覧）

33平成27年08月07日 収受
平成27年度当初予算及び平成26年度本省繰越予算の事業について（供覧）

34平成27年08月19日 収受
災害対策等緊急事業推進費（第3回配分）の募集について（供覧）

35平成27年08月19日 収受
資本単価について（供覧）

36平成27年08月27日 収受
公共事業施行状況及び計画示達額調査の様式について（供覧）

37平成27年09月02日 起案
公共事業施行状況調査（平成27年8月分）及び支払示達依頼登録（平成27年
10月分）について（伺い）

38平成27年09月18日 起案
簡易水道統合状況調査について（伺い）

39平成27年09月18日 収受
災害対策等緊急事業推進費（第3回配分）の募集について（供覧）

40平成27年09月25日 起案
平成28年度水道施設整備費国庫補助事業要望額ヒアリングに係る資料の作
成について（伺い）
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第２種K14平成27年度
水道水源開発等施設整備費国庫補助
金

上下水道局/水道建設課/計画係
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41平成27年09月25日 起案
平成28年度水道施設整備費国庫補助事業要望額ヒアリングに係る出席者等
の報告について（伺い）

42平成27年09月30日 収受
平成28年度水道施設整備費国庫補助事業要望額のヒアリング日程の決定に
ついて（供覧）

43平成27年10月01日 起案
公共事業施行状況調査（平成27年9月分）及び支払示達依頼登録（平成27年
11月分）について（伺い）

44平成27年10月02日 収受
平成28年度水道施設整備費国庫補助事業要望額ヒアリングに係る資料の作
成について（供覧）

45平成27年10月07日 起案
平成28年度水道施設整備費国庫補助事業要望額ヒアリングに係る関係資料
の作成について（伺い）

46平成27年10月27日 起案
公共事業施行状況調査（平成27年10月分）及び支払示達依頼登録（平成27
年12月分）について（伺い）

47平成27年11月04日 起案
交付金事業の概算払い希望金額の調査について（伺い）

48平成27年11月06日 収受
簡易水道事業統合計画の進捗状況について（供覧）

49平成27年11月06日 収受
平成27年度（平成26年度からの繰越分）生活基盤施設耐震化等交付金交付
決定通知書について（供覧）

50平成27年11月30日 起案
交付金事業に係る中間検査について（伺い）

51平成27年12月03日 起案
公共事業施行状況調査（平成27年11月分）及び支払示達依頼登録（平成28
年1月分）について（伺い）

52平成27年12月10日 起案
平成27年度水道施設整備費国庫補助事業及び生活基盤施設耐震化等交付
金事業の現地調査の実施について（伺い）

53平成27年12月14日 起案
平成27年度国庫補助事業の繰越予定事案調べについて（伺い）

54平成27年12月25日 起案
平成27年度生活基盤施設耐震化等交付金事業に係る現地調査の概要報告
について（報告）

55平成27年12月28日 起案
平成27年度生活基盤施設耐震化等交付金交付要綱等に係る質問票の提出
について（伺い）

56平成28年01月07日 起案
公共事業施行状況調査（平成27年12月分）及び支払示達依頼登録（平成28
年2月分）について（伺い）

57平成28年01月12日 起案
平成28年度水道施設整備費国庫補助金及び生活基盤施設耐震化等交付金
に係る要望書類の提出について（伺い）

58平成28年01月20日 起案
平成28年度生活基盤施設耐震化等交付金に係る基礎表の確認について（伺
い）

59平成28年01月22日 起案
平成28年度生活基盤施設耐震化等交付金に係る基礎表の修正について（伺
い）

60平成28年01月28日 収受
交付金事業に係る質問票の送付について（供覧）
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61平成28年02月01日 起案
平成27年度公共事業施行状況調査（平成28年1月分）及び支払計画示達額
（平成28年3月分及び4月分）の登録について（伺い）

62平成28年02月01日 起案
水道施設整備費補助金・生活基盤施設耐震化等交付金繰越不用額調べに
ついて（伺い）

63平成28年02月03日 起案
【追加要望】平成28年度水道施設整備費要望書の提出（新規補助金・交付
金）について（伺い）

64平成28年02月03日 収受
水道施設整備費補助金・生活基盤施設耐震化等交付金繰越不用額調べ（第
２報）について（供覧）

65平成28年02月04日 起案
水道施設整備費国庫補助事業に係る事業評価実施予定調査について（伺
い）

66平成28年02月15日 起案
水道施設整備費補助金・生活基盤施設耐震化等交付金繰越不用額調べ（追
加調査）について（伺い）

67平成28年03月01日 起案
平成27年度公共事業施行状況調査（平成28年２月分）及び支払計画示達額
の登録について（伺い）

68平成28年03月11日 起案
平成27年度生活基盤施設耐震化等交付金実績報告書提出にかかる資料作
成について（伺い）

69平成28年03月14日 起案
平成27年度国庫補助（交付金）事業の執行見込及び受入額調査について（伺
い）

70平成28年03月23日 起案
平成27年度（平成26年度からの繰越分）生活基盤施設耐震化等交付金に係
る事業実績報告について（伺い）

71平成28年03月30日 起案
平成27年度（平成26年度からの繰越分）生活基盤施設耐震化等交付金の請
求について（伺い）

72平成28年03月30日 収受
平成27年度（平成26年度からの繰越分）生活基盤施設耐震化等交付金交付
額確定通知について（供覧）

73平成28年03月30日 収受
平成28年度生活基盤施設耐震化等交付金の事業費の内示時期について（供
覧）

74平成28年03月31日 起案
平成27年度公共事業施行状況調査（平成28年３月分）及び支払計画示達額
の登録について（伺い）



索引目次

第２種K16平成27年度
業務委託等（上水道設計標準データ保
守管理業務委託）

上下水道局/水道建設課/計画係

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27年04月01日 起案
上水道設計標準データ保守管理業務委託に係る契約の締結について（伺い）

2平成27年04月01日 起案
業務委託契約に係る監督員の通知について（伺い）

3平成27年04月01日 収受
主任担当者通知書及び委託業務処理日程表の提出について（供覧）

4平成28年03月31日 起案
業務委託の完了検査について（伺い）

5平成28年03月31日 起案
業務委託の検査調書及び完了検査完了通知書について（伺い）

6平成28年03月31日 収受
業務完了届の提出について（報告）
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第２種K16平成27年度
業務委託等（水道積算システムサーバ
ＯＳ移行業務委託）

上下水道局/水道建設課/計画係

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27年06月24日 起案
水道積算システムサーバＯＳ移行業務委託に係る契約の締結について（伺
い）

2平成27年06月25日 起案
業務委託契約に係る監督員の通知について（伺い）

3平成27年06月25日 収受
主任担当者通知書及び委託業務処理日程表の提出について（供覧）

4平成27年07月06日 起案
業務委託の完了検査について（伺い）

5平成27年07月06日 収受
業務完了届の提出について（報告）

6平成27年07月08日 起案
業務委託の検査調書及び完了検査完了通知書について（伺い）

7平成27年07月08日 収受
業務成果引渡書について（報告）
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第２種K16平成27年度
業務委託等（沢田導水管更新基本設計
業務委託）

上下水道局/水道建設課/計画係

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27年07月08日 起案
入札に係る設計図書等に関する質問への回答について（伺い）

2平成27年07月24日 起案
調査職員の通知について（伺い）

3平成27年07月27日 収受
着手届及び当初業務工程表届等の提出について（報告）

4平成27年08月03日 収受
貸与品借用書の提出について（報告）

5平成27年08月04日 収受
貸与品返還書の提出について（報告）

6平成27年08月05日 起案
身分証明書の交付について（伺い）

7平成27年08月05日 起案
テクリスの契約登録内容確認について（伺い）

8平成27年08月05日 収受
貸与品借用書の提出について（報告）

9平成27年08月06日 収受
テクリス登録内容確認書の送付について（報告）

10平成27年08月10日 収受
貸与品借用書の提出について（報告）

11平成27年08月20日 収受
貸与品返還書の提出について（報告）

12平成27年08月20日 収受
貸与品借用書の提出について（報告）

13平成27年09月04日 収受
貸与品借用書の提出について（報告）

14平成27年10月06日 起案
身分証明書の交付について（伺い）

15平成27年10月06日 起案
下請負の承諾について（伺い）

16平成27年10月06日 収受
下請負届の提出について（報告）

17平成27年11月09日 収受
貸与品返還書の提出について（報告）

18平成27年11月10日 起案
業務委託の完了検査について（伺い）

19平成27年11月10日 収受
業務完了報告書の提出について（報告）

20平成27年11月19日 起案
業務委託の完了検査の完了及び建設関連業務委託成績評定について（伺
い）



索引目次

第２種K16平成27年度
業務委託等（沢田導水管更新基本設計
業務委託）

上下水道局/水道建設課/計画係

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27年11月19日 起案
テクリスの完了登録内容確認について（伺い）

22平成27年11月19日 収受
業務成果引渡書の提出について（報告）

23平成27年11月24日 起案
業務委託料の支出について（伺い）

24平成27年11月24日 収受
テクリス登録内容確認書（業務実績）の送付について（報告）
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第２種K16平成27年度
業務委託等（水道資材単価調査業務委
託）

上下水道局/水道建設課/計画係

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27年12月07日 起案
水道資材単価調査業務委託に係る契約の締結について（伺い）

2平成27年12月09日 起案
監督員の通知について（伺い）

3平成27年12月09日 収受
業務委託着手届等について（供覧）

4平成27年12月21日 収受
業務計画書の提出について（供覧）

5平成28年03月11日 起案
業務委託の完了検査の実施について（伺い）

6平成28年03月11日 収受
業務完了届の提出について（報告）

7平成28年03月17日 起案
業務委託の検査調書及び完了検査完了通知書について（伺い）

8平成28年03月17日 収受
業務成果引渡書の提出について（報告）
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第２種K16平成27年度
業務委託等（JACIC積算システム改修
業務委託）

上下水道局/水道建設課/計画係

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27年12月10日 起案
JACIC積算システム改修業務委託に係る契約の締結について（伺い）

2平成27年12月11日 起案
JACIC積算システム改修業務委託の再委任の承諾願いについて（伺い）

3平成27年12月11日 収受
主任担当者通知書及び委託業務処理日程表の提出について（供覧）

4平成27年12月14日 起案
業務委託契約に係る監督員の通知について（伺い）

5平成27年12月14日 収受
JACIC積算システム改修業務委託の再委任について（承諾願）

6平成27年12月14日 収受
業務計画書の提出について（供覧）

7平成28年02月29日 起案
業務委託の完了検査について（伺い）

8平成28年02月29日 収受
業務完了届の提出について（報告）

9平成28年03月07日 起案
業務委託の検査調書及び完了検査完了通知書について（伺い）

10平成28年03月07日 収受
業務成果引渡書について（報告）



索引目次

第２種K16平成27年度
業務委託等（経年管対策事業実施設計
業務委託）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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10月06日 起案
入札に係る設計図書等に関する質問への回答について（伺い）

2平成27年10月26日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

3平成27年10月27日 起案
調査職員の通知について（伺い）

4平成27年10月27日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

5平成27年10月28日 起案
前払金の支出について（伺い）

6平成27年10月30日 収受
管理技術者等届の届出について（報告）

7平成27年11月13日 起案
身分証明書の交付について（伺い）

8平成28年02月16日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

9平成28年02月16日 収受
変更業務工程表届の届出について（報告）

10平成28年03月22日 収受
業務完了報告書の提出について（報告）

11平成28年03月23日 起案
業務委託の完了検査について（伺い）

12平成28年03月31日 起案
業務委託の完了検査の完了及び建設関連業務委託成績評定について（伺
い）

13平成28年03月31日 起案
業務委託料の支出について（伺い）

14平成28年03月31日 収受
業務成果引渡書の提出について（報告）



索引目次

第２種K20平成27年度
技術管理（技術委員会） 上下水道局/水道建設課/計画係

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27年04月01日 起案
水道技術委員会の付議案件に係る調査について（伺い）

2平成27年04月17日 起案
平成27年度第１回水道技術委員会の開催について（伺い）

3平成27年04月30日 起案
平成27年度第１回水道技術委員会の会議結果（議事概要）について（報告）

4平成27年05月12日 起案
平成27年度第２回水道技術委員会の開催について（伺い）

5平成27年06月02日 起案
平成27年度第３回水道技術委員会の開催について（伺い）

6平成27年06月04日 起案
平成27年度第２回水道技術委員会の会議結果（議事概要）について（報告）

7平成27年06月10日 起案
平成27年度第４回水道技術委員会の開催について（伺い）

8平成27年06月15日 起案
平成27年度第３回水道技術委員会の会議結果（議事概要）について（報告）

9平成27年06月17日 起案
平成27年度第４回水道技術委員会の開催（議案の追加）について（伺い）

10平成27年07月08日 起案
平成27年度第４回水道技術委員会の会議結果（議事概要）について（報告）

11平成27年07月15日 起案
平成27年度第５回水道技術委員会の開催について（伺い）

12平成27年07月27日 起案
水道事故事例集の作成について（伺い）

13平成27年08月17日 起案
平成27年度第５回水道技術委員会の会議結果（議事概要）について（報告）

14平成27年08月19日 起案
平成27年度第６回水道技術委員会の開催について（伺い）

15平成27年09月08日 起案
水道技術委員会の付議案件に係る調査について（伺い）

16平成27年09月08日 起案
平成27年度第７回水道技術委員会の開催について（伺い）

17平成27年09月17日 起案
平成27年度第６回水道技術委員会の会議結果（議事概要）について（報告）

18平成27年10月01日 起案
平成27年度第８回水道技術委員会の開催について（伺い）

19平成27年10月20日 起案
平成27年度第８回水道技術委員会の会議結果（議事概要）について（報告）

20平成27年10月20日 起案
平成27年度第９回水道技術委員会の開催について（伺い）



索引目次

第２種K20平成27年度
技術管理（技術委員会） 上下水道局/水道建設課/計画係

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27年10月20日 起案
平成27年度第７回水道技術委員会の会議結果（議事概要）について（報告）

22平成27年11月02日 起案
平成27年度第10回水道技術委員会の開催について（伺い）

23平成27年11月12日 起案
硬質ポリ塩化ビニル管更新計画の策定について（伺い）

24平成27年11月18日 起案
盛岡市経年導送水管更新計画の策定について（伺い）

25平成27年11月20日 起案
平成27年度第９回水道技術委員会の会議結果（議事概要）について（報告）

26平成27年11月24日 起案
平成27年度第11回水道技術委員会の開催について（伺い）

27平成27年11月30日 起案
平成27年度第10回水道技術委員会の会議結果（議事概要）について（報告）

28平成27年12月11日 起案
平成27年度第12回水道技術委員会の開催について（伺い）

29平成27年12月24日 起案
平成27年度第11回水道技術委員会の会議結果（議事概要）について（報告）

30平成28年01月08日 起案
平成27年度第13回水道技術委員会の開催について（伺い）

31平成28年01月25日 起案
平成27年度第12回水道技術委員会の会議結果（議事概要）について（報告）

32平成28年02月15日 起案
平成27年度第14回水道技術委員会の開催について（伺い）

33平成28年02月15日 起案
平成27年度第13回水道技術委員会の会議結果（議事概要）について（報告）

34平成28年03月08日 起案
平成27年度第15回水道技術委員会の開催について（伺い）

35平成28年03月24日 起案
平成27年度第14回水道技術委員会の会議結果（議事概要）について（報告）

36平成28年03月30日 起案
平成27年度第15回水道技術委員会の会議結果（議事概要）について（報告）



索引目次

第２種K20平成27年度
技術管理（水道工事材料等） 上下水道局/水道建設課/計画係

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28年01月08日 起案
水道工事材料の承認について（伺い）



索引目次

第２種K20平成27年度
技術管理（工事基準等） 上下水道局/水道建設課/計画係

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27年04月01日 起案
平成27年度水道施設整備費に係る歩掛表の積算システムの取り扱いについ
て（伺い）

2平成27年04月03日 起案
特記仕様書の記入例の一部改定について（伺い）

3平成27年04月16日 起案
特記仕様書の記入例の一部改定について（伺い）

4平成27年04月28日 起案
JACIC積算システムにおける給水切替土工の瀝青材料条件等の不具合につ
いて（伺い）

5平成27年06月22日 起案
ポリエチレンスリーブ固定バンドの材料承認に伴う取り扱いについて（伺い）

6平成27年07月16日 起案
特記仕様書の記入例の一部改定について（伺い）

7平成27年07月29日 起案
水道施設工事に係る工事費内訳書（総括）の内訳項目の取扱いの改定につ
いて（伺い）

8平成27年08月17日 起案
水道工事標準仕様書で定める工事週報の解釈と運用について（伺い）

9平成27年09月17日 起案
配水管整備工事等における既設給水装置接続（給水切替）工事費の積算に
関する調査（照会）について（伺い）

10平成27年09月29日 起案
特記仕様書の記入例の一部改定について（伺い）

11平成27年10月26日 起案
配水管整備工事等における既設給水装置接続（給水切替）工事費の積算に
関する調査結果について（報告）

12平成27年11月02日 起案
配水管整備工事等における既設給水装置接続（給水切替）工事費の積算に
関する追加調査（照会）について（伺い）

13平成27年11月10日 起案
第四次盛岡市情報化基本計画に基づく電子納品ガイドライン（案）の策定に
係る協議（打ち合わせ会）について（報告）

14平成27年12月11日 起案
電子納品の実施に係る電子納品ガイドライン（案）及び同運用編（案）に係る
意見照会への回答について（伺い）

15平成28年01月06日 起案
配水管整備工事等における既設給水装置接続（給水切替）工事費の積算に
関する追加調査結果について（報告）

16平成28年01月13日 起案
労働者確保に要する間接費の実績変更の運用及び施工条件一覧表・特記仕
様書の記載例の一部改正について（伺い）

17平成28年02月19日 起案
JACIC積算システムにおける設計図書の取り扱いについて（伺い）

18平成28年03月18日 起案
送配水管工事設計積算要領及び特記仕様書の記載例の一部改定について
（伺い）



索引目次

第２種K20平成27年度
技術管理（設計単価） 上下水道局/水道建設課/計画係

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27年04月01日 起案
資材単価の見積依頼について（伺い）

2平成27年04月07日 起案
資材単価及び施工歩掛りの見積依頼について（伺い）

3平成27年04月08日 起案
資材単価の見積依頼について（伺い）

4平成27年04月08日 起案
単価見積りの共有化に係る資料の提出について（伺い）

5平成27年04月13日 起案
資材単価の見積り結果及び平成27年度採用単価の決定について（伺い）

6平成27年04月17日 起案
資材単価の見積り結果及び平成27年度採用単価の決定について（伺い）

7平成27年04月23日 起案
資材単価の見積依頼について（伺い）

8平成27年05月07日 起案
資材単価の見積り結果及び平成27年度採用単価の決定について（伺い）

9平成27年05月15日 起案
資材単価の見積り結果及び平成27年度採用単価の決定について（伺い）

10平成27年05月26日 起案
設計業務委託の歩掛付き見積りの徴取について（伺い）

11平成27年06月10日 起案
設計業務委託の歩掛付き見積りの徴取結果及び採用歩掛について（伺い）

12平成27年08月25日 起案
資材単価の見積依頼について（伺い）

13平成27年09月07日 起案
資材単価の見積り結果及び平成27年度採用単価の決定について（伺い）

14平成27年10月20日 起案
資材単価の見積依頼について（伺い）

15平成27年10月28日 起案
平成28年度送配水管工事当初予算概算額算出用標準単価の設定について
（伺い）

16平成27年10月28日 起案
資材単価の見積り結果及び平成27年度採用単価の決定について（伺い）

17平成27年10月28日 起案
資材単価の見積り結果及び平成27年度採用単価の決定について（伺い）

18平成28年02月29日 起案
平成28年度水道資材設計単価（一部）の決定手法について（伺い）

19平成28年03月17日 起案
平成28年度水道資材設計単価表の決定について（伺い）

20平成28年03月22日 起案
資材単価の見積依頼について（伺い）



索引目次

第２種K20平成27年度
技術管理（盛岡広域水道圏） 上下水道局/水道建設課/計画係

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27年04月10日 起案
第６回盛岡広域水道圏研究会の開催について（伺い）

2平成27年04月10日 起案
第５回盛岡広域水道圏研究会について（報告）

3平成27年04月30日 起案
第６回盛岡広域水道圏研究会について（報告）

4平成27年05月21日 起案
第７回盛岡広域水道圏研究会の開催について（伺い）

5平成27年07月21日 起案
第８回盛岡広域水道圏研究会の開催について（伺い）

6平成27年07月27日 起案
第７回盛岡広域水道圏研究会について（報告）

7平成27年09月14日 起案
第８回盛岡広域水道圏研究会について（報告）

8平成27年09月17日 起案
第９回盛岡広域水道圏研究会の開催について（伺い）

9平成27年10月16日 起案
第10回盛岡広域水道圏研究会の開催について（伺い）

10平成27年11月27日 起案
第９回盛岡広域水道圏研究会について（報告）

11平成27年11月27日 起案
第10回盛岡広域水道圏研究会について（報告）

12平成27年12月14日 起案
水道事業の諸課題等に関する意見交換会（第４回）の開催について（伺い）

13平成27年12月28日 起案
水道事業の諸課題等に関する意見交換会（第４回）の開催案内について（伺
い）

14平成28年01月26日 起案
水道事業の諸課題等に関する意見交換会（第４回）について（報告）



索引目次

第２種K20平成27年度
技術管理（共同研究） 上下水道局/水道建設課/計画係

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27年06月02日 起案
ソフトシール仕切弁の長期全閉時の保持性能の予測及び耐用年数の予測に
関する共同研究における外部発表について（伺い）

2平成27年06月25日 起案
ソフトシール仕切弁の長期全閉時の保持性能の予測及び耐用年数の予測に
関する共同研究における覚書の取り交わしについて（伺い）

3平成27年07月01日 起案
ソフトシール仕切弁の長期全閉時の保持性能の予測及び耐用年数の予測に
関する共同研究における覚書の取り交わしについて（供覧）



索引目次

第２種K20平成27年度
区画整理事業関係（道明地区土地区画
整理事業）

上下水道局/水道建設課/計画係

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27年08月03日 起案
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業区域見直しにおける除
外区域の上水道施設整備に係る概算事業費の算出について（伺い）

2平成27年08月27日 収受
道明地区における上水道の整備について（供覧）

3平成27年09月28日 起案
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業区域見直しにおける水
道施設計画図について（伺い）

4平成27年10月22日 起案
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業区域見直しにおける上
水道施設について（伺い）

5平成27年10月27日 起案
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業区域見直しにおける土
地区画整理事業区域内の上水道施設整備に係る概算事業費の算出につい
て（伺い）

6平成27年11月10日 収受
道明地区整備に係る関係課との打合せについて（供覧）

7平成27年11月13日 起案
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業区域見直しに伴う上水
道施設整備に係る概算事業費の算出について（伺い）

8平成28年01月08日 起案
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業区域見直しに伴う上水
道施設整備に係る三役説明について（伺い）

9平成28年03月04日 起案
道明地区土地区画整理事業及び生活環境整備（道路改良）事業に係る上水
道施設整備について（伺い）



索引目次

第２種K20平成27年度
区画整理事業関係（都南中央第三地区
土地区画整理事業）

上下水道局/水道建設課/計画係

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27年08月27日 収受
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の事業計画変
更（第三回変更）の決定について（供覧）



索引目次

第２種K20平成27年度
水道管移設関係（津志田21地割地内） 上下水道局/水道建設課/管路整備第

一係

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24日 収受
水道施設の移設に係る入札手続について（供覧）

2平成27年06月29日 起案
水道施設の移設に係る契約事務について（伺い）

3平成27年07月07日 起案
一般国道４号道路工事施工に伴う物件移転補償契約の締結について（伺い）

4平成27年07月07日 収受
一般国道４号津志田地区電線共同溝事業に伴う物件移転補償契約の締結に
ついて（供覧）

5平成27年08月24日 起案
一般国道4号津志田地区電線共同溝事業に伴う配水管移設工事の完了届の
提出及び物件移転補償金の請求について（伺い）



索引目次

第２種K20平成27年度
区画整理事業関係（都南中央第三地区
土地区画整理事業関連）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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11日 収受
平成27年度都南中央第三地区土地区画整理事業施工区域内における水道
施設布設工事費の積算依頼について（供覧）

2平成27年07月24日 起案
平成27年度都南中央第三地区土地区画整理事業施行区域内における水道
施設布設工事費について（伺い）

3平成27年08月05日 収受
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の平成27年度
施行地区内における配水管布設工事について（供覧）

4平成27年10月08日 収受
平成28年度都南中央第三地区土地区画整理事業施行区域内における水道
施設布設工事費の積算依頼について（供覧）

5平成27年10月20日 起案
平成27年度盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業施
行区域内における配水管布設工事について（伺い）

6平成27年10月22日 起案
平成27年度盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業施
行区域内における配水管布設工事について（伺い）

7平成27年10月28日 起案
平成28年度都南中央第三地区土地区画整理事業施工区域内における水道
施設布設工事費積算依頼の回答について（伺い）

8平成28年01月21日 起案
平成27年度盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業施
行区域内における配水管布設工事について（伺い）

9平成28年02月29日 起案
平成27年度盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業施
行区域内における配水管布設工事について（伺い）

10平成28年03月07日 収受
平成27年度盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業施
行区域内における配水管布設工事の変更について（回答）

11平成28年03月14日 起案
平成27年度盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業施
行区域内における配水管布設工事について（伺い）

12平成28年03月14日 起案
平成27年度盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業施行区域内
における配水管布設工事について（伺い）

13平成28年03月14日 起案
平成27年度盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業施
行区域内における配水管布設工事について（伺い）

14平成28年03月16日 起案
平成27年度盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業施
行区域内における配水管布設工事の完成検査の立会依頼について（伺い）

15平成28年03月16日 起案
平成27年度都南中央第三地区土地区画整理事業施行区域内における配水
管布設工事の完成検査の立会依頼について（伺い）

16平成28年03月29日 起案
平成27年度都南中央第三地区土地区画整理事業施行区域内における配水
管布設工事の費用請求について（伺い）



索引目次

第２種K20平成27年度
区画整理事業関係（太田地区土地区画
整理事業関連）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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22日 収受
平成27年度太田地区土地区画整理事業施行区域内における配水管布設工
事について（供覧）

2平成27年05月27日 起案
平成27年度太田地区土地区画整理事業施行区域内における配水管布設工
事について（伺い）

3平成27年06月05日 収受
太田地区土地区画整理事業の平成27年度施行区域内における配水管布設
工事について（供覧）

4平成27年07月15日 起案
太田地区土地区画整理事業の平成27年度施行区域内における配水管布設
工事について（伺い）

5平成27年07月29日 収受
太田地区土地区画整理事業に係る工事説明会の開催について（供覧）

6平成27年08月03日 起案
平成27年度太田地区土地区画整理事業工事説明会について（報告）

7平成27年10月22日 収受
平成28年度太田地区土地区画整理事業施行区域内における配水管布設工
事について（供覧）

8平成27年10月29日 起案
平成28年度太田地区土地区画整理事業施行区域内における配水管布設工
事の概算工事費について（伺い）

9平成28年03月02日 起案
太田地区土地区画整理事業の平成27年度施行区域内における配水管布設
工事について（伺い）

10平成28年03月15日 収受
平成27年度太田地区土地区画整理事業施行区域内における配水管布設工
事の負担金額の変更協議について（供覧）

11平成28年03月17日 起案
平成27年度太田地区土地区画整理事業施行区域内における配水管布設工
事の完成検査の立会依頼について（伺い）

12平成28年03月24日 起案
太田地区土地区画整理事業の平成27年度施行区域内における配水管布設
工事の費用請求について（伺い）



索引目次

第２種K20平成27年度
区画整理事業関係（道明地区土地区画
整理事業関係）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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11日 収受
平成27年度道明地区土地区画整理事業施行区域内における水道施設整備
工事費の積算依頼について（供覧）

2平成27年07月27日 起案
平成27年度道明地区土地区画整理事業施行区域内における水道施設工事
費について（伺い）

3平成27年08月04日 収受
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業の平成27年度施行区域
内における水道施設整備工事について（供覧）

4平成27年09月18日 起案
平成27年度盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業施行区域内
における配水管布設工事について（伺い）

5平成27年10月09日 収受
平成28年度道明地区土地区画整理事業施行区域内における水道管布設工
事費の積算依頼について（供覧）

6平成27年11月02日 起案
平成28年度道明地区土地区画整理事業施行区域内における水道施設整備
工事費概算額の回答について（伺い）

7平成28年02月29日 起案
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業の平成27年度施行区域
内における配水管布設工事の変更について（伺い）

8平成28年03月01日 収受
平成28年度道明地区土地区画整理事業施行区域内における水道管布設工
事費の再積算依頼について（供覧）

9平成28年03月07日 収受
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業の平成27年度施行区域
内における水道施設整備工事の変更について（供覧）

10平成28年03月14日 起案
平成27年度盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業施行区域内
における配水管布設工事について（伺い）

11平成28年03月18日 起案
平成27年度盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業施行区域内
における配水管布設工事の完成検査の立会依頼について（伺い）

12平成28年03月28日 起案
平成28年度道明地区土地区画整理事業施行区域内における水道施設整備
工事費概算額の回答について（伺い）

13平成28年03月29日 起案
平成27年度盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業施行区域内
における配水管布設工事の費用請求について（伺い）



索引目次

第２種K20平成27年度
水道管移設関係（梨木町外地内） 上下水道局/水道建設課/管路整備第

二係

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
盛岡広域都市計画道路事業梨木町上米内線（Ⅱ工区）鉄道横断部における
推進工事に係る費用負担等の協定の変更にについて（伺い）

2平成27年04月15日 起案
盛岡広域都市計画道路事業梨木町上米内線（Ⅱ工区）鉄道横断部における
電線共同溝，水道管及びガス管にかかる費用負担等に関する変更協定書に
ついて（供覧）

3平成28年03月08日 起案
盛岡広域都市計画道路事業梨木町上米内線（Ⅱ工区）鉄道横断部における
電線共同溝，水道管及びガス管の推進工事にかかる費用負担契約の締結に
ついて（伺い）

4平成28年03月08日 起案
盛岡広域都市計画道路事業梨木町上米内線（Ⅱ工区）鉄道横断部における
電線共同溝，水道管及びガス管の推進工事にかかる費用負担契約の締結に
ついて（伺い）

5平成28年03月28日 起案
盛岡広域都市計画道路事業梨木町上米内線（Ⅱ工区）鉄道横断部における
電線共同溝，水道管及びガス管の推進工事にかかる費用負担金の請求につ
いて（伺い）

6平成28年03月28日 起案
盛岡広域都市計画道路事業梨木町上米内線（Ⅱ工区）鉄道横断部における
電線共同溝，水道管及びガス管の推進工事にかかる費用負担金の請求につ
いて（伺い）

7平成28年03月28日 起案
盛岡広域都市計画道路事業梨木町上米内線（Ⅱ工区）鉄道横断部における
電線共同溝，水道管及びガス管の推進工事にかかる費用負担金の請求に伴
う完成検査について（報告）

8平成28年03月28日 起案
盛岡広域都市計画道路事業梨木町上米内線（Ⅱ工区）鉄道横断部における
電線共同溝，水道管及びガス管の推進工事にかかる費用負担金の請求に伴
う完了検査について（報告）



索引目次

第２種K20平成27年度
水道管移設関係（上堂四丁目地内） 上下水道局/水道建設課/管路整備第

二係

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05日 起案
一般国道４号道路工事施工に伴う占用物件の移転について（伺い）



索引目次

第２種K20平成27年度
水道管移設関係（玉山区下田字生出地
内）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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10月23日 収受
市道尻志田線舗装新設改良工事に伴う水道管等の移設について（供覧）

2平成27年10月30日 起案
市道尻志田線舗装新設改良工事に伴う水道管等の移設について（伺い）

3平成27年11月11日 収受
水道管等移設に係る補償費の負担承諾について（供覧）

4平成28年02月15日 起案
市道尻志田線舗装新設改良工事に伴う水道管の移設に係る補償費について
（伺い）

5平成28年02月26日 収受
水道管等移設に係る補償費（変更）の負担承諾について（供覧）

6平成28年02月29日 起案
市道尻志田線舗装新設改良工事に伴う配水管移設工事の完了届の提出に
ついて（伺い）

7平成28年02月29日 起案
市道尻志田線舗装新設改良工事に伴う配水管移設工事の物件移転補償金
の請求について（伺い）



索引目次

第２種K20平成27年度
道路等占用許可（国県道） 上下水道局/水道建設課/管路整備第

二係

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24日 起案
国道４号に関る道路占用許可申請について（伺い）

2平成27年06月26日 起案
一般国道4号における道路占用許可の変更申請について（伺い）

3平成27年07月06日 起案
道路占用許可申請について（伺い）

4平成27年07月07日 起案
道路工事着手届等の提出について（伺い）

5平成27年07月10日 収受
道路占用許可について（供覧）

6平成27年07月15日 収受
道路占用許可について（供覧）

7平成27年07月16日 起案
道路占用許可申請について（伺い）

8平成27年07月22日 起案
道路工事着手届等の提出について（伺い）

9平成27年07月29日 収受
道路占用許可について（供覧）

10平成27年07月30日 起案
国道４号に係る道路占用許可申請について（伺い）

11平成27年08月03日 起案
国道４号に係る道路占用許可申請について（伺い）

12平成27年08月14日 起案
道路占用許可申請について（伺い）

13平成27年08月21日 起案
道路占用に係る工事着手届けについて（伺い）

14平成27年08月24日 収受
道路占用許可について（供覧）

15平成27年08月27日 収受
道路占用許可について（供覧）

16平成27年08月28日 起案
道路占用に係る工事着手届けについて（伺い）

17平成27年09月08日 起案
道路占用に係る工事着手届けについて（伺い）

18平成27年09月10日 起案
一般国道4号における道路占用許可の変更申請について（伺い）

19平成27年09月17日 収受
道路占用許可について（供覧）

20平成27年09月28日 起案
道路占用に係る工事着手届けについて（伺い）



索引目次

第２種K20平成27年度
道路等占用許可（国県道） 上下水道局/水道建設課/管路整備第

二係

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28日 収受
道路占用許可について（供覧）

22平成27年10月05日 起案
道路占用に係る工事着手届等について（伺い）

23平成27年10月07日 起案
道路工事完了届等の提出について（伺い）

24平成27年10月07日 起案
道路占用に伴う作業申請について（伺い）

25平成27年10月09日 収受
道路占用に伴う作業指示書について（供覧）

26平成27年10月15日 起案
国道４号に係る道路占用許可申請について（伺い）

27平成27年10月16日 起案
道路工事着手届等の提出について（伺い）

28平成27年10月20日 起案
道路占用許可申請について（伺い）

29平成27年10月22日 起案
道路工事完了届等の提出について（伺い）

30平成27年10月30日 収受
道路占用許可について（供覧）

31平成27年11月13日 収受
道路占用許可について（供覧）

32平成27年11月16日 起案
道路占用に係る工事着手届について（伺い）

33平成27年11月26日 起案
道路占用許可申請について（伺い）

34平成27年12月14日 起案
道路占用許可申請について（伺い）

35平成27年12月14日 収受
道路占用許可について（供覧）

36平成27年12月17日 起案
道路工事完了届の提出について（伺い）

37平成27年12月18日 起案
道路占用許可申請について（伺い）

38平成27年12月21日 起案
道路占用許可申請（変更）について（伺い）

39平成27年12月24日 収受
道路占用許可について（供覧）

40平成27年12月28日 起案
道路工事着手届等の提出について（伺い）



索引目次

第２種K20平成27年度
道路等占用許可（国県道） 上下水道局/水道建設課/管路整備第

二係

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12月28日 起案
道路工事完了届の提出について（伺い）

42平成27年12月28日 起案
道路工事完了届の提出について（伺い）

43平成27年12月28日 起案
道路工事完了届の提出について（伺い）

44平成27年12月28日 収受
道路占用許可について（供覧）

45平成27年12月28日 収受
道路占用許可について（供覧）

46平成28年01月04日 起案
道路占用に係る工事着手届について（伺い）

47平成28年01月04日 起案
道路占用に係る工事着手届について（伺い）

48平成28年01月12日 起案
一般国道４号における道路占用許可申請について（伺い）

49平成28年01月12日 起案
道路占用に伴う作業申請にについて（伺い）

50平成28年01月13日 起案
道路工事着手届等の提出について（伺い）

51平成28年01月15日 収受
道路占用に伴う作業指示書について（供覧）

52平成28年01月25日 起案
道路工事着手届等の提出について（伺い）

53平成28年02月16日 収受
道路占用許可について（供覧）

54平成28年02月18日 起案
道路工事完了届の提出について（伺い）

55平成28年02月19日 起案
道路工事着手届等の提出について（伺い）

56平成28年02月26日 起案
道路工事完了届の提出について（伺い）

57平成28年03月09日 起案
道路占用に伴う作業申請にについて（伺い）

58平成28年03月16日 起案
道路工事完了届等の提出について（伺い）

59平成28年03月16日 収受
道路占用に伴う作業指示書について（供覧）

60平成28年03月17日 起案
道路工事着手届等の提出について（伺い）



索引目次

第２種K20平成27年度
道路等占用許可（国県道） 上下水道局/水道建設課/管路整備第

二係

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28年03月30日 起案
道路工事完了届の提出について（伺い）

62平成28年03月30日 起案
道路工事完了届の提出について（伺い）

63平成28年03月31日 起案
道路占用に係る工事完成届について（伺い）

64平成28年03月31日 起案
道路占用に係る工事完成届について（伺い）



索引目次

第２種K20平成27年度
道路等占用許可（市道） 上下水道局/水道建設課/管路整備第

一係

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22日 起案
永井17地割外地内配水管移設工事に伴う道路占用許可申請について（伺
い）

2平成27年05月13日 収受
道路占用許可について（供覧）

3平成27年05月26日 起案
新庄町外地内配水管移設工事に伴う道路占用許可申請について（伺い）

4平成27年05月26日 起案
上田四丁目地内配水管移設その１工事に伴う道路占用許可申請について
（伺い）

5平成27年06月10日 収受
道路占用許可について（供覧）

6平成27年06月12日 収受
道路占用許可について（供覧）

7平成27年06月23日 起案
米内～高松系配水幹線布設（第一工区）工事に伴う道路占用許可申請につ
いて（伺い）

8平成27年06月24日 起案
道路占用許可申請について（伺い）

9平成27年07月06日 収受
道路占用許可について（供覧）

10平成27年07月09日 収受
道路占用許可について（供覧）

11平成27年07月15日 起案
仙北一丁目地内配水管移設その１工事に伴う道路占用許可申請について
（伺い）

12平成27年07月16日 起案
太田地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う道路占用許可申請
について（伺い）

13平成27年07月21日 収受
道路占用許可について（供覧）

14平成27年07月29日 収受
道路占用許可について（供覧）

15平成27年08月11日 起案
西見前19地割外地内配水管布設工事に伴う道路占用許可申請について（伺
い）

16平成27年08月17日 起案
米内～高松系配水幹線布設（第二工区）工事に伴う道路占用許可申請につ
いて（伺い）

17平成27年08月19日 起案
館向町地内配水管移設工事に伴う道路占用許可申請について（伺い）

18平成27年08月20日 収受
道路占用許可について（供覧）

19平成27年08月25日 収受
道路占用許可について（供覧）

20平成27年08月27日 収受
道路占用許可について（供覧）



索引目次

第２種K20平成27年度
道路等占用許可（市道） 上下水道局/水道建設課/管路整備第

一係

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18日 起案
紅葉が丘地内配水管布設工事に伴う道路占用許可申請について（伺い）

22平成27年09月25日 起案
永井17地割地内配水管布設その1工事に伴う道路占用許可申請について（伺
い）

23平成27年10月09日 収受
道路占用許可について（供覧）

24平成27年10月13日 収受
道路占用許可について（供覧）

25平成27年10月20日 起案
都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設その２工事に伴う道路
占用許可申請について（伺い）

26平成27年10月23日 起案
都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設その１工事に伴う道路
占用許可申請について（伺い）

27平成27年10月26日 起案
玉山区好摩字簗袋外地内桝沢橋配水管添架工事に伴う道路占用許可申請
について（伺い）

28平成27年10月28日 起案
道明地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に伴う道路占用許可申請
について（伺い）

29平成27年10月28日 収受
道路占用許可について（供覧）

30平成27年10月29日 起案
天神町地内配水管布設替その４工事に伴う道路占用許可申請について（伺
い）

31平成27年11月04日 収受
道路占用許可について（供覧）

32平成27年11月12日 収受
道路占用許可について（供覧）

33平成27年11月12日 収受
道路占用許可について（供覧）

34平成27年11月17日 収受
道路占用許可について（供覧）

35平成27年11月19日 起案
梨木町外地内配水管移設その７工事に伴う道路占用許可申請について（伺
い）

36平成27年11月25日 起案
前九年二丁目地内配水管移設その１工事に伴う道路占用許可申請について
（伺い）

37平成27年12月02日 起案
大沢川原二丁目外地内配水管布設替その１工事に伴う道路占用許可申請に
ついて（伺い）

38平成27年12月03日 起案
中野二丁目外地内配水管布設工事に伴う道路占用許可申請について（伺
い）

39平成27年12月03日 収受
道路占用許可について（供覧）

40平成27年12月07日 起案
玉山区下田字生出地内配水管移設工事に伴う道路占用許可申請について
（伺い）



索引目次

第２種K20平成27年度
道路等占用許可（市道） 上下水道局/水道建設課/管路整備第

一係

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12月08日 収受
道路占用許可について（供覧）

42平成27年12月11日 収受
道路占用許可について（供覧）

43平成27年12月14日 起案
新田町地内配水管布設替その２工事に伴う道路占用許可申請について（伺
い）

44平成27年12月18日 収受
道路占用許可について（供覧）

45平成27年12月18日 収受
道路占用許可について（供覧）

46平成27年12月22日 収受
道路占用許可について（供覧）

47平成28年01月07日 起案
南大通二丁目地内配水管布設替その３工事に伴う道路占用許可申請につい
て（伺い）

48平成28年01月18日 収受
道路占用許可について（供覧）

49平成28年01月26日 起案
上ノ橋町外地内配水管布設替その２工事に伴う道路占用許可申請について
（伺い）

50平成28年02月04日 収受
道路占用許可について（供覧）

51平成28年03月30日 起案
梨木町外地内配水管移設その７工事に伴う道路占用許可（変更）申請につい
て（伺い）

52平成28年03月31日 収受
道路占用許可について（供覧）



索引目次

第２種K20平成27年度
道路等占用許可（河川・水路関係） 上下水道局/水道建設課/管路整備第

二係

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16日 起案
仙北一丁目地内配水管移設その１工事に伴う河川占用着手届けについて

2平成27年08月21日 起案
仙北一丁目地内配水管移設その１工事に伴う河川占用着手届について（伺
い）

3平成27年10月22日 起案
河川占用許可申請について（伺い）

4平成27年11月09日 収受
河川占用許可について（供覧）

5平成27年11月11日 起案
河川占用に係る着手届について（伺い）

6平成27年11月24日 起案
仙北一丁目地内配水管移設その１工事に伴う河川占用着手届について（伺
い）

7平成27年12月08日 起案
　河川占用工事完成届について（伺い）

8平成28年03月29日 起案
河川占用に係る完了届について（伺い）



索引目次

第２種K20平成27年度
道路等占用許可（法定外道路） 上下水道局/水道建設課/管路整備第

二係

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14日 起案
盛岡市法定外道路占用等許可申請について（伺い）

2平成27年04月20日 収受
玉山区好摩字中塚外地内配水管布設その１工事に伴う盛岡市法定外道路占
用申請に対する許可について（供覧）

3平成27年12月02日 起案
盛岡市法定外道路占用等許可申請について（伺い）

4平成27年12月18日 収受
盛岡市法定外道路占用許可について（供覧）



索引目次

第２種K20平成27年度
道路等占用許可（行政財産使用許可） 上下水道局/水道建設課/管路整備第

二係

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20日 起案
管理施設（土地）使用等申請について

2平成27年05月01日 収受
管理施設及び土地使用等の許可について（報告）



索引目次

第２種K20平成27年度
埋蔵文化財発掘届 上下水道局/水道建設課/管路整備第

一係

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27日 起案
埋蔵文化財発掘通知の提出について（伺い）

2平成27年05月20日 収受
埋蔵文化財の発掘調査について（供覧）

3平成27年07月03日 起案
埋蔵文化財発掘通知の提出について（伺い）

4平成27年07月27日 収受
埋蔵文化財の発掘調査について（供覧）



索引目次

第２種K20平成27年度
消火栓設置協議 上下水道局/水道建設課/管路整備第

一係

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07日 起案
消火栓設置の協議について（伺い）

2平成27年04月07日 起案
消火栓設置の協議について（伺い）

3平成27年04月16日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

4平成27年04月21日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

5平成27年04月22日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

6平成27年05月27日 起案
消火栓設置の協議について（伺い）

7平成27年05月27日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

8平成27年06月15日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

9平成27年06月18日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

10平成27年06月23日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

11平成27年06月23日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

12平成27年06月30日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

13平成27年07月14日 起案
消火栓設置変更協議について（伺い）

14平成27年07月14日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

15平成27年07月14日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

16平成27年07月15日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

17平成27年07月21日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

18平成27年07月21日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

19平成27年07月22日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

20平成27年07月27日 起案
消火栓設置協議について（伺い）



索引目次

第２種K20平成27年度
消火栓設置協議 上下水道局/水道建設課/管路整備第

一係

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08月05日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

22平成27年08月11日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

23平成27年08月11日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

24平成27年08月11日 収受
消火栓設置変更協議について（供覧）

25平成27年08月17日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

26平成27年08月18日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

27平成27年08月24日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

28平成27年08月25日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

29平成27年09月01日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

30平成27年09月02日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

31平成27年09月15日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

32平成27年09月30日 起案
消火栓設置変更協議について（伺い）

33平成27年10月01日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

34平成27年10月06日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

35平成27年10月20日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

36平成27年10月20日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

37平成27年10月20日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

38平成27年10月28日 起案
消火栓設置の協議について（伺い）

39平成27年10月29日 起案
消火栓設置の協議について（伺い）

40平成27年10月30日 起案
消火栓設置協議について（伺い）



索引目次

第２種K20平成27年度
消火栓設置協議 上下水道局/水道建設課/管路整備第

一係

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04日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

42平成27年11月09日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

43平成27年11月17日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

44平成27年11月25日 起案
消火栓設置協議について（伺い）

45平成27年11月25日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

46平成27年11月30日 起案
消火栓設置の協議について（伺い）

47平成27年11月30日 起案
消火栓設置の協議について（伺い）

48平成27年12月07日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

49平成28年01月07日 収受
消火栓設置協議について（供覧）

50平成28年01月18日 収受
消火栓設置協議について（供覧）



索引目次

第１種K21平成27年度
水利使用許可（水利権変更） 上下水道局/水道建設課/計画係

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27年08月17日 起案
水利使用（盛岡市水道）に関する簗川ダム工事の着手届について（伺い）

2平成27年08月26日 起案
簗川ダム建設事業大規模公共事業再評価に係るパブリックコメントに対する回
答について（伺い）

3平成27年11月16日 起案
一級河川北上川水系中津川等における水利使用に関する河川法第26条第１
項の変更許可申請について（伺い）

4平成28年02月17日 収受
北上川水系中津川等における水利使用（変更）に関する河川法第26条第１項
の許可（盛岡市水道）について（供覧）



索引目次

第１種K21平成27年度
水道事業認可 上下水道局/水道建設課/計画係

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28年02月04日 起案
平成28，29年度認可申請（届出）予定について（伺い）

2平成28年03月28日 収受
水道事業等の認可の手引きの改訂について（供覧）



索引目次

第１種K21平成27年度
水道事業認可（専用水道） 上下水道局/水道建設課/計画係

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27年08月07日 収受
専用水道の布設工事の設計確認について（供覧）

2平成27年12月09日 収受
簡易専用水道の改善指導通知について（供覧）



索引目次

第２種K21平成27年度
給水対応（開発指導委員会） 上下水道局/水道建設課/計画係

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27年05月14日 収受
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会について（供覧）

2平成27年05月20日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会への回答について
（伺い）

3平成27年06月09日 収受
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会について（供覧）

4平成27年06月12日 収受
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会について（供覧）

5平成27年06月16日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会への回答について
（伺い）

6平成27年06月17日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会（27-１-３）への回
答について（伺い）

7平成27年07月09日 収受
事前指導後の開発計画開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意
見照会について（供覧）

8平成27年07月10日 収受
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会について（供覧）

9平成27年07月13日 収受
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会について（供覧）

10平成27年07月13日 収受
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会について（供覧）

11平成27年07月13日 収受
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会について（供覧）

12平成27年07月14日 起案
事前指導後の開発計画開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意
見照会への回答について（伺い）

13平成27年07月17日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会（27-１-４）への回
答について（伺い）

14平成27年07月17日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会（27-１-６）への回
答について（伺い）

15平成27年07月17日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会（27-１-７）への回
答について（伺い）

16平成27年07月17日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会（27-１-５）への回
答について（伺い）

17平成27年07月27日 収受
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会について（供覧）

18平成27年08月03日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会（27-１-８）への回
答について（伺い）

19平成27年08月18日 収受
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会について（供覧）

20平成27年08月24日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会について（供覧）



索引目次

第２種K21平成27年度
給水対応（開発指導委員会） 上下水道局/水道建設課/計画係

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27年08月25日 収受
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会について（供覧）

22平成27年08月25日 収受
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会について（供覧）

23平成27年08月25日 収受
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会について（供覧）

24平成27年08月31日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会への回答について
（伺い）

25平成27年08月31日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会への回答について
（伺い）

26平成27年08月31日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会への回答について
（伺い）

27平成27年09月14日 収受
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会について（供覧）

28平成27年09月16日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会への回答について
（伺い）

29平成27年09月25日 収受
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会について（供覧）

30平成27年09月30日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会への回答について
（伺い）

31平成27年10月09日 収受
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会について（供覧）

32平成27年10月09日 収受
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会について（供覧）

33平成27年10月14日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会への回答について
（伺い）

34平成27年10月14日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会への回答について
（伺い）

35平成27年10月28日 収受
開発計画の変更に伴う開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の支障
の有無の照会について（供覧）

36平成27年10月29日 収受
開発行為事前指導書（案）の作成について（27-1-15）について（供覧）

37平成27年11月05日 起案
開発計画の変更に伴う開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の支障
の有無の照会への回答について（伺い）

38平成27年11月27日 収受
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会について（供覧）

39平成27年12月04日 収受
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会について（供覧）

40平成27年12月07日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会への回答について
（伺い）



索引目次

第２種K21平成27年度
給水対応（開発指導委員会） 上下水道局/水道建設課/計画係

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27年12月09日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会への回答について
（伺い）

42平成27年12月09日 収受
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会について（供覧）

43平成27年12月14日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会への回答について
（伺い）

44平成28年02月08日 収受
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会について（供覧）

45平成28年02月10日 収受
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会について（供覧）

46平成28年02月15日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会への回答について
（伺い）

47平成28年02月17日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会への回答について
（伺い）

48平成28年03月14日 収受
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会について（供覧）

49平成28年03月16日 起案
開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見照会への回答について
（伺い）

50平成28年03月24日 収受
開発計画の変更に伴う開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見
照会について（供覧）

51平成28年03月28日 起案
開発計画の変更に伴う開発行為に係る技術的内容に関する事前指導の意見
照会への回答について（伺い）



索引目次

第２種K21平成27年度
給水対応（給水区域外） 上下水道局/水道建設課/計画係

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27年10月30日 起案
一日合同行政相談での相談事項に対する対応報告について（伺い）

2平成27年11月05日 起案
平成27年度予算要望に対する措置状況について／日本共産党盛岡市議団
（伺い）

3平成27年11月24日 起案
一本松飲料水供給施設における簡易専用水道整備に係る概算工事費等の
算定について（伺い）

4平成27年12月28日 起案
給水区域外給水に関する要望について（報告）



索引目次

第２種K21平成27年度
給水対応（緊急連絡管） 上下水道局/水道建設課/計画係

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28年03月08日 起案
災害等緊急時の相互応援給水に関する協定の締結について（伺い）

2平成28年03月22日 起案
災害等緊急時の相互応援給水に関する協定の締結について（伺い）



索引目次

第２種K21平成27年度
給水対応（照会・回答） 上下水道局/水道建設課/計画係

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27年04月02日 収受
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会について（供覧）

2平成27年04月08日 起案
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧状況の照会への回答について（伺
い）

3平成27年04月10日 収受
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会について（供覧）

4平成27年04月13日 起案
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会への回答について
（伺い）

5平成27年04月16日 起案
玉山区地区計画見直しに係る水道施設整備について（伺い）

6平成27年05月07日 収受
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会について（供覧）

7平成27年05月07日 収受
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会について（供覧）

8平成27年05月14日 起案
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会への回答について
（伺い）

9平成27年05月14日 起案
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会への回答について
（伺い）

10平成27年05月28日 収受
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会について（供覧）

11平成27年06月04日 起案
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会への回答について
（伺い）

12平成27年06月09日 収受
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会について（供覧）

13平成27年06月11日 起案
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会への回答について
（伺い）

14平成27年06月17日 収受
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会について（供覧）

15平成27年06月18日 起案
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会への回答について
（伺い）

16平成27年06月22日 収受
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会について（供覧）

17平成27年06月23日 起案
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会への回答について
（伺い）

18平成27年06月25日 収受
直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会について（供覧）

19平成27年06月29日 収受
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会について（供覧）

20平成27年06月30日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会への回答について（伺い）



索引目次

第２種K21平成27年度
給水対応（照会・回答） 上下水道局/水道建設課/計画係

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27年06月30日 収受
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会について（供覧）

22平成27年07月02日 起案
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会への回答について
（伺い）

23平成27年07月02日 起案
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会への回答について
（伺い）

24平成27年07月16日 起案
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会への回答について
（伺い）

25平成27年07月16日 収受
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会について（供覧）

26平成27年07月17日 収受
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会について（供覧）

27平成27年07月24日 収受
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会について（供覧）

28平成27年07月24日 収受
開発行為の計画に係る配水管の動水圧の状況の照会について（供覧）

29平成27年07月27日 起案
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会への回答について
（伺い）

30平成27年07月27日 収受
直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会について（供覧）

31平成27年07月29日 収受
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会について（供覧）

32平成27年08月04日 起案
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会への回答について
（伺い）

33平成27年08月04日 収受
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会について（供覧）

34平成27年08月05日 起案
開発行為の計画に係る配水管の動水圧の状況の照会への回答について（伺
い）

35平成27年08月05日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会への回答について（伺い）

36平成27年08月05日 起案
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会への回答について
（伺い）

37平成27年08月06日 起案
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会への回答について
（伺い）

38平成27年09月24日 収受
直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会について（供覧）

39平成27年10月02日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会への回答について（伺い）

40平成27年10月08日 収受
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会について（供覧）



索引目次

第２種K21平成27年度
給水対応（照会・回答） 上下水道局/水道建設課/計画係

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27年10月08日 収受
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会について（供覧）

42平成27年10月13日 起案
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会への回答について
（伺い）

43平成27年10月13日 起案
３階建て直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会への回答について
（伺い）

44平成27年10月14日 収受
直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会について（供覧）

45平成27年10月16日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会への回答について（伺い）

46平成27年10月20日 収受
直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会について（供覧）

47平成27年10月29日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会への回答について（伺い）

48平成27年11月13日 収受
直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会について（供覧）

49平成27年11月13日 収受
直結給水に係る配水管の動水圧の状況照会について（供覧）

50平成27年11月17日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧の状況の照会への回答について（伺い）

51平成27年11月17日 収受
直結給水に係る配水管の動水圧の状況照会について（供覧）

52平成27年11月19日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧の状況照会への回答について（伺い）

53平成27年11月19日 収受
直結給水に係る配水管の動水圧の状況照会について（供覧）

54平成27年11月20日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧の状況照会への回答について（伺い）

55平成27年11月20日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧の状況照会への回答について（伺い）

56平成27年11月26日 収受
水道工事材料の承認申請に係る意見照会について（供覧）

57平成27年12月01日 起案
水道工事材料の承認申請に係る意見照会への回答について（伺い）

58平成27年12月08日 収受
直結給水に係る配水管の動水圧の状況照会について（供覧）

59平成27年12月16日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧の状況照会への回答について（供覧）

60平成27年12月24日 収受
直結給水に係る配水管の動水圧の状況照会について（供覧）



索引目次

第２種K21平成27年度
給水対応（照会・回答） 上下水道局/水道建設課/計画係

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28年01月04日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧の状況照会への回答について（伺い）

62平成28年01月12日 収受
直結給水に係る配水管の動水圧の状況照会について（供覧）

63平成28年01月13日 収受
直結給水に係る配水管の動水圧の状況照会について（供覧）

64平成28年01月20日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧の状況照会への回答について（伺い）

65平成28年01月20日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧の状況照会への回答について（伺い）

66平成28年02月02日 収受
直結給水に係る配水管の動水圧の状況照会について（供覧）

67平成28年02月03日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧の状況照会への回答について（伺い）

68平成28年02月16日 収受
直結給水に係る配水管の動水圧の状況照会について（供覧）

69平成28年02月17日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧の状況照会への回答について（伺い）

70平成28年02月19日 収受
直結給水に係る配水管の動水圧の状況照会について（供覧）

71平成28年03月04日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧の状況照会への回答について（伺い）

72平成28年03月04日 収受
直結給水に係る配水管の動水圧の状況照会について（供覧）

73平成28年03月07日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧の状況照会への回答について（伺い）

74平成28年03月23日 収受
直結給水に係る配水管の動水圧の状況照会について（供覧）

75平成28年03月23日 収受
直結給水に係る配水管の動水圧の状況照会について（供覧）

76平成28年03月24日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧の状況照会への回答について（伺い）

77平成28年03月25日 収受
直結給水に係る配水管の動水圧の状況照会について（供覧）



索引目次

第２種K21平成27年度
給水対応（地区計画関連） 上下水道局/水道建設課/計画係

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27年08月14日 起案
玉山区に係る地区計画の変更について（供覧）



索引目次

第１種K21平成27年度
水道水源開発 上下水道局/水道建設課/計画係

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27年05月18日 収受
簗川ダム建設事業に係る工事費用について（供覧）

2平成27年05月28日 収受
簗川ダム建設事業への発電参加について（供覧）

3平成27年06月02日 起案
簗川ダム建設事業への発電参加について（伺い）

4平成27年06月11日 起案
簗川ダムへの発電参加に関する市長及び副市長への報告について（伺い）

5平成27年09月25日 収受
簗川ダム建設事業への発電参加に係る流域住民説明会について（供覧）

6平成27年10月06日 収受
簗川ダム流域自治会長への説明会の議事メモの送付について（供覧）

7平成27年12月28日 起案
簗川ダム建設事業に関する基本協定書（第１回変更）の締結について（伺い）

8平成27年12月28日 収受
簗川ダム建設事業に関する基本協定書（第１回変更）の締結について（協議）

9平成28年01月14日 収受
簗川ダム建設事業に関する基本協定書（第１回変更）の締結について（供覧）

10平成28年03月18日 収受
簗川ダム建設事業に係る工事費用について（供覧）



索引目次

第１種K23平成27年度
配水管布設（米内～高松系配水幹線布
設（第二工区）工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
一係

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08月03日 収受
現場代理人等通知書について（報告）

2平成27年08月04日 起案
監督職員の指名及び布設工事監督者の選任並びに受注者への通知につい
て（伺い）

3平成27年08月04日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

4平成27年08月06日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（報告）

5平成27年08月10日 収受
技能者届について（報告）

6平成27年08月20日 起案
前払金の支出について（伺い）

7平成27年11月05日 収受
中間工事検査について（供覧）

8平成27年11月24日 収受
中間工事検査結果について（供覧）

9平成28年01月12日 収受
中間前金払に係る認定請求について（報告）

10平成28年01月14日 起案
中間前金払に係る認定について(伺い)

11平成28年02月03日 起案
中間前払金の支出について（伺い）

12平成28年03月14日 収受
変更工事工程表届について（報告）

13平成28年03月18日 収受
変更工事工程表届について（報告）

14平成28年03月22日 起案
工事検査依頼について（伺い）

15平成28年03月22日 起案
一括下請負の点検について（報告）

16平成28年03月22日 収受
工事検査通知について（供覧）

17平成28年03月22日 収受
工事完成引渡について（報告）

18平成28年03月22日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

19平成28年03月28日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

20平成28年03月28日 起案
完成精算について（伺い）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（西見前19地割外地内配水
管布設工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
一係

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27日 起案
総合評価落札方式競争入札技術評定点採点結果の提出について（伺い）

2平成27年08月11日 起案
監督職員の指名及び布設工事監督者の選任並びに受注者への通知につい
て（伺い）

3平成27年08月11日 収受
工事着手届等の提出について（報告）

4平成27年08月11日 収受
現場代理人等通知書について（報告）

5平成27年08月17日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（報告）

6平成27年08月21日 起案
前払金の支出について（伺い）

7平成27年09月11日 収受
技能者届について（報告）

8平成27年12月18日 収受
変更工事工程表届について（報告）

9平成27年12月22日 起案
一括下請負の点検について（報告）

10平成27年12月24日 起案
工事検査依頼について（伺い）

11平成27年12月24日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（報告）

12平成27年12月25日 収受
工事検査通知について（供覧）

13平成28年01月05日 収受
建設資材調書（竣工時）について（報告）

14平成28年01月06日 起案
完成精算について（伺い）

15平成28年01月06日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

16平成28年01月06日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

17平成28年01月06日 収受
工事完成引渡について（報告）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（紅葉が丘地内配水管布設
工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
一係

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08月31日 起案
入札に関する設計図書等に関する質問への回答について（伺い）

2平成27年09月18日 起案
監督職員の指名及び布設工事監督者の選任並びに受注者への通知につい
て（伺い）

3平成27年09月18日 収受
現場代理人等通知書について（報告）

4平成27年09月24日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（報告）

5平成27年09月24日 収受
工事着手届等の提出について（報告）

6平成27年09月28日 起案
前払金の支出について（伺い）

7平成27年10月15日 収受
技能者届について（報告）

8平成27年12月25日 収受
変更工事工程表届について（報告）

9平成27年12月25日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（報告）

10平成27年12月28日 起案
工事検査依頼について（伺い）

11平成27年12月28日 収受
工事検査通知について（供覧）

12平成28年01月07日 起案
一括下請負の点検について（報告）

13平成28年01月08日 起案
完成精算について（伺い）

14平成28年01月08日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

15平成28年01月08日 収受
工事完成引渡について（報告）

16平成28年01月08日 収受
完成検査完了通知について（供覧）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（玉山区渋民字越戸外地内
配水管布設工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
一係

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12月08日 起案
監督職員の指名及び布設工事監督者の選任並びに受注者への通知につい
て（伺い）

2平成27年12月08日 収受
工事着手届等の提出について（報告）

3平成27年12月08日 収受
現場代理人等通知書について（報告）

4平成27年12月08日 収受
技能者届について（報告）

5平成27年12月08日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（報告）

6平成28年02月24日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（報告）

7平成28年03月09日 収受
変更工事工程表届について（報告）

8平成28年03月11日 起案
工事検査依頼について（伺い）

9平成28年03月15日 収受
工事検査通知について（供覧）

10平成28年03月17日 起案
完成精算について（伺い）

11平成28年03月17日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

12平成28年03月17日 起案
一括下請負の点検について（報告）

13平成28年03月17日 収受
工事完成引渡について（報告）

14平成28年03月17日 収受
完成検査完了通知について（供覧）



索引目次

第１種K23平成27年度
配水管布設（米内～高松系配水幹線布
設（第一工区）工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
一係

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08日 収受
米内～高松系配水幹線布設（第一工区）工事にかかる契約関係書類の送付
について

2平成27年07月14日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

3平成27年07月14日 収受
技能者届について（報告）

4平成27年07月15日 起案
監督職員の指名及び布設工事監督者の選任並びに受注者への通知につい
て（伺い）

5平成27年07月15日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（報告）

6平成27年08月05日 起案
前払金の支出について（伺い）

7平成27年12月01日 収受
現場代理人等通知書（変更）の届出について（報告）

8平成28年02月17日 収受
変更工事工程表の届出について（報告）

9平成28年03月01日 起案
工事検査依頼について（伺い）

10平成28年03月07日 収受
工事検査通知について（供覧）

11平成28年03月14日 起案
一括下請負の点検について（報告）

12平成28年03月14日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

13平成28年03月14日 収受
工事完成引渡について（報告）

14平成28年03月16日 起案
完成精算について（伺い）

15平成28年03月16日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（玉山区好摩字中塚外地内
配水管布設その１工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
一係

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14日 起案
入札に関する設計図書等に関する質問への回答について（伺い）

2平成27年05月01日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

3平成27年05月07日 起案
監督職員の指名及び布設工事監督者の選任並びに受注者への通知につい
て（伺い）

4平成27年05月27日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（報告）

5平成27年06月18日 収受
技能者届について（報告）

6平成27年06月22日 起案
前払金の支出について（伺い）

7平成27年08月24日 収受
技能者届について（報告）

8平成27年11月20日 収受
技能者届について（報告）

9平成28年03月16日 収受
変更工事工程表届について（報告）

10平成28年03月17日 起案
工事検査依頼について（伺い）

11平成28年03月17日 起案
一括下請負の点検について（報告）

12平成28年03月23日 収受
工事検査通知について（供覧）

13平成28年03月25日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

14平成28年03月29日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

15平成28年03月29日 起案
完成精算について（伺い）

16平成28年03月29日 収受
工事完成引渡について（報告）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（玉山区寺林字平森外地内
配水管布設工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
一係

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17日 収受
現場代理人等通知書について（報告）

2平成27年06月18日 起案
監督職員の指名及び布設工事監督者の選任並びに受注者への通知につい
て（伺い）

3平成27年06月18日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

4平成27年06月25日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（報告）

5平成27年07月02日 収受
技能者届について（報告）

6平成27年08月24日 起案
一括下請負の点検について（報告）

7平成27年09月17日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

8平成27年09月18日 起案
工事検査依頼について（伺い）

9平成27年09月24日 収受
工事検査通知について（供覧）

10平成27年09月28日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

11平成27年10月02日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

12平成27年10月02日 収受
工事完成引渡について（報告）

13平成27年10月20日 起案
完成精算について（伺い）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設(手代森処理分区第三工区
汚水管布設及び手代森24地割外地内

上下水道局/水道建設課/管路整備第
一係

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10月07日 起案
監督職員の指名及び布設工事監督者の選任について（伺い）

2平成27年10月15日 収受
技能者届について（報告）

3平成28年03月31日 起案
完成精算について（伺い）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（中野二丁目外地内配水管
布設工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
一係

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12月07日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

2平成27年12月08日 起案
監督職員の指名及び布設工事監督者の選任並びに受注者への通知につい
て（伺い）

3平成27年12月09日 収受
現場代理人等通知書について（報告）

4平成27年12月18日 起案
前払金の支出について（伺い）

5平成27年12月22日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告について（報告）

6平成28年01月14日 収受
技能者届について（報告）

7平成28年01月20日 収受
技能者届について（報告）

8平成28年01月28日 収受
現場代理人等通知書(変更)について（報告）

9平成28年03月08日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

10平成28年03月24日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

11平成28年03月28日 起案
工事検査依頼について（伺い）

12平成28年03月28日 起案
一括下請負の点検について（報告）

13平成28年03月29日 収受
工事検査通知について（供覧）

14平成28年03月30日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

15平成28年03月30日 収受
工事完成引渡について（報告）

16平成28年03月31日 起案
完成精算について（伺い）

17平成28年03月31日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（都南中央第三地区土地区
画整理事業地内配水管布設工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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08月03日 収受
都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設工事に係る契約関係
書類の送付について

2平成27年08月27日 収受
契約関係書類の送付について（報告）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（太田地区土地区画整理事
業地内配水管布設工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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14日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

2平成27年07月15日 起案
監督職員の指名及び布設工事監督者の選任並びに受注者への通知につい
て（伺い）

3平成27年07月17日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

4平成27年07月17日 収受
技能者届の届出について（報告）

5平成27年07月21日 起案
前払金の支出について（伺い）

6平成27年07月29日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の届出について（報告）

7平成27年08月26日 起案
一括下請負の点検について（報告）

8平成27年08月26日 収受
技能者届の届出について（報告）

9平成28年02月18日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

10平成28年03月15日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

11平成28年03月17日 起案
工事検査依頼について（伺い）

12平成28年03月18日 収受
工事検査通知について（供覧）

13平成28年03月23日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

14平成28年03月23日 収受
工事完成引渡について（報告）

15平成28年03月24日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

16平成28年03月31日 起案
完成精算について（伺い）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（道明地区土地区画整理事
業地内配水管布設工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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09月18日 収受
契約関係書類の送付について

2平成27年09月25日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

3平成27年09月25日 収受
現場代理人等通知書の送付について

4平成27年10月14日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の届出について（報告）

5平成27年10月20日 起案
前払金の支出について（伺い）

6平成27年10月23日 起案
監督職員の指名及び布設工事監督者の選任並びに受注者への通知につい
て（伺い）

7平成27年12月14日 収受
技能者届の届出について（報告）

8平成27年12月18日 起案
一括下請負の点検について（報告）

9平成28年02月01日 起案
中間前金払に係る認定について（伺い）

10平成28年02月01日 収受
盛岡市営建設工事の中間前金払に係る認定請求書の提出について（報告）

11平成28年02月10日 起案
中間前払金の支出について（伺い）

12平成28年02月19日 収受
契約関係書類の送付について

13平成28年02月19日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

14平成28年03月14日 収受
契約関係書類の送付について

15平成28年03月15日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

16平成28年03月15日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書（増額分）の届出について（報告）

17平成28年03月16日 収受
工事完成届の届出について（報告）

18平成28年03月23日 起案
工事検査依頼について（伺い）

19平成28年03月24日 収受
工事検査通知について（供覧）

20平成28年03月28日 収受
完成検査完了通知について（供覧）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（道明地区土地区画整理事
業地内配水管布設工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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28年03月28日 収受
工事完成引渡について（報告）

22平成28年03月30日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

23平成28年03月31日 起案
完成精算について（伺い）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（厨川一丁目地内配水管移
設工事)

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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09月10日 収受
契約関係書類の送付について（報告）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（材木町外地内配水管移設
その１工事)

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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24日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

2平成27年06月30日 起案
工事検査依頼について（伺い）

3平成27年07月08日 収受
工事検査通知について（供覧）

4平成27年07月13日 収受
完成検査完了通知書について（供覧）

5平成27年07月14日 収受
工事完成引渡書について（報告）

6平成27年07月15日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

7平成27年07月15日 起案
完成精算について（伺い）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（仙北一丁目地内配水管移
設工事)

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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26日 収受
仙北一丁目地内配水管移設工事にかかる契約関係書類の送付について

2平成27年06月19日 収受
契約関係書類の送付について（報告）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（梨木町外地内配水管移設
その３工事)

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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14日 収受
契約関係書類の送付について（報告）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（梨木町外地内配水管移設
その４工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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19日 起案
入札に係る設計図書等に関する質問への回答について（伺い）

2平成27年07月06日 収受
契約関係書類の送付について（報告）



索引目次

第１種K23平成27年度
配水管布設（加賀野三丁目外地内配水
管布設替工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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11月05日 収受
契約関係書類の送付について（報告）



索引目次

第１種K23平成27年度
配水管布設（天神町外地内配水管布設
替工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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22日 収受
天神町外地内配水管布設替工事に係る契約関係書類の送付について

2平成27年07月28日 収受
契約関係書類の送付について（報告）



索引目次

第１種K23平成27年度
配水管布設（天神町外地内配水管布設
替その１工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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08月27日 収受
契約関係書類の送付について（報告）



索引目次

第１種K23平成27年度
配水管布設（天神町外地内配水管布設
替その３工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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09月28日 収受
契約関係書類の送付について（報告）



索引目次

第１種K23平成27年度
配水管布設（南大通二丁目外地内配水
管布設替工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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08月04日 収受
契約関係書類の送付について（報告）



索引目次

第１種K23平成27年度
配水管布設（南大通二丁目外地内配水
管布設替その１工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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09月11日 収受
契約関係書類の送付について（報告）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（新庄町外地内配水管移設
工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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21日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

2平成27年05月22日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

3平成27年05月25日 起案
監督職員の指名及び布設工事監督者の選任並びに受注者への通知につい
て（伺い）

4平成27年05月25日 起案
現場代理人の兼務届について（伺い）

5平成27年05月25日 起案
前払金の支出について（伺い）

6平成27年06月08日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の届出について（報告）

7平成27年06月23日 起案
一括下請負の点検について（報告）

8平成27年06月24日 収受
技能者届の届出について（報告）

9平成27年07月01日 起案
一括下請負の点検について（報告）

10平成27年07月21日 起案
現場代理人の兼務届について（伺い）

11平成27年09月08日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

12平成27年09月10日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

13平成27年09月10日 収受
建設業退職者共済証紙購入状況報告書の届出について（報告）

14平成27年09月13日 収受
工事完成届について（報告）

15平成27年09月14日 起案
工事検査依頼について（伺い）

16平成27年09月15日 収受
工事検査通知について（供覧）

17平成27年09月24日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

18平成27年10月02日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

19平成27年10月02日 収受
工事完成引渡について（報告）

20平成28年01月06日 起案
完成精算について（伺い）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（永井17地割外地内配水管
移設工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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02日 起案
監督職員の指名及び布設工事監督者の選任並びに受注者への通知につい
て（伺い）

2平成27年04月10日 収受
技能者届の届出について（報告）

3平成27年04月13日 起案
一括下請負の点検について（報告）

4平成27年04月14日 起案
前払金の支出について（伺い）

5平成27年08月11日 起案
永井17地割外地内配水管移設工事の変更について（伺い）

6平成27年08月18日 収受
永井17地割外地内配水管移設工事にかかる契約関係書類の送付について
（供覧）

7平成27年08月19日 起案
永井17地割外地内配水管移設工事の変更について（伺い）

8平成27年08月25日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

9平成27年08月25日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

10平成27年08月27日 起案
工事検査依頼について（伺い）

11平成27年08月27日 収受
工事完成届について（報告）

12平成27年09月04日 収受
工事検査通知について（供覧）

13平成27年09月09日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

14平成27年09月09日 収受
工事完成引渡について（報告）

15平成27年09月15日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

16平成27年09月18日 起案
完成精算について（伺い）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（上田四丁目地内配水管移
設その１工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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21日 起案
監督職員の指名及び布設工事監督者の選任並びに受注者への通知につい
て（伺い）

2平成27年05月21日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

3平成27年05月22日 収受
当初工事工程表届等について（報告）

4平成27年06月05日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の届出について（報告）

5平成27年06月23日 収受
現場代理人等変更通知書について（報告）

6平成27年07月03日 起案
一括下請負の点検について（報告）

7平成27年07月03日 収受
技能者届の届出について（報告）

8平成27年11月12日 収受
上田四丁目地内配水管移設その１工事に係る契約関係書類の送付について

9平成27年11月16日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

10平成27年11月16日 収受
変更工事工程表届について（報告）

11平成27年11月17日 収受
工事完成届について（報告）

12平成27年11月18日 起案
工事検査依頼について（伺い）

13平成27年11月24日 収受
工事検査通知について（供覧）

14平成27年11月30日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

15平成27年11月30日 収受
工事完成引渡について（報告）

16平成27年12月11日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

17平成27年12月15日 収受
保証書に係る受領書の届出について（報告）

18平成28年01月04日 起案
完成精算について（伺い）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（仙北一丁目地内配水管移
設その１工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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22日 起案
指名業者選定に係る照会について（伺い）

2平成27年06月30日 起案
指名業者選定に係る照会について（報告）

3平成27年07月15日 起案
監督職員の指名及び布設工事監督者の選任並びに受注者への通知につい
て（伺い）

4平成27年07月15日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

5平成27年07月16日 収受
当初工事工程表届け等について（報告）

6平成27年07月21日 起案
前払金の支出について（伺い）

7平成27年07月21日 収受
現場代理人の兼務届について（報告）

8平成27年08月05日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の届出について（報告）

9平成27年08月24日 起案
一括下請負の点検について（報告）

10平成27年08月26日 収受
技能者届について（報告）

11平成27年09月08日 収受
現場代理人の兼務届について（報告）

12平成27年09月18日 起案
一括下請負の点検について（報告）

13平成27年10月13日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

14平成27年10月13日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

15平成27年11月13日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

16平成27年11月13日 収受
第２回変更工事工程表届について（報告）

17平成27年11月17日 収受
工事完成届について（報告）

18平成27年11月18日 起案
工事検査依頼について（伺い）

19平成27年11月24日 収受
工事検査通知について（供覧）

20平成27年11月27日 収受
完成検査完了通知について（供覧）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（仙北一丁目地内配水管移
設その１工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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27日 収受
工事完成引渡について（報告）

22平成27年12月11日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

23平成28年01月04日 起案
完成精算について（伺い）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（館向町地内配水管移設工
事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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08月18日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

2平成27年08月18日 収受
現場代理人等通知書の送付について（報告）

3平成27年08月19日 起案
監督職員の指名及び布設工事監督者の選任並びに受注者への通知につい
て（伺い）

4平成27年08月20日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

5平成27年08月31日 起案
前払金の支出について（伺い）

6平成27年08月31日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の届出について（報告）

7平成27年10月01日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

8平成27年10月02日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

9平成27年10月26日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

10平成27年10月26日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

11平成27年10月28日 収受
工事完成届について（報告）

12平成27年10月30日 起案
工事検査依頼について（伺い）

13平成27年10月30日 収受
工事検査通知について（供覧）

14平成27年11月04日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

15平成27年11月04日 収受
工事完成引渡について（報告）

16平成27年11月11日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

17平成28年02月23日 起案
完成精算について（伺い）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（梨木町外地内配水管移設
その５工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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08月12日 収受
契約関係書類の送付について（報告）



索引目次

第１種K23平成27年度
配水管布設（新田町外地内配水管布設
替工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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14日 収受
新田町外地内配水管布設替工事にかかる契約関係書類の送付について（供
覧）

2平成27年08月21日 収受
契約関係書類の送付について（報告）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（永井１７地割地内配水管
布設工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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09月01日 収受
契約関係書類の送付について（報告）



索引目次

第１種K23平成27年度
配水管布設（天神町地内配水管布設替
その２工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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09月11日 収受
契約関係書類の送付について（報告）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（仙北一丁目地内配水管移
設その２工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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09月07日 起案
監督職員の指名及び布設工事監督者の選任並びに受注者への通知につい
て（伺い）

2平成27年09月07日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

3平成27年09月08日 収受
当初工事工程表届け等について（報告）

4平成27年09月08日 収受
現場代理人の兼務届について（報告）

5平成27年09月08日 収受
技能者届の届出について（報告）

6平成27年10月07日 起案
前払金の支出について（伺い）

7平成27年10月26日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

8平成27年10月26日 収受
第１回変更工事工程表届について（報告）

9平成27年10月27日 収受
工事完成届について（報告）

10平成27年10月30日 起案
工事検査依頼について（伺い）

11平成27年11月05日 収受
工事検査通知について（供覧）

12平成27年11月09日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

13平成27年11月09日 収受
工事完成引渡について（報告）

14平成27年11月16日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

15平成27年11月20日 起案
完成精算について（伺い）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（前九年二丁目地内配水管
移設工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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09月28日 収受
契約関係書類の送付について（報告）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（大沢川原二丁目地内配水
管移設その２工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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08月24日 起案
完成精算について（伺い）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（永井17地割地内配水管布
設その１工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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09月18日 収受
契約関係書類等の送付について（報告）

2平成27年09月24日 起案
監督職員の指名及び布設工事監督者の選任並びに受注者への通知につい
て（伺い）

3平成27年09月24日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

4平成27年10月02日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の届出について（報告）

5平成27年10月16日 起案
前払金の支出について（伺い）

6平成27年10月26日 起案
一括下請負の点検について（報告）

7平成27年10月26日 収受
技能者届の届出について（報告）

8平成27年12月02日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

9平成27年12月02日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

10平成28年01月13日 収受
永井17地割地内配水管布設その１工事にかかる契約関係書類の送付につい
て（供覧）

11平成28年01月18日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

12平成28年01月18日 収受
変更工事工程表届等の届出について（報告）

13平成28年01月19日 起案
工事検査依頼について（伺い）

14平成28年01月19日 収受
工事完成届について（報告）

15平成28年01月21日 収受
工事検査通知について（供覧）

16平成28年01月29日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

17平成28年01月29日 収受
工事完成引渡について（報告）

18平成28年02月03日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

19平成28年02月23日 起案
完成精算について（伺い）



索引目次

第１種K23平成27年度
配水管布設（天神町地内配水管布設替
その４工事

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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10月26日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

2平成27年10月27日 起案
監督職員の指名及び布設工事監督者の選任並びに受注者への通知につい
て（伺い）

3平成27年10月27日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

4平成27年10月28日 起案
前払金の支出について（伺い）

5平成27年12月01日 起案
一括下請負の点検について（報告）

6平成27年12月01日 収受
技能者届の届出について（報告）

7平成28年03月02日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

8平成28年03月03日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

9平成28年03月14日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

10平成28年03月15日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

11平成28年03月18日 起案
工事検査依頼について（伺い）

12平成28年03月18日 収受
工事完成届について（報告）

13平成28年03月18日 収受
工事検査通知について（供覧）

14平成28年03月22日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

15平成28年03月22日 収受
工事完成引渡について（報告）

16平成28年03月28日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

17平成28年03月31日 起案
完成精算について（伺い）



索引目次

第１種K23平成27年度
配水管布設（上ノ橋町外地内配水管布
設替工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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09月10日 収受
契約関係書類の送付について（報告）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（都南中央第三地区土地区
画整理事業地内配水管布設その１工

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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10月22日 起案
監督職員の指名及び布設工事監督者の選任並びに受注者への通知につい
て（伺い）

2平成27年10月22日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

3平成27年10月22日 収受
当初工事工程表届について（報告）

4平成27年10月23日 収受
工事着手届について（報告）

5平成27年11月02日 起案
一括下請負の点検について（報告）

6平成27年11月02日 収受
技能者届について（報告）

7平成27年11月16日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の届出について（報告）

8平成27年11月19日 起案
前払金の支出について（伺い）

9平成28年01月21日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

10平成28年01月21日 収受
変更工事工程表届について（報告）

11平成28年03月14日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

12平成28年03月15日 収受
変更工事工程表届について（報告）

13平成28年03月16日 起案
工事検査依頼について（伺い）

14平成28年03月16日 収受
工事完成届について（報告）

15平成28年03月23日 収受
工事検査通知について（供覧）

16平成28年03月29日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

17平成28年03月29日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

18平成28年03月29日 収受
工事完成引渡について（報告）

19平成28年03月30日 起案
完成精算について（伺い）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（都南中央第三地区土地区
画整理事業地内配水管布設その２工

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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10月20日 起案
監督職員の指名及び布設工事監督者の選任並びに受注者への通知につい
て（伺い）

2平成27年10月20日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

3平成27年10月22日 収受
当初工事工程表届け等について（報告）

4平成27年10月23日 収受
現場代理人等通知書について（報告）

5平成27年10月30日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の届出について（報告）

6平成27年11月11日 起案
一括下請負の点検について（報告）

7平成27年11月11日 収受
技能者届について（報告）

8平成27年12月07日 収受
現場代理人の兼務届について（報告）

9平成27年12月21日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の届出について（報告）

10平成28年01月21日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

11平成28年01月22日 収受
第１回変更工事工程表届について（報告）

12平成28年01月23日 収受
工事完成届について（報告）

13平成28年01月25日 起案
工事検査依頼について（伺い）

14平成28年02月02日 収受
工事検査通知について（供覧）

15平成28年02月05日 収受
工事完成引渡について（報告）

16平成28年02月05日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

17平成28年02月18日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

18平成28年02月22日 起案
完成精算について（伺い）

19平成28年03月17日 収受
保証書に係る受領書の届出について（報告）



索引目次

第１種K23平成27年度
配水管布設（新田町地内配水管布設替
その１工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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09月28日 収受
契約関係書類の送付について（報告）



索引目次

第１種K23平成27年度
配水管布設（大沢川原二丁目外地内配
水管布設替工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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09月28日 収受
契約関係書類の送付について（報告）



索引目次

第１種K23平成27年度
配水管布設（上田二丁目外地内配水管
布設替工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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09月30日 収受
契約関係書類の送付について（報告）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（玉山区好摩字簗袋外地内
桝沢橋配水管添架工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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10月09日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

2平成27年10月13日 起案
監督職員の指名及び布設工事監督者の選任並びに受注者への通知につい
て（伺い）

3平成27年10月13日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

4平成27年10月16日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の届出について（報告）

5平成27年12月04日 起案
一括下請負の点検について（報告）

6平成27年12月11日 収受
技能者届について（報告）

7平成28年03月16日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

8平成28年03月16日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

9平成28年03月17日 起案
工事検査依頼について（伺い）

10平成28年03月18日 収受
工事検査通知について（供覧）

11平成28年03月24日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

12平成28年03月24日 収受
工事完成引渡について（報告）

13平成28年03月25日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

14平成28年03月31日 起案
完成精算について（伺い）



索引目次

第１種K23平成27年度
配水管布設（大沢川原二丁目外地内配
水管布設替その１工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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10月13日 起案
指名業者選定に係る照会について（伺い）

2平成27年11月17日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

3平成27年11月18日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

4平成27年11月20日 起案
監督職員の指名及び布設工事監督者の選任並びに受注者への通知につい
て（伺い）

5平成27年11月20日 収受
現場代理人等通知書の送付について

6平成27年12月01日 収受
技能者届の届出について（報告）

7平成27年12月08日 起案
一括下請負の点検について（報告）

8平成27年12月09日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書等の届出について（報告）

9平成27年12月22日 起案
前払金の支出について（伺い）

10平成28年03月15日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

11平成28年03月16日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

12平成28年03月17日 起案
工事検査依頼について（伺い）

13平成28年03月17日 収受
工事完成届の届出について（報告）

14平成28年03月17日 収受
工事検査通知について（供覧）

15平成28年03月22日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

16平成28年03月22日 収受
工事完成引渡について（報告）

17平成28年03月30日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

18平成28年03月31日 起案
完成精算について（伺い）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（梨木町外地内配水管移設
その６工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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10月22日 収受
契約関係書類の送付について（報告）



索引目次

第１種K23平成27年度
配水管布設（清水町外地内配水管布設
替工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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11月02日 収受
契約関係書類の送付について（報告）



索引目次

第１種K23平成27年度
配水管布設（南大通二丁目外地内配水
管布設替その２工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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11月02日 収受
契約関係書類の送付について（報告）



索引目次

第１種K23平成27年度
配水管布設（上ノ橋町外地内配水管布
設替その１工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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11月02日 収受
契約関係書類の送付について（報告）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（玉山区下田字生出地内配
水管移設工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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12月03日 収受
現場代理人等通知書の送付について（報告）

2平成27年12月04日 起案
監督職員の指名及び布設工事監督者の選任並びに受注者への通知につい
て（伺い）

3平成27年12月04日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

4平成27年12月04日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

5平成27年12月08日 起案
一括下請負の点検について（報告）

6平成27年12月11日 起案
前払金の支出について（伺い）

7平成27年12月11日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の届出について（報告）

8平成27年12月18日 起案
一括下請負の点検（２回目）について（報告）

9平成28年02月03日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

10平成28年02月04日 起案
工事契約報告書について（伺い）

11平成28年02月04日 収受
検査決定通知書の送付について（報告）

12平成28年02月08日 起案
完成検査について（伺い）

13平成28年02月17日 起案
工事検査の完了について（伺い）

14平成28年02月17日 収受
工事完成引渡について（報告）

15平成28年02月18日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

16平成28年02月23日 起案
完成精算について（伺い）



索引目次

第１種K23平成27年度
配水管布設（上田二丁目外地内配水管
布設替その１工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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11月13日 収受
契約関係書類の送付について（報告）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（梨木町外地内配水管移設
その７工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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11月17日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

2平成27年11月18日 起案
監督職員の指名及び布設工事監督者の選任並びに受注者への通知につい
て（伺い）

3平成27年11月18日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

4平成27年11月20日 収受
現場代理人等通知書の届出について（報告）

5平成27年11月24日 起案
前払金の支出について（伺い）

6平成27年11月27日 収受
技能者届の届出について（報告）

7平成27年11月30日 収受
現場代理人等通知書の届出について（報告）

8平成27年12月17日 起案
一括下請負の点検について（報告）

9平成27年12月21日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の届出について（報告）

10平成28年03月15日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

11平成28年03月22日 収受
工事工程表届の届出について（報告）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（前九年二丁目地内配水管
移設その1工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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11月20日 起案
監督職員の指名及び布設工事監督者の選任並びに受注者への通知につい
て（伺い）

2平成27年11月20日 収受
契約関係書類等の送付について（報告）

3平成27年11月25日 起案
前払金の支出について（伺い）

4平成27年11月25日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

5平成27年12月07日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の届出について（報告）

6平成27年12月21日 起案
一括下請負の点検について（報告）

7平成28年02月15日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

8平成28年02月15日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

9平成28年02月18日 起案
工事検査依頼について（伺い）

10平成28年02月18日 収受
工事完成届について（報告）

11平成28年02月24日 収受
工事検査通知について（供覧）

12平成28年03月01日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

13平成28年03月01日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

14平成28年03月01日 収受
工事完成引渡について（報告）

15平成28年03月10日 起案
完成精算について（伺い）



索引目次

第１種K23平成27年度
配水管布設（新田町地内配水管布設替
その２工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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11月24日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

2平成27年11月26日 起案
監督職員の指名及び布設工事監督者の選任並びに受注者への通知につい
て（伺い）

3平成27年11月26日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

4平成27年11月26日 収受
現場代理人等通知書の送付について

5平成27年12月18日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の届出について（報告）

6平成27年12月22日 起案
前払金の支出について（伺い）

7平成28年01月05日 収受
技能者届の届出について（報告）

8平成28年03月01日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

9平成28年03月01日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

10平成28年03月03日 起案
工事検査依頼について（伺い）

11平成28年03月03日 収受
工事完成届の届出について（報告）

12平成28年03月11日 収受
工事検査通知について（供覧）

13平成28年03月15日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

14平成28年03月15日 収受
工事完成引渡について（報告）

15平成28年03月16日 収受
保証書に係る受領書の届出について（報告）

16平成28年03月25日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

17平成28年03月30日 起案
完成精算について（伺い）



索引目次

第２種K23平成27年度
配水管布設（加賀野三丁目地内配水管
布設替その１工事

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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12月21日 収受
契約関係書類の送付について（報告）



索引目次

第１種K23平成27年度
配水管布設（清水町地内配水管布設替
その１工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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12月18日 収受
契約関係書類の送付について（報告）



索引目次

第１種K23平成27年度
配水管布設（上田二丁目外地内配水管
布設替その２工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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12月22日 収受
契約関係書類の送付について（報告）



索引目次

第１種K23平成27年度
配水管布設（南大通二丁目地内配水管
布設替その３工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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12月28日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

2平成28年01月04日 起案
監督職員の指名及び布設工事監督者の選任並びに受注者への通知につい
て（伺い）

3平成28年01月04日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

4平成28年01月06日 収受
技能者届の届出について（報告）

5平成28年01月18日 起案
前払金の支出について（伺い）

6平成28年01月18日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の届出について（報告）

7平成28年02月22日 起案
一括下請負の点検について（報告）

8平成28年03月14日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

9平成28年03月14日 収受
変更工事工程表届の届出について（報告）

10平成28年03月17日 起案
工事検査依頼について（伺い）

11平成28年03月18日 収受
工事検査通知について（供覧）

12平成28年03月22日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

13平成28年03月22日 収受
工事完成引渡について（報告）

14平成28年03月23日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

15平成28年03月31日 起案
完成精算について（伺い）



索引目次

第１種K23平成27年度
配水管布設（上ノ橋町外地内配水管布
設替その２工事）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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21日 収受
契約関係書類の送付について（報告）

2平成28年01月22日 起案
監督職員の指名及び布設工事監督者の選任並びに受注者への通知につい
て（伺い）

3平成28年01月22日 収受
工事着手届等の届出について（報告）

4平成28年01月26日 収受
現場代理人等通知書の送付について

5平成28年01月28日 起案
前払金の支出について（伺い）

6平成28年02月04日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の届出について（報告）

7平成28年03月17日 起案
工事検査依頼について（伺い）

8平成28年03月18日 収受
工事検査通知について（供覧）

9平成28年03月22日 収受
完成検査完了通知について（供覧）

10平成28年03月22日 収受
工事完成引渡について（報告）

11平成28年03月23日 起案
工事請負代金の支出について（伺い）

12平成28年03月31日 起案
完成精算について（伺い）



索引目次

第２種K23平成27年度
負担金工事（梨木町外地内） 上下水道局/水道建設課/管路整備第

二係

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02日 収受
工事の設計依頼について（供覧）

2平成27年04月08日 起案
都市計画道路事業梨木町上米内線（Ⅱ工区）のＪＲ山田線横断管内の水道工
事設計について（伺い）

3平成27年05月21日 起案
監督員等選任通知書の通知について（伺い）

4平成27年05月21日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

5平成27年11月13日 起案
都市計画道路事業梨木町上米内線（Ⅱ工区）のＪＲ山田線横断管内の水道工
事の関係書類について（伺い）

6平成27年11月20日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

7平成27年11月26日 起案
都市計画道路事業梨木町上米内線（Ⅱ工区）のＪＲ山田線横断管内の水道工
事の関係書類について（伺い）

8平成27年12月15日 収受
契約関係書類の送付について（供覧）

9平成27年12月25日 起案
梨木町上米内線（Ⅱ工区）電線共同溝その10工事及び梨木町外地内配水管
移設その２工事の完成について（伺い）

10平成28年01月04日 起案
梨木町上米内線（Ⅱ工区）電線共同溝その10工事及び梨木町外地内配水管
移設その２工事の完成について（伺い）



索引目次

第２種K23平成27年度
協議文書（桝沢橋橋梁上部構造工事関
係）

上下水道局/水道建設課/管路整備第
二係

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25日 起案
市道桝沢橋線交通安全施設等整備事業「桝沢橋」への上水道管の添架に係
る費用負担等に関する協議について（伺い）

2平成27年10月23日 起案
盛岡市道桝沢橋線交通安全施設等整備事業に係る橋梁上部構造工事添架
費用負担金契約の締結について（伺い）

3平成28年02月26日 起案
盛岡市道桝沢橋線交通安全施設等整備事業に係る橋梁上部構造工事添架
費用負担金契約（平成27年度施工分）の締結について（伺い）


