
索引目次

第３種C00平成28年度
起債申請関連 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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04月27日 起案
平成28年度起債計画書等の提出について（伺い）

2平成28年05月23日 起案
平成28年度起債申請に係る県ヒアリングについて（報告）

3平成28年12月15日 起案
平成28年度起債計画書等（第２次分）の提出について（伺い）

4平成29年02月02日 起案
平成28年度起債借入書類に係る事業計画書の提出について（伺い）



索引目次

第３種C53平成28年度
国庫支出金 上下水道局/下水道整備課

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04月13日 起案
平成27年度社会資本整備総合交付金要素事業の完了予定期日の変更報告
について（伺い）

2平成28年04月15日 起案
平成27年度社会資本整備総合交付金事業（公共下水道）年度終了実績報告
の提出について（伺い）

3平成28年05月24日 起案
平成27年度国庫補助金等の執行状況の作成について（伺い）

4平成28年06月17日 起案
平成28年度社会資本整備総合交付金事業完了実績報告書（平成26年度分）
の提出について(伺い）

5平成28年09月07日 起案
交付金完了検査に伴う契約一覧の提出について（伺い）

6平成29年02月07日 起案
社会資本整備総合交付金額確定通知書及び社会資本整備総合交付金返還
命令書について（供覧・伺い）

7平成29年02月15日 起案
平成28年度国土交通省所管国庫補助金に係る概算請求について（伺い）

8平成29年03月06日 起案
交付金管理簿の作成について（伺い）



索引目次

第１種C57平成28年度
受益者負担金関係 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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04月01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）

2平成28年04月20日 起案
盛岡市公共下水道事業受益者負担金の過納金について（伺い）

3平成28年06月08日 起案
平成28年度下水道事業受益者負担金賦課対象区域の告示について（伺い）

4平成28年07月08日 起案
下水道事業受益者負担金の賦課誤りに関する問合せ対応について（伺い）

5平成28年07月08日 起案
下水道事業受益者負担金の賦課誤りに関するお知らせについて（伺い）

6平成28年07月11日 起案
下水道事業受益者負担金賦課事務に関する個人情報目的外利用（外部提
供）申請について（伺い）

7平成28年07月12日 収受
個人情報目的外利用（外部提供）可否決定通知について（供覧）

8平成28年07月14日 起案
下水道事業受益者負担金の賦課誤りに関する問合せ対応について（伺い）

9平成28年07月15日 起案
下水道事業受益者負担金の賦課誤りに関する問合せ対応について（伺い）

10平成28年07月29日 起案
下水道事業受益者負担金の還付（過納）について（伺い）

11平成28年09月09日 起案
平成28年度第１期分下水道事業受益者負担金口座振替済のお知らせの発
送について（伺い）

12平成28年09月12日 起案
受益者負担金・分担金事務打ち合せについて（報告）

13平成28年10月06日 起案
「盛岡広域都市計画下水道事業受益者負担金及び分担金過誤納金返還金
交付要綱」（案）に対する意見照会について（伺い）

14平成28年11月09日 収受
「盛岡広域都市計画下水道事業受益者負担金及び分担金過誤納金返還金
交付要綱」（案）に対する意見について（回答）

15平成28年11月18日 起案
盛岡広域都市計画下水道事業受益者負担金及び分担金過誤納金返還金交
付要綱の制定について（伺い）

16平成29年02月21日 起案
渋民野球場の受益者負担金の取扱いに関する情報提供について（報告）

17平成29年03月13日 起案
受益者負担金・分担金スケジュール打合せについて（報告）

18平成29年03月16日 起案
個人情報目的外利用（外部提供）申請書について（伺い）

19平成29年03月16日 起案
個人情報目的外利用（外部提供）申請書について（伺い）

20平成29年03月22日 起案
盛岡市公共下水道事業受益者負担金の返還金交付について（伺い）



索引目次

第１種C57平成28年度
受益者負担金関係 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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29年03月30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）



索引目次

第１種C57平成28年度
受益者負担金決定 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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07月27日 起案
平成28年度８月賦課決定下水道事業受益者負担金の賦課決定について(伺
い)

2平成28年08月01日 起案
平成26年度８月賦課下水道事業受益者負担金遡及賦課分の賦課決定につ
いて（伺い）

3平成28年08月01日 起案
平成27年度８月賦課下水道事業受益者負担金遡及賦課分の賦課決定につ
いて（伺い）

4平成28年08月08日 起案
平成28年度８月賦課決定分の下水道事業受益者負担金減免決定について
（伺い）

5平成28年08月08日 起案
平成28年度８月賦課下水道事業受益者負担金の受益者申告について（供
覧）

6平成28年08月16日 起案
平成28年度８月賦課決定分の下水道事業受益者負担金減免決定について
（伺い）



索引目次

第１種C57平成28年度
分担金関係 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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06月08日 起案
平成28年度盛岡市公共下水道事業分担金徴収区域の告示について（伺い）

2平成28年09月08日 起案
平成28年度公共下水道事業分担金口座振替済のお知らせの発送について
（伺い）

3平成28年12月09日 起案
平成28年度盛岡市公共下水道事業分担金徴収区域の告示について（伺い）



索引目次

第１種C57平成28年度
分担金決定 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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07月27日 起案
平成28年度８月賦課下水道事業分担金の賦課決定について(伺い)

2平成28年08月08日 起案
平成28年度８月賦課決定分の公共下水道事業分担金減免決定について（伺
い）

3平成29年01月27日 起案
平成28年度２月賦課下水道事業分担金の賦課決定について(伺い)

4平成29年01月31日 起案
平成28年度２月賦課決定分の公共下水道事業分担金減免決定について（伺
い）



索引目次

第２種C57平成28年度
受益者負担金調定 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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04月26日 収受
平成28年度賦課下水道事業受益者負担金に係る区画整理地に関する資料
提供について（供覧）

2平成28年04月28日 収受
平成28年度賦課下水道事業受益者負担金に係る土地区画整理事業に関す
る資料について（供覧）

3平成28年05月10日 起案
平成29年度における国有地等に対する受益者負担金等の取り扱いについて
（伺い）

4平成28年06月15日 起案
平成28年度８月賦課予定に係る下水道事業受益者申告書（受益者負担金）
について（伺い）

5平成28年07月22日 起案
受益者負担金残一括納付申出に対する取り扱いについて（伺い）

6平成28年07月25日 起案
下水道受益者負担金決定前の一括納付申出者に対する取扱いについて（伺
い）

7平成28年07月26日 起案
下水道事業受益者負担金過年度賦課決定分の平成28年度納入通知書及び
受益者変更申告書の送付について(伺い)

8平成28年08月01日 起案
下水道事業受益者負担金における受益者変更について（伺い）

9平成28年08月05日 起案
下水道事業受益者負担金における受益者変更について（伺い）

10平成28年08月05日 起案
受益者負担金残一括納付申出書について（供覧）

11平成28年08月08日 起案
平成26年度及び平成27年度８月賦課決定下水道事業受益者負担金遡及賦
課分の決定通知書の送付について（伺い）

12平成28年08月09日 起案
下水道事業受益者負担金減免決定通知書の送付について（伺い）

13平成28年08月15日 起案
平成28年度８月賦課下水道事業受益者負担金賦課決定後の一括納付申出
者に対する取扱いについて（伺い）

14平成28年08月18日 起案
下水道事業受益者負担金における受益者変更について（伺い）

15平成28年09月08日 起案
下水道受益者負担金における口座振替不能者に対する納入通知書の送付に
ついて（伺い）

16平成28年09月20日 起案
平成28年度８月賦課決定分の下水道事業受益者負担金一括納付報償金の
支出について(伺い)

17平成28年09月30日 起案
下水道事業受益者負担金における受益者変更について（伺い）

18平成28年10月18日 起案
平成28年度過年度賦課決定遡及賦課分の下水道事業受益者負担金一括納
付報償金の支出について(伺い)

19平成29年03月15日 起案
平成29年度賦課下水道事業受益者負担金に係る区画整理地に関する資料
の提供について（伺い）



索引目次

第２種C57平成28年度
分担金調定 上下水道局/下水道整備課/下水計画

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06月15日 起案
平成28年度８月賦課予定に係る公共下水道事業受益者申告書（分担金）に
ついて（伺い）

2平成28年07月19日 起案
公共下水道事業分担金における受益者変更について（伺い）

3平成28年07月25日 起案
公共下水道事業分担金賦課決定前の一括納付申出者に対する取扱いにつ
いて（伺い）

4平成28年07月26日 起案
公共下水道事業分担金過年度賦課決定分平成28年度納入通知書及び受益
者変更申告書の送付について(伺い)

5平成28年08月09日 起案
公共下水道事業分担金減免決定通知書の送付について（伺い）

6平成28年08月15日 起案
平成28年度８月賦課公共下水道事業分担金賦課決定後の一括納付申出者
に対する取り扱いについて（伺い）

7平成28年08月22日 起案
公共下水道事業分担金における受益者変更について（伺い）

8平成28年09月05日 起案
公共下水道事業分担金における受益者変更について（伺い）

9平成28年09月08日 起案
下水道事業分担金における口座振替不能者に対する納入通知書の送付につ
いて（伺い）

10平成28年12月27日 起案
平成28年度２月賦課予定に係る公共下水道事業受益者申告書（分担金）に
ついて（伺い）

11平成29年01月20日 起案
公共下水道事業分担金賦課決定前の一括納付申出者に対する取扱いにつ
いて（伺い）

12平成29年02月01日 起案
公共下水道事業分担金減免決定通知書の送付について（伺い）



索引目次

第１種C71平成28年度
土地契約書（北上川右岸第三排水区堤
外水路築造工事）

上下水道局/下水道整備課/建設第二
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07月05日 起案
土地賃貸借契約について（伺い）

2平成28年07月05日 起案
土地賃貸借契約について（伺い）

3平成28年07月05日 起案
土地賃貸借契約について（伺い）

4平成28年07月05日 起案
土地賃貸借契約について（伺い）

5平成28年07月05日 起案
土地賃貸借契約について（伺い）

6平成28年07月20日 起案
土地賃貸借契約の締結について（供覧）

7平成28年07月21日 起案
土地賃貸借契約の締結について（供覧）

8平成28年08月10日 起案
土地賃貸借契約の締結について（供覧）

9平成28年08月10日 起案
土地賃貸借契約の締結について（供覧）

10平成28年08月22日 起案
土地賃貸借契約の締結について（供覧）

11平成28年09月26日 起案
土地賃貸借契約について（伺い）

12平成28年09月30日 起案
土地賃貸借契約の締結について（供覧）


