
索引目次

第３種A03平成29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29年04月10日 起案
盛岡工業団地協同組合通常総会への出席について（伺い）

2 平成29年04月12日 起案
盛岡市建設業協同組合第40回通常総会後の懇親会への出席について（伺
い）

3 平成29年04月28日 起案
創立70周年記念講演会及び祝賀会への出席について（伺い）

4 平成29年05月08日 起案
第47回通常総会及び懇親会への出席について（伺い）

5 平成29年05月16日 起案
盛岡市上下水道工事業協同組合第47回通常総会に係る上下水道事業管理
者あいさつ文について（伺い）

6 平成29年07月06日 起案
第48回東北地方水道職員親善野球大会開会式及び懇親会への出席につい
て（伺い）

7 平成29年07月26日 起案
香典の支出について（伺い）

8 平成29年12月01日 起案
盛岡市建設業協同組合平成30年新年交賀会の開催について（伺い）

9 平成29年12月13日 起案
平成30年新年交賀会の開催について（伺い）

10 平成30年01月29日 起案
株式会社藤村商会創業60周年記念式典及び祝賀会への出席について（伺
い）

11 平成30年02月02日 収受
株式会社藤村商会創業60周年記念式典及び祝賀会への出席取消しについ
て（供覧）

12 平成30年03月22日 起案
上下水道事業管理者就退任に伴う挨拶状送付先の確認について（伺い）



索引目次

第３種A07平成29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29年04月11日 起案
第152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29年04月19日 起案
第152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）

3 平成29年04月19日 収受
第88回総会議事録及び平成28年度全国会議議事録の送付について（供覧）

4 平成29年05月08日 起案
第152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）

5 平成29年05月09日 起案
日本水道協会第90回総会の出席について（伺い）

6 平成29年05月10日 起案
平成29年度第１回運営会議への出席について（伺い）

7 平成29年05月10日 起案
第152回水道事業管理者協議会への出席について（伺い）

8 平成29年05月10日 収受
地震準備状況個別事業体カルテの送付について（供覧）

9 平成29年05月10日 収受
地震等緊急時対応特別調査委員会「応援体制検討小委員会報告書」の送付
について（供覧）

10 平成29年05月18日 起案
第152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）

11 平成29年05月30日 起案
第90回総会における陳情活動の実施等に関する調査への回答について（伺
い）

12 平成29年06月01日 起案
平野上下水道事業管理者の日本水道協会「水道事業管理者協議会」副座長
への就任及び関連資料について（供覧）　　

13 平成29年06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）

14 平成29年06月20日 起案
第167回水道技術管理者協議会の出席について（伺い）

15 平成29年06月20日 起案
日本水道協会第90回総会における陳情活動の実施について（伺い）

16 平成29年06月23日 収受
日本水道協会第90回総会提出議案等の事前送付について（供覧）

17 平成29年06月29日 起案
第169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29年07月06日 収受
第152回水道事業管理者協議会議事録について（供覧）

19 平成29年07月21日 起案
平成29年度第２回運営会議への出席について（伺い）

20 平成29年07月21日 起案
「水道整備促進全国決起集会」の出席について（伺い）
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第３種A07平成29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29年08月07日 起案
第169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29年08月07日 起案
平成29年度正会員台帳の提出について（伺い）

23 平成29年08月25日 起案
日本水道協会平成29年度全国会議（第91回総会・水道研究発表会）の出席
について（伺い）

24 平成29年08月28日 起案
日本水道協会平成29年度全国会議(第91回総会･水道研究発表会)への職員
派遣について（伺い）

25 平成29年09月11日 起案
「日本水道協会　全国地震等緊急時訓練」への参加について（伺い）

26 平成29年09月21日 起案
日本水道協会平成29年度全国会議（第91回総会・水道研究発表会）の変更
届について（伺い）

27 平成29年09月26日 起案
日本水道協会「第168回水道技術管理者協議会」への出席について（伺い）

28 平成29年10月12日 起案
第153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）

29 平成29年10月16日 起案
平成29年度第３回運営会議への出席について（伺い）

30 平成29年10月16日 収受
日本水道協会第91回総会提出議案等の事前送付について（供覧）

31 平成29年10月18日 起案
第153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）

32 平成29年11月10日 起案
第153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）

33 平成29年11月10日 起案
日本水道協会全国地震等緊急時訓練【平成30年度応援訓練】への職員等の
派遣について（伺い）

34 平成29年11月13日 起案
第153回水道事業管理者協議会への出席について（伺い）

35 平成29年11月17日 起案
第153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）

36 平成29年11月20日 起案
第169回水道技術管理者協議会の設定議題に関する回答の各課への照会に
ついて（伺い）

37 平成29年11月20日 収受
「水道料金表（平成29年４月１日現在）」の送付について

38 平成29年11月28日 起案
日本水道協会「第31回広報専門委員会」への出席について（伺い）

39 平成29年12月12日 起案
第169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）

40 平成29年12月25日 起案
第169回水道技術管理者協議会議題集の取りまとめについて（伺い）
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第３種A07平成29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29年12月25日 収受
平成29年日本水道協会会員名簿の送付について（供覧）

42 平成29年12月25日 収受
日本水道協会平成29年度全国会議高松市開催記録の送付について（供覧）

43 平成29年12月26日 起案
第169回水道技術管理者協議会の出席について（伺い）

44 平成30年01月15日 起案
第169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）

45 平成30年01月17日 収受
「水道事業の加入金調査表」の送付について

46 平成30年01月24日 収受
第169回技管協議題集（CD-ROM）販売価格のお知らせについて（供覧）

47 平成30年03月19日 収受
日本水道協会第91回総会会員提出問題処理状況について（送付）

48 平成30年03月29日 収受
人事異動について（平成30年３月31日・平成30年４月１日付）
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第３種A07平成29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29年04月21日 起案
日本水道協会東北地方支部第57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）

2 平成29年05月01日 起案
日水協東北地方支部「第57回労務担当者会議」の情報交換資料の提出につ
いて（伺い）

3 平成29年05月02日 起案
第57回労務担当者会議への出席について（伺い）

4 平成29年05月10日 起案
平成29年度日本水道協会東北地方支部正会員台帳の提出について（伺い）

5 平成29年05月16日 起案
日本水道協会東北地方支部「第86回総会」の出席について(伺い)

6 平成29年05月16日 起案
日本水道協会東北地方支部「第12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）

7 平成29年05月18日 起案
平成29年度日水協東北地方支部合同訓練の実施内容の確認等について（伺
い）

8 平成29年05月24日 起案
日本水道協会東北地方支部第204回幹事会の出席について（伺い）

9 平成29年05月29日 収受
平成29年度日本水道協会東北地方支部合同訓練実施計画書の送付につい
て

10 平成29年06月07日 起案
【日水協東北】第48回水道技術管理者協議会の出席について（伺い）

11 平成29年06月08日 起案
【日水協東北】第48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）

12 平成29年06月12日 収受
東北地方支部主要都市水道技術管理者名簿（平成29年度版）の送付につい
て（供覧）

13 平成29年06月13日 起案
【日水協東北】第１回給水装置研究委員会の開催に伴う当局職員の出席につ
いて（伺い）

14 平成29年06月14日 起案
【日水協東北】第１回浄水研究委員会の開催に伴う当局職員の出席について
（伺い）

15 平成29年06月14日 起案
【日水協東北】第１回給・配水研究委員会の開催に伴う当局職員の出席につ
いて（伺い）

16 平成29年06月14日 起案
【日水協東北】第48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）

17 平成29年06月19日 起案
【日水協東北】平成29年度合同訓練（北東北地区）の実施に伴う当局職員の
出席について（伺い）

18 平成29年07月03日 復命
日本水道協会東北地方支部第　回幹事会・第86回総会

19 平成29年07月19日 起案
日本水道協会東北地方支部「第20回水道技術事例発表会」の出席について
(伺い)

20 平成29年08月04日 起案
【日水協東北】平成29年度事務講習会におけるテーマ発表者の推薦について
（伺い）
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第３種A07平成29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29年08月14日 起案
【日水協東北】第39回経営研究会における情報交換議題の事前調査につい
て（伺い）

22 平成29年08月18日 起案
【日水協東北】第39回経営研究会における情報交換議題の事前調査への回
答について（伺い）

23 平成29年08月23日 起案
【日水協東北】平成29年度技術講習会におけるテーマ発表者の推薦について
（伺い）

24 平成29年09月21日 起案
【日水協東北】第39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）

25 平成29年09月21日 起案
【日水協東北】第２回給・配水研究委員会の開催に伴う当局職員の出席につ
いて（伺い）

26 平成29年09月21日 起案
【日水協東北】第２回浄水研究委員会の開催に伴う当局職員の出席について
（伺い）

27 平成29年09月26日 起案
【日水協東北】第２回給水装置研究委員会の開催に伴う当局職員の出席につ
いて（伺い）

28 平成29年10月11日 起案
【日水協東北】第39回経営研究会に係る情報交換資料の提出について（伺
い）

29 平成29年10月23日 起案
【日水協東北】配管実技講習会運営委員会の開催に伴う当局職員の出席に
ついて（伺い）

30 平成29年11月17日 起案
【日水協東北】第３回浄水研究委員会の開催に伴う当局職員の出席について
（伺い）

31 平成29年11月20日 起案
【日水協東北】平成30年度の各種会議・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）

32 平成29年11月21日 起案
【日水協東北】第３回給・配水研究委員会の開催に伴う当局職員の出席につ
いて（伺い）

33 平成29年11月21日 起案
【日水協東北】第３回給水装置研究委員会の開催に伴う当局職員の出席につ
いて（伺い）

34 平成29年11月24日 起案
【日水協東北】平成30年度合同訓練への参加について（伺い）

35 平成29年12月06日 起案
【日水協東北】第205回幹事会の出席について（伺い）

36 平成29年12月07日 起案
【日水協東北】平成30年度の各種会議・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）

37 平成29年12月27日 収受
平成29年度東北地方支部における会議・講習会等の資料の送付について
（供覧）

38 平成30年03月20日 起案
【日水協東北】第206回幹事会及び功績者審査委員会等の出席について（伺
い）



索引目次
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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29年04月03日 起案
日本水道協会岩手県支部会員名簿の確認について（供覧）

2 平成29年04月03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）

3 平成29年04月03日 起案
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｣について（伺
い）

4 平成29年04月05日 起案
職員の派遣について（伺い）

5 平成29年04月11日 起案
「平成29年度　水道事業実務必携」及び「平成27年度　全国簡易水道統計」
の購入申込みについて（伺い）

6 平成29年04月14日 起案
職員の派遣について（伺い） 

7 平成29年04月17日 起案
平成29年度全国簡易水道協議会「東北･北海道ブロック会議」への平野管理
者の出席について（伺い） 

8 平成29年04月17日 起案
平成30年度水道施設整備費等国庫補助事業に係る歩掛表検討に関する要
望事項の照会について（伺い）

9 平成29年04月20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）

10 平成29年04月27日 起案
平成30年度水道施設整備費等国庫補助事業に係る歩掛表検討に関する要
望事項について（報告）

11 平成29年04月28日 起案
日本水道協会岩手県支部第147回役員会・第63回総会への出席について（伺
い） 

12 平成29年05月02日 起案
職員の派遣について（伺い）

13 平成29年05月08日 起案
「水道事業実務必携」（平成28年度改訂版）の購入申し込みについて（伺い）

14 平成29年05月08日 収受
水道技術管理者協議会平成29・30年度メンバー都市の変更について（供覧）

15 平成29年05月09日 起案
平成29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）

16 平成29年06月02日 収受
日本水道協会岩手県支部役員の選任及び岩手県支部運営への協力につい
て（依頼）

17 平成29年06月02日 収受
平成29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」の講
師派遣について（御礼）

18 平成29年06月22日 起案
日本水道協会岩手県支部正会員調査表並びに水道料金表の提出について
（伺い）

19 平成29年06月26日 起案
職員の派遣について（伺い）

20 平成29年07月14日 起案
【簡水協】職員の派遣について（伺い）
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21 平成29年07月20日 収受
「暴追いわて」（平成29年７月号　№72）の送付について（供覧）

22 平成29年07月31日 収受
全国管工事業協同組合連合会全国大会終了について（供覧）

23 平成29年09月12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９号及び会員別資
料（平成29年度版）の送付について（伺い）

24 平成29年09月14日 起案
職員の派遣について（伺い）

25 平成29年10月12日 起案
【簡水協】職員の派遣について（伺い）

26 平成29年10月17日 起案
平成29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）

27 平成29年10月17日 起案
平成29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
る情報交換事項について（伺い）

28 平成29年10月30日 起案
平成29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
る情報交換事項の回答について（伺い）

29 平成29年12月20日 起案
【簡水協】職員の派遣について（伺い）

30 平成30年01月05日 起案
日本水道協会岩手県支部第148回役員会への出席について（伺い）

31 平成30年01月09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） 

32 平成30年01月18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）

33 平成30年01月18日 起案
職員の派遣について（伺い）

34 平成30年01月19日 収受
「暴追いわて」（平成30年1月号　№73）の送付について（供覧）

35 平成30年03月20日 起案
日本水道協会岩手県支部第149回役員会への出席について（伺い）



索引目次

第３種A07平成29年度
地域環境資源センター関係 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29年05月15日 起案
（一社）地域環境資源センター平成29年度定時総会に係る出欠回答について
（伺い）

2 平成29年06月26日 収受
（一社）地域環境資源センター平成29年度定時総会資料並びに平成29年度
会費請求書の送付について（供覧）



索引目次

第１種A20平成29年度
事務引継 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30年03月27日 起案
上下水道事業管理者事務引継式の開催について（伺い）



索引目次

第２種A20平成29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29年06月28日 起案
盛岡市上下水道局組織力強化に向けた人材育成のあり方等検討会議要綱の
制定について（伺い）

2 平成29年06月28日 起案
盛岡市上下水道局組織力強化に向けた人材育成のあり方等検討会議メン
バーの推薦について（伺い）

3 平成29年07月10日 起案
盛岡市上下水道局組織力強化に向けた人材育成のあり方等検討会議メン
バーの推薦について（伺い）

4 平成29年07月11日 起案
盛岡市上下水道局組織力強化に向けた人材育成のあり方等検討会議の組織
の設置について（伺い）

5 平成29年07月13日 起案
第１回 盛岡市上下水道局組織力強化に向けた人材育成のあり方等検討会議
の開催について（伺い）

6 平成29年07月25日 起案
第１回盛岡市上下水道局組織力強化に向けた人材育成のあり方等検討会議
の資料について（伺い）

7 平成29年07月27日 起案
上下水道局キャリアプランの確立に関する照会について（伺い）

8 平成29年07月27日 起案
第１回盛岡市上下水道局組織力強化に向けた人材育成のあり方等検討会議
の結果について（報告）

9 平成29年08月01日 起案
第２回 盛岡市上下水道局組織力強化に向けた人材育成のあり方等検討会議
の開催について（伺い）

10 平成29年08月07日 起案
第２回盛岡市上下水道局組織力強化に向けた人材育成のあり方等検討会議
の資料について（伺い）

11 平成29年08月08日 起案
第２回盛岡市上下水道局組織力強化に向けた人材育成のあり方等検討会議
の結果について（報告）

12 平成29年08月15日 起案
第３回 盛岡市上下水道局組織力強化に向けた人材育成のあり方等検討会議
の開催について（伺い）

13 平成29年08月24日 起案
第３回盛岡市上下水道局組織力強化に向けた人材育成のあり方等検討会議
の資料について（伺い）

14 平成29年09月01日 起案
第３回盛岡市上下水道局組織力強化に向けた人材育成のあり方等検討会議
の結果について（報告）

15 平成29年10月23日 起案
第４回 盛岡市上下水道局組織力強化に向けた人材育成のあり方等検討会議
の開催について（伺い）

16 平成29年10月23日 起案
第４回盛岡市上下水道局組織力強化に向けた人材育成のあり方等検討会議
の資料について（伺い）

17 平成29年10月30日 起案
平成30年度職員定数調書について（伺い）

18 平成29年11月02日 起案
第４回盛岡市上下水道局組織力強化に向けた人材育成のあり方等検討会議
の結果について（報告）

19 平成29年11月14日 起案
平成30年度職員定数調書の提出について（伺い）

20 平成29年11月27日 起案
盛岡市上下水道局組織力強化に向けた人材育成のあり方等プログラムの完
成及び経営会議への報告について（伺い）



索引目次

第２種A20平成29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

21 平成29年12月06日 起案
盛岡市上下水道局組織力強化に向けた人材育成のあり方等プログラムに係る
意見照会について（伺い）

22 平成30年01月04日 起案
盛岡市上下水道局組織力強化に向けた人材育成のあり方等プログラムの策
定及び経営会議への報告について（伺い）

23 平成30年01月12日 起案
平成30年度職員定数見直し実施案への意見について（伺い）



索引目次

第２種A20平成29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29年06月21日 起案
事務事業見直し検討委員会における前年度審議結果等の措置状況について
（伺い）

2 平成29年07月10日 起案
平成30年度組織機構の見直しの実施について（伺い）

3 平成29年07月10日 起案
盛岡市上下水道局事務事業見直し検討委員会の副委員長の指定について
（伺い）

4 平成29年07月10日 起案
平成29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）

5 平成29年07月26日 起案
平成30年度組織機構の見直し実施案の提出について（伺い）

6 平成29年08月01日 起案
平成29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結果に
ついて（報告）

7 平成29年08月10日 起案
平成30年度 組織機構見直しヒアリング結果について（報告）

8 平成29年08月25日 起案
平成30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）

9 平成29年09月25日 起案
平成29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）

10 平成29年10月12日 起案
平成29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結果に
ついて（報告）

11 平成29年10月30日 起案
業務改革改善事例の募集等について（伺い）

12 平成29年11月27日 起案
業務改革改善事例の応募について（伺い）

13 平成29年12月22日 起案
業務改革改善事例発表会に係る出席者の取りまとめについて（伺い）

14 平成30年01月15日 起案
業務改革改善事例発表会の出席者報告について（伺い）



索引目次

第１種A23平成29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29年06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）

2 平成29年11月30日 起案
盛岡市上下水道局車両管理規程に係る様式の一部改正について（伺い）

3 平成29年12月25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29年12月27日 起案
非常勤職員の育児休業制度の改正の概要について（伺い）

5 平成30年03月14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）

6 平成30年03月15日 起案
盛岡市上下水道局業務用無線局管理規程の廃止について（伺い）

7 平成30年03月15日 起案
盛岡市上下水道局車両管理規程の一部改正について（伺い）

8 平成30年03月16日 起案
盛岡市上下水道局車両管理規程に係る様式の一部改正等について（伺い）

9 平成30年03月19日 起案
盛岡市上下水道局文書規程の一部改正について（伺い）

10 平成30年03月26日 起案
盛岡市上下水道局車両におけるドライブレコーダーの管理運用に関する要綱
の制定について（伺い）

11 平成30年03月26日 起案
盛岡市上下水道局ＥＴＣカードの管理及び使用に関する要綱の制定について
（伺い）

12 平成30年03月28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改正について
（伺い）

13 平成30年03月29日 起案
盛岡市上下水道局ＥＴＣカードの管理及び使用に関する要綱に係る様式の制
定について（伺い）

14 平成30年03月29日 起案
水道技術管理者の担当する事務に係る専決等についての一部改正について
（伺い）

15 平成30年03月30日 起案
「臨時的任用職員の取扱いについて」の一部改正について（伺い）

16 平成30年03月30日 起案
盛岡市上下水道局の非常勤職員の身分の取扱いに関する要領の一部改正
について（伺い）

17 平成30年03月31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）

18 平成30年03月31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）



索引目次

第３種A25平成29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29年04月14日 起案
小施策評価に係る小施策構成事業等の確認について（伺い）



索引目次

第２種A27平成29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29年04月01日 起案
平成23年度整備クライアント賃貸借契約その３に係る契約締結について（伺
い）

2 平成29年04月01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について（伺い）

3 平成29年04月01日 起案
平成26年度整備下水道事業会計クライアント賃貸借に係る変更契約について
（伺い）

4 平成29年04月01日 起案
平成23年度整備クライアント賃貸借契約その３に係る契約締結について（報
告）

5 平成29年04月01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）

6 平成29年04月01日 起案
平成26年度整備下水道事業会計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）

7 平成29年04月01日 起案
Windows10環境構築に係る負担金に関する覚書について（伺い）

8 平成29年04月01日 起案
認証機器等の更新に係る負担金に関する覚書について（伺い）

9 平成29年04月01日 起案
岩手県情報セキュリティクラウド接続に係る負担金に関する覚書について（伺
い）

10 平成29年04月01日 起案
自治体情報ネットワーク強靭化に係る負担金に関する覚書について（伺い）

11 平成29年04月01日 起案
Windows10環境構築に係る負担金に関する覚書の締結について（供覧）

12 平成29年04月01日 起案
認証機器等の更新に係る負担金に関する覚書の締結について（供覧）

13 平成29年04月01日 起案
岩手県情報セキュリティクラウド接続に係る負担金に関する覚書の締結につい
て（供覧）

14 平成29年04月01日 起案
自治体情報ネットワーク強靭化に係る負担金に関する覚書の締結について
（供覧）

15 平成29年04月18日 起案
平成29年度上下水道局ヘルプデスクの報告について（伺い）

16 平成29年05月09日 起案
ヘルプデスク担当者の推薦について（伺い）

17 平成29年05月17日 起案
情報システムへの外部機器使用接続申請（新規）について（伺い）

18 平成29年05月17日 起案
平成29年度ヘルプデスク研修の通知について（伺い）

19 平成29年05月18日 起案
平成29年度ヘルプデスク研修の出席について（伺い）

20 平成29年05月19日 起案
平成29年度ヘルプデスク研修について（報告）



索引目次

第２種A27平成29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29年06月06日 起案
ウェブサイト接続申請について（報告）

22 平成29年06月07日 起案
ウェブサイト接続申請について（報告）

23 平成29年06月21日 起案
ウェブサイト接続申請について（伺い）

24 平成29年07月03日 起案
Microsoft Office Standard 2016の購入について（伺い）

25 平成29年07月21日 起案
ソフトウェアライセンスの購入に係る一般競争入札の実施について（伺い）

26 平成29年07月21日 起案
各課導入端末及び業務系システム等において使用するWindows７のサポート
終了に係る予算措置等について（伺い）

27 平成29年08月10日 起案
ソフトウェアライセンスの購入に係る契約締結について（伺い）

28 平成29年08月17日 起案
ソフトウェアライセンスの購入に係る契約締結について（報告）

29 平成29年09月08日 起案
各課導入業務系システム等の調査について（伺い）

30 平成29年09月12日 起案
Microsoft Office Standard 2016のインストールについて（伺い）

31 平成29年10月06日 起案
平成23年度整備クライアント賃貸借契約その４の実施について（伺い）

32 平成29年10月17日 起案
平成23年度整備クライアント賃貸借契約その４に係る契約締結について（伺
い）

33 平成29年10月18日 起案
平成23年度整備クライアント賃貸借契約その４に係る契約締結について（報
告）

34 平成29年10月23日 起案
コンピュータ端末の入替作業の実施について（伺い）

35 平成30年02月21日 起案
年度切替時のLAN配線作業について（伺い）

36 平成30年03月19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）

37 平成30年03月23日 起案
人事異動に伴う財務会計・文書管理システム及び非常勤・臨時職員ユーザー
報告について（伺い）

38 平成30年03月27日 起案
人事異動に伴う端末等及び財務会計・文書管理システムユーザー報告につ
いて（伺い）



索引目次

第３種A30平成29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29年06月01日 起案
文書書目の新設の承認について（伺い）

2 平成30年03月05日 起案
文書書目の新設の承認について（伺い）

3 平成30年03月27日 起案
回議用紙の様式変更について（伺い）



索引目次

第２種A33平成29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29年12月15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30年01月31日 起案
文書保存年限の延長承認について（伺い）

3 平成30年02月05日 起案
保存期間が経過した文書の廃棄について（伺い）



索引目次

第１種A80平成29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29年04月11日 起案
平成29年度定期監査資料（総務課分）の提出について（伺い）

2 平成29年04月20日 起案
平成29年度定期監査資料の提出について（伺い）

3 平成29年04月20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）

4 平成29年05月01日 起案
平成29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29年05月08日 起案
平成29年度定期監査に係る資料説明聴取等の出席者報告について（伺い）

6 平成29年06月07日 起案
平成29年度定期監査に係る指導内容の提出について（伺い）

7 平成29年06月23日 起案
平成29年度定期監査に係る指導内容について（供覧）

8 平成29年07月12日 起案
平成29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）

9 平成29年08月29日 起案
平成29年度定期監査に係る措置状況通知書（その２）の提出について（伺い）

10 平成29年09月27日 起案
平成29年度定期監査に係る措置状況通知書（その１）の提出について（伺い）

11 平成29年10月02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29年10月03日 起案
「包括外部監査の通信簿」の掲載内容について（供覧）

13 平成29年10月19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）

14 平成29年10月23日 起案
平成28年度包括外部監査結果等に対する措置状況（環境部回答分）につい
て（供覧）

15 平成29年11月16日 起案
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について（伺い）

16 平成29年11月20日 起案
平成28年度包括外部監査結果等に対する措置状況（環境部措置分）につい
て（伺い）

17 平成30年03月08日 起案
平成30年度盛岡市監査等の年間計画について（供覧）

18 平成30年03月20日 起案
定期監査の実施について（伺い）


