
索引目次

第３種D02平成29年度
用品契約（賃貸借・ハイタク） 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29年03月10日 起案
平成29年度ハイタク共同乗車券使用契約の実施について（伺い）

2 平成29年04月01日 起案
平成29年度ハイタク共同乗車券使用契約の締結について（供覧）

3 平成29年04月01日 起案
平成29年度ハイタク共同乗車券使用契約の締結について（伺い）



索引目次

第３種D02平成29年度
用品契約（物品購入） 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09日 起案
災害用備蓄品の購入について（伺い）

2 平成29年06月27日 起案
災害用備蓄品の発注について（伺い）

3 平成29年09月22日 起案
非常用保存飲料水の購入について（伺い）

4 平成29年10月05日 起案
非常用保存飲料水の発注について（伺い）



索引目次

第３種D02平成29年度
用品契約（たな卸） 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05日 起案
平成28年度実地たな卸の結果報告について（伺い） 

2 平成30年03月31日 起案
平成29年度たな卸資産（消耗品）実地たな卸関係資料の送付について（伺
い） 



索引目次

第３種D02平成29年度
用品契約（賃貸借・電話交換機） 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
構内電話交換機賃貸借に係る賃借料の執行について（伺い）

2 平成29年04月04日 収受
電話交換設備保守点検報告書（４月分）の提出について（供覧）

3 平成29年05月08日 収受
電話交換設備保守点検報告書（５月分）の提出について（供覧）

4 平成29年06月01日 収受
電話交換設備保守点検報告書（６月分）の提出について（供覧）

5 平成29年07月04日 収受
電話交換設備保守点検報告書（７月分）の提出について（供覧）

6 平成29年08月01日 収受
電話交換設備保守点検報告書（８月分）の提出について（供覧）

7 平成29年09月06日 収受
電話交換設備保守点検報告書（９月分）の提出について（供覧）

8 平成29年10月02日 収受
電話交換設備保守点検報告書（10月分）の提出について（供覧）

9 平成29年11月06日 収受
電話交換設備保守点検報告書（11月分）の提出について（供覧）

10 平成29年12月13日 収受
電話交換設備保守点検報告書（12月分）の提出について（供覧）

11 平成30年01月09日 収受
電話交換設備保守点検報告書（１月分）の提出について（供覧）

12 平成30年02月08日 収受
電話交換設備保守点検報告書（２月分）の提出について（供覧）

13 平成30年03月15日 収受
電話交換設備保守点検報告書（３月分）の提出について（供覧）



索引目次

第３種D02平成29年度
用品契約（賃貸借・シュレッダー） 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02月21日 起案
シュレッダー賃貸借契約の実施について（伺い）



索引目次

第３種D02平成29年度
用品契約（自動販売機） 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10日 起案
平成29年度分庁舎敷地賃貸借料（自動販売機）に係る納付書の送付につい
て（伺い）

2 平成29年04月11日 収受
平成29年３月分の自動販売機売上報告について（供覧）

3 平成29年04月17日 起案
平成29年度上下水道局庁舎内清涼飲料水自動販売機設置に係る一般競争
入札の実施について（伺い）

4 平成29年05月01日 起案
平成29年度分庁舎敷地賃貸借料（４月分電気使用料）に係る納付書の送付に
ついて（伺い）

5 平成29年05月11日 収受
平成29年４月分の自動販売機売上報告について（供覧）

6 平成29年06月01日 起案
平成29年度分庁舎敷地賃貸借料（５月分電気使用料）に係る納付書の送付に
ついて（伺い）

7 平成29年06月01日 起案
一般競争入札に係る入札参加資格確認通知について（伺い）

8 平成29年06月12日 起案
平成29年度上下水道局庁舎内清涼飲料水自動販売機設置に係る契約締結
について（伺い）

9 平成29年06月12日 収受
平成29年５月分の自動販売機売上報告について（供覧）

10 平成29年06月15日 起案
盛岡市上下水道局庁舎敷地賃貸借（本庁舎２階廊下自動販売機設置）に係
る契約締結について（報告）

11 平成29年07月04日 起案
平成29年度分庁舎敷地賃貸借料（６月分電気使用料）に係る納付書の送付に
ついて（伺い）

12 平成29年07月11日 収受
平成29年６月分の自動販売機売上報告について（供覧）

13 平成29年08月01日 起案
平成29年度分庁舎敷地賃貸借料（７月分電気使用料）に係る納付書の送付に
ついて（伺い）

14 平成29年08月07日 収受
平成29年７月分の自動販売機売上報告について（供覧）

15 平成29年08月22日 起案
平成29年度上下水道局庁舎内清涼飲料水自動販売機設置その２に係る一般
競争入札の実施について（伺い）

16 平成29年09月01日 起案
平成29年度分庁舎敷地賃貸借料（８月分電気使用料）に係る納付書の送付に
ついて（伺い）

17 平成29年09月01日 起案
平成29年度分庁舎敷地賃貸借料（自動販売機）に係る納付書の送付につい
て（伺い）

18 平成29年09月11日 収受
平成29年８月分の自動販売機売上報告について（供覧）

19 平成29年09月21日 起案
一般競争入札に係る入札参加資格確認通知について（伺い）

20 平成29年09月26日 起案
平成29年度上下水道局庁舎内清涼飲料水自動販売機設置その２に係る契約
締結について（伺い）



索引目次

第３種D02平成29年度
用品契約（自動販売機） 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10月03日 起案
平成29年度分庁舎敷地賃貸借料（９月分電気使用料）に係る納付書の送付に
ついて（伺い）

22 平成29年10月10日 起案
盛岡市上下水道局庁舎敷地賃貸借（愛宕町本庁舎１階お客さまセンター左側
自動販売機設置）に係る契約締結について（報告）

23 平成29年10月12日 起案
平成29年度分庁舎敷地賃貸借料（自動販売機）に係る納付書の送付につい
て（伺い）

24 平成29年10月13日 収受
平成29年９月分の自動販売機売上報告について（供覧）

25 平成29年11月01日 起案
平成29年度分庁舎敷地賃貸借料（10月分電気使用料）に係る納付書の送付
について（伺い）

26 平成29年11月14日 収受
平成29年10月分の自動販売機売上報告について（供覧）

27 平成29年12月01日 起案
平成29年度分庁舎敷地賃貸借料（11月分電気使用料）に係る納付書の送付
について（伺い）

28 平成29年12月20日 収受
平成29年11月分の自動販売機売上報告について（供覧）

29 平成29年12月25日 起案
申し出に基づく契約の解除について（伺い）

30 平成30年01月04日 起案
平成29年度分庁舎敷地賃貸借料（12月分電気使用料）に係る納付書の送付
について（伺い）

31 平成30年01月05日 起案
平成30年度新庄浄水場内清涼飲料水自動販売機設置に係る一般競争入札
の実施について（伺い）

32 平成30年01月11日 収受
平成29年12月分の自動販売機売上報告について（供覧）

33 平成30年01月22日 起案
平成30年度新庄浄水場内清涼飲料水自動販売機設置に係る一般競争入札
の不調について（報告）

34 平成30年01月30日 起案
平成30年度新庄浄水場清涼飲料水自動販売機設置その２に係る一般競争入
札の実施について（伺い）

35 平成30年02月01日 起案
平成29年度分庁舎敷地賃貸借料（１月分電気使用料）に係る納付書の送付に
ついて（伺い）

36 平成30年02月13日 収受
平成30年１月分の自動販売機売上報告について（供覧）

37 平成30年02月16日 起案
一般競争入札に係る入札参加資格確認通知について（伺い）

38 平成30年02月22日 起案
平成30年度新庄浄水場内清涼飲料水自動販売機設置その２に係る一般競争
入札の不落について（報告）

39 平成30年02月28日 起案
平成30年度新庄浄水場清涼飲料水自動販売機設置その３に係る一般競争入
札の実施について（伺い）

40 平成30年03月01日 起案
平成29年度分庁舎敷地賃貸借料（２月分電気使用料）に係る納付書の送付に
ついて（伺い）



索引目次

第３種D02平成29年度
用品契約（自動販売機） 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30年03月09日 収受
平成30年２月分の自動販売機売上報告について（供覧）

42 平成30年03月13日 起案
平成30年度新庄浄水場内清涼飲料水自動販売機設置その３に係る一般競争
入札の不調について（報告）

43 平成30年03月31日 起案
平成29年度分庁舎敷地賃貸借料（３月分電気使用料）に係る納付書の送付に
ついて（伺い）



索引目次

第３種D02平成29年度
用品契約 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13日 起案
ロッカーの購入について（伺い）

2 平成29年06月22日 起案
ロッカーの購入に係る契約締結について（伺い）



索引目次

第３種D71平成29年度
車両関係 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04月03日 起案
平成29年度上下水道局公用車の車両管理について（伺い）

2 平成29年04月14日 起案
運転記録証明書交付申請について（伺い）

3 平成29年04月14日 起案
住民票の写し等交付請求について（伺い）

4 平成29年04月14日 起案
安全運転管理者選任の届出に係る運転免許証の取得状況について（照会）

5 平成29年04月25日 起案
安全運転管理者に関する届出書の提出について（伺い）

6 平成29年05月15日 起案
安全運転管理者証の受領について（報告）

7 平成29年06月05日 起案
公用車（盛岡480あ271）の車検について（伺い）

8 平成29年07月13日 起案
平成29年度岩手県安全運転管理者部会連合会の会費について（伺い）

9 平成29年07月19日 起案
公用車稼働状況調査結果に係るヒアリングの実施について（依頼）

10 平成29年07月31日 起案
公用車稼働状況調査結果に係るヒアリングの実施結果について（報告）

11 平成29年09月20日 起案
平成30年度事務事業見直し実施案の提出について（伺い）

12 平成29年10月18日 起案
公用車へのＥＴＣシステム導入にかかる照会について（伺い）

13 平成29年11月06日 起案
緊急通行車両等事前届出書の提出及び返還について（伺い）

14 平成29年11月06日 起案
緊急自動車指定証返納届の提出について（伺い）

15 平成29年11月13日 起案
緊急通行車両等事前届出済証の各課配布について（伺い）

16 平成29年12月05日 起案
緊急通行車両等事前届出書の提出及び返還について（伺い）

17 平成29年12月08日 起案
公用車（盛岡500さ818）の車検について（伺い）

18 平成29年12月14日 起案
公用車の適正な運行管理の徹底について（伺い）

19 平成29年12月18日 起案
緊急通行車両等事前届出済証の各課配布について（伺い）

20 平成29年12月27日 起案
車両更新基準の制定について（伺い）



索引目次

第３種D71平成29年度
車両関係 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

21 平成30年03月15日 起案
ＥＴＣコーポレートカードの申し込みについて（伺い）

22 平成30年03月19日 起案
車両版アセット計画による車両の所管換えについて（伺い）

23 平成30年03月20日 起案
ＥＴＣコーポレートカードの申し込みについて（伺い）



索引目次

第３種D82平成29年度
被服貸与 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13日 起案
物品の買入れ等に係る発注計画（４月～６月）の提出について（伺い）

2 平成29年04月14日 起案
平成29年度被服貸与の実施について（伺い）

3 平成29年04月27日 収受
契約関係書類の送付（雨衣，ゴム長靴，安全靴及びズック）について（供覧）

4 平成29年04月27日 収受
契約関係書類の送付（作業服上下）について（供覧）

5 平成29年05月02日 収受
契約関係書類の送付（夏作業服上下・作業帽及び白衣）について（供覧）

6 平成29年05月08日 起案
平成29年度被服貸与の実施（その２）について（伺い）

7 平成29年05月17日 起案
貸与被服の購入に係る受領検査について（伺い）

8 平成29年05月26日 収受
契約関係書類の送付（作業服上下・その２）について（供覧）

9 平成29年05月31日 起案
貸与被服の購入に係る受領検査について（伺い）

10 平成29年06月07日 起案
平成29年度貸与被服のサイズ確認について（伺い）

11 平成29年06月14日 起案
貸与被服の購入に係る受領検査について（伺い）

12 平成29年06月15日 起案
平成29年度被服貸与の実施について（伺い）

13 平成29年06月19日 起案
平成29年度貸与被服（安全靴）の購入に係る仕様書の変更について（伺い）

14 平成29年06月28日 起案
平成29年度貸与被服（安全靴）の契約締結について（伺い）

15 平成29年07月21日 起案
平成29年度被服貸与（防寒衣上下）の実施について（伺い）

16 平成29年08月08日 起案
平成29年度被服貸与（防寒衣上下）の内容変更について（伺い）

17 平成29年08月09日 起案
平成29年度被服貸与（ゴム長靴）の実施について（伺い）

18 平成29年08月28日 起案
被服の再貸与の実施について（伺い）

19 平成29年08月31日 起案
平成29年度貸与被服（ゴム長靴）の契約締結について（伺い）

20 平成29年09月08日 収受
契約関係書類(防寒衣上下)の送付について



索引目次

第３種D82平成29年度
被服貸与 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10月11日 起案
被服の再貸与の実施について（伺い）

22 平成29年10月16日 起案
被服の再貸与の実施について（伺い）

23 平成29年10月17日 起案
貸与被服の購入に係る受領検査について（伺い）

24 平成29年10月30日 起案
被服の再貸与の実施について（伺い）

25 平成30年01月05日 起案
被服の再貸与の実施について（伺い）

26 平成30年02月16日 起案
共用被服の追加購入について（伺い）

27 平成30年03月20日 起案
平成30年度貸与被服のサイズ確認について（伺い）


