
索引目次

第３種K10平成29年度
契約諸務（契約事務分担金） 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31日 収受
平成28年度契約及び検査事務の分担金に係る精算について（供覧）

2 平成30年03月31日 起案
契約事務及び検査事務の分担金の支出について（伺い）



索引目次

第３種K10平成29年度
財務諸務 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05月02日 起案
陸前高田市へ派遣した職員の給与等の請求について（伺い）　／災害補償基
金負担金追加請求分

2 平成29年05月29日 起案
日本水道協会岩手県支部「第63回総会」の講演の講師派遣に係る旅費の請
求について（伺い）

3 平成29年06月20日 起案
第46回下水道事務職員養成講習会への講師派遣に係る旅費の請求につい
て（伺い）

4 平成29年07月25日 起案
第52回下水道事務職員養成講習会への講師派遣に係る旅費の請求につい
て（伺い）

5 平成29年08月01日 起案
平成29年度ダクタイル鉄管協会セミナーへの講師派遣に係る旅費の請求に
ついて（伺い）

6 平成29年10月02日 起案
平成29年度給水装置工事主任技術者試験準備講習会講師派遣に係る旅費
の請求について（伺い）

7 平成29年12月12日 起案
JFM地方自治体財政セミナーへの講師派遣に係る旅費の請求について（伺
い）

8 平成29年12月18日 起案
日本下水道事業団研修（平成29年度経営コース　受益者負担金）に係る旅費
の請求について（伺い）

9 平成30年02月02日 起案
平成29年度仙台市水道局特別研修「管理職研修」への講師派遣に係る旅費
の請求について（伺い）

10 平成30年03月31日 起案
委任事務に係る職員給与等経費の請求について（伺い）

11 平成30年03月31日 起案
岩泉町へ派遣した職員の給与等の請求について（伺い）

12 平成30年03月31日 起案
大船渡市へ派遣した職員の給与等の請求について（伺い）

13 平成30年03月31日 起案
委任事務に係る職員給与等経費の支払いについて（伺い）



索引目次

第３種K15平成29年度
固定資産処分報告書 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11月15日 起案
除却資産処分報告書の提出について（伺い）

2 平成29年12月01日 起案
局所有の公用車の所属換えについて（伺い）

3 平成30年01月30日 起案
固定資産に係る除却予定資産について（報告）

4 平成30年02月06日 起案
固定資産に係る除却処分報告書の提出について（伺い）

5 平成30年03月30日 起案
資産の除却について（伺い）



索引目次

第３種K15平成29年度
災害共済関係（市有物件災害共済） 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
水道事業に係る建物総合損害共済の継続加入について（伺い）

2 平成29年03月10日 起案
前田浄水場に係る建物総合損害共済の継続加入について（伺い）

3 平成29年03月10日 起案
下水道事業に係る建物総合損害共済の継続加入について（伺い）

4 平成29年03月10日 起案
巻堀地区農業集落排水施設に係る建物総合損害共済の加入について（伺
い）

5 平成29年03月10日 起案
農業集落排水施設に係る建物総合損害共済の継続加入について（伺い）

6 平成29年05月10日 起案
共済委託団体基本情報及び部署情報の更新について（伺い）

7 平成29年05月18日 起案
平成29年度自動車損害共済継続委託申込みについて（伺い）

8 平成29年05月18日 起案
平成29年度自動車損害共済継続委託申込みについて（伺い）

9 平成29年05月18日 起案
平成29年度自動車損害共済継続委託申込みについて（伺い）

10 平成29年06月14日 起案
建物総合・自動車損害共済事務研修会への出席について（伺い）

11 平成29年06月22日 起案
自動車損害共済新規申込み及び解約申込みについて（伺い）

12 平成29年07月04日 起案
平成29年度岩手県建物総合・自動車損害共済事務研修会の資料について
（供覧）

13 平成29年08月10日 収受
共済基幹システム操作マニュアルの送付について（供覧）

14 平成29年08月25日 収受
平成28年度「会務報告」及び「業績統計」について（供覧）

15 平成29年09月14日 起案
平成29年度東北地区協議会総会への出席について（伺い）

16 平成29年09月19日 起案
自動車損害共済新規申込み及び解約申込みについて（伺い）

17 平成29年10月24日 起案
自動車損害共済新規申込み及び解約申込みについて（伺い）

18 平成29年10月25日 起案
自動車損害共済新規申込みについて（伺い）

19 平成29年11月21日 起案
自動車損害共済災害共済金の請求に伴う必要書類について（伺い）

20 平成29年11月30日 起案
自動車損害共済新規申込み及び解約申込みについて（伺い）



索引目次

第３種K15平成29年度
災害共済関係（市有物件災害共済） 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11月30日 起案
自動車損害共済災害共済金の請求について（伺い）

22 平成29年11月30日 起案
自動車損害共済災害共済金の請求について（伺い）

23 平成29年12月07日 収受
自動車損害共済災害共済金送金のご案内について（供覧）

24 平成29年12月07日 収受
自動車損害共済災害共済金送金のご案内について（供覧）

25 平成29年12月15日 起案
自動車損害共済解約申込みについて（伺い）

26 平成30年03月06日 起案
建物損害共済異動申込みについて（伺い）

27 平成30年03月12日 起案
建物総合損害共済継続加入物件の内容確認について（伺い）

28 平成30年03月14日 起案
公用車の事故に係る損害賠償の額の決定及び示談書の締結について（伺
い）

29 平成30年03月16日 起案
公用車の事故に係る損害賠償の額の決定及び示談書の締結について（伺
い）

30 平成30年03月22日 起案
自動車損害共済災害共済金の請求について（伺い）

31 平成30年03月30日 収受
自動車損害共済災害共済金送金のご案内について（供覧）



索引目次

第３種K15平成29年度
災害共済関係（水道賠償責任保険） 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13日 起案
平成29年度日本水道協会「水道賠償責任保険」の加入について（伺い）

2 平成29年05月08日 収受
平成29年度日本水道協会水道賠償責任保険加入者証について（供覧）

3 平成29年09月25日 収受
平成30年度日本水道協会水道保険の実施について（供覧）



索引目次

第３種K15平成29年度
庁舎管理 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04月04日 収受
電気設備点検報告（平成29年４月分）の提出について（供覧)

2 平成29年04月05日 起案
春の全国交通安全運動に係る啓発ポスター掲示について（伺い）

3 平成29年04月07日 起案
上下水道局本庁舎簡易専用水道施設の法定検査の受検について（伺い）

4 平成29年04月13日 起案
第46回もりおか環境緑花まつりの周知について（伺い）

5 平成29年04月14日 起案
第一環境㈱盛岡営業所との平成29年度第１回業務状況報告会議について
（報告）

6 平成29年05月01日 起案
上下水道局本庁舎におけるダイヤルインの導入について（伺い）

7 平成29年05月02日 収受
簡易専用水道検査結果書について（供覧）

8 平成29年05月15日 起案
第一環境㈱盛岡営業所との平成29年度第２回業務状況報告会議について
（報告）

9 平成29年05月29日 起案
地球温暖化防止のためのライトダウンキャンペーンのポスターの掲示について
（伺い）

10 平成29年06月02日 起案
市民への呼びかけ「ポイ捨てのない　きれいなまち盛岡に」の掲示について
（伺い）

11 平成29年06月02日 起案
「もりお花ハンギングバスケットフェア2017」に係る啓発ポスターの掲示につい
て（伺い）

12 平成29年06月05日 起案
第59回「水の写真コンテスト」に係るポスターの掲示について（伺い）

13 平成29年06月08日 収受
電気設備点検報告（平成29年６月分）の提出について（供覧)

14 平成29年06月09日 起案
上下水道局本庁舎におけるダイヤルイン導入に伴う各課等への通知について
（伺い）

15 平成29年06月12日 起案
第一環境㈱盛岡営業所との平成29年度第３回業務状況報告会議について
（報告）

16 平成29年06月16日 起案
ボイラー性能検査案内に係る廃止の届出について（伺い）

17 平成29年06月30日 起案
平成29年度盛岡市シェイクアウトの周知について（伺い）

18 平成29年07月10日 起案
第41回「水の週間」実施に係るポスターの掲示について（伺い）

19 平成29年07月13日 起案
第一環境㈱盛岡営業所との平成29年度第４回業務状況報告会議について
（報告）

20 平成29年08月04日 収受
電気設備点検報告（平成29年８月分）の提出について（供覧)



索引目次

第３種K15平成29年度
庁舎管理 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

21 平成29年08月17日 起案
上下水道局本庁舎におけるダイヤルイン番号変更に伴う各課等への通知等
について（伺い）

22 平成29年08月31日 起案
緑の募金秋季募金活動に係るチラシ及びポスターの設置について（伺い）

23 平成29年09月11日 起案
秋の全国交通安全運動に係る啓発ポスター掲示について（伺い）

24 平成29年09月15日 起案
盛岡市上下水道局本庁舎に係る特定建築物届の提出について（伺い）

25 平成29年09月22日 起案
盛岡市上下水道局本庁舎に係る特定建築物届の提出について（報告）

26 平成29年09月26日 起案
違反建築防止週間のポスター掲示について（伺い）

27 平成29年09月27日 収受
テレビのご視聴に関するお知らせについて（供覧）

28 平成29年10月05日 起案
第一環境㈱盛岡営業所との業務状況報告会議について（報告）

29 平成29年10月11日 収受
電気設備点検報告（平成29年10月分）の提出について（供覧)

30 平成29年10月16日 起案
「第31回盛岡市農業まつり」のポスター掲示について（伺い）

31 平成29年10月23日 起案
水道料金等徴収業務委託の評価の実施について（伺い）

32 平成29年10月30日 起案
水道料金等徴収業務委託の評価のための各課報告依頼について（伺い）

33 平成29年11月07日 起案
愛宕庁舎のガス設備点検の調査結果について（供覧）

34 平成29年11月09日 起案
水道料金等徴収業務委託の上半期評価の実施について（伺い）

35 平成29年11月09日 起案
第一環境㈱盛岡営業所との業務状況報告会議について（報告）

36 平成29年11月09日 起案
盛岡市上下水道局本庁舎のあり方検討会議要綱の制定について（伺い）

37 平成29年11月15日 収受
盛岡ガスからの重要なお知らせ

38 平成29年11月21日 起案
冬の交通事故防止県民運動に係る啓発ポスターの掲示について（伺い）

39 平成29年11月22日 起案
盛岡市上下水道局本庁舎のあり方検討会議メンバーの推薦について（通知）

40 平成29年11月28日 起案
凍結防止ポスターの掲示について（伺い）



索引目次

第３種K15平成29年度
庁舎管理 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

41 平成29年12月05日 収受
電気設備点検報告（平成29年12月分）の提出について（供覧)

42 平成29年12月08日 起案
第一環境㈱盛岡営業所との業務状況報告会議について（報告）

43 平成29年12月08日 起案
ブラインド及び網戸の破損状況の調査について（伺い）

44 平成29年12月11日 起案
電話交換業務等の委託に関する評価（平成29年11月分）について（報告）

45 平成29年12月14日 起案
第１回盛岡市上下水道局本庁舎のあり方検討会議の開催について（伺い）

46 平成29年12月20日 起案
年末年始期間中の当直者への周知事項について（伺い）

47 平成29年12月21日 起案
年末年始期間中の当直者への周知事項について（伺い）

48 平成29年12月22日 起案
第１回盛岡市上下水道局本庁舎のあり方検討会議に係る資料について（伺
い）

49 平成29年12月28日 起案
第１回盛岡市上下水道局本庁舎のあり方検討会議の結果について（報告）

50 平成30年01月05日 起案
低濃度PCB廃棄物等の処理に関する説明会への出席について（伺い）

51 平成30年01月05日 起案
電話交換業務等の委託に関する評価（平成29年12月分）について（報告）

52 平成30年01月11日 起案
第一環境㈱盛岡営業所との業務状況報告会議について（報告）

53 平成30年01月25日 起案
重油地下タンク点検及び休止作業等業務委託について（伺い）

54 平成30年02月02日 起案
重油地下タンク点検及び休止作業等業務委託に係る契約締結について（伺
い）

55 平成30年02月02日 起案
重油地下タンク点検及び休止作業等業務委託の契約締結について（報告）

56 平成30年02月05日 起案
低濃度ＰＣＢ廃棄物等の処理に関する説明会について（報告）

57 平成30年02月05日 起案
電話交換業務等の委託に関する評価（平成30年１月分）について（報告）

58 平成30年02月06日 起案
第一環境㈱盛岡営業所との業務状況報告会議について（報告）

59 平成30年02月08日 収受
電気設備点検報告（平成30年２月分）の提出について（供覧)

60 平成30年02月20日 収受
電力量計（電気メーター）取替え完了のお知らせ



索引目次

第３種K15平成29年度
庁舎管理 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

61 平成30年03月05日 起案
電話交換業務等の委託に関する評価（平成30年２月分）について（報告）

62 平成30年03月06日 起案
盛岡市アスベスト対策基本方針の改正について（伺い）

63 平成30年03月08日 起案
重油地下タンク休止に伴う届出等について（伺い）

64 平成30年03月08日 起案
第一環境㈱盛岡営業所との業務状況報告会議について（報告）

65 平成30年03月19日 起案
お客さまセンター及び当直室備付け資料の作成依頼について（伺い）

66 平成30年03月23日 起案
重油地下タンク点検及び休止作業等業務委託に係る業務完了確認について
（伺い）

67 平成30年03月23日 起案
重油地下タンク点検及び休止作業等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）

68 平成30年03月23日 起案
重油地下タンク休止に伴う届出等の完了について（報告）



索引目次

第３種K15平成29年度
庁舎管理（修繕工事等） 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29年07月11日 起案
パルス検出器取付修繕工事に係る見積審査依頼について（伺い）

2 平成29年07月13日 収受
見積審査書について（供覧）

3 平成29年08月07日 起案
パルス検出器取付修繕工事の実施について（伺い）

4 平成29年08月18日 起案
パルス検出器取付修繕工事に係る契約締結について（伺い）

5 平成29年08月25日 起案
パルス検出器取付修繕工事に伴う届け出について（伺い）

6 平成30年01月16日 起案
重油地下タンク撤去修繕の取り止めについて（伺い）



索引目次

第３種K15平成29年度
庁舎管理（消防防災関係） 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
上下水道局本庁舎に係る自衛消防隊及び火気取締責任者の選任について
（伺い）

2 平成29年04月07日 起案
【総務課分】自衛消防隊及び火気取締責任者の選任について（伺い）

3 平成29年04月14日 起案
上下水道局本庁舎に係る自衛消防隊員等の選任及び消防計画変更届の提
出について（伺い）

4 平成29年04月27日 起案
上下水道局本庁舎に係る消防計画変更届の提出完了について（報告）

5 平成29年10月04日 起案
上下水道局本庁舎に係る自衛消防隊の選任依頼について（伺い）

6 平成29年10月05日 起案
上下水道局本庁舎消防訓練の実施について（伺い）

7 平成29年10月05日 起案
上下水道局本庁舎に係る自衛消防隊員等の選任及び消防計画変更届の提
出について（伺い）

8 平成29年10月20日 起案
平成29年度上下水道局本庁舎消防訓練に係る反省事項等の提出について
（伺い）

9 平成29年11月06日 起案
平成29年度上下水道局本庁舎消防訓練の実施報告について(伺い)



索引目次

第３種K15平成29年度
庁舎管理（業務委託・一般廃棄物処理） 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03月07日 起案
平成29年度本庁舎一般廃棄物処理業務委託契約の実施について（伺い）

2 平成29年04月01日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る契約締結について（伺い）

3 平成29年04月01日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る契約締結について（報告）

4 平成29年04月01日 収受
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る現場責任者届等の提出について（供
覧）

5 平成29年05月01日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認通知について（伺い）

6 平成29年05月01日 収受
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る盛岡市一般廃棄物処理業許可証の
提出について（供覧）

7 平成29年06月07日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認通知について（伺い）

8 平成29年07月05日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認通知について（伺い）

9 平成29年08月03日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認通知について（伺い）

10 平成29年09月04日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認通知について（伺い）

11 平成29年10月03日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認通知について（伺い）

12 平成29年11月06日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認通知について（伺い）

13 平成29年12月07日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認通知について（伺い）

14 平成30年01月05日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認通知について（伺い）

15 平成30年02月05日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認通知について（伺い）

16 平成30年03月05日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認通知について（伺い）

17 平成30年03月31日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認通知について（伺い）



索引目次

第３種K15平成29年度
庁舎管理（業務委託・自動ドア保守点
検）

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07日 起案
平成29年度自動ドア設備保守点検業務委託契約の実施について（伺い）

2 平成29年04月01日 起案
自動ドア設備保守点検業務委託に係る契約締結について（伺い）

3 平成29年04月01日 起案
自動ドア設備保守点検業務委託に係る契約締結について（報告）

4 平成29年04月01日 収受
自動ドア設備保守点検業務委託に係る変更届の提出について（供覧）

5 平成29年09月30日 起案
自動ドア設備保守点検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30年03月31日 起案
自動ドア設備保守点検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）



索引目次

第３種K15平成29年度
庁舎管理（業務委託・エアコン等保守点
検）

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24日 起案
本庁舎エアコン等保守点検業務委託の実施について（伺い）

2 平成29年06月07日 起案
本庁舎エアコン等保守点検業務委託に係る契約締結について（伺い）

3 平成29年06月08日 起案
本庁舎エアコン等保守点検業務委託の契約締結について（報告）

4 平成29年06月13日 収受
本庁舎エアコン等保守点検業務委託に係る現場責任者届の提出について
（供覧）

5 平成29年08月09日 起案
本庁舎エアコン等保守点検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29年11月02日 起案
本庁舎エアコン等保守点検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）



索引目次

第３種K15平成29年度
庁舎管理（業務委託・御所浄水場草刈） 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13日 起案
御所浄水場用地草刈業務委託の実施について（伺い）

2 平成29年06月26日 起案
御所浄水場用地草刈業務委託に係る契約締結について（伺い）

3 平成29年06月26日 起案
御所浄水場用地草刈業務委託に係る契約締結について（報告）

4 平成29年06月26日 収受
現場責任者届出書の提出について（供覧）

5 平成29年07月18日 起案
御所浄水場用地草刈業務委託に係る業務完了確認について（伺い）

6 平成29年07月21日 起案
御所浄水場用地草刈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）



索引目次

第３種K15平成29年度
庁舎管理（業務委託・生垣植栽剪定） 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08月23日 起案
上下水道局本庁舎生垣植栽剪定業務委託について（伺い）

2 平成29年09月06日 起案
上下水道局本庁舎生垣植栽剪定業務委託契約に係る契約締結について（伺
い）

3 平成29年09月07日 起案
上下水道局本庁舎生垣植栽剪定業務委託に係る契約締結について（報告）

4 平成29年09月08日 収受
上下水道局本庁舎生垣植栽剪定業務委託に係る現場責任者届等の提出に
ついて（供覧）

5 平成29年10月16日 起案
上下水道局本庁舎生垣植栽剪定業務委託に係る業務完了確認について（伺
い）

6 平成29年10月16日 起案
上下水道局本庁舎生垣植栽剪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）



索引目次

第３種K15平成29年度
庁舎管理（業務委託・消防設備点検等） 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29年08月17日 起案
上下水道局本庁舎消防設備保守点検業務委託の実施について（伺い）

2 平成29年08月29日 起案
上下水道局本庁舎消防設備保守点検業務委託に係る契約締結について（伺
い）

3 平成29年09月04日 起案
上下水道局本庁舎消防設備保守点検業務委託の契約締結について（報告）

4 平成29年09月04日 収受
上下水道局本庁舎消防設備保守点検業務委託に係る現場責任者届等の提
出について（供覧）

5 平成29年09月26日 起案
上下水道局本庁舎消防設備保守点検業務委託に係る点検結果報告書の提
出について（伺い）

6 平成29年09月26日 起案
上下水道局本庁舎消防設備保守点検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）

7 平成29年10月05日 収受
上下水道局本庁舎消防設備保守点検業務委託に係る点検結果報告書につ
いて（供覧）

8 平成30年03月09日 起案
上下水道局本庁舎消防設備保守点検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）



索引目次

第３種K15平成29年度
庁舎管理（業務委託・除雪） 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11月08日 起案
物品の買入れ等に係る発注計画（10月～12月）について（伺い）

2 平成29年11月14日 起案
上下水道局本庁舎除排雪業務委託（単価契約）の実施及び契約依頼につい
て（伺い）

3 平成29年11月28日 収受
上下水道局本庁舎除排雪業務委託（単価契約）の契約締結について（供覧）



索引目次

第３種K15平成29年度
庁舎管理（フロン排出抑制法関係） 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11日 起案
フロン排出抑制法に基づく本庁舎業務用空調機器及び冷凍冷蔵機器の点検
について（報告）

2 平成29年05月02日 起案
フロン排出抑制法に基づく本庁舎業務用空調機器及び冷凍冷蔵機器の点検
について（報告）

3 平成29年06月06日 起案
フロン排出抑制法に基づく本庁舎業務用空調機器及び冷凍冷蔵機器の点検
について（報告）

4 平成29年06月20日 起案
フロン排出抑制法に係る調査の実施について（伺い）

5 平成29年07月04日 起案
フロン排出抑制法に基づく本庁舎業務用空調機器及び冷凍冷蔵機器の点検
について（報告）

6 平成29年07月21日 起案
フロン排出抑制法に係る調査結果について（供覧）

7 平成29年08月01日 起案
フロン排出抑制法に基づく本庁舎業務用空調機器及び冷凍冷蔵機器の点検
について（報告）

8 平成29年09月05日 起案
フロン排出抑制法に基づく本庁舎業務用空調機器及び冷凍冷蔵機器の点検
について（報告）

9 平成29年10月03日 起案
フロン排出抑制法に基づく本庁舎業務用空調機器及び冷凍冷蔵機器の点検
について（報告）

10 平成29年11月07日 起案
フロン排出抑制法に基づく本庁舎業務用空調機器及び冷凍冷蔵機器の点検
について（報告）

11 平成29年12月05日 起案
フロン排出抑制法に基づく本庁舎業務用空調機器及び冷凍冷蔵機器の点検
について（報告）

12 平成30年01月09日 起案
フロン排出抑制法に基づく本庁舎業務用空調機器及び冷凍冷蔵機器の点検
について（報告）

13 平成30年02月06日 起案
フロン排出抑制法に基づく本庁舎業務用空調機器及び冷凍冷蔵機器の点検
について（報告）

14 平成30年03月06日 起案
フロン排出抑制法に基づく本庁舎業務用空調機器及び冷凍冷蔵機器の点検
について（報告）



索引目次

第３種K15平成29年度
庁舎管理（業務委託・産業廃棄物処理） 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
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について（伺い）

2 平成29年12月11日 起案
産業廃棄物処理業務委託の実施について（伺い）

3 平成29年12月26日 起案
産業廃棄物処理業務委託に係る契約締結について（伺い）

4 平成29年12月26日 起案
産業廃棄物処理業務委託に係る契約締結について（報告）

5 平成29年12月27日 収受
産業廃棄物処理業務委託に係る各種書類の提出について（供覧）

6 平成30年03月29日 起案
産業廃棄物処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）



索引目次

第３種K15平成29年度
庁舎管理（インターネット閲覧システム） 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02日 起案
インターネット閲覧用ＰＣの使用予定調査について（伺い）

2 平成29年11月24日 起案
盛岡市上下水道局インターネット閲覧システムに関する協議について（伺い）

3 平成29年12月15日 起案
盛岡市上下水道局インターネット閲覧システムに関する協議について（報告）

4 平成29年12月20日 起案
盛岡市上下水道局モバイルルータ賃貸借契約の実施について（伺い）

5 平成30年01月11日 起案
平成29年度盛岡市上下水道局モバイルルータ賃貸借に係る契約締結につい
て（伺い）

6 平成30年01月12日 起案
平成29年度盛岡市上下水道局モバイルルータ賃貸借に係る契約締結につい
て（報告）



索引目次

第３種K15平成29年度
庁舎管理（業務委託・本庁舎清掃業務） 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14日 起案
上下水道局本庁舎清掃業務委託の契約締結について（供覧） 

2 平成29年04月01日 収受
上下水道局本庁舎清掃業務委託に係る業務責任者届出書等の提出につい
て（供覧）

3 平成29年05月08日 起案
上下水道局本庁舎清掃業務委託に係る業務完了通知について（伺い）

4 平成29年06月05日 起案
上下水道局本庁舎清掃業務委託に係る業務完了通知について（伺い）

5 平成29年07月05日 起案
上下水道局本庁舎清掃業務委託に係る業務完了通知について（伺い）

6 平成29年07月10日 起案
清掃業務委託に係る意見交換会について（報告）

7 平成29年07月10日 起案
平成30年度清掃業務委託に係る参考見積書の提出依頼について（伺い）

8 平成29年07月27日 起案
平成30年度清掃業務委託に係る参考見積書の提出について（伺い）

9 平成29年08月03日 起案
上下水道局本庁舎清掃業務委託に係る業務完了通知について（伺い）

10 平成29年09月04日 起案
上下水道局本庁舎清掃業務委託に係る業務完了通知について（伺い）

11 平成29年09月19日 収受
上下水道局本庁舎清掃業務委託に係る業務従事者変更届の提出について
（供覧）

12 平成29年10月03日 起案
上下水道局本庁舎清掃業務委託に係る業務完了通知について（伺い）

13 平成29年10月11日 起案
平成29年度12月議会定例会に係る債務負担行為積算資料の提出について

14 平成29年11月06日 起案
上下水道局本庁舎清掃業務委託に係る業務完了通知について（伺い）

15 平成29年12月05日 起案
上下水道局本庁舎清掃業務委託に係る業務完了通知について（伺い）

16 平成30年01月05日 起案
上下水道局本庁舎清掃業務委託に係る業務完了通知について（伺い）

17 平成30年01月25日 起案
上下水道局本庁舎清掃業務委託の実施について（伺い）

18 平成30年02月05日 起案
上下水道局本庁舎清掃業務委託に係る業務完了通知について（伺い）

19 平成30年03月05日 起案
上下水道局本庁舎清掃業務委託に係る業務完了通知について（伺い）

20 平成30年03月31日 起案
上下水道局本庁舎清掃業務委託に係る業務完了通知について（伺い）



索引目次

第３種K15平成29年度
庁舎管理（業務委託・本庁舎環境衛生
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03月06日 起案
平成29年度上下水道局本庁舎環境衛生管理業務委託の実施について（伺
い）

2 平成29年03月24日 起案
平成29年度上下水道局本庁舎環境衛生管理業務委託の見積合せ結果につ
いて（報告）

3 平成29年04月07日 起案
平成29年度上下水道局本庁舎環境衛生管理その１業務委託の実施について
（伺い）

4 平成29年04月19日 起案
平成29年度上下水道局本庁舎環境衛生管理その１業務委託に係る契約締結
について（伺い）

5 平成29年04月20日 起案
上下水道局本庁舎環境衛生管理その１業務委託の契約締結について（報告）

6 平成29年05月01日 収受
上下水道局本庁舎環境衛生管理その１業務委託に係る業務責任者届等の提
出について（供覧）

7 平成29年05月31日 収受
上下水道局本庁舎環境衛生管理その１業務委託に係る業務完了報告書（平
成29年５月分）の提出について（供覧）

8 平成29年09月30日 起案
上下水道局本庁舎環境衛生管理その１業務委託に係る業務完了通知につい
て（伺い）

9 平成29年12月04日 起案
本庁舎の執務室等における衛生的環境の確保について（通知）

10 平成30年02月02日 起案
本庁舎の執務室等における衛生的環境の確保について（通知）

11 平成30年02月03日 収受
重油地下タンク点検及び休止作業等業務委託に係る現場責任者届等の提出
について（供覧）

12 平成30年03月29日 起案
本庁舎の執務室等における衛生的環境の確保について（通知）

13 平成30年03月31日 起案
上下水道局本庁舎環境衛生管理その１業務委託に係る業務完了通知につい
て（伺い）



索引目次

第１種K15平成29年度
庁舎管理（防災設備更新工事） 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15日 起案
平成29年度建設工事に係る発注計画の報告について（伺い）

2 平成29年05月19日 起案
防災設備更新工事に係る設計及び監理の依頼について（伺い）

3 平成29年07月31日 起案
防災設備更新工事の実施について（伺い）

4 平成29年09月21日 起案
防災設備更新工事に係る一般競争入札の中止について（供覧）

5 平成29年09月22日 起案
防災設備更新工事その１の実施について（伺い）

6 平成29年11月09日 起案
防災設備更新工事その１の契約締結について（供覧）

7 平成29年11月17日 起案
防災設備更新工事その１に係る打合せ（第１回）について（報告）

8 平成30年03月16日 収受
工事関係書類の受領について（供覧）

9 平成30年03月22日 収受
工事完成引渡書について（供覧）



索引目次

第３種K15平成29年度
財産諸務 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18日 起案
登記事項証明書の公用請求について（伺い）

2 平成29年05月01日 起案
登記事項証明書の公用請求について（伺い）

3 平成29年10月26日 起案
国土利用計画法第23条第１項の規定に基づく土地売買等届出書に係る意見
について（伺い）

4 平成29年11月14日 起案
固定資産の適正管理のための照合作業について（伺い）

5 平成29年11月21日 起案
盛岡工業団地の汚水施設引受けに係る関係課打合せについて（報告）

6 平成29年12月25日 起案
固定資産の適正管理のための照合作業に係る回答について（伺い）

7 平成30年01月31日 起案
固定資産の適正管理のための照合作業結果の確認及び整理について（伺
い）

8 平成30年02月06日 起案
局内の事務用机等の確認について（伺い）

9 平成30年02月27日 起案
登記事項証明書の公用請求について（伺い）

10 平成30年03月23日 起案
局内の事務用机等の備品登録について（伺い）



索引目次

第３種K15平成29年度
財産諸務（管財・土地・その他関係諸
務）

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10月05日 起案
下田字陣場地内の空き家に係る照会への対応について（報告）



索引目次

第２種K16平成29年度
業務委託等（廃棄公文書リサイクル処理
業務）

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12日 起案
平成29年度盛岡市上下水道局廃棄公文書リサイクル処理業務委託の実施に
ついて（伺い）

2 平成30年01月12日 起案
平成29年度盛岡市上下水道局廃棄公文書リサイクル処理業務委託の契約依
頼差戻しについて（報告）



索引目次

第１種K16平成29年度
借地関係 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18日 起案
戸籍謄本等の公用請求について（伺い）

2 平成29年04月19日 起案
住民票の公用請求について（伺い）

3 平成29年04月24日 起案
戸籍謄本等の公用請求について（伺い）

4 平成29年05月02日 起案
土地賃借料の供託に伴う資格証明書の交付依頼について（伺い）

5 平成29年05月02日 起案
土地賃借料の供託について（伺い）

6 平成29年05月08日 起案
印鑑登録証明書の公用請求について（伺い）

7 平成29年05月09日 起案
印鑑登録証明書の公用請求について（伺い）

8 平成29年05月09日 起案
土地賃借料の支出について（伺い）

9 平成29年05月12日 起案
土地賃借料の支出について（伺い）

10 平成29年05月25日 起案
土地賃借料の供託にかかる被供託者への通知について（伺い）

11 平成30年02月08日 起案
学校用地（下小路中学校）の使用に係る行政財産使用許可申請について(伺
い)

12 平成30年02月23日 起案
土地賃貸借契約に係る請求書の提出依頼について（伺い）

13 平成30年03月02日 起案
住民票の写しの公用請求について（伺い）

14 平成30年03月06日 起案
不動産使用貸借契約の締結について（伺い）

15 平成30年03月07日 起案
不動産使用貸借契約の締結について（伺い）

16 平成30年03月07日 起案
登記事項証明書の公用請求について（伺い）

17 平成30年03月08日 起案
公園占用許可の更新申請について（伺い）

18 平成30年03月12日 起案
戸籍謄本等の公用請求について（伺い）

19 平成30年03月13日 起案
戸籍の附票の公用請求について（伺い）

20 平成30年03月15日 起案
住民票の写しの公用請求について（伺い）



索引目次

第１種K16平成29年度
借地関係 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23日 起案
不動産使用貸借契約の締結について（報告）

22 平成30年03月23日 収受
行政財産使用許可書（盛岡市愛宕町29番２）

23 平成30年03月23日 収受
都市公園等占用許可書（盛岡市三ツ割字鉢ノ皮地内）

24 平成30年03月30日 起案
不動産使用貸借契約の締結について（報告）



索引目次

第１種K16平成29年度
土地建物貸付 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
行政財産使用許可について（伺い）

2 平成29年09月28日 起案
行政財産使用許可について（伺い）

3 平成30年01月31日 起案
行政財産使用許可申請手続きに係る通知について（伺い）

4 平成30年02月08日 起案
行政財産使用許可について（伺い）

5 平成30年03月20日 起案
行政財産使用許可について（伺い）



索引目次

第１種K16平成29年度
土地建物買収処分 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01月18日 起案
土地交換契約に伴う資産経理について（伺い）

2 平成30年03月12日 起案
土地交換契約に伴う資産経理について（伺い）　※東見前７地割



索引目次

第３種K20平成29年度
飲料水供給施設関係 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01日 起案
平成29年度盛岡市飲料水供給施設等に係る水道技術管理者業務委託に関
する協定の締結について（伺い）

2 平成29年04月01日 起案
平成29年度盛岡市飲料水供給施設等に係る水道技術管理者業務委託に関
する協定書の供覧及び同協定に基づく水道技術管理者の選任について（伺
い）

3 平成30年03月31日 起案
平成29年度盛岡市飲料水供給施設等に係る水道技術管理者業務委託に関
する報告書について（伺い）

4 平成30年03月31日 起案
平成29年度盛岡市飲料水供給施設等に係る水道技術管理者業務委託に係
る費用の請求について（伺い）


