
索引目次

第１種C10平成29年度
公営企業決算状況調査 上下水道局/経営企画課/財務係

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09日 起案
平成28年度地方公営企業決算状況調査（下水道事業）に係る各種資料の作
成・提出依頼について （伺い）

2 平成29年05月09日 起案
平成28年度地方公営企業決算状況調査（水道事業会計）に係る数値につい
て（伺い）

3 平成29年05月09日 起案
平成28年度地方公営企業決算状況調査（農業集落排水事業費特別会計）に
係る資料の提出依頼について（伺い）

4 平成29年06月09日 起案
平成28年度地方公営企業決算状況調査に係る回答について（伺い）

5 平成29年06月09日 起案
平成28年度地方公営企業決算状況調査に係る回答について（伺い）

6 平成29年06月26日 起案
平成28年度市町村公共施設状況調査について（回答）

7 平成29年08月07日 起案
平成28年度地方公営企業決算状況調査（総務省照会）に係る回答について
（伺い）

8 平成29年08月09日 起案
平成28年度地方公営企業決算状況調査（総務省照会）に係る回答について
（伺い）



索引目次

第３種C32平成29年度
口座振替 上下水道局/経営企画課/料金係

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09日 起案
口座振替手数料（平成28年度下半期分）について（報告）

2 平成29年06月07日 起案
平成29年度５月分水道料金の口座振替報償金の支出について（伺い）

3 平成29年06月08日 起案
㈱北日本銀行の店舗統廃合に伴う店番・口座番号変更処理に関する照会に
ついて（伺い）

4 平成29年07月12日 起案
平成29年度６月分水道料金の口座振替報償金の支出について（伺い）

5 平成29年08月07日 起案
平成29年度７月分水道料金の口座振替報償金の支出について（伺い）

6 平成29年08月07日 起案
岩手中央酪農業協同組合の信用事業譲渡に伴う事務処理について（伺い）

7 平成29年08月16日 収受
大船渡市農業協同組合の店舗統廃合について（供覧）

8 平成29年09月12日 起案
平成29年度８月分水道料金の口座振替報償金の支出について（伺い）

9 平成29年10月02日 起案
口座振替手数料（平成29年度上半期分）について（報告）

10 平成29年10月11日 起案
平成29年度９月分水道料金の口座振替報償金の支出について（伺い）

11 平成29年11月10日 起案
平成29年度10月分水道料金の口座振替報償金の支出について（伺い）

12 平成29年11月17日 起案
水道料金の口座振替報償金の交付誤りに係る減額修正について（伺い）（口
座振替：平成29年６月12日，報償金繰替：平成29年７月20日）

13 平成29年12月06日 起案
平成29年度11月分水道料金の口座振替報償金の支出について（伺い）

14 平成29年12月11日 収受
㈱東北銀行浅岸支店山岸出張所の店舗所在地住所の変更について（供覧）

15 平成30年01月11日 起案
平成29年度12月分水道料金の口座振替報償金の支出について（伺い）

16 平成30年02月13日 起案
平成29年度１月分水道料金の口座振替報償金の支出について（伺い）

17 平成30年03月02日 起案
平成29年度２月分水道料金の口座振替報償金の支出について（伺い）

18 平成30年03月15日 起案
平成29年度３月12日振替分水道料金の口座振替報償金の支出について（伺
い）



索引目次

第３種C51平成29年度
下水道使用料調定（臨時排水分） 上下水道局/経営企画課/料金係

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
公共下水道一時使用許可について（伺い）

2 平成29年05月24日 起案
公共下水道一時使用許可について（伺い）

3 平成29年07月12日 起案
公共下水道一時使用許可について（伺い）

4 平成29年07月13日 起案
公共下水道一時使用許可について（伺い）

5 平成29年09月26日 起案
公共下水道一時使用許可について（伺い）

6 平成29年11月14日 起案
公共下水道一時使用許可に係る使用期間の変更について（伺い）

7 平成29年12月18日 起案
公共下水道一時使用許可に係る使用期間の変更について（伺い）

8 平成29年12月18日 起案
公共下水道一時使用許可について（伺い）

9 平成30年01月19日 起案
公共下水道一時使用許可について（伺い）

10 平成30年03月12日 起案
公共下水道一時使用許可について（伺い）

11 平成30年03月13日 起案
公共下水道一時使用許可について（伺い）



索引目次

第３種C51平成29年度
下水道使用料調定（汚水排出量減量認
定）

上下水道局/経営企画課/料金係

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01日 起案
下水道使用料の減免について（伺い）

2 平成30年01月25日 起案
井戸水使用に係る汚水排出量の減量認定について（伺い）



索引目次

第３種C51平成29年度
下水道使用料調定 上下水道局/経営企画課/料金係

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30日 収受
下水道接続調査報告書の収受について（供覧）

2 平成29年06月15日 起案
井戸（専用）使用分に係る下水道使用料の遡及賦課について（伺い）

3 平成29年07月20日 起案
家事用井戸水使用に係る下水道使用料の還付並びに水道料金及び水道使
用に係る下水道使用料の遡及賦課について（伺い）

4 平成29年07月24日 起案
井戸水使用に係る下水道使用料の遡及賦課について（伺い）

5 平成29年08月01日 起案
下水道使用料の遡及賦課について（伺い）

6 平成29年08月01日 起案
下水道使用料の遡及賦課について（伺い）

7 平成29年08月01日 起案
家事用井戸水使用に係る下水道使用料の還付（充当）について（伺い）

8 平成29年08月01日 起案
検針井戸水メーター故障期間中の汚水排出量認定に係る調定更正について
（伺い）

9 平成29年08月01日 起案
汚水排出量の認定について（伺い）

10 平成29年08月01日 起案
下水道使用料に係る調定更正について（伺い）

11 平成29年08月03日 起案
下水道使用料の遡及賦課について（伺い）

12 平成29年09月27日 起案
私設井戸水メーター停止期間中の汚水排出量認定に係る調定更正について
（伺い）

13 平成29年10月11日 起案
井戸水使用に係る下水道使用料の遡及賦課について（伺い）

14 平成29年10月16日 起案
下水道使用料の遡及賦課について（伺い）

15 平成29年11月09日 起案
井戸水使用に係る下水道使用料について（伺い）

16 平成29年11月13日 起案
井戸水に係る下水道使用料について（伺い）

17 平成29年11月24日 起案
汚水の種別認定について（伺い）

18 平成29年12月11日 起案
私設井戸水メーター故障期間中の汚水排出量認定について（伺い）

19 平成29年12月20日 収受
下水道接続調査報告書の収受について（供覧）

20 平成29年12月25日 起案
井戸（専用）使用分に係る下水道基本使用料の遡及賦課について（伺い）



索引目次

第３種C51平成29年度
下水道使用料調定 上下水道局/経営企画課/料金係

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26日 収受
下水道接続調査報告書の収受について（供覧）

22 平成30年01月05日 起案
誤賦課による下水道使用料の還付等について（伺い）

23 平成30年01月19日 起案
誤賦課による下水道使用料の還付等について（伺い）

24 平成30年01月22日 起案
私設井戸水メーター故障期間中の汚水排出量認定（平成29年12月期分）に
ついて（伺い）

25 平成30年02月01日 起案
井戸水使用に係る下水道使用料の遡及賦課について（伺い）

26 平成30年02月27日 起案
公設井戸水メーター故障期間中の汚水排出量認定について（伺い）

27 平成30年03月26日 起案
公設井戸水メーター故障期間中の汚水排出量認定について（伺い）



索引目次

第２種C51平成29年度
下水道使用料調定（井戸水等計量装置
使用開始届）

上下水道局/経営企画課/料金係

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
井戸水メーターの検針等の依頼について（伺い）

2 平成29年08月22日 起案
井戸水メーターの検針等の依頼について（伺い）

3 平成29年10月12日 起案
井戸水メーターの検針等の依頼について（伺い）

4 平成29年10月23日 起案
井戸水メーターの検針等の依頼について（伺い）

5 平成29年11月02日 起案
井戸水メーターの検針等の依頼について（伺い）

6 平成29年12月13日 起案
井戸水メーターの検針等の依頼について（伺い）

7 平成30年01月30日 起案
井戸水から市水道への切替工事完了について（報告）

8 平成30年03月16日 起案
井戸水メーターの検針等の依頼について（伺い）



索引目次

第２種C51平成29年度
下水道使用料調定（控除メーター設置
申請）

上下水道局/経営企画課/料金係

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19日 起案
控除メーター設置の申請について（伺い）

2 平成29年06月26日 起案
控除メーター設置完了検査の実施について（伺い）

3 平成29年06月27日 起案
控除メーター設置完了検査の結果について（伺い）

4 平成29年06月27日 起案
汚水排出量認定開始届について（伺い）



索引目次

第２種C81平成29年度
起債関係 上下水道局/経営企画課/財務係

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 収受
償還年次表の送付について（供覧）／特別措置債（利率見直し分）

2 平成29年04月03日 収受
償還年次表の送付について（供覧）／特別措置債（利率見直し分）

3 平成29年04月04日 収受
償還年次表の送付について（供覧）／地方公共団体金融機構資金

4 平成29年04月13日 起案
平成28年度の協議・届出又は許可に係る地方債の発行状況等について（伺
い）

5 平成29年04月14日 起案
平成29年度起債計画書等の提出について（伺い）

6 平成29年05月09日 起案
平成29年度起債計画書等の提出について（伺い）

7 平成29年05月31日 起案
平成28年度銀行等引受地方債借入状況調等について（回答）

8 平成29年07月24日 起案
平成25年度から平成28年度同意（許可）債に係る借入予定日等の報告につ
いて（伺い）

9 平成29年09月13日 起案
平成29年度簡易協議手続（第１次分）に基づく地方債の協議等について（伺
い）

10 平成29年10月13日 起案
平成30年度起債予定額等調査について（回答）

11 平成29年10月23日 収受
平成29年度水道事業債（上水道）に係る起債同意について（供覧）

12 平成29年10月23日 収受
平成29年度下水道事業債に係る起債同意について（供覧）

13 平成29年10月30日 起案
平成29年度同意（許可）債に係る長期貸付借入金利・償還方法設定申込書及
び機構資金借入予定額調の報告について（伺い）

14 平成29年12月01日 起案
平成29年度起債計画書等（第２次分）の提出について（伺い）

15 平成30年02月02日 起案
平成29年度起債同意に基づく地方公共団体金融機構への借入申込みにつ
いて（伺い）

16 平成30年02月02日 起案
平成28年度起債同意に基づく地方公共団体金融機構への借入申込みにつ
いて（伺い）

17 平成30年02月09日 起案
平成27年度起債同意に基づく地方公共団体金融機構への借入申込みにつ
いて（伺い）

18 平成30年02月09日 起案
平成28年度起債同意に基づく地方公共団体金融機構への借入申込みにつ
いて（伺い）

19 平成30年02月09日 起案
平成29年度起債同意に基づく地方公共団体金融機構への借入申込みにつ
いて（伺い）

20 平成30年02月13日 起案
平成29年度国の補正予算（第１号）分に対する起債協議等について（伺い）



索引目次

第２種C81平成29年度
起債関係 上下水道局/経営企画課/財務係

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02月13日 起案
平成29年度最終起債協議等について（伺い）

22 平成30年03月12日 起案
平成29年度国の補正予算(第１号)分及び最終協議分の同意(許可)債(最終協
議等分)に係る機構資金借入予定額調及び長期貸付借入金利・償還方法設
定申込書の報告について(伺い)

23 平成30年03月14日 起案
平成29年度起債（国の補正予算（第１号）分及び最終協議等分）に係る予算
の議 決の報告について（伺い）

24 平成30年03月19日 起案
平成27年度下水道事業債に係る地方公営企業等金融機構資金借用証書の
提出について（伺い）

25 平成30年03月19日 起案
平成28年度下水道事業債に係る地方公営企業等金融機構資金借用証書の
提出について（伺い）

26 平成30年03月19日 起案
平成29年度下水道事業債に係る地方公営企業等金融機構資金借用証書の
提出について（伺い）

27 平成30年03月23日 収受
平成29年度下水道事業債（国の補正予算（第１号）・通常収支分）・（最終協
議・通常収支分）に係る起債同意について（供覧）


