
索引目次

第３種E82平成29年度
農業集落排水一般 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30年03月29日 起案
平成29年度一般会計から農業集落排水事業費特別会計への繰出について
（伺い）



索引目次

第３種E82平成29年度
農業集落排水一般（消費税） 上下水道局/経営企画課/経理係

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
盛岡市農業集落排水事業費特別会計における平成28年度消費税及び地方
消費税の中間申告（第３回）について（伺い）

2平成29年12月11日 起案
盛岡市農業集落排水事業費特別会計における平成29年度消費税及び地方
消費税の中間申告（第１回）について（伺い）

3平成30年03月06日 起案
盛岡市農業集落排水事業費特別会計における平成29年度消費税及び地方
消費税の中間申告（第２回）について（伺い）



索引目次

第３種E82平成29年度
農業集落排水一般（業務委託・使用料
等）

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01日 起案
平成29年度農業集落排水施設使用料賦課計算等業務委託に係る契約締結
について（伺い）

2平成29年04月01日 起案
平成29年度農業集落排水施設使用料賦課計算等業務委託に係る契約締結
について（供覧）

3平成29年04月01日 収受
平成29年度農業集落排水施設使用料賦課計算等業務委託に係る届出につ
いて（供覧）

4平成29年04月07日 起案
農業集落排水施設使用料に係る平成29年度分口座振替済みのお知らせに
ついて（伺い）

5平成29年04月07日 起案
農業集落排水施設使用料に係る平成28年度3月分口座振替不能のお知らせ
について（伺い）

6平成29年04月19日 起案
農業集落排水施設使用料に係る督促状（平成29年3月分）について（伺い）

7平成29年04月20日 起案
平成29年度盛岡市農業集落排水施設使用料の賦課について（伺い）

8平成29年04月28日 起案
盛岡市農業集落排水事業費特別会計に係る平成29年度４月収納分督促手
数料及び延滞金の事後調定について（伺い）

9平成29年05月01日 起案
農業集落排水施設使用料に係る催告状の送付について（伺い）

10平成29年05月11日 起案
農業集落排水施設使用料に係る平成29年度4月分口座振替不能のお知らせ
について（伺い）

11平成29年05月19日 起案
平成29年度盛岡市農業集落排水施設使用料５月分の新規及び更正賦課に
ついて（伺い）

12平成29年05月19日 起案
農業集落排水施設使用料に係る督促状（平成29年4月分）について（伺い）

13平成29年05月31日 起案
盛岡市農業集落排水事業費特別会計に係る平成29年度５月収納分督促手
数料及び延滞金の事後調定について（伺い）

14平成29年06月07日 起案
農業集落排水施設使用料に係る平成29年度5月分口座振替不能のお知らせ
について（伺い）

15平成29年06月08日 起案
平成28年度盛岡市農業集落排水施設使用料に係る現年度分還付未済額に
ついて（供覧）

16平成29年06月20日 起案
平成29年度盛岡市農業集落排水施設使用料６月分の新規及び更正賦課に
ついて（伺い）

17平成29年06月20日 起案
農業集落排水施設使用料に係る督促状（平成29年5月分）について（伺い）

18平成29年06月30日 起案
盛岡市農業集落排水事業費特別会計に係る平成29年度６月収納分督促手
数料及び延滞金の事後調定について（伺い）

19平成29年07月07日 起案
農業集落排水施設使用料に係る平成29年度6月分口座振替不能のお知らせ
について（伺い）

20平成29年07月20日 起案
平成29年度盛岡市農業集落排水施設使用料７月分の新規及び更正賦課に
ついて（伺い）



索引目次

第３種E82平成29年度
農業集落排水一般（業務委託・使用料
等）

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07月20日 起案
農業集落排水施設使用料に係る督促状（平成29年6月分）について（伺い）

22平成29年07月31日 起案
盛岡市農業集落排水事業費特別会計に係る平成29年度７月収納分督促手
数料及び延滞金の事後調定について（伺い）

23平成29年08月07日 起案
農業集落排水施設使用料に係る平成29年度7月分口座振替不能のお知らせ
について（伺い）

24平成29年08月18日 起案
平成29年度盛岡市農業集落排水施設使用料8月分の新規及び更正賦課に
ついて（伺い）

25平成29年08月18日 起案
農業集落排水施設使用料に係る督促状（平成29年7月分）について（伺い）

26平成29年08月31日 起案
盛岡市農業集落排水事業費特別会計に係る平成29年度８月収納分督促手
数料及び延滞金の事後調定について（伺い）

27平成29年09月01日 起案
農業集落排水施設使用料に係る催告状の送付について（伺い）

28平成29年09月06日 起案
農業集落排水施設使用名義変更及び使用開始処理について（伺い）

29平成29年09月07日 起案
農業集落排水施設使用料に係る平成29年度８月分口座振替不能のお知らせ
について（伺い）

30平成29年09月20日 起案
農業集落排水施設使用料に係る督促状（平成29年8月分）について（伺い）

31平成29年09月20日 起案
平成29年度盛岡市農業集落排水施設使用料9月分の新規及び更正賦課に
ついて（伺い）

32平成29年09月20日 起案
農業集落排水施設使用料に係る科目更正について（伺い）

33平成29年09月29日 起案
盛岡市農業集落排水事業費特別会計に係る平成29年度９月収納分督促手
数料及び延滞金の事後調定について（伺い）

34平成29年10月10日 起案
農業集落排水施設使用料に係る平成29年度9月分口座振替不能のお知らせ
について（伺い）

35平成29年10月12日 起案
農業集落排水施設使用料用窓開封筒の注文について（伺い）

36平成29年10月20日 起案
平成29年度盛岡市農業集落排水施設使用料10月分の新規及び更正賦課に
ついて（伺い）

37平成29年10月20日 起案
農業集落排水施設使用料に係る督促状（平成29年9月分）について（伺い）

38平成29年10月31日 起案
盛岡市農業集落排水事業費特別会計に係る平成29年度10月収納分督促手
数料及び延滞金の事後調定について（伺い）

39平成29年11月08日 起案
農業集落排水施設使用料に係る平成29年度10月分口座振替不能のお知ら
せについて（伺い）

40平成29年11月08日 起案
農業集落排水施設使用料の二重賦課による賦課の修正（取消し）について
（伺い）



索引目次

第３種E82平成29年度
農業集落排水一般（業務委託・使用料
等）

上下水道局/経営企画課/料金係
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41平成29年11月20日 起案
農業集落排水施設使用料に係る督促状（平成29年10月分）について（伺い）

42平成29年11月20日 起案
平成29年度盛岡市農業集落排水施設使用料11月分の新規及び更正賦課に
ついて（伺い）

43平成29年11月29日 起案
農業集落排水施設使用料の二重賦課による賦課の取消しについて（伺い）

44平成29年11月30日 起案
盛岡市農業集落排水事業費特別会計に係る平成29年度11月収納分督促手
数料及び延滞金の事後調定について（伺い）

45平成29年12月07日 起案
農業集落排水施設使用料に係る平成29年度11月分口座振替不能のお知ら
せについて（伺い）

46平成29年12月08日 起案
農業集落排水施設使用料に係る催告状の送付について（伺い）

47平成29年12月20日 起案
農業集落排水施設使用料に係る督促状（平成29年11月分）について（伺い）

48平成29年12月20日 起案
平成29年度盛岡市農業集落排水施設使用料12月分の新規及び更正賦課に
ついて（伺い）

49平成29年12月29日 起案
盛岡市農業集落排水事業費特別会計に係る平成29年度12月収納分督促手
数料及び延滞金の事後調定について（伺い）

50平成30年01月12日 起案
農業集落排水施設使用料に係る平成29年度1月分口座振替不能のお知らせ
について（伺い）

51平成30年01月19日 起案
農業集落排水施設使用料に係る督促状（平成29年12月分）について（伺い）

52平成30年01月19日 起案
平成29年度盛岡市農業集落排水施設使用料1月分の新規及び更正賦課に
ついて（伺い）

53平成30年01月31日 起案
盛岡市農業集落排水事業費特別会計に係る平成29年度１月収納分督促手
数料及び延滞金の事後調定について（伺い）

54平成30年02月07日 起案
農業集落排水施設使用料に係る平成29年度２月分口座振替不能のお知らせ
について（伺い）

55平成30年02月16日 起案
平成29年度盛岡市農業集落排水施設使用料２月分の新規及び更正賦課に
ついて（伺い）

56平成30年02月20日 起案
農業集落排水施設使用料に係る督促状（平成30年1月分）について（伺い）

57平成30年02月28日 起案
盛岡市農業集落排水事業費特別会計に係る平成29年度２月収納分督促手
数料及び延滞金の事後調定について（伺い）

58平成30年03月01日 起案
農業集落排水施設使用料に係る催告状の送付について（伺い）

59平成30年03月07日 起案
農業集落排水施設使用料に係る平成29年度３月分口座振替不能のお知らせ
について（伺い）

60平成30年03月07日 起案
平成30年度農業集落排水施設使用料賦課計算等業務委託契約の実施につ
いて（伺い）



索引目次
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61平成30年03月20日 起案
農業集落排水施設使用料に係る督促状（平成30年2月分）について（伺い）

62平成30年03月20日 起案
平成29年度盛岡市農業集落排水施設使用料３月分の新規及び更正賦課に
ついて（伺い）

63平成30年03月30日 起案
盛岡市農業集落排水事業費特別会計に係る平成29年度３月収納分督促手
数料及び延滞金の事後調定について（伺い）

64平成30年03月30日 起案
盛岡市農業集落排水事業費特別会計に係る平成29年度平成30年４月収納
分督促手数料及び延滞金の事後調定について（伺い）

65平成30年03月30日 起案
盛岡市農業集落排水事業費特別会計に係る平成29年度平成30年５月収納
分督促手数料及び延滞金の事後調定について（伺い）

66平成30年03月31日 起案
平成29年度農業集落排水施設使用料賦課計算等業務委託契約に係る業務
完了確認報告及び通知について（伺い）

67平成30年03月31日 起案
平成29年度農業集落排水施設使用料の不納欠損処分について（伺い）

68平成30年03月31日 収受
平成29年度農業集落排水施設使用料賦課計算等業務委託に係る完了届の
収受について（供覧）



索引目次

第３種E82平成29年度
農業集落排水施設使用料還付 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06日 起案
農業集落排水施設使用料の還付について（伺い）

2平成29年04月19日 起案
農業集落排水施設使用料の還付について（伺い）

3平成29年06月16日 起案
農業集落排水施設使用料の還付（充当）について（伺い）

4平成29年07月06日 起案
農業集落排水施設使用料の還付（充当）について（伺い）

5平成29年07月19日 起案
農業集落排水施設使用料過誤納金(過年度分）の充当について（伺い）

6平成29年08月25日 起案
農業集落排水施設使用料過誤納金(過年度分）の充当不可について（報告・
伺い）

7平成29年09月01日 起案
農業集落排水施設使用料の還付（充当）について（伺い）

8平成29年09月11日 起案
農業集落排水施設使用料過誤納金の充当に係る追加資料提出について（伺
い）

9平成29年09月19日 起案
農業集落排水施設使用料（過年度分）の還付について（伺い）

10平成29年10月05日 起案
農業集落排水施設使用料（過年度分）の還付について（伺い）

11平成29年12月25日 起案
農業集落排水施設使用料の還付（充当）について（伺い）

12平成29年12月25日 起案
農業集落排水施設使用料の還付について（伺い）

13平成30年01月04日 起案
農業集落排水施設使用料の還付（充当）について（伺い）

14平成30年01月10日 起案
農業集落排水施設使用料の還付について（伺い）

15平成30年01月16日 起案
農業集落排水施設使用料の還付（充当）について（伺い）

16平成30年01月22日 起案
農業集落排水施設使用料の還付（充当）について（伺い）

17平成30年01月23日 起案
農業集落排水施設使用料の還付について（伺い）

18平成30年01月24日 起案
農業集落排水施設使用料の還付（充当）について（伺い）

19平成30年01月30日 起案
農業集落排水施設使用料の還付について（伺い）

20平成30年01月30日 起案
農業集落排水施設使用料の還付（充当）について（伺い）
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21平成30年02月05日 起案
農業集落排水施設使用料過誤納金(過年度分）の充当について（伺い）

22平成30年02月27日 起案
農業集落排水施設使用料過誤納金(過年度分）の還付（充当）について（伺
い）

23平成30年02月27日 起案
農業集落排水施設使用料の還付について（伺い）

24平成30年03月02日 起案
農業集落排水施設使用料の還付について（伺い）

25平成30年03月27日 起案
農業集落排水施設使用料過誤納金(過年度分）の還付（充当）について（伺
い）


