
索引目次

第１種E00平成29年度
統計資料 上下水道局/給排水課/排水設備係

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28日 起案
盛岡市公共下水道（汚水）に係る水洗化率及び普及率について（報告）

2平成29年05月17日 起案
平成28年度末盛岡市汚水処理人口普及率について（報告）

3平成29年05月17日 起案
浄化槽等処理人口調査について（伺い）



索引目次

第２種E60平成29年度
下水道諸務（汚水排出関係） 上下水道局/給排水課/サービス係

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
盛岡市井戸水メーター仕様書の改定について（伺い）

2平成29年09月20日 起案
盛岡市井戸水メーター仕様書の改定について（伺い）



索引目次

第２種E60平成29年度
下水道諸務（汚水排出関係）井戸水
メーター購入

上下水道局/給排水課/サービス係

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07日 起案
井戸水メーターに係る取扱製品の調査について（伺い）

2平成29年07月21日 起案
井戸水メーターに係る取扱製品の調査結果について（報告）

3平成29年12月22日 起案
井戸水メーター購入に係る参考見積りの徴取について（伺い）

4平成29年12月28日 収受
井戸水メーター購入に係る参考見積の徴取結果について（供覧）

5平成30年01月04日 起案
井戸水メーターに係る取扱製品調査票の更新について（報告）

6平成30年01月04日 収受
盛岡市井戸水メーター取扱製品調査表の提出について（供覧）

7平成30年01月04日 収受
盛岡市井戸水メーター取扱製品調査表の提出について（供覧）

8平成30年01月15日 起案
井戸水メーターの購入について（伺い）

9平成30年01月15日 起案
井戸水メーターの購入について（伺い）

10平成30年01月15日 起案
井戸水メーターの購入について（伺い）

11平成30年01月15日 起案
井戸水メーターの購入について（伺い）

12平成30年01月15日 起案
井戸水メーターの購入について（伺い）

13平成30年01月15日 起案
井戸水メーターの購入について（伺い）

14平成30年01月15日 起案
井戸水メーターの購入について（伺い）

15平成30年01月15日 起案
井戸水メーターの購入について（伺い）

16平成30年01月15日 起案
井戸水メーターの購入について（伺い）

17平成30年01月15日 起案
井戸水メーターの購入について（伺い）

18平成30年01月15日 起案
井戸水メーターの購入について（伺い）

19平成30年01月15日 起案
井戸水メーターの購入について（伺い）

20平成30年01月15日 起案
井戸水メーターの購入について（伺い）



索引目次

第２種E60平成29年度
下水道諸務（汚水排出関係）井戸水
メーター購入

上下水道局/給排水課/サービス係

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01月15日 起案
井戸水メーターの購入について（伺い）

22平成30年01月15日 起案
井戸水メーターの購入について（伺い）

23平成30年01月15日 起案
井戸水メーターの購入について（伺い）

24平成30年01月15日 起案
井戸水メーターの購入について（伺い）

25平成30年01月15日 起案
井戸水メーターの購入について（伺い）

26平成30年01月23日 起案
見積徴取の結果について（報告）

27平成30年01月23日 起案
見積徴取に係る協議結果について（報告）

28平成30年01月23日 起案
井戸水メーターの購入について（伺い）

29平成30年01月25日 起案
井戸水メーター購入に係る参考見積りの徴取について（伺い）

30平成30年01月25日 起案
井戸水メーターの購入について（伺い）

31平成30年01月25日 収受
井戸水メーター購入に係る参考見積の徴取結果について（供覧）

32平成30年02月01日 起案
見積徴取の結果について（報告）

33平成30年02月01日 起案
井戸水メーターの購入について（伺い）



索引目次

第２種E60平成29年度
下水道諸務（汚水排出関係）計量装置
設置・変更

上下水道局/給排水課/サービス係

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22日 起案
計量装置設置の承認について（伺い）

2平成29年06月12日 起案
計量装置設置完了検査の実施について（伺い）

3平成29年06月13日 起案
完了検査通知書の送付について（伺い）

4平成29年07月05日 起案
計量装置設置の承認について（伺い）

5平成29年07月10日 起案
計量装置設置の承認について（伺い）

6平成29年08月10日 起案
計量装置設置完了検査の実施について（伺い）

7平成29年08月17日 起案
完了検査通知書の送付について（伺い）

8平成29年08月30日 起案
計量装置設置の承認について（伺い）

9平成29年10月05日 起案
計量装置変更の承認について（伺い）

10平成29年10月10日 起案
計量装置設置完了検査の実施について（伺い）

11平成29年10月10日 起案
完了検査通知書の送付について（伺い）

12平成29年10月12日 起案
計量装置設置の承認について（伺い）

13平成29年10月16日 起案
計量装置設置の承認について（伺い）

14平成29年10月18日 起案
計量装置設置完了検査の実施について（伺い）

15平成29年10月20日 起案
完了検査通知書の送付について（伺い）

16平成29年10月31日 起案
計量装置設置完了検査の実施について（伺い）

17平成29年11月01日 起案
完了検査通知書の送付について（伺い）

18平成29年12月08日 起案
計量装置設置完了検査の実施について（伺い）

19平成29年12月12日 起案
完了検査通知書の送付について（伺い）

20平成30年02月13日 起案
計量装置設置の承認について（伺い）



索引目次

第２種E60平成29年度
下水道諸務（汚水排出関係）計量装置
設置・変更

上下水道局/給排水課/サービス係

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12日 起案
計量装置設置完了検査の実施について（伺い）

22平成30年03月13日 起案
完了検査通知書の送付について（伺い）



索引目次

第３種E60平成29年度
浄化槽設置届等（設置届・審査依頼） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

2平成29年04月04日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

3平成29年04月07日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

4平成29年04月07日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

5平成29年04月07日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

6平成29年04月07日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

7平成29年04月07日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

8平成29年04月07日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

9平成29年04月10日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

10平成29年04月10日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

11平成29年04月11日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知書について（伺い）

12平成29年04月11日 起案
浄化槽維持管理等通知書について（伺い）

13平成29年04月12日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知書について（伺い）

14平成29年04月12日 起案
浄化槽維持管理等通知書について（伺い）

15平成29年04月12日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

16平成29年04月12日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

17平成29年04月13日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

18平成29年04月13日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知書について（伺い）

19平成29年04月13日 起案
浄化槽維持管理等通知書について（伺い）

20平成29年04月13日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）



索引目次

第３種E60平成29年度
浄化槽設置届等（設置届・審査依頼） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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04月17日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

22平成29年04月18日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

23平成29年04月18日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

24平成29年04月21日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

25平成29年04月21日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知書について（伺い）

26平成29年04月21日 起案
浄化槽維持管理等通知書について（伺い）

27平成29年04月21日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

28平成29年04月24日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

29平成29年04月25日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

30平成29年04月27日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

31平成29年05月01日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知書について（伺い）

32平成29年05月01日 起案
浄化槽維持管理等通知書について（伺い）

33平成29年05月01日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

34平成29年05月08日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

35平成29年05月08日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

36平成29年05月08日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知書について（伺い）

37平成29年05月08日 起案
浄化槽維持管理等通知書について（伺い）

38平成29年05月08日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

39平成29年05月10日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

40平成29年05月16日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い



索引目次

第３種E60平成29年度
浄化槽設置届等（設置届・審査依頼） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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05月22日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

42平成29年05月24日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

43平成29年05月29日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

44平成29年05月29日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

45平成29年05月30日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

46平成29年06月02日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

47平成29年06月05日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知書について（伺い）

48平成29年06月05日 起案
浄化槽維持管理等通知書について（伺い）

49平成29年06月05日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

50平成29年06月07日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

51平成29年06月07日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

52平成29年06月07日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

53平成29年06月09日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知書について（伺い）

54平成29年06月09日 起案
浄化槽維持管理等通知書について（伺い）

55平成29年06月09日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知書について（伺い）

56平成29年06月09日 起案
浄化槽維持管理等通知書について（伺い）

57平成29年06月09日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

58平成29年06月09日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

59平成29年06月13日 起案
浄化槽維持管理等通知書について（伺い）

60平成29年06月13日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知書について（伺い）



索引目次

第３種E60平成29年度
浄化槽設置届等（設置届・審査依頼） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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29年06月13日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

62平成29年06月14日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

63平成29年06月14日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

64平成29年06月22日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

65平成29年06月28日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知書について（伺い）

66平成29年06月28日 起案
浄化槽維持管理等通知書について（伺い）

67平成29年06月28日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

68平成29年06月30日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

69平成29年07月06日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

70平成29年07月11日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知書について（伺い）

71平成29年07月11日 起案
浄化槽維持管理等通知書について（伺い）

72平成29年07月11日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

73平成29年07月14日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

74平成29年07月18日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

75平成29年07月19日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

76平成29年07月21日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

77平成29年07月25日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

78平成29年07月26日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知書について（伺い）

79平成29年07月26日 起案
浄化槽維持管理等通知書について（伺い）

80平成29年07月26日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）



索引目次

第３種E60平成29年度
浄化槽設置届等（設置届・審査依頼） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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

81平成29年07月27日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

82平成29年08月03日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

83平成29年08月03日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

84平成29年08月04日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

85平成29年08月08日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知書について（伺い）

86平成29年08月08日 起案
浄化槽維持管理等通知書について（伺い）

87平成29年08月08日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

88平成29年08月09日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

89平成29年08月17日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

90平成29年08月21日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

91平成29年08月25日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

92平成29年08月29日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

93平成29年08月29日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

94平成29年08月29日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

95平成29年08月31日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

96平成29年08月31日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

97平成29年09月05日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

98平成29年09月06日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

99平成29年09月06日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

100平成29年09月07日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知書について（伺い）



索引目次

第３種E60平成29年度
浄化槽設置届等（設置届・審査依頼） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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

101平成29年09月07日 起案
浄化槽維持管理等通知書について（伺い）

102平成29年09月07日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

103平成29年09月07日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

104平成29年09月08日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

105平成29年09月12日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知書について（伺い）

106平成29年09月12日 起案
浄化槽維持管理等通知書について（伺い）

107平成29年09月12日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

108平成29年09月14日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

109平成29年09月15日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

110平成29年09月20日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

111平成29年09月21日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

112平成29年09月25日 起案
浄化槽維持管理等通知書について（伺い）

113平成29年09月25日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知書について（伺い）

114平成29年09月25日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

115平成29年10月02日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

116平成29年10月02日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

117平成29年10月05日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

118平成29年10月11日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知書について（伺い）

119平成29年10月11日 起案
浄化槽維持管理等通知書について（伺い）

120平成29年10月11日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）



索引目次

第３種E60平成29年度
浄化槽設置届等（設置届・審査依頼） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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

121平成29年10月12日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

122平成29年10月12日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

123平成29年10月13日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

124平成29年10月13日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

125平成29年10月13日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

126平成29年10月13日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

127平成29年10月13日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

128平成29年10月16日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

129平成29年10月16日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

130平成29年10月16日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

131平成29年10月19日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

132平成29年10月19日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

133平成29年10月20日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

134平成29年10月20日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

135平成29年10月20日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

136平成29年10月20日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

137平成29年10月20日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

138平成29年10月24日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

139平成29年10月24日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

140平成29年10月26日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）



索引目次

第３種E60平成29年度
浄化槽設置届等（設置届・審査依頼） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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

141平成29年10月26日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

142平成29年10月26日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

143平成29年10月26日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

144平成29年10月26日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

145平成29年10月26日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

146平成29年10月27日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

147平成29年10月30日 起案
浄化槽維持管理等通知書について（伺い）

148平成29年10月30日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知書について（伺い）

149平成29年10月30日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

150平成29年11月01日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

151平成29年11月06日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

152平成29年11月06日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

153平成29年11月06日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

154平成29年11月06日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

155平成29年11月06日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い

156平成29年11月13日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

157平成29年11月15日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

158平成29年11月15日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

159平成29年11月16日 起案
浄化槽設置届出書の送付について（伺い）

160平成29年11月17日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い



索引目次

第３種E60平成29年度
浄化槽設置届等（設置届・審査依頼） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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

161平成29年11月20日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

162平成29年11月22日 起案
浄化槽維持管理等通知書について（伺い）

163平成29年11月22日 起案
浄化槽設置届出内容適合通知書について（伺い）

164平成29年11月22日 収受
浄化槽設置（変更）届出内容適合通知書の送付について（供覧）

165平成29年11月27日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

166平成29年11月27日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

167平成29年11月28日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

168平成29年11月29日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

169平成29年12月04日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

170平成30年01月04日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

171平成30年01月15日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

172平成30年01月18日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

173平成30年01月18日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

174平成30年01月30日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

175平成30年02月01日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

176平成30年02月06日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

177平成30年02月22日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

178平成30年02月27日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）

179平成30年03月05日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

180平成30年03月05日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）



索引目次

第３種E60平成29年度
浄化槽設置届等（設置届・審査依頼） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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

181平成30年03月09日 起案
浄化槽維持管理等通知について（伺い）

182平成30年03月29日 起案
浄化槽の設置に係る審査回答について（伺い）



索引目次

第３種E60平成29年度
浄化槽設置届等（各種報告書等） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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 収受
浄化槽法関係各種報告書（平成29年４月分）の提出について（供覧）

2平成29年06月02日 収受
浄化槽法関係各種報告書（平成29年５月分）の提出について（供覧）

3平成29年07月20日 収受
浄化槽法関係各種報告書（平成29年６月分）の提出について（供覧）

4平成29年08月02日 収受
浄化槽法関係各種報告書（平成29年７月分）の提出について（供覧）

5平成29年09月01日 収受
浄化槽法関係各種報告書（平成29年８月分）の提出について（供覧）

6平成29年10月02日 収受
浄化槽法関係各種報告書（平成29年９月分）の提出について（供覧）

7平成29年11月01日 収受
浄化槽法関係各種報告書（平成29年10月分）の提出について（供覧）

8平成29年12月05日 収受
浄化槽法関係各種報告書（平成29年11月分）の提出について（供覧）

9平成30年01月09日 収受
浄化槽法関係各種報告書（平成29年12月分）の提出について（供覧）

10平成30年02月01日 収受
浄化槽法関係各種報告書（平成30年１月分）の提出について（供覧）

11平成30年03月06日 収受
浄化槽法関係各種報告書（平成30年２月分）の提出について（供覧）

12平成30年03月31日 収受
浄化槽法関係各種報告書（平成30年３月分）の提出について（供覧）



索引目次

第３種E63平成29年度
浄化槽保守点検業者関係 上下水道局/給排水課/排水設備係

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12日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

2平成29年04月12日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

3平成29年04月24日 起案
浄化槽保守点検業者の登録について（伺い）

4平成29年04月27日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

5平成29年05月12日 起案
浄化槽保守点検業者の登録について（伺い）

6平成29年05月16日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

7平成29年05月19日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

8平成29年05月31日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

9平成29年06月06日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

10平成29年06月09日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

11平成29年06月14日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

12平成29年06月16日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

13平成29年07月14日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

14平成29年07月20日 起案
浄化槽保守点検業者の登録について（伺い）

15平成29年07月24日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

16平成29年07月25日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

17平成29年08月17日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

18平成29年08月22日 起案
浄化槽保守点検業者の登録について（伺い）

19平成29年08月31日 起案
浄化槽保守点検業者の登録について（伺い）

20平成29年09月04日 起案
浄化槽保守点検業者の登録について（伺い）



索引目次

第３種E63平成29年度
浄化槽保守点検業者関係 上下水道局/給排水課/排水設備係

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13日 起案
浄化槽保守点検業者の登録について（伺い）

22平成29年10月17日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

23平成29年10月19日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

24平成29年10月25日 起案
浄化槽保守点検業者の抹消について（伺い）

25平成29年10月26日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

26平成29年10月30日 起案
浄化槽保守点検業者の登録について（伺い）

27平成29年11月14日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

28平成29年11月17日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

29平成29年11月21日 起案
浄化槽保守点検業者の登録について（伺い）

30平成30年01月25日 起案
浄化槽保守点検業者の登録について（伺い）

31平成30年02月08日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

32平成30年02月19日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

33平成30年03月07日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

34平成30年03月12日 起案
浄化槽保守点検業者の登録について（伺い）

35平成30年03月14日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

36平成30年03月19日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

37平成30年03月23日 起案
浄化槽保守点検業者の登録事項の変更について（伺い）

38平成30年03月26日 起案
浄化槽保守点検業者の登録について（伺い）

39平成30年03月29日 起案
浄化槽保守点検業者の抹消について（伺い）

40平成30年03月30日 起案
浄化槽保守点検業者の登録について（伺い）



索引目次

第３種E63平成29年度
浄化槽保守点検業者関係（浄化槽水質
検査関係）

上下水道局/給排水課/排水設備係

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28日 収受
浄化槽法法定検査実績（３月分）の報告について（供覧）

2平成29年06月02日 収受
浄化槽法法定検査実績（４月分）の報告について（供覧）

3平成29年06月29日 収受
浄化槽法法定検査実績（５月分）の報告について（供覧）

4平成29年07月06日 起案
浄化槽法定検査の受検の促進について（伺い）

5平成29年08月02日 収受
浄化槽法法定検査実績（６月分）の報告について（供覧）

6平成29年08月31日 収受
浄化槽法法定検査実績（７月分）の報告について（供覧）

7平成29年09月05日 起案
浄化槽法法定検査の受検の促進について（伺い）

8平成29年09月28日 収受
浄化槽法法定検査実績（８月分）の報告について（供覧）

9平成29年10月30日 収受
浄化槽法法定検査実績（９月分）の報告について（供覧）

10平成29年11月10日 収受
浄化槽法第７条検査結果一覧（平成28年度）について（供覧）

11平成29年12月01日 収受
浄化槽法法定検査実績（10月分）の報告について（供覧）

12平成29年12月25日 起案
浄化槽法定検査の受検の促進について（伺い）

13平成29年12月25日 収受
浄化槽法法定検査実績（11月分）の報告について（供覧）

14平成29年12月25日 収受
浄化槽法第11条に係る二次検査の結果について（供覧）

15平成30年01月29日 収受
浄化槽法法定検査実績（12月分）の報告について（供覧）

16平成30年02月21日 収受
浄化槽法法定検査実績（１月分）の報告について（供覧）

17平成30年03月09日 起案
浄化槽法法定検査の受検の促進について（伺い）

18平成30年03月27日 収受
浄化槽法法定検査実績（２月分）の報告について（供覧）



索引目次

第３種E64平成29年度
下水道指定工事店関係（工事店指定関
係）

上下水道局/給排水課/排水設備係

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20日 起案
下水道工事店指定に係る現地審査について（伺い）

2平成29年05月02日 起案
下水道工事店の指定について（伺い）

3平成29年06月16日 起案
下水道工事店指定に係る現地審査について（伺い）

4平成29年07月19日 起案
下水道工事店の指定について（伺い）

5平成29年12月08日 収受
盛岡市指定下水道工事店の事業廃止等届について（供覧）

6平成29年12月08日 収受
盛岡市指定下水道工事店の事業廃止等届について（供覧）

7平成29年12月11日 収受
盛岡市指定下水道工事店の事業廃止等届について（供覧）

8平成29年12月11日 収受
盛岡市指定下水道工事店の事業廃止等届について（供覧）

9平成29年12月13日 収受
盛岡市指定下水道工事店の事業廃止等届について（供覧）

10平成30年01月11日 収受
盛岡市指定下水道工事店（㈲中居建設）の事業廃止等届について（供覧）

11平成30年01月17日 起案
盛岡市指定下水道工事店に係る継続指定申請について（伺い）

12平成30年01月18日 収受
盛岡市指定下水道工事店の事業廃止等届について（供覧）

13平成30年01月23日 収受
盛岡市指定下水道工事店の事業廃止等届について（供覧）

14平成30年01月24日 起案
盛岡市指定下水道工事店更新講習会に係る姫神ホール催事調査票の提出
について（伺い）

15平成30年01月30日 収受
盛岡市指定下水道工事店の事業廃止等届について（供覧）

16平成30年02月08日 収受
盛岡市指定下水道工事店の事業廃止等届について（供覧）

17平成30年02月19日 収受
盛岡市指定下水道工事店の事業廃止等届について（供覧）

18平成30年02月20日 起案
盛岡市指定下水道工事店更新講習会の開催について（伺い）

19平成30年02月20日 起案
盛岡市指定下水道工事店継続指定申請の受付状況について（報告）

20平成30年02月23日 起案
下水道工事店指定に係る現地審査について（伺い）



索引目次

第３種E64平成29年度
下水道指定工事店関係（工事店指定関
係）

上下水道局/給排水課/排水設備係

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23日 収受
盛岡市指定下水道工事店の事業廃止等届について（供覧）

22平成30年02月26日 収受
盛岡市指定下水道工事店の事業廃止等届について（供覧）

23平成30年02月28日 起案
下水道工事店の指定について（伺い）

24平成30年02月28日 起案
盛岡市指定下水道工事店継続指定申請の受付状況について（報告）

25平成30年03月01日 収受
盛岡市指定下水道工事店の事業廃止等届について（供覧）

26平成30年03月02日 収受
渋民文化会館・渋民公民館利用許可書について（供覧）

27平成30年03月05日 収受
盛岡市指定下水道工事店の事業廃止等届について（供覧）

28平成30年03月07日 起案
下水道工事店の継続指定について（伺い）

29平成30年03月14日 起案
盛岡市指定下水道工事店更新講習会の次第等について（伺い）

30平成30年03月14日 起案
盛岡市指定下水道工事店更新講習会に係る職員の派遣について（伺い）

31平成30年03月16日 収受
渋民文化会館・渋民公民館利用変更許可書について（供覧）

32平成30年03月27日 収受
盛岡市指定下水道工事店の事業廃止等届について（供覧）

33平成30年03月28日 起案
下水道工事店の継続指定について（伺い）

34平成30年03月30日 収受
盛岡市指定下水道工事店の事業廃止等届について（供覧）

35平成30年03月30日 収受
盛岡市指定下水道工事店の事業廃止等届について（供覧）

36平成30年03月30日 収受
盛岡市指定下水道工事店の事業廃止等届について（供覧）

37平成30年03月30日 収受
盛岡市指定下水道工事店の事業廃止等届について（供覧）

38平成30年03月30日 収受
盛岡市指定下水道工事店の事業廃止等届について（供覧）



索引目次

第３種E64平成29年度
下水道指定工事店関係（登録内容変更
等）

上下水道局/給排水課/排水設備係

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
盛岡市指定下水道工事店に係る排水設備責任技術者の異動について（供
覧）

2平成29年04月12日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る排水設備責任技術者の異動について（供
覧）

3平成29年04月19日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る指定内容の変更について（供覧）

4平成29年04月20日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る排水設備責任技術者の異動について（供
覧）

5平成29年04月24日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る指定内容の変更について（供覧）

6平成29年04月25日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る指定内容の変更について（供覧）

7平成29年04月27日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る排水設備責任技術者の異動について（供
覧）

8平成29年05月10日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る排水設備責任技術者の異動について（供
覧）

9平成29年05月16日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る指定内容の変更について（供覧）

10平成29年05月25日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る指定内容の変更について（供覧）

11平成29年05月25日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る排水設備責任技術者の異動について（供
覧）

12平成29年05月26日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る指定内容の変更について（供覧）

13平成29年06月06日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る指定内容の変更について（供覧）

14平成29年06月08日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る排水設備責任技術者の異動について（供
覧）

15平成29年06月09日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る指定内容の変更について（供覧）

16平成29年06月13日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る指定内容の変更について（供覧）

17平成29年06月13日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る排水設備責任技術者の異動について（供
覧）

18平成29年07月05日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る指定内容の変更について（供覧）

19平成29年07月13日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る指定内容の変更について（供覧）

20平成29年07月24日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る指定内容の変更について（供覧）



索引目次

第３種E64平成29年度
下水道指定工事店関係（登録内容変更
等）

上下水道局/給排水課/排水設備係

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25日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る指定内容の変更について（供覧）

22平成29年08月28日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る指定内容の変更について（供覧）

23平成29年10月13日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る指定内容の変更について（供覧）

24平成29年10月13日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る指定内容の変更について（供覧）

25平成29年10月20日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る指定内容の変更について（供覧）

26平成29年10月20日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る排水設備責任技術者の異動について（供
覧）

27平成29年10月23日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る排水設備責任技術者の異動について（供
覧）

28平成29年11月01日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る指定内容の変更について（供覧）

29平成29年11月10日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る指定内容の変更について（供覧）

30平成29年11月15日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る指定内容の変更について（供覧）

31平成29年11月27日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る指定内容の変更について（供覧）

32平成29年11月30日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る指定内容の変更について（供覧）

33平成29年11月30日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る排水設備責任技術者の異動について（供
覧）

34平成29年12月04日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る排水設備責任技術者の異動について（供
覧）

35平成29年12月21日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る指定内容の変更について（供覧）

36平成29年12月25日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る指定内容の変更について（供覧）

37平成30年01月16日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る指定内容の変更について（供覧）

38平成30年02月05日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る排水設備責任技術者の異動について（供
覧）

39平成30年02月06日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る排水設備責任技術者の異動について（供
覧）

40平成30年02月07日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る排水設備責任技術者の異動について（供
覧）



索引目次

第３種E64平成29年度
下水道指定工事店関係（登録内容変更
等）

上下水道局/給排水課/排水設備係

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02月23日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る排水設備責任技術者の異動について（供
覧）

42平成30年03月14日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る指定内容の変更について（供覧）

43平成30年03月22日 収受
盛岡市指定下水道工事店に係る排水設備工事責任技術者の異動について
（供覧）



索引目次

第１種E64平成29年度
下水道指定工事店関係（不都合行為関
係）

上下水道局/給排水課/排水設備係

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18日 起案
排水設備等計画確認を受けない工事に関する顛末書の受領について（報告）

2平成29年09月01日 起案
排水設備等計画確認を受けない工事に関する顛末書の受領について（報告）

3平成29年09月15日 起案
排水設備等計画確認を受けない工事に関する顛末書の受領について（報告）

4平成29年11月15日 起案
排水設備等工事完了届及び下水道使用開始届の遅延に関する顛末書の受
領について（報告）

5平成29年12月12日 起案
排水設備等計画確認を受けない工事に関する顛末書の受領について（報告）



索引目次

第３種E64平成29年度
排水設備責任技術者関係（試験運営委
員会）

上下水道局/給排水課/排水設備係

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27日 起案
平成29年度排水設備工事責任技術者試験運営委員会委員の委嘱について
（伺い）

2平成29年05月02日 収受
平成29年度排水設備工事責任技術者試験運営委員会委員委嘱状の交付に
ついて（供覧）

3平成29年05月10日 起案
平成29年度排水設備工事責任技術者試験運営委員会への出席について（伺
い）

4平成29年06月07日 収受
排水設備工事責任技術者資格更新講習会の時間割変更について（供覧）

5平成29年07月04日 起案
平成29年度排水設備工事責任技術者試験及び受験講習会の実施に係る告
示について（伺い）

6平成29年09月26日 起案
平成29年度排水設備工事責任技術者の登録更新にかかる告示について（伺
い）

7平成29年11月07日 起案
平成29年度排水設備工事責任技術者登録に係る告示等について（伺い）

8平成29年11月16日 収受
平成29年度排水設備工事責任技術者試験の合格者について（供覧）



索引目次

第３種E64平成29年度
排水設備諸務（苦情・要望） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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07日 起案
井戸水に関する相談・苦情について（報告）

2平成29年09月08日 起案
岩手県知事公舎に関する相談・苦情について（報告）

3平成29年09月12日 起案
排水設備補修に関する相談対応について（報告）

4平成29年10月23日 起案
行政困りごと・被災者支援一日合同行政相談所で受けた相談について（伺い）

5平成29年11月16日 起案
岩手県知事公舎に関する事前相談について（報告）



索引目次

第２種E64平成29年度
排水設備諸務（排水設備台帳電子化業
務（契約関係））

上下水道局/給排水課/排水設備係

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
排水設備台帳電子化業務機器の賃貸借に係る契約締結について（伺い）

2平成29年04月01日 収受
排水設備台帳電子化業務機器賃貸借契約の締結について（供覧）



索引目次

第１種E64平成29年度
排水設備設置（特定施設） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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26日 起案
特定施設使用廃止届出書の受理及び流域下水道管理者への通知について
（報告・伺い）

2平成29年04月26日 収受
岩手県流域下水道接続等取扱要綱の適切な運用について（供覧）

3平成29年05月02日 起案
特定施設に係る氏名変更等届出書の受理について（伺い）

4平成29年05月02日 起案
特定施設構造等変更届出書の受理及び岩手県流域下水道管理者への通知
について（伺い）

5平成29年05月09日 起案
実施制限期間短縮について（伺い）

6平成29年05月12日 起案
特定施設設置届出書の受理及び岩手県流域下水道管理者への通知につい
て（伺い）

7平成29年05月31日 起案
特定施設に係る氏名変更等届出書の受理について（伺い）

8平成29年06月16日 起案
特定施設に係る氏名変更等届出書の受理について（伺い）

9平成29年06月19日 起案
特定施設構造等変更届出書の受理及び岩手県流域下水道管理者への通知
について（伺い）

10平成29年06月30日 起案
特定施設に係る氏名変更等届出書の受理について（伺い）

11平成29年06月30日 起案
特定施設に係る氏名変更等届出書の受理について（伺い）

12平成29年06月30日 起案
特定施設構造等変更届出書の受理及び岩手県流域下水道管理者への通知
について（伺い）

13平成29年07月03日 起案
特定施設に係る氏名変更等届出書の受理について（伺い）

14平成29年07月03日 起案
実施制限期間短縮について（伺い）

15平成29年07月14日 収受
水質管理責任者変更届について（供覧）

16平成29年07月20日 起案
特定施設に係る氏名変更等届出書の受理について（伺い）

17平成29年07月20日 起案
特定施設に係る氏名変更等届出書の受理について（伺い）

18平成29年07月20日 収受
公共下水道使用開始届について（供覧）

19平成29年07月24日 起案
特定施設に係る氏名変更等届出書の受理について（伺い）

20平成29年08月02日 起案
特定施設に係る氏名変更等届出書の受理について（伺い）



索引目次

第１種E64平成29年度
排水設備設置（特定施設） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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
特定施設設置届出書の受理及び岩手県流域下水道管理者への通知につい
て（伺い）

22平成29年08月18日 起案
実施制限期間短縮について（伺い）

23平成29年08月29日 収受
水質管理責任者選任届について（供覧）

24平成29年08月29日 収受
公共下水道使用開始届について（供覧）

25平成29年09月06日 起案
特定施設構造等変更届出書の受理及び岩手県流域下水道管理者への通知
について（伺い）

26平成29年09月13日 起案
実施制限期間短縮について（伺い）

27平成29年09月25日 起案
特定施設に係る氏名変更等届出書の受理について（伺い）

28平成29年09月25日 起案
特定施設構造等変更届出書の受理及び岩手県流域下水道管理者への通知
について（伺い）

29平成29年09月27日 起案
実施制限期間短縮について（伺い）

30平成29年11月16日 起案
特定施設構造等変更届出書の受理及び岩手県流域下水道管理者への通知
について（伺い）

31平成29年11月16日 起案
特定施設設置届出書の受理及び岩手県流域下水道管理者への通知につい
て（伺い）

32平成29年11月21日 起案
実施制限期間短縮について（伺い）

33平成29年11月21日 起案
実施制限期間短縮について（伺い）

34平成29年11月22日 起案
特定施設構造等変更届出書の受理及び岩手県流域下水道管理者への通知
について（伺い）

35平成29年11月29日 起案
実施制限期間短縮について（伺い）

36平成29年12月27日 起案
特定施設構造等変更届出書の受理及び岩手県流域下水道管理者への通知
について（伺い）

37平成29年12月28日 起案
実施制限期間短縮について（伺い）

38平成30年02月23日 起案
特定施設構造等変更届出書の受理及び岩手県流域下水道管理者への通知
について（伺い）

39平成30年02月26日 起案
実施制限期間短縮について（伺い）

40平成30年03月16日 起案
特定施設に係る氏名変更等届出書の受理について（伺い）



索引目次

第１種E64平成29年度
排水設備設置（特定施設） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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20日 起案
特定施設構造等変更届出書の受理及び岩手県流域下水道管理者への通知
について（伺い）



索引目次

第１種E64平成29年度
排水設備設置（設置免除） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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12日 起案
排水設備設置免除許可について（伺い）

2平成29年04月14日 起案
排水設備設置免除許可について（伺い）

3平成29年04月14日 起案
排水設備設置免除許可について（伺い）

4平成29年05月02日 起案
排水設備設置免除許可について（伺い）

5平成29年05月24日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

6平成29年05月24日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

7平成29年05月25日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

8平成29年05月25日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

9平成29年05月29日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

10平成29年05月29日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

11平成29年05月31日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

12平成29年06月08日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

13平成29年08月21日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

14平成29年08月23日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

15平成29年08月24日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

16平成29年08月24日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

17平成29年08月24日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

18平成29年08月29日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

19平成29年08月31日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

20平成29年09月21日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）



索引目次

第１種E64平成29年度
排水設備設置（設置免除） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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
排水設備設置免除許可について（伺い）

22平成29年11月07日 起案
排水設備設置免除許可について（伺い）

23平成29年11月13日 起案
排水設備設置免除許可について（伺い）

24平成29年11月15日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

25平成29年11月20日 起案
排水設備設置免除許可について（伺い）

26平成29年11月24日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

27平成29年11月24日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

28平成29年11月28日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

29平成29年11月28日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

30平成29年11月30日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

31平成29年12月08日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

32平成29年12月12日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

33平成30年02月16日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

34平成30年02月19日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

35平成30年02月19日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

36平成30年02月19日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

37平成30年02月22日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

38平成30年02月27日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

39平成30年03月01日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）

40平成30年03月19日 収受
排水設備設置免除に係る水質試験報告書について（供覧）



索引目次

第１種E64平成29年度
排水設備設置（設置免除） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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22日 起案
排水設備設置免除許可について（伺い）



索引目次

第３種E64平成29年度
排水設備設置（特定施設業務委託） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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02日 起案
特定事業場等排水水質分析業務委託の指名業者選定に係る照会について
（伺い）

2平成29年11月10日 起案
特定事業場等排水水質分析業務委託の実施について(伺い)

3平成29年11月30日 起案
特定事業場等排水水質分析業務委託に係る指名競争入札の結果について
（報告）

4平成29年12月04日 起案
特定事業場等排水水質分析業務委託に係る契約の締結について（伺い）

5平成29年12月04日 収受
特定事業場等排水水質分析業務委託に係る見積徴取について（供覧）

6平成29年12月06日 起案
特定事業場等排水水質分析業務委託の契約締結について（供覧）

7平成29年12月07日 起案
特定事業場等排水水質分析業務委託に係る監督員について（伺い）

8平成29年12月07日 収受
特定事業場等排水水質業務委託に係る現場責任者届出書の受理について
（供覧）

9平成29年12月11日 起案
特定事業場等排水水質分析業務委託の立入通知について（伺い）

10平成30年01月05日 起案
特定事業場等排水水質分析業務委託の立入通知について（伺い）

11平成30年01月05日 起案
特定事業場等排水水質分析業務委託に係る採水対象の変更及び受注者へ
の指示について（伺い）

12平成30年01月05日 起案
特定事業場等排水水質分析業務委託の立入中止通知について（伺い）

13平成30年01月09日 収受
特定事業場等排水水質分析業務委託に係る受注者への指示について（供
覧）

14平成30年01月09日 収受
特定事業場等排水水質分析業務委託に係る貸与品の借用書について（供
覧）

15平成30年02月08日 収受
特定事業場等排水水質分析業務委託に係る貸与品返還書の受理について
（供覧）

16平成30年02月28日 起案
特定事業場等排水水質分析業務委託に係る下水水質分析結果について（伺
い）

17平成30年03月09日 起案
特定事業場等排水水質分析業務委託の完了検査の実施について（伺い）

18平成30年03月15日 起案
特定事業場等排水水質分析業務委託の完了検査報告及び検査結果通知書
の送付について（伺い）



索引目次

第２種E65平成29年度
水洗便所改造資金（状況報告書） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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
平成28年度３月水洗便所改造資金貸付基金の運用状況及び収入について
（報告及び伺い）

2平成29年05月02日 起案
平成29年度４月水洗便所改造資金貸付基金の運用状況及び収入について
（報告及び伺い）

3平成29年06月02日 起案
平成29年度５月水洗便所改造資金貸付基金の運用状況及び収入について
（報告及び伺い）

4平成29年07月10日 起案
平成29年度６月水洗便所改造資金貸付基金の運用状況及び収入について
（報告及び伺い）

5平成29年08月04日 起案
平成29年度７月水洗便所改造資金貸付基金の運用状況及び収入について
（報告及び伺い）

6平成29年09月04日 起案
平成29年度８月水洗便所改造資金貸付基金の運用状況及び収入について
（報告及び伺い）

7平成29年10月06日 起案
平成29年度９月水洗便所改造資金貸付基金の運用状況及び収入について
（報告及び伺い）

8平成29年11月08日 起案
平成29年度10月水洗便所改造資金貸付基金の運用状況及び収入について
（報告及び伺い）

9平成29年12月04日 起案
平成29年度11月水洗便所改造資金貸付基金の運用状況及び収入について
（報告及び伺い）

10平成30年01月10日 起案
平成29年度12月水洗便所改造資金貸付基金の運用状況及び収入について
（報告及び伺い）

11平成30年02月02日 起案
平成29年度１月水洗便所改造資金貸付基金の運用状況及び収入について
（報告及び伺い）

12平成30年03月02日 起案
平成29年度２月水洗便所改造資金貸付基金の運用状況及び収入について
（報告及び伺い）



索引目次

第３種E65平成29年度
水洗化普及 上下水道局/給排水課/排水設備係

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19日 収受
大宮中学校プール改修工事に係る改善措置計画書の提出について（供覧）

2平成29年08月08日 起案
下水道接続状況報告書の提出について（伺い）

3平成29年10月06日 起案
下水道接続状況報告書の提出について（伺い）

4平成29年11月08日 起案
下水道接続状況報告書の提出について（伺い）

5平成29年12月19日 起案
下水道接続状況報告書の提出について（伺い）

6平成29年12月25日 起案
下水道接続状況報告書の提出について（伺い）

7平成30年03月13日 起案
学校施設への排水設備設置及び学校施設への排水設備設置に伴う予算措
置について（伺い）



索引目次

第３種E65平成29年度
水洗化普及（下水道の日関係） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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 収受
盛岡市観光文化交流センター利用許可書について（供覧）

2平成29年06月06日 起案
広報みずの輪第８号に係る掲載内容について（伺い）

3平成29年06月06日 起案
平成29年度における排水設備無料点検の実施について（伺い）

4平成29年06月15日 起案
広報みずの輪第８号に係る原稿データについて（伺い）

5平成29年06月16日 起案
第30回下水道標語コンクールの実施及び盛岡市教育委員会との共催につい
て（伺い）

6平成29年06月23日 収受
「第30回下水道標語コンクール」の共催について（供覧）

7平成29年06月27日 起案
第30回下水道標語コンクールに係る作品募集について（伺い）

8平成29年06月27日 起案
広報みずの輪第８号に係る再校について（伺い）

9平成29年07月05日 起案
広報みずの輪第８号に係る三校について（伺い）

10平成29年07月11日 起案
懸垂幕の印刷について（伺い）

11平成29年07月11日 起案
広報みずの輪第８号に係る最終校正について（伺い）

12平成29年07月18日 収受
みずの輪第８号の校了について（供覧）

13平成29年07月19日 起案
懸垂幕の印刷の見積徴取結果について（報告）

14平成29年07月20日 起案
懸垂幕の印刷に係る契約の締結について（伺い）

15平成29年07月24日 起案
広報もりおかへの掲載依頼について（伺い）

16平成29年07月24日 起案
「都南浄化センター施設見学会開催」に係る広報掲載等について（伺い）

17平成29年08月03日 起案
懸垂幕の印刷に係る校了について（伺い）

18平成29年08月04日 起案
広報もりおか９月１日号（初校）に係る校正依頼について（伺い）

19平成29年08月10日 起案
広報もりおか９月１日号（再校）に係る校正依頼について（伺い）

20平成29年08月15日 収受
広報もりおか９月１日号の校了について（供覧）



索引目次

第３種E65平成29年度
水洗化普及（下水道の日関係） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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25日 起案
「施設見学会」のポスターの掲示について（伺い）

22平成29年08月31日 起案
「下水道の日」懸垂幕の掲揚について（伺い）

23平成29年09月06日 起案
第30回下水道標語コンクール応募作品の審査会の開催について（伺い）

24平成29年09月13日 起案
第30回下水道標語コンクールの応募作品の審査について（伺い）

25平成29年09月14日 起案
第30回下水道標語コンクール応募作品の審査会に係る審査員の派遣につい
て（報告）

26平成29年09月28日 起案
第30回下水道標語コンクールの最終審査対象作品の選定及び資料の送付に
ついて（伺い）

27平成29年10月05日 起案
広報みずの輪第９号に係る初校について（伺い）

28平成29年10月05日 起案
第30回下水道標語コンクール入選作品の決定について（伺い）

29平成29年10月11日 起案
第30回下水道標語コンクール入選作品表彰式に係る市長日程の調整につい
て（伺い）

30平成29年10月11日 起案
第30回下水道標語コンクール表彰式の実施及び関係者の出席案内について
（伺い）

31平成29年10月12日 起案
第30回下水道標語コンクール入選作品表彰に係る賞状について（伺い）

32平成29年10月12日 起案
第30回下水道標語コンクール入選作品表彰式に係る情報提供について（伺
い）

33平成29年10月12日 起案
広報みずの輪第９号に係る三校について（伺い）

34平成29年10月12日 起案
第30回下水道標語コンクール入選作品表彰式に係る出欠伺いについて（報
告及び伺い）

35平成29年10月17日 起案
第30回下水道標語コンクール入選作品表彰式に係る児童及び保護者の出席
確認について（伺い）

36平成29年10月17日 起案
第30回下水道標語コンクール入選作品表彰式市長挨拶について（伺い）

37平成29年10月18日 起案
第57回下水道の日「下水道いろいろコンクール」標語部門への応募について
（伺い）

38平成29年10月19日 起案
第30回下水道標語コンクールの開催について（伺い）

39平成29年10月23日 起案
第30回下水道標語コンクール入選作品表彰式に係る作品講評について（伺
い）

40平成29年10月23日 起案
第30回下水道標語コンクール入選作品表彰式に伴う受賞者等へのタクシー
券の交付について（伺い）



索引目次

第３種E65平成29年度
水洗化普及（下水道の日関係） 上下水道局/給排水課/排水設備係

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10月24日 起案
第30回下水道標語コンクール入選作品表彰式に伴う受賞者等へのタクシー
券の交付について（報告）

42平成29年11月07日 起案
第30回下水道標語コンクール入選作品表彰式について（報告）

43平成29年11月08日 起案
第30回下水道標語コンクールに係る事業完了報告書の提出について（伺い）

44平成29年11月08日 起案
第30回下水道標語コンクール参加賞に係る参加人数の確認について（伺い）

45平成29年11月20日 起案
第30回下水道標語コンクール参加賞に係る校正について（伺い）

46平成29年12月01日 収受
第30回下水道標語コンクール入選作品表彰式に係るプラザおでっての利用
明細について（供覧）

47平成29年12月06日 起案
第30回下水道標語コンクールへの参加に係る礼状について（伺い）



索引目次

第１種E65平成29年度
私道公共下水道設置事業 上下水道局/給排水課/排水設備係

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09月05日 起案
私道公共下水道設置申請事前調査完了通知書の送付について（伺い）

2平成29年09月26日 起案
私道公共下水道設置決定の通知について（伺い）



索引目次

第２種E65平成29年度
公共下水道事業排水設備普及資金（契
約関係）

上下水道局/給排水課/排水設備係

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年度盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資制度の実施につ
いて（伺い）

2平成29年04月01日 収受
平成29年度盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資制度に係る契約
締結の報告について（供覧）

3平成29年10月13日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資利子補給の承認について（伺
い）

4平成29年10月13日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資利子補給の承認について（伺
い）

5平成29年10月13日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資利子補給の承認について（伺
い）

6平成29年10月16日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資利子補給の承認について（伺
い）

7平成29年10月17日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資利子補給の承認について（伺
い）

8平成29年10月17日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資利子補給の承認について（伺
い）

9平成29年10月20日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金利子補給の承認について（伺い）

10平成30年01月11日 起案
平成30年度給水装置工事資金融資及び排水設備普及資金融資に係る融資
機関との事前協議について（伺い）

11平成30年02月20日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金利子補給の承認について（伺い）

12平成30年03月01日 起案
平成30年度盛岡市給水装置工事資金融資制度及び排水設備普及資金融資
制度事務に係る金融機関協議について（伺い）

13平成30年03月01日 起案
平成29年度給水装置工事資金融資制度及び公共下水道事業排水設備普及
資金融資制度預託金の返納について（伺い）

14平成30年03月05日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金利子補給の承認について（伺い）

15平成30年03月13日 収受
平成30年度給水装置工事資金融資制度及び排水設備普及資金融資制度の
施行に伴う貸出利率等について（供覧）

16平成30年03月31日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資利子補給の承認について（伺
い）

17平成30年03月31日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資利子補給の承認について（伺
い）

18平成30年03月31日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資利子補給の承認について（伺
い）

19平成30年03月31日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資利子補給の承認について（伺
い）

20平成30年03月31日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資利子補給の承認について（伺
い）



索引目次

第２種E65平成29年度
公共下水道事業排水設備普及資金（契
約関係）

上下水道局/給排水課/排水設備係

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31日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資利子補給の承認について（伺
い）

22平成30年04月20日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金利子補給の承認について（伺い）

23平成30年05月07日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金利子補給の承認について（伺い）



索引目次

第２種E65平成29年度
公共下水道事業排水設備普及資金（申
込関係）

上下水道局/給排水課/排水設備係

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29日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の審査依頼について（伺い）

2平成29年07月13日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の承認について（伺い）

3平成29年09月06日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の審査依頼について（伺い）

4平成29年09月22日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の承認について（伺い）

5平成29年09月27日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の実行依頼について（伺い）

6平成29年10月20日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の審査依頼について（伺い）

7平成29年10月30日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の承認について（伺い）

8平成29年11月17日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の審査依頼について（伺い）

9平成29年11月17日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の審査依頼について（伺い）

10平成29年11月29日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の承認について（伺い）

11平成29年11月30日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の承認について（伺い）

12平成29年12月18日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の審査依頼について（伺い）

13平成30年01月09日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の承認について（伺い）

14平成30年01月10日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の実行依頼について（伺い）

15平成30年01月18日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の実行依頼について（伺い）

16平成30年01月18日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資申込みの取下げについて（伺
い）

17平成30年02月02日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の実行依頼について（伺い）

18平成30年02月26日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の実行依頼について（伺い）

19平成30年03月15日 起案
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資の実行依頼について（伺い）



索引目次

第２種E65平成29年度
公共下水道事業排水設備普及資金（状
況報告書）

上下水道局/給排水課/排水設備係

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07日 収受
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資状況調書について（平成29
年３月分）（供覧）

2平成29年05月16日 収受
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資状況調書について（平成29
年４月分）（供覧）

3平成29年06月16日 収受
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資状況調書について（平成29
年５月分）（供覧）

4平成29年07月12日 収受
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資状況調書について（平成29
年６月分）（供覧）

5平成29年08月17日 収受
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資状況調書について（平成29
年７月分）（供覧）

6平成29年09月19日 収受
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資状況調書について（平成29
年８月分）（供覧）

7平成29年10月16日 収受
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資状況調書について（平成29
年９月分）（供覧）

8平成29年11月15日 収受
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資状況調書について（平成29
年10月分）（供覧）

9平成29年12月11日 収受
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資状況調書について（平成29
年11月分）（供覧）

10平成30年01月15日 収受
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資状況調書について（平成29
年12月分）（供覧）

11平成30年02月14日 収受
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資状況調書について（平成30
年１月分）（供覧）

12平成30年03月09日 収受
盛岡市公共下水道事業排水設備普及資金融資状況調書について（平成30
年２月分）（供覧）



索引目次

第２種E83平成29年度
農業集落排水事業排水設備普及資金
（契約関係）

上下水道局/給排水課/排水設備係

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年度盛岡市農業集落排水事業排水設備普及資金融資制度の実施に
ついて（伺い）

2平成29年04月01日 収受
平成29年度盛岡市農業集落排水事業排水設備普及資金融資制度に係る契
約締結の報告について（供覧）


