
索引目次

第２種E02平成29年度
施行契約（見積依頼等） 上下水道局/下水道施設管理課/維持

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 起案
資材単価の見積依頼について（伺い）

2 平成29年04月19日 起案
見積資材単価の決定について（伺い）

3 平成29年12月13日 起案
資材単価等の見積依頼について（伺い）

4 平成29年12月20日 起案
見積資材単価等の決定について（伺い）

5 平成29年12月25日 起案
資材単価等の見積依頼について（伺い）

6 平成29年12月25日 起案
資材単価等の見積依頼について（伺い）

7 平成29年12月25日 起案
資材単価等の見積依頼について（伺い）

8 平成30年01月09日 起案
見積資材単価の決定について（伺い）

9 平成30年01月09日 起案
見積資材単価の決定について（伺い）

10 平成30年01月10日 起案
見積資材単価の決定について（伺い）



索引目次

第２種E02平成29年度
施行契約（上赤平汚水中継ポンプ場破
砕機設置工事に係る実施設計業務委

上下水道局/下水道施設管理課/施設
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16日 起案
設計業務委託の実施について（伺い）

2 平成29年05月24日 収受
指摘事項通知書について（供覧）

3 平成29年06月30日 収受
入札の結果（不落）について（供覧）



索引目次

第２種E02平成29年度
施行契約（上赤平汚水中継ポンプ場破
砕機設置工事に係る実施設計業務委

上下水道局/下水道施設管理課/施設
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30日 起案
管理技術者通知書等について（供覧）

2 平成29年08月30日 収受
契約の締結について（供覧）

3 平成29年08月31日 起案
調査職員の通知について（伺い）

4 平成29年08月31日 起案
業務実績登録内容確認書（契約登録）について（伺い）

5 平成29年09月04日 起案
業務実績登録内容確認書（契約登録）について（供覧）

6 平成29年09月07日 起案
業務計画書について（供覧）

7 平成29年09月08日 起案
前払金の支払いについて（伺い）

8 平成30年02月08日 起案
業務委託完了検査の実施について（伺い）

9 平成30年02月15日 起案
完了検査の報告及び検査結果通知書，業務委託成績評定通知書等の通知
について（伺い）

10 平成30年02月15日 起案
業務成果引渡書について（供覧）

11 平成30年02月15日 起案
業務実績登録内容確認書（完了登録）について（伺い）

12 平成30年02月15日 起案
業務実績登録内容確認書（完了登録）について（供覧）



索引目次

第２種E02平成29年度
施行契約（南地区雨水桝防臭装置修
繕）

上下水道局/下水道施設管理課/維持
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08日 収受
修繕着手届け等



索引目次

第２種E02平成29年度
施行契約（山岸分区公設桝外修繕（緊
急））

上下水道局/下水道施設管理課/維持
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
山岸分区公設桝外修繕（緊急）に係る契約の締結について（伺い）

2 平成29年04月05日 起案
山岸分区公設桝外修繕（緊急）に伴う道路占用許可申請書の提出について
（伺い）

3 平成29年04月06日 起案
山岸分区公設桝外修繕（緊急）に係る契約の締結について（供覧）

4 平成29年05月01日 起案
山岸分区公設桝外修繕（緊急）に係る完了確認の実施について（伺い）

5 平成29年05月02日 起案
山岸分区公設桝外修繕（緊急）に係る完了確認通知について（伺い）



索引目次

第２種E02平成29年度
施行契約（内丸分区公設桝修繕（緊
急））

上下水道局/下水道施設管理課/維持
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
内丸分区公設桝修繕（緊急）に係る契約の締結について（伺い）

2 平成29年04月13日 収受
内丸分区公設桝修繕（緊急）に係る契約の締結について（供覧）

3 平成29年04月28日 起案
内丸分区公設桝修繕（緊急）に係る完了確認の実施について（伺い）

4 平成29年05月02日 起案
内丸分区公設桝修繕（緊急）に係る完了確認通知について（伺い）



索引目次

第２種E02平成29年度
施行契約（東地区取付管修繕（緊急）） 上下水道局/下水道施設管理課/維持

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
東地区取付管修繕（緊急）に係る契約の締結について（伺い）

2 平成29年06月30日 起案
東地区取付管修繕（緊急）に係る契約の締結について（供覧）

3 平成29年07月12日 起案
東地区取付管修繕（緊急）に係る完了確認の実施について（伺い）

4 平成29年07月20日 起案
東地区取付管修繕（緊急）に係る完了確認通知について（伺い）



索引目次

第２種E02平成29年度
施行契約（神子田雨水ポンプ場送水流
量計更新工事）

上下水道局/下水道施設管理課/施設
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
見積り依頼について（伺い）



索引目次

第２種E02平成29年度
施行契約（大沢川原雨水ポンプ場及び
神子田雨水ポンプ場流量計設置工事）

上下水道局/下水道施設管理課/施設
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28日 起案
見積り依頼について（伺い）

2 平成29年07月06日 起案
設計単価について（伺い）

3 平成29年08月30日 収受
工事請負契約の締結について（供覧）

4 平成29年08月31日 起案
工事着手届等の受理及び監督員通知の送付について（伺い）

5 平成29年08月31日 収受
工事着手届等の受理

6 平成29年09月04日 起案
業務実績登録内容確認書（契約登録）について（伺い）

7 平成29年09月04日 収受
現場代理人等通知書の送付について

8 平成29年09月04日 収受
施工計画書届について

9 平成29年09月13日 収受
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の提出について（供覧）

10 平成29年09月13日 収受
施工体制台帳の提出について（供覧）

11 平成29年11月06日 起案
設計単価について（伺い）

12 平成29年11月07日 起案
工場材料検査（性能試験）の実施について（伺い）

13 平成29年11月07日 収受
性能検査願の提出について

14 平成29年12月15日 復命
性能検査

15 平成30年02月06日 起案
工事検査依頼について（伺い）

16 平成30年02月06日 収受
工事完成届について

17 平成30年02月19日 収受
工事検査完了通知書について（供覧）

18 平成30年02月19日 収受
工事完成引渡書の提出について（供覧）

19 平成30年02月21日 起案
竣工登録内容確認について（伺い）

20 平成30年02月22日 収受
工事実績登録内容確認書（竣工登録）の提出について（供覧）



索引目次

第２種E02平成29年度
施行契約（菜園分区取付管修繕（緊
急））

上下水道局/下水道施設管理課/維持
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04日 起案
菜園分区取付管修繕（緊急）に係る契約の締結について（伺い）

2 平成29年08月07日 起案
菜園分区取付管修繕（緊急）に係る契約の締結について（供覧）

3 平成29年08月31日 起案
菜園分区取付管修繕（緊急）に係る完了確認の実施について（伺い）

4 平成29年09月05日 起案
菜園分区取付管修繕（緊急）に係る完了確認通知について（伺い）



索引目次

第２種E02平成29年度
施行契約（上田一丁目地内配水管布設
工事に伴う人孔外修繕）

上下水道局/下水道施設管理課/維持
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18日 起案
修繕に係る契約締結について（伺い）

2 平成29年10月20日 起案
修繕に係る契約締結について（供覧）

3 平成29年10月20日 起案
修繕に係る監督員の通知について（伺い）

4 平成29年11月30日 起案
修繕に係る完了確認の実施について（伺い）

5 平成29年12月05日 起案
修繕に係る完了確認通知について（伺い）



索引目次

第２種E02平成29年度
施行契約（天神町地内配水管布設替そ
の１工事に伴う人孔修繕）

上下水道局/下水道施設管理課/維持
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31日 起案
修繕に係る契約締結について（伺い）

2 平成29年11月01日 起案
修繕に係る監督員の通知について（伺い）

3 平成29年11月01日 起案
修繕に係る契約締結について（供覧）

4 平成29年12月20日 起案
修繕に係る完了確認の実施について（伺い）

5 平成29年12月26日 起案
修繕に係る完了確認通知について（伺い）



索引目次

第２種E02平成29年度
施行契約（安倍館排水区外防護柵修
繕）

上下水道局/下水道施設管理課/維持
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07日 起案
安倍館排水区外防護柵修繕に係る契約の締結について（伺い）

2 平成29年11月08日 起案
安倍館町排水区外防護柵修繕に係る監督員の通知について（伺い）

3 平成29年11月08日 起案
安倍館排水区外防護柵修繕に係る契約の締結について（供覧）

4 平成29年11月13日 起案
安倍館排水区外防護柵修繕に係る着手届等の提出について（供覧）

5 平成29年11月13日 収受
安倍館排水区外防護柵修繕に係る着手届等の提出について（供覧）

6 平成30年01月31日 起案
修繕に係る完了確認の実施について（伺い）

7 平成30年02月02日 起案
修繕に係る完了確認通知について（伺い）



索引目次

第２種E02平成29年度
施行契約(南地区雨水桝防臭装置修
繕）

上下水道局/下水道施設管理課/維持
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05日 起案
南地区雨水桝防臭装置修繕に係る契約の締結について

2 平成29年12月07日 起案
南地区雨水桝防臭装置修繕に係る契約の締結について(供覧）

3 平成29年12月08日 起案
南地区雨水桝防臭装置修繕に係る監督員の通知について(伺い）

4 平成30年03月08日 起案
南地区雨水桝防臭装置修繕に係る完了確認の実施について(伺い）

5 平成30年03月08日 起案
南地区雨水桝防臭装置修繕に係る完了確認通知について(伺い）

6 平成30年03月12日 起案
南地区雨水桝防臭装置修繕に係る完了確認通知について(伺い）



索引目次

第２種E02平成29年度
施行契約（松園第一分区取付管修繕
（緊急））

上下水道局/下水道施設管理課/維持
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21日 起案
松園第一分区取付管修繕（緊急）に係る契約の締結について（伺い）

2 平成29年11月22日 収受
松園第一分区取付管修繕（緊急）に係る契約の締結について（供覧）

3 平成29年12月07日 起案
松園第一分区取付管修繕（緊急）に係る完了確認の実施について（伺い）

4 平成29年12月14日 起案
松園第一分区取付管修繕（緊急）に係る完了確認通知について（伺い）



索引目次

第２種E02平成29年度
施行契約（新川第一排水区雨水施設修
繕）

上下水道局/下水道施設管理課/維持
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22日 起案
新川第一排水区雨水施設修繕に係る契約の締結について（伺い）

2 平成30年01月23日 起案
新川第一排水区雨水施設修繕に係る契約の締結について（供覧）

3 平成30年01月24日 起案
新川第一排水区雨水施設修繕に係る監督員の通知について（伺い）

4 平成30年01月24日 収受
新川第一排水区雨水施設修繕に係る着手届等の提出について（供覧）

5 平成30年03月20日 起案
新川第一排水区雨水施設修繕に係る変更契約の締結について（供覧）

6 平成30年03月20日 収受
新川第一排水区雨水施設修繕に係る変更修繕工程表届の提出について（供
覧）

7 平成30年03月23日 起案
修繕に係る完了確認の実施について（伺い）

8 平成30年03月27日 起案
修繕に係る完了確認通知について（伺い）



索引目次

第２種E02平成29年度
施行契約（中央工業団地外汚水ポンプ
修繕）

上下水道局/下水道施設管理課/維持
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25日 起案
中央工業団地外汚水ポンプ修繕に係る契約の締結について（伺い）

2 平成30年01月26日 起案
中央工業団地外汚水ポンプ修繕に係る契約の締結について（供覧）

3 平成30年01月29日 起案
中央工業団地外汚水ポンプ修繕に係る監督員の通知について（伺い）

4 平成30年01月29日 収受
中央工業団地外汚水ポンプ修繕に係る着手届等の提出について（供覧）

5 平成30年03月20日 起案
中央工業団地外汚水ポンプ修繕に係る完了確認の実施について（伺い）

6 平成30年03月27日 起案
中央工業団地外汚水ポンプ修繕に係る完了確認通知について（伺い）



索引目次

第２種E02平成29年度
施行契約（上田分区汚水管修繕（緊
急））

上下水道局/下水道施設管理課/維持
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06日 起案
上田分区汚水管修繕（緊急）に係る契約の締結について（伺い）

2 平成30年03月07日 起案
上田分区汚水管修繕（緊急）に係る契約の締結について（供覧）

3 平成30年03月27日 起案
上田分区汚水管修繕（緊急）に係る完了確認の実施について（伺い）

4 平成30年03月28日 起案
上田分区汚水管修繕（緊急）に係る完了確認通知について（伺い）



索引目次

第３種E20平成29年度
施設設備修繕（下水道事業会計）松園
汚水中継ポンプ場No.1自動除塵機シリ

上下水道局/下水道施設管理課/施設
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10日 起案
見積書作成の依頼について（伺い）

2 平成29年10月16日 起案
設計単価の採用について（伺い）

3 平成29年11月15日 起案
契約の締結について（伺い）

4 平成29年11月15日 起案
契約の締結について（供覧）

5 平成29年11月16日 起案
当初業務工程表届等の承認及び監督員の通知について（伺い）

6 平成29年11月27日 起案
施工計画書について（供覧）

7 平成29年12月12日 起案
下請負届について（供覧）

8 平成30年01月31日 起案
修繕完了検査の実施について（伺い）

9 平成30年02月06日 起案
完了検査の報告及び完了検査通知書の通知について（伺い）

10 平成30年02月06日 起案
修繕物件引渡書について（供覧）



索引目次

第３種E20平成29年度
施設設備修繕（下水道事業会計）神子
田雨水ポンプ場沈砂搬出機修繕

上下水道局/下水道施設管理課/施設
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24日 起案
契約の締結について（伺い）

2 平成29年08月24日 起案
契約の締結について（供覧）

3 平成29年08月25日 起案
当初業務工程表届等の承認及び監督員の通知について（伺い）

4 平成29年09月08日 起案
施工計画書について（供覧）

5 平成29年11月13日 起案
下請負届について（供覧）

6 平成29年12月04日 起案
施工承諾図について（供覧）

7 平成30年01月16日 起案
下請負届（２次）について（供覧）

8 平成30年01月24日 起案
鍵の借用について（伺い）

9 平成30年03月16日 起案
修繕完了検査の実施について（伺い）

10 平成30年03月23日 起案
完了検査の報告及び完了検査通知書の通知について（伺い）

11 平成30年03月23日 起案
修繕物件引渡書について（供覧）



索引目次

第３種E20平成29年度
施設設備修繕（下水道事業会計）蛇島
汚水中継ポンプ場高圧引込ケーブル張

上下水道局/下水道施設管理課/施設
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
契約の締結について（伺い）

2 平成29年07月18日 起案
契約の締結について（供覧）

3 平成29年07月18日 起案
当初業務工程表届等の承認及び監督員の通知について（伺い）

4 平成29年08月07日 起案
納入仕様書について（供覧）

5 平成29年08月07日 起案
修繕計画書について（供覧）

6 平成29年08月17日 起案
電気使用申込書について（伺い）

7 平成29年09月19日 起案
修繕完了検査の実施について（伺い）

8 平成29年09月22日 起案
完了検査の報告及び完了検査通知書の通知について（伺い）

9 平成29年09月22日 起案
修繕物件引渡書について（供覧）



索引目次

第３種E20平成29年度
施設設備修繕（下水道事業会計）下道
雨水ポンプ場ポンプ駆動用機関等修繕

上下水道局/下水道施設管理課/施設
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10日 起案
見積り依頼について（伺い）

2 平成29年11月07日 起案
契約の締結について（伺い）

3 平成29年11月08日 起案
契約の締結について（供覧）

4 平成29年11月09日 起案
当初修繕工程表届等の承認並びに監督員の選任について（伺い）

5 平成30年03月16日 起案
修繕完了検査の実施について（伺い）

6 平成30年03月23日 起案
修繕完了検査の報告及び完了検査通知書について（伺い）

7 平成30年03月23日 起案
修繕物件引渡書について（供覧）



索引目次

第３種E20平成29年度
施設設備修繕（下水道事業会計）名乗
沢第二マンホールポンプ場汚水ポンプ

上下水道局/下水道施設管理課/施設
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25日 起案
見積依頼について（伺い）

2 平成29年11月02日 起案
設計単価について（伺い）

3 平成29年11月15日 起案
契約の締結について（伺い）

4 平成29年11月16日 起案
契約の締結について（供覧）

5 平成29年11月17日 起案
当初修繕工程表届等の承認並びに監督員の選任について（伺い）

6 平成30年01月31日 起案
見積依頼について（伺い）

7 平成30年02月05日 起案
設計単価について（伺い）

8 平成30年02月13日 起案
変更契約の締結について（供覧）

9 平成30年02月14日 起案
名乗沢第二マンホールポンプ場汚水ポンプ修繕に係る変更修繕工程表につ
いて（供覧）

10 平成30年03月28日 起案
修繕完了検査の実施について（伺い）

11 平成30年03月29日 起案
修繕完了検査の報告及び完了検査通知書について（伺い）

12 平成30年03月29日 起案
修繕物件引渡書について（供覧）



索引目次

第３種E20平成29年度
施設設備修繕（下水道事業会計）中川
原簡易水処理施設No.4雨水ポンプ駆

上下水道局/下水道施設管理課/施設
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21日 起案
見積依頼について（伺い）



索引目次

第３種E20平成29年度
飯岡東浄化センター高圧気中開閉器交
換修繕

上下水道局/下水道施設管理課/施設
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04日 起案
見積書の作成依頼について（伺い）

2 平成30年01月04日 起案
見積書の作成依頼について（伺い）

3 平成30年01月11日 起案
設計単価の採用について（伺い）

4 平成30年01月17日 起案
修繕の実施について（伺い）

5 平成30年01月24日 起案
契約の締結について（伺い）

6 平成30年01月24日 起案
契約の締結について（供覧）

7 平成30年01月25日 起案
当初業務工程表届等の承認及び監督員の通知について（伺い）

8 平成30年02月01日 起案
修繕計画書について（供覧）

9 平成30年02月01日 起案
納入仕様書について（供覧）

10 平成30年02月06日 起案
修繕工程表について（供覧）

11 平成30年02月06日 起案
電気使用申込書について（伺い）

12 平成30年03月22日 起案
修繕完了検査の実施について（伺い）

13 平成30年03月28日 起案
完了検査の報告及び完了検査通知書の通知について（伺い）

14 平成30年03月28日 起案
修繕物件引渡書について（供覧）



索引目次

第２種E33平成29年度
長期道路占用 上下水道局/下水道施設管理課

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
国道46号の市道切換えに伴う道路占用許可申請について（伺い）

2 平成29年04月01日 起案
国道46号の市道切換えに伴う道路占用許可申請について（伺い）

3 平成29年04月03日 起案
国道46号の市道切換えに伴う道路占用許可について（供覧）

4 平成29年04月03日 起案
国道46号の市道切換えに伴う道路占用許可について（供覧）

5 平成29年04月11日 起案
下水道物件設置（南仙北二丁目 221番７地先）に伴う道路占用許可に係る着
手届の提出について（伺い）

6 平成29年04月18日 起案
下水道物件設置（上田堤二丁目59番１地先）に伴う道路占用許可に係る着手
届の提出について（伺い）

7 平成29年05月01日 起案
下水道物件設置（上厨川字竹中43番１地先）に伴う道路占用許可申請書の提
出について（伺い）

8 平成29年05月02日 起案
下水道物件設置（三本柳７地割60番４地先）に伴う道路掘削許可申請の提出
について（伺い）

9 平成29年05月11日 収受
下水道物件設置（三本柳７地割60番４地先）に伴う道路工事施工承認につい
て（供覧）

10 平成29年05月11日 収受
下水道物件設置（上厨川字竹中43番１地先）に伴う道路占用許可について
（供覧）

11 平成29年05月24日 起案
下水道物件設置（南仙北三丁目130番１地先）に伴う道路占用許可申請書の
提出について（伺い）

12 平成29年05月31日 起案
下水道物件設置（中堤町１番１地先）の変更に伴う道路占用許可申請書の提
出について（伺い）

13 平成29年06月02日 起案
下水道物件設置（南仙北二丁目 221番７地先）に伴う道路占用許可に係る工
事完成届の提出について（伺い）

14 平成29年06月05日 収受
下水道物件設置（南仙北三丁目130番１地先）に伴う道路占用許可について
（供覧）

15 平成29年06月06日 起案
下水道物件設置（安倍館町102番１地先）に伴う道路占用許可申請書の提出
について（伺い）

16 平成29年06月12日 起案
下水道物件設置（南仙北三丁目130番１地先）に伴う道路占用許可に係る着
手届の提出について（伺い）

17 平成29年06月13日 起案
下水道物件設置（永井26地割42地先）に伴う道路占用許可申請書の提出に
ついて（伺い）

18 平成29年06月14日 収受
下水道物件設置（中堤町１番１地先）に伴う道路占用許可について（供覧）

19 平成29年06月14日 収受
下水道物件設置（安倍館町102番１地先）に伴う道路占用許可について（供
覧）

20 平成29年06月19日 収受
下水道物件設置（永井26地割42地先）に伴う道路占用許可について（供覧）



索引目次

第２種E33平成29年度
長期道路占用 上下水道局/下水道施設管理課

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06月21日 起案
下水道物件設置（安倍館町102番１地先）の変更に伴う道路占用許可申請書
の提出について（伺い）

22 平成29年06月26日 起案
下水道物件設置（中堤町１番１地先）の変更に伴う道路占用許可申請書の提
出について（伺い）

23 平成29年06月26日 起案
下水道物件設置（上厨川字杉原101-４地先）に伴う道路占用許可申請書の提
出について（伺い）

24 平成29年06月26日 収受
下水道物件設置（安倍館町102番１地先）に伴う道路占用許可について（供
覧）

25 平成29年06月29日 起案
下水道物件設置（安倍館町102番１地先）に伴う道路占用許可に係る着手届
の提出について（伺い）

26 平成29年06月29日 起案
下水道物件設置（南仙北一丁目52番２地先）に伴う道路占用許可申請書の提
出について（伺い）

27 平成29年06月30日 収受
下水道物件設置（中堤町１番１地先）の変更に伴う道路占用許可について（供
覧）

28 平成29年07月03日 起案
下水道物件設置（上田堤二丁目59番１地先）に伴う道路占用許可に係る工事
完成届の提出について（伺い）

29 平成29年07月04日 起案
下水道物件設置（永井26地割42番地先）に伴う道路占用許可に係る着手届の
提出について（伺い）

30 平成29年07月04日 収受
下水道物件設置（上厨川字杉原101-４地先）に伴う道路占用許可について
（供覧）

31 平成29年07月06日 起案
下水道物件設置（上鹿妻田貝11番１地先）に伴う道路占用許可申請書の提出
について（伺い）

32 平成29年07月10日 収受
下水道物件設置（南仙北一丁目52番２地先）に伴う道路占用許可について
（供覧）

33 平成29年07月13日 起案
下水道物件設置（三本柳７地割36-11地先）に伴う道路占用許可申請書の提
出について（伺い）

34 平成29年07月13日 起案
下水道物件設置（永井18地割120-５地先）に伴う道路占用許可申請書の提出
について（伺い）

35 平成29年07月13日 起案
下水道物件設置（南仙北一丁目52番２地先）に伴う道路占用許可に係る着手
届の提出について（伺い）

36 平成29年07月14日 起案
下水道物件設置（上厨川字杉原101-４地先）に伴う道路占用許可に係る着手
届の提出について（伺い）

37 平成29年07月14日 起案
下水道物件設置（上厨川字竹中43番１地先）に伴う道路占用許可に係る着手
届の提出について（伺い）

38 平成29年07月14日 起案
下水道物件設置（中堤町１番１地先）に伴う道路占用許可に係る着手届の提
出について（伺い）

39 平成29年07月20日 収受
下水道物件設置（上鹿妻田貝11番１地先）に伴う道路占用許可について（供
覧）

40 平成29年07月24日 収受
下水道物件設置（三本柳７地割36-11地先）に伴う道路占用許可について（供
覧）



索引目次

第２種E33平成29年度
長期道路占用 上下水道局/下水道施設管理課

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07月24日 収受
下水道物件設置（永井18地割120-5地先）に伴う道路占用許可について（供
覧）

42 平成29年07月25日 起案
下水道物件設置（三本柳７地割36-11地先）に伴う道路占用許可に係る着手
届の提出について（伺い）

43 平成29年07月28日 起案
下水道物件設置（永井19地割11番外地先）に伴う道路占用許可申請書の提
出について（伺い）

44 平成29年07月28日 起案
下水道物件設置（永井19地割10番地先）に伴う法定外道路占用等許可申請
書の提出について（伺い）

45 平成29年07月28日 起案
下水道物件設置（南仙北一丁目37番地先）に伴う道路占用許可申請書の提
出について（伺い）

46 平成29年08月04日 起案
下水道物件設置（厨川五丁目18番２地先）に伴う道路占用許可申請書の提出
について（伺い）

47 平成29年08月07日 起案
下水道物件設置（中堤町１番１地先）に伴う道路占用許可に係る工事完成届
の提出について（伺い）

48 平成29年08月08日 起案
下水道物件設置（本宮字大柳42地先）に伴う道路占用許可申請書の提出に
ついて（伺い）

49 平成29年08月08日 収受
下水道物件設置（南仙北一丁目37番地先）に伴う道路占用許可について（供
覧）

50 平成29年08月10日 起案
下水道物件設置（西見前13地割78番地先）に伴う道路占用許可申請書の提
出について（伺い）

51 平成29年08月16日 収受
下水道物件設置（永井19地割11番外地先）に伴う道路占用許可について（供
覧）

52 平成29年08月16日 収受
下水道物件設置（厨川五丁目18番２地先）に伴う道路占用許可について（供
覧）

53 平成29年08月16日 収受
下水道物件設置（本宮字大柳42地先）に伴う道路占用許可について（供覧）

54 平成29年08月17日 起案
下水道物件設置（南仙北一丁目37番地先）に伴う道路占用許可に係る着手
届の提出について（伺い）

55 平成29年08月22日 収受
下水道物件設置（西見前13地割78番地先）に伴う道路占用許可について（供
覧）

56 平成29年08月22日 収受
下水道物件設置（永井19地割10番地先）に伴う法定外道路占用許可につい
て（供覧）

57 平成29年08月24日 起案
下水道物件設置（山岸六丁目38-40地先）に伴う道路占用許可申請書の提出
について（伺い）

58 平成29年08月25日 起案
下水道物件設置（永井19地割11番外地先）に伴う道路占用許可に係る着手
届の提出について（伺い）

59 平成29年08月28日 起案
下水道物件設置（向中野字道明98番地先）に伴う道路占用許可申請書の提
出について（伺い）

60 平成29年09月01日 起案
下水道物件設置（三本柳２地割33-３地先）に伴う道路占用許可申請書の提出
について（伺い）



索引目次

第２種E33平成29年度
長期道路占用 上下水道局/下水道施設管理課

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09月04日 収受
下水道物件設置（山岸六丁目38-40地先）に伴う道路占用許可について（供
覧）

62 平成29年09月05日 起案
下水道物件設置（上厨川字杉原101-４地先）に伴う道路占用許可に係る工事
完成届の提出について（伺い）

63 平成29年09月05日 起案
下水道物件設置（上厨川字前潟126-１地先）に伴う法定外道路占用等許可申
請書の提出について（伺い）

64 平成29年09月05日 収受
下水道物件設置（向中野字道明98番地先）に伴う道路占用許可について（供
覧）

65 平成29年09月08日 起案
下水道物件設置（山岸字名乗15-29地先）に伴う道路占用許可申請書の提出
について（伺い）

66 平成29年09月08日 起案
下水道物件設置（本宮字鬼柳69-５地先）に伴う道路占用許可申請書の提出
について（伺い）

67 平成29年09月08日 収受
下水道物件設置（三本柳２地割33-３地先）に伴う道路占用許可について（供
覧）

68 平成29年09月12日 起案
下水道物件設置（三本柳７地割60番４地先）に伴う道路工事施行承認に係る
着手届の提出について（伺い）

69 平成29年09月14日 起案
下水道物件設置（三本柳２地割33番３地先）に伴う道路占用許可に係る着手
届の提出について（伺い）

70 平成29年09月14日 収受
下水道物件設置（山岸字名乗15-29地先）に伴う道路占用許可について（供
覧）

71 平成29年09月14日 収受
下水道物件設置（本宮字鬼柳69-５地先）に伴う道路占用許可について（供
覧）

72 平成29年09月15日 起案
下水道物件設置（西見前13地割78番地先）に伴う道路占用許可に係る着手
届の提出について（伺い）

73 平成29年09月15日 起案
下水道物件設置（永井18地割120-５地先）に伴う道路占用許可に係る着手届
の提出について（伺い）

74 平成29年09月15日 起案
行政区域境における区域外流入（土淵字北野11番４地先）に伴う道路占用許
可申請書の提出について（伺い）

75 平成29年09月15日 収受
下水道物件設置（上厨川字前潟126-１地先）に伴う法定外道路占用許可につ
いて（供覧）

76 平成29年09月19日 起案
下水道物件設置（本宮字鬼柳69-５地先）に伴う道路占用許可に係る着手届
の提出について（伺い）

77 平成29年09月20日 起案
下水道物件設置（長田町18番２地先）に伴う道路占用許可申請書の提出につ
いて（伺い）

78 平成29年09月25日 収受
下水道物件設置（長田町18-２地先）に伴う道路占用許可について（供覧）

79 平成29年09月25日 収受
行政区域境における区域外流入（土淵字北野11番４地先）に伴う道路占用許
可について（供覧）

80 平成29年09月26日 起案
下水道物件設置（山岸六丁目38-40地先）に伴う道路占用許可に係る着手届
の提出について（伺い）
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81 平成29年09月28日 起案
下水道物件設置（安倍館町102番１地先）の変更に伴う道路占用許可申請書
の提出について（伺い）

82 平成29年09月29日 起案
下水道物件設置（山岸字名乗15-29地先）に伴う道路占用許可に係る着手届
の提出について（伺い）

83 平成29年10月05日 収受
下水道物件設置（安倍館町102番１地先）に伴う道路占用許可について（供
覧）

84 平成29年10月12日 起案
下水道物件設置（長田町18番２地先）に伴う道路占用許可に係る着手届の提
出について（伺い）

85 平成29年10月16日 起案
下水道物件設置（南仙北一丁目37番地先）に伴う道路占用許可に係る工事
完成届の提出について（伺い）

86 平成29年10月16日 起案
下水道物件設置（安倍館町102番１地先）に伴う道路占用許可に係る着手届
の提出について（伺い）

87 平成29年10月17日 起案
下水道物件設置（上厨川字竹中43番１地先）に伴う道路占用許可に係る工事
完成届の提出について（伺い）

88 平成29年10月24日 起案
下水道物件設置（厨川五丁目18番２地先）に伴う道路占用許可に係る着手届
の提出について（伺い）

89 平成29年10月31日 起案
下水道物件設置（上厨川字前潟126-１地先）に伴う法定外道路占用等許可申
請書の提出について（伺い）

90 平成29年10月31日 起案
下水道物件設置（永井26地割42番地先）に伴う道路占用許可に係る工事完
成届の提出について（伺い）

91 平成29年11月01日 起案
下水道物件設置（湯沢18地割87-１地先）に伴う道路占用許可申請書の提出
について（伺い）

92 平成29年11月02日 起案
下水道物件設置（安倍館町102番１地先）の変更に伴う道路占用許可申請書
の提出について（伺い）

93 平成29年11月02日 起案
下水道物件設置（本宮字鬼柳69-５地先）に伴う道路占用許可に係る工事完
成届の提出について（伺い）

94 平成29年11月07日 起案
下水道物件設置（湯沢５地割44番３地先）に伴う道路占用許可申請書の提出
について（伺い）

95 平成29年11月07日 起案
下水道物件設置（山岸六丁目38-40地先）の変更に伴う道路占用許可申請書
の提出について（伺い）

96 平成29年11月07日 収受
下水道物件設置（上厨川字前潟126-１地先）に伴う法定外道路占用許可につ
いて（供覧）

97 平成29年11月08日 収受
下水道物件設置（湯沢18地割87-１地先）に伴う道路占用許可について（供
覧）

98 平成29年11月09日 起案
下水道物件設置（永井18地割120-５地先）に伴う道路占用許可に係る工事完
成届の提出について（伺い）

99 平成29年11月09日 起案
下水道物件設置（上厨川字前潟126-１地先）に伴う法定外道路占用許可に係
る工事完了届の提出について（伺い）

100 平成29年11月10日 起案
下水道物件設置（湯沢16地割15-８地先）に伴う道路占用許可申請書の提出
について（伺い）
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101 平成29年11月13日 起案
行政区域境における区域外流入（土淵字北野11番４地先）に伴う道路占用許
可に係る着手届の提出について（伺い）

102 平成29年11月13日 起案
下水道物件設置（山岸字名乗15-29地先）に伴う道路占用許可に係る工事完
成届の提出について（伺い）

103 平成29年11月13日 収受
下水道物件設置（安倍館町102番１地先）に伴う道路占用許可について（供
覧）

104 平成29年11月14日 起案
下水道物件設置（本宮字林崎54地先）に伴う道路占用許可申請書の提出に
ついて（伺い）

105 平成29年11月14日 収受
下水道物件設置（山岸六丁目38-40地先）に伴う道路占用許可について（供
覧）

106 平成29年11月15日 起案
下水道物件設置（永井19地割10番地先）に伴う法定外道路占用許可に係る
工事完了届の提出について（伺い）

107 平成29年11月15日 起案
下水道物件設置（永井19地割11番外地先）に伴う道路占用許可に係る工事
完成届の提出について（伺い）

108 平成29年11月17日 起案
下水道物件設置（本宮字大柳42地先）に伴う道路占用許可に係る着手届の提
出について（伺い）

109 平成29年11月20日 収受
下水道物件設置（湯沢５地割44番３地先）に伴う道路占用許可について（供
覧）

110 平成29年11月21日 起案
下水道物件設置（三本柳21地割72番10地先）に伴う道路占用許可申請書の
提出について（伺い）

111 平成29年11月21日 起案
下水道物件設置（山岸六丁目38-40地先）に伴う道路占用許可に係る着手届
の提出について（伺い）

112 平成29年11月22日 収受
下水道物件設置（湯沢16地割15-８地先）に伴う道路占用許可について（供
覧）

113 平成29年11月22日 収受
下水道物件設置（本宮字林崎54地先）に伴う道路占用許可について（供覧）

114 平成29年11月24日 起案
下水道物件設置（湯沢16地割15-８地先）に伴う道路占用許可に係る着手届
の提出について（伺い）

115 平成29年11月30日 起案
下水道物件設置（三本柳２地割33－３地先）に伴う道路占用許可に係る工事
完成届の提出について（伺い）

116 平成29年11月30日 収受
下水道物件設置（三本柳21地割72番10地先）に伴う道路占用許可について
（供覧）

117 平成29年12月04日 起案
下水道物件設置（山岸六丁目38-40地先）に伴う道路占用許可に係る工事完
成届の提出について（伺い）

118 平成29年12月04日 起案
下水道物件設置（三本柳21地割72番10地先）に伴う道路占用許可に係る着
手届の提出について（伺い）

119 平成29年12月05日 起案
下水道物件設置（厨川五丁目18番２地先）の変更に伴う道路占用許可申請書
の提出について（伺い）

120 平成29年12月07日 起案
下水道物件設置（湯沢18地割87-１地先）に伴う道路占用許可に係る着手届
の提出について（伺い）
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121 平成29年12月08日 起案
下水道物件設置（湯沢５地割44番３地先）に伴う道路占用許可に係る着手届
の提出について（伺い）

122 平成29年12月08日 起案
下水道物件設置（安倍館町102番１地先）に伴う道路占用許可に係る着手届
の提出について（伺い）

123 平成29年12月11日 収受
下水道物件設置（厨川五丁目18番２地先）に伴う道路占用許可について（供
覧）

124 平成29年12月12日 起案
下水道物件設置（北山二丁目322-８地先）に伴う道路占用許可申請書の提出
について（伺い）

125 平成29年12月12日 起案
下水道物件設置（北山二丁目302-10地先）に伴う法定外道路占用等許可申
請書の提出について（伺い）

126 平成29年12月12日 起案
下水道物件設置（高松四丁目224番地先）に伴う道路占用許可申請書の提出
について（伺い）

127 平成29年12月13日 起案
下水道物件設置（三本柳21地割72番10地先）に伴う道路占用許可に係る工
事完成届の提出について（伺い）

128 平成29年12月15日 起案
下水道物件設置（本宮字林崎54地先）に伴う道路占用許可に係る着手届の提
出について（伺い）

129 平成29年12月15日 起案
下水道物件設置（本宮字大柳42地先）に伴う道路占用許可に係る工事完成
届の提出について（伺い）

130 平成29年12月15日 起案
下水道物件設置（湯沢５地割44番３地先）の変更に伴う道路占用許可申請書
の提出について（伺い）

131 平成29年12月15日 起案
下水道物件設置（三本柳７地割60番４地先）に伴う道路工事施工承認に係る
工事完成届の提出について（伺い）

132 平成29年12月18日 起案
下水道物件設置（向中野字道明98地先）に伴う道路占用許可に係る着手届の
提出について（伺い）

133 平成29年12月18日 収受
下水道物件設置（北山二丁目302-10地先）に伴う法定外道路占用許可につ
いて（供覧）

134 平成29年12月19日 起案
下水道物件設置（湯沢16地割15-８地先）の変更に伴う道路占用許可申請書
の提出について（伺い）

135 平成29年12月19日 収受
下水道物件設置（北山二丁目322-８地先）に伴う道路占用許可について（供
覧）

136 平成29年12月19日 収受
下水道物件設置（湯沢16地割15番８地先）に伴う道路占用許可について（供
覧）

137 平成29年12月20日 起案
下水道物件設置（上鹿妻田貝11番１地先）に伴う道路占用許可に係る工事完
成届の提出について（伺い）

138 平成29年12月20日 起案
下水道物件設置（南仙北三丁目130番１地先）に伴う道路占用許可に係る工
事完成届の提出について（伺い）

139 平成29年12月21日 起案
下水道物件設置（安倍館町102番１地先）に伴う道路占用許可に係る工事完
成届の提出について（伺い）

140 平成29年12月22日 起案
下水道物件設置（長田町18番２地先）に伴う道路占用許可に係る工事完成届
の提出について（伺い）
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141 平成29年12月25日 収受
下水道物件設置（湯沢５地割44番３地先）に伴う道路占用許可について（供
覧）

142 平成29年12月26日 収受
下水道物件設置（高松四丁目224番地先）に伴う道路占用許可について（供
覧）

143 平成29年12月27日 起案
下水道物件設置（上厨川字前潟126-１地先）に伴う法定外道路占用許可に係
る工事完了届の提出について（伺い）

144 平成30年01月15日 起案
行政区域境における区域外流入（土淵字北野11番４地先）に伴う道路占用許
可に係る工事完成届の提出について（伺い）

145 平成30年02月05日 起案
下水道物件設置（土淵字幅31-３地先）に伴う道路占用許可申請書の提出に
ついて（伺い）

146 平成30年02月06日 起案
下水道物件設置（永井25地割56-17地先）に伴う道路占用許可申請書の提出
について（伺い）

147 平成30年02月09日 起案
下水道物件設置（本宮字鬼柳92-４地先）に伴う道路占用許可申請書の提出
について（伺い）

148 平成30年02月09日 収受
下水道物件設置（永井25地割56-17地先）に伴う道路占用許可について（供
覧）

149 平成30年02月13日 起案
下水道物件設置（本宮字林崎54地先）の変更に伴う道路占用許可申請書の
提出について（伺い）

150 平成30年02月19日 起案
下水道物件設置（東見前４地割56番地先）に伴う道路占用許可申請書の提出
について（伺い）

151 平成30年02月19日 収受
下水道物件設置（土淵字幅31-３地先）に伴う道路占用許可について（供覧）

152 平成30年02月20日 起案
下水道物件設置（箱清水一丁目237番１地先）に伴う道路占用許可申請書の
提出について（伺い）

153 平成30年02月20日 収受
下水道物件設置（本宮字鬼柳92-４地先）に伴う道路占用許可について（供
覧）

154 平成30年02月20日 収受
下水道物件設置（本宮字林崎54地先）に伴う道路占用許可について（供覧）

155 平成30年02月23日 収受
下水道物件設置（東見前４地割56番地先）に伴う道路占用許可について（供
覧）

156 平成30年02月26日 収受
下水道物件設置（箱清水一丁目237番１地先）に伴う道路占用許可について
（供覧）

157 平成30年03月12日 起案
下水道物件設置（西見前13地割78番地先）に伴う道路占用許可に係る工事
完成届の提出について（伺い）

158 平成30年03月12日 起案
下水道物件設置（湯沢18地割87-１地先）に伴う道路占用許可に係る工事完
成届の提出について（伺い）

159 平成30年03月15日 起案
下水道物件設置（津志田南二丁目２地先）に伴う道路占用許可申請書の提出
について（伺い）

160 平成30年03月23日 起案
下水道物件設置（みたけ二丁目５番地先）に伴う道路占用許可申請書の提出
について（伺い）
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161 平成30年03月27日 起案
下水道物件設置（三ツ割字洞清水85-１地先）に伴う道路占用許可申請書の
提出について（伺い）

162 平成30年03月28日 起案
下水道物件設置（黒石野二丁目27番地先）に伴う道路占用許可申請書の提
出について（伺い）

163 平成30年03月28日 起案
道路占用廃止届の提出について（伺い）

164 平成30年03月30日 起案
下水道物件設置（三本柳８地割76地先）に伴う道路占用許可申請書の提出に
ついて（伺い）

165 平成30年03月30日 起案
下水道物件設置（永井25地割56-17地先）に伴う道路占用許可に係る着手届
の提出について（伺い）

166 平成30年03月30日 起案
下水道物件設置（土淵字幅31-３地先）に伴う道路占用許可に係る工事完成
届の提出について（伺い）

167 平成30年03月30日 起案
下水道物件設置（湯沢16地割15-８地先）に伴う道路占用許可に係る着手届
の提出について（伺い）
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1 平成29年05月23日 起案
農業集落排水施設物件設置（上太田犾森36番１地先）に伴う道路占用申請に
ついて（伺い）

2 平成29年06月05日 収受
農業集落排水施設物件設置（上太田犾森36番１地先）に伴う道路占用許可に
ついて（供覧）

3 平成29年06月06日 起案
農業集落排水施設物件設置（上太田犾森36番１地先）の変更に伴う道路占用
許可申請書の提出について（伺い）

4 平成29年06月06日 収受
農業集落排水施設物件設置（上太田犾森36番１地先）に伴う道路占用許可に
ついて（供覧）

5 平成29年06月12日 起案
農業集落排水施設物件設置（上太田犾森36番１地先）に伴う道路占用許可に
係る着手届の提出について（伺い）

6 平成29年08月07日 起案
農業集落排水施設物件設置（上太田犾森36番１地先）に伴う道路占用許可に
係る工事完成届の提出について（伺い）

7 平成29年08月18日 起案
農業集落排水施設物件設置（乙部11地割67-２地先）に伴う道路占用申請に
ついて（伺い）

8 平成29年08月28日 収受
農業集落排水施設物件設置（乙部11地割67-２地先）に伴う道路占用許可に
ついて（供覧）

9 平成29年08月31日 起案
農業集落排水施設物件設置（乙部11地割67-2地先）に伴う道路占用許可に
係る着手届の提出について（伺い）

10 平成29年10月12日 起案
農業集落排水施設物件設置（上鹿妻朴43-３地先）に伴う道路占用申請につ
いて（伺い）

11 平成29年10月18日 収受
農業集落排水施設物件設置（上鹿妻朴43-３地先）に伴う道路占用許可につ
いて（供覧）

12 平成29年10月26日 起案
農業集落排水施設物件設置（上鹿妻朴43-３地先）に伴う道路占用許可に係
る着手届の提出について（伺い）

13 平成29年11月24日 起案
農業集落排水施設物件設置（乙部11地割67-２地先）に伴う道路占用許可に
係る工事完成届の提出について（伺い）

14 平成29年12月15日 起案
農業集落排水施設物件設置（上鹿妻朴43-３地先）に伴う道路占用許可に係
る工事完成届の提出について（伺い）

15 平成30年01月05日 起案
農業集落排水施設物件設置（上太田岡沼11番24地先）に伴う道路占用申請
について（伺い）

16 平成30年01月15日 収受
農業集落排水施設物件設置（上太田岡沼11番24地先）に伴う道路占用許可
について（供覧）

17 平成30年01月19日 起案
農業集落排水施設物件設置（上太田岡沼11番24地先）に伴う道路占用許可
に係る着手届の提出について（伺い）



索引目次

第１種E33平成29年度
国県道占用許可申請 上下水道局/下水道施設管理課

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 収受
下水道物件設置（山岸字大平16番４地先）に伴う道路占用許可について（供
覧）

2 平成29年05月02日 起案
下水道物件設置（山岸字大平16番４地先）に伴う道路占用許可に係る着手届
の提出について（伺い）

3 平成29年05月31日 起案
一般国道46号の一部区間変更に伴う道路占用許可申請について（伺い）

4 平成29年06月13日 起案
下水道物件設置（山岸字大平16番４地先）に伴う道路占用許可に係る工事完
成届の提出について（伺い）

5 平成29年06月21日 起案
一般国道46号の一部区間変更に伴う道路占用許可について（供覧）

6 平成29年07月03日 起案
市道認定に伴う下水道施設の道路占用許可申請（国道106号）について（伺
い）

7 平成29年07月18日 起案
市道認定に伴う下水道施設の道路占用許可（国道106号）について（供覧）

8 平成29年12月07日 起案
県管理道路占用許可申請(一括更新）について（伺い）

9 平成30年03月15日 起案
一般国道46号の道路占用許可申請（更新）について（伺い）

10 平成30年03月19日 起案
一般国道４号の道路占用許可申請（更新）について（伺い）

11 平成30年03月22日 起案
県管理道路占用許可申請(一括更新）について（供覧）

12 平成30年03月27日 起案
一般国道46号の道路占用許可申請（一括更新）について（伺い）

13 平成30年03月27日 起案
一般国道４号の道路占用許可申請（一括更新）について（伺い）

14 平成30年03月27日 起案
一般国道46号の道路占用申請（変更）の許可について（供覧）

15 平成30年03月27日 起案
一般国道4号の道路占用申請（変更）の許可について（供覧）



索引目次

第１種E42平成29年度
河川占用許可申請 上下水道局/下水道施設管理課

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 起案
中川原簡易水処理施設放流量及び水質測定結果（報告）

2 平成30年01月18日 起案
県管理河川に係る河川占用申請（更新）等の提出について（伺い）

3 平成30年03月22日 起案
県管理河川に係る河川占用許可申請（更新）について（供覧）



索引目次

第３種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託（P-bﾌﾘｭｰﾑ
式流量計保守点検業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課

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03日 起案
P-Bフリューム式流量計保守点検業務委託の実施について（伺い）

2 平成29年04月01日 起案
業務委託に係る契約の締結について（伺い）

3 平成29年04月01日 起案
契約の締結結果について(報告)

4 平成29年04月01日 起案
工程表等の承認及び監督員の通知について(伺い)

5 平成29年04月03日 起案
業務委託契約書（訂正後）について（供覧）

6 平成30年03月31日 起案
業務委託に係る完了検査報告並びに検査結果通知について（伺い）

7 平成30年03月31日 起案
Ｐ－Ｂフリューム式流量計保守点検業務委託の完了検査の実施について(伺
い)

8 平成30年03月31日 収受
業務完了届の提出について



索引目次

第３種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託（平成29年度
沈砂収集運搬及び処理処分業務委託

上下水道局/下水道施設管理課

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
当初業務工程表届等について（供覧）

2 平成29年04月01日 収受
契約の締結について（供覧）

3 平成29年05月17日 起案
業務委託の完了確認について（伺い）

4 平成29年05月22日 起案
検査結果通知書（４月分）の通知について（伺い）

5 平成29年07月06日 起案
検査結果通知書（６月分）の通知について（伺い）

6 平成29年08月08日 起案
検査結果通知書（７月分）の通知について（伺い）

7 平成29年09月15日 起案
検査結果通知書（８月分）の通知について（伺い）

8 平成29年10月02日 起案
検査結果通知書（９月分）の通知について（伺い）

9 平成29年12月04日 起案
検査結果通知書（11月分）の通知について（伺い）

10 平成30年01月05日 起案
検査結果通知書（12月分）の通知について（伺い）

11 平成30年03月07日 起案
検査結果通知書（２月分）の通知について（伺い）

12 平成30年03月31日 起案
検査結果通知書（３月分）の通知について（伺い）



索引目次

第３種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託（マンホール
ポンプ保守点検業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課

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
マンホールポンプ保守点検業務委託に係る契約の締結について（伺い）

2 平成29年04月01日 起案
マンホールポンプ保守点検業務委託に係る契約の締結について（供覧）

3 平成29年04月01日 起案
マンホールポンプ保守点検業務委託に係る監督員の通知について（伺い）

4 平成29年04月01日 収受
マンホールポンプ保守点検業務委託に係る着手届等の提出について（供覧）

5 平成29年04月03日 起案
業務委託契約書（訂正後）について（供覧）

6 平成29年06月28日 起案
マンホールポンプ保守点検業務委託に係る変更契約の実施について（伺い）

7 平成29年06月28日 起案
マンホールポンプ保守点検業務委託に係る変更契約の締結について（供覧）

8 平成30年03月09日 起案
平成30年度マンホールポンプ保守点検業務委託の実施について（伺い）

9 平成30年03月22日 起案
見積合わせの中止について（供覧）

10 平成30年03月31日 起案
マンホールポンプ保守点検業務委託に係る完了確認の実施について（伺い）

11 平成30年03月31日 起案
マンホールポンプ保守点検業務委託に係る完了確認通知について（伺い）



索引目次

第３種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託（ポンプ場テ
レメータ装置保守点検業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課

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03日 起案
ポンプ場テレメータ装置保守点検業務委託の実施について（伺い）

2 平成29年04月01日 起案
業務委託に係る契約の締結について（伺い）

3 平成29年04月01日 起案
契約の締結結果について(報告)

4 平成29年04月01日 起案
工程表等の承認及び監督員の通知について(伺い)

5 平成29年04月01日 起案
施行計画書について(供覧)

6 平成29年04月03日 起案
業務委託契約書（訂正後）について（供覧）

7 平成30年03月06日 起案
ポンプ場テレメーター装置保守点検業務委託の実施について（伺い）

8 平成30年03月31日 起案
業務委託に係る完了検査報告並びに検査結果通知について（伺い）

9 平成30年03月31日 起案
ポンプ場テレメーター装置保守点検業務委託の完了検査の実施について(伺
い)

10 平成30年03月31日 収受
業務完了届の提出について



索引目次

第３種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託（下水道施設
沈砂・し渣収集運搬業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課

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02月27日 起案
平成29年度下水道施設沈砂・し渣収集運搬業務委託の実施について（伺い）

2 平成29年04月01日 起案
契約の締結について（伺い）

3 平成29年04月01日 起案
契約の締結について（供覧）

4 平成29年04月01日 起案
当初業務工程表届等の承認及び監督員の通知について（伺い）

5 平成29年04月01日 起案
貸与品借用書について（供覧）

6 平成29年04月01日 起案
業務計画書について（供覧）

7 平成29年04月03日 起案
業務委託契約書（訂正後）について（供覧）

8 平成29年05月01日 起案
収集運搬量報告書（４月分）について（供覧）

9 平成29年06月01日 起案
収集運搬量報告書（５月分）について（供覧）

10 平成29年06月30日 起案
収集運搬量報告書（６月分）について（供覧）

11 平成29年06月30日 起案
業務委託の完了確認について（伺い）

12 平成29年07月07日 起案
検査結果通知書（４月から６月分）の通知について（伺い）

13 平成29年08月01日 起案
収集運搬量報告書（７月分）について（供覧）

14 平成29年09月01日 起案
収集運搬量報告書（８月分）について（供覧）

15 平成29年10月02日 起案
検査結果通知書（７月から９月分）の通知について（伺い）

16 平成29年10月02日 起案
収集運搬量報告書（９月分）について（供覧）

17 平成29年11月01日 起案
収集運搬量報告書（10月分）について（供覧）

18 平成29年12月01日 起案
収集運搬量報告書（11月分）について（供覧）

19 平成30年01月04日 起案
収集運搬量報告書（12月分）について（供覧）

20 平成30年01月05日 起案
検査結果通知書（10月から12月分）の通知について（伺い）



索引目次

第３種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託（下水道施設
沈砂・し渣収集運搬業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課

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01日 起案
収集運搬量報告書（１月分）について（供覧）

22 平成30年03月01日 起案
収集運搬量報告書（２月分）について（供覧）

23 平成30年03月31日 起案
収集運搬量報告書（３月分）について（供覧）

24 平成30年03月31日 起案
検査結果通知書（１月から３月分）の通知について（伺い）



索引目次

第３種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託（平成30年度
沈砂収集運搬及び処理処分業務委託

上下水道局/下水道施設管理課

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22日 起案
見積書の作成依頼について（伺い）

2 平成30年02月01日 起案
設計図書作成に係る見積書採用単価について（伺い）

3 平成30年02月06日 起案
平成30年度沈砂収集運搬及び処理処分業務委託（単価契約）に係る実施に
ついて（伺い）



索引目次

第３種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託（人孔口環等
改修業務委託（単価契約））

上下水道局/下水道施設管理課

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年度年間単価契約　人孔口環等改修業務委託の監督員通知につい
て（伺い）

2 平成29年04月01日 収受
平成29年度年間単価契約　人孔口環等改修業務委託の契約締結について
（供覧）

3 平成29年04月01日 収受
平成29年度年間単価契約　人孔口環等改修業務委託に係る着手届等の提
出について（供覧）

4 平成29年04月05日 収受
平成29年度年間単価契約　人孔口環等改修業務委託の下請負届の提出に
ついて（供覧）

5 平成30年02月09日 起案
平成30年度年間単価契約　人孔口環等改修業務委託の実施について（伺
い）

6 平成30年03月31日 収受
平成29年度年間単価契約　人孔口環等改修業務委託の業務完了届の提出
について（供覧）



索引目次

第３種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託（水門管理委
託）

上下水道局/下水道施設管理課

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年度河川水門管理委託の実施及び契約締結について（伺い）

2 平成29年04月01日 起案
平成29年度河川水門管理委託契約の締結について（供覧）



索引目次

第３種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託(中川原簡易
水処理施設外13施設自家用電気工作

上下水道局/下水道施設管理課

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02月27日 起案
平成29年度中川原簡易水処理施設外13施設自家用電気工作物保安業務委
託の実施について（伺い）

2 平成29年04月01日 起案
契約の締結について（伺い）

3 平成29年04月01日 起案
契約の締結について（供覧）

4 平成29年04月01日 起案
鍵の借用について（供覧）

5 平成29年04月01日 起案
自家用電気工作物保安規程及び点検指針について（供覧）

6 平成29年04月01日 起案
当初業務工程表届等の承認及び監督員の選任について（伺い）

7 平成29年04月01日 起案
連絡責任者及び代務者の通知について（伺い）

8 平成29年04月03日 起案
業務委託契約書（訂正後）について（供覧）

9 平成29年05月01日 起案
業務完了届等（４月分）について（供覧）

10 平成29年06月01日 起案
業務完了届等（５月分）について（供覧）

11 平成29年07月03日 起案
業務完了届等（６月分）について（供覧）

12 平成29年08月01日 起案
業務完了届等（７月分）について（供覧）

13 平成29年09月01日 起案
業務完了届等（８月分）について（供覧）

14 平成29年10月02日 起案
業務完了届等（９月分）について（供覧）

15 平成29年11月01日 起案
業務完了届等（10月分）について（供覧）

16 平成29年12月01日 起案
業務完了届等（11月分）について（供覧）

17 平成30年01月04日 起案
第１回変更契約の締結について（伺い）

18 平成30年01月04日 起案
第１回変更契約の締結について（供覧）

19 平成30年01月04日 起案
業務完了届等（12月分）について（供覧）

20 平成30年01月23日 起案
見積書の作成依頼について（伺い）



索引目次

第３種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託(中川原簡易
水処理施設外13施設自家用電気工作

上下水道局/下水道施設管理課

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01日 起案
業務完了届等（１月分）について（供覧）

22 平成30年02月06日 起案
　平成30年度中川原簡易水処理施設外13施設自家用電気工作物保安業務
委託設計図書作成に係る見積書採用単価について（伺い）

23 平成30年03月01日 起案
業務完了届等（２月分）について（供覧）

24 平成30年03月31日 起案
業務完了届等（３月分）について（供覧）

25 平成30年03月31日 起案
検査結果通知書の通知について（伺い）

26 平成30年03月31日 起案
業務委託の完了確認について（伺い）



索引目次

第３種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託（面速式流量
計等保守点検業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課

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03日 起案
面速式流量計等保守点検業務委託の実施について（伺い）

2 平成29年04月01日 起案
業務委託に係る契約の締結について（伺い）

3 平成29年04月01日 起案
工程表等の承認及び監督員の通知について(伺い)

4 平成29年04月01日 起案
契約の締結結果について(供覧)

5 平成29年04月01日 収受
業務計画書の提出について（供覧）

6 平成29年04月03日 起案
業務委託契約書（訂正後）について（供覧）

7 平成30年03月31日 起案
面測式流量計等保守点検業務委託の完了検査の実施について(伺い)

8 平成30年03月31日 起案
業務委託に係る完了検査報告並びに検査結果通知について（伺い）

9 平成30年03月31日 収受
業務完了届の提出について



索引目次

第３種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託（南地区外下
水管渠洗浄外業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課/維持
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26日 起案
南地区外下水管渠洗浄外業務委託に係る契約の締結について（伺い）

2 平成29年07月27日 起案
南地区外下水管渠洗浄外業務委託に係る契約の締結について（供覧）

3 平成29年07月28日 起案
南地区外下水管渠洗浄外業務委託に係る業務着手届等の提出について（供
覧）

4 平成29年07月28日 起案
南地区外下水管渠洗浄外業委託に係る監督員の通知について（伺い）

5 平成29年07月28日 起案
南地区外下水管渠洗浄外業務委託に係る身分証明書の交付について（伺
い）

6 平成29年12月18日 起案
南地区外下水管渠洗浄外業務委託に係る完了確認の実施について（伺い）

7 平成29年12月25日 起案
南地区外下水管渠洗浄外業務委託に係る完了確認通知について（伺い）



索引目次

第３種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託（大気環境中
の石綿粉じん濃度測定業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課/施設
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21日 起案
大気環境中の石綿粉じん濃度測定業務委託に係る参考見積の徴取について
（伺い）

2 平成29年08月08日 起案
契約の締結について（伺い）

3 平成29年08月09日 起案
契約の締結について（供覧）

4 平成29年08月10日 起案
当初業務工程表届等の承認及び監督員の通知について（伺い）

5 平成29年09月13日 起案
業務委託に係る完了検査について（伺い）

6 平成29年09月15日 起案
業務完了検査結果の通知について（伺い）

7 平成30年09月18日 起案
業務完了検査結果の通知について（伺い）



索引目次

第３種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託（下水道施設
消防用設備保守点検業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課/維持
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18日 起案
契約の締結について（伺い）

2 平成29年05月19日 起案
契約の締結について（供覧）

3 平成29年05月20日 起案
当初業務工程表届等の承認及び監督員の通知について（伺い）

4 平成29年06月16日 起案
下水道施設消防用設備保守点検業務完了報告書（６月実施分）について（供
覧）

5 平成29年12月22日 起案
下水道施設消防用設備保守点検業務完了報告書（12月実施分）について
（供覧）

6 平成30年02月01日 起案
業務委託に係る完了検査について（伺い）

7 平成30年02月05日 起案
業務完了検査結果の通知について（伺い）



索引目次

第３種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託〈三本柳ポン
プゲート場点検業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課/維持
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
三本柳ポンプゲート場点検業務委託に係る契約の締結について（伺い）

2 平成29年04月28日 起案
三本柳ポンプゲート場点検業務委託に係る契約の締結について（供覧）

3 平成29年05月01日 起案
三本柳ポンプゲート場点検業務委託に係る監督員の通知について（伺い）

4 平成29年05月01日 収受
三本柳ポンプゲート場点検業務委託に係る着手届等の提出について（供覧）

5 平成29年07月31日 起案
三本柳ポンプゲート場点検業務委託に係る完了確認の実施について（伺い）

6 平成29年08月02日 起案
三本柳ポンプゲート場点検業務委託に係る完了確認通知について（伺い）



索引目次

第２種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託（下水道施設
遠隔監視・遠隔操作等業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課/施設
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
業務履行計画書等の承認及び監督職員の通知について(伺い)

2 平成29年04月01日 起案
業務に係る下請負承諾願について(伺い)

3 平成29年04月01日 起案
業務に係る下請負承諾願について(伺い)

4 平成29年04月03日 起案
下請負届について(供覧)

5 平成29年04月19日 起案
下請負届について(供覧)

6 平成29年04月28日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託に係る月間業
務履行計画書（５月分）について（供覧）

7 平成29年05月02日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託の業務完了
確認について(伺い)

8 平成29年05月02日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託の業務完了
確認について(伺い)

9 平成29年05月11日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託の４月分の業
務完了確認及び検査結果通知書について(伺い)

10 平成29年05月31日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託に係る月間業
務履行計画書（６月分）について（供覧）

11 平成29年06月05日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託の５月分の業
務完了確認及び検査結果通知書について(伺い)

12 平成29年06月30日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託に係る月間業
務履行計画書（7月分）について（供覧）

13 平成29年07月07日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託の６月分の業
務完了確認及び検査結果通知書について(伺い)

14 平成29年07月31日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託に係る月間業
務履行計画書（８月分）について（供覧）

15 平成29年08月08日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託の７月分の業
務完了確認及び検査結果通知書について(伺い)

16 平成29年08月31日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託に係る月間業
務履行計画書（９月分）について（供覧）

17 平成29年09月06日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託の８月分の業
務完了確認及び検査結果通知書について(伺い)

18 平成29年09月29日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託に係る月間業
務履行計画書（１０月分）について（供覧）

19 平成29年10月06日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託の９月分の業
務完了確認及び検査結果通知書について(伺い)

20 平成29年10月31日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託に係る月間業
務履行計画書（１１月分）について（供覧）



索引目次

第２種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託（下水道施設
遠隔監視・遠隔操作等業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課/施設
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08日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託の１０月分の
業務完了確認及び検査結果通知書について(伺い)

22 平成29年11月30日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託に係る月間業
務履行計画書（１２月分）について（供覧）

23 平成29年12月08日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託の１１月分の
業務完了確認及び検査結果通知書について(伺い)

24 平成29年12月27日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託に係る月間業
務履行計画書（１月分）について（供覧）

25 平成30年01月10日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託の１２月分の
業務完了確認及び検査結果通知書について(伺い)

26 平成30年01月31日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託に係る月間業
務履行計画書（２月分）について（供覧）

27 平成30年02月07日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託の１月分の業
務完了確認及び検査結果通知書について(伺い)

28 平成30年02月28日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託に係る月間業
務履行計画書（３月分）について（供覧）

29 平成30年03月07日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託の２月分の業
務完了確認及び検査結果通知書について(伺い)

30 平成30年03月30日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託に係る月間業
務履行計画書（４月分）について（供覧）

31 平成30年03月31日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託の３月分の業
務完了確認及び検査結果通知書について(伺い)



索引目次

第３種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託（鴨助堰外草
刈等業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課/維持
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14日 起案
鴨助堰外草刈等業務委託に係る契約の締結について（伺い）

2 平成29年07月18日 起案
鴨助堰外草刈等業務委託に係る契約の締結について（供覧）

3 平成29年07月19日 起案
鴨助堰外草刈等業務委託に係る監督員の通知について（伺い）

4 平成29年07月19日 収受
鴨助堰外草刈等業務委託に係る着手届等の提出について（供覧）

5 平成29年10月16日 起案
鴨助堰外草刈等業務委託に係る完了確認の実施について（伺い）

6 平成29年10月25日 起案
鴨助堰外草刈等業務委託に係る完了確認通知について（伺い）



索引目次

第３種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託（中川原雨水
ポンプ場外オイルタンク清掃等業務委

上下水道局/下水道施設管理課/施設
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31日 起案
中川原雨水ポンプ場外オイルタンク清掃等業務委託に係る見積依頼につい
て（伺い）

2 平成29年11月08日 起案
設計採用単価について（伺い）

3 平成29年11月27日 起案
契約の締結について（伺い）

4 平成29年11月28日 起案
契約の締結について（供覧）

5 平成29年11月28日 起案
産業廃棄物処理委託契約の締結について（伺い）

6 平成29年11月29日 起案
産業廃棄物処理委託契約の締結について（供覧）

7 平成29年11月29日 起案
当初業務工程表届等の承認及び監督員の通知について（伺い）

8 平成30年01月29日 起案
業務委託に係る完了検査について（伺い）

9 平成30年01月30日 起案
業務完了検査結果の通知について（伺い）



索引目次

第３種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託（下水道施設
止水補修等業務委託（単価契約））

上下水道局/下水道施設管理課/維持
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年度下水道施設止水補修等業務委託（単価契約）に係る監督員の通
知について（伺い）

2 平成29年04月01日 収受
平成29年度下水道施設止水補修等業務委託（単価契約）に係る契約の締結
について（供覧）

3 平成29年04月01日 収受
平成29年度下水道施設止水補修等業務委託（単価契約）に係る着手届等の
提出について（供覧）

4 平成30年02月14日 起案
平成30年度年間単価契約　下水道施設止水補修等業務委託の実施につい
て（伺い）

5 平成30年03月31日 収受
平成29年度下水道施設止水補修等業務委託（単価契約）に係る業務完了届
の提出について（供覧）



索引目次

第３種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託（流域下水道
接続点計装設備等保守点検業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課/施設
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03日 起案
流域下水道接続点計装設備等保守点検業務委託の実施について（伺い）

2 平成29年04月01日 起案
業務委託に係る契約の締結について（伺い）

3 平成29年04月01日 起案
契約の締結結果について(報告)

4 平成29年04月01日 起案
工程表等の承認及び監督員の通知について(伺い)

5 平成29年04月01日 収受
着手届等の提出について

6 平成29年04月03日 起案
業務委託契約書（訂正後）について（供覧）

7 平成30年03月06日 起案
流域下水道接続点計装設備等保守点検業務委託の実施について（伺い）

8 平成30年03月31日 起案
流域下水道接続点計装設備等保守点検業務委託の完了検査の実施につい
て(伺い)

9 平成30年03月31日 起案
業務委託に係る完了検査報告並びに検査結果通知について（伺い）

10 平成30年03月31日 収受
業務完了届の提出について



索引目次

第３種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託（松園第一分
区浸入水止水補修業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課/維持
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04日 起案
松園第一分区浸入水止水補修業務委託に係る契約の締結について（伺い）

2 平成29年12月05日 起案
松園第一分区浸入水止水補修業務委託に係る契約の締結について（供覧）

3 平成29年12月06日 起案
松園第一分区浸入水止水補修業務委託に係る監督員の通知について（伺
い）

4 平成29年12月06日 収受
松園第一分区浸入水止水補修業務委託に係る着手届等の提出について（供
覧）

5 平成30年03月15日 起案
松園第一分区浸入水止水補修業務委託に係る完了確認の実施について（伺
い）

6 平成30年03月16日 起案
松園第一分区浸入水止水補修業務委託に係る完了確認通知について（伺
い）



索引目次

第３種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託（平成29年度
し渣収集運搬及び処理処分業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課/施設
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13日 起案
見積書作成の依頼について（伺い）

2 平成29年11月20日 起案
設計単価の採用について（伺い）

3 平成29年12月06日 起案
契約の締結について（伺い）

4 平成29年12月06日 起案
契約の締結について（供覧）

5 平成29年12月07日 起案
当初業務工程表届等の承認及び監督員の選任について（伺い）

6 平成30年01月16日 起案
第１回変更契約の締結について（供覧）

7 平成30年01月31日 起案
業務委託の完了確認について（伺い）

8 平成30年02月01日 起案
検査結果通知書の通知について（伺い）



索引目次

第３種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託（国道46号占
用図面等作成業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課/維持
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25日 起案
国道46号占用図面等作成業務委託に係る契約の締結について（伺い）

2 平成29年12月26日 起案
国道46号占用図面等作成業務委託に係る契約の締結について（供覧）

3 平成29年12月27日 起案
国道46号占用図面等作成業務委託に係る監督員の通知について（伺い）

4 平成29年12月27日 収受
業務委託着手届け等

5 平成30年03月15日 起案
国道46号占用図面等作成業務委託に係る完了確認の実施について（伺い）

6 平成30年03月23日 起案
国道46号占用図面等作成業務委託に係る完了確認通知について（伺い）



索引目次

第３種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託（都南南処理
分区管更生業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課/維持
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04日 起案
都南南処理分区管更生業務委託に係る契約の締結について（伺い）

2 平成29年07月05日 起案
都南南処理分区管更生業務委託に係る契約の締結について（供覧）

3 平成29年07月06日 起案
都南南処理分区管更生業務委託に係る監督員の通知について（伺い）

4 平成29年07月06日 収受
都南南処理分区管更生業務委託に係る着手届等の提出について（供覧）

5 平成29年09月19日 起案
都南南処理分区管更生業務委託に係る完了確認の実施について（伺い）

6 平成29年09月22日 起案
都南南処理分区管更生業務委託に係る完了確認通知について（伺い）



索引目次

第３種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託（名乗沢第二
マンホールポンプ場清掃業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課/施設
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26日 起案
契約の締結について（伺い）

2 平成29年07月27日 起案
契約の締結について（供覧）

3 平成29年07月28日 起案
当初業務工程表届等の承認及び監督員の通知について（伺い）

4 平成29年09月11日 起案
名乗沢第二マンホールポンプ場清掃業務委託に係る完了検査について（伺
い）

5 平成29年09月14日 起案
業務完了検査結果の通知について（伺い）



索引目次

第２種E60平成29年度
次期下水道施設遠隔監視・遠隔操作等
業務委託

上下水道局/下水道施設管理課

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19日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託の実施につ
いて（伺い）

2 平成29年09月19日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託受注候補者
選定審査委員会の設置について（伺い）

3 平成29年09月20日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託受注候補者
選定審査委員会に伴う報酬と旅費について（伺い）

4 平成29年09月21日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託受注候補者
選定審査委員会委員の委嘱及び審査委員会（第1回）の開催について（伺い）

5 平成29年09月21日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託の第１回審査
委員会資料等について（伺い）

6 平成29年09月22日 収受
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託受注候補者
選定審査委員会委員の推薦並びに承諾について（報告）

7 平成29年10月04日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託に係る公募型
プロポーザルの実施公告について（伺い）

8 平成29年10月04日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託受注候補者
選定審査委員会（第１回）に係る委員報酬の支出について（伺い）

9 平成29年10月11日 収受
公募型プロポーザル（盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等
業務委託）現場説明会の申し込み者について（供覧）

10 平成29年10月12日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託第１回受注候
補者選定審査委員会の開催について（報告）

11 平成29年10月16日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託公募型プロ
ポーザル現場見学会について（報告）

12 平成29年10月16日 収受
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託に係る公募型
プロポーザルへの参加表明について（供覧)

13 平成29年10月20日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託に係る技術提
案書の提出要請について（伺い）

14 平成29年11月13日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託受注候補者
選定審査委員会（第２回）の開催について（伺い）

15 平成29年11月14日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託に係る質問に
対して（回答）

16 平成29年11月22日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託公募型プロ
ポーザルヒアリング参加者の財務分析について（伺い）

17 平成29年11月24日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託プロポーザル
ヒアリングの実施について（通知）

18 平成29年11月28日 収受
ヒアリング出席者の連絡について

19 平成29年11月29日 収受
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託プロポーザル
参加者の財務分析について（回答）

20 平成29年12月04日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託受注候補者
選定審査委員会（第２回）に係る委員報酬の支出について（伺い）



索引目次

第２種E60平成29年度
次期下水道施設遠隔監視・遠隔操作等
業務委託

上下水道局/下水道施設管理課

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06日 起案
第２回盛岡市上下水道局下水道施設遠隔操作・遠隔監視等業務委託受注候
補者選定審査委員会の開催について（報告）

22 平成29年12月06日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託受注候補者
選定審査委員会委員の退任について（伺い）

23 平成29年12月06日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託に係る公募型
プロポーザルの結果公告について（伺い）

24 平成29年12月06日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託受注候補者
の選定について（伺い）

25 平成29年12月28日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託に係る仕様書
の確定について(伺い)

26 平成30年01月04日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託の見積徴取
について（伺い）

27 平成30年01月17日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託に係る契約の
締結について(伺い)

28 平成30年01月22日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託に係る契約の
締結について(供覧)

29 平成30年03月19日 起案
平成30年度業務に係る下請負承諾願について(伺い)

30 平成30年03月27日 起案
平成30年度業務にかかる下請負届について(供覧)

31 平成30年03月30日 起案
盛岡市上下水道局下水道施設遠隔監視・遠隔操作等業務委託に係る業務履
行計画書（平成30年度分）について（供覧）



索引目次

第３種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託（オイル吸着
マット処理業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課/維持
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25日 起案
オイル吸着マット処理業務委託に係る契約の締結について（供覧）

2 平成30年01月25日 起案
オイル吸着マット処理業務委託に係る契約の締結について（伺い）

3 平成30年01月26日 起案
オイル吸着マット処理業務委託に係る監督員の通知について（伺い）

4 平成30年01月26日 収受
オイル吸着マット処理業務委託に係る業務着手届等の提出について（供覧）

5 平成30年03月16日 起案
オイル吸着マット処理業務委託に係る完了確認の実施について(伺い）

6 平成30年03月16日 起案
オイル吸着マット処理業務委託に係る完了確認通知について(伺い）



索引目次

第３種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託（新川第一排
水区水路浚渫業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課/維持
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25日 起案
新川第一排水区水路浚渫業務委託に係る入札結果について（供覧）

2 平成30年01月25日 起案
入札結果について（供覧）



索引目次

第１種E60平成29年度
排水施設設置許可 上下水道局/下水道施設管理課

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
下水道物件設置（厨川一丁目２番８地先）に係る許可について（伺い）

2 平成29年05月01日 起案
下水道物件設置（三本柳７地割60番４地先）に係る許可について（伺い）

3 平成29年05月01日 起案
下水道物件設置（上厨川字竹中43番１地先）に係る許可について（伺い）

4 平成29年05月24日 起案
下水道物件設置（南仙北三丁目130番１地先）に係る許可について（伺い）

5 平成29年05月29日 収受
下水道物件設置（南仙北二丁目 221番７地先）に係る完了確認について（報
告）

6 平成29年05月31日 起案
下水道物件設置（中堤町１番１地先）の変更に係る許可について（伺い）

7 平成29年06月06日 起案
下水道物件設置（安倍館町102番１地先）に係る許可について（伺い）

8 平成29年06月12日 収受
下水道物件設置（山岸字大平16番４地先）に係る完了確認について（報告）

9 平成29年06月13日 起案
下水道物件設置（永井26地割42地先）に係る許可について（伺い）

10 平成29年06月21日 起案
下水道物件設置（安倍館町102番１地先）の変更に係る許可について（伺い）

11 平成29年06月26日 起案
下水道物件設置（中堤町１番１地先）の変更に係る許可について（伺い）

12 平成29年06月26日 起案
下水道物件設置（上厨川字杉原101-４地先）に係る許可について（伺い）

13 平成29年06月29日 起案
下水道物件設置（南仙北一丁目52番２地先）に係る許可について（伺い）

14 平成29年06月29日 収受
下水道物件設置（厨川一丁目２番８地先）に係る完了確認について（報告）

15 平成29年06月30日 収受
下水道物件設置（上田堤二丁目59番１地先）に係る完了確認について（報告）

16 平成29年07月06日 起案
下水道物件設置（上鹿妻田貝11番１地先）に係る許可について（伺い）

17 平成29年07月13日 起案
下水道物件設置（三本柳７地割36-11地先）に係る許可について（伺い）

18 平成29年07月13日 起案
下水道物件設置（永井18地割120-５地先）に係る許可について（伺い）

19 平成29年07月28日 起案
下水道物件設置（永井19地割11番外地先）に係る許可について（伺い）

20 平成29年07月28日 起案
下水道物件設置（南仙北一丁目37番地先）に係る許可について（伺い）



索引目次

第１種E60平成29年度
排水施設設置許可 上下水道局/下水道施設管理課

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04日 起案
下水道物件設置（厨川五丁目18番２外地先）に係る許可について（伺い）

22 平成29年08月04日 収受
下水道物件設置（中堤町１番１地先）に係る完了確認について（報告）

23 平成29年08月08日 起案
下水道物件設置（本宮字大柳42地先）に係る許可について（伺い）

24 平成29年08月10日 起案
下水道物件設置（西見前13地割78番地先）に係る許可について（伺い）

25 平成29年08月23日 起案
下水道物件設置（山岸字洞清水下32-248地内）に係る許可について（伺い）

26 平成29年08月28日 起案
下水道物件設置（向中野字道明98番地先）に係る許可について（伺い）

27 平成29年09月01日 起案
下水道物件設置（三本柳２地割33-３地先）に係る許可について（伺い）

28 平成29年09月04日 収受
下水道物件設置（上厨川字杉原101-４地先）に係る完了確認について（報告）

29 平成29年09月05日 起案
下水道物件設置（上厨川字前潟126-１地先）に係る許可について（伺い）

30 平成29年09月08日 起案
下水道物件設置（山岸字名乗15-29地先）に係る許可について（伺い）

31 平成29年09月08日 起案
下水道物件設置（本宮字鬼柳69-５地先）に係る許可について（伺い）

32 平成29年09月20日 起案
下水道物件設置（長田町18番２地先）に係る許可について（伺い）

33 平成29年09月28日 起案
下水道物件設置（安倍館町102番１地先）の変更に係る許可について（伺い）

34 平成29年10月10日 収受
下水道物件設置（南仙北一丁目37番地先）に係る完了確認について（報告）

35 平成29年10月17日 収受
下水道物件設置（上厨川字竹中43番１地先）に係る完了確認について（報告）

36 平成29年10月31日 起案
下水道物件設置（上厨川字前潟126-１地先）に係る許可について（伺い）

37 平成29年10月31日 収受
下水道物件設置（永井26地割42番地先）に係る完了確認について（報告）

38 平成29年11月01日 起案
下水道物件設置（湯沢18地割87-１地先）に係る許可について（伺い）

39 平成29年11月01日 収受
下水道物件設置（本宮字鬼柳69-５地先）に係る完了確認について（報告）

40 平成29年11月02日 起案
下水道物件設置（安倍館町102番１地先）の変更に係る許可について（伺い）



索引目次

第１種E60平成29年度
排水施設設置許可 上下水道局/下水道施設管理課

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11月07日 起案
下水道物件設置（湯沢５地割44番３地先）に係る許可について（伺い）

42 平成29年11月07日 起案
下水道物件設置（山岸字洞清水下32-248地内）の変更に係る許可について
（伺い）

43 平成29年11月09日 収受
下水道物件設置（永井18地割120-５地先）に係る完了確認について（報告）

44 平成29年11月09日 収受
下水道物件設置（上厨川字前潟126-１地先）に係る完了確認について（報告）

45 平成29年11月13日 起案
下水道物件設置（本宮字林崎54地先）に係る許可について（伺い）

46 平成29年11月13日 起案
下水道物件設置（湯沢16地割15-８地先）に係る許可について（伺い）

47 平成29年11月15日 収受
下水道物件設置（永井19地割11番外地先）に係る完了確認について（報告）

48 平成29年11月21日 起案
下水道物件設置（三本柳21地割72番10地先）に係る許可について（伺い）

49 平成29年11月21日 収受
下水道物件設置（山岸字名乗15-29地先）に係る完了確認について（報告）

50 平成29年11月28日 収受
下水道物件設置（三本柳２地割33－３地先）に係る完了確認について（報告）

51 平成29年12月01日 収受
下水道物件設置（山岸字洞清水32-248地内）に係る完了確認について（報
告）

52 平成29年12月04日 起案
下水道物件設置（東黒石野二丁目 138番１地先）に係る許可について（伺い）

53 平成29年12月05日 起案
下水道物件設置（厨川五丁目18番２外地先）の変更に係る許可について（伺
い）

54 平成29年12月12日 起案
下水道物件設置（北山二丁目302番10外地先）に係る許可について（伺い）

55 平成29年12月12日 起案
下水道物件設置（高松四丁目224番外地先）に係る許可について（伺い）

56 平成29年12月13日 収受
下水道物件設置（三本柳21地割72番10地先）に係る完了確認について（報
告）

57 平成29年12月15日 起案
下水道物件設置（湯沢５地割44番３地先）の変更に係る許可について（伺い）

58 平成29年12月15日 収受
下水道物件設置（三本柳７地割60番４地先）に係る完了確認について（報告）

59 平成29年12月15日 収受
下水道物件設置（本宮字大柳42地先）に係る完了確認について（報告）

60 平成29年12月19日 起案
下水道物件設置（湯沢16地割15-８地先）の変更に係る許可について（伺い）



索引目次

第１種E60平成29年度
排水施設設置許可 上下水道局/下水道施設管理課

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12月19日 収受
下水道物件設置（上鹿妻田貝11番１地先）に係る完了確認について（報告）

62 平成29年12月19日 収受
下水道物件設置（南仙北三丁目130番１地先）に係る完了確認について（報
告）

63 平成29年12月20日 収受
下水道物件設置（安倍館町102番１地先）に係る完了確認について（報告）

64 平成29年12月22日 収受
下水道物件設置（長田町18番２地先）に係る完了確認について（報告）

65 平成29年12月26日 収受
下水道物件設置（上厨川字前潟126-１地先）に係る完了確認について（報告）

66 平成30年02月01日 起案
下水道物件設置（土淵字幅31-３地先）に係る許可について（伺い）

67 平成30年02月06日 起案
下水道物件設置（永井25地割56-17地先）に係る許可について（伺い）

68 平成30年02月08日 起案
下水道物件設置（本宮字鬼柳92-４地先）に係る許可について（伺い）

69 平成30年02月13日 起案
下水道物件設置（本宮字林崎54地先）の変更に係る許可について（伺い）

70 平成30年02月19日 起案
下水道物件設置（東見前４地割56番地先）に係る許可について（伺い）

71 平成30年02月20日 起案
下水道物件設置（箱清水一丁目237番１地先）に係る許可について（伺い）

72 平成30年02月20日 起案
下水道物件設置（箱清水一丁目237番１地先）に係る許可について（伺い）

73 平成30年03月07日 起案
下水道物件設置（中央通一丁目６番地先）に係る許可について（伺い）

74 平成30年03月09日 収受
下水道物件設置（西見前13地割78番地先）に係る完了確認について（報告）

75 平成30年03月12日 収受
下水道物件設置（湯沢18地割87-１地先）に係る完了確認について（報告）

76 平成30年03月15日 起案
下水道物件設置（津志田南二丁目２地先）に係る許可について（伺い）

77 平成30年03月23日 起案
下水道物件設置（みたけ二丁目５番地先）に係る許可について（伺い）

78 平成30年03月28日 起案
下水道物件設置（黒石野二丁目27番地先）に係る許可について（伺い）

79 平成30年03月28日 起案
下水道物件設置（三ツ割字洞清水85-１地先）に係る許可について（伺い）

80 平成30年03月30日 起案
下水道物件設置（三本柳８地割76地先）に係る許可について（伺い）



索引目次

第１種E60平成29年度
排水施設設置許可 上下水道局/下水道施設管理課

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30年03月30日 収受
下水道物件設置（土淵字幅31-３地先）に係る完了確認について（報告）



索引目次

第３種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託（建物清掃業
務委託）

上下水道局/下水道施設管理課/庶務
水質係

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年度建物清掃業務委託（下水道施設管理課）の締結について（供覧）

2 平成29年04月01日 起案
年間清掃作業計画等の承認及び監督員の通知について（伺い）

3 平成29年04月01日 起案
４月分の作業計画書等の承認について（供覧）

4 平成29年04月20日 起案
５月分の作業計画書等の承認について（供覧）

5 平成29年05月01日 起案
建物清掃業務委託（平成29年４月分）に係る業務完了検査の結果について
（伺い）

6 平成29年05月19日 起案
６月分の作業計画書等の承認について（供覧）

7 平成29年06月01日 起案
建物清掃業務委託（平成29年５月分）に係る業務完了検査の結果について
（伺い）

8 平成29年06月20日 起案
７月分の作業計画書等の承認について（供覧）

9 平成29年07月03日 起案
建物清掃業務委託（平成29年６月分）に係る業務完了検査の結果について
（伺い）

10 平成29年07月20日 起案
８月分の作業計画書等の承認について（供覧）

11 平成29年08月01日 起案
建物清掃業務委託（平成29年７月分）に係る業務完了検査の結果について
（伺い）

12 平成29年08月21日 起案
９月分の作業計画書等の承認について（供覧）

13 平成29年09月04日 起案
建物清掃業務委託（平成29年８月分）に係る業務完了検査の結果について
（伺い）

14 平成29年09月20日 起案
10月分の作業計画書等の承認について（供覧）

15 平成29年10月02日 起案
建物清掃業務委託（平成29年９月分）に係る業務完了検査の結果について
（伺い）

16 平成29年10月20日 起案
11月分の作業計画書等の承認について（供覧）

17 平成29年11月01日 起案
建物清掃業務委託（平成29年10月分）に係る業務完了検査の結果について
（伺い）

18 平成29年11月20日 起案
12月分の作業計画書等の承認について（供覧）

19 平成29年12月01日 起案
建物清掃業務委託（平成29年11月分）に係る業務完了検査の結果について
（伺い）

20 平成29年12月20日 起案
１月分の作業計画書等の承認について（供覧）



索引目次

第３種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託（建物清掃業
務委託）

上下水道局/下水道施設管理課/庶務
水質係

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05日 起案
建物清掃業務委託（平成29年12月分）に係る業務完了検査の結果について
（伺い）

22 平成30年01月11日 起案
平成30年度建物清掃業務委託（下水道施設管理課）の実施及び契約依頼に
ついて（伺い）

23 平成30年01月22日 起案
２月分の作業計画書等の承認について（供覧）

24 平成30年02月01日 起案
建物清掃業務委託（平成30年１月分）に係る業務完了検査の結果について
（伺い）

25 平成30年02月20日 起案
３月分の作業計画書等の承認について（供覧）

26 平成30年03月01日 起案
建物清掃業務委託（平成30年２月分）に係る業務完了検査の結果について
（伺い）

27 平成30年03月31日 起案
建物清掃業務委託（平成30年３月分）に係る業務完了検査の結果について
（伺い）



索引目次

第３種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託（流域下水道
接続点に係る汚水分析業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課/施設
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26日 起案
流域下水道接続点に係る汚水分析業務委託の契約締結について（伺い）

2 平成29年09月27日 起案
流域下水道接続点に係る汚水分析業務委託の契約締結について（供覧）

3 平成29年10月01日 収受
現場責任者通知書

4 平成29年10月31日 起案
流域下水道接続点に係る汚水分析業務委託（供覧）

5 平成29年11月09日 起案
流域下水道接続点に係る汚水分析業務委託（供覧）

6 平成29年11月22日 起案
流域下水道接続点に係る汚水分析業務委託（供覧）

7 平成30年02月02日 起案
業務完了検査の報告及び検査結果の通知について(伺い)



索引目次

第３種E60平成29年度
下水道施設関係業務委託（中川原簡易
水処理施設等に係る汚水分析業務委

上下水道局/下水道施設管理課/施設
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10日 起案
中川原簡易水処理施設等に係る汚水分析業務委託の契約締結について（伺
い）

2 平成29年05月10日 起案
中川原簡易水処理施設等に係る汚水分析業務委託の契約締結について（供
覧）

3 平成29年05月11日 収受
現場責任者通知書（供覧）

4 平成29年06月09日 起案
中川原簡易水処理施設等に係る汚水分析業務委託（供覧）

5 平成29年06月16日 起案
中川原簡易水処理施設等に係る汚水分析業務委託（供覧）

6 平成29年07月11日 起案
中川原簡易水処理施設等に係る汚水分析業務委託（供覧）

7 平成29年07月19日 起案
中川原簡易水処理施設等に係る汚水分析業務委託（供覧）

8 平成29年08月03日 起案
中川原簡易水処理施設等に係る汚水分析業務委託（供覧）

9 平成29年09月07日 起案
中川原簡易水処理施設等に係る汚水分析業務委託（供覧）

10 平成29年10月26日 起案
中川原簡易水処理施設等に係る汚水分析業務委託（供覧）

11 平成30年03月01日 起案
業務完了検査の報告及び検査結果の通知について(伺い)



索引目次

第３種E63平成29年度
下水道施設管理（排出水の水質検査結
果）

上下水道局/下水道施設管理課

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
排出水の水質検査結果について（供覧）



索引目次

第２種E63平成29年度
下水道施設管理（下水道排水施設等占
用許可（短期））

上下水道局/下水道施設管理課

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29日 起案
下水道排水施設等占用許可（紅葉が丘11－30地先外）について（伺い）



索引目次

第１種E63平成29年度
下水道施設管理（下水道排水施設等占
用許可（長期））

上下水道局/下水道施設管理課

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
下水道排水施設等占用許可（期間更新）について（伺い）

2 平成29年04月01日 起案
下水道排水施設等占用許可（青山四丁目 123番２地先外）の地位承継につ
いて（伺い）

3 平成29年04月01日 起案
下水道排水施設等占用許可（津志田南一丁目 124番地内：電柱）について
（伺い）

4 平成29年04月01日 起案
下水道排水施設等占用許可（津志田南一丁目 124番地内：広告看板）につい
て（伺い）

5 平成29年04月12日 起案
下水道排水施設等占用許可（天昌寺町17番１地先）の地位承継について（伺
い）

6 平成29年04月18日 起案
下水道排水施設等占用許可（三本柳２地割32番地先）について（伺い）

7 平成29年04月25日 起案
下水道排水施設等占用協議（大館町51番１地先）の回答について（伺い）

8 平成29年05月12日 起案
下水道排水施設等占用許可（永井10地割 168番２地先）について（伺い）

9 平成29年05月18日 起案
下水道排水施設等占用変更許可（みたけ四丁目地内）について（伺い）

10 平成29年05月19日 起案
下水道排水施設等占用許可（大館町22－13地先）について（伺い）

11 平成29年06月07日 起案
下水道排水施設等占用許可（三本柳10地割60番15地先）について（伺い）

12 平成29年06月16日 起案
下水道排水施設等占用変更許可（西青山二丁目16番６地先）について（伺
い）

13 平成29年06月22日 起案
下水道排水施設等占用許可（上田四丁目244番地先）の住所等変更について
（伺い）

14 平成29年06月23日 起案
下水道排水施設等占用許可（前九年二丁目 217番４地先）について（伺い）

15 平成29年06月23日 起案
下水道排水施設等占用変更許可（永井16地割９番１地先）について（伺い）

16 平成29年06月23日 起案
下水道排水施設等占用変更許可（永井16地割９番２地先）について（伺い）

17 平成29年07月03日 収受
下水道排水施設等占用許可（西青山二丁目16番６地先）に係る工事完了に
ついて（報告）

18 平成29年07月05日 起案
下水道排水施設等占用許可（高松二丁目 163番１地先）について（伺い）

19 平成29年08月03日 起案
下水道排水施設等占用許可（三本柳１地割４番８地先）について（伺い）

20 平成29年08月04日 起案
下水道排水施設等占用許可（南青山町 219番19地先）について（伺い）



索引目次

第１種E63平成29年度
下水道施設管理（下水道排水施設等占
用許可（長期））

上下水道局/下水道施設管理課

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
下水道排水施設等占用許可（南青山町 219番 120地先）について（伺い）

22 平成29年08月29日 起案
下水道排水施設等占用協議（青山三丁目 145番１地先）の回答について（伺
い）

23 平成29年09月13日 収受
下水道排水施設等占用協議（大館町51番１地先）に係る工事完了について
（報告）

24 平成29年09月14日 起案
下水道排水施設等占用許可（青山三丁目 145番１地先）について（伺い）

25 平成29年09月14日 起案
下水道排水施設等占用変更許可（中堤町１番１地先）について（伺い）

26 平成29年09月14日 起案
下水道排水施設等占用許可（大館町48番14地先）について（伺い）

27 平成29年09月26日 起案
下水道排水施設等占用協議（西青山三丁目50番２地先）の回答について（伺
い）

28 平成29年10月06日 起案
下水道排水施設等占用変更許可（西青山三丁目 205番１地内）について（伺
い）

29 平成29年11月07日 収受
下水道排水施設等占用許可（永井16地割９番１地先）に係る工事完了につい
て（報告）

30 平成29年11月07日 収受
下水道排水施設等占用許可（永井16地割９番２地先）に係る工事完了につい
て（報告）

31 平成29年11月14日 起案
下水道排水施設等占用協議（上堂二丁目14番６地先）の回答について（伺
い）

32 平成29年11月16日 収受
下水道排水施設等占用協議（青山三丁目 145番１地先）に係る工事完了につ
いて（報告）

33 平成29年11月17日 起案
下水道排水施設等占用協議（東山一丁目 365番３地先）の回答について（伺
い）

34 平成29年12月05日 起案
下水道排水施設等占用許可（大館町 528番29地内）について（伺い）

35 平成29年12月12日 起案
下水道排水施設等占用変更協議（東山一丁目 365番３地先）の回答について
（伺い）

36 平成29年12月13日 起案
下水道排水施設等占用許可（三本柳10地割86番地先）について（伺い）

37 平成29年12月15日 収受
下水道排水施設等占用協議（西青山三丁目50番２地先）に係る工事完了に
ついて（報告）

38 平成29年12月18日 起案
下水道排水施設等占用許可（上田字松屋敷11番22地先）について（伺い）

39 平成29年12月28日 起案
下水道排水施設等占用許可（三本柳２地割34番７地先）について（伺い）

40 平成30年01月09日 収受
下水道排水施設等占用協議（上堂二丁目14番６地先）に係る工事完了につい
て（報告）



索引目次

第１種E63平成29年度
下水道施設管理（下水道排水施設等占
用許可（長期））

上下水道局/下水道施設管理課

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01月10日 起案
下水道排水施設等占用許可（山岸五丁目56番地先）について（伺い）

42 平成30年01月23日 収受
下水道排水施設等占用許可（高松二丁目 163番１地先）に係る工事完了につ
いて（報告）

43 平成30年01月24日 起案
下水道排水施設等占用許可（厨川二丁目67番１地先）について（伺い）

44 平成30年02月06日 起案
下水道排水施設等占用許可（青山三丁目１番 165地先）の地位承継について
（伺い）

45 平成30年02月09日 収受
下水道排水施設等占用者住所等変更届の受理について（供覧）

46 平成30年02月13日 起案
下水道排水施設等占用許可に係る占用期間の更新通知について（伺い）

47 平成30年02月14日 起案
下水道排水施設等占用許可（上田四丁目 174番２地先）の地位承継について
（伺い）

48 平成30年02月14日 起案
下水道排水施設等占用許可（上田二丁目 267番地先）の地位承継について
（伺い）

49 平成30年02月14日 起案
下水道排水施設等占用許可（中堤町２番地先）の地位承継について（伺い）

50 平成30年02月14日 収受
下水道排水施設等占用者住所等変更届の受理について（供覧）

51 平成30年02月14日 収受
下水道排水施設等占用廃止届の受理について（供覧）

52 平成30年03月06日 起案
下水道排水施設等占用許可（三本柳23地割３番２地先外）について（伺い）

53 平成30年03月06日 起案
下水道排水施設等占用許可（大館町 160番11地先）の地位承継について（伺
い）

54 平成30年03月06日 起案
下水道排水施設等占用許可（三本柳23地割10番１地先）について（伺い）

55 平成30年03月07日 起案
下水道排水施設等占用許可（三本柳１地割２番４地先）について（伺い）

56 平成30年03月09日 起案
下水道排水施設等占用許可（三本柳23地割８番地先）について（伺い）

57 平成30年03月22日 起案
下水道排水施設等占用許可（高松二丁目 161番６地先）について（伺い）

58 平成30年03月23日 起案
下水道排水施設等占用変更許可（三本柳23地割９番33地先）について（伺
い）

59 平成30年03月26日 起案
下水道排水施設等占用許可（津志田27地割45番17地先）について（伺い）

60 平成30年03月30日 起案
下水道排水施設等占用変更協議（東山一丁目 365番３地先）の回答について
（伺い）



索引目次

第１種E63平成29年度
下水道施設管理（下水道排水施設等占
用許可（長期））

上下水道局/下水道施設管理課

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30日 収受
下水道排水施設等占用許可（三本柳２地割34番７地先）に係る工事完了につ
いて（報告）



索引目次

第３種E63平成29年度
下水道施設管理（終末処理場等水質試
験成績書）

上下水道局/下水道施設管理課

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
中川原簡易水処理施設水質試験成績書（供覧）

2 平成29年05月02日 起案
農業集落排水処理施設に係る定期水質試験結果（４月分）について

3 平成29年06月02日 起案
農業集落排水処理施設に係る定期水質試験結果（５月分）について

4 平成29年06月16日 起案
中川原簡易水処理施設水質試験成績書（供覧）

5 平成29年07月03日 起案
農業集落排水処理施設に係る定期水質試験結果（６月分）について

6 平成29年07月11日 起案
中川原簡易水処理施設水質試験成績書（供覧）

7 平成29年08月01日 起案
農業集落排水処理施設に係る定期水質試験結果（８月分）について

8 平成29年08月01日 起案
農業集落排水処理施設に係る定期水質試験結果（７月分）について

9 平成29年08月10日 起案
中川原簡易水処理施設水質試験成績書（供覧）

10 平成29年09月07日 起案
中川原簡易水処理施設水質試験成績書（供覧）

11 平成29年10月04日 起案
中川原簡易水処理施設水質試験成績書（供覧）

12 平成29年10月05日 起案
農業集落排水処理施設に係る定期水質試験結果（９月分）について

13 平成29年11月07日 起案
農業集落排水処理施設に係る定期水質試験結果（１０月分）について

14 平成29年11月07日 起案
中川原簡易水処理施設水質試験成績書（供覧）

15 平成29年12月04日 起案
農業集落排水処理施設に係る定期水質試験結果（１１月分）について

16 平成29年12月04日 起案
中川原簡易水処理施設水質試験成績書（供覧）

17 平成30年01月04日 起案
農業集落排水処理施設に係る定期水質試験結果（１２月分）について

18 平成30年01月04日 起案
中川原簡易水処理施設水質試験成績書（供覧）

19 平成30年02月01日 起案
農業集落排水処理施設に係る定期水質試験結果（１月分）について

20 平成30年03月01日 起案
農業集落排水処理施設に係る定期水質試験結果（２月分）について



索引目次

第３種E63平成29年度
下水道施設管理（終末処理場等水質試
験成績書）

上下水道局/下水道施設管理課

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30日 起案
農業集落排水処理施設に係る定期水質試験結果（３月分）について

22 平成30年03月30日 起案
中川原簡易水処理施設水質試験成績書（供覧）



索引目次

第３種E63平成29年度
下水道施設管理（流域下水道排水量報
告書）

上下水道局/下水道施設管理課

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
　北上川上流流域下水道(都南処理区)の排水量(平成28年3月分)の送付につ
いて(伺い)

2 平成29年05月02日 起案
　北上川上流流域下水道(都南処理区)の排水量(平成29年４月分)の送付に
ついて(伺い)

3 平成29年06月02日 起案
　北上川上流流域下水道(都南処理区)の排水量(平成29年５月分)の送付に
ついて(伺い)

4 平成29年07月03日 起案
　北上川上流流域下水道(都南処理区)の排水量(平成29年６月分)の送付に
ついて(伺い)

5 平成29年08月03日 起案
　北上川上流流域下水道(都南処理区)の排水量(平成29年７月分)の送付に
ついて(伺い)

6 平成29年09月05日 起案
　北上川上流流域下水道(都南処理区)の排水量(平成29年８月分)の送付に
ついて(伺い)

7 平成29年10月04日 起案
　北上川上流流域下水道(都南処理区)の排水量(平成29年９月分)の送付に
ついて(伺い)

8 平成29年11月02日 起案
　北上川上流流域下水道(都南処理区)の排水量(平成29年10月分)の送付に
ついて(伺い)

9 平成29年12月05日 起案
　北上川上流流域下水道(都南処理区)の排水量(平成29年11月分)の送付に
ついて(伺い)

10 平成30年01月09日 起案
　北上川上流流域下水道(都南処理区)の排水量(平成29年12月分)の送付に
ついて(伺い)

11 平成30年02月05日 起案
　北上川上流流域下水道(都南処理区)の排水量(平成30年１月分)の送付に
ついて(伺い)

12 平成30年03月02日 起案
　北上川上流流域下水道(都南処理区)の排水量(平成30年２月分)の送付に
ついて(伺い)



索引目次

第３種E63平成29年度
下水道施設管理（流域下水道流入下水
水質調書綴）

上下水道局/下水道施設管理課

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28日 起案
Ｈ２９年度流域関連公共下水道接続点の水質検査項目の省略について（供
覧）

2 平成29年10月01日 起案
Ｈ２９年度流域関連公共下水道接続点の水質検査に係る採水計画について
（伺い）

3 平成29年11月24日 起案
Ｈ２９年度流域関連公共下水道接続点の水質検査に係る調査について（伺
い）

4 平成29年11月30日 起案
Ｈ２９年度流域関連公共下水道接続点の水質検査に係る調査について

5 平成30年02月21日 起案
流域関連公共下水道から流域下水道へ流入する下水の水質及び水量等に
ついて（伺い）

6 平成30年03月07日 起案
流域関連公共下水道から流域下水道へ流入する下水の水質及び水量等に
ついて（伺い）

7 平成30年03月16日 起案
流域関連公共下水道から流域下水道へ流入する下水の水質及び水量等に
ついて（報告）



索引目次

第３種E63平成29年度
下水道施設施工協議 上下水道局/下水道施設管理課/維持

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10日 起案
下水道施設施工協議（上田一丁目地内）に係る回答について（伺い）

2 平成29年05月11日 起案
下水道施設施工協議（上堂三丁目地内）に係る回答について（伺い）

3 平成29年06月06日 起案
下水道施設施工協議（北夕顔瀬町10番地内）に係る回答について（伺い）

4 平成29年06月23日 起案
下水道施設施工協議（三本柳10地割外地内）に係る回答について（伺い）

5 平成29年06月26日 起案
下水道施設施工協議（下米内一丁目外地内）に係る回答について（伺い）

6 平成29年07月05日 収受
下水道施設施工協議（北夕顔瀬町10番地内）に係る工事完了について（報
告）

7 平成29年07月26日 起案
下水道施設施工協議（変更：上田一丁目地内）に係る回答について（伺い）

8 平成29年08月04日 起案
下水道施設施工協議（上田字上堤頭外地内）に係る回答について（伺い）

9 平成29年08月18日 収受
下水道施設施工協議（下米内一丁目外地内）に係る工事完了について（報
告）

10 平成29年08月22日 起案
下水道施設施工協議（前九年二丁目地内）に係る回答について（伺い）

11 平成29年08月25日 起案
下水道施設施工協議（みたけ二丁目地内）に係る回答について（伺い）

12 平成29年08月31日 起案
下水道施設の近接施工協議（みたけ一丁目外地内）に係る回答について（伺
い）

13 平成29年09月01日 起案
下水道施設の近接施工協議（山岸字名乗～上米内字道ノ下地内）に係る回
答について（伺い）

14 平成29年09月08日 収受
下水道施設施工協議（上田一丁目地内）に係る工事完了について（報告）

15 平成29年09月13日 収受
下水道施設施工協議（三本柳10地割外地内）に係る工事完了について（報
告）

16 平成29年09月14日 起案
下水道施設施工協議（上田一丁目地内）に係る回答について（伺い）

17 平成29年09月26日 起案
下水道施設施工協議（上田四丁目地内）に係る回答について（伺い）

18 平成29年10月06日 起案
下水道施設の近接施工協議（青山四丁目地内）に係る回答について（伺い）

19 平成29年10月06日 収受
下水道施設の近接施工協議（みたけ一丁目外地内）に係る工事完了につい
て（報告）

20 平成29年10月06日 収受
下水道施設の近接施工協議（みたけ一丁目地内）に係る工事完了について
（報告）



索引目次

第３種E63平成29年度
下水道施設施工協議 上下水道局/下水道施設管理課/維持

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07日 起案
下水道施設施工協議（長田町地内）に係る回答について（伺い）

22 平成29年11月08日 収受
下水道施設施工協議（上田四丁目地内）に係る工事完了について（報告）

23 平成29年11月14日 収受
下水道施設施工協議（上田一丁目地内）に係る工事完了について（報告）

24 平成29年11月17日 起案
下水道施設施工協議（繋字舘市地内）に係る回答について（伺い）

25 平成29年12月07日 起案
下水道施設施工協議（変更：繋字舘市地内）に係る回答について（伺い）

26 平成29年12月07日 起案
下水道施設施工協議（三本柳13地割地内）に係る回答について（伺い）

27 平成29年12月08日 起案
下水道施設施工協議（長橋町地内）に係る回答について（伺い）

28 平成29年12月11日 起案
下水道施設施工協議（山岸二丁目地内）に係る回答について（伺い）

29 平成29年12月12日 収受
下水道施設施工協議（前九年二丁目地内）に係る工事完了について（報告）

30 平成29年12月13日 起案
下水道施設施工協議（西見前18地割12－２地先）に係る回答について（伺い）

31 平成29年12月14日 起案
下水道施設施工協議（三本柳１地割外地内）に係る回答について（伺い）

32 平成29年12月15日 収受
下水道施設施工協議（上堂三丁目地内）に係る工事完了について（報告）

33 平成29年12月18日 起案
下水道施設施工協議（前九年二丁目外地内）に係る回答について（伺い）

34 平成29年12月27日 起案
下水道施設施工協議（松尾町外地内）に係る回答について（伺い）

35 平成30年01月12日 起案
下水道施設施工協議（前九年二丁目外地内）に係る回答について（伺い）

36 平成30年01月16日 収受
下水道施設施工協議（上田字上堤頭外地内）に係る工事完了について（報
告）

37 平成30年01月19日 起案
下水道施設施工協議（繋字舘市地内）に係る回答について（伺い）

38 平成30年01月19日 起案
下水道施設施工協議（山王町地内）に係る回答について（伺い）

39 平成30年01月26日 収受
下水道施設施工協議（上田一丁目地内）に係る工事完了について（報告）

40 平成30年02月26日 起案
下水道施設施工協議（変更：繋字舘市地内）に係る回答について（伺い）



索引目次

第３種E63平成29年度
下水道施設施工協議 上下水道局/下水道施設管理課/維持

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26日 起案
下水道施設施工協議（変更：三本柳１地割外地内）に係る回答について（伺
い）

42 平成30年02月26日 収受
下水道施設施工協議（繋字舘市地内）に係る工事完了について（報告）

43 平成30年03月01日 収受
下水道施設施工協議（山岸二丁目地内）に係る工事完了について（報告）

44 平成30年03月09日 起案
下水道施設施工協議（山岸六丁目地内）に係る回答について（伺い）

45 平成30年03月12日 収受
下水道施設施工協議（山王町地内）に係る工事完了について（報告）

46 平成30年03月13日 起案
下水道施設施工協議（変更：前九年二丁目外地内）に係る回答について（伺
い）

47 平成30年03月13日 起案
下水道施設施工協議（変更：前九年二丁目外地内）に係る回答について（伺
い）

48 平成30年03月15日 収受
下水道施設施工協議（松尾町地内）に係る工事完了について（報告）

49 平成30年03月15日 収受
下水道施設施工協議（みたけ二丁目地内）に係る工事完了について（報告）

50 平成30年03月16日 起案
下水道施設施工協議（西見前18地割外地内）に係る回答について（伺い）

51 平成30年03月16日 起案
下水道施設施工協議（変更：西見前18地割12－２地先）に係る回答について
（伺い）

52 平成30年03月19日 収受
下水道施設施工協議（三本柳13地割地内）に係る工事完了について（報告）

53 平成30年03月28日 収受
下水道施設施工協議（三本柳１地割外地内）に係る工事完了について（報告）

54 平成30年03月29日 起案
下水道施設施工協議（津志田15地割地内）に係る回答について（伺い）

55 平成30年03月30日 起案
下水道施設施工協議（変更：山岸六丁目地内）に係る回答について（伺い）

56 平成30年03月30日 起案
下水道施設施工協議（変更：長田町地内）に係る回答について（伺い）



索引目次

第２種E63平成29年度
アドプト関係 上下水道局/下水道施設管理課/維持

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
河川・水路管理サポートもりおかに係る活動の更新について（伺い）

2 平成29年04月01日 起案
河川・水路管理サポートもりおかに係る活動の更新について（伺い）

3 平成30年03月30日 収受
河川・水路管理サポートもりおかに係る活動報告書の提出について（供覧）

4 平成30年03月30日 収受
河川・水路管理サポートもりおかに係る活動報告書の提出について（供覧）



索引目次

第３種E63平成29年度
下水道施設管理 上下水道局/下水道施設管理課/施設

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
平成２９年度合流式下水道雨天時放流水水質調査について（報告）



索引目次

第１種E63平成29年度
行政財産 上下水道局/下水道施設管理課/維持

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04日 起案
下水道物件設置（下厨川字穴口72-10地内）に伴う工作物設置届の提出につ
いて（伺い）

2 平成30年01月16日 起案
下水道物件設置（下厨川字穴口72-10地内）に伴う工作物設置完了届の提出
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 上下水道局/下水道施設管理課

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06日 起案
浄化槽法第11条法定検査の実施について（伺い）　

2 平成29年09月27日 起案
浄化槽法第11条法定検査の完了確認について（伺い）

3 平成29年09月27日 起案
浄化槽法第11条法定検査の検査結果通知書について（伺い）

4 平成29年11月14日 起案
汚泥成分分析結果の報告について（伺い）

5 平成30年03月26日 起案
平成30年度農業集落排水処理施設汚泥の受け入れについて（供覧）



索引目次

第３種E83平成29年度
農業集落排水施設管理（乙部エリア農
業集落排水処理施設維持管理業務委

上下水道局/下水道施設管理課

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02月27日 起案
平成29年度乙部エリア農業集落排水処理施設維持管理業務委託の実施に
ついて（伺い）

2 平成29年04月01日 起案
契約の締結について（伺い）

3 平成29年04月01日 起案
契約の締結について（供覧）

4 平成29年04月01日 起案
当初業務工程表届等の承認及び監督員の通知について（伺い）

5 平成29年04月01日 起案
鍵の借用について（伺い）

6 平成29年04月01日 収受
乙部エリア農業集落排水処理施設維持管理業務委託に伴う業務計画書につ
いて（供覧）

7 平成29年04月01日 収受
当初業務工程表等の提出について

8 平成29年04月01日 収受
鍵の借用書の提出について

9 平成29年04月03日 起案
業務委託契約書（訂正後）について（供覧）

10 平成29年05月01日 起案
業務委託の完了確認について（伺い）

11 平成29年05月01日 収受
業務完了届の提出について

12 平成29年05月01日 収受
汚物処理施設管理報告書　乙部東浄化センター　平成29年４月分

13 平成29年05月01日 収受
汚物処理施設管理報告書　乙部地区農業集落排水処理施設　平成29年４月
分

14 平成29年05月10日 起案
検査結果通知書（４月分）の通知について（伺い）

15 平成29年06月01日 起案
乙部エリア農業集落排水処理施設維持管理業務委託に伴う業務完了届（５月
分）の提出について

16 平成29年06月01日 収受
乙部エリア農業集落排水処理施設維持管理業務委託に伴う業務完了届（５月
分）の提出について

17 平成29年07月03日 起案
乙部エリア農業集落排水処理施設維持管理業務委託に伴う業務完了届（６月
分）の提出について

18 平成29年07月03日 収受
乙部エリア農業集落排水処理施設維持管理業務委託に伴う業務完了届（６月
分）の提出について

19 平成29年08月01日 起案
乙部エリア農業集落排水処理施設維持管理業務委託に伴う業務完了届（７月
分）の提出について

20 平成29年08月01日 収受
乙部エリア農業集落排水処理施設維持管理業務委託に伴う業務完了届（７月
分）の提出について



索引目次

第３種E83平成29年度
農業集落排水施設管理（乙部エリア農
業集落排水処理施設維持管理業務委

上下水道局/下水道施設管理課

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09月04日 起案
乙部エリア農業集落排水処理施設維持管理業務委託に伴う業務完了届（８月
分）の提出について

22 平成29年09月04日 収受
乙部エリア農業集落排水処理施設維持管理業務委託に伴う業務完了届（８月
分）の提出について

23 平成29年10月02日 起案
乙部エリア農業集落排水処理施設維持管理業務委託に伴う業務完了届（９月
分）の提出について

24 平成29年10月02日 収受
乙部エリア農業集落排水処理施設維持管理業務委託に伴う業務完了届（９月
分）の提出について

25 平成29年11月01日 起案
乙部エリア農業集落排水処理施設維持管理業務委託に伴う業務完了届（10
月分）の提出について

26 平成29年11月01日 収受
乙部エリア農業集落排水処理施設維持管理業務委託に伴う業務完了届（10
月分）の提出について

27 平成29年12月01日 起案
乙部エリア農業集落排水処理施設維持管理業務委託に伴う業務完了届（11
月分）の提出について

28 平成29年12月01日 収受
乙部エリア農業集落排水処理施設維持管理業務委託に伴う業務完了届（11
月分）の提出について

29 平成30年01月04日 収受
乙部エリア農業集落排水処理施設維持管理業務委託に伴う業務完了届（12
月分）の提出について

30 平成30年01月05日 起案
乙部エリア農業集落排水処理施設維持管理業務委託に伴う業務完了届（12
月分）の提出について

31 平成30年02月02日 起案
乙部エリア農業集落排水処理施設維持管理業務委託に伴う業務完了届（1月
分）の提出について

32 平成30年02月02日 収受
乙部エリア農業集落排水処理施設維持管理業務委託に伴う業務完了届（1月
分）の提出について

33 平成30年03月01日 起案
乙部エリア農業集落排水処理施設維持管理業務委託に伴う業務完了届（２月
分）の提出について

34 平成30年03月01日 収受
乙部エリア農業集落排水処理施設維持管理業務委託に伴う業務完了届（２月
分）の提出について

35 平成30年03月31日 起案
乙部エリア農業集落排水処理施設維持管理業務委託に伴う業務完了届（３月
分）の提出について

36 平成30年03月31日 収受
乙部エリア農業集落排水処理施設維持管理業務委託に伴う業務完了届（３月
分）の提出について



索引目次

第３種E83平成29年度
農業集落排水施設管理（乙部エリア農
業集落排水処理施設汚泥汲取手数料）

上下水道局/下水道施設管理課

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
汚泥汲取の実施について（伺い）

2 平成29年04月01日 収受
借用書

3 平成29年05月01日 起案
汚泥汲取の実施確認について（伺い）

4 平成29年05月01日 収受
業務完了届（４月分）の提出について

5 平成29年05月09日 起案
乙部エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知書（４月
分）について（伺い）

6 平成29年06月01日 起案
乙部エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知（５月分）
について（伺い）

7 平成29年06月01日 収受
乙部エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知（５月分）
について（伺い）

8 平成29年07月03日 起案
乙部エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知（６月分）
について（伺い）

9 平成29年07月03日 収受
乙部エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知（６月分）
について（伺い）

10 平成29年08月01日 起案
乙部エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知（７月分）
について（伺い）

11 平成29年08月01日 収受
乙部エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知（７月分）
について（伺い）

12 平成29年09月04日 起案
乙部エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知（８月分）
について（伺い）

13 平成29年09月04日 収受
乙部エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知（８月分）
について

14 平成29年10月02日 起案
乙部エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知（９月分）
について（伺い）

15 平成29年10月02日 収受
乙部エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知（９月分）
について

16 平成29年11月01日 起案
乙部エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知（10月
分）について（伺い）

17 平成29年11月01日 収受
乙部エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知（10月
分）について

18 平成29年12月01日 起案
乙部エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知（11月
分）について（伺い）

19 平成29年12月01日 収受
乙部エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知（11月
分）について

20 平成30年01月04日 収受
乙部エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知（12月
分）について



索引目次

第３種E83平成29年度
農業集落排水施設管理（乙部エリア農
業集落排水処理施設汚泥汲取手数料）

上下水道局/下水道施設管理課

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05日 起案
乙部エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知（12月
分）について（伺い）

22 平成30年02月02日 起案
乙部エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知（1月分）
について（伺い）

23 平成30年02月02日 収受
乙部エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知（1月分）
について

24 平成30年03月01日 起案
乙部エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知（2月分）
について（伺い）

25 平成30年03月01日 収受
乙部エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知（2月分）
について

26 平成30年03月31日 起案
乙部エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知（３月分）
について（伺い）

27 平成30年03月31日 収受
乙部エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知（３月分）
について



索引目次

第３種E83平成29年度
農業集落排水施設管理（乙部地区農業
集落排水処理施設清掃業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課

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02月27日 起案
平成29年度乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託の実施について
（伺い）

2 平成29年04月01日 起案
契約の締結について（伺い）

3 平成29年04月01日 起案
契約の締結について（供覧）

4 平成29年04月01日 起案
現場責任者通知書について（供覧）

5 平成29年04月03日 起案
業務委託契約書（訂正後）について（供覧）

6 平成29年05月01日 収受
乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託に伴う業務報告書（４月分）の
提出について（供覧）

7 平成29年06月01日 収受
乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託に伴う業務報告書（５月分）の
提出について（供覧）

8 平成29年07月03日 起案
業務委託（４月から６月分）に係る完了検査調書並びに検査結果通知書につ
いて（伺い）

9 平成29年07月03日 起案
業務完了の確認について（伺い）

10 平成29年07月03日 収受
乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託に伴う業務報告書（６月分）の
提出について（供覧）

11 平成29年07月03日 収受
乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託に伴う業務完了届　第一四半
期（４月から６月まで）の提出について（供覧）

12 平成29年08月01日 収受
乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託に伴う業務報告書（７月分）の
提出について（供覧）

13 平成29年09月01日 収受
乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託に伴う業務報告書（８月分）の
提出について（供覧）

14 平成29年10月02日 起案
業務委託（７月から９月分）に係る完了検査調書並びに検査結果通知書につ
いて（伺い）

15 平成29年10月02日 収受
乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託に伴う業務報告書（９月分）の
提出について（供覧）

16 平成29年10月02日 収受
乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託に伴う業務完了届　第ニ四半
期（７月から９月まで）の提出について（供覧）

17 平成29年11月01日 収受
乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託に伴う業務報告書（10月分）
の提出について（供覧）

18 平成29年12月01日 収受
乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託に伴う業務報告書（11月分）
の提出について（供覧）

19 平成30年01月04日 収受
乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託に伴う業務報告書（12月分）
の提出について（供覧）

20 平成30年01月05日 起案
業務委託（10月から12月分）に係る完了検査調書並びに検査結果通知書に
ついて（伺い）



索引目次

第３種E83平成29年度
農業集落排水施設管理（乙部地区農業
集落排水処理施設清掃業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課

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05日 収受
乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託に伴う業務完了届　第３四半
期（10月から12月まで）の提出について（供覧）

22 平成30年02月02日 収受
乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託に伴う業務報告書（1月分）の
提出について（供覧）

23 平成30年03月01日 収受
乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託に伴う業務報告書（２月分）の
提出について（供覧）

24 平成30年03月31日 起案
業務委託（１月から３月分）に係る完了検査調書並びに検査結果通知書につ
いて（伺い）

25 平成30年03月31日 収受
乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託に伴う業務報告書（３月分）の
提出について（供覧）

26 平成30年03月31日 収受
乙部地区農業集落排水処理施設清掃業務委託に伴う業務完了届　第４四半
期（１月から1３まで）の提出について（供覧）



索引目次

第３種E83平成29年度
農業集落排水施設管理（乙部東浄化セ
ンター清掃業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課

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02月27日 起案
平成29年度乙部東浄化センター清掃業務委託の実施について（伺い）

2 平成29年04月01日 起案
契約の締結について（伺い）

3 平成29年04月01日 起案
現場責任者通知書について（供覧）

4 平成29年04月01日 起案
契約の締結について（供覧）

5 平成29年04月03日 起案
乙部東浄化センター清掃業務委託の支払業務期間の訂正について（伺い）

6 平成29年04月03日 起案
業務委託契約約定の「履行遅滞の場合の損害金を算定する割合」等の訂正
について（供覧）

7 平成29年05月01日 収受
乙部東浄化センター清掃業務委託に伴う業務報告書（４月分）の提出につい
て（供覧）

8 平成29年06月02日 収受
乙部東浄化センター清掃業務委託に伴う業務報告書（５月分）の提出につい
て（供覧）

9 平成29年06月27日 収受
代表者変更届の提出について

10 平成29年07月03日 起案
業務完了の確認について（伺い）

11 平成29年07月03日 起案
業務委託（４月から６月分）に係る完了検査調書並びに検査結果通知書につ
いて（伺い）

12 平成29年07月03日 収受
乙部東浄化センター清掃業務委託に伴う業務報告書（６月分）の提出につい
て（供覧）

13 平成29年07月03日 収受
乙部東浄化センター清掃業務委託に伴う業務完了届　第一四半期（４月から６
月まで）の提出について（供覧）

14 平成29年08月02日 収受
乙部東浄化センター清掃業務委託に伴う業務報告書（７月分）の提出につい
て（供覧）

15 平成29年09月01日 収受
乙部東浄化センター清掃業務委託に伴う業務報告書（８月分）の提出につい
て（供覧）

16 平成29年10月02日 起案
業務委託（７月から９月分）に係る完了検査調書並びに検査結果通知書につ
いて（伺い）

17 平成29年10月02日 収受
乙部東浄化センター清掃業務委託に伴う業務報告書（９月分）の提出につい
て（供覧）

18 平成29年10月02日 収受
乙部東浄化センター清掃業務委託に伴う業務完了届　第２四半期（７月から９
月まで）の提出について（供覧）

19 平成29年11月01日 収受
乙部東浄化センター清掃業務委託に伴う業務報告書（10月分）の提出につい
て（供覧）

20 平成29年12月01日 収受
乙部東浄化センター清掃業務委託に伴う業務報告書（11月分）の提出につい
て（供覧）



索引目次

第３種E83平成29年度
農業集落排水施設管理（乙部東浄化セ
ンター清掃業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課

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04日 収受
乙部東浄化センター清掃業務委託に伴う業務報告書（12月分）の提出につい
て（供覧）

22 平成30年01月05日 起案
業務委託（10月から12月分）に係る完了検査調書並びに検査結果通知書に
ついて（伺い）

23 平成30年01月05日 収受
乙部東浄化センター清掃業務委託に伴う業務完了届　第３四半期（10月から
12月まで）の提出について（供覧）

24 平成30年02月02日 収受
乙部東浄化センター清掃業務委託に伴う業務報告書（1月分）の提出につい
て（供覧）

25 平成30年03月01日 収受
乙部東浄化センター清掃業務委託に伴う業務報告書（２月分）の提出につい
て（供覧）

26 平成30年03月31日 起案
業務委託（１月から３月分）に係る完了検査調書並びに検査結果通知書につ
いて（伺い）

27 平成30年03月31日 収受
乙部東浄化センター清掃業務委託に伴う業務報告書（３月分）の提出につい
て（供覧）

28 平成30年03月31日 収受
乙部東浄化センター清掃業務委託に伴う業務完了届　第４四半期（１月から３
月まで）の提出について（供覧）



索引目次

第３種E83平成29年度
農業集落排水施設管理（太田地区農業
集落排水処理施設清掃業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課

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年度太田地区農業集落排水処理施設清掃業務委託の実施について
（伺い）

2 平成29年04月01日 起案
契約の締結について（伺い）

3 平成29年04月01日 起案
契約の締結について（供覧）

4 平成29年04月01日 起案
現場責任者通知書について（供覧）

5 平成29年04月03日 起案
業務委託契約約定の「履行遅滞の場合の損害金を算定する割合」の訂正に
ついて（供覧）

6 平成29年05月08日 起案
業務報告書（４月分）について（供覧）

7 平成29年06月02日 起案
業務報告書（５月分）について（供覧）

8 平成29年07月03日 起案
業務委託の完了確認について（伺い）

9 平成29年07月03日 起案
検査結果通知書（４～６月分）の通知について（伺い）

10 平成29年07月03日 起案
業務報告書（６月分）について（供覧）

11 平成29年08月02日 起案
業務報告書（７月分）について（供覧）

12 平成29年09月04日 起案
業務報告書（８月分）について（供覧）

13 平成29年10月03日 起案
業務報告書（９月分）について（供覧）

14 平成29年10月03日 起案
検査結果通知書（７～９月分）の通知について（伺い）

15 平成29年11月02日 起案
業務報告書（10月分）について（供覧）

16 平成29年12月01日 起案
業務報告書（11月分）について（供覧）

17 平成30年01月05日 起案
業務報告書（12月分）について（供覧）

18 平成30年01月05日 起案
検査結果通知書（10～12月分）の通知について（伺い）

19 平成30年02月05日 起案
業務報告書（１月分）について（供覧）

20 平成30年03月02日 起案
業務報告書（２月分）について（供覧）



索引目次

第３種E83平成29年度
農業集落排水施設管理（太田地区農業
集落排水処理施設清掃業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課

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
業務報告書（３月分）について（供覧）

22 平成30年03月31日 起案
検査結果通知書（１～３月分）の通知について（伺い）



索引目次

第３種E83平成29年度
農業集落排水施設管理（太田南浄化セ
ンター清掃業務委託)

上下水道局/下水道施設管理課

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年度太田南浄化センター清掃業務委託の実施について（伺い）

2 平成29年04月01日 起案
契約の締結について（伺い）

3 平成29年04月01日 起案
契約の締結について（供覧）

4 平成29年04月01日 起案
現場責任者通知書について（供覧）

5 平成29年04月03日 起案
太田南浄化センター清掃業務委託の支払業務期間の訂正について（伺い）

6 平成29年04月03日 起案
業務委託契約約定の「履行遅滞の場合の損害金を算定する割合」等の訂正
について（供覧）

7 平成29年05月08日 起案
業務報告書（４月分）について（供覧）

8 平成29年06月02日 起案
業務報告書（５月分）について（供覧）

9 平成29年07月03日 起案
業務委託の完了確認について（伺い）

10 平成29年07月03日 起案
検査結果通知書（４～６月分）の通知について（伺い）

11 平成29年07月03日 起案
業務報告書（６月分）について（供覧）

12 平成29年08月02日 起案
業務報告書（７月分）について（供覧）

13 平成29年09月06日 起案
業務報告書（８月分）について（供覧）

14 平成29年10月04日 起案
検査結果通知書（７～９月分）の通知について（伺い）

15 平成29年10月04日 起案
業務報告書（９月分）について（供覧）

16 平成29年11月02日 起案
業務報告書（10月分）について（供覧）

17 平成29年12月04日 起案
業務報告書（11月分）について（供覧）

18 平成30年01月05日 起案
業務報告書（12月分）について（供覧）

19 平成30年01月05日 起案
検査結果通知書（10～12月分）の通知について（伺い）

20 平成30年02月05日 起案
業務報告書（１月分）について（供覧）



索引目次

第３種E83平成29年度
農業集落排水施設管理（太田南浄化セ
ンター清掃業務委託)

上下水道局/下水道施設管理課

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02日 起案
業務報告書（２月分）について（供覧）

22 平成30年03月31日 起案
業務報告書（３月分）について（供覧）

23 平成30年03月31日 起案
検査結果通知書（１～３月分）の通知について（伺い）



索引目次

第３種E83平成29年度
農業集落排水施設管理（太田南浄化セ
ンター外５施設自家用電気工作物保安

上下水道局/下水道施設管理課

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02月27日 起案
平成29年度太田南浄化センター外５施設自家用電気工作物保安業務委託の
実施について（伺い）

2 平成29年04月01日 起案
契約の締結について（伺い）

3 平成29年04月01日 起案
契約の締結について（供覧）

4 平成29年04月01日 起案
鍵の借用について（供覧）

5 平成29年04月01日 起案
自家用電気工作物保安規程及び点検指針について（供覧）

6 平成29年04月01日 起案
当初業務工程表届等の承認及び監督員の選任について（伺い）

7 平成29年04月01日 起案
連絡責任者及び代務者の通知について（伺い）

8 平成29年04月03日 起案
業務委託契約書（訂正後）について（供覧）

9 平成29年05月01日 起案
業務完了届等（４月分）について（供覧）

10 平成29年06月01日 起案
業務完了届等（５月分）について（供覧）

11 平成29年07月03日 起案
業務完了届等（６月分）について（供覧）

12 平成29年08月01日 起案
業務完了届等（７月分）について（供覧）

13 平成29年09月01日 起案
業務完了届等（８月分）について（供覧）

14 平成29年10月02日 起案
業務完了届等（９月分）について（供覧）

15 平成29年11月01日 起案
業務完了届等（10月分）について（供覧）

16 平成29年12月01日 起案
業務完了届等（11月分）について（供覧）

17 平成30年01月04日 起案
業務完了届等（12月分）について（供覧）

18 平成30年01月23日 起案
見積書の作成依頼について（伺い）

19 平成30年02月01日 起案
業務完了届等（１月分）について（供覧）

20 平成30年03月01日 起案
業務完了届等（２月分）について（供覧）



索引目次

第３種E83平成29年度
農業集落排水施設管理（太田南浄化セ
ンター外５施設自家用電気工作物保安

上下水道局/下水道施設管理課

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
業務完了届等（３月分）について（供覧）

22 平成30年03月31日 起案
業務委託の完了確認について（伺い）

23 平成30年03月31日 起案
検査結果通知書の通知について（伺い）



索引目次

第３種E83平成29年度
農業集落排水施設管理（農業集落排水
処理施設消防用設備点検業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課

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07日 起案
業務委託の実施について（伺い）

2 平成29年08月22日 起案
契約の締結について（伺い）

3 平成29年08月23日 起案
契約の締結について（供覧）

4 平成29年08月24日 起案
当初業務工程表等の承認及び監督員の選任について（伺い）

5 平成29年09月04日 起案
業務計画書について（供覧）

6 平成29年10月05日 起案
消防設備等点検結果報告書９月分について（供覧）

7 平成30年03月20日 起案
消防設備等点検結果報告書３月分について（供覧）

8 平成30年03月31日 起案
完了検査の実施について（伺い）

9 平成30年03月31日 起案
業務完了確認及び検査結果の通知について（伺い）



索引目次

第３種E83平成29年度
農業集落排水施設管理（農業集落排水
マンホールポンプ保守点検業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課

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28日 起案
農業集落排水マンホールポンプ保守点検業務委託の実施について（伺い）

2 平成29年07月07日 起案
農業集落排水マンホールポンプ保守点検業務委託に係る契約の締結につい
て（伺い）

3 平成29年07月10日 起案
農業集落排水マンホールポンプ保守点検業務委託に係る契約の締結につい
て（供覧）

4 平成29年07月11日 起案
農業集落排水マンホールポンプ保守点検業務委託に係る監督員の通知につ
いて（伺い）

5 平成29年07月11日 収受
農業集落排水マンホールポンプ保守点検業務委託に係る着手届等の提出に
ついて（供覧）

6 平成30年03月15日 起案
農業集落排水マンホールポンプ保守点検業務委託に係る完了確認の実施に
ついて（伺い）

7 平成30年03月23日 起案
農業集落排水マンホールポンプ保守点検業務委託に係る完了確認通知につ
いて（伺い）



索引目次

第３種E83平成29年度
農業集落排水施設管理（飯岡エリア農
業集落排水処理施設維持管理業務委

上下水道局/下水道施設管理課

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02月27日 起案
平成29年度飯岡エリア農業集落排水処理施設維持管理業務委託の実施に
ついて（伺い）

2 平成29年04月01日 起案
契約の締結について（伺い）

3 平成29年04月01日 起案
契約の締結について（供覧）

4 平成29年04月01日 起案
当初業務工程表届等の承認及び監督員の通知について（伺い）

5 平成29年04月01日 起案
鍵の借用許可申請書について（伺い）

6 平成29年04月03日 起案
業務計画書について（供覧）

7 平成29年04月03日 起案
業務委託契約書（訂正後）について（供覧）

8 平成29年05月02日 起案
業務委託の完了確認について（伺い）

9 平成29年05月10日 起案
検査結果通知書（４月分）について（伺い）

10 平成29年06月02日 起案
検査結果通知書（５月分）の通知について（伺い）

11 平成29年07月03日 起案
検査結果通知書（６月分）の通知について（伺い）

12 平成29年08月01日 起案
検査結果通知書（７月分）の通知について（伺い）

13 平成29年09月04日 起案
検査結果通知書（８月分）の通知について（伺い）

14 平成29年10月02日 起案
検査結果通知書（９月分）の通知について（伺い）

15 平成29年11月01日 起案
検査結果通知書（10月分）の通知について（伺い）

16 平成29年12月01日 起案
検査結果通知書（11月分）の通知について（伺い）

17 平成30年01月05日 起案
検査結果通知書（12月分）の通知について（伺い）

18 平成30年01月24日 起案
見積書の作成依頼について（伺い）

19 平成30年02月01日 起案
検査結果通知書（１月分）の通知について（伺い）

20 平成30年02月06日 起案
設計図書作成に係る単価の採用について（伺い）



索引目次

第３種E83平成29年度
農業集落排水施設管理（飯岡エリア農
業集落排水処理施設維持管理業務委

上下水道局/下水道施設管理課

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01日 起案
検査結果通知書（２月分）の通知について（伺い）

22 平成30年03月31日 起案
検査結果通知書（３月分）の通知について（伺い）



索引目次

第３種E83平成29年度
農業集落排水施設管理（飯岡エリア農
業集落排水処理施設汚泥汲取手数料）

上下水道局/下水道施設管理課

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
汚泥汲取の実施について（伺い）

2 平成29年05月01日 起案
汚泥汲取の実施確認について（伺い）

3 平成29年05月08日 起案
飯岡エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知書（４月
分）について（伺い）

4 平成29年06月01日 起案
飯岡エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知書（５月
分）について（伺い）

5 平成29年07月03日 起案
飯岡エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知書（６月
分）について（伺い）

6 平成29年08月01日 起案
飯岡エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知書（７月
分）について（伺い）

7 平成29年09月04日 起案
飯岡エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知書（８月
分）について（伺い）

8 平成29年10月02日 起案
飯岡エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知書（９月
分）について（伺い）

9 平成29年11月01日 起案
飯岡エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知書（10月
分）について（伺い）

10 平成29年12月01日 起案
飯岡エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知書（11月
分）について（伺い）

11 平成29年12月01日 起案
汚泥汲取り計画表の第１回変更計画について（伺い）

12 平成30年01月05日 起案
飯岡エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知書（12月
分）について（伺い）

13 平成30年02月01日 起案
飯岡エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知書（１月
分）について（伺い）

14 平成30年03月01日 起案
飯岡エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知書（２月
分）について（伺い）

15 平成30年03月14日 起案
汲取り計画表の第２回変更計画について（伺い）

16 平成30年03月31日 起案
飯岡エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取手数料の検査結果通知書（３月
分）について（伺い）



索引目次

第３種E83平成29年度
農業集落排水施設管理（飯岡西浄化セ
ンター清掃業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課

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02月28日 起案
平成29年度飯岡西浄化センター清掃業務委託の実施について（伺い）

2 平成29年04月01日 起案
契約の締結について（伺い）

3 平成29年04月01日 起案
契約の締結について（供覧）

4 平成29年04月01日 起案
現場責任者通知書について（供覧）

5 平成29年04月03日 起案
業務委託契約書（訂正後）について（供覧）

6 平成29年05月01日 起案
業務報告書（４月分）について（供覧）

7 平成29年06月01日 起案
業務報告書（５月分）について（供覧）

8 平成29年06月30日 起案
業務報告書（６月分）について（供覧）

9 平成29年06月30日 起案
業務委託の完了確認について（伺い）

10 平成29年07月03日 起案
検査結果通知書（４月から６月分）の通知について（伺い）

11 平成29年08月01日 起案
業務報告書（７月分）について（供覧）

12 平成29年09月01日 起案
業務報告書（８月分）について（供覧）

13 平成29年10月02日 起案
業務報告書（９月分）について（供覧）

14 平成29年10月02日 起案
検査結果通知書（７月から９月分）の通知について（伺い）

15 平成29年11月01日 起案
業務報告書（10月分）について（供覧）

16 平成29年12月01日 起案
業務報告書（11月分）について（供覧）

17 平成30年01月04日 起案
業務報告書（12月分）について（供覧）

18 平成30年01月05日 起案
検査結果通知書（10月から12月分）の通知について（伺い）

19 平成30年02月01日 起案
業務報告書（１月分）について（供覧）

20 平成30年03月01日 起案
業務報告書（２月分）について（供覧）



索引目次

第３種E83平成29年度
農業集落排水施設管理（飯岡西浄化セ
ンター清掃業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課

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
業務報告書（３月分）について（供覧）

22 平成30年03月31日 起案
検査結果通知書（１月から３月分）の通知について（伺い）



索引目次

第３種E83平成29年度
農業集落排水施設管理（飯岡東浄化セ
ンター清掃業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課

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02月28日 起案
平成29年度飯岡東浄化センター清掃業務委託の実施について（伺い）

2 平成29年04月01日 起案
契約の締結について（伺い）

3 平成29年04月01日 起案
契約の締結について（供覧）

4 平成29年04月01日 起案
現場責任者通知書について（供覧）

5 平成29年04月03日 起案
業務委託契約書（訂正後）について（供覧）

6 平成29年05月01日 起案
業務報告書（４月分）について（供覧）

7 平成29年06月01日 起案
業務報告書（５月分）について（供覧）

8 平成29年06月30日 起案
業務報告書（６月分）について（供覧）

9 平成29年06月30日 起案
業務委託の完了確認について（伺い）

10 平成29年07月03日 起案
検査結果通知書（４月から６月分）の通知について（伺い）

11 平成29年08月01日 起案
業務報告書（７月分）について（供覧）

12 平成29年09月01日 起案
業務報告書（８月分）について（供覧）

13 平成29年10月02日 起案
業務報告書（９月分）について（供覧）

14 平成29年10月02日 起案
検査結果通知書（７月から９月分）の通知について（伺い）

15 平成29年11月01日 起案
業務報告書（10月分）について（供覧）

16 平成29年12月01日 起案
業務報告書（11月分）について（供覧）

17 平成30年01月04日 起案
業務報告書（12月分）について（供覧）

18 平成30年01月05日 起案
検査結果通知書（10月から12月分）の通知について（伺い）

19 平成30年02月01日 起案
業務報告書（１月分）について（供覧）

20 平成30年03月01日 起案
業務報告書（２月分）について（供覧）



索引目次

第３種E83平成29年度
農業集落排水施設管理（飯岡東浄化セ
ンター清掃業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課

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
業務報告書（３月分）について（供覧）

22 平成30年03月31日 起案
検査結果通知書（１月から３月分）の通知について（伺い）



索引目次

第３種E83平成29年度
農業集落排水施設管理（農業集落処理
施設嫌気性ろ床槽・沈砂槽清掃業務委

上下水道局/下水道施設管理課/施設
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
業務委託の実施について（伺い）

2 平成29年05月18日 起案
契約の締結について（伺い）

3 平成29年05月19日 起案
契約の締結について（供覧）

4 平成29年05月20日 起案
当初業務工程表届等の承認及び監督員の通知について（伺い）

5 平成29年05月20日 収受
農業集落排水処理施設嫌気性ろ床槽・沈砂槽清掃業務委託（その１）に係る
業務計画書について（供覧）

6 平成29年10月02日 起案
完了検査の実施について（伺い）

7 平成29年10月05日 起案
業務完了確認及び検査結果の通知について（伺い）



索引目次

第３種E83平成29年度
農業集落排水施設管理（農業集落処理
施設嫌気性ろ床槽・沈砂槽清掃業務委

上下水道局/下水道施設管理課/施設
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
業務委託の実施について（伺い）

2 平成29年05月18日 起案
契約の締結について（伺い）

3 平成29年05月19日 起案
契約の締結について（供覧）

4 平成29年05月20日 起案
当初業務工程表届等の承認及び監督員の通知について（伺い）

5 平成29年05月25日 収受
農業集落排水処理施設嫌気性ろ床槽・沈砂槽清掃業務委託（その２）に係る
業務計画書について（供覧）

6 平成29年10月17日 起案
完了検査の実施について（伺い）

7 平成29年10月23日 起案
業務完了確認及び検査結果の通知について（伺い）



索引目次

第３種E83平成29年度
農業集落排水施設管理（太田エリア農
業集落排水処理施設維持管理業務委

上下水道局/下水道施設管理課/施設
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02月24日 起案
平成29年度太田エリア農業排水処理施設維持管理業務委託の実施について
（伺い）

2 平成29年04月01日 起案
契約の締結について（伺い）

3 平成29年04月01日 起案
契約の締結について（供覧）

4 平成29年04月01日 起案
当初業務工程表届等の承認及び監督員の通知について（伺い）

5 平成29年04月01日 起案
業務計画書について（供覧）

6 平成29年04月01日 起案
施設鍵の貸出について（伺い）

7 平成29年04月03日 起案
業務委託契約約定の「履行遅滞の場合の損害金を算定する割合」の訂正に
ついて（供覧）

8 平成29年05月08日 起案
業務委託の完了確認について（伺い）

9 平成29年05月10日 起案
検査結果通知書（４月分）の通知について（伺い）

10 平成29年06月05日 起案
検査結果通知書（５月分）の通知について（伺い）

11 平成29年07月03日 起案
検査結果通知書（６月分）の通知について（伺い）

12 平成29年08月02日 起案
検査結果通知書（７月分）の通知について（伺い）

13 平成29年09月04日 起案
検査結果通知書（８月分）の通知について（伺い）

14 平成29年10月03日 起案
検査結果通知書（９月分）の通知について（伺い）

15 平成29年11月02日 起案
検査結果通知書（10月分）の通知について（伺い）

16 平成29年12月04日 起案
検査結果通知書（11月分）の通知について（伺い）

17 平成30年01月05日 起案
検査結果通知書（12月分）の通知について（伺い）

18 平成30年02月05日 起案
検査結果通知書（１月分）の通知について（伺い）

19 平成30年03月01日 起案
検査結果通知書（２月分）の通知について（伺い）

20 平成30年03月31日 起案
検査結果通知書（３月分）の通知について（伺い）



索引目次

第３種E83平成29年度
農業集落排水施設管理（太田エリア農
業集落排水処理施設汚泥汲取手数料）

上下水道局/下水道施設管理課/施設
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
汚泥汲取の実施について（伺い）

2 平成29年05月08日 起案
汚泥汲取の確認について（伺い）

3 平成29年05月10日 起案
太田エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取検査結果通知書（４月分）につい
て（伺い）

4 平成29年06月05日 起案
太田エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取の検査結果通知（５月分）につい
て（伺い）

5 平成29年07月03日 起案
太田エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取の検査結果通知（６月分）につい
て（伺い）

6 平成29年08月02日 起案
太田エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取の検査結果通知（７月分）につい
て（伺い）

7 平成29年09月04日 起案
太田エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取の検査結果通知（８月分）につい
て（伺い）

8 平成29年10月03日 起案
太田エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取の検査結果通知（９月分）につい
て（伺い）

9 平成29年11月02日 起案
太田エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取の検査結果通知（10月分）につ
いて（伺い）

10 平成29年12月04日 起案
太田エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取の検査結果通知（11月分）につ
いて（伺い）

11 平成30年01月05日 起案
太田エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取の検査結果通知（12月分）につ
いて（伺い）

12 平成30年02月05日 起案
太田エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取の検査結果通知（１月分）につい
て（伺い）

13 平成30年03月01日 起案
太田エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取の検査結果通知（２月分）につい
て（伺い）

14 平成30年03月31日 起案
支出負担行為更生について（伺い）

15 平成30年03月31日 起案
太田エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取の検査結果通知（３月分）につい
て（伺い）

16 平成30年05月08日 起案
太田エリア農業集落排水処理施設汚泥汲取の検査結果通知（５月分）につい
て（伺い）



索引目次

第３種E83平成29年度
農業集落排水施設管理（農集施設テレ
メーター保守点検業務委託）

上下水道局/下水道施設管理課/施設
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18日 起案
農集施設テレメーター保守点検業務委託に係る参考歩掛作成依頼について
（伺い）

2 平成29年12月25日 起案
農集施設テレメーター保守点検業務委託に係る設計採用歩掛について（伺
い）

3 平成30年01月10日 起案
農集施設テレメーター保守点検業務委託の実施について(伺い)

4 平成30年01月22日 起案
業務委託に係る契約の締結について（伺い）

5 平成30年01月23日 起案
契約の締結結果について(報告)

6 平成30年01月24日 起案
工程表等の承認及び監督員の通知について(伺い)

7 平成30年01月24日 収受
工程表等の収受

8 平成30年01月24日 収受
業務計画書の提出について

9 平成30年03月20日 起案
完了検査の実施について（伺い）

10 平成30年03月20日 収受
業務完了届の提出について

11 平成30年03月22日 起案
業務委託に係る完了検査報告並びに検査結果通知について（伺い）



索引目次

第３種E83平成29年度
農業集落排水施設管理（太田南浄化セ
ンター脱臭装置廃活性炭収集運搬及び

上下水道局/下水道施設管理課/施設
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22日 起案
見積依頼について（伺い）

2 平成29年12月01日 起案
設計採用単価について（伺い）

3 平成29年12月15日 起案
太田南浄化センター脱臭装置廃活性炭収集運搬及び処分業務委託の実施
について（伺い）

4 平成29年12月25日 起案
契約の締結について（伺い）

5 平成29年12月26日 起案
契約の締結について（供覧）

6 平成29年12月27日 起案
当初業務工程表届等の承認及び監督員の通知について（伺い）

7 平成30年03月16日 起案
完了検査の実施について（伺い）

8 平成30年03月19日 起案
業務完了確認及び検査結果の通知について（伺い）



索引目次

第１種E83平成29年度
農業集落排水施設設置許可 上下水道局/下水道施設管理課

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23日 起案
農業集落排水施設物件設置（上太田犾森36番１地先）に係る許可について
（伺い）

2 平成29年06月06日 起案
農業集落排水施設物件設置（上太田犾森36番１地先）の変更に係る許可につ
いて（伺い）

3 平成29年08月07日 収受
農業集落排水施設物件設置（上太田犾森36番１地先）に係る完了確認につい
て（報告）

4 平成29年08月18日 起案
農業集落排水施設物件設置（乙部11地割67-２地先）に係る許可について（伺
い）

5 平成29年10月12日 起案
農業集落排水施設物件設置（上鹿妻朴43-３地先）に係る許可について（伺
い）

6 平成29年11月27日 収受
農業集落排水施設物件設置（乙部11地割67-２地先）に係る完了確認につい
て（報告）

7 平成29年12月15日 収受
農業集落排水施設物件設置（上鹿妻朴43-３地先）に係る完了確認について
（報告）

8 平成30年01月05日 起案
農業集落排水施設物件設置（上太田岡沼11番24地先）に係る許可について
（伺い）


