
索引目次

第３種K00平成30年度
水道施設災害復旧 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年12月23日 起案
江柄地区農業集落飲雑用水供給施設への給水車等の派遣について（伺い）

2 平成31年01月16日 起案
江柄地区農業集落飲雑用水供給施設への応急給水費用の請求について（伺
い）



索引目次

第３種K10平成30年度
契約諸務（契約事務分担金） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年05月31日 収受
平成29年度契約及び検査事務の分担金に係る精算について（供覧）

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



索引目次

第３種K10平成30年度
財務諸務 上下水道局/総務課/職員係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年06月14日 起案
第47回下水道事務職員養成講習会への講師派遣に係る旅費の請求につい
て（伺い）

2 平成30年07月12日 起案
第53回下水道技術職員養成講習会への講師派遣に係る旅費の請求につい
て（伺い）

3 平成30年07月30日 起案
トップセミナー（公営企業管理者研修会）への講師派遣に係る旅費の請求に
ついて（伺い）

4 平成30年08月13日 起案
平成30年度ダクタイル鉄管協会セミナーへの講師派遣に係る旅費の請求に
ついて（伺い）

5 平成30年10月03日 起案
平成30年度給水装置工事配管技能検定会に係る職員派遣に要した費用の
請求について（伺い）

6 平成30年10月03日 起案
日本水道協会青森県支部平成30年度水道技術講習会への講師派遣に係る
旅費の請求について（伺い）

7 平成30年10月04日 起案
平成30年度給水装置工事主任技術者試験受験準備講習会への講師派遣に
係る旅費の請求について（伺い）

8 平成30年11月15日 起案
平成30年度ダクタイル鉄管協会セミナー（小田原会場）への講師派遣に係る
旅費の請求について（伺い）

9 平成30年11月27日 起案
日本水道協会東北地方支部第40回経営研究会への講師派遣に係る旅費の
請求について（伺い）

10 平成30年12月12日 起案
水道管路技術研究会（第１回）への職員派遣に係る旅費の請求について（伺
い）

11 平成30年12月18日 起案
日本下水道事業団研修（平成30年度経営コース　受益者負担金）への職員派
遣に係る旅費の請求について（伺い）

12 平成31年02月18日 起案
宮古市指定給水装置工事事業者研修会への講師派遣に係る旅費の請求に
ついて（伺い）

13 平成31年02月22日 起案
水道管路技術研究会（第２回）への職員派遣に係る旅費の請求について（伺
い）

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

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

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



索引目次

第３種K15平成30年度
固定資産処分報告書 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年06月04日 起案
局所有の公用車の所属換えについて（伺い）

2 平成30年06月04日 起案
局所有の公用車の所属換えについて（伺い）

3 平成30年11月02日 起案
除却資産処分報告書の提出について（伺い）

4 平成31年01月16日 起案
除却資産処分報告書の内容確認等について（伺い）

5 平成31年03月29日 起案
資産の除却について（伺い）



索引目次

第３種K15平成30年度
災害共済関係（市有物件災害共済） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年03月26日 起案
巻堀地区農業集落排水施設に係る建物総合損害共済の継続申込みについ
て（伺い）

2 平成30年03月26日 起案
農業集落排水施設に係る建物総合損害共済の継続申込みについて（伺い）

3 平成30年03月27日 起案
下水道事業に係る建物総合損害共済の継続申込みについて（伺い）

4 平成30年03月27日 起案
水道事業（前田浄水場分）に係る建物総合損害共済の継続申込みについて
（伺い）

5 平成30年03月27日 起案
水道事業に係る建物総合損害共済の継続申込みについて（伺い）

6 平成30年04月04日 収受
示談書について（供覧）

7 平成30年04月10日 起案
自動車損害共済災害共済金の請求について（伺い）

8 平成30年04月13日 起案
自動車損害共済災害共済金の請求について（伺い）

9 平成30年04月16日 収受
示談書について（供覧）

10 平成30年04月18日 収受
自動車損害共済災害共済金送金のご案内について（供覧）

11 平成30年04月23日 収受
自動車損害共済災害共済金送金のご案内について（供覧）

12 平成30年05月01日 起案
共済委託団体基本情報及び部署情報の更新について（伺い）

13 平成30年05月18日 起案
平成30年度自動車損害共済継続委託申込みについて（伺い）

14 平成30年05月18日 起案
平成30年度自動車損害共済継続委託申込みについて（伺い）

15 平成30年05月18日 起案
平成30年度自動車損害共済継続委託申込みについて（伺い）

16 平成30年05月31日 起案
建物総合・自動車損害共済事務研修会への出席について（伺い）

17 平成30年06月25日 起案
自動車損害共済新規申込み及び解約申込みについて（伺い）

18 平成30年06月29日 起案
平成30年度岩手県建物総合・自動車損害共済事務研修会の資料について
（供覧）

19 平成30年07月04日 起案
自動車損害共済新規申込み及び解約申込みについて（伺い）

20 平成30年07月13日 起案
自動車損害共済新規申込み及び解約申込みについて（伺い）



索引目次

第３種K15平成30年度
災害共済関係（市有物件災害共済） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

21 平成30年09月10日 収受
平成29年度「会務報告」及び「業績統計」について（供覧）

22 平成30年09月25日 起案
全国市有物件災害共済会東北地区協議会事業報告会・顧問弁護士講演会
の出席について（伺い）

23 平成30年10月29日 復命
平成30年度全国市有物件災害共済会東北地区協議会事業報告会・顧問弁
護士講演会について（復命）

24 平成30年11月15日 収受
自動車損害賠償責任保険に関する申込について（供覧）

25 平成30年12月12日 起案
自動車損害共済新規申込み及び解約申込みについて（伺い）

26 平成30年12月19日 起案
自動車損害共済新規申込み及び解約申込みについて（伺い）

27 平成30年12月27日 起案
公用車の事故に係る自動車損害共済への登録について（報告）

28 平成31年01月24日 収受
共済基幹システムの改修予定及び同システム改修に伴う留意点について（供
覧+）

29 平成31年02月05日 起案
建物総合損害共済継続加入物件の内容確認について（伺い）

30 平成31年03月04日 起案
自動車損害共済災害共済金の請求について（伺い）

31 平成31年03月11日 収受
自動車損害共済災害共済金送金のご案内について（供覧）

32 平成31年03月20日 収受
共済事業事務取扱いに係る関連冊子等の送付について（供覧）

33 平成31年03月20日 収受
相互救済事業に関する参考資料の取扱について（供覧）

34 平成31年03月22日 収受
平成31年４月１日からの大口・多頻度割引の割引率について（供覧）

35 平成31年03月25日 起案
自動車損害共済新規申込み及び解約申込みについて（伺い）



索引目次

第３種K15平成30年度
災害共済関係（水道賠償責任保険） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年04月17日 起案
平成30年度日本水道協会「水道賠償責任保険」の加入について（伺い）

2 平成30年05月07日 収受
平成30年度日本水道協会水道賠償責任保険加入者証について（供覧）

3 平成30年09月03日 起案
水道事業における賠償責任に関する保険制度について（伺い）

4 平成30年09月25日 収受
平成31年度日本水道協会水道保険の実施について（供覧）

5 平成30年10月02日 起案
水道事業における賠償責任に関する保険制度について（報告）

6 平成31年02月13日 収受
2019年度(平成31年度)日本水道協会水道保険(団体契約)の実施について



索引目次

第３種K15平成30年度
庁舎管理 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年04月01日 起案
ボイスパケットトランシーバー賃貸借の賃借料の支出について

2 平成30年04月01日 起案
ボイスパケットトランシーバーサービス利用料の支出について

3 平成30年04月05日 起案
第47回もりおか環境緑花まつりの周知について（伺い）

4 平成30年04月05日 起案
電話交換業務等の委託に関する評価（平成30年３月分）について（報告）

5 平成30年04月09日 起案
上下水道局本庁舎簡易専用水道施設の法定検査の受検について（伺い）

6 平成30年04月11日 起案
700MHz帯の電波帯利用開始に伴う工事実施について（伺い）

7 平成30年04月11日 収受
電気設備点検報告（平成30年４月分）の提出について（供覧)

8 平成30年04月12日 起案
第一環境㈱盛岡営業所との業務状況報告会議について（報告）

9 平成30年04月20日 起案
平成30年度第１回アスベスト対策連絡会議の開催について（伺い）

10 平成30年04月24日 起案
700MHz帯の電波帯利用開始に伴う工事実施について（報告）

11 平成30年04月24日 起案
上下水道局本庁舎簡易専用水道施設の法定検査に係る書類検査資料の提
出について（伺い）

12 平成30年05月01日 起案
平成30年度第１回アスベスト対策連絡会議への出席について（報告）

13 平成30年05月01日 収受
簡易専用水道検査結果書について（供覧）

14 平成30年05月10日 起案
第一環境㈱盛岡営業所との業務状況報告会議について（報告）

15 平成30年05月11日 起案
NHK放送受信契約内容の変更について（伺い）

16 平成30年05月11日 起案
盛岡市上下水道局本庁舎のあり方検討会議メンバーの推薦について（通知）

17 平成30年05月23日 起案
庁舎における加熱式たばこの宣伝行為について（伺い）

18 平成30年05月28日 起案
平成29年度下半期水道料金等徴収業務委託評価について（伺い）

19 平成30年06月05日 起案
騒音発生施設の種類ごとの数変更届出書の提出について（伺い）

20 平成30年06月06日 起案
第60回「水の写真コンテスト」に係るポスターの掲示について（伺い）



索引目次

第３種K15平成30年度
庁舎管理 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

21 平成30年06月07日 起案
第一環境㈱盛岡営業所との業務状況報告会議について（報告）

22 平成30年06月12日 収受
水道料金等徴収業務委託にかかる平成29年度下半期委託業務評価の結果
報告について（供覧）

23 平成30年06月15日 収受
電気設備点検報告（平成30年６月分）の提出について（供覧)

24 平成30年06月22日 起案
市所管建築物等敷地内におけるブロック塀等の緊急調査に係る報告につい
て（伺い）

25 平成30年06月27日 起案
市所管建築物等敷地内におけるブロック塀等の緊急調査に係る追加調査に
ついて（伺い）

26 平成30年06月28日 起案
第42回「水の週間」実施に係るポスターの掲示について（伺い）

27 平成30年07月02日 起案
施設の氏名等変更届出書の提出について（伺い）

28 平成30年07月02日 起案
大気汚染防止法に係るばい煙発生施設使用廃止届出書の提出について（伺
い）

29 平成30年07月02日 起案
盛岡市上下水道局本庁舎に係る特定建築物変更届の提出について（伺い）

30 平成30年07月03日 収受
上下水道局本庁舎ブロック塀に係る指導書

31 平成30年07月03日 収受
上下水道局施設のブロック塀に係る指導書

32 平成30年07月05日 起案
電話交換業務等の委託に関する評価（平成30年６月分）について（報告）

33 平成30年07月05日 起案
第一環境㈱盛岡営業所との業務状況報告会議について（報告）

34 平成30年07月06日 起案
盛岡市上下水道局本庁舎に係る特定建築物変更届の提出について（報告）

35 平成30年07月06日 起案
盛岡市上下水道局本庁舎内ブロック塀の是正について（伺い）

36 平成30年07月11日 起案
コンクリートブロック塀等に係る緊急対策会議について（報告）

37 平成30年07月20日 起案
電力調達に係る包括外部監査の指摘への対応について（伺い）

38 平成30年07月24日 起案
大気汚染防止法に係るばい煙発生施設使用廃止届出書の提出について（報
告）

39 平成30年07月24日 起案
施設の氏名等変更届出書の提出について（報告）

40 平成30年07月31日 起案
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書の提出について
（伺い）



索引目次

第３種K15平成30年度
庁舎管理 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

41 平成30年07月31日 起案
電力調達に係る包括外部監査の指摘への対応（仙台市水道局からの回答）に
ついて（供覧）

42 平成30年08月02日 起案
平成30年度盛岡市シェイクアウトの周知について（伺い）

43 平成30年08月06日 起案
電話交換業務等の委託に関する評価（平成30年７月分）について（報告）

44 平成30年08月08日 収受
電気設備点検報告（平成30年８月分）の提出について（供覧)

45 平成30年08月09日 起案
電力調達に係る契約状況の照会について（伺い）

46 平成30年08月09日 起案
第一環境㈱盛岡営業所との業務状況報告会議について（報告）

47 平成30年08月17日 起案
電力調達に係る契約状況の照会について（供覧）

48 平成30年08月29日 起案
市所管施設のブロック塀是正状況の報告について（伺い）

49 平成30年09月03日 起案
緑の募金秋季募金活動に係るチラシ及びポスターの設置について（伺い）

50 平成30年09月06日 起案
公共施設のエアコン設置状況等について（伺い）

51 平成30年09月06日 起案
電話交換業務等の委託に関する評価（平成30年８月分）について（報告）

52 平成30年09月10日 起案
平成30年度大気汚染物質排出量総合調査票の提出について（伺い）

53 平成30年09月14日 起案
平成30年度健康増進普及月間に係るポスターの掲示について（伺い）

54 平成30年09月20日 起案
無線設備に係る実態調査について（伺い）

55 平成30年09月20日 起案
第一環境㈱盛岡営業所との業務状況報告会議について（報告）

56 平成30年09月26日 起案
市所管建築物コンクリートブロック塀等調査について（伺い）

57 平成30年10月01日 起案
違反建築防止週間のポスター掲示について（伺い）

58 平成30年10月04日 起案
市町村施設の禁煙・分煙状況調査について（伺い）

59 平成30年10月09日 起案
電話交換業務等の委託に関する評価（平成30年９月分）について（報告）

60 平成30年10月10日 起案
第一環境㈱盛岡営業所との業務状況報告会議について（報告）



索引目次

第３種K15平成30年度
庁舎管理 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

61 平成30年10月10日 起案
盛岡市上下水道局本庁舎のあり方検討会議メンバーの推薦について（通知）

62 平成30年10月15日 起案
第２回盛岡市上下水道局本庁舎のあり方検討会議の開催について（伺い）

63 平成30年10月16日 収受
電気設備点検報告（平成30年10月分）の提出について（供覧)

64 平成30年10月18日 起案
上下水道局本庁舎非常用発電機設置工事（仮称）に係る概算委託費の算出
について（伺い） 

65 平成30年10月19日 起案
市町村施設の禁煙・分煙状況調査について（伺い）

66 平成30年10月22日 起案
第２回盛岡市上下水道局本庁舎のあり方検討会議の結果について（報告）

67 平成30年10月26日 起案
市所管建築物コンクリートブロック塀等調査について（伺い）

68 平成30年10月29日 収受
上下水道局本庁舎非常用発電機設置工事（仮称）に係る概算委託費の算出
について（供覧）

69 平成30年10月30日 起案
平成30年度上半期水道料金等徴収業務委託評価について（伺い）

70 平成30年11月06日 起案
市所管施設における不適合ブロック塀等の是正措置状況に関する中間報告
について（伺い）

71 平成30年11月07日 起案
電話交換業務等の委託に関する評価（平成30年10月分）について（報告）

72 平成30年11月12日 起案
建築基準法第12条第２項等の規定に基づく点検の適切な実施について（報
告）

73 平成30年11月13日 起案
第一環境㈱盛岡営業所との業務状況報告会議について（報告）

74 平成30年11月16日 起案
休日と平日の問合せに係る担当課の確認等について（伺い）

75 平成30年11月26日 起案
フードバンクポストの設置について（伺い）

76 平成30年12月04日 起案
拾得物件の届出（平成30年11月拾得分）について（伺い）

77 平成30年12月05日 収受
拾得物件預り書（平成30年11月拾得分）について（供覧）

78 平成30年12月07日 起案
電話交換業務等の委託に関する評価（平成30年11月分）について（報告）

79 平成30年12月07日 起案
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」周知ポスター掲示について（伺い）

80 平成30年12月11日 起案
凍結防止ポスター掲示について（伺い）



索引目次

第３種K15平成30年度
庁舎管理 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

81 平成30年12月12日 起案
第一環境㈱盛岡営業所との業務状況報告会議について（報告）

82 平成30年12月12日 起案
第一環境㈱盛岡営業所との業務状況報告会議について（報告）

83 平成30年12月13日 収受
電気設備点検報告（平成30年12月分）の提出について（供覧)

84 平成31年01月04日 起案
拾得物件の届出（平成30年12月拾得分）について（伺い）

85 平成31年01月07日 収受
拾得物件預り書（平成30年12月拾得分）について（供覧）

86 平成31年01月08日 起案
市所管施設における不適合ブロック塀等の是正措置状況に関する中間報告
について（伺い）

87 平成31年01月08日 起案
電話交換業務等の委託に関する評価（平成30年12月分）について（報告）

88 平成31年01月10日 起案
人権相談窓口周知用ポスターの掲示について（伺い）

89 平成31年01月17日 起案
第一環境㈱盛岡営業所との業務状況報告会議について（報告）

90 平成31年01月23日 起案
もりおか短角牛フェア2019開催に係るパンフレットの配置について（伺い）

91 平成31年01月25日 起案
休日と平日の問合せに係る担当課の確認等に関する回答について（伺い）

92 平成31年01月31日 起案
北方領土の日ポスターの掲示について（伺い）

93 平成31年02月01日 起案
第一環境株式会社の業務車両入替えに係る保管場所使用承諾証明書につ
いて（伺い）

94 平成31年02月06日 起案
電話交換業務等の委託に関する評価（平成31年1月分）について（報告）

95 平成31年02月07日 起案
第一環境㈱盛岡営業所との業務状況報告会議について（報告）

96 平成31年02月07日 起案
第３回盛岡市上下水道局本庁舎のあり方検討会議の開催について（伺い）

97 平成31年02月12日 起案
休日と平日の問合せに係る担当課の確認等に関する回答について（伺い）

98 平成31年02月12日 収受
電気設備点検報告（平成31年２月分）の提出について（供覧)

99 平成31年02月14日 起案
ＶＰＴ定期点検について（伺い）

100 平成31年02月25日 起案
第３回盛岡市上下水道局本庁舎のあり方検討会議の結果について（報告）



索引目次

第３種K15平成30年度
庁舎管理 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

101 平成31年03月01日 起案
岩手大学との共同開発についてのポスター掲示について（伺い）

102 平成31年03月06日 起案
電話交換業務等の委託に関する評価（平成31年２月分）について（報告）

103 平成31年03月11日 起案
第一環境㈱盛岡営業所との業務状況報告会議について（報告）

104 平成31年03月18日 起案
上下水道局本庁舎・車庫棟における施設自主点検について（伺い）

105 平成31年03月18日 起案
お客さまセンター及び当直室備付け資料の作成依頼について（伺い）

106 平成31年03月22日 起案
盛岡市上下水道局本庁舎のあり方検討会議の報告について（伺い）

107 平成31年03月25日 起案
フードバンクポストの取組結果の報告について（伺い）



索引目次

第３種K15平成30年度
庁舎管理（修繕工事等） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年09月19日 起案
上下水道局本庁舎煙突陣笠修繕に係る見積審査依頼について（伺い）

2 平成30年09月19日 起案
上下水道局本庁舎外部鉄階段塗装修繕に係る見積審査依頼について（伺
い）

3 平成30年09月19日 起案
上下水道局本庁舎コンクリートブロック塀修繕に係る見積審査依頼について
（伺い）

4 平成30年09月21日 収受
上下水道局本庁舎コンクリートブロック塀修繕に係る見積審査書について（供
覧）

5 平成30年09月25日 収受
上下水道局本庁舎煙突陣笠修繕に係る見積審査書について（供覧）

6 平成30年09月26日 起案
上下水道局本庁舎コンクリートブロック塀修繕に係る一般競争入札の実施に
ついて（伺い）

7 平成30年09月27日 収受
上下水道局本庁舎外部鉄階段塗装修繕に係る見積審査書について（供覧）

8 平成30年10月09日 起案
上下水道局本庁舎コンクリートブロック塀修繕に係る契約締結について（伺
い）

9 平成30年10月10日 起案
上下水道局本庁舎外部鉄階段塗装修繕に係る一般競争入札の実施につい
て（伺い）

10 平成30年10月10日 起案
上下水道局本庁舎コンクリートブロック塀修繕の契約締結について（報告）

11 平成30年10月18日 起案
上下水道局本庁舎コンクリートブロック塀修繕の日程等の周知について（伺
い）

12 平成30年10月23日 起案
上下水道局本庁舎コンクリートブロック塀修繕に係る見積審査依頼について
（伺い）

13 平成30年10月24日 起案
上下水道局本庁舎外部鉄階段塗装修繕に係る契約締結について（伺い）

14 平成30年10月24日 起案
上下水道局本庁舎コンクリートブロック塀修繕に係る変更契約について（伺
い）

15 平成30年10月24日 起案
上下水道局本庁舎コンクリートブロック塀修繕の変更契約締結について（報
告）

16 平成30年10月24日 収受
上下水道局本庁舎コンクリートブロック塀修繕に係る見積審査書について（供
覧）

17 平成30年10月25日 起案
上下水道局本庁舎外部鉄階段塗装修繕の契約締結について（報告）

18 平成30年10月26日 起案
上下水道局本庁舎コンクリートブロック塀修繕の日程等変更について（伺い）

19 平成30年11月08日 起案
上下水道局本庁舎外部鉄階段塗装修繕の日程等の周知について（伺い）

20 平成30年11月12日 起案
上下水道局本庁舎コンクリートブロック塀修繕に係る修繕完了確認報告及び
通知について（伺い）



索引目次

第３種K15平成30年度
庁舎管理（修繕工事等） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

21 平成30年11月26日 起案
上下水道局本庁舎外部鉄階段塗装修繕に係る修繕完了確認報告及び通知
について（伺い）

22 平成30年12月27日 起案
施設修繕業務の適正化に向けた説明会について（報告）



索引目次

第３種K15平成30年度
庁舎管理（消防防災関係） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年04月05日 起案
上下水道局本庁舎に係る自衛消防隊及び火気取締責任者の選任について
（伺い）

2 平成30年04月11日 起案
【総務課分】自衛消防隊及び火気取締責任者の選任について（伺い）

3 平成30年04月17日 起案
上下水道局本庁舎に係る自衛消防隊員等の選任及び消防計画変更届の提
出について（伺い）

4 平成30年05月09日 起案
上下水道局本庁舎に係る消防計画変更届の提出完了について（報告）

5 平成30年11月13日 起案
上下水道局本庁舎消防訓練の実施について（伺い）

6 平成30年11月30日 起案
平成30年度上下水道局本庁舎消防訓練に係る反省事項等の提出について
（伺い）

7 平成30年12月11日 起案
平成30年度上下水道局本庁舎消防訓練の実施報告について(伺い)



索引目次

第３種K15平成30年度
庁舎管理（業務委託・一般廃棄物処理） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年03月14日 起案
平成30年度本庁舎一般廃棄物処理業務委託の実施について（伺い）

2 平成30年04月01日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る契約締結について（伺い）

3 平成30年04月01日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る契約締結について（報告）

4 平成30年04月01日 収受
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る現場責任者届等の提出について（供
覧）

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

6 平成30年06月01日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認通知について（伺い）

7 平成30年07月03日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認通知について（伺い）

8 平成30年08月03日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認通知について（伺い）

9 平成30年09月04日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認通知について（伺い）

10 平成30年10月03日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認通知について（伺い）

11 平成30年11月01日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認通知について（伺い）

12 平成30年12月04日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認通知について（伺い）

13 平成31年01月07日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認通知について（伺い）

14 平成31年02月05日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認通知について（伺い）

15 平成31年03月01日 起案
本庁舎一般廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認通知について（伺い）

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



索引目次

第３種K15平成30年度
庁舎管理（業務委託・自動ドア保守点
検）

上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年03月14日 起案
平成30年度自動ドア設備保守点検業務委託契約の実施について（伺い）

2 平成30年04月01日 起案
自動ドア設備保守点検業務委託に係る契約締結について（伺い）

3 平成30年04月01日 起案
自動ドア設備保守点検業務委託に係る契約締結について（報告）

4 平成30年04月01日 収受
自動ドア設備保守点検業務委託に係る現場責任者届出書の提出について
（供覧）

5 平成30年10月01日 起案
自動ドア設備保守点検業務委託に係る業務完了確認報告及び通知について
（伺い）

6 平成31年03月31日 起案
自動ドア設備保守点検業務委託に係る業務完了確認報告及び通知について
（伺い）



索引目次

第３種K15平成30年度
庁舎管理（業務委託・エアコン等保守点
検）

上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年05月31日 起案
上下水道局本庁舎エアコン等保守点検業務委託に係る一般競争入札の実施
について（伺い）

2 平成30年06月14日 起案
上下水道局本庁舎エアコン等保守点検業務委託に係る契約締結について
（伺い）

3 平成30年06月18日 起案
上下水道局本庁舎エアコン等保守点検業務委託の契約締結について（報告）

4 平成30年06月18日 収受
上下水道局本庁舎エアコン等保守点検業務委託に係る現場責任者届の提出
について（供覧）

5 平成30年07月17日 起案
上下水道局本庁舎エアコン等保守点検業務委託に係る業務完了確認報告及
び通知について（伺い）

6 平成30年10月31日 起案
上下水道局本庁舎エアコン等保守点検業務委託に係る業務完了確認報告及
び通知について（伺い）



索引目次

第３種K15平成30年度
庁舎管理（業務委託・御所浄水場草刈） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年06月14日 起案
御所浄水場用地草刈業務委託の実施について（伺い）

2 平成30年06月26日 起案
御所浄水場用地草刈業務委託に係る契約締結について（伺い）

3 平成30年06月26日 起案
御所浄水場用地草刈業務委託に係る契約締結について（報告）

4 平成30年06月26日 収受
御所浄水場用地草刈業務委託に係る現場責任者届出書の提出について（供
覧）

5 平成30年07月13日 起案
御所浄水場用地草刈業務委託に係る業務完了確認報告及び通知について
（伺い）



索引目次

第３種K15平成30年度
庁舎管理（業務委託・生垣植栽剪定） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年08月09日 起案
上下水道局本庁舎生垣植栽剪定業務委託の実施について（伺い）

2 平成30年09月04日 起案
上下水道局本庁舎生垣植栽剪定業務委託に係る契約締結について（伺い）

3 平成30年09月06日 起案
上下水道局本庁舎生垣植栽剪定業務委託に係る契約締結について（報告）

4 平成30年09月07日 収受
上下水道局本庁舎生垣植栽剪定業務委託に係る現場責任者届の提出につ
いて（供覧）

5 平成30年10月10日 起案
上下水道局本庁舎生垣植栽剪定業務委託に係る業務完了確認報告及び通
知について（伺い）



索引目次

第３種K15平成30年度
庁舎管理（業務委託・消防設備点検等） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年08月09日 起案
上下水道局本庁舎消防設備保守点検業務委託の実施について（伺い）

2 平成30年08月29日 起案
上下水道局本庁舎消防設備保守点検業務委託に係る契約締結について（伺
い）

3 平成30年08月30日 起案
上下水道局本庁舎消防設備保守点検業務委託の契約締結について（報告）

4 平成30年08月31日 収受
上下水道局本庁舎消防設備保守点検業務委託に係る現場責任者届等の提
出について（供覧）

5 平成30年09月10日 起案
上下水道局本庁舎消防設備保守点検業務委託に係る業務完了確認報告及
び通知について（伺い）

6 平成31年03月04日 起案
上下水道局本庁舎消防設備保守点検業務委託に係る業務完了確認報告及
び通知について（伺い）



索引目次

第３種K15平成30年度
庁舎管理（業務委託・除雪） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年11月20日 起案
上下水道局本庁舎除排雪業務委託（単価契約）の実施及び契約締結につい
て（伺い）

2 平成30年11月26日 起案
上下水道局本庁舎除排雪業務委託（単価契約）に係る契約締結について（報
告）



索引目次

第２種K15平成30年度
庁舎管理（無線設備更新） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成31年03月08日 収受
盛岡市上下水道局ＩＰ無線機定期点検結果報告書について（供覧）



索引目次

第３種K15平成30年度
庁舎管理（フロン排出抑制法関係） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年04月10日 起案
フロン排出抑制法に基づく本庁舎業務用空調機器及び冷凍冷蔵機器の点検
について（報告）

2 平成30年05月07日 起案
フロン排出抑制法に基づく本庁舎業務用空調機器及び冷凍冷蔵機器の点検
について（報告）

3 平成30年06月04日 起案
フロン排出抑制法に基づく本庁舎業務用空調機器及び冷凍冷蔵機器の点検
について（報告）

4 平成30年06月13日 起案
フロン排出抑制法に係る調査の実施について（伺い）

5 平成30年07月02日 起案
フロン排出抑制法に基づく本庁舎業務用空調機器及び冷凍冷蔵機器の点検
について（報告）

6 平成30年07月19日 起案
フロン排出抑制法に係る調査結果について（供覧）

7 平成30年08月07日 起案
フロン排出抑制法に基づく本庁舎業務用空調機器及び冷凍冷蔵機器の点検
について（報告）

8 平成30年09月04日 起案
フロン排出抑制法に基づく本庁舎業務用空調機器及び冷凍冷蔵機器の点検
について（報告）

9 平成30年10月01日 起案
フロン排出抑制法に基づく本庁舎業務用空調機器及び冷凍冷蔵機器の点検
について（報告）

10 平成30年11月05日 起案
フロン排出抑制法に基づく本庁舎業務用空調機器及び冷凍冷蔵機器の点検
について（報告）

11 平成30年12月04日 起案
フロン排出抑制法に基づく本庁舎業務用空調機器及び冷凍冷蔵機器の点検
について（報告）

12 平成31年01月04日 起案
フロン排出抑制法に基づく本庁舎業務用空調機器及び冷凍冷蔵機器の点検
について（報告）

13 平成31年02月04日 起案
フロン排出抑制法に基づく本庁舎業務用空調機器及び冷凍冷蔵機器の点検
について（報告）

14 平成31年03月04日 起案
フロン排出抑制法に基づく本庁舎業務用空調機器及び冷凍冷蔵機器の点検
について（報告）



索引目次

第３種K15平成30年度
庁舎管理（業務委託・産業廃棄物処理） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年08月15日 起案
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について（伺い）

2 平成30年12月06日 起案
産業廃棄物処理業務委託の実施について（伺い）

3 平成30年12月25日 起案
産業廃棄物処理業務委託に係る契約締結について（伺い）

4 平成30年12月25日 起案
産業廃棄物処理業務委託に係る契約締結について（報告）

5 平成30年12月26日 収受
産業廃棄物処理業務委託に係る各種書類の提出について（供覧）

6 平成31年02月22日 起案
産業廃棄物処理業務委託に係る変更契約について（伺い）

7 平成31年02月22日 起案
産業廃棄物処理業務委託の変更契約締結について（報告）

8 平成31年03月18日 起案
産業廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認報告及び通知について（伺
い）



索引目次

第３種K15平成30年度
庁舎管理（業務委託・本庁舎清掃業務） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年03月14日 起案
上下水道局本庁舎清掃業務委託の契約締結について（供覧） 

2 平成30年04月01日 収受
上下水道局本庁舎清掃業務委託に係る業務責任等者届出書の提出につい
て（供覧）

3 平成30年04月11日 起案
建物清掃業務委託契約に係る留意事項及び担当者の報告について（伺い）

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

5 平成30年06月01日 起案
上下水道局本庁舎清掃業務委託に係る業務完了通知について（伺い）

6 平成30年07月03日 起案
上下水道局本庁舎清掃業務委託に係る業務完了通知について（伺い）

7 平成30年07月04日 起案
平成30年度市営施設の清掃業務委託に係る調査回答のための依頼について
（伺い）

8 平成30年07月17日 起案
平成30年度市営施設の清掃業務委託に係る調査について（伺い）

9 平成30年08月03日 起案
上下水道局本庁舎清掃業務委託に係る業務完了通知について（伺い）

10 平成30年09月04日 起案
上下水道局本庁舎清掃業務委託に係る業務完了通知について（伺い）

11 平成30年10月02日 起案
上下水道局本庁舎清掃業務委託に係る業務完了通知について（伺い）

12 平成30年11月01日 起案
上下水道局本庁舎清掃業務委託に係る業務完了通知について（伺い）

13 平成30年12月04日 起案
上下水道局本庁舎清掃業務委託に係る業務完了通知について（伺い）

14 平成31年01月07日 起案
上下水道局本庁舎清掃業務委託に係る業務完了通知について（伺い）

15 平成31年01月21日 起案
上下水道局本庁舎清掃業務委託の実施について（伺い）

16 平成31年02月04日 起案
上下水道局本庁舎清掃業務委託に係る仕様書の修正について（伺い）

17 平成31年02月05日 起案
上下水道局本庁舎清掃業務委託に係る業務完了通知について（伺い）

18 平成31年03月01日 起案
上下水道局本庁舎清掃業務委託に係る業務完了通知について（伺い）

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



索引目次

第３種K15平成30年度
庁舎管理（業務委託・本庁舎環境衛生
管理）

上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年03月14日 起案
平成30年度上下水道局本庁舎環境衛生管理業務委託の実施について（伺
い）

2 平成30年04月01日 起案
上下水道局本庁舎環境衛生管理業務委託に係る契約締結について（伺い）

3 平成30年04月01日 起案
上下水道局本庁舎環境衛生管理業務委託の契約締結について（報告）

4 平成30年04月01日 収受
上下水道局本庁舎環境衛生管理業務委託に係る業務責任者届等の提出に
ついて（供覧）

5 平成30年06月04日 起案
本庁舎の執務室等における衛生的環境の確保について（通知）

6 平成30年08月01日 起案
本庁舎の執務室等における衛生的環境の確保について（通知）

7 平成30年10月01日 起案
本庁舎の執務室等における衛生的環境の確保について（通知）

8 平成30年10月03日 起案
上下水道局本庁舎環境衛生管理業務委託に係る業務完了通知について（伺
い）

9 平成30年12月04日 起案
本庁舎の執務室等における衛生的環境の確保について（通知）

10 平成31年02月04日 起案
本庁舎の執務室等における衛生的環境の確保について（通知）

11 平成31年03月31日 起案
上下水道局本庁舎環境衛生管理業務委託に係る業務完了通知について（伺
い）



索引目次

第３種K15平成30年度
庁舎管理（業務委託・重油地下タンク点
検）

上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成31年01月17日 起案
上下水道局本庁舎重油地下タンク点検業務委託の実施について（伺い）

2 平成31年01月29日 起案
上下水道局本庁舎重油地下タンク点検業務委託に係る契約締結について
（伺い）

3 平成31年02月01日 起案
上下水道局本庁舎重油地下タンク点検業務委託に係る契約締結について
（報告）

4 平成31年02月01日 収受
上下水道局本庁舎重油地下タンク点検業務委託に係る現場責任者届等の提
出について（供覧）

5 平成31年02月18日 起案
上下水道局本庁舎重油地下タンク点検業務委託に係る業務完了確認報告及
び通知について（伺い）



索引目次

第１種K15平成30年度
庁舎管理（高圧受変電設備更新工事） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年04月02日 起案
建築工事等に係る設計及び監理の依頼について（伺い）

2 平成30年05月18日 起案
建設工事等発注見通し内容の変更について（伺い）

3 平成30年05月18日 収受
設計業務委託図書の受領について（供覧）

4 平成30年06月01日 起案
高圧受変電設備更新工事設計業務委託の実施について（伺い）

5 平成30年06月18日 起案
高圧受変電設備更新工事設計業務委託に係る契約締結について（伺い）

6 平成30年06月18日 起案
高圧受変電設備更新工事設計業務委託に係る重要事項説明について（報
告）

7 平成30年06月19日 起案
高圧受変電設備更新工事設計業務委託に係る契約締結について（報告）

8 平成30年06月20日 起案
高圧受変電設備更新工事設計業務委託の監理依頼について（伺い）

9 平成30年06月27日 起案
高圧受変電設備更新工事設計業務委託に係る打合せ（第１回）について（報
告）

10 平成30年08月10日 起案
高圧受変電設備更新工事設計業務委託に係る業務完了確認報告及び通知
について（伺い）

11 平成30年08月21日 起案
上下水道局本庁舎高圧受変電設備更新工事の実施について（伺い）

12 平成30年08月21日 起案
建設工事等発注見通し内容の変更について（伺い）

13 平成30年10月19日 起案
上下水道局本庁舎高圧受変電設備更新工事の契約締結について（供覧）

14 平成30年10月19日 起案
上下水道局本庁舎高圧受変電設備更新工事の監理依頼について（伺い）

15 平成30年10月26日 起案
上下水道局本庁舎高圧受変電設備更新工事に係る打合せ（第１回）について
（報告）

16 平成30年11月05日 起案
上下水道局本庁舎高圧受変電設備更新工事に係る打合せ（第２回）について
（報告）

17 平成30年12月07日 起案
上下水道局本庁舎高圧受変電設備更新工事の日程等の周知について（伺
い）

18 平成30年12月18日 起案
上下水局本庁舎高圧受変電設備更新工事に伴う電気使用申込書の作成に
ついて（伺い）

19 平成30年12月25日 収受
上下水道局本庁舎高圧受変電設備更新工事に伴う電気使用申込の手続き完
了ついて（供覧）

20 平成31年01月08日 起案
上下水道局本庁舎高圧受変電設備更新工事に係る打合せ（第３回）について
（報告）



索引目次

第１種K15平成30年度
庁舎管理（高圧受変電設備更新工事） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

21 平成31年01月09日 起案
上下水道局本庁舎高圧受変電設備更新工事の日程等変更の周知について
（伺い）

22 平成31年01月10日 起案
前払金の支出について（伺い）

23 平成31年01月28日 収受
電気設備点検報告書の提出について（供覧)

24 平成31年02月12日 収受
電気設備竣工検査結果報告書の提出について（供覧)

25 平成31年02月22日 収受
工事関係書類の受領について（供覧）



索引目次

第１種K15平成30年度
庁舎管理（防犯カメラ設置工事） 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成31年01月23日 起案
上下水道局本庁舎防犯カメラ設置工事に係る見積審査依頼について（伺い）

2 平成31年01月31日 収受
上下水道局本庁舎防犯カメラ設置工事に係る見積審査書について（供覧）

3 平成31年02月01日 起案
上下水道局本庁舎防犯カメラ設置工事に係る情報システム導入協議につい
て（伺い）

4 平成31年02月05日 起案
上下水道局本庁舎防犯カメラ設置工事の実施について（伺い）

5 平成31年02月05日 収受
上下水道局本庁舎防犯カメラ設置工事に係る情報システム導入協議につい
て（供覧）

6 平成31年02月12日 起案
上下水道局本庁舎防犯カメラ設置工事に係る契約締結について（伺い）

7 平成31年02月13日 起案
上下水道局本庁舎防犯カメラ設置工事の契約締結について（報告）

8 平成31年02月14日 起案
上下水道局本庁舎防犯カメラ設置工事の監理及び完成検査依頼について
（伺い）

9 平成31年02月14日 起案
上下水道局本庁舎防犯カメラ設置工事に係る工事契約報告について（伺い）

10 平成31年02月19日 収受
上下水道局本庁舎防犯カメラ設置工事に係る検査決定通知書について（供
覧）

11 平成31年03月04日 起案
上下水道局本庁舎防犯カメラ設置工事の日程等の周知について（伺い）

12 平成31年03月14日 起案
上下水道局本庁舎防犯カメラ設置工事に係る完成確認報告及び通知につい
て（伺い）

13 平成31年03月22日 起案
上下水道局本庁舎防犯カメラ設置に係る情報セキュリティ実施手順書の作成
について（伺い）

14 平成31年03月22日 起案
上下水道局本庁舎防犯カメラ設置に係る経営会議報告について（伺い）

15 平成31年03月28日 起案
上下水道局本庁舎防犯カメラ装置におけるプライバシーマスクの設定につい
て（伺い）



索引目次

第３種K15平成30年度
財産諸務 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年11月20日 起案
登記事項証明書の公用請求について（伺い）

2 平成31年01月16日 起案
土地の固定資産税評価額の算定依頼について（伺い）

3 平成31年01月23日 収受
土地の固定資産税評価額の算定結果について（供覧）



索引目次

第１種K16平成30年度
借地関係 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年04月01日 起案
土地の賃貸借契約に係る継続更新について（伺い）

2 平成30年04月03日 起案
登記事項証明書の公用請求について（伺い）

3 平成30年04月17日 起案
相続に係る土地賃貸借契約の締結について（伺い）　※山岸字銭神沢下地内

4 平成30年04月17日 起案
相続に係る土地賃貸借契約の締結について（伺い）　※三ツ割字鉢ノ皮地内

5 平成30年04月20日 起案
土地賃貸借契約の締結について（供覧）　※三ツ割字鉢ノ皮地内

6 平成30年04月20日 起案
土地賃貸借契約の締結について（供覧）　※山岸字銭神沢下地内

7 平成30年05月01日 起案
土地賃借料の供託について（伺い）

8 平成30年05月01日 起案
土地賃借料の供託に伴う資格証明書の交付依頼について（伺い）

9 平成30年05月07日 起案
土地賃借料の支出について（伺い）　※繋字舘市82番11地内

10 平成30年06月11日 起案
土地賃借料の供託に係る被供託者への通知について（伺い）

11 平成31年02月05日 起案
登記事項証明書の公用請求について（伺い）

12 平成31年02月20日 起案
岩山配水場用地に係る不動産賃貸借契約の更新手続について（伺い）

13 平成31年02月22日 起案
土地賃貸借契約に係る請求書の提出依頼について（伺い）

14 平成31年02月27日 起案
登記事項証明書の公用請求について（伺い）

15 平成31年03月08日 起案
水道用配水管路用地に係る土地賃貸借契約の更新について（伺い）



索引目次

第１種K16平成30年度
土地建物貸付 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年12月25日 起案
行政財産使用許可について（伺い）

2 平成31年02月28日 起案
行政財産使用許可申請手続きに係る通知について（伺い）



索引目次

第１種K16平成30年度
土地建物買収処分 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年11月30日 起案
測量及び登記等業務委託に係る事前打合せ依頼について（伺い）

2 平成31年02月05日 起案
土地の寄附に係る所有権移転登記について（伺い）

3 平成31年02月08日 起案
局所有地に係る規制等の照会について（伺い）

4 平成31年02月12日 起案
登記事項証明書の公用請求について（伺い）

5 平成31年02月13日 起案
土地の寄附に係る所有権移転登記の完了報告及び資産経理について（伺
い）

6 平成31年03月15日 起案
土地の帰属に係る所有権移転登記について（伺い）

7 平成31年03月20日 起案
土地の帰属に係る所有権移転登記の取下及び再申請について（伺い）

8 平成31年03月27日 起案
登記事項証明書の公用請求について（伺い）

9 平成31年03月28日 起案
土地の帰属に係る所有権移転登記の完了報告及び資産経理について（伺
い）



索引目次

第３種K20平成30年度
飲料水供給施設関係 上下水道局/総務課/総務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年04月01日 起案
平成30年度盛岡市飲料水供給施設等に係る水道技術管理者業務委託に関
する協定の締結について（伺い）

2 平成30年04月01日 起案
平成30年度盛岡市飲料水供給施設等に係る水道技術管理者業務委託に関
する協定書の供覧及び同協定に基づく水道技術管理者の選任について（伺
い）

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

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


