
索引目次

第１種C10平成30年度
公営企業決算状況調査 上下水道局/経営企画課/財務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年05月08日 起案
平成29年度地方公営企業決算状況調査（水道事業会計）に係る数値につい
て（伺い）

2 平成30年05月09日 起案
平成29年度地方公営企業決算状況調査（下水道事業）に係る各種資料の作
成・提出依頼について （伺い）

3 平成30年05月10日 起案
平成29年度地方公営企業決算状況調査（農業集落排水事業費特別会計）に
係る資料の提出依頼について（伺い）

4 平成30年06月04日 起案
平成29年度地方公営企業決算状況調査に係る回答について（伺い）

5 平成30年06月05日 起案
平成29年度地方公営企業決算状況調査に係る回答について（伺い）

6 平成30年06月27日 起案
平成29年度市町村公共施設状況調査の回答について（伺い）

7 平成30年10月03日 起案
平成26年度及び27年度市町村公共施設状況調査表の修正について（伺い）



索引目次

第３種C32平成30年度
口座振替 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年04月10日 起案
平成30年３月26日振替分水道料金の口座振替報償金の支出について（伺
い）

2 平成30年05月08日 起案
口座振替手数料（平成29年度下半期分）について（報告）

3 平成30年05月17日 起案
平成30年４月振替分水道料金の口座振替報償金の支出について（伺い）

4 平成30年06月13日 起案
平成30年５月振替分水道料金の口座振替報償金の支出について（伺い）

5 平成30年07月11日 起案
平成30年６月振替分水道料金の口座振替報償金の支出について（伺い）

6 平成30年08月09日 起案
平成30年７月振替分水道料金の口座振替報償金の支出について（伺い）

7 平成30年09月07日 起案
平成30年８月振替分水道料金の口座振替報償金の支出について（伺い）

8 平成30年09月18日 収受
㈱東北銀行の店舗所在地住所の変更について（供覧）

9 平成30年10月18日 起案
平成30年９月振替分水道料金の口座振替報償金の支出について（伺い）

10 平成30年10月29日 起案
平成30年９月振替分水道料金の口座振替報償金の支出について（伺い）

11 平成30年11月08日 起案
平成30年10月振替分水道料金の口座振替報償金の支出について（伺い）

12 平成30年12月10日 起案
平成30年11月振替分水道料金の口座振替報償金の支出について（伺い）

13 平成31年01月09日 起案
平成30年12月振替分水道料金の口座振替報償金の支出について（伺い）

14 平成31年01月24日 収受
㈱東北銀行の店舗所在地住所の変更について（供覧）

15 平成31年02月12日 起案
平成31年１月振替分水道料金の口座振替報償金の支出について（伺い）

16 平成31年03月08日 起案
平成31年２月振替分水道料金の口座振替報償金の支出について（伺い）

17 平成31年03月18日 起案
平成31年３月11日振替分水道料金の口座振替報償金の支出について（伺
い）

18 平成31年03月27日 収受
いわて平泉農業協同組合の店舗統廃合について（供覧）



索引目次

第３種C51平成30年度
下水道使用料調定（臨時排水分） 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年05月18日 起案
公共下水道一時使用許可申請について（伺い）（東北絆まつり2018盛岡）

2 平成30年05月24日 起案
公共下水道一時使用許可について（伺い）

3 平成30年05月30日 起案
公共下水道一時使用に係る使用期間変更の許可について（伺い）

4 平成30年08月10日 起案
公共下水道一時使用に係る使用期間変更の許可について（伺い）

5 平成30年09月26日 起案
公共下水道一時使用許可について（伺い）

6 平成30年09月26日 起案
公共下水道一時使用に係る使用期間の変更について（報告）

7 平成31年01月23日 起案
公共下水道一時使用許可について（伺い）

8 平成31年03月04日 起案
公共下水道一時使用許可について（伺い）



索引目次

第３種C51平成30年度
下水道使用料調定（汚水排出量減量認
定）

上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年12月07日 起案
下水道使用料の減免について（伺い）



索引目次

第３種C51平成30年度
下水道使用料調定 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年04月13日 起案
私設井戸水メーター故障期間中の汚水排出量認定について（伺い）

2 平成30年06月29日 起案
検針井戸水メーター故障（不進行）に係る汚水排出量認定について（伺い）

3 平成30年07月02日 起案
家事用井戸水に係る下水道使用料の遡及賦課について（伺い）

4 平成30年07月13日 起案
家事用井戸水に係る下水道使用料の遡及賦課について（伺い）

5 平成30年07月27日 起案
検針井戸水メーター故障（不進行）に係る汚水排出量認定について（伺い）

6 平成30年08月20日 収受
下水道接続調査報告書

7 平成30年08月27日 起案
家事用井戸水に係る下水道使用料の遡及賦課について（伺い）

8 平成30年08月27日 収受
下水道接続調査報告書

9 平成30年08月31日 起案
特定施設及び排水設備設置免除施設に係る公共下水道への汚水排出量の
控除について（伺い）

10 平成30年09月04日 起案
汚水排出量控除認定に伴う下水道使用料算出の取り扱いについて（伺い）

11 平成30年09月04日 収受
汚水排出量控除承認条件承諾書

12 平成30年09月07日 収受
下水道接続調査報告書

13 平成30年09月12日 起案
誤賦課による下水道使用料の還付等について（伺い）

14 平成30年09月14日 起案
下水道使用料未賦課井戸にかかる通知について（伺い）

15 平成30年09月14日 収受
下水道接続調査報告書

16 平成30年09月18日 起案
誤賦課による下水道使用料の還付等に係る廃止処理及び調定更正ついて
（伺い）

17 平成30年09月26日 起案
下水道使用料未賦課井戸にかかる遡及賦課について（伺い）

18 平成30年09月26日 起案
汚水排出量控除承認条件の変更について（伺い）

19 平成30年09月26日 収受
下水道接続調査報告書

20 平成30年10月01日 起案
家事用井戸水に係る下水道使用料の遡及賦課について（伺い）



索引目次

第３種C51平成30年度
下水道使用料調定 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

21 平成30年10月04日 収受
家事用井戸水における基本料金請求漏れに係る報告書

22 平成30年10月11日 収受
下水道接続調査報告書

23 平成30年10月11日 収受
下水道接続調査報告書

24 平成30年10月12日 起案
家事用井戸水に係る下水道使用料の遡及賦課について（伺い）

25 平成30年10月12日 起案
家事用井戸水に係る下水道使用料の遡及賦課について（伺い）

26 平成30年10月23日 起案
誤賦課による下水道使用料の還付等について（伺い）

27 平成30年10月26日 収受
下水道接続調査報告書

28 平成30年10月26日 収受
控除メーター交換報告書

29 平成30年11月06日 収受
下水道接続調査報告書

30 平成30年11月06日 収受
下水道接続調査報告書

31 平成30年11月14日 収受
下水道接続調査報告書

32 平成30年11月16日 収受
下水道接続調査報告書

33 平成30年11月20日 収受
下水道接続調査報告書

34 平成30年11月21日 起案
家事用井戸水に係る下水道使用料の遡及賦課について（伺い）

35 平成30年11月21日 収受
下水道接続調査報告書

36 平成30年11月22日 起案
家事用井戸水に係る下水道使用料の遡及賦課について（伺い）

37 平成30年11月26日 起案
家事用井戸水（併用分）に係る下水道使用料の遡及賦課について（伺い）

38 平成30年11月26日 起案
家事用井戸水に係る下水道使用料の遡及賦課について（伺い）

39 平成30年11月28日 収受
下水道接続調査報告書

40 平成30年11月28日 収受
下水道接続調査報告書



索引目次

第３種C51平成30年度
下水道使用料調定 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

41 平成30年12月04日 起案
未賦課家事用井戸に係る調査について（伺い）

42 平成30年12月10日 起案
家事用井戸水に係る下水道使用料の遡及賦課について（伺い）

43 平成30年12月10日 収受
下水道接続調査報告書

44 平成30年12月14日 起案
汚水排出量控除承認条件の変更について（伺い）

45 平成30年12月17日 収受
下水道接続調査報告書

46 平成30年12月20日 起案
家事用井戸水に係る下水道使用料の遡及賦課について（伺い）

47 平成30年12月25日 起案
一般公衆浴場廃止に係る用途種別の変更について（伺い）

48 平成31年01月07日 収受
下水道接続調査報告書

49 平成31年01月10日 収受
下水道接続調査報告書

50 平成31年01月18日 収受
下水道接続調査報告書

51 平成31年01月23日 収受
下水道接続調査報告書

52 平成31年01月28日 起案
家事用井戸水に係る下水道使用料の遡及賦課について（伺い）

53 平成31年01月30日 収受
汚水排出量控除メーター設置に係る作業工程表の提出について

54 平成31年01月31日 収受
下水道接続調査報告書

55 平成31年02月01日 収受
下水道接続調査報告書

56 平成31年02月01日 収受
下水道接続調査報告書

57 平成31年02月04日 収受
下水道接続調査報告書

58 平成31年02月08日 収受
検針井戸水メーター不進行に係る調査報告書

59 平成31年02月12日 起案
家事用井戸水に係る下水道使用料の遡及賦課について（伺い）

60 平成31年02月12日 起案
家事用井戸水に係る下水道使用料の遡及賦課について（伺い）



索引目次

第３種C51平成30年度
下水道使用料調定 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

61 平成31年02月12日 起案
誤賦課による下水道使用料の還付等について（伺い）

62 平成31年02月12日 起案
家事用井戸水に係る下水道使用料の遡及賦課について（伺い）

63 平成31年02月12日 収受
汚水排出量控除メーター設置に係る作業工程表の提出について　（平成31年
１月分）

64 平成31年02月15日 起案
検針井戸水メーター不進行に係る汚水排出量認定について（伺い）

65 平成31年02月20日 起案
誤賦課による下水道使用料に係る督促手数料の還付について（伺い）

66 平成31年02月20日 収受
使用用途登録誤りによる誤請求に関する報告書

67 平成31年02月21日 起案
家事用井戸水に係る下水道使用料の遡及賦課について（伺い）

68 平成31年02月26日 収受
下水道接続調査報告書

69 平成31年02月27日 収受
下水道接続調査報告書

70 平成31年02月28日 収受
併用井戸未請求に関する報告書

71 平成31年02月28日 収受
併用井戸未請求に関する報告書

72 平成31年03月04日 起案
誤賦課による下水道使用料の還付等について（伺い）

73 平成31年03月04日 起案
家事用井戸水に係る下水道使用料の遡及賦課について（伺い）

74 平成31年03月04日 収受
下水道接続調査報告書

75 平成31年03月05日 起案
家事用井戸水に係る下水道使用料の遡及賦課について（伺い）

76 平成31年03月05日 収受
家事用井戸水専用における請求漏れに係る報告書

77 平成31年03月06日 収受
下水道接続調査報告書

78 平成31年03月08日 起案
家事用井戸水に係る下水道使用料の遡及賦課について（伺い）

79 平成31年03月12日 起案
家事用井戸水に係る下水道使用料の遡及賦課について（伺い）

80 平成31年03月14日 起案
営業用井戸使用者（湧水排出）に係る下水道使用料の遡及賦課について（伺
い）



索引目次

第３種C51平成30年度
下水道使用料調定 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

81 平成31年03月18日 収受
汚水排出量控除メーター設置に係る作業工程表の提出について（供覧）　（平
成31年２月分）

82 平成31年03月25日 起案
井戸水使用に係る下水道使用料の未賦課・過賦課事案について（報告）



索引目次

第２種C51平成30年度
下水道使用料調定（井戸水等計量装置
使用開始届）

上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年06月07日 起案
井戸水メーターの検針等の依頼について（伺い）

2 平成30年10月18日 収受
完了検査実施報告書

3 平成31年01月10日 起案
井戸水メーターの検針等の依頼について（伺い）

4 平成31年01月10日 収受
完了検査実施報告書

5 平成31年03月27日 収受
完了検査実施報告書

6 平成31年03月29日 起案
井戸水メーターの検針等の依頼について（伺い）

7 平成31年03月29日 起案
井戸水メーターの検針等の依頼について（伺い）

8 平成31年03月29日 収受
完了検査実施報告書



索引目次

第２種C51平成30年度
下水道使用料調定（控除メーター設置
申請）

上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年07月13日 起案
控除メーター設置の申請について（伺い）

2 平成30年07月24日 起案
控除メーター設置完了検査の実施について（伺い）

3 平成30年07月31日 起案
控除メーター設置完了検査の結果について（伺い）

4 平成30年08月02日 起案
汚水排出量認定開始届について（伺い）

5 平成30年10月26日 起案
既存私設メーターを控除メーターとして承認することについて（伺い）

6 平成30年10月29日 起案
汚水排出量認定開始届について（伺い）

7 平成31年02月26日 起案
盛岡市上下水道局貸与メーターにより計量される以外の汚水排出量認定の承
認について（伺い）

8 平成31年03月05日 起案
控除メーター設置の申請について（伺い）

9 平成31年03月26日 起案
控除メーター設置完了検査の実施について（伺い）

10 平成31年03月27日 起案
控除メーター設置完了検査の結果について（伺い）

11 平成31年03月27日 起案
汚水排出量認定開始届について（伺い）

12 平成31年03月29日 起案
加算メーター設置完了現地確認の実施について（伺い）

13 平成31年03月29日 起案
加算メーター設置完了現地確認の結果について（伺い）

14 平成31年03月29日 起案
汚水排出量認定開始届について（伺い）



索引目次

第２種C81平成30年度
起債関係 上下水道局/経営企画課/財務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年04月03日 収受
償還年次表の送付について（供覧）／特別措置債（利率見直し分）

2 平成30年04月03日 収受
償還年次表の送付について（供覧）／（利率見直し分）

3 平成30年04月06日 起案
会計実地検査に係る調書の提出について（伺い）

4 平成30年04月10日 起案
平成29年度の協議・届出又は許可に係る地方債の発行状況等について（伺
い）

5 平成30年04月17日 起案
平成30年度起債計画書等の提出について（伺い）

6 平成30年04月19日 収受
償還年次表の送付について（供覧）／地方公共団体金融機構資金

7 平成30年05月09日 起案
平成30年度起債計画書等の提出について（伺い）

8 平成30年06月26日 起案
平成29年度銀行等引受地方債借入状況調等について（回答）

9 平成30年07月25日 起案
平成27年度から平成29年度同意（許可）債に係る借入予定日等の報告につ
いて（伺い）

10 平成30年09月18日 起案
平成30年度簡易協議手続（第１次分）に基づく地方債の協議等について（伺
い）

11 平成30年10月12日 起案
平成31年度起債予定額等調査について（回答）

12 平成30年10月23日 収受
平成30年度水道事業債（上水道）に係る起債同意について（供覧）

13 平成30年10月23日 収受
平成30年度下水道事業債に係る起債同意について（供覧）

14 平成30年10月26日 起案
平成30年度同意（許可）債に係る長期貸付借入金利・償還方法の設定及び機
構資金借入予定額調の登録について（伺い）

15 平成30年12月03日 起案
平成30年度起債計画書等（第２次分及び国の補正予算（第１号）分）の提出に
ついて（伺い）

16 平成31年02月07日 起案
平成28年度起債同意に基づく地方公共団体金融機構への借入申込みにつ
いて（伺い）

17 平成31年02月07日 起案
平成29年度起債同意に基づく地方公共団体金融機構への借入申込みにつ
いて（伺い）

18 平成31年02月07日 起案
平成30年度起債同意に基づく地方公共団体金融機構への借入申込みにつ
いて（伺い）

19 平成31年02月07日 起案
平成30年度起債同意に基づく地方公共団体金融機構への借入申込みにつ
いて（伺い）

20 平成31年02月07日 起案
平成29年度起債同意に基づく地方公共団体金融機構への借入申込みにつ
いて（伺い）
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21 平成31年03月18日 起案
平成28年度下水道事業債に係る地方公営企業等金融機構資金借用証書の
提出について（伺い）

22 平成31年03月18日 起案
平成29年度下水道事業債に係る地方公営企業等金融機構資金借用証書の
提出について（伺い）

23 平成31年03月18日 起案
平成30年度下水道事業債に係る地方公営企業等金融機構資金借用証書の
提出について（伺い）


