
索引目次

第３種K00平成30年度
給水諸務（量水器関係） 上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年04月02日 起案
水道料金未徴収物件の判明について（報告）

2 平成30年04月13日 起案
水道料金未徴収物件に係る請求手続きについて（依頼）

3 平成30年05月17日 起案
水道メーター不進行に起因する水道料金等未徴収物件の判明について（報
告）

4 平成30年05月23日 起案
水道料金等未徴収物件に係る追加請求等の手続きについて（伺い）

5 平成30年06月01日 起案
水道メーターの引上げ作業に係る対象一覧表の送付について（伺い）

6 平成30年06月08日 起案
メーター交差の判明について（報告）

7 平成30年07月03日 起案
給水量の認定手続きについて（伺い）

8 平成30年07月04日 起案
臨時給水に係る様式の変更について（伺い）

9 平成30年07月17日 起案
水道等使用量の是正手続きについて（伺い）

10 平成30年07月19日 起案
水道メーター不進行に起因する水道料金等未徴収物件の判明について（報
告）

11 平成30年07月26日 起案
水道料金等未徴収物件に係る追加請求等の手続きについて（伺い）

12 平成30年07月26日 起案
水道メーター不進行の判明について（報告）

13 平成30年07月27日 起案
給水量認定不要の報告について（伺い）

14 平成30年07月27日 起案
水道メーター不進行の判明について（報告）

15 平成30年07月31日 起案
メーター交換に係るお知らせの発送について（伺い）

16 平成30年08月01日 起案
水道料金等未徴収物件に係る追加請求等の手続きについて（伺い）

17 平成30年08月01日 起案
水道メーター不進行の判明について（報告）

18 平成30年08月06日 起案
給水量認定不要の報告について（伺い）

19 平成30年08月09日 起案
水道メーター不進行の判明について（報告）

20 平成30年08月09日 起案
メーター不進行に係る給水量の認定手続きについて（伺い）



索引目次

第３種K00平成30年度
給水諸務（量水器関係） 上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

21 平成30年08月10日 起案
給水量認定不要の報告について（伺い）

22 平成30年08月13日 起案
水道料金の請求手続きについて（依頼）

23 平成30年08月14日 起案
給水量認定不要の報告について（伺い）

24 平成30年08月16日 起案
給水量認定不要の報告について（伺い）

25 平成30年08月28日 起案
水道メーター不進行の判明について（報告）

26 平成30年08月30日 起案
給水量認定不要の報告について（伺い）

27 平成30年09月03日 起案
メーター交差の判明について（報告）

28 平成30年09月06日 起案
水道メーターの引上げ作業の追加依頼について（伺い）

29 平成30年09月07日 起案
水道料金の請求手続きについて（依頼）

30 平成30年09月12日 起案
メーター交差に伴う水道料金等の還付と追徴の手続きについて（依頼）

31 平成30年09月13日 起案
水道メーター交差の再発防止について（伺い）

32 平成30年09月18日 起案
給水量認定不要の報告について（伺い）

33 平成30年09月20日 起案
給水量認定不要の報告について（伺い）

34 平成30年09月28日 起案
給水量認定不要の報告について（伺い）

35 平成30年10月02日 起案
水道料金の請求手続きについて（依頼）

36 平成30年10月31日 起案
水道メーター不進行の判明について（報告）

37 平成30年11月01日 起案
水道料金の請求手続きについて（依頼）

38 平成30年12月05日 起案
水道メーター不進行の判明について（報告）

39 平成30年12月13日 起案
水道料金の請求手続きについて（依頼）

40 平成31年01月07日 起案
給水量の認定手続きについて（伺い）



索引目次

第３種K00平成30年度
給水諸務（量水器関係） 上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

41 平成31年01月18日 起案
給水量の認定手続きについて（伺い）

42 平成31年02月13日 起案
水道メーター取り付け時における開始指針について（伺い）

43 平成31年02月22日 起案
給水量認定不要の報告について（伺い）

44 平成31年02月28日 起案
水道メーター逆進行の判明について（報告）

45 平成31年03月01日 起案
給水量の認定手続きについて（伺い）

46 平成31年03月06日 起案
給水量認定不要の報告について（伺い）

47 平成31年03月18日 起案
給水量認定不要の報告について（伺い）



索引目次

第００種K00平成30年度
給水庶務（ばい煙施設使用廃止届） 上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年09月12日 起案
ばい煙発生施設使用廃止届の提出について（伺い）

2 平成30年09月20日 収受
大気汚染防止法に基づく届出に係る違反について（供覧）



索引目次

第３種K00平成30年度
応急給水対応関係 上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年08月09日 起案
新庄墓園雑用水供給施設への応急給水にかかる給水栓の借用について（伺
い）

2 平成30年08月09日 収受
新庄墓園雑用水供給施設への応急給水にかかる給水栓の借用について（供
覧）

3 平成30年08月10日 起案
新庄墓園雑用水供給施設への応急給水にかかる給水塔使用への対応につ
いて（伺い）

4 平成30年08月17日 起案
新庄墓園雑用水供給施設への応急給水に係る費用請求について（伺い）

5 平成30年08月17日 収受
新庄墓園雑用水供給施設に係る給水車への注水記録簿（供覧）

6 平成30年12月25日 起案
業務連絡表（報告）



索引目次

第３種K10平成30年度
支出負担行為書 上下水道局/給排水課/排水設備係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年08月23日 起案
懸垂幕の作成について（伺い）

2 平成30年11月22日 起案
デジタルカメラ用純正バッテリーの購入について（伺い）



索引目次

第３種K10平成30年度
財務庶務 上下水道局/給排水課/排水設備係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年04月01日 収受
定例的な予算の執行に係るものであって財政部長又は財政課長への合議を
省略することができる負担金及び補助金について（供覧）

2 平成30年04月05日 起案
予算執行計画調書（歳入・歳出）の作成について（伺い）

3 平成30年05月15日 起案
平成29年度決算調製に係る歳出決算額の確認及び調書等の作成について
（伺い）

4 平成30年05月28日 起案
平成29年度盛岡市一般会計及び各特別会計決算並びに財産調査等に関す
る調について（伺い）（第１回）

5 平成30年06月06日 起案
平成29年度地方財政状況調査（決算統計）に係る資料等について（伺い）

6 平成30年06月06日 起案
平成29年度決算調製に係る歳入決算額の確認及び調書等の作成について
（伺い）

7 平成30年06月07日 起案
平成29年度地方財政状況調査（決算統計）に係る補助金，負担金資料等に
ついて（伺い）

8 平成30年06月20日 起案
平成29年度決算に係る主要な施策の成果に関する実績報告書及び定額資
金を運用するための基金の運用状況に関する調書の原稿作成について（伺
い）

9 平成30年06月20日 起案
平成29年度歳出決算事項別明細書（原稿）の確認について（伺い）

10 平成30年06月28日 起案
平成29年度歳入決算事項別明細書（原稿）の確認について（伺い）

11 平成30年07月17日 起案
平成29年度決算に係る実績報告書の原稿の確認（初校その１）について（伺
い）

12 平成30年07月31日 起案
平成29年度決算に係る実績報告書の原稿の確認（第２校）について（伺い）

13 平成30年08月07日 起案
平成29年度決算に係る実績報告書の原稿の確認（最終校）について（伺い）

14 平成30年08月30日 起案
平成29年度一般会計及び特別会計決算説明資料に係る原稿作成について
（伺い）

15 平成30年09月05日 起案
平成31年度予算編成方針説明会の開催について（伺い）

16 平成30年09月05日 起案
財務会計システムに係る操作説明会（予算編成分）の開催について（伺い）

17 平成30年09月06日 収受
平成31年度予算編成方針について（供覧）

18 平成30年09月18日 収受
新財務会計システムに係る操作説明会（予算編成分）の資料について（供覧）

19 平成30年10月11日 起案
農業集落排水事業費特別会計に係る決算見込みの入力について （伺い）

20 平成30年10月11日 起案
平成31年度一般会計当初（一次）予算要求について（伺い）



索引目次

第３種K10平成30年度
財務庶務 上下水道局/給排水課/排水設備係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

21 平成30年11月02日 起案
消費税等の税率改定に伴う使用料及び手数料の影響額について（伺い）

22 平成30年11月02日 起案
平成31年度下水道事業会計の当初予算要求について（伺い）

23 平成30年11月09日 起案
平成31年度一般会計当初（二次）予算及び農業集落排水事業費特別会計予
算の要求及び債務負担行為台帳の提出について（伺い）

24 平成30年11月09日 起案
平成31年度当初予算に係る集計表の提出について（伺い）

25 平成31年01月10日 起案
平成31年度当初予算復活要求について（下水道事業会計分）（伺い）

26 平成31年01月11日 起案
平成30年度３月補正予算の要求について（一般会計，農集特会及び下水道
事業会計分）（伺い）

27 平成31年01月16日 起案
平成31年度当初予算に係る財政部長調整額の内示等について（一般会計及
び農業集落排水事業費特別会計分）（伺い）

28 平成31年01月21日 起案
平成31年度予算主要事業調書等の提出について（伺い）

29 平成31年01月25日 起案
平成31年度予算主要事業調書等の内容確認について（伺い）

30 平成31年01月28日 起案
債務負担行為に関する調書の作成について（伺い）

31 平成31年01月31日 起案
下水道事業会計予算　予算流用処理（兼）伝票作成依頼書の提出について
（伺い）

32 平成31年02月01日 収受
平成30年度下水道事業会計３月補正予算内示について（供覧）

33 平成31年02月04日 起案
負担金・補助金調書の内容確認について（伺い）

34 平成31年02月05日 起案
「平成31年度当初予算事務・事業に関する予算説明書」の原稿作成について
（伺い）

35 平成31年02月05日 起案
平成31年度当初予算に係る主な事業一覧の内容確認について（伺い）

36 平成31年02月05日 収受
平成31年度一般会計及び農業集落排水事業費特別会計当初予算内示につ
いて（供覧）

37 平成31年02月06日 起案
債務負担のとりまとめ結果の確認について（伺い）

38 平成31年02月07日 起案
負担金・補助金調書の内容確認（最終）について（伺い）

39 平成31年02月08日 収受
平成31年度下水道事業会計当初予算内示（最終調整額）について（供覧）

40 平成31年02月13日 起案
平成31年度当初予算事務・事業説明書の最終確認について（伺い）



索引目次

第３種K10平成30年度
財務庶務 上下水道局/給排水課/排水設備係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

41 平成31年02月15日 収受
平成30年度一般会計及び農業集落排水事業費特別会計３月補正予算内示
（財政部長調整額）について（供覧）

42 平成31年02月21日 起案
平成31年度当初予算説明書（一般・特会分）の作成について（伺い）

43 平成31年02月21日 起案
平成31年10月１日からの消費税及び地方消費税率の改定に伴う契約事務説
明会への出席について（伺い）

44 平成31年02月22日 起案
平成30年度３月補正予算説明書（一般・特会分）の原稿作成について （伺い）

45 平成31年02月22日 起案
平成31年度当初予算（案）の概要の内容確認について（伺い）

46 平成31年02月22日 収受
平成30年度一般会計及び農業集落排水事業費特別会計３月補正予算内示
（市長査定額）について（供覧）

47 平成31年02月28日 起案
下水道事業会計予算　予算流用処理（兼）伝票作成依頼書の提出について
（伺い）



索引目次

第３種K13平成30年度
調定決議書 上下水道局/給排水課/排水設備係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年08月15日 起案
盛岡市水洗便所改造資金貸付基金の利息の繰入れについて（伺い）

2 平成31年02月14日 起案
盛岡市水洗便所改造資金貸付基金の利息の繰入れについて（伺い）

3 平成31年03月29日 起案
浄化槽保守点検業者登録申請手数料の調定について（伺い）



索引目次

第２種K16平成30年度
業務委託等（冬期水道凍結対応） 上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年10月16日 起案
平成30年度冬期水道凍結対応業務委託の実施について（伺い）

2 平成30年10月31日 収受
契約関係書類の送付について

3 平成30年11月01日 収受
業務責任者選定届について（供覧）

4 平成30年11月02日 起案
業務委託打合簿について（伺い）

5 平成30年11月02日 収受
対応者計画表届について（供覧）

6 平成30年12月14日 起案
業務委託打合簿について（伺い）

7 平成30年12月17日 収受
業務実施報告書について（供覧）

8 平成30年12月28日 起案
業務委託打合簿について（伺い）

9 平成30年12月30日 起案
業務委託打合簿について（伺い）

10 平成31年01月02日 起案
業務委託打合簿について（伺い）

11 平成31年01月07日 収受
業務実施報告書について（供覧）

12 平成31年01月11日 起案
業務委託打合簿について（伺い）

13 平成31年01月15日 収受
業務実施報告書について（供覧）

14 平成31年01月25日 起案
業務委託打合簿について（伺い）

15 平成31年01月28日 収受
業務実施報告書について（供覧）

16 平成31年02月08日 起案
業務委託打合簿について（伺い）

17 平成31年02月12日 収受
業務実施報告書について（供覧）

18 平成31年03月11日 起案
平成30年度冬期水道凍結対応業務委託（単価契約）に係る完了検査につい
て（伺い）

19 平成31年03月13日 起案
平成30年度冬期水道凍結対応業務委託（単価契約）に係る完了検査実施報
告及び完了検査通知書の送付について（伺い）



索引目次

第２種K16平成30年度
業務委託等（貯水槽水道管理指導） 上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年05月07日 収受
盛岡市水道料金等徴収業務委託　貯水槽水道管理確認業務の完了につい
て（供覧）

2 平成30年05月07日 収受
貯水槽水道の設置状況について（供覧）

3 平成30年06月05日 収受
盛岡市水道料金等徴収業務委託　貯水槽水道管理確認業務の完了につい
て（供覧）

4 平成30年07月03日 収受
盛岡市水道料金等徴収業務委託　貯水槽水道管理確認業務の完了につい
て（供覧）

5 平成30年08月03日 収受
盛岡市水道料金等徴収業務委託　貯水槽水道管理確認業務の完了につい
て（供覧）

6 平成30年09月04日 収受
盛岡市水道料金等徴収業務委託　貯水槽水道管理確認業務の完了につい
て（供覧）

7 平成30年10月04日 収受
盛岡市水道料金等徴収業務委託　貯水槽水道管理確認業務の完了につい
て（供覧）

8 平成30年11月05日 収受
盛岡市水道料金等徴収業務委託　貯水槽水道管理確認業務の完了につい
て（供覧）

9 平成30年12月04日 収受
盛岡市水道料金等徴収業務委託　貯水槽水道管理確認業務の完了につい
て（供覧）

10 平成31年01月04日 収受
盛岡市水道料金等徴収業務委託　貯水槽水道管理確認業務の完了につい
て（供覧）

11 平成31年02月04日 収受
盛岡市水道料金等徴収業務委託　貯水槽水道管理確認業務の完了につい
て（供覧）

12 平成31年03月05日 収受
盛岡市水道料金等徴収業務委託　貯水槽水道管理確認業務の完了につい
て（供覧）

13 平成31年03月29日 収受
盛岡市水道料金等徴収業務委託　貯水槽水道管理確認業務の完了につい
て（供覧）



索引目次

第２種K16平成30年度
業務委託等（水道サービス週間） 上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年05月22日 起案
平成30年度第１回水道サービス週間対応業務委託の見積徴取結果について
（報告）

2 平成30年05月22日 起案
平成30年度第１回水道サービス週間対応業務委託契約に係る契約締結につ
いて（伺い）

3 平成30年05月28日 収受
現場責任者選定届及び配置計画表の提出について（供覧）

4 平成30年06月18日 起案
平成30年度第１回水道サービス週間対応業務委託に係る業務完了確認につ
いて（伺い）

5 平成30年06月18日 収受
完了届の提出について（供覧）

6 平成30年06月20日 起案
平成30年度第１回水道サービス週間対応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）

7 平成30年10月26日 起案
平成30年度第２回水道サービス週間対応業務委託の見積徴取結果について
（伺い）

8 平成30年10月26日 起案
平成30年度第２回水道サービス週間対応業務委託に係る契約締結について
（伺い）

9 平成30年10月26日 起案
平成30年度第２回水道サービス週間対応業務委託の見積協議の結果につい
て（伺い）

10 平成30年10月30日 収受
身分証明書交付願の提出について（供覧）

11 平成30年10月30日 収受
現場責任者選定届及び配置計画表の提出について（供覧）

12 平成30年10月31日 起案
平成30年度第２回水道サービス週間対応業務委託に係る身分証明書の発行
について（伺い）

13 平成30年11月22日 起案
平成30年度第２回水道サービス週間対応業務委託に係る業務完了確認につ
いて（伺い）

14 平成30年11月22日 収受
完了届の提出について（供覧）

15 平成30年11月22日 収受
身分証明書返納書の提出について（供覧）

16 平成30年11月26日 起案
平成30年度第２回水道サービス週間対応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２種K16平成30年度
業務委託等（産業廃棄物処理） 上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年12月20日 起案
平成30年度産業廃棄物処理業務委託の見積徴取の結果について（報告）

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

3 平成30年12月28日 収受
平成30年度産業廃棄物処理業務委託に係る現場責任者通知書等について
（供覧）

4 平成31年03月28日 起案
平成30年度産業廃棄物処理業務委託に係る業務完了確認について（伺い）



索引目次

第２種K16平成30年度
業務委託等（凍結防止ポスター） 上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年09月04日 起案
凍結防止ポスター製作業務委託の実施について（伺い）

2 平成30年09月20日 起案
凍結防止ポスター製作業務委託の見積徴取の結果について（報告）

3 平成30年09月20日 起案
凍結防止ポスター製作業務委託に係る契約締結について（伺い）

4 平成30年09月25日 収受
現場責任者届出書の提出について（供覧）

5 平成30年11月19日 起案
凍結防止ポスターの製作業務委託に係る業務完了確認について（伺い）

6 平成30年11月19日 起案
凍結防止ポスターの製作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）

7 平成30年11月19日 収受
業務完了届の受理について（供覧）

8 平成30年12月07日 起案
凍結防止ポスターの掲示依頼について（伺い）



索引目次

第２種K16平成30年度
業務委託等（水道メーター検定満期交
換）

上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年04月03日 起案
業務委託の実施について（伺い）

2 平成30年04月23日 起案
業務委託に係る業務説明会の出席について（伺い）

3 平成30年04月26日 起案
平成30年度水道メーター検定満期交換業務委託に係る関係書類の送付につ
いて（伺い）

4 平成30年06月13日 収受
支給メーター受領書の提出について（供覧）

5 平成30年08月24日 収受
支給メーター返納書の受理について（供覧）

6 平成30年08月31日 起案
完了検査の実施について(伺い）

7 平成30年09月06日 起案
完了検査の報告及び完了検査通知書の交付について(伺い）



索引目次

第２種K16平成30年度
業務委託等（水道メーター検定満期交
換業務委託に係る給水管修繕業務委

上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年04月04日 起案
業務委託の実施について（伺い）

2 平成30年04月24日 起案
平成30年度給水管修繕業務委託に係る検収者の選任について（伺い）

3 平成30年04月24日 収受
現場責任者通知書について（供覧）

4 平成30年07月31日 起案
平成30年度給水管修繕業務委託７月分に係る検収者の選任について（伺い）



索引目次

第２種K16平成30年度
業務委託等（給水管修繕舗装復旧） 上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年04月02日 起案
平成30年度舗装道路路面復旧業務委託（単価契約・メーター関係費）に係る
検収者の選任について（伺い）

2 平成30年05月01日 起案
平成30年度舗装道路路面復旧業務委託の実施について（伺い）

3 平成30年07月02日 起案
平成30年度舗装道路路面復旧業務委託の実施について（伺い）

4 平成30年07月02日 起案
平成30年度舗装道路路面復旧業務委託の実施について（伺い）

5 平成30年07月31日 起案
平成30年度舗装道路路面復旧業務委託（単価契約・メーター関係費）７月分
に係る検収者の選任について（伺い）

6 平成30年09月03日 起案
平成30年度舗装道路路面復旧業務委託の実施について（伺い）

7 平成30年10月01日 起案
平成30年度舗装道路路面復旧業務委託の実施について（伺い）

8 平成30年10月01日 起案
平成30年度舗装道路路面復旧業務委託の実施について（伺い）

9 平成30年12月03日 起案
平成30年度舗装道路路面復旧業務委託の実施について（伺い）

10 平成31年01月04日 起案
平成30年度舗装道路路面復旧業務委託の実施について（伺い）

11 平成31年01月04日 起案
平成30年度舗装道路路面復旧業務委託の実施について（伺い）

12 平成31年03月01日 起案
平成30年度舗装道路路面復旧業務委託の実施について（伺い）

13 平成31年03月01日 起案
平成30年度舗装道路路面復旧業務委託の実施について（伺い）



索引目次

第２種K16平成30年度
業務委託等（浄水場等構内除雪） 上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年12月01日 起案
浄水場等構内除雪業務委託にかかる鍵の貸出しについて（伺い）

2 平成30年12月01日 収受
浄水場等構内除雪業務委託（単価契約）にかかる鍵借用願について（供覧）

3 平成31年03月29日 収受
平成30年度浄水場等構内除雪業務委託（単価契約）にかかる鍵返納届につ
いて（供覧）



索引目次

第２種K16平成30年度
業務委託等（水道料金システム改修業
務委託）

上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年12月28日 起案
水道料金システム改修業務に係る参考見積り徴取の事務依頼について（伺
い）

2 平成31年02月08日 収受
水道料金システム改修業務に係る参考見積書について（供覧）



索引目次

第３種K20平成30年度
指定給水装置工事事業者関係 上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年04月12日 収受
給水装置工事主任技術者選任届出書の提出について（供覧）

2 平成30年04月12日 収受
給水装置工事主任技術者解任届出書の提出について（供覧）

3 平成30年04月13日 収受
指定給水装置工事事業者指定事項変更届書の提出について

4 平成30年04月16日 起案
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書に係る通知について（伺い）

5 平成30年04月16日 収受
給水装置工事主任技術者解任届出書の提出について（供覧）

6 平成30年04月16日 収受
給水装置工事主任技術者選任届出書の提出について（供覧）

7 平成30年04月17日 収受
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書の提出について（供覧）

8 平成30年05月11日 起案
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書に係る通知について（伺い）

9 平成30年05月11日 起案
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書に係る通知について（伺い）

10 平成30年05月11日 収受
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書の提出について（供覧）

11 平成30年05月11日 収受
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書の提出について（供覧）

12 平成30年05月11日 収受
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書の提出について

13 平成30年05月16日 収受
給水装置工事主任技術者選任届出書の提出について（供覧）

14 平成30年05月21日 起案
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書に係る通知について　（伺い）

15 平成30年05月21日 起案
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書に係る通知　について（伺い）

16 平成30年05月21日 収受
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書の提出について　（供覧）

17 平成30年05月21日 収受
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書の提出について（供覧）

18 平成30年05月22日 起案
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書に係る通知について（伺い）

19 平成30年05月22日 収受
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書の提出について　（供覧）

20 平成30年06月05日 収受
給水装置工事主任技術者選任届出書の提出について（供覧）



索引目次

第３種K20平成30年度
指定給水装置工事事業者関係 上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

21 平成30年06月05日 収受
給水装置工事主任技術者解任届出書の提出について（供覧）

22 平成30年06月18日 起案
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書に係る通知について（伺い）

23 平成30年06月18日 収受
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書の提出について

24 平成30年06月26日 収受
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書の提出について

25 平成30年06月26日 収受
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書の提出について

26 平成30年06月29日 起案
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書に係る通知について（伺い）

27 平成30年06月29日 収受
指定給水装置工事事業者指定事項変更届書の提出について

28 平成30年07月02日 収受
指定給水装置工事事業者指定事項変更届書の提出について

29 平成30年07月03日 収受
指定給水装置工事事業者指定事項変更届書の提出について

30 平成30年07月05日 収受
使用印鑑届（変更）の提出について

31 平成30年07月18日 起案
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書に係る通知について（伺い）

32 平成30年07月18日 収受
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書の提出について　（供覧）

33 平成30年07月18日 収受
使用印鑑届の提出について

34 平成30年07月19日 収受
給水装置工事主任技術者解任届出書の提出について（供覧）

35 平成30年07月20日 起案
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書に係る通知について（伺い）

36 平成30年07月20日 収受
使用印鑑届の提出について

37 平成30年07月20日 収受
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書の提出について　（供覧）

38 平成30年07月24日 収受
指定給水装置工事事業者指定事項変更届書の提出について

39 平成30年08月01日 収受
給水装置工事主任技術者選任届出書の提出について（供覧）

40 平成30年09月13日 収受
給水装置工事主任技術者解任届出書の提出について（供覧）



索引目次

第３種K20平成30年度
指定給水装置工事事業者関係 上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

41 平成30年09月20日 起案
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書に係る通知について（伺い）

42 平成30年09月20日 収受
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書の提出について　（供覧）

43 平成30年09月20日 収受
使用印鑑届の提出について

44 平成30年09月25日 収受
給水装置工事主任技術者解任届出書の提出について（供覧）

45 平成30年09月26日 収受
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書の提出について　（供覧）

46 平成30年10月01日 収受
給水装置工事主任技術者選任届出書の提出について（供覧）

47 平成30年10月03日 収受
給水装置工事主任技術者解任届出書の提出について（供覧）

48 平成30年10月19日 収受
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書の提出について（供覧）

49 平成30年10月26日 収受
給水装置工事主任技術者解任届出書の提出について（供覧）

50 平成30年10月29日 収受
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書の提出について

51 平成30年10月29日 収受
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書の提出について　（供覧）

52 平成30年11月22日 収受
給水装置工事主任技術者選任届出書の提出について（供覧）

53 平成30年12月10日 収受
指定給水装置工事事業者登録内容確認の提出について（供覧）

54 平成30年12月14日 起案
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書に係る通知について（伺い）

55 平成30年12月14日 収受
使用印鑑届の提出について

56 平成30年12月14日 収受
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書の提出について　（供覧）

57 平成31年01月11日 起案
指定給水装置工事事業者登録内容確認について（伺い）

58 平成31年01月23日 収受
給水装置工事主任技術者選任届出書の提出について（供覧）

59 平成31年02月04日 収受
給水装置工事主任技術者選任届出書の提出について（供覧）

60 平成31年02月06日 収受
給水装置工事主任技術者選任届出書の提出について（供覧）



索引目次

第３種K20平成30年度
指定給水装置工事事業者関係 上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

61 平成31年02月07日 収受
給水装置工事主任技術者解任届出書の提出について（供覧）

62 平成31年02月12日 起案
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書に係る通知について（伺い）

63 平成31年02月12日 収受
使用印鑑届の提出について（供覧）

64 平成31年02月12日 収受
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書の提出について（供覧）

65 平成31年02月13日 収受
給水装置工事主任技術者選任届出書の提出について（供覧）

66 平成31年02月14日 収受
給水装置工事主任技術者選任届出書の提出について（供覧）

67 平成31年02月18日 起案
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書に係る通知について（伺い）

68 平成31年02月18日 収受
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書の提出について（供覧）

69 平成31年02月18日 収受
給水装置工事主任技術者選任届出書の提出について（供覧）

70 平成31年02月21日 起案
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書に係る通知について（伺い）

71 平成31年02月21日 起案
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書に係る通知について（伺い）

72 平成31年02月21日 収受
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書の提出について（供覧）

73 平成31年02月28日 収受
給水装置工事主任技術者解任届出書の提出について（供覧）

74 平成31年03月01日 収受
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書の提出について（供覧）

75 平成31年03月04日 収受
給水装置工事主任技術者解任届出書の提出について（供覧）

76 平成31年03月07日 収受
給水装置工事主任技術者選任届出書の提出について　（供覧）



索引目次

第３種K20平成30年度
指定給水装置工事事業者関係（違反関
係）

上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年07月23日 起案
給水装置工事における違反行為について（報告）

2 平成30年07月30日 収受
顛末書の受理について（供覧）

3 平成30年08月02日 起案
給水装置工事における違反行為について（報告）

4 平成30年08月02日 収受
顛末書の受理について

5 平成30年08月24日 収受
顛末書の受理について

6 平成30年08月27日 起案
給水装置工事における違反行為について（報告）

7 平成30年11月05日 起案
違反行為を行った指定給水装置工事事業者に対する処分について（伺い）

8 平成30年11月05日 起案
違反行為を行った指定給水装置工事事業者に対する処分について（伺い）

9 平成30年11月05日 起案
違反行為を行った指定給水装置工事事業者に対する処分について（伺い）

10 平成30年11月14日 起案
給水装置工事における違反行為について（報告）

11 平成30年11月16日 起案
給水装置工事に係る違反行為に対する処分について（伺い）

12 平成30年11月16日 収受
顛末書の受理について

13 平成30年12月13日 起案
給水装置工事における違反行為について（報告）

14 平成30年12月13日 収受
顛末書の受理について

15 平成31年01月11日 起案
違反行為を行った指定給水装置工事事業者に対する処分について（伺い）



索引目次

第３種K20平成30年度
指定給水装置工事事業者関係（水道凍
結対応）

上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年11月21日 起案
冬期水道凍結対応業務の実施に伴う対応状況調査及び冬期間の休業日等
調査について（伺い）

2 平成30年12月07日 起案
平成30年度冬期休業日一覧表について（伺い）



索引目次

第１種K20平成30年度
指定給水装置工事事業者指定 上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年05月11日 起案
指定給水装置工事事業者指定申請に係る現地審査の実施について（伺い）

2 平成30年05月11日 収受
指定給水装置工事事業者指定申請書の提出について（供覧）

3 平成30年05月24日 起案
指定給水装置工事事業者指定について（伺い）

4 平成30年06月27日 起案
指定給水装置工事事業者指定申請に係る現地審査の実施について（伺い）

5 平成30年06月27日 収受
指定給水装置工事事業者指定申請書の提出について（供覧）

6 平成30年07月12日 起案
指定給水装置工事事業者指定について（伺い）

7 平成30年09月25日 起案
指定給水装置工事事業者廃止届出書の提出について（伺い）

8 平成30年09月25日 収受
指定給水装置工事事業者廃止届出書の提出について（供覧）

9 平成30年10月09日 起案
指定給水装置工事事業者指定申請に係る現地審査の実施について（伺い）

10 平成30年10月09日 収受
指定給水装置工事事業者指定申請書の提出について（供覧）

11 平成30年10月11日 起案
平成30年度新規指定給水装置工事事業者説明会の開催について（伺い）

12 平成30年10月15日 起案
指定給水装置工事事業者指定申請に係る現地審査の実施について（伺い）

13 平成30年10月15日 収受
指定給水装置工事事業者指定申請書の提出について（供覧）

14 平成30年10月18日 起案
指定給水装置工事事業者指定について（伺い）

15 平成30年10月25日 起案
指定給水装置工事事業者指定について（伺い）

16 平成30年10月26日 起案
指定給水装置工事事業者廃止届出書の提出について（伺い）

17 平成30年10月26日 収受
指定給水装置工事事業者廃止届出書の提出について（供覧）

18 平成30年11月06日 起案
平成30年度新規指定給水装置工事事業者説明会について（報告）

19 平成31年02月28日 起案
指定給水装置工事事業者廃止届出書の提出について（伺い）

20 平成31年02月28日 収受
指定給水装置工事事業者廃止届出書の提出について（供覧）



索引目次

第１種K20平成30年度
指定給水装置工事事業者指定 上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

21 平成31年03月07日 収受
指定給水装置工事事業者再開届出書の提出について（供覧）

22 平成31年03月13日 起案
指定給水装置工事事業者再開届出書の提出について（伺い）



索引目次

第２種K20平成30年度
補助金（鉛製給水管布設替え工事費補
助金）

上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年05月08日 起案
平成30年度鉛製給水管布設替え工事補助金に係る完了確認者の選任につ
いて（伺い）

2 平成30年06月27日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金交付申請

3 平成30年06月29日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金交付申請

4 平成30年07月03日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金交付申請

5 平成30年07月06日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金請求書

6 平成30年07月25日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金交付申請

7 平成30年07月31日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金交付申請

8 平成30年08月03日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金請求書

9 平成30年08月06日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金請求書

10 平成30年08月09日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金交付申請

11 平成30年08月10日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金請求書

12 平成30年08月17日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金交付申請

13 平成30年08月17日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金請求書

14 平成30年08月22日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金請求書

15 平成30年08月27日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金交付申請

16 平成30年08月30日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金請求書

17 平成30年08月31日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金請求書

18 平成30年09月11日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金交付申請

19 平成30年10月02日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金請求書

20 平成30年10月09日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金交付申請



索引目次

第２種K20平成30年度
補助金（鉛製給水管布設替え工事費補
助金）

上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

21 平成30年10月24日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金請求書

22 平成30年11月08日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金交付申請

23 平成30年11月08日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金交付申請

24 平成30年11月09日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金交付申請

25 平成30年11月19日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金請求書

26 平成30年11月19日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金交付申請

27 平成30年11月26日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金請求書

28 平成30年12月03日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金請求書

29 平成30年12月03日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金請求書

30 平成30年12月07日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金交付申請

31 平成30年12月12日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金交付申請

32 平成30年12月14日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金請求書

33 平成30年12月14日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金請求書

34 平成31年01月17日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金交付申請

35 平成31年01月18日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金請求書

36 平成31年02月15日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金交付申請

37 平成31年02月27日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金請求書

38 平成31年03月08日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金交付申請

39 平成31年03月08日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金交付申請

40 平成31年03月08日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金交付申請



索引目次

第２種K20平成30年度
補助金（鉛製給水管布設替え工事費補
助金）

上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

41 平成31年03月13日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金請求書

42 平成31年03月20日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金請求書

43 平成31年03月25日 収受
盛岡市鉛製給水管布設替え工事費補助金請求書



索引目次

第２種K20平成30年度
技術管理 上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年08月22日 起案
平成30年度第５回水道技術委員会への付議案件に係る資料の送付について
（伺い）



索引目次

第３種K20平成30年度
給水装置工事資金融資関係（契約及び
状況報告）

上下水道局/給排水課/審査係

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年度盛岡市給水装置工事資金融資制度の実施について（伺い）

2 平成30年04月01日 起案
平成30年度盛岡市給水装置工事資金融資に係る契約の締結について（供
覧）

3 平成30年04月06日 収受
給水装置工事資金融資状況報告について（供覧）

4 平成30年05月10日 収受
給水装置工事資金融資状況報告について（供覧）

5 平成30年06月11日 収受
給水装置工事資金融資状況報告について（供覧）

6 平成30年07月10日 収受
給水装置工事資金融資状況報告について（供覧）

7 平成30年08月10日 収受
給水装置工事資金融資状況報告について（供覧）

8 平成30年09月10日 収受
給水装置工事資金融資状況報告について（供覧）

9 平成30年10月10日 収受
給水装置工事資金融資状況報告について（供覧）

10 平成30年11月12日 収受
給水装置工事資金融資状況報告について（供覧）

11 平成30年12月10日 収受
給水装置工事資金融資状況報告について（供覧）

12 平成31年01月10日 収受
給水装置工事資金融資状況報告について（供覧）

13 平成31年02月12日 収受
給水装置工事資金融資状況報告について（供覧）

14 平成31年03月08日 収受
給水装置工事資金融資状況報告について（供覧）



索引目次

第３種K20平成30年度
水栓番号付番関係 上下水道局/給排水課/審査係

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24日 起案
給水装置への水栓番号付番について

2 平成31年01月23日 起案
給水装置への水栓番号付番について



索引目次

第３種K20平成30年度
工事協議関係（直結給水事前協議申
請）

上下水道局/給排水課/審査係

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 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

2 平成30年04月04日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

3 平成30年04月04日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

4 平成30年04月05日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

5 平成30年04月05日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

6 平成30年04月05日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

7 平成30年04月06日 起案
直結給水事前協議に係る回答について（伺い）

8 平成30年04月06日 起案
直結給水事前協議に係る回答について（伺い）

9 平成30年04月09日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

10 平成30年04月09日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

11 平成30年04月09日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

12 平成30年04月09日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

13 平成30年04月11日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

14 平成30年04月11日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

15 平成30年04月12日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

16 平成30年04月17日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

17 平成30年04月19日 起案
直結給水事前協議に係る回答について（伺い）

18 平成30年05月01日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

19 平成30年05月08日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

20 平成30年05月15日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）



索引目次

第３種K20平成30年度
工事協議関係（直結給水事前協議申
請）

上下水道局/給排水課/審査係

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05月17日 起案
直結給水事前協議に係る回答について（伺い）

22 平成30年05月22日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

23 平成30年05月25日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

24 平成30年05月25日 起案
直結給水事前協議に係る回答について（伺い）

25 平成30年05月31日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

26 平成30年06月05日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

27 平成30年06月06日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

28 平成30年06月12日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

29 平成30年06月12日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

30 平成30年06月20日 起案
直結給水事前協議に係る回答について（伺い）

31 平成30年06月27日 起案
直結給水事前協議に係る回答について（伺い）

32 平成30年07月09日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

33 平成30年07月11日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

34 平成30年07月11日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

35 平成30年07月11日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

36 平成30年07月12日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

37 平成30年07月17日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

38 平成30年07月17日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

39 平成30年07月19日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

40 平成30年07月20日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）



索引目次

第３種K20平成30年度
工事協議関係（直結給水事前協議申
請）

上下水道局/給排水課/審査係

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30日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

42 平成30年07月30日 起案
直結給水事前協議に係る回答について（伺い）

43 平成30年07月30日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

44 平成30年08月01日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

45 平成30年08月02日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

46 平成30年08月06日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

47 平成30年08月07日 起案
直結給水事前協議に係る回答について（伺い）

48 平成30年08月08日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

49 平成30年08月09日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

50 平成30年08月21日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

51 平成30年08月22日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

52 平成30年08月27日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

53 平成30年08月28日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

54 平成30年08月30日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

55 平成30年09月03日 起案
直結給水事前協議に係る回答について（伺い）

56 平成30年09月06日 起案
直結給水事前協議に係る回答について（伺い）

57 平成30年09月06日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

58 平成30年09月06日 起案
直結給水事前協議に係る回答について（伺い）

59 平成30年09月07日 起案
直結給水事前協議に係る回答について（伺い）

60 平成30年09月21日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）



索引目次

第３種K20平成30年度
工事協議関係（直結給水事前協議申
請）

上下水道局/給排水課/審査係

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09月21日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

62 平成30年09月26日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

63 平成30年10月03日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

64 平成30年10月03日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

65 平成30年10月04日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

66 平成30年10月09日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

67 平成30年10月09日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

68 平成30年10月10日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

69 平成30年10月12日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

70 平成30年10月15日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

71 平成30年10月15日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

72 平成30年10月15日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

73 平成30年10月19日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

74 平成30年10月22日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

75 平成30年10月24日 起案
直結給水事前協議に係る回答について（伺い）

76 平成30年10月29日 起案
直結給水事前協議に係る回答について（伺い）

77 平成30年10月29日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

78 平成30年10月29日 起案
直結給水事前協議に係る回答について（伺い）

79 平成30年10月29日 起案
直結給水事前協議に係る回答について（伺い）

80 平成30年11月02日 起案
直結給水事前協議に係る回答について（伺い）



索引目次

第３種K20平成30年度
工事協議関係（直結給水事前協議申
請）

上下水道局/給排水課/審査係

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11月09日 起案
直結給水事前協議に係る回答について（伺い）

82 平成30年11月12日 起案
直結給水事前協議に係る回答について（伺い）

83 平成30年12月07日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

84 平成30年12月14日 起案
直結給水事前協議に係る回答について（伺い）

85 平成30年12月17日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

86 平成30年12月19日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

87 平成30年12月25日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）

88 平成31年01月17日 起案
直結給水事前協議に係る回答について（伺い）

89 平成31年02月19日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（伺い）

90 平成31年02月26日 起案
中高層建物直結給水事前協議用有効水頭分布図の作成について（供覧）

91 平成31年02月28日 起案
直結給水に係る配水管の動水圧照会について（供覧）



索引目次

第３種K20平成30年度
指定給水装置工事事業者関係（工事事
業者通知）

上下水道局/給排水課/審査係

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31日 起案
盛岡市給水装置工事施行要領の改正に係る給水装置工事事業者への周知
について（伺い）

2 平成30年09月19日 起案
冬期間の道路掘削規制に係る給水装置工事及び排水設備等工事の申請期
限について（伺い）

3 平成31年03月04日 起案
年度切替期における給水装置工事及び排水設備工事の申込等に係る指定
工事事業者等への通知について（伺い）



索引目次

第２種K20平成30年度
技術管理 上下水道局/給排水課/審査係

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11日 起案
給水装置工事材料（給水用高密度ポリエチレン管(PWA005)用継手）の承認に
ついて（伺い）

2 平成30年04月12日 起案
給水装置工事材料（異種管継手(S50－AW50)）の承認について（伺い）

3 平成30年04月12日 起案
給水装置工事材料（耐震型割Ｔ字管）の承認について（伺い）

4 平成30年04月12日 起案
給水装置工事材料（ポリエチレン管ワンタッチ継手）の承認について（伺い）

5 平成30年04月17日 起案
給水装置工事材料（給水用高密度ポリエチレン管(PWA005)用継手）の承認に
ついて（伺い）

6 平成30年04月25日 起案
給水装置工事材料（耐震型割Ｔ字管）の承認について（伺い）

7 平成30年04月26日 起案
給水装置工事材料（給水用高密度ポリエチレン管(PWA005））の承認につい
て（伺い）

8 平成30年04月27日 起案
平成30年度　給水装置工事施行要領の改正について

9 平成30年06月27日 起案
給水装置工事材料（異種管継手(DIP75－AW50)）の承認について（伺い）

10 平成30年08月21日 起案
平成30年度第５回水道技術委員会への付議案件に係る資料の送付について
（伺い）

11 平成30年11月21日 起案
配水管（耐震管）からの給水管等の分岐配管に係る専門部会の開催について
（伺い)

12 平成30年11月30日 起案
配水管（耐震管）からの給水管等の分岐配管に係る専門部会の開催について
（供覧)

13 平成30年12月03日 起案
配水管（耐震管）からの給水管等の分岐配管の検討に係る平成30年度第１回
階専門部会の開催について（伺い)

14 平成31年01月24日 起案
平成30年度第10回水道技術委員会への付議案件に係る資料の送付につい
て（伺い）

15 平成31年02月06日 起案
配水管（耐震管）からの給水管等の分岐配管の検討に係る平成30年度第１回
専門部会の議事録について（伺い)

16 平成31年02月18日 起案
平成30年度第12回水道技術委員会への付議案件に係る資料の送付につい
て（伺い）

17 平成31年02月18日 起案
平成30年度第12回水道技術委員会への付議案件に係る資料の送付につい
て（伺い）



索引目次

第２種K20平成30年度
補助金（私設配水管等設置費補助金） 上下水道局/給排水課/審査係

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年度私設配水管等設置費補助基準工事費積算基準及び単価の改正
について（伺い）

2 平成30年04月01日 起案
平成30年度私設配水管等設置費補助金に係る完了確認者の選任について
（伺い）



索引目次

第２種K21平成30年度
占用許可関係（国県道占用（審査）） 上下水道局/給排水課/審査係

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
県道占用（１－１）許可申請について（伺い）

2 平成30年04月06日 起案
県道占用（１－２）許可申請について（伺い）

3 平成30年04月06日 起案
県道占用物件の撤去等作業（１－３）承認申請について（伺い）

4 平成30年04月25日 起案
国道占用（１－４）許可申請について（伺い）

5 平成30年04月26日 起案
県道占用（１－１）に係る道路工事着手届の提出について（伺い）

6 平成30年05月16日 起案
国道占用（１－４）に係る道路工事着手届の提出について（伺い）

7 平成30年05月25日 起案
県道占用（１－２）に係る道路工事着手届の提出について（伺い）

8 平成30年05月25日 起案
県道占用物件の撤去等作業（１－３）に係る道路作業着手届の提出について
（伺い）

9 平成30年06月19日 起案
国道占用（１－５）許可申請について（伺い）

10 平成30年06月19日 起案
国道占用（１－６）許可申請について（伺い）

11 平成30年06月25日 起案
県管理国道占用（１－７）許可申請について（伺い）

12 平成30年07月10日 起案
県管理国道占用（１－７）に係る道路工事着手届の提出について（伺い）

13 平成30年07月12日 起案
県管理国道占用（１－８）許可申請について（伺い）

14 平成30年07月12日 起案
県管理国道占用（１－９）許可申請について（伺い）

15 平成30年07月20日 起案
県道占用（１－10）許可申請について（伺い）

16 平成30年07月31日 起案
県管理国道占用（１－８）に係る道路工事着手届の提出について（伺い）

17 平成30年08月01日 起案
国道占用（１－11）許可申請について（伺い）

18 平成30年08月02日 起案
国道占用（１－５）に係る道路工事着手届の提出について（伺い）

19 平成30年08月02日 起案
国道占用（１－６）に係る道路工事着手届の提出について（伺い）

20 平成30年08月06日 起案
県道占用物件の撤去に伴う道路作業（１－12）申請について（伺い）



索引目次

第２種K21平成30年度
占用許可関係（国県道占用（審査）） 上下水道局/給排水課/審査係

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08月21日 起案
県道占用（１－13）許可申請について（伺い）

22 平成30年08月21日 起案
県道占用（１－10）に係る道路工事着手届の提出について（伺い）

23 平成30年08月24日 起案
県道占用（１－14）許可申請について（伺い）

24 平成30年08月27日 起案
県管理国道占用（１－15）許可申請について（伺い）

25 平成30年09月11日 起案
国道占用（１－11）に係る道路工事着手届の提出について（伺い）

26 平成30年09月13日 起案
県道占用物件の撤去に伴う道路作業（１－12）着手届の提出について（伺い）

27 平成30年09月14日 起案
県管理国道占用（１－９）に係る道路工事着手届の提出について（伺い）

28 平成30年09月21日 起案
県道占用（１－14）に係る道路工事着手届の提出について（伺い）

29 平成30年09月28日 起案
国道占用（１－16）許可申請について（伺い）

30 平成30年10月03日 起案
県道占用（１－13）に係る道路工事着手届の提出について（伺い）

31 平成30年10月04日 起案
県管理国道占用（１－15）に係る道路工事着手届の提出について（伺い）

32 平成30年10月17日 起案
県管理国道占用（１－15）変更許可申請について（伺い）

33 平成30年10月24日 起案
県道占用（１－17）許可申請について（伺い）

34 平成30年11月07日 起案
国道占用（１－16）に係る道路工事着手届の提出について（伺い）

35 平成30年11月09日 起案
県道占用物件の撤去に伴う道路作業（１－18）申請について（伺い）

36 平成30年11月15日 起案
県道占用物件の撤去に伴う道路作業（１－19）申請について（伺い）

37 平成30年11月26日 起案
県道占用（１－17）に係る道路工事着手届の提出について（伺い）

38 平成30年12月07日 起案
県道占用物件の撤去に伴う道路作業（１－18）着手届の提出について（伺い）

39 平成30年12月07日 起案
県道占用物件の撤去に伴う道路作業（１－19）着手届の提出について（伺い）

40 平成30年12月21日 起案
県道占用（１－20）許可申請について（伺い）



索引目次

第２種K21平成30年度
占用許可関係（国県道占用（審査）） 上下水道局/給排水課/審査係

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31年01月10日 起案
県道占用（１－20）に係る道路工事着手届の提出について（伺い）

42 平成31年01月21日 起案
県道占用物件の撤去に伴う道路作業（１－21）申請書の提出について（伺い）

43 平成31年03月04日 起案
県道占用物件の撤去に伴う道路作業（１－22）申請について（伺い）

44 平成31年03月18日 起案
県道占用物件の舗装補修に伴う道路作業（１－23）申請について（伺い）

45 平成31年03月18日 起案
県道占用物件の撤去に伴う道路作業（１－21）着手届の提出について（伺い）

46 平成31年03月20日 起案
県道占用（１－24）許可申請について（伺い）

47 平成31年03月20日 起案
県道占用物件の撤去に伴う道路作業（１－25）申請について（伺い）

48 平成31年03月20日 起案
県道占用物件の撤去に伴う道路作業（１－26）申請について（伺い）

49 平成31年03月26日 起案
県道占用物件の撤去に伴う道路作業（１－22）着手届の提出について（伺い）



索引目次

第２種K21平成30年度
占用許可関係（水路（審査）） 上下水道局/給排水課/審査係

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22日 起案
公共下水道施設等占用（２－１）協議について（伺い）

2 平成30年06月19日 起案
公共下水道施設等占用（２－２）協議について（伺い）

3 平成30年06月19日 起案
公共下水道施設等占用（２－３）協議について（伺い）

4 平成30年07月05日 起案
水路占用（２－４）許可申請について（伺い）

5 平成30年07月06日 起案
土地改良区財産（鹿妻穴堰）に係る管理施設使用等申請（２－５）について
（伺い）

6 平成30年07月24日 起案
水路占用（２－６）許可申請について（伺い）

7 平成30年08月03日 起案
国有土地改良財産（鹿妻本堰排水路）に係る他目的使用等契約について（伺
い）

8 平成30年09月12日 起案
水路占用（２－７）許可申請について（伺い）

9 平成30年09月27日 起案
水路占用（２－８）許可申請について（伺い）

10 平成30年10月22日 起案
公共下水道施設等占用（２－９）協議について（伺い）

11 平成30年11月06日 起案
国有土地改良財産(鹿妻本堰排水路)の他目的使用等契約に係る工事着手届
の提出ついて(伺い)

12 平成31年03月07日 起案
水路占用（２－10）許可申請について（伺い）



索引目次

第１種K21平成30年度
占用許可関係（引き継ぎ） 上下水道局/給排水課/審査係

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11日 起案
給水装置設置に伴う各種占用関係書類の引継ぎについて（伺い）

2 平成30年05月18日 起案
給水装置設置に伴う各種占用関係書類の引継ぎについて（伺い）



索引目次

第２種K21平成30年度
占用許可関係（滝沢市道占用（審査）） 上下水道局/給排水課/審査係

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25日 起案
滝沢市道占用許可申請について（伺い）

2 平成30年05月17日 起案
滝沢市道占用に係る道路工事着手届の提出について（伺い）

3 平成30年07月31日 起案
道路法32条工事完成届について（伺い）



索引目次

第２種K21平成30年度
占用許可関係（水路占用（検査）） 上下水道局/給排水課/検査係

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12日 起案
盛岡市水路工作物新築等工事完了届について（伺い）

2 平成30年04月24日 起案
盛岡市下水道排水施設等占用物件完了届について（伺い）

3 平成30年07月03日 起案
盛岡市下水道排水施設等占用物件完了届について（伺い）

4 平成30年10月09日 起案
盛岡市下水道排水施設等占用物件完了届について（伺い）

5 平成30年10月09日 起案
盛岡市下水道排水施設等占用物件完了届について（伺い）

6 平成30年11月12日 起案
盛岡市水路工作物新築等工事完了届について（伺い）

7 平成30年11月12日 起案
盛岡市水路工作物新築等工事完了届について（伺い）

8 平成30年12月04日 起案
盛岡市水路工作物新築等工事完了届について（伺い）

9 平成30年12月04日 起案
土地改良財産（鹿妻穴堰）に係る工事完了届について（伺い）

10 平成30年12月11日 起案
盛岡市水路工作物新築等工事完了届について（伺い）

11 平成30年12月26日 起案
盛岡市下水道排水施設等占用物件完了届について（伺い）



索引目次

第２種K21平成30年度
占用許可関係（国県道占用（検査）） 上下水道局/給排水課/検査係

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09日 起案
道路法第32条工事完成届について（伺い）

2 平成30年04月09日 起案
道路法第32条工事完成届について（伺い）

3 平成30年04月09日 起案
道路法第32条工事完成届について（伺い）

4 平成30年05月31日 起案
道路法第32条工事完成届について（伺い）

5 平成30年06月20日 起案
道路法第32条工事完成届について（伺い）

6 平成30年07月12日 起案
道路法第32条工事完成届について（伺い）

7 平成30年07月12日 起案
県道占用物件の撤去等作業に係る作業完了届の提出について（伺い）

8 平成30年08月29日 起案
道路法第32条工事完成届について（伺い）

9 平成30年08月29日 起案
道路法第32条工事完成届について（伺い）

10 平成30年10月04日 起案
道路法第32条工事完成届について（伺い）

11 平成30年10月04日 起案
道路法第32条工事完成届について（伺い）

12 平成30年10月15日 起案
道路法第32条工事完成届について（伺い）

13 平成30年11月05日 起案
県道占用物件の撤去等作業に係る作業完了届の提出について（伺い）

14 平成30年11月05日 起案
道路法第32条工事完成届について（伺い）

15 平成30年11月05日 起案
道路法第32条工事完成届について（伺い）

16 平成30年12月25日 起案
道路法第32条工事完成届について（伺い）

17 平成30年12月25日 起案
道路法第32条工事完成届について（伺い）

18 平成30年12月25日 起案
道路法第32条工事完成届について（伺い）

19 平成30年12月25日 起案
道路法第32条工事完成届について（伺い）

20 平成30年12月25日 起案
県道占用物件の撤去等作業に係る作業完了届の提出について（伺い）



索引目次

第２種K21平成30年度
占用許可関係（国県道占用（検査）） 上下水道局/給排水課/検査係

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12月25日 起案
県道占用物件の撤去等作業に係る作業完了届の提出について（伺い）

22 平成30年12月25日 起案
道路法第32条工事完成届について（伺い）



索引目次

第２種K21平成30年度
占用許可関係（市道占用（排水）） 上下水道局/給排水課/排水設備係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年04月02日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－１）申請について（伺い）

2 平成30年04月05日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－２）申請について（伺い）

3 平成30年04月05日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－３）申請について（伺い）

4 平成30年04月09日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－４）申請について（伺い）

5 平成30年04月09日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－５）申請について（伺い）

6 平成30年04月12日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－６）申請について（伺い）

7 平成30年04月12日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－７）申請について（伺い）

8 平成30年04月17日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－８）申請について（伺い）

9 平成30年04月20日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－９）申請について（伺い）

10 平成30年04月20日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－10）申請について（伺い）

11 平成30年04月24日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－11）申請について（伺い）

12 平成30年04月24日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－12）申請について（伺い）

13 平成30年04月25日 起案
道路占用許可（11－１）の変更申請について（伺い）

14 平成30年04月25日 起案
道路占用許可（11－４）の変更申請について（伺い）

15 平成30年04月25日 起案
道路占用許可（11－５）の変更申請について（伺い）

16 平成30年04月27日 起案
道路占用許可（11－３）に係る工事着手届の提出について（伺い）

17 平成30年05月02日 起案
道路占用許可（11－６）に係る工事着手届の提出について（伺い）

18 平成30年05月07日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－13）申請について（伺い）

19 平成30年05月07日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－14）申請について（伺い）

20 平成30年05月08日 起案
道路占用許可（11－11）に係る工事着手届の提出について（伺い）



索引目次

第２種K21平成30年度
占用許可関係（市道占用（排水）） 上下水道局/給排水課/排水設備係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

21 平成30年05月08日 起案
道路占用許可（11－12）に係る工事着手届の提出について（伺い）

22 平成30年05月08日 起案
道路占用許可（11－７）に係る工事着手届の提出について（伺い）

23 平成30年05月09日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－15）申請について（伺い）

24 平成30年05月09日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－16）申請について（伺い）

25 平成30年05月16日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－17）申請について（伺い）

26 平成30年05月18日 起案
道路占用許可（11－10）に係る工事着手届の提出について（伺い）

27 平成30年05月18日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－18）申請について（伺い）

28 平成30年05月21日 起案
道路占用許可（11－13）に係る工事着手届の提出について（伺い）

29 平成30年05月22日 起案
道路占用許可（11－８）に係る工事着手届の提出について（伺い）

30 平成30年05月24日 起案
道路占用許可（11－７）に係る工事完成届の提出について（伺い）

31 平成30年05月24日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－19）申請について（伺い）

32 平成30年05月25日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－20）申請について（伺い）

33 平成30年05月30日 起案
道路占用許可（11－13）に係る工事完成届の提出について（伺い）

34 平成30年05月31日 起案
道路占用許可（11－９）に係る工事着手届の提出について（伺い）

35 平成30年05月31日 起案
道路占用許可（11－６）に係る工事完成届の提出について（伺い）

36 平成30年05月31日 起案
道路占用許可（11－11）に係る工事完成届の提出について（伺い）

37 平成30年06月01日 起案
道路占用許可（11－12）に係る工事完成届の提出について（伺い）

38 平成30年06月01日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－21）申請について（伺い）

39 平成30年06月01日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－22）申請について（伺い）

40 平成30年06月04日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－23）申請について（伺い）



索引目次

第２種K21平成30年度
占用許可関係（市道占用（排水）） 上下水道局/給排水課/排水設備係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

41 平成30年06月04日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－24）申請について（伺い）

42 平成30年06月04日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－25）申請について（伺い）

43 平成30年06月04日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－26）申請について（伺い）

44 平成30年06月04日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－27）申請について（伺い）

45 平成30年06月04日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－28）申請について（伺い）

46 平成30年06月08日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－29）申請について（伺い）

47 平成30年06月11日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－30）申請について（伺い）

48 平成30年06月11日 起案
道路占用許可（11－17）に係る工事着手届の提出について（伺い）

49 平成30年06月11日 起案
道路占用許可（11－１）の第2回変更申請について（伺い）

50 平成30年06月13日 起案
道路占用許可（11－３）に係る工事完成届の提出について（伺い）

51 平成30年06月13日 起案
道路占用許可（11－15）に係る工事着手届の提出について（伺い）

52 平成30年06月13日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－31）申請について（伺い）

53 平成30年06月13日 起案
道路占用許可（11－22）に係る工事着手届の提出について（伺い）

54 平成30年06月14日 起案
道路占用許可（11－４）の第2回変更申請について（伺い）

55 平成30年06月14日 起案
道路占用許可（11－23）に係る工事着手届の提出について（伺い）

56 平成30年06月14日 起案
道路占用許可（11－24）に係る工事着手届の提出について（伺い）

57 平成30年06月14日 起案
道路占用許可（11－25）に係る工事着手届の提出について（伺い）

58 平成30年06月14日 起案
道路占用許可（11－26）に係る工事着手届の提出について（伺い）

59 平成30年06月14日 起案
道路占用許可（11－27）に係る工事着手届の提出について（伺い）

60 平成30年06月14日 起案
道路占用許可（11－28）に係る工事着手届の提出について（伺い）



索引目次

第２種K21平成30年度
占用許可関係（市道占用（排水）） 上下水道局/給排水課/排水設備係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

61 平成30年06月14日 起案
道路占用許可（11－５）に係る工事着手届の提出について（伺い）

62 平成30年06月14日 起案
道路占用許可（11－10）に係る工事完成届の提出について（伺い）

63 平成30年06月15日 起案
道路占用許可（11－21）に係る工事着手届の提出について（伺い）

64 平成30年06月15日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－32）申請について（伺い）

65 平成30年06月18日 起案
道路占用許可（11－16）に係る工事着手届の提出について（伺い）

66 平成30年06月18日 起案
道路占用許可（11－19）に係る工事着手届の提出について（伺い）

67 平成30年06月19日 起案
道路占用許可（11－２）の変更申請について（伺い）

68 平成30年06月19日 起案
道路占用許可（11－14）の変更申請について（伺い）

69 平成30年06月21日 起案
道路占用許可（11－20）に係る工事着手届の提出について（伺い）

70 平成30年06月21日 起案
道路占用許可（11－９）に係る工事完成届の提出について（伺い）

71 平成30年06月27日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－33）申請について（伺い）

72 平成30年06月28日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－34）申請について（伺い）

73 平成30年06月28日 起案
道路占用許可（11－１）に係る工事着手届の提出について（伺い）

74 平成30年06月28日 起案
道路占用許可（11－４）に係る工事着手届の提出について（伺い）

75 平成30年06月29日 起案
道路占用許可（11－18）に係る工事着手届の提出について（伺い）

76 平成30年07月02日 起案
道路占用許可（11－14）に係る工事着手届の提出について（伺い）

77 平成30年07月02日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－35）申請について（伺い）

78 平成30年07月03日 起案
道路占用許可（11－８）に係る工事完成届の提出について（伺い）

79 平成30年07月04日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－36）申請について（伺い）

80 平成30年07月04日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－37）申請について（伺い）



索引目次

第２種K21平成30年度
占用許可関係（市道占用（排水）） 上下水道局/給排水課/排水設備係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

81 平成30年07月04日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－38）申請について（伺い）

82 平成30年07月05日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－39）申請について（伺い）

83 平成30年07月05日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－40）申請について（伺い）

84 平成30年07月05日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－41）申請について（伺い）

85 平成30年07月06日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－42）申請について（伺い）

86 平成30年07月06日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－43）申請について（伺い）

87 平成30年07月06日 起案
道路占用許可（11－１）に係る工事完成届の提出について（伺い）

88 平成30年07月06日 起案
道路占用許可（11－４）に係る工事完成届の提出について（伺い）

89 平成30年07月06日 起案
道路占用許可（11－５）に係る工事完成届の提出について（伺い）

90 平成30年07月06日 起案
道路占用許可（11－23）に係る工事完成届の提出について（伺い）

91 平成30年07月06日 起案
道路占用許可（11－24）に係る工事完成届の提出について（伺い）

92 平成30年07月06日 起案
道路占用許可（11－25）に係る工事完成届の提出について（伺い）

93 平成30年07月06日 起案
道路占用許可（11－26）に係る工事完成届の提出について（伺い）

94 平成30年07月06日 起案
道路占用許可（11－27）に係る工事完成届の提出について（伺い）

95 平成30年07月06日 起案
道路占用許可（11－28）に係る工事完成届の提出について（伺い）

96 平成30年07月06日 起案
道路占用許可（11－20）に係る工事完成届の提出について（伺い）

97 平成30年07月10日 起案
道路占用許可（11－２）に係る工事着手届の提出について（伺い）

98 平成30年07月12日 起案
道路占用許可（11－33）に係る工事着手届の提出について（伺い）

99 平成30年07月12日 起案
道路占用許可（11－29）に係る工事着手届の提出について（伺い）

100 平成30年07月13日 起案
道路占用許可（11－19）に係る工事完成届の提出について（伺い）
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101 平成30年07月13日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－44）申請について（伺い）

102 平成30年07月18日 起案
道路占用許可（11－32）に係る工事着手届の提出について（伺い）

103 平成30年07月18日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－45）申請について（伺い）

104 平成30年07月19日 起案
道路占用許可（11－16）に係る工事完成届の提出について（伺い）

105 平成30年07月23日 起案
道路占用許可（11－33）に係る工事完成届の提出について（伺い）

106 平成30年07月23日 起案
道路占用許可（11－39）に係る工事着手届の提出について（伺い）

107 平成30年07月25日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－46）申請について（伺い）

108 平成30年07月25日 起案
道路占用許可（11－15）に係る工事完成届の提出について（伺い）

109 平成30年07月26日 起案
道路占用許可（11－35）に係る工事着手届の提出について（伺い）

110 平成30年07月27日 起案
道路占用許可（11－31）に係る工事着手届の提出について（伺い）

111 平成30年07月27日 起案
道路占用許可（11－37）に係る工事着手届の提出について（伺い）

112 平成30年07月27日 起案
道路占用許可（11－38）に係る工事着手届の提出について（伺い）

113 平成30年07月27日 起案
道路占用許可（11－45）に係る工事着手届の提出について（伺い）

114 平成30年07月27日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－47）申請について（伺い）

115 平成30年07月27日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－48）申請について（伺い）

116 平成30年07月27日 起案
道路占用許可（11－17）に係る工事完成届の提出について（伺い）

117 平成30年07月30日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－49）申請について（伺い）

118 平成30年07月31日 起案
道路占用許可（11－14）に係る工事完成届の提出について（伺い）

119 平成30年08月02日 起案
道路占用許可（11－42）に係る工事着手届の提出について（伺い）

120 平成30年08月02日 起案
道路占用許可（11－41）に係る工事着手届の提出について（伺い）
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121 平成30年08月03日 起案
道路占用許可（11－2）に係る工事完成届の提出について（伺い）

122 平成30年08月03日 起案
道路占用許可（11－18）に係る工事完成届の提出について（伺い）

123 平成30年08月03日 起案
道路占用許可（11－22）に係る工事完成届の提出について（伺い）

124 平成30年08月03日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－50）申請について（伺い）

125 平成30年08月06日 起案
道路占用許可（11－44）に係る工事着手届の提出について（伺い）

126 平成30年08月08日 起案
道路占用許可（11－47）に係る工事着手届の提出について（伺い）

127 平成30年08月09日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－51）申請について（伺い）

128 平成30年08月09日 起案
道路占用許可（11－32）に係る工事完成届の提出について（伺い）

129 平成30年08月09日 起案
道路占用許可（11－29）に係る工事完成届の提出について（伺い）

130 平成30年08月15日 起案
道路占用許可（11－35）に係る工事完成届の提出について（伺い）

131 平成30年08月15日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－52）申請について（伺い）

132 平成30年08月15日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－53）申請について（伺い）

133 平成30年08月17日 起案
道路占用許可（11－34）に係る工事着手届の提出について（伺い）

134 平成30年08月17日 起案
道路占用許可（11－36）に係る工事着手届の提出について（伺い）

135 平成30年08月17日 起案
道路占用許可（11－40）に係る工事着手届の提出について（伺い）

136 平成30年08月20日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－54）申請について（伺い）

137 平成30年08月20日 起案
道路占用許可（11－30）に係る工事着手届の提出について（伺い）

138 平成30年08月21日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－55）申請について（伺い）

139 平成30年08月21日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－56）申請について（伺い）

140 平成30年08月24日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－57）申請について（伺い）
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141 平成30年08月29日 起案
道路占用許可（11－56）に係る工事着手届の提出について（伺い）

142 平成30年08月29日 起案
道路占用許可（11－31）に係る工事完成届の提出について（伺い）

143 平成30年08月29日 起案
道路占用許可（11－21）に係る工事完成届の提出について（伺い）

144 平成30年08月29日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－58）申請について（伺い）

145 平成30年08月29日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－59）申請について（伺い）

146 平成30年08月29日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－60）申請について（伺い）

147 平成30年08月31日 起案
道路占用許可（11－30）に係る工事完成届の提出について（伺い）

148 平成30年08月31日 起案
道路占用許可（11－41）に係る工事完成届の提出について（伺い）

149 平成30年08月31日 起案
道路占用許可（11－34）に係る工事完成届の提出について（伺い）

150 平成30年08月31日 起案
道路占用許可（11－43）に係る工事着手届の提出について（伺い）

151 平成30年08月31日 起案
道路占用許可（11－47）に係る工事完成届の提出について（伺い）

152 平成30年09月03日 起案
道路占用許可（11－53）に係る工事着手届の提出について（伺い）

153 平成30年09月04日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－61）申請について（伺い）

154 平成30年09月04日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－62）申請について（伺い）

155 平成30年09月04日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－63）申請について（伺い）

156 平成30年09月04日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－64）申請について（伺い）

157 平成30年09月04日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－65）申請について（伺い）

158 平成30年09月05日 起案
道路占用許可（11－40）に係る工事完成届の提出について（伺い）

159 平成30年09月05日 起案
道路占用許可（11－50）に係る工事着手届の提出について（伺い）

160 平成30年09月06日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－66）申請について（伺い）
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161 平成30年09月07日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－67）申請について（伺い）

162 平成30年09月10日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－68）申請について（伺い）

163 平成30年09月10日 起案
道路占用許可（11－52）に係る工事着手届の提出について（伺い）

164 平成30年09月11日 起案
道路占用許可（11－56）に係る工事完成届の提出について（伺い）

165 平成30年09月11日 起案
道路占用許可（11－54）に係る工事着手届の提出について（伺い）

166 平成30年09月11日 起案
道路占用許可（11－55）に係る工事着手届の提出について（伺い）

167 平成30年09月12日 起案
道路占用許可（11－46）に係る工事着手届の提出について（伺い）

168 平成30年09月14日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－69）申請について（伺い）

169 平成30年09月14日 起案
道路占用許可（11－39）に係る工事完成届の提出について（伺い）

170 平成30年09月19日 起案
道路占用許可（11－58）に係る工事着手届の提出について（伺い）

171 平成30年09月19日 起案
道路占用許可（11－62）に係る工事着手届の提出について（伺い）

172 平成30年09月19日 起案
道路占用許可（11－63）に係る工事着手届の提出について（伺い）

173 平成30年09月19日 起案
道路占用許可（11－64）に係る工事着手届の提出について（伺い）

174 平成30年09月19日 起案
道路占用許可（11－65）に係る工事着手届の提出について（伺い）

175 平成30年09月21日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－70）申請について（伺い）

176 平成30年09月26日 起案
道路占用許可（11－36）の変更申請について（伺い）

177 平成30年09月26日 起案
道路占用許可（11－37）に係る工事完成届の提出について（伺い）

178 平成30年09月26日 起案
道路占用許可（11－38）に係る工事完成届の提出について（伺い）

179 平成30年09月26日 起案
道路占用許可（11－43）に係る工事完成届の提出について（伺い）

180 平成30年09月27日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－71）申請について（伺い）
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181 平成30年09月27日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－72）申請について（伺い）

182 平成30年09月28日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－73）申請について（伺い）

183 平成30年09月28日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－74）申請について（伺い）

184 平成30年09月28日 起案
道路占用許可（11－48）に係る工事着手届の提出について（伺い）

185 平成30年09月28日 起案
道路占用許可（11－49）に係る工事着手届の提出について（伺い）

186 平成30年09月28日 起案
道路占用許可（11－51）に係る工事着手届の提出について（伺い）

187 平成30年09月28日 起案
道路占用許可（11－57）に係る工事着手届の提出について（伺い）

188 平成30年09月28日 起案
道路占用許可（11－59）に係る工事着手届の提出について（伺い）

189 平成30年09月28日 起案
道路占用許可（11－68）に係る工事着手届の提出について（伺い）

190 平成30年09月28日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－75）申請について（伺い）

191 平成30年09月28日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－76）申請について（伺い）

192 平成30年09月28日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－77）申請について（伺い）

193 平成30年09月28日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－78）申請について（伺い）

194 平成30年09月28日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－79）申請について（伺い）

195 平成30年10月01日 起案
道路占用許可（11－44）に係る工事完成届の提出について（伺い）

196 平成30年10月01日 起案
道路占用許可（11－55）に係る工事完成届の提出について（伺い）

197 平成30年10月01日 起案
道路占用許可（11－62）に係る工事完成届の提出について（伺い）

198 平成30年10月01日 起案
道路占用許可（11－63）に係る工事完成届の提出について（伺い）

199 平成30年10月01日 起案
道路占用許可（11－64）に係る工事完成届の提出について（伺い）

200 平成30年10月01日 起案
道路占用許可（11－65）に係る工事完成届の提出について（伺い）
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201 平成30年10月01日 起案
道路占用許可（11－54）に係る工事完成届の提出について（伺い）

202 平成30年10月01日 起案
道路占用許可（11－45）に係る工事完成届の提出について（伺い）

203 平成30年10月02日 起案
道路占用許可（11－46）に係る工事完成届の提出について（伺い）

204 平成30年10月02日 起案
道路占用許可（11－42）に係る工事完成届の提出について（伺い）

205 平成30年10月04日 起案
道路占用許可（11－69）に係る工事着手届の提出について（伺い）

206 平成30年10月09日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－80）申請について（伺い）

207 平成30年10月10日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－81）申請について（伺い）

208 平成30年10月10日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－82）申請について（伺い）

209 平成30年10月10日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－83）申請について（伺い）

210 平成30年10月10日 起案
道路占用許可（11－73）に係る工事着手届の提出について（伺い）

211 平成30年10月12日 起案
道路占用許可（11－74）に係る工事着手届の提出について（伺い）

212 平成30年10月12日 起案
道路占用許可（11－75）に係る工事着手届の提出について（伺い）

213 平成30年10月12日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－84）申請について（伺い）

214 平成30年10月16日 起案
道路占用許可（11－36）に係る工事着手届の提出について（伺い）

215 平成30年10月16日 起案
道路占用許可（11－76）に係る工事着手届の提出について（伺い）

216 平成30年10月16日 起案
道路占用許可（11－77）に係る工事着手届の提出について（伺い）

217 平成30年10月17日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－85）申請について（伺い）

218 平成30年10月19日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－86）申請について（伺い）

219 平成30年10月19日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－87）申請について（伺い）

220 平成30年10月19日 起案
道路占用許可（11－71）に係る工事着手届の提出について（伺い）
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221 平成30年10月19日 起案
道路占用許可（11－78）に係る工事着手届の提出について（伺い）

222 平成30年10月22日 起案
道路占用許可（11－68）に係る工事完成届の提出について（伺い）

223 平成30年10月22日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－88）申請について（伺い）

224 平成30年10月23日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－89）申請について（伺い）

225 平成30年10月23日 起案
道路占用許可（11－57）に係る工事完成届の提出について（伺い）

226 平成30年10月23日 起案
道路占用許可（11－58）に係る工事完成届の提出について（伺い）

227 平成30年10月23日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－90）申請について（伺い）

228 平成30年10月24日 起案
道路占用許可（11－48）に係る工事完成届の提出について（伺い）

229 平成30年10月25日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－91）申請について（伺い）

230 平成30年10月25日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－92）申請について（伺い）

231 平成30年10月25日 起案
道路占用許可（11－74）に係る工事完成届の提出について（伺い）

232 平成30年10月25日 起案
道路占用許可（11－83）に係る工事着手届の提出について（伺い）

233 平成30年10月29日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－93）申請について（伺い）

234 平成30年10月29日 起案
道路占用許可（11－50）に係る工事完成届の提出について（伺い）

235 平成30年10月29日 起案
道路占用許可（11－67）に係る工事着手届の提出について（伺い）

236 平成30年10月29日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－94）申請について（伺い）

237 平成30年10月30日 起案
道路占用許可（11－36）に係る工事完成届の提出について（伺い）

238 平成30年10月30日 起案
道路占用許可（11－53）に係る工事完成届の提出について（伺い）

239 平成30年10月30日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－95）申請について（伺い）

240 平成30年10月30日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－96）申請について（伺い）



索引目次

第２種K21平成30年度
占用許可関係（市道占用（排水）） 上下水道局/給排水課/排水設備係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

241 平成30年10月30日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－97）申請について（伺い）

242 平成30年10月30日 起案
道路占用許可（11－52）に係る工事完成届の提出について（伺い）

243 平成30年10月30日 起案
道路占用許可（11－51）に係る工事完成届の提出について（伺い）

244 平成30年10月31日 起案
道路占用許可（11－81）に係る工事着手届の提出について（伺い）

245 平成30年10月31日 起案
道路占用許可（11－61）に係る工事着手届の提出について（伺い）

246 平成30年10月31日 起案
道路占用許可（11－66）に係る工事着手届の提出について（伺い）

247 平成30年11月01日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－98）申請について（伺い）

248 平成30年11月02日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－99）申請について（伺い）

249 平成30年11月02日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－100）申請について（伺い）

250 平成30年11月02日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－101）申請について（伺い）

251 平成30年11月02日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－102）申請について（伺い）

252 平成30年11月02日 起案
道路占用許可（11－59）に係る工事完成届の提出について（伺い）

253 平成30年11月02日 起案
道路占用許可（11－75）に係る工事完成届の提出について（伺い）

254 平成30年11月02日 起案
道路占用許可（11－49）に係る工事完成届の提出について（伺い）

255 平成30年11月05日 起案
道路占用許可（11－84）に係る工事着手届の提出について（伺い）

256 平成30年11月05日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－103）申請について（伺い）

257 平成30年11月05日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－104）申請について（伺い）

258 平成30年11月05日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－105）申請について（伺い）

259 平成30年11月05日 起案
道路占用許可（11－60）に係る工事着手届の提出について（伺い）

260 平成30年11月05日 起案
道路占用許可（11－80）に係る工事着手届の提出について（伺い）
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261 平成30年11月06日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－107）申請について（伺い）

262 平成30年11月06日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－106）申請について（伺い）

263 平成30年11月07日 起案
道路占用許可（11－78）に係る工事完成届の提出について（伺い）

264 平成30年11月08日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－108）申請について（伺い）

265 平成30年11月08日 起案
道路占用許可（11－90）に係る工事着手届の提出について（伺い）

266 平成30年11月09日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－109）申請について（伺い）

267 平成30年11月09日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－110）申請について（伺い）

268 平成30年11月09日 起案
道路占用許可（11－72）に係る工事着手届の提出について（伺い）

269 平成30年11月09日 起案
道路占用許可（11－95）に係る工事着手届の提出について（伺い）

270 平成30年11月13日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－111）申請について（伺い）

271 平成30年11月13日 起案
道路占用許可（11－85）に係る工事着手届の提出について（伺い）

272 平成30年11月13日 起案
道路占用許可（11－79）に係る工事着手届の提出について（伺い）

273 平成30年11月13日 起案
道路占用許可（11－89）に係る工事着手届の提出について（伺い）

274 平成30年11月13日 起案
道路占用許可（11－91）に係る工事着手届の提出について（伺い）

275 平成30年11月14日 起案
道路占用許可（11－70）に係る工事着手届の提出について（伺い）

276 平成30年11月14日 起案
道路占用許可（11－71）に係る工事完成届の提出について（伺い）

277 平成30年11月15日 起案
道路占用許可（11－99）に係る工事着手届の提出について（伺い）

278 平成30年11月16日 起案
道路占用許可（11－92）に係る工事着手届の提出について（伺い）

279 平成30年11月16日 起案
道路占用許可（11－94）に係る工事着手届の提出について（伺い）

280 平成30年11月19日 起案
道路占用許可（11－60）に係る工事完成届の提出について（伺い）
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281 平成30年11月20日 起案
道路占用許可（11－88）に係る工事着手届の提出について（伺い）

282 平成30年11月22日 起案
道路占用許可（11－84）に係る工事完成届の提出について（伺い）

283 平成30年11月22日 起案
道路占用許可（11－102）に係る工事着手届の提出について（伺い）

284 平成30年11月26日 起案
道路占用許可（11－93）の変更申請について（伺い）

285 平成30年11月26日 起案
道路占用許可（11－73）に係る工事完成届の提出について（伺い）

286 平成30年11月26日 起案
道路占用許可（11－97）に係る工事着手届の提出について（伺い）

287 平成30年11月27日 起案
道路占用許可（11－96）に係る工事着手届の提出について（伺い）

288 平成30年11月27日 起案
道路占用許可（11－100）に係る工事着手届の提出について（伺い）

289 平成30年11月28日 起案
道路占用許可（11－104）に係る工事着手届の提出について（伺い）

290 平成30年11月29日 起案
道路占用許可（11－103）に係る工事着手届の提出について（伺い）

291 平成30年11月29日 起案
道路占用許可（11－72）に係る工事完成届の提出について（伺い）

292 平成30年11月29日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－112）申請について（伺い）

293 平成30年11月29日 起案
道路占用許可（11－86）に係る工事着手届の提出について（伺い）

294 平成30年11月29日 起案
道路占用許可（11－87）に係る工事着手届の提出について（伺い）

295 平成30年11月29日 起案
道路占用許可（11－67）に係る工事完成届の提出について（伺い）

296 平成30年11月30日 起案
道路占用許可（11－102）に係る工事完成届の提出について（伺い）

297 平成30年11月30日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－113）申請について（伺い）

298 平成30年12月03日 起案
道路占用許可（11－70）に係る工事完成届の提出について（伺い）

299 平成30年12月03日 起案
道路占用許可（11－61）に係る工事完成届の提出について（伺い）

300 平成30年12月03日 起案
道路占用許可（11－66）に係る工事完成届の提出について（伺い）



索引目次

第２種K21平成30年度
占用許可関係（市道占用（排水）） 上下水道局/給排水課/排水設備係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

301 平成30年12月03日 起案
道路占用許可（11－69）に係る工事完成届の提出について（伺い）

302 平成30年12月03日 起案
道路占用許可（11－77）に係る工事完成届の提出について（伺い）

303 平成30年12月03日 起案
道路占用許可（11－79）に係る工事完成届の提出について（伺い）

304 平成30年12月03日 起案
道路占用許可（11－98）に係る工事着手届の提出について（伺い）

305 平成30年12月04日 起案
道路占用許可（11－109）に係る工事着手届の提出について（伺い）

306 平成30年12月04日 起案
道路占用許可（11－101）に係る工事着手届の提出について（伺い）

307 平成30年12月06日 起案
道路占用許可（11－106）に係る工事着手届の提出について（伺い）

308 平成30年12月06日 起案
道路占用許可（11－107）に係る工事着手届の提出について（伺い）

309 平成30年12月07日 起案
道路占用許可（11－96）に係る工事完成届の提出について（伺い）

310 平成30年12月10日 起案
道路占用許可（11－110）に係る工事着手届の提出について（伺い）

311 平成30年12月10日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－114）申請について（伺い）

312 平成30年12月11日 起案
道路占用許可（11－105）に係る工事着手届の提出について（伺い）

313 平成30年12月11日 起案
道路占用許可（11－111）に係る工事着手届の提出について（伺い）

314 平成30年12月11日 起案
道路占用許可（11－108）に係る工事着手届の提出について（伺い）

315 平成30年12月14日 起案
道路占用許可（11－80）に係る工事完成届の提出について（伺い）

316 平成30年12月14日 起案
道路占用許可（11－83）に係る工事完成届の提出について（伺い）

317 平成30年12月14日 起案
道路占用許可（11－104）に係る工事完成届の提出について（伺い）

318 平成30年12月14日 起案
道路占用許可（11－92）に係る工事完成届の提出について（伺い）

319 平成30年12月17日 起案
道路占用許可（11－86）に係る工事完成届の提出について（伺い）

320 平成30年12月17日 起案
道路占用許可（11－87）に係る工事完成届の提出について（伺い）
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321 平成30年12月17日 起案
道路占用許可（11－100）に係る工事完成届の提出について（伺い）

322 平成30年12月19日 起案
道路占用許可（11－81）に係る工事完成届の提出について（伺い）

323 平成30年12月19日 起案
道路占用許可（11－76）に係る工事完成届の提出について（伺い）

324 平成30年12月20日 起案
道路占用許可（11－85）に係る工事完成届の提出について（伺い）

325 平成30年12月21日 起案
道路占用許可（11－95）に係る工事完成届の提出について（伺い）

326 平成30年12月21日 起案
道路占用許可（11－97）に係る工事完成届の提出について（伺い）

327 平成30年12月21日 起案
道路占用許可（11－99）に係る工事完成届の提出について（伺い）

328 平成30年12月21日 起案
道路占用許可（11－101）に係る工事完成届の提出について（伺い）

329 平成30年12月21日 起案
道路占用許可（11－106）に係る工事完成届の提出について（伺い）

330 平成30年12月21日 起案
道路占用許可（11－109）に係る工事完成届の提出について（伺い）

331 平成30年12月21日 起案
道路占用許可（11－110）に係る工事完成届の提出について（伺い）

332 平成30年12月21日 起案
道路占用許可（11－90）に係る工事完成届の提出について（伺い）

333 平成30年12月21日 起案
道路占用許可（11－103）に係る工事完成届の提出について（伺い）

334 平成30年12月21日 起案
道路占用許可（11－105）に係る工事完成届の提出について（伺い）

335 平成30年12月21日 起案
道路占用許可（11－94）に係る工事完成届の提出について（伺い）

336 平成30年12月21日 起案
道路占用許可（11－111）に係る工事完成届の提出について（伺い）

337 平成30年12月21日 起案
道路占用許可（11－108）に係る工事完成届の提出について（伺い）

338 平成30年12月21日 起案
道路占用許可（11－88）に係る工事完成届の提出について（伺い）

339 平成30年12月21日 起案
道路占用許可（11－98）に係る工事完成届の提出について（伺い）

340 平成30年12月21日 起案
道路占用許可（11－91）に係る工事完成届の提出について（伺い）
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341 平成30年12月25日 起案
道路占用許可（11－89）に係る工事完成届の提出について（伺い）

342 平成30年12月25日 起案
道路占用許可（11－107）に係る工事完成届の提出について（伺い）

343 平成31年01月18日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－115）申請について（伺い）

344 平成31年01月23日 起案
道路占用許可（11－82）に係る工事着手届の提出について（伺282）

345 平成31年01月23日 起案
道路占用許可（11－113）に係る工事着手届の提出について（伺い）

346 平成31年01月24日 起案
道路占用許可（11－93）に係る工事着手届の提出について（伺い）

347 平成31年01月31日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－116）申請について（伺い）

348 平成31年02月04日 起案
道路占用許可（11－113）に係る工事完成届の提出について（伺い）

349 平成31年02月04日 起案
道路占用許可（11－82）に係る工事完成届の提出について（伺い）

350 平成31年02月21日 起案
道路占用許可（11－93）に係る工事完成届の提出について（伺い）

351 平成31年02月21日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－117）申請について（伺い）

352 平成31年02月25日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－118）申請について（伺い）

353 平成31年02月25日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－119）申請について（伺い）

354 平成31年02月27日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－120）申請について（伺い）

355 平成31年02月28日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－121）申請について（伺い）

356 平成31年03月04日 起案
道路占用許可（11－114）に係る工事着手届の提出について（伺い）

357 平成31年03月08日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－122）申請について（伺い）

358 平成31年03月11日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－123）申請について（伺い）

359 平成31年03月13日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－124）申請について（伺い）

360 平成31年03月18日 起案
道路占用許可（11－119）に係る工事着手届の提出について（伺い）



索引目次

第２種K21平成30年度
占用許可関係（市道占用（排水）） 上下水道局/給排水課/排水設備係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

361 平成31年03月19日 起案
道路占用許可（11－114）に係る工事完成届の提出について（伺い）

362 平成31年03月22日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－125）申請について（伺い）

363 平成31年03月22日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－126）申請について（伺い）

364 平成31年03月25日 起案
道路占用許可（11－120）に係る工事着手届の提出について（伺い）

365 平成31年03月28日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－127）申請について（伺い）

366 平成31年03月28日 起案
下水道工事に伴う道路占用許可（11－128）申請について（伺い）

367 平成31年04月01日 起案
道路占用許可（11－112）に係る工事着手届の提出について（伺い）

368 平成31年04月03日 起案
道路占用許可（11－115）に係る工事着手届の提出について（伺い）

369 平成31年04月05日 起案
道路占用許可（11－116）に係る工事着手届の提出について（伺い）

370 平成31年04月05日 起案
道路占用許可（11－117）に係る工事着手届の提出について（伺い）

371 平成31年04月05日 起案
道路占用許可（11－120）に係る工事完成届の提出について（伺い）

372 平成31年04月15日 起案
道路占用許可（11－123）に係る工事着手届の提出について（伺い）

373 平成31年04月15日 起案
道路占用許可（11－112）に係る工事完成届の提出について（伺い）

374 平成31年04月17日 起案
道路占用許可（11－118）に係る工事着手届の提出について（伺い）

375 平成31年04月22日 起案
道路占用許可（11－126）に係る工事着手届の提出について（伺い）

376 平成31年04月22日 起案
道路占用許可（11－125）に係る工事着手届の提出について（伺い）

377 平成31年04月24日 起案
道路占用許可（11－124）に係る工事着手届の提出について（伺い）

378 平成31年05月07日 起案
道路占用許可（11－128）に係る工事着手届の提出について（伺い）

379 平成31年05月07日 起案
道路占用許可（11－115）に係る工事完成届の提出について（伺い）

380 平成31年05月07日 起案
道路占用許可（11－116）に係る工事完成届の提出について（伺い）



索引目次

第２種K21平成30年度
占用許可関係（市道占用（排水）） 上下水道局/給排水課/排水設備係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

381 平成31年05月08日 起案
道路占用許可（11－119）に係る工事完成届の提出について（伺い）

382 平成31年05月08日 起案
道路占用許可（11－127）に係る工事着手届の提出について（伺い）

383 平成31年05月10日 起案
道路占用許可（11－121）に係る工事着手届の提出について（伺い）

384 平成31年05月10日 起案
道路占用許可（11－117）に係る工事完成届の提出について（伺い）

385 平成31年05月20日 起案
道路占用許可（11－122）に係る工事着手届の提出について（伺い）

386 平成31年05月30日 起案
道路占用許可（11－124）に係る工事完成届の提出について（伺い）

387 平成31年05月30日 起案
道路占用許可（11－127）に係る工事完成届の提出について（伺い）

388 平成31年05月30日 起案
道路占用許可（11－122）に係る工事完成届の提出について（伺い）

389 平成31年05月30日 起案
道路占用許可（11－128）に係る工事完成届の提出について（伺い）

390 平成31年05月31日 起案
道路占用許可（11－121）に係る工事完成届の提出について（伺い）

391 平成31年05月31日 起案
道路占用許可（11－126）に係る工事完成届の提出について（伺い）

392 平成31年06月03日 起案
道路占用許可（11－118）に係る工事完成届の提出について（伺い）

393 平成31年06月03日 起案
道路占用許可（11－123）に係る工事完成届の提出について（伺い）

394 平成31年06月03日 起案
道路占用許可（11－125）に係る工事完成届の提出について（伺い）



索引目次

第２種K21平成30年度
占用許可関係（国県道等占用（排水）） 上下水道局/給排水課/排水設備係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年04月02日 起案
下水道取付管工事に伴う県道道路占用許可（13－１）申請について

2 平成30年05月24日 起案
県道占用許可（13－１）に係る工事着手届の提出について（伺い）

3 平成30年06月29日 起案
県道占用許可（13－１）に係る工事完成届の提出について（伺い）

4 平成30年07月23日 起案
下水道取付管工事に伴う県道道路占用許可（13－２）申請について

5 平成30年09月07日 起案
県道占用許可（13－２）に係る工事着手届の提出について（伺い）

6 平成30年10月24日 起案
県道占用許可（13－２）に係る工事完成届の提出について（伺い）



索引目次

第３種K21平成30年度
占用許可関係（作業申請） 上下水道局/給排水課/排水設備係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年04月16日 起案
取付管撤去に伴う，道路掘削作業申請（28ー１）について（伺い）

2 平成30年04月24日 起案
道路掘削作業許可（28ー１）に係る道路工事着手届の提出について（伺い）

3 平成30年05月29日 起案
道路掘削作業許可（28ー１）に係る道路工事完成届の提出について（伺い）

4 平成30年07月02日 起案
取付管撤去に伴う，道路掘削作業申請（28ー２）について（伺い）

5 平成30年07月19日 起案
道路掘削作業許可（28ー２）に係る道路工事着手届の提出について（伺い）

6 平成30年08月17日 起案
道路掘削作業許可（28ー２）に係る道路工事完成届の提出について（伺い）

7 平成30年10月10日 起案
取付管撤去に伴う，道路掘削作業申請（28ー３）について（伺い）

8 平成30年10月25日 起案
道路掘削作業許可（28ー３）に係る道路工事着手届の提出について（伺い）

9 平成30年12月04日 起案
道路掘削作業許可（28ー３）に係る道路工事完成届の提出について（伺い）

10 平成31年02月01日 起案
下水道取付管撤去工事に伴う県道道路作業申請（28-4）について（伺い）

11 平成31年03月26日 起案
工事着手届（28-4）の提出について（伺い）

12 平成31年05月10日 起案
工事完成届（28-4）の提出について（伺い）



索引目次

第２種K21平成30年度
占用許可関係（引継ぎ） 上下水道局/給排水課/排水設備係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年06月05日 起案
平成29年度下水道取付管工事に伴う，各種占用関係書類の引継ぎについて
（伺い)



索引目次

第３種K23平成30年度
給水施設移管関係 上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年04月13日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

2 平成30年04月13日 収受
私設水道施設寄付申出書

3 平成30年05月18日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

4 平成30年05月18日 収受
私設水道施設寄付申請書

5 平成30年05月23日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

6 平成30年05月23日 収受
私設水道施設寄付申出書

7 平成30年05月24日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

8 平成30年05月24日 収受
私設水道施設寄付申出書

9 平成30年06月08日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

10 平成30年06月08日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

11 平成30年06月08日 収受
私設水道施設寄付申出書

12 平成30年06月08日 収受
私設水道施設寄付申出書

13 平成30年06月14日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

14 平成30年06月14日 収受
私設水道施設寄付申出書

15 平成30年07月06日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

16 平成30年07月06日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

17 平成30年07月06日 収受
私設水道施設寄付申出書

18 平成30年07月06日 収受
私設水道施設寄付申出書

19 平成30年07月18日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

20 平成30年07月18日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）



索引目次

第３種K23平成30年度
給水施設移管関係 上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

21 平成30年07月18日 収受
私設水道施設寄付申出書

22 平成30年07月18日 収受
私設水道施設寄付申出書

23 平成30年08月27日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

24 平成30年08月27日 収受
私設水道施設寄付申出書

25 平成30年09月07日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

26 平成30年09月07日 収受
私設水道施設寄付申出書

27 平成30年10月02日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

28 平成30年10月02日 収受
私設水道施設寄付申出書

29 平成30年10月05日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

30 平成30年10月05日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

31 平成30年10月05日 収受
私設水道施設寄付申出書

32 平成30年10月05日 収受
私設水道施設寄付申出書

33 平成30年10月19日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

34 平成30年10月19日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

35 平成30年10月19日 収受
私設水道施設寄付申出書

36 平成30年10月19日 収受
私設水道施設寄付申出書

37 平成30年11月21日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

38 平成30年11月21日 収受
私設水道施設寄付申出書

39 平成30年12月10日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

40 平成30年12月10日 収受
私設水道施設寄付申出書



索引目次

第３種K23平成30年度
給水施設移管関係 上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

41 平成30年12月11日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

42 平成30年12月11日 収受
私設水道施設寄付申出書

43 平成30年12月17日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

44 平成30年12月17日 収受
私設水道施設寄付申出書

45 平成30年12月19日 起案
固定資産に係る除却報告書の提出について（伺い）

46 平成30年12月27日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

47 平成30年12月27日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

48 平成30年12月27日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

49 平成30年12月27日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

50 平成30年12月27日 収受
私設水道施設寄付申出書

51 平成30年12月27日 収受
私設水道施設寄付申出書

52 平成30年12月27日 収受
私設水道施設寄付申出書

53 平成30年12月27日 収受
私設水道施設寄付申出書

54 平成31年01月07日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

55 平成31年01月07日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

56 平成31年01月07日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

57 平成31年01月07日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

58 平成31年01月07日 収受
私設水道施設寄付申出書

59 平成31年01月07日 収受
私設水道施設寄付申出書

60 平成31年01月07日 収受
私設水道施設寄付申出書



索引目次

第３種K23平成30年度
給水施設移管関係 上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

61 平成31年01月07日 収受
私設水道施設寄付申出書

62 平成31年01月18日 起案
固定資産に係る除却報告書の提出について（伺い）

63 平成31年01月25日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

64 平成31年01月25日 収受
私設水道施設寄付申出書

65 平成31年01月31日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

66 平成31年01月31日 収受
私設水道施設寄付申出書

67 平成31年02月08日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

68 平成31年02月26日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

69 平成31年02月26日 収受
私設水道施設寄付申出書

70 平成31年03月06日 起案
私設水道施設の寄付採納について（伺い）

71 平成31年03月06日 収受
私設水道施設寄付申出書

72 平成31年03月29日 収受
国有財産譲与申請回答



索引目次

第３種K23平成30年度
給水装置修繕工事関係 上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成31年03月27日 起案
平成31年度配・給水管等修繕工事業務委託に係る単価表の送付について
（伺い）



索引目次

第２種K23平成30年度
毀損弁償 上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年04月25日 起案
水道メーターの亡失に係る手続きについて（伺い）

2 平成30年04月27日 起案
水道メーターの毀損に係る請求について（伺い）

3 平成30年10月19日 起案
水道メーターの誤設置に伴う使用効力の失効について（報告）

4 平成30年10月29日 起案
水道メーターの毀損に係る請求について（伺い）



索引目次

第３種K23平成30年度
配給水管修繕（水道メーター環境整備
に係る給水管修繕）

上下水道局/給排水課/サービス係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1 平成30年04月02日 起案
平成30年度配・給水管等修繕工事業務委託（単価契約）（水道メーター環境
整備に係る給水管修繕）に係る検収者の選任について（伺い）

2 平成30年07月31日 起案
平成30年度配・給水管等修繕工事業務委託（単価契約）（水道メーター環境
整備に係る給水管修繕）７月分に係る検収者の選任について（伺い）



索引目次

第３種K24平成30年度
加入金関係（加入金返還金関係綴） 上下水道局/給排水課/審査係

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20日 起案
加入金の還付及び還付依頼について（伺い）

2 平成30年09月11日 起案
過年度分に係る加入金の還付について（伺い）

3 平成30年10月04日 起案
加入金の還付及び還付依頼について（伺い）

4 平成30年11月06日 起案
加入金の還付及び還付依頼について（伺い）


