平成24年度情報公開請求一覧
受付月日

件

名

番号 決定通知月日 開示区分

入札日：平成24年3月23日入札執行
工事名：普通河川十文字川河川災害復旧工事（23災2115,2116,2117,2118号）
市道金田一大清水線道路災害復旧工事（23災2128号）
市道山内線道路災害復旧工事（23災2317号）
市道尻平長流部線道路災害復旧工事（23災2321号）
市道飛鳥線道路災害復旧工事（23災2323号）
市道山内線道路災害復旧工事（23災2318号）
4月3日
市道川原前田線道路災害復旧工事（23災2125号）
市道槇木米内線道路災害復旧工事（その2）（23災2138号）
入札日：平成24年3月23日入札執行
工事名：福岡南分区舗装復旧工事（第１工区）
区画道路舗装工事
以上10件の金入り設計書（内訳書、明細書、単価表を希望）

1

4月13日 開示１０件

入札日：平成24年3月26日 工事名 市道槇木米内線道路災害復旧工事（その1）（23災
4月2日 2136号） 市道飛鳥線道路災害復旧工事（23災2324号） 上記２件の金入設計書（内訳
書、明細書、施工単価表及び最低制限価格算定書

2

4月11日 開示２件

3

4月13日 開示８件

4

4月13日 開示19件

5

4月6日 開示3件

6

4月11日 開示3件

①区画道路舗装工事平成24年3月23日入札金入り設計書
②市道山内線道路災害復旧工事（23災2318号）金入り設計書
③市道飛鳥線道路災害復旧工事（23災2323号）金入り設計書
④市道尻平長流部線道路災害復旧工事（23災2321号）金入り設計書
4月4日 ⑤市道金田一大清水線道路災害復旧工事（23災2128号）金入り設計書
⑥普通河川十文字川河川災害復旧工事（23災2115,2116,2117,2118号）金入り設計書
⑦市道山内線道路災害復旧工事（23災2317号）金入り設計書
⑧市道大萩野線道路災害復旧工事（23災2139号）金入り設計書
①入札日：平成24年3月23日入札執行
工事名：普通河川十文字川河川災害復旧工事（23災2115,2116,2117,2118号）
市道金田一大清水線道路災害復旧工事（23災2128号）
市道山内線道路災害復旧工事（23災2317号）
市道尻平長流部線道路災害復旧工事（23災2321号）
市道飛鳥線道路災害復旧工事（23災2323号）
市道山内線道路災害復旧工事（23災2318号）
市道川原前田線道路災害復旧工事（23災2125号）
市道槇木米内線道路災害復旧工事（その2）（23災2138号）
上記工事の金入り工事設計書（明細書、施工単価表全て）
②入札日：平成24年3月23日入札執行
工事名：福岡南分区舗装復旧工事（第１工区）
区画道路舗装工事
4月4日
上記工事の金入り工事設計書（明細書、施工単価表全て）
③入札日：平成24年3月26日入札執行
工事名：準用河川吉田川河川災害復旧工事（23災2307・2309・2310号）
準用河川湯沢川河川災害復旧工事（23災2313・2314号）
市道大森小泉線道路災害復旧工事（23災2316号）
市道小船田子内線道路災害復旧工事（23災2320号）
市道槇木米内線道路災害復旧工事（その1）（23災2136号）
市道夏間木線道路災害復旧工事（23災2140号）
市道長渡路長流部線道路災害復旧工事（23災961号・2315号）
準用河川小又川河川災害復旧工事（23災2311号）
市道飛鳥線道路災害復旧工事（23災2324号）
上記工事の金入り工事設計書（明細書、施工単価表全て）
①入札日：平成23年7月25日 工事名：石綿セメント管布設替工事の工事設計書（金入り）
②入札日：平成23年7月25日 工事名：駅周辺地区配水管布設工事の工事設計書（金入
4月4日 り）
③入札日：平成23年2月21日 工事名：川原橋配水管添架工事の工事設計書（金入り）
入札日：平成24年3月23日入札執行
工事名：普通河川十文字川河川災害復旧工事（23災2115,2116,2117,2118号）
市道金田一大清水線道路災害復旧工事（23災2128号）
4月5日
市道山内線道路災害復旧工事（23災2317号）
上記3件にかかる積算内訳書・最低制限価格算定書・入札調書
(※入札調書はHPに公表した場合には不要)

二戸市発注の下記工事名の金額入り設計書（明細書、施行単価表等全ての金額入りのも
の）入札日H24.3.26
○市道槇木米内線道路災害復旧工事（その1）（23災2136号）
4月11日
○市道長渡路長流部線道路災害復旧工事（23災961号・2315号）
○準用河川小又川河川災害復旧工事（23災2311号）

7

4月18日 開示3件

平成24年4月20日入札執行
4月24日 ・ 消火栓取付工事上記工事の金入り設計書(一位代価総括表、二位代価総括表含む全
て)及び建設機械損料算定表による不断水穿孔機損料

8

5月8日 部分１件

工事名：普通河川十文字川河川災害復旧工事（23災2115,2116,2117,2118号） 上記工事
4月24日 に係る金入り設計書(単価表まで)

9

4月25日 開示１件

5月10日 平成24年度行政連絡員名簿(地区名と氏名のわかるもの)

10

4月26日 開示１件

11

開示１件
部分１件
5月18日
不存在１
件

平成24年4月20日入札の消火栓取付工事の金額入り設計書（単価表も含む一切）及び当
工事の最低制限価格の算出が記載されている資料
5月11日 平成24年4月25日入札の二戸市浄法寺文化交流センター空調設備保守点検業務委託の
金額入り設計書（単価表も含む一切）及び当工事の最低制限価格の算出が記載されてい
る資料
平成21年12月17日入札の市民文化会館大中ホールトイレ改修工事の金額入り設計書（単
価表も含む一切）及び当工事の最低制限価格の算出が記載されている資料
平成22年1月8日入札の市民文化会館冷暖房設備改修工事の金額入り設計書（単価表も
5月24日 含む一切）及び当工事の最低制限価格の算出が記載されている資料
平成23年8月8日入札の二戸市立図書館冷温水発生装置改修工事の金額入り設計書（単
価表も含む一切）及び当工事の最低制限価格の算出が記載されている資料

12

6月6日

開示３件
件

①入札日 平成24年5月15日 工事名 枋ノ木市民会館線道路舗装工事
②入札日 平成24年5月23日 工事名 市道中町下川原線道路改良工事
6月1日 ③入札日 平成24年5月31日 工事名 市道十文字線道路改良工事
上記３件の金入設計書（内訳書、明細書、施工単価表及び最低制限価格算定書及び見
積資材単価算定書）

13

6月13日

部分開示
３件

入札日：平成24年5月31日 市道十文字道路改良工事
6月6日 金入り設計書（内訳書、明細書、単価表）

14

◎平成23年7月25日入札 （水道事業所）
駅周辺地区配水管布設工事の金入り設計書

15

6月26日 開示１件

二戸市発注の下記工事名の金額入り設計書（明細書、施行単価表等全ての金額入りのも
の）
入札日H24.5.23
○区画道路・造成（前小路地区）工事
6月15日 ○区画道路・造成（晴山地区）工事
○市道中町下川原線道路改良工事
入札日H24.5.31
○市道十文字線道路改良工事

16

6月29日

１．入札日：平成20年7月22日 工事名：学校給食センター機械設備工事
6月18日 ２．入札日：平成21年6月30日 工事名：浄法寺小学校機械設備工事
上記2件金入り設計書及び最低制限価格算定書

17

6月30日 開示2件

福岡南分区枝線管渠布設工事(第６工区)
福岡南分区舗装復旧工事(第１工区)
6月19日 上記２件に係る金入り設計書（単価表まで）並びに「たて込み簡易土留供用日数計算式」
及び「交通誘導員算出計算式」

18

7月2日 開示２件

日刊岩手建設工業新聞掲載
日刊岩手建設工業新聞掲載
6月19日 日刊岩手建設工業新聞掲載
日刊岩手建設工業新聞掲載
合計４９件の入札調書

19

7月2日 開示４９件

20

7月3日 開示１件

6月12日

6月20日

６月１４日付 １１件
６月１２日付 ５件
４月１６日付 １２件
４月１２日付 ２１件

◎平成21年6月30日入札 （教育委員会）
浄法寺小学校機械設備工事の金入り設計書

市道十文字線道路改良工事 入札日平成24年5月31日
浄法寺処理区管渠布設工事(第12工区) 入札日平成24年6月28日
7月2日 福岡南分区幹線管渠布設工事(第10工区) 入札日平成24年6月28日
上記３件に係る金入り設計書（単価表まで）並びに「たて込み簡易土留供用日数計算式」
及び「交通誘導員算出計算式」

21

取り下げ1
件

7月13日

部分開示
4件

部分開示
３件

市道十文字線道路改良工事 平成24年5月31日入札
福岡南分区枝線管渠布設工事(第６工区) 平成24年6月8日入札
7月3日 福岡南分区幹線管渠布設工事(第10工区) 平成24年6月28日入札
浄法寺処理区管渠布設工事(第12工区) 平成24年6月28日入札
上記４件に係る金入り設計書（内訳書、明細書、単価表希望）

22

7月17日

・仁左平中統合検討委員会と二戸市の「統合後の生徒の通学手段や安全確保、制服など
助成に関する協定」と覚書きと関連資料。また上斗米中学校統合に関する同様の協定と覚
7月5日 書きと関連資料。安全確保対策の具体的計画と実施部署及び統括部署、実施点検状況
に関する資料

23

開示２件
7月19日 不存在１
件

平成24年6月28日入札執行
・福岡南分区幹線管渠布設工事(第10工区)及び
7月6日 ・浄法寺処理区管渠布設工事(第12工区)
上記工事の金入り設計書（施工単価表を含むすべて）及び建込簡易土留供用日数算出に
用いた数量計算書

24

7月20日

25

部分開示
２件
7月23日 開示２件
不開示１
件

26

7月25日 開示３件

平成24年7月31日入札執行
8月1日 ・金田一地区老朽管布設替工事
上記工事の金入り設計書（施工単価表を含むすべて）

27

8月10日

入札年月日及び時間平成24年5月31日 午前10時00分
8月2日 市道十文字線道路改良工事
金入り設計書（内訳書、明細書、単価表）

28

8月15日 開示１件

29

部分開示
３件
8月20日
取り下げ２
件

30

開示1件
部分開示
8月27日 1件
不存在1
件

31

取り下げ４
件

32

9月12日 開示25件

平成23年度の二戸市小・中学校における｢いじめ｣｢不登校｣｢暴力｣の発生数に関する各学
9月5日 校ごと及び県への報告の状況

33

取り下げ１
件

平成24年4月20日入札の消火栓取付工事の金額入り設計書（単価表も含む一切）及び当
工事の最低制限価格の算出が記載されている資料
9月10日 平成24年6月11日入札の駅周辺地区配水管布設工事の金額入り設計書（単価表も含む
一切）及び当工事の最低制限価格の算出が記載されている資料

34

・平成24年6月28日入札 浄法寺処理区管渠布設工事(第12工区)工事費内訳書、明細
書、単価 表、建込簡易土留材数量計算書
・平成24年6月28日入札 福岡南分区幹線管渠布設工事(第10工区)工事費内訳書、明細
書、単価表、建込簡易土留材数量計算書
7月9日 ・平成24年3月23日入札 普通河川十文字川河川災害復旧工事（23災
2115,2116,2117,2118号）工事費内訳書、明細書、単価表
・平成24年6月28日入札 パークゴルフ場管理棟建築工事実施工事設計内訳書
・平成24年6月28日入札 図書館外壁・屋根等改修工事実施工事設計内訳書
金入り設計書
平成23年2月10日午前入札 （１）二戸市図書館改修工事
7月12日 平成23年4月23日午前入札 （１）クラブハウス・トイレ建築工事
（２）金田一中学校バックネット改修工事

工事名 石切所分区枝線管渠布設工事 平成24年7月18日入札
工事名 金田一分区舗装復旧工事（第１工区） 平成24年7月18日入札
工事名 市道漆沢川又線道路災害復旧工事（23災2319号） 平成24年7月23日入札
8月6日 工事名 市道上台線道路災害復旧工事（23災2133号） 平成24年8月1日入札
工事名 宮下地区市民協働道路整備工事 平成24年8月1日入札
以上5件の金入り設計書（内訳書、明細書、単価表希望）
平成24年8月9日開催の二戸市議会文教福祉常任委員会資料の中の｢平成24年6月議会
終了後の経過｣に関し、｢8月9日閉会中の常任委員会｣を除く会議・話し合い・意見交換の
8月13日 記録と資料
入札日年月日及び時間平成24年8月1日
午後1時30分 市道上台線道路災害復旧工事（23災2133号）
午後1時50分 市道野々上線道路災害復旧工事（23災960号）
8月15日 午後1時35分 宮下地区市民協働道路整備工事
午後1時40分 長川地区市民協働道路整備工事
金入り設計書（内訳書、明細書、単価表）
日刊岩手建設工業新聞掲載 8月23日付
日刊岩手建設工業新聞掲載 8月20日付
日刊岩手建設工業新聞掲載 7月17日付
8月29日 日刊岩手建設工業新聞掲載 6月25日付
日刊岩手建設工業新聞掲載 6月21日付
合計25件の入札調書または見積調書

5件
7件
5件
6件
2件

部分開示
４件

部分開示
２件

部分開示
１件

9月21日 開示2件

平成24年9月6日入札執行
9月11日 川原地区交差点部改良工事
上記工事の金入り設計書（単価表もすべて）

35

部分開示
9月25日 １件

36

11月5日 開示4件

37

11月14日 開示２９件

38

11月16日 開示１件

入札日年月日及び時間平成24年8月1日
市道野々上線道路災害復旧工事（23災960号）
11月13日 市道上台線道路災害復旧工事（23災2133号）
長川地区市民協働道路整備工事
金入り設計書（内訳書、明細書、単価表）

39

11月27日 開示３件

○表１入札日：平成24年4月20日 消化栓取付工事
平成24年5月24日 市民文化会館冷却水ポンプ改修工事
平成24年5月31日 市道十文字線道路改良工事
平成24年6月11日 浄法寺処理区舗装復旧工事(第１工区)
平成24年6月28日 図書館外壁・屋根等改修工事
平成24年6月28日 浄法寺処理区管渠敷設工事(第12工区)
平成24年6月28日 パークゴルフ場管理棟建築工事
平成24年6月28日 パークゴルフ場管理棟機械設備工事
平成24年7月23日 浄化槽撤去工事
平成24年7月31日 福岡中学校建築工事
平成24年8月21日 埋蔵文化財収蔵庫屋根災害復旧工事
表１(上記)にかかる積算内訳書・最低制限価格算定書
平成24年9月6日 川原地区交差点部改良工事
平成24年9月28日 横手第二住宅1号棟改修工事
平成24年10月5日 パークゴルフ場整備工事(その２)
11月14日
平成24年10月26日 浄法寺総合支所屋外排水設備改修工事
平成24年10月31日 堀野浄水場沈でん池耐震補強工事
平成24年10月31日 市道日向線道路改良工事
平成24年10月31日 市道御山線他１線道路災害復旧工事(24災309号)
平成24年10月31日 市道江牛線他１路線道路災害復旧工事(24災313号)
表１(上記)にかかる最低制限価格算定書
○表２入札日：平成24年10月26日 交通安全施設設置工事
平成24年10月31日 市道杉沢季ヶ平線道路災害復旧工事(24災310号)
平成24年10月31日 市道鳥長根線道路災害復旧工事(24災311号)
平成24年10月31日 市道高曲原線他１路線道路災害復旧工事(24災314
号)
平成24年10月31日 市道鳥長根線道路災害復旧工事(24災322号)
表２にかかる最低制限価格算定書
○表３入札日：平成24年4月25日 二戸市浄法寺文化交流センター 空調設備保守点検業
表３にかかる入札調書・積算内訳書・最低制限価格算定書(ある場合)

40

11月27日 開示２５件

入札日：平成24年7月18日 金田一分区舗装復旧工事(第一工区)
入札日：平成24年7月23日 市道漆沢川又線道路災害復旧工事
入札日：平成24年10月29日 市道三ツ木平幹線道路災害復旧工事
11月29日 入札日：平成24年10月30日 市道大清水線道路維持工事
上記4件の金額入り設計書一式（内訳書・明細書・施工単価表・運転単価表・諸経費計算
書等全て金額入り・根拠分かる資料）※(物価調査会・経済調査会)引用単価がある場合は
上記に含む
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開示2件
12月13日 部分開示
2件
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12月18日 開示１件
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12月18日 開示１件

◎平成20年12月18日入札調書 （財産管理室）
浄化槽設置工事（その16）の金入り設計書
◎平成21年11月18日見積調書 （下水道課）
浄化槽設置工事（その15）の金入り設計書
10月25日 ◎平成24年5月11日見積調書 （下水道課）
浄化槽設置工事（その3）の金入り設計書
◎平成24年7月23日入札調書 （財産管理室）
浄化槽撤去工事の金入り設計書
日刊岩手建設工業新聞掲載
日刊岩手建設工業新聞掲載
日刊岩手建設工業新聞掲載
日刊岩手建設工業新聞掲載
日刊岩手建設工業新聞掲載
10月31日
日刊岩手建設工業新聞掲載
日刊岩手建設工業新聞掲載
日刊岩手建設工業新聞掲載
合計２９件の入札調書

１０月２３日付
１０月１６日付
９月２４日付
９月１９日付
９月１８日付
９月６日付
８月３０日付
８月２７日付

２件
２件
２件
６件
４件
３件
８件
２件

平成24年6月28日入札のパークゴルフ場管理棟機会設備工事の金額入り設計書（単価表
11月1日 も含む一切）及び当工事の最低制限価格の算出が記載されている資料

12月13日 福岡中学校電気設備工事積算内訳書（平成24年7月31日入札）
12月13日 福岡中学校機械設備工事実施工事設計内訳書（平成24年7月31日入札）

日刊岩手建設工業新聞掲載
日刊岩手建設工業新聞掲載
日刊岩手建設工業新聞掲載
日刊岩手建設工業新聞掲載
1月8日 日刊岩手建設工業新聞掲載
日刊岩手建設工業新聞掲載
日刊岩手建設工業新聞掲載
合計28件の入札調書

12月12日付
12月6日付
11月28日付
１１月16日付
１１月15日付
１１月7日付
１１月5日付

4件
1件
4件
8件
8件
1件
2件
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1月22日 開示28件

入札日：平成24年10月29日 市道三ツ木平幹線道路災害復旧工事
入札日：平成24年10月30日 市道大清水線道路維持工事
入札日：平成24年10月30日 普通河川小端川河川災害復旧工事
1月16日 入札日：平成24年10月31日 市道日向線道路改良工事
上記4件の金額入り設計書一式（内訳書・明細書・施工単価表・運転単価表・諸経費計算
書等全て金額入り・根拠分かる資料）※(物価調査会・経済調査会)引用単価がある場合は
上記に含む
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1月30日 開示4件

公共工事 金入り設計書の開示
1月16日 入札件名：市道杉ノ沢村松線道路維持工事設計内訳書、明細書、単価表
入札年月日：H24,11月20日
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2月13日 二戸市下水道クイックプロジェクト社会実験報告書H22年度、23年度分
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3月19日 開示１件

・二戸市内での１月のショートステイ利用者転落死に関する事故報告書
3月5日 ・法人と保険者からの指導・改善・再発防止に関する文書
・二戸市から法人に発出した事故等に関する文書
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開示2件
3月19日 不存在1
件

取り下げ１
件

