平成26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

4月16日 平成26年度行政連絡員名簿(地区名と氏名のわかるもの)

1

4月25日

開示1件

◎平成25年12月13日入札調書(財産管理室)石切所小学校プールろ過機改修工事の
金入り設計書
4月18日 ◎平成26年1月16日入札調書(財産管理室)仁左平ポンプ場流入弁更新工事の金入り
設計書

2

5月2日

開示2件

二戸コールセンター人材育成事業でのリース契約書明細表
売上収入の詳細
《人材育成業務委託に関わる公募から決定までの一切の文書》
4月28日 ウェブサイト製作・会計事務所顧問料支払先と内容に関するもの
研修の講師名と資格・経歴・《交通費の根拠》・研修内容と《講師日誌》
委託契約書と《別記条項》・仕様書・《特記仕様書・要求水準書》
※《》内5月12日請求取下げ

3

5月12日

開示5件
取下1件

4

5月30日

開示3件

5

6月16日

開示１件

6

6月24日

開示１件

7

6月24日

部分開示２
件

8

7月10日 部分開示2件

9

7月10日 部分開示3件

10

7月15日

開示10件

11

7月8日

開示1件

平成25年8月23日入札の市道槇木米内線道路改良工事
平成25年9月9日入札の市道向田川又線道路改良工事
平成25年5月16日入札の二戸市役所本庁舎耐震補強及び大規模改修工事(電気設
5月21日 備)
上記3件の金額入設計書（単価表含む一切）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26年度生活保護診療報酬明細書点検業務委託」に係る見積結果(参加業者、価
6月2日 格、落札結果)
6月12日 平成26年度連合会長・行政連絡員名簿
緊急雇用創出基金事業・コールセンターオペレーター人材育成事業でのDIOジャパン
6月12日 の委託申請書、5月22日開催のコールセンター立地自治体情報交換での資料と復命
書
・DIOジャパンのコールセンターに関わる緊急雇用創出事業の実績報告書、事業計画
6月27日 書（変更分も含む）。
・実績報告に基づく事業費用の裏付けとなる資料
㈱二戸コールセンターについて
・緊急雇用創出事業の実績報告書（2012、13年度分）。
7月1日 ・上記において研修費の内訳（証拠書類を含む）
・リース料の明細と契約書
入札日 平成26年4月16日 工事名 市道久保田大平線道路災害復旧工事 (25災776
号)
入札日 平成26年4月18日 工事名 普通河川外中沢川他河川災害復旧工事 (25災
683・693号)
入札日 平成26年4月21日 工事名 市道十文字線道路災害復旧工事 (25災699号)
入札日 平成26年4月28日 工事名 市道大森線他道路災害復旧工事 (25災658・
796・797号)
7月1日 入札日 平成26年5月15日 工事名 市道馬場大谷地線道路災害復旧工事 (25災652
号)
入札日 平成26年5月23日 工事名 普通河川岩名沢川河川災害復旧工事 (25災646
号)
入札日 平成26年5月23日 工事名 市道大渕船石線道路災害復旧工事 (25災709
号)
入札日 平成26年5月27日 工事名 市道春日筍平線道路災害復旧工事 (25災656
号)
入札日 平成26年5月27日 工事名 市道川代家ノ上線道路災害復旧工事 (25災
平成26年5月20日入札
7月2日 本庁舎及び別館(旧保健センター)改修工事
以上1件の金入り設計書
7月7日 二戸コールセンターに係る緊急雇用創出事業に関する一切の文書

12

7月21日 部分開示1件

1.平成２６年6月17日付厚生労働省職業安定局地域雇用対策室の雇用創出基本事業
の個別案件 に係る情報提供及び調査依頼に関する調査の実施状況と報告
7月9日 2.上記報告の県内及び全国の状況の中間報告とその後の県、国の追加調査と報告<
取り下げ>
3.岩手県の独自調査に係る調査実施状況と報告

13

7月23日

開示2件
取下1件

14

7月28日

開示3件

平成26年2月26日入札 熊野地区災害復旧工事
平成26年4月16日入札 市道久保田大平線道路災害復旧工事(25災776号)
平成26年4月16日入札 牛間木(1)地区外災害復旧工事
7月17日
上記3件の金入り設計書
（内訳・明細・施工単価表及び最低制限価格算定書）

二戸コールセンターにかかる
・事業計画書(平成24、25年度分)
・実績報告書( 〃 )
・従業員2人分の雇用契約書と業務日誌(平成24、25年度分)
7月17日 ・事業委託契約書( 〃 )
・従業員5人分の賃金台帳、出勤簿
・パソコン等什器備品類のリース契約書の写し
・企業立地協定書

15

7月31日 部分開示7件

二戸市と㈱二戸コールセンターとの人材育成事業に関する
(１) 契約に関連する文書(契約書、仕様書等)
7月18日 (2) 事業報告に関連する文書
(3) 人件費以外の事業費の使途が分かる文書

16

7月31日 部分開示3件

DIOジャパンのコールセンターに係る「事業計画書」、「業務委託契約書」、「仕様書」、
8月18日 「研修に関する書類一式(日誌を含む)」、「緊急雇用の実績・実態調査に関する書類一
式」

17

9月1日 部分開示5件

18

9月17日 部分開示3件

「株式会社二戸コールセンター」(コールセンター人材育成事業)にかかる以下の文書
(平成24、25年度分)
1、二戸コールセンターが貴市に提出した完了報告書。
2、上記完了報告書に添付されている収入及び経費支出内訳書、労働者名簿兼人件
9月3日 費内訳書(実績)。
3、貴市が岩手県に提出したコールセンターオペレーター人材育成事業計画書、委託
契約書。

二戸市発注の下記工事名の金入り設計書（明細書、施工単価表等全ての金額入りの
もの）
入札日 平成26年4月16日 工事名 「普通河川外中沢川他河川災害復旧工事 (25災
683・693号)」
入札日 平成26年4月18日 工事名 「市道十文字線道路災害復旧工事 (25災699
9月3日 号)」
19
入札日 平成26年4月28日 工事名 「市道大森線他道路災害復旧工事 (25災658・
796・797号)」
入札日 平成26年5月15日 工事名 「市道馬場大谷地線道路災害復旧工事 (25災
652号)」
入札日 平成26年5月23日 工事名 「普通河川岩名沢川河川災害復旧工事 (25災
646号) 」 平成26年6月23日
入札日
工事名 準用河川湯沢川河川災害復旧工事 (25災726・727号)
9月10日 工事名 市道春日杉沢線道路災害復旧工事 (24災320号)
20
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）

9月16日

開示7件

9月16日

開示2件

21

10月8日

開示2件

入札年月日及び時間 平成26年7月23日午後1時00分
市道役場線道路改良工事
入札年月日及び時間
平成26年6月26日午前9時40分
10月6日
市道中屋敷西久保線道路災害復旧工事(25災790・791・792号)
金入り設計書（内訳書、明細書、単価表）

22

10月17日

開示2件

平成26年6月17日見積執行
・福岡南分区幹線管渠布設工事（第14工区）
10月7日 平成26年6月23日入札執行
・準用河川湯沢川河川災害復旧工事(25災726・727号)
上記工事の金入り設計書（単価表も全て）

23

10月17日

開示2件

平成26年6月26日入札の
金田一地区老朽管布設替工事
山内地区老朽管布設替工事
10月17日 市道役場線配水管布設工事
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

24

10月28日

開示4件

二戸市発注の下記工事名の金額入り設計書（明細書、施工単価表等全ての金額入り
のもの）
10月22日 入札日H26.6.23「準用河川焼切川河川災害復旧工事（25災636・638号）」
入札日H26.6.23「準用河川湯沢川河川災害復旧工事（25災726・727号）」
入札日H26.6.26「市道中屋敷西久保線道路災害復旧工事（25災790・791・792号）」

25

10月28日

開示3件

平成26年6月26日 入札 (水道事業所)
山内地区老朽管布設工事の金入り設計書
9月29日 平成26年6月27日 入札 (財産管理室)
堀野保育所改修工事(機械)の金入り設計書

平成21年12月に実施された「二戸市水道事業浄水場等第三者委託」における業者選
定審査について、以下の項目を開示願います。
10月24日 ①審査項目毎の配点
②審査項目毎の配点基準または配点計算方式
③参加各社の審査項目毎の得点
二戸コールセンターのリース契約での見積書、県と関係市町との意見交換・打ち合せ
11月4日 会資料と復命(9月～)の一切。後継企業支援事業の内容に関する県との意見交換と事
業の詳細。
平成26年7月28日入札執行
・晴山地区区画道路築造工事
11月7日
上記工事の金入り設計書（単価表もすべて）
11月17日

平成26年8月27日入札
地域活性化センタ研修館解体工事
以上1件の金入り設計書

二戸市発注の下記工事名の金額入り設計書（明細書、施工単価表等全ての金額入り
12月9日 のもの）
入札日H26.9.29「普通河川西ノ沢川河川災害復旧工事（25災649号）」
入札日H26.9.29「準用河川足沢川河川災害復旧工事（25災703・704号）」
・石切所保育所廃止に関する二戸市と保護者会との協定書
・住民説明会についての案内と復命書
12月10日 ・県内公立保育所４５人以下定員に関する調査の資料
・DIOジャパン元従業員への聞き取り調査関係資料と県・国との協議の記録
<H26.12.15電話取り下げ>
・DIOジャパン元従業員への聞き取り調査関係資料と県・国との協議の記録
12月15日 ・高額リース料についての調査と10月以降の国・県との連絡・協議の文書・記録・復命
書
1.【二戸市民文化会館】の現指定管理者が公募時に提出した事業計画書及び収支予
算書の一式(平成23年～平成28年)
2. 同指定管理者が、二戸市に提出した上記施設の事業計画書及び収支予算書(平
成23年～平成26年)
12月24日 3. 同指定管理者が、二戸市に提出した上記施設の事業報告書及び収支決算書(平
成23年～平成25年)
4. 同指定管理者業務に対して、二戸市が実施した業務監査に関する報告書(直近の
実施報告書)
・畜産施設整備での県単補助事業の手続きに県職員も二戸市に出向・派遣され、事務
に携わっていたことから、当事案の検証と責任の明確化のため、二戸市が県に照会し
1月13日 た内容と県の回答及び協議の記録・復命
・２０１４年１月の説明会の記録、農家等参加者の発言内容
◎平成26年6月26日 入札調書 (水道事業所)
金田一地区老朽管布設替工事の金入り設計書
3月5日 ◎平成26年9月8日 入札調書 (水道事業所)
駅周辺地区配水管布設替工事の金入り設計書
・3月25日臨時会で提案のされた市民文士劇実行委員会補助金に関わる計画書
3月25日 ・市内文化芸術団体に対する補助実績（団体名と内容）
・市内小中学校での楽器購入実績のわかる平成24・25年度に関する文書

26

11月5日 部分開示3件

27

11月18日 部分開示1件

28

11月18日

開示1件

29

11月27日

開示1件

30

12月16日

開示2件

31

開示2件
12月16日 不存在1件
取下1件

32

1月6日

開示1件
部分開示1件

33

1月6日

開示4件

34

1月27日

開示 2件

35

3月12日

開示2件

36

4月8日

開示1件
不存在2件

