第３３５回宮城県議会（定例会）第２次追加提出予定議案一覧
Ⅰ

予算外議案（１４件）

１

条例外議案（１３件）

（１） 議第 98 号議案

工事委託契約の締結について（災害廃棄物処理施設建設
工事等を含む災害廃棄物処理業務（気仙沼地区（南三陸
町）））

あ委 託 金 額あ 21,951,300,000 円
あ契約の相手方あ清水・フジタ・鴻池・東亜・青木あすなろ・
ああああああああ錢高・浅野特定業務共同企業体
ああ所管あ震災廃棄物対策課

○施行地名あ南三陸町戸倉字新中芝外地内
○業務内容あ南三陸町における災害廃棄物の処理
○期
間あ議決の日の翌日〜平成２６年３月２５日
（２） 議第 99 号議案

工事請負契約の締結について（女川漁港岸壁災害復旧工
事）

あ請 負 金 額あ 1,428,000,000 円
あ契約の相手方ありんかい日産建設株式会社
ああ所管あ水産業基盤整備課

○施工地名あ牡鹿郡女川町宮ヶ崎字宮ヶ崎地内
○工事内容あ本体工（直立消波式）あ復旧延長 55.4ｍ
ああああああ本体工（鋼矢板控え組杭式）あ復旧延長 109.6ｍ
ああああああ本体工（鋼矢板控え矢板式）あ復旧延長 288.8ｍ
ああああああ本体工（方塊ブロック直立式）あ復旧延長 26.5ｍ
○工ああ期あ議決の日の翌日〜平成２６年３月１４日
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（３） 議第 100 号議案

工事請負契約の締結について（石巻漁港東防波堤災害復
旧工事）

あ請 負 金 額あ 800,100,000 円
あ契約の相手方あ若生工業株式会社
ああ所管あ水産業基盤整備課

○施工地名あ石巻市魚町二丁目地先
○工事内容あ基礎工あ復旧延長 400.5ｍ
ああああああ被覆・根固工あ復旧延長 400.5ｍ
ああああああ本体工あ復旧延長 415.5ｍ
ああああああ消波工あ復旧延長 15.2ｍ
○工ああ期あ議決の日の翌日〜平成２５年３月１５日

（４） 議第 101 号議案

工事請負契約の締結について（石巻漁港西防波堤Ⅰ区災
害復旧工事）

あ請 負 金 額あ 1,386,000,000 円
あ契約の相手方あ株式会社丸本組
ああ所管あ水産業基盤整備課

○施工地名あ石巻市魚町二丁目地先
○工事内容あ上部工あ復旧延長 1,302.1ｍ
ああああああ土砂掘削工あ 4,254 ㎥
○工ああ期あ議決の日の翌日〜平成２６年３月１４日
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（５） 議第 102 号議案

工事請負契約の締結について（石巻漁港西防波堤Ⅱ区災
害復旧工事）

あ請 負 金 額あ 504,000,000 円
あ契約の相手方あ株式会社丸本組
ああ所管あ水産業基盤整備課

○施工地名あ石巻市魚町二丁目地先
○工事内容あ上部工あ復旧延長 598.8ｍ
ああああああ消波工あ復旧延長 598.8ｍ
○工ああ期あ議決の日の翌日〜平成２５年３月１５日

（６） 議第 103 号議案

工事請負契約の締結について（仙台塩釜港仙台港区防波
堤災害復旧工事）

あ請 負 金 額あ 913,500,000 円
あ契約の相手方あ株式会社橋本店
ああ所管あ港湾課

○施工地名あ七ヶ浜町松ヶ浜地先
○工事内容あ上部コンクリート工あ 1,839 ㎥
ああああああ消波ブロック工あ 1,488 個
○工ああ期あ議決の日の翌日〜平成２５年３月２９日
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（７） 議第 104 号議案

工事請負契約の締結について（石巻港物揚場等災害復旧工
事）

あ請 負 金 額あ 1,789,725,000 円
あ契約の相手方あ五洋建設株式会社
ああ所管あ港湾課

○施工地名あ石巻市潮見町地内
○工事内容あ基礎捨石工あ 33,659 ㎥あ被覆石工あ 871 ㎥
ああああああ上部工あ 358 ㎥あ舗装工あ 6,238 ㎡
ああああああ場所打ちコンクリート工あ 1,087 ㎥
ああああああ上部コンクリート工あ 3,567 ㎥
ああああああコンクリート舗装工あ 6,983 ㎡
ああああああ本体ブロック工あ 30 個
ああああああアスファルト舗装工あ 1,476 ㎡
ああああああ鋼管矢板工あ 22 本あ鋼矢板工あ 1,113 枚
ああああああ控鋼矢板工あ 1,113 枚あ係船柱工あ 5 基
ああああああ仮設工あ一式
○工ああ期あ議決の日の翌日〜平成２５年３月２９日

（８） 議第 105 号議案

工事請負契約の締結について（石巻港岸壁災害復旧工事）

あ請 負 金 額あ 1,896,300,000 円
あ契約の相手方あ五洋建設株式会社
ああ所管あ港湾課

○施工地名あ石巻市中島町地内
○工事内容あ基礎捨石工あ 28,598 ㎥あ鋼矢板工あ 170 枚
ああああああ上部工あ 3,416 ㎥あ舗装工あ 14,370 ㎡
ああああああ係船柱工あ 20 基あ表層工あ 3,742 ㎡
○工ああ期あ議決の日の翌日〜平成２５年３月２９日
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（９） 議第 106 号議案

工事請負契約の締結について（雄勝港物揚場等災害復旧
工事）

あ請 負 金 額あ 580,650,000 円
あ契約の相手方あ津田海運株式会社
ああ所管あ港湾課

○施工地名あ石巻市雄勝町立浜地内
○工事内容あ基礎捨石工あ 1,104 ㎥あ腹付コンクリート工あ 2,568 ㎥
ああああああ上部コンクリート工あ 2,312 ㎥
ああああああ嵩上コンクリート工あ 299 ㎥あ方塊ブロック工あ 84 個
ああああああ消波ブロック工あ 26 個
ああああああコンクリートブロック工あ 771 個あ被覆石工あ 1,126 ㎥
ああああああエプロン舗装工あ 2,682 ㎡
ああああああアスファルト舗装工あ 2,623 ㎡
○工ああ期あ議決の日の翌日〜平成２５年３月２９日

（10） 議第 107 号議案

工事請負契約の締結について（荻浜港物揚場等災害復旧
工事）

あ請 負 金 額あ 656,250,000 円
あ契約の相手方あ株式会社丸本組
ああ所管あ港湾課

○施工地名あ石巻市荻浜外地内
○工事内容あ基礎捨石工あ 1,501 ㎥あ上部コンクリート工あ 3,648 ㎥
ああああああコンクリート舗装工あ 5,302 ㎡
ああああああ本体ブロック工あ 347 個あ鋼矢板打設工あ 541 枚
ああああああ控鋼矢板打設工あ 541 枚あ路床盛土工あ 2,195 ㎥
ああああああ下層路盤工あ 3,981 ㎡あ上層路盤工あ 3,981 ㎡
ああああああアスファルト舗装工あ 3,655 ㎡あＵ型側溝工あ 258ｍ
ああああああＬ型側溝工あ 668ｍ
○工ああ期あ議決の日の翌日〜平成２５年３月２９日
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（11） 議第 108 号議案

工事請負契約の締結について（女川港岸壁等災害復旧工
事）
あ請 負 金 額あ 1,396,500,000 円
あ契約の相手方あ株式会社丸本組
ああ所管あ港湾課

○施工地名あ女川町石浜地内
○工事内容あ基礎捨石工あ 4,715 ㎥あ腹付コンクリート工あ 4,056 ㎥
ああああああ水中コンクリート工あ 1,438 ㎥
ああああああ上部コンクリート工あ 794 ㎥
ああああああ本体ブロック工あ 1,110 個あ被覆石工あ 973 ㎥
ああああああ上部工あ 1,452 ㎥あ舗装工あ 5,460 ㎡
ああああああエプロン舗装工あ 5,572 ㎡あ表層工あ 10,545 ㎡
ああああああ基層工あ 8,215 ㎡あＵ型側溝工あ 2,043ｍ
ああああああＬ型側溝工あ 49ｍあガードレール工あ 233ｍ
ああああああ車道舗装工あ 1,142 ㎡あ仮設工あ一式
○工ああ期あ議決の日の翌日〜平成２５年３月２９日

（12） 議第 109 号議案

工事請負契約の締結について（金華山港防波堤等災害復
旧工事）

あ請 負 金 額あ 1,008,000,000 円
あ契約の相手方あ津田海運株式会社
ああ所管あ港湾課

○施工地名あ石巻市鮎川浜金華山地先
○工事内容あ腹付コンクリート工あ 2,648 ㎥
ああああああ上部コンクリート工あ 7,194 ㎥
ああああああ水中コンクリート工あ 692 ㎥
ああああああコンクリート舗装工あ 4,820 ㎡
ああああああ消波ブロック工あ 417 個
○工ああ期あ議決の日の翌日〜平成２５年３月２９日
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（13） 議第 110 号議案

工事請負契約の締結について（表浜港物揚場等災害復旧
工事）
あ請 負 金 額あ 595,350,000 円
あ契約の相手方あ株式会社丸本組
ああ所管あ港湾課

○施工地名あ石巻市小渕浜地内
○工事内容あ基礎捨石工あ 3,328 ㎥あ腹付コンクリート工あ 2,648 ㎥
ああああああ本体ブロック工あ 150 個あエプロン舗装工あ 6,142 ㎡
ああああああ路床盛土工あ 6,129 ㎥あ車道舗装工あ 8,007 ㎡
ああああああ歩道舗装工あ 1,026 ㎡
○工ああ期あ議決の日の翌日〜平成２５年３月２９日
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２

人事議案（１件）

（１） 議第 111 号議案

教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

あ教育委員会委員ああ髙あ橋ああ仁あ氏あ（新任）

−8−

