
千葉県発注工事における工事請負契約書第２６条第５項（単品スライド条項）請求工事一覧

【協議済】【協議済】

鋼材類 燃料油 その他

葛南地域整備センタ
海岸高潮対策工事(市

若築建設㈱ 85 050 000 平成20年5月16日 8月31日 7月29日 8月14日 8月27日 6 541 500 ○

平成２０年１０月３１日現在

単品スライド協議状況
協議
開始日

スライド契
約締結日

スライド額
（税込み）

協議対象発注機関 工事件名 請負者 請負額 契約日
工期末
※ 請求日

葛南地域整備センター
海岸高潮対策工事(市
川海岸護岸工その11)

若築建設㈱ 85,050,000 平成20年5月16日 8月31日 7月29日 8月14日 8月27日 6,541,500 ○ ー ー

柏区画整理事務所
公共つくばエクスプレス
沿線整備工事（造成１３
２・181街区）

(有)いなり建設 47,036,850 平成19年10月9日 8月31日 7月29日 7月30日 8月18日 580,028 ー ○ ー

水道局千葉水道事
務所

市原市天羽田1452番地
先未普及地区配水管整
備工事

㈱オカモト 37,485,000 平成20年3月13日 8月10日 7月30日 7月30日 7月30日 230,000 ○ ー ー

印旛地域整備セン 地方道路交付金及び地
方特定道路整備合併工 三井住友建設㈱ 85 703 100 平成19年9月27日 9月30日 7月17日 8月18日 9月25日 5 818 050 ○ ー ー

印旛地域整備セン
ター

方特定道路整備合併工
事（橋台工）

三井住友建設㈱ 85,703,100 平成19年9月27日 9月30日 7月17日 8月18日 9月25日 5,818,050 ○ ー ー

千葉港湾事務所
千葉港海岸高潮対策工
事（胸壁工）

立山工業㈱ 11,466,000 平成20年2月28日 10月6日 7月29日 8月4日 10月1日 756,000 ○ ー ー

流山区画整理事務所
県単木地区右岸調整池
排水施設工事

松浦建設㈱ 93,975,000 平成20年3月13日 10月31日 7月30日 9月16日 9月30日 1,354,500 ○ ー ー

君津地域整備センター 地方特定道路整備工事 ㈱桑田工務店 6 961 500 平成20年3月6日 10月31日 8月27日 9月2日 10月1日 334 950 ○ ー ー君津地域整備センター 地方特定道路整備工事 ㈱桑田工務店 6,961,500 平成20年3月6日 10月31日 8月27日 9月2日 10月1日 334,950 ○ ー ー

柏区画整理事務所
公共つくばエクスプレス
沿線整備工事（造成72
街区）

㈱大富 40,386,150 平成20年1月12日 9月30日 7月30日 9月10日 9月22日 252,000 ー ○ ー



千葉県発注工事における工事請負契約書第２６条第５項（単品スライド条項）請求工事一覧

【請求済】【請求済】

鋼材類 燃料油 その他

水道局船橋水道事
務所

船橋市夏見台3丁目1番
地先配水管整備 事

カネケン京葉
コミュニティー 46 095 000 平成20年3月7日 10月31日 8月1日 ○ ー ー

平成２０年１０月３１日現在

契約日
工期末
※

単品スライド協議状況

請求日
協議
開始日

スライド契
約締結日

スライド額
（税込み）

協議対象発注機関 工事件名 請負者 請負額

務所 地先配水管整備工事
コミュニティー
㈱

46,095,000 平成20年3月7日 10月31日 8月1日 ○ ー ー

北千葉道路建設事務所
国道道路改築工事
（切土工）

竹内建設㈱ 46,725,000 平成20年7月4日 10月31日 8月27日 9月3日 ー ○ ー

柏区画整理事務所
県単つくばエクスプレス
沿線整備工事(造成４７ ㈱岡野組 44 730 000 平成20年5月1日 10月28日 8月29日 ー ○ ー柏区画整理事務所 沿線整備工事(造成４７
街区）

㈱岡野組 44,730,000 平成20年5月1日 10月28日 8月29日 ー ○ ー

水道局施設整備セ
ンター

八ヶ崎～五香六実線第
３号配水本管布設工事

㈱湯浅建設 63,840,000 平成20年2月21日 11月30日 9月18日 ○ ー ー

農林水産部香取農
林振興 タ

香北 中江間排水路護
岸 事

ユタカ建設㈱ 40 950 000 平成20年3月26日 12月26日 9月30日 11月12日 ○ ー ー
林振興センター 岸工事（その８）

ユタカ建設㈱ 40,950,000 平成20年3月26日 12月26日 9月30日 11月12日 ○ ー ー

※「工期末」は１０月３１日現在における工期であり、今後、変更の可能性があります。 注）協議対象材料凡例説明※「工期末」は１０月３１日現在における工期であり、今後、変更の可能性があります。 注）協議対象材料凡例説明
｢○」：単品スライド該当対象
　　 「－」：請求なし


