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１ 営繕課組織体制 

組組組織織織図図図   

 
課 
 
 
長 
 

庶   務 

建 築 第 一

企   画 

建 築 第 二

電 気 設 備

機 械 設 備

課長補佐（総括） 

技佐兼課長補佐 
（技術総括） 

現員 ３０名 
（事４，技術２６） 

係長１，主任２ 

〈 庶務・予算・入札 〉 

主査１，主任１，技師１ 

〈 単価歩掛作成・仕様書作成・企画・設計委託・基準作成 〉 

課長補佐１，係長１，主任２，技師１ 

〈 建築工事の設計・発注・監督 〉 

課長補佐１，係長１，主任１，技師２ 

〈 建築工事の設計・発注・監督 〉 

課長補佐１，係長２，技師２ 

〈 電気設備工事の設計・発注・監督 〉 

課長補佐１，主査１，係長３ 

〈 機械設備工事の設計・発注・監督 〉 

技  佐（設備） 



２ 平成２０年度各部局別工事件数及び執行状況 
平成 2１年４月 1日現在 

 
 
 
 部  局  名           工事件数（件）          執行額（千円） 

  

 

 

 
 部部    局局    名名                工工事事件件数数（（件件））                  執執行行額額（（千千円円））  

知 事 公 室          １              １，３３４ 

 

生 活 環 境 部          ５            １２７，２７９ 

保 健 福 祉 部         １３            １３０，５４１ 

農 林 水 産 部         １２            １１７，４５３ 

商 工 労 働 部          ６              ３６，７９１ 

土  木  部          ５             ８５，５９６ 

  計計                        １１６６３３                    ４４，，９９５５３３，，３３５５９９  

（注）工事件数，執行額には，債務工事及び繰越工事の年度所属金が含まれています。 

教  育  庁        １０４          ２，７６７，２２５ 

病  院  局          ９            ９９９，２２２ 

総  務  部          ８             ８９，７４９ 

企  画  部          ６            ５９８，１６９ 



年度 
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３ 営繕施行額等の推移 
職職職員員員数数数   

工工工事事事額額額   

工工工事事事種種種別別別   
工工工事事事額額額   

35人 33人 32人 31人 30人 30人 30人 30人 

年度 



 

岩瀬高校管理・普通教室棟 
改築工事 

           

 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  （凡例） 
              → 耐震補強工事 
 
              → 新築・増改築工事 
 
 
 

笠間高校美術棟新築工事  
 

４－１ 平成２０年度営繕課主要工事マップ  

中央病院放射線治療センター

増築その他工事 

筑西保健所耐震補強工事 

境高校普通教室棟耐震補強

及び大規模改修工事 

磯原郷英高校管理教室棟 
耐震補強及び大規模改修工事 

産学官共同研究施設整備工事 

県民文化センター 
展示棟耐震補強工事 

知事賞受賞 
土木部長賞受賞 

岩瀬高校管理・普通教室棟      境高校普通教室棟          那珂湊第一高校管理普通教室棟 
 
 
 
 
 
 

水郷県民の森トイレ新築工事 

 

 

那珂湊第一高校管理普通教室棟

耐震補強他工事 

桜川市 
笠間市 

水戸市 

筑西市 

境町 

東海村 

ひたちなか市 

  

北茨城市 

潮来市 



           
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               →耐震補強工事 
 
               →新築・増改築工事 
 
 友部病院完成予想図             玉造工業高校管理・普通教室棟 

 
 

４－２ 平成２１年度営繕課主要工事マップ  

下館第二高校管理棟耐震補強工事 

工期：H21年7月～10月 

太田第一高校管理・普通教室棟耐震補強工事 

工期：H21年7月～H22年1月 

古河第一高校商業実践教室棟耐震補強工事 

工期：H21年7月～12月 

石岡商業高校管理教室棟耐震補強工事 

工期予定：H21年7月～11月 

水戸工業高校管理教室棟耐震補強工事 

工期：H21年9月～H22年3月 

水戸第三高校普通教室棟耐震補強工事 

工期：H21年7月～12月 

鉾田第一高校管理・普通教室棟耐震補強工事 

工期予定：H21年7月～H22年1月 

玉造工業高校管理・普通教室棟改築工事 

 H21年9月竣工 

友部病院新築工事 

工期：H21年8月～H22年12月  

 
友部病院医療観察法病棟新築工事 

工期：H21年12月～H22年12月 

土浦合同庁舎（本庁舎）耐震補強工事 

工期：H21年10月～H22年3月 

中央病院エネルギーセンター増築工事 

工期：H20年9月～H22年1月 

中央病院救急センター増築工事 

発注予定：第4四半期 

 

 

常陸太田市 

水戸市 

笠間市 
桜川市 

古河市 

石岡市 

土浦市 行方市 

鉾田市 

（凡 例） 

 

 

 

 
 



６　平成２０年度部局別工事施工一覧

●知事公室

工事箇所名 工事名 所在地 着工年月日 完了年月日 工事費（千円） 請負業者 設計者

青少年会館 排水管改修工事 水戸市 20.12.03 21.02.15 1,334 （有）ロビンス熱工業 菊地設備設計事務所

●総務部

工事箇所名 工事名 所在地 着工年月日 完了年月日 工事費（千円） 請負業者 設計者

土浦第１・第２都和荘 解体撤去工事 土浦市 20.11.27 21.02.20 11,445 久松建設（株） 富士崎建築設計室

谷田部つくばね荘 解体撤去工事 つくば市 20.12.20 21.03.16 4,410 ナカヤ工業（株） 富士崎建築設計室

鹿嶋第一・第二松風荘 解体撤去工事 鹿嶋市 20.12.11 21.02.27 13,262 （株）大洋 藤代建築設計事務所

鹿嶋第一・第二鉢形荘 解体撤去工事 鹿嶋市 20.12.20 21.03.16 12,474 （株）ミヤザキ 藤代建築設計事務所

稲敷合同庁舎 屋上防水改修工事 稲敷市 20.11.15 21.02.12 10,532 中山技研（株） サカエ設計企画(有)

筑西合同庁舎 執務棟屋上防水改修工事 筑西市 20.12.12 21.03.06 17,304 （有）神原防水工業 筑波設計

水戸新原荘 ３号棟外壁塗装工事 水戸市 21.01.22 21.03.27 10,112 斎藤菊正塗工（株） （有）荻建築設計事務所

水戸新原荘 ４号棟外壁塗装工事 水戸市 21.01.24 21.03.27 10,211 （株）斎藤塗装店 （有）荻建築設計事務所

●企画部

工事箇所名 工事名 所在地 着工年月日 完了年月日 工事費（千円） 請負業者 設計者

産学官共同研究施設 整備工事 那珂郡東海村 20.05.21 20.11.14 138,705 東康建設工業（株） (株)横須賀満夫建築設計事務所

産学官共同研究施設 整備電気工事 那珂郡東海村 20.05.31 20.11.15 201,075 （株）宮山 (株)横須賀満夫建築設計事務所

産学官共同研究施設 整備機械工事 那珂郡東海村 20.06.14 20.11.15 197,106 暁飯島工業（株） (株)横須賀満夫建築設計事務所

産学官共同研究施設 浄水処理装置解体撤去工事 那珂郡東海村 21.01.10 21.02.27 16,585 勝田環境（株） (株)横須賀満夫建築設計事務所

産学官共同研究施設 駐車場他整備工事 那珂郡東海村 21.01.21 21.03.16 38,745 東康建設工業（株） (株)横須賀満夫建築設計事務所

産学官共同研究施設 駐車場他整備電気工事 那珂郡東海村 21.01.24 21.03.16 5,954 （有）中橋電気社 (株)横須賀満夫建築設計事務所

●生活環境部

工事箇所名 工事名 所在地 着工年月日 完了年月日 工事費（千円） 請負業者 設計者

狩猟者研修センター トイレ改修工事 笠間市 20.12.10 21.02.27 3,150 川根設備工業（株） (株)アサノ設備設計事務所

アクアワールド大洗 屋外観覧通路床改修工事
東茨城郡大洗
町

20.11.06 20.12.19 21,378 瀬谷工業（株） (株)柴建築設計事務所

アクアワールド大洗 物販ゾーン他空調機改修工事
東茨城郡大洗
町

20.05.03 20.08.22 8,739 西武工業（株） 高安設備設計室

アクアワールド大洗 畜養水槽熱源設備更新工事
東茨城郡大洗
町

20.10.17 21.02.12 18,060 清和工業（株） 菊地設備設計事務所

県民文化センター 展示棟耐震補強工事 水戸市 20.05.02 20.08.29 75,952 綿引誠・松浦経常ＪＶ (株)早川建築事務所

●保健福祉部

工事箇所名 工事名 所在地 着工年月日 完了年月日 工事費（千円） 請負業者 設計者

児童センターこどもの城 木製歩道修繕工事
東茨城郡大洗
町

20.12.17 21.03.16 5,145 （株）田口工務店 (有)館建築設計事務所

茨城学園 炊事棟改修工事 那珂市 20.12.10 21.02.20 5,087 片岡建設（株） (有)藤建築設計事務所

茨城学園 炊事棟改修機械設備工事 那珂市 20.12.13 21.02.27 5,544 （株）ユニオンバンク (有)藤建築設計事務所

あすなろの郷 あじさい寮屋上防水等工事 水戸市 20.11.15 21.01.30 7,959 （有）日立ポリマー (株)早川建築事務所

あすなろの郷 学習機能訓練棟他外壁塗装工事 水戸市 20.11.20 21.01.30 14,280 （株）サトウ塗工社 (株)早川建築事務所

あすなろの郷 高架水槽揚水ポンプ改修工事 水戸市 20.10.29 21.01.06 2,415 （株）大東工業 菊地設備設計事務所

リハビリテーションセンター 西寮棟他外壁塗装工事 笠間市 20.11.21 21.02.16 18,218 （株）アコオ 建築研究所da-vinci

リハビリテーションセンター 南寮棟外壁塗装工事 笠間市 20.11.22 21.02.06 6,416 美野里塗防工業（株） 建築研究所da-vinci

こども福祉医療センター ナースコール設備他更新工事 水戸市 20.09.27 21.01.09 11,550 茨城電話工業（株） 峯島設備設計事務所

筑西保健所 耐震補強工事 筑西市 20.06.19 20.10.16 31,815 （株）斎藤工務店 (株)増山栄建築設計事務所

古河保健所 機械室煙突解体撤去工事 古河市 21.01.22 21.03.16 5,229 （株）カノヤ 茨城県土木部営繕課

古河保健所 空調設備設置電気工事 古河市 20.09.12 20.11.26 5,229 （株）エフ・エー・システム (株)アサノ設備設計事務所

古河保健所 空調設備設置工事 古河市 20.09.11 20.11.28 11,655 （株）プロテック (株)アサノ設備設計事務所

●商工労働部

工事箇所名 工事名 所在地 着工年月日 完了年月日 工事費（千円） 請負業者 設計者

工業技術センター 生産技術棟屋根改修工事
東茨城郡茨城
町

20.12.03 21.01.30 7,193 （株）明工 (株)団建築設計事務所

産業技術短期大学校 短大棟・講堂棟外壁塗装工事 水戸市 20.12.19 21.03.16 6,090 （株）大洗工芸社 (有)館建築設計事務所

鹿島産業技術専門学院 本館トイレ改修工事 鹿嶋市 20.12.17 21.03.15 4,190 井関工務店 Kan建築設計事務所

鹿島産業技術専門学院 本館トイレ改修機械工事 鹿嶋市 20.12.03 21.03.15 4,074 （株）篠塚工業所 Kan建築設計事務所

土浦産業技術専門学院 自動車整備科実習棟床改修工事 土浦市 20.12.10 21.02.20 4,830 （株）飯塚工務店 茨城県土木部営繕課

古河産業技術専門学院 板金科実習場建具改修他工事 古河市 20.12.23 21.03.25 10,415 （株）ヒカリ建設 (有)AOI建築設計事務所



●農林水産部

工事箇所名 工事名 所在地 着工年月日 完了年月日 工事費（千円） 請負業者 設計者

畜産センター養豚研究所 汚水処理施設機械設備改修工事 稲敷市 20.12.13 21.03.15 19,005 カトリ冷熱設備（株） (有)石田設備設計事務所

広域豚人工授精場 解体工事 下妻市 20.12.05 21.02.27 17,000 （株）安田建設 筑波設計

園芸研究所 地下水濾過装置交換及び井戸水中ポンプ改修工事 笠間市 21.01.17 21.03.23 7,455 渡辺設備工業 (株)アサノ設備設計事務所

園芸研究所 ドラフトチャンバー交換他工事 笠間市 20.12.12 21.03.15 13,545 （株）ゴミタ (株)アサノ設備設計事務所

農業総合センター農業研究所 第一・第二格納庫シャッター改修工事 水戸市 20.11.19 20.12.26 5,460 （株）小又工務店 (有)小林一生建築研究所

農業総合センター農業研究所 低温室改修工事 水戸市 20.11.05 20.12.09 3,959 （株）大棟建設工業 (有)小林一生建築研究所

旧江戸崎農業改良普及所 解体工事 稲敷市 20.11.19 21.01.16 7,298 （株）沼崎商事 サカエ設計企画有限会社

農業大学校 低コスト鉄骨ハウス新設工事
東茨城郡茨城
町

20.12.20 21.03.16 10,448 （有）真田工務店 (株)団建築設計事務所

水郷県民の森 野外活動広場トイレ新築工事 潮来市 20.11.28 21.03.13 10,385 （株）小沼工務店 アトリエ１０一級建築士事務所

水郷県民の森 野外活動広場トイレ新築電気工事 潮来市 20.11.25 21.03.09 3,308 長電気商会 アトリエ１０一級建築士事務所

水郷県民の森 野外活動広場トイレ新築機械工事 潮来市 20.11.29 21.03.15 11,739 酒井鉄工所 アトリエ１０一級建築士事務所

産学官共同研究施設 内外装整備工事 那珂郡東海村 20.09.19 20.11.11 7,854 （株）佐藤工務店 (株)横須賀満夫建築設計事務所

●土木部

工事箇所名 工事名 所在地 着工年月日 完了年月日 工事費（千円） 請負業者 設計者

潮来土木事務所 フェンス改修工事 潮来市 21.01.07 21.03.06 2,541 （株）菱木土建 茨城県土木部営繕課

洞峰公園 プール棟東側外部改修工事 つくば市 20.06.05 20.09.12 32,340 (株)大和田建設 (株)須藤隆建築設計事務所

洞峰公園 プール棟他補助温水ボイラー改修工事 つくば市 20.11.06 21.03.15 16,485 五月女設備工業(株) ＮＡＳファシリティデザイン室

霞ヶ浦文化体育館 中央監視装置改修工事 土浦市 20.06.28 20.11.17 19,898 常陽水道工業（株） (株)宮本設計事務所

旧久慈水系ダム 建設事務所解体工事 高萩市 20.02.15 20.04.30 14,333 （有）沼田クリーンサービス 設計集団ビッグアース建築研究所

●教育庁財務課

工事箇所名 工事名 所在地 着工年月日 完了年月日 工事費（千円） 請負業者 設計者

磯原郷英高校 管理教室棟他耐震補強及び大規模改修工事 北茨城市 20.06.11 20.09.16 76,650 鈴縫工業（株） (株)須藤隆建築設計事務所

磯原郷英高校 管理教室棟他耐震補強及び大規模改修電気工事 北茨城市 20.06.11 20.09.18 4,704 日彰電気工事（有） (株)須藤隆建築設計事務所

高萩高校 本館トイレ改修工事 高萩市 20.07,03 20.09.12 22,365 常磐土建（株） 千葉建築設計事務所

高萩高校 本館トイレ改修機械設備工事 高萩市 20.06.18 20.09.15 15,855 （株）ナバナ工業 千葉建築設計事務所

日立第一高校 受水槽更新工事 日立市 20.06.05 20.08.31 14,007 （株）日立管工所 (株)アサノ設備設計事務所

日立第二高校 駐輪場新築工事 日立市 20.06.25 20.08.29 8,558 （株）常磐建設 雨川建築設計室

日立商業高校 駐輪場新築工事 日立市 20.12.03 21.02.10 5,880 （有）綾部工務店 丹・篠原建築事務所

太田第一高校 受変電設備改修工事 常陸太田市 20.11.29 21.03.06 5,366 （有）村上電業 渡辺設備設計室

那珂湊第一高校 管理普通教室棟耐震補強他工事 ひたちなか市 20.07.03 20.10.31 130,200 大創・井上経常ＪＶ (有)ムーブ建築設計事務所

那珂湊第一高校 管理普通教室棟耐震補強他電気工事 ひたちなか市 20.06.14 20.10.28 6,405 相沢電設工業（株） (有)ムーブ建築設計事務所

那珂湊第一高校 管理普通教室棟耐震補強他機械工事 ひたちなか市 20.06.19 20.10.31 33,390 （株）宮本冷機 (有)ムーブ建築設計事務所

佐和高校 重層渡り廊下建具改修工事 ひたちなか市 20.06.04 20.08.28 4,988 （有）石川建設工業 (株)安達建築設計事務所

水戸第一高校 知道会館屋根庇防水改修他工事 水戸市 20.11.14 21.02.10 9,030 （有）常陽防水 (有)加倉井亨建築設計室

水戸農業高校 合併処理浄化槽機械設備改修工事 那珂市 20.11.05 21.03.15 15,729 ストウ工業（株） 石井設備設計事務所

水戸商業高校 管理棟他給水管改修工事 水戸市 20.06.07 20.09.11 4,914 茨城サニット（株） (株)アサノ設備設計事務所

水戸桜ノ牧高校 体育館吊り天井改修工事 水戸市 20.11.29 21.02.20 25,179 昭和鐵工（株） (有)丸山建築デザイン研究所

水戸桜ノ牧高校 体育館吊り天井改修電気工事 水戸市 20.11.27 21.02.20 12,579 （株）入江電機工業所 (有)丸山建築デザイン研究所

友部高校 管理教室棟トイレブース改修工事 笠間市 20.05.29 20.08.29 7,455 大昭建設工業（株） 株式会社安達建築設計事務所

笠間高校 管理教室棟女子トイレ改修工事 笠間市 20.06.27 20.09.04 8,652 （有）ヒラヤマ建設 カナザワ建築設計事務所

笠間高校 管理教室棟女子トイレ改修機械設備工事 笠間市 20.06.05 20.09.12 7,980 （有）佐藤設備工業 カナザワ建築設計事務所

笠間高校 特別教室棟他解体撤去第二期工事 笠間市 20.11.06 21.01.26 16,107 （有）郡司組 （株）匠建築研究室

笠間高校 駐車場等整備工事 笠間市 21.01.15 21.03.27 6,930 （有）小池工務店 （株）匠建築研究室

笠間高校 美術棟新築工事 笠間市 20.01.19 20.10.31 133,539 東洋工業（株） （株）匠建築研究室

笠間高校 美術棟新築電気工事 笠間市 20.01.10 20.11.14 18,554 （株）久工 （株）匠建築研究室

笠間高校 美術棟新築機械設備工事 笠間市 20.01.10 20.11.10 11,655 （株）ゴミタ （株）匠建築研究室

石岡第一高校 農業実習棟屋根塗装工事 石岡市 20.10.11 20.12.09 6,006 久野塗工（株） (有)クボタ建築設計事務所

石岡商業高校 消火栓配管及びポンプ改修工事 石岡市 20.06.06 20.08.31 5,775 三栄工業（株） (有)柴原建築設備設計事務所

筑波高校 多目的集会室床改修その他工事 つくば市 20.08.06 20.09.16 7,025 （株）新世 (株)三国設計

並木高校 体育館屋根塗装改修他工事 つくば市 20.12.23 21.02.24 18,023 武居塗装工業（株） 一級建築士伊沢綜合建築研究所

つくば工科高校 体育館耐震補強他工事 つくば市 20.10.17 21.02.06 74,235 （株）大和田建設 (株)ジュン設計/堀江設計事務所

つくば工科高校 体育館耐震補強電気工事 つくば市 20.10.16 21.02.12 12,390 那須電設（株） (株)ジュン設計

茎崎高校 体育館屋根改修工事 つくば市 20.11.27 21.02.20 19,215 （株）成財基業 一級建築士伊沢綜合建築研究所

土浦第二高校 体育館屋根等改修工事 土浦市 20.12.18 21.02.20 12,075 （株）大鶴 (有)アップル建築設計事務所

土浦第三高校 特別教室棟改修工事 土浦市 2101.07 21.03.12 8,715 （株）千和 (有)アップル建築設計事務所

土浦工業高校 ２号館東棟耐震補強等工事 土浦市 20.07.03 20.09.15 36,204 池田林業(株) (株)由波設計

土浦工業高校 体育館外壁塗装工事 土浦市 20.11.14 21.02.10 5,859 （有）金久保塗装工業 (有)クボタ建築設計事務所

土浦湖北高校 体育館吊り天井改修工事 土浦市 20.11.27 21.02.20 27,405 土浦木工（株） (有)のぐち設計事務所

土浦湖北高校 体育館吊り天井改修電気工事 土浦市 20.12.11 21.02.20 8,358 入江電気工事（株） (有)のぐち設計事務所

牛久高校 宿泊学習施設外部改修工事 牛久市 21.01.09 21.03.16 3,255 （株）川村産業 大友建築設計事務所



工事箇所名 工事名 所在地 着工年月日 完了年月日 工事費（千円） 請負業者 設計者

玉造工業高校 管理教室棟解体工事 行方市 20.05.14 20.09.30 42,609 （株）萩原工務店 根本英・秋山建築設計共同企業体

玉造工業高校 第１体育館解体工事 行方市 20.05.16 20.08.12 12,600 （有）石田建材 根本英・秋山建築設計共同企業体

玉造工業高校 管理・普通教室棟改築工事 行方市 20.09.27 20.09.30 308,700 常総・朝日特定ＪＶ 根本英・秋山建築設計共同企業体

玉造工業高校 管理教室棟電気切り回し工事 行方市 20.05.14 20.08.31 16,349 清宮電気（株） 根本英・秋山建築設計共同企業体

玉造工業高校 管理・普通教室棟改築電気工事 行方市 20.10.24 21.09.30 34,020 清宮電気（株） 根本英・秋山建築設計共同企業体

玉造工業高校 管理教室棟切廻し機械工事 行方市 20.05.03 20.08.29 27,542 （株）スガヤ 根本英・秋山建築設計共同企業体

玉造工業高校 管理・普通教室棟改築空調工事 行方市 20.10.09 21.09.30 28,300 村上工業（株） 根本英・秋山建築設計共同企業体

玉造工業高校 管理・普通教室棟改築衛生工事 行方市 20.11.07 21.09.30 15,158 深作設備（株） 根本英・秋山建築設計共同企業体

鉾田農業高校 農事用給水設備改修工事 鉾田市 20.12.04 21.03.11 9,371 （株）関東さく井 石井設備設計事務所

麻生高校 本館・特別教室棟給水管等改修工事 行方市 20.07.05 20.10.30 38,000 成忠テクノス（株） 石井設備設計事務所

潮来高校 特別教室棟耐震補強等工事 潮来市 20.08.21 21.02.27 108,696 綿引誠・松浦経常ＪＶ （株）横須賀満夫建築設計事務所

波崎高校 特別教室棟外壁塗装改修工事 神栖市 20.06.05 20.08.29 15,610 （株）萩原塗装店 (有)本澤幸一建築設計室

波崎柳川高校 体育館外壁補修工事 神栖市 20.12.03 21.03.02 5,229 （株）みやしょう Kan建築設計事務所

伊奈高校 構内配管改修工事 つくばみらい市 20.06.19 20.09.30 12,359 伊奈工業（株） (有)柴原建築設備設計事務所

岩井高校 管理教室棟耐震補強等改修第２期工事 坂東市 20.06.20 20.09.30 42,189 （株）田中工務店 (株)パル綜合設計

岩井高校 管理教室棟耐震補強等改修第２期電気工事 坂東市 20.06.18 20.09.30 3,665 共和電設（株） (株)パル綜合設計

岩井高校 管理教室棟内部塗装改修工事 坂東市 20.06.26 20.08.25 10,479 （株）須知工業 (株)パル綜合設計

猿島高校 管理教室棟改修工事 坂東市 20.12.18 21.03.16 11,445 愛総建（同） (株)大山都市建築設計

猿島高校 管理教室棟改修電気工事 坂東市 20.12.17 21.03.13 3,360 （有）新井電業 (株)大山都市建築設計

岩瀬高校 管理・普通教室棟改築工事 桜川市 20.03.14 21.03.15 423,596 鈴木良・コスモ特定ＪＶ 青山・相澤建築設計共同企業体

岩瀬高校 管理・普通教室棟改築電気工事 桜川市 20.03.15 21.03.13 67,473 大和電気工事（株） 青山・相澤建築設計共同企業体

岩瀬高校 管理・普通教室棟改築衛生工事 桜川市 20.03.15 21.03.15 33,338 （株）楠原管工業 青山・相澤建築設計共同企業体

岩瀬高校 管理・普通教室棟改築空調工事 桜川市 20.03.14 21.03.15 27,531 （株）中崎総合設備 青山・相澤建築設計共同企業体

岩瀬高校 管理・普通教室棟昇降機設備工事 桜川市 20.06.20 21.03.13 12,075 東芝エレベータ(株) 青山・相澤建築設計共同企業体

岩瀬高校 管理・普通教室棟解体工事 桜川市 19.11.22 20.04.30 35,252 足立建設（株） 青山・相澤建築設計共同企業体

岩瀬高校 旧体育館解体工事 桜川市 19.11.23 20.04.30 19,898 （有）城南興業 （株）相澤建築設計事務所

岩瀬高校 屋外便所改築等工事 桜川市 20.12.12 21.03.25 23,205 （株）仁平工務店 青山・相澤建築設計共同企業体

岩瀬高校 屋外便所衛生設備工事 桜川市 20.12.03 21.03.15 2,993 渡辺工業（株） 青山・相澤建築設計共同企業体

水海道第二高校 体育館耐震補強等工事 常総市 20.07.26 21.01.20 65,625 （株）染谷工務店 (有)大野建築設計事務所

水海道第二高校 体育館耐震補強電気工事 常総市 20.07.23 21.01.20 11,655 三光電工（株） (有)大野建築設計事務所

石下高校 管理教室棟他改修工事 常総市 21.01.09 21.03.16 5,775 （株）栗原建設 (有)田中設計事務所

石下高校 管理教室棟屋上防水改修工事 常総市 21.01.09 21.03.16 9,429 （株）ミズヨケ (有)田中設計事務所

下妻第二高校 プール付属棟改修工事 下妻市 20.12.03 21.03.02 7,350 横関建設（株） (有)田中設計事務所

結城第一高校 第２特別教室棟防火扉改修工事 結城市 20.12.17 21.03.16 3,497 （有）風間組 (株)大山都市建築設計

結城第二高校 本館トイレ改修衛生工事 結城市 20.06.20 20.09.30 12,065 （株）平井商店 (株)三国設計

結城第二高校 本館トイレ改修工事 結城市 20.06.19 20.09.30 8,610 （株）神原組 (株)三国設計

三和高校 昇降口特別棟防水改修工事 古河市 20.11.14 21.01.30 4,935 （有）技建工業 (株)大山都市建築設計

古河第一高校 普通教室棟耐震補強等工事 古河市 20.07.26 20.12.15 85,470 斎藤・山中経常ＪＶ 軽部建築設計事務所

古河第一高校 普通教室棟耐震補強衛生工事 古河市 20.07.03 20.12.09 7,760 （株）三幸 軽部建築設計事務所

境高校 普通教室棟耐震補強等工事 猿島郡境町 20.07.24 20.12.24 72,870 （有）中和建設 (株)桜設計事務所

境高校 普通教室棟大規模改修衛生工事 猿島郡境町 20.07.18 21.01.09 12,915 （株）東研 (株)桜設計事務所

北茨城養護学校 笠木改修工事 北茨城市 20.07.11 20.08.29 8,799 安達建設（株） 雨川建築設計室

水戸聾学校 中学部棟他竪樋修繕工事 水戸市 20.12.10 21.01.28 2,877 常北建設工業（株） (有)丸山建築デザイン研究所

友部養護学校 小学部Ｃ棟・職業棟屋上防水改修工事 笠間市 20.05.17 20.08.28 7,235 太陽テクニカル（有） カナザワ建築設計事務所

友部東養護学校 外部改修工事 笠間市 20.12.13 21.02.23 9,723 （有）江幡塗装工業 (有)小林一生建築研究所

土浦養護学校 プール設置工事 土浦市 20.12.20 21.03.16 25,725 （株）市村工務店 大友建築設計事務所

土浦養護学校 プール設置電気工事 土浦市 21.01.07 21.03.27 3,266 雅電設（株） 大友建築設計事務所

土浦養護学校 プール設置機械工事 土浦市 21.01.09 21.03.27 8,652 （有）渡辺工業所 大友建築設計事務所

霞ヶ浦聾学校 管理教室棟耐震補強工事 稲敷郡阿見町 20.06.25 20.10.31 44,100 松浦建設（株） （株）松栄設計

鹿島養護学校 Ｂ棟・Ｄ棟屋外階段設置工事 鹿嶋市 20.06.25 20.08.29 5,670 小沼建設（株） (有)本澤幸一建築設計室

結城養護学校 中学部棟及び作業棟給水管改修工事 結城市 20.06.14 20.08.31 4,996 （有）倉本設備 (有)柴原建築設備設計事務所

●教育庁高校教育課

工事箇所名 工事名 所在地 着工年月日 完了年月日 工事費（千円） 請負業者 設計者

教育研修センター 管理研修棟屋上防水工事 笠間市 20.12.05 21.03.03 11,130 冨山建材（株） (有)加倉井亨建築設計室

●教育庁生涯学習課

工事箇所名 工事名 所在地 着工年月日 完了年月日 工事費（千円） 請負業者 設計者

さしま少年自然の家 機械改修工事 猿島郡境町 20.11.07 21.01.30 10,138 （株）ゴヨー (株)宮本設計事務所

水戸生涯学習センター 分館受変電設備改修工事 水戸市 20.12.04 21.03.06 5,345 （株）興和電設 渡辺設備設計室

水戸生涯学習センター エアコン改修工事 水戸市 20.11.15 21.02.26 4,933 （株）明治ガステック 伊藤設備設計室

鹿行生涯学習センター 冷却塔改修工事 行方市 20.11.05 21.02.09 3,738 共成工業（株） 伊藤設備設計室

●教育庁保健体育課

工事箇所名 工事名 所在地 着工年月日 完了年月日 工事費（千円） 請負業者 設計者

笠松運動公園体育館 受変電設備等改修工事 那珂市 20.11.08 21.02.18 8,610 （株）コーエーコーポレーション 渡辺設備設計室



●教育庁福利厚生課

工事箇所名 工事名 所在地 着工年月日 完了年月日 工事費（千円） 請負業者 設計者

磯原教職員住宅 手摺改修工事 北茨城市 20.11.12 21.01.08 4,830 （株）シゲウチ 丹・篠原建築事務所

鹿嶋地区教職員住宅 外部改修工事 鹿嶋市 20.11.29 21.02.26 5,444 スミト（株） Kan建築設計事務所

鹿嶋地区教職員住宅 ガス配管改修工事 鹿嶋市 20.11.05 21.02.27 3,433 三協クリーンコンサルタント（株） 石井設備設計事務所

常陸大宮地区教職員住宅 外壁塗装・屋上防水改修工事 常陸大宮市 20.11.05 21.01.16 3,117 （株）矢口 雨川建築設計室

水戸地区見和単身用教職員住宅 解体工事 水戸市 20.12.20 21.03.13 6,825 都市建設工業（株） (株)天建築設計事務所

結城地区教職員住宅 解体工事 結城市 20.12.23 21.03.06 7,555 （株）ヤマモト (有)AOI建築設計事務所

潮来地区上戸教職員住宅 解体撤去工事 潮来市 21.01.10 21.03.16 13,556 石山みどり産業（株） 藤代建築設計事務所

●教育庁文化課

工事箇所名 工事名 所在地 着工年月日 完了年月日 工事費（千円） 請負業者 設計者

自然博物館 水系展示施設設備改修工事 坂東市 20.10.30 21.03.11 7,329 （有）横張ポンプ (株)宮本設計事務所

●病院局経営管理課

工事箇所名 工事名 所在地 着工年月日 完了年月日 工事費（千円） 請負業者 設計者

中央病院 放射線治療センター他増築工事 笠間市 20.05.21 20.12.15 309,908 （株）小薬建設 教育施設研究所・須藤隆建築関連業務共同企業体

中央病院 放射線治療センター他増築電気工事 笠間市 20.05.23 20.12.15 49,350 （株）久工 教育施設研究所・須藤隆建築関連業務共同企業体

中央病院 放射線治療センター他増築機械工事 笠間市 20.05.21 20.12.15 103,530 いなほ工業（株） 教育施設研究所・須藤隆建築関連業務共同企業体

中央病院 ナースコール設備更新工事 笠間市 20.11.06 21.03.15 49,980 水戸通信工業（株） 真（まこと）設備設計

こども病院 既存棟無停電電源装置更新工事 水戸市 20.12.04 21.02.27 29,505 センター電機（株） (有)シン設備システムズ

中央病院 産業廃棄物倉庫改築工事 笠間市 20.08.13 20.10.10 9,818 芳野工業（株） 教育施設研究所・須藤隆建築関連業務共同企業体

中央病院 エネルギーセンター増築他工事 笠間市 20.09.19 21.04.20 44,982 （株）根本工務店 教育施設研究所・須藤隆建築関連業務共同企業体

中央病院 エネルギーセンター増築他電気工事 笠間市 20.10.18 … 224,910 日本電設・三興特定ＪＶ 教育施設研究所・須藤隆建築関連業務共同企業体

中央病院 エネルギーセンター増築他機械工事 笠間市 20.10.18 … 177,240 関彰・水戸管特定ＪＶ 教育施設研究所・須藤隆建築関連業務共同企業体



７　建設業者表彰受賞一覧（建築・設備部門）

年度

（株）鈴木良工務店

松浦建設（株）

（株）大久保建設

第一熱学建設

柳澤建設工業（株）

大和電気工事（株）

（株）大久保建設

高塚建設工業（株）

（株）弘進工業

飯島電気工事（株）

池田林業（株）

塙建設工業（株）

東洋工業（株）

日立土木（株）

（株）要建設

協進電設㈱

（株）下妻建設

ストウ工業（株）

（株）岡部工務店

森田建設工業（株）

（株）西山工務店

泰明電設㈱

（株）中崎綜合設備

（株）加藤工務店

（株）小國工務店

フジックス・横建経常建設共同企業体

（株）楠原管工業

山本・郡司経常建設共同企業体

常総・荒野・江口特定建設工事共同企業体

井上・川崎経常建設共同企業体

清水・不二経常建設共同企業体

大堀・吉原経常建設共同企業体

飯村・丸大特定建設工事共同企業体

知事 江口・大地特定建設工事共同企業体

平成建設（株）

（株）小林電気商会

水戸管・飯村経常建設共同企業体

武藤・加藤・小倉特定建設工事共同企業体

常総・朝日・荒野特定建設工事共同企業体

横建・大創経常建設共同企業体

ストウ・大成経常建設共同企業体

大昭工業(株)

富嶋・星特定建設工事共同企業体

要・茨中経常建設共同企業体

鈴縫・日立土木・益三特定建設工事共同企業体

細谷・羽原経常建設共同企業体

幸武・森新経常建設共同企業体

小山・山全経常建設共同企業体

水戸管工事

日立土木・鈴縫特定建設工事共同企業体

山本・谷原特定建設工事共同企業体

日立電設・エンドウ経常建設共同企業体

関彰・楠原経常建設共同企業体

片岡・若葉経常建設共同企業体

大昭・大内経常建設共同企業体

関根・佐昌経常建設共同企業体

（株）山本工務店

コスモ綜合建設（株）

暁飯島工業（株）

（株）根本工務店

大堀電気工業（株）

東洋工業（株）

日立土木（株）

（株）小薬建設

西十三奉行アパート１５・１６号棟建設工事
知事

部長

Ｈ２０

（５０回） 並木中等教育学校（仮称）特別教室棟新築工事

御幸ヶ原園地公衆便所整備工事

近代美術館空調機械整備工事

湖畔アパート７号棟建設工事

並木中等教育学校（仮称）特別教室棟新築電気工事

Ｈ１９

（４９回）

高萩地区新校（仮称）総合学科棟新築工事

つくば養護学校（仮称）知的障害児普通教室棟新築工事

高萩地区新校（仮称）総合学科棟新築電気工事

つくば養護学校（仮称）屋外給排水その他工事

Ｈ１８

（４８回） 知事

桜の郷アパート３号棟建設工事

江戸崎総合高校総合学科棟新築工事

部長

波崎レクセンターハウス新築工事

波崎レクセンターハウス新築電気工事

中央病院PET検査室増築衛生工事

（仮称）神峰アパート市営子育て支援施設建設工事

Ｈ１７

（４７回）

結城第一高校体育館改築工事

部長

西十三奉行アパート１３号棟建設工事

勝田工業高校管理・普通教室棟改築空調工事

鉾田第二高校管理・特別教室棟改築電気工事

知事
鉾田第二高校管理・特別教室棟改築工事

桜の郷アパート集会所及び高齢者生活相談所建設工事

日立電線・エンドウ・飛電社経常建設共同企

業体

知事

部長

知事

部長

部長

知事

受賞業者名

知事

部長

知事

部長

知事

知事

部長

受賞工事名

美和アパート第１４号棟建設工事

竜ヶ崎土木事務所新築工事

水戸産業技術専門学院管理棟新築工事

水戸産業技術専門学院管理棟新築空調設備工事

土浦第二高校セミナーハウス新築工事

古河第二高校体育館改築電気設備工事

百合ヶ丘アパート第５工区建設工事

八千代高校総合学科棟新築工事

高等養護学校寄宿舎新築空調設備工事

牛久栄進高校教室棟等増築電気設備工事

土浦工業高校管理・普通教室棟第一工区改築工事

高等養護学校体育館新築工事

盲学校寄宿舎棟改築工事

高鈴アパート第２工区建設工事

百合ヶ丘アパート第６工区建設工事

竜ヶ崎第二高校体育館改築電気設備工事

道の駅「しもつま」新築工事

那珂高校多目的学習館新築機械設備工事

高萩アパート第７号棟建設及び屋外付帯工事

猿島高校実習棟改築工事

笠間アパート２号棟第２工区建設工事

水戸第二高校管理・普通教室棟改築電気工事

県立図書館移転整備衛生工事

下館産業技術専門学院機械システム科実習棟新築機械設備工事

結城養護学校高等部普通教室増築工事

水沼ダム管理所増築工事

宮前アパート第２工区建設工事

日立第一高校体育館改築電気工事

Ｈ１４

（４４回）

Ｈ１５

（４５回）

Ｈ１６

（４６回）

Ｈ２１

（５１回）

Ｈ１０

（４０回）

Ｈ１１

（４１回）

Ｈ１２

（４２回）

Ｈ１３

（４３回）

土浦第二高校普通・特別教室棟（B棟）改築工事

鉾田第ニ高校普通教室棟A工区改築工事

部長

西十三奉行アパート７・８号棟建設工事

西十三奉行アパート６・９号棟建設工事

土浦第二高校改築電気工事

知的障害施設再編整備空調設備工事

水郷県民の森ビジターセンター新築工事

部長

鹿の子アパート集会所建設工事

水郷県民の森ビジターセンター新築電気工事

中央看護専門学院増築空調工事

上小瀬住宅１－３号棟建設工事

桜の郷アパート６号棟建設工事

中央病院放射線治療センター他　増築工事

笠間高校美術棟　新築工事

滑川第２アパート　第１工区建設工事



年度 受賞業者名 受賞工事名

（株）宮山

暁飯島工業（株）

（株）根本工務店 湖畔アパート６号棟　建設工事

産学官共同研究施設整備電気工事
部長

産学官共同研究施設整備機械工事



８ 年度別主要工事一覧 
 

年 度 主 要 工 事 名 

昭和４６年度 
福祉センター新築，中央病院第３女子宿舎新築，高校３校開校（水戸南，神栖，江

戸崎西） 

昭和４７年度 
笠松運動公園メインスタンド新築，県庁付属庁舎新築，職員研修所新築，高校２校

開校（鬼怒商業，猿島） 

昭和４８年度 
取手競輪場バックスタンド新築，コロニー建設，鹿島寮新築，高校３校開校（佐竹，

勝田，藤代） 

昭和４９年度 
県公館新築及び知事公舎改築，繊維工業指導所新築，鉾田保健所改築，高校２校開

校（大宮工業，大洗） 

昭和５０年度 勤労者余暇活用施設「やみぞ」新築，大宮保健所改築，松丘高校開校 

昭和５１年度 境合同庁舎新築，情報処理教育センター新築，高校２校開校（北総，岩井西） 

昭和５２年度 
江戸崎合同庁舎新築，江戸崎土地改良事務所新築，高萩土木事務所新築，高校２校

開校（東海，明野） 

昭和５３年度 白浜少年自然の家新築，農業大学校本館新築，高校３校開校（茨城東，友部，境西） 

昭和５４年度 
青少年会館新築，竜ヶ崎保健所新築，石岡保健所新築，土浦土地改良事務所新築， 

竹園高校開校 

昭和５５年度 
土浦合同庁舎分庁舎新築，児童センターこどもの城新築，県北家畜保健衛生所新築， 

高校２校開校（鹿島灘，牛久） 

昭和５６年度 
大洗水族館イルカプール新築，消防学校新築，総合検診協会事務所新築，高校２校

開校（日立北，総和） 

昭和５７年度 茨城県武道館新築，さしま少年自然の家新築，伊奈養護学校開校 

昭和５８年度 
下館合同庁舎新築，霞ケ浦総合体育館新築，高校５校開校（水戸桜の牧，土浦湖北，

藤代紫水，守谷，竜ヶ崎南） 

昭和５９年度 
こども病院新築，いばらきパビリオン新築，中央看護専門学院新築，協和養護学校

新築，フラワーパーク新築，高校２校開校（並木，取手松陽） 

昭和６０年度 
下館合同庁舎付属棟新築，友部病院レクリエーションセンター新築，高校３校開校

（佐和，那珂，茎崎） 

昭和６１年度 
鹿行地区婦人教育会館新築，飯富養護学校新築，一橋徳川家記念室新築，高校３校

開校（波崎柳川，小川，三和） 

昭和６２年度 
近代美術館新築，中央病院新築，水戸合同庁舎新築，高校３校開校（中央，牛久栄

進，伊奈） 

昭和６３年度 
大洗マリンタワー新築，つくば看護専門学校新築，森のカルチャーセンター新築， 

鵜の岬カントリープラザ新築，太田第一高校体育館改築 

平成元年度 
園芸試験場新築，研修交流センター新築，大洗港湾事務所新築，飯田ダム管理棟新

築，石岡第一高校体育館改築 

平成２年度 いばらき予防医学プラザ新築，大洗公衆便所新築，波崎高校実習棟新築 

平成３年度 
教育研修センター新築，総合福祉会館新築，日立保健所新築，つくばヘリポート新

築，歴史館展示室新築，那珂湊第一高校講堂兼体育館防音改築 

平成４年度 
生物工学研究所新築，農業総合センター新築，大洗港マリーナ管理棟新築，結城看

護専門学校新築 

平成５年度 
カシマサッカースタジアム新築，自然博物館新築，植物園温室新築，潮来土木事務

所新築，金町公舎新築，緑丘高校体育館新築 

平成６年度 
医療大学新築，がんセンター新築，県西地区生涯学習センター新築，新栽培漁業セ

ンター新築，勝田養護学校大子地区分校新築 



年 度 主 要 工 事 名 

平成７年度 
窯業指導所「匠工房・笠間」新築，こども病院増築，女子独身寮新築，日立商業高

校校舎改築 

平成８年度 
天心記念五浦美術館新築，国民宿舎「鵜の岬」改築，県立医療大付属病院新築，鹿

行生涯学習センター・ホール増築，緑岡高校管理・普通教室棟改築 

平成９年度 

フォレスパ大子新築，水戸産業技術専門学院新築，県西食肉衛生検査所新築，ひた

ちなか保健所新築，竜ヶ崎土木事務所新築，きのこ博士館新築，水戸第一高校普通

教室棟改築 

平成１０年度 

国際会議場並びに知的触発プラザ新築，高等養護学校管理･教室棟・体育館･寄宿舎

新築工事，土浦工業高校管理・普通教室棟改築工事，八千代高校総合学科棟新築工

事，竜ケ崎第一高校管理教室棟改築 

平成１１年度 
旧県庁本庁舎改修，畜産試験場新築，道の駅「しもつま」新築，盲学校早期教育棟・

寄宿舎棟改築，猿島高校特別教室棟改築，水戸第一高校管理・普通教室棟改築 

平成１２年度 

県立図書館移転整備，笠松運動公園陸上競技場改修，取手競輪場特別観覧席新築，

日立商業高校体育館改築，古河第三高校特別校舎棟改築，水戸第二高校管理・普通

教室棟改築 

 

平成13年度 
県立カシマサッカースタジアム増築工事，アクアワールド大洗水族館改築工事，笠

松運動公園屋内プール兼アイススケート場新築工事，オフサイトセンター新築工

事，下館産業技術専門学院機械システム科新築工事，日立第一高校体育館改築工事 
 

平成1４年度 
知的障害施設再編整備増築工事，鉾田第ニ高校普通教室棟改築工事，土浦第一高校

体育館改築工事，土浦第二高校管理・普通教室棟改築工事，日立第二高校管理・普

通教室棟改築工事，真壁高校実習棟改築工事，つくばインキュベータ施設新築工事 
 

平成1５年度 
県民水郷の森ビジターセンター新築工事，中央看護専門学院増築その他工事，小山

ダム管理所新築工事，下館工業高校管理・普通教室棟改築工事，小瀬高校体育館改

築工事 
 

平成1６年度 
霞ヶ浦環境科学センター新築工事，鉾田第二高校管理・特別教室棟改築工事，勝田

工業高校管理・普通教室棟改築工事，結城第一高校体育館改築工事，水郷県民の森

活動体験施設新築工事 
  

平成1７年度 

 

環境監視センター新築工事，古河第一高校管理・普通教室棟改築工事，江戸崎総合

高校総合学科棟新築工事，波崎レクセンターセンターハウス新築工事 

 

平成１８年度 
つくば養護学校新築工事，高萩清松高校総合学科棟新築工事，常陸大宮高校工業科

実習棟新築工事 
 
 
平成１９年度 

並木中等教育学校（仮称）特別教室棟新築工事，御幸ヶ原園地公衆便所整備工事， 

畜産センター養鶏研究室整備工事，近代美術館空調設備改修工事，岩井高校耐震補

強改修工事 
 
 
平成２０年度 

笠間高校美術棟新築工事，岩瀬高校普通・管理教室棟改築工事，境高校普通教室棟

耐震補強工事及び大規模改修工事，磯原郷英高校管理教室棟耐震補強工事及び大規

模改修工事，産学官共同研究施設整備工事，中央病院放射線治療センター増築その

他工事，県民文化センター展示棟耐震補強工事，筑西保健所耐震補強工事，那珂湊

第一高校管理普通教室棟耐震補強他工事 
 
 
   



岩瀬高校管理教室棟改築工事

　

　茨城県立岩瀬高校は，昭和39年に普通科高校として創
立され，昭和45年には准看護師を養成するため衛生看護
科が，昭和63年には衛生看護科に続く看護師養成課程と
して専攻科が設置されました。
　平成19年度から，衛生看護科と専攻科は5年一貫教育の
衛生看護科として一体化され，昭和45年から現在に至る
まで，県内の県立高校では唯一の普通科･衛生看護科併設
学校となっています。

所在地 桜川市

設計・監理 青山・相澤建築設計共同企業体

構造・規模 ＲＣ造　　４階

建築面積 1,543.39㎡

延床面積 4,502.84㎡

工事期間 H20.3～H21.3

総工事費 823,152.8千円

外観

　改築にあたり，これまで独立性の高
かった旧専攻科を同じ校舎に組み入
れ，さらに生徒間交流を促進するような
空間を新たに提供することにより，生徒
同士が互いに尊重し，刺激し合えるよう
配慮しました。
　
　４階建ての校舎の具体的なゾーニング
は，1階を管理部門(事務室，職員室な
ど)，2階を衛生看護科，3～4階を普通科
としたうえで，2～3階を吹き抜けで結ん
だ開放感のある生徒ホールを設けてい
ます。2階には特別教室棟への渡り廊下
があり，同棟の利用が多い衛生看護科
の動線に配慮しています。

生徒ホール 　　          陶板「若葉」　作 小林 東洋氏



屋　根

外　壁

天　井

内　壁

床

受変電設備

照明設備

放送設備

昇降機

空調設備

給水設備

排水設備

建　　築

電気設備

昇降機

衛生設備

空調設備

施工者

鈴木良・コスモ特定設計共同企業体

大和電気工事（株）

（株）中崎総合設備

東芝エレベータ(株)

（株）楠原管工業

屋外キュービクル６面、高圧ケーブル引替

照明器具　779台、スイッチ、コンセント

アンプ、スピーカ

機械設備

空冷式パッケージエアコン、全熱交換機、天井換気扇、電気蓄熱式暖房機

受水槽、自動給水ポンプユニットによる圧送方式

既設合併処理浄化槽接続

機械室レス　６人乗り

電気設備

主要仕上

環境配慮型アスファルト外断熱露出防水

天然石調仕上塗材吹付　（エントランス部：御影石貼（県産材））

生徒ホール上部：珪藻土仕上げ材塗りストリーム仕上げ，下部：桧板無節（県産材）目透し
張，教室：内装用複層塗材Ｅゆず肌模様仕上げ

t15カバフローリング貼

t9.5化粧石膏吸音ボード張　（生徒ホール：t15岩綿吸音板張）



笠間高校美術棟新築工事

　

　茨城県立笠間高等学校は、昨年創立100周年を迎えた歴
史と伝統のある学校です。
 平成19年4月に普通科工芸・デザインコースを美術科に
改編し、本県で2校目となる美術専門学科（絵画・デザイ
ン・陶芸）が設置されました。
　これまで美術関係の授業を行ってきた特別教室棟は、
築40年以上経過し老朽化が著しいことから、これを解体
して美術棟として新築しました。

所在地 笠間市

設計・監理 (株)匠建築研究室

構造・規模 RC造　　２階

建築面積   936.45㎡

延床面積 1,539.22㎡

工事期間 H20.1～H20.11

総工事費 271,582.5千円

外観

教室

　この美術棟は、「美術科目の特殊性に配
慮した使いやすい建物」と「美術棟らしい、
デザイン性の高い建物」を基本コンセプトに
設計しています。
　絵画やデッサンに適した室内環境にする
ため、これらの諸室を北側に配置して安定
した北側光を取り入れるとともに、天井を張
らずに躯体を見せる構造として5メートル以
上の天井高さが確保できるよう工夫してい
ます。



屋　根

外　壁

天　井

内　壁

床

受変電設備

照明設備

ＴＶ共同受信
設備

空調設備

給水設備

排水設備

建　　築

電気設備

空調・衛生設備

施工者

東洋工業株式会社

株式会社久工

株式会社ゴミタ

LBS、SC、SR更新工事

FHP 45W×4、FHP 32W×3

BCアンテナ、UHFアンテナ

機械設備

FF式温風暖房機（灯油）、壁用・天井用換気扇、サーキュレーターファン

既設高架水槽から給水

公共下水道接続

電気設備

主要仕上

ウレタン系塗膜防水

50角磁器質タイル貼り一部アルミスパンドレル

t25グラスロンウール断熱材直貼り（梁型：打ち放しコンクリート＋EP塗装）

（共用部）打ち放しコンクリート＋EP塗装
（教室内）下部：t12杉堅羽目張り　上部：石膏ボード＋掲示板クロス貼り

t15フローリング直貼り

生徒ホール 　　　陶板「道」　作 柳橋 修二氏

また、作品展示のほか、学校行事や地域交流
にも対応できるスペースとして、1～2階吹き抜
けの多目的ホールを設置しています。
　建物全体としては、各教室を中廊下でつなぐ
コンパクトな計画とし、梁型を見せた格天井の
採用や柱・壁仕上げの大部分に打ち放しコンク
リートを採用することなどで意匠的に配慮しな
がら、コスト縮減を図っています。



水郷県民の森トイレ新築工事

屋　根

壁

天　井

床

建　　築

電気設備

機械設備

　

主要仕上

ガルバリウム鋼板瓦棒葺き

t18杉（県産材）タテ羽目板貼り　キシラデコール塗り

杉板（県産材）貼り化粧垂木表し　キシラデコール塗り

コンクリート直押え　刷毛引き仕上げ

施工者

株式会社小沼工務店

長電気商会

酒井鉄工所

所在地 潮来市

設計・監理 アトリエ１０一級建築士事務所

構造・規模 Ｗ造　１階

建築面積   65.09㎡

延床面積   44.51㎡

工事期間 H20.11～H21.3

総工事費 25,431千円

外観

身障者用トイレ

女子トイレ


