
１ 営繕課組織体制 
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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） 

職職員員数数  

5人

1人



部 局 名

総 務 部 １４ ２２９,４４５

生 活 環 境 部 ６ １３７,８６４

保 健 福 祉 部 １２ ８４,６００

商 工 労 働 部 ４ ４２,２０９

農 林 水 産 部 １４ １３７,４４５

土 木 部 ９ １０２,２１６

教 育 庁 ７８ ２,４３０,０３４

病 院 局 ２５ ２,０４４,１４８

計 １６２ ５,２０７,９６１

 （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。

工事件数（件） 執行額（千円）

 

２ 平成２１年度各部局別工事件数及び執行状況 
平成２２年４月１日現在   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5,290

4,289

3,264

2,155

3,137 3,087

1,097 1,372 1,109 1,020 1,000
1,231

808 1,085 744
306

815 889

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

（単位：百万円）

16 17 18 19 20 21

電気設備工事費

機械設備工事費

建築工事費

３ 営繕施行額等の推移 
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  （凡例） 
                
 
              → 新築・増改築工事 
 
 
 

玉造工業高校管理・普通教室棟改

築工事 

４－１ 平成２１年度営繕課主要工事マップ  

総和工業高校管理・普通教室棟他

耐震補強他工事 

下妻第一高校管理・普通教室棟

他耐震補強他工事 

水戸工業高校管理教室棟耐震補

強工事 

河原子港北浜四阿改築工事 

土浦合同庁舎本庁舎耐震補強

工事 

全建いばらき賞受賞 

玉造工業高校管理・普通教室棟    鉾田第一高校管理・普通教室棟   中央病院エネルギーセンター 
 
 
 
 
 
 

 

 

太田第一高校管理・普通教室棟他

耐震補強他工事 

行方市 

土浦市

水戸市 

常総市 

古河市 

常陸太田市 

日立市 

笠間市 

鉾田市 

水戸第三高校普通教室棟耐震補

強他工事 

鉾田第一高校管理・普通教室棟他

耐震補強他工事 

→ 耐震補強工事 
（凡例） 

中央病院エネルギーセンター増

築工事 



           
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               →耐震補強工事 
 
               →新築・増改築工事 
 
 友部病院完成予想図                中央病院救急センター完成予想図 
 
 
 
 
 

 
 

４－２ 平成２２年度営繕課主要工事マップ  

笠間高校管理・普通教室棟耐震補強工事 

工期：H21年7月～H22年3月 

取手競輪場第３ｽﾀﾝﾄﾞ耐震補強他工事 

工期予定：H21年7月～11月 

友部病院ﾃﾞｲｹｱ施設耐震補強他工事 

工期：H21年8月～H22年12月 

こども病院増築工事 

工期：H21年11月～H22年6月 

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 

土浦合同庁舎第一庁舎耐震補強工事 

発注予定：第3四半期 

土浦第三高校管理・普通教室棟改築工事 

発注予定：第4四半期 

中央病院救急センター増築工事 

工期：H22年5月～12月 

 

 

ひたちなか市 

水戸市 

笠間市 

土浦市 

鹿嶋市 

（凡 例） 

友部病院思春期ﾃﾞｲｹｱ棟新築工事 

工期予定：H22年6月～12月 

ｶｼﾏｻｯｶｰｽﾀｼﾞｱﾑ太陽光発電設置工事 

発注予定：第3四半期 

水産試験場本館改築工事 

発注予定：第3四半期 



 
 
 
 
 
 

５ 平成２１年度建設主要建築物概要 

 

 
玉造工業高校管理・普通教室棟新築工事 

 
鉾田第一高校管理・普通教室棟耐震補強工事 

 
水戸工業高校管理教室棟耐震補強工事 

 
          



玉造工業高校管理・普通教室棟改築工事

　

　

所 在 地 行方市

設計・監理 根本英・秋山建築設計共同企業体

構造・規模 RC造　３階

建築面積 1,787.28㎡

延床面積 4,379.99㎡

工事期間 H20年9月～H21年9月

総工事費 965,442千円

外観

外観

職員室

玉造工業高校は，開校４５年の歴史を持ち，創立以

来県内外に優秀な人材を輩出してきました。約８千名

を超える卒業生は産業界各分野において活躍していま

す。
平成１８年度から，入学後に生徒が自分自身の興味

や適正に応じてコースを選択できる制度を導入し，そ
の結果，一人ひとりの希望に最大限に応えられる学校
に生まれ変わろうとしています。しかし，開校当時に
作られた本館は老朽化に加え機能上の不便さも生じて
きていることから，時代の要請に応じた建物とするた
め，改築工事が行われました。



屋　根

外　壁

天　井

床

受変電設備

照明設備

弱電設備

空調設備

換気設備

給水設備

建　築

電気設備

機械設備

電気設備

機械設備

主要仕上

アスファルト防水の上押えコンクリート

コンクリート打放補修の上　防水形複層塗材RS

コンクリート金コテ押えの上　フローリングボード

空冷パッケージエアコン（一部氷蓄熱方式）

全熱交換機，天井扇

受水槽，自動給水ポンプユニットによる圧送方式

施工者

常総・朝日特定建設工事共同企業体

清宮電気株式会社

（空調）村上工業株式会社　　（衛生）深作設備株式会社

高低圧盤，Ｔｒ，ＳＣ，ＳＲ更新工事

照明器具５６７台，スイッチ，コンセント

防災監視盤，アンプ，スピーカー

ロックウール系化粧吸音板t=9　化粧石膏ボードt=9.5

内　装
（共用部）コンクリート打ち放し補修の上内装用複層塗材E
（教室内）掲示用ビニールクロス貼



鉾田第一高校管理・普通教室棟耐震補強工事

外　壁

軒　天

建　築

機械設備

　

施工者
太平建設株式会社

三協クリーンンコンサルタント株式会社

主要仕上
セメント系下地調整材C-2　複層仕上塗材仕上げE

セメント系下地調整材C-2　薄付け仕上げ塗材仕上げ　外装E砂壁状

所 在 地 鉾田市

設計・監理 株式会社第一設計

構造・規模 RC造　４階

延床面積 4,019.87㎡

工事期間 H21年8月～H22年1月

総工事費 133,980千円

外観

外観

外観



水戸工業高校普通管理教室棟耐震補強工事

工事概要

外　壁

軒　天

建　　築

機械設備
施工者

コスモ綜合建設株式会社

株式会社フクテックス

　

シリコンエポキシ系可とう形改修塗材RE，アクリルシリコン樹脂塗料

　耐震補強工事及び，外壁改修工事

主要仕上
フレキシブルボード

所在地 水戸市

設計・監理 （株）ヤマト建築設計事務所

構造・規模 ＲＣ造　４階

延床面積 4,965.73㎡

工事期間 H21.10～H22.3

総工事費 239,484千円

南側

北側

南側



６　平成２１年度部局別工事施工一覧

●総務部

工事箇所名 工事名 所在地 着工年月日 完了年月日 請負業者 設計者

日立おぎつ荘 解体工事 日立市 21.07.11 21.10.08 6,646 （株）大金工務店 (有)かりべ建築設計事務所

境さかえ寮 解体撤去工事 猿島郡境町 21.11.13 22.02.10 14,070 （株）カノヤ (株)福富建築設計事務所

水戸石川荘 １号棟外壁塗装工事 水戸市 21.11.28 22.02.25 9,954 （株）アール・ネット (有)館建築設計事務所

水戸石川荘 ２号棟外壁塗装工事 水戸市 21.11.27 22.02.24 9,227 （株）ライズ (有)館建築設計事務所

自治研修所 焼却炉撤去工事 水戸市 22.01.13 22.03.30 2,100 （株）大介工業 藤井設計

県議会議事堂 非常放送設備改修工事 水戸市 21.11.28 22.03.26 4,987 水戸ホーチキ（株） 渡辺設備設計室

土浦合同庁舎 第二分庁舎倉庫増築工事 土浦市 22.11.25 22.02.22 4,882 （有）一輝 一級建築士伊沢綜合建築研究所

土浦合同庁舎 本庁舎耐震補強工事 土浦市 22.10.17 22.03.15 89,775 郡司建設（株） (株)青山建築設計事務所

土浦合同庁舎 本庁舎耐震補強機械設備工事 土浦市 21.10.17 22.03.15 11,497 （株）阿部工業 (株)青山建築設計事務所

筑西合同庁舎 福利厚生棟屋上防水改修工事 筑西市 22.11.13 22.02.10 8,961 （有）神原防水工業 (有)田中設計事務所

筑西合同庁舎 県民ホール棟屋上防水改修工事 筑西市 21.11.12 22.02.09 5,772 （株）ミズヨケ (有)田中設計事務所

筑西合同庁舎 電話設備更新工事 筑西市 21.09.19 21.12.07 10,872 城北システム・サービス（株） 渡辺設備設計室

筑西合同庁舎 空調改修電気設備工事 筑西市 22.01.14 22.07.23 6,720 東和電気工事（株） (有)柴原建築設備設計事務所

筑西合同庁舎 空調改修機械設備工事 筑西市 22.01.28 22.07.23 43,982 関彰エンジニアリング（株） (有)柴原建築設備設計事務所

●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 請負業者 設計者

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 21.11.13 22.03.12 17,104 高橋商事（株） 菊地設備設計事務所

アクアワールド大洗 熱源設備更新工事 東茨城郡大洗町 21.10.31 22.03.15 51,450 （株）中崎総合設備 菊地設備設計事務所

アクアワールド大洗 イルカショープール空調設備設置工事 東茨城郡大洗町 21.09.18 22.01.31 15,267 常陽環整（株） 菊地設備設計事務所

県民文化センター 給排気塔改修工事 水戸市 21.11.18 22.01.25 2,604 （株）大棟建設工業 藤井設計

県民文化センター 受変電設備改修工事 水戸市 21.09.11 22.02.15 47,302 （株）茨城ケイテクノ (有)シン設備システムズ

狩猟者研修センター 屋外トイレ改修工事 笠間市 21.09.02 21.11.10 4,137 須藤建設（株） (有)ワールド設備設計事務所

●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 請負業者 設計者

潮来保健所 屋上防水改修他工事 潮来市 22.01.13 22.03.15 11,357 柳澤工業（株） (株)小澤啓一建築研究所

日立保健所 冷温水ユニット外改修工事 日立市 21.11.20 22.03.25 6,300 （株）東邦クリーン工業 (有)ワールド設備設計事務所

常陸大宮保健所 空調設備改修電気設備工事 常陸大宮市 21.03.28 21.07.05 5,985 （有）オート電機 高安設備設計室

常陸大宮保健所 空調設備改修機械設備工事 常陸大宮市 21.03.27 21.07.04 12,348 東洋空調工業（株） 高安設備設計室

総合福祉会館 トイレ設備改修工事 水戸市 21.10.03 22.01.10 4,693 （有）佐藤設備工業 (株)アサノ設備設計事務所

茨城学園 寮舎台所増築・改修工事 那珂市 21.12.19 22.03.15 10,080 （株）やすくら工務店 雨川建築設計室

茨城学園 草心寮他解体工事 那珂市 21.01.14 22.03.15 4,830 （株）ニシノグループ 雨川建築設計室

土浦児童相談所 内部改修工事 土浦市 21.12.18 22.02.15 3,675 （株）ＣＲＳ建設 (有)アップル建築設計事務所

リハビリテーション センター自立訓練室改修工事 笠間市 21.09.02 21.11.30 4,494 （株）小谷野建設 (株)和田建築設計事務所

リハビリテーション センター自立訓練室改修機械設備工事 笠間市 21.08.21 21.12.03 10,233 西武工業（株） (株)和田建築設計事務所

あすなろの郷 管理棟電話設備更新工事 水戸市 21.07.22 21.10.29 7,665 水戸通信工業（株） 真（まこと）設備設計

県南食肉衛生検査所 外壁塗装改修他工事 土浦市 21.10.28 22.01.10 2,940 （株）クノソウケン 一級建築士伊沢綜合建築研究所

●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 請負業者 設計者

工業技術センター 食品中間試験棟屋根改修工事 東茨城郡茨城町 22.01.20 22.03.15 5,040 （株）明工 (株)安達建築設計事務所

産業技術短期大学校併設水
戸産業技術専門学院

自動車整備科実習棟他外壁塗装改修工事 水戸市 21.11.27 22.02.24 18,228 （株）マスダ塗装店 ペアデザインルーム

筑西産業技術専門学院 溶接科実習棟屋根他改修工事 筑西市 21.11.06 22.01.26 16,663 （株）ワイエスケイ 清水建築設計事務所

筑西産業技術専門学院 溶接科実習棟屋根他改修電気設備工事 筑西市 21.10.28 22.01.26 2,278 （有）宮田電機商会 清水建築設計事務所

工事費（千円）

工事費（千円）

工事費（千円）

工事費（千円）



●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 請負業者 設計者

農業総合センター 温室群温風暖房機設置工事 笠間市 21.08.20 21.11.27 19,110 （株）金長設備工業 (有)ワールド設備設計事務所

農業総合センター 園芸研究所上水道工事 笠間市 22.03.06 22.05.31 2,719 （株）小林工業 加藤設備設計事務所

農業大学校 研修宿泊棟屋上防水改修工事 東茨城郡茨城町 21.09.30 21.11.28 14,458 興和建業（株） (株)団建築設計事務所

農業研究所 化学実験室分析ガス配管工事 水戸市 21.10.07 21.12.15 3,517 （有）ロビンス熱工業 (有)ワールド設備設計事務所

水戸農山漁家 生活近代化センター研修棟他解体工事 水戸市 22.01.22 22.03.15 3,349 （有）豊和建設 (株)天建築設計事務所

笠間合同庁舎 内部改修工事 笠間市 22.01.20 22.03.15 4,074 （株）五十嵐建設 (株)大峰設計事務所

水産試験場 水産加工実験棟空調設備更新工事 ひたちなか市 21.11.26 22.02.23 9,457 東昌産業（株） 高安設備設計室

栽培技術センター 海水取水装置修繕工事 ひたちなか市 21.12.22 22.03.15 14,091 東洋空調工業（株） 高安設備設計室

栽培漁業センター 取水機械棟・倉庫工作棟外部塗装改修他工事 鹿嶋市 22.01.27 22.03.15 13,251 （有）建塗 タチハラ設計工房

栽培漁業センター 魚類棟外部塗装改修工事 鹿嶋市 22.01.09 22.03.15 11,661 （株）萩原塗装店 タチハラ設計工房

栽培漁業センター アワビ棟・二枚貝棟外部塗装改修工事 鹿嶋市 22.01.09 22.03.15 8,967 （株）神栖創建 タチハラ設計工房

栽培漁業センター 育成棟外部塗装改修工事 鹿嶋市 22.01.09 22.03.15 13,419 川崎塗装工業所 タチハラ設計工房

魚病指導総合センター 渡り廊下増築他工事 行方市 22.01.21 22.03.15 8,767 （株）ミドリヤ (株)小澤啓一建築研究所

内水面水産試験場 空調設備更新工事 行方市 21.11.12 22.02.09 10,605 （株）ケムコ 伊藤設備設計室

●土木部

工事箇所名 工事名 所在地 着工年月日 完了年月日 請負業者 設計者

常陸大宮土木事務所 門扉設置及びフェンス改修工事 常陸大宮市 22.01.20 22.03.15 3,969 （有）鈴木木材店 営繕課

土浦土木事務所 空調設備更新工事 土浦市 21.09.02 21.11.20 2,803 （有）佐藤管理工業 石井設備設計事務所

河原子港北浜 四阿改築他工事 日立市 22.01.22 22.03.25 6,699 鈴木工務店（株） 雨川建築設計室

茨城港日立港区第４埠頭 トールゲート解体撤去工事 日立市 21.12.12 22.02.09 5,008 日和サービス（株） (有)清水忠建築設計事務所

茨城港日立港区第５埠頭 受変電設備改修工事 日立市 21.09.02 21.11.20 2,079 （株）星野組 (株)いちでん

洞峰公園 プール棟内部改修工事 つくば市 21.11.18 22.02.28 51,555 郡司建設（株） (株)若柳建築事務所

洞峰公園 プール棟内部改修電気設備工事 つくば市 21.11.21 22.02.28 6,678 （株）木村電設 (株)若柳建築事務所

洞峰公園 プール棟内部改修機械設備工事 つくば市 21.11.18 22.02.28 12,190 富士協和工業（株） (株)若柳建築事務所

笠間芸術の森公園 倉庫新築工事 笠間市 21.12.09 22.03.09 11,235 （有）中島工務店 (株)大峰設計事務所

●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 請負業者 設計者

日立第一高校 特別教室棟屋上防水改修工事 日立市 21.06.11 21.08.31 19,005 （有）菊池防水工業 (有)かりべ建築設計事務所

磯原郷英高校 特別教室棟屋上防水改修工事 北茨城市 21.07.08 21.08.31 7,245 植田防水工業（株） (有)かりべ建築設計事務所

太田第一高校 管理・普通教室棟耐震補強等工事 常陸太田市 21.07.23 22.01.18 189,000 （株）岡部工務店 (株)根本建築設計事務所

太田第一高校 管理・普通教室棟耐震補強等電気設備工事 常陸太田市 21.07.15 22.01.10 2,614 （有）茅根電設工業 (株)根本建築設計事務所

太田第一高校 管理・普通教室棟耐震補強等機械設備工事 常陸太田市 21.07.15 22.01.10 3,013 （株）石川土木 (株)根本建築設計事務所

常陸大宮高校 特別教室棟内部改修工事 常陸大宮市 21.09.16 21.12.14 7,560 （有）鈴木建設 (株)和田建築設計事務所

常陸大宮高校 特別教室棟内部改修電気設備工事 常陸大宮市 21.09.19 21.12.17 8,683 （有）中橋電気社 (株)和田建築設計事務所

常陸大宮高校 特別教室棟内部改修機械設備工事 常陸大宮市 21.09.19 21.12.17 6,751 （株）エコロジーサービス (株)和田建築設計事務所

水戸第二高校 ２・３号館給水管改修工事 水戸市 21.07.10 21.09.17 12,894 （株）鴨志田設備 (有)ワールド設備設計事務所

水戸第三高校 普通教室棟耐震補強他工事 水戸市 21.07.17 21.12.23 274,249 （株）葵建設工業 (株)パル綜合設計

水戸第三高校 普通教室棟耐震補強他機械設備工事 水戸市 21.07.18 21.11.15 9,954 小河原設備工業（株） (株)パル綜合設計

水戸工業高校 管理教室棟耐震補強他工事 水戸市 21.10.03 22.03.31 239,484 コスモ綜合建設（株） (株)ヤマト建築設計事務所

水戸工業高校 管理教室棟耐震補強他機械設備工事 水戸市 21.10.01 22.03.31 6,436 （株）フクテックス (株)ヤマト建築設計事務所

水戸工業高校 特別棟キュービクル更新工事 水戸市 21.05.02 21.09.15 25,998 石川電機（株） (株)アサノ設備設計事務所

水戸工業高校 管理教室棟アスベスト除去工事 水戸市 21.08.22 21.10.05 9,450 津久波工業（株） (株)ヤマト建築設計事務所

鉾田第一高校 体育館吊り天井改修工事 鉾田市 21.06.11 21.09.30 23,814 （株）中央建設 (株)建築設計室匠工房

鉾田第一高校 管理・普通教室棟耐震補強等工事 鉾田市 21.08.01 22.01.27 130,200 大平建設（株） (株)第一設計

鉾田第一高校 管理・普通教室棟耐震補強等機械設備工事 鉾田市 21.07.22 22.01.17 3,780
三協クリーンコンサルタント
（株）

(株)第一設計

工事費（千円）

工事費（千円）

工事費（千円）



工事箇所名 工事名 所在地 着工年月日 完了年月日 請負業者 設計者

玉造工業高校 管理・普通教室棟改築工事 行方市 20.09.27 21.09.30 463,050 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・普通教室棟改築電気設備工事 行方市 20.10.24 21.09.30 51,030 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・普通教室棟改築空調設備工事 行方市 20.10.09 21.09.30 42,449 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設備工事 行方市 20.11.07 21.09.30 22,736 深作設備（株） 根本英・秋山建築設計共同企業体

玉造工業高校 管理・普通教室棟改築外構工事 行方市 21.10.01 21.12.29 37,023 酒井建設（株） 根本英・秋山建築設計共同企業体

玉造工業高校 重層渡り廊下解体工事 行方市 21.05.20 21.07.03 2,299 （有）石田建材 (株)根本英建築設計事務所

玉造工業高校 重層渡り廊下改築工事 行方市 21.06.12 21.09.30 33,600 （株）朝日工務店 (株)根本英建築設計事務所

鹿島高校 体育館耐震補強等工事 鹿嶋市 21.12.15 22.02.28 34,597 （株）高正建設 (株)天建築設計事務所

神栖高校 体育館・合宿所等給水管改修工事 神栖市 21.07.09 21.09.16 14,301 鹿島空調（株） (有)石田設備設計事務所

波崎高校 工業化学実習室整備工事 神栖市 21.08.28 21.12.05 21,598 小川建設（株） (有)大野建築設計事務所

波崎高校 工業化学実習室整備電気設備工事 神栖市 21.08.27 21.12.04 9,660 青塚電気工事（株） (有)大野建築設計事務所

波崎高校 工業化学実習室整備機械設備工事 神栖市 21.08.29 21.12.06 25,494 （株）マルヰ設備 (有)大野建築設計事務所

土浦第一高校 特別教室棟屋上防水改修工事 土浦市 21.06.13 21.08.31 5,497 小野防水（株） 創美設計

土浦第二高校 プール配水管等改修工事 土浦市 21.09.17 22.01.14 14,017 川村工業（株） 石井設備設計事務所

石岡商業高校 管理普通教室棟耐震補強他工事 石岡市 21.07.18 21.11.14 97,744 興民建設（株） (株)石川建築設計事務所

竜ヶ崎第二高校 合宿所・教室棟耐震補強工事 龍ケ崎市 21.12.16 22.03.15 16,642 増川建設（株） (株)河野正博建築設計事務所

取手第一高校 実習室棟耐震補強工事 取手市 21.12.18 22.03.17 32,130 赤塚工業（株） (株)建築設計室匠工房

取手第一高校 実習室棟耐震補強電気設備工事 取手市 21.12.22 22.03.21 7,213 大勝電設（株） (株)建築設計室匠工房

岩瀬高校 管理・普通教室棟外構工事 桜川市 21.06.11 21.08.31 32,760 大内建設（株） 青山・相澤建築設計共同企業体

岩瀬高校 管理・普通教室棟外構給排水設備工事 桜川市 21.05.27 21.08.31 2,310 （株）岩瀬双葉 青山・相澤建築設計共同企業体

真壁高校 温室解体工事 桜川市 21.12.19 22.03.03 5,040 吉江総業（有） (有)田中設計事務所

下館第二高校 管理棟耐震補強他工事 筑西市 21.07.17 21.10.30 34,965 アキラ建設（株） (株)増山栄建築設計事務所

明野高校 公共下水道接続その他工事 筑西市 21.05.30 21.09.15 5,040 （有）菊池設備 (有)石田設備設計事務所

下妻第一高校 管理・普通教室棟耐震補強等機械設備工事 下妻市 22.02.24 22.12.28 4,450 （株）前沢設備 (株)のあ設計事務所

水海道第二高校 体育館床改修他工事 常総市 21.07.18 21.10.15 47,659 （株）染谷工務店 (株)広瀬設計

八千代高校 特別教室棟屋上防水改修工事 結城郡八千代町 21.06.12 21.08.31 9,965 （有）技建工業 (株)福富建築設計事務所

古河第一高校 商業実践棟耐震補強等工事 古河市 21.07.18 21.12.14 48,772 塚田建材（株） (株)若柳建築事務所

古河第一高校 商業実践棟耐震補強等機械設備工事 古河市 21.07.17 21.12.13 2,677 （有）スギタ設備 (株)若柳建築事務所

境高校 体育館耐震補強工事 猿島郡境町 21.07.18 22.01.31 84,315 （株）篠原工務店 (株)桜設計事務所

伊奈高校 体育館吊り天井改修工事 つくばみらい市 21.06.10 21.09.07 18,900 （株）霞工業 (有)のぐち設計事務所

伊奈高校 体育館吊り天井改修電気設備工事 つくばみらい市 21.06.10 21.09.07 2,499 （株）千代田電気 (有)のぐち設計事務所

北茨城養護学校 空調機設置工事 北茨城市 21.07.10 21.09.27 3,622 （有）タイキ工業 高安設備設計室

水戸養護学校 プールろ過装置改修工事 水戸市 21.07.10 21.09.07 3,984 関東クリーン設備工業（株） (株)アサノ設備設計事務所

水戸飯富養護学校 空調機設置電気設備工事 水戸市 21.07.11 21.09.28 4,032 増光総合電気設備 高安設備設計室

水戸飯富養護学校 空調機設置機械設備工事 水戸市 21.07.08 21.09.25 3,003 常陽メンテナンス（株） 高安設備設計室

水戸高等養護学校 蒸気配管改修工事 水戸市 21.07.10 21.09.07 3,780 （株）大東工業 (株)アサノ設備設計事務所

友部養護学校 空調機設置電気設備工事 笠間市 21.06.18 21.09.05 5,775 （有）チカラ電設 加藤設備設計事務所

友部東養護学校 空調設備設置工事 笠間市 21.07.22 21.10.09 3,549 翔和エンジニアリング（株） 加藤設備設計事務所

勝田養護学校 体育館耐震補強工事 ひたちなか市 22.01.09 22.03.15 11,550 （有）太田建設工業 (株)エイプラス・デザイン

勝田養護学校 空調機設置工事 ひたちなか市 21.07.10 21.09.07 3,034 （株）永葵空研サービス 高安設備設計室

勝田養護学校 内部改修工事 ひたちなか市 21.07.08 21.08.31 3,612 （株）矢口 (株)建築設計室匠工房

大子養護学校 空調設備設置工事 久慈郡大子町 21.07.29 21.10.16 2,257 （有）横山設備工業 加藤設備設計事務所

鹿島養護学校 空調設置電気設備工事 鹿嶋市 21.07.01 21.09.08 2,971 大東工業（株） (有)柴原建築設備設計事務所

鹿島養護学校 空調設備設置工事 鹿嶋市 21.07.08 21.09.15 2,184 共立メンテナンス（株） (有)柴原建築設備設計事務所

土浦養護学校 空調設備設置工事 土浦市 21.07.08 21.09.15 2,165 （株）アイイーシー (有)柴原建築設備設計事務所

美浦養護学校 空調設備設置工事 稲敷郡美浦村 21.07.10 21.09.17 4,084 （有）中島冷熱 (有)柴原建築設備設計事務所

美浦養護学校 昇降口前車寄せ新築工事 稲敷郡美浦村 21.07.31 21.10.13 11,340 オオシン（株） (株)建築設計室匠工房

下妻養護学校 体育館他耐震補強等工事 下妻市 22.01.21 22.05.31 9,360 常総機材（株） 軽部建築設計事務所

結城養護学校 空調設備設置工事 結城市 21.07.18 21.10.05 3,801 （有）倉本設備 真（まこと）設備設計

結城養護学校 高等部棟外部改修工事 結城市 22.01.09 22.03.15 11,845 （株）ヒロサワ (株)広瀬設計

協和養護学校 空調設備設置工事 筑西市 21.07.18 21.10.05 4,446 小口設備工業（株） 真（まこと）設備設計

●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 請負業者 設計者

教育研修センター 食堂棟屋根改修工事 笠間市 22.01.22 22.03.15 9,744 芳野工業（株） (株)安達建築設計事務所

工事費（千円）

工事費（千円）



●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 請負業者 設計者

水戸生涯学習センター 空調設備更新工事 水戸市 22.01.08 22.03.15 27,300 菊地設備工業（株） 柳設計

中央青年の家 浄化槽脱窒素・脱リンプラント増設工事 土浦市 22.03.04 22.08.31 5,145 中川理水建設（株） (有)石田設備設計事務所

さしま少年自然の家 敷地内通路改修工事 猿島郡境町 22.01.22 22.03.15 3,244 （有）染谷建設工業 営繕課

さしま少年自然の家 工作室他空調設備更新工事 猿島郡境町 21.11.12 22.02.09 4,977 （有）小池住設 (有)石田設備設計事務所

●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 請負業者 設計者

笠松運動公園アイススケート
場

冷凍機エンジン交換電気設備工事 ひたちなか市 21.12.05 22.09.30 8,725 （株）藤田電機 (有)須藤設備事務所

笠松運動公園アイススケート
場

冷凍機エンジン交換機械設備工事 ひたちなか市 21.12.04 22.09.30 15,823 西野工業（株） (有)須藤設備事務所

里美野外活動センター 動力幹線設備改修工事 常陸太田市 21.08.19 21.11.01 1,207 （有）飯塚電気商会 (株)いちでん

●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 請負業者 設計者

水戸地区見川 教職員住宅Ａ棟外壁塗装改修他工事 水戸市 22.01.14 22.03.15 6,825 園部塗装工業（株） ペアデザインルーム

水戸地区見川 教職員住宅Ｂ棟外壁塗装改修他工事 水戸市 22.01.13 22.03.15 5,292 （有）江幡塗装工業 ペアデザインルーム

神栖地区土合ヶ原 教職員住宅解体撤去工事 神栖市 21.07.09 21.10.06 14,112 （株）ミヤザキ 創美設計

筑西地区海老ヶ島住宅 解体撤去工事 筑西市 22.01.30 22.03.25 9,901 （株）新栄商事 (有)アップル建築設計事務所

●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 請負業者 設計者

近代美術館 加湿給水設備改修工事 水戸市 21.10.02 21.12.30 6,783 横須賀工業（株） (株)アサノ設備設計事務所

●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 請負業者 設計者

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 67,473 （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設備工事 笠間市 20.10.18 22.01.29 417,690 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設備工事 笠間市 20.10.18 22.01.29 265,860 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

中央病院 非常放送設備改修工事 笠間市 21.10.20 22.02.16 16,316 東日本電気興業（株） 真（まこと）設備設計室

中央病院 検体搬送用気送管設置工事 笠間市 21.12.12 22.03.15 17,850 （株）ヨコハマ 真（まこと）設備設計室

中央病院 医員宿舎他解体工事 笠間市 22.01.09 22.03.25 19,288 （有）郡司組
日立建設設計・日木産業建築関連業
務共同企業体

中央病院 救急センター電気設備切り回し工事 笠間市 22.01.16 22.03.25 9,429 （株）三橋電機
日立建設設計・日木産業建築関連業
務共同企業体

中央病院 救急センター機械設備切り回し工事 笠間市 22.01.26 22.03.25 12,999 加藤設備工業（株）
日立建設設計・日木産業建築関連業
務共同企業体

県立こども病院 増築等工事 水戸市 21.11.28 22.06.30 42,840 昭和建設（株） (株)三上建築事務所

県立こども病院 増築等電気設備工事 水戸市 21.11.19 22.06.30 7,476 センター電機（株） (株)三上建築事務所

県立こども病院 増築等機械設備工事 水戸市 21.11.28 22.06.30 11,319 （株）中央冷熱工業 (株)三上建築事務所

県立友部病院 看護宿舎解体工事 笠間市 21.12.19 22.03.15 30,712 康和建設（株） 一級建築士事務所イイダ設計

県立友部病院 レクリエーションセンター解体工事 笠間市 21.05.16 21.08.20 19,782 （有）ニッキ 久米・早川建築関連業務共同企業体

県立友部病院 新築工事 笠間市 21.08.28 22.12.15 395,850 安藤・要・菅原特定ＪＶ 久米・早川建築関連業務共同企業体

県立友部病院 新築電気設備工事 笠間市 21.08.29 22.12.15 163,674 関電工・石川電機特定ＪＶ 久米・早川建築関連業務共同企業体

県立友部病院 新築昇降機設備工事 笠間市 21.08.13 22.12.15 22,470 （株）日立ビルシステム 久米・早川建築関連業務共同企業体

県立友部病院 新築空調設備工事 笠間市 21.08.13 22.12.15 180,180 暁飯島・水戸管特定ＪＶ 久米・早川建築関連業務共同企業体

県立友部病院 新築衛生設備工事 笠間市 21.09.01 22.12.15 161,700 ダイダン・ストウ特定ＪＶ 久米・早川建築関連業務共同企業体

県立友部病院 職員住宅解体工事 笠間市 21.05.16 21.08.20 14,343 （株）萩原工務店 久米・早川建築関連業務共同企業体

県立友部病院 新築敷地整備工事 笠間市 21.05.19 21.08.20 17,629 （株）戸塚建設 久米・早川建築関連業務共同企業体

県立友部病院 医療観察法病棟設備切り回し工事 笠間市 21.05.30 21.08.20 10,185 暁飯島工業（株） 久米・早川建築関連業務共同企業体

県立友部病院 医療観察法病棟新築工事 笠間市 21.12.23 22.12.15 66,297 岡部・東洋特定ＪＶ 久米・早川建築関連業務共同企業体

県立友部病院 医療観察法病棟新築電気設備工事 笠間市 21.12.19 22.12.15 29,274 （株）茨城ケイテクノ 久米・早川建築関連業務共同企業体

県立友部病院 医療観察法病棟新築空調設備工事 笠間市 21.12.26 22.12.15 21,756 （株）中崎総合設備 久米・早川建築関連業務共同企業体

県立友部病院 医療観察法病棟新築衛生設備工事 笠間市 21.12.25 22.12.15 21,756 清和工業（株） 久米・早川建築関連業務共同企業体

工事費（千円）

工事費（千円）

工事費（千円）

工事費（千円）

工事費（千円）



７　建設業者表彰受賞一覧（建築・設備部門）

年度

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
日立電線・エンドウ・飛電社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

（株）宮山

暁飯島工業（株）

（株）根本工務店

コスモ綜合建設（株）

（株）河野工務店

郡司建設（株）

（株）高正建設

村上工業（株）

清宮電気（株） 玉造工業高校管理・普通教室棟改築電気設備工事

部長

Ｈ２２

（５２回）

美和アパート９号棟第１工区建設工事

美和アパート９号棟第２工区建設工事

土浦合同庁舎本庁舎耐震補強工事

浪逆第２アパート３号棟建設工事

玉造工業高校管理・普通教室棟改築空調設備工事

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

西十三奉行アパート１５・１６号棟建設工事
知事

Ｈ２０

（５０回） 並木中等教育学校（仮称）特別教室棟新築工事

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

部長

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

知事

部長

部長

部長

知事

部長

知事

受賞業者名

知事

知事

知事

受賞工事名

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

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

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

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

部長

Ｈ１４

（４４回）

Ｈ１５

（４５回）

Ｈ１６

（４６回）

Ｈ２１

（５１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

御幸ヶ原園地公衆便所整備工事

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

日立第一高校体育館改築電気工事

産学官共同研究施設整備機械工事

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

桜の郷アパート６号棟建設工事

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

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



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 

平成２１年度 

玉造工業高校普通・管理教室棟改築工事，中央病院エネルギーセンター増築工事，土浦

合同庁舎本庁舎耐震補強工事，水戸第三高校普通教室棟耐震補強工事，水戸工業高校

管理教室棟耐震補強工事，鉾田第一高校管理・普通教室棟耐震補強工事 

 
 
   


