
１ 営繕課組織体制 

営繕課職員数の推移 

（人）

33人 32人 31人 30人 30人 30人 30人 30人 30人

14 15 16 17 18 19 20 21 22 （年度）

40

30

20

10

 
 平成２２年 4 月 1 日現在  

 
 
                             
                             

                      

                              

             

                              
 

                      

                              
 

                    

  

                              

                    

  

 

 

組組織織図図  
 

 
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１，主事１ 

〈 庶務・予算・入札 〉 

主査１，主任２ 

〈 単価作成・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１，技師１，嘱託１ 

〈 建築工事の設計・発注・監督 〉 
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〈 機械設備工事の設計・発注・監督 〉 
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２ 平成２２年度各部局別工事件数及び執行状況 
平成２３年４月１日現在   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部 局 名

知 事 直 轄 １ ３,６５４

総 務 部 ２６ ６０６,５９９

企 画 部 ６ １７５,１４１

生 活 環 境 部 ９ １５６,３８２

保 健 福 祉 部 １０ １２４,５９９

商 工 労 働 部 ２ １３,２５７

農 林 水 産 部 １９ ２２６,１３６

土 木 部 ７ ５４,３２６

教 育 庁 １００ １,８９５,１６３

病 院 局 ３４ ４,１０５,９６２

計 ２１４ ７,３６１,２１９

 （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）
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３ 営繕施行額等の推移 
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               →耐震補強工事 
 
               →新築・増改築工事 
 
 友部病院新築工事                 ｶｼﾏｻｯｶｰｽﾀｼﾞｱﾑ太陽光発電設置工事 
 
 
 
 
 

 
 

４－１ 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 

取手競輪場第３スタンド 

耐震補強他工事 

友部病院ﾃﾞｲｹｱ施設耐震補強他工事 

こども病院増築工事 

友部病院新築工事 

友部病院医療観察法病棟新築工事 

土浦合同庁舎第一庁舎 

耐震補強工事 

中央病院救急センター増築工事 

 

 

下妻市 

水戸市 

笠間市 

土浦市 

鹿嶋市 

（凡 例） 

友部病院児童思春期ﾃﾞｲｹｱ棟新築工事 

カシマサッカースタジアム 

太陽光発電設置工事 

下妻第一高校管理・普通教室棟 

耐震補強工事 

総和工業高校管理・普通教室棟 

耐震補強工事 

古河市 

取手市 



           

 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  （凡例） 
                
 
              → 新築・増改築工事 
 
 
 

土浦第三高校管理・普通教室棟改築工事 
発注時期：第３四半期 

４－２ 平成２３年度営繕課主要工事マップ  

（仮称）境特別支援学校校舎等耐震補強

及び改修工事 
発注時期：第２四半期 

東海高校体育館耐震補強工事 
発注時期：第２四半期 

（仮称）いばらき中性子最先端研究ｾﾝﾀ  ー
発注時期：第３四半期 

取手競輪場ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ耐震改修他工事 
発注時期：第３四半期 

土浦第三高校管理・普通教室棟          水海道第一高校管理・普通教室棟 
 
 
 
 
 
 

 

 

土浦市

水戸市 

常総市 
境町 

東海村 

日立市 

日立工業高校体育館耐震補強工事 
発注時期：第２四半期 

→ 耐震補強工事 
（凡例） 

中央児童相談所・一時保護所改築工事 
発注工期：第３四半期 

水海道第一高校管理・普通教室棟改築工事 
発注時期：第２四半期 

  

取手市 

水産試験場本館改築工事 
発注工期：第３四半期 

ひたちなか市 



 
 
 
 
 
 

５ 平成２２年度建設主要建築物概要 

 

 
友部病院新築工事 

 
中央病院救急センター増築工事 

 
神栖総合公園管理事務所新築工事 

 
          



友部病院（現 こころの医療センター）新築工事

　

　

県立友部病院は，昭和３５年の開設以来４９年が

経過し，老朽化・狭隘化が著しく，また，畳部屋病

室や個室不足等，アメニティの面からも問題があり，

入院・外来患者に対する望ましい医療サービスの提

供や多様化する精神科医療のニーズに十分に対応す

ることが困難な状況にあった。
このため，県立病院が担うべき政策医療の一層の

充実を図るとともに，医療環境の改善を目的として
現在地に建替えをおこなった。

所 在 地 笠間市

設計・監理 久米・早川建築関連業務共同企業体

構造・規模 （病院本体）RC造　２階

建築面積 （病院本体） 8,636㎡

延床面積 （病院本体）14,820㎡

工事期間 H21年8月～H22年12月

総工事費 4,067,534千円　（外構，解体工事を除く）

鳥瞰

児童思春期デイケア棟

病院本体

医療観察法病棟

旧病棟（次年度解体予定）

病院本体外観（正面）

デイケア施設（耐震補強工事）



交流プラザ 交流テラス

病院本体外観（病棟）

病室 廊下

医療観察法病棟外観 医療観察法病棟内観



工事名称

建物概要

屋  根

外　壁

天　井 交流プラザ：岩綿吸音板　　　　 病棟：せっこうボードEP塗り

内　装 交流プラザ：押出成型セメント板　アクリル樹脂エナメル　　　病棟：せっこうボードEP塗り

床 交流プラザ：タイル　　　 病棟：ビニール床タイル

受変電設備

非常用発電設備 625KVA　ディーゼル発電機

直流電源設備 300AH/10HR

電灯・動力設備 照明，コンセント

弱電設備

乗用15人乗り　45m/min　1台

人荷用26人乗り　45m/min　3台

空調設備

給水設備

給湯設備

排水設備

建　築

電気設備 関電工・石川電機特定ＪＶ

昇降機

空調設備 暁飯島・水戸管特定ＪＶ

衛生設備

主要仕上

友部病院新築工事

RC造２階建　建築面積8,636.06㎡　延床面積14,794.94㎡

陸屋根：アスファルト保護防水密着断熱工法　　勾配屋根：ウレタン塗膜防水

コンクリート化粧打放し　水性アクリルシリコン樹脂，コンクリート化粧打放し

屋内キュービクル

ビルマルチ空冷パッケージエアコン（一部氷蓄熱方式），ルーフトップ空調機（外気処理），全熱交換機

ヒートポンプ熱源，貯湯槽，圧力一定ポンプユニットによる温水循環方式

PHS，インターホン，非常呼出表示，カードリーダー，火災通報装置，ナースコール，監視カメラ

監視盤

機械設備

施 工 者 （株）日立ビルシステム

ダイダン・ストウ特定ＪＶ

受水槽，自動給水ポンプユニットによる圧送方式

昇降機設備

電気設備

公共下水道接続

安藤・要・菅原特定JV

児童思春期デイケア棟外観 児童思春期デイケア棟外観

デイケア施設（耐震補強他工事） デイケア施設（集団生活指導室）



工事名称

建物概要

屋  根

外　壁

天　井 せっこうボード　岩綿吸音板

内　装 せっこうボード　EP塗り

床 長尺シート

電灯・動力設備

弱電設備

空調設備

給水設備

給湯設備

排水設備

建　築

電気設備

空調設備 （株）中崎総合設備

機械設備

工事名称

建物概要

屋  根

外　壁

天　井 せっこうボード　岩綿吸音板

内　装 下地あらわし

床 長尺塩ビシート

電灯・動力設備

弱電設備

空調設備

給水設備

給湯設備

排水設備

建　築

電気設備

機械設備

工事名称

建物概要

屋  根

外　壁

建　築

電気設備

機械設備

主要仕上

陸屋根：アスファルト保護防水密着断熱工法　　勾配屋根：ウレタン塗膜防水

コンクリート化粧打放し　押出成型セメント板

友部病院医療観察法病棟新築工事

RC造１階建　建築面積1,889.23㎡　延床面積1,851.76㎡

電気設備
照明，コンセント，制御盤

インターホン，カードリーダー，火災通報装置，ナースコール，監視カメラ，赤外線検知器

機械設備

ビルマルチ空冷パッケージエアコン，ルーフトップ空調機（外気処理），全熱交換機

ヒートポンプ熱源，貯湯槽，圧力一定ポンプユニットによる温水循環方式

公共下水道接続

施 工 者

岡部・東洋特定JV

（株）茨城ケイテクノ

清和鋼業（株）

病院棟からの給水

友部病院児童思春期デイケア棟新築工事

木造１階建　建築面積207㎡　延床面積175.89㎡

主要仕上

カラーガルバリウム鋼板

カラーガルバリウム鋼板

電気設備
照明，コンセント，手元開閉器盤

電話，インターホン，放送

機械設備

ビルマルチ空冷パッケージエアコン，全熱交換機

電気温水器（ヒーター式）による局所給湯

公共下水道接続

施 工 者

（株）大貫工務店

（有）チカラ電設

（株）小林工業

病院棟からの給水

施 工 者

アルプス建設（株）

（株）イチゲ電設

深作設備（株）

友部病院デイケア施設耐震補強他工事

RC造一部S造１階建　建築面積1,294.14㎡　延床面積1,256.47㎡

主要仕上
改質アスファルトシート防水　ガルバリウム鋼板勘合式折板

モルタル刷毛引アクリルリシン



中央病院救急センター増築工事

高齢化社会の進展や疾病構造の変化等により，

今後も救急需要の増加が予想される県北・県央

地域において，引き続き救急医療体制の中核と

しての役割を果たしていくため，救急センター

の増築工事をおこない，中央病院の救急受け入

れ機能の強化を図った。

救急センターの増築により，主に二次及び三

次救急患者，心疾患や精神身体合併症救急患者

等を対象に２４時間３６５日受け入れるととも

に，地域の医療機関と連携し，初期救急患者へ

の対応も可能となった。

所 在 地 笠間市

設計・監理
日立建設設計・日木産業建築関連
業務共同企業体

構造・規模 PCa-PC造　３階

建築面積 1,629.19㎡

延床面積 2,536.72㎡

工事期間 H22年5月～12月

総工事費 874,208千円

救急センター外観

救急センター外観



屋　根 ポリエチレンフィルム＋勾配モルタルの上合成高分子ルーフィングシート

外　壁 押出中空セメント板

天　井 （救急ホール）せっこうボードの上無機質壁紙

内　装 （救急ホール）せっこうボードの上無機質壁紙

床 （救急ホール）長尺塩ビシート

受変電設備 高低圧盤，Tｒ，SC，SR新設工事

照明・弱電設備 照明器具６６５台，スイッチ，コンセント及び防災監視盤，スピーカー

昇降機設備 １１人乗り，乗用兼車いす用１台　　１５人乗り，複合用兼車いす用１台

空調設備 ビルマルチ空冷パッケージエアコン，天井換気扇，給排気ファン，HEPAフィルターファンユニット

給水設備 自動給水ポンプユニットによる圧送方式（既存受水槽使用）

排水設備 屋内合流方式（敷地内汚水枡へ接続）

特殊設備 気送管設備，医療ガス設備

建　築 安藤・菅原特定ＪＶ

電気設備 関電工・石川電機特定ＪＶ

昇降機 三菱電機（株）

空調設備 いなほ工業（株）

衛生設備 常陽水道（株）

外構工事 中島工務店

主要仕上

電気設備

機械設備

施 工 者

待合 救急ホール

ICU CT室

手術室一般病床



神栖総合公園管理事務所新築工事

屋　根 陶器製平板瓦葺き

外　壁 両面ガラス繊維ネット張りセメントモルタル板　薄付仕上塗材

天　井 ラワン合板OS塗

内　装 せっこうボード下地ビニールクロス貼

床 コンクリート下地金ゴテ押え　高耐久ホモジニアスタイル

受変電設備 屋内キュービクル型，高圧ケーブル引込

電灯設備 照明器具98台，スイッチ，コンセント

弱電設備 UHFアンテナ，電話

空調設備 ビルマルチ空冷パッケージエアコン，全熱交換器，天井換気扇

給水・給湯設備 （給水）受水槽，自動給水ポンプユニットによる圧送方式，　（給湯）真空式温水発生機

排水設備 屋内合流方式，公共下水道接続

建　築 幸武建設（株）

電気設備 東光電設（株）

機械設備 村上工業（株）

主要仕上

施 工 者

電気設備

機械設備

所 在 地 神栖市

設計・監理 （有）長塚建築設計事務所

構造・規模 木造　１階

建築面積 412.20㎡

延床面積 330.41㎡

工事期間 H22年10月～H23年4月

総工事費 70,530千円

外観（正面）

外観 多目的ホール



６　平成２２年度部局別工事施工一覧

●知事直轄

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

吾国山洗心館 食事ハウス他解体工事 笠間市 22.07.28 22.09.20 3,654 （有）郡司組 (株)美景総合建築設計室

●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

取手競輪場 第３スタンド機械設備切り回し工事 取手市 22.10.30 23.01.27 7,580 （有）大和田鉄工 (株)横須賀建築設計事務所

取手競輪場 第３スタンド耐震補強等工事 取手市 22.11.17 23.06.10 37,800 松浦建設（株） (株)横須賀建築設計事務所

取手競輪場 第３スタンド耐震補強等電気設備工事 取手市 22.11.25 23.06.10 22,980 協進電設（株） (株)横須賀建築設計事務所

取手競輪場 第３スタンド耐震補強等空調設備工事 取手市 22.12.02 23.06.10 8,260 東信設備工業（株） (株)横須賀建築設計事務所

取手競輪場 第３スタンド耐震補強等衛生設備工事 取手市 22.12.01 23.06.10 8,840 稲敷設備工業（株） (株)横須賀建築設計事務所

取手競輪場 早朝前売発売所改築工事 取手市 22.11.17 23.04.20 26,040 赤塚工業（株） (株)市毛建築設計事務所

取手競輪場 早朝前売発売所改築電気設備工事 取手市 22.11.25 23.03.20 68,250 （株）富嶋電工 (株)市毛建築設計事務所

取手競輪場 早朝前売発売所改築機械設備工事 取手市 22.11.17 23.03.20 44,625 いなほ工業（株） (株)市毛建築設計事務所

取手競輪場 第一休憩室他解体工事 取手市 22.11.03 22.12.17 4,294 （株）沼崎商事 (株)市毛建築設計事務所

取手競輪場 統制室整備工事 取手市 22.12.15 23.03.20 10,710 （株）コウキ建設 (株)横須賀建築設計事務所

取手競輪場 統制室整備電気設備工事 取手市 22.12.15 23.03.20 21,588 メイデン（株） (株)横須賀建築設計事務所

取手競輪場 統制室整備機械設備工事 取手市 22.12.16 23.03.20 5,481 （株）イシダ (株)横須賀建築設計事務所

神栖まつなみ荘 解体工事 神栖市 22.12.23 23.03.19 18,942 （株）美浦クリーン タチハラ設計工房

水戸石川荘 ３号棟外壁塗装工事 水戸市 22.10.21 23.01.18 9,303 （株）マイスター 営繕課

友部四ツ葉荘１号棟 外壁塗装他工事 笠間市 23.01.13 23.03.25 5,659 （株）カシワ (株)美景総合建築設計室

竜ヶ崎保健所 受変電設備更新工事 龍ケ崎市 22.11.05 23.03.04 12,600 栗山電気（株） 営繕課

土浦合同庁舎 第一分庁舎耐震補強工事 土浦市 22.11.11 23.03.15 59,640 郡司建設（株） (株)青山建築設計事務所

土浦合同庁舎 第一分庁舎耐震補強機械設備工事 土浦市 22.11.13 23.03.15 4,467 （株）アサヒテクノ (株)青山建築設計事務所

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 10,888 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 65,973 関彰エンジニアリング（株） (有)柴原建築設備設計事務所

高萩合同庁舎 受変電設備更新工事 高萩市 22.01.14 22.07.10 18,900 清和電気工業(株) 峯島設備設計事務所

古河保健所 受変電設備更新工事 古河市 22.03.05 22.08.01 15,697 (株)野本電設工業 (有)シン設備システムズ

土浦保健所 受変電設備更新工事 土浦市 22.03.04 22.07.31 16,957 岡田電業(株) (有)シン設備システムズ

工業技術センター No,1及びNo,2受変電設備更新工事 茨城町 22.03.15 22.09.10 41,842 泰明電設(株) 真（まこと）設備設計

鉾田合同庁舎 受変電設備更新工事 鉾田市 22.03.06 22.08.17 38,493 志筑電気(株) (有)シン設備システムズ

畜産センター 内用牛研究所第１受変電設備更新工事 常陸大宮市 22.03.13 22.08.09 20,790 (株)ハレルヤ産業 峯島設備設計事務所

●企画部

工事箇所名 工事名 所在地 着工年月日 完了年月日 請負業者 設計者

カシマサッカースタジアム 太陽光発電架台設置工事 鹿嶋市 22.10.14 23.03.15 25,494 （株）大平工業 (株)パル綜合設計

カシマサッカースタジアム 太陽光発電電気設備工事 鹿嶋市 22.10.15 23.03.15 74,077 青塚電気工事（株） (株)パル綜合設計

神栖総合公園 管理事務所新築工事 神栖市 22.10.29 23.04.30 41,312 幸武建設（株） (有)長塚建築設計事務所

神栖総合公園 管理事務所新築電気設備工事 神栖市 22.10.27 23.04.30 14,212 東光電設（株） (有)長塚建築設計事務所

神栖総合公園 管理事務所新築機械設備工事 神栖市 22.10.28 23.04.30 15,006 村上工業（株） (有)長塚建築設計事務所

いばらき量子ビーム研究ｾﾝﾀｰ 内部改修工事 那珂郡東海村 22.12.22 23.03.15 5,040 阿部建設（株） 塙建築設計事務所

●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 請負業者 設計者

県民文化センター 展示棟トップライト改修工事 水戸市 22.08.27 22.11.30 25,463 （株）大將工務店 禾設計事務所

県民文化センター 展示棟他屋上防水改修工事 水戸市 22.12.22 23.03.15 7,707 柳澤工業（株） 禾設計事務所

県民文化センター 大ホール他屋上防水改修工事 水戸市 22.12.23 23.03.15 15,435 中山技研（株） 禾設計事務所

県民文化センター 分館屋上防水改修工事 水戸市 22.12.25 23.03.15 14,768 （株）アジマ防水 禾設計事務所

県民文化センター 分館空調機更新電気設備工事 水戸市 22.05.12 22.08.31 4,095 （有）大津電設 加藤設備設計事務所

県民文化センター 分館空調機更新機械設備工事 水戸市 22.05.13 22.08.31 18,669 サイワイ商事（株） 加藤設備設計事務所

アクアワールド大洗 バックヤード手摺他改修工事 東茨城郡大洗町 22.11.30 23.03.15 16,695 （株）西山工務店 (有)アトリエケイ

アクアワールド大洗 フードコート他空調機更新工事 東茨城郡大洗町 22.09.09 23.01.16 28,980 高橋商事（株） (株)アサノ設備設計事務所

消防学校 屋内訓練場耐震補強工事 東茨城郡茨城町 22.10.21 23.02.02 24,570 大恵建設（株） (株)中建築設計事務所

工事費（千円）

工事費（千円）

工事費（千円）

工事費（千円）



●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

竜ヶ崎保健所 屋上防水改修工事 龍ケ崎市 22.10.20 22.12.03 3,255 （株）常陽防水 (有)横島建築設計事務所

つくば保健所 空調改修電気設備工事 つくば市 22.09.23 22.12.21 4,147 （株）木村電設 (有)石田設備設計事務所

つくば保健所 空調改修機械設備工事 つくば市 22.09.23 22.12.21 19,572 昭和管工事（株） (有)石田設備設計事務所

筑西保健所 屋上防水改修工事 筑西市 22.12.03 22.01.31 3,696 （株）ミズヨケ (有)AOI建築設計事務所

茨城学園 本館耐震補強工事 那珂市 22.06.10 22.08.31 14,962 （株）オーヌキ (株)羽石英夫建築設計事務所

旧土浦児童相談所 庁舎解体工事 土浦市 22.07.31 22.10.08 9,828 （株）日の丸商事 (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 温水プールろ過装置改修工事 笠間市 22.10.23 22.12.31 3,864 須藤建設（株） 伊藤設備設計室

あすなろの郷 スプリンクラー設置関連内部改修工事 水戸市 22.11.10 24.03.15 11,306 中村工業（株） (株)宮本設計事務所

あすなろの郷 スプリンクラー設置電気設備工事 水戸市 22.11.11 24.03.15 17,009 （株）エンドウ電設 (株)宮本設計事務所

あすなろの郷 スプリンクラー設置機械設備工事 水戸市 22.11.12 24.03.15 36,960 菊地設備工業（株） (株)宮本設計事務所

●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 請負業者 設計者

工業技術センター 恒温恒湿室空調設備他改修工事 東茨城郡茨城町 22.06.10 22.09.17 9,765 （株）金長設備工業 菊地設備設計事務所

古河産業技術専門学院 自動車整備科１年実習場床改修工事 古河市 22.12.17 23.02.14 3,492 桜井建設（株） (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 請負業者 設計者

農業総合センター園芸研究所 本館屋上防水改修工事 笠間市 22.05.26 22.07.24 11,739 植田防水工業（株） (有)宮本建築アトリエ

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 6,027 (株)小林工業 加藤設備設計事務所

農業総合センター農業研究所 本館屋上防水改修工事 水戸市 22.06.24 22.08.22 6,132 興和建業（株） (有)宮本建築アトリエ

農業研究所 分室屋根改修工事 水戸市 23.01.12 23.02.25 4,189 （株）三剛建設 塙建築設計事務所

山間地帯特産指導所 本館屋上防水改修工事 久慈郡大子町 23.01.19 23.03.19 4,368 （有）菊池防水工業 塙建築設計事務所

農業大学校 本館他外壁塗装改修工事 東茨城郡茨城町 22.09.23 22.12.21 15,435 （有）桜井塗装店 (株)美景総合建築設計室

農業大学校 若竹南寮等解体撤去工事 東茨城郡茨城町 22.10.28 23.01.25 19,057 康和建設（株） (株)美景総合建築設計室

農業大学校 豚舎等解体撤去工事 東茨城郡茨城町 22.11.23 23.02.20 8,589 （有）豊和建設 (株)美景総合建築設計室

農業大学校園芸部 本館等屋上防水工事 坂東市 22.10.23 23.01.20 10,626 （株）飯田産業 筑波設計

農業大学校園芸部 焼却炉解体撤去工事 坂東市 23.01.12 23.03.15 2,530 （有）城南興業 (株)美景総合建築設計室

フラワーパーク トイレ改修工事 石岡市 22.11.03 23.01.11 3,339 鈴木住研（株） (有)石田設備設計事務所

園芸リサイクルセンター 屋根等塗装改修工事 東茨城郡茨城町 22.10.22 23.01.19 10,095 （株）ライズ 川俣設計工房

水郷県民の森 四阿新築工事 潮来市 23.01.12 23.03.15 3,003 平成建設（株） 営繕課

水産試験場 旧本館他解体工事 ひたちなか市 22.06.04 22.09.01 25,210 横信建材工業（株） (有)清水忠建築設計事務所

水産試験場 焼却炉解体撤去工事 ひたちなか市 22.06.04 22.09.01 2,509 横信建材工業（株） (有)清水忠建築設計事務所

水産試験場 本館改築工事 ひたちなか市 22.12.16 23.10.14 47,045 （株）秋山工務店 日木産業(株)

水産試験場 本館改築電気設備工事 ひたちなか市 22.12.03 23.10.14 18,900 （株）茨城ケイテクノ 日木産業(株)

水産試験場 本館改築空調設備工事 ひたちなか市 22.12.01 23.10.14 16,716 ストウ工業（株） 日木産業(株)

水産試験場 本館改築衛生設備工事 ひたちなか市 22.12.03 23.10.14 10,626 （株）大成設備工業 日木産業(株)

●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

高萩工事事務所 アスベスト除去工事 高萩市 22.08.18 22.10.16 2,499 横信建材工業（株） 設計集団ビックアース建築研究所

日立港湾事務所 屋上防水他改修工事庁舎 日立市 23.01.19 23.03.19 4,074 東洋技建（株） 塙建築設計事務所

洞峰公園 アリーナ棟・管理棟更衣室改修工事 つくば市 22.12.16 23.03.15 15,225 (株)近藤工務店 (株)友水設計

洞峰公園 アリーナ棟・管理棟更衣室改修電気設備工事 つくば市 22.12.15 23.03.15 2,992 酒井電気工業(株) (株)友水設計

洞峰公園 アリーナ棟・管理棟更衣室改修機械設備工事 つくば市 22.12.15 23.03.15 9,240 富士協和工業(株) (株)友水設計

霞ヶ浦文化体育会館 アリーナ棟・シャワー室他改修工事 土浦市 23.01.13 23.03.23 14,542 常盤工事(株) 高安設備設計室

飯田ダム 管理所内部改修第Ⅰ期工事 笠間市 22.12.17 23.03.22 5,754 (株)大平商事 (有)エイ・シー建築計画室

工事費（千円）

工事費（千円）

工事費（千円）

工事費（千円）



●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

大子清流高校 体育館耐震補強工事 久慈郡大子町 22.07.08 22.11.04 45,990 鈴縫工業（株） (株)コアー建築事務所

大子清流高校 体育館耐震補強電気設備工事 久慈郡大子町 22.07.08 22.11.04 10,080 川崎電興（株） (株)コアー建築事務所

水戸第三高校 管理・特別教室棟アスベスト除去工事 水戸市 22.12.03 23.01.31 3,832 足立建設（株） 清水正行建築設計事務所

緑岡高校 特別教室棟アスベスト除去工事 水戸市 22.12.03 23.01.31 2,719 ナカヤ建設（株） 清水正行建築設計事務所

水戸農業高校 寄宿舎他アスベスト除去工事 那珂市 22.07.27 22.10.09 20,079 勝田環境（株） 清水正行建築設計事務所

水戸工業高校 体育館耐震補強工事 水戸市 22.07.10 22.10.07 45,885 （株）葵建設工業 丹・篠原建築事務所

水戸工業高校 体育館耐震補強電気設備工事 水戸市 22.07.16 22.10.13 6,756 佐藤電設（株） 丹・篠原建築事務所

水戸商業高校 保存校舎改修工事 水戸市 22.11.26 23.03.15 12,726 （株）菅野建設 (株)翔建築設計事務所

勝田高校 体育館耐震補強工事 ひたちなか市 22.07.21 22.10.18 23,394 （株）有路工務店 (有)荻建築設計事務所

勝田高校 体育館耐震補強電気設備工事 ひたちなか市 22.07.23 22.10.20 5,040 （有）大内電気工事店 (有)荻建築設計事務所

勝田高校 部室階段等改修工事 ひたちなか市 22.12.22 23.03.06 4,557 （有）三村工務所 フロムゼロ建築デザイン室

勝田工業高校 体育館耐震補強工事 ひたちなか市 22.07.22 22.10.19 22,050 （株）横塚工務店 (株)早川建築事務所

勝田工業高校 体育館耐震補強電気設備工事 ひたちなか市 22.07.22 22.10.19 5,092 （有）勝田電気工業 (株)早川建築事務所

那珂湊高校 体育館吊り天井改修工事 ひたちなか市 22.11.11 23.02.08 26,229 （株）八木組 設計集団ビックアース建築研究所

海洋高校 本館耐震補強他工事 ひたちなか市 22.07.14 23.01.09 65,058 （株）井上工務店 (株)団建築設計事務所

海洋高校 建具改修工事 ひたちなか市 22.07.14 23.01.09 20,727 （株）井上工務店 (株)団建築設計事務所

笠間高校 管理・普通教室棟耐震補強他工事 笠間市 22.07.23 23.04.18 125,174 （株）要建設 (株)戸頃建築設計事務所

笠間高校 管理・普通教室棟耐震補強他電気設備工事 笠間市 22.07.14 23.03.29 4,494 （有）綿引電設 (株)戸頃建築設計事務所

笠間高校 管理・普通教室棟耐震補強他機械設備工事 笠間市 22.06.11 23.03.29 9,880 （有）佐藤設備工業 (株)戸頃建築設計事務所

笠間高校 体育館耐震補強工事 笠間市 22.07.17 22.10.14 28,654 （株）田村工務店 (株)戸頃建築設計事務所

笠間高校 体育館耐震補強電気設備工事 笠間市 22.07.31 22.10.28 4,095 金沢電業（株） (株)戸頃建築設計事務所

友部高校 体育館耐震補強工事 笠間市 22.06.26 22.09.23 19,257 芳野工業（株） (株)市毛建築設計事務所

友部高校 体育館耐震補強電気設備工事 笠間市 22.07.17 22.09.20 4,567 （株）コーエーコーポレーション (株)市毛建築設計事務所

茨城東高校 体育館耐震補強工事 東茨城郡茨城町 22.06.26 22.09.23 21,178 （株）高木工務店 千葉建築設計事務所

茨城東高校 体育館耐震補強電気設備工事 東茨城郡茨城町 22.06.23 22.09.20 3,637 カトウギ電気 千葉建築設計事務所

茨城東高校 管理教室棟他アスベスト除去工事 東茨城郡茨城町 22.12.03 23.01.31 2,751 （株）共和 セイショウ建築事務所

鉾田第二高校 体育館アスベスト除去工事 鉾田市 22.11.26 23.02.08 11,844 （株）飯塚工務店 セイショウ建築事務所

玉造工業高校 体育館耐震補強工事 行方市 22.07.29 22.10.26 18,469 （株）中央建設 (株)三紀設計

玉造工業高校 体育館耐震補強電気設備工事 行方市 22.07.31 22.10.28 4,924 （株）イバデン (株)三紀設計

潮来高校 自動火災報知設備改修工事 潮来市 22.12.03 23.02.21 6,930 （有）フジ電気設備 真（まこと）設備設計

鹿島高校 体育館内部改修工事 鹿嶋市 22.07.02 22.09.29 34,209 （株）高正建設 茂木建築設計事務所

鹿島灘高校 体育館耐震補強工事 鹿嶋市 22.07.23 22.10.20 20,149 図南建設（株） (株)福富建築設計事務所

鹿島灘高校 体育館耐震補強電気設備工事 鹿嶋市 23.07.29 22.10.26 5,460 （有）福村電機 (株)福富建築設計事務所

神栖高校 体育館耐震補強工事 神栖市 22.06.30 22.09.17 25,179 大平建設（株） (株)若柳建築事務所

神栖高校 体育館耐震補強電気設備工事 神栖市 22.07.01 22.09.17 5,460 （株）江口電気商会 (株)若柳建築事務所

波崎高校 旧体育館解体工事 神栖市 22.07.24 22.10.21 23,226 石山みどり産業（株） 一級建築士事務所設計愉得

土浦第三高校 図書館棟アスベスト除去工事 土浦市 22.08.04 22.10.02 6,195 （株）沼崎商事 (有)野沢設計

土浦第三高校 格技場等解体工事 土浦市 22.12.25 23.03.15 20,569 高野工業（株） 大友建築設計事務所

土浦工業高校 特別教室棟他アスベスト除去工事 土浦市 22.08.25 22.10.08 3,538 （株）宮原工務店 (株)友水設計

土浦湖北高校 体育館屋根改修工事 土浦市 22.07.23 22.11.03 23,383 土浦木工（株） 小松崎建築設計事務所

石岡第一高校 管理教室棟等アスベスト除去工事 石岡市 22.08.07 22.10.05 9,429 （株）大洋 (株)友水設計

石岡商業高校 管理・普通教室棟西側トイレ改修工事 石岡市 22.08.05 22.10.03 9,975 （株）松永工務店 (株)友水設計

石岡商業高校 管理・普通教室棟西側トイレ改修機械設備工事 石岡市 22.08.06 22.10.14 10,983 中沢機工（株） (株)友水設計

竜ヶ崎第一高校 体育館軒樋改修他工事 龍ケ崎市 22.12.22 23.03.06 6,321 中央建設（株） 大友建築設計事務所

江戸崎総合高校 公共下水道接続工事 稲敷市 23.01.14 23.03.15 6,583 信工業（株） (有)石田設備設計事務所

取手第一高校 特別教室棟給水管等改修工事 取手市 22.06.02 22.08.15 2,667 （株）三栄工業所 (有)石田設備設計事務所

牛久高校 管理教室棟他アスベスト除去工事 牛久市 22.08.06 22.10.04 9,082 高野工業（株） (有)野沢設計

筑波高校 体育館吊り天井改修工事 つくば市 22.07.24 22.10.21 25,777 （株）小出製作所 (有)横島建築設計事務所

竹園高校 一次側給水管改修工事 つくば市 22.07.14 22.09.11 3,339 （株）イーテック (有)石田設備設計事務所

つくば工科高校 受変電設備更新工事 つくば市 22.04.29 22.09.25 19,687 吉原電機工業（株） (有)岩坂設備設計事務所

真壁高校 普通教室棟耐震補強他工事 桜川市 22.10.07 23.03.15 57,802 （株）小薬建設 (有)永長建築設計事務所

下館第一高校 管理普通教室棟アスベスト除去工事 筑西市 22.11.23 23.01.21 5,218 津久波工業（株） (有)野沢設計

下館第一高校 体育館耐震補強等工事 筑西市 22.07.14 22.09.11 4,966 （株）常陸建設 (有)長塚建築設計事務所

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

下妻第一高校 音楽室等防音改修工事 下妻市 22.08.04 22.11.01 7,266 東昭建設（株） 筑波設計

下妻第一高校 音楽室等防音改修空調設備工事 下妻市 22.08.04 22.11.01 2,793 （有）スギタ設備 筑波設計

下妻第一高校 管理・普通教室棟耐震補強他工事 下妻市 22.03.03 22.12.28 174,552 塚田建材(株) (株)のあ設計事務所

下妻第一高校 管理・普通教室棟耐震補強他電気設備工事 下妻市 22.02.24 22.12.28 10,132 熊倉電気(株) (株)のあ設計事務所

下妻第一高校 管理・普通教室棟耐震補強他機械設備工事 下妻市 22.02.24 22.12.28 5,871 (株)前沢設備 (株)のあ設計事務所

下妻第二高校 管理・普通教室棟アスベスト除去工事 下妻市 22.11.23 23.01.21 5,827 （株）新栄商事 (有)ＡＯＩ建築設計事務所

結城第一高校 第一特別教室棟他アスベスト除去工事 結城市 22.08.06 22.10.04 3,601 吉江総業（有） (有)野沢設計

結城第二高校 管理普通教室棟アスベスト除去工事 結城市 22.08.06 22.10.04 3,255 （有）城南興業 (有)野沢設計

鬼怒商業高校 管理普通教室棟耐震補強他工事 結城市 22.07.07 22.12.03 91,770 （株）小倉工務店 (有)大野建築設計事務所

鬼怒商業高校 体育館耐震補強工事 結城市 22.07.15 22.10.12 31,815 （株）加藤工務店 (有)大野建築設計事務所

鬼怒商業高校 体育館耐震補強電気設備工事 結城市 22.07.17 22.10.14 4,063 （株）武井電設 (有)大野建築設計事務所

石下高校 体育館耐震補強等工事 常総市 22.07.23 22.10.20 17,745 （株）大木組 (株)由波設計

水海道第一高校 特別教室棟アスベスト除去工事 常総市 22.12.03 23.01.31 3,045 （株）萩原工務店 サカエ設計企画(有)

水海道第二高校 特別教室棟内部改修工事 常総市 22.05.28 22.07.31 12,369 （株）ノーブルハウジング 筑波設計

水海道第二高校 特別教室棟内部改修電気設備工事 常総市 22.05.28 22.07.31 6,142 ムラサキ電設（株） 筑波設計

水海道第二高校 特別教室棟内部改修機械設備工事 常総市 22.05.26 22.07.31 2,541 （株）大進工業 筑波設計

八千代高校 管理普通教室棟他アスベスト除去工事 結城郡八千代町 22.07.16 22.08.29 3,706 （株）日の丸商事 (株)広瀬設計

古河第二高校 管理教室棟他アスベスト除去工事 古河市 22.08.28 22.10.26 7,864 山本解体工業（株） サカエ設計企画(有)

古河第三高校 体育館耐震補強工事 古河市 22.08.06 22.12.28 37,464 坂東工業（株） (株)相澤建築設計事務所

古河第三高校 体育館耐震補強電気設備工事 古河市 22.08.06 22.12.28 7,665 春山電気工業（株） (株)相澤建築設計事務所

総和工業高校 管理・普通教室棟耐震補強他工事 古河市 22.03.13 22.10.31 243,810 斉藤工業(株) (有)秋山建築設計事務所

総和工業高校 管理・普通教室棟耐震補強他機械設備工事 古河市 22.03.13 22.10.31 3,192 (株)幸土 (有)秋山建築設計事務所

三和高校 管理棟他アスベスト除去工事 古河市 22.07.17 22.09.29 16,947 （株）萩原工務店 (株)広瀬設計

境高校 本館棟他防火扉等改修工事 猿島郡境町 22.11.19 23.02.16 4,672 （株）菊田工業 (株)石嶋設計室

水戸養護学校 公共下水道接続工事 水戸市 22.07.17 22.09.14 5,806 横須賀工業（株） 菊地設備設計事務所

内原養護学校 昇降機棟増築工事 水戸市 22.11.05 23.03.15 17,734 アイワ建設（株） (株)翔建築設計事務所

内原養護学校 身障者トイレ増築工事 水戸市 22.12.22 23.03.25 7,570 （株）大棟建設工業 川俣設計工房

勝田養護学校 管理棟屋上防水改修工事 ひたちなか市 22.12.08 23.01.21 2,572 （株）東建商 フロムゼロ建築デザイン室

土浦養護学校 ガス給湯設備改修工事 土浦市 22.12.03 23.03.02 7,087 （有）渡辺工業所 (有)石田設備設計事務所

下妻養護学校 体育館他耐震補強等工事 下妻市 22.01.22 22.05.31 14,527 常総機材（株） 軽部建築設計事務所

下妻養護学校 受変電設備改修工事 下妻市 22.05.19 22.08.16 1,638 （株）ミワ電気 (有)岩坂設備設計事務所

下妻養護学校 校舎アスベスト除去工事 下妻市 22.09.08 22.11.06 2,835 根崎解体工事（株） (有)ＡＯＩ建築設計事務所

結城養護学校 機械室棟内暖房用ボイラー更新工事 結城市 22.10.09 22.12.17 4,368 （有）倉本設備 伊藤設備設計室

●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 特別支援教育棟他屋根塗装工事 笠間市 22.12.18 23.02.15 4,725 （有）江幡塗装工業 (株)美景総合建築設計室

教育研修センター 自動火災報知設備改修工事 笠間市 22.02.26 22.07.23 21,420 日立綜合防災(株) 渡辺設備設計室

●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 請負業者 設計者

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 11,025 中川理水建設（株） (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

堀原運動公園 武道館高圧引込設備改修工事 水戸市 22.09.01 22.10.30 2,100 （株）東辰電通 真（まこと）設備設計

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 13,954 （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 28,276 西野工業（株） (有)須藤設備事務所

工事費（千円）

工事費（千円）

工事費（千円）

工事費（千円）



●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

太田第一高校職員住宅 解体工事 常陸太田市 23.01.26 23.03.15 2,751 （有）冨田工務店 (株)日立建設設計

ひたちなか地区相金住宅 解体工事 ひたちなか市 23.01.15 23.03.22 10,185 （株）石野 フロムゼロ建築デザイン室

神栖地区田畑住宅 解体工事 神栖市 22.11.26 23.02.23 15,592 （株）飯塚工務店 タチハラ設計工房

古河地区磯部住宅 解体工事 古河市 22.11.23 23.02.20 19,005 山本解体工業（株） (株)石嶋設計室

坂東地区辺田住宅 解体工事 坂東市 22.12.18 23.03.07 15,277 大月建材（有） (有)AOI建築設計事務所

古河地区磯部第２住宅 屋上防水改修工事 古河市 22.11.19 23.02.16 3,704 （有）ＫＩ防水 (株)石嶋設計室

●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 屋上防水改修工事 水戸市 22.10.01 22.12.29 6,090 （株）崎山 川俣設計工房

近代美術館天心記念五浦分館 太陽光発電設備工事 北茨城市 22.10.08 23.03.06 43,550 根本電興（株） 真設備設計

●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 救急センター増築工事 笠間市 22.05.20 22.12.30 421,365 安藤・菅原特定ＪＶ
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 救急センター増築電気設備工事 笠間市 22.03.18 22.12.30 258,825 関電工・石川電機特定ＪＶ
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 救急センター増築空調設備工事 笠間市 22.03.18 22.12.30 50,389 いなほ工業(株)
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 救急センター増築衛生設備工事 笠間市 22.03.20 22.12.30 91,665 常陽水道(株)
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 救急センター増築外構工事 笠間市 22.12.09 23.01.20 11,151 （有）中島工務店
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 救急センター増築昇降機設備工事 笠間市 22.05.27 22.12.30 18,385 三菱電機（株）
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 中央監視室他空調設備改修工事 笠間市 22.11.10 23.02.17 2,677 （株）川名工務店 伊藤設備設計室

県立こども病院 増築等工事 水戸市 21.11.28 22.06.30 64,260 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 11,214 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 16,978 （株）中央冷熱工業 (株)三上建築事務所

県立友部病院 新築工事 笠間市 21.08.28 22.12.15 1,605,345 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 22.12.15 282,639 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 33,705 （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 22.12.15 281,820 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 22.12.15 261,061 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 医療観察法病棟新築工事 笠間市 21.12.23 22.12.15 265,188 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受変電設備工事 笠間市 21.08.29 22.12.15 8,337 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 医療観察法病棟新築電気設備工事 笠間市 21.12.19 22.12.15 43,911 （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 32,634 （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 32,634 清和工業（株） 久米・早川建築関連業務共同企業体

県立友部病院 デイケア施設耐震補強他工事 笠間市 22.08.21 22.12.15 31,164 アルプス建設（株） 久米・早川建築関連業務共同企業体

県立友部病院 デイケア施設耐震補強他電気設備工事 笠間市 22.08.19 22.12.15 16,458 （株）イチゲ電設 久米・早川建築関連業務共同企業体

県立友部病院 デイケア施設耐震補強他機械設備工事 笠間市 22.08.20 22.12.15 20,191 深作設備（株） 久米・早川建築関連業務共同企業体

県立友部病院 児童思春期デイケア棟新築工事 笠間市 22.06.24 22.12.15 37,065 （株）大貫工務店 久米・早川建築関連業務共同企業体

県立友部病院 児童思春期デイケア棟新築電気設備工事 笠間市 22.06.24 22.12.15 4,021 （有）チカラ電設 久米・早川建築関連業務共同企業体

県立友部病院 児童思春期デイケア棟新築機械設備工事 笠間市 22.07.03 22.12.15 6,247 （株）小林工業 久米・早川建築関連業務共同企業体

県立友部病院 新築第一工区外構工事 笠間市 22.12.11 23.03.31 24,916 塙建設工業（株） 久米・早川建築関連業務共同企業体

県立友部病院 新築第二工区外構工事 笠間市 23.01.15 23.03.31 43,575 （株）大貫工務店 久米・早川建築関連業務共同企業体

県立友部病院 新築第三工区外構工事 笠間市 22.12.10 23.03.31 23,415 （株）水戸住宅設備機器ｾﾝﾀｰ 久米・早川建築関連業務共同企業体

県立友部病院 新築第四工区外構工事 笠間市 22.12.09 23.03.31 37,905 （株）大貫工務店 久米・早川建築関連業務共同企業体

県立友部病院 新築第一工区植栽工事 笠間市 23.01.22 23.03.25 7,560 （株）タナカ築庭 久米・早川建築関連業務共同企業体

県立友部病院 新築第二工区植栽工事 笠間市 23.01.21 23.03.25 8,032 （株）田中造園土木 久米・早川建築関連業務共同企業体

県立友部病院 新築外構電気設備工事 笠間市 22.11.19 23.03.15 44,090 東和電気工事（株） 久米・早川建築関連業務共同企業体

県立友部病院 新築外構雨水排水設備工事 笠間市 22.12.10 23.03.15 7,140 （有）茨勝設備工業 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）



７　建設業者表彰受賞一覧（建築・設備部門）

年度

（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）

昭和建設（株）

岡部・東洋特定建設工事共同企業体

（株）茨城ケイテクノ

日立土木（株）

いなほ工業（株）

（株）大貫工務店

日立第一高校体育館改築電気工事

県立友部病院医療観察法病棟新築電気設備工事

滑川第二アパート　２号棟建設工事

中央病院救急センター増築空調設備工事

県立友部病院児童思春期デイケア棟新築工事

知事

滑川第２アパート　第１工区建設工事

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

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

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

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

Ｈ２３

（５３回）

部長

産学官共同研究施設整備機械工事

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

Ｈ１４

（４４回）

Ｈ１５

（４５回）

Ｈ１６

（４６回）

Ｈ２１

（５１回）

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

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

県立こども病院増築等工事

県立友部病院医療観察法病棟新築工事

受賞工事名

知事

受賞業者名

知事

知事

部長

部長

部長

知事

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

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

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

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



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 

平成２２年度 

友部病院新築工事，中央病院救急センター増築工事，こども病院増築等工事，笠間高校

管理・普通教室棟耐震補強他工事，下妻第一高校管理・普通教室棟耐震補強他工事，総

和工業高校管理・普通教室棟耐震補強他工事 

 


