
１ 営繕課組織体制 

営繕課職員数の推移 

 
 平成２３年４月１６日現在 

 ※東日本大震災への対応のため，人事異動が 16 日となった 
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２ 平成２３年度各部局別工事件数及び執行状況 
平成２４年３月３１日現在   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



３ 営繕施行額等の推移 
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土浦第三高校 
管理・普通教室棟改築工事 
武道場改築工事 

４－２ 平成２３年度営繕課主要工事マップ  

（仮称）いばらき中性子最先端 
医療研究センター 

取手競輪場ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ耐震改修他工事 

水産試験場本館改築工事             神栖総合公園管理事務所新築工事 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

→ 新築・増改築工事 
（凡例） 

水海道第一高校管理・普通教室棟改築工事 

取手市 

水産試験場本館改築工事 

ひたちなか市 

東海高校体育館耐震補強工事 

（仮称）境特別支援学校 
管理・高等部棟耐震補強及び大規模改修工事 
小中学校棟耐震補強及び大規模改修工事 

県民文化センター大ホール等災害復旧工事 

→ 耐震補強工事 

 → 災害復旧工事 

栽培漁業センター災害復旧工事 

鹿嶋市 

神栖総合公園管理事務所新築工事 



           
 
   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
石岡第一高校管理・普通教室棟改築工事        常陸大宮土木事務所庁舎等災害復旧工事 
 
 
 
 
 

 
 

４－２ 平成２４年度営繕課主要工事マップ  

取手競輪場バックスタンド耐震改修他工事 

水戸市 

那珂市 

土浦市 

（凡 例） 

取手市 

（仮称）いばらき中性子最先端医療研究センタ

ー整備工事 

県民文化センター大ホール等災害復旧工事 

常陸大宮土木事務所庁舎等災害復旧工事 

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

石岡第一高校管理・普通教室棟改築工事 

水戸商業高校管理・普通教室棟耐震補強工事 

日立第二高校体育館耐震補強工事 

日立工業高校管理教室棟他耐震補強工事 

太田第一高校特別教室棟他耐震補強工事 

太田第二高校管理教室棟他耐震補強工事 

勝田高校管理・普通教室棟耐震補強工事 

多賀高校管理教室棟耐震補強工事 

常総市 

石岡市 

水戸第二高校普通・特別教室棟新築復旧工事 

水戸農業高校 管理・普通教室棟新築復旧工事 
       調理室・食堂新築復旧工事 

寄宿舎耐震補強工事 
ひたちなか市 

東海村 

常陸大宮市 

常陸太田市 

日立市 

 

 → 新築・増改築工事 

→ 耐震補強工事 

 → 災害復旧工事 



 
 
 
 
 
 

５ 平成２３年度建設主要建築物概要 

 

 
水産試験場本館改築工事 

 
 

          



水産試験場本館改築工事

　

　

改築の経緯

旧本館は昭和44年に建築されており，建物
の劣化が進んでいるとともに，耐震性が低い
ため（Is値0.18），平成19年より使用を中止
していた。また，漁業・水産加工等を取り巻
く情勢が大きく変化しており，多様化・高度
化する研究課題等に対応できる施設整備が必
要であることから改築を行った。

建物の特徴

東西に細長い建物の中央部で「V」の字に南
北軸を曲げることにより，廊下の長さを感じ
させないよう配慮した。

建設地が海岸に面しており，煙害の影響に
よる建物等の早期劣化が予想されるため，屋
外に面する部分の鉄筋かぶり厚さを70mm確保
した（標準仕様は30mm）

高額な実験機器があるため，給気口を両妻

面に集約し，フィルターで除塩する換気計画

とした。

省エネルギーを図るため，ホールや階段，
廊下，トイレにLED照明を採用した。

所 在 地 ひたちなか市

設計・監理 日木産業株式会社

構造・規模 RC造　地上２階

建築面積 802.55㎡

延床面積 1,371.04㎡

工事期間 H22年12月～H23年10月

総工事費 253,953千円（外構工事除く）

東面外

西面外



工事名称

建物概要

屋  根

外　壁

天　井 エントランスホール兼展示スペース：岩綿吸音板　　　　 各実験室：ケイカル板AEP塗り

内　装 エントランスホール兼展示スペース：コンクリート打放 各実験室：コンクリート打放の上AEP塗り

床 エントランスホール兼展示スペース：セラミックタイル 各実験室：耐薬品製長尺塩ビシート

受電方式

変圧器容量 1φ100kVA×1台, 3φ150kVA×1台, 1φ20kVA×1台, 3φ100kVA×1台

電灯・動力設備 照明（Hf型蛍光灯, LED他），コンセント他

空調設備

給水設備

給湯設備

排水設備

建　築

電気設備 （株）茨城ケイテクノ

空調設備 ストウ工業（株）

衛生設備

電気設備

合併浄化槽

（株）秋山工務店

高圧受電（3φ3W　6.6kVA 50Hz）

空冷式ヒートポンプパッケージエアコン, 全熱交換器ユニット

水産試験場本館改築工事

RC造２階建　建築面積802.55㎡　延床面積1,371.04㎡

施 工 者

主要仕上

（株）大成設備工業

ウレタン系塗膜防水

陶磁器タイル貼り，コンクリート打放しの上複層仕上げ塗材

局所式
機械設備

直圧直結給水方式

エントランスホール兼展示スペース エントランスホール階段

資源生態実験室 デッキテラス



６　平成２３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

青少年会館 防火ダンパー改修工事 水戸市 23.11.9 24.3.15 3,675 須藤建設（株） 池田設備設計事務所

●総務部

工事箇所名 工事名 所在地 着工年月日 完了年月日 請負業者 設計者

取手競輪場 第３スタンド耐震補強等工事 取手市 22.11.17 23.6.10 104,128 松浦建設（株） （株）横須賀満夫建築設計事務所

取手競輪場 早朝前売発売所改築工事 取手市 22.11.17 23.4.20 65,100 赤塚工業（株） （株）市毛建築設計事務所

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 23.6.10 57,456 協進電設（株） （株）横須賀満夫建築設計事務所

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 22.12.2 23.6.10 20,674 東信設備工業（株） （株）横須賀満夫建築設計事務所

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 22.12.1 23.6.10 22,123 稲敷設備工業（株） （株）横須賀満夫建築設計事務所

取手競輪場 バックスタンド耐震補強電気設備切回し工事 取手市 23.8.25 23.11.14 18,270 平山電機（株） （株）横須賀満夫建築設計事務所

取手競輪場 バックスタンド耐震改修他工事 取手市 23.12.21 25.7.31 196,541
安藤・細谷特定建設工事共同
企業体

（株）横須賀満夫建築設計事務所

取手競輪場 バックスタンド耐震改修他衛生設備工事 取手市 23.11.9 25.7.31 25,798 いなほ工業（株） （株）横須賀満夫建築設計事務所

取手競輪場 バックスタンドアスベスト除去工事 取手市 23.10.27 23.12.25 69,510 康和建設（株） （株）横須賀満夫建築設計事務所

取手競輪場 バックスタンド耐震改修他電気設備工事 取手市 23.12.27 25.7.31 57,191 （株）富嶋電工 （株）横須賀満夫建築設計事務所

取手競輪場 バックスタンド耐震改修他空調設備工事 取手市 23.12.16 25.7.31 51,660 関彰エンジニアリング（株） （株）横須賀満夫建築設計事務所

取手競輪場 メインスタンド解体工事 取手市 24.2.24 24.6.30 62,370 久松解体興業（株） （株）横須賀満夫建築設計事務所

取手競輪場 メインスタンド解体他機械設備工事 取手市 24.1.14 24.6.30 6,273 増川設備工事（株） （株）横須賀満夫建築設計事務所

取手競輪場 メインスタンド解体及び切回し電気設備工事 取手市 24.2.9 24.3.25 21,945 飯島電気工事（株） （株）横須賀満夫建築設計事務所

取手競輪場 選手管理棟耐震補強工事 取手市 24.3.16 24.8.12 19,362 赤塚工業（株） （株）市毛建築設計事務所

取手競輪場 選手管理棟耐震補強機械設備工事 取手市 24.3.16 24.8.10 2,084 （株）稲敷空調サービス （株）市毛建築設計事務所

友部四ツ葉荘２号棟 外壁塗装他工事 笠間市 23.12.14 24.3.2 4,809 （有）江幡塗装工業 川俣設計工房

水戸桜川荘 受水槽更新工事 水戸市 23.12.2 24.2.9 5,145 （株）大東工業 柳設計

潮来延方荘 職員住宅解体工事 潮来市 24.1.18 24.3.29 18,931 （株）飯塚工務店 （株）岡野建築設計事務所

19 829,370

●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

神栖総合公園 管理事務所新築工事 神栖市 22.10.29 23.4.30 51,030 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 23.4.30 17,629 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 23.4.30 18,375 村上工業（株） （有）長塚建築設計事務所

つくば国際会議場 カーテンウォール防水改修工事 つくば市 23.9.14 24.2.10 24,045 柳澤工業（株） （有）アップル建築設計事務所

（仮称）いばらき中性子最先端
医療研究センター

内部撤去工事 那珂郡東海村 23.12.22 24.3.29 39,018 （株）大洋 （株）梓設計

（仮称）いばらき中性子最先端
医療研究センター

整備工事 那珂郡東海村 24.3.15 24.8.31 14,445 横建工業（株） （株）梓設計

（仮称）いばらき中性子最先端
医療研究センター

整備空調設備工事 那珂郡東海村 24.3.15 24.10.31 14,883 （株）大成設備工業 （株）梓設計

（仮称）いばらき中性子最先端
医療研究センター

整備衛生設備工事 那珂郡東海村 24.3.15 24.10.31 7,780 （株）田本工務店 （株）梓設計

（仮称）いばらき中性子最先端
医療研究センター

整備電気設備工事 那珂郡東海村 24.3.15 24.10.31 19,293 イガラシ綜業（株） （株）梓設計

9 206,498

●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 直流電源設備他更新工事 水戸市 23.12.22 24.8.31 40,950 泰明電設（株） 土木部営繕課

アクアワールド大洗 イルカショープール系統他空調設備更新工事 東茨城郡大洗町 23.9.16 24.1.23 25,336 清和工業（株） （株）アサノ設備設計事務所

アクアワールド大洗 ラッコ飼育室系統他空調設備更新工事 東茨城郡大洗町 23.11.17 24.3.15 49,927 （株）鴨志田設備 （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 24.1.17 24.3.15 14,574 （株）五十嵐建設 （株）石川建築研究所

県民文化センター 大ホール等災害復旧工事 水戸市 24.3.2 24.7.31 200,025 株木建設（株） （株）市毛建築設計事務所

県民文化センター 大ホール等災害復旧機械設備工事 水戸市 24.3.3 24.7.31 16,485 高橋商事（株） （株）市毛建築設計事務所

県民文化センター 大ホール等災害復旧電気設備工事 水戸市 24.3.6 24.7.31 32,550 高橋電設（株） （株）市毛建築設計事務所

県民文化センター 分館西側外階段災害復旧工事 水戸市 24.1.25 24.3.25 3,948 アイワ建設（株） （株）石川建築設計事務所

8 383,795

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

つくば保健所 屋上防水改修工事 つくば市 23.10.14 23.12.26 5,890 （株）大栄工業 創美設計

日立保健所 屋上防水改修工事 日立市 23.7.9 23.9.6 5,964 東洋技建（株） （株）工房　結

土浦保健所 空調改修電気設備工事 土浦市 23.9.14 24.3.15 9,964 筑波電気工事（株） （有）柴原建築設備設計事務所

土浦保健所 空調改修機械設備工事 土浦市 23.9.9 24.3.15 16,107 山田空調設備（株） （有）柴原建築設備設計事務所

総合福祉会館 空調設備改修工事 水戸市 23.7.21 23.11.7 28,927 西武工業（株） 池田設備設計事務所

中央看護専門学校 学生寮外壁改修工事 笠間市 23.8.5 23.10.3 7,875 （株）東建商 セイショウ建築事務所

中央児童相談所 一時保護所改築工事 水戸市 23.12.7 24.8.17 326,025 株木建設（株） つくば建築設計事務所（株）

中央児童相談所 一時保護所改築電気設備工事 水戸市 23.12.2 24.9.9 80,850 泰明電設（株） つくば建築設計事務所（株）

中央児童相談所 一時保護所改築空調設備工事 水戸市 23.12.2 24.8.17 42,945 暁飯島工業（株） つくば建築設計事務所（株）

中央児童相談所 一時保護所改築衛生設備工事 水戸市 23.12.1 24.9.9 36,162 菊地設備工業（株） つくば建築設計事務所（株）

中央児童相談所 一時保護所改築外構工事 水戸市 24.3.24 24.9.9 37,800 株木建設（株） つくば建築設計事務所（株）

茨城学園 本館屋上防水改修工事 那珂市 23.8.6 23.9.27 4,391 （株）アジマ防水 （株）工房　結

茨城学園 本館内部改修他工事 那珂市 23.7.6 23.8.29 11,445 （株）鶴田組 （株）工房　結

茨城学園 プール塗装改修工事 那珂市 23.10.12 23.12.10 4,042 （株）ケンソウ （株）工房　結

母子の家 家族風呂増築工事 水戸市 24.3.10 24.6.7 14,647 （有）長州工務店 （株）安達建築設計事務所

母子の家 家族風呂増築機械設備工事 水戸市 24.3.7 24.6.7 4,176 ワコーエンジニアリング（有） （株）安達建築設計事務所

聴覚障害者福祉センターやす
らぎ

改修工事 水戸市 24.1.14 24.3.15 11,907 （有）北島工務店 （株）石川建築研究所

筑西児童相談所 耐震補強及び大規模改修工事 筑西市 24.3.23 24.8.19 73,993 大内建設（株） （株）柴建築設計事務所

筑西児童相談所 耐震補強及び大規模改修機械設備工事 筑西市 24.3.24 24.8.20 23,415 （株）楠原管工業 （株）柴建築設計事務所

筑西児童相談所 耐震補強及び大規模改修電気設備工事 筑西市 24.3.23 24.8.19 15,214 （株）宮山 （株）柴建築設計事務所

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 23.3.25 19,721 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 24.3.15 25,514 （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 24.3.23 60,459 菊地設備工業（株） （株）宮本設計事務所

潮来保健所 空調改修電気設備工事 潮来市 23.10.20 23.12.22 6,006 （株）山全電業 柳設計

潮来保健所 空調改修機械設備工事 潮来市 23.10.19 23.12.21 10,878 （株）小堤工業 柳設計

ドクターヘリ格納庫 新築工事 水戸市 23.12.1 24.3.25 59,010 （株）関根工務店 （株）中山敬二建築設計事務所

ドクターヘリ格納庫 新築電気設備工事 水戸市 23.12.1 24.4.20 9,765 矢野電設（株） （株）中山敬二建築設計事務所

動物指導センター 動物棟内部改修工事 笠間市 23.12.14 24.2.28 8,074 （有）中島工務店 川俣設計工房

県北食肉衛生検査所 屋上防水他改修工事 水戸市 24.1.13 24.3.15 3,654 （株）奈良屋 （株）石川建築研究所

福祉相談センター 一時保護所解体工事 水戸市 24.1.19 24.3.25 31,069 ナカヤ建設（株） Shade建築設計工房

こども医療福祉センター ボイラー室安全性復旧工事 水戸市 24.2.1 24.3.25 5,460 康和建設（株） （有）コウシュウ設計

土浦保健所 災害復旧工事 土浦市 24.2.15 24.5.20 11,760 （株）飯塚工務店 サカエ設計企画（有）

土浦児童相談所 空調設備更新工事 土浦市 24.3.17 24.6.14 8,943 （株）アサヒテクノ 加藤設備設計事務所

33 1,022,052

●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

国民宿舎鵜の岬 レストラン棟災害復旧工事 日立市 24.1.18 24.3.6 3,864 立花建設（株） （有）かりべ建築設計事務所

大洗マリンタワー スプリンクラー設備災害復旧工事 東茨城郡大洗町 24.3.3 24.6.30 13,513 第一設備工業（株） 加藤設備設計事務所

工業技術センター 災害復旧工事 東茨城郡茨城町 24.1.17 24.3.23 16,149 （株）常陸野建設 （株）眞建築設計室

3 33,526

●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

水産試験場 本館改築工事 ひたちなか市 22.12.16 23.10.14 147,672 （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 22.12.3 23.10.14 28,350 （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 22.12.1 23.10.14 25,074 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 22.12.3 23.10.14 15,939 （株）大成設備工業 日木産業（株）

水産試験場 外構工事 ひたちなか市 23.12.2 24.3.15 30,534 横信建材工業（株） 日木産業（株）

水産試験場 外構電気設備工事 ひたちなか市 23.12.1 24.3.15 10,920 相沢電設工業（株） 日木産業（株）

農業総合センター 本館浄化槽改修工事 笠間市 23.10.29 24.3.5 30,796 サイワイ商事（株） （有）ワールド設備設計事務所

農業大学校 サービス棟ボイラー災害復旧工事 東茨城郡茨城町 23.11.5 24.3.15 5,586 興和工業（株） 飛田設計工房

農業大学校 本館受水槽・高架水槽災害復旧工事 東茨城郡茨城町 24.1.26 24.3.23 7,980 （有）ロビンス熱工業 飛田設計工房

原種苗センター 乾燥調整施設他災害復旧工事 水戸市 24.2.8 24.3.23 4,137 （株）飯塚工務店 鎌田建築アトリエ

栽培漁業センター 第一工区災害復旧工事 鹿嶋市 24.3.16 24.11.10 88,200 常総開発工業（株） 芙蓉海洋開発（株）

栽培漁業センター 第二工区災害復旧工事 鹿嶋市 24.3.17 24.11.9 54,022 （株）高正建設 芙蓉海洋開発（株）

栽培漁業センター 第三工区災害復旧工事 鹿嶋市 24.3.16 24.11.10 47,040 （株）大地 芙蓉海洋開発（株）

栽培漁業センター 災害復旧電気設備工事 鹿嶋市 24.3.17 24.11.11 40,845 東洋計測（株） 芙蓉海洋開発（株）

栽培漁業センター 飼育施設A工区災害復旧機械設備工事 鹿嶋市 24.3.17 24.11.9 76,062 中山設備工業（株） 芙蓉海洋開発（株）

栽培漁業センター 飼育施設B工区災害復旧機械設備工事 鹿嶋市 24.3.17 24.11.11 71,431 村上工業（株） 芙蓉海洋開発（株）

栽培漁業センター 管理施設災害復旧機械設備工事 鹿嶋市 24.3.17 24.11.9 15,960 （株）スガヤ 芙蓉海洋開発（株）

17 700,548

工事費（千円）

工事費（千円）

工事費（千円）



●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

大洗港フェリーターミナル 第一工区人道橋段差解消工事 東茨城郡大洗町 23.10.8 24.3.19 39,300 （株）大貫工務店 （株）エイプラス・デザイン

大洗港フェリーターミナル 第二工区人道橋段差解消工事 東茨城郡大洗町 23.10.8 24.3.5 33,106 菅原建設（株） （株）エイプラス・デザイン

大洗港フェリーターミナル 人道橋段差解消電気設備工事 東茨城郡大洗町 23.10.7 24.3.18 3,547 （有）栗林電設 （株）エイプラス・デザイン

高萩工事事務所 災害復旧他工事 高萩市 24.1.19 24.3.25 12,600 鈴木工務店（株） 塙建築設計事務所

茨城港湾事務所 大洗港区事業所冷温水発生機災害復旧工事 東茨城郡大洗町 24.3.15 24.6.22 6,090 茨城公営企業（株） 加藤設備設計事務所

5 94,643

●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

笠間高校 管理・普通教室棟耐震補強他工事 笠間市 22.7.23 23.4.18 146,601 （株）要建設 （株）戸頃建築設計事務所

潮来高校 管理教室棟防水改修工事 潮来市 23.6.9 23.9.6 13,618 （株）萬道総業 （株）早川建築事務所

大洗高校 特別教室棟屋上防水改修工事 東茨城郡大洗町 23.8.3 23.10.1 2,661 （有）松澤防水 （株）安達建築設計事務所

石岡第一高校 体育館屋根改修工事 石岡市 23.7.8 23.10.25 21,210 （株）吉川工務店 サカエ設計企画（有）

潮来高校 管理教室棟等消火栓配管改修工事 潮来市 23.11.26 24.1.24 4,494 （株）篠塚工業所 （有）須藤設備事務所

茎崎高校 体育館吊り天井改修工事 つくば市 23.7.28 23.10.15 28,350 （株）中泉建設 小泉建築設計事務所

玉造工業高校 実験実習棟消火栓配管改修工事 行方市 23.7.2 23.9.9 5,250 成忠テクノス（株） （有）須藤設備事務所

玉造工業高校 体育館屋根改修工事 行方市 23.7.29 23.10.26 15,960 （株）根崎工務店 （株）安達建築設計事務所

竹園高校 体育館屋根改修工事 つくば市 23.10.12 24.1.6 13,912 飯岡建設（株） 創美設計

波崎柳川高校 図書・生徒ホール棟吹抜部サッシ改修工事 神栖市 23.7.20 23.9.17 9,187 平成建設（株） サカエ設計企画（有）

緑岡高校 緑朋会館塗装改修他工事 水戸市 23.7.7 23.10.4 8,032 （株）アコオ 四方建築設計事務所

総和高校 管理教室棟屋上防水改修工事 古河市 23.10.12 23.12.26 3,395 （株）ヨシダ 創美設計

日立第一高校 併設中学校技術室新築工事 日立市 23.9.21 24.3.15 33,810 日立土木（株） （株）日立建設設計

日立第一高校 併設中学校技術室新築機械設備工事 日立市 23.9.21 24.3.15 2,835 （有）タイキ工業 （株）日立建設設計

日立第一高校 併設中学校技術室新築電気設備工事 日立市 23.9.21 24.3.15 4,347 （株）星野組 （株）日立建設設計

（仮称）境特別支援学校 管理・高等部棟大規模改修工事 猿島郡境町 23.7.14 24.1.29 99,697 （株）福島工務店 （株）戸頃建築設計事務所

（仮称）境特別支援学校 小中学部棟耐震補強及び大規模改修工事 猿島郡境町 23.7.14 24.1.9 129,990 中和建設（株） （株）戸頃建築設計事務所

（仮称）境特別支援学校 管理・高等部棟他大規模改修空調設備工事 猿島郡境町 23.7.16 24.1.31 53,550 （株）ゴヨー （株）戸頃建築設計事務所

（仮称）境特別支援学校 管理・高等部棟他大規模改修衛生設備工事 猿島郡境町 23.7.14 24.1.27 53,550 （株）高野水道工業 （株）戸頃建築設計事務所

（仮称）境特別支援学校 校舎他耐震補強及び改修電気設備工事 猿島郡境町 23.7.15 24.1.30 50,872 大和電気工事（株） （株）戸頃建築設計事務所

（仮称）境特別支援学校 給食棟内部改修衛生設備工事 猿島郡境町 23.9.8 24.2.3 39,354
（株）関東エルエンジニアリン
グ

（株）戸頃建築設計事務所

（仮称）境特別支援学校 給食棟内部改修工事 猿島郡境町 23.9.10 24.2.6 25,200 （株）ヒカリ建設 （株）戸頃建築設計事務所

（仮称）境特別支援学校 給食棟内部改修空調設備工事 猿島郡境町 23.9.8 24.2.3 18,060 （株）東研 （株）戸頃建築設計事務所

（仮称）境特別支援学校 非常用自家発電設備設置工事 猿島郡境町 23.11.3 24.3.15 7,192 （株）イシカワ功電社 （株）戸頃建築設計事務所

土浦第三高校 管理・普通教室棟改築工事 土浦市 23.12.21 24.12.15 296,940
山本・郡司特定建設工事共同
企業体

柴・根本建築関連業務共同企業体

土浦第三高校 管理・普通教室棟改築空調設備工事 土浦市 23.12.16 24.12.15 8,232 サンコー（株） 柴・根本建築関連業務共同企業体

土浦第三高校 管理・普通教室棟改築衛生設備工事 土浦市 23.12.17 24.12.15 20,097 川村工業（株） 柴・根本建築関連業務共同企業体

土浦第三高校 管理・普通教室棟改築電気設備工事 土浦市 23.12.27 24.12.15 43,092 大堀電気工事（株） 柴・根本建築関連業務共同企業体

水海道第一高校 管理・普通教室棟改築工事 常総市 23.10.5 24.11.27 354,900
株木・染谷特定建設工事共同
企業体

三上建築事務所・眞建築設計室建築関連
業務共同企業体

水海道第一高校 管理・普通教室棟改築電気設備工事 常総市 23.10.7 24.11.27 47,838 大島電気（株）
三上建築事務所・眞建築設計室建築関連
業務共同企業体

水海道第一高校 管理・普通教室棟改築空調設備工事 常総市 23.9.30 24.11.27 15,540 （株）小島ポンプ
三上建築事務所・眞建築設計室建築関連
業務共同企業体

水海道第一高校 管理・普通教室棟改築衛生設備工事 常総市 23.9.28 24.11.27 16,354 富士協和工業（株）
三上建築事務所・眞建築設計室建築関連
業務共同企業体

土浦第三高校 武道場改築工事 土浦市 23.9.30 24.3.25 121,800 細谷建設工業（株） （株）青山建築設計事務所

土浦第三高校 武道場改築電気設備工事 土浦市 23.9.30 24.3.25 5,964 都和電設工業（株） （株）青山建築設計事務所

日立工業高校 体育館耐震補強工事 日立市 23.8.25 23.12.12 40,425 鈴縫工業（株） （株）市毛建築設計事務所

日立工業高校 体育館耐震補強電気設備工事 日立市 23.9.1 23.12.16 5,561 セイワ電気工事（有） （株）市毛建築設計事務所

東海高校 体育館耐震補強工事 那珂郡東海村 24.1.13 24.4.27 32,025 （株）秋山工務店 （有）汎連合設計

東海高校 体育館耐震補強電気設備工事 那珂郡東海村 24.1.18 24.4.27 5,953 （有）茅根電設工業 （有）汎連合設計

勝田養護学校 職員室棟耐震補強工事 ひたちなか市 23.12.1 24.3.15 11,287 （有）太田建設工業 （株）三紀設計

日立第一高校 併設中学校パントリー新築工事 日立市 23.7.21 23.11.17 11,655 三秀建設工業（株） （株）日立建設設計

茎崎高校 生徒ホール等改修工事 つくば市 24.1.18 24.4.30 9,765 （株）イチムラ （株）友水設計

盲学校 ２号校舎棟給水設備改修工事 水戸市 23.7.2 23.9.16 6,195 加治設備工業（株） （有）須藤設備事務所

（仮称）境特別支援学校 体育館耐震補強他工事 猿島郡境町 23.7.14 24.1.9 36,750 山下工業（株） （株）戸頃建築設計事務所

水戸第一高校 体育館災害復旧工事 水戸市 24.3.27 24.6.14 35,805 東洋工業（株） （有）高槻建築設計事務所

水戸農業高校 食堂・管理棟解体工事 那珂市 24.1.19 24.3.18 14,784 （株）井滝建設 （株）匠建築研究所

水戸南高校 卓球場災害復旧工事 水戸市 24.3.10 24.6.7 13,020 トキワ建設（株） （有）コウシュウ設計

佐竹高校 合宿所災害復旧工事 常陸太田市 24.3.7 24.5.20 7,560 大木建設（株） 清水正行建築設計事務所

水戸商業高校 合宿所災害復旧工事 水戸市 24.3.7 24.5.20 5,250 （株）小又工務店 鎌田建築アトリエ

常北高校 合宿所災害復旧工事 東茨城郡城里町 24.3.7 24.5.20 6,825 （有）島田工務店 （有）かりべ建築設計事務所

下館第二高校 合宿所災害復旧工事 筑西市 24.3.7 24.5.20 4,620 （株）吉江組 金田設計事務所

50 1,969,364

工事費（千円）

工事費（千円）



●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 管理研修棟屋根改修工事 笠間市 23.8.27 23.11.9 7,770 （株）崎山 セイショウ建築事務所

教育研修センター 管理研修棟他防水改修工事 笠間市 24.2.3 24.3.25 4,611 （有）正真工業 サカエ設計企画（有）

2 12,381

●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

白浜少年自然の家 空調設備更新工事 行方市 23.10.22 24.1.16 8,421 （株）マルシン （有）柴原建築設備設計事務所

1 8,421

●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

笠間地区住宅 住宅解体工事 笠間市 24.1.21 24.3.15 9,387 津久波工業（株） （株）石川建築設計事務所

常陸太田地区寿住宅 住宅解体工事 常陸太田市 24.1.19 24.3.25 9,355 （株）ニシノグループ 清水正行建築設計事務所

竜ヶ崎地区住宅 住宅解体工事 龍ヶ崎市 24.1.18 24.3.25 15,803 （株）沼崎商事 （株）友水設計

筑西地区下中山住宅 住宅解体工事 筑西市 24.1.19 24.3.25 6,982 （有）城南興業 金田設計事務所

境高校教職員住宅 住宅解体工事 猿島郡境町 24.2.2 24.3.25 4,641 （有）総和解体工業 金田設計事務所

古河第一高校教職員住宅 住宅解体工事 古河市 24.1.21 24.3.23 4,646 山本解体興業（株） 金田設計事務所

6 50,814

●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

県立こども病院 空調熱源設備更新工事 水戸市 23.8.26 24.2.28 42,157 菊地設備工業（株） 菊地設備設計事務所

県立こども病院 既存棟屋上防水改修工事 水戸市 23.8.25 23.11.22 23,649 中山技研（株） 川俣設計工房

旧県立友部病院 ６・７病棟解体工事 笠間市 23.9.22 23.12.20 20,779 足立建設（株） （有）丸山建築デザイン研究所

旧県立友部病院 ８病棟解体工事 笠間市 23.9.23 23.12.21 20,330 （株）大介工業 （有）丸山建築デザイン研究所

旧県立友部病院 ９病棟解体工事 笠間市 23.10.8 23.12.21 18,673 （株）大洋 （有）渡辺建築設計事務所

旧県立友部病院 講堂他解体工事 笠間市 23.10.7 23.12.21 9,979 康和建設（株） （有）渡辺建築設計事務所

こころの医療センター
（旧県立友部病院）

新築外構電気設備工事 笠間市 23.10.22 24.3.15 72,975 （株）茨城ケイテクノ 久米・早川建築関連業務共同企業体

こころの医療センター
（旧県立友部病院）

新築第五工区外構工事 笠間市 23.11.26 24.3.15 14,962 （有）ヒラヤマ建設 久米・早川建築関連業務共同企業体

こころの医療センター
（旧県立友部病院）

新築第六工区外構工事 笠間市 23.11.23 24.3.25 70,875 （株）大貫工務店 久米・早川建築関連業務共同企業体

こころの医療センター
（旧県立友部病院）

新築第七工区外構工事 笠間市 23.11.26 24.3.15 38,220 芳野工業（株） 久米・早川建築関連業務共同企業体

こころの医療センター
（旧県立友部病院）

新築外構雨水排水設備二期工事 笠間市 23.11.26 24.3.15 20,916 （株）ゴミタ 久米・早川建築関連業務共同企業体

こころの医療センター
（旧県立友部病院）

新築第三工区植栽工事 笠間市 24.1.17 24.3.25 9,639 （株）大平造園土木 久米・早川建築関連業務共同企業体

12 363,154

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

（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

コスモ綜合建設（株）

（株）秋山工務店

（株）茨城ケイテクノ

ストウ工業（株）

幸武建設（株）

大平建設（株）

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

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 受賞工事名

並木中等教育学校（仮称）特別教室棟新築電気工事

玉造工業高校管理・普通教室棟改築電気設備工事

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

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

Ｈ１４

（４４回）

Ｈ１５

（４５回）

Ｈ１６

（４６回）

Ｈ２１

（５１回）

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

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

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

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

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

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

Ｈ２４

（５４回）
知事

十万原アパート５号棟建設工事

部長

水産試験場本館改築電気設備工事

水産試験場本館改築空調設備工事

神栖総合公園管理事務所新築工事

浪逆第二アパート４号棟建設工事

水産試験場本館改築工事



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 



平成２３年度 

水産試験場本館改築工事，境特別支援学校小中学部棟耐震補強及び大規模改修工事，

境特別支援学校管理・高等部棟大規模改修工事，笠間高校管理・普通教室棟耐震補強

他工事，神栖総合公園管理事務所新築工事 

 


