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〈 庶務・予算・入札 〉 
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課長補佐１，主任３，技師１ 
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２ 平成２４年度各部局別工事件数及び執行状況 
平成２５年３月３１日現在   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



３ 営繕施行額等の推移 
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４－１ 平成２４年度営繕課主要工事マップ  

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

      

日立工業高校管理教室棟他耐震補強工事 

新築・増改築工事 

（凡例） 

耐震補強工事 

災害復旧工事 

多賀高校管理教室棟耐震補強工事 

いばらき中性子最先端医療研究センター 

整備工事 

太田第一高校特別教室棟他 

耐震補強工事 

西山研修所新館・別館・本館 

災害復旧耐震補強工事 

茨城学園体育館改築工事 

勝田高校管理普通教室棟耐震補強他工事 

水戸第二高校体育館災害復旧耐震補強工事 

中央児童相談所一時保護所改築工事 

県民文化センター大ホール等災害復旧工事 

水戸商業高校管理教室棟耐震補強他工事 

筑西児童相談所 

耐震補強及び大規模改修工事 

水海道第一高校 

管理・普通教室棟改築工事 
土浦第三高校 

管理・普通教室棟改築工事 

栽培漁業センター災害復旧工事 

潮来高校管理教室棟 

災害復旧耐震補強他工事 



           

 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  （凡例） 
                
 
 
 
 
 

４－２ 平成２５年度営繕課主要工事マップ  

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新築復旧工事 

新築・増改築工事 

（凡例） 

耐震補強工事 

災害復旧工事 

日立港区第１ふ頭地区 

１号上屋災害復旧工事 

日立第二高校 

普通教室棟・特別教室棟耐震補強工事 

多賀高校特別教室棟耐震補強工事 

日立第一高校特別教室棟耐震補強工事 

日立工業高校電気科実習棟 

耐震補強工事 

日立北高校普通教室棟耐震補強工事 

東海高校管理教室棟耐震補強工事 水戸農業高校 

管理教室棟新築復旧工事 

調理室・食堂新築復旧工事 
勝田高校特別教室棟耐震補強工事 

水戸第二高校 

普通・特別教室棟新築復旧工事 

常陸大宮土木事務所庁舎 

新築復旧工事 

石岡第二高校 

管理教室棟・特別教室棟耐震補強工事 

石岡第一高校管理・普通教室棟改築工事 

下館第二高校普通教室棟改築工事 

取手競輪場バックスタンド・ 

第４・５スタンド耐震改修工事 

取手第二高校管理・普通教室棟改築工事 

土浦工業高校機械科実習棟耐震補強工事 

潮来高校体育館耐震補強工事 

鹿島高校管理教室棟耐震補強工事 

神栖特別教室棟耐震補強工事 

古河第三高校 

管理教室棟耐震補強工事 

結城第二高校 

普通教室棟耐震補強工事 



 
 
 
 
 
 

５ 平成２４年度建設主要建築物概要 

 

 
水海道第一高校管理・普通教室棟改築工事 

 
土浦第三高校管理・普通教室棟改築工事 

 
        



茨城県立水海道第一高校管理・普通教室棟改築工事

　

　

水海道第一高校管理・普通教室棟は築後40年を経過し、老朽化したため改築工事を行った。
敷地形状の制限や既存校舎との位置関係から、南北軸を基本として、東西面に教室を配置した。また、

学年を超えたコミュニケーションが図られる場として、中央部に3層吹抜のセンターホール（中央教室）
を設けた。そのほか、教室空間を効率的に利用するため、生徒用ロッカーを廊下に配置するなど、限ら
れた空間を有効に利用する工夫を行った。
水海道第一高校は2人担任制を採用しており、また、全日制において進学重視型の単位制を導入してい

る。そのため、通常の高校よりも多様な授業形態が展開されており、それらに対応できる教室計画とす
る必要があった。そこで、2つの教室の間にアッセンブリースペースという小教室を設け、少人数分割授
業等の多様な授業形態に対応できるフレキシブルな教室空間としている。

所 在 地 常総市水海道亀岡町2543

設計・監理 三上建築事務所

眞建築設計室建築関連業務共同企業体

構造・規模 RC造　地上５階

建築面積 1,498.88㎡

延床面積 5,222.08㎡

工事期間 H23年10月～H24年12月

総工事費 1,095,717千円（外構工事除く）

【ファサード】



工事名称

建物概要

屋  根

外　壁

天　井 普通教室：GWボード センターホール：木製ルーバーCL

内　装 普通教室：OSB合板（V突）CL センターホール：OSB穿孔合板

床 普通教室：フローリングブロック センターホール：カーペットタイル

受電方式

変圧器容量 3φ300kVA×1台, 3φ200kVA×1台, 1φ100kVA×3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 大島電気（株）

空調設備 （株）小島ポンプ

衛生設備

コンクリート直押えの上ウレタン塗膜防水，ガルバリウム鋼板折板葺き

コンクリート打放し

局所式

水海道第一高校管理・普通教室棟改築工事

RC造5階建　建築面積1,498.88㎡　延床面積5,222.08㎡

施 工 者

主要仕上

電気設備

富士協和工業（株）

受水槽方式（ポンプ直送方式）

下水道接続

株木・染谷特定建設工事共同企業体

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

機械設備

【3層吹き抜けのセンターホール】

【教室内】【廊下】

【北側立面】



茨城県立土浦第三高校管理・普通教室棟改築工事

　

　

土浦第三高校管理・普通教室棟は築後40年以
上経過し、構造上及び機能上老朽化していたた
め改築工事を行った。

3階建ての校舎の中央に配置した大階段及び吹
き抜けにより、上下階の立体的なつながりを生
み出す計画としている。

平面計画においては、3教室ごとにブロック分
けし、1～3学年が同フロアにて学校生活を送る
ことで、異学年間の交流を促している。

2,3階に設けたラーニングギャラリーは移動の
場としてのみではなく、「たまり」の空間とし
ての機能も併せ持っている。

うるおいのある学校空間とするため、県内の
陶芸家である植竹敏氏による笠間焼陶板壁画を
大階段横に設けたり、色彩計画を筑波大学山本
准教授監修のもとに決定したりするなどの工夫
を凝らした計画としている。

所 在 地 土浦市大岩田1599

設計・監理 柴・根本建築関連業務共同企業体

構造・規模 RC造　地上３階

建築面積 1,894.71㎡

延床面積 4,462.42㎡

工事期間 H23年12月～H25年3月

総工事費 926,887.5千円（外構工事除く）

【笠間焼陶板壁

【校舎中央の大階段・吹き抜

【ラーニングギャラリー】



工事名称

建物概要

屋  根

外　壁

天　井 普通教室：有孔石膏ボード ラーニングギャラリー：岩綿吸音板

内　装 普通教室：モルタル金ゴテ仕上げ ラーニングギャラリー：モルタル金ゴテ仕上げ

床 普通教室：フローリングブロック ラーニングギャラリー：ビニル床シート

受電方式

変圧器容量 1φ100kVA×1台, 3φ300kVA×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 大堀電気工事（株）

空調設備 サンコー（株）

衛生設備

土浦第三高校管理・普通教室棟改築工事

RC造3階建　建築面積1,894.71㎡　延床面積4,462.42㎡

陸屋根：アスファルト防水，勾配屋根：ガルバリウム鋼板葺き

コンクリート打放し

局所式

川村工業（株）

受水槽方式（高置水槽方式）

施 工 者

主要仕上

電気設備

合併浄化槽

山本・郡司特定建設工事共同企業体

高圧受電（3φ3W　6.6kV 50Hz）

空冷式ヒートポンプ（ビルマルチ）, 全熱交換器ユニット

機械設備

【南面】 【北面】

【2階平面図】

1年生教室 ３年生教室

２年生教室

ラーニングギャラリー



６　平成２４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 施工業者 設計者

吾国山洗心館跡地 国有地内施設解体工事 笠間市 H25.1.18 H25.3.15 4,731 （株）萩原工務店 （有）アップル建築設計事務所

1 4,731

●総務部

工事箇所名 工事名 所在地 着工年月日 完了年月日 施工業者 設計者

取手競輪場 バックスタンド耐震改修他工事 取手市 H23.12.21 H25.7.31 373,748 安藤ハザマ・細谷特定ＪＶ （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 H23.12.16 H25.7.31 63,920 （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 H23.12.16 H25.7.31 68,880 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 バックスタンド耐震改修他衛生設備工事 取手市 H23.11.9 H25.7.31 34,398 いなほ工業（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工事 取手市 H24.2.24 H24.6.30 124,740 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改修電気設備工事 取手市 H24.5.23 H24.8.10 11,327 木村電設工業（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 H24.1.14 H24.6.30 12,548 増川設備工業（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 H24.3.16 H24.8.12 43,239 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 H24.3.16 H24.8.12 4,169 （株）稲敷空調サービス （株）市毛建築設計事務所

取手競輪場 バックスタンドロードヒーティング電源送り 取手市 H24.10.31 H25.1.8 12,086 メイデン（株） 土木部営繕課

鉾田合同庁舎 本庁舎耐震補強工事 鉾田市 H24.12.6 H25.8.20 80,325 （株）朝日工務店 （有）長塚建築設計事務所

鉾田合同庁舎 本庁舎クラック改修工事 鉾田市 H24.12.6 H25.8.20 3,675 （株）朝日工務店 （有）長塚建築設計事務所

下館玉戸荘 １・２号棟解体工事 筑西市 H24.12.14 H25.3.15 12,086 （有）ニッキ 一級建築設計事務所グローイングS

稲敷合同庁舎 内部改修工事 稲敷市 H24.11.21 H25.1.19 7,854 東伸工業（株） サカエ設計企画（有）

稲敷合同庁舎 内部改修機械設備工事 稲敷市 H24.11.21 H25.1.19 2,741 （株）稲敷空調サービス サカエ設計企画（有）

15 855,733

●企画部

工事箇所名 工事名 所在地 着工年月日 完了年月日 施工業者 設計者

（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 H24.3.15 H24.11.30 61,488 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電気設備工事 那珂郡東海村 H24.3.15 H24.11.30 64,313 イガラシ綜業（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電気設備第２期
工事

那珂郡東海村 H24.6.2 H25.1.31 69,248 泰明電設（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 H24.3.15 H24.11.30 49,613 （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空調設備第２期
工事

那珂郡東海村 H24.6.2 H24.11.30 31,490 （株）ナバナ工業 （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 H24.3.15 H24.11.30 27,143 （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外壁塗装改修工事 那珂郡東海村 H24.6.26 H24.8.31 11,655 （有）根本塗装工業 雨川建築設計室

いばらき中性子 医療研究センター屋上防水改修工事 那珂郡東海村 H25.1.22 H25.3.25 4,967 （株）東建商 雨川建築設計室

いばらき中性子 医療研究センター外構工事 那珂郡東海村 H25.1.16 H25.3.25 4,725 （株）渡辺建設 （株）梓設計

いばらき中性子 最先端医療研究センター整備冷却水設備工事 那珂郡東海村 H24.11.22 H25.2.28 31,080 （株）大成設備工業 （株）梓設計

カシマサッカースタジアム 太陽光パネル設置電気設備工事 鹿嶋市 H24.11.22 H25.3.15 42,000 矢野電設（株） 峯島設備設計事務所

カシマサッカースタジアム 太陽光パネル架台設置工事 鹿嶋市 H24.12.19 H25.3.15 21,914 （株）高須工務店 峯島設備設計事務所

カシマサッカースタジアム 蓄電池設置工事 鹿嶋市 H24.12.21 H25.3.25 64,365 東洋計測（株） 峯島設備設計事務所

つくば国際会議場 太陽光パネル設置電気設備工事 つくば市 H24.11.22 H25.7.31 26,519
（株）関東エルエンジニアリン
グ

峯島設備設計事務所

つくば国際会議場 太陽光パネル設置架台工事 つくば市 H25.3.14 H25.7.31 26,544 （株）飯塚工務店 峯島設備設計事務所

つくば国際会議場 蓄電池設置工事 つくば市 H25.2.21 H25.8.9 40,803 筑波電気工事（株） 峯島設備設計事務所

16 577,863

工事費（千円）

工事費（千円）

工事費（千円）



●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 施工業者 設計者

県民文化センター 大ホール等災害復旧工事 水戸市 H24.3.2 H24.7.31 400,050 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電気設備工事 水戸市 H24.3.6 H24.7.31 67,725 高橋電設（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 H24.3.3 H24.8.7 38,997 高橋商事（株） （株）市毛建築設計事務所

県民文化センター 直流電源設備他更新工事 水戸市 H23.12.22 H24.8.31 40,950 泰明電設（株） 土木部営繕課

県民文化センター 分館直流電源設備更新工事 水戸市 H24.12.11 H25.3.15 7,140 （有）大津電設 （有）シン設備システムズ

アクアワールド大洗 監視カメラ設備更新工事
東茨城郡大洗

町
H24.11.23 H25.3.15 22,670 水戸通信工業（株） （有）シン設備システムズ

アクアワールド大洗 ５階観覧室系統空調設備更新工事
東茨城郡大洗

町
H24.9.27 H25.1.24 17,745 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 深海エリア系統空調設備更新工事
東茨城郡大洗

町
H24.9.29 H25.1.26 16,433 高橋商事（株） （株）アサノ設備設計事務所

アクアワールド大洗 アクアホール系統空調設備更新工事
東茨城郡大洗

町
H24.9.28 H25.1.25 7,224 （株）小林工業 （株）アサノ設備設計事務所

消防学校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事
東茨城郡茨城

町
H24.12.20 H25.6.30 30,488 清宮電気（株） （有）東匠設計事務所

10 649,421

●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 施工業者 設計者

中央児童相談所 一時保護所改築工事 水戸市 H23.12.7 H24.8.17 326,025 株木建設（株） つくば建築設計事務所

中央児童相談所 一時保護所改築電気設備工事 水戸市 H23.12.2 H24.9.9 80,850 泰明電設（株） つくば建築設計事務所

中央児童相談所 一時保護所改築空調設備工事 水戸市 H23.12.2 H24.8.17 42,945 暁飯島工業（株） つくば建築設計事務所

中央児童相談所 一時保護所改築衛生設備工事 水戸市 H23.12.1 H24.9.9 36,162 菊地設備工業（株） つくば建築設計事務所

中央児童相談所 一時保護所改築外構工事 水戸市 H24.3.24 H24.9.9 37,800 株木建設（株） つくば建築設計事務所

筑西児童相談所 耐震補強及び大規模改修工事 筑西市 H24.3.23 H24.8.19 73,994 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電気設備工事 筑西市 H24.3.23 H24.8.19 15,215 （株）宮山 （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 H24.3.24 H24.8.20 23,415 （株）楠原管工業 （株）柴建築設計事務所

筑西児童相談所 屋外排水設備改修工事 筑西市 H24.10.31 H24.11.29 998 （株）楠原管工業 （株）柴建築設計事務所

筑西児童相談所 解体工事 筑西市 H25.1.16 H25.3.15 11,046 康和建設（株） （株）フケタ設計

土浦児童相談所 空調設備更新工事 土浦市 H24.3.17 H24.6.14 8,943 （株）アサヒテクノ 加藤設備設計事務所

土浦児童相談所 屋上防水工事 土浦市 H24.11.9 H25.2.6 8,243 （株）常陽防水 サカエ設計企画（有）

茨城学園 体育館改築工事 那珂市 H24.9.15 H25.3.15 112,350 昭和建設（株） （株）コアー建築事務所

茨城学園 体育館改築電気設備工事 那珂市 H24.9.13 H25.3.15 10,034 （株）エンドウ電設 （株）コアー建築事務所

茨城学園 体育館解体工事 那珂市 H24.5.24 H24.7.22 7,655 （株）ニシノグループ （株）コアー建築事務所

茨城学園 ２号館改築工事 那珂市 H25.2.21 H25.8.19 50,400 山金建設（株） （有）藤建築事務所

茨城学園 ２号館改築電気設備工事 那珂市 H25.2.20 H25.8.19 3,203 （有）協進電気 （有）藤建築事務所

茨城学園 ２号館改築機械設備工事 那珂市 H25.2.21 H25.8.19 12,443 （株）田本工務店 （有）藤建築事務所

茨城学園 ２号館解体工事 那珂市 H24.12.8 H25.2.5 5,103 勝田環境（株） （有）藤建築事務所

茨城学園 松風寮増築工事 那珂市 H24.9.26 H24.12.9 3,129 共立工業（株） （有）コウシュウ設計

ひたちなか保健所 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 ひたちなか市 H24.12.21 H25.3.25 26,690 東神電池工業（株） 根本設備設計事務所

常陸大宮保健所 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 常陸大宮市 H24.12.21 H25.3.25 17,312 東神電池工業（株） 根本設備設計事務所

日立保健所 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 日立市 H24.12.21 H25.3.25 28,133 東神電池工業（株） 根本設備設計事務所

古河保健所 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 古河市 H24.12.15 H25.5.15 30,009 （株）平和電気 （有）シン設備システムズ

古河保健所 屋上防水改修他工事 古河市 H25.1.17 H25.3.15 13,543 （有）ＫＩ防水 一級建築設計事務所グローイングS

つくば保健所 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 つくば市 H24.12.13 H25.4.15 28,108 栗原電業（株） （有）シン設備システムズ

潮来保健所 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 潮来市 H24.12.20 H25.4.30 26,781 河村電気工事（株） 根本設備設計事務所

竜ヶ崎保健所 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 龍ヶ崎市 H24.12.20 H25.4.30 26,748 河村電気工事（株） （有）シン設備システムズ

土浦保健所 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 土浦市 H24.12.13 H25.4.15 19,371 栗原電業（株） （有）シン設備システムズ

土浦保健所 災害復旧工事 土浦市 H24.2.15 H24.5.20 11,760 （株）飯塚工務店 サカエ設計企画（有）

あすなろの郷 高温水ボイラー更新工事 水戸市 H24.11.2 H25.3.15 23,940 菊地設備工業（株） （有）柴原建築設備設計事務所

あすなろの郷 非常放送設備更新工事 水戸市 H24.10.17 H24.12.25 2,660 茨城電話工業（株） （有）シン設備システムズ

母子の家 家族風呂増築工事 水戸市 H24.3.10 H24.6.7 14,648 （有）長洲工務店 （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 H24.3.7 H24.6.7 4,177 ワコーエンジニアリング（有） （株）安達建築設計事務所

健康管理センター 災害復旧改修工事 水戸市 H24.12.15 H25.3.15 13,440 ライフ・プロジェクト（株） 宮本建築アトリエ

中央看護専門学校 施設整備工事 笠間市 H24.12.19 H25.3.15 9,072 （株）小又工務店 （株）石川建築研究所

ドクターヘリ格納庫 新築電気設備工事 水戸市 H23.12.1 H24.4.20 9,765 矢野電設（株） （株）中山敬二建築設計事務所

37 1,176,106

工事費（千円）

工事費（千円）



●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 施工業者 設計者

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
H24.3.3 H24.6.30 13,514 第一設備工業（株） 加藤設備設計事務所

大洗マリンタワー 屋上防水他改修工事
東茨城郡大洗

町
H24.7.6 H24.9.18 8,747 （株）東建商 合同会社建築工房Koakutsu

大洗マリンタワー 軒天復旧工事
東茨城郡大洗

町
H25.1.18 H25.3.15 4,620 （有）三勝建設 （株）石川建築研究所

3 26,880

●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 施工業者 設計者

茨城県栽培漁業センター 第一工区災害復旧工事 鹿嶋市 H24.3.16 H24.11.10 107,100 常総開発工業（株） 芙蓉海洋開発（株）

茨城県栽培漁業センター 第二工区災害復旧工事 鹿嶋市 H24.3.17 H24.11.11 60,848 （株）高正建設 芙蓉海洋開発（株）

茨城県栽培漁業センター 第三工区災害復旧工事 鹿嶋市 H24.3.16 H24.11.10 50,190 （株）大地 芙蓉海洋開発（株）

茨城県栽培漁業センター 災害復旧電気設備工事 鹿嶋市 H24.3.17 H24.11.11 52,049 東洋計測（株） 芙蓉海洋開発（株）

茨城県栽培漁業センター 飼育施設Ａ工区災害復旧機械設備工事 鹿嶋市 H24.3.17 H24.11.11 81,312 中山設備工業（株） 芙蓉海洋開発（株）

茨城県栽培漁業センター 飼育施設Ｂ工区災害復旧機械設備工事 鹿嶋市 H24.3.17 H24.11.11 84,452 村上工業（株） 芙蓉海洋開発（株）

茨城県栽培漁業センター 管理施設災害復旧機械設備工事 鹿嶋市 H24.3.17 H24.11.11 19,310 （株）スガヤ 芙蓉海洋開発（株）

農業大学校 体育館災害復旧耐震補強工事
東茨城郡茨城

町
H24.11.28 H25.3.15 32,288 大昭工業（株） つくば建築設計事務所

農業大学校 管理棟災害復旧耐震補強工事
東茨城郡茨城

町
H24.11.28 H25.6.10 15,015 大恵建設（株） つくば建築設計事務所

農業大学校 特別棟災害復旧関連解体工事
東茨城郡茨城

町
H24.12.6 H25.3.5 14,259 （株）大洋 （有）宮本建築アトリエ

農業大学校 園芸部低圧電線交換工事 坂東市 H24.7.25 H24.9.22 2,273 （株）小倉電設 （有）シン設備システムズ

11 519,093

●土木部

工事箇所名 工事名 所在地 着工年月日 完了年月日 施工業者 設計者

常陸大宮土木事務所 庁舎新築復旧工事 常陸大宮市 H25.1.18 H25.10.14 62,916 東康建設工業（株） （株）根本建築設計事務所

常陸大宮土木事務所 庁舎新築復旧電気設備工事 常陸大宮市 H25.1.22 H25.10.18 9,575 （株）藤田電機 （株）根本建築設計事務所

常陸大宮土木事務所 庁舎新築復旧機械設備工事 常陸大宮市 H25.1.22 H25.10.18 11,088 （株）シミズ空調サービス （株）根本建築設計事務所

常陸大宮土木事務所 庁舎災害復旧関連解体工事 常陸大宮市 H24.9.20 H24.12.18 14,984 （株）ニシノグループ （株）根本建築設計事務所

高萩工事事務所 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 高萩市 H24.12.5 H25.3.15 27,090 イガラシ綜業（株） （有）シン設備システムズ

常総工事事務所 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 常総市 H24.12.13 H25.3.25 19,326 東和電気工事（株） （有）岩坂設備設計事務所

境工事事務所 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 猿島郡境町 H24.12.13 H25.3.25 18,180 東和電気工事（株） （有）岩坂設備設計事務所

土浦土木事務所 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 土浦市 H24.12.20 H25.6.10 28,724 （株）小林電気商会 （有）シン設備システムズ

鉾田工事事務所 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 鉾田市 H24.12.20 H25.6.10 28,557 （株）小林電気商会 （有）シン設備システムズ

潮来土木事務所 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 潮来市 H24.12.20 H25.6.10 26,876 （株）小林電気商会 （有）シン設備システムズ

港公園 駐車場トイレＢ棟改築工事 神栖市 H24.12.14 H25.4.27 19,898 （株）鹿島冷熱 kan建築設計事務所

港公園 駐車場トイレＢ棟改築機械設備工事 神栖市 H24.12.14 H25.4.27 4,713 （株）鹿島冷熱 kan建築設計事務所

飯田ダム管理所 内部改修第Ⅱ期工事 笠間市 H24.11.14 H25.1.12 2,835 （有）柏土建 （有）エイ・シー建築計画室

茨城港日立港区 第１埠頭内１号上屋解体工事 日立市 H24.12.13 H25.3.22 32,676 （有）よこすか建設 清水正行建築設計事務所

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
H24.3.15 H24.7.7 6,300 茨城公営企業（株） 加藤設備設計事務所

鹿島港湾事務所 庁舎外壁塗装改修工事 神栖市 H24.12.8 H25.2.15 7,560 スミト（株） kan建築設計事務所

16 321,298

●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 施工業者 設計者

麻生高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 行方市 H25.1.25 H25.8.15 25,084 東神電池工業（株） 真設備設計

石岡第一高校 管理・普通教室棟改築工事 石岡市 H25.3.16 H26.3.15 275,625 岡部・松浦特定ＪＶ 三上建築事務所・エイプラス建築JV

石岡第一高校 管理・普通教室棟改築電気設備工事 石岡市 H25.3.23 H26.3.15 10,022 （株）富嶋電工 三上建築事務所・エイプラス建築JV

石岡第一高校 管理・普通教室棟改築空調設備工事 石岡市 H25.3.15 H26.3.15 4,573 中沢機工（株） 三上建築事務所・エイプラス建築JV

石岡第一高校 管理・普通教室棟改築衛生設備工事 石岡市 H25.3.13 H26.3.15 4,683 （株）キンダイ 三上建築事務所・エイプラス建築JV

石岡第一高校 設備棟新築他工事 石岡市 H24.8.23 H24.12.7 13,535 （株）飯塚工務店 三上建築事務所・エイプラス建築JV

石岡第一高校 設備棟新築他電気設備工事 石岡市 H24.8.9 H25.1.15 41,139 吉原電機工業（株） 三上建築事務所・エイプラス建築JV

石岡第一高校 設備棟新築他機械設備工事 石岡市 H24.8.8 H25.1.15 22,659 水研工業（株） 三上建築事務所・エイプラス建築JV

石岡第一高校 部室等解体工事 石岡市 H24.5.23 H24.7.21 7,497 （株）永島組 一級建築設計事務所グローイングS

石岡第一高校 管理・普通教室棟解体工事 石岡市 H24.12.7 H25.3.28 55,052 足立建設（株） 三上建築事務所・エイプラス建築JV

石岡第一高校 食品加工実習棟耐震補強工事 石岡市 H24.7.31 H24.12.14 29,150 （株）三共建設 （株）三上建築事務所

石岡第一高校 特別教室棟非常階段災害復旧工事 石岡市 H24.7.31 H24.12.14 2,980 （株）三共建設 （株）ヤマト建築設計事務所

石岡第一高校 部室改築工事 石岡市 H25.3.26 H25.7.31 44,090 双葉建装（株） （株）友水設計

石岡第一高校 部室改築電気設備工事 石岡市 H25.3.23 H25.7.31 3,879 狩谷電機（株） （株）友水設計

工事費（千円）

工事費（千円）

工事費（千円）

工事費（千円）



石岡第二高校 体育館災害復旧工事 石岡市 H24.5.16 H24.8.13 6,510 （株）吉川工務店 （株）ヤマト建築設計事務所

石岡商業高校 格技場耐震補強工事 石岡市 H24.8.1 H24.10.29 9,009 （株）吉原住建 （有）ムーブ建築設計事務所

石下紫峰高校 格技場耐震補強工事 常総市 H25.2.28 H25.6.27 18,239 本川建設工業（株） （株）増山栄建築設計事務所

磯原郷英高校 体育館災害復旧工事 北茨城市 H24.5.26 H24.9.22 62,790 日立土木（株） 設計集団ビッグアース建築研究所

磯原郷英高校 体育館災害復旧電気設備工事 北茨城市 H24.5.30 H24.9.26 3,486 （株）星野組 設計集団ビッグアース建築研究所

磯原郷英高校 格技場耐震補強工事 北茨城市 H24.10.24 H25.3.15 49,350 日立土木（株） （株）松栄設計

磯原郷英高校 格技場耐震補強電気設備工事 北茨城市 H24.10.24 H25.3.15 2,833 ヨシトミ（株） （株）松栄設計

潮来高校 管理教室棟災害復旧耐震補強他工事 潮来市 H24.6.27 H24.12.23 105,210 （株）江口工務店 （株）早川建築事務所

潮来高校 格技場耐震補強工事 潮来市 H24.12.18 H25.3.15 9,975 （株）二輝建設 （有）秋山建築設計事務所

茨城東高校 格技場耐震補強工事
東茨城郡茨城

町
H24.12.19 H25.2.28 6,941 （株）飯塚工務店 （株）コアー建築事務所

岩井高校 格技場耐震補強工事 坂東市 H24.12.15 H25.3.15 13,220 古谷建設（株） （株）一本杉建築設計事務所

牛久高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 牛久市 H25.1.23 H25.6.22 26,123 メイデン（株） 真設備設計

内原特別支援学校 体育館災害復旧耐震補強工事 水戸市 H24.5.19 H24.8.16 20,874 （株）五十嵐建設 （株）根本建築設計事務所

江戸崎総合高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 稲敷市 H25.1.25 H25.8.15 25,305 東神電池工業（株） 真設備設計

大洗高校 体育館耐震補強工事
東茨城郡大洗

町
H24.6.21 H24.10.18 32,970 （株）大貫工務店 （有）汎連合設計

太田第一高校 特別教室棟他耐震補強工事 常陸太田市 H24.9.26 H25.3.15 147,735 （株）岡部工務店 （株）岡野建築設計事務所

太田第一高校 特別教室棟耐震補強機械設備工事 常陸太田市 H24.9.26 H25.3.15 3,780 （株）喜本管工 （株）岡野建築設計事務所

太田第一高校 体育館災害復旧工事 常陸太田市 H24.8.29 H25.2.15 99,540 （株）岡部工務店 （株）桜設計事務所

太田第二高校 普通教室棟耐震補強工事 常陸太田市 H24.12.15 H25.7.20 117,600 鈴縫工業（株） （株）早川建築事務所

小瀬高校 体育館災害復旧工事 常陸大宮市 H24.5.29 H24.9.5 24,434 野上建設（株） （株）中山設計事務所

小瀬高校 体育館災害復旧電気設備工事 常陸大宮市 H24.5.30 H24.9.6 4,253 新光電機（株） （株）中山設計事務所

海洋高校 格技場耐震補強工事 ひたちなか市 H24.11.15 H25.3.15 19,016 （有）太田建設工業 （株）戸頃建築設計事務所

海洋高校 体育館耐震補強工事 ひたちなか市 H24.6.22 H24.9.19 11,424 （有）太田建設工業 （株）戸頃建築設計事務所

笠間高校 スタジオ整備工事 笠間市 H24.7.11 H24.10.8 4,830 （有）島田工務店 川又設計工房

笠間高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 笠間市 H25.2.27 H25.8.15 27,153 （株）イチゲ電設 真設備設計

笠間高校 スタジオ整備電気設備工事 笠間市 H24.7.11 H24.10.8 3,140 瀧本電設工業（株） 川又設計工房

勝田高校 管理普通教室棟耐震補強他工事 ひたちなか市 H24.8.11 H25.2.15 151,053 （株）大須賀工務店 丹・篠原建築事務所

勝田工業高校 多目的ホール棟新築工事 ひたちなか市 H24.10.25 H25.3.15 36,750 （株）大栄建設 四方建築設計事務所

勝田工業高校 多目的ホール棟新築電気設備工事 ひたちなか市 H24.11.10 H25.3.15 4,946 （有）関根電気 四方建築設計事務所

勝田工業高校 格技場耐震補強工事 ひたちなか市 H24.12.15 H25.3.22 11,214 （株）大栄建設 （株）ヤマト建築設計事務所

勝田工業高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 ひたちなか市 H25.2.21 H25.8.15 26,633 （株）飛電社 真設備設計

鬼怒商業高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 結城市 H25.2.23 H25.8.15 26,434 大島電気（株） 真設備設計

茎崎高校 生徒ホール等改修工事 つくば市 H24.1.18 H24.4.30 9,765 （株）イチムラ （株）友水設計

境高校 公共下水道接続工事 猿島郡境町 H24.9.1 H25.1.28 16,338 （株）東研 高安設備設計室

境高校 体育館外壁塗装工事 猿島郡境町 H24.10.3 H24.12.31 12,810 （有）磯山建装工業 一級建築設計事務所グローイングS

境高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 猿島郡境町 H25.2.23 H25.8.15 29,321 大島電気（株） 真設備設計

境特別支援学校 格技場耐震補強他工事 猿島郡境町 H24.10.24 H25.2.20 20,675 （株）新井建設工業 （株）石川建築設計事務所

境特別支援学校 格技場耐震補強他電気設備工事 猿島郡境町 H24.10.27 H25.2.23 7,245 （株）下館電業社 （株）石川建築設計事務所

境特別支援学校 格技場耐震補強他機械設備工事 猿島郡境町 H24.10.27 H25.2.23 7,207 小口設備工業（株） （株）石川建築設計事務所

佐竹高校 管理教室棟耐震補強他工事 常陸太田市 H24.8.1 H25.1.27 68,744 （株）井上工務店 （株）石川建築設計事務所

佐竹高校 管理教室棟給水設備改修工事 常陸太田市 H24.9.14 H25.1.31 16,359 （株）宮本冷機 （株）石川建築設計事務所

佐竹高校 合宿所災害復旧工事 常陸太田市 H24.3.7 H24.5.20 7,560 大木建設（株） 清水正行建築設計事務所

佐竹高校 格技場耐震補強工事 常陸太田市 H25.1.24 H25.4.23 15,204 深沢建設（有） （株）市毛建築設計事務所

下館第二高校 合宿所災害復旧工事 筑西市 H24.3.7 H24.5.20 4,620 （株）吉江組 金田設計事務所

下妻特別支援学校 バス発着所増築工事 下妻市 H24.9.12 H24.12.25 3,308 榎戸工務店（株） 小泉建築設計事務所

常北高校 体育館耐震補強工事
東茨城郡城里

町
H24.7.5 H24.10.16 41,265 （株）関根工務店 （有）長塚建築設計事務所

常北高校 合宿所災害復旧工事
東茨城郡城里

町
H24.3.7 H24.5.20 6,825 （有）島田工務店 （有）かりべ建築設計事務所

総和高校 技術室新築・パントリー整備工事 古河市 H24.9.20 H25.2.16 32,529 山中建設工業（株） 軽部建築設計事務所

総和高校 技術室新築・パントリー整備電気設備工事 古河市 H24.9.20 H25.2.16 6,392 （株）武井電設 軽部建築設計事務所

総和高校 技術室新築・パントリー整備機械設備工事 古河市 H24.9.19 H25.2.15 4,179 （株）総和設備 軽部建築設計事務所

総和高校 エレベーター棟増築工事 古河市 H24.11.29 H25.3.25 35,490 山中建設工業（株） （有）田中設計事務所

総和高校 体育館屋根・外壁塗装改修工事 古河市 H24.10.27 H25.1.24 26,463 （株）塚本建装 一級建築設計事務所グローイングS

多賀高校 管理教室棟耐震補強工事 日立市 H24.8.10 H25.3.15 125,475 （株）秋山工務店 （株）パル綜合設計

多賀高校 格技場耐震補強工事 日立市 H24.10.10 H25.3.6 18,743 （株）矢口 （株）根本英建築設計事務所

多賀高校 プール機械室等改修工事 日立市 H24.5.2 H24.7.31 8,852 （有）鈴木建設 久慈建築設計室

多賀高校 プール機械室等改修機械設備工事 日立市 H24.5.3 H24.7.31 7,298 （株）東邦クリーン工業 久慈建築設計室

高萩高校 管理普通教室棟災害復旧耐震補強工事 高萩市 H24.7.6 H25.1.1 108,990 日立土木（株） （株）須藤隆建築設計事務所

高萩高校 管理普通教室棟災害復旧耐震補強電気設備工事 高萩市 H24.7.11 H25.1.6 3,728 （有）佐藤電気 （株）須藤隆建築設計事務所

高萩清松高校 格技場耐震補強工事 高萩市 H25.1.23 H25.5.15 12,243 （株）利光工務店 （株）建築設計室匠工房



竹園高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 つくば市 H25.1.23 H25.6.22 23,822 メイデン（株） 真設備設計

中央高校 体育館災害復旧工事 小美玉市 H24.5.23 H24.8.20 15,383 （株）スガヤ工務店 （株）相澤建築設計事務所

中央高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 小美玉市 H25.2.27 H25.8.15 26,082 （株）イチゲ電設 真設備設計

つくば工科高校 格技場耐震補強工事 つくば市 H25.2.28 H25.7.27 43,365 （株）三共建設 （株）広瀬設計

土浦第一高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 土浦市 H25.3.2 H25.8.15 26,018 （株）平和電気 真設備設計

土浦第三高校 管理・普通教室棟改築工事 土浦市 H23.12.21 H25.3.15 748,335 山本・郡司特定ＪＶ 柴・根本建築JV

土浦第三高校 管理・普通教室棟改築電気設備工事 土浦市 H23.12.27 H25.3.15 107,730 大堀電気工事（株） 柴・根本建築JV

土浦第三高校 管理・普通教室棟改築空調設備工事 土浦市 H23.12.16 H25.3.15 20,580 サンコー（株） 柴・根本建築JV

土浦第三高校 管理・普通教室棟改築衛生設備工事 土浦市 H23.12.17 H25.3.15 50,243 川村工業（株） 柴・根本建築JV

土浦工業高校 格技場耐震補強工事 土浦市 H24.12.15 H25.3.15 15,488 （株）大鶴 （株）ジュン設計

土浦工業高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 土浦市 H25.3.2 H25.8.15 28,351 （株）平和電気 真設備設計

東海高校 体育館耐震補強工事 那珂郡東海村 H24.1.13 H24.4.27 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 H24.1.18 H24.4.27 5,954 （有）茅根電設工業 （有）汎連合設計

友部特別支援学校 体育館災害復旧耐震補強工事 笠間市 H24.5.30 H24.9.26 34,335 芳野工業（株） （株）パル綜合設計

那珂高校 体育館災害復旧工事 那珂市 H24.5.26 H24.11.11 67,200 東康建設工業（株） （株）青山建築設計事務所

那珂高校 体育館災害復旧電気設備工事 那珂市 H24.5.31 H24.11.11 19,740 川崎電興（株） （株）青山建築設計事務所

波崎高校 格技場耐震補強工事 神栖市 H25.2.27 H25.6.26 20,370 森新建設（株） （有）戸田巧建築研究所

波崎高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 神栖市 H25.2.21 H25.8.15 24,125
（株）関東エルエンジニアリン
グ

真設備設計

波崎柳川高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 神栖市 H25.2.21 H25.8.15 24,878
（株）関東エルエンジニアリン
グ

真設備設計

日立第一高校 昇降口等床タイル改修工事 日立市 H24.7.4 H24.9.27 9,277 （株）小田倉工務店 清水正行建築設計事務所

日立第二高校 体育館耐震補強他工事 日立市 H24.7.25 H24.11.21 92,715 日立土木（株） （株）戸頃建築設計事務所

日立第二高校 体育館耐震補強他電気設備工事 日立市 H24.7.28 H24.11.24 6,615 工藤電気（株） （株）戸頃建築設計事務所

日立工業高校 管理教室棟他耐震補強工事 日立市 H24.8.9 H25.3.15 102,585 鈴縫工業（株） （株）市毛建築設計事務所

日立工業高校 管理教室棟他耐震補強機械設備工事 日立市 H24.8.8 H25.3.15 3,024 大社設備工業（株） （株）市毛建築設計事務所

日立商業高校 体育館災害復旧工事 日立市 H24.5.17 H24.8.14 10,185 日新建設（株） （株）コアー建築事務所

日立商業高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 日立市 H25.2.21 H25.8.15 25,762 （株）飛電社 真設備設計

藤代高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 取手市 H25.1.23 H25.6.21 24,637 河村電気工事（株） 真設備設計

藤代紫水高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 取手市 H25.1.23 H25.6.21 24,818 河村電気工事（株） 真設備設計

鉾田第一高校 格技場耐震補強工事 鉾田市 H24.12.14 H25.3.15 16,800 （株）ミドリヤ （株）第一設計

鉾田第一高校 体育館災害復旧工事 鉾田市 H24.5.19 H24.8.7 5,355 （株）関建設 （株）根本建築設計事務所

鉾田第二高校 体育館災害復旧耐震補強工事 鉾田市 H24.5.29 H24.12.28 75,264 酒井建設（株） （株）匠建築研究室

鉾田第二高校 管理特別教室棟災害復旧工事 鉾田市 H24.5.29 H24.9.25 75,075 （株）朝日工務店 （株）岡野建築設計事務所

鉾田農業高校 体育館耐震補強工事 鉾田市 H24.11.29 H25.2.26 23,520 （株）中央建設 （株）中建築設計事務所

鉾田農業高校 格技場耐震補強工事 鉾田市 H24.9.6 H24.12.4 9,975 （株）中央建設 （株）第一設計

真壁高校 格技場耐震補強工事 桜川市 H24.12.6 H25.3.25 18,060 白田工建（株） （株）天建築設計事務所

水海道第一高校 管理・普通教室棟改築工事 常総市 H23.10.5 H24.12.17 896,385 株木・染谷特定ＪＶ 三上建築事務所・眞建築設計室JV

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 H23.10.7 H24.12.27 119,595 大島電気（株） 三上建築事務所・眞建築設計室JV

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 H23.9.30 H24.12.17 38,850 （株）小島ポンプ 三上建築事務所・眞建築設計室JV

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 H23.9.28 H24.12.17 40,887 富士協和工業（株） 三上建築事務所・眞建築設計室JV

水海道第一高校 旧管理・普通教室棟解体工事 常総市 H25.2.13 H25.6.30 48,846 （株）沼崎商事 三上建築事務所・エイプラス建築JV

水戸第一高校 体育館災害復旧工事 水戸市 H24.3.27 H24.6.14 35,805 東洋工業（株） （有）高槻建築設計事務所

水戸第二高校 普通・特別教室棟新築復旧工事 水戸市 H24.12.22 H25.11.30 266,700 東洋・葵特定ＪＶ 三上建築事務所・エイプラス建築JV

水戸第二高校 普通・特別教室棟新築復旧電気設備工事 水戸市 H25.1.18 H25.11.30 24,990 （株）茨城ケイテクノ 三上建築事務所・エイプラス建築JV

水戸第二高校 普通・特別教室棟新築復旧空調設備工事 水戸市 H25.1.19 H25.11.30 9,660 （株）中崎総合設備 三上建築事務所・エイプラス建築JV

水戸第二高校 普通・特別教室棟新築復旧衛生設備工事 水戸市 H25.1.17 H25.11.30 14,616 菊地設備工業（株） 三上建築事務所・エイプラス建築JV

水戸第二高校 体育館災害復旧耐震補強工事 水戸市 H24.7.10 H25.3.25 219,450 東洋工業（株） （株）柴建築設計事務所

水戸第二高校 体育館災害復旧耐震補強電気設備工事 水戸市 H24.7.14 H25.2.15 7,298 藤電気（株） （株）柴建築設計事務所

水戸第二高校
普通・特別教室棟新築復旧電気設備切回し工
事

水戸市 H24.5.19 H24.7.31 3,990 （有）安蔵電気 三上建築事務所・エイプラス建築JV

水戸第二高校
普通・特別教室棟新築復旧機械設備切回し工
事

水戸市 H24.6.1 H24.7.31 8,390 （株）大東工業 三上建築事務所・エイプラス建築JV

水戸第二高校 普通・特別教室棟災害復旧関連解体工事 水戸市 H24.7.14 H24.11.30 56,154 都市建設工業（株） 三上建築事務所・エイプラス建築JV

水戸第二高校 仮設渡り廊下災害復旧関連新築他工事 水戸市 H24.6.13 H24.8.11 7,754 アイワ建設（株） 三上建築事務所・エイプラス建築JV

水戸第三高校 図書室改築工事 水戸市 H24.11.22 H25.6.15 49,854 （株）吉田工務店 （株）中建築設計事務所

水戸第三高校 図書室改築電気設備工事 水戸市 H24.8.25 H25.6.15 4,736 共栄通信工業（株） （株）中建築設計事務所

水戸第三高校 図書室改築機械設備工事 水戸市 H24.8.22 H25.6.15 9,555 小河原設備工業（株） （株）中建築設計事務所

水戸第三高校 普通教室棟防火設備他改修工事 水戸市 H25.1.18 H25.3.25 5,670 コジマ工業（株） （株）中建築設計事務所

水戸工業高校 体育館屋根改修工事 水戸市 H24.11.16 H25.2.13 19,110 （株）高木工務店 合同会社建築工房Koakutsu

水戸桜ノ牧高校 体育館他災害復旧工事 水戸市 H24.5.30 H24.9.26 28,875 （株）西山工務店 （株）増山栄建築設計事務所

水戸桜ノ牧高校 公共下水道接続工事 水戸市 H24.8.23 H24.11.20 8,495 （有）ロビンス熱工業 高安設備設計室

水戸商業高校 管理教室棟耐震補強他工事 水戸市 H24.7.10 H25.3.15 256,053 （株）鈴木良工務店 （株）横須賀満夫建築設計事務所



水戸商業高校 管理教室棟耐震補強他機械設備工事 水戸市 H24.6.21 H25.3.15 10,322 加藤設備工業（株） （株）横須賀満夫建築設計事務所

水戸商業高校 体育館災害復旧工事 水戸市 H24.5.30 H24.10.15 58,590 （株）鈴木良工務店 千葉建築設計事務所

水戸商業高校 合宿所災害復旧工事 水戸市 H24.3.7 H24.5.20 5,250 （株）小又工務店 鎌田建築アトリエ

水戸特別支援学校 特別教室棟耐震補強工事 水戸市 H24.6.22 H24.10.20 30,030 塙建設工業（株） （株）河野正博建築設計事務所

水戸農業高校 管理教室棟新築復旧工事 那珂市 H25.12.22 H26.1.31 352,800 河野・横建特定ＪＶ 増山栄・のあ建築JV

水戸農業高校 管理教室棟新築復旧電気設備工事 那珂市 H25.1.17 H26.1.31 32,508 泰明電設（株） 増山栄・のあ建築JV

水戸農業高校 管理教室棟新築復旧空調設備工事 那珂市 H25.1.16 H26.1.31 15,535 ストウ工業（株） 増山栄・のあ建築JV

水戸農業高校 管理教室棟新築復旧衛生設備工事 那珂市 H25.1.17 H26.1.31 16,670 （株）大成設備工業 増山栄・のあ建築JV

水戸農業高校 調理室・食堂新築復旧工事 那珂市 H24.11.2 H25.5.15 76,545 森島建設工業（株） （株）匠建築研究室

水戸農業高校 調理室・食堂新築復旧電気設備工事 那珂市 H24.11.1 H25.5.15 18,165 根本電興（株） （株）匠建築研究室

水戸農業高校 調理室・食堂新築復旧機械設備工事 那珂市 H24.10.31 H25.5.30 23,079 砂押工業（株） （株）匠建築研究室

水戸農業高校 寄宿舎耐震補強工事 那珂市 H24.9.20 H25.3.18 77,490 （株）河野工務店 （株）桜設計事務所

水戸農業高校 寄宿舎耐震補強機械設備工事 那珂市 H24.9.22 H25.2.18 6,573 （株）永葵空研サービス （株）桜設計事務所

水戸農業高校 体育館耐震補強工事 那珂市 H24.7.21 H24.11.17 29,295 山金建設（株） （株）桜設計事務所

水戸農業高校 体育館耐震補強機械設備工事 那珂市 H24.7.18 H24.11.14 4,043 （株）石川土木 （株）桜設計事務所

水戸農業高校 管理教室棟新築復旧給水設備工事 那珂市 H24.7.25 H24.11.1 14,742 東昌産業（株） 増山栄・のあ建築JV

水戸農業高校 管理教室棟新築復旧電気設備切回し工事 那珂市 H24.8.11 H24.11.18 8,264 （株）三橋電機 増山栄・のあ建築JV

水戸農業高校 管理教室棟災害復旧関連解体工事 那珂市 H24.8.23 H24.12.20 66,696 （株）高村商事 緑祥建築設計事務所

水戸農業高校 第二格技場耐震補強工事 那珂市 H24.12.14 H25.3.15 4,998 （有）三村工務所 （有）汎連合設計

水戸南高校 体育館耐震補強工事 水戸市 H24.6.22 H24.9.29 23,930
（株）水戸住宅設備機器セン
ター

（株）エイプラス・デザイン

水戸南高校 体育館耐震補強電気設備工事 水戸市 H24.6.20 H24.9.27 3,224
（株）電化センタータカハシ商
会

（株）エイプラス・デザイン

水戸南高校 卓球場災害復旧工事 水戸市 H24.3.10 H24.6.27 14,018 トキワ建設（株） （有）コウシュウ設計

緑岡高校 格技場耐震補強工事 水戸市 H24.8.30 H24.12.21 14,354 （株）高木工務店 （有）大野建築設計事務所

水戸聾学校 体育館屋根・外壁塗装改修工事 水戸市 H24.8.2 H24.10.30 10,078 （株）マスダ塗装店 一級建築士事務所イイダ設計

美浦特別支援学校 体育館災害復旧工事 稲敷郡美浦村 H24.5.16 H24.9.12 18,165 増川建設（株） 軽部建築設計事務所

盲学校 体育館耐震補強工事 水戸市 H25.3.1 H25.6.28 28,823 東建設（株） （株）松栄設計

158 7,313,945

●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 施工業者 設計者

教育研修センター 大研修棟屋上防水改修工事 笠間市 H24.12.8 H25.2.5 6,248 （株）崎山 （有）宮本建築アトリエ

1 6,248

●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 施工業者 設計者

西山研修所 新館災害復旧耐震補強他工事 常陸太田市 H24.10.11 H25.3.9 101,640 熊田建設（株） （有）大野建築設計事務所

西山研修所 新館災害復旧耐震補強他電気設備工事 常陸太田市 H24.11.8 H25.3.15 4,541 （有）茅根電設工業 （有）大野建築設計事務所

西山研修所 新館災害復旧耐震補強他機械設備工事 常陸太田市 H24.11.8 H25.3.15 30,765 （株）神永工務店 （有）大野建築設計事務所

西山研修所 別館災害復旧耐震補強他工事 常陸太田市 H24.10.11 H25.3.9 39,354 （株）進栄 （株）建築設計室匠工房

西山研修所 別館災害復旧耐震補強他電気設備工事 常陸太田市 H24.11.9 H25.3.15 4,872 （有）大内電気工事店 （株）建築設計室匠工房

西山研修所 別館災害復旧耐震補強他機械設備工事 常陸太田市 H24.10.11 H25.3.9 7,875 （株）八丈建設 （株）建築設計室匠工房

西山研修所 本館災害復旧耐震補強他工事 常陸太田市 H24.12.13 H25.3.25 44,940 （株）小池住建 （株）桜設計事務所

中央青年の家 本館耐震補強工事 土浦市 H24.9.13 H25.3.15 71,400 池田林業（株） （株）若柳建築事務所

さしま少年自然の家 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 猿島郡境町 H24.12.13 H25.3.25 27,719 （株）宮山 （有）東匠設計事務所

さしま少年自然の家 厨房床改修工事 猿島郡境町 H24.12.19 H25.2.16 3,980 （有）倉持工業 （株）フケタ設計

白浜少年自然の家 空調設備改修工事 行方市 H24.12.11 H25.3.15 7,854 酒井鉄工所 （有）柴原建築設備設計事務所

白浜少年自然の家 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 行方市 H24.12.20 H25.6.30 32,512 清宮電気（株） （有）東匠設計事務所

12 377,451

●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 施工業者 設計者

桜川地区教職員住宅 解体工事 桜川市 H24.12.15 H25.3.15 25,043 （株）共和 （株）フケタ設計

ひたちなか地区小砂住宅 解体工事 ひたちなか市 H24.12.20 H25.3.15 15,110 （株）大洋 設計集団ビッグアース建築研究所

石岡地区東田中教職員住宅 解体工事 石岡市 H24.12.15 H25.3.15 14,537 （株）正安 （有）アップル建築設計事務所

大子地区教職員住宅 解体工事 久慈郡大子町 H25.1.18 H25.3.15 11,760 根崎解体工事（株） 設計集団ビッグアース建築研究所

4 66,449

工事費（千円）

工事費（千円）

工事費（千円）



●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 施工業者 設計者

こども病院 非常用発電設備等更新工事 水戸市 H24.11.29 H25.3.25 92,400 センター電機（株） 峯島設備設計事務所

こども病院 医師公舎外壁塗装改修工事 水戸市 H25.1.19 H25.3.15 8,967 （株）根子左 （有）丸山建築デザイン研究所

こども病院 防災用井戸改修工事 水戸市 H24.12.21 H25.3.15 8,222 （有）佐藤設備工業 （有）柴原建築設備設計事務所

中央病院 自動火災報知設備等改修工事 笠間市 H24.11.9 H25.3.26 98,700 水戸ホーチキ（株） 根本設備設計事務所

中央病院 消火設備改修工事 笠間市 H24.10.18 H25.3.15 15,162 西武工業（株） 根本設備設計事務所

5 223,451

工事費（千円）



７　建設業者表彰受賞一覧（建築・設備部門）

年度

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）

株木建設（株）

コスモ綜合建設（株）

泰明電設（株）

（株）白土工務店

山本・郡司特定建設工事共同企業体

（株）楠原管工業

Ｈ２５

（５５回）
知事

県民文化センター大ホール等災害復旧工事

桜川アパート４号棟建設工事

部長

中央児童相談所・一時保護所電気設備工事

滑川第２アパート３号棟建設工事

土浦第三高校管理・普通教室棟改築工事

筑西児童相談所耐震補強及び大規模改修機械設備工事

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

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

Ｈ１５

（４５回）

Ｈ１６

（４６回）

Ｈ２１

（５１回）

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

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 



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 

平成２４年度 

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

中央児童相談所一時保護所改築工事，いばらき中性子最先端医療研究センター整備工

事，筑西児童相談所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，栽培漁業センター災害復旧工事，水戸商業高校管理教室棟耐震補強他工事 
 


