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 平成２５年４月１日現在 

  

 

                             

                             

                    
  

                              

             

                    

 

                      

                    

 

                    

  

                              

                    

  

 

 

 

（人）

30人 30人 30人 30人 30人 30人 29人 28人 28人

17 18 19 20 21 22 23 24 25 （年度）

40

30

20

10

 

数数数   

工工工事事事額額額   

組組織織図図  
 

35 人 36 人 36 人 35 人 32 人 31 人 30 人 33 人 

 

 

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） 

課長補佐 

（技術総括） 

現員 ２８名 

（事務３，技術２５） 

係長１，主事１ 

〈 庶務・予算・入札 〉 

係長１，技師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，主査１，主任１，技師２ 

〈 建築工事の設計・発注・監督 〉 

監督 

課長補佐１，主任２，技師２ 

〈 建築工事の設計・発注・監督 〉 

監督 

課長補佐１，主査１，係長１，主任１，技師１ 

〈 電気設備工事の設計・発注・監督 〉 

監督 

課長補佐１，係長２，技師１ 

〈 機械設備工事の設計・発注・監督 〉 

監督 

技  佐（設備） 

職職員員数数  

5人

1人



 

２ 平成２５年度各部局別工事件数及び執行状況 

平成２６年３月３１日現在   

 

 

部 局 名

知 事 直 轄 ０ ０

総 務 部 １３ １,５２６,００７

企 画 部 ３ ９３,８６６

生 活 環 境 部 ６ １３４,２５３

保 健 福 祉 部 １２ ２４６,０６０

商 工 労 働 部 ０ ０

農 林 水 産 部 ４ ４９,９６４

土 木 部 １３ ６４２,１４０

教 育 庁 １６５ ８,４０９,１４７

病 院 局 ５ １１２,５７１

計 ２２１ １１,２１４,００８

 （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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  （凡例） 

                

 

 

 

 

 

４－１ 平成２５年度営繕課主要工事マップ  

水戸農業高校管理教室棟新築復旧工事        水戸第二高校普通・特別教室棟新築復旧工事 

                

 

 

 

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 

神栖高校 
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 

佐竹高校体育館耐震補強工事 



           

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （凡例） 

 

                

 

 

 

 

 

４－２ 平成２６年度営繕課主要工事マップ  

下館第二高校普通教室棟改築工事            取手第二高校管理普通教室棟改築工事 

                

 

 

 

 

県北地区特別支援学校（仮称）新築及び大規模改修工事 

新築・増改築工事 

（凡例） 

耐震補強工事 

下館第二高校 
普通教室棟改築工事 

取手第二高校 
管理普通教室棟改築工事 

土浦第三高校 
特別教室棟改築工事 

土浦産業技術専門学院 
本館耐震補強工事 

水戸第三高校管理特別教室棟耐震補強工事 

盲学校管理教室棟特別教室棟耐震補強工事 

水戸南高校管理教室棟耐震補強工事 

水戸工業高校実習棟（棟番号３）耐震補強工事 

緑岡高校特別教室棟耐震補強工事 

水戸商業高校実習棟耐震補強工事 

神栖高校 
管理教室棟耐震補強他工事 

下妻第二高校 
教室棟耐震補強工事 

鹿島高校 
特別教室棟耐震補強工事 

鉾田第一高校特別教室棟耐震補強工事 

茨城東高校管理教室棟耐震補強工事 

八千代高校 
管理教室棟耐震補強工事 

結城第一高校 
管理教室棟耐震補強工事 

高萩高校 
特別教室棟耐震補強工事 

大子清流高校普通教室棟耐震補強工事 

友部高校管理教室棟耐震補強工事 

水戸桜ノ牧高校常北校管理普通教室棟耐震補強工事 

下館第一高校 
普通教室棟他耐震補強工事 

取手第一高校管理教室棟耐震補強工事 



 

 

 

 

 

 

５ 平成２５年度建設主要建築物概要 

 

 

水戸農業高校管理教室棟新築復旧工事 

 

水戸第二高校普通・特別教室棟新築復旧工事 

 

        



茨城県立水戸農業高校管理教室棟新築復旧工事

　

　

  
 水戸農業高校管理教室棟（昭和４４年建築）は，平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災により
甚大な被害を受けた。一日も早い復旧を目指すとともに，建物全体の安全性を確保することを目的として，
建て替えを行ったものである。 
 
 平面計画では，１棟に複数の部門（管理教室・普通教室・特別教室）が含まれることから，ゾーニング
を明確なものとした。特に，管理教室を学校の通用口側に集約することによって，利便性の向上を図った。 
 
 構造計画では，X方向を長方形柱が入ったラーメン構造，Y方向を強度型の耐震壁が入ったラーメン構造
として，構造強度を確保した。また，切妻屋根の採用にあたっては，伝統的な意匠はもとより，熱負荷の
低減による省エネルギー化・光熱費の節約をコンセプトとした。 
 
 水戸農業高校は，全日制（７科３学年）及び定時制（１科４学年）で構成され，多様な授業形態が展開
されている。そこで，通学手段等の実態を踏まえて建物背面に昇降口を設けるなど，敷地内の各施設への
アプローチに配慮した動線計画を行った。 

所 在 地 那珂市東木倉

設計・監理 増山栄・のあ

建築関連業務共同企業体

構造・規模 RC造　地上４階

建築面積 1,559.37㎡

延床面積 5,304.64㎡

工事期間 H24年12月～H26年２月

総工事費 1,057,096千円（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 化粧石こう吸音ボード張

内　装 シナ合板目透し張

床 フローリングブロック貼，ビニール床シート貼

受電方式

変圧器容量 1φ 100kVA，1φ 300kVA，3φ 150kVA

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 泰明電設（株）

空調設備 ストウ工業（株）

衛生設備

昇降機

合併浄化槽

局所式

RC造4階建　建築面積1,559.37㎡　延床面積5,304.64㎡

高圧受電（3φ 3W　6.6kVA 50Hz）

機械設備

電気設備

ガルバリウム鋼板葺

水戸農業高校管理教室棟新築復旧工事

主要仕上

空冷式パッケージ型空気調和機，ＦＦ式温風暖房機，全熱交換器

コンクリート打放し

受水槽方式（ポンプ直送方式）

三菱電機ビルテクノサービス（株）

（株）大成設備工業

施 工 者

河野・横建特定建設工事共同企業体

【生物実験室】 

【昇降口】 【職員室】 

【普通教室】 



茨城県立水戸第二高校普通・特別教室棟新築復旧工事

　

　

 
 水戸第二高校普通・特別教室棟（昭和４４年建築）は，平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災
により甚大な被害を受けた。一日も早い復旧を目指すとともに，建物全体の安全性を確保することを目的
として，建て替えを行ったものである。 
 
 平面計画では，南側に普通教室，北側に特別教室を配置する「中廊下型」を採用することにより，共用
部分の面積を抑え，建物のコンパクト化を図った。なお，中廊下が面する吹き抜け部分にはハイサイドラ
イトを設け，自然採光・自然換気を行う計画とした。 
 
 構造計画では，壁状の柱が耐震壁としての機能を果たすことにより，ラーメン構造による「靱性性能」
に加え「強度性能」を併せ持つ架構を採用した。これにより，大地震が発生しても変形が小さくなるため，
非構造部材の落下及び損傷を最小限に抑えることが可能となる。 
 
 水戸第二高校は，近年，スーパーサイエンスハイスクール（SSH）支援事業の指定校として先進的な理数
教育に力を入れている。そこで，プレゼンテーションに適したスペースとして，３クラス分の生徒を収容
できる規模の階段型教室を設置した。 
 

所 在 地 水戸市大町

設計・監理 三上建築事務所・エイプラス

建築関連業務共同企業体

構造・規模 RC造　地上４階

建築面積 1,343.60㎡

延床面積 3,667.63㎡

工事期間 H24年12月～H26年１月

総工事費 802,221千円（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 ＧＷボード張，有孔化粧石こうボード張，岩綿吸音板張

内　装 ＯＳＳＢ合板目透し張，コンクリート打放し仕上

床 フローリングブロック貼，長尺ビニールシート貼

受電方式

変圧器容量 1φ 100kVA，3φ 200kVA

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 （株）中崎総合設備

衛生設備

昇降機

主要仕上

電気設備

下水道接続

東洋・葵特定建設工事共同企業体

高圧受電（3φ 3W　6.6kV 50Hz）

空冷式ヒートポンプビル用マルチエアコン, ＦＦ式温風暖房機

機械設備

施 工 者

三菱電機ビルテクノサービス（株）

受水槽方式（ポンプ直送方式）

ガルバリウム鋼板葺

コンクリート打放し

局所式

菊地設備工業（株）

水戸第二高校普通・特別教室棟新築復旧工事

RC造４階建　建築面積1,343.60㎡　延床面積3,667.63㎡

【視聴覚室】 

【普通教室】 【建物中央の吹抜け】 



６　平成２５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

（該当なし）

0 0

●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

筑西合同庁舎 試験研究棟屋上防水改修工事 筑西市 H25.11.28 H26.2.10 9,167 （株）神山 土木部営繕課

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 H25.7.31 830,550 安藤・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空調設備工事 取手市 H23.12.16 H25.7.31 172,200 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電気設備工事 取手市 H23.12.27 H25.7.31 168,210 （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衛生設備工事 取手市 H23.11.9 H25.7.31 85,995 いなほ工業（株） （株）横須賀満夫建築設計事務所

取手競輪場 第４スタンド耐震補強工事 取手市 H25.10.16 H26.3.15 71,820 赤塚工業（株） （有）ナオエ綜合設計

取手競輪場 第５スタンド耐震補強工事 取手市 H25.10.24 H26.3.15 49,140 赤塚工業（株） （株）一本杉建築設計事務所

取手競輪場 第４・５スタンド耐震補強電気設備工事 取手市 H25.11.7 H26.3.15 29,295 （株）ササモト
（有）ナオエ総合設計
（株）一本杉建築設計事務所

取手競輪場 第４・第５スタンド耐震補強機械設備工事 取手市 H25.11.7 H26.3.15 13,314 いなほ工業（株）
（有）ナオエ総合設計
（株）一本杉建築設計事務所

取手競輪場 外構工事 取手市 H25.8.24 H25.10.11 6,237 （株）中島興業 土木部営繕課

取手競輪場 メインスタンド休憩所他防水工事 取手市 H26.2.6 H26.3.15 3,035 （株）丸川技研工業 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 H25.9.5 81,962 （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 H25.9.5 5,083 （株）朝日工務店 （有）長塚建築設計事務所

13 1,526,007

●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

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

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 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

3 93,866

●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

アクアワールド大洗 企画展展示室他空調設備更新工事
東茨城郡大洗

町
H25.10.3 H26.3.10 34,650 清和工業（株） 菊地設備設計事務所

アクアワールド大洗 マーケットプレイス棟全熱交換器更新工事
東茨城郡大洗

町
H25.10.3 H26.3.12 25,935 高橋商事（株） 菊地設備設計事務所

アクアワールド大洗 畜養棟屋上防水改修他工事
東茨城郡大洗

町
H25.12.13 H26.2.25 6,678 （株）東建商 日土建設コンサルタント（株）

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 29,904 清宮電気（株） （有）東匠設計事務所

消防学校 給水設備改修工事
東茨城郡茨城

町
H25.9.5 H26.1.31 22,932 横須賀工業（株） （株）アサノ設備設計事務所

消防学校 寄宿舎耐震補強工事
東茨城郡茨城

町
H25.11.22 H26.3.14 14,154 （株）高木工務店 （株）早川建築事務所

6 134,253

●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

あすなろの郷 高温水配管更新工事 水戸市 H25.12.5 H26.3.14 10,080 菊地設備工業（株） NASファシリティーデザイン室

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 H25.6.13 26,128 河村電気工事（株） 根本設備設計事務所

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号館改築機械設備工事 那珂市 H25.2.21 H25.8.19 11,750 （株）田本工務店 （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

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

筑西保健所 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 筑西市 H25.11.29 H26.3.15 21,504 （株）平和電気 （有）シン設備システムズ

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 H25.5.31 28,108 栗原電業（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 H25.5.31 19,371 栗原電業（株） （有）シン設備システムズ

土浦保健所 屋上他防水改修工事 土浦市 H26.1.18 H26.3.15 6,048 （有）松澤防水 一級建築設計事務所グローイングエス

福祉相談センター 日立児童分室屋根改修他工事 日立市 H25.11.21 H26.2.13 14,107 熊田建設（株） 日土建設コンサルタント（株）

竜ケ崎保健所 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 龍ケ崎市 H24.12.20 H25.6.13 25,354 河村電気工事（株） （有）シン設備システムズ

12 246,060

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）



●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

（該当なし）

0 0

●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

水産試験場栽培技術センター 海水取水ポンプ更新工事 ひたちなか市 H25.10.31 H26.2.27 3,714 産機システム（株） NASファシリティーデザイン室

農業総合センター 内部ネットワーク回線改修工事 笠間市 H25.12.19 H26.3.8 2,885 水戸通信工業（株） （有）須藤設備事務所

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 H25.9.30 26,670 大恵建設（株） つくば建築設計事務所（株）

農業大学校 本館温水配管改修工事
東茨城郡茨城

町
H25.11.21 H26.3.14 16,695 暁飯島工業（株） NASファシリティーデザイン室

4 49,964

●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

飯田ダム 管理所内部改修第Ⅲ期工事 笠間市 H25.11.14 H26.1.7 5,754 （株）風間建築事務所 （有）エイ・シー建築計画室

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 26,802 （株）小林電気商会 （有）シン設備システムズ

茨城港日立港区第１埠頭
１号上屋

改築工事 日立市 H26.3.12 H26.11.6 234,360 株木建設（株） 千葉建築設計事務所

茨城港日立港区第１埠頭
１号上屋

２期解体工事 日立市 H25.7.26 H25.12.10 44,940 足立建設（株） 清水正行建築設計事務所

茨城港日立港区第２埠頭
３号上屋

改修工事 日立市 H26.3.13 H26.3.30 10,789 （有）太田建設工業 （有）かりべ建築設計事務所

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 28,770 （株）小林電気商会 （有）シン設備システムズ

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 H25.10.14 162,330 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 庁舎新築復旧機械設備工事 常陸大宮市 H25.1.22 H25.10.18 27,720 （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 庁舎新築復旧電気設備工事 常陸大宮市 H25.1.22 H25.10.18 23,938 （株）藤田電機 （株）根本建築設計事務所

常陸大宮土木事務所 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 常陸大宮市 H25.6.27 H25.11.22 24,045 三興電気（株） （有）岩坂設備設計事務所

鉾田土木事務所 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 鉾田市 H24.12.20 H25.6.10 28,081 （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

13 642,140

●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

明野高校 格技場耐震補強工事 筑西市 H26.3.6 H26.7.3 12,247 （株）田中土木 （有）長塚建築設計事務所

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（まこと）設備設計

麻生高校 格技場耐震補強工事 行方市 H26.2.20 H26.6.19 21,600 松沢建設（株） （有）戸田巧建築研究所

石岡第一高校 管理・普通教室棟改築工事 石岡市 H25.3.16 H26.3.30 955,470 岡部・松浦特定ＪＶ 三上建築事務所・エイプラス建築関連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 H26.6.30 100,223 （株）富嶋電工 三上建築事務所・エイプラス建築関連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 H26.5.31 46,830 （株）キンダイ 三上建築事務所・エイプラス建築関連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 H26.5.31 45,728 中沢機工（株） 三上建築事務所・エイプラス建築関連JV

石岡第一高校 部室改築工事 石岡市 H25.3.26 H25.8.30 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 H25.9.5 3,879 狩谷電機（株） （株）友水設計

石岡第一高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 石岡市 H25.12.12 H26.6.20 26,590 （株）富嶋電工 真（まこと）設備設計

石岡第二高校 特別教室棟耐震補強他工事 石岡市 H25.9.5 H26.3.3 71,547 双葉建装（株） （株）青山建築設計事務所

石岡第二高校 管理教室棟耐震補強工事 石岡市 H25.7.25 H26.2.9 69,195 （株）松永工務店 （株）若柳建築事務所

石下紫峰高校 格技場耐震補強工事 常総市 H25.2.28 H25.9.25 18,239 本川建設工業（株） （株）増山栄建築設計事務所

石下紫峰高校 卓球場耐震補強工事 常総市 H25.11.21 H26.3.14 17,535 高塚建設工業（株） （株）増山栄建築設計事務所

潮来高校 体育館耐震補強工事 潮来市 H25.8.23 H26.1.17 69,720 （株）江口工務店 （株）第一設計

潮来高校 体育館耐震補強電気設備工事 潮来市 H25.8.24 H26.1.20 6,237 （株）飯島電気工業 （株）第一設計

岩瀬高校 格技場耐震補強工事 桜川市 H25.12.19 H26.4.17 22,140 （株）ヒロサワ （株）天建築設計事務所

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（まこと）設備設計

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（まこと）設備設計

大洗高校 格技場耐震補強工事
東茨城郡大洗

町
H26.3.19 H26.7.16 42,768 （株）大貫工務店 （株）安達建築設計事務所

太田第一高校 管理教室棟トイレ改修工事 常陸太田市 H25.9.12 H26.2.24 21,557 （株）小池住建 （有）清水忠建築設計事務所

太田第一高校 管理教室棟トイレ改修機械設備工事 常陸太田市 H25.9.12 H26.2.24 11,025 野内商事（株） （有）清水忠建築設計事務所

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 H25.7.18 117,600 鈴縫工業（株） （株）早川建築事務所

太田第二高校 管理棟耐震補強工事 常陸太田市 H25.7.25 H26.1.20 46,925 山金建設（株） （株）早川建築事務所

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（まこと）設備設計

工事費（千円）

工事費（千円）

工事費（千円）

工事費（千円）



鹿島高校 管理普通教室棟耐震補強他工事 鹿嶋市 H25.7.11 H26.1.30 145,404 （株）高正建設 （有）ムーブ建築設計事務所

鹿島高校 管理普通教室棟耐震補強他機械設備工事 鹿嶋市 H25.7.18 H26.2.12 10,500 （株）マルヰ設備 （有）ムーブ建築設計事務所

鹿島高校 格技場耐震補強工事 鹿嶋市 H26.3.20 H26.7.17 30,132 （株）高正建設 （株）戸頃建築設計事務所

鹿島高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 鹿嶋市 H26.1.16 H26.6.30 31,115
（株）関東エルエンジニアリン
グ

（有）岩坂設備設計事務所

鹿島特別支援学校 管理特別教室棟耐震補強工事 鹿嶋市 H25.6.13 H25.9.10 8,652 イシイ工業（株） （株）根本建築設計事務所

勝田工業高校 旧体育館解体工事 ひたちなか市 H25.7.27 H25.10.24 26,534 （株）宮原工務店 塙建築設計事務所

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（まこと）設備設計

勝田高校 特別教室棟耐震補強工事 ひたちなか市 H25.7.25 H26.1.30 51,765 （株）秋山工務店 （株）福富建築設計事務所

勝田高校 格技場耐震補強工事 ひたちなか市 H26.2.5 H26.6.4 20,390 （株）有路工務店 （株）コアー建築事務所

勝田高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 ひたちなか市 H25.12.6 H26.4.30 32,227 宇田電機（株） （有）東匠設計事務所

神栖高校 特別教室棟耐震補強他工事 神栖市 H25.7.18 H26.3.3 170,436 大平建設（株） （株）パル綜合設計

神栖高校 格技場耐震補強工事 神栖市 H26.1.29 H26.6.27 35,640 幸武建設（株） （有）戸田巧建築研究所

神栖高校 剣道場耐震補強工事 笠間市 H25.8.29 H25.11.26 8,043 平成建設（株） （有）戸田巧建築研究所

鬼怒商業高校 特別教室棟耐震補強他工事 結城市 H25.8.29 H26.3.14 83,948 （株）石島建設 （株）広瀬設計

鬼怒商業高校 特別教室棟耐震補強他機械設備工事 結城市 H25.9.11 H26.3.12 10,710 （株）前沢設備 （株）広瀬設計

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（まこと）設備設計

鬼怒商業高校 格技場耐震補強工事 結城市 H25.11.27 H26.3.14 15,960 ホシノ建設（株） （株）広瀬設計

古河第一高校 格技場耐震補強工事 古河市 H25.11.21 H26.4.24 21,222 大近建設（株） （株）建築設計室匠工房

古河第三高校 管理教室棟耐震補強他工事 古河市 H25.7.19 H26.2.13 131,250 （株）岡本工務店 （株）福富建築設計事務所

古河中等教育学校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 古河市 H25.12.5 H26.4.30 29,430 大和電気工事（株） 根本設備設計事務所

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（まこと）設備設計

境高校 格技場耐震補強工事 猿島郡境町 H26.2.6 H26.6.5 19,602 （株）新井建設工業 （株）ジュン設計

境特別支援学校 バス発着所屋根設置工事 猿島郡境町 H25.12.5 H26.3.14 9,345 （株）福島工務店 （株）戸頃建築設計事務所

佐竹高校 体育館耐震補強他工事 常陸太田市 H26.3.6 H26.9.21 64,206 東建設（株） （株）天建築設計事務所

佐竹高校 体育館耐震補強電気設備工事 常陸太田市 H26.3.20 H26.9.21 6,890 佐藤電設（株） （株）天建築設計事務所

佐竹高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 常陸太田市 H25.12.12 H26.4.25 33,156 川崎電興（株） （有）東匠設計事務所

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

佐和高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 ひたちなか市 H25.12.12 H26.4.30 31,536 （株）飛電社 （有）東匠設計事務所

下館工業高校 体育館耐震補強工事 筑西市 H25.6.28 H25.10.25 33,390 （株）田中工務店 （株）根本英建築設計事務所

下館工業高校 体育館耐震補強電気設備工事 筑西市 H25.6.27 H25.10.24 9,272 （株）水柿電機 （株）根本英建築設計事務所

下館工業高校 格技場耐震補強工事 筑西市 H25.8.8 H25.12.16 15,593 （株）柴建設 （株）根本英建築設計事務所

下館工業高校 電気電子棟屋上防水改修工事 筑西市 H25.9.20 H25.12.18 8,999 （株）川村産業 （有）田中設計事務所

下館第一高校 消火設備改修工事 筑西市 H25.9.19 H26.2.14 14,123 関彰エンジニアリング（株） 高安設備設計室

下館第一高校 格技場耐震補強工事 筑西市 H25.10.10 H26.1.15 11,298 （株）田中土木 （株）相澤建築設計事務所

下館第二高校 普通教室棟改築工事 筑西市 H26.3.15 H27.3.15 669,600 小薬・アキラ特定JV 横須賀・河野建築関連JV

下館第二高校 普通教室棟改築電気設備工事 筑西市 H26.3.15 H27.3.15 59,065 （株）須藤電気 横須賀・河野建築関連JV

下館第二高校 普通教室棟解体工事 筑西市 H25.12.12 H26.5.31 51,731 興民建設（株） 横須賀・河野建築関連JV

下館第二高校 普通教室棟改築空調設備工事 筑西市 H26.3.15 H27.3.15 33,588 （株）秋葉工業 横須賀・河野建築関連JV

下館第二高校 普通教室棟改築衛生設備工事 筑西市 H26.3.15 H27.3.15 29,646 （株）楠原管工業 横須賀・河野建築関連JV

下館第二高校 普通教室棟機械設備切回し工事 筑西市 H25.9.6 H26.2.12 23,394 （株）県西アロー住設 横須賀・河野建築関連JV

下妻第一高校 格技場耐震補強工事 下妻市 H25.9.26 H26.1.23 14,175 鈴木鉄工建設（株） （株）相澤建築設計事務所

総和工業高校 格技場耐震補強工事 古河市 H26.2.6 H26.6.5 29,160 坂東工業（株） つくば建築設計事務所（株）

大子清流高校 林業実習棟耐震補強工事 久慈郡大子町 H25.12.26 H26.7.18 60,588 （株）進栄 （株）市毛建築設計事務所

多賀高校 特別教室棟耐震補強工事 日立市 H25.8.24 H26.1.20 45,150 （株）秋山工務店 （株）羽石英夫建築設計事務所

多賀高校 体育館耐震補強工事 日立市 H25.9.26 H26.2.12 43,050 （株）白土工務店 （株）中建築設計事務所

多賀高校 体育館耐震補強電気設備工事 日立市 H25.9.27 H26.2.12 8,873 （有）松本電建 （株）中建築設計事務所

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（まこと）設備設計

玉造工業高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 行方市 H25.11.28 H26.3.24 29,505
（株）関東エルエンジニアリン
グ

（有）岩坂設備設計事務所

玉造工業高校 格技場耐震補強工事 行方市 H25.6.6 H25.9.27 15,750 （株）中央建設 （有）秋山建築設計事務所

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（まこと）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（まこと）設備設計

土浦工業高校 機械科実習棟耐震補強工事 土浦市 H25.11.14 H26.3.13 17,325 土浦木工（株） （株）広瀬設計

土浦工業高校 特別教室棟２号館西屋上防水改修工事 土浦市 H25.6.13 H25.9.10 8,343 小野防水（株） NOB.建築設計企画室

土浦湖北高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 土浦市 H25.12.5 H26.4.30 30,132 （株）下館電業社 真（まこと）設備設計

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（まこと）設備設計



土浦第三高校 旧管理・普通教室棟他解体工事 土浦市 H25.12.5 H26.3.22 49,119 （株）萩原工務店 大友建築設計事務所

土浦第三高校 管理普通教室棟外構工事 土浦市 H25.8.1 H26.2.14 48,825 （株）山本工務店 柴・根本建築関連JV

土浦第三高校 管理・普通教室棟外構電気設備工事 土浦市 H25.8.1 H25.11.28 3,804 （株）テックプランニング 柴・根本建築関連JV

東海高校 管理教室棟耐震補強他工事 那珂郡東海村 H25.8.29 H26.3.25 70,227 （株）秋山工務店 （株）匠建築研究室

東海高校 格技場耐震補強工事 那珂郡東海村 H26.1.30 H26.5.29 36,180 （株）秋山工務店 （株）安達建築設計事務所

友部特別支援学校 特別教室棟他耐震補強工事 笠間市 H25.7.4 H25.10.31 32,340 芳野工業（株） （株）三紀設計

取手松陽高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 取手市 H25.12.5 H26.6.14 30,035 （株）小林電気商会 根本設備設計事務所

取手第一高校 格技場耐震補強工事 取手市 H25.10.10 H26.3.8 31,395 松丸工業（株） 軽部建築設計事務所

取手第一高校 特別教室棟（２号館）屋上防水改修工事 取手市 H25.9.12 H25.12.10 13,629 （株）ノーブルハウジング NOB.建築設計企画室

取手第一高校 農業機械実習室解体工事 取手市 H25.8.3 H25.9.30 6,720 久松解体興業（株） NOB.建築設計企画室

取手第二高校 管理普通教室棟解体工事 取手市 H25.11.21 H26.5.31 52,747 （株）アレスコ
三上建築事務所・眞建築設計室建築関連
JV

取手第二高校 管理普通教室棟機械設備切回し工事 取手市 H25.8.1 H26.1.15 37,013 三協設備（株）
三上建築事務所・眞建築設計室建築関連
JV

那珂湊高校 特別教室棟屋根改修工事 ひたちなか市 H25.7.4 H25.9.13 4,337 （株）磯良工務店 塙建築設計事務所

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（まこと）設備設計

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（まこと）設備設計

坂東総合高校 格技場耐震補強工事 坂東市 H25.6.6 H25.10.3 12,810 古谷建設（株） （株）建築設計室匠工房

坂東総合高校 格技場耐震補強柱脚改修工事 坂東市 H25.8.28 H25.10.3 536 古谷建設（株） （株）建築設計室匠工房

常陸大宮高校 格技場耐震補強工事 常陸大宮市 H26.1.23 H26.5.22 16,664 （株）進栄 （株）天建築設計事務所

日立北高校 普通教室棟耐震補強工事 日立市 H25.9.12 H26.3.10 63,735 （株）岡部工務店 （株）河野正博建築設計事務所

日立北高校 普通教室棟耐震補強機械設備工事 日立市 H25.9.19 H26.3.11 9,450 （株）ナバナ工業 （株）河野正博建築設計事務所

日立北高校 特別教室棟屋上防水工事 日立市 H25.11.9 H26.2.6 9,602 東洋技建（株） 雨川建築設計室

日立工業高校 工業化学・機械実習棟耐震補強工事 日立市 H25.8.8 H26.2.3 54,600 鈴縫工業（株） （有）荻建築設計事務所

日立工業高校 電気科実習棟耐震補強工事 日立市 H25.11.14 H26.3.15 24,833 熊田建設（株） （株）匠建築研究室

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（まこと）設備設計

日立第一高校 特別教室棟他耐震補強工事 日立市 H25.10.10 H26.5.14 109,080 日立土木（株） （株）柴建築設計事務所

日立第二高校 普通特別教室棟耐震補強他工事 日立市 H25.12.19 H26.10.14 208,440 日立土木（株） （株）柴建築設計事務所

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（まこと）設備設計

藤代高校 格技場耐震補強工事 取手市 H25.10.24 H26.2.18 16,695 （株）幸田 （株）一本杉建築設計事務所

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（まこと）設備設計

鉾田農業高校 実習棟耐震補強工事 鉾田市 H25.6.13 H25.11.9 48,825 （株）朝日工務店 （株）岡野建築設計事務所

真壁高校 体育館外部トイレ改築工事 桜川市 H25.11.21 H26.3.14 11,550 白田工建（株） （有）田中設計事務所

水海道第一高校 管理・普通教室棟外構電気設備工事 常総市 H25.9.12 H25.12.20 4,935 （株）小松電工社
三上建築事務所・眞建築設計室建築関連
JV

水海道第一高校 管理・普通教室棟外構工事 常総市 H25.9.12 H25.12.20 41,486 （株）染谷工務店 三上建築事務所・眞建築設計室建築関連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・眞建築設計室建築関連JV

水海道第二高校 商業実践棟解体工事 常総市 H25.7.5 H25.10.15 11,445 （株）萩原工務店 （有）田中設計事務所

水戸工業高校 実習棟（Ｅ棟）他耐震補強工事 水戸市 H26.1.28 H26.6.6 12,938
（株）水戸住宅設備機器セン
ター

（株）根本建築設計事務所

水戸工業高校 管理教室棟屋上防水改修工事 水戸市 H25.10.31 H26.1.28 7,502 柳澤工業（株） 雨川建築設計室

水戸高等特別支援学校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 水戸市 H25.11.28 H26.3.26 26,108 （株）イチゲ電設 （有）岩坂設備設計事務所

水戸桜ノ牧高校常北校 公共下水道接続工事
東茨城郡城里

町
H25.7.11 H25.10.8 8,085 茨城公営企業（株） （有）須藤設備事務所

水戸商業高校 管理教室棟東側トイレ改修工事 水戸市 H25.8.29 H26.1.24 14,699 （株）小谷野建設 一級建築士事務所イイダ設計

水戸商業高校 管理教室棟東側トイレ改修機械設備工事 水戸市 H25.8.29 H26.2.14 13,472 加藤設備工業（株） 一級建築士事務所イイダ設計

水戸第一高校 体育館屋根改修工事 水戸市 H25.11.8 H26.2.5 38,535 東洋工業（株） 一級建築士事務所イイダ設計

水戸第三高校 図書室改築工事 水戸市 H24.11.22 H25.6.14 49,854 （株）吉田工務店 （株）中建築設計事務所

水戸第三高校 図書室改築機械設備工事 水戸市 H24.8.22 H25.6.14 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 図書室改築電気設備工事 水戸市 H24.8.25 H25.6.5 4,736 共栄通信工業（株） （株）中建築設計事務所

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 H26.1.15 666,750 東洋・葵特定ＪＶ 三上建築事務所・エイプラス建築関連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 H26.1.15 63,315 （株）茨城ケイテクノ 三上建築事務所・エイプラス建築関連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 H26.1.15 36,540 菊地設備工業（株） 三上建築事務所・エイプラス建築関連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 H26.1.15 24,150 （株）中崎総合設備 三上建築事務所・エイプラス建築関連JV

水戸第二高校 普通・特別教室棟新築復旧外構工事 水戸市 H26.1.23 H26.4.5 14,159 足立建設（株） （株）匠建築研究室

水戸第二高校 普通・特別教室棟昇降機設備工事 水戸市 H25.6.22 H26.1.15 11,466
三菱電機ビルテクノサービス
（株）

三上建築事務所・エイプラス建築関連JV

水戸農業高校 管理教室棟新築復旧工事 那珂市 H24.12.22 H26.1.31 882,000 河野・横建特定ＪＶ 増山栄・のあ建築関連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 82,425 泰明電設（株） 増山栄・のあ建築関連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 41,675 （株）大成設備工業 増山栄・のあ建築関連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 38,837 ストウ工業（株） 増山栄・のあ建築関連JV

水戸農業高校 管理教室棟昇降機設備工事 那珂市 H25.6.8 H26.1.31 12,159
三菱電機ビルテクノサービス
（株）

増山栄・のあ建築関連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・食堂新築復旧機械設備工事 那珂市 H24.11.1 H25.5.29 23,079 砂押工業（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 H24.10.31 H25.5.15 18,165 根本電興（株） （株）匠建築研究室

水戸農業高校 畜産実習棟耐震補強他工事 那珂市 H25.11.14 H26.4.12 22,345 （有）太田建設工業 （有）汎連合設計

水戸農業高校 園芸実習棟耐震補強他工事 那珂市 H25.12.19 H26.5.17 22,000 （有）太田建設工業 （株）ヤマト建築設計事務所

水戸農業高校 第一格技場耐震補強工事 那珂市 H25.6.27 H25.10.4 16,275 （株）清水建設 （株）根本建築設計事務所

水戸農業高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 那珂市 H25.11.21 H26.4.30 25,596 （株）藤田電機 真（まこと）設備設計

水戸聾学校中学部・高等部 教室棟耐震補強工事 水戸市 H25.7.20 H25.12.16 29,117 東洋工業（株） 千葉建築設計事務所

水戸聾学校 寄宿舎２号館外壁塗装改修他工事 水戸市 H25.7.27 H25.10.23 13,346 （株）根子左 一級建築士事務所イイダ設計

盲学校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 水戸市 H25.12.12 H26.4.30 34,020 矢野電設（株） 真（まこと）設備設計

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

結城第二高校 普通教室棟耐震補強他工事 結城市 H25.7.11 H26.2.5 112,350 （株）小倉工務店 （株）中山設計事務所

結城第二高校 普通教室棟耐震補強機械設備工事 結城市 H25.7.18 H26.2.12 9,033 （株）宮山 （株）中山設計事務所

結城第二高校 体育館耐震補強工事 結城市 H25.6.20 H25.10.17 23,100 （株）常陸建設 （株）河野正博建築設計事務所

結城第二高校 体育館耐震補強電気設備工事 結城市 H25.6.28 H25.10.24 6,710 （株）エフ・エー・システム （株）河野正博建築設計事務所

結城特別支援学校 体育館耐震補強工事 結城市 H25.7.25 H25.12.14 48,668 （株）富田工業 （株）岡野建築設計事務所

156 8,255,955

●教育庁高校体育課

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

堀原運動公園 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 水戸市 4.17.18 4.18.37 23,760 （株）イチゲ電設 （有）東匠設計事務所

1 23,760

●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

県西生涯学習センター 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 筑西市 H25.12.19 H26.4.15 21,168 （株）生井電気 根本設備設計事務所

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 31,784 清宮電気（株） （有）東匠設計事務所

白浜少年自然の家 宿泊棟空調設備改修工事 行方市 H25.12.5 H26.3.15 7,277 秋元設備工業（株） （有）須藤設備事務所

中央青年の家 空調設備改修工事 土浦市 H25.12.5 H26.3.15 4,725 （株）イーテック （有）須藤設備事務所

鹿行生涯学習センター 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 行方市 H25.11.27 H26.4.30 21,913 （株）小林電気商会 （有）岩坂設備設計事務所

5 86,866

●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

古河地区教職員住宅 解体工事 古河市 4.16.22 4.17.11 8,924 山本解体工業（株） 一級建築設計事務所グローイングエス

坂東地区逆井教職員住宅 解体工事 坂東市 4.16.06 4.17.13 15,750 古沢建設（株） 一級建築設計事務所グローイングエス

常陸大宮地区教職員住宅 解体工事 常陸大宮市 4.16.27 4.17.23 17,892 （有）郡司組 （有）かりべ建築設計事務所

3 42,566

●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 無停電電源装置更新等工事 水戸市 4.15.71 4.17.13 74,130 センター電機（株） セイショウ建築事務所

こども病院 看護宿舎外壁塗装他改修工事 水戸市 4.16.08 4.17.22 22,365 （株）根子左 セイショウ建築事務所

こども病院 看護宿舎内保育室整備工事 水戸市 4.15.64 4.16.63 7,550 （株）小又工務店 セイショウ建築事務所

こども病院 看護宿舎内保育室整備機械設備工事 水戸市 4.15.64 4.16.63 4,799 （株）喜本管工 セイショウ建築事務所

こども病院 医師公舎屋上防水改修工事 水戸市 4.15.78 4.16.28 3,728 （株）常陽防水 セイショウ建築事務所

5 112,571

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

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
東洋・葵特定建設工事共同企業体
（株）山本工務店
菅原建設（株）
（株）富嶋電工
関彰エンジニアリング（株）
河野・横建特定建設工事共同企業体

Ｈ２６
（５６回）

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

Ｈ２４
（５４回）

十万原アパート５号棟建設工事

水産試験場本館改築電気設備工事

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

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

受賞業者名

知事

部長

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

Ｈ１６
（４６回）

Ｈ２１
（５１回）

県立友部病院児童思春期デイケア棟新築工事

Ｈ２３
（５３回）

部長

知事

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
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

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

知事

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　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

藤が原アパート５号棟建設工事

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

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

取手競輪場バックスタンド耐震改修他電気設備工事
取手競輪場バックスタンド耐震改修他電空調設備工事
水戸農業高校管理教室棟新築復旧工事

知事

部長

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
水戸第二高校普通・特別教室棟新築復旧工事
都和アパート１２号棟建設工事



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 

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 

平成２５年度 

石岡第一高校管理普通教室棟改築工事，水戸第二高校普通・特別教室棟新築復旧工

事，水戸農業高校管理教室棟新築復旧工事，神栖高校特別教室棟耐震補強他工事，下

館第二高校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，取手競輪場

バックスタンド耐震改修他工事，鉾田合同庁舎本庁舎耐震補強工事 
 


