
１ 営繕課組織体制 

営繕課職員数の推移（過去１０年間） 
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２ 平成２７年度各部局別工事件数及び執行状況 
平成２８年３月３１日現在   

部 局 名

知 事 直 轄 １ ２５,７０４

総 務 部 ７ ３１１,０９４

企 画 部 １ ２１４,３８０

生 活 環 境 部 １４ ５０１,１１８

保 健 福 祉 部 １６ ３０５,７４３

商 工 労 働 部 １３ ３５３,４９０

農 林 水 産 部 １０ ２２６,６８１

土 木 部 ８ １０６,１９６

教 育 庁 ２０５ ９,７６６,３２２

病 院 局 ２ ２９,３５８

計 ２７７ １１,８４０,０８６

工事件数（件） 執行額（千円）

 （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。
 

 
 



３ 執行額の推移（過去１０年間） 
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用用途途別別  

工工種種別別  

※ 平成１８年度以前は集計データ無し 
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４－１ 平成２７年度営繕課主要工事マップ  

新築・増改築工事 

（凡例） 

耐震補強工事・その他改修工事 

常陸太田特別支援学校小中学部棟新築工事 

笠松運動公園 

陸上競技場スタンド他改修工事 

堀原運動公園武道館等改修工事 

下館第二高校 
普通教室棟改築工事 

県営ライフル射撃場改築工事 

土浦第三高校特別教室棟改築工事 

取手第二高校 
管理普通教室棟改築工事 

美浦特別支援学校普通教室棟増築工事 

カシマサッカースタジアム 
屋根鉄骨修繕工事 

古河中等教育学校 
多目的教室棟増築工事 

鹿島高校 
農業実習棟耐震補強工事 

鹿島産業技術 
専門学院本館耐震補強工事 

旧土浦中学校本館耐震補強工事 

農業総合センター農業研究所本館耐震補強工事 

常陸大宮高校管理普通教室棟耐震補強工事 

常陸大宮高校体育館耐震補強工事 

下館第二高校 
特別教室棟耐震補強工事 

下妻第一高校 
旧体育館耐震補強工事 

真壁高校管理棟耐震補強工事 

下妻第二高校 
体育館耐震補強工事 

 
常陸太田特別支援学校小中学部棟新築工事         土浦第三高校特別教室棟改築工事    
 

  



           

 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  （凡例） 
 
 
 
 
 
 
 

４－２ 平成２８年度営繕課主要工事マップ  

笠松運動公園陸上競技場メインスタンド屋根整備工事     古河中等教育学校多目的室等増築工事 
 

新築・増改築工事 

（凡例） 

改修工事 

古河中等教育学校 
多目的教室等増築工事 

土浦第三高校 
特別教室棟改築工事 

茨城県近代美術館空調設備等改修工事 

（仮称）県央防災倉庫新築工事 

カシマサッカースタジアム 
屋根鉄骨修繕工事（第3 期） 

笠松運動公園陸上競技場メインスタンド
屋根整備工事 

旧茨城県立土浦中学校 
本館耐震補強工事 

美浦特別支援学校 
普通教室棟増築工事 

伊奈特別支援学校 
普通教室棟増築工事 

県営ライフル射撃場 
エア･ライフル射場改築



５　平成２７年度建設主要建築物概要

工事名　常陸太田特別支援学校小中学部棟新築工事

　

　

写真②（外観）

写真①（外観）

概要

常陸太田特別支援学校は，旧瑞竜小学校の跡地を利用しており，既存校舎の再利用や地域のシンボルとなっている「瑞桜
（ずいおう）」に配慮するなど，周辺環境との調和を図りながら、児童生徒の社会的自立と社会参加を支援する特別支援学校
として計画された。

廊下幅は広めに計画し、雁行させることにより、たまり場となる場所を確保し、生徒を落ち着かせるスペースや車いすを置く
スペースを提供するなど，既存校舎を含め，学校全体をバリアフリー化し，一体的な利用を図る。

生徒が使用する部分の壁は手の届く範囲まで天然木仕上とし、落ち着きのある優しい空間を計画している。

登下校はスクールバスが主な手段となるため，バスロータリーから昇降口までの通路が大屋根等で一体的に計画されてお
り，雨に濡れず登下校ができる。

また，この通路は「桜坂」と呼ばれ，瑞桜や事務室，職員室，保健室等の管理諸室に面しており，桜や関係者に見守られな
がら安全に登下校ができるように配慮されている。

所 在 地 茨城県常陸太田市瑞龍町985

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造一部Ｓ造　地上2階建て

建築面積 2300.04㎡

延床面積 3124.74㎡

工事期間 平成27年3月～平成28年2月

総工事費 627,534千円

【外観】

【既存校舎と瑞桜（工事前）】



工事名称

屋  根

外　壁

天　井

内　装

床

受電方式

変圧器容量

電灯・動力設備

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

衛生設備 (株)宮本冷機

機械設備

空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン

受水槽方式（ポンプ直送方式）

施 工 者

岡部・梅原特定建設工事共同企業体

３相１５０kVA×２台，単相１００kVA×２台

(株)茨城ケイテクノ

(株)大成設備工業

局所式

既存浄化槽へ接続

常陸太田特別支援学校小中学部棟新築工事

主要仕上

瓦葺き

コンクリート打放し

県産杉製ルーバー，ＧＷ-Ｂ，ＧＢ-Ｄ　外

照明（Ｈｆ型蛍光灯，ＬＥＤ他），空調用動力　３相３線式２００Ｖ

シナ合板　外

ビニル床シート，タイルカーペット　外

電気設備

１回線受電，３相３線式，６．６kV，５０Ｈｚ

写真③（内観）

【普通教室】

【昇降口】 【バスターミナル】

【桜坂】



６　平成２７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

青少年会館 耐震補強他工事 水戸市 H26.11.27 H27.4.25 25,704 大恵建設（株） (有)汎連合設計

1 25,704

●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

県庁舎 井戸水飲料化設備設置工事 水戸市 H27.11.19 H28.3.15 51,840 暁飯島工業（株） 菊地設備設計事務所

取手競輪場 競走路薄暮照明設置工事 取手市 H27.11.12 H28.3.20 34,139 都和電設工業（株） （株）宮本設計事務所

職員住宅新原荘４号棟 解体工事 水戸市 H27.11.12 H28.3.10 21,211 （株）飯塚工務店 (有)汎連合設計

職員住宅新原荘５号棟 解体工事 水戸市 H27.11.12 H28.3.10 21,092 （株）アコオ (有)汎連合設計

土浦合同庁舎 本庁舎空調設備改修工事 土浦市 H27.10.22 H28.3.15 86,940 川村工業（株） （株）宮本設計事務所

土浦合同庁舎 第一分庁舎空調設備改修工事 土浦市 H27.10.22 H28.3.15 33,739 山田空調設備（株） 菊地設備設計事務所

土浦合同庁舎 本庁舎及び第一分庁舎受変電設備改修工事 土浦市 H27.12.3 H28.3.15 62,132 大堀電気工事（株） 菊地設備設計事務所

7 311,094

●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

カシマサッカースタジアム 屋根鉄骨修繕第２期工事 鹿嶋市 H27.12.3 H28.5.31 214,380 常総開発工業（株） 日建設計

1 214,380

●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 非常用電源設備更新工事 東茨城郡大洗町 H27.11.21 H28.3.15 23,629 センター電機（株） （有）東匠設計事務所

アクアワールド大洗 館内電話設備更新工事 東茨城郡大洗町 H27.11.26 H28.2.23 10,977 茨城電話工業（株） （有）東匠設計事務所

アクアワールド大洗 ブラインチラー更新電気設備工事（１期工事 東茨城郡大洗町 H26.12.4 H27.5.19 6,664 （株）電化センタータカハシ商会菊地設備設計事務所

アクアワールド大洗 Ｎｏ．２，３ブラインチラー更新工事 東茨城郡大洗町 H27.6.18 H28.2.12 85,536 清和工業（株） 菊地設備設計事務所

アクアワールド大洗 循環ポンプ設備更新工事 東茨城郡大洗町 H27.10.15 H28.3.12 72,608 （株）新栄設備工業 （有）須藤設備事務所

アクアワールド大洗 ３階観覧スペース系統他空調機更新工事 東茨城郡大洗町 H27.6.19 H28.1.29 66,193 高橋商事（株） 菊地設備設計事務所

アクアワールド大洗 Ｎｏ．１ブラインチラー更新工事 東茨城郡大洗町 H26.12.4 H27.5.19 46,656 清和工業（株） 菊地設備設計事務所

旧環境監視センター 第２工区解体工事 水戸市 H28.2.18 H28.7.16 59,400 ナカヤ工業（株） （株）美景総合建築設計室

旧環境監視センター 第１工区解体工事 水戸市 H28.2.18 H28.6.16 58,412 （株）正安 （株）美景総合建築設計室

県民文化センター 大ホール屋上防水改修工事 水戸市 H27.11.3 H28.3.22 27,540 （株）マスダ塗装店 中建築設計事務所

県民文化センター 分館スロープ改修他工事 水戸市 H27.11.19 H28.2.16 11,880 （株）大將工務店 中建築設計事務所

消防学校 設備配管改修工事 東茨城郡茨城町 H27.11.26 H28.3.25 11,210 （株）イチゲ電設 （株）アサノ設備設計事務所

消防学校 訓練用プール濾過水設備改修工事 東茨城郡茨城町 H27.10.1 H28.2.27 8,402 （株）内田工業 菊地設備設計事務所

水戸石川 固定観測局舎増築工事 水戸市 H28.2.25 H28.5.24 12,010 （株）高木工務店 （株）美景総合建築設計室

14 501,118

●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 療法訓練棟他外壁改修工事 水戸市 H27.10.29 H28.1.26 9,137 （株）アコオ (株)石川建築研究所

あすなろの郷 変圧器改修工事 水戸市 H27.12.10 H28.3.15 4,153 （有）スズキ電設 （有）東匠設計事務所

あすなろの郷 さくら・つばき寮給湯設備改修工事 水戸市 H27.10.1 H28.1.28 18,738 菊地設備工業（株） ＮＡＳファシリティーデザイン室

こども福祉 医療センター第一工区解体工事 水戸市 H27.2.26 H27.7.25 73,516 （株）大介工業 G建築設計事務所

こども福祉 医療センター第二工区解体工事 水戸市 H27.2.26 H27.8.22 48,676 （株）大洋工事 G建築設計事務所

こども福祉 医療センター第四工区解体工事 水戸市 H27.2.26 H27.6.25 32,454 （株）ニシノグループ G建築設計事務所

こども福祉 医療センター第三工区解体工事 水戸市 H27.2.26 H27.6.25 24,354 （有）細谷建材 G建築設計事務所

茨城学園 本館外壁塗装改修工事 那珂市 H27.11.12 H28.2.9 13,306 （有）創美社 雨川建築設計室

旧県立暁寮 解体工事 水戸市 H27.12.10 H28.3.15 12,161 横信建材工業（株） 樫村忠建築事務所

常総保健所 屋上防水改修工事 常総市 H27.12.17 H28.3.15 5,076 柳澤工業（株） (有)杉田建築設計事務所 

常総保健所 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 常総市 H27.11.12 H28.3.10 17,950 満和電気工業（株） 川又設備計画

総合福祉会館 北・東面外壁改修工事 水戸市 H27.12.10 H28.3.15 12,393 （株）高木工務店 (株)石川建築研究所

聴覚障害者福祉 センター空調設備改修工事 水戸市 H27.11.3 H28.1.31 2,646 計装システム（株） （有）須藤設備事務所

土浦保健所 給水設備改修工事 土浦市 H27.11.26 H28.2.23 4,120 （有）佐藤管理工業 ＮＡＳファシリティーデザイン室

鉾田保健所 空調改修電気設備工事 鉾田市 H27.11.3 H28.3.1 9,839 （株）飯島電気工業 （有）柴原建築設備設計事務所

鉾田保健所 空調設備改修工事 鉾田市 H27.11.3 H28.3.1 17,226 （株）イチゲ電設 （有）柴原建築設備設計事務所

16 305,743

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

鹿島技専 本館他耐震補強工事 鹿嶋市 H27.9.10 H28.3.17 120,960 （株）大地 （株）安達建築設計事務所

鹿島技専電気工事科 実習棟（東側）他耐震補強工事 鹿嶋市 H27.6.25 H27.10.22 30,240 （株）村上工務店 （株）匠建築研究室

鹿島技専電気工事科 実習棟（西側）他耐震補強工事 鹿嶋市 H27.10.29 H28.2.25 23,814 （株）高正建設 （株）羽石英夫建築設計事務所

鹿島技専本館他 耐震補強機械設備工事 鹿嶋市 H27.9.10 H28.3.17 5,929 （株）トムラ （株）安達建築設計事務所

筑西技専 溶接科実習棟他耐震補強工事 筑西市 H27.6.20 H27.11.16 43,200 アキラ建設（株） （株）友水設計

筑西技専 旧機械科実習棟耐震補強工事 筑西市 H27.12.3 H28.3.1 12,420 （株）ワイエスケイ （株）秋山建築設計事務所

土浦技専 講堂耐震補強工事 土浦市 H27.8.20 H27.12.17 19,094 （株）飯塚工務店 ＮＡＳファシリティーデザイン室

土浦産業技術専門学院 機械技術科実習棟他空調設備改修工事 土浦市 H27.11.28 H28.3.15 11,692 （株）アサヒテクノ 菊地設備設計事務所

日立技専 金属加工科実習棟他耐震補強工事 日立市 H27.7.2 H28.1.27 36,072 （株）白土工務店 四方建築設計事務所・（株）松栄設計

日立技専 旧機械加工科実習棟耐震補強他工事 日立市 H27.2.11 H27.6.10 19,559 久下谷建設（株） （株）横須賀満夫建築設計事務所

日立技専 電気工事科実習棟他電気幹線改修工事 日立市 H27.7.2 H27.10.29 10,908 （株）藤田電機 根本設備設計

日立技専 旧機械加工科実習棟耐震補強電気設備他工事 日立市 H27.2.21 H27.6.10 7,506 （有）松本電建 （株）横須賀満夫建築設計事務所

窯業指導所 原料処理棟骨材試験室改修工事 笠間市 H27.10.22 H28.1.19 12,096 （有）ヒラヤマ建設 G建築設計事務所

13 353,490

●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

霞ヶ浦北浦水産事務所 霞ヶ浦支所外壁塗装改修工事 行方市 H27.12.3 H28.3.1 3,888 （株）神栖創建 （株）A-1建築事務所

栽培技術センター アクアトロン実験棟他解体工事 ひたちなか市 H27.10.29 H28.2.29 23,728 ナカヤ建設（株） 雨川建築設計室

農業研究所 本館耐震補強工事 水戸市 H27.6.26 H28.2.20 122,850 （株）西山工務店 （株）三紀設計

農業研究所 本館耐震補強電気設備工事 水戸市 H27.7.9 H28.2.23 7,409 高島通信電設（株） （株）三紀設計

農業研究所本館 耐震補強他機械設備工事 水戸市 H27.6.25 H28.2.19 10,465 （株）鴨志田設備 （株）三紀設計

農業総合センター 園芸研究所空調改修電気設備工事 笠間市 H27.5.21 H27.8.18 7,549 江沼電機工業（株） 菊地設備設計事務所

農業総合センター 園芸研究所空調設備改修工事 笠間市 H27.5.21 H27.8.18 21,492 暁飯島工業（株） 菊地設備設計事務所

農業大学校 実験実習棟耐震補強工事 東茨城郡茨城町 H27.10.29 H28.1.26 9,904 （有）長洲工務店 （株）市毛建築設計事務所

農業大学校 給湯設備改修工事 東茨城郡茨城町 H27.10.29 H28.3.25 14,645 （株）イチゲ電設 ＮＡＳファシリティーデザイン室

農業大学校 調整池排水ポンプ更新工事 東茨城郡茨城町 H27.11.7 H28.2.4 4,752 関東ビルサービス（株） ＮＡＳファシリティーデザイン室

10 226,681

●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

茨城港湾事務所 日立港区事業所庁舎耐震改修工事 日立市 H27.10.22 H28.2.3 5,335 立花建設（株） （株）パル綜合設計

港公園 管理棟・展望塔改修工事 神栖市 H27.8.27 H27.12.24 18,792 平成建設（株） Kan建築設計事務所

高萩工事事務所庁舎 １階事務室空調設備更新工事 高萩市 H27.12.10 H28.3.15 9,374 野内商事（株） 菊地設備設計事務所

鹿島港湾事務所 庁舎耐震補強工事 神栖市 H27.8.6 H28.2.29 51,732 常総開発工業（株） （株）エイプラス・デザイン一級建築士事務所

鹿島港湾事務所 耐震補強他機械設備工事 神栖市 H27.8.20 H28.2.29 7,463 （株）宏洋 （株）エイプラス・デザイン一級建築士事務所

水戸同号庁舎水戸 土木事務所ダム管理課改修機械設備工事 水戸市 H27.6.18 H27.9.15 3,208 （株）エスエーイー 藤井設計

備前川排水機場 外壁塗装改修工事 土浦市 H27.11.3 H28.1.31 4,817 （株）神山 サカエ設計企画(有)

法師戸排水機場 改修工事 坂東市 H27.11.19 H28.3.15 5,476 （株）平建設 (有)マツオ・トータル・プランニング

8 106,196

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 施工業者 設計者

つくば工科高校 体育館天井材撤去工事 つくば市 H27.9.17 H28.1.29 25,920 土浦木工（株） （有）クボタ建築設計事務所

つくば工科高校 体育館天井材撤去電気設備工事 つくば市 H27.9.19 H28.1.31 4,990 （株）テックプランニング （有）クボタ建築設計事務所

伊奈高校 体育館天井材撤去工事 つくばみらい市 H27.6.20 H27.10.17 27,832 ツクバメンテナンス（株） （有）クボタ建築設計事務所

伊奈高校 体育館天井材撤去電気設備工事 つくばみらい市 H27.6.20 H27.10.17 7,344 （株）つくば電送 （有）クボタ建築設計事務所

伊奈特別支援学校 空調設置電気設備工事 つくばみらい市 H27.11.26 H28.3.15 8,543 （株）加藤電工 高安設備設計室

伊奈特別支援学校 空調設備設置工事 つくばみらい市 H27.11.26 H28.3.15 10,584 いなほ工業（株） 高安設備設計室

磯原郷英高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 北茨城市 H27.5.21 H27.9.17 28,566 （株）太陽防設 真設備設計

茨城東高校 体育館天井材撤去工事 東茨城郡茨城町 H27.7.30 H27.11.26 26,104 （有）北島工務店 （有）浅野建築設計事務所

茨城東高校 体育館天井材撤去電気設備工事 東茨城郡茨城町 H27.8.1 H27.11.28 6,556 （株）関根電気 （有）浅野建築設計事務所

下館第二高校 普通教室棟改築工事 筑西市 H26.3.15 H27.5.31 696,740
小薬・アキラ特定建設工事共
同企業体 （株）横須賀満夫建築設計事務所

下館第二高校 普通教室棟改築外構工事 筑西市 H27.10.22 H28.3.25 99,846 （株）小薬建設 横須賀・河野建築関連業務共同企業体

下館第二高校 特別教室棟耐震補強他工事 筑西市 H27.7.9 H28.2.3 75,762 （株）小薬建設 （株）福富建築設計事務所

下館第二高校 普通教室棟改築電気設備工事 下館市 H26.3.15 H27.5.31 63,428 （株）須藤電気 横須賀・河野建築関連業務共同企業体

下館第二高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 筑西市 H27.7.23 H27.11.19 22,486 （株）下館電業社 真設備設計

下館第二高校 普通教室棟改築外構電気設備工事 筑西市 H27.10.29 H28.3.25 7,185 （株）信山電機 横須賀・河野建築関連業務共同企業体

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 H27.5.31 33,934 （株）秋葉工業 横須賀・河野建築関連業務共同企業体

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 H27.5.31 30,877 （株）楠原管工業 横須賀・河野建築関連業務共同企業体

下館第二高校 普通教室棟改築外構機械設備工事 筑西市 H27.10.8 H28.3.15 14,472 （株）楠原管工業 （株）横須賀満夫建築設計事務所

下妻第一高校 第二体育館耐震補強工事 下妻市 H28.3.24 H28.9.19 79,920 鈴木鉄工建設（株） （株）フケタ設計

下妻第一高校 第二体育館耐震補強電気設備工事 下妻市 H28.3.24 H28.9.19 9,428 （株）武井電設 （株）フケタ設計

下妻第二高校 体育館耐震補強工事 下妻市 H27.6.11 H27.10.8 48,708 （株）下妻建設 （有）大野建築設計事務所

下妻第二高校 体育館耐震補強電気設備工事 下妻市 H27.6.16 H27.10.13 7,344 春山電気工業（株） （有）大野建築設計事務所

霞ヶ浦聾学校 管理教室棟外壁塗装改修工事 稲敷郡阿見町 H28.1.21 H28.4.28 21,625 （株）川村産業 サカエ設計企画（有）

霞ヶ浦聾学校 体育館天井材撤去 稲敷郡阿見町 H27.6.13 H27.11.10 21,492 （株）飯塚工務店 村田建築都市研究所

笠間高校 体育館天井材撤去工事 笠間市 H27.7.9 H27.11.5 35,141 アイワ建設（株） 樫村忠建築事務所

笠間高校 特別教室棟屋上防水改修工事 笠間市 H27.10.22 H28.2.18 12,344 柳澤工業（株） G建築設計事務所

笠間高校 体育館天井材撤去電気設備工事 笠間市 H27.7.9 H27.11.5 7,981 （株）ナカテック 樫村忠建築事務所

岩井高校 体育館天井材撤去工事 坂東市 H27.5.28 H27.10.24 36,288 古谷建設（株） （有）マツオ・トータル・プランニング

岩井高校 旧体育館解体工事 坂東市 H27.11.12 H28.3.10 16,199 （株）正安 （有）マツオ・トータル・プランニング

岩井高校 体育館天井材撤去電気設備工事 坂東市 H27.5.28 H27.10.24 16,514 大和電気工事（株） （有）マツオ・トータル・プランニング

岩瀬高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 桜川市 H26.11.19 H27.4.30 27,389 酒寄電気工業（株） 真設備設計

鬼怒商業高校 体育館天井材撤去工事 結城市 H27.6.4 H27.10.1 25,110 （株）石島建設 （有）田中設計事務所

鬼怒商業高校 体育館天井材撤去電気設備工事 結城市 H27.6.13 H27.10.10 7,106 （株）ミワ電気 （有）田中設計事務所

牛久栄進高校 体育館天井材撤去工事 牛久市 H27.9.17 H28.1.14 40,036 細谷建設工業（株） NOB.建築設計企画室

牛久栄進高校 弓道場新築工事 牛久市 H27.1.24 H27.6.6 12,722 （株）飯塚工務店 NOB.建築設計企画室

牛久栄進高校 体育館天井材撤去電気設備工事 牛久市 H27.9.17 H28.1.14 9,672 筑波電気工事（株） NOB.建築設計企画室

牛久高校 体育館天井材撤去工事 牛久市 H27.7.30 H27.11.26 25,758 （株）市村工務店 村田建築都市研究所

牛久高校 体育館天井材撤去電気設備工事 牛久市 H27.8.6 H27.12.3 6,350 （株）鈴木電気工事 村田建築都市研究所

境高校 卓球場天井材撤去工事 猿島郡境町 H27.8.27 H27.12.24 16,632 （株）福島工務店 （有）マツオ・トータル・プランニング

境特別支援学校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 猿島郡境町 H27.10.8 H28.2.4 24,397 東和電気工事（株） （有）東匠設計事務所

玉造工業高校 体育館天井材撤去工事 行方市 H27.6.11 H27.10.8 28,620 （株）中央建設 アトリエ10一級建築士事務所

玉造工業高校 体育館天井材撤去電気設備工事 行方市 H27.6.13 H27.10.10 6,588 共栄通信工業（株） アトリエ10一級建築士事務所

茎崎高校 体育館天井材撤去工事 つくば市 H27.7.30 H27.11.26 32,378 常磐建設（株） （有）クボタ建築設計事務所

茎崎高校 体育館天井材撤去電気設備工事 つくば市 H27.8.20 H27.11.27 9,026 協進電設（株） （有）クボタ建築設計事務所

結城第一高校 多目的フロア天井材撤去工事 結城市 H27.10.15 H28.1.22 8,629 （有）大吉産業 金田設計事務所

結城第一高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 結城市 H27.8.20 H27.12.17 25,850 （株）須藤電気 真設備設計

結城第二高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 結城市 H27.6.13 H27.10.10 30,564 （株）富嶋電工 真設備設計

結城特別支援学校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 結城市 H27.5.27 H27.9.23 29,970 酒寄電気工業（株） （有）東匠設計事務所

古河第一高校 体育館耐震補強工事 古河市 H27.7.2 H27.11.28 63,720 森田建設工業（株） （株）海老原設計事務所

古河第三高校 体育館天井材撤去工事 古河市 H27.10.8 H28.2.9 34,290 斉藤工事（株） （株）スリーエー設計事務所

古河第三高校 体育館天井材撤去電気設備工事 古河市 H27.10.8 H28.2.4 7,873 （株）イシカワ功電社 （株）スリーエー設計事務所

古河中等教育学校 多目的教室棟他増築工事 古河市 H27.8.6 H28.6.30 237,384 （株）岡本工務店 （株）エイプラス・デザイン一級建築士事務所

古河中等教育学校 多目的教室棟他増築電気設備工事 古河市 H27.8.20 H28.6.30 43,097 前田電気（株） エイプラス・浅野建築関連業務共同企業体

古河中等教育学校 多目的教室棟他増築機械設備工事 古河市 H27.8.22 H28.6.30 30,877 # （株）ゴヨー エイプラス・浅野建築関連業務共同企業体

高萩清松高校 体育館耐震補強工事 高萩市 H27.5.28 H27.9.24 36,353 # 日立土木（株） （株）三紀設計

高萩清松高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 高萩市 H27.10.1 H28.1.28 26,852 # 根本電興（株） 真設備設計

高萩清松高校 体育館耐震補強電気設備工事 高萩市 H27.6.16 H27.10.3 7,258 # （有）サンキ （株）三紀設計

坂東総合高校 体育館天井材撤去工事 坂東市 H27.6.4 H27.10.1 25,704 # （株）新井建設工業 （有）マツオ・トータル・プランニング

坂東総合高校 体育館天井材撤去電気設備工事 坂東市 H27.6.17 H27.10.14 6,944 # （有）キタムラ電気商会 （有）マツオ・トータル・プランニング

三和高校 管理棟屋根改修工事 古河市 H27.11.12 H28.2.9 13,284 # 山中建設工業（株） （有）マツオ・トータル・プランニング

三和高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 古河市 H27.10.22 H28.2.18 23,544 # （株）下館電業社 川又設備計画

鹿島高校 農業実習棟他耐震補強工事 鹿嶋市 H27.6.18 H28.1.13 103,712 # （株）江口工務店 ムーブ建築設計事務所

鹿島特別支援学校 空調設置電気設備工事 鹿嶋市 H27.11.26 H28.3.15 19,780 #
（株）関東エルエンジニアリン
グ （有）柴原建築設備設計事務所

鹿島特別支援学校 空調設備設置工事 鹿嶋市 H27.11.19 H28.3.15 27,756 # 村上工業（株） （有）柴原建築設備設計事務所

鹿島灘高校 体育館天井材撤去工事 鹿嶋市 H27.7.18 H27.11.14 27,540 # （株）高正建設 Kan建築設計事務所

鹿島灘高校 体育館天井材撤去電気設備工事 鹿嶋市 H27.7.18 H27.11.14 6,048 # 池田電気工事店 Kan建築設計事務所

取手松陽高校 普通教室棟屋根改修工事 取手市 H27.9.3 H27.12.31 15,401 # （株）飯塚工務店 （有）クボタ建築設計事務所

取手第一高校 体育館天井材撤去工事 取手市 H27.6.11 H27.10.8 41,580 # （株）コウキ建設 （有）サカエ設計企画

取手第一高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 取手市 H27.1.24 H27.5.23 29,576 #
（株）関東エルエンジニアリン
グ 根本設備設計事務所

取手第一高校 体育館天井材撤去電気設備工事 取手市 H27.6.20 H27.10.17 6,630 # 中山電業（株） （有）サカエ設計企画

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 施工業者 設計者

取手第二高校 管理普通教室棟改築工事 取手市 H26.6.18 H27.12.24 809,028 #
山本・松丸特定建設工事共同
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

取手第二高校 管理普通教室棟改築外構工事 取手市 H28.3.12 H28.9.7 77,652 # （株）羽原工務店 三上建築事務所・眞建築設計室建築関連業務共同企業体

取手第二高校 体育館天井材撤去工事 取手市 H28.3.16 H28.7.13 36,769 # （株）山本工務店 富士崎建築設計室

取手第二高校 管理普通教室棟改築電気設備工事 取手市 H26.6.26 H28.1.29 134,600 # 栗山電気（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

取手第二高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 取手市 H27.10.29 H28.2.25 15,952 # 筑波電気工事（株） （有）岩坂設備設計事務所

取手第二高校 体育館天井材撤去電気設備工事 取手市 H28.3.17 H28.7.14 8,251 # （株）竹内電気 富士崎建築設計室

取手第二高校 管理普通教室棟改築外構電気設備工事 取手市 H28.3.17 H28.9.12 6,221 # （株）竜ケ崎電設 羽原工務店

取手第二高校 管理普通教室棟改築空調設備工事 取手市 H26.6.26 H28.1.1 47,088 # いなほ工業（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

取手第二高校 管理普通教室棟改築衛生設備工事 取手市 H26.6.26 H28.1.1 43,524 # 伊奈工業（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

守谷高校 体育館屋根改修工事 守谷市 H27.8.29 H27.11.26 38,323 # （有）ＫＩ防水 （株）石川建築設計事務所

勝田工業高校 体育館天井材撤去工事 ひたちなか市 H27.6.11 H27.11.7 23,738 # （株）矢口 （株）工房　結

勝田工業高校 体育館天井材撤去電気設備工事 ひたちなか市 H27.6.13 H27.11.9 17,712 # 川崎電興（株） （株）工房　結

勝田特別支援学校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 ひたちなか市 H27.1.24 H27.5.23 29,214 # 湖南電設（株） 根本設備設計事務所

小瀬高校 体育館天井材撤去工事 常陸大宮市 H27.9.17 H28.1.14 35,640 # （株）岡部工務店 塙建築設計事務所

小瀬高校 体育館天井材撤去電気設備工事 常陸大宮市 H27.9.17 H28.1.14 11,210 # （株）エンドウ電設 塙建築設計事務所

常陸太田特別支援学校 小中学部棟新築工事 常陸太田市 H27.3.24 H28.2.16 627,534 #
岡部・梅原特定建設工事共同
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

常陸太田特別支援学校 外構工事 常陸太田市 H27.10.29 H28.4.15 49,032 # （有）黒澤組 三上建築事務所・眞建築設計室建築関連業務共同企業体

常陸太田特別支援学校 エレベーター増築工事 常陸太田市 H27.5.28 H27.9.24 26,428 # （株）ジオ常陸 三上建築事務所・眞建築設計室建築関連業務共同企業体

常陸太田特別支援学校 小中学部棟新築電気設備工事 常陸太田市 H27.3.19 H28.2.11 95,645 # （株）茨城ケイテクノ 三上建築事務所・眞建築設計室建築関連業務共同企業体

常陸太田特別支援学校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 常陸太田市 H27.10.29 H28.2.25 22,205 # （株）イチゲ電設 川又設備計画

常陸太田特別支援学校 小中学部棟新築衛生設備工事 常陸太田市 H27.3.19 H28.2.11 56,192 # （株）宮本冷機 三上建築事務所・眞建築設計室建築関連業務共同企業体

常陸太田特別支援学校 小中学部棟新築空調設備工事 常陸太田市 H27.3.19 H28.2.11 44,647 # （株）大成設備工業 三上建築事務所・眞建築設計室建築関連業務共同企業体

常陸大宮高校 管理普通教室棟他耐震補強工事 常陸大宮市 H27.6.4 H28.1.29 175,738 # 東康建設工業（株） （株）ヤマト建築設計事務所

常陸大宮高校 体育館耐震補強電気設備工事 常陸大宮市 H27.6.13 H27.10.10 7,916 # （有）大内電気工事店 （有）荻建築設計事務所

真壁高校 管理棟耐震補強他工事 桜川市 H27.7.2 H27.12.28 94,932 # （株）小倉工務店 （有）枝川建築設計事務所

真壁高校 管理棟耐震補強機械設備工事 桜川市 H27.7.2 H27.12.28 7,970 # 渡辺工業（株） （有）枝川建築設計事務所

神栖高校 体育館天井材撤去工事 神栖市 H27.7.23 H27.11.19 24,246 # 平成建設（株） Kan建築設計事務所

神栖高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 神栖市 H27.10.22 H28.2.18 27,076 # （株）ササモト 根本設備設計事務所

神栖高校 体育館天井材撤去電気設備工事 神栖市 H27.8.8 H27.11.25 6,696 # （有）渡辺電機 Kan建築設計事務所

水海道第一高校 体育館天井材撤去工事 常総市 H27.6.25 H27.10.30 54,259 # （株）染谷工務店 知設計

水海道第一高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 常総市 H27.1.24 H27.5.22 25,155 # 大和電気工事（株） 根本設備設計事務所

水海道第一高校 体育館天井材撤去電気設備工事 常総市 H27.6.25 H27.10.30 10,573 # 大和電気工事（株） 知設計

水海道第二高校 体育館天井材撤去工事 常総市 H27.7.30 H28.1.15 41,850 # （株）染谷工務店 知設計

水海道第二高校 体育館天井材撤去電気設備工事 常総市 H27.7.30 H28.1.10 14,167 # 満和電気工業（株） 知設計

水戸工業高校 体育館天井材撤去工事 水戸市 H27.7.23 H27.11.19 31,115 # （株）葵建設工業 （有）コウシュウ設計

水戸工業高校 体育館天井材撤去電気設備工事 水戸市 H27.7.31 H27.11.27 7,020 # （株）星名電機商会 （有）コウシュウ設計

水戸桜ノ牧高校 体育館天井材撤去工事 水戸市 H27.7.30 H27.11.26 28,814 # （株）根本工務店 Shade建築設計工房

水戸桜ノ牧高校 体育館天井材撤去電気設備工事 水戸市 H27.8.1 H27.11.28 6,145 # 増光総合電気設備 Shade建築設計工房

水戸桜ノ牧高校常北校 体育館天井材撤去工事 東茨城郡城里町 H27.6.11 H27.10.8 23,911 # 瀬谷工業（株） 樫村忠建築事務所

水戸桜ノ牧高校常北校 体育館天井材撤去電気設備工事 東茨城郡城里町 H27.6.11 H27.10.8 7,207 # （株）三橋電機 Shade建築設計工房

水戸商業高校 体育館天井材撤去工事 水戸市 H27.10.15 H28.2.11 35,759 # （株）鈴木良工務店 （有）コウシュウ設計

水戸商業高校 体育館天井材撤去電気設備工事 水戸市 H27.10.22 H28.2.18 4,828 #
（株）電化センタータカハシ商
会 （有）コウシュウ設計

水戸第一高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 水戸市 H27.2.13 H27.6.12 28,415 # 矢野電設（株） 東匠設計事務所

水戸南高校 管理教室棟他耐震補強工事 水戸市 H26.9.11 H27.4.14 101,466 # （株）関根工務店 （有）荻建築設計事務所

水戸南高校 管理教室棟他耐震補強電気設備工事 水戸市 H26.9.13 H27.4.14 11,124 # 増光総合電気設備 （有）荻建築設計事務所

水戸飯富特別支援学校 太陽光パネル及び蓄電池設置工 水戸市 H27.2.11 H27.6.10 16,805 # （株）イチゲ電設 東匠設計事務所

水戸聾学校 管理棟外壁塗装改修工事 水戸市 H27.12.10 H28.3.15 11,146 # （株）カシワ 樫村忠建築事務所

石岡第二高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 石岡市 H27.6.15 H27.10.12 28,804 # 宮本電業（株） 東匠設計事務所

石下紫峰高校 特別教室棟屋上防水改修工事 常総市 H27.11.26 H28.2.23 21,168 # 柳澤工業（株） （有）杉田建築設計事務所

大子清流高校 体育館天井材撤去工事 久慈郡大子町 H27.7.23 H27.11.19 31,482 # （株）進栄 塙建築設計事務所

大子清流高校 普通教室棟屋上防水工事 久慈郡大子町 H27.11.19 H28.2.16 10,368 水戸屋建設（株） 雨川建築設計室

大子清流高校 体育館天井材撤去電気設備工事 久慈郡大子町 H27.8.4 H27.12.1 8,208 新光電機（株） 塙建築設計事務所

大子特別支援学校 空調設置電気設備工事 久慈郡大子町 H27.11.19 H28.3.15 7,452 （有）サンキ 菊地設備設計事務所

大子特別支援学校 空調設備設置工事 久慈郡大子町 H27.11.19 H28.3.15 6,458 （株）八丈建設 菊地設備設計事務所

大洗高校 体育館天井材撤去他工事 東茨城郡大洗町 H27.10.1 H28.2.25 52,488 （株）大貫工務店 （株）石川建築研究所

大洗高校 体育館天井材撤去電気設備工事 東茨城郡大洗町 H27.10.1 H28.2.12 6,488 佐藤電設（株） （有）浅野建築設計事務所

筑波高校 体育館天井材撤去工事 つくば市 H27.7.23 H27.11.19 30,488 （株）アレスコ 飯島洋省andHAND建築設計事務所

筑波高校 体育館天井材撤去電気設備工事 つくば市 H27.8.8 H27.11.25 8,802 狩谷電機（株） （株）飯島洋省andHAND建築設計事務所

潮来高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 潮来市 H27.10.1 H28.1.28 25,520 （株）久工 （株）東匠設計事務所

土浦湖北高校 体育館天井材撤去工事 土浦市 H27.7.9 H27.11.5 32,940 郡司建設（株） 伊建築設計事務所

土浦湖北高校 体育館天井材撤去電気設備工事 土浦市 H27.7.16 H27.11.2 7,177 深澤電気工業（株） 伊建築設計事務所

土浦工業高校 体育館天井材撤去工事 土浦市 H27.7.9 H27.11.5 37,152 池田林業（株） 伊建築設計事務所

土浦工業高校 体育館天井材撤去電気設備工事 土浦市 H27.7.17 H27.11.13 7,981 市村電気工業（株） 伊建築設計事務所

土浦第一高校 進修記念館天井材撤去工事 土浦市 H27.8.27 H27.11.24 9,234 （有）イイムラ 伊建築設計事務所

土浦第三高校 特別教室棟改築工事 土浦市 H27.3.24 H28.6.30 950,000
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 体育館天井材撤去工事 土浦市 H27.6.4 H27.10.1 24,808 土浦木工（株） （有）アップル建築設計事務所

土浦第三高校 特別教室棟改築電気設備工事 土浦市 H27.3.31 H28.6.30 102,168 大堀電気工事（株） 柴・根本建築関連業務共同企業体

土浦第三高校 体育館天井材撤去電気設備工事 土浦市 H27.6.20 H27.10.7 7,290 （株）千代田電気 （有）アップル建築設計事務所

土浦第三高校 特別教室棟改築衛生設備工事 土浦市 H27.3.19 H28.6.30 47,650 常陽水道工業（株） 柴・根本建築関連業務共同企業体

土浦第三高校 特別教室棟改築空調設備工事 土浦市 H27.3.19 H28.6.30 47,434 常盤工事（株） 柴・根本建築関連業務共同企業体

土浦第二高校 体育館天井材撤去工事 土浦市 H27.7.2 H27.10.29 32,400 （株）大和田建設 （有）アップル建築設計事務所

土浦第二高校 体育館天井材撤去電気設備工事 土浦市 H27.7.18 H27.11.14 8,716 筑波電気工事（株） （有）アップル建築設計事務所

東海高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 那珂郡東海村 H27.10.22 H28.2.18 27,975 （株）久工 根本設備設計事務所

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 施工業者 設計者

藤代高校 体育館他天井材撤去電気設備工事 取手市 H27.10.15 H28.3.2 8,458 （株）中山電機 富士崎建築設計室

藤代高校 体育館他天井材撤去工事 取手市 H27.10.1 H28.3.5 42,034 松浦建設（株） 富士崎建築設計室

藤代紫水高校 体育館天井材撤去他工事 取手市 H27.7.16 H28.1.11 86,184 赤塚工業（株） 村田建築都市研究所

藤代紫水高校 体育館天井材撤去電気設備工事 取手市 H27.7.18 H28.1.13 7,672 （株）江口電気商会 村田建築都市研究所

那珂高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 那珂市 H27.10.15 H28.2.11 21,330 川崎電興（株） 根本設備設計事務所

日立工業高校 体育館天井材撤去他工事 日立市 H27.7.9 H27.11.5 54,000 鈴縫工業（株） 久慈建築設計室

日立工業高校 体育館天井材撤去電気設備工事 日立市 H27.7.9 H27.11.5 6,804 （有）宮田電工社 久慈建築設計室

日立北高校 太陽光パネル及び蓄電池設置工事 日立市 H27.9.17 H28.1.14 24,730 金沢産業（株） 真設備設計

波崎高校 体育館天井材撤去工事 神栖市 H27.7.18 H27.11.14 32,184 大勝建設（株） Kan建築設計事務所

波崎高校 体育館天井材撤去電気設備工事 神栖市 H27.7.18 H27.11.14 9,396 平山電機（株） Kan建築設計事務所

美浦特別支援学校 普通教室棟増築工事 稲敷郡美浦村 H27.9.3 H28.6.28 378,994 松浦建設（株） 須藤隆・ジュン建築関連業務共同企業体

美浦特別支援学校 普通教室棟増築電気設備工事 稲敷郡美浦村 H27.9.5 H28.6.30 56,570 （株）富嶋電工 須藤隆・ジュン建築関連業務共同企業体

美浦特別支援学校 普通教室棟増築空調設備工事 稲敷郡美浦村 H27.9.3 H28.6.28 27,508
（株）関東エルエンジニアリン
グ 須藤隆・ジュン建築関連業務共同企業体

美浦特別支援学校 普通教室棟増築衛生設備工事 稲敷郡美浦村 H27.9.3 H28.6.28 23,285 稲敷設備工業（株） 須藤隆・ジュン建築関連業務共同企業体

並木中等教育学校 体育館天井材撤去工事 つくば市 H27.6.19 H27.10.16 44,885 （株）三共建設 飯島洋省andHAND建築設計事務所

並木中等教育学校 本館屋根改修工事 つくば市 H27.11.12 H28.3.10 41,796 興民建設（株） サカエ設計企画（有）

並木中等教育学校 体育館天井材撤去電気設備工事 つくば市 H27.6.25 H27.10.22 11,208 大堀電気工事（株） 飯島洋省andHAND建築設計事務所

鉾田第一高校 体育館天井材撤去工事 鉾田市 H27.7.23 H27.12.8 49,896 （株）朝日工務店 アトリエ10一級建築士事務所

鉾田第一高校 体育館天井材撤去電気設備工事 鉾田市 H27.7.23 H27.12.8 12,895 青塚電気工事（株） アトリエ10一級建築士事務所

鉾田農業高校 体育館天井材撤去工事 鉾田市 H27.8.6 H27.12.3 32,940 （株）朝日工務店 アトリエ10一級建築士事務所

鉾田農業高校 体育館天井材撤去電気設備工事 鉾田市 H27.8.7 H27.12.4 8,705 （株）関沢電気 アトリエ10一級建築士事務所

麻生高校 体育館天井材撤去工事 行方市 H27.8.27 H27.12.24 35,856 （株）江口工務店 （有）木澤幸一建築設計室

麻生高校 体育館天井材撤去電気設備工事 行方市 H27.9.10 H27.12.28 8,532 鹿島電気工事（株） （有）木澤幸一建築設計室

友部高校 体育館天井材撤去工事 笠間市 H27.6.4 H27.10.1 24,192 塙建設工業（株） 樫村忠建築事務所

友部高校 体育館天井材撤去電気設備工事 笠間市 H27.6.12 H27.10.9 6,458 （有）綿引電設 樫村忠建築事務所

竜ケ崎第一高校 体育館天井材撤去工事 龍ケ崎市 H27.10.15 H28.2.11 30,456 常磐建設（株） （有）サカエ設計企画

竜ケ崎第一高校 体育館天井材撤去電気設備工事 龍ケ崎市 H27.10.17 H28.2.13 7,234 山田電気（株） （有）サカエ設計企画

竜ケ崎南高校 体育館天井材撤去工事 龍ケ崎市 H27.10.15 H28.2.11 33,858 （株）篠崎工務店 （有）サカエ設計企画

竜ケ崎南高校 体育館天井材撤去電気設備工事 龍ケ崎市 H27.10.15 H28.2.11 8,176 （有）中沢電気 （有）サカエ設計企画

緑岡高校 体育館天井材撤去工事 水戸市 H27.8.27 H27.12.24 12,949 （有）大枝建設 Shade建築設計工房

173 8,496,927

工事費（千円）



●教育庁生涯学習課

工事箇所名 工事名 所在地 着工年月日 完了年月日 施工業者 設計者

さしま少年自然の家 Ａ棟宿泊室空調設備改修工事 猿島郡境町 H27.12.3 H28.3.15 8,489 （有）倉本設備 ＮＡＳファシリティーデザイン室

1 8,489

●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 施工業者 設計者

笠松運動公園 陸上競技場スタンド他改修工事 那珂市 H27.9.10 H28.5.6 119,783 東康建設工業（株） （株）三上建築事務所

笠松運動公園 第２屋外トイレ改築工事 那珂市 H28.1.21 H28.6.18 32,616 （株）大栄建設 （有）常総企画

笠松運動公園 第６屋外トイレ改築工事 那珂郡東海村 H28.1.21 H28.6.18 31,104 （株）清水建設 （有）常総企画

笠松運動公園 第１屋外トイレ改築工事 那珂市 H27.10.8 H28.3.5 28,296 （株）浅川建設 匠建築研究室

笠松運動公園 第４屋外トイレ改築工事 ひたちなか市 H27.12.17 H28.5.31 21,276 （株）松浦工務店 匠建築研究室

笠松運動公園 第３屋外トイレ改築工事 那珂市 H28.1.28 H28.6.25 19,116 （株）松浦工務店 （株）飯島洋省andHAND建築設計事務所

笠松運動公園 陸上競技場大型映像表示設備改修工事 那珂市 H27.6.4 H28.1.29 252,331
パナソニックＥＳエンジニアリ
ング（株） （株）三上建築事務所

笠松運動公園 陸上競技場スタンド改修電気設備工事 那珂市 H27.9.10 H28.5.6 16,902 （株）エンドウ電設 （株）三上建築事務所

笠松運動公園 陸上競技場スタンド改修機械設備工事 那珂市 H27.9.10 H28.5.6 16,146 （株）明治商会 （株）三上建築事務所

笠松運動公園 第１屋外トイレ改築機械設備工事 那珂市 H27.10.8 H28.3.5 8,100 常陸設備工業（株） 匠建築研究室

笠松運動公園 第６屋外トイレ改築機械設備工事 那珂郡東海村 H28.1.21 H28.6.18 8,100 （株）真栄工業 （有）常総企画潮田建築設計事務所

笠松運動公園 第２屋外トイレ改築機械設備工事 那珂市 H28.1.23 H28.6.20 7,916 ワコーエンジニアリング（有） （有）常総企画潮田建築設計事務所

笠松運動公園 第４屋外トイレ改築機械設備工事 ひたちなか市 H27.12.17 H28.5.31 7,126 （株）ビフォーム （株）飯島洋省andHAND建築設計事務所

笠松運動公園 第３屋外トイレ改築機械設備工事 那珂市 H28.2.12 H28.6.30 4,536 （株）イシガミ （株）飯島洋省andHAND建築設計事務所

県営ライフル射撃場 エア・ライフル射場改築工事 桜川市 H28.3.17 H28.11.11 110,160 白田工建（株） （株）羽石英夫建築設計事務所

県営ライフル射撃場 スモールボア・ライフル射場改修他工事 桜川市 H27.12.17 H28.9.11 72,900 白田工建（株） （株）羽石英夫建築設計事務所

県営ライフル射撃場 エア・ライフル射場改築他電気設備工事 桜川市 H28.3.17 H28.11.11 22,095 満和電気工業（株） （株）羽石英夫建築設計事務所

県営ライフル射撃場 エア・ライフル射場改築機械設備工事 桜川市 H28.3.17 H28.11.11 12,712 関彰エンジニアリング（株） （株）羽石英夫建築設計事務所

堀原運動公園武道館 大道場床改修他工事 水戸市 H27.8.27 H28.1.23 89,100 株木建設（株） （株）桜設計事務所

堀原運動公園 武道館ブラインド他改修工事 水戸市 H27.5.21 H27.12.16 31,320 株木建設（株） （株）桜設計事務所

堀原運動公園 空調改修電気設備工事 水戸市 H27.5.21 H27.12.16 15,941 筑波電気工事（株） （株）桜設計事務所

堀原運動公園 放送設備改修工事 水戸市 H27.5.28 H27.12.23 7,798 水戸通信工業（株） （株）桜設計事務所

堀原運動公園 ターボ冷凍機他更新工事 水戸市 H27.5.28 H27.12.23 93,744 菊地設備工業（株） （株）桜設計事務所

堀原運動公園 給排水衛生設備改修工事 水戸市 H27.5.28 H27.12.23 70,675 飯村機電工業（株） （株）桜設計事務所

堀原運動公園 柔剣道場他空調設備設置工事 水戸市 H27.5.23 201512/18 26,352 暁飯島工業（株） （株）桜設計事務所

堀原運動公園 武道館昇降機設備更新工事 水戸市 H27.5.21 H27.10.17 14,364 （株）日立ビルシステム （株）桜設計事務所

26 1,140,508

●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

鉾田地区加倉井 教職員住宅解体工事 鉾田市 H28.1.28 H28.5.26 18,749 久松解体興業（株） （株）エイ・ワン建築事務所

24 18,749

●教育庁福利厚生課

自然博物館水系展示 設備ブラインチラーユニット更新工事 坂東市 H27.11.19 H28.3.15 21,935
（株）関東エルエンジニアリン
グ 高安設備設計室

埋蔵文化財センター 整備工事 東茨城郡桂村 H27.11.7 H28.5.30 16,988 塙建設工業（株） 藤井設計

埋蔵文化財センター 整備電気設備工事 東茨城郡城里町 H27.11.5 H28.6.1 39,636 共栄通信工業（株） 藤井設計

埋蔵文化財センター 整備機械設備工事 東茨城郡城里町 H27.11.3 H28.5.30 23,090 東洋空調工業（株） 藤井設計

4 101,650

●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

県立こども病院 周産期・リニアック渡り廊下外壁改修工事 水戸市 H27.12.17 H28.4.4 19,152 （株）関口工務店 (有)ムーブ建築設計事務所

県立こども病院 電気室制御操作用蓄電池設備改修工事 水戸市 H27.11.19 H28.2.16 10,206 石川電機（株） （有）東匠設計事務所

2 29,358

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】（過去１０年間）

表彰年度

コスモ綜合建設（株）

岡部・松浦特定建設工事共同企業体

（株）富嶋電工

（株）三共建設

（株）井上工務店

（株）大成設備工業

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

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

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）

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）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）

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

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）

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

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

Ｈ２０

（５０回） 並木中等教育学校（仮称）特別教室棟新築工事

上小瀬住宅１－３号棟建設工事

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

水戸第二高校普通・特別教室棟新築復旧工事

Ｈ２３

（５３回）

部長

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

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

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

部長

西十三奉行アパート１５・１６号棟建設工事
知事

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

知事

部長

知事

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

浪逆第２アパート３号棟建設工事

Ｈ２１

（５１回）

Ｈ１８

（４８回）

Ｈ１９

（４９回）

県立友部病院児童思春期デイケア棟新築工事

知事

部長

産学官共同研究施設整備機械工事

滑川第２アパート３号棟建設工事
部長

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

部長

知事

Ｈ２５

（５５回）

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

中央児童相談所・一時保護所電気設備工事

湖畔アパート６号棟　建設工事

産学官共同研究施設整備電気工事

知事

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

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

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

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

水戸農業高校管理教室棟新築復旧工事

玉造工業高校管理・普通教室棟改築空調設備工事

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

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

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

都和アパート１２号棟建設工事

Ｈ２７

（５７回）
知事

桜川アパート３号棟建設工事

石岡第一高校管理・普通教室棟改築工事

部長

石岡第一高校管理・普通教室棟改築電気設備工事

都和アパート１３号棟建設工事

勝倉アパート５号棟建設工事

原子力オフサイトセンター放射線防護改修換気設備工事



８ 年度別主要工事一覧（過去１０年間） 
 
 

年 度 主 要 工 事 名 

平成２７年度 

笠松運動公園陸上競技場スタンド他改修工事，カシマサッカースタジアム屋根鉄骨修繕

第 2 期工事，農業研究所本館耐震補強工事，鹿島産業技術専門学院本館他耐震補強工

事，土浦第三高校特別教室棟改築工事，常陸太田特別支援学校小中学部棟新築工事，

古河中等教育学校多目的教室棟増築工事，美浦特別支援学校普通教室棟増築工事，常

陸大宮高校管理普通教室棟他耐震補強工事，鹿島高校農業実習棟他耐震補強工事 

平成２６年度 

土浦第三高校特別教室棟改築工事，常陸太田特別支援学校小中学部棟新築工事，取手

第二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，水戸第三高校

管理特別教室棟他耐震補強工事，日立第二高校普通特別教室棟耐震補強他工事，カシ

マサッカースタジアム屋根鉄骨修繕工事，原子力オフサイトセンター放射線防護改修工

事，土浦産業技術専門学院管理棟耐震補強工事，アクアワールド大洗空調制御設備他

更新工事 

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 

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 

 


