
１ 営繕課組織体制 

営繕課職員数の推移（過去１０年間） 

 
 平成２８年４月１日現在 
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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 ２９名 
（事務３，技術２６） 

係長１，主事１ 

〈 庶務・予算・入札 〉 

係長１，主任１，技師１ 

〈 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，係長１，技師２ 

〈 建築工事の設計・発注・監督 〉 

課長補佐１，係長１，主任１，技師２ 

〈 建築工事の設計・発注・監督 〉 

課長補佐１，係長２，技師２ 

〈 電気設備工事の設計・発注・監督 〉 

課長補佐１，係長１，技師３ 

〈 機械設備工事の設計・発注・監督 〉 

技  佐（設備） 

職職員員数数  

5人

1人



部 局 名

知 事 直 轄 ３ ２４,５３８

総 務 部 １１ ３３６,９６５

企 画 部 ３ ６５７,０８８

生 活 環 境 部 １５ ５２９,１８２

保 健 福 祉 部 ９ １２４,１５８

商 工 労 働 部 ６ １０２,３５２

農 林 水 産 部 ７ １３９,９６８

土 木 部 ５ ６４,００４

教 育 庁 １３１ ７,３３９,９８２

病 院 局 ４ ７６,８９５

計 １９４ ９,３９５,１３１

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。

 

２ 平成２８年度各部局別工事件数及び執行状況 
平成２９年３月３１日現在   

部 局 名

知 事 直 轄 ３ ２４,５３８

総 務 部 １１ ３３６,９６５

企 画 部 ３ ６５７,０８８

生 活 環 境 部 １５ ５２９,１８２

保 健 福 祉 部 ９ １２４,１５８

商 工 労 働 部 ６ １０２,３５２

農 林 水 産 部 ７ １３９,９６８

土 木 部 ５ ６４,００４

教 育 庁 １３５ ７,５５０,３４３

病 院 局 ４ ７６,８９５

計 １９８ ９,６０５,４９３

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。
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３ 執行額の推移（過去１０年間） 
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４－１ 平成２９年度営繕課主要工事マップ  

新築・増改築工事 

（凡例） 

改修工事 

笠松運動公園 

陸上競技場メインスタンド屋根整備工事 

県央防災倉庫（仮称）新築工事 

工業技術センターIot/食品棟新築工事 

伊奈特別支援学校 
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 

旧土浦中学校本館耐震補強工事 

近代美術館空調設備他改修工事 

 
県南特別支援学校（仮称）高等部棟増築工事      水戸聾学校寄宿舎宿泊棟改築工事 

             

県南地区特別支援学校（仮称） 
高等部棟増築工事 
 

水戸聾学校寄宿舎宿泊棟改築工事 



           

 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  （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２８年度建設主要建築物概要

工事名　土浦第三高校特別教室棟改築工事

　

　

写真①（外観）

写真②（外観）

概要

本施設は，至誠・自立・調和を校訓とし，昭和２１年に設立され，創立７１年を迎える伝統校です。男
女共学の県立校で「普通科」及び「商業科」の授業展開を行っており，約７００名の生徒が在籍していま
す。
今回，改築の対象となった特別教室棟は，建築後４０年以上を経過し，構造及び機能上の老朽化が進行
していたことから，建て替えを実施したものです。
平面計画においては狭隘な敷地であるため，中廊下型を採用し，コンパクトな平面構成としました。
ゾーニングは，各階を西・中央・東の３ブロックに分け，ブロック間に既存の管理・普通教室棟と接続す
る渡り廊下を設けることで，管理・普通教室棟との動線に配慮しています。
また，２階から３階にまたがる視聴覚室を霞ヶ浦を望む東側に配置することで，良好な眺望を可能とし
ています。
色彩計画においては，筑波大学芸術系の山本准教授の協力のもと特別教室棟で行われる活動の多様性に
着目した各室のテーマカラーを設定することとし，外壁の色彩計画においては，彩度を抑え周辺環境に配
慮しました。
霞ケ浦を望む高台に建つ新しいシンボルとして地域に親しまれる学校となることを目指した校舎です。

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 1,739.14㎡

延床面積 4,285.33㎡

工事期間 平成27年3月～平成28年6月

総工事費 1,147,252千円

【南西側外観】

【南側外観】



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

写真③

土浦第三高校特別教室棟改築工事

主要仕上

ガルバリウム鋼板立ハゼ葺

コンクリート打放し仕上げ

化粧石膏ボード，ケイ酸カルシウム板　他

石膏ボード，シナ合板　他

ビニール床シート，タイルカーペット　他

電気設備

１回線受電，３相３線式，６．６kV，５０Ｈｚ

３相３００kVA×１台，単相１００kVA×２台

照明（Ｈｆ型蛍光灯，ＬＥＤ他），空調用動力　３相３線式２００Ｖ

機械設備

空冷ヒートポンプエアコン，全熱交換型換気ユニット　他

受水槽方式（ポンプ直送方式）

局所式

既設公共下水道へ接続

施 工 者

山本・郡司特定建設工事共同企業体

大堀電気工事株式会社

常磐工事株式会社

常陽水道工業株式会社

【生物室】 【平面図（色彩計画）】

【廊下（ピクトサイン・色彩計画による）】【渡り廊下】



６　平成２８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 浴室他改修工事 水戸市 20161117 20170224 7,128 （有）長洲工務店 (株)団建築設計事務所

青少年会館 自動火災報知設備更新工事 水戸市 20161013 20170110 5,886 水戸通信工業（株） (株)菊地設備設計事務所

青少年会館 暖房・給湯用ボイラ更新工事 水戸市 20160929 20170225 11,524 暁飯島工業（株） (株)菊地設備設計事務所

3 24,538

●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

茨城県庁舎 監視カメラ設備更新工事 水戸市 20161027 20170315 66,571 藤井産業（株） 川又設備計画

茨城県庁舎 ＡＶ設備他改修工事 水戸市 20161110 20170315 26,222 水戸通信工業（株） 川又設備計画

取手競輪場 選手宿舎他空調設備改修工事 取手市 20160728 20161215 44,982 三協設備（株） (株)菊地設備設計事務所

取手競輪場 選手宿舎他空調改修電気設備工事 取手市 20160728 20161124 8,132 （株）江口電気商会 (株)菊地設備設計事務所

職員住宅 新原荘２号棟解体工事 水戸市 20161103 20170317 25,142 足立建設（株） (株)コアー建築事務所

職員住宅 新原荘１号棟解体工事 水戸市 20161103 20170321 20,822 （有）ニッキ (株)コアー建築事務所

職員住宅 新原荘３号棟解体工事 水戸市 20161103 20170315 19,948 （株）大洋工事 (株)コアー建築事務所

鉾田合同庁舎 本庁舎・分庁舎トイレ改修工事 鉾田市 20161027 20170315 21,071 酒井建設（株） Ｋａｎ建築設計事務所

鉾田合同庁舎 本庁舎・分庁舎トイレ改修機械設備工事 鉾田市 20161027 20170315 17,604 大洋設備工業（株） Ｋａｎ建築設計事務所

鉾田合同庁舎 本庁舎・分庁舎空調改修電気設備工事 鉾田市 20161013 20170311 23,938 三興電気（株） (株)菊地設備設計事務所

鉾田合同庁舎 本庁舎・分庁舎空調設備改修工事 鉾田市 20161013 20170321 62,532 中山設備工業（株） (株)菊地設備設計事務所

11 336,965

●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３期工事 鹿嶋市 20161125 20170622 439,560 常総開発工業（株） 日建設計

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 20151203 20160531 214,380 常総開発工業（株） 日建設計

つくば国際会議場 東面笠木防水改修工事 つくば市 20160922 20161120 3,148 （有）正真工業 創美設計

3 657,088

●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 オーシャンシアター外壁改修工事 東茨城郡大洗町 20161208 20170329 14,904 （株）五十嵐建設 (株)美景総合建築設計室

アクアワールド大洗 ラジエターユニット更新工事 東茨城郡大洗町 20161027 20170623 42,174 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 沖縄他循環ポンプ更新工事 東茨城郡大洗町 20161125 20170423 27,997 （株）スガヤ (株)アサノ設備設計事務所

旧環境監視センター 第２工区解体工事 水戸市 20160218 20160813 60,383 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 20160218 20160707 59,681 （株）正安 (株)美景総合建築設計室

県央防災倉庫（仮称） 新築工事 水戸市 20161015 20170512 159,840 昭和建設（株） 柴建築設計事務所

県央防災倉庫（仮称） 新築電気設備工事 水戸市 20161005 20170512 10,576 （株）エンドウ電設 柴建築設計事務所

県央防災倉庫（仮称） 新築機械設備工事 水戸市 20161208 20170516 5,908 （有）ロビンス熱工業 柴建築設計事務所

県民文化センター 小ホール椅子他改修工事 水戸市 20161020 20170117 55,242 株木建設（株） (株)団建築設計事務所

県民文化センター 小ホール改修電気設備工事 水戸市 20161020 20170117 7,128 （株）関根電気 (株)団建築設計事務所

県民文化センター 給水改修電気設備工事 水戸市 20161208 20170415 4,938 江沼電機工業（株） (株)菊地設備設計事務所

県民文化センター 給水設備改修工事 水戸市 20161201 20170415 40,338 高橋商事（株） (株)菊地設備設計事務所

狩猟者研修センター トラップ射撃場改修工事 笠間市 20161027 20170124 8,996 （株）小田部工務店 樫村忠建築事務所

消防学校 屋内訓練場屋根改修工事 東茨城郡茨城町 20161027 20170204 18,846 （株）水戸住宅設備機器センター(株)美景総合建築設計室

水戸石川 固定観測局舎増築工事 水戸市 20160225 20160610 12,231 （株）高木工務店 (株)美景総合建築設計室

15 529,182

●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 監視カメラ設置工事 水戸市 20170315 20170627 11,858 水戸通信工業（株） (有)東匠設計

あすなろの郷 変圧器改修工事 水戸市 20160930 20161228 5,038 増光総合電気設備 (株)宮本設計事務所

あすなろの郷 ぼたん・さつき寮給湯設備改修及び下水道接続工事水戸市 20161201 20170315 36,072 菊地設備工業（株） (株)菊地設備設計事務所

いばらき予防医学 プラザ直流電源装置他更新工事 水戸市 20161006 20170202 25,358 センター電機（株） (株)宮本設計事務所

茨城学園 松風寮屋根防水・外壁塗装改修工事 那珂市 20161007 20170104 8,821 マルヨシ技建工業（株） (株)松栄設計

常総保健所 公共下水道接続工事 常総市 20161215 20170315 12,906 （株）小島ポンプ (株)菊地設備設計事務所

常陸大宮保健所 外壁塗装・屋上防水改修工事 常陸大宮市 20161103 20170215 15,152 （株）東建商 (株)松栄設計

聴覚障害者福祉 センターやすらぎ空調設備改修工事 水戸市 20170119 20170315 2,472 （株）エスエーイー (株)池田設備設計事務所

鉾田保健所 屋上防水改修工事 鉾田市 20161119 20170302 6,480 （株）東建商 設計愉得

9 124,158

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

古河技専 第一工区解体工事 古河市 20161125 20170315 33,750 高野工業（株） (有)マツオ・トータル・プランニング

古河技専 第二工区解体工事 古河市 20161125 20170315 25,596 草間総合建設（株） (有)マツオ・トータル・プランニング

土浦技専 ＮＣ実習棟改修工事 土浦市 20161020 20170117 21,092 （株）大鶴 創美設計

日立タクシーメーター検査場 解体工事 日立市 20161221 20170315 5,508 横信建材工業（株） 塙建築設計事務所

日立技専 機械加工科実習棟屋根改修工事 日立市 20161125 20170222 11,664 （株）日立塗工店 塙建築設計事務所

日立市計量検査所 改修工事 日立市 20161221 20170315 4,741 立花建設（株） 塙建築設計事務所

6 102,352

●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

山間地帯特産指導所 受水槽・ポンプ設備更新工事 久慈郡大子町 20161221 20170330 8,435 黒沢工業（株） 高安設備設計室

鹿島地帯特産指導所 実験棟他屋根改修工事 鉾田市 20161201 20170228 18,252 （株）二輝建設 設計愉得

水産試験場 海側漁具倉庫改築工事 ひたちなか市 20161015 20170211 12,528 （株）磯良工務店 清水正行建築設計事務所

畜産センター 養豚研究所豚舎等解体工事 稲敷市 20161208 20170307 30,316 （株）ミヤザキ (株)早川建築事務所

農業総合センター 本館屋上改修工事 笠間市 20161027 20161225 8,100 （有）中島工務店 樫村忠建築事務所

農業大学校 体育館屋根防水改修工事 東茨城郡茨城町 20161112 20170209 37,854 植田防水工業（株） (株)ＥＯＳ建築事務所

農業大学校 本館棟他屋上防水改修工事 東茨城郡茨城町 20161103 20170131 24,484 （株）マスダ塗装店 (株)ＥＯＳ建築事務所

7 139,968

●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

高萩工事事務所 トイレ改修工事 高萩市 20161110 20170323 11,761 鈴木工務店（株） 塙建築設計事務所

鹿島港湾事務所 給排水配管改修工事 神栖市 20161215 20170315 5,605 佐野総建（株） (株)アサノ設備設計事務所

鉾田工事事務所 浄化槽更新工事 鉾田市 20160929 20170225 15,368 サイワイ商事（株） (株)菊地設備設計事務所

竜ケ崎工事事務所 空調設置電気設備工事 龍ケ崎市 20161215 20170315 4,593 （株）竹内電気 (株)菊地設備設計事務所

竜ケ崎工事事務所 空調設備設置工事 龍ケ崎市 20161216 20170315 26,676 三協設備（株） (株)菊地設備設計事務所

5 64,004

●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

伊奈特別支援学校 普通教室棟増築工事 つくばみらい市 20161117 20171111 439,560 成島建設（株） 長塚・福富建築関連業務共同企業体

伊奈特別支援学校 普通教室棟増築電気設備工事 つくばみらい市 20161117 20171111 77,536 飯島電気工事（株） 長塚・福富建築関連業務共同企業体

伊奈特別支援学校 普通教室棟増築昇降機設備設置工事 つくばみらい市 20170316 20171111 15,717 （株）日立ビルシステム 長塚・福富建築関連業務共同企業体

伊奈特別支援学校 普通教室棟増築衛生設備工事 つくばみらい市 20161117 20171111 52,380 伊奈工業（株） 長塚・福富建築関連業務共同企業体

伊奈特別支援学校 普通教室棟増築空調設備工事 つくばみらい市 20161117 20171111 45,360 （株）広伝 長塚・福富建築関連業務共同企業体

下館工業高校 旧体育館解体工事 筑西市 20161201 20170315 19,559 ナカヤ建設（株） (株)田中設計事務所

下館第一高校 武道場解体工事 筑西市 20161117 20170228 14,515 ナカヤ工業（株） (株)田中設計事務所

下館第一高校 特別教室棟屋上防水改修工事 筑西市 20161208 20170307 14,472 （有）ＫＩ防水 (株)田中設計事務所

下妻第一高校 第二体育館耐震補強工事 下妻市 20160324 20161019 80,719 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 20160324 20160929 9,428 （株）武井電設 (株)フケタ設計

下妻第二高校 体育館屋根改修工事 下妻市 20161013 20170110 44,820 塚田建材（株） (有)杉田建築設計事務所

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 20160121 20160512 21,625 （株）川村産業 (有)サカエ設計企画

霞ケ浦聾学校 空調設置電気設備工事 稲敷郡阿見町 20161215 20170315 4,093 （有）土信田電気 (株)池田設備設計事務所

霞ケ浦聾学校 空調設備設置工事 稲敷郡阿見町 20161208 20170315 10,098 東洋プラント工業（株） (株)池田設備設計事務所

旧茨城県立土浦中学校 本館耐震補強工事 土浦市 20160609 20180315 323,892 （株）山本工務店 公益財団法人　文化財建造物保存技術協会

結城第一高校 体育館柔剣道場天井落下防止工事 結城市 20161201 20170228 11,232 （株）小倉工務店 (有)ＡＯＩ建築設計事務所

古河第二高校 体育館柔剣道場他天井落下防止工事 古河市 20161201 20170228 17,604 山中建設工業（株） グローイングＳ

古河第二高校 体育館柔剣道場他天井落下防止電気設備工事 古河市 20161203 20170302 5,135 （株）サンエンジニアリンググローイングＳ

古河中等教育学校 多目的教室棟他増築工事 古河市 20150806 20160630 237,384 （株）岡本工務店 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電気設備工事 古河市 20150820 20160630 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 20150822 20160630 31,255 （株）ゴヨー エイプラス･浅野建築関連業務共同企業体

江戸崎総合高校 体育館柔剣道場他天井落下防止工事 稲敷市 20161027 20170124 20,952 （株）市村工務店 創美設計

佐和高校 体育館屋根防水改修工事 ひたちなか市 20161020 20170117 37,800 植田防水工業（株） (有)藤建築事務所

佐和高校 体育館多目的ルーム天井落下防止工事 ひたちなか市 20161013 20170110 9,083 （株）有路工務店 (有)藤建築事務所

三和高校 体育館アリーナ他天井落下防止工事 古河市 20161221 20170315 13,435 斉藤工事（株） (有)ＡＯＩ建築設計事務所

取手松陽高校 体育館多目的ルーム天井落下防止工事 取手市 20161117 20170214 9,072 （株）コウキ建設 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工事 取手市 20160312 20161021 79,769 （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 20160316 20160713 36,769 （株）山本工務店 富士崎建築設計室

取手第二高校 体育館天井材撤去電気設備工事 取手市 20160317 20160714 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 20160317 20161021 6,458 （株）竜ケ崎電設 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 体育館多目的ホール天井落下防止工事 守谷市 20161027 20170124 10,390 （有）高榮組 富士崎建築設計室

勝田特別支援学校 空調設置電気設備工事 ひたちなか市 20161215 20170315 6,188 （有）大内電気工事店 (株)池田設備設計事務所

勝田特別支援学校 自動火災報知設備受信機更新工事 ひたちなか市 20161013 20170209 4,774 茨城消防（株） (株)宮本設計事務所

勝田特別支援学校 空調設備設置工事 ひたちなか市 20161215 20170315 13,108 （株）宮本冷機 (株)池田設備設計事務所

常陸太田特別支援学校 外構工事 常陸太田市 20151029 20160415 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

水海道第一高校 特別教室棟屋上防水改修工事 常総市 20160825 20161122 16,357 （株）マスダ塗装店 (有)杉田建築設計事務所

水戸桜ノ牧高校 体育館多目的室天井落下防止工事 水戸市 20161208 20170307 9,126 （株）小又工務店 (有)丸山建築デザイン研究所

水戸桜ノ牧高校常北校 旧体育館解体工事 東茨城郡城里町 20161203 20170302 11,902 （株）大介工業 (有)丸山建築デザイン研究所

水戸特別支援学校 エレベーター更新工事 水戸市 20161013 20170311 20,196 （株）日立ビルシステム (株)団建築設計事務所

水戸特別支援学校 空調設置電気設備工事 水戸市 20170302 20170614 16,038 清宮電気（株） (株)アサノ設備設計事務所

工事費（千円）

工事費（千円）

工事費（千円）

工事費（千円）



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

水戸特別支援学校 空調設備設置工事 水戸市 20170302 20170614 17,075 横須賀工業（株） (株)アサノ設備設計事務所

水戸飯富特別支援学校 空調設置電気設備工事 水戸市 20161027 20170223 9,448 共栄通信工業（株） (株)根本設備設計事務所

水戸飯富特別支援学校 空調設備設置工事 水戸市 20161027 20170310 18,803 （株）イチゲ電設 (株)アサノ設備設計事務所

水戸聾学校 空調設置電気設備工事 水戸市 20161215 20170315 10,616 共栄通信工業（株） (株)アサノ設備設計事務所

水戸聾学校 寄宿舎宿泊棟改築切回し電気設備工事 水戸市 20170126 20170525 7,582 佐藤電設（株） 増山栄・大野建築関連業務共同企業体

水戸聾学校 空調設備設置工事 水戸市 20161215 20170315 8,543 翔和エンジニアリング（株）(株)アサノ設備設計事務所

水戸聾学校 寄宿舎宿泊棟改築切回し機械設備工事 水戸市 20170209 20170608 6,426 （株）和幸工業 増山栄・大野建築関連業務共同企業体

石岡商業高校 旧体育館解体工事 石岡市 20161209 20170308 17,960 高野工業（株） (株)石川建築設計事務所

石岡第一高校 体育館柔道場他天井落下防止工事 石岡市 20161201 20170228 21,406 （株）進貢 (有)藤建築事務所

総和工業高校 ４号館解体工事 古河市 20161125 20170325 25,121 （株）フルヤ建商 グローイングＳ

太田第一高校 体育館屋根改修他工事 常陸太田市 20161020 20170303 71,712 （株）岡部工務店 工房　結

太田第二高校 体育館多目的フロア天井落下防止工事 常陸太田市 20161020 20170117 9,482 （株）ジオ常陸 (有)藤建築事務所

土浦第一高校 体育館多目的室他天井落下防止工事 土浦市 20161201 20170228 21,146 （株）市村工務店 (有)枝川建築設計事務所

土浦第三高校 特別教室棟改築工事 土浦市 20150324 20160630 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 特別教室棟改築外構工事 土浦市 20170302 20170828 134,093 （株）山本工務店 柴・根本建築関連業務共同企業体

土浦第三高校 旧特別教室棟他解体工事 土浦市 20160804 20161231 72,209 吉江総業（有） 柴・根本建築関連業務共同企業体

土浦第三高校 特別教室棟改築電気設備工事 土浦市 20150331 20160630 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 特別教室棟改築外構電気設備工事 土浦市 20170303 20170829 4,979 深澤電気工業（株） 柴・根本建築関連業務共同企業体

土浦第三高校 特別教室棟改築衛生設備工事 土浦市 20150319 20160630 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 20150319 20160630 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 特別教室棟屋上防水改修工事 土浦市 20161210 20170309 15,401 （株）ツクバ防水 (株)友水設計

土浦特別支援学校 空調設備設置工事 土浦市 20170119 20170315 3,519 （株）システム空調 (株)池田設備設計事務所

藤代紫水高校 体育館空手道場天井落下防止工事 取手市 20161125 20170222 9,816 （株）飯塚工務店 富士崎建築設計室

内原特別支援学校 空調設備設置工事 水戸市 20161020 20170216 10,832 （株）喜本管工 (株)池田設備設計事務所

日立第一高校 体育館柔剣道場他天井落下防止工事 日立市 20161208 20170307 20,520 （株）常磐建設 久慈建築設計室

美浦特別支援学校 普通教室棟増築工事 稲敷郡美浦村 20150903 20160719 380,182 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 20150905 20160719 56,786 （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 小中学部棟空調設置電気設備工事 稲敷郡美浦村 20160908 20170105 12,193 青塚電気工事（株） 高安設備設計室

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 20150903 20160719 27,616 （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 20150903 20160719 23,404 稲敷設備工業（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 小中学部棟空調設備設置工事 稲敷郡美浦村 20160908 20170105 15,465 三栄工業（株） 高安設備設計室

北茨城特別支援学校 空調設備設置工事 北茨城市 20161215 20170315 10,573 （株）ナバナ工業 高安設備設計室

盲学校 空調設置電気設備工事 水戸市 20161020 20170216 4,428 （有）スズキ電設 (株)池田設備設計事務所

盲学校 空調設備設置工事 水戸市 20161020 20170216 8,381 （有）茨勝設備工業 (株)池田設備設計事務所

友部特別支援学校 空調設置電気設備工事 笠間市 20161020 20170216 15,007 （株）イチゲ電設 (株)池田設備設計事務所

友部特別支援学校 空調設備設置工事 笠間市 20161020 20170216 16,729 （株）イチゲ電設 (株)池田設備設計事務所

竜ヶ崎第二高校 体育館剣道場他天井落下防止工事 龍ケ崎市 20161103 20170131 17,647 興民建設（株） 村田建築都市研究所

竜ヶ崎南高校 体育館多目的ホール天井落下防止工事 龍ケ崎市 20161110 20170207 9,698 （株）篠崎工務店 村田建築都市研究所

78 4,160,230

●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 宿泊室他改修工事 猿島郡境町 20161103 20170315 44,053 中和建設（株） (有)杉田建築設計事務所

さしま少年自然の家 宿泊室他改修電気設備工事 猿島郡境町 20161103 20170315 16,718 （株）富嶋電工 (有)杉田建築設計事務所

さしま少年自然の家 宿泊室他改修機械設備工事 猿島郡境町 20161103 20170315 23,198 （株）野村住設工業 (有)杉田建築設計事務所

鹿行生涯学習センター ・女性プラザ本館外壁塗装改修工事 行方市 20161221 20170502 36,904 （有）梅沢塗装工業 (有)本澤幸一建築設計室

鹿行生涯学習センター ・女性プラザ宿泊室他改修工事 行方市 20161110 20170315 31,925 常総開発工業（株） (有)本澤幸一建築設計室

鹿行生涯学習センター ・女性プラザホール棟防水改修工事 行方市 20161110 20170228 14,893 美野里塗防工業（株） (有)本澤幸一建築設計室

鹿行生涯学習センター ・女性プラザ宿泊室他改修電気設備工事 行方市 20161117 20170315 11,210 （株）小林電気商会 (有)本澤幸一建築設計室

鹿行生涯学習センター ・女性プラザ宿泊室他改修機械設備工事 行方市 20161111 20170315 12,474 （株）ダイセツ (有)本澤幸一建築設計室

鹿行生涯学習センター ・女性プラザ音楽室他空調設備改修工事 行方市 20161110 20170315 8,024 （有）ナカヤ設備工業 (株)アサノ設備設計事務所

中央青年の家 給水設備改修工事 土浦市 20161103 20170302 14,979 （株）広伝 (株)菊地設備設計事務所

白浜少年自然の家 宿泊棟他改修工事 行方市 20161111 20170315 46,440 （株）朝日工務店 タチハラ設計工房

白浜少年自然の家 宿泊棟屋上防水改修工事 行方市 20161117 20170214 10,783 （有）梅沢塗装工業 タチハラ設計工房

白浜少年自然の家 宿泊棟他改修電気設備工事 行方市 20161125 20170315 7,895 （株）三橋電機 タチハラ設計工房

白浜少年自然の家 宿泊棟他改修機械設備工事 行方市 20161125 20170315 12,409 （株）小堤工業 タチハラ設計工房

14 291,906

工事費（千円）

工事費（千円）



●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 陸上競技場メインスタンド屋根整備工事 那珂市 20161001 20180315 1,002,240 りんかい日産・岡部特定建設工事共同企業体(株)三上建築事務所

笠松運動公園 陸上競技場照明塔改修工事 那珂市 20160922 20170315 246,499 泰明・エンドウ特定建設工事共同企業体(株)三上建築事務所

笠松運動公園
陸上競技場メインスタンド屋根整備電気設備工
事 那珂市 20160929 20180315 82,455 （株）久工 (株)三上建築事務所

笠松運動公園 陸上競技場スタンド他改修工事 那珂市 20150910 20160506 119,783 東康建設工業（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 20150910 20160506 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 20150910 20160506 16,146 （株）明治商会 (株)三上建築事務所

笠松運動公園 第６屋外トイレ改築工事 那珂郡東海村 20160121 20160709 31,374 （株）清水建設 ㈲常総企画潮田建築設計事務所

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 20160121 20160709 8,186 （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５・第７・第８屋外トイレ改築電気設備工事 那珂郡東海村 20160915 20170315 6,707 （有）茅根電設工業 (株)匠建築研究室・大山都市建築設計

笠松運動公園 第５・第７・第８屋外トイレ改築工事 那珂郡東海村 20160915 20170315 59,292 東康建設工業（株） ㈱匠建築研究室・大山都市建築設計

笠松運動公園 第５・第７・第８屋外トイレ改築機械設備工事 那珂郡東海村 20160915 20170315 10,730 （株）明治商会 (株)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 20151217 20160531 21,276 （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 第４屋外トイレ改築機械設備工事 ひたちなか市 20151217 20160531 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屋外トイレ改築工事 那珂市 20160128 20160625 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 第３屋外トイレ改築機械設備工事 那珂市 20160212 20160630 4,536 （株）イシガミ (株)飯島洋省andHAND建築設計事務所

笠松運動公園 第２屋外トイレ改築工事 那珂市 20160121 20160709 32,897 （株）大栄建設 (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 20160123 20160709 7,981 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 体育館直流電源装置更新工事 那珂市 20161013 20170209 12,355 東神電池工業（株） (株)相澤建築設計事務所

笠松運動公園 体育館空調改修電気設備工事 那珂市 20160804 20170301 16,362 （株）藤田電機 (株)相澤建築設計事務所

笠松運動公園 体育館観客席空調設備改修工事 那珂市 20160804 20170301 30,262 （株）タケムラ (株)相澤建築設計事務所

笠松運動公園 体育館トイレ改修機械設備工事 那珂市 20160804 20170301 30,661 野内商事（株） (株)相澤建築設計事務所

笠松運動公園 体育館アリーナ床他改修電気設備工事 那珂市 20160805 20170302 8,262 （有）松本電建 (株)相澤建築設計事務所

笠松運動公園 体育館アリーナ床他改修工事 那珂市 20160804 20170301 162,205 （株）大栄建設 (株)相澤建築設計事務所

笠松運動公園 体育館アリーナ空調設備第２工区改修工事 那珂市 20160804 20170324 71,474 （株）大成設備工業 (株)相澤建築設計事務所

笠松運動公園 体育館アリーナ空調設備第１工区改修工事 那珂市 20160804 20170301 71,977 ストウ工業（株） (株)相澤建築設計事務所

笠松運動公園 屋内水泳プール表示盤他更新工事 ひたちなか市 20160729 20170223 220,800 （株）関電工 (株)宮本設計事務所

笠松運動公園 プール棟入退場システム改修工事 ひたちなか市 20170223 20170722 78,275 水戸通信工業（株） (株)宮本設計事務所

笠松運動公園 プール棟電話設備更新工事 ひたちなか市 20160929 20161227 5,584 茨城消防（株） (株)宮本設計事務所

笠松運動公園 プール棟機械設備更新工事 ひたちなか市 20170216 20170913 51,846 （株）大成設備工業 (株)宮本設計事務所

県営ライフル射撃場 エア・ライフル射場改築工事 桜川市 20160317 20161211 113,508 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 20151217 20160911 76,572 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・ライフル射場改築外構工事 桜川市 20161125 20170222 31,860 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 20160317 20161211 22,561 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 20160317 20161211 12,809 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 弓道場増築他工事 水戸市 20160707 20170102 112,320 株木建設（株） (株)桜設計事務所

堀原運動公園 弓道場増築他電気設備工事 水戸市 20160721 20170101 3,736 （株）コーエーコーポレーション(株)桜設計事務所

36 2,826,675

●教育庁福利厚生課

磯原教職員住宅 解体工事 北茨城市 20160714 20161110 23,674 （株）助川建材 久慈建築設計室

鉾田地区加倉井 教職員住宅解体工事 鉾田市 20160128 20160526 18,749 久松解体興業（株） Ａ－１建築事務所

2 42,422

●教育庁文化課

近代美術館 空調熱源他改修工事 水戸市 20170223 20171119 128,187 飯村機電工業（株） (株)総合設備コンサルタント

天心記念五浦美術館 チラーユニット更新工事 北茨城市 20161208 20170324 21,208 飯村機電工業（株） 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 20151107 20160530 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 20151105 20160601 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 20151103 20160530 23,090 東洋空調工業（株） 藤井設計

5 229,110

●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 周産期・リニアック渡り廊下外壁改修工事 水戸市 20151217 20160404 19,152 （株）関口工務店 ムーブ建築設計事務所

こども病院 診察室他改修工事 水戸市 20161103 20170215 12,059 （株）高木工務店 ムーブ建築設計事務所

こども病院 ２号棟空調熱源改修工事 水戸市 20161221 20170618 29,700 暁飯島工業（株） (有)須藤設備事務所

こども病院 無菌室及び周産期棟１階空調設備改修工事 水戸市 20161221 20170530 15,984 （株）新栄設備工業 (有)須藤設備事務所

4 76,895

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）

小薬・アキラ特定建設工事共同企業体

山本・松丸特定建設工事共同企業体

(株)浅川建設

(株)楠原管工業

(株)須藤電気

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ｈ１９

（４９回）

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

受賞業者名

知事

部長

知事

部長

知事

部長

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

Ｈ２１

（５１回）

県立友部病院医療観察法病棟新築電気設備工事

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

Ｈ２８

（５８回）

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）

知事

部長

下館第二高校普通教室棟改築電気設備工事

桜川アパート５号棟建設工事

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

笠松運動公園第１屋外トイレ改築工事

下館第二高校普通教室棟改築衛生設備工事



８ 年度別主要工事一覧（過去１０年間） 

年 度 主 要 工 事 名 

平成２８年度 

県営ライフル射撃場エア・ライフル射場改築工事，笠松運動公園陸上競技場メインスタン

ド屋根整備工事，（仮称）県央防災倉庫新築工事，近代美術館空調設備等改修工事，カシ

マサッカースタジアム屋根鉄骨修繕第３期工事，土浦第三高校特別教室棟改築工事，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，旧茨

城県立土浦中学校本館耐震補強工事，伊奈特別支援学校普通教室棟増築工事 

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 
 


