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２ 令和元年度各部局別工事件数及び執行状況 
令和２年３月３１日現在   

部 局 名

総 務 部 １３ ４７６,５４０

政 策 企 画 部 ８ １,７４４,１２５

県 民 生 活 環 境 部 ６ ３０５,７４４

防災・危機管理部 ２ ２９,２３３

保 健 福 祉 部 ２１ ９０９,１８６

営 業 戦 略 部 １ １３,０４６

産 業 戦 略 部 ６ ２３２,７２２

農 林 水 産 部 １４ ７６１,８２６

土 木 部 ６ ８３,０９５

教 育 庁 １２６ ２,５５３,１８６

病 院 局 １ １３,９８１

議 会 事 務 局 １ ５７,７５０

計 ２０５ ７,１８０,４３３

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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４－１ 令和２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 

天心記念五浦美術館 
空調設備改修工事 

産業技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 
食品中間工業試験棟改修工事 

○特別支援学校トイレ改修工事（全５校） 

① 

○中高一貫教育校設置関連工事（全７校） 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

EV設置 ﾊﾟﾝﾄﾘｰ 技術室

①太田第一高校 ○

②鉾田第一高校 ○ ○

③鹿島高校 ○ ○

④下館第一高校 ○ ○

⑤水戸第一高校 ○ ○

⑥勝田高校 ○ ○

⑦土浦第一高校 ○ ○ ○

学校名
整備内容

洋式化 多目的ﾄｲﾚ

⑧水戸飯富特別支援学校 ○

⑨鹿島特別支援学校 ○ ○

⑩土浦特別支援学校 ○ ○

⑪結城特別支援学校 ○

⑫協和特別支援学校 ○ ○

整備内容
学校名
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４－２ 令和元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 

県庁内保育所整備工事 

カシマサッカースタジアム 
屋根鉄骨修繕工事 

 
 

 

県民文化センター 
コンベンション機能増設工事 

内水面支場研究棟新築工事 
内水面支場魚類飼育実験棟新築工事 

高萩清松高校 日立第二高校

日立工業高校 多賀高校

日立商業高校 磯原郷英高校

太田第二高校 大子清流高校

小瀬高校 水戸農業高校

水戸南高校 水戸桜ノ牧高校常北校

勝田工業高校 那珂湊高校

海洋高校 大洗高校

東海高校 鹿島灘高校

神栖高校 筑波高校

茎崎高校 真壁高校

明野高校 石下紫峰

佐竹高校 坂東総合高校

高萩高校普通教室空調設備設置工事
（他26校）

内水面支場研究棟新築工事 内水面支場魚類飼育実験棟新築工事 
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５　令和元年度建設主要建築物概要

工事名　内水面支場研究棟新築工事

　

　

【南東外観】

【1階平面図】

概要

本施設は，昭和43年に整備された茨城県水産試験場

内水面支場において，今後研究拠点として内水面漁業

の成長産業化の実現や新たな事業・産業の創出により

生産性革命を図るために整備したものです。

施設の特性としては，既存の本館及び漁業指導総合

センターの機能を一箇所に集約することで，迅速かつ

的確な情報共有化を図ることができるように計画しま

した。

平面計画としては，汚染防止を目的に１階と２階で

ゾーニングしており，１階は主に執務関係の室，２階

は主に研究関係の室を配置しました。

整備後は，チョウザメ養殖などの新たな研究ニーズ

に対応した取組を行うほか，従来から内水面支場で取

り組んでいるワカザギ，ヤマトシジミ，アユ等の試験

研究を現場条件に即した内容に発展・展開させる予定

です。

【２階平面図】

所 在 地 行方市玉造甲1560-4の一部外

設 計 ・ 監 理 株式会社　早川建築事務所

構 造 ・ 規 模 鉄骨造　2階建て

建 築 面 積 324.6㎡

延 べ 面 積 604.30㎡

工 事 期 間 令和元年8月1日～令和2年3月6日

総 工 事 費 164,725千円
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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

機械設備

内水面支場研究棟新築工事

主要仕上

折半屋根

遮熱性フッ素樹脂塗装ガルバリウム鋼板

デッキプレート・鉄骨表し

石膏ボード　他

複層ビニル床シート　他

施 工 者

電気設備

１回線受電，３相３線式，６．６kV，５０Ｈｚ

３相１００kVA×１台，単相１５０kVA×１台

ＬＥＤ照明，空調用動力　３相３線式２００Ｖ

機械設備

ビル用マルチエアコン，全熱交換器ユニット　他

受水槽方式（加圧給水ポンプ方式）

局所式

既存公共下水道へ接続

(株)江口工務店

都和電設工業(株)

(株)小堤工業

【分子生物学実験室】

【玄関】

【執務室】

【魚類測定室」
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６　令和元年度部局別工事施工一覧
R2.3.31現在

●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

金町公舎 １号棟他解体工事 水戸市 20191019 20200229 37,334 (株)大介工業 (株)美景総合建築設計室

県庁舎 放水銃設備更新工事 水戸市 20191102 20200728 70,180 水戸ホーチキ(株) (株)菊地設備設計事務所

県庁内保育所 整備工事 水戸市 20190606 20191023 29,095 コスモ綜合建設(株) (株)羽石英夫建築設計事務所

県庁内保育所 整備電気設備工事 水戸市 20190606 20191028 10,923 三興電気(株) (株)羽石英夫建築設計事務所

県庁内保育所 整備機械設備工事 水戸市 20190606 20191029 14,285 菊地設備工業(株) (株)羽石英夫建築設計事務所

土浦合同庁舎 第二分庁舎他床改修工事 土浦市 20190620 20191017 22,110 (株)富嶋電工 (株)根本設備設計事務所

土浦合同庁舎 電話交換設備更新工事 土浦市 20190920 20191218 18,937 常伸電通システム(株) (株)根本設備設計事務所

土浦合同庁舎 第二分庁舎空調設備更新工事 土浦市 20190530 20190823 13,122 (株)飯塚工務店 サカエ設計企画(有)

土浦合同庁舎 照明設備更新工事 土浦市 20190912 20200109 23,562 (有)山口電気商会 石井設備設計務所

行方合同庁舎 空調設備更新工事 行方市 20190822 20191119 15,917 (株)スガヤ (有)須藤設備事務所

常陸太田合同庁舎 外壁改修工事 常陸太田市 20191114 20200327 9,350 (株)小川建設工業 フロムゼロ建築デザイン室

水戸合同庁舎 ヒートポンプ更新工事 水戸市 20181220 20191227 192,343 (株)新栄設備工業 (有)須藤設備事務所

水戸合同庁舎 電話交換設備更新工事 水戸市 20190905 20200330 19,382 (株)つくば電気通信 (有)東匠設計事務所

13 476,540

●政策企画部

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６期工事 鹿嶋市 20180809 20190520 498,960 常総開発工業(株) (株)日建設計

カシマサッカースタジアム 屋根鉄骨修繕第７期工事 鹿嶋市 20190314 20191208 489,180 常総開発工業(株) (株)日建設計

カシマサッカースタジアム 屋根鉄骨修繕第８期工事 鹿嶋市 20190627 20200221 498,300 常総開発工業(株) (株)日建設計

カシマサッカースタジアム 外部鉄骨階段（Ｅ２）改修工事 鹿嶋市 20181213 20190525 59,130 常磐建設(株) (株)日建設計

カシマサッカースタジアム 外部鉄骨階段（Ｎ１）改修工事 鹿嶋市 20190228 20190727 76,680 常総開発工業(株) (株)日建設計

カシマサッカースタジアム 記者席改修工事 鹿嶋市 20190725 20200313 86,614 (株)高正建設 (株)日建設計

カシマサッカースタジアム 記者席改修電気設備工事 鹿嶋市 20190725 20200319 27,412 (株)小林電気商会 (株)日建設計

カシマサッカースタジアム 電話交換設備更新工事 鹿嶋市 20191010 20200107 7,849 茨城電話工業(株) 峯島設備設計事務所

8 1,744,125

●県民生活環境部

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 ３，４，５階アトリウム系統空調設備更新工事東茨城郡大洗町 20190711 20200205 26,916 (株)新栄設備工業 (株)アサノ設備設計事務所

アクアワールド大洗 外壁塗装改修第１期工事 東茨城郡大洗町 20191017 20200313 25,380 (株)マスダ塗装店 (有)高槻建築設計事務所

アクアワールド大洗 屋上防水改修工事 東茨城郡大洗町 20191017 20200228 22,473 (株)菊正塗装店 (有)高槻建築設計事務所

アクアワールド大洗 空調熱源設備更新工事（第１期） 東茨城郡大洗町 20191115 20200527 44,983 備水工業(株) (有)須藤設備事務所

県民文化センター コンベンション機能増設工事 水戸市 20191121 20200417 137,170 水戸通信工業(株) 川又設備計画

狩猟者研修センター 管理棟外壁改修他工事 笠間市 20191107 20200319 48,822 (株)マスダ塗装店 (有)加倉井亨建築設計室

6 305,744

●防災・危機管理部

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

消防学校 訓練用プールろ過機更新工事 東茨城郡茨城町 20190926 20200123 17,364 常陽環整(株) (有)須藤設備事務所

消防学校 本館他屋上防水改修工事 東茨城郡茨城町 20190613 20190910 11,869 (株)東建商 (株)美景総合建築設計室

2 29,233

●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 新棟床改修工事 水戸市 20191107 20200304 22,363 (有)北島工務店 (株)コアー建築事務所

あすなろの郷 はぎ寮他２棟屋上防水改修工事 水戸市 20191219 20200325 27,126 (株)アコオ (株)コアー建築事務所

茨城学園 寮舎空調設備更新工事 那珂市 20190822 20191210 9,570 (株)ナバナ工業 高安設備設計室

茨城学園 偕楽寮屋根防水改修工事 那珂市 20191003 20200107 5,577 (株)日立東亜建工 (株)美景総合建築設計室

茨城学園 偕楽寮外壁塗装改修工事 那珂市 20191003 20200131 6,578 (有)太田建設工業 (株)美景総合建築設計室

いばらき予防医学プラザ 吸収式冷温水機更新工事 水戸市 20190704 20200213 49,057 (株)新栄設備工業 (株)根本設備設計事務所

いばらき予防医学プラザ 電話交換設備更新工事 水戸市 20190523 20190820 4,730 水戸通信工業(株) (有)東匠設計事務所

医療大学付属病院 外壁改修工事 稲敷郡阿見町 20191205 20200416 41,206 松浦建設(株) 村田建築都市研究所

県立リハビリテーションセンター 第１工区解体工事 笠間市 20190214 20190714 89,802 (株)萩原工務店 (株)桜設計事務所

県立リハビリテーションセンター 第２工区解体工事 笠間市 20190214 20190713 47,866 根崎解体工事(株) (株)根本建築設計事務所

県立リハビリテーションセンター 第３工区解体工事 笠間市 20190321 20190817 77,576 (株)大貫工務店 (株)桜設計事務所

県立リハビリテーションセンター 第４工区解体工事 笠間市 20190321 20190718 29,657 足立建設(株) (株)桜設計事務所

県立リハビリテーションセンター 第５工区解体工事 笠間市 20190905 20200320 261,250 大貫・芳野特定建設工事共同企業体 (株)桜設計事務所

県立リハビリテーションセンター 第６工区解体工事 笠間市 20190921 20200224 85,855 (株)大介工業 (株)根本建築設計事務所

県立リハビリテーションセンター 第７工区解体工事 笠間市 20190919 20200222 80,300 吉江総業(有) (株)根本建築設計事務所

視覚障害者福祉センター 屋上防水改修工事 水戸市 20191107 20200204 4,906 マルヨシ技建工業(株) (株)コアー建築事務所

青少年会館 給水設備更新工事 水戸市 20191031 20200315 16,632 横須賀工業(株) (株)根本設備設計事務所

総合福祉会館 県民サロン照明設備更新工事 水戸市 20190912 20191125 3,559 (株)テクニティ (株)宮本設計事務所

筑西保健所 事務所棟他外壁改修工事 筑西市 20181206 20190409 19,418 (株)ワイエスケイ (有)田中設計事務所

中央看護専門学校 講義棟屋上防水改修工事 笠間市 20200131 20200424 8,976 (株)マイスター (有)加倉井亨建築設計室

土浦児童相談所 受変電設備更新工事 土浦市 20190706 20191202 17,182 市村電気工業(株) サカエ設計企画(有)

21 909,186

●営業戦略部

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 １階トイレ改修工事 東茨城郡大洗町 20191017 20200213 13,046 (株)水戸住宅設備機器センター (株)美景総合建築設計室

1 13,046

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）

工事費（千円）
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●産業戦略部

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

いばらき就職支援センター 給水設備更新工事 水戸市 20191017 20200213 8,710 関東クリーン設備工業(株) (株)根本設備設計事務所

鹿島技専 渡り廊下改修工事 鹿嶋市 20200116 20200313 5,280 (株)江戸屋建設 (有)エスピーキューブ

職業人材育成センター 受変電設備更新工事 水戸市 20191024 20200406 37,730 (株)飛電社 (株)宮本設計事務所

土浦技専 本館屋上防水・外壁塗装改修工事 土浦市 20190207 20190805 147,463 松浦建設(株) 根本英建築設計事務所

土浦技専 新館トイレ改修工事 土浦市 20191010 20200107 7,502 三和工事(株) (株)中山設計事務所

日立技専 渡り廊下改築工事 日立市 20190801 20200315 26,037 (株)矢口 (有)藤建築事務所

6 232,722

●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

茨城県フラワーパーク フラワードーム解体工事 石岡市 20191114 20200312 50,974 小桜建設(株) (株)中山設計事務所

旧農産加工指導センター 水府分室解体工事 常陸太田市 20190926 20200110 29,766 (有)沼田クリーンサービス フロムゼロ建築デザイン室

栽培漁業センター 倉庫・車庫棟他屋根改修工事 鹿嶋市 20190808 20191223 12,144 (株)鹿島冷熱 (有)AkH建築設計室

内水面支場 魚類飼育実験棟新築工事 行方市 20190808 20200331 199,529 興民建設(株) (株)早川建築事務所

内水面支場 魚類飼育実験棟新築電気設備工事 行方市 20190808 20200424 29,579 (株)小林電気商会 (株)早川建築事務所

内水面支場 魚類飼育実験棟新築機械設備工事 行方市 20190808 20200429 103,400 村上工業(株) (株)早川建築事務所

内水面支場 研究棟新築工事 行方市 20190801 20200306 164,725 (株)江口工務店 (株)早川建築事務所

内水面支場 研究棟新築電気設備工事 行方市 20190801 20200306 68,998 都和電設工業(株) (株)早川建築事務所

内水面支場 研究棟新築機械設備工事 行方市 20190801 20200306 48,341 (株)小堤工業 (株)早川建築事務所

農業総合センター 調査棟他塗装改修工事 笠間市 20191031 20200127 12,551 (株)菊正塗装店 (株)和田建築設計事務所

農業総合センター 農業研究所電気設備更新工事 水戸市 20190711 20191107 13,354 共栄通信工業(株) (有)東匠設計事務所

農業大学校長岡校 研究科棟他空調設備更新工事 東茨城郡茨城町 20190912 20191210 12,593 サイワイ商事(株) (株)菊地設備設計事務所

農業大学校長岡校 農業機械研修棟浄化槽改修工事 東茨城郡茨城町 20190919 20191217 4,917 (株)三橋電機 (株)菊地設備設計事務所

結城普及センター 空調設備更新工事 結城郡八千代町 20190830 20191227 10,956 (株)プロテック 飛田設計工房

14 761,826

●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 大洗港区事業所冷却塔更新工事 東茨城郡大洗町 20190919 20191228 3,520 (株)エスアールエスディービー社 (株)菊地設備設計事務所

常総工事事務所 空調設備更新工事 常総市 20190822 20191119 10,186 (株)前沢設備 飛田設計工房

高萩工事事務所 受変電設備更新工事 高萩市 20190620 20191115 18,744 (株)久工 川又設備計画

土浦土木事務所 給水設備改修工事 土浦市 20190704 20191129 16,808 (株)阿部工業 飛田設計工房

洞峰公園 プール照明設備更新工事 つくば市 20190919 20191217 17,259 (株)須藤電気 峯島設備設計事務所

鉾田工事事務所 車庫棟改修工事 鉾田市 20190711 20191015 16,578 (株)中央建設 一級建築士事務所三好設計

6 83,095

●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 普通教室空調設置電気設備工事 筑西市 20190124 20190508 10,541 筑波電気工事(株) 真(まこと)設備設計

明野高校 普通教室空調設備設置工事 筑西市 20190124 20190508 7,844 (有)小池住設 真(まこと)設備設計

麻生高校 管理棟トイレ改修工事 行方市 20191128 20200415 25,300 (株)鹿島冷熱 一級建築士事務所三好設計

麻生高校 管理棟トイレ改修機械設備工事 行方市 20191128 20200415 13,530 (株)マルシン 一級建築士事務所三好設計

石岡特別支援学校 プール改修工事 石岡市 20190321 20190927 61,798 興民建設(株) (株)海老原設計事務所

石岡特別支援学校 プール改修機械設備工事 石岡市 20190322 20190930 16,157 三栄工業(株) (株)海老原設計事務所

石岡特別支援学校 農機具倉庫新築工事 石岡市 20191121 20200319 10,945 小桜建設(株) (株)岡野建築設計事務所

石下紫峰高校 普通教室空調設置電気設備工事 常総市 20190214 20190604 12,571 (株)須藤電気 飛田設計工房

石下紫峰高校 普通教室空調設備設置工事 常総市 20190214 20190610 10,465 (株)前沢設備 飛田設計工房

磯原郷英高校 普通教室空調設置電気設備工事 北茨城市 20190124 20190523 17,215 日立電設工事(株) (有)柴原建築設備設計事務所

磯原郷英高校 普通教室空調設備設置工事 北茨城市 20190124 20190523 13,446 (株)ナバナ工業 (有)柴原建築設備設計事務所

伊奈特別支援学校 給食・機械室棟内部改修工事 つくばみらい市 20190124 20190608 17,539 飯岡建設(株) 創美設計

伊奈特別支援学校 プレイルーム棟外部改修工事 つくばみらい市 20191128 20200225 19,503 (株)塚本建装 (株)岡野建築設計事務所

大洗高校 普通教室空調設置電気設備工事 東茨城郡大洗町 20190221 20190620 9,277 共栄通信工業(株) アサノ設備設計事務所

大洗高校 普通教室空調設備設置工事 東茨城郡大洗町 20190222 20190621 17,844 第一設備工業(株) アサノ設備設計事務所

大洗高校 特別教室棟外壁塗装改修工事 東茨城郡大洗町 20191107 20200305 54,648 (株)マスダ塗装店 (株)石川建築研究所

太田西山高校 特別教室棟内部改修工事 常陸太田市 20190704 20191031 19,602 (株)ジオ常陸 千葉建築設計事務所

太田第二高校 普通教室空調設置電気設備工事 常陸太田市 20190131 20190530 15,660 (株)飛電社 高安設備設計室

太田第二高校 普通教室空調設備設置工事 常陸太田市 20190131 20190530 15,887 (株)明治商会 高安設備設計室

小瀬高校 普通教室空調設置電気設備工事 常陸大宮市 20190124 20190523 9,590 江沼電機工業(株) (有)須藤設備事務所

小瀬高校 普通教室空調設備設置工事 常陸大宮市 20190124 20190523 10,811 (株)大成設備工業 (有)須藤設備事務所

海洋高校 普通教室空調設置電気設備工事 ひたちなか市 20190117 20190516 5,033 (有)サンキ 石井設備設計務所

海洋高校 普通教室空調設備設置工事 ひたちなか市 20190118 20190519 18,793 (株)宮本冷機 石井設備設計務所

鹿島特別支援学校 管理・教室棟外部改修工事 鹿嶋市 20191212 20200421 40,029 興民建設(株) タチハラ設計工房

鹿島特別支援学校 普通教室棟外部改修工事 鹿嶋市 20191219 20200428 35,530 幸武建設(株) タチハラ設計工房

鹿島灘高校 普通教室空調設置電気設備工事 鹿嶋市 20190228 20190627 14,278 メイデン(株) アサノ設備設計事務所

鹿島灘高校 普通教室空調設備設置工事 鹿嶋市 20190228 20190621 23,339 大洋設備工業(株) アサノ設備設計事務所

勝田高校 給水設備他改修工事 ひたちなか市 20191121 20200315 32,670 (株)明治商会 飛田設計工房

勝田工業高校 普通教室空調設置電気設備工事 ひたちなか市 20190124 20190516 8,986 (株)久工 石井設備設計務所

勝田工業高校 普通教室空調設備設置工事 ひたちなか市 20190124 20190510 21,751 (株)新栄設備工業 石井設備設計務所

勝田工業高校 格技場床改修工事 ひたちなか市 20191024 20200214 16,025 (有)太田建設工業 (有)藤建築事務所

神栖高校 普通教室空調設置電気設備工事 神栖市 20190307 20190629 11,102 青塚電気工事(株) アサノ設備設計事務所

神栖高校 普通教室空調設備設置工事 神栖市 20190307 20190626 26,816 (株)鹿島冷熱 アサノ設備設計事務所

茎崎高校 普通教室空調設置電気設備工事 つくば市 20190117 20190507 12,587 大勝電設(株) 飛田設計工房

茎崎高校 普通教室空調設備設置工事 つくば市 20190117 20190507 18,230 伊奈工業(株) 飛田設計工房

茎崎高校 体育館屋根塗装改修工事 つくば市 20190606 20190924 13,489 (有)磯山建装工業 サカエ設計企画(有)

工事費（千円）

工事費（千円）

工事費（千円）

工事費（千円）
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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

古河中等教育学校 管理普通教室棟他トイレ改修工事 古河市 20190704 20190913 10,012 (株)三幸 軽部建築設計事務所

佐竹高校 普通教室空調設置電気設備工事 常陸太田市 20190228 20190621 11,502 三興電気(株) (有)柴原建築設備設計事務所

佐竹高校 普通教室空調設備設置工事 常陸太田市 20190221 20190618 9,715 (株)新晃設備 (有)柴原建築設備設計事務所

下妻第一高校 特別教室棟外部改修工事 下妻市 20191031 20200321 101,750 塚田建材(株) (有)マツオ・トータル・プランニング

下妻特別支援学校 体育館屋根防水改修工事 下妻市 20191026 20200306 27,093 (株)ヨシダ (株)福富建築設計事務所

大子清流高校 普通教室空調設置電気設備工事 久慈郡大子町 20190207 20190625 19,332 イガラシ綜業(株) (有)須藤設備事務所

大子清流高校 普通教室空調設備設置工事 久慈郡大子町 20190207 20190606 17,758 (株)新晃設備 (有)須藤設備事務所

大子特別支援学校 体育館屋根防水改修工事 久慈郡大子町 20191107 20200314 17,380 西野塗装工業(株) 千葉建築設計事務所

大子特別支援学校 昇降口屋根改修工事 久慈郡大子町 20191121 20200229 10,318 (株)進栄 千葉建築設計事務所

多賀高校 普通教室空調設置電気設備工事 日立市 20190131 20190625 13,662 金沢産業(株) (株)菊地設備設計事務所

多賀高校 普通教室空調設備設置工事 日立市 20190131 20190530 17,820 (株)日立管工所 (株)菊地設備設計事務所

高萩高校 受水槽更新工事 高萩市 20191107 20200305 16,775 (株)大成設備工業 (株)菊地設備設計事務所

高萩高校 普通教室空調設置電気設備工事 高萩市 20190214 20190607 15,347 川崎電興(株) (有)柴原建築設備設計事務所

高萩高校 普通教室空調設備設置工事 高萩市 20190117 20190516 17,188 (株)明治商会 (有)柴原建築設備設計事務所

高萩清松高校 普通教室空調設置電気設備工事 高萩市 20190131 20190530 16,254 矢野電設(株) (有)柴原建築設備設計事務所

高萩清松高校 普通教室空調設備設置工事 高萩市 20190131 20190530 17,662 飯村機電工業(株) (有)柴原建築設備設計事務所

竹園高校 普通教室棟屋上防水改修工事 つくば市 20191122 20200315 12,474 (株)川村産業 (株)建築設計室匠工房

玉造工業高校 体育館消火栓配管改修工事 行方市 20191128 20200205 3,300 (株)ササモト 飛田設計工房

玉造工業高校 実験実習Ｃ棟屋上防水改修工事 行方市 20191017 20200114 10,285 (有)梅沢塗装工業 一級建築士事務所三好設計

中央高校 体育館競技場天井改修工事 小美玉市 20190912 20200207 69,058 (株)マスダ塗装店 (株)団建築設計事務所

筑波高校 普通教室空調設置電気設備工事 つくば市 20190207 20190528 10,822 大堀電気工事(株) 飛田設計工房

筑波高校 普通教室空調設備設置工事 つくば市 20190207 20190527 11,610 (株)神立設備 飛田設計工房

つくば工科高校 電子機械科棟外壁塗装改修工事 つくば市 20191128 20200425 68,530 (株)川村産業 (株)のあ設計事務所

つくば特別支援学校 Ｂ棟空調設備更新工事 つくば市 20200319 20200929 25,421 (有)山口電気商会 (有)柴原建築設備設計事務所

土浦第三高校 体育館外壁塗装改修工事 土浦市 20191115 20200229 15,807 アオキ(株) (株)建築設計室匠工房

土浦特別支援学校 高等部棟外壁塗装改修工事 土浦市 20191031 20200309 25,498 (株)神山 (株)岡野建築設計事務所

土浦特別支援学校 特別教室棟他空調設備更新工事 土浦市 20190905 20191218 7,458 (株)飯塚工務店 (有)柴原建築設備設計事務所

東海高校 普通教室空調設置電気設備工事 那珂郡東海村 20181213 20190411 8,554 (有)協進電気 NASファシリティーズデザイン室

東海高校 普通教室空調設備設置工事 那珂郡東海村 20181213 20190411 14,186 (株)大成設備工業 NASファシリティーズデザイン室

東海高校 給水設備他改修工事 那珂郡東海村 20191128 20200322 17,875 (株)明治商会 飛田設計工房

友部特別支援学校 体育館屋根防水改修他工事 笠間市 20191121 20200225 27,005 マルヨシ技建工業(株) ペアデザインルーム

取手第二高校 管理普通教室棟昇降機設備設置工事 取手市 20200320 20200915 18,227 三菱電機ビルテクノサービス(株) (株)のあ設計事務所

那珂高校 管理棟外壁塗装改修工事 那珂市 20191107 20200211 18,049 (有)創美社 (有)藤建築事務所

那珂高校 体育館外壁塗装改修工事 那珂市 20191024 20200313 43,835 (株)大須賀工務店 (有)藤建築事務所

那珂湊高校 普通教室空調設置電気設備工事 ひたちなか市 20181220 20190418 26,039 三興電気(株) 石井設備設計務所

那珂湊高校 普通教室空調設備設置工事 ひたちなか市 20181214 20190412 25,056 野内商事(株) 石井設備設計務所

並木中等教育学校 本館他トイレ改修工事 つくば市 20190905 20200129 10,670 (株)飯塚工務店 サカエ設計企画(有)

並木中等教育学校 本館他トイレ改修電気設備工事 つくば市 20190803 20200129 5,904 (有)土信田電気 サカエ設計企画(有)

並木中等教育学校 本館他トイレ改修機械設備工事 つくば市 20190905 20200129 17,952 (株)テックフィールド サカエ設計企画(有)

波崎高校 消火栓配管改修工事 神栖市 20200123 20200731 17,739 (株)マルヰ設備 (有)柴原建築設備設計事務所

波崎柳川高校 管理棟他笠木改修工事 神栖市 20191128 20200311 30,877 森新建設(株) (有)エスピーキューブ

坂東総合高校 普通教室空調設置電気設備工事 坂東市 20190221 20190619 10,727 満和電気工業(株) (有)柴原建築設備設計事務所

坂東総合高校 普通教室空調設備設置工事 坂東市 20190223 20190613 8,019 鈴木商事(株) (有)柴原建築設備設計事務所

坂東総合高校 農業実習棟内部改修工事 坂東市 20191024 20200319 14,564 森田建設工業(株) (株)福富建築設計事務所

坂東総合高校 農業実習棟内部改修電気設備工事 坂東市 20191026 20200319 9,020 春山電気工業(株) (株)福富建築設計事務所

坂東総合高校 農業実習棟内部改修機械設備工事 坂東市 20191024 20200319 8,679 (株)平建設 (株)福富建築設計事務所

日立工業高校 普通教室空調設置電気設備工事 日立市 20190207 20190606 16,351 共栄通信工業(株) (株)菊地設備設計事務所

日立工業高校 普通教室空調設備設置工事 日立市 20190207 20190606 15,271 (株)明治商会 (株)菊地設備設計事務所

日立商業高校 普通教室空調設置電気設備工事 日立市 20181220 20190418 16,556 湖南電設(株) NASファシリティーズデザイン室

日立商業高校 普通教室空調設備設置工事 日立市 20181213 20190411 17,150 ストウ工業(株) NASファシリティーズデザイン室

日立第一高校 部室屋根外壁塗装改修工事 日立市 20191114 20200203 8,085 相賀塗装(株) 千葉建築設計事務所

日立第二高校 普通教室空調設置電気設備工事 日立市 20190214 20190613 18,133 共栄通信工業(株) (株)菊地設備設計事務所

日立第二高校 普通教室空調設備設置工事 日立市 20190214 20190613 17,096 中央工業(株) (株)菊地設備設計事務所

日立第二高校 普通特別教室棟屋上防水改修工事 日立市 20191123 20200220 11,286 東洋技建(株) 千葉建築設計事務所

藤代紫水高校 特別教室棟屋上防水改修工事 取手市 20191114 20200221 12,683 柳澤工業(株) (株)中山設計事務所

真壁高校 普通教室空調設置電気設備工事 桜川市 20190131 20190517 12,172 (株)平和電気 真(まこと)設備設計

真壁高校 普通教室空調設備設置工事 桜川市 20190131 20190514 14,040 関彰エンジニアリング(株) 真(まこと)設備設計

水戸飯富特別支援学校 高等部特別教室棟他外部改修工事 水戸市 20200130 20200627 59,840 (株)マスダ塗装店 (株)石川建築研究所

水戸工業高校 実習棟（Ｂ棟）他煙突改修工事 水戸市 20181213 20190410 17,248 (株)マスダ塗装店 (株)美景総合建築設計室

水戸工業高校 実習棟（Ｄ棟）屋根改修工事 水戸市 20191031 20200121 17,743 (株)水戸住宅設備機器センター (株)測地設計コンサルタント

水戸高等特別支援学校 トイレ改修工事 水戸市 20190620 20190917 12,485 (株)水戸住宅設備機器センター (有)宮本建築アトリエ

水戸桜ノ牧高校 特別教室棟外部改修工事 水戸市 20191012 20200207 25,410 (株)大棟建設工業 (株)測地設計コンサルタント

水戸桜ノ牧高校常北校 普通教室空調設備設置工事 東茨城郡城里町 20190117 20190516 7,738 茨城店舗設備(株) (有)須藤設備事務所

水戸桜ノ牧高校常北校 普通教室空調設置電気設備工事 東茨城郡城里町 20190118 20190516 9,180 松本電工(株) (有)須藤設備事務所

水戸桜ノ牧高校常北校 特別教室棟外部改修工事 東茨城郡城里町 20191107 20200305 41,435 アイワ建設(株) (株)測地設計コンサルタント

水戸特別支援学校 体育館屋根防水改修工事 水戸市 20191128 20200315 18,018 植田防水工業(株) (有)ムーブ建築設計事務所

水戸特別支援学校 小中学部棟屋上防水改修工事 水戸市 20191102 20200130 16,346 (株)ライズ (有)ムーブ建築設計事務所

水戸特別支援学校 高等部棟屋上防水改修工事 水戸市 20191031 20200128 13,530 水戸屋建設(株) (有)ムーブ建築設計事務所

水戸農業高校 普通教室空調設置電気設備工事 那珂市 20190207 20190619 35,802 石川電機(株) 高安設備設計室

水戸農業高校 普通教室空調設備設置工事 那珂市 20190207 20190621 22,032 東洋空調工業(株) 高安設備設計室

水戸南高校 普通教室空調設置電気設備工事 水戸市 20190214 20190613 10,174 清宮電気(株) 高安設備設計室

水戸南高校 普通教室空調設備設置工事 水戸市 20190214 20190613 23,706 (株)大成設備工業 高安設備設計室

水戸聾学校 寄宿舎宿泊棟改築外構工事 水戸市 20190321 20190718 33,480 常北建設工業(株) 増山栄・大野建築関連業務共同企業体

水戸聾学校 寄宿舎宿泊棟改築外構電気設備工事 水戸市 20190321 20190710 4,050 (有)電秀社 増山栄・大野建築関連業務共同企業体

水戸聾学校 中学部棟外壁塗装改修工事 水戸市 20191024 20200302 11,165 (株)アコオ (株)和田建築設計事務所

水戸聾学校 高等部棟外壁塗装改修工事 水戸市 20191024 20200302 14,399 (株)水戸住宅設備機器センター (株)和田建築設計事務所

工事費（千円）
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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

美浦特別支援学校 給水設備改修工事 稲敷郡美浦村 20191114 20200425 28,325 (株)関東エルエンジニアリング 飛田設計工房

守谷高校 受水槽更新工事 守谷市 20191107 20200219 15,982 (株)秋葉工業 石井設備設計務所

守谷高校 プール棟外壁他改修工事 守谷市 20191219 20200313 15,642 (株)ノーブルハウジング (株)のあ設計事務所

結城特別支援学校 第２プレイルーム屋根他改修工事 結城市 20191212 20200430 18,425 (株)関口建設 (有)マツオ・トータル・プランニング

116 2,252,615

●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 管理研修棟６階屋上防水改修工事 笠間市 20190704 20191001 11,396 水戸屋建設(株) ハナワ建築設計事務所(株)

1 11,396

●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

県立図書館 貴重書庫空調設備更新工事 水戸市 20190913 20200315 6,466 (株)エスエーイー (株)根本設備設計事務所

白浜少年自然の家 創作室内部・屋根改修工事 行方市 20191128 20200225 17,243 (株)二輝建設 一級建築士事務所三好設計

鹿行生涯学習センター・女性プラザ ボイラー更新工事 行方市 20191031 20200315 17,754 酒井鉄工所 飛田設計工房

3 41,462

●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 体育館他トイレ改修工事 那珂市 20181115 20190415 21,997 (有)太田建設工業 設計集団ビッグアース建築研究所

笠松運動公園 体育館他トイレ改修電気設備工事 那珂市 20181115 20190415 4,460 (有)勝田電気工業 設計集団ビッグアース建築研究所

笠松運動公園 体育館他トイレ改修機械設備工事 那珂市 20181115 20190415 16,486 (株)ナバナ工業 設計集団ビッグアース建築研究所

堀原運動公園 武道館外壁他改修工事 水戸市 20190117 20190814 125,496 株木建設(株) (株)河野正博建築設計事務所

堀原運動公園 給水ポンプ更新工事 水戸市 20190523 20190830 3,626 (株)上水戸大久保工務店 高安設備設計室

5 172,066

●教育庁文化課

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

陶芸美術館 空調・中央監視設備更新工事 笠間市 20190718 20200108 75,647 (株)イチゲ電設 (株)菊池設備設計事務所

1 75,647

●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

こころの医療センター デイケア棟屋上防水改修工事 笠間市 20191031 20200214 13,981 (株)菊正塗装店 ケーアイ住環境研究所

1 13,981

●議会事務局

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

議会棟 特別委員会室会議支援設備更新工事 水戸市 20190622 20191125 57,750 東日本電気興業(株) 川又設備計画

1 57,750

※網掛けの工事は，令和２年度継続工事です。

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）

工事費（千円）

工事費（千円）
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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

知事 (株)山本工務店

(株)岡部工務店

郡司建設（株）

知事 常総開発工業（株）

共栄通信工業（株）

（株）岡部工務店

山本・郡司特定建設工事共同企業体

松浦建設（株）

多賀土木（株）

常陽水道工業（株）

（株）岡本工務店

大堀電気工事（株）

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）

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

Ｈ２８

（５８回）

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

Ｈ２６

（５６回）

県立友部病院医療観察法病棟新築電気設備工事

知事

土浦第三高校管理・普通教室棟改築工事

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

知事

受賞業者名

知事

部長

受賞工事名

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

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

県立友部病院児童思春期デイケア棟新築工事

知事

部長

滑川第２アパート３号棟建設工事
部長

部長

水戸第二高校普通・特別教室棟新築復旧工事

Ｈ２５

（５５回）

中央児童相談所・一時保護所電気設備工事

知事

筑西児童相談所耐震補強及び大規模改修機械設備工事

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

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

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

知事

部長

下館第二高校普通教室棟改築電気設備工事

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

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

Ｈ２９

（５９回）
知事

土浦第三高校特別教室棟改築工事

美浦特別支援学校普通教室棟増築工事

部長

金沢アパート２２号棟住戸改善他工事

土浦第三高校特別教室棟改築衛生設備工事

古河中等教育学校多目的教室棟他増築工事

土浦第三高校特別教室棟改築電気設備工事

R1

（６１回）

都和アパート15号棟建設工事

部長
県南地区特別支援学校（仮称）高等部棟増築工事

土浦合同庁舎第一・第二分庁舎外壁改修工事

Ｈ３０

（６０回）

カシマサッカースタジアム屋根鉄骨修繕第３期工事

部長
工業技術センターIoT/食品棟新築電気設備工事

末広アパート１号棟他長寿命化工事
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８ 年度別主要工事一覧（過去１０年間） 

年 度 主 要 工 事 名 

令和元年度 

内水面支場研究棟新築工事，内水面支場魚類飼育実験棟新築工事，県庁内保育所整備工

事，カシマサッカースタジアム屋根鉄骨修繕工事（８期），県民文化センターコンベンション機能

増設工事，高萩高校普通教室空調設備設置工事（他 26 校） 

平成３０年度 

県南地区特別支援学校（仮称）高等部棟増築工事，県南地区特別支援学校（仮称）小中学部

棟改修・外構工事，水戸聾学校寄宿舎宿泊棟改築工事，農業大学校長岡校露地野菜実習棟

新築工事，生物工学研究所種苗管理施設新築工事，カシマサッカースタジアム屋根鉄骨修繕

工事（５期，６期，７期），水戸合同庁舎ヒートポンプ更新工事 

平成２９年度 

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，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，工業技術

センターloT/食品棟新築工事，伊奈特別支援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，カシマサッカースタジアム屋根鉄骨修繕工事（３期，４期），近代美術館空

調設備他改修工事 

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 
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