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長 

 

庶   務 

建 築 第 一

 
 建築第一担当 

企   画 

建 築 第 二

 
 建築第一担当 

電 気 設 備

 
 建築第一担当 

機 械 設 備

 
 建築第一担当 

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、主任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、係長２、技師２ 

〈 建築工事の設計・発注・監督 〉 

監督 

課長補佐１、係長１、主任２、技師１ 

〈 電気設備工事の設計・発注・監督 〉 

監督 

課長補佐１、技師４ 

〈 機械設備工事の設計・発注・監督 〉 

監督 

技  佐（設備） 

職員数 

5人

1人



 

２ 令和２年度各部局別工事件数及び執行状況 

令和３年３月３１日現在   

部 局 名

総 務 部 １８ ６３０,０７０

政 策 企 画 部 ０ ０

県 民 生 活 環 境 部 ７ ３２４,９９３

防災・危機管理部 ２ ９２,３６７

保 健 福 祉 部 １２ ２７４,８５７

営 業 戦 略 部 ０ ０

産 業 戦 略 部 ９ ２５５,５５９

農 林 水 産 部 ７ ２１６,８２７

土 木 部 ８ ２０４,２３９

教 育 庁 １０１ ２,５１３,８３４

病 院 局 ０ ０

議 会 事 務 局 １ ９,６１４

計 １６５ ４,５２２,３６０

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３年度営繕課主要工事マップ  

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

日立児童相談所 
施設改修工事 

鉾田児童相談所 
施設移転改修工事 

カシマサッカースタジアム 
屋根鉄骨修繕工事（第９期） 

土浦児童相談所 
施設改修工事 

⑨ 

筑西保健所 
移転・改修工事 

⑬ 

筑波山山頂 
トイレ改修工事 

新築・増改築工事 

（凡例） 

改修工事 

県立高校長寿命化改修工事（全13校）

教室棟 屋内運動場 寄宿舎 教室棟 屋内運動場 寄宿舎

①取手第一高校 ○ ⑧境高校 ○

②水戸第三高校 ○ ⑨つくば工科高校 ○

③水戸農業高校 ○ ○ ⑩水海道第二高校 ○

④古河第三高校 ○ ⑪鹿島高校 ○

⑤太田第一高校 ○ ⑫下館第一高校 ○

⑥水戸工業高校 ○ ⑬石下紫峰高校 ○

⑦古河第一高校 ○

整備対象棟
学校名

整備対象棟
学校名



           

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－２ 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



　

　

５　令和２年度建設主要建築物概要

工事名　産業技術IC食品中間工業試験棟改修工事

所 在 地 東茨城郡茨城町長岡3781-1

設 計 ・ 監 理 柴建築設計事務所

構 造 ・ 規 模 鉄骨造　地上1階建

建 築 面 積 728㎡

延 べ 面 積 728㎡

工 事 期 間 令和2年8月6日～令和2年11月30日

総 工 事 費 139,271千円

【改修後平面図】

【着工前外観】

【完成後外観】

素材加工試験室

分析評価室

共同試験・振動試験室

測定室3 測定室1・２

共同研究室1

書庫

倉庫

開放試験室（試作室）

開放試験室（分析

開放試験室（試作室）

菌類培養室1

菌類培養室2

恒温室1

恒温室2

汽缶室

原料室

試作室 恒温室A
恒温室C恒温

培養室

無菌室

酵母菌

乳酸菌培養室

恒温室B

菓子試作室 研修室

湯沸

LWC

概要
産業技術イノベーションセンターでは、企業の

イノベーション創出をリードするため、宇宙、先

端材料、ＩＴ・ＡＩ・ロボットなどに関する先導

的研究やビジネス創出支援、製品開発に積極的な

意欲ある企業の支援などを重点化している一方で、

既存施設には、宇宙分野などに用いられる先端的

な材料やＡＩなどの先導的な研究を実施するため

に必要な環境が不足しておりました。

これを解決する一環として、平成29年度にＩＯ

Ｔ/食品棟に機能を移転し、未利用となっていた食

品中間工業試験棟（昭和46年築）を改修し、宇宙

関連の先端的な材料開発を行うための実験室等の

整備を行いました。

【改修前平面図】

共同研究室2



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

産業技術IC食品中間工業試験棟改修工事

主要仕上

カラー長尺亜鉛鋼板瓦棒葺き

カラーガルバリウム鋼板角波サイディング張り

化粧石膏ボード

石膏ボード　他

ビニル床シート　他

施 工 者

（株）田村工務店

江沼電機工業（株）

菊地設備工業（株）

電気設備

１回線受電、３相３線式、６.６kV、５０Ｈｚ

３相１００kVA×１台

ＬＥＤ照明、空調用動力　３相３線式２００Ｖ

機械設備

パッケージエアコン、換気扇　他

既存給水設備へ接続

電気式温水器

既存下水設備へ接続

【開放試験室（試作室）】

（着工前）

（完成後）

【素材加工試験室】

【廊下】

【廊下】



６　令和２年度部局別工事施工一覧
R3.3.31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

境合同庁舎 屋上防水改修工事 猿島郡境町 20200627 20200924 13,673 （株）ノーブルハウジング (有)田中設計事務所

行方合同庁舎 倉庫・車庫棟他外部改修工事 行方市 20200702 20200929 6,376 マツザキマテリアル（株） (有)原建築事務所

鉾田合同庁舎 付属庁舎棟外壁改修工事 鉾田市 20200702 20201130 27,610 藤井建設（株） (有)原建築事務所

県庁舎 窓際空調更新電気設備工事（第１期第１工区）水戸市 20200611 20210315 31,295 佐藤電設（株） (株)根本設備設計事務所

県庁舎 窓際空調更新電気設備工事（第１期第２工区）水戸市 20200611 20210315 31,680 （株）ハレルヤ産業 (株)根本設備設計事務所

県庁舎 窓際空調更新電気設備工事（第１期第３工区）水戸市 20200611 20210205 16,564 （株）エンドウ電設 (株)根本設備設計事務所

大子合同庁舎 空調改修電気設備工事 久慈郡大子町 20200618 20201214 12,780 川崎電興（株） (有)須藤設備事務所

高萩合同庁舎 非常用発電設備設置工事 高萩市 20201008 20210305 33,737 矢野電設（株） (有)東匠設計事務所

筑西合同庁舎 非常用発電設備更新工事 筑西市 20200806 20210201 44,803 （株）関東エルエンジニアリング (有)東匠設計事務所

土浦合同庁舎 第一分庁舎非常用発電設備設置工事 土浦市 20200806 20210102 34,650 （株）須藤電気 (有)柴原建築設備設計事務所

土浦合同庁舎 本庁舎昇降機増築電気設備工事 土浦市 20200808 20210226 15,576 市村電気工業（株） (株)増山栄建築設計事務所

鉾田合同庁舎 電話設備更新工事 鉾田市 20200704 20201001 14,630 東日本電気興業（株） 峯島設備設計事務所

水戸合同庁舎 無停電電源装置更新工事 水戸市 20200604 20201029 32,230 矢野電設（株） 真（まこと）設備設計

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

県庁舎 窓際空調更新機械設備工事（第１期第１工区）水戸市 20200611 20210315 79,310 第一熱学建設（株） (株)根本設備設計事務所

県庁舎 窓際空調更新機械設備工事（第１期第２工区）水戸市 20200611 20210315 77,912 （株）スガヤ (株)根本設備設計事務所

県庁舎 窓際空調更新機械設備工事（第１期第３工区）水戸市 20200611 20210205 40,689 （株）マルシン (株)根本設備設計事務所

大子合同庁舎 空調設備改修工事 久慈郡大子町 20200618 20201214 46,376 （株）明治商会 (有)須藤設備事務所

18 630,070

●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

県民文化センター 展示棟屋上防水改修工事 水戸市 20201029 20210126 37,334 植田防水工業（株） （株）早川建築事務所

三の丸庁舎 ３階内装改修工事 水戸市 20200528 20200917 3,230 （有）石川建設工業 (株)和田建築設計事務所

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

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

アクアワールド大洗 空調熱源設備更新工事（第２期） 東茨城郡大洗町 20200521 20210122 57,288 （株）マルシン （有）須藤設備事務所

県民文化センター ボイラー設備改修工事 水戸市 20200604 20201231 30,733 高橋商事（株） (有)柴原建築設備設計事務所

狩猟者研修センター 給水設備改修工事 笠間市 20201029 20210315 14,256 （株）新栄設備工業 （有）須藤設備事務所

7 324,993

●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 寮舎外部改修工事 東茨城郡茨城町 20200716 20210108 68,750 （株）松浦工務店 (株)藤井設計

消防学校 管理棟外壁塗装改修工事 東茨城郡茨城町 20200917 20210218 23,617 斉藤菊正塗工（株） (株)藤井設計

2 92,367

●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 うめ寮他２棟屋上防水改修工事 水戸市 20201112 20210315 34,342 （株）カシワ （株）戸頃建築設計事務所

あすなろの郷 新棟２階床改修工事 水戸市 20201112 20210308 16,964 （株）戸塚建設 （株）戸頃建築設計事務所

医療大学付属病院 外壁改修工事 稲敷郡阿見町 20191205 20200416 53,086 松浦建設（株） 村田建築都市研究所　一級建築士事務所

医療大学付属病院 第２期外壁改修工事 稲敷郡阿見町 20200903 20201216 51,216 細谷建設工業（株） 村田建築都市研究所　一級建築士事務所

古河保健所 車庫改修工事 古河市 20200903 20201201 7,302 （株）小松工務店 (有)田中設計事務所

視覚障害者福祉センター 外壁塗装改修工事 水戸市 20201008 20210105 7,447 （株）アコオ (株)美景総合建築設計室

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

青少年会館 電気設備更新工事 水戸市 20200903 20210115 9,130 （株）飯島電気工業 真（まこと）設備設計

つくば保健所 受変電設備更新工事 つくば市 20200917 20210213 16,236 都和電設工業（株） (有)柴原建築設備設計事務所

土浦児童相談所 照明設備改修工事 土浦市 20200604 20200911 7,337 （有）高野電気工業 峯島設備設計事務所

いばらき予防医学プラザ 吸収式冷温水機更新工事（１号機） 水戸市 20200604 20201230 52,019 （株）水戸住宅設備機器センター （株）根本設備設計事務所

土浦児童相談所 トイレ改修工事 土浦市 20200730 20201126 10,802 常盤工事（株） 石川賢一建築研究所

12 274,857

●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

産業技術ＩＣ 食品中間工業試験棟改修工事 東茨城郡茨城町 20200806 20201130 53,647 （株）田村工務店 (株)柴建築設計事務所

筑西技専 本館屋上防水改修工事 筑西市 20200903 20201201 6,435 （株）ミズヨケ （有）アーキテック

いばらき就職支援センター 直流電源装置更新等工事 水戸市 20200625 20201221 16,060 佐藤電設（株） 真（まこと）設備設計

産業技術ＩＣ 食品中間工業試験棟改修電気設備工事 東茨城郡茨城町 20200806 20201218 71,159 江沼電機工業（株） (株)柴建築設計事務所

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

いばらき就職支援センター 受水槽更新工事 水戸市 20200606 20201003 6,237 （株）エスエーイー (株)根本設備設計事務所

産業技術ＩＣ 食品中間工業試験棟改修機械設備工事 東茨城郡茨城町 20200806 20201218 14,465 菊地設備工業（株） (株)柴建築設計事務所

職業人材育成センター 研修棟他給排水設備更新工事 水戸市 20201008 20210325 11,854 アクアテクノ（株） (株)菊地設備設計事務所

土浦技専 新館空調設備更新工事 土浦市 20200702 20201228 37,972 （株）アクアプラントテック (有)柴原建築設備設計事務所

9 255,559

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）



●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

園芸種苗センター 生産管理棟屋根塗装改修工事 水戸市 20201008 20201205 5,500 西野塗装工業（株） (株)安達建築設計事務所

笠間地域農業改良普及センター 防水改修工事 笠間市 20200514 20200630 2,893 植田防水工業（株） (株)藤井設計

畜産センター 堆肥舎堆肥化処理施設新築工事 石岡市 20201126 20210323 36,889 池田林業（株） (株)眞建築設計室

畜産センター 先端技術実験棟外壁改修工事 石岡市 20201126 20210322 10,494 （株）松永工務店 (株)眞建築設計室

結城農業改良普及センター 屋根外壁塗装改修工事 結城郡八千代町 20200806 20201203 28,072 常愛建設（同） （有）アーキテック

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)早川建築設計事務所

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)早川建築設計事務所

7 216,827

●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

霞ヶ浦浄化センター 管理棟屋上防水改修工事 土浦市 20200806 20201023 40,799 （有）神原防水工業 （株）andHAND建築設計事務所

土浦土木事務所 トイレ改修工事 土浦市 20201015 20210312 21,566 佐々木建設（株） （株）横島設計

鉾田工事事務所 事務所棟外壁他改修工事 鉾田市 20200625 20201016 26,004 （株）中央建設 一級建築士事務所　三好設計

霞ケ浦総合公園 空調設備改修電気設備工事 土浦市 20200829 20210125 34,639 市村電気工業（株） (株)菊地設備設計事務所

土浦土木事務所 トイレ改修電気設備工事 土浦市 20201008 20210315 7,428 （株）鈴木電気工事 （株）横島設計

洞峰公園 プール棟電源改修工事 つくば市 20200820 20201217 7,330 中山電業（株） 真（まこと）設備設計

霞ケ浦総合公園 空調設備改修工事 土浦市 20200827 20210123 51,040 （株）テックフィールド (株)菊地設備設計事務所

土浦土木事務所 トイレ改修機械設備工事 土浦市 20201022 20210315 15,433 （株）広伝 （株）横島設計

8 204,239

●教育庁財務課

工事箇所名 工事名 所在地 着工年月日 完了年月日 施工業者 設計者

麻生高校 管理棟トイレ改修工事 行方市 20191128 20200415 25,960 （株）鹿島冷熱 一級建築士事務所　三好設計

石岡第二高校 エレベーター棟増築工事 石岡市 20200702 20201204 64,350 平成建設（株） （有）長塚建築設計事務所

石岡特別支援学校 体育館外部改修工事 石岡市 20201024 20210205 10,087 アオキ（株） (有)秋山建築設計事務所

太田第一高校 給食室改修工事 常陸太田市 20200528 20201023 6,148 大和建設工業（有） 日土建設コンサルタント(株)

鹿島高校 普通教室棟エレベーター棟増築工事 鹿嶋市 20200709 20210205 71,390 （株）江口工務店 （株）匠建築研究室

鹿島特別支援学校 管理・教室棟外部改修工事 鹿嶋市 20191212 20200421 40,634 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 37,400 幸武建設（株） タチハラ設計工房

鹿島特別支援学校 小学部棟他外部改修工事 鹿嶋市 20201022 20210218 57,860 森新建設（株） (有)AkH建築設計室

鹿島特別支援学校 管理棟他トイレ改修工事 鹿嶋市 20200716 20201112 9,559 （株）鹿島冷熱 (有)AkH建築設計室

勝田高校 普通教室棟エレベーター棟増築工事 ひたちなか市 20200917 20210330 91,630 （株）秋山工務店 (株)エイプラス・デザイン

旧土浦中学校 本館漆喰壁補修工事 土浦市 20201003 20210301 14,897 （株）根子左 （公財）文化財建造物保存協会

境高校 武道場屋根改修工事 猿島郡境町 20201029 20210225 8,901 （株）小川建設 (有)アーキテック

三和高校 昇降口特別棟硝子ブロック他改修工事 古河市 20201029 20210225 19,976 （株）平建設 (有)アーキテック

下館第一高校 特別教室棟エレベーター棟増築工事 筑西市 20200618 20210205 86,460 （株）小薬建設 (株)横須賀満夫建築設計事務所

高萩高校 体育館外部改修工事 高萩市 20201015 20210222 70,400 日立土木（株） 瀬谷建築設計事務所

竹園高校 格技場外部改修工事 つくば市 20201112 20210315 12,846 （株）大島工務店 (有)秋山建築設計事務所

竹園高校 体育館屋根防水改修工事 つくば市 20201022 20210129 6,666 （株）タケイ・アーツ (有)秋山建築設計事務所

玉造工業高校 実験実習Ａ棟外壁塗装改修工事 行方市 20201107 20210218 33,319 アオキ（株） (有)AkH建築設計室

中央高校 西棟外壁塗装改修工事 小美玉市 20201001 20210315 46,112 （株）神山 （有）汎連合設計

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 68,299 （株）川村産業 (株)のあ設計事務所

土浦湖北高校 普通教室棟外部改修工事 土浦市 20201015 20210305 52,140 増川建設（株） (株)若柳建築事務所

土浦湖北高校 管理棟外部改修工事 土浦市 20201015 20210205 31,073 （株）幸田 (株)若柳建築事務所

土浦第一高校 管理棟外壁塗装改修工事 土浦市 20200528 20200923 36,069 興民建設（株） （株）建築設計室匠工房

土浦第一高校 体育館技術室増築工事 土浦市 20200702 20201127 24,904 土浦木工（株） (株)篠崎建築設計事務所

土浦第一高校 普通教室棟エレベーター棟増築工事 土浦市 20201008 20210305 63,756 （株）山本工務店 つくば建築設計事務所(株)

土浦特別支援学校 管理教室棟他屋上防水改修工事 土浦市 20201126 20210223 20,526 中山技研（株） （株）友水設計

土浦特別支援学校 バス待合スペース新築工事 土浦市 20201008 20210302 9,955 （有）豊敏工業 （株）友水設計

土浦特別支援学校 管理棟他トイレ改修工事 土浦市 20200709 20201028 7,376 （株）ムラマツ (株)増山栄建築設計事務所

友部特別支援学校 特別教室棟外壁塗装改修工事 笠間市 20201003 20201231 16,291 （有）江幡塗装工業 （有）汎連合設計

那珂湊高校 管理特別教室棟外壁塗装改修工事 ひたちなか市 20201105 20210304 71,225 （株）アコオ 緑祥建築設計事務所

那珂湊高校 管理特別教室棟屋上防水改修工事 ひたちなか市 20201105 20210304 20,724 （株）日立東亜建工 緑祥建築設計事務所

並木中等教育学校 体育館他外壁塗装改修工事 つくば市 20201015 20210312 70,345 興民建設（株） サカエ設計企画(有)

日立北高校 部室外壁塗装改修工事 日立市 20201126 20210326 9,790 日立建塗工業（株） 神永建築設計事務所

日立商業高校 プール解体工事 日立市 20201126 20210315 18,161 （株）アコオ 神永建築設計事務所

日立第一高校 本館屋上防水改修工事 日立市 20201126 20210310 17,523 （株）日立塗工店 神永建築設計事務所

鉾田第一高校 普通教室棟エレベーター棟増築工事 鉾田市 20200618 20210123 76,857 水戸土建工業（株） （株）エイプラス・デザイン

真壁高校 食品化学実験棟屋上防水改修工事 桜川市 20201022 20210119 10,593 （有）技建工業 (有)アーキテック

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 62,304 （株）マスダ塗装店 （株）石川建築研究所

水戸飯富特別支援学校 キャノピー改修工事 水戸市 20201015 20210219 15,963 田辺工業（株） (株)美景総合建築設計室

水戸飯富特別支援学校 特別教室棟外壁塗装改修工事 水戸市 20201001 20210125 14,113 （株）菊正塗装店 (株)美景総合建築設計室

水戸第一高校 技術室増築他工事 水戸市 20200730 20210315 24,574 （株）東建商 (株)パル綜合設計

水戸第一高校 ２号館パントリー増築工事 水戸市 20200903 20210228 12,463 （株）水戸住宅設備機器センター (株)河野正博建築設計事務所

水戸聾学校 食堂浴室棟煙突撤去工事 水戸市 20201210 20210309 17,886 （株）アコオ 鎌田建築アトリエ

水戸聾学校 小学部棟外壁塗装改修工事 水戸市 20201008 20210224 8,987 桧山化研（株） 鎌田建築アトリエ

盲学校 寄宿舎屋上防水改修工事 水戸市 20201015 20210127 18,678 （株）アコオ （株）四方建築設計事務所

盲学校 ３号館外壁塗装改修工事 水戸市 20201015 20210216 15,675 水戸屋建設（株） （株）四方建築設計事務所

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 20,889 （株）関口建設 （有）マツオ・トータル・プランニング

竜ケ崎第二高校 特別教室棟屋上笠木改修工事 龍ケ崎市 20201217 20210315 24,013 池田建装（株） (有)常総企画

伊奈特別支援学校 プレイルーム棟空調設備設置電気設備工事 つくばみらい市 20201022 20210215 9,364 都和電設工業（株） (株)根本設備設計事務所

内原特別支援学校 プレイルーム棟空調設備設置電気設備工事 水戸市 20201029 20210225 6,358 （有）綿引電設 (有)須藤設備事務所

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

太田第一高校 管理教室棟空調設備更新電気設備工事 常陸太田市 20201001 20210226 9,229 （株）藤田電機 (有)須藤設備事務所

太田第一高校 給食室改修電気設備工事 常陸太田市 20200528 20201022 10,857 宇田電機（株） 日土建設コンサルタント(株)

鹿島高校 普通教室棟エレベーター棟増築電気設備工事 鹿嶋市 20200709 20210226 10,032 青塚電気工事（株） （株）匠建築研究室

下館第一高校 特別教室棟エレベーター棟増築電気設備工事 筑西市 20200617 20210205 10,802 （株）ミワ電気 (株)横須賀満夫建築設計事務所

土浦湖北高校 普通教室棟空調更新電気設備工事 土浦市 20201105 20210319 7,502 （株）須藤電気商会 (株)根本設備設計事務所

土浦第一高校 体育館技術室増築電気設備工事 土浦市 20200702 20201127 6,713 （有）土信田電気 (株)篠崎建築設計事務所

土浦第一高校 普通教室棟エレベーター棟増築電気設備工事 土浦市 20200917 20210306 8,569 （有）中沢電気 つくば建築設計事務所(株)

土浦第二高校 教室棟他普通教室空調更新電気設備工事 土浦市 20201001 20210219 25,025 （株）竹内電気 (有)柴原建築設備設計事務所

土浦特別支援学校 管理棟他トイレ改修電気設備工事 土浦市 20200709 20201020 6,369 筑波電気工事（株） (株)増山栄建築設計事務所

友部特別支援学校他 プレイルーム空調設備設置電気設備工事 笠間市 20201022 20210315 11,473 （株）久工 ＮＡＳファシリティーデザイン室

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

水戸第一高校 ２，４号館空調設備更新電気設備工事 水戸市 20201001 20210315 11,000 三興電気（株） (株)菊地設備設計事務所

水戸第一高校 技術室増築他電気設備工事 水戸市 20200730 20210315 8,316 （株）ナカテック (株)パル綜合設計

水戸特別支援学校 非常用発電設備更新工事 水戸市 20201008 20210306 14,806 大堀メンテナンス（株） 峯島設備設計事務所

美浦特別支援学校 プレイルーム棟空調設置電気設備工事 稲敷郡美浦村 20201015 20210211 6,126 （有）蛯電工業 (株)根本設備設計事務所

麻生高校 管理棟トイレ改修機械設備工事 行方市 20191128 20200415 14,366 （株）マルシン 一級建築士事務所　三好設計

麻生高校 受水槽更新工事 行方市 20201105 20210304 13,112 酒井鉄工所 （有）柴原建築設備設計事務所

伊奈特別支援学校 プレイルーム棟空調設備設置工事 つくばみらい市 20201022 20210215 8,272 （株）飯塚工務店 (株)根本設備設計事務所

内原特別支援学校 プレイルーム棟空調設備設置工事 水戸市 20201029 20210225 7,392 小河原設備工業（株） (有)須藤設備事務所

太田第一高校 管理教室棟空調設備更新工事 常陸太田市 20201001 20210226 24,673 （株）大成設備工業 (有)須藤設備事務所

太田第一高校 給食室改修機械設備工事 常陸太田市 20200528 20201023 5,313 （株）八丈建設 日土建設コンサルタント(株)

鹿島特別支援学校 管理棟他トイレ改修機械設備工事 鹿嶋市 20200717 20201113 7,920 フジテック（有） (有)AkH建築設計室

勝田特別支援学校 プレイルーム棟空調設備設置他工事 ひたちなか市 20201210 20210319 15,345 ストウ工業（株） (有)須藤設備事務所

協和特別支援学校 体育館トイレ改修工事 筑西市 20200704 20201031 8,657 中嶋工業（有） （有）杉田建築設計事務所

玉造工業高校 実習棟（Ａ棟）給水管改修工事 行方市 20200618 20201029 15,620 大洋設備工業（株） (株)菊地設備設計事務所

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

土浦湖北高校 普通教室棟空調設備更新工事 土浦市 20201105 20210319 26,796 常盤工事（株） (株)根本設備設計事務所

土浦第二高校 教室棟他普通教室空調設備更新工事 土浦市 20201001 20210215 28,963 （有）山口電気商会 (有)柴原建築設備設計事務所

土浦特別支援学校 管理棟他トイレ改修機械設備工事 土浦市 20200709 20201020 10,615 （株）阿部工業 (株)増山栄建築設計事務所

友部特別支援学校他 プレイルーム空調設備設置工事 笠間市 20201022 20210317 5,269 （株）ゴミタ ＮＡＳファシリティーデザイン室

波崎高校 消火栓配管改修工事 神栖市 20200123 20200731 18,788 （株）マルヰ設備 (有)柴原建築設備設計事務所

波崎柳川高校 給水管改修工事 神栖市 20200604 20210129 40,436 村上工業（株） (株)菊地設備設計事務所

水戸飯富特別支援学校 管理棟他トイレ改修工事 水戸市 20200711 20201008 6,479 計装システム（株） （有）エスティエス設計

水戸第一高校 ２，４号館空調設備更新工事 水戸市 20201001 20210315 39,323 （株）新栄設備工業 (株)菊地設備設計事務所

水戸第三高校 管理特別教室棟給水管改修工事 水戸市 20200606 20210202 23,551 （株）アイカン (株)根本設備設計事務所

水戸聾学校 寄宿舎棟給湯設備改修工事 水戸市 20201015 20210128 12,502 横須賀工業（株） （有）須藤設備事務所

美浦特別支援学校 給水設備改修工事 稲敷郡美浦村 20191114 20200425 33,990 （株）関東エルエンジニアリング 飛田設計工房

美浦特別支援学校 プレイルーム棟空調設備設置工事 稲敷郡美浦村 20201015 20210211 7,773 （株）稲敷空調サービス (株)根本設備設計事務所

結城特別支援学校 管理棟他トイレ改修工事 結城市 20200704 20200923 8,899 （有）倉本設備 （有）杉田建築設計事務所

結城特別支援学校 プレイルーム棟空調設備設置工事 結城市 20201029 20210210 7,568 （株）平建設 (株)菊地設備設計事務所

90 2,173,558

●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

中央青年の家 浴室棟屋根防水改修工事 土浦市 20201224 20210315 4,686 柳澤工業（株） (有)常総企画

県立図書館 自動火災報知設備更新工事 水戸市 20201119 20210322 31,548 ニッタン（株） （株）宮本設計事務所

さしま少年自然の家 ボイラー設備更新工事 猿島郡境町 20201008 20210306 11,880 （株）野村住設工業 ＮＡＳファシリティーデザイン室

3 48,114

●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屋根本復旧工事 那珂市 20201021 20210308 19,800 りんかい日産建設（株） (株)三上建築事務所

笠松運動公園 陸上競技場スタンド屋根応急復旧工事 那珂市 20200721 20210308 19,140 りんかい日産建設（株） (株)三上建築事務所

堀原運動公園 武道館大道場冷却塔設備更新工事 水戸市 20201112 20210319 18,442 サイワイ商事（株） （有）須藤設備事務所

3 57,382

●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

土浦地区乙戸南教職員住宅 解体工事 土浦市 20200625 20201022 23,562 （株）フルヤ建商 石川賢一建築研究所

土浦地区下高津教職員住宅 解体工事 土浦市 20200625 20200922 15,378 小桜建設（株） 石川賢一建築研究所

2 38,940

●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

天心記念五浦美術館 空調熱源設備他改修電気設備工事 北茨城市 20200820 20210317 34,823 （株）イチゲ電設 (株)ニュージェック

天心記念五浦美術館 空調熱源設備改修工事 北茨城市 20200820 20210317 141,900 清和工業（株） (株)ニュージェック

天心記念五浦美術館 管理諸室空調設備改修工事 北茨城市 20200917 20210308 19,118 （株）ナバナ工業 (株)ニュージェック

3 195,841

●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 屋上トップライト防水改修工事 水戸市 20200618 20200911 9,614 （株）マスダ塗装店 (株)和田建築設計事務所

1 9,614

※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）



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 昭和建設（株）

部長 常総開発工業（株）

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

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

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

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

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

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

受賞工事名受賞業者名

知事

部長

知事

部長

部長

知事

知事

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

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

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

滑川第２アパート３号棟建設工事

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

筑西児童相談所耐震補強及び大規模改修機械設備工事

水戸農業高校管理教室棟新築復旧工事

R2

（６２回）

桜川西アパート102号棟建設工事

カシマサッカースタジアム屋根鉄骨修繕第８期工事

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

Ｈ２８

（５８回）

部長

下館第二高校普通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

Ｈ２９

（５９回）
知事

土浦第三高校特別教室棟改築工事



８ 年度別主要工事一覧（過去１０年間） 

年 度 主 要 工 事 名 

令和２年度 

天心記念五浦美術館空調熱源設備改修工事、産業技術 IC 食品中間工業試験等改修工事、

太田第一高校給食室改修工事（他６校）、水戸飯富特別支援学校管理棟他トイレ改修工事（他

４校） 

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 

 


