
～医療・老人福祉・障がい者施設関係～ 

施設名 年次 発注元 種別 構造・規模 

特別養護老人ホーム『セントラル阿見』 令和2年 （福）若竹会 新築 鉄骨造一部木造

（枠組壁工法） ３階 3,473㎡ 

特別養護老人ホーム 『やさと』 令和2年 （福）泰仁会 増築 木造平屋 1,350㎡ 

特別養護老人ホーム『けんちの里』 令和元年 （福）竹恵会 大規模改造 多床室プライバシー保護改修 
空調改修 

障がい者支援施設 『ときわ学園』 平成30年 （福）筑桜会 新築 RC造平屋 1,458㎡ 

特別養護老人ホーム 『白寿荘』 平成29年 （福）白十字会 増改築 Ｓ造３階 3,818㎡ 

特別養護老人ホーム 『酒々井苑』 平成29年 （福）徳栄会 新築 
基本設計 Ｓ造３階 4,687㎡ 

特別養護老人ホーム 
『まごころの杜』 平成28年 （福）関耀会 新築 木造２階 4,236㎡ 

特別養護老人ホーム 
『あかねサクラ館』 平成28年 （福）あかね会 新築 Ｓ造２階 3,098㎡ 

特別養護老人ホーム 

『筑水苑霞ヶ浦』 平成28年 （福）筑水苑 新築 木造平屋 3,654㎡ 

筑波キングス・ガーデン 
障がい者グループホーム・多機能型通所施設  

平成28年 (福）日本 
ｷﾝｸﾞｽ・ｶﾞｰﾃﾞﾝ 新築 木造平屋 1,285㎡ 

特別養護老人ホーム 『やまゆりの郷』 平成26年 （福）輝寿会 新築 Ｓ造２階 4,034㎡ 

筑波キングス・ガーデン 
ケアハウス 平成26年 (福）日本 

ｷﾝｸﾞｽ・ｶﾞｰﾃﾞﾝ 改築 ＲＣ造2階 2,733㎡ 

特別養護老人ホーム 『ﾙﾐｴ･ﾃﾞ･ｿﾚｲﾕ』 平成26年 （福）真民会 新築 Ｓ造２階 3,050㎡ 

地域密着型特別養護老人ホーム 
『トレランス田村』 平成25年 （福） 筑南会 新築 Ｓ造２階 2,150㎡ 

特別養護老人ホーム 『憩いの里』 平成25年 （福） 祥風会 増築 Ｓ造２階 797㎡ 

特別養護老人ホーム 『こほく』 平成25年 （福） 青洲会 新築 ＲＣ造2階 特養 3,874㎡ 
ディ  327㎡ 

特別養護老人ホーム 『愛宕園』 平成25年 （福）砂沼会 改築 ＲＣ造２階 3,119㎡ 

あずはた歯科 平成25年 小豆畑 拓夫 新築 木造２階 170㎡ 

筑西市蕨認知症グループホーム 平成25年 関彰商事㈱ 新築 木造１階 498㎡ 

地域密着型特別養護老人ホーム 
『もりの家サテライト』 平成24年 （福）霞桜会 新築 S造平屋 1,756㎡ 

地域密着型施設 『憩の杜』 
(認知症対応型通所・共同生活介護等)  平成24年 （福）青燈会 新築 S造平屋 985㎡ 

特別養護老人ホーム『飛羽の園』 平成23年 （福） 祥風会 増築 S造平屋  694㎡ 

特別養護老人ホーム 『延寿館』 平成23年 （福） 緑平会 新築 S造2階 3,680㎡ 

特別養護老人ホーム  『大地と大空』 平成22年 （福） 欣水会 新築 S造2階 3,462㎡ 

特別養護老人ホーム『新つくばホーム』 平成22年 （福） 筑南会 大規模改修 RC造2階 1,938㎡ 

特別養護老人ホーム 『峰林荘』 平成22年 （福） 峰林会 増築・改築 S造2階 3,395㎡ 

ケアサポート田村（小規模多機能型居宅介護） 平成20年 （福） 筑南会 改修 S造2階 851㎡ 

特別養護老人ホーム 『加養の里』 平成19年 （福） 康明会 新築 RC造2階  3,310㎡ 

特別養護老人ホーム 『木の花さくや』 平成19年 （福） のぞみ会 新築 S造2階  3,847㎡ 



～児童福祉施設関係（保育所等）～ 

施設名 年次 発注元 種別 構造・規模 

みらいのもり保育園 令和元年 （福）関耀会 新築 Ｓ造２階 1,281㎡ 

南十字保育園 令和元年 （福）和幸会 新築 Ｗ造２階 950㎡ 

みどり流星こども園 平成29年 （学）宮本学園 新築 Ｓ造１階 845㎡ 

つくば国際保育園 平成29年 （学）霞ヶ浦学園 改築 Ｓ造２階 975㎡ 

つくばきらり保育園 平成29年 （福）つつみ会 新築 Ｗ造１階 999㎡ 

阿見きらり保育園 平成29年 （福）つつみ会 新築 Ｓ造１階 1,350㎡ 

児童クラブ プルミっこ 平成29年 (福)廣山会 新築 Ｓ造１階 662㎡ 

さくら学童クラブ 平成29年 （福） 稲田福祉会 新築 Ｗ造２階 181㎡ 

さくら学園保育園大遊戯室 平成28年  （福） 稲田福祉会 新築 Ｓ造２階 677㎡ 

土浦協同病院附属保育所「ひまわり」 平成28年  茨城県厚生連 新築 Ｗ造１階 1,300㎡ 

きらり保育園 平成26年 （福）つつみ会 新築 Ｗ造１階 828㎡ 

にじいろ保育園 平成26年 （福）幸樹会 新築 Ｗ造１階 780㎡ 

あゆみ保育園 平成26年 （福）土浦愛隣会 増築 Ｓ造２階 350㎡ 

Sumire after school 平成26年 （福）ﾅｶﾞﾀﾅｶﾞｻｷ 新築 木造２階 196㎡ 

牛久さくら保育園 平成25年 （福） さくら 新築 Ｓ造平屋 1,247㎡ 

さくら学園保育園 平成25年 （福） 稲田福祉会 増築 Ｓ造３階 1,367㎡ 

牛久みらい保育園 平成25年 （福）童心会 新築 Ｓ造平屋 1,200㎡ 

東さくら保育園 平成25年 （福）石下福祉会 増改築 ＲＣ造平屋 850㎡ 

すみれ保育園 平成24年 （福）ﾅｶﾞﾀﾅｶﾞｻｷ 新築 RC造2階 780㎡ 

あおぞら保育園 平成18年 （福） 幸樹会 新築 木造平屋  647㎡ 

さくら学園保育園 平成17年 （福） 稲田福祉会 新築 S造2階  1,630㎡ 

 
  



～学校関係～ 

施設名 年次 発注元 種別 構造・規模 

つくばほがらか給食センター谷田部 令和元年 つくば市 新築 S造 2階 4,810㎡ 

水戸聾学校寄宿舎宿泊棟 平成28年 茨城県 改築 木造 ２階 885㎡ 

つくば国際大学高等学校 

管理・普通教室棟 
平成26年 （学）霞ヶ浦学園 新築 RC造 4階 3,527㎡ 

土浦市立都和小学校 校舎棟 平成25年 土浦市 
改築 

基本実施設計 
RC造 3階 5,250㎡ 

つくば市立手代木南小学校 平成25年 つくば市 耐震診断 ＲＣ造 校舎・体育館 ５棟 

県立水戸農業高校 管理教室棟 平成24年 茨城県 
新築 

基本実施設計 
RC造 4階 5,295㎡ 

県立水戸桜ノ牧高等学校 

体育館、特別教室棟 
平成23年 茨城県 

実施設計 

（新耐震） 

RC･S造 

2階、3階 
3,179㎡ 

つくばみらい市豊小学校 
平成23年 

平成24年 
つくばみらい市 

耐震診断 
実施設計 
監理 

RC造 2階 2,388㎡ 

桜川市立岩瀬西中学校 

屋内運動場、武道場 

平成23年 

平成24年 
桜川市 

補強設計 

監理 
SRC・鉄骨 2階 2,273㎡ 

古河市立駒羽根小学校 
平成22年 

平成23年 
古河市 

補強設計 

監理 
RC造 校舎 2棟 

桜川市立岩瀬東中学校  

           屋内運動場 

平成22年 

平成23年 
桜川市 

補強設計 

監理 
RC･SRC造 2階 1,630㎡ 

稲敷市立桜川中学校屋内運動場 平成22年 稲敷市 耐震診断 RC･S造 2階 1,105㎡ 

美浦村立大谷小学校 平成22年 美浦村 
補強設計・

監理 

RC造 校舎 

S造 体育館 
計5棟 

桜川市立 

  岩瀬東・岩瀬西・大和中学校 
平成22年 桜川市 耐震診断 RC・S造 

９棟 

9,352㎡ 

常総市立水海道小学校 平成22年 常総市 
補強設計・

監理 
RC・S造  5棟 

神栖市立明神小学校 校舎 平成22年 神栖市 補強監理 RC造3階  2,979㎡ 

美浦村立大谷小学校 平成21年 美浦村 耐震診断 
RC造 校舎 

S造 体育館 

計6棟 

6,219㎡ 

常総市立水海道小学校 平成20年 常総市 耐震診断 RC・S造  
計6棟 

5,928㎡ 

神栖市立明神小学校 校舎 平成20年 神栖市 

耐震診断 

耐震補強 

大規模改造 

RC造3階  2,979㎡ 

牛久市立ひたち野うしく小学校 

  校舎（給食室含む）・体育館 
平成20年 牛久市 新築 

校舎（給食室含む） 

RC造一部SRC造3階 
体育館 

RC造一部SRC，S造2階 

 

7,231㎡ 

 

1,489㎡ 



～公共施設・庁舎等～ 

施設名 年次 発注元 種別 構造・規模 

守谷中央公民館 令和2年 守谷市 改修 RC造2階 3,447㎡ 

土浦合同庁舎本庁舎 令和元年 茨城県 増築 昇降機増築  

産業振興センター 平成30年 つくば市 改修 Ｓ造２階（１階部分） 600㎡ 

鹿嶋市 高松緑地 
クラブハウス 

平成30年 鹿嶋市 新築 S造平屋 192㎡ 

小美玉市小川ニュータウン 
地区公民館 

平成28年 小美玉市 新築 木造 176㎡ 

稲敷警察署美駒駐在所 平成26年 茨城県警察 新築 木造 132㎡ 

もりや学びの里 平成25年 守谷市 耐震補強 RC造 ２棟 

守谷中央公民館 平成24年 守谷市 
耐震補強 

増築 
RC造2階 3,447㎡ 

小美玉市飯前地区公民館 平成24年 小美玉市 新築 木造  180㎡ 

中郷東地区公会堂 平成24年 阿見町 新築 S造平屋 192㎡ 

七郷コミュニティーセンター 平成22年 坂東市 新築 S造平屋 339㎡ 

 

 
～商業施設等～     

施設名 年次 発注元 種別 構造・規模 

ホンダカーズ茨城南 正上内店 令和元年 ㈱ホンダ茨城南 新築 S造平屋 685㎡ 

ホンダカーズ茨城南 みどりの店 平成30年 ㈱ホンダ茨城南 新築 S造2階 1,468㎡ 

ホンダカーズ茨城南 鉾田店 平成29年 ㈱ホンダ茨城南 新築 S造2階 1,230㎡ 

ホンダカーズ茨城南  

研究学園中央店 
平成25年 ㈱ホンダ茨城南 新築 S造平屋 1,138㎡ 

ホンダカーズ茨城南 牛久店 平成25年 ㈲青柳商事 増築 S造平屋 1,556㎡ 

ホンダカーズ茨城南 南守谷店 平成25年 ㈱ホンダ茨城南 改修 S造平屋 684㎡ 

ホンダカーズ茨城南 荒川沖店 平成23年 ㈱ホンダ茨城南 改修 S造平屋 1,335㎡ 

ホンダカーズ茨城南 北IC店 平成22年 ㈱ホンダ茨城南 改修 S造2階 685㎡ 

大国屋 千代田店・下館店 平成21年 ㈱大国屋 定期調査   

ホンダカーズ茨城南 桜IC店 平成20年 ㈱ホンダ茨城南 新築 
店舗 S造平屋 

工場 S造平屋 
588㎡ 

ジョイフルアスレティッククラブ 

守谷店 
平成19年 ㈱ｼﾞｮｲﾌﾙｶﾝﾊﾟﾆｰ 増築 S造2階 464㎡ 

プラザいなしき（マンション） 平成18年 ㈲まこと商事 新築 S造2階 482㎡ 

大野自動車 

ショールーム・事務所 
平成18年 ㈱大野自動車板金 新築 S造2階 429㎡ 



メモリアルホール エンドウ 平成17年 ㈲エンドウ商店 新築 S造2階 889㎡ 

ホンダベルノうしく店＆オートレット 平成14年 ㈱ホンダ茨城南 増改築 S造2階 1,536㎡ 

ホンダプリモ茨城南守谷店 平成14年 
㈱ホンダプリモ 

茨城南 
新築 S造平屋 615㎡ 

大国屋高津店 平成12年 ㈱大国屋 増築 S造平屋 348㎡ 

コメリＨ＆Ｇ鹿嶋大野店 平成12年 ㈱コメリ 新築 S造平屋 1,083㎡ 

コメリＨ＆Ｇ千代田店 平成12年 ㈱コメリ 新築 S造平屋 1,083㎡ 

ドコモショップ龍ヶ崎店 平成11年 ㈱アドバンス 新築 S造2階 403㎡ 

志ち乃本店 平成11年 七野 満 新築 S造2階 388㎡ 

ホンダプラザ台町店 平成11年 ㈱ホンダプラザ 新築 S造平屋 418㎡ 

ホンダオートモール龍ヶ崎店 平成11年 
㈱ホンダベルノ 

茨城南 
新築 S造平屋 746㎡ 

ＫＨＭビル 平成10年 ㈲ケイ・エイチ・エム 新築 S造4階 821㎡ 

大国屋下館店 平成 8年 ㈱大国屋 増築 S造平屋 541㎡ 

ジョイフル本田守谷店インテリア館 平成 8年 ㈱ジョイフル本田 新築 S造平屋 2,834㎡ 

ホンダプラザつくば店 平成 8年 ㈱ホンダプラザ 新築 S造2階 721㎡ 

 

  



～工場・倉庫・事務所等～ 

施設名 年次 発注元 種別 構造・規模 

ヰセキ関東甲信越 幸手営業所 令和2年 ㈱ヰセキ関東甲信越 改築 
工場 S造平屋 

倉庫 S造平屋 

工場 382㎡ 

倉庫 220㎡ 

(株)タハラ 本社工場 平成30年 ㈱タハラ 新築 S造2階 5,155㎡ 

㈱筑波銀行 つくば副都心支店 平成28年 ㈱筑波銀行 新築 S造2階 1,097㎡ 

㈱ヰセキ関東本社ショールーム棟 平成26年 ㈱ヰセキ関東 増築 S造2階 3,036㎡ 

水戸信用金庫 土浦支店 平成26年 水戸信用金庫 新築 S造2階 897.7㎡ 

㈱筑波銀行 竜ヶ崎支店 平成24年 ㈱筑波銀行 新築 RC･SRC・S造 2階 1,113㎡ 

関友つくばビル（第二ビル） 平成21年 関友商事㈱ 新築 S造7階 4,607㎡ 

関友つくばビル（第一ビル） 平成21年 関友商事㈱ 新築 S造地上11階地下1階  20,217㎡ 

城東テクノ 茨城工場 平成20年 城東テクノ㈱ 新築 S造2階 2,281㎡ 

㈱飯村精機製作所本社工場 平成18年 ㈱飯村精機製作所 新築 S造平屋 2,839㎡ 

㈱常陽リビング社本社屋 平成16年 ㈱常陽リビング社 新築 S造3階 1,059㎡ 

ハトリビル 平成12年 ㈱嘉エ門商事 増築 S造8階 8,763㎡ 

つくば製本工場 平成11年 ㈱タナカ 新築 S造2階 6,595㎡ 

塚田運輸本社屋 平成11年 塚田運輸㈱ 新築 RC造2階 531㎡ 

原宿シカゴ倉庫 平成11年 ㈱原宿シカゴ 新築 S造平屋 1,382㎡ 

ＫＨＭビル 平成10年 ㈲ケイ・エイチ・エム 新築 S造4階 821㎡ 

ＮＭＥつくば工場 平成10年 
ｴﾇ･ｵｰ･ｹｰ 
ﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ㈱ 新築 S造2階 4,509㎡ 

土浦自動車学校本社屋 平成 8年 ㈱大薮農園研究所 新築 S造4階 1,793㎡ 

 


