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平 成 ２４ 年 度 事 業 報 告 書

Ⅰ 事業の概要

建設技術センターは、県内地方公共団体の建設行政の円滑かつ能率的な執行を支援するた

め、昭和５０年７月に県が出捐して設立以来、建設に関する技術研修、広報、建設材料の品

質試験、公共工事の積算・施工管理の受託並びに大規模災害時における人的・技術的支援な

ど、発注者支援機関としての役割を果たしている。

近年の建設行政を取り巻く環境は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法

律」及び「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が施行され、発注者の責務はこれまで

以上に大きくなってきている。

また、これから大量に更新時期を迎える橋梁をはじめとする公共土木施設の効率的・効果

的な維持管理など、新たな課題への対応も求められている

このような状況を踏まえ、当センターは平成２４年度より「公益財団法人」として新たに

スタートし、発注者支援機関としてさらなる業務の充実を図るため、平成２４年度事業計画

書の基本方針及び事業の実施計画に基づき『公共工事の発注関係事務支援事業』、『公共土

木施設の管理者支援事業』、『社会資本の整備を担う人材育成等支援事業』、『建設行政に係

る研究・地域活動支援事業』の４つの事業を柱として、業務を行った。

『公共工事の発注関係事務支援事業』では、トンネル、橋梁、砂防等の積算業務や、施工

体制点検、低価格入札案件の施工重点監視調査、施工管理業務、電子化普及業務、材料試験

業務を行った。

『公共土木施設の管理者支援事業』では、道路、河川、砂防、港湾等公共土木施設を一元

化して管理、ＧＩＳ機能を持つ施設台帳の電子化を行った。

『社会資本の整備を担う人材育成等支援事業』では、建設技術に関する各種の研修や、広

く県民に公共工事の内容や土木施設を紹介する広報事業、図書出版提供事業、土木資料室整

備事業を行った。

『建設行政に係る研究・地域活動支援事業』では、建設行政の課題に対応した「研究」や

「地域活動」に対して支援した。
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Ⅱ 事業の実績

１，公共工事の発注関係事務支援事業

「公共工事の品質確保に関する法律」において、発注者である地方公共団体の責務とさ

れている発注関係事務の適切な実施について、県や市町村を支援

①積算等事業

・県事業 ２５契約 １００工事 １１９，４６０，２７０円

・市町村事業外 ４契約 ７工事 ８，７３３，０９６円

（岩手県への災害応援９ヶ月 ７，１５５，０００円含む）

・土木積算システム基準改定事業 １２，３４０，０００円

計 １４０，５３３，０９６円

②施工体制点検等事業

・施工体制点検 ６件 １５，３０７，６２１円

・施工重点監視 ６件 １２９，８５８，５８９円

計 １４５，１６６，２１０円

③施工管理事業

・県事業 １５件 ９７，６８５，４９８円

・市町村事業 ２件 ２，０７４，２８６円

計 ９９，７５９，７８４円

④電子化普及事業

１件 ２，３５５，２３９円

⑤材料試験事業

１件 １３，８８０，０００円

（証紙収入 ５２，５４０，０７０円）

合 計 ６１件 ４０１，６９４，５９９円

２，公共土木施設の管理者支援事業

公共土木施設の効率的・効果的な維持管理に資するため、公共土木施設を一元的に管理

する台帳システムを構築して、資料収集や現地確認調査を行い、データを整備入力する業

務や、大規模災害発生時の職員派遣等により、管理者である県や市町村を支援

①公共土木施設台帳整備事業

・県道路維持課 ２件 １４，９９２，５６７円

・県砂防課 ２件 ３４，９８６，９５８円

・県河川課 １件 １１，７３３，３３４円

・県港湾空港課 １件 ２，９４０，０００円

・県漁港漁場課 ２件 ５，１４７，６２０円

・県観光課 １件 ３８２，８５８円

・道路公社 １件 ８４０，０００円

・和泊町 １件 ７８０，０００円

計 １１件 ７１，８０３，３３７円
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３，社会資本の整備を担う人材育成等支援事業

建設に関する新技術・新工法をはじめとする技術力や関係法令等に関する知識など資質

の向上を図るため、県や市町村と連携して、研修事業や広報事業を実施するとともに、建

設技術に関する図書の出版販売等や建設行政に関する資料を収集・管理する土木資料室を

整備充実することにより、公共工事の品質を確保し、質の高い社会資本の整備を担う人材

の育成を支援

①研修事業

「建設技術研修会」や「災害復旧実務研修」など技術センター主催の６つの研修を実施

したほか、県河川課主催の「土木施設災害対策研修」や砂防課主催の「土砂災害防止の集

い 2012」など、県土木部各課主催の８つの研修会等について支援した。

②広報事業

「夏休み親子現場見学会」、「『かごしまの土木デザイン』フォトコンテスト」を当セン

ターの自主事業として実施したほか、県土木部各課等の事業ポスターやパンフレット等の

作成、各種冊子の作成等１９の広報事業を支援した。

③図書出版事業

・図書出版 ２，１３９，２１９円

・市町村土木積算基準データ配布 １０，４２１，７７８円

・河川設計積算基準書作成 ２，９００，０００円

計 １５，４６０，９９７円

④土木資料室整備事業

・建設行政資料

広報事業等の冊子類やパンフレット等３８資料、並びに災害関連のビデオ類４０資

料を本年度追加し、累計で２９１資料を整備

・トンネル貫通石等

丸木崎トンネル、網野子トンネル、北薩トンネルの貫通石３個を本年度追加し、

累計で４９個を整備

・地盤情報データ

１０５件５２０孔の地盤情報データを本年度追加し、累計で５７５件２，４２４孔

のデータを整備

４，建設行政に係る研究・地域活動支援事業

大学、ＮＰＯ法人、その他営利を目的としない団体に対して、行政の支援要請を受けた

地域づくりに寄与する活動や、安心・安全の増進や環境の保全等に寄与する新技術・新工

法の研究など、建設行政の課題に対応した「研究」や「地域活動」を支援

・第一工業大学工学部の「海岸地形の簡便かつ効率的な測量システムの開発」

・ＮＰＯ法人鹿児島砂防ボランティア協会の「県民と行政のパートナーシップによる地

域づくり」

等、１０件 総額 ６，８８５千円を助成決定

実績 １０件 確定額 ６，６５２，９７４円
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Ⅲ 評議員及び評議員会

１ 評議員

平成２５年３月３１日現在

役職名 氏 名 役 職 名 就任年月日

評議員 萩 亮 県土木部次長 ２４．４．１

(議長）

評議員 川 畑 俊 彦 県建設業協会会長 ２４．４．１

〃 坂 上 省 悟 県町村会事務局長 ２４．４．１

〃 萩 元 美恵野 上川路美恵野会計事務所所長 ２４．４．１

〃 平 田 登基男 鹿児島工業高等専門学校名誉教授 ２４．４．１

〃 福 田 光 一 県測量設計業協会会長 ２４．４．１

〃 山 下 博 美 (株)鹿児島頭脳センター専務取締役 ２４．４．１

２ 評議員会

（１）第１回評議員会（平成２４年４月５日）

第１号議案 理事の選任について

第２号議案 平成２４年度事業計画書及び収支予算書(案)について

第３号議案 役員等の報酬及び費用弁償に関する規程(案)について

（２）第２回評議員会（平成２４年６月２６日）

第１号議案 平成２３年度事業報告及び決算書(案)について

（３）第３回評議員会（平成２５年３月１３日）

第１号議案 平成２５年度事業計画書及び収支予算書(案)について

第２号議案 事業計画書等の提出について

（４）第４回評議員会（平成２５年３月２８日）

第１号議案 評議員の選任について

第２号議案 理事及び監事の選任について
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Ⅳ 役員等及び理事会

１ 役員等

平成２５年３月３１日現在

役 職 名 氏 名 役 職 名 就任年月日

理 事 長 宇 都 博 美 県土木部参事 ２４.４.６

専務理事 矢 崎 正 人 ２４.４.１

常務理事(事務) 兒 玉 達 美 ２４.４.６

常務理事(技術) 畦 地 守 県土木部参事 ２４.４.６

理 事 岩 井 健 県建設コンサルタンツ協会会長 ２４.４.１

〃 宇 都 忠 良 県地質調査業協会理事長 ２４.４.１

〃 北 村 良 介 鹿児島大学大学院教授 ２４.４.１

〃 辰 田 幸 三 西日本建設業保証(株)鹿児島支店長 ２４.４.１

〃 堤 隆 鹿児島工業高等専門学校教授 ２４.４.１

〃 中 島 喜久生 県町村会総務課長 ２４.４.１

〃 間世田 武 裕 県造園建設業協会会長 ２４.４.１

〃 村 岡 公 範 県技術士会会員 ２４.４.１

監 事 上 山 寛 税理士 ２４.４.１

〃 瀬戸口 博 昭 県土木部監理課長補佐 ２４.４.１

参 与 大 塚 行 則 県土木部監理課技術管理室長 ２４.４.６

２ 理事会

（１）第１回理事会（平成２４年４月６日）

第１号議案 理事長及び常務理事の選定及び理事長職務代行の順番の決定並

びに参与の委嘱について

第２号議案 平成２４年度事業計画書及び収支予算書(案)について

第３号議案 財産管理運用規程(案)について

第４号議案 公益財団法人鹿児島県建設技術センター財務会計規程(案)につ

いて

第５号議案 特定費用準備資金及び資産取得等資金の取扱規程(案)について

第６号議案 公益財団法人鹿児島県建設技術センター組織規程(案)について

（２）第２回理事会（平成２４年６月１９日）

第１号議案 平成２３年度事業報告及び決算書(案)について

（３）第３回理事会（平成２４年１０月２４日）

報 告 理事長，専務理事及び常務理事の職務の執行状況について
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（４）第４回理事会（平成２５年２月２６日）

第１号議案 平成２５年度事業計画書及び収支予算書(案)について

第２号議案 本社不動産の取得について

第３号議案 本社不動産の取得に伴う特定資産の取崩について

第４号議案 事業計画書等の提出について

第５号議案 短期借入金の範囲の設定について

第６号議案 評議員会の招集について

報 告 理事長，専務理事及び常務理事の職務の執行状況について

Ⅴ 職員の状況

平成２５年３月３１日現在

県派遣職員 センター職員 非常勤職員 計 前年度末

総 務 部 １ １ １

総 務 課 ３ ２ ５ ５

経 理 課 １ １ １ ３ ３

小 計 １ ５ ３ ９ ９

建設技術部 １ １ １

企画研究課 ３ ６ ８ １７ １８

技 術 課 １ １６ １１ ２８ ２９

小 計 ５ ２２ １９ ４６ ４８

合 計 ６ ２７ ２２ ５５ ５７

＊職員の状況のため，理事長及び専務理事は含まない。



　　　　　　　　　　　　　平成２４年度　受託事業収入総括表
　　　　　　　　消費税抜き額

（単位：円）

件数 受託額

県事業 25 119,460,270

市町村事業等 4 8,733,096

小計 29 128,193,366

土木積算システム基準改定事業 1 12,340,000

計 30 140,533,366

施工体制調査 6 15,307,621

施工重点監視 6 129,858,589

計 12 145,166,210

県事業 15 97,685,498

市町村事業 2 2,074,286

計 17 99,759,784

電子化普及事業 1 2,355,239

材料試験事業 1 13,880,000

計 61 401,694,599

県事業 10 71,023,337

市町村事業 1 780,000 和泊町（港湾・漁港）

計 11 71,803,337

図書出版等情報提供事業 3 15,464,336

計 3 15,464,336

合計 75 488,962,272

公共土木施設管理者
支援事業

公共土木施設台帳整備事業

人材育成等支援事業

本土５振興局、低価格入札調査（知覧トンネル）

地域高規格道路、藺牟田瀬戸架橋等

指宿市、霧島市

ＣＡＬＳ／ＥＣ（公共事業支援統合情報システム）の導入・普及

建設資材の強度試験等

土木施設（道路、砂防等）の電子化

図書出版、市町村へのデータ作成提供

北薩TN、網野子TN

H２４決算額
概　　要事業項目 事業種目 事業区分

公共工事発注関係事
務支援事業

積算等事業

施工体制調査等事業

施工管理事業

１００件

指宿市、龍郷町、三島村、岩手県派遣

歩掛データ等の改定
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（別表）

平成24年度　受託事業内訳 税抜き（単位:円）

番号 事務所名 事業種別 路線（河川）名 地内・名称 金額 完了工区数

1-1 南薩地域振興局 積算・施工管理業務 鹿児島川辺線 川辺道路2工区　2件　（H23繰） 858,095 2

2 鹿児島地域振興局 積算業務 鹿児島東市来線 美山工区　7件　（H23繰） 6,431,428 7

3 技術管理課 積算業務 県内一円 （その３）　６件 （H23繰） 17,890,477 6

4-1 北薩地域振興局 積算・施工管理業務 国道504号外 泊野道路23-8区　1件　（H23繰） 1,300,952 1

5-1 姶良・伊佐地域振興局 積算・施工管理業務 伊集院溝辺蒲生線外有川工区　等　6件　 5,639,047 6

6-1 大隅地域振興局 積算・施工管理業務 志布志福山線 有明志布志道路工区・有明道路工区　10件（H24繰） 10,654,259 8

7 熊毛支庁 積算業務 砂防 御牧の小川　　２件 1,360,000 2

8 大島支庁 積算業務 砂防 脇之戸川等　　１５件 12,321,905 15

9 大島支庁（瀬戸内） 積算業務 砂防 西安室工区等　5件 3,200,000 5

10 技術管理室 積算業務 県内一円 （その１）　24件 30,360,000 24

11-1 鹿児島地域振興局 積算業務・施工管理業務 鹿児島東市来線 甲南工区（電線共同溝）　4件 3,737,143 4

12-1 鹿児島地域振興局 積算業務・施工管理業務 新川 新川工区　2件 2,909,524 2

13-1 南薩地域振興局 積算業務・施工管理業務 頴娃川辺線 知覧道路(24-1工区)等　4件 5,048,572 4

14 南薩地域振興局 積算業務 漁港＋砂防 枕崎漁港＋湯穴第１谷川  2件 2,380,000 2

15-1 北薩地域振興局 積算業務・施工管理 国道504号 泊野道路(24-5工区)　2件　 2,956,191 2

16 北薩地域振興局 積算業務 砂防 野下川　3件 2,520,000 3

17-1 北薩地域振興局甑島支所 積算業務・施工管理業務 鹿島上甑線 藺牟田瀬戸架橋工区　１件 2,470,476 1

18 姶良・伊佐地域振興局 積算業務 砂防 上尾田（2）地区等　２件 1,240,000 2

19 大隅地域振興局 積算業務 砂防 高須工区　2件 2,571,429 2

20-1 大隅地域振興局 積算業務・施工管理業務 港湾 牛根麓漁港  3件（H24繰） 1,870,064 1

21 南薩地域振興局 積算業務 砂防 堀切谷川（２）　１件 600,000 1

22 技術管理室 積算業務 県内一円 （その２）　4件（H24繰） 975,370 0

23-1 姶良・伊佐地域振興局 積算業務・施工管理業務 伊集院溝辺蒲生線外有川２工区　等　8件（H24繰） 96,830 0

24-1 北薩地域振興局 積算業務・施工管理業務 国道504号外 泊野道路H24-9工区　　１件（H24繰） 27,324 0

25-1 北薩地域振興局甑島支所 積算業務・施工管理業務 鹿島上甑線 藺牟田瀬戸架橋　　2件（H24繰） 41,184 0

県事業　計 25件 119件 119,460,270 100

26-1 指宿市 積算・施工管理業務　橋梁架け替え 指宿市湯の浜 逆瀬川橋架替　２件　（H23繰） 592,381 2

27 龍郷町 積算業務（災害復旧） 龍郷町大勝 1件 700,000 1

28 三島村 積算業務（村道変更） 三島村竹島 1件 285,715 1

市町村事業　計 3件 1,578,096 4

29 災害応援 積算業務（災害復旧） 岩手県 ９ヶ月（３名） 7,155,000 3

その他　計 1件 7,155,000 3

小計 29件 128,193,366 107

30 技術管理室 土木積算システム基準データ改定作業業務 1件 12,340,000 1

小計 1件 1件 12,340,000 1

積算等事業　　計 30件 127工区 140,533,366 108

31 鹿児島地域振興局 施工体制調査 管内一円 1,749,524 22

32 南薩地域振興局 施工体制調査 管内一円 1,106,667 16

33 北薩地域振興局 施工体制調査 管内一円 3,054,286 41

34 姶良・伊佐地域振興局 施工体制調査 管内一円 1,313,334 17

35 大隅地域振興局 施工体制調査 管内一円 4,583,810 53

36 南薩地域振興局 施工体制調査 知覧トンネル 低入札価格調査 3,500,000 1

施工体制調査　計 6件 15,307,621 150

37 大島支庁（瀬戸内） 施工重点監視 国道５８号 網野子トンネル　（H23繰） 66,596,191 2

38 北薩地域振興局（出水） 施工重点監視 国道504号 泊野道路23-2工区　（H23繰）　 15,435,238 1

39 北薩地域振興局 施工重点監視 国道504号 泊野道路23-9工区　（H23繰）　 15,682,857 1

40 大島支庁（瀬戸内） 施工重点監視 国道５８号 網野子5工区（H24繰） 2,300,653 2

41 北薩地域振興局（本局、出水） 施工重点監視 国道504号 泊野道路24-2工区 29,332,381 2

42 北薩地域振興局（本局、出水） 施工重点監視 国道504号 泊野道路H24-11工区（H24繰） 511,269 2

施工重点監視　計 6件 129,858,589 10

施工体制点検等事業 12件 145,166,210 160

8



43 北薩地域振興局甑島支所 道路事業 鹿島上甑線 藺牟田瀬戸３号トンネル、架橋（H23繰） 6,174,286 6

1-2 南薩地域振興局 道路事業 鹿児島川辺線 川辺道路2工区　（H23繰）　 1,973,333 12

4-2 北薩地域振興局 道路事業 国道504号外 泊野道路23-8工区外　（H23繰）　 10,282,857 16

5-2 姶良・伊佐地域振興局 道路事業 伊集院蒲生溝辺線外有川工区外 14,260,953 19

6-2 大隅地域振興局 道路事業 志布志福山線 有明志布志道路工区・有明道路工区（H24繰） 23,219,285 42

11-2 鹿児島地域振興局 道路事業 鹿児島東市来線 甲南工区（電線共同溝） 834,286 2

13-2 南薩地域振興局 道路事業 頴娃川辺線 知覧道路24-1工区等 19,193,333 5

15-2 北薩地域振興局 道路事業 国道５０４号 泊野道路24-5工区 5,226,667 13

17-2 北薩地域振興局甑島支所 道路事業 鹿島上甑線 藺牟田瀬戸架橋工区 12,230,477 9

23-2 姶良・伊佐地域振興局 道路事業 伊集院蒲生溝辺線外有川2工区（H24繰） 290,273 10

24-2 北薩地域振興局 道路事業 国道504号外 泊野道路H24-9工区（H24繰） 170,441 12

25-2 北薩地域振興局甑島支所 道路事業 鹿島上甑線 藺牟田瀬戸架橋（H24繰） 611,766 15

道路事業　計 12件 94,467,957 161

12-2 鹿児島地域振興局 河川事業 新川 新川工区 2,470,476 2

44 鹿児島地域振興局 河川事業 新川 新川工区（H24繰） 71,143 2

45 河川事業　計 2件 2,541,619 4

20-2 大隅地域振興局 漁港改修 牛根麓漁港 防波堤（H24繰） 675,922 1

漁港事業　計 1件 675,922 1

県事業　計 15件 97,685,498 166

26-2 指宿市 道路事業 指宿市湯の浜 逆瀬川橋架替　（H23繰） 474,286 1

45 霧島市 道路事業 霧島市隼人町 住吉橋 1,600,000 1

市町村事業　計 2件 2,074,286 2

施工管理事業　計 17件 99,759,784 168

46 技術管理室 CALS/EC基準改定・研修等業務 2,355,239

電子化普及事業　計 1件 2,355,239

47 技術管理室 建設工事材料試験等業務 13,880,000

試験研究事業　　計 1件 13,880,000

　　　　　　計 61件 401,694,599

48 道路維持課 道路施設台帳整備 14,523,810

49 道路維持課 観光かごしまサイン整備調査 468,757

50 砂防課 砂防施設台帳整備 30,822,858

51 河川課 河川施設台帳整備 11,733,334

52 港湾空港課 港湾施設台帳整備 2,940,000

53 漁港漁場課 漁港施設台帳整備 2,700,000

54 漁港漁場課 漁港施設台帳整備(緊急雇用) 2,447,620

55 観光課 観光案内標識台帳整備事業 382,858

56 道路公社 道路公社施設台帳整備事業 840,000

57 砂防課 土砂災害防止区域設定照査業務 4,164,100

58 和泊町 港湾・漁港台帳整備 780,000

11件 71,803,337

59 出版事業 2,142,558

60 市町村土木積算基準データ配布 10,421,778

61 河川設計積算基準書作成 2,900,000

図書出版等情報提供事業　計 3件 15,464,336

75件 488,962,272

公共土木施設台帳整備事業　計
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１　研　修

所管

熊毛(1)、屋久島(1)

大島(2)、徳之島(1)

○印はセンター主催 計 2,008

２　広　報

所管
ポスター(3,500部)、リーフレット(26,000部)

軍手(4,000枚)

年６回　　7,800部

2,000部

チラシ(10,000枚)、用品(3,000個)

参加賞(200個)

県振興局等各現場（30箇所）

500部

200部

200部

鹿児島ルート参加者　１３家族　３３名

大隅ルート参加者　８家族　２１名

最優秀賞１点、優秀賞２点、入賞５点、入選５点

表彰式    11月2日

100部

1、０00部

年２回　　1,000部

のぼり旗　40基

1、０00部

ポスター(500部)

チラシ(2,800部)

負担金及びブース出店

300部

200部

1,000部

500部

600部

○印はセンター自主事業

県内

技術ｾﾝﾀｰ

6月21日～22日

県，市町村 134

県内

県内

県内

県内

県内

管内の事業紹介パンフレット作成

事業概要パンフレット作成

ポスター及びリーフレット、作業用軍手

パンフ作成

広報パンフレット作成

県内

県内外

県内外

建設現場見学会の開催（北薩道路） 県内

PRチラシ、PR用品、絵画作文参加賞等

地域住民対象の現場見学会等を支援

管内図兼用広報パンフレット作成

砂防事業等啓発パンフレット作成

PR用下敷き作成

事業概要パンフレット作成

18 大島 奄美豪雨災害記録集

17 鹿児島振興局 甲突川リバーフロント整備事業

21 北薩振興局 社会資本整備総合交付金事業（宮都大橋・山崎橋・宮之城橋）

20 南薩振興局 南薩縦貫道「川辺道路」

19 砂防課 砂防事業等啓発

16 技術管理室 建設事業イメージアップ向上事業 鹿児島地区の土木フェスタ支援

事業概要パンフレット作成

H22,23奄美豪雨災害記録誌の作成

15 砂防課 ふるさと砂防サポート推進事業

14 砂防課 鹿児島県砂防読本作成プロジェクト 「砂防副読本」作成

啓発用ポスター及びチラシ作成

13 道路維持課 道路ボランティア活動の普及・啓発

12 大隅振興局 地域高規格道路「都城志布志道路」 事業概要パンフレット作成

ふるサポ通信、ふるサポ普及啓発用ポ
スター、PR用のぼり旗　作成

11 道路建設課 県土木部 道路トンネル工事誌(平成24年度版)

10 ○ 『かごしまの土木デザイン』フォトコンテスト 公共土木施設の写真ｺﾝﾃｽﾄ

道路トンネル工事記録誌作成

県内

県内

6 河川課 かごしまの河川・海岸２０１２

5 技術管理室 本県地域づくり事業の現地見学会

4 砂防課 土砂災害防止月間推進事業

9 ○ 夏休み親子現場見学会

8 河川課 大美川・戸口川河川改修事業

7 瀬戸内 瀬戸内事務所管内事業紹介

3 道路建設課 「鹿児島県の道路 2012」

2 砂防課 砂防メールかごっま

1 河川課 河川・海岸愛護運動

番号 広報の名称 備　　　考

14 道路建設課 橋梁現場研修会 県，市町村 52

広報範囲広報内容

南薩

2月14日

13 技術管理室 全建クラブを活用した現場力研修 県，市町村 14

1月17日～18日
大隅

276

12 ○ 災害復旧実務研修 県，市町村 11

11 ○ 建設技術発表会 県，市町村，民間

2月20日

自治会館
11月2日

沖永良部

10 道路維持課 橋梁概略点検現場研修会 県，市町村 111

出水

305

9 ○ 出前研修会 県，市町村

8 道路維持課 道路防災に関する技術講習会 県，市町村，民間
8月20日

29
2月15日

熊毛・大島

2月27日～3月1,25日(5回)

自治会館

7 技術管理室 土木部技術職員研修 県，市町村 51

奄美建設会館

40

6 ○ 新技術・新工法に関する技術講習会 県，市町村，民間 361

5 ○ 電子納品研修 民間

7月5日
自治会館
7月13日

自治研修ｾﾝﾀｰ

7月･11月(2回)

4 ○ 建設技術研修会 県，市町村

県，市町村，民間 394

3 技術管理室 電子入札研修

2 砂防課 土砂災害防止の集い20１2
自治会館

5月8日

133

技術ｾﾝﾀｰ

5月9日～25日(8回)

自治会館

6月1日

備　　　考

1 河川課 土木施設災害対策研修 県，市町村 97

　平成２４年度　研修事業・広報事業　実績

番号 研修名 対象者
場所
時期

大島支庁
4月16日～17日

自治会館
5月11日

受講者数

県内

県内

県内

県内

県内

県内

県内

県内

県内
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（円）

番号
申請日

新規(H24)

新規(H24～H26)

新規(H24)

継続(単年度)

継続(H23～H24)

継続(H23～H25)

新規(H24～H26)

新規(H24～H25)

継続(H23～H25)

新規(H24)

申請者

500,000

平成２４年度地域づくり助成事業一覧表

決定額 確定額

②
473,000 473,000

H24.6.6
【対象事業】（３）

申請テーマ

【対象事業】（２）

安心・安全の増進や環境保全等に寄与する新技術・新工法の研究

構造物長寿命化修繕計画ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑの構築
鹿児島大学大学院理工学研究科　武若 耕司　外（共同研究）

将来へ残す質の高い社会資本整備に寄与する新技術・新工法の研究

第一工業大学工学部 羽野　暁　外（共同研究）

③
鹿児島大学大学院理工学研究科　山本 健太郎　外（共同研究）

1,000,000
しらすと廃石膏を主原料とした固化材の開発

H24.6.28
【対象事業】（２）

安心・安全の増進や環境保全等に寄与する新技術・新工法の研究

特定非営利活動法人 鹿児島砂防ボランティア協会
県民と行政のパートナーシップによる地域づくり

安心・安全の増進や環境保全等に寄与する新技術・新工法の研究

400,000 217,884
指宿市の観光資源である海砂の保全・創出のための沿岸域ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑの開発

④
500,000 450,090

H24.6.18
【対象事業】（４）

⑦
鹿児島大学水産学部 西　隆一郎　外（共同研究）

H24.6.28
【対象事業】（４）

地方公共団体の建設行政の円滑かつ能率的な執行に寄与する研究・活動

6,652,974

鹿児島県内に残存する大正・昭和初期橋梁の意匠調査

6,885,000

1,000,000

⑧

⑤
鹿児島大学大学院理工学研究科　酒匂 一成　外（共同研究）

1,000,000 1,000,000
鹿児島版地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの開発

H24.6.19

H24.6.28
【対象事業】（２）

安心・安全の増進や環境保全等に寄与する新技術・新工法の研究

合計 予算額 7,000

⑨
鹿児島工業高等専門学校　前野 祐二　外(共同研究)

H24.6.28

⑩
鹿児島工業高等専門学校　長山 昭夫　外(共同研究)

470,000 470,000

ヒートアイランド現象を緩和する軽量被覆ブロック材の開発

H24.6.27
【対象事業】（２）

1,000,000 1,000,000
巨大津波に対する砂丘－海浜地形の応答に関する防災的研究

⑥
鹿児島大学農学部 平　瑞樹　外（共同研究）

①
第一工業大学工学部 田中　龍児　外（共同研究）

675,000 675,000
海岸地形の簡便かつ効率的な測量ｼｽﾃﾑの開発

H24.6.5
【対象事業】（３）

将来へ残す質の高い社会資本整備に寄与する新技術・新工法の研究

500,000
火山灰と産業廃棄物の有効活用による藻場基盤材の開発

H24.6.11
【対象事業】（２）

安心・安全の増進や環境保全等に寄与する新技術・新工法の研究

安心・安全の増進や環境保全等に寄与する新技術・新工法の研究

地方公共団体の建設行政の円滑かつ能率的な執行に寄与する研究・活動

867,000 867,000

【対象事業】（２）
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