発行:(公財)富山県建設技術センター 発行日:平成 30 年 5 月

(公財)富山県建設技術センターだより Vol.22
（公財）富山県建設技術センターでは以下の事業を行っています。
■ 社会資本整備支援事業・・・設計積算・施工管理・検査支援・技術審査支援（総合評価）等
■ 災害復旧支援事業

・・・積算施工管理支援、測量設計費助成、防災シニアエキスパート支援

■ 公共土木施設長寿命化支援事業・・・橋梁定期点検支援、橋梁維持管理システムの運用
■ 建設技術者育成等普及啓発事業

・・・公共工事実務講習会、土木技術職員の研修支援、土木等関連普及啓発イベント開催費助成

････････････････････災害復旧支援事業････････････････････
災害時における地方公共団体への技術的支援、及び助成、並びに支援活動を行います。
◆積算施工管理支援 ・・・ 災害復旧工事に係る積算、施工管理等を行い、公共土木施設の迅速な復旧を支援します。
◆災害復旧費助成

・・・ 災害復旧箇所の測量設計に係る費用を施設管理者に対し助成します。
県内における公共土木施設（国土交通省所管の施設に限る）の早期復旧により、民生の安定と地域経済の回復を図るため、市町村が
行う災害復旧事業の査定にあたり必要となる調査設計等の委託に係る費用について、予算の範囲内で助成金を交付します。
助成率：助成対象経費の 1/2 又は査定決定金額の 1/10 以内のいずれか低い額
限度額：1 市町村当たり 50 万円(年間)
平成 29 年度は、富山市、高岡市、射水市、氷見市、南砺市に対し助成金を交付しました。

◆防災シニアエキスパート支援事業
大規模災害発生時における公共土木施設の被災箇所等の情報収集・通報等をボランティア
として行う「富山県防災シニアエキスパート」の活動を支援しています。
富山県防災シニアエキスパート会 研修会・総会の開催
平成 29 年 11 月 7 日(火)に、下記の題目で研修会を開催しました。
「防災に関する最近の話題」・「気象災害と防災気象情報」

防災ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟｰﾄ会 研修会

･･･････････････公共土木施設長寿命化支援事業･･･････････････
橋梁長寿命化支援（橋梁定期点検）
、橋梁維持管理システムの運用及び保守管理を行います。
◆橋梁長寿命化支援（継続）
・橋梁の設計緒元・点検結果・補修履歴等を管理する橋梁維持管理システムの運用及び保守管理を行います。
・県管理の橋梁について定期点検を予算の範囲内で実施します。

･･･････････････建設技術者育成等普及啓発事業･･･････････････
発注者及び建設企業技術者を対象に、各種研修及び助成を行っています。
◆公共工事実務講習会
公共工事に携わる建設企業の施工管理能力の一層の向上と各種制度・要領の周知を図るため、県内４会場において講習会を開催して
います。

◆市町村技術職員研修（検査技術ほか）
土木工事の監理（監督と検査）及び検査技術に関する知識の習得、現場指導能力の向上を目的として実施しています。
市町村が企画する各種研修会への講師派遣も随時行っています。

◆受託研修
県・市町村の公共工事担当者向けの各種研修を県から受託して実施しています。

公共工事実務講習会（富山会場）

市町村技術職員研修（検査技術）

県土木部 初級実務研修

･･･････････････建設技術者育成等普及啓発事業･･･････････････
◆土木等関連普及啓発イベント開催費助成
社会資本整備の意義と重要性を普及啓発するために県民が参加して行う講習会、シンポジウム、展覧会、見学会等のイベントや広報
活動に対し、予算の範囲内で助成金を交付します。
助成率：助成対象経費の 1/2 以内
限度額：1 事業当たり 20 万円
（ただし、開通式、完成式等に対する助成金は、上限 10 万円）

平成 29 年度は、下記団体に対し助成金を交付しました。
事 業 者
富山県建設技術協会
(一社)富山県建設業協会

事 業 内 容
平成 29 年度「とやま土木の日」記念講演会
富山県建設業協会青年部 新春講演会

「とやま土木の日」記念講演会

･････････････････････建設技術センター組織図･･････････････････････
H30.4.18 現在

評議員 江幡 光博（県土木部次長） 小野 裕一朗（氷見市副市長） 佐伯 宗茂（県いきいき長寿センター所長）
滝 陽介（県経営管理部長） 中村 和之（富山大学教授） 能澤 雄二（黒部市副市長）
理 事 長 山本 修

（県公営企業管理者）

副理事長 加藤 昭悦
専務理事 城木 一郎

理 事
水口 功 (富山県土木部長)
村田 芳朗(高岡市副市長)

（兼事務局長、兼総務課長）

事務局長

監 事

事務局次長 浜田 守

酒井 武史(県会計管理者)

総務課
総務係長
（兼経理係長）

中村 純 (富山市副市長）
古越 邦男(舟橋村副村長）

技術課
技術課長（兼務）

浜田

守

富山事務所
所長

深田

高岡事務所
所長

進

山本 啓一

米田 満（公認会計士）

魚津事務所
所長（兼務）

浜田

守

川田 康弘
主任

故木 裕子(兼務)
安川 真弓

副主幹･設計積算係長
（兼施工管理係長）

中林

亮

主任

野尻 彰
岩井 慎太郎
技術主幹

次長

牧
重和（兼務）
柏島 道浩（兼務）
技術副主幹

川崎 和夫
浜浦 正博
佐竹 武

浜本 進
牧
重和（兼務） 主任
柏島 道浩（兼務）
故木 裕子（兼務）

公 益財団法 人

富山県建設技術センター

〒930-0096
富山市舟橋北町４番 19 号
（富山県森林水産会館７階）
TEL 総務課 ０７６-４３３-５０５５
ＴＥ 技術課 ０７６-４３３-５１３６
FAX 務課 ０７６-４３３-７３４７
E-mail：
otoiawase＠ toyama-kengi.or.jp
URL： http://toyama-kengi.or.jp/

所長代理

庄谷 幸一
技術主幹

荻原 栄二
技術副主幹

中舘 武邦

所長代理

橋場 幸夫
技術副主幹

川内 信幸

砺波事務所
所長

山崎 賢司
所長代理

島田 良博
技術副主幹

田屋 博吉

技術主幹

金川 達明

■富山事務所 〒９３０−００９６
富山市舟橋北町４番 19 号 (富山県森林水産会館７階)
ＴＥＬ ０７６-４３３-５１３７ ＦＡＸ ０７６-４３３-７３４７
E-mail daihyo-toyama@toyama-kengi.or.jp
■高岡事務所 〒９３３−０８０６
高岡市赤祖父 211 番 (富山県高岡総合庁舎分館３階)
ＴＥＬ ０７６６-２６-８４６９ ＦＡＸ ０７６６-２６-８４７０
E-mail daihyo-takaoka@toyama-kengi.or.jp
■魚津事務所 〒９３７−０８６３
魚津市新宿 10 番７号 (富山県魚津総合庁舎４階)
ＴＥＬ ０７６５-２２-８６２２ ＦＡＸ ０７６５-２２-９０２２
E-mail daihyo-uozu@toyama-kengi.or.jp
■砺波事務所 〒９３９−１３８６
砺波市幸町１番７号 (富山県砺波総合庁舎３階)
ＴＥＬ ０７６３-３３-３２８１ ＦＡＸ ０７６３-３３-３２８２
E-mail daihyo-tonami@toyama-kengi.or.jp

