主な関係事項
年度
27

28
29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

40

主な事項
西原小焼失
高須小講堂改築
田崎中排水溝完成
市教育委員会発足
高隈分校昇格主事配置。本館完成
市青少年補導連盟発足
西原小新校舎完成
県下初のブロック建築校舎高須小完成
学カ向上対策研究協議会結成
鹿屋小特殊学級新設
高隈地区小中学校鹿屋市編入
台風22号来襲学校施設に被害
鹿屋小プール完成
鶴羽小校舎完成、市成中特別教室新築
鹿屋中鉄筋校舎完成、輝北町中央公民館完成
鹿屋小半円形校舎完成
西原小,祓川小講堂完成
鹿屋中特殊学級開設,理科センター指定
田崎中第6期工事校舎完成
浜田小講堂完成
鹿屋女子高校開設
野里小移転(防音装置)
西俣小鉄筋校舎完成
桜町小鹿屋市編入
田崎小製パンエ場完成、百引中学校校舎新築
野里小3期工事完成
大姶良小校舎新築
女子高校2期工事完成
笠野原小給食室完成
西原小プール完成
市営プール完成
高須小鉄筋校舎他完成
女子高校3期工事完成
寿小プール完成、百引中学校校舎新築(二期)
西俣小講堂完成
一中鉄筋校舎完成
高須中校舎新築
女子高校4期工事完成
西原小特殊学級開設、市成地区公民館新築工事完成
高隈小西校舎新築
一中特殊学級開設
大姶良中・花岡中プール完成
女子高校5・6・7期工事完成
鹿屋小鉄筋校舎完成、百引小学校校舎改築
笠野原小プール完成
寿小鉄筋校舎完成
大姶良中特殊学級開設
教育委員会体育保健課新設
准看護婦学校開校
古江小鉄筋校舎増築、百引小学校校舎改築(二期)
野里小プール他完成
高隈中体育館完成
女子高校8期工事完成
中央公民館工事完成
祓川小本館他完成、高尾小危険校舎改築
東原小鉄筋校舎完成
浜田小新築校舎完成
大姶良小特殊学級開設
鹿屋中プール完成
高須中体育館完成
女子高校9期工事完成
野里小道徳研究公開
南小鉄筋校舎完成
一中プール完成

年度

41

42

43

44

45

46

47

48

主な事項
鹿屋小本館改築体育館完成
大黒小理科室焼失
鶴羽小,高隈小プール完成
柏木小新築校舎落成移転
大黒小校舎完成
大姶良中体育館完成
県小社研大会
生徒指導公開(一中)
防音校舎完成(田崎小・中)
武道館完成
准看護婦学校完成
女子高校体育館完成
古江小他4校体育館完成
東原小他2校プール完成
高須小特殊学級開設
県図工美術研究大会
へき地教育研究大会(桜町小)
防音校舎1期完成(西原小・高須中)
祓川小特殊学級開設
県給食研究指定公開(高隈中)
県格技研究指定公開(花岡中)
防音校舎2期完成(西原小・高須小)
防音校舎1期完成(野里小)
女子高プール完成
浜田小講堂完成
防音校舎1期完成(高須小・寿小)
防音校舎2期完成(野里小)
防音校舎除湿完成(田崎中)
大黒小校舎屋体完成、市成小プ−ル新設
花岡中校舎改築第1期完成
祓川小・柏木小プール完成
西原小増築(4教室)
桜町小・高牧小・鶴羽小名目統合
防音校舎1期完成(笠野原小・田崎小講堂)
防音校舎2期完成(寿小)
花岡中校舎改築2期完成
高隈中校舎改築、百引中プ−ル新設
南小講堂完成、市成中ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ照明施設完成
女子高校高隈校舎改築
西俣小・古江小プール完成
古江小用務員室完成
鶴羽小スクールバス購入
桜町小・高牧小・鶴羽小実質統合
杜会教育指導員設置
吾平運動場完成
祓川小校舎改築、平南小・高尾小プ−ル新設
西原小校舎改築
寿小校舎増築
防音1期工事完成(一中・女子高)
大姶良小・高隈中プール完成
菅原小移転用地取得
鹿屋小「ことばの教室」開設
大姶良小校舎防音改築
高須小講堂防音改築
鹿屋中防音校舎1期完成
第一鹿屋中防音校舎2期完成
女子高分校増築及ぴ防音2期完成
高須小プール完成
女子高分校高隈校舎を鹿屋女子高併設高隈高校

49

と改称
高隈高校に家政科を新設
東原小屋内運動場新築
西原小講堂防音改築
菅原小校舎防音改築(躯体)

年度

49

50

51

52

53

54

55

主な事項
大姶良小校舎防音改築改造
鹿屋中校舎防音改築2期完成
第一鹿屋中校舎防音改築改造3期完成
浜田小プール完成
田崎地区(田崎小)プール完成
鹿屋市公民館防音改築
菅原小校舎改築移転
高隈小(特別教室)校舎改築
寿小(講堂)防音増改築
鹿屋中校舎防音改築3期完成
大姶良中校舎防音改築1期完成
花岡中校舎(特別教室)新築
女子高校舎防音改造1期完成
併設高隈高校校舎増築
生活改善センター和室増築
大姶良中校舎防音改築2期完成
女子高校舎防音改造2期完成
西俣小校舎防音改造1期完成
野里小講堂用地取得
野里小講堂防音増改築
田崎小校舎防音除湿完成
文化会館完成
鹿屋小「ことばの教室」改造
西原小用地取得
学校渡り廊下新築
(柏木小外5校・鹿屋中外3校)
高須中特殊学級開設
鹿屋市・垂水市視聴覚ライブラリー協議会設置
花岡中屋外運動場夜間照明施設完成
鹿屋小プール用便所新築
西俣小校舎防音改築改造
西原台小校舎防音併行新築1期完成
鹿屋看護専門学校校舎新築・開校
菅原小屋内運動場新築
教職員住宅(鹿屋中・女子高)新築
野里小給食室改築
東原小給食室改築
大姶良中屋外運動場夜間照明施設完成
菅原小プール完成、百引小プ−ル新設
鹿屋中校舎防音改造4期完成
笠野原小屋内運動場防音併行増改築
祓川小校舎増築
寿小校舎防音併行増築
西原台小校舎防音併行新築
西原台小屋内運動場新築
高隈中校舎新築
南小学校校舎防音改築改造
高隈高屋外運動場夜間照明施設完成
教職員住宅(野里小・酉原台小・高須小)新築
大姶良中校舎防音改造
鹿屋市武道館(第2)新築
国立少年自然の家建設用地取得
西原台小学校開校
西原台小プール完成
祓川小屋内運動場増改築
野里小校舎防音除湿完成
大黒小校舎増改築
田崎小給食室改築
寿小給食室増築
鹿屋中校舎防音改造
高須中屋外運動場夜間照明施設完成
寿運動広場夜間照明施設完成
田崎中屋外運動場夜間照明施設完成
中央公園屋外運動場夜間照明施設完成
市弓道場新築、輝北町民会館新築
大姶良地区学習等供用施設新築
古江小校舎改築
西原台小防音除湿完成
鹿屋小防音改築1期完成
古江小プール給水施設完成

年度

55

56

57

主な事項
田崎小渡廊下新築
大姶良小補助プール完成
鶴羽小スクールバス車庫新築
鶴羽小スクールバス更新
笠野原小はみがき給水施設完成
柏木小倉庫改築、輝北町体育館新築
第一鹿屋中給食室改築
第一鹿屋中屋体改修
花岡中渡廊下新築
花岡中プール用便所新築
図書館・視聴覚センター完成
教職員住宅(高須中)新築
併設高隈高校家政科募集を56年度から停止
(畜産科内に家政科コースを設ける)
第一鹿屋中犀体改修
鹿屋中屋体改修、輝北町民運動場新設
鶴羽小校舎窓改修
高隈中渡廊下新築
鹿屋小屋体改修
第一鹿屋中屋外運動場夜間照明施設完成
学校開放防護柵設置(菅原小・大姶良中)
大姶良小屋体改修
高隈中便所新築
鹿屋小便所新築
寿北小建設用地取得25,358.54㎡
県有地購入分21,074.04㎡
等価交換分4,284.50㎡
鶴羽小心身障害児交流教育指定校に伴う施設設
備改修
東原小校舎増改築
寿小プール完成
大姶良中施設開放用倉庫・便所新築
花岡中施設開放用倉庫新設
鹿屋小校舎防音改築
高須地区学習等共用施設新築
第一鹿屋中自転車置場増築
鹿屋中校舎間渡用土間新設
浜田小渡廊下新築
大黒小校舎窓塗装
女子高校舎防音増築
鶴羽小屋内運動場増改築
第一鹿屋中除湿完成
第一鹿屋中校舎防音増築
寿北小校舎新築(防音併行)1期完成
野里小校舎防音増築
野里小除湿完成
西原小除湿完成
中央公園テニスコート改良
女子高本館前舗装
併設高隈高校畜産科家政科コースの生徒募集を
57年度から停止
輝北体育館完成
寿北小学校
校舎新築工事
屋内運動場新築
給食室新築工事
プール新築工事
アスレチックエ事
運動場造成工事
散水栓工事
バックネット設置
田崎小学校増築工事
西俣小学校屋内運動場増築
鹿屋小学校改造工事(窓枠)
大黒小学校はみがき用水道設置工事
西原台小学校倉庫新築工事
田崎中学校給食室増改築工事
プール附属屋改築工事(花岡中・大姶良中)
田崎中学校窓枠改造工事
高須中防球ネット

年度

57

58

59

60

61

62

主な事項
鹿屋女子高校除湿工事
昭和57年度全国高等学校総合体育大会
(バレーボール大会・漕艇大会)
花岡地区公民館建設工事
串良大塚山青少年の森完成
寿北小学校開校
酉俣小補助プール完成
鹿屋小プール完成
高隈小給食室増改築
大黒小給食室増改築
浜田小屋体増改築
鹿屋小防音改造
田崎小便所改築
祓川小施設開放用便所
寿小バックネット設置
古江小渡廊下新築
大姶良中バックネット設置
田崎中防音建具復旧
第一鹿屋中校庭整備
大姶良中用務室新築
第一鹿屋中施設開放用倉庫,便所
豊かな心を育てる施策推進モデル市町村
研究発表大会(西日本地区)
B&G串良海洋センター
鹿屋東中学校建設用地取得41,779㎡
田崎小防音建具復旧
高隈小大規模改修、輝北町歴史民族資料館新築
花岡中柔剣道場新築
西原小運動場整備
田崎中運動場整備
野里小渡廊下新築
古江小運動場整備
鹿屋東中学校基本構想計画
全国レクリエーション大会(ゲームとソング)
国際親善カヌー大会
鹿屋東中学校第1期工事4,848.03㎡
鹿屋小学校屋内体育館大規模改修
花岡中学校運動場整備、高尾・市成・百引小教頭住宅
田崎中学校機器復旧工事実施設計
鹿屋中央公園テニスコート照明施設事業
サンライフ第3回全国トリム大会
鹿星東中学校第2期工事1,840㎡
鹿屋東中学校体育館,プール,その他完成
南小学校郷土資料館完成、高尾・市成・百引小教頭住宅
鹿屋東中学校校長住宅完成
潤いと温かみのある心豊かな児童生徒の育成事業
鹿児島県レクリエーション大会
ペナン国際ボート祭選手派遣
郷土と語る文化財少年団結成
田崎中学校プール附属屋完成
鹿屋東中学校開校
高隈小危険校舎改築612㎡
第一鹿屋中柔剣道場新築370㎡
鹿屋中屋体大規模改修
高隈中屋体大規模改修
柏木小廃校、高尾地区公民館新築
高隈高校廃校
田崎中防音機器復旧
看護高等専修学校を看護専門学校に統合
東原小・大黒小・鹿屋中大規模改造
大姶良中講堂改築 989㎡
浜田小校舎(特別教室等)及ぴ給食室改築155.31㎡
文化会館大規模改造
教育方法開発特別設備(パソコン)の開始
鹿星東中学校給食調理業務委託閑始
女子高30周年記念享業
故郷の山河を友とする育少年育成事業
視聴覚センター文部省大臣賞受賞
営繕工事班設置

年度

63

64
・
元

2

3

4

5

6

主な事項
笠野原小増築803㎡
高須小建具及び内装復旧
野里小内装復旧
寿小内装復旧、平南地区公民館新築
田崎小内装復旧
高須小講堂内装復旧
東原小危険改築444㎡
田崎中柔剣道場新築370㎡
第一鹿屋中内装復旧
東原小用地拡張取得3,226㎡
高須小ガラスブロック改造
学校事務合理化対策事業
(S62〜63年度電子コピー購入)
教職員住宅新築(大姶良中学校)74.9㎡
寿北小増築3階建 795㎡
鶴羽小大規模改造
鶴羽小給食室増改築 100㎡
野里小シャワー更衣室新築 66㎡
西原小体育館ガラスブロック改修 832㎡
田崎小校舎拡張用地取得 8,636.11㎡
花岡中防音大規模改造、市成地区公民館新築
高隈中給食室増改築 80㎡
大姶良中柔剣道新築 370㎡
看護専門学校防音改造 1,436.67㎡
女子高内装復旧
教職員住宅リフォーム事業(大黒小校長住宅)
輝北運動場
鹿屋小の下水道布設に伴う完全水洗化便所
改造及び便所増築 (改造126㎡,増築121㎡)
鹿屋中柔剣道場新築 370㎡
教職員住宅リフォーム事業(東原小校長住宅)
田崎小用地取得 8,636.11㎡
国際バレーボール親善交流事業
田崎地区学習等供用施設用地取得 3,800㎡
鶴羽小スクールバス更新、百引地区公民館新築
田崎小校舎造成 8,636.11㎡
古江小防音改築改造給食室改築工事
(改築426.54㎡,改造954.21㎡,
給食室79.17㎡)
コンピュータ教室改造(鹿屋中 124㎡,
第一鹿屋中 142㎡,高須中 127㎡)
第一鹿屋中講堂新築 1,294㎡
鹿屋東中駐車場用地購入 1,919.8㎡
教職員住宅リフォーム事業(西俣小校長住宅)
第1回九州地区生涯学習大会(10/10〜12)
第45回県民体育大会 (9/21〜22)
准看護婦学校を看護高等専修学校に校名変更
鹿屋小駐車用地購入 350.97㎡
田崎小校舎増築 1,206㎡
コンピュータ教室増改造(田崎中 142㎡・
大姶良中 126㎡・高隈中 125㎡・花岡中
96.73㎡)
コンピュータ機器導入(鹿屋東中)
教職員住宅リフォーム事業
(鹿屋小校長住宅・笠野原小校長住宅)
田崎地区学習センター新築 909㎡
高須中講堂改築 824㎡
高須中柔剣道場新築 350㎡
西原地区学習センター新築 936㎡
高隈小第2グランド拡張用地取得 9,436㎡
女子高情報処理科1学級増,商業科1学級減
教職員住宅リフォーム事業
(田崎中校長住宅,祓川小校長住宅)
平和公園屋内ゲートボール場完成
移動図書館車購入
教職員住宅改築事業
(鶴羽小校長住宅,高隈中校長住宅)
教職貝住宅改築事業
(寿小校長住宅,田崎小校長住宅)

年度
6

7

8

主な事項
女子高家政科2学級減,生活科学科2学級創設
大隅湖艇庫増改築工事 ①478.50㎡ ②279.94㎡
吾平相撲場、屋内ゲートボール場完成
浜田小校舎改造・除湿 759.99㎡
花岡中講堂増改築 965.28㎡
花岡中給食室増改築 80.01㎡
高隈中校舎改築(特別教室) 253㎡
高隈中柔剣道場新築 388㎡
教職員住宅改築事業
(浜田小校長住宅・大姶良小校長住宅・
大姶良中校長住宅・高須中校長住宅)
小学校パソコン導入
国民体育大会第15回九州ブロック大会(7/1〜8/20)
平和公園陸上競技場完成
コンピュータ教室増改築
(東原小 215.9㎡・大黒小 288.31㎡)
寿小大規模改造設計及び除湿工事
(南・西棟除湿工事 1,965㎡)
田崎中講堂増改築 1,162㎡
教職員住宅改築
(古江小校長住宅・菅原小校長住宅
南小校長住宅・高隈小校長住宅)
寿北小用地(県有地)取得 3,881.43㎡
田崎中運動場用地取得 1,707㎡
文部省指定「いじめ対策地域連携モデル市」
鹿屋市スポーツ振興ビジョン策定
相撲場移転改築 138.64㎡
高隈地区交流促進センター(鷲峰館)新築 941.38㎡

9

10

11

12

吾平弓道場完成
コンピュータ教室増改築
(寿小419㎡・西原小493㎡・笠野原小543㎡)
寿小大規模改造・耐震補強及ぴ除湿
(北校舎 2,013㎡・18教室除湿)
教職員住宅改築
(西原小校長住宅・第一鹿屋中校長住宅
高隈小教頭住宅・花岡中校長住宅)
高隈中教職員住宅購入
(土地 580.88㎡・建物 95.92㎡)
鹿屋市武道館移転改築
1階 1,285.3㎡
2階 1,225.11㎡
西原台小校舎増築 512㎡
(コンピュータ教室、多目的教室、特別活動室)
高隈小校舎・体育館大規模改造
(特別教室棟 237㎡・体育館 416㎡)
寿小体育館大規模改造 850㎡
西原小体育館大規模改造 832㎡
花岡中校舎大規模改造(特別教室棟251㎡)
高隈中校舎大規模改造 (管理教室棟 1,454㎡)
野里小校舎大規模改造 (特別教室棟 432㎡)
野里小校舎増改築 (10〜11年度)
(管理教室棟 2,007㎡)
南小教頭住宅新築(土地購入 403.3㎡)
総合型地域スポーツクラブ育成モデル事業
(11年度〜13年度文部省補助事業)
中央公園テニスコート改修(砂入り人工芝6面)
第2武道館改修(障害者用施設)
寿北小校舎増築(コンピュータ教室,情緒障害児
教室,多目的教室) 714㎡
西俣小校舎大規模改造(コンピュータ教室123㎡)894㎡

西俣小校舎増改築(管理教室棟 1,499㎡)
(鹿屋小,祓川小,古江小,菅原小)
教職員住宅改築(高須小教頭住宅) 88.44㎡
高隈水カ発電設備展示館新築 49.53㎡
コンピュータ教室改造事業
串良平和アリーナ完成
西原小学校校舎大規模改造及び防音復旧事業
西原台小学校除湿器復旧事業

年度

12

主な事項
小学校コンピュータ教室改造事業
(田崎小、高須小、鶴羽小、高隈小)
第一鹿屋中学校校舎大規模改造事業
田崎小学校講堂増改築防音併行事業
大姶良小教頭住宅整備事業
田崎多目的運動広場整備
(人工芝、倉庫、給排水、駐車場整備)
西原健康運動公園テニスコート改修
(砂入り人工芝 ８面)
平和公園屋外テニスコート完成
木のぬくもり学び舎づくり事業(H13〜H17)
西原小学校校舎大規模改造及び防音復旧事業
田崎中学校校舎増改築防音併行及び大規模改造事業

13

14

15

東原小教頭住宅整備事業
心の教室整備事業(鹿屋中、花岡中、田崎中)
市制施行60周年記念のｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄ事業
(全日本クラブ男子ソフトボール選手権大会)
弓道場屋改修整備事業、吾平小東校舎増改築(897.87㎡)
鹿屋運動公園整備改修事業(陸上競技場)
鹿屋東地区学習センター新築 1,223㎡
鹿屋市少年少女合唱団育成事業
平和公園多目的野球場完成(21,710㎡)
吾平艇庫完成(388㎡)
直営作業移転(新栄町)
小・中学校校舎耐力度簡略調査事業
西俣小教頭住宅整備事業
大姶良小学校校舎増改築事業
南小学校校舎増改築事業
心の教室整備事業(大姶良中)
サッカー場ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場改修工事(中央公園)
不登校児童生徒支援事業(ﾏｲﾌﾚﾝﾄﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)
生涯学習基本構想策定
「かのやすくすく特区」認定
生涯学習まちづくり出前講座事業
野球場改修及びスコアﾎﾞｰﾄﾞ増設工事
浜田小教頭住宅整備事業、下名小管理棟校舎増改築(459.60㎡)
大姶良小学校屋内運動場増改築事業
大黒小学校体育館大規模改造事業
一校一風学校自慢づくり事業
(花岡中:屋外教育環境整備)
心の教室整備事業(鹿屋東中)
田崎中学校用地拡張事業(用地購入)
「かのや英語大好き特区」認定
スクールカウンセラー配置事業
第一鹿屋中学校校舎増改築防音併行事業(H16〜H17)

16

鹿屋中学校屋内運動場増改築事業(H16‑H17)
鶴羽小校長・教頭住宅改築工事
一校一風学校自慢づくり事業(田崎中:多目的屋外ｽﾃｰｼﾞ)
「児童生徒の心に響く道徳教育推進事業」研究公開(〜H17)
補導センター「あおぞら号」青色回転灯装着
鹿屋市西原陸上競技場改修鹿屋市体育館改修
鹿屋市中央公園水泳プール改修
第59回県民体育大会肝属大会鹿屋市準備委員会設置

17

18

鹿屋看護専門学校准看護科閉課程
第59回県民体育大会肝属大会開催(9月17〜18日)
市民いこいの森ラグビー場オープン
第一鹿屋中校舎増改築防音併行事業(4,337㎡)
鹿屋中学校屋内運動場増改築(1,138㎡)
花岡中大規模改造事業耐震診断調査実施1,801㎡
鹿屋小校舎増改築事業(設計委託・地質調査)
吾平多目的グランド完成 13,833㎡
吾平中技術家庭科室改築 566.50㎡
市民交流センタ−「ﾘﾅｼﾃｨかのや」完成
鶴峰小屋内運動場増改築 727.50㎡

