
基礎技術研修では入省２～３年程度の職員を対象に農業土木分野における基礎的学力や、
農業農村整備に関する基礎技術･知識の付与を目的とした講義及び実習行っています。

【実施予定時期・期間】
基礎技術研修 平成27年6月22日～8月11日（8週間）

【受講生アンケート（一部）】
・実験のレポートの総括や確認テスト、事例研究を通して、基
礎技術の習得を図ることができた。

・業者から提出される構造計算書の意義、注目すべき点が分
かるようになった。

・設計の手順、方法を学ぶことで、業務・工事監督時の確認す
べきポイントが理解できた。

・土地改良施設を目にした時、その施設の意義が友達に説明
できるようになった。

【主な講義内容】
・農村工学技術論
・農業土木分野における基礎科目の 講義･実習･演習
（数学、水理学、構造力学、土質力学、水理実験実習、
土質試験実習、鉄筋コンクリートの設計、構造設計演習、
コンクリート試験実習、など）

・GIS(地理情報システム)
・農業農村整備事業の現状と課題
・事例研究･発表･討論会 など

水理実験
実習

コンクリート
試験実習

土質試験実習 施設見学

※平成27年度より研修時期が
変わりました。
（H26年は5月～7月実施）



平成25年度より基礎技術研修の研修科目をテーマ毎にまとめ、
技術力養成(水理学)研修、技術力養成(コンクリート･土質)研修を開始しております。

平成27年度より新たに技術力養成(設計演習)研修を開始します。

【実施予定時期・期間】
（水理学）研修 平成27年6月23日～7月1日（1.5週間）
（ｺﾝｸﾘｰﾄ・土質）研修 平成27年7月6日～16日（2週間）
（設計演習）研修 平成27年7月27日～8月7日（2週間）

【主な講義内容】
《(水理学)研修》
・水理学（１）（２）水の性質及び次元・静水圧
・水理学（３）水の運動
・水理学（４）管水路
・水理学（５）開水路
・水理学（６） オリフィス・せき・ゲート
・水理実験実習

《(ｺﾝｸﾘｰﾄ・土質)研修》
・土質力学の基礎（１） 土の圧密・土の強さ等
・土質力学の基礎（２）土圧
・土質力学の基礎（３）斜面の安定
・コンクリート試験実習

《(設計演習)研修》
・流速公式と構造設計（管水路）
・構造設計演習（管水路）
・流速公式と構造設計（開水路）
・構造設計演習（開水路）
・擁壁の安定計算
・擁壁の設計演習

※この３つの研修は基礎的技術力を向上させたい方及び配置転換者を対象としており、
基礎技術研修の中で必要な期間のみ合同で受講する形になります。（1.5～2週間程度、下図参照）

※技術力養成
基礎技術研修のテーマ毎の講義等を行っている期間のみ合同で受講。

平成25年度より実施

水理学の基礎を学びたい
方を対象としており、主に
水理学の講義と実験実習
を行います。

平成25年度より実施

コンクリート・土質力学の
基礎を学びたい方を対象と
しており、主に土質力学の
講義や土質試験、コンク
リート実験実習を行います。

平成27年度より実施

設計の基礎を学びたい方
を対象としており、設計基
準の解説と各工種毎の設
計を演習として行います。

※H27年度新規



若手技術者の実務に不可欠なNN事業に関する諸制度や
農業農村工学分野の基礎から最新情報までの総合的な講義及び演習を行っています。

【実施予定時期・期間】
平成27年8月17日～8月28日（2週間）

【受講生アンケート（一部）】
・あいまいだった知識の再確認ができた。現在実施している業務の最
新情報や、他府県の状況がわかり参考になった。

・業務において調査、計画を担当しており、ある程度の基礎的知識を有
していたが、制度の成り立ちや他調査との関連等を学ぶことができ、
基礎知識の再確認という意味で有意義だった。

・講師及び他県からの研修生からの多様な刺激があり、今後の仕事へ
の活力となった。また、考える時間、たくさんの新しい未知の情報を得
られ、仕事のやり方や改善についてもアイディアも浮かんだ。

・農業土木全般について広く研修があり、得るものが多かった。また、
国、県、の職員とも交流が出来た。今後の業務でも人脈をいかしたい。

・事業計画について、あらためて勉強になった。昨年まで事業計画に関
する業務を行っていたので、再確認することができた。

・幅広く学ぶことができた。自分の知らなかったことはもちろん、あいま
いなところや軽んじていたことに気づくことができた。所属に戻ったら、
また違った視点で業務に携わっていけそうである。

【主な講義内容】
※1週目
・事業計画
・農村計画
・営農・土地利用計画、費用対効果分析
・水田、畑地かんがい計画
・用水管理計画、排水計画
・ほ場(水田、畑地)水管理調査実習及び研修成果学習 など
※2週目
・工事の契約、施工、会計検査
・設計・積算・施工管理基準
・土木地質
・農業農村整備事業の広報活動 など

ほ場(水田、畑地)
水管理調査実習

事例研究
（発表・討論会）

ほ場の排水改良

1週目 2週目

事業計画関連の
科目

その他
若手技術者に
必要な科目

※全日程（2週間）の受講が基本ですが
平成27年度は事業計画関連の科目
が中心の1週目だけの受講も可能とし
ます。

※H27年度新規



将来NN事業の指導的立場となる若手技官を対象に現場等での課題解決に必要な技術的知見や
考える力を身に付けるための研修を行っています。

【実施予定時期・期間】
平成27年8月3日～8月7日（1週間）

【受講生アンケート（一部）】
・自分の現場では取り扱わないような農業土木技術について、
知識を得ることができた。他地区について、どのような課題が
あるのかを知ることができた。

・討論に積極的に参加し、自分なりのやり方が見つかった。今後、
企画立案の業務に役立てたい。

・ＷＳや考えさせる内容が多く、限られた時間、条件でまとめ、伝
えるという能力が向上したと思う。

・課題に関する情報を整理し、原因を分析し、解決方法を探る手
法がある程度わかった。

・リスク管理や維持管理も、工事や設計と同様に必要かつ重要
な技術であることを学んだ。

【主な講義内容】
※農村振興局主催の農村振興係長A研修後に実施予定
・ワークショップを活用した地域づくり
・土地改良事業における住民参加手法の評価と活用
・農業用水利施設のストックマネジメントの考え方
・農業農村整備事業地区の事例検討
・今後の農業水利事業と小水力発電の推進
・水路システムの機能診断とよりよい計画のための課題発見 など

農工研の新技術紹介
(地下水制御システム)

検討成果討論会

農業用水利施設のストック
マネジメントの考え方

今後の農業水利事業と
小水力発電の推進



ダムの機能診断、耐震性能照査等にかかる講義、演習、実習を行います。
併せてこれらダムの保全管理に必要な設計、地質調査、施工等の技術知識の講義を行います。

【実施予定時期・期間】
平成27年7月8日～7月17日（1.5週間）

【受講生アンケート（一部）】
・１週目でダムの設計等の講義があり、２週目の機能診断、再開発
の事例等を理解することができるようになった。他ダムの施工事例
を一連でみることにより、より講義内容の理解が深まった。

・ダムの構造（フィルダム・コンクリートダム）の違いによる、観測項
目の違いを理解できた。耐震性照査業務を進める上で有用である。

・ダム建設に関わる内容について、初めて聞く用語もある等、ほとん
ど知識がない状態での受講であったが、施工ビデオを通して理解
を深めることができた。提体の設計においては、土質データによっ
て決まるので、調査の重要性を実感した。

・ダムの経験がない状況での参加であったが、調査、設計、施工、
管理更には安全性評価（設計・施工の確認、機能診断、耐震照
査）までの幅広い知識を得ることができた。

【主な講義内容】
・ダムの調査設計
・ダム地質と調査（地質、地すべり、地下水文学）
・ダムの堤体設計（フィルダム、コンクリートダム）
・ダムの維持管理（堆砂、水質）
・堤体等の安全管理
・ダムの機能診断（フィルダム、コンクリートダム）
・農業用ダム機能診断マニュアル（演習）
・農村工学研究所最新研究情報 など

耐震性性能照査
について

農業用ダム機能診断マニュアル
（演習）

※平成27年度から開催期間を2週間から1.5週間へ変更しました。
全日程（1.5週間）の受講が基本ですが、①ダム関係業務の主体となっ
ている「機能診断」と「耐震性能照査」業務の円滑化に資する技術知識
の習得等を中心に行う後半１週間のみ、または、②ダム業務の経験が
少なく、その理解に必要な設計・施工等に関する基本的な知識を補完す
る前半0.5週間のみの受講も可能です。

診断事例の紹介（洪水吐）

※H27年度研修期間
及び研修内容変更

※国の職員においては、地方農政局本局、土地改良調査管理事務所、土地改良技術事務所で
ダム機能保全業務に携わる職員を主な対象としています。



用水計画と河川協議に係る専門知識、技術に関する講義及び
河川協議の実務に関する事例研究・企画提案書作成等を行います。

【実施予定時期・期間】
平成27年6月1日～6月12日（2週間）

【受講生アンケート（一部）】
・自分の中の「水利権」というアレルギーがなくなったと思う。素晴らしいテキストで
調べればよいという自信がついた。

・事例研究において、班ごとに課題を取りまとめることで、実践的に学ぶことができ
た。研修に参加してようやくどんな観点で協議を進めるかがよく分かった。今後、
知識、経験不足している点について、研修で得た知識等を基に学び、レベルアッ
プできたらよいと考えている。

・国交省の方々の河川管理者側の意見や考え方を聞くことができたことは、大変有
意義だった。

・河川協議全般について、幅広い知識を得た。また、河川管理者の立場が理解でき
た。プレゼン能力が向上した。

・河川協議を実施していくうえで、河川法に基づく協議の進め方、また、協議書を作
成するうえでの手法を今回の研修で得たことから、実践で活かしていきたい。

【主な講義内容】
・農業用水に関する情勢、行政動向等の総論
・用水計画と用水管理
・農業用水利施設の水理性能の照査と確保
・河川協議の実務(基礎知識)及び構造協議
・河川法と農業水利（河川法逐条解説）
・河川協議に係る近年の課題
・模擬河川協議 など

河川法の改正内容の解説

※研修目的は、高度な水使いが行われている
河川において、先行事業等への影響評価
を的確に行いつつ、新たな用水需要に対応
していくための企画力の養成としている。

研修内容をこれまでの河川協議に特化した
ものから、用水計画、営農技術及び水管理
も含めた内容へ変更。

※H27年度研修名及び
内容の変更

事例研究及び
模擬河川協議



地質調査についての基礎から学ぶとともに、地盤改良、地すべり対策に関する
調査実習及び解析演習を行っています。

【実施予定時期・期間】
平成27年11月4日～11月13日（1.5週間）

【受講生アンケート（一部）】
・日常業務で行ったことのない実習や、地すべりの講義を受けて知識を深め
た。全国で地質に関する課題は、各々の地域で特徴があることを学んだ。

・地すべりに関して、基礎的な部分から学ぶことができ、今後の業務に役立て
ていきたい。

・地すべりの調査、解析業務については、検討から方法、立案まで、すべてコ
ンサル任せであったが、今後は、主体的に調査を依頼することができる。

・基礎知識を習得できてよかった。また、調査方法などで、実際に体験できた
ことがよかった。

【主な講義内容】
・地質調査の基本
・基礎地盤改良工法と調査計画
・地下水シミュレーションの基礎理論と適用例
・トレーサー法の基本原理と適用例
・ボーリング調査・実習、物理探査・実習
・地すべりの基礎と調査計画
・地すべり防止対策工法
・斜面安定解析演習
・現場課題検討会 ほか

標準貫入試験

物理探査

ポータブルコーン
貫入試験

スウェーデン式サウンディング試験

砂置換法

※平成27年度から開催期間を2週間から1.5週間へ変更しました。

※H27年度研修期間変更



農業用水路システムの水利用機能の診断とそれに伴う
技術的考え方や知識の講義や実習を行います。

【実施予定時期・期間】
平成27年9月14日～9月18日（1週間）

【受講生アンケート（一部）】
・他で経験が出来ない業務内容にふれる事ができた。また、通常
業務では得られない考える時間を持てた。基本的考え方、実験
を通して肌で感じ取れた事は大きいと思う。

・水路システムについて、今まで腰を据えて学んだことが無かった
ので、非常に有意義な時間でした。水路システムの研修を受け
たのだから頑張らないという、今後のモチベーションにも繋がる
と思った。

・管理すべき水位の重要性、その意味を考え、水利施設を設計す
ることが大切であることを知る機会であった。

【主な講義内容】
・農業用水路システム概論及び更新･改修のための水路シス
テムの水利用機能診断

・水路システムの計画と整備、水理･水利用と管理
・用排水システムの水理と水利機能診断
・水路システム水理実習 など

水理実習（開水路）

水利用機能診断の手順

水路システムに関する総合討議

※平成27年度から開催期間を2週間から1週間へ変更し、主な研修目的を今後の新たな水利用
に向けて必要とされる技術的考え方や技術知識の修得を重視します。

※H27年度研修名、期間
及び研修内容変更



農村計画･環境配慮基礎研修では農村計画及び農村環境分野についての
基礎的な内容や事業制度についての講義を行っています。

【実施予定時期・期間】
平成27年10月14 日～10月16日（3日間）

【受講生アンケート（一部）】
・高齢化、人口減少による農村への影響を知ることができた。
事業評価手法を知ることが出来た。環境配慮の取組で5原則
等、学ぶことができた。

・現場業務に戻った際に、計画の位置付け、環境への配慮の
仕方について、より強く意識してハードに生かせると思う。また、
今後計画業務に携わる際の基礎技術が得られたと思う。

・国の政策や農村計画・環境配慮の考え方・手法等、本研修で
得た知識を自分の業務（多面的機能支払）の進め方や地元
の活動組織からの問い合わせに対する解決策の糸口になる
ように、活用していきたいと思います。

【主な講義内容】
・農業農村整備事業における環境配慮の取り組み
・農村地域の水環境
・農村地域の活性化と我が国の農村計画
・耕作放棄地再生のための土地利用計画
・ランドスケープ
・農村計画と事業評価手法
・農村地域の活性化と我が国の農村計画
・最新研究情報 など

田園環境マスタープラン

農村の振興に係る
施策について

（農山漁村の6次産業化）

ランドスケープ

最新研究情報
（ワークショップ手法）



生態系配慮の技術指針に沿った知識や制度に関する講義
及び環境調査手法に係る調査・演習を行っています。

【実施予定時期・期間】
平成27年10月19日～10月23日（1週間）

【受講生アンケート（一部）】
・生態系保全の基本的な考え方を学ぶ事ができ、また実習では多
くの生物に触れ、農村環境の生態の多様さと、保全の必要性を
学ぶ良い機会でした。現場で実践したいと思います。

・事業を進めるにあたっては、環境（生態系）配慮が必ず必要であ
り、効果のある施設を設置することが重要であると改めて考える
事ができた。

・事例等具体的に手法を学ぶことができたので、現在工事中の類
似箇所の整備をする際に参考になる。

・講師の方々と知り合えた。今後何かの時には、このことをきっか
けに相談をさせていただきたい。

【主な講義内容】
・生態系配慮の基礎
・事業による影響予測
・ネットワークの保全形成
・事業による影響予測演習
・地域住民等の参画による環境保全活動事例
・生態系調査実習・現地踏査
・維持管理、モニタリング
・最新研究情報 など

鳥類調査

魚類調査
植物調査

地域住民等の参画による
環境保全活動事例

調査実習
レポート作成



地域合意形成技術研修では住民参加型での計画策定について必要となる
ワークショップ実習を行っています。

【実施予定時期・期間】
平成27年9月28日～10月2日（1週間）

【受講生アンケート（一部）】
・集落点検の視点が多方面から見えて良かったと思う。また、プレ
ゼン内容について地域住民から興味関心をもってもらい良かった。

・環境点検及び将来構想マップを作成することにより、地域・行政・
両者で取り組む課題がより具体的に共有することができた。

・他県や国の方と研修を行い、自分の意見をはっきりと伝える方が
多く、とても良い経験となった。

・ワークショップについて、ほとんど経験していなかったので、作業
を行うことにより、一連の流れを把握することができた。

・何より、研修生全員と仲良くなれたのは、自分にとって大きな財
産となります。

【主な講義内容】
・農村整備の効果
・ワークショップにおける手法とデザイン
・農村計画現地実習
現地点検マップ、ファシリテーション
地域構想
プレゼン実習、成果発表

・ディスカッションなど

農村計画現地実習
（成果発表）

農村計画現地実習
（地域構想）

農村計画現地実習
（現地点検）



農業用水利施設の機能・性能にかかる設計、診断・評価、補修・補強、ライフサイクルに関する講義、
並びに機能診断実習及び性能設計関連の試験や演習などを行っています。

【実施予定時期・期間】
平成27年9月28日～10月9日（2週間）

【受講生アンケート（一部）】
・コンクリート構造物の劣化機構と対策工法等、今後の業務で活かせる
内容であり、研修に参加できて自身のスキルアップになった。

・補修、補強技術、診断技術、鉄筋コンクリートの性質や荷重が作用した
ときの状態変化等の知識が得られた。また、何を見ればその問題を解
決できるヒントが乗っているのかがわかった。

・施設保全の経験が少なかったので、ほとんど知識が無かったが、研修
を通じて、基本的なことは理解できたのではないかと思う。また、施設保
全以外の工事現場でも参考になる所も多かった。

・事業制度、鉄筋コンクリートの特性、劣化の原因、対策、効果算定への
反映方法等について、幅広くトピックを交えて深く理解することができた。

【主な講義内容】
・施設保全管理に関する事業制度、現状と課題
・農業用水利施設の機能診断と保全管理
（コンクリート構造物、施設機械、ため池等）

・コンクリート構造物の構造機能診断調査実習
・ポンプ設備の簡易な機能診断
・RCはりの破壊試験
・限界状態設計法の演習
・最新補修工法の見学（民間研究所） など

ＲＣはりの
破壊試験

物理探査

農業水利施設の
劣化予測演習

高度な補修・補強技術の
実演・見学！

コンクリート構造物の機能診断調査実習

座学、演習、新技術などなど

※実習関連のカリキュラム
を充実させました。



「新たな土地改良の効果算定マニュアル」に沿った事業効果の算定･分析、評価に
関する講義を行っています。

【実施予定時期・期間】
平成27年6月15日～6月19日（1週間）

【受講生アンケート（一部）】
・敬遠しがちだった経済効果について、取り組んでみようという意欲が湧い
た。

・色々な効果の種類や算定方法について知ることが出来たので、職場に
戻った時に、事業計画を作成する際、どんな効果を検討できるかイメージ
することができました。

・今まで断片的なピースとしてあった経済効果に関する知識が、今回の概
論の研修によって、新たな内容とともに概ね整理できたので、参加して非
常に良かったと思う。職場に戻ったら、他の職員にも来年度の受講を進め
たいと思う。

・効果算定マニュアルがどういう理論付けで出来ているかなど、現在行って
いる業務の中で、例えばＢ／Ｃが1.0を下回る場合にどう考えていくかの
きっかけを得ることができた。

【主な講義内容】
・「総費用総便益比」とは
・「事後評価」での費用対効果分析
・営農計画の基本的考え方
・維持管理費節減効果
・中山間地域の活性化･耕作放棄の予測
・災害防止効果
・CMV法による効果計測の手法 など

効果体系について

ストマネのLCC効果のB/Cとの違い

NN事業の役割

品質向上効果の概念図



経済効果Ⅰ．概論の内容を発展させたグループワーク方式の演習を中心とし、
併せてそれに必要となる実践的な講義を行っています。

【実施予定時期・期間】
平成27年10月26日～10月30日（1週間）

【受講生アンケート（一部）】
・マニュアルに基づく効果算定の適切な実施だけでなく、実務上、個別
に適用を検討する内容について（例えば、総費用算定におけるＬＣＣ
の反映）学べたことは、今後の実務に活かせるものでありました。

・本研修は内容が厚く、従来の講義主体の研修から実演主体の研修で
あったことから、算定手法を体験できたことが良かった。特に排水整
備を題材とした演習は、これまであまりなかったため、考え方、留意
点が理解できたと思う。

・演習の中で、自分の手を使って資料を作成することで、各項目の考え
方への理解を深めると共に、経済効果算定のスキルを向上させるこ
とができた。また、他地域の事例や考え方の違いを学ぶことができた。

・総費用総便益比の算出方法について、作業を通して理解することが
できた。また、グループでの議論を通じて、間違い易いポイントなどを
知ることができた。

【主な講義内容】
・費用対効果分析の理論
・地域経済の波及効果
・【算定演習】：総費用総便益比、作物生産効果、CVM、
営農経費削減効果 ほか
・【算定事例】：災害防止効果、水源かん養効果、
総費用算定におけるライフサイクルコストの反映例 ほか
・B/C値算定の発表会

各種演習

B/C値算定の発表会

費用対効果分析の理論
総費用算定における

ライフサイクルコストの反映例

※実際に事業効果を算定す
る演習がメインとなります。



農村防災全般に係る専門的知識に加え、ワークショップ関係技術を付与し、農村防災に係る事業計画の策定や
地域で防災減災を推進するための合意形成等について指導出来る上位の技術者の育成を行っています。

地域の防災計画策定のための
ワークショップ演習及び

発表・討論

防災・減災対策の現状、今後の
展開や制度について

防災・減災に関する
技術的講義

【受講生アンケート（一部）】
・農村の防災・減災について地区単位で取り組むにはどうするのか、発見した課
題に対して防災事業などどのような支援があるのか知らなかったが、研修でこれ
らを学ぶことができた。

・災害リスク(被害範囲等)や避難経路選定、避難方法など災害時に想定されるあ
らゆるケースについて考えられるようになった。また、ワークショップの進め方な
ども学べたので、今後の業務に活かしたい。

・ワークショップ手法、特に取りまとめとその後の効果発現までの難しさを再認識
した。帰って他職員等に広げるべく、早速研修に向けた準備を行う。指導意識の
向上につながった。

・他県の方も同じように悩んでおるのがわかり良かった。また、「いつでも農工研に
相談して」という言葉と、全国の農業土木技師と出会えたことが一番良かった。

【実施予定時期・期間】
平成27年5月25日～5月29日（1週間）

【主な講義内容】
・農村防災・減災概論
・地域での防災・減災活動内容の紹介
・地域の防災計画策定のためのワークショップ演習
及び発表・討論

・農村防災・減災に関する技術講義
（水路等施設、土砂災害、ため池等）

※本研修の前週に「ため池減災技術にかかる講習会」（農工研主催）を
連携して実施する予定。

※H27年度研修内容変更


