
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（１回目） 平成28年6月27日～ 8月10日（7週間）

（２回目） 平成28年10月25日～12月9日（7週間）

【受講生アンケート（一部）】
・職場での業務を意識しながら講義や実習、設計演習に取り組
むことでより一層理解が深まった。

・水理計算、構造計算から配筋図作成まで経験したことで、提
出される構造計算書の注目すべき点が分かるようになった。

・国、他県の研修生と交流し、様々な意見交換により知識の幅
が広がった。

【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）

・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

土質試験実習

施設見学

※平成28年度は年2回の開催となり
ます。

H28年度は 6月～8月（1回目）、
10月～12月(2回目)

コンクリート試験実習、
及び取りまとめ

水理実験
実習



基礎技術研修の研修科目を４つテーマ毎にまとめ、基礎的技術力を向上させたい方を対象に、
基礎技術研修の中で必要な期間のみ合同で受講する技術力養成研修を実施します。（各1～2週間程度、下図参照）

【実施予定時期・期間】
水理学（１回目） 平成28年6月28日～7月5日（1.5週間）

（２回目） 平成28年10月28日～11月2日（1.5週間）
土質力学（１回目） 平成28年7月6日～15日（1.5週間）

（２回目） 平成28年11月7日～11日（1週間）
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ・構造力学（１回目） 平成28年7月19日～29日（2週間）

（２回目） 平成28年11月14日～25日（2週間）

設計演習（１回目） 平成28年8月1日～8月10日（2週間）
（２回目） 平成28年11月28日～12月9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

《(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
・土質試験実習

《(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ・構造力学)研修》
・構造力学（１）（２） 力のつりあい、部材力等 
・鉄筋コンクリート 材料、設計手法等
・コンクリートの配合設計
・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

※技術力養成
基礎技術研修の講義等を合同で受講。

受講者のニーズに応じ
それぞれのテーマ毎に、
講義と実習を組み合わせ
た短期の研修プログラム
です。

※H28年度再編

※H28年度再編

※ 平成28年度は年2回の
開催となります。



農業土木技術者としての自立を目指し、若手技術者の意識変化・気づきを促す研修へリニューアルしました。

【実施予定時期・期間】
平成28年11月14日～11月18日（1週間）

従来は7～8月に実施していましたが、工事・業務等
の発注繁忙期を避けて11月に開催することとしまし
た。

研修中の職員不在による職場負担をできるだけ軽
減するため、研修期間を従来の2週間から1週間に
短縮しました。

カリキュラムは①農工研の研究・技術開発、②組織
や世代を超えた技術者交流、③業務スキルの習得
の三つをテーマに内容に改めました。

従来は受講対象を実務経験5～10年と幅を持たせて
いましたが、技術者としての自立が求められる経験
年数7年程度を受講対象とし、受講者要件を明確に
しました。

１．開講時期を8月から11月へ移行

２．研修期間を2週間から1週間に短縮

３．カリキュラムの刷新

４．受講対象者の明確化

★変更のポイント

◎農工研についての紹介、研究・技術開発に
関する最新トピック、施設見学・実演等

◎民間の農業土木技術者等による特別講義

◎円滑な業務遂行のためのスキルアップ講座
（外部専門講師による折衝・交渉力向上）

◎グループワーク・発表、意見交換会 等

★主な講義項目

穿孔暗渠機（カットドレーン）
の実演（H27参考）

発表・意見交換会の様子
（H27参考）



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28年8月1日～8月5日（1週間）

【受講生アンケート（一部）】
・これまで関連がなかった農工研で様々な研究・開発が行われ
ていることがわかり、連携の必要性を感じた。

・ワークショップの実演だけでなく、その後のフィードバックもあ
り、とても有意義であった。

・事象の原因と課題を分解することや、様々な課題に対して優
先順位のつけ方の重要性を事例研究を通じて理解できた。

・将来のエネルギーについて講義だけでなくディスカッションも
あって勉強になった。

・各事業所の技術的問題や外部との調整など、多様な課題に
ついて具体的に聞き話し合うことができた点がよかった。

【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
・水利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)

農業用水利施設
のストックマネジ
メントの考え方を
検討するための

現地調査

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28年6月29日～7月8日（1.5週間）

【受講生アンケート（一部）】
・地質の写真などはあまり見る機会がなく、名前は知っていても実際
どういうものか分かっていなかったため、改めて理解できた。

・安全性評価では、設計施工の詳細確認を行うため、設計の背景を
理解する上で重要な講義であった。

・ビデオや写真を活用した講義の内容がとても理解しやすかった。
・ダム委員会の進め方や心構えの説明があり、分かりやすい説明が
できるように取り組みたい。

・機能診断時の現場での着眼点や留意点がよく理解できた。
・耐震性能照査の手法について、大変分かりやすい説明を受けること
ができた。

・現地における説明は実践的な内容で良く理解できた。改めて管理の
苦労も体験できた。

【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）
・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）

（現地実習含む）

・農業用ダム機能診断マニュアル（演習）
・耐震性能照査 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28年度は、後半の1週間を必須とする（ダム関係業務の主体である「機能診断」
と「耐震性能照査」の円滑な執行のための技術知識の習得等が中心）。
なお、ダム業務の経験が少ない者は、ダムの設計・施工等に関する基本的な知識を
補完する前週の3日間も受講する。

※ 国の職員としては、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
所など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。

供用中のﾌｨﾙﾀﾞﾑの漏水観測施設での実習 供用中のｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑの堤体観測実習



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28年6月6日～6月17日（2週間）

【受講生アンケート（一部）】
・農業施策や農業情勢と用水計画（河川協議）の関係が理解できた。
・用水計画の手順、考え方などが具体的に分かり今後の参考となった。
・実際に水収支計算を自分で行うことで、どこが間違いやすいのか、理
解しにくいのか体感することができた。

・河川法を政令や規則を含め一通り目を通すことができてよかった。
・国交省の方々の河川管理者側の説明により、管理者が求めている
部分がわかった。

・土地改良区の維持管理の大変さがわかった。実際の水運用や問題
等について直接聞くことができよかった。

・営農技術の知識を知るとともに、営農側と連携しながら事業を進めて
行く必要性を再認識した。

・事例研究で他地区の課題から、自分の地区を知るきっかけとなった。

小水力発電関係の河川法の改正内容の解説

※ 平成27年度から、「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」を主な研修目的と
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
も含めた内容に変更している。

用水計画変更に
向けた事例研究

【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（経営形態、営農技術の変化を踏まえ）

・河川協議の実務(基礎知識)及び用水計画演習
・河川水利行政（河川法逐条解説含む）

・河川協議に係る近年の課題
・水需要の変化に伴い必要となる用水計画変更に向けた
企画書の作成・発表 など

事例研究及び
発表・討議



【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 ・地すべりの基礎と調査計画
・トレーサー法の基本原理と適用例 ・地すべり防止対策工法
・ボーリング調査･実習　・物理探査･実習 ・斜面安定解析演習 
・現場課題検討会 ほか

※受講生より（アンケートの抜粋）
・地質調査の重要性が分かった。各調査の目的や特徴を理解することができた。
・実際の土質調査（特にボーリング調査）状況を目にして、発注時、気をつける
べき点等がわかった。
・安定解析を今まで自分で行ったことがなかったので、いい経験になった。
・通常業務で実践する機会のない電磁波探査を体験できて有意義であった。
・自分たちの検討に関して質問やアドバイスなどが多く寄せられたのは非常に有
意義だった。

実習結果を用いた解析演習現場検討課題発表

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の他、現場
課題についての班内討議、発表を行っています。

【実施予定時期・期間】
平成28年7月20日～7月29日（8日間）

講義室での座学現場検討課題班内討議

スウェーデン式サウンディング試験

地中レーダー探査 弾性波探査

標準貫入試験

※H28年度研修期間変更



今後の農業情勢等の変化に対応する水利用の変化に対応した
新たな水利システムの再構築に必要とされる技術知識等の習得を行います。

【実施予定時期・期間】
平成28年9月12日～9月16日（1週間）

【受講生アンケート（一部）】
・用水システムとしての機能診断は非常に重要であると感じた。
・大区画化や番水、供給主導型と需要主導型に関する理解が深
まった。

・実際管理している改良区から課題や問題点、今後の施設管理
についていろいろと話が聞けて勉強になった。

・実験での体験から水量、水位の調整は非常に困難であることが
わかり、非常に意義のあるものであった。

・与えられた少ない資料から考えられる問題点を抽出することは、
今後の調査業務などでも重要な能力であると改めて確認した。

【主な講義内容】
・農業水利システム概論と更新･改修のための水理・水利用
機能診断

・水路システムの計画と整備
・土地改良区の水管理の実態と今後の課題
・水路実験（開水路、パイプライン）
・事例を使った水利システム演習 など

分水工の配水システムに関する演習（動画による現状把握・原因分析など)

水路実験（パイプライン）

水路実験（開水路）



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28年9月28日～9月30日（3日間）

【受講生アンケート（一部）】
・農村地域の活性化では、地域の話し合い、リーダーの発掘に
加え、コーディネーターの存在が重要であることを改めて認識
した。

・今まで業務を行う中で意識していなかった農村計画の考え方
や環境配慮の必要性について理解が深められた。

・環境配慮の大切さを知ることができ、これからは考慮しながら
業務を進めたい。

・環境配慮の考え方や住民意識評価法を参考に現場の意識改
善に取り組みたいと思う。

・農村環境保全について専門的技術に加え、事業制度の背景
に関しても理解を深めることができた。

【主な講義内容】
・農山漁村の活性化
・農業と農村環境の保全
・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
・耕作放棄地再生のための土地利用計画
・ランドスケープ
・共同活動に関する住民意識の評価手法
・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

ランドスケープ

ワークショップ手法
（耕作放棄地再生）



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28年10月3日～10月7日（1週間）

【受講生アンケート（一部）】
・講義や影響予測演習、生態系調査実習を通し、基本的な知識や
調査手法等を修得できた。また、生態系配慮の計画や設計、施
工の具体的イメージが持てた。

・現地調査から維持管理まで一連の流れを実務を踏まえながら研
修したことで、今後の業務に活かせると思う。

【主な講義内容】
・生態系配慮の基礎
・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

魚類調査

事業による影響予測演習



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28年9月26日～10月7日（10日間）

【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

※受講生の声（アンケートより抜粋）
・鉄筋コンクリートのはりの作製から曲げ破壊試
験の一連作業を実験として行い、各鉄筋量におけ
るひび割れの違いを確認することができた。
・補修・補強事例の先進事例を実際に見ることが
でき、有意義な研修だった。
・研究内容の紹介等していただき、興味深く聞く
ことができた。
・実際に機能保全コストの算出方法の具体的なイ
メージをつかむことができてよかった。
・実習により、様々なコンクリート機能診断調査
を体験することができて良かった。
・それぞれの地区で抱えている問題等を発表によ
り皆が共有することでいろいろな知恵が得られた。

RCはりの破壊試験 機能診断技術の紹介
（マイクロスコープ）

事例研究の班別討議 農業水利施設の劣化予測演習

電磁誘導式鉄筋探査器による
鉄筋探査

事例研究発表

高度な補修・補強技術の
実演・見学

室内講義
自然電位測定器による鉄筋
腐食状態の推定



「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28年6月20日～6月24日（1週間）

【受講生アンケート（一部抜粋）】
・費用対効果分析の全体的なイメージや考え方、事業評価の流れ等、
総論的なことがわかった。

・学術的な観点から効果の話が聞けて勉強になりました。
・国の事後評価における費用対効果の考え方がよくわかり、業務の参
考となった。

・営農計画をこれまで、あまり重視して見てこなかったですが、事業
計画の根幹をなすもので重要なものと、新たに認識しました。

・作物生産効果の作物別の純益率・所得率が興味深かった。
・費用対効果分析の成り立ち、費用便益分析に係る総便益総費用、現
在価値化の考え方が分かった。

・ＣＶＭの内容を良く理解できた。特に、ＣＶＭの弱点の説明はとて
も意義があった。

【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
・CVM法による効果計測の手法 など

効果体系について

標準計画とストマネとの比較

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28年10月24日～10月28日（5日間）

【主な講義内容】
・費用対効果分析の理論
・【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】：維持管理費節減効果、
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

※受講生の声（アンケートより抜粋）
・大変苦労しましたが数値算定までたどりつき、間違いはあり
ましたが、当初目標であった数値を算定できるようになること
は概ね達成できたと思います。
・経済効果の算定は初めてであったが、講義、演習及び演習
での班員との討論等により、経済効果算定について理解する
ことができた。
・他の班の方がどのような考え方のもとで効果算定を行った
のかを知ことができ、また、講師の方にアドバイスをいただく
ことができ、貴重な体験だった。
・受注者としてのコンサルの効果算定業務において苦労して
る点など、実際の話を聞けたことは、発注者側の立場となっ
ている私にとって有意義でした。

効果算定演習

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



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

【受講生アンケート（一部）】
・講義と演習を通じて、話し合いのもって行き方や住民目線と行政の考え方のズ
レなど、ワークショップの留意点を実感した。

・地域防災体制作りに必要な事項を学べ、これから地域住民等関係者と話してい
く自信がついた。

・ハザードマップ作成時に出てくるであろう課題を体験することができた。
・ため池に対するリスクについての知識が得られた。
・様々な人と話すことで、多様な意見、考え方を知ることができた。
・災害発生時、行政側、住民側のどちらの立場にたった場合でも、ワークショップ
の経験が活きると思う。

【実施予定時期・期間】
平成28年5月23日～5月27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。

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




