
平成２７年度愛知県農業機械利用技能検定試験について 

 

１ 趣旨 

    農業機械化の進展とともに、農業機械・施設の大型化・高性能化が著しく、その効率 

的利用及び農作業の安全確保が重要な課題となっています。このため、農業機械利用技 

能についての研修を受講した者等を対象として、取得した技能の認定を行います。 

 

２ 試験区分 

 (1) 農業機械士技能 

  (2) 指導農業機械士技能 

 

３ 日時 

  平成２８年２月１０日（水） 午後０時３０分から 

                (受付 午後０時～午後０時３０分)  

 

４ 場所 

  愛知県立農業大学校  

岡崎市美合町字並松１－２  

    電話：０５６４－５１－１０３４（研修部：ダイヤルイン） 

 

５ 受験資格 

 (1) 農業機械士技能 

   大型特殊自動車免許（農耕車限定を含む）の取得者で、次のいずれかに該当する者。 

      ア 愛知県立農業大学校が主催する大型トラクター作業研修（旧：トラクタ安全作

業研修、トラクタ作業研修、農業機械士研修及び農業機械２級研修を含む）を修

了した者。 

     又は、農業機械士技能検定までに上記研修を受講する見込みのある者。 

      イ 愛知県立農業大学校の在学生で、同校の農業機械関係の単位を修得した者及び 

    卒業生。 

   ウ 実務経験が３年以上ある者。 

  

 (2) 指導農業機械士技能 

      農業機械士（旧：２級農業機械士を含む）の認定を受けた者であり、かつ、指導農 

  業機械士研修（旧：農業機械指導者研修を含む）を受講した者。 

   又は、指導農業機械士技能検定までに上記研修を受講する見込みのある者。 

 

６ 受験手続き 

 技能の検定を受けようとする者は、愛知県農業機械利用技能者育成推進事業実施要領

（以下「実施要領」という。）の農業機械利用技能検定申請書（様式２）に所定の事項

を記入の上、平成２７年１２月１８日（金）までに居住地を管轄する農林水産事務所農

業改良普及課へ提出してください。また、農業大学校の在校生については、農業大学校

長へ提出してください。 

 なお、５受験資格の(1)のイ（農業大学校卒業生）に該当する者は、申請書の他に卒業



証明書を、５の(1)のウ（実務経験３年以上）に該当する者は、申請書の他に「実施要領」

の実務経験申告書（様式３）を添付してください。 

７ 技能検定試験の区分等 

 (1) 農業機械士技能 

区 分 試 験 内 容 時 間 

学 科 

①農業機械の構造・機能・取り扱い、②農業機械の

点検・故障診断・簡易な修理、③農業機械の効率利

用、④農作業安全 
 

６０分 

 

12:30～13:30

実 技 
①ロータリーの脱着、②トラクタの始業点検、 

③燃料等の実物鑑定 
 

２０分 
 

13:30～16:30

 (2) 指導農業機械士技能 

区 分 試 験 内 容 時 間 

学 科 
①農業機械導入利用計画、②農業機械・資材の管理 

③農作業安全管理 

６０分 

12:30～13:30

 

８ 検定当日の持ち物 

  (1) 農業機械士技能受験者 

   受験票、筆記用具、ヘルメット、作業服、軍手、作業靴、運転免許証 

  (2) 指導農業機械士技能受験者 

   受験票、筆記用具、運転免許証、電卓 

 

９ 合否発表 

平成２８年３月１０日（木）（予定） 

 ※ 検定試験の合格者には、認定証を交付します。不合格者には、その旨を通知します。 

 

10 その他 

  (1) 検定試験の免除 

農業機械士技能について、学科試験又は実技試験のいずれか一方の合格基準を満た 

した者が、翌年に実施される検定試験を受験する場合は、当該試験が免除されます。 

(2) 農業機械士研修の開催 

 農業機械士技能検定受験者を対象に、「平成２７年度農業機械士研修」を別紙１の

とおり開催します。なお、受講は任意となっていますが、積極的に受講してください。 

  (3) 指導農業機械士研修の開催 

 指導農業機械士技能検定受験者を対象に、「平成２７年度指導農業機械士研修」を

別紙２のとおり開催します。過去に「指導農業機械士研修（旧：農業機械指導者研 

修を含む）」を受講していない人は、受講が必須です。 

 

11 問い合わせ先 

  愛知県農林水産部農業経営課環境・植防グループ（内藤・北谷） 

   名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 

      電話 ０５２－９５４－６４１１（ダイヤルイン） 



別紙１ 

                                 

平成２７年度 農業機械士研修の御案内 

 

１ 日時 

  平成２８年２月９日（火）～１０日（水） 

  （時間は日程表参照） 

 

２ 場所 

  愛知県立農業大学校  

岡崎市美合町字並松１－２ 

    電話：０５６４－５１－１０３４（研修部：ダイヤルイン） 

 

３ 受講対象者 

  農業機械士技能検定の受験予定者で、本研修の受講を希望する者。 

                               

４ 受講手続き 

  「農業機械士等研修受講申込書」を「農業機械利用技能検定申請書」と 

一緒に提出してください。 

 

５ 研修内容 

  農業機械士技能検定試験の内容に沿った学科及び実技（日程参照） 

 

６ その他 

  研修当日は、筆記用具、ヘルメット、作業服、軍手、作業靴を必ず持  

参してください。 



別紙１　添付

農業機械士

9:00 ～ 9:30 受付

9:30 ～ 9:40
開会あいさつ

オリエンテーション

9:40 ～ 11:00 農業機械の効率利用
①効率的な機械導入に必要な条件・留意事項
②導入機械及び台数の決定上の留意事項
③作業負担面積

11:10 ～ 12:00 農作業安全

①農作業事故の発生状況
②農作業事故と他産業における事故との比較
③農作業事故の事例
④農作業事故の発生原因と防止対策（安全管
理）
⑤農業機械化に関する情勢・動向

12:00 ～ 13:00 昼休憩

13:00 ～ 16:30 運転操作と取扱い作業
①ロータリーの脱着
②トラクターの始業点検
③燃料等の実物鑑定

9:00 ～ 9:30 受付

9:30 ～ 11:30
農業機械の構造機能と取扱、点

検整備と簡易な修理

①トラクタの構造・点検
②燃料と潤滑油
③農業機械の点検整備
④ロータリーの構造と機能
⑤トラクタの始業点検

11:30 ～ 12:30 昼休憩

（12:00 ～ 12:30 受付　　　　　　　　）

12:30 ～ 13:30 学科試験

①農業機械の構造・機能・取り扱い
②農業機械の点検・故障診断・簡易な修理
③農業機械の効率利用
④農作業安全

13:30 ～ 16:30 実技試験
①ロータリーの脱着
②トラクタの始業点検
③燃料等の実物鑑定

２月10日
（水）

研修及び
検定試験

２月９日
（火）

研修等

平成27年度 愛知県農業機械利用技能検定試験等 日程表

月日 時　　間 項　　　目 内　　　　　　容



別紙２ 

                                     

平成２７年度 指導農業機械士研修の御案内 

 

１ 日時 

  平成２８年２月９日（火）～１０日（水） 

  （時間は日程表参照） 

  

２ 場所 

  愛知県立農業大学校  

岡崎市美合町字並松１－２   

    電話：０５６４－５１－１０３４（研修部：ダイヤルイン） 

 

３ 受講対象者 

  指導農業機械士技能検定の受験予定者で、過去に実施された本研修  

（旧：農業機械指導者研修を含む）を未受講の者。 

  なお、既に本研修（旧：農業機械指導者研修を含む）を受講している者 

でも、再受講できます。 

 

４ 受講手続き 

  「農業機械士等研修受講申込書」を「農業機械利用技能検定申請書」と 

一緒に提出してください。 

 

５ 研修内容 

  指導農業機械士技能検定試験の内容に沿った学科（日程参照） 

 

６ その他 

  研修当日は、筆記用具・電卓を必ず持参してください。 

 

 



別紙２　添付

指導農業機械士

9:00 ～ 9:30 受付

9:30 ～ 9:40
開会あいさつ

オリエンテーション

9:40 ～ 11:00 農業機械の効率利用
①効率的な機械導入に必要な条件・留意事項
②導入機械及び台数の決定上の留意事項
③作業負担面積

11:10 ～ 12:00
農作業安全管理、農業機械化

に関する情勢・動向

①農作業事故の発生状況
②農作業事故と他産業における事故との比較
③農作業事故の事例
④農作業事故の発生原因と防止対策（安全管
理）
⑤農業機械化に関する情勢・動向

12:00 ～ 13:00 昼休憩

13:00 ～ 15:00 農業機械の導入利用計画
①農業機械の管理体制
②農業機械の導入利用計画

15:10 ～ 16:30 技術指導及び安全指導の手法
①研修の指導技術
②実技指導の進め方

9:00 ～ 9:30 受付

9:30 ～ 11:30 農業機械と資材の管理

①トラクタの構造・点検
②燃料と潤滑油
③農業機械の点検整備
④ロータリーの構造と機能
⑤トラクタの始業点検

11:30 ～ 12:30 昼休憩

（12:00 ～ 12:30 受付　　　　　　　　）

12:30 ～ 13:30 学科試験
①農業機械導入利用計画
②農業機械・資材の管理
③農作業安全管理

２月10日
（水）

研修及び
検定試験

２月９日
（火）

研修等

平成27年度 愛知県農業機械利用技能検定試験等 日程表

月日 時　　間 項　　　目 内　　　　　　容


