
平成 29 年度農業機械研修 
愛知県立農業大学校 

 農業大学校では、農業を志す方、始めて間もない方などを対象に農業機械に関する資格、

知識、技能を学ぶ研修を行っています。営農に必要な資格の取得、農業初心者の機械操作

技能・知識の習得、自己研鑽の場などとしてご参加ください。なお、各研修の詳細は農業

大学校ウェブページにありますので、こちらも確認してください。 

大特免許研修：大型特殊免許（農耕車限定）を取得します

回数 研修日 適性検査 技能試験 免許受領 受付開始 定員 

第 1回 7/19□水～7/21□金 7/25□火 7/27□木 7/31□月
5/8□月

20 人 

第 2 回 8/7□月～8/9□水 8/22□火 8/24□木 8/28□月 20 人 

第 3 回 10/24□火～10/26□木
11/2□木 11/7□火 11/9□木 8/7□月

20 人 

第 4 回 10/30□月～11/1□水 20 人 

第 5 回 2/14□水～2/16□金
2/22□木 2/27□火 3/1□木 11/13□月

20 人 

第 6 回 2/19□月～2/21□水 20 人 

○住所が愛知県内で、普通または中型免許（ＡＴ限定で可）を持っている方が対象です。

○第６回は農業大学校学生を中心に実施します。 

○受講料 ８,０００円（別に警察への技能試験申請等手数料が５,０００円必要です） 

けん引免許研修：けん引免許（農耕車限定）を取得します

回数 研修日 適性検査 技能試験 免許受領 受付開始 定員 

第 1回 8/1□火～8/4□金 8/22□火 8/24□木 8/28□月 5/8□月 15 人 

第 2 回 1/16□火～1/19□金 1/23□火 1/31□水 2/2□金 11/13□月 15 人 

○住所が愛知県内で、大特免許（農耕車限定で可）を持っている方が対象です。 

○一眼でそれぞれ 0.5 以上、両眼で 0.8 以上の視力と誤差 2cm 以内の深視力が必要です。

○受講料 ８,０００円（別に警察への技能試験申請等手数料が５,０００円必要です） 

大型トラクター作業研修：大型トラクターの安全で効率的な耕うん方法等を習得します

研修日 12/5□火～12/8□金 受付開始 9/11□月 定員 15 人  

○農業機械利用技能（農業機械士）検定の受験要件の一つです。 

○大特免許（農耕車限定で可）を持つ、初級者（概ね就農直後～３年以内）が対象です。

○受講料 ３,０００円 

初心者のための小型トラクター利用研修：小型トラクターの安全な耕うん方法等を習得します

回数 研修日 受付開始 定員 回数 研修日 受付開始 定員 

第 1回 10/11□水
8/7□月

8 人 第 3 回 11/10□金 8/7□月 8 人 

第 2 回 10/18□水 8 人     

○普通または中型免許（ＡＴ限定で可）を持っている方が対象です。 

○受講料 １,０００円 

小型車両系建設機械研修※：小型車両系建設機械特別教育修了証（3t 未満）を取得します

回数 研修日 受付開始 定員 回数 研修日 受付開始 定員

第 1回 8/17□木～18□金 5/8□月 25 人 第 2回 12/18□月～19□火 9/11□月 25 人

○労働安全衛生法に基づきバックホー等小型建設機械の基本操作などを学びます。 

○キャタピラー教習所と共催で実施します。 

○受講料等 １３,０００円（受講料 2,000 円、修了証・資料代 11,000 円） 



フォークリフト研修※：フォークリフト技能講習修了証(１ｔ以上)を取得します

回数 研修日 予備研修日 受付開始 定員 受講資格 

第 1回 8/29□火～30□水 8/29□火、31□木 5/8□月 25 人 大特免許（農耕車限定で可）

第 2回 3/14□水～15□木 3/14□水、16□金
11/13□月

25 人 大特免許（農耕車限定で可）

第 3回 3/19□月～22□木  25 人 普通または大型・中型免許 

○労働安全衛生法に基づきフォークリフトの基本操作などを学びます。 

○キャタピラー教習所と共催で実施します。 

○受講者数によって、2グループに分かれて（予備研修日で）研修を実施します。 

○第 1回、第 3回は本校学生を中心に実施します。 

○受講料等 第 1回､第 2回 ２４,０００円(受講料 2,000 円、修了証･資料代 22,000 円)

      第 3 回 ４４,０００円（受講料 2,000 円、修了証・資料代 42,000 円） 

アーク溶接研修※：アーク溶接特別教育修了証を取得します

研修日 12/25□月～12/27□水 受付開始 9/11□月 定員 25 人  

○労働安全衛生法に基づきアーク溶接の基本操作などを学びます。 

○キャタピラー教習所と共催で実施します。 

○受講料等 ２０,０００円（受講料 2,000 円、修了証・資料代 18,000 円） 

刈払機研修※：刈払機取扱作業者安全衛生教育修了証を取得します

研修日 7/28□金 受付開始 5/8□月 定員 25 人  

○労働安全衛生法に基づき刈払機の基本操作などを学びます。 

○キャタピラー教習所と共催で実施します。 

○受講料等 １２,０００円（受講料 2,000 円、修了証・資料代 10,000 円） 

玉掛け研修※：玉掛け技能講習修了証(１ｔ以上)を取得します

研修日 11/28□火～12/1□金 受付開始 9/11□月 定員 10 人  

○労働安全衛生法に基づき玉掛けの基本操作などを学びます。 

○キャタピラー教習所と共催で実施します。 

○受講料等 ３２,０００円（受講料 2,000 円、修了証・資料代 30,000 円） 

小型移動式クレーン研修※：小型移動式クレーン技能講習修了証(５ｔ未満)を取得します

研修日 1/24□水～1/26□金 受付開始 11/13□月 定員 10 人  

○労働安全衛生法に基づき小型移動式クレーンの基本操作などを学びます。 

○玉掛け技能講習修了等の修了者が対象です。 

○キャタピラー教習所と共催で実施します。 

○受講料等 ３７,０００円（受講料 2,000 円、修了証・資料代 35,000 円） 

※最少催行人数の概ね 8人に達しない場合は中止することがあります。 

受講申込みを、最寄りの県農林水産事務所農業改良普及課が行う研修 

農業機械士研修：農業機械利用技能検定に関する知識の習得をします

研修日 2月上旬頃 受付開始 未定 定員 30 人  

○「指導農業機械士技能」の受験資格が得られます。 

○「農業機械士技能」の取得の事前勉強を行います。 

○受講申込みは、検定試験の申請と併せて、最寄りの県農林水産事務所へお願いします。



受講の注意 

受講資格

平成 11 年４月１日以前に生まれた方（18 歳以上の方）が対象です。 

研修によっては免許の所有などの条件があります。 

申し込み

受付期間：研修毎に定めた受付開始日の午前９時から受付を始め、研修初日の 40 日前に締

め切ります。定員未満の場合は受付を続ける場合があります。   

方  法：所定の申込書に必要事項の記載と書類を貼付の上、郵送・ＦＡＸ・Ｅメール等

で提出してください。電話での申込は受け付けていません。 

所定の申込書は農業大学校ウェブページからダウンロードできます。 

Web アドレス http://www.pref.aichi.jp/soshiki/noudai/29kikai.html 

未記入項目がある場合、字がつぶれて読みとれない場合、受付開始日時以前の

場合などでは受け付けません。 

そ の 他：受付は先着順です。 

キャタピラー教習所共催の研修は、後日に本人確認の書類等を提出していただ

きます。すべての書類がそろった時点で受付終了とします。 

受講者への連絡

研修実施日前の 30 日頃に、集合時間・持ち物・本人確認書類等を示した研修案内を送りま

す。申込書が受け付けられたかなどの確認は、お手数ですがお問い合わせください。 

研修を中止する場合

台風や大地震など非常時の場合、研修を中止することがあります。 

受講できなくなった場合

なるべく早めにご連絡ください。キャンセル待ちの方が受講できるかもしれません。 

個人情報の取扱い

申込の際にいただいた個人情報は、研修事務及び愛知県警運転免許試験場・キャタピラー

教習所との連携以外に利用しません。 

その他

最新情報や変更事項は、農業大学校ウェブページに掲載しますのでご参照ください。 

   Web アドレス http://www.pref.aichi.jp/soshiki/noudai/ 

受講料等は研修初日に現金で徴収します。納付いただいた受講料等は原則として返却でき

ません。 

遅刻、早退された場合、受講をお断りさせていただきます。 

お問い合わせなど 

愛知県立農業大学校 

 研修部 研修科 研修グループ 

〒444-0802 

 岡崎市美合町字並松１－２ 

TEL(0564)51-1034（ダイヤルイン） 

FAX(0564)51-4831 

E ﾒｰﾙ noudai@pref.aichi.lg.jp 
所在地 



平成 29 年度 農業機械研修申込書 
愛知県立農業大学校長 殿 

平成  年  月  日 

次の農業機械研修の受講を申し込みます。 

研修名 

〈大型トラクター作業研修：農業機械利用技能（農業機械士）検定 受験予定 あり・なし〉

郵便番号

住所  

ふりがな

氏名  

生年月日 昭和・平成   年   月   日 

電話番号

（できるだけ、平日の昼間に連絡がつく番号を記載してください） 

領収証の

あて名 

（会社名など、上記氏名以外の場合に記載してください） 

運転免許証の表裏両面の原寸大コピーを貼付してください。 

（クレーン研修は、玉掛け技能講習修了証等の表裏両面の原寸大コピーを貼付） 

デジタルデータの場合、なるべく原寸大となるようにしてください。 

        表面                   裏面 

送付先 

〒444-0802 岡崎市美合町字並松１の２ 

愛知県立農業大学校 研修部あて 

FAX (0564)51-4831 

E ﾒｰﾙ noudai@pref.aichi.lg.jp 


