
平成24年度技術士第二次試験 試験問題

12農 業部門 (午後)

選択科目

12-1 畜産

12-2 農芸化学

1～ 2

3-4

5-1612-3 農業土木

12-4 農業及び蚕糸

12-5 農村地域計画

12-6 農村環境

12-7 植物保護

注意事項
1.一 般注意事項

(1)試 験開始の合図があるまで、問題冊子を開いてはいけません。

(2)試 験室では、監督員の指示に従つて下さい。指示に従わない場合は、「失格」となる場合があり

ます。また、不審な行動をみかけた場合、持ち物等の検査をさせていただく場合があります。

(3)不 正の手段を用いて受験 した場合は、即刻退室を命 じます。さらに、技術士法の規定により、

その後 2年 間の受験が禁止されます。

(4)試 験開始後 60分 間及び試験終了前の 10分 間は、退室を認めません。無断で退室 した場合は、

「失格」となります。

(5)試 験開始後 60分 を経過 してからは、答案が完成 した場合の退室や手洗いのための一時退室を

認めますので、希望するときは、必ず手を挙げ監督員の指示に従つて下さい。無断で退室した場

合は、「失格」となります。

(6)答 案が完成 し、途中退室する場合 (試験を 「棄権」する場合も含む。)は 、答案のみ所定の箱に

投函 して下さい。試験問題は机上に残し、受験票及び所持品をすべて持つて退室 して下さい。

(7)試 験終了後、答案のみ所定の箱に投函 し、試験問題、受験票及び所持品をすべて持つて退室 し

て下さい。

(8)問 題の内容や答案の書き方に関する質問には、一切お答え致 しません。

2.試 験問題について

(1)受 験申込をした技術部門の問題冊子であることを確認 して下さい。

(2)技 術部門内の全ての選択科目の問題が印刷 されています。

(3)受 験申込をした選択科目の問題を解答 して下さい。

(4)問 題の落丁などがあった場合は、手を挙げて監督員に申し出て下さい:

(5)試 験終了時刻まで在席 した場合は、試験問題を持ち帰つても構いません。

注意事項は裏表紙に続きます。

公益社団法人 日本技術士会



平成24年度技術士第二次試験問題

選択科目 【12-1】 畜産

〔農業部門〕

I 次の 3問 題 (I-1, I-2, I-3)に ついて解答せよ。

ること。)

1時 30分～5時

(問題ごとに答案用紙を替え

-1 次の 4設 間の うち 1設 間を選んで解答せよ。 (解答設間番号を明記 し, 3枚 以内に

まとめよ。)

I-1-1 東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射能汚染は,東 日本の草地,

飼料畑土壌にも深刻な影響を与えた。その現状 と放射能 レベルの規制値を超えない畜産

物を生産するための方策について述べるとともに,汚 染土壌の除染に関する技術的な対

策について述べよ。

I-1-2 我が国では電力需給が逼迫する中で,省 エネルギーの推進が求められている。

畜産業でも今後省エネ技術を取 り入れてゆく必要がある。そこで,畜 産業における省エ

ネルギーとエネルギーの有効利用について,具 体的な事例を挙げて,考 えるところを述

べよ。

I-1-3 都市と農村の交流や消費者の畜産に対する理解の醸成,あ るいは後継者の育

成など,生 産現場に人を呼び込む動きの一方で,日 蹄疫などの衛生管理上から,人 の立

ち入 りを制限する動きも多い。これら正反対の動きを克服 し,多 くの人への畜産に対す

る理解を深める方策について,考 えるところを述べよ。

I-1-4 雇用の確保 と所得の向上による農山漁村の再活性化を目的に,六 次産業化が

提唱され,各 地で積極的に取 り組まれている。そこで,畜 産業において六次産業化を推

進するに当たつての課題 とその対応策について述べよ。

【12-1】 午後 1/2



I-2 次の 5設 間の うち 1設 間を選んで解答せよ。 (答案用紙を替えて解答設問番号を明

記 し, 2ム 以内にまとめよ。)

I-2-1 家畜福祉についての関心が高まっているが,家 畜福祉を具体化するための

「5つ の自由」の原則について説明 し,問 題 となつている飼養法を 1つ 挙げて,な ぜ問

題 となつているのか,そ の理由を述べよ。

I… 2-2 畜産の水田利用についてはワラ,飼 料米,イ ネホールクロップサイ レージ,

水田放牧があるが,そ れぞれの特徴 と利用上の留意点を述べよ。

I-2-3 平成23年 6月 ,家 畜伝染病予防法が改正され,10月 に施行 された。改正の

ポイン トについて述べよ。

I-2-4 牛群検定事業の意義について説明し,農 家にとつての直接的なメリットを述

べよ。

I-2-5 畜産業におけるコン トラクターの現状について説明し,今 後の展開方向につ

いて述べよ。

I-3 次の 5設 間の うち 1設 間を選んで解答せよ。 (答案用紙を替えて解答設問番号を明

記 し, 1枚 以内にまとめよ。)

I-3-l DDGSに ついて説明し,そ の飼料としての利用について述べよ。

I-3-2 ルーメンア ドトーシスについて説明し,そ の予防法について述べよ。

I-3-3 三元交配について説明し,そ の利点について述べよ。

I-3-4 発酵TMRに ついて説明し,そ の活用について述べよ。

I-3-5 誘導換羽 (強制換羽)に ついて説明し,利 点と問題点を述べよ。
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平成24年 度技術士第二次試験問題 〔農業部門〕

選択科目 【12-2】 農芸化学 1時 30分 ～5時

I 次の 2問 題 (I-1, I-2)に ついて解答せよ。 (問題ごとに答案用紙を替えること。)

-1 次の 6設 間の中から1設 間を選び,農 芸化学の視点から分析を行つて,解 答せよ。

(解答設問番号を明記 し,答 案用紙 3枚 以内にまとめよ。)

I-1-1 東 日本大震災において広範な津波の被害が発生したが,農 耕地の津波被害に

よる作物生育阻害要因とその除去対策について述べよ。

I-1-2 循環型農業確立のために耕畜連携が進んでいるが,耕 畜連携におけるたい肥

の利用について具体的事例を挙げ,そ の概要と課題を説明し,こ れからの望ましい耕畜

連携のありかたを述べよ。

I-1-3 食品添加物による食品保存 。日持ち向上技術について説明し,そ の課題 と対

応策を述べよ。

I-1-4 平成24年 4月 からの食品の放射性物質の基準値について説明し,食 品の分

析において問題点とその対応策を述べよ。

I-1-5 農林水産省などが提唱 し,い くつかの活動が行われている医農連携について

説明 し,そ の中で農業分野や食品加工分野での役割について事例を挙げて述べよ。

I_1-6 バイオマスプラスチックについて,我 が国における現状を説明し,そ の中で

農業 ・食品副産物を原料 として微生物処理を経て生成 されるバイオマスプラスチックの

事例を挙げて,課 題やその対応策を述べよ。

【12-2】 午後 1/2



I-2 次の12設間の うち,Aグ ループ (I… 2-1～ I-2-6)の 中から 1設 問,B

グループ (I-2-7～ I-2_12)の 中から1設 間を選び,そ れぞれ解答せよ。 (設問

ごとに答案用紙を替えて解答設問番号を明記 し,指 定の枚数以内にまとめよ。)

Aグ ループ … 答案用紙 2枚 以内にまとめよ。

I-2-1 農作物の微量要素欠乏の事例を挙げ,そ の改良対策を解説せよ。

I-2-2 生ごみ (厨芥類)を 農業利用する場合の問題点と利用方法について解説せよ。

I-2-3 食品用デキス トリンの代表的な種類 と,そ の性質 と製法について解説せよ。

I-2-4 酵母エキスの調味料 としての代表的な 2種 以上の製法について解説せよ。

I-2-5 GI(グ リセ ミックインデ ックス)の 定義 と低GI食品の事例について解説せ

よ。

I-2-6 農業 ・食品分野におけるマイクロバブル技術について解説せよ。
｀`

Bグ ループ … 答案用紙 1枚 以内にまとめよ。

I-2-7 養液栽培について解説せよ。    .

I-2-8 「微生物資材」の農業利用の可能性について解説せよ。

I-2-9 ノンアルコールビール ・ビ‐ル風飲料の製造法について解説せよ。

I-2-10 食品分野における葉酸の利用について解説せよ。

I-2-1l NaIシ ンチレーションスペク トロメータについて解説せよ。 「

I-2-12 農産物 ・食品の抗酸化能の測定法について解説せよ。

- 4 -
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平成24年度技術士第二次試験問題 〔農業部門〕

選択科目 【12-3】 農業土木                       1時 30分～5時

I 次の2問題 (I-1, I-2)に ついて解答せよ。

I-1 次の 5設 間のうち, 1設 間を選んで解答せよ。(解答設問番号を明記し,答 案用紙

3枚 以内にまとめよ。)

I-1-1 我が国の農業生産性の向上や営農条件の改善等を図るため,農 業生産基盤の

整備が進められてきたところであるが,農 業生産基盤の現状と課題について,下 図も参

考に幅広く説明せよ。また,今 日地域全体としての食料生産の体質強化が求められてい

ることを踏まえ,こ れを実現するための農業生産基盤の整備手法を列挙し,そ の技術的

留意点について,農 業土木技術の視点からあなたの意見を述べよ。

図 1 水田の整備状況の推移

贅糾:鷲識驚識翻躍鮮鶴轟魃 轟書黎l諄羅舞lL雛聰点〉

出典 :「農業生産基盤の整備状況」平成23年度第 9回食料 ・農業 ・農村政策審議会農業農村
振興整備部会 (平成24年 3月 28日)配 布資料
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図 2 畑の整備状況の推移
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図 3 水田整備率 と稲作労働時間の推移
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-1-2 農業水利施設は,戦 後の食料増産や高度経済成長の時代に整備されたものが

多く,耐 用年数の超過する施設が増大する等老朽化が急速に進行していることを踏まえ,

施設の安定的な機能の発揮に支障が生じないようにする上での現状と課題について,下

図も参考にして幅広く説明せよ。また,経 済的かつ効果的に農業水利施設の保全管理を

行 う方法について,農 業土木技術の視点からあなたの意見を述べよ。

図 1 基幹的水利施設の老朽化の状況 (平成21(2009)年 )
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0農 業用用排水路

約3.3

図 3 機能診断実施状況 (基幹的水利施設 (受益面積100ha以上))
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O点 施設(用排水機場1頸首二等)

診断実‐施病
万HIFl

出典 :「現行土地改良長期計画の実施状況について」平成23年度第4回 食料 ・農業 ・農村政

策審議会農業農村振興整備部会 (平成23年 9月 1日 )配 布資料
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-1-3 我が国の国土面積の 7害1,経 営耕地面積の4割 を占め,農 業生産並びに農業

の多面的機能の発揮において重要な役害1を果たしている中山間地域の農業農村整備に関

する現状と課題について,下 図 ・下表も参考にして幅広く説明せよ。また,特 に地形が

急峻で平地が少なく大区画化による生産コス トの削減が困難な地域における農業農村基

盤整備事業に関し,投 資効果を上げるためにどのような配慮が必要となるか,農 業土木

技術の視点からあなたの意見を述べよ。

図 1 農業集落の地域振興立法の指定状況 (2005年 )

747  構窯澤山村
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機定もない
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鶴:準機隧護蠅鑢統麟蝠職を合ゎせたもの

出典 :平成21年度 食料 ・農業 ・農村白書 (平成22年 6月 11日公表)
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図 2 生産性の比較 (営農類型 ・規模別)
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出典 :平成 22年 度 食料 ・農業 ・農村 白書 (平成 23年 5月 31日 公表)

表 1 取組 。主体別にみた所得増大の主な取組

資料:農林水産鶯作成

出典 :平成 22年 度 食料 ・農業 ・農村 白書 (平成 23年 5月 31日 公表)
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・農業と観光業等を組み合わせる取組

・高付all価値化の取組
:地域ブランド化の取組
,加工 ・業務用需要への対応
t輸出拡大命取緯
◆出荷 ■流通コスト機滅の取織

・カロエや販売、観光業等の取織

・パイオマスー、自然エネルギー等を酒

用した取組
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図 2 平成22(2010)年 度の食料需給に影響が懸念 された気象状況
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出典 :平成22年度 食料 ・農業 ・農村 白書 (平成23年 5月 31日公表)

図 3 世界の穀物等の消費量 と国際価格の推移 と見通 し
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-1-5 健全な農業生産活動を確保するためには,農 村地域の農地 ,農業用施設を自

然災害の発生から守ることが重要であう。農村地域の災害防止を進める上での現状と課

題にらぃて,下 図ヽ参考にして幅広く説
明
せよ:ま た,平 成23年 3月 に発生した東 日

本大震災の教訓を略まえつつ,農 坤
・農業用施設の災害防止対策を列挙し,農 業土木技

術の視点からあなたの意見を述べよ。

図1 農地・農業用施設等の被害額の推移
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E
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目農地
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資料 :災害の状況と農地防災事業の役害1

出典 :農地防災事業の概要パンフレット (平成21年 4月 )

図 2 東日本大震災による農地 ・農業用施設の主な被害

農地 農業用施設
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図 3
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資料 :我が国の食と農業の再生に貢献する農業農村振興対策

出典 :「我が国の食 と農林水産業の再生のための基本方針 。行動計画」に関する地方ブロック

会議配付資料 (平成24年 1月 )

国営造成施設の大規模地震への耐震設計の割合 (H19)

用接求機颯  77-ム ボンドー1水路構1水1雪構
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-2 次の10設間の うち,Aグ ループ (I-2-1～ I-2-5)の 中から1設 間を,

Bグ ループ (I-2-6～ I-2-10)の 中から1設 間を選び,そ れぞれ解答せよ。 (設

問ごとに答案用紙を替えて解答設間番号を明記 し,指 定の枚数以内にまとめよ。)

Aグ ループ :・・答案用紙 2枚 以内にまとめよ。

I-2-1 大規模な貯水施設及び河川からの取水施設を含むかんがい地区において,建

設時から30年以上経過 して水路等の老朽化が進行するとともに,農 地面積の減少,転

作面積の拡大,経 営規模め拡大等により水利用形態が変化している。このような地区の

施設更新事業計画を策定するに当たつての技術的留意点を述べよ。

I-2-2 近年,ゲ リラ豪雨ともいわれる集中豪雨が多発していることや,都 市化の進

展等の土地利用変化の著しい地域が増加していることなどから農地の湛水被害が増加し

ている。このため,当 該地域で農地排水計画を新たに策定するに当たつての調査すべき

事項を挙げるとともに技術的留意点を述べよ。

I-2-3 農業及び地域計画上の課題を解決する上で,ほ 場整備事業が果たす役割を説

明せよ。また,中 山間地域において集落営農の確立を目指したほ場整備について話し合

いをした結果,高 齢農家や飯米農家の一部の経営が残ることとなつたものの,こ れらの

農家の農地も含めて事業を実施することとなつた。この地区における事業計画を策定す

るに当たつての基本的考え方と技術的留意点を述べよ。            ・

I-2-4 堤体の下流法面からの漏水が確認されたため池において,安 全性を判断する

ための調査手法及び検討手法を述べよ。また,改 修が必要と判断された場合,改 修まで

に講じるべき事項及び改修方法に関する技術的留意点を述べよ。

I-2-5 シル ト質の軟弱な基礎地盤上に農業用大口径管路を布設する工事において,

地下水位が現況地盤面付近にあり掘削範囲が特に軟弱である場合に,施 工方法を検討し

て,施 工計画書を作成する上での技術的留意点を述べよ。

【12-3】 午後11/12



Bグ ループ … 答案用紙 1枚 以内にまとめよ。

I-2-6 農業従事者の数が減少するとともに混住化により農家割合が低下している農

村地域においては,た め池,用 排水路等の機能を適切に維持 していく上で非農家を含め

た地域活動が重要である。このような活動を促進するための水利施設の整備手法等に関

し配慮すべき技術的留意点を述べよ。

I-2-7 農地及びそれに一体的な法面において,表 面水及び浸潤に起因する浸食が発

見された。農地を保全するための対策を策定するに当たっての技術的留意点を述べよ。

I-2-8 基幹的農道を整備するに当たって,県 道等と平面交差する場合に必要となる

調査すべき事項を挙げるとともに,設 計 。施工に当たつての技術的留意点を述べよ。

I-2-9 農業集落排水施設の特性を説明するとともに,汚 泥の農地還元を計画するに

当たっての調査すべき事項 と技術的留意点を述べよ。

I-2-10 農業用水路が,開 水路区間から満流で流下する管水路に移行する地点にお

ける水理現象の課題を述べるとともに,こ のような課題を改善するための技術的留意点

を述べよ。

【12-3】 午後 12/12



平成24年 度技術士第二次試験問題 〔農業部門〕

選択科目 【12-4】 農業及び蚕糸

I 次の 2問 題 (I-1, I-2)に ついて解答せよ。

1時 30分 ～5時

I-1 次の4設 間の うち1設 間を選んで解答せよ。(解答設間番号を明記し,答 案用紙

3枚 以内にまとめよ。)

I-1-1 最近,農 業の六次産業化の取組の重要性が叫ばれている。そこで,あ なたの

専門分野からみた六次産業化の現状と課題を概説するとともに,今 後の展望についてあ

なたの意見を述べよ。

I-1-2 水稲直播栽培はコス ト低減に有効であり,各 種方式が開発されているが,そ

の普及はあまり進んでいない。そこで水稲直播栽培の現状と課題について概説するとと

もに課題に対する方策を述べよ。

I-1-3 産地間競争で優位性確保等のために新品種育成が盛んであるが,外 国も含め

て育成者権の侵害が問題となっている。そこで我が国の育成者権保護制度の現状と課題

について概説すると共に,将 来の育成者権保護のあるべき姿についてあなたの意見を述

べよ。

I-1-4 DNAマ ーカー育種は,育 種年限の短縮や特定形質のみの導入等に有効で,

育種現場でも利用が進んでいる。DNAマ ーカー育種の現状と課題について概説すると

ともに,DNAマ ーカー育種の将来展望についてあなたの意見を述べよ。

【12-4】 午後 1/2



I-2 次の10設間の うち,Aグ ループ (I-2-1～ IT2-4)の 中から1設 問,B

グループ (I-2-5～ I-2-10)の 中から1設 間を選び,あ なたの専門的立場から

解説 し,か つ意見を述べよ。 (設問ごとに答案用紙を替えて解答設問番号を明記 し,指 定

の枚数以内にまとめよ。)

Aグ ループ … 答案用紙2枚以内にまとめよ。

I-2-1 周年マルチ点滴灌水同時施肥法 (マル ドリ法)の 現状と課題について概説す

るとともに,課 題に対する対応策を述べよ。

I-2-2 温室用ユビキタス環境制御システムについて,従 来の環境制御システムと対

比 しながら概説 し,そ の将来展望を述べよ。

I-2-3 近年飼料用イネの開発が期待されている。その場合に不可欠な超多収性を付

与する育種戦略の現状と課題について概説するとともに,課 題への対応策について意見

を述べよ。

I-2-4 地下水位制御システムFOEAS(フ ォアス)に ついて概説 し,現 状 と課題を

述べるとともに,課 題への対応策を述べよ。

Bグ ループ … 答案用紙■枚以内にまとめよ。

I-2-5 イチゴ高設栽培

I-2-6 回場抵抗性遺伝子

I-2-7 収穫物品質の非破壊分析法

I-2-8 バンカー法 (バンカープランツ)

I-2-9 ファイ トレメディエーション

I-2-10 寒締め栽培

‐18-
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平成24年度技術士第二次試験問題 〔農業部門〕

選択科目 【12-5】 農村地域計画 1時 30分 ～5時

I 次の 2問 題 (I-1, I-2)に ついて解答せよ。(問題ごとに答案用紙を替えること。)

I-1 次の 4設 間の うち 1設 間を選び,農 村地域計画の視点から解答せよ。 (解答設問番

号を明記 し,答 案用紙 3枚 以内にまとめよ。)

I-1-1 今後の日本農業の持続的発展を図るためには,優 良農地や担い手の確保が重

要な課題 となっている。特に,優 良農地確保の課題 と方策について,あ なたの考えを述

べよ。

I-1-2 農村地域は,人 口減少や高齢化の進展により集落機能が低下し,農 地や農業

用用排水路など地域資源の保全管理上の問題が発生 している。

このため,集 落機能の向上と地域資源を保全するための課題 と方策について,あ なた

の考えを述べよ。

I-1-3 政策評価法に基づき土地改良事業の実施に当たっては,費 用対効果分析が義

務づけられている。費用対効果分析における総費用 。総便益の算定において留意すべき

事項について,あ なたの考えを述べよ。

I-1-4 日本のODAは ,近 年,人 材育成や制度構築などを中心にソフ ト面の支援が

多くなつている。開発途上国への農業生産や生活改善等の技術支援を行 う上で,支 援国

の現状や課題を踏まえた,農 業 ・農村振興計画策定において留意すべき事項について,

あなたの考えを述べよ。

-19-
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I-2 次の 9設 間の うち,Aグ ループ (I-2-1～ I-2-4)の 中から1設 間を,B

グループ (I-2-5～ I-2-9)の 中から1設 間を選び,農 村地域計画の視点からそ

れぞれ解答せよ。 (設間ごとに答案用紙を替えて解答設問番号を明記 し,指 定の政数以内

にまとめよ。)

Aグィレープ …答案用紙2枚以内にまとめよ。

I-2-1 我が国の農地の減少は,農 地転用と耕作放棄地が大きな要因となっている。

この うち,耕 作放棄地の解消及び発生防止について,あ なたの考えを具体的に述べよ。

I-2-2 農業者の高齢化が進むとともに,将 来を担 う農業経営者の育成は遅れ,農 業

後継者の確保は極めて不十分な状況にある。意欲ある多様な農業者の育成 と確保につい

て,あ なたの考えを具体的に述べよ。

I-2-3 農業生産活動を行 うことにより発揮されている多面的機能を維持 ・保全する

ための方策について,あ なたの考えを具体的に述べよ。

I-2-4 安全 ・安心な農産物の供給 ・販売により農村地域の活性化を図るための課題

と方策について,あ なたの考えを具体的に述べよ。

Bグ′レープ …答案用紙1枚以内にまとめよ。

I-2-5 優良農地の維持 ・確保を図る観点から,農 業振興地域制度の役割を述べよ。

I-2-6 環境保全型農業直接支払制度の内容を述べよ。

I-2-7 費用対効果分析で用いる支出済費用換算係数と社会的割引率について述べよ。

I-2-8 農村地域計画策定において,地 域住民の参加方式の代表的事例を述べよ。

I-2-9 地産地消の推進が,地 域農業及び農家に与える影響について述べよ。
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平成24年度技術士第二次試験問題 〔農業部門〕

選択科目 【12-6】 農村環境 1時 30分 ～5時

I 次の 2問 題 (I-1, I-2)に ついて解答せよ。 (問題ごとに答案用紙を替えること。)

I-1次 の4項 目の うち 1項 目を選び,そ の項 目についての技術的課題を3つ 以上挙げ,

解決策についてあなたの考え方を述べよ。 (解答項目番号を明記 し,答 案用紙 3枚 以内に

まとめよ。)

I-1-1 農業農村における地球温暖化対策への取組

I-1-2 生態系に配慮 した農業農村整備

I-1-3 環境保全型農業の推進による農村環境の保全

I-1-4 地域資源の適切な維持管理による農村の活性イヒ

I-2 次の 6項 目の うち,Aグ ループ (I-2-1～ 1-2-3)の 中から1項 目)Bグ

ループ (I-2-4～ I-2-6)の 中から1項 目を選び,そ れぞれの内容 と技術的課題

について説明せよ。 (項目ごとに答案用紙を替えて解答項目番号を明記 し,指 定の枚数以

血にまとめよ。)

I-2-1

1-2-2

1-2-3

…・答案用紙 2枚 以内にまとめよ。

農村における景観の保全

農村環境における生物多様性の保全

農村における環境教育の取組

Bグ ループ  …・答案用紙 1枚 以内にまとめよ。

I-2-4 土地改良施設の更新における生態系配慮

I-2-5 農村地域における水質保全

I-2-6 農業農村における資源循環

【12-6】 午後 1/1



平成24年 度技術士第二次試験問題 〔農業部門〕

選択科目 【12-7】 植物保護                      1時 30分～5時

I 次の 2問 題 (I-1, I二 2)に ついて解答せよ。

I-1 次の 3設 間の中から1設 間を選び解答せよ。 (解答設問番号を明記 し,答 案用紙 3

激塑左拉にまとめよ。)

I-1-1 各都道府県は 「農作物病害虫防除指針」,い わゆる 「防除基準」を作成 して

いるが,「防除基準」作成の目的とそれ らの利用状況について説明 し,利 用上の問題点

とその対応策について述べよ。

I-1-2 光を利用 した病害虫 。雑草の防除法について,そ の利用状況を説明し,利 用

上の課題 とその対応策について述べよ。

I-1-3 植物成長調整剤について,そ の利用状況を説明し,利 用上の課題 とその対応

策について述べよ。

I-2 次の 6設 間の うち,Aグ ループ (I-2-1～ I-2-3)の 中から1設 問,Bグ

ループ (I-2-4～ I-2-6)の 中から1設 間を選び,そ れぞれ解答せよ。 (設問ご

とに答案用紙を替えて解答設問番号を明記 し,指 定の枚数以内にまとめよ。)

Aグ ループ … 答案用紙 2盤 内にまとめよ。

I-2-1 土着天敵について解説し,利 用上の問題点とその対応策について述べよ。

I-2T2 種子伝染性病害虫に関して解説 し,そ の被害の防止対策について述べよ。

I-2-3 水田の 1年生雑草を2種挙げて解説 し,そ の防除対策における留意点を述べ

よ。

旦グィレープ … 答案用紙 1枚 以内にまとめよ。

I-2-4 ジェネ リック農薬について解説せよ。

I… 2-5 バンカープランツについて解説せよ。

I-2-6 病害虫を媒介する雑草について解説せよ。
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3.答 案用紙及び解答について

(1)解 答に使用 したすべての答案用紙の上欄には、受験番号 ・解答する問題 (設間、項目を含む。

以下同様)番 号 ・技術部門 ・選択科目 ・専門とする事項を記入 して下さい。

受験番号、問題番号の未記入、誤記入及び不明確な場合、また、試験問題に明記されている指示

どおりに解答 していない場合は、「失格 :と なります^

(2)受 験番号欄は、次の記入例を参照して、受験票に記載されているとお りに記入 して下さい。

<記 入例 >

総合技術監理部門以外の部門 (9桁)   総合技術監理部門 (H桁 )

数字 (4桁)英 字 数字 (4桁)        数字 (6桁)英 字 数字 (4桁)

解答する問題番号 (ゴシックで表示されています。)は 、次のとおり記入して下さい。

緑色の答案用紙の枚数は、6枚 です。後ほど枚数を確認 して下さい。

答案用紙の問題番号欄には、「I一 」と印字されています。総合技術監理部門を単独で受験する者

の答案用紙の問題番号欄には、「I-1- 」と印字されています。)

問題番号は、次のように記入 して下さい。

例 :I― 上、 I-2、  I― ■ (設間、項目に分かれない場合)

I-1-1、  I-2-1、  I-3-1(設 間、項目に分かれる場合)

答案使用枚数欄には、解答 した問題ごとに、解答に要 した枚数と、そのうちの何枚日かがわか

るように、次の記入例に従い記入 して下さい。使用 しなかった答案用紙は、空欄にして下さい。

答案使用枚数記入例

a)1問 題を2枚で解答する場合

(1枚日) ( 2枚日)

答案使用枚数 1  2枚 目 2枚 中答案使用枚数 1  1枚 目 2枚 中

(5)答 案の書き方は、原則として 1マス1字 とし、横書きで解答して下さい。

なお、英字 ・数字及び図表を記入する場合はその限りではありません。

各答案用紙 1枚は、A4版、片面のみ24字 ×25行の計 600字詰です。

縦書きの解答は、「失格」となります。

また、裏面に記載された内容は、採点の対象となりません。

(6)試 験問題中の図表を切 り取つて答案の一部として提出することはできません。

(7)答 案用紙のホッチキス針を取らないで下さい。

(8)答 案用紙の交換等には、落丁以外は、応 じません。

(9)試 験を 「棄権」する場合は、答案用紙の 1枚 目に大きく 「棄権」と書いて下さい。

(10)答 案に 「棄権」と書いた場合、又は答案を提出しなかった場合 (答案の持ち帰り)は 、「棄権」

として取り扱います。

(11) 「失格」及び 「棄権」の場合は、全ての答案を採′点の対象から除外します。

(3)

(4)

受験番号 2 0
０
０ A 4 0 0 1 受験番号 2 1 0 1 0 1 A

つ
０ 4 5 6


