
平成25年度技術士第二次試験試験問題

12 農業部門 【E選択科目】（12:30～14:30)

選択科目 頁

12-1 畜産 ｜ 

12-2 農芸化学 ｜ 3～4 

12-3 農業土木 ｜ 

12-4 農業及び蚕糸 7～8 

12-5 農村地域計画 9～10 

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、試験問題冊子を開いてはいけません。

(2) 試験室では、監督員の指示に従って下さい。指示に従わない場合は、「失格J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) 獄験開始後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J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って下さい。無断で退室した

場合は、「失格J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、答案用紙のみ所定の

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って退室して下さい。

(7) 試験終了後、答案用紙のみ所定の箱に投函して下さい。

(8) 試験問題の内容や答案用紙の書き方に関する質問には、一切お答え致しません。

(9) 次の試験科目の試験開始は 15時です。 14時50分までに着席して下さい。

2.試験問題について

(1) 受験申込をした技術部門の試験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試験問題が印刷されています。

(3) 受験申込をした選択科目の試験問題を解答して下さい。

(4) 試験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) 本科目（12:30～14:30）の試験終了時刻まで在席した場合は、誌験問題を持ち帰っても構いま

せん。ただし、途中退室した場合は、本科目の試験問題を持ち帰ることはできません。

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25年度技術士第二次試験問題〔農業部門〕

12-1 畜産【選択科目 E】

n 次の 2問題（llー 1, ll-2）について解答せよo （問題ごとに答案用紙を替えること。）

Il-1 次の4設問（ Il-1-1～ll-1-4）のうち 2設問を選び解答せよ。（設問ごと

に答案用紙を替えて解答設問番号を明記し，それぞれ 1枚以内にまとめよ。）

ll-1-1 家畜ふん尿を主原料として堆肥化を進める条件と出来上がった堆肥の品質を

評価する基準を述べよ。

Il-1-2 ウシの発情の同期化技術について説明せよo

Il-1-4 マーカーアシスト選抜法の原理と家畜育種への利用について述べよo

ll-1-4 サイレージ発酵の原理について述べ，イネホールクロップサイレージ調製に

おける課題と改善法を考察せよ。

12-1 【E】1/2
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n-2 次の 2設問（Il-2-1, Il-2-2）のうち 1設問を選ぴ解答せよ。（解答設問

番号を明記し，答案用紙2弦弘直にまとめよ。）

n-2-1 農業従事者の高齢化に伴い，農村の耕作放棄地が増加し，害獣の生息場所と

なるなど農村の維持に障害となっている。耕作放棄地の有効な活用の方法として，小規

模移動放牧が注目を集めているが，小規模移動放牧は農地管理の手段だけでなく，家畜

飼養にとっても低コストな自給飼料であり，メリットが多い。小規模移動放牧を普及す

るに当たって，以下の聞いに答えよ。

( 1)あなたの地域に小規模移動放牧を導入するに当たって検討すべき技術的項目を列挙

せよ。

( 2）あなたの地域で，小規模移動放牧を導入した場合，最も留意すべき点を 3つ挙げ，

その理由を述べよ。

( 3）あなたの地域で，小規模移動放牧を導入した場合の効果とその根拠を述べよ。

n-2-2 高泌乳牛の飼養管理においては，周産期病の予防が重要である。そのために

は，分娩前後の，いわゆる移行期の適正な栄養管理が求められる。周産期病予防の視点

から，以下の聞いに答えよロ

( 1 ）高泌乳牛の移行期における代謝特性と周産期病の発生について述べよ。

( 2）栄養管理の失宜による周産期病の発生について述べよ。

( 3）周産期病を予防するための飼養管理法について述べよo

12-1 【E】2/2
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平成25年度技術士第二次試験問題〔農業部門〕

12-2農芸化学【選択科目 E】

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

Il-1 次の4設問（Il-1 -1～Il-1-4）のうち 2設聞を選び解答せよ。（設問ごと

に答案用紙を替えて解答設問番号を明記し，それぞれ 1枚以内にまとめよ。）

II-1-1 土壌肥料の面からクリーニングクロップについて解説せよ。

II-1-2 水稲栽培におけるケイ酸の役割と施肥について解説せよo

II-1-3 過熱水蒸気の特徴と発生方法，さらに，この特徴を活かした食品・農業分野

での応用例について述べよ。

II-1-4 乳酸発酵は，乳酸飲料に見られるような生成した乳酸の酸味を楽しむ食品や

ヨーグルトなどの製造に利用される他に，漬物や醸造食品などにも広く関わり，品質上

有効な働きをしている。

乳酸発酵が有する幅広い食品加工上の利点を列記するとともに 漬物の旨み付与に係

る作用について記述せよ。

12-2【E】1/2
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Il-2 次の 2設問（ Il-2-1, Il-2-2）のうち 1設聞を選ぴ解答せよ。（解答設問

番号を明記し，答案用紙2枚以内にまとめよ。）

n-2-1 水稲作及び露地野菜作において施肥位置を工夫した施肥法の導入を検討する

ことになった。主な施肥位置を工夫した施肥法について，以下の聞いに答えよ。

( 1)施肥位置を工夫した水稲作の施肥法を解説せよ。

(2）施肥位置を工夫した露地野菜作の施肥法を解説せよ。

(3）施肥位置を工夫した施肥法の利点を説明せよ。

(4）これらの施肥技術を導入する上での留意すべき課題と対応策を述べよ。

Il-2-2 近年の浅漬けでの食中毒事故が発生しているが，浅漬け製造に際して食中毒

を防止するための方策について，以下の問いに答えよ。

( 1 ）製造に着手する際にあらかじめ把握すべき法的規制などについて，最近の発生した

事故の考察や事故後の浅漬け製造に関わる規制の強化の内容を含めて説明せよ。

(2）浅漬け製造を進める手順とその際の留意点を説明せよ。

12-2【II]2/2 
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平成25年度技術士第二次試験問題〔農業部門〕

12-3農業土木【選択科目 E】

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

ll-1 次の 4設問 cn -1 -1～II-1-4）のうち 2設聞を選び解答せよ。（設問ごと

に答案用紙を替えて解答設問番号を明記し，それぞれ1枚以内にまとめよ。）

II-1-1 水田かんがい又は畑地かんがいの計画用水量を算定するための手法を説明す

るとともに，その算定に当たっての技術的留意点を述べよ。

II-1-2 ほ場整備の目的と効果について説明するとともに，水田の汎用化のためのほ

場整備についての技術的留意点を述べよ。

II-1-3 大規模地震，豪雨等による自然災害が頻発している現状を踏まえ，リスク管

理に基づくため池の被災による被害軽減対策について，基本的考え方と手法を述べよ。

ll-1-4 農道整備の目的と効果について説明するとともに，農道の特質を踏まえた計

画策定上の技術的留意点を述べよ。

12-3 【E】1/2
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II-2 次の 2設問（ II-2-1, II-2-2）のうち 1設問を選び解答せよ。（解答設問

番号を明記し，答案用紙え位弘B，にまとめよ。）

II-2-1 地域の農業を取り巻く自然的，社会的，経済的状況の変化により，農用地や

農業用用排水施設などの農業生産基盤に大きな影響が生じている。

あなたが過去に経験した農業地域を対象に，農業生産基盤の整備の担当責任者として

業務を行うに当たり，下記の内容について記述せよo

( 1 ）その地域の農業生産基盤の現状を述べるとともに，農業を取り巻く状況の変化を説

明し，これに対応した取り組むべき課題

(2）この課題解決に向けた農業生産基盤の整備について，その内容と期待される効果

( 3）これを計画・実施する手順

(4）業務を進める際の技術的留意点

II-2-2 中山間地域は農業生産並びに農業農村の有する多面的機能の発揮において重

要な役割を果たしているが，様々な課題を抱えており，地域の活性化が必要である。

このような中山間地域の中で，傾斜地にある未整備な水田を抱え，耕作放棄地が増加

するなど生産基盤の保全管理が懸念されるとともに，集落道，農業集落排水施設など生

活基盤の整備が遅れている地域において，地域の活性化を図るための農業農村整備に関

する計画を作成する担当責任者として業務を行うに当たり，下記の内容について記述せ

よ。

( 1 ）地域の活性化を図るために取り組むべき課題

( 2）課題解決に向け，調査検討が必要な対策

( 3）業務を進める手順・手法

(4）生産・生活基盤整備の技術的留意点

ー 6-
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平成25年度技術士第二次試験問題〔農業部門〕

12-4農業及び蚕糸【選択科目 E】

II 次の 2問題（Il-1, Il-2）について解答せよo （問題ごとに答案用紙を替えること。）

Il-1 次の4設問（ Il-1-1～n-1 -4）のうち 2設問を選び解答せよ。（設問ごと

に答案用紙を替えて解答設問番号を明記し，それぞれ1枚以内にまとめよ。）

11-1-1 田畑輪換について説明し，今後の展望に関する意見を述べよ。

II - 1 -2 養液土耕栽培について，従来の濯水施肥栽培との比較の視点から説明し，今

後の展望に関する意見を述べよ。

Il-1-3 水稲鉄コーティング湛水直播について説明し，導入に際して重要な点につい

て意見を述べよ。

11-1-4 農薬の残留基準制度（ポジティブリスト制度）について説明し，農作物の生

産上の留意点について意見を述べよ。

12-4【E】1/2
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ll-2 次の 2設問（ ll-2-1, ll-2-2）のうち 1設問を選ぴ解答せよ。（解答設問

番号を明記し，答案用紙2枚以内にまとめよ。）

ll-2ー 1 近年，農業生産工程管理（GA~）は，農産物の安全性向上や環境保全型農

業を実践する手法として，生産現場においてその取組が推進されている。 GAPを進め

るに当たり，下記の内容についてあなたの考えを記述せよ。

( 1 ）導入の意義・メリット

(2）点検項目等導入に当たって調査・検討すべき事項

( 3）導入手順

ll-2-2 野菜や畑作物の一部では同じ場所で連作すると，病気や生育不良等の生育障

害，いわゆる連作障害が発生する。連作障害を回避する作付け計画を策定するに当たっ

て，下記の内容についてあなたの考えを記述せよ。

( 1 ）連作障害の原因

(2）連作障害対策

( 3）連作障害回避可能な作付け体系の例

-8 -
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平成25年度技術士第二次試験問題〔農業部門〕

12-5農村地域計画【選択科目 E】

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

II -1 次の4設問（ II-1-1～Eー 1-4）のうち 2設問を選び解答せよ。（設問ごと

に答案用紙を替えて解答設問番号を明記し，それぞれ1枚以内にまとめよ。）

Il-1ー 1 農業・農村において，地域資源を活用した 6次産業化による地域の活性化に

ついて述べよ。

Il-1-2 都市と農村交流の多様な取組形態と具体的な事例について述べよ。

II-1-3 農業生産活動を通じて発揮される農業・農村の代表的な多面的機能について

述べよ。

Il-1-4 開発途上国への農業生産や生活改善等の技術支援における農業・農村振興計

画策定の留意事項について述べよ。

12-5【E】1/2
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II-2 次の 2設問（II-2-1 II-2-2）のうち 1設問を選び解答せよ。（解答設問

番号を明記し，答案用紙2枚以内にまとめよ。）

II-2-1 我が国の食料の安定供給を図るためには，優良農地の確保と有効利用の促進

が求められている。あなたが，農村地域計画作成業務の担当者として，耕作放棄地の解

消対策に係る業務を進めるに当たり，下記の内容について記述せよ。

( 1）対策計画の立案に当たって考慮すべき事項

(2）対策計画作成の手順

( 3）対策を実現するための諸制度の内容と制度の導入に当たって留意すべき事項

II-2-2 我が国の農村地域においては，農家人口の減少，高齢化，混住化や中山間地

域の過疎化が進行する中で農村地域の活性化が求められている。あなたが，農村地域計

画作成業務の担当者として，安全・安心な農産物の供給・販売による農村地域の活性化

を図るための計画策定を進めるに当たり，下記の内容について記述せよ。

( 1 ）活性化計画策定に当たって考慮、すべき事項

( 2）計画策定に向けた課題抽出の手順

( 3）活性化計画の実現性の観点から工夫すべき事項

-10 -
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平成25年度技術士第二次試験問題〔農業部門〕

12-6農村環境【選択科目 E】

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

II -1 次の4設問（ Il-1-1～II-1-4）のうち 2設聞を選び解答せよロ（設問ごと

に答案用紙を替えて解答設問番号を明記し， fをれぞれ 1枚以自にまとめよ。）

ll-1-1 農村における電力生産可能な再生可能エネルギーの種類を列挙して，それぞ

れの特徴について述べよ。

ll-1-2 農村地域における水環境に影響を及ぼす可能性がある水質の汚濁負荷の発生

源や排出源を列挙して，それぞれの特徴について述べよ。

ll-1-3 農業農村整備における生態系配慮、の基本的な考え方と留意事項について述べ

よ。

Il-1-4 農業農村整備における景観配慮の基本的な考え方と留意事項について述べよ。

12-6【E】1/2
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II-2 次の 2設問（ II-2-1, Il-2-2）のうち 1設聞を選び解答せよ。（解答設問

番号を明記し，答案用紙2枚以内にまとめよ。）

II-2-1 近年，地球環境の保全や地域振興等の観点から，農村地域において有機性資

源、（バイオマス）の活用の推進が求められている。あなたが地域におけるバイオマスの

活用に向けた計画策定の責任者として業務を推進するに当たり，下記の内容について記

述せよ。

( 1 ）計画策定に当たって収集すべき事項

( 2）計画立案の手順

( 3）活用技術の選定に当たって留意すべき事項

II-2-2 環境との調和に配慮した農業農村整備を進めるために，事業の実施に当たっ

ては，原則として環境配慮計画を策定することになっている。あなたが環境配慮計画策

定の責任者として業務を進めるに当たり 下記の内容について記述せよロ

( 1 ）環境配慮計画策定に当たって調査・検討すべき事項

( 2）計画立案の手順

( 3）業務を進めるに当たって留意すべき事項

12-6 【E】2/2
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平成25年度技術士第二次試験問題〔農業部門〕

12-7植物保護【選択科目 E】

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

II -1 次の4設問（ Il-1-1～II-1-4）のうち 2設聞を選び解答せよ。（設問ごと

に答案用紙を替えて解答設問番号を明記し，それぞれ 1枚以内にまとめよ。）

Il-1-1 農薬のポジティブリスト制度について，そのポイントを説明し，営農指導上

の留意点を述べよ。

II-1-2 遺伝子情報を利用した病害虫・雑草の診断（同定）技術の具体的手法を例示

して，その特徴を解説せよ。

Il-1-3 地球温暖化は我が国の病害虫・雑草の発生にどのような影響を及ぼすと予想

されるか具体的に説明せよ。

II-1-4 生物農薬について化学農薬との違いを述べよ。また，作用機序の異なる

生物農薬の具体例を 3つ挙げて，その特徴を説明せよ。

12-7 【E】1/2
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II-2 次の 2設問（ II-2-1 Il-2-2）のうち 1設聞を選び解答せよ。（解答設問

番号を明記し，答案用紙2枚以内にまとめよ。）

Il-2-1 巡回調査時に，農家から， fこのところ今までに見たことのない，作物の病

害虫によると思われる被害が周辺の集落で発生して問題となっている。Jとの情報を聴

いた。植物保護の担当者として，この問題にどのように取り組むか，下記の内容につい

て記述せよ。

( 1 ）業務を進める手順

(2）調査すべき内容

( 3）業務を進める際に留意する事項

II-2-2 化学合成農薬を使用して病害虫・雑草の防除を行っている農家から「このと

ころ農薬の効きが悪いのか，被害が前よりも出るようになったような気がする。Jとの

相談を受けた。植物保護の担当者として この相談にどのように対応するのか，下記の

内容について記述せよ。

( 1 ）業務を進める手順

( 2）調査すべき内容

( 3）業務を進める際に留意する事項

12-7 【E】2/2
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3. 答案用紙及び解答について

(1) 試験は、記述式により行われます。

(2) 解答に使用したすべての答案用紙の上欄には、受験番号・解答する設問番号・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、解答設問番号の未記入、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Jとなります。

なお、記述式の答案用紙には、氏名を記入する欄はありません。

(3) 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。

＜受験番号記入例＞

受験番号｜州 1i州 si6 

一一人γム一一y一一ー
数字（4桁）英字数字（4桁）

(4) 解答する設問番号（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、 4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、「Eー Jと印字されています。

解答設問番号は、次のように記入して下さい。

例： n-1-1、II-1-2、II-1-3、II-1-4

ll-2-1 II-2-2 

(5) 答案使用枚数欄には、解答した設問ごとに、解答に要した枚数と、そのうちの何枚目かがわか

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

1設問を2枚で解答する場合

(1枚目） (2枚目）

｜答案使用枚数｜ 1枚目 2枚中 ｜答案使用枚数｜ 2枚目 2枚中

(6) 答案用紙の書き方は、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 l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。

(7) 試験問題中の図表を切り取って答案の一部として提出することはできません。

(8) 答案用紙のホッチキス針を取らないで下さい。

(9) 答案用紙の交換等には、落丁以外は、応じません。

(10) 試験を「棄権Jする場合は、答案用紙の l枚目に大きく「棄権」と書いて下さい。

(11) 答案用紙に「棄権Jと書いた場合、又は答案用紙を提出しなかった場合（答案用紙の持ち帰り）

は、よ護獲ょとして取り扱います。

(12) 「失格j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。



平成25年度技術士第二次試験試験問題

12 農業部門 【皿選択科目】（15:00～11:00)

選択科目 頁

12-1 畜産 ｜ 

12-2 農芸化学 ｜ 

12-3 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 I 9 

注意事項

1 .一般注意事項

(1) 試験開始の合図があるまで、試験問題冊子を開いてはいけません。

(2) 試験室では、監督員の指示に従って下さい。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J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って下さい。無断で退室した

場合は、「失格J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Jする場合も含む。）は、答案用紙のみ所定の

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って退室して下さい。

(7) 試験終了後、答案用紙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って退

室して下さい。

(8) 試験問題の内容や答案用紙の書き方に関する質問には、一切お答え致しません。

2. a式験問題について

(1) 受験申込をした技術部門の試験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試験問題が印刷されています。

(3) 受験申込をした選択科目の試験問題を解答して下さい。

(4) 試験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) 本科目（15:00～17:00）の諒験終了時刻まで在席した場合は、試験問題を持ち帰っても構いま

せん。ただし、途中退室した場合は、本科目の試験問題を持ち帰ることはできません。

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25年度技術士第二次試験問題〔農業部門〕

12-1 畜産【選択科目E】

m 次の 2問題（m-1 m-2）のうち 1問題を選び解答せよ。（解答問題番号を明記し，

答案用紙3枚以内にまとめよ。）

m-1 平成22年に「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の

農林水産物の利用促進に関する法律Jが制定され， 6次産業化や地産地消による農林水産

業等の振興が図られることとなった。そこで，畜産における 6次産業化等による地域活性

化について以下の聞いに答えよ。

( 1 ）家畜生産者が6次産業化を進めるに当たって検討すべき項目について述べよ。

(2）あなたの地域で具体的に畜産の 6次産業化を進める可能性がある事例を取り上げ，そ

の背景と課題を整理して示せ。

(3) (2）の課題の中で，技術に関わる問題を抽出して，その解決方法を述べよ。

12-1 【E】1/2
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m-2 我が国の畜産は施設と輸入飼料を利用した，いわゆる加工型畜産が大きな特徴とさ

れるが，土地条件の制約や飼養規模，経営形態，飼養方式，飼料生産，ふん尿処理方式の

違いなどにより，様々な経営体が存在している。酪農を例にとり，これらの要因の組合せ

により想定される経営体について以下の聞いに答えよ。

( 1 ）どのような形態の経営が想定されるか，例にならい，列挙せよ。

例）広い土地を利用し，放牧を最大限取り入れたコストと労働時間の低減を図る経営

(2) (1）で示した経営の 1つについて，技術的に最も大きいと考えられる課題を挙げ，

その解決策を提示せよ。

(3）その解決策を実行した場合の効果と問題点について述べよ。

12-1 【E】2/2
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平成25年度技術士第二次試験問題〔農業部門〕

12-2農芸化学【選択科目E】

m 次の 2問題 cm-1, m-2）のうち 1問題を選び解答せよ。（解答問題番号を明記し，

答案用紙3枚以内にまとめよ。）

m-1 飼料自給率の向上と水田の有効活用の方策の 1つである飼料用米の生産では，超多

収品種を用いて多収栽培を行うとともに肥料コストも下げた低コスト生産を目指す必要が

ある。このような状況を考慮、して，表 1～4を参考に以下の聞いに答えよ。

( 1 ）目標収量800kg/10 aを達成するために必要な窒素の供給の考え方を示せ。なお，

窒素の利用率は各自が設定して計算することロ

( 2）必要なP, Kを家畜ふん堆肥を用いて供給する方法を示し，籾に加えてわらを圃場か

ら持ち出す場合の土壌肥沃度を維持する適正施肥についても考え方を述べよ。

( 3）施肥設計書を提案し，肥料コストを含めて解説せよ。

(4）提案した低コスト施肥技術の普及上の課題と対応策を述べよ。

表1 牛フン堆肥の成分と流通価格の事例（注： NPKの肥効率は，各自が設定して計算する。）

窒素 リン酸 カリ 石灰 苦土 ケイ酸 水分 流通価格

（乾物%） （乾物%） （乾物%） （乾物%） （乾物%） （乾物%） （現物%） 円／トン

2.0 2.4 3.0 3.0 1.2 30 46 3000 

表2 化学肥料の成分と価格

化学肥料種類 成分 価格

窒素% リン酸% カリ% 円／20kg

硫安 21 。 。 1150 

過リン酸石灰 。 17 。 1500 

塩化加里 。 。 60 3300 

15-15-15化成 15 15 15 3000 

表3 飼料用稲の収量と養分吸収量｛kg/10a) 

収量 窒素 リン酸 カリ ケイ酸 ICao I MgO 

籾重｜玄米重｜わら重｜全重｜籾｜わら｜籾｜わら｜籾｜わら｜全体｜全体｜全体

950 I soo I 1000 I 1950 I 9.6 I 6.4 I 5.2 I 3.5 I 3.5 I 1s.5 I 190 I 3.1 I 3.o 

12-2【E】1/2
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表4 土壌分析結果

pH CEC 有効態リン酸 交換性塩基 窒素無機化量

me/100 g (mg/100 g土壌） （風乾土30°C4週間）

P20s Cao MgO K20 mg/100 g 

5.3 25.0 18 306 118 53.5 15.0 

m-2 平成23年度の我が国の米の生産量は836.5万トンで平成20年産に比して44万8千

トンも減少している。また，国民 1人当たりの年間米消費量も約60kgまで減少している。

こうした状況から脱し，米の消費の低下を阻止し増やしていくために，朝食での米飯食の

推進取組みゃ，米粉による米の需要拡大の取組みが進められている。しかし，このような

取組みゃ関心の高さにも関わらず 米の消費需要は上述のように低迷している。そこで，

以下の問いについて技術士として答えよ。

( 1 ）米飯食の消費低迷について考えられる要因並びにその改善策について述べよ。

(2）米粉（綬）の需要拡大に有効な用途と米粉利用上の問題点並びにその改善策について

述べよ。

12-2 【E】2/2
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平成25年度技術士第二次試験問題〔農業部門〕

12-3農業土木【選択科目E】

m 次の 2問題 cm-1, m-2）のうち 1問題を選び解答せよ。（解答問題番号を明記し，

答案用紙3枚以内にまとめよ。）

m-1 我が国の農業は，食料需給がひっ迫基調にありながら，消費者や食品産業のニーズ

に十分対応できず，また，農産物価格の低迷，担い手不足といった厳しい状況にある。食

料自給率の向上や競争力のある農業を確立するためには，良好な営農条件を備えた農用地

や農業水利施設等の保全管理が重要である。この状況を踏まえて，農業生産基盤の整備に

携わる農業土木の技術士として，以下の問いに答えよ。

( 1 ）良好な営農条件を備えた農用地や農業水利施設等の保全管理を行うため，検討しなけ

ればならない項目を多面的に述べよロ

( 2）上述した検討すべき項目に対して，あなたが重要と考える技術的課題を 2つ以上挙げ，

解決するための技術的提案を示せ。

( 3）あなたの技術的提案がもたらす効果を具体的に示すとともに 実施する際の問題点に

ついて述べよ。

m-2 大規模な水田地域に農業用水を補給するため農業用ダムを築造し，頭首工で取水後，

開水路形式の用水路で送配水する農業水利施設がある。通水後，約40年が経過し施設の

老朽化が進行するとともに，土地利用，水需要の変化に伴い用水不足が発生する一方で，

無効放流が生じている。また，施設管理者は，用水の有効利用，土地改良施設の運転経費

の節減を要望している。このような条件下にある農業水利施設の整備計画業務を担当する

農業土木の技術士として，以下の問いに答えよ。

( 1）上記の課題を踏まえて，安定的かっ経済的に農業用水を受益地に送配水するために

検討しなければならない項目を列記し論述せよ。

(2）上述した検討項目に対して，あなたが重要と考える技術的課題を 2つ以上挙げ，解決

するための技術的提案を示せ。

( 3）あなたの技術的提案がもたらす効果を具体的に示すとともに，実施する際の問題点に

ついて述べよ。

12-3 【E】1/1
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平成25年度技術士第二次訴験問題〔農業部門〕

12-4農業及び蚕糸【選択科目E】

m 次の 2問題＜m-1,m-2）のうち 1問題を選び解答せよロ（解答問題番号を明記し，

答案用紙3枚以内にまとめよ。）

m-1 近年，地球温暖化による影響と考えられるが，水稲では生育期間における高温化傾

向が強くなってきている。その結果，白未熟粒等の高温障害や病害虫の多発等が大きな問

題となっており，これらへの対策が重要となっている。このような状況を勘案して以下の

問いに答えよ。

( 1 ）米の品質に係わる高温障害の発生状況と原因について記述せよ。

(2）水稲の高温障害発生を助長する営農面の要因について記述せよo

( 3）水稲の高温障害対策妓術について総合的に記述せよ。

m-2 転作大豆は米の生産過剰対策として始まったが，転作面積の増減による生産量の増

減，生産の不安定・低収量，品質のばらつき等多くの問題を抱えている。我が国の大豆増

産のためには，大豆の高品質・安定・多収生産技術は極めて重要である。これらの状況を

勘案して以下の聞いに答えよ。

( 1 ）我が国の大豆生産の現状と特徴について述べるとともに，その課題を提示せよ。

( 2）品種育成は生産安定等に大きく貢献すると考えられるが，大豆育種の現状と今後の展

望についてあなたの考えを記述せよ。

( 3 ）大豆の高品質・安定・多収生産のための対策技術について，（ 1 ）で提示した課題を

中心に総合的に記述せよ。

12-4【E】1/1
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平成25年度技術士第二次獄験問題〔農業部門〕

12-5農村地域計画【選択科目E】

m 次の 2問題 cm-1 m-2）のうち 1問題を選び解答せよ。（解答問題番号を明記し，

答案用紙3枚以内にまとめよ。）

m-1 政策評価法の施行と，土地改良事業の事業内容が新設から更新整備へのシフト等に

より，平成19年度に新たに土地改良事業の費用対効果分析マニュアルが策定され，評価

手法の改善が行われた。このことを踏まえて，費用対効果の評価に当たっての農村地域計

画の技術士として以下の問いに答えよ。

( 1 ）更新整備の費用対効果分析に当たって，検討しなければならない項目を多様な視点か

ら述べよ。

( 2）上述した検討すべき項目に対して，更新整備の事業内容の例を挙げて，評価に当たっ

ての技術的課題を抽出し，主要な課題解決のための実現可能な分析評価方法を複数提示

せよ。

( 3）あなたの提示した方法で評価した場合の総費用，総便益算定のメリットと評価する際

の問題点について述べよ。

m-2 地域農業の担い手として競争力のある経営体を育成・確保するためには，経営体が

農地を使いやすいようにまとまった形で集積することが重要である。これらを実現するた

めの方策について，農村地域計画の技術士として以下の問いに答えよ。

( 1)農地の利用集積に当たって，検討しなければならない課題について，中山間地域，平

地農村，都市近郊の3つの地帯別に述べよ。

(2）上述した地帯別の課題について， 3つの地帯の中から 1つの地帯を選び，解決すべき

課題の主な事項について解決策を複数提示せよ。

( 3）あなたの提示した解決策で，農地集積を図る場合の政策的支援内容と支援を受け解決

策を実現する際の問題点と対処方法について述べよo

12-5 【E】1/1
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平成25年度技術士第二次試験問題〔農業部門〕

12-6農村環境【選択科目E】

m 次の 2問題＜m-1,m-2）のうち 1問題を選ぴ解答せよ。（解答問題番号を明記し，

答案用紙立並弘直にまとめよ。）

m-1 近年，農業者の高齢化が進み，農村の過疎化が進行することで，営農活動が衰退し

耕作放棄地が増加するなど，農業や農村環境に対する影響が増大している。農村環境を構

成する農業水利施設や農地，里山等の維持管理の機能も低下してきている。このような社

会状況を考慮して，以下の聞いに答えよ。

( 1 ）最近の状況を踏まえて，農業の発展，農村地域の活性化を図りつつ，農村環境を保全

するために，検討すべき項目を多様な視点から挙げ，その内容について述べよo

(2）上述した検討すべき項目に対して，解決すべき技術的課題を抽出し，主要な課題解決

のために実現可能性の高い対応策を複数提示せよ。

(3）それぞれの対応策を実施した場合の効果（メリット）とそれらを実行する際の問題点

を論述せよ。

m-2 環境との調和に配慮した農業農村整備が定着してきたが，事業の計画，施設の設計，

施工に加え，維持管理段階でも継続して環境配慮が行われることが重要となっている。こ

のような状況を考慮して，以下の問いに答えよ白

( 1）農業農村整備において行われた環境との調和への配慮、が，維持管理段階においても効

果を継続するために，検討すべき項目を多様な視点から複数挙げ，その内容について述

べよ。

( 2）上述した検討すべき項目について，あなたが最も大きな技術的課題と考えるものを

1つ挙げ，それを解決するための技術的提案を示せ。

( 3）あなたの技術的提案がもたらす効果を具体的に示すとともに，そこに潜むリスク（負

の効果）についても論述せよ。

12-6【E】1/1
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平成25年度技術士第二次試験問題〔農業部門〕

12-7植物保護【選択科目E】

m 次の 2問題＜m-1, m-2）のうち 1問題を選ぴ解答せよロ（解答問題番号を明記し，

答案用紙3枚以内にまとめよ。）

m-1 TPP加盟が近い状況が生まれつつある。攻めの農業が今後の重要課題となる中で，

地元の特産農作物（果樹，野菜，花井，米，その他）の海外輸出の推進が課題となってい

る。病害虫防除の観点から，以下の問いに答えよ。

( 1 ）海外向け輸出を想定する具体的な農産物と，輸出に当たり問題となる可能性があると

考えられる当該農作物の病害虫について，選定した理由を付して解説せよ。

(2）上記（ 1 ）で述べた病害虫対策を進める当たり，解決すべき最も重要な技術的課題を

挙げ，適切な解決策を提示せよ。

( 3）あなたの提示した解決策がもたらす効果を具体的に示すとともに 営農上のトラブル

や輸出，流通，消費等の面で想定される問題点があれば，その内容と解決策等について

も述べよ。

m-2 化学肥料や化学農薬の使用等に起因する環境負荷の軽減に対する社会的な要請

が高まる中で，環境保全型農業の推進を加速することが急務となっている。病害虫・

雑草防除の分野でそれに貢献する観点から，以下の問いに答えよ。

( 1 ）具体的な農作物と病害虫・雑草を想定しながら，環境負荷の軽減に配慮した防除

体系を構築するために検討しなければならない項目を多面的に述べよ。

( 2）上記（ 1 ）で述べた検討すべき項目に対して，あなたが最も大きな技術的課題と

考えるものを 1つ挙げ，適切な解決策を提示せよ。

( 3）あなたの提示した解決策がもたらす効果を具体的に示すとともに，普及指導上の

問題点と対処方法等についても論述せよ。

12ー 7 【E】1/1
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3. 答案用紙及び解答について

(1) 試験は、記述式により行われます。

(2) 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、問題番号の朱記入、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。

なお、記述式の答案用紙には、氏名を記入する欄はありません。

(3) 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。

＜受験番号記入例＞

受 験番号｜州11+1仲
＼一一『γ一＿＿）＼，寸λー一一y一一ー
数字（4桁）英字数字（4桁）

(4) 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。

赤色の答案用紙の枚数は、 3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、 rm- J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： m-1、m-2

(5) 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、そのうちの何枚目かがわか

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

1問題を 3枚で解答する場合

(1枚目）

｜答案使用枚数｜ 1枚目 3桝

(3枚目）

｜答案使用枚数｜ 3枚目 3枚中

(2枚目）

｜答案馴枚数｜ 2枚目 3枚中

(6) 答案用紙の書き方は、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X25行の計 600字詰です。

縦書きの解答は、『失格J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。

(7) 試験問題中の図表を切り取って答案の一部として提出することはできません。

(8) 答案用紙のホッチキス針を取らないで下さい。

(9) 答案用紙の交換等には、落丁以外は、応じません。

(10) 試験を「棄権」する場合は、答案用紙の 1枚目に大きく「棄権Jと書いて下さい。

(11) 答案用紙に「棄権Jと書いた場合、又は答案用紙を提出しなかった場合（答案用紙の持ち帰り）

は、「棄権』として取り扱います。

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


	農業部門選択科目Ⅱ.pdf
	農業部門選択科目Ⅲ.pdf

