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講習会（平成７年度までは地方講習会と称す） 

 

S54/ 2/14 （札幌） 土地改良事業計画設計基準｢パイプライン」の解説（３件） 

S55/ 2/22 （札幌） 土地改良事業計画設計基準｢頭首工」の解説（３件） 

S56/ 1/30 （札幌） 「排水計画手法の解説」（３件） 

S57/ 1/29 （札幌） 土地改良事業計画設計基準｢ダム」の解説（４件） 

S58/ 2/ 1 （札幌） 土地改良事業計画設計基準｢計画・農道」の解説（４件） 

S59/ 2/ 3 （札幌） 土地改良事業計画設計基準改訂｢計画・畑地かんがい」の解説（４件） 

S60/ 2/ 1 （札幌） 土地改良事業計画設計基準改訂｢設計・ポンプ場」の解説（４件） 

S61/ 2/ 6 （札幌） 土地改良事業計画設計基準｢計画・土層改良」の解説（４件） 

S62/ 2/ 3 （札幌） 土地改良事業計画設計基準改訂｢設計・水路工(その１)」の解説（４件） 

S63/ 2/ 4 （札幌） 「水質・汚濁処理技術」（４件） 

H元/ 2/ 3 （札幌） 土地改良事業計画設計基準改訂｢水路工(その２)パイプライン」の解説（４件） 

H 2/ 2/ 2 （札幌） 「北海道の農業用道路について」（５件） 

H 3/ 2/ 1 （札幌） 「北海道の水田整備技術」（７件） 

H 4/ 1/30 （札幌） 「北海道における農村環境整備の展開」（７件） 

H 5/ 1/26 （札幌） 「これからの農村道路整備技術」（５件） 

H 6/ 1/27 （札幌） 「これからの農業用水（水田）」（５件） 

H 7/ 1/31 （札幌） 「ダムの管理について」（５件） 

H 8/ 1/31 （札幌） 「北海道における頭首工の設計と管理」（５件） 

H 9/ 1/29 （札幌） 「北海道における排水機場の管理」（６件） 

H10/ 1/29 （札幌） 「北海道における「水路トンネル」「ポンプ場」「パイプラインの設計，施工と管理」」（６件） 

H11/ 1/27 （札幌） 「北海道における畑地用水，農村環境整備，地域エネルギー利活用」（６件） 

H12/ 1/26 （札幌） 「積雪寒冷地の水路設計・維持管理」（５件） 

H13/ 1/31 （札幌） 「北海道における水田ほ場整備と管理」（５件） 

H14/ 1/30 （札幌） 「北海道の暗きょ排水と用水機場管理」（６件） 

H15/ 1/29 （札幌） 「技術者倫理教育／北海道の農道」（６件） 

H16/ 1/28 （札幌） 「北海道における「ダム技術」・「環境に配慮した事業のあり方」」（７件） 

H17/ 1/26 （札幌） 「北海道における耐震設計のあり方と環境に配慮した事業の進め方について」（４件） 

H18/ 1/25 （札幌） 「積雪寒冷地における排水と農道の課題」（５件） 

H19/ 2/ 1 （札幌） 「北海道の農業農村整備事業における環境と景観への配慮」（４件） 
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昭和 53 年度（昭和 54 年 2 月 14 日） 

テーマ：土地改良事業計画設計基準「パイプライン」の解説 

開催地：札幌市（札幌会館） 

1. パイプラインの水理設計 農業土木試験場水利部 久保 七郎 

2. パイプラインの管材料と構造設計 農林省構造改善局設計課 坂上 輝雄 

3. パイプラインの付帯施設および施工 愛知県農林水産部農業用水課 猿渡 良一 

 

 

昭和 54 年度（昭和 55 年 2 月 22 日） 

テーマ：土地改良事業計画設計基準「頭首工」の解説 

開催地：札幌市（大同生命ビル） 

1. 河川管理施設等構造令の要点 農林水産省設計課 須田 康夫 

2. 可動ゼキ（土砂吐，護床工） 農業土木試験場水工部 川合 亨 

3. 渓流取水工 明治大学農学部 山本 光男 

 

 

昭和 55 年度（昭和 56 年 1 月 30 日） 

テーマ：「排水計画手法の解説」 

開催地：札幌市（自治会館） 

1. 排水計画の基本的考え方 農林水産省構造改善局計画部 太田 信介 

2. 亀田郷排水事業 新潟県農地部 穴山 務 

3. 圃場排水 京都大学農学部 丸山 利輔 

 

 

昭和 56 年度（昭和 57 年 1 月 29 日） 

テーマ： 「土地改良事業計画設計基準「ダム」の解説」 

開催地：札幌市（自治会館） 

1. フィルダム材料の調査 農業土木試験場 川口 徳忠 

2. フィルダム堤体の設計 京都大学 長谷川 高士 

3. フィルダムの施工 日本技研（株） 岡田 茂 

4. 基礎処理の施工 日本グラウト工業（株） 久原 秀士 

 

 

昭和 57 年度（昭和 58 年 2 月 1 日） 
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テーマ：「土地改良事業計画設計基準「計画・農道」の解説」 

開催地：札幌市（自治会館） 

1. 農道の調査計画手法 東京農工大学農学部 穴瀬 真 

2. 農村計画と農道 宇都宮大学農学部 小出 進 

3. 寒冷地における道路の構造設計 北海道開発局土木試験所 高田 健治 

4. 設計基準「農道（その１）舗装」の主要な改正点について 農林水産省構造改善局 木村 喜

作 

 

 

昭和 58 年度（昭和 59 年 2 月 3 日） 

テーマ：「土地改良事業計画設計基準改訂「計画・畑地かんがい」の解説」 

開催地：札幌市（石狩会館） 

1. 土地改良事業計画設計基準「畑地かんがい」の制定について 農林水産省構造改善局 段本 幸

男 

2. 末端かんがい組織計画 農業土木試験場 河野 広 

3. 配水組織計画 九州大学農学部 黒田 正治 

4. 北海道における畑地かんがいについて 北海道開発局 平瀬 巧 

 

 

昭和 59 年度（昭和 60 年 2 月 1 日） 

テーマ：「土地改良事業計画設計基準改訂「設計・ポンプ場」の解説」 

開催地：札幌市（北海道建設会館） 

1. 「設計・ポンプ場」基準制度の概要および基本計画・設計 （財）日本農業土木総合研究所 木

村 喜作 

2. 用排水系におけるポンプ場の機能と利用パターン 農業土木試験場水工部 岩崎 和巳 

3. ポンプの設計と演習 （社）農業土木機械化協会 西出 定雄 

4. 運転管理及び設備の設計 農業土木試験場企画連絡室 久保 七郎 

 

 

昭和 60 年度（昭和 61 年 2 月 6 日） 

テーマ：「土地改良事業計画設計基準「計画・土層改良」の解説」 

開催地：札幌市 

1. 計画設計基準「土層改良」の制定について 農林水産省構造改善局資源課 豊島 弘三 

2. 土層改良の施工 明治大学農学部 佐野 文彦 
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3. 混層耕・心土破砕・不良土層排除 北海道大学農学部 前田 隆 

4. 除礫 北海道大学農学部 南部 悟 

 

 

昭和 61 年度（昭和 62 年 2 月 3 日） 

テーマ：「土地改良事業計画設計基準改訂「設計・水路工(その１)」の解説」 

開催地：札幌市 

1. 計画設計基準「水路工（その１）」改訂の要旨 農水省構造改善局施工企画調整室 溝口 昌

広 

2. 水路の設計 農業土木試験場水工部 石野 捷治 

3. 通水施設 農業土木試験場水工部 石野 捷治 

4. 試験通水（パイプラインを中心として） 網走開発建設部斜里地域農業開発事業所 加茂川 正

章 

 

 

昭和 62 年度（昭和 63 年 2 月 4 日） 

テーマ：「水質・汚濁処理技術」 

開催地：札幌市 

1. 水質に対する法規制と水質汚濁防止対策 環境庁水質保全局水質管理課 塩田 克郎 

2. 水質環境と魚類 （社）北海道栽培漁業振興公社 菊池 健三 

3. 土木工事に伴う水質汚濁と対策 北海道土地改良事業団体連合会 澤井 亮治 

4. 水質が作物その他に及ぼす影響 農業環境技術研究所環境管理部 増島 博 

 

 

昭和 63 年度（平成元年 2月 3 日） 

テーマ：「土地改良事業計画設計基準改訂「水路工(その２)パイプライン」の解説」 

開催地：札幌市 

1. 土地改良事業計画設計基準「水路工（その２）パイプライン」の改定について 農林水産省構

造改善局設計課 原田 義春 

2. パイプラインシステムの設計について 北海道開発局農業水産部農業開発課 表 雅英 

3. 水利解析について 農業工学研究所水工部水路水理研究室 岩崎和巳 

4. 北海道の水管理について 網走開発建設部斜里地域農業開発事業所 林 君雄 
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平成元年度（平成 2年 2 月 2 日） 

テーマ：「北海道の農業用道路について」 

開催地：札幌市（北海道大学学術交流会館講堂） 

1. 土地改良事業計画設計基準「農道」の制定について 農林水産省構造改善局施工企画調整室 岩

瀬 俊幸 

2. 農業用道路整備事業について 農林水産省構造改善局開発課 西沢 宗夫 

3. 北海道の農業用道路整備事業について 北海道農政部農村整備課 高田 元之 

4. 北海道の農産物流通システムについて 北海道物流システム開発研究センター 竹村 豊平 

5. 新しい道路技術について 北海道開発局開発土木研究所維持管理研究室 水島 達朗 

 

 

平成 2年度（平成 3 年 2 月 1 日） 

テーマ：「北海道の水田整備技術」 

開催地：札幌（北海道大学学術交流会館講堂） 

1. 計画指針「圃場整備(大区画水田)」の作成経緯と北海道への適用性 （社）農業土木学会 中

川 昭一郎 

2. 大区画水田と機械化作業 農林水産省農業研究センター・プロジェクト研究第３チーム 川崎 

健 

3. 営農からみた大区画水田 農林水産省構造改善局計画部地域計画課 坂井 清 

4. 大区画水田と均平 東京大学農学部農業工学科 山路 永司 

5. 乾田直播技術 秋田県農業試験場大潟支場土壌試験科 粟崎 弘利 

6. きららと栽培管理 北海道立上川農業試験場水稲栽培科 山崎 信弘 

7. 低コスト化水田農業の事例 北海道農政部農村計画課 神野 桂三 

 

 

平成 3年度（平成 4 年 1 月 30 日） 

テーマ：「北海道における農村環境整備の展開」 

開催地：札幌市（北海道大学学術交流会館講堂） 

1. 計画指針・農村環境整備の作成について 農林水産省構造改善局計画部地域計画課 五十嵐 淑

典 

2. ヨーロッパの農村環境整備 水元建設(株) 水元 尚也 

3. 農村水質保全と汚水処理 茨城大学農学部 中曽根 英雄 

4. 農村環境整備と土地利用 筑波大学農林工学系 小出 進 

5. 北海道の農村環境整備 専修大学北海道短大 山上 重吉 
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6. 北海道における農村環境整備の事例 北海道開発局農業設計課 吉田 英人・北海道農村計画

課 国光 正博 

 

 

平成 4年度（平成 5 年 1 月 26 日） 

テーマ：「これからの農村道路整備技術」 

開催地：札幌市（かでる２・７道民活動センタービル） 

1. 寒冷地における道路舗装の設計技術 北海学園大学工学部 久保 宏  

2. 農道における施工技術 日本舗道（株）桃井 徹  

3. 農道橋の整備技術 新農村開発センター 青木 茂治 

4. 農道の地域への波及効果 北海道農政部農村計画課 細越 良一 

5. 新しい農道技術指針（北海道開発局）について 北海道開発局農業設計課 北田 久志 

 

 

平成 5年度（平成 6 年 1 月 27 日） 

テーマ：「これからの農業用水（水田）」 

開催地：札幌市（北海道大学学術交流会館講堂） 

1. 計画用水量の構成 筑波大学農林工学系 鈴木 光剛 

2. かんがい水質と水環境保全 農業工学研究所農村整備部室 端 憲二 

3. 地域用水と農村環境 宇都宮大学農学部 後藤 章 

4. 北海道における水田用水管理技術の流れ 北海道開発局農業水産部農業設計課 岡本 隆 

5. 北海道の水田用水管理 北海道大学農学部 梅田 安治 

 

 

平成 6年度（平成 7 年 1 月 31 日） 

テーマ：「ダムの管理について」 

開催地：札幌市（北海道大学学術交流会館講堂） 

1. 管理基準 －ダム編－ の制定について 農林水産省構造改善局施設管理室 内海 晋 

2. 河川協議とダムの管理について 農林水産省構造改善局水利課農業用水対策室 村松 睦宏 

3. ダムの高水管理について 岡山大学農学部 永井 明博 

4. ダムの利水管理について 東京農工大学農学部 千賀 裕太郎 

5. 北海道における農業用ダムの現状と課題 北海道開発局農業水産部農業計画課土地改良管理室 

駒井 明 
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平成 7年度（平成 8 年 1 月 31 日） 

テーマ：「北海道における頭首工の設計と管理」 

開催地：札幌市（北海道大学学術交流会館講堂） 

1. 設計基準「頭首工」の制定について －改訂の要旨－ 農林水産省構造改善局施工企画調整室 下

舞 寿郎 

2. 頭首工の水理・構造設計 （株）三祐コンサルタンツ 林 静啓 

3. 取水管理施設について 農林水産省農業工学研究所 中 達雄 

4. 魚道の設計と実態 流域生態研究所 妹尾 優二 

5. 頭首工の管理の現状と課題 深川土地改良区 佐々木 新一 

 

 

平成 8年度（平成 9 年月日） 

テーマ：「北海道における排水機場の管理」 

開催地：札幌市（北海道大学クラーク会館講堂） 

1. 土地改良施設管理基準「排水機場編」の制定について 農林水産省構造改善局施設管理室 高

居 和弘 

2. 河川協議と排水機場の管理 農林水産省構造改善局水利課農業用水対策室 中島 久宜 

3. 機場設備の点検整備 （社）農業土木機械化協会 西出 定雄 

4. 長沼町の排水機場の管理運用実例について 長沼町管理課 吉井 富徳 

5. 北村地内における排水機場群の管理体制 北村施設課 森下 寛昭 

6. オランダ農業と排水 在日オランダ大使館 Gerard T.A.de Vent 

 

 

平成 9年度（平成 10 年１月 29 日） 

テーマ：「北海道における「水路トンネル」「ポンプ場」「パイプライン」の設計，施工と管理」 

開催地：札幌市（北海道大学学術交流会館講堂） 

1. 設計基準「水路トンネル」「ポンプ場」「パイプライン」の改定について 農林水産省構造改善

局建設部設計課施工企画調整室 安楽 敏 

2. 水路トンネルの施工・施工計画 東北農政局土地改良技術事務所 竹谷 喜代春 

3. 新基準に基づく機場計画・保守点検 農林水産省構造改善局建設部設計課施工企画調整室 井

出原 克澄 

4. 機場基礎工の設計 三祐コンサルタンツ 足立 英二 

5. ポンプ場の維持管理 篠津中央土地改良区 脇澤 昇 
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6. 北海道におけるパイプラインの設計 千葉技術士事務所 千葉 孝 

 

 

平成 10 年度（平成 11 年 1 月 27 日） 

テ－マ：「北海道における畑地用水，農村環境整備，地域エネルギー利活用」 

開催地：札幌市（札幌市教育文化会館小ホール） 

1. 土地改良事業計画設計基準 計画「農業用水（畑）」の改定 農林水産省構造改善局計画部資

源課 中澤 克彦 

2. 畑地用水量の新しい算定法 北海道農業試験場畑作研究センター 奥野 林太郎 

3. 北海道における畑地潅漑の現状 北海道立中央農業試験場稲作部 竹内 晴信 

4. 土地改良事業計画指針「農村環境整備」の改定 農林水産省構造改善局計画部地域計画課 島

田 和彦 

5. 地域資源と地域エネルギー利活用施設の整備について 農業工学研究所地域資源工学部 後藤 

眞宏 

6. 北海道における自然エネルギーの利活用施設整備 室蘭工業大学工学部機械システム工学科 媚

山 政良 

 

 

平成 11 年度（平成 12 年 1 月 26 日） 

テーマ：「積雪寒冷地の水路設計・維持管理」 

開催地：札幌市（北海道大学学術交流会館講堂） 

1. 土地改良事業計画設計基準「水路工」の改定についておよび水路構造物の構造設計 農林水産

省構造改善局設計課施工企画調整室 桑原 一登 

2. 水路のシステム設計 農業工学研究所水工部水路工水理研究室 中 達雄 

3. 水路の余裕高の算定方法 北陸農政局土地改良技術事務所建設技術課 石井 勉 

4. 積雪寒冷地における水路の設計 北海道開発局農業水産部農業設計課 進藤 正博 

5. 北海幹線用水路の維持管理 北海土地改良区 佐藤 清 

 

 

平成 12 年度（平成 13 年 1 月 31 日） 

テーマ：「北海道における水田ほ場整備と管理」 

開催地：札幌市（札幌市教育文化会館小ホール） 

1. 土地改良事業計画設計基準 計画「ほ場整備（水田）」の改定について 農林水産省農村振興

局計画部資源課 吉田 正秀 
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2. ほ場整備における排水計画 大阪府立大学農学部地域環境科学科 荻野 芳彦 

3. 水田ほ場整備における排水管理 ̶北海道における問題点̶ 北海道農政部農村計画課 佐藤 俊

明 

4. 大規模輪作に向けた水田整備の課題 北海道農業試験場作物開発部 中山 煕之 

5. 水田の大区画化が水稲の生育収量に及ぼす影響 北海道立中央農業試験場生産システム部 田

中 英彦 

 

 

平成 13 年度（平成 14 年 1 月 30 日） 

テーマ：「北海道の暗きょ排水と用水機場管理」 

開催地：札幌市（札幌市教育文化会館小ホール） 

1. 土地改良事業計画設計基準 計画「暗きょ排水」の改定について 農林水産省農村振興局計画

部資源課 加藤 広宣 

2. 基本暗きょ排水組織計画 石川県農業短期大学 村島 和男 

3. 北海道における暗きょ排水の現状と今後の対応 北海道立中央農業試験場農業環境部環境基盤

科 北川 巌 

4. 土地改良施設管理の現状と課題 農林水産省農村振興局整備部水利整備課 野原 弘彦 

5. 用水機場管理の実際 北海土地改良区 佐藤 清 

6. 機場設備の点検整備 （社）農業土木機械化協会 西出 定雄 

 

 

平成 14 年度（平成 15 年 1 月 29 日） 

テーマ：「技術者倫理教育・北海道の農道」 

開催地：札幌市（札幌サンプラザ・サンプラザホール） 

1. 技術者倫理教育について 九州大学大学院農学研究院 中野 芳輔  

2. 北海道の道路の交通安全と維持管理 北海道大学工学研究科 萩原 亨 

3. 土地改良事業計画設計基準・計画「農道」の改定について 農林水産省農村振興局資源課 池

山 和美  

4. 周辺環境調査 農業工学研究所 山本 徳司  

5. 泥炭地盤の特性と道路建設 北海道工業大学社会基盤工学科 神谷 光彦 

6. 北海道の農道整備事例 －軟弱地盤対策と環境への配慮－ 北海道農政部農村整備課 久本 和

博 
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平成 15 年度（平成 16 年 1 月 28 日） 

テーマ：「北海道における「ダム技術」・「環境に配慮した事業のあり方」」 

開催地：札幌市（札幌サンプラザ・サンプラザホール） 

1. 土地改良事業計画設計基準・設計「ダム」の改定について 農林水産省農村振興局整備部設計

課 松田 文秀 

2. ダム設計と管理のための地質調査 （独）北海道開発土木研究所 伊東 佳彦 

3. 農業用ダムの供用性と管理 （独）北海道開発土木研究所 秀島 好昭 

4. 環境配慮の設計の現状と課題 （社）農村環境整備センター 鹿島 弘律 

5. 環境との調和に配慮した事業実施のための調査計画・設計の手引き解説 農林水産省農村振興

局計画部事業計画課 高石 洋行 

6. 農村地域に創出した湿地と地域活動の役割 北海道立中央農業試験場農業環境部 須田 達也  

7. 水生生物からみた環境配慮のあり方 NPO法人しりべつリバーネット 伊藤 久由 

 

 

平成 16 年度（平成 17 年 1 月 26 日） 

テーマ：「北海道における耐震設計のあり方と環境に配慮した事業の進め方について」 

開催地：札幌市（札幌サンプラザ・サンプラザホール） 

1. 「土地改良施設 耐震設計の手引き」の解説 農林水産省農村振興局整備部設計課施工企画調

整室 有働 秀憲 

2. 「耐震設計の工種別・標準設計」の事例について 農業工学研究所造構部 谷 茂 

3. 環境との調和に配慮した事業実施のための調査計画・設計の手引き（第３編）「ほ場整備 水

田・畑」の解説 農林水産省農村振興局計画部事業計画課 斎藤 泰 

4. 空知支庁管内における環境配慮事例 北海道空知支庁農業振興部調整課 佐野 美夫 

 

 

平成 17 年度（平成 18 年 1 月 25 日） 

テーマ：「積雪寒冷地における排水と農道の課題」 

開催地：札幌市（札幌サンプラザ・サンプラザホール） 

1. 土地改良事業計画設計基準・設計「農道」の改訂について 農林水産省農村振興局整備部設計

課施工企画調整室 近藤 直樹 

2. 設計基準「農道」改訂における論点と配慮事項について 北里大学獣医畜産学部 今井 敏行 

3. 寒冷地における最近の舗装設計 北海道開発土木研究所道路部維持管理研究室 田高 淳 

4. 土地改良事業計画設計基準・計画「排水」の改訂について 農林水産省農村振興局企画部資源

課 原川 忠典 
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5. 北海道における広域排水解析の考え方 （株）ドーコン農業部 土佐 久幸 

 

 

平成 18 年度（平成 19 年 2 月 1 日） 

テーマ：「北海道の農業農村整備事業における環境と景観への配慮」 

開催地：札幌市（北海道大学学術交流会館講堂） 

1. 「環境との調和に配慮した事業実施のための調査計画・設計の技術指針」の解説 農林水産省

農村振興局企画部事業計画課 鈴木 孝文 

2. 「農業農村整備事業における景観配慮の手引き」の解説 農林水産省農村振興局企画部事業計

画課 鈴木 孝文 

3. 北海道開発局が取り組む農業農村整備事業の環境配慮について 北海道開発局農業水産部農業

調査課 丸井 亮 

4. 北海道における環境に配慮した農業農村整備事業の展開について 北海道農政部事業調整課 関

藤 博臣 


