
（水理学）

【No.  　】 図のような貯水池において 静水圧によって斜面 AB  に生じる単位幅当たりの全水圧

の大きさを表す式として最も妥当なのはどれか。

ただし 貯水池内の水深を 水平面と斜面ABのなす角度をθ 底面から B端までの高さを

水の密度をρ 重力加速度を とする。

1.
ρ
2

2.
ρ
2sinθ

3.
ρ 2 －

2

4.
ρ －

2tanθ

5.
ρ 2 －
2sinθ

底面

A

B

θ

【正答　５】



 （応用力学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【正答 １】 

 

 



【No. 　　】 土壌水分に関する記述として最も妥当なのはどれか。

1.土壌水分量は 体積含水率 含水比 飽和度などで表される。土壌水分量の測定に当たっては，

対象とする土壌の水分分布に偏りが生じる場合があるので 試料の均一性に注意する必要がある。

2.土壌水分量を測定することで土壌構造を正確に表すことができるので 植物にとって必要な水

分状態や土壌水の移動を扱うには 土壌水分量を用いるのが適当である。

3.土壌水は その土壌水と同じ組成で土壌の外に存在する溶液と比 してポテンシャルエネル

ギーが高い状態にある。土壌水のポテンシャルエネルギーのうち マトリックポテンシャルは土

壌水分計で測定できる。

4.水分特性曲線は 横軸に水分量をとり 縦軸に塩基飽和度をとってプロットしたもので 土の

化学的性質を反映する重要な物性値である。

5.水分特性曲線は 吸水過程と脱水過程で同じ曲線を描くので 水分特性曲線を測定によって得

るには ピペット法と比重計法のいずれを用いてもよい。

【正答　１】

（土壌物理・土質力学）



（農業水利学）

【No. 　】 排水計画に関する記述として最も妥当なのはどれか。

1.排水の事業計画の作成に当たっては 機械排水方式は自然排水方式と比べて経済的に有利であ

るため 受益区域内外の諸条件を勘案した上で 機械排水を最大限に利用できるような内容にす

る。

2.排水の受益区域を高位部と低位部に分割して 機械排水方式と自然排水方式を組み合わせる場

合 高位部を機械排水 低位部を自然排水とする。

3.水田の排水計画においては 計画基準内水位までは湛水を許容しており 許容湛水深は 50cm

を標準としている。また 許容湛水深を超える場合の湛水継続時間は３日以内としている。

4.畑地又は汎用農地の排水計画における計画基準内水位は 原則として無湛水とする。標準的な

畑作の場合 圃場面に不陸があることや畝立てを行うことなどから 排水計画を行う際の解析上

は 5cm未満の湛水を含めて無湛水という。

5.一般に 幹線排水路では 流出水を効率的に処理するため 線形はなるべく曲線状に配置し

勾配は 最小許容流速以上が維持できる範囲で できるだけ緩やかにすることが望ましい。

【正答　４】
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【No. 　】 畑地灌漑における用水計画に関する記述として最も妥当なのはどれか。

1唖作物の消費水量は亜作物からの蒸散量亜土壌表面からの蒸発量及び毛管力による下方からの上

向き補給水量を足し合わせたものであり亜一般にライシメータにより測定する。

2唖圃場容水量は亜停滞水が生じない排水良好な状態で亜多量の灌漑の後又は十分な降雨の後 24

時間が経過したときの土壌中の水分量であり亜24 時間容水量とも呼ばれている。

3唖土壌水分消費型SMEP�は亜主要根群域を幾つかの土層に分け亜各土層で消費された水分量を

主要根群域全体で消費された水分量で除したものである。主要根群域が均一な土壌であれば亜等

分したそれぞれの土層の土壌水分消費型SMEP�も均一になることが多い。

4唖有効水分量は亜圃場容水量から初期しおれ点pF 3.8�までの水分量である。一般に亜作物の

増収及び品質の向上の観点から亜圃場容水量から生長阻害水分点pF 3.0�までの水分量を易効

性有効水分量としている。

5唖総迅速有効水分量TRAM�は亜制限土層の水分量が生長阻害水分点pF 3.0�に達した時点で亜

主要根群域全体で消費された水分量であり亜�回の灌漑水量の平均値となる。

（農業水利学）

【正答　２】



【No.  】 次は圃場整備計画に関する記述であるが Ａ～Ｄに当てはまるものの組合せとして最も

妥当なのはどれか。

圃場整備計画は 農地の区画 農道 用水路などの整備について定める Ａ 計画と 権

利者の土地の再配分について定める Ｂ 計画の大きく二つの要素からなる。このうち

Ｂ は 従前の農地の位置や形状を変更して新たな区画にまとめる作業であり 期待される

効果として 農用地の Ｃ や 将来の土地利用需要を考慮して 宅地や公共施設用地を生み

出す Ｄ などが挙げられる。」

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

1.施工管理 換地 汎用化 非農用地の創出

2.施工管理 交換分合 集団化 スプロール

3.工事 換地 集団化 非農用地の創出

4.工事 交換分合 汎用化 スプロール

5.工事 換地 集団化 スプロール

（土地改良）

【正答　３】
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【No. 　】 農業農村整備における景観配慮に関する記述Ａ〜Ｄのうちから亜妥当なもののみを全て

挙げているのはどれか。

Ａ唖景観配慮の手引き＊によれば亜農村景観は亜山や河川など自然茜地形的な要素亜農地や水辺

など土地利用的な要素亜住宅の意匠や街路樹など施設茜植栽的な要素により成り立ち亜さらに亜

農業の営みや農村の生活慣行など人文的な活動の展開により地域が特徴づけられている。

Ｂ唖景観との調和に配慮した事業の実施に当たっては亜計画茜実施段階では地域住民との合意を

形成しながら進めていく必要がある。一方亜事業完了後の施設の維持管理は行政が自ら行うも

のであることから亜維持管理方法は行政と専門家で検討し亜決定することが基本である。

Ｃ唖平成 16年の｢景観法｣の制定により亜景観に関する計画や対象地域を定めることができるよ

うになり亜景観と調和のとれた農業的土地利用の誘導が可能となった。

Ｄ唖景観の経済的価値を評価する手法には亜対象地までの旅行費用を基に評価するトラベルコス

ト法や亜アンケート調査を用いて景観の経済的価値を問う CVMなどがある。

＊景観配慮の手引き：正式名称は｢農業農村整備事業における景観配慮の手引き平成 18年制定�｣

1唖Ａ亜Ｂ

2唖Ａ亜Ｃ

3唖Ｂ亜Ｄ

4唖Ａ亜Ｃ亜Ｄ

5唖Ｂ亜Ｃ亜Ｄ

（農村環境整備）

【正答　４】



【No.    】 頭首工に関する記述Ａ～Ｄのうちから 妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。

Ａ.頭首工は 河川の流水を用水路に引き入れるための施設であり 取入口 取水堰 附帯施設

及び管理施設から構成される。この場合の河川には 湖沼は含まれるが 貯水池は含まれない。

Ｂ.一般に河川からの取水(取入口)位置は 蛇行河川の湾曲部凸岸側のミオ筋が最も岸に接近す

る所がよい。なお ミオ筋の位置は人為的に誘導することができると考えるのが妥当である。

Ｃ.取り入れ方式は 堰上げ取り入れと 大多数の頭首工で採用されている自然取り入れとに区

分される。取り入れ方法については 受益地が両岸にある場合は 両岸取り入れを原則とする。

Ｄ.魚道の設計に当たっては 代表魚種の選定やそ上能力の把握などが必要である。魚道出口

(上流口)の位置は 土砂堆積による魚道出口の閉塞をきたさないことなどを考慮して決定する。

1.Ａ Ｂ

2.Ａ Ｃ

3.Ａ Ｄ

4.Ｂ Ｃ

5.Ｃ Ｄ

（農業造構）

【正答　３】



http://www.jinji.go.jp/saiyo/siken/mondairei/15_68_3.pdf
http://www.jinji.go.jp/saiyo/siken/mondairei/mondairei_15.htm
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【No. 　】 我が国における農業機械作業の安全対策に関する記述として最も妥当なのはどれか。

1唖農作業における死亡事故は亜農業機械作業によるものが最も多い。事故原因は機械の不具合や

安全装備の不備による場合が多いことから亜安全意識の啓発や作業環境の向上よりも安全な農業

機械の技術開発を優先する必要がある。

2唖農作業における死亡事故の発生状況を期別にみると亜気象条件が厳しい夏と冬に集中して発生

している。また亜月別にみると亜平成 18年以降の�年ではいずれも�月の発生件数が最も多い。

3唖農業機械作業による健康障害の原因には亜乗用トラクタによる全身振動亜刈払機による手腕系

振動亜機械の騒音などがある。このため作業に当たっては亜長時間の作業を避けたり保護具を着

用したりするなどの注意が必要である。

4唖農業機械の点検茜整備予防整備�は亜機械の性能を保持し耐用年数を長くする効果があるが亜

作業の安全性には影響しない。全ての点検茜整備は整備技能資格を有する専門家が行う必要があ

る。

5唖農業機械の安全に関する法律や基準に関して亜道路走行には道路法や道路運送車両法による規

制があるが亜安全装備には農機具メーカー業界による自主的な規制しかない。

　（農業機械）

【正答　３】



（農学一般） 

【正答 １】 
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