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Ⅰ  各研修の内容 
 １ 農業機械士養成研修Ⅰ 
 （１）概  要 
        この研修は大型特殊自動車（農耕車限定）免許(以下；「大特免許という。」)

及び農業機械士資格の取得を目指すものです。 
農業機械の取り扱い，点検整備，効率利用並びに作業の安全に関する知

識及び技能を習得します。 
 
 （２）開催時期と募集人数 

 研修回 時     期 募集人数 

前 
 
 
期 

第１回 令和４年 ５月 ９日(月)～ ５月１３日(金)  な し 

第２回 令和４年 ５月２３日(月)～ ５月２７日(金)  １０人 

第３回 令和４年 ６月２７日(月)～ ７月 １日(金)  ３０人 

第４回 令和４年 ７月 ４日(月)～ ７月 ８日(金)  ３０人 

後 
 
 
期 

第５回 令和４年 ９月１２日(月)～ ９月１６日(金)  ２５人 

第６回 令和４年１０月 ３日(月)～１０月 ７日(金)  ２５人 

第７回 令和４年１０月２４日(月)～１０月２８日(金)  ２５人 

第８回 令和４年１１月 ７日(月)～１１月１１日(金)  ３０名 

第９回 令和４年１２月 ５日(月)～１２月 ９日(金)  ３０名 

 （３）研修日程 

 時 間 内   容 

１日目 
（月） 

 

 8:00～ 8:30 
 8:30～ 9:30 
9:30～12:00 

13:00～16:30 
16:30～17:00 

受付 
開講式，運転免許試験願書作成 
農業機械士学科研修・試験 
農業機械士実技研修 
振替研修受講者願書作成・試験 

２日目 
（火） 

 8:30～12:00 
13:00～17:00 

トラクタ運転操作練習 
トラクタ運転操作練習 

３日目 
（水） 

 8:30～12:00 
13:00～17:00 

トラクタ運転操作練習 
トラクタ運転操作練習 

４日目 
（木） 

 8:30～12:00 
13:00～17:00 

トラクタ運転操作練習 
トラクタ運転操作練習 

５日目 
（金） 

 7:50～11:50 
11:50～12:00 

大特免許試験 
閉講式 

 

 （４）募集条件（受講対象者要件） 
  県内在住の農業者等で，下記の①～⑥のいずれかに該当する者 

①農業者（栽培・飼養，農産物販売，農作業受託） 
   ②認定農業者（個人・法人）の主に農業に従事する家族，従業員，構成員 
   ③農業関係団体等で農業研修を受講している者 
   ④農業関係団体等の職員で，地域の農業指導者 
    ⑤農業法人の従業員，構成員  

 ⑥受託組織（集落営農組織・農業公社）の構成員，オペレーター 
大特免許の受験資格がある者（次の条件を満たす者） 

①  視力が片眼０．３以上，両眼０．７以上あること 
      ・片眼０．３未満の場合は，一方が０．７以上で視野左右 150 度以上 

②  普通自動車運転免許以上を所有（普通，準中，中型，大型） 
      ・普通自動車運転免許のＡＴ限定を所有する者は不可。 

③  運転免許証の住所が鹿児島県内にある者 
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  （５）受講決定 
前期・後期毎に定員を超えた申込みがあった場合，下記の順に基づき，受

講者を決定します。 
① 認定農業者（個人，法人の構成員） 
② 認定新規就農者 
③ 認定農業者（主に農業に従事する家族，常時雇用者，法人の従業員） 
④ 受託組織（集落営農組織・農業公社等）の構成員，オペレーター 
⑤ 農業者・農業法人（構成員・従業員） 
⑥ 団体職員 

※ 同一農業法人・組織から複数の申込があった場合は，研修受入は， 
募集期間で最大２名まで 

 
（６）振替研修（県内遠隔地からの研修生が対象） 

ＤＶＤ・YouTubu の動画で学科研修を自宅等で受講できます。 
振替で研修を受講した研修生は，月曜日の午後１時から研修を開始しま

す。 
 

 ２ 農業機械士養成研修Ⅱ 
（大特免許所有者対象・1 日目のみ，運転操作練習を除く） 

 （１）概  要 
        この研修は，既に大特免許を所有している農業者等が，農業機械士の資格を

取得するための研修です。けん引（農耕車限定）免許が取得できる「農業機械
士応用研修」を受講するためには，農業機械士資格の取得が必要です。 

 （２）開催時期と募集人数 

 研修回 時     期 募集人数 

前 
 
 
期 

第１回  令和４年 ５月 ９日(月)   ６人 

第２回  令和４年 ５月２３日(月)   ６人 

第３回  令和４年 ６月２７日(月)  ６人 

第４回  令和４年 ７月 ４日(月)  ６人 

後 
 
 
期 

第５回  令和４年 ９月１２日(月)  ６人 

第６回  令和４年１０月 ３日(月)  ６人 

第７回  令和４年１０月２４日(月)  ６人 

第８回  令和４年１１月 ７日(月)  ６人 

第９回  令和４年１２月 ５日(月)  ６人 

  （３）研修日程 

 時 間 内   容 

１日目 
（月） 

 

 8:00～ 8:30 
 8:30～ 9:30 
9:30～12:00 

13:00～16:30 
16:30～17:00 

受付 
開講式，各種説明 
農業機械士学科研修・試験 
農業機械士実技研修 
振替研修受講者試験 

 （４）募集条件（受講対象者要件） 
  ① 農業者等であって，大特免許を持っている者 

（カタピラ車限定を取得している者は不可，農耕車限定は可） 
② けん引（農耕車限定）免許を取得する農業機械士応用研修の受講希望者 

 （５）受講決定 
   農業機械士養成研修Ⅰに同じ 
 （６）振替研修 
   農業機械士養成研修Ⅰに同じ 
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 ３ 農業機械士応用研修（農業機械士資格者対象） 
 （１）概  要 
        この研修は農業機械士が，けん引（農耕車限定）免許の取得を目指すもので

す。 
けん引車の運転操作並びに機械のメンテナンス方法などの知識及び技能

を習得します。（車両総重量 750kg を超えるトレーラをけん引する場合は，
けん引免許が必要です。） 

 
 （２）開催時期と募集人数 

 研修回 時     期 募集人数 

前 
 
期 

第１回 令和４年 ４月１８日(月)～ ４月２２日(金)  な し 

第２回 令和４年 ６月 ６日(月)～ ６月１０日(金)   ５人 

第３回 令和４年 ６月１３日(月)～ ６月１７日(金)  若干名 

後 
期 

第４回 令和４年 ９月 ５日(月)～ ９月 ９日(金)  １５人 

第５回 令和４年１１月１４日(月)～１１月１８日(金)  ２５人 

 

 （３）研修日程 

 時 間 内   容 

１日目 
（月） 

 

 8:00～ 8:30 
 8:30～ 9:30 
9:30～12:00 

13:00～17:00 

受付 
開講式，運転免許試験願書作成 
農耕用トレーラ運転操作練習 
農耕用トレーラ運転操作練習 

２日目 
（火） 

 8:30～12:00 
13:00～17:00 

農耕用トレーラ運転操作練習 
農耕用トレーラ運転操作練習 

３日目 
（水） 

 8:30～12:00 
13:00～17:00 

農耕用トレーラ運転操作練習 
農耕用トレーラ運転操作練習 

４日目 
（木） 

 8:30～12:00 
13:00～17:00 

農耕用トレーラ運転操作練習 
農耕用トレーラ運転操作練習 
小型農業機械のメンテナンス方法研修 

５日目 
（金） 

 7:50～11:50 
11:50～12:00 

けん引（農耕車限定）免許試験 
閉講式 

 

 （４）募集条件（受講対象者要件） 
   ① 農業機械士資格の取得者（農業機械士養成研修を受講済） 

② けん引免許の受験資格がある者（次の条件を満たす者） 
・大特免許を持っている者 
（カタピラ限定を取得している者は不可，農耕車限定は可） 
・視力が片眼０．５以上，両眼０．８以上であること。 
・視力が片眼０．５未満では受験できない。 

③運転免許証の住所が鹿児島県内にある者。 
 （５）受講決定 
   農業機械士養成研修Ⅰに同じ 
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 ４ 指導農業機械士養成研修（農業機械士資格者対象） 
 （１）概  要 
        この研修は，農業機械士が，農業機械の導入計画，農業機械・資材の管理及

び作業安全管理の知識の修得を目指すものです。 
この研修の受講者は，農大が実施する技能講習等（小型移動式クレーン

・玉掛け・フォークリフト運転・アーク溶接）を受講し労働安全衛生法の
修了証の取得を目指します。 

 
 （２）開催時期と募集人数 

研修回 時     期 募集人数 

第１回 令和４年 ７月２５日(月)～ ７月２６日(火)  １０名 

 

 （３）研修日程 

 時 間 内   容 

１日目 
（月） 

 

 9:00～11:00 
11:00～14:00 
 
14:00～17:00 

１農業機械化に関する情勢・動向 
２農業機械に関する技術指導及び安全指導
の手法 
３農業機械の導入利用計画書 

２日目 
（火） 

 9:00～11:00 
11:00～15:00 
15:00～17:00 

３農業機械の導入利用計画書 
４農業機械・資材の 管理 
５作業安全管理・レポート作成 

 

 （４）募集条件（受講対象者要件） 
   ① 農業機械士資格の取得者（農業機械士養成研修を受講済） 

② 農作業受託作業組織（法人・農業公社等）の作業責任者等 
 

５ 具体的な振替研修の実施 
（１）農業機械士養成研修の学科の振替研修の実施方法 

   農業大学校で行っている農業機械士養成研修の学科講義（半日）を YouTube
への動画アップやＤＶＤの送付により自宅で受講します。受講した研修生は，
初日の午前中の研修を免除します。（YouTube を希望する研修生は，限定閲
覧となっているため，動画を投稿したＵＲＬをメールで送付する。） 

   振替研修の理解度についての判断は，研修初日の学科試験の採点で判断す
る。（不合格の場合は，その後の研修を受講できない。） 

 
 （２）振替研修の注意事項 

・振替研修の受講を希望しない，または，振替研修ができる環境のない研修
生は，従来通り研修初日の午前８時３０分から研修に参加する。 

 
（３）対象地域 

研修生の負担を軽減（研修前泊を要しない）するために自宅等で学科講
義を実施するもので，前泊が必要となる鹿児島地域振興局管内（三島村・
十島村）・北薩地域振興局管内・姶良伊佐地域振興局管内・大隅地域振興
局管内・熊毛支庁管内・大島支庁管内の研修受講者が対象です。 
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【知っておきたい。トラクタを公道で運転するための法令と免許】 
 
 農耕トラクタおよびトレーラの法令上の区分 
 
（道路交通法：免許） 
 ○農耕トラクタで「公道等を走行」する際に必要な運転免許は，最高速度と車

体の大きさで決まります。 
 ○「小型特殊自動車免許・普通自動車免許」で運転可能なものは，最高速度

15km/h 以下，長さ 4.7m 以下，幅 1.7m 以下，高さ 2.0m(安全キャブ等で 2.0m
を超える場合は 2.8m)以下の条件を満たす小型特殊自動車です。 
○上記の規格を 1 つでも上回るもの（農耕トラクタ単体又は農耕トラクタに作
業機を装着した状態での規格）は「大型特殊自動車免許」が必要です。 

  ○小型特殊自動車免許で運転できる農耕トラクタ単体に幅 1.7ｍ以上の作業機
（ロータリ等）をつけて公道等走行する場合は，大型特殊自動車免許が必要で
す。 
 ○大型特殊自動車免許が必要な農耕トラクタで，車両総重量（車体重＋最大積載量）

が 750kg を超えるトレーラをけん引する場合には，「けん引免許」が必要です。 
 
（道路運送車両法：登録・検査） 

○道路運送車両法上での農耕用の小型特殊自動車の最高時速は，35km/h 未満に
なります。 
○車体の制限はありません。（道路交通法の車両区分とは異なります。） 
○最高速度が 35km/h 未満のほとんどのトラクタは，小型特殊自動車に該当し
ます。（車検を廃止するために平成 9 年に改正） 
○農作業機を装着・けん引した農耕トラクタは，保安基準等の一定の条件を満
たす場合、小型・大型特殊自動車として新たに位置づけられ，公道走行が可能
になりました。 
○ロータリなどの作業機を直接装着した農耕トラクタは，保安基準緩和の条件
などを満たした場合に限って公道走行することができます。 
○マニュアスプレッダー等の農耕作業用トレーラは，特殊自動車扱いとなりま
した。 

 ○農耕用トレーラとして公道走行する場合は，保安基準緩和の条件などを満た
した場合に限って走行できるようになりました。 
詳しくは，（社）日本農業機械工業会のホームページに掲載しています。 

 
【研修受講前に運転免許試験の受験資格があるか確認をお願いします。】 

次のいずれかに該当する方は，最寄りの警察署で運転免許適性診断を受けて，
免許取得が可能か確認した上で受講してください。 
 

 ①過去５年以内において，病気（病気の治療に伴う症状を含む）を原因とし   
て，又は原因は明らかでないが，意識を失ったことがある。  

 ②過去５年以内において，病気を原因として，身体の全部又は一部が，一時   
的に思い通りに動かせなくなったことがある。 

③過去５年以内において，十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず，日   
中，活動している最中に眠り込んでしまった回数が，週３回以上となった   
ことがある。 

 ④過去１年以内において，飲酒を繰り返し，絶えず体にアルコールが入ってい
る状態を３日以上続けたことが３回以上ある。 

 ⑤病気を理由として，医師から，運転免許の取得又は運転を控えるように助言
を受けている。 
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Ⅱ 受講申込方法（各研修共通） 
 

受講希望者  

   ①農業機械化研修受講申込書 
②運転免許証のコピー 

・前期日程研修：令和４年４月２２日(金)  までに市町村農政担当課 
・後期日程研修：令和４年７月２９日(金)          へ提出 

 
                                                            

各市町村農政担当課 

  受講希望者から提出があった，①②を， 
・前期日程研修：令和４年４月２５日（月)  までに各地域振興局  
・後期日程研修：令和４年８月 ２日（火）     農政普及課等へ提出 

 

 
 

各地域振興局農政普及課等 

  各市町村農政担当課から提出があった，①②を 
・前期日程研修：令和４年４月２８日(木)  までに農業大学校 
・後期日程研修：令和４年８月 ８日(月)      農業研修課へ提出 

【受講申込み：電子申請及び申込書等を職コミメールで送付】 

 

 

農業大学校農業研修課 

  各地域振興局農政普及課等から提出のあった受講申込書等を審査し，受講者
を決定する。定員を超えた場合は，前期，後期毎に選考のうえ決定する。 

受講者の選定結果は，メールで地域振興局担当者あてに送付する。 
【受講決定通知】 

 
 

各地域振興局農政普及課等 

農業大学校から受取った，受講者選定結果を各市町村農政担当課へ通知する。 
【受講決定通知】 

 

 

各市町村農政担当課 

各地域振興局農政普及課等から受取った受講者選定結果を受講希望者へ通知
する。 

【別紙：農業機械士養成・応用研修の案内で注意事項を説明】 

 

 

受講希望者 

  研修のキャンセルなどの変更は，研修開始日の２週間前までに，直接，農業
大学校農業研修課に連絡する。 
※研修開始日の２週間前以降のキャンセルは，キャンセル料を請求すること   
がある。 
※研修中，自己都合により研修中断した場合，受講料等は返還しない。 
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Ⅲ 受講申込書等の書き方 
 １ 農業機械化研修受講申込書(別記機械様式第 1 号) 
  （１）氏名 
  ・運転免許証に記載されているとおり記入。外字などパソコンで表現でき    

ないときは，手書きで記入する。（ふりがな）を必ず記入する。 
 （２）住所 
    ・運転免許証に記載されているとおり記入する。運転免許証の住所変更があ

る場合は，免許証の裏書きの住所を記入する。郵便番号も必ず記入する。 
  （３）携帯電話 
   ・もっている方は必ず記入すること。 
 （４）受講希望の研修 

  ・農業機械士応用研修希望者で農業機械士認定年月日，番号が不明な方は    
「不明」と記入する。 

  （５）受講者の形態 
・該当する項目に１か所だけ○印を付ける。 
・法人，団体の名称は正確に記入すること。 

  ・認定農業者（個人，法人），認定新規就農者については，各市町村農政担
当課で認定されているかを確認する。 

  （６）領収証等の宛名 
     ・法人等が受講料を負担する場合など，法人名で領収証等を出すことがで   

きるので，申込書の記入欄に宛名を記入する。 
ただし，申込後の宛名の変更はできない。 

 （７）農業経営内容 
    ・経営内容は農業関係団体の研修者，職員を除き必ず記入すること。 

   未記入の場合は申込書を受理しない。（営農実態を確認するため。） 
   栽培面積は単位をつける（ａ，ha）。農作業受託は延べ面積。 
 （８）宿泊・食事   
     ・手書きの場合は必要項目に○印を記入する。 
  ・農業機械士養成研修Ⅰ及び農業機械士応用研修は，金曜日の午前中に終了

するので，昼食の申込には注意すること。 
     ・宿泊（研修館利用）と食事（食堂利用）は，完全予約制です。受講申込    

書に記載が無い場合は利用できません。 
 
  ※市町村農政担当課や地域振興局農政普及課等の農業機械担当者は，記入漏れ

がないか，申込書に不備がないか確認と受講希望者に対して申込書作成のサポ
ートをお願いします。 

 
  ※申込書の様式は，手書き用と受講料が計算できるエクセルファイルを送って

あります。 
 
 ２ 運転免許証のコピーの添付 

①  氏名（特に外字の場合），住所，生年月日，取得している免許がはっき
り   解るように，写真 L 版～Ａ６に拡大コピーしてください。 

②  裏面に住所変更等の記載がなければ，表面だけで結構です。 
③  ①の項目が判別できれば，「顔」が判別できなくてもかまいません。 
④  住所を変更した場合は，必ず免許証の住所を変更してください。 
⑤  免許証の再交付を受けた方は，再交付前の免許証のコピーを添付し問題

となった事例があります。確認をしてください。 
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Ⅳ 【農業機械士養成・応用研修の案内】農業機械化研修を受講するみなさんへ 
１ 研修初日の集合場所 

農業大学校 農業機械講義室 
住所 〒８９９－３３１１ 日置市吹上町和田１８００番地 

 電話 ０９９－２４５－１０７１ 
カーナビ・携帯ナビに登録をしてください。 

２ 研修初日（月曜日）の集合時間（受付） 
   午前８時～８時３０分の間に運転免許証，筆記用具，証明写真，研修費用を

もって農業機械講義室に集合してください。※前泊者も同様です。 
振替研修受講者は，午後０時３０分～午後１時に集合してください 

○施 設 案 内 
 
⑤農業大学校前バス停 
鹿児島発のバスは止ま        
りますが，空港バスは    
止まりません。 
①研修者用駐車場 
車で 研修 に来 られ た  
方の駐車場です。 
③研修館（宿泊棟） 
宿泊 をさ れる 方の 宿  
泊場所です。 
②集合場所：農業機械
講義室 
研修を行う場所です。 
④食堂 
食事を注文された方が           
食事を摂る場所です。 

 
 

３ 研修の初日に持参するもの。 
※運転免許証 
※眼鏡等（運転免許試験に適性検査として視力検査があります。） 

運転免許証に「眼鏡等」の条件がある方は必須です。 
条件になくても，日頃使っているなら準備してください。 

※証明写真（運転免許証用） 
大きさ：縦３０ｍｍ×横２４ｍｍ 
注意点：無帽，無背景，上三分身，目が隠れる(前髪，サングラス)もの
は不可 

   ６か月以内に撮影したもの    

証明写真 
必要な枚数 

農業機械士養成研修 農業機械士応
用研修 全日程受講者   学科のみ 

３枚      １枚      ２枚        

     写真は，スピード写真（運転免許用）でもよいです。スピード写真の場合は
シートを切り離す必要はありません。シートのまま持参ください。 

※筆記用具（黒ボールペン・鉛筆・消しゴム，消えるボールペンは不可です。） 
 

※農業大学校の敷地内は全面禁煙です。喫煙される方は，自分の
車か敷地外での喫煙をお願いします。 
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４ 服装  
 農業機械士養成研修Ⅰと農業機械士応用研修では，トラクタに乗車します
ので，必ず長ズボン・長袖の作業着又は動きやすい服，安全靴又は運動靴を
着用してください。雨天時に着用する。雨具・雨靴等も準備してください。 

  ５ 研修経費 
①  受講料 

 農業機械士養成研修 農業機械士応
用研修 養成研修Ⅰ  養成研修Ⅱ 

運転免許受験料      2,600 円           －      2,600 円 

傷害保険掛金      1,000 円      1,000 円      1,000 円 

研修費      4,000 円        800 円      4,000 円 

合計      7,600 円      1,800 円      7,600 円 

    ②宿泊費（農大研修館利用） 
      １，０８０円/泊 

③食費（農大食堂利用） 
      朝食 ３００円/食 昼食 ５４０円/食 夕食 ５８０円/食 
   ６ 宿泊（研修館利用） 
      農業大学校の宿泊施設は男女別の２人部屋です。部屋割りは農業大学校

で決定します。部屋等の要望はできないため，その場合研修館宿泊を御遠
慮ください。なお，新型コロナウイルス感染症対策のため現在 1 人部屋で
対応しています。 

     宿泊，食事については完全予約制です。予約なしの利用はできません。 
２日前～当日のキャンセルは，キャンセル料を請求することがあります。 

７ 研修の前泊について 
      遠隔地からの受講者は，研修前日（日曜日）に農業大学校の宿泊施   

設（研修館）や食堂が利用できます。 
     ○前泊の希望者は農業機械化研修受講申込書の宿泊・食事申込書の欄に明

記してください。 
     ○研修館入館は午後５時～６時の間です。早く来られても入館できません。   

○入館が遅れる場合は０９９－２４５－１０７９（研修館）に電話連絡を
してください。 

８ 離島からの前泊者（日曜日に宿泊）のバス利用ルート（参考） 
    航空機利用 鹿児島空港 ０番乗り場 鹿児島空港→枕崎 

            東本町（日置市吹上町中原）下車→タクシー利用 
           農大研修館駐車場でタクシー下車 
   船舶利用  鹿児島中央駅 東１６番乗り場 伊作峠経由加世田行き 
           鹿児島交通「農業大学前」バス停留所下車→研修館まで徒歩（１

０分） 
           ※バス時間は各自で確認して下さい。 

９ 研修受講等ができない事例等 
   ○原付免許しかないのに，農業機械士養成研修を申込む。（普通免許が必須） 
  ○大特免許を持たないのに，農業機械士養成研修Ⅱ（学科のみ）を申込む。 
   ○普通免許（ＡＴ車限定）で農業機械士養成研修を申込む。 
   ○運転免許証の住所が鹿児島県又は実際の居住地でないのに申込む。 
   ○前泊申込なしで，前日に宿泊施設にくる。 
   ○適性検査の視力が不足している。（各研修の募集条件を確認） 
  ○研修に申込をしているのに，研修に来ない。 
   ○研修途中に無断で帰る。研修途中に無断で来なくなる。 
     （研修期間中の無断欠席者は，運転免許試験の受験ができません。） 


