
2019年11月29日 （公社）農業農村工学会　技術者継続教育機構

開催県 開催日 研修名称 開催機関 開催場所

2019年4月15日～2020年3月31日

2019年度農業農村整備技術Web研修会
テーマ1「農業土木技術者の役割（TPPの
時代を前に）」からテーマ110「沖縄農業用
ダムの耐震照査の課題と地下ダム浸透流
評価法」まで【計110プログラム】

（公社）土地改良測量設計技
術協会

2019年8月1日～3月31日(1日間)

2019年度農業農村整備技術Web研修会
テーマ111「農業・農村における小型ＵＡＶ
空撮･三次元化技術の活用」からテーマ120
「農地をめぐる物質循環と関連する化学反
応の発現メカニズム」まで【計10プログラ
ム】

（公社）土地改良測量設計技
術協会

東京都 2019年9月1日～3月31日(1日間)
令和元年度 農業農村地理情報システム技
士講座(更新)

（公社）土地改良測量設計技
術協会

農業土木会館

宮城県 2019年12月2日
令和元年度　東北土地改良建設協会研修
会（第1回）

東北土地改良建設協会
東京エレクトローンホール602号室（宮
城県民会館）

愛知県 2019年12月3日
令和元年度東海農業土木技術士会　第2
回研修会

全国農業土木技術士会 桜華会館（3Ｆ桜花の間）

宮崎県 2019年12月3日
令和元年度九州・沖縄農業土木技術士会
現地研修会

全国農業土木技術士会

宮崎県　宮崎市田野町乙241-3、田野
町甲9003-55　会場No.1（天神ダム管理
棟）、会場No.2（大淀川右岸土地改良
区）

北海道 2019年12月4日 農業農村工学会北海道支部　講習会 （公社）農業農村工学会 北海道大学学術交流会館　講堂

東京都 2019年12月6日
農業農村工学会関東支部2019年度技術研
修シンポジウム「農業・農村におけるICT活
用の展望と課題」

（公社）農業農村工学会
東京大学農学部フードサイエンス棟
中島董一郎記念ホール

北海道 2019年12月9日
農業農村工学分野におけるGISの基礎知
識

国立大学法人　帯広畜産大学
帯広畜産大学　情報処理センター　第2
演習室

愛知県 2019年12月12日～12月13日(2日間)
2019年度第16回ディーゼルエンジン一般
基礎及び実践初級研修会

松岡産業(株) 松岡産業㈱エンジンスクール研修所

沖縄県 2019年12月12日
令和元年度北大東地域第2回研修会（一日
目）

（一社）沖縄県農林水産土木
建設会

北大東村ハマユウ荘会議室

沖縄県 2019年12月13日
令和元年度北大東地域第2回研修会（二日
目）

（一社）沖縄県農林水産土木
建設会

沖縄県　島尻郡北大東村字中野152－
9　北大東村ハマユウ荘会議室

沖縄県 2019年12月17日 農地保全研究部会第40回研究集会 （公社）農業農村工学会 沖縄県八重山農林水産振興センター

愛知県 2019年12月17日～12月18日(2日間)
2019年度第17回ディーゼルエンジン一般
基礎及び実践初級研修会

松岡産業(株) 松岡産業㈱エンジンスクール研修所

大分県 2019年12月17日
令和元年度「大分ため池技術研究会」現場
研修会

大分県土地改良事業団体連
合会

大分県　大分県杵築市　大分県東部振
興局日出水利耕地事務所、天神ため
池

沖縄県 2019年12月18日 農地保全研究部会第40回現地研修会 （公社）農業農村工学会
沖縄県　石垣市内　国営かんがい排水
事業石垣島地区エリア

北海道 2019年12月18日 篠津泥炭農地環境保全第1回研修会
（一社）北海道土地改良設計
技術協会

NDビル9階会議室

北海道 2019年12月19日
札幌開発建設部　令和元年度　寒地土木
研究所　現地講習会

国土交通省　北海道開発局 札幌開発建設部　4階　会議室

石川県 2019年12月20日 新技術等説明会 北陸土地改良建設協会 石川県教育会館　2階　第1会議室

沖縄県 2019年12月20日
令和元年度本島地域冬期研修会（午前の
部）

（一社）沖縄県農林水産土木
建設会

沖縄産業支援センター2階中ホール

沖縄県 2019年12月20日
令和元年度本島地域冬期研修会（午後の
部）

（一社）沖縄県農林水産土木
建設会

沖縄産業支援センター2階中ホール

沖縄県 2019年12月21日
沖縄建設マネジメントフォーラム12月定例
セミナー（1）

ＮＰＯ法人グリーンアース 石川地域活性化センター舞天館

沖縄県 2019年12月21日
沖縄建設マネジメントフォーラム12月定例
セミナー（2）

ＮＰＯ法人グリーンアース 石川地域活性化センター舞天館

沖縄県 2020年1月8日
沖縄建設マネジメントフォーラム1月特別セ
ミナー

ＮＰＯ法人グリーンアース 宜野湾市マリン支援センター

北海道 2020年1月16日 田園生態系保全に関わる講演会
（一社）北海道土地改良設計
技術協会

かでる2・7

沖縄県 2020年1月18日
沖縄建設マネジメントフォーラム1月定例セ
ミナー（1）

ＮＰＯ法人グリーンアース 浦添市産業振興センター・結の町

沖縄県 2020年1月18日
沖縄建設マネジメントフォーラム1月定例セ
ミナー（2）

ＮＰＯ法人グリーンアース 浦添市産業振興センター・結の町

沖縄県 2020年2月5日
沖縄建設マネジメントフォーラム2月特別セ
ミナー

ＮＰＯ法人グリーンアース 沖縄県総合福祉センター

沖縄県 2020年2月6日
沖縄建設マネジメントフォーラム2月石垣セ
ミナー

ＮＰＯ法人グリーンアース （社）沖縄県建設業協会八重山支部

【2019年1２月1日以降】

直近に開催予定の一般参加が可能な「CPD認定プログラム」
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沖縄県 2020年2月7日
沖縄建設マネジメントフォーラム2月宮古セ
ミナー

ＮＰＯ法人グリーンアース （社）沖縄県建設業協会宮古支部

沖縄県 2020年2月15日
沖縄建設マネジメントフォーラム2月定例セ
ミナー

ＮＰＯ法人グリーンアース 沖縄市産業交流センター

沖縄県 2020年3月11日
沖縄建設マネジメントフォーラム3月特別セ
ミナー（1）

ＮＰＯ法人グリーンアース 名護市労働福祉センター

沖縄県 2020年3月11日
沖縄建設マネジメントフォーラム3月特別セ
ミナー（2）

ＮＰＯ法人グリーンアース 名護市労働福祉センター

沖縄県 2020年3月28日
沖縄建設マネジメントフォーラム3月定例セ
ミナー

ＮＰＯ法人グリーンアース 沖縄県総合福祉センター

沖縄県 2020年4月8日
沖縄建設マネジメントフォーラム4月特別セ
ミナー（1）

ＮＰＯ法人グリーンアース 宜野湾市マリン支援センター

沖縄県 2020年4月8日
沖縄建設マネジメントフォーラム4月特別セ
ミナー（2）

ＮＰＯ法人グリーンアース 宜野湾市マリン支援センター

沖縄県 2020年4月18日
沖縄建設マネジメントフォーラム4月定例セ
ミナー（1）

ＮＰＯ法人グリーンアース 沖縄産業支援センター

沖縄県 2020年4月18日
沖縄建設マネジメントフォーラム4月定例セ
ミナー（2）

ＮＰＯ法人グリーンアース 沖縄産業支援センター

沖縄県 2020年5月13日
沖縄建設マネジメントフォーラム5月特別セ
ミナー（1）

ＮＰＯ法人グリーンアース 石川地域活性化センター舞天館

沖縄県 2020年5月13日
沖縄建設マネジメントフォーラム5月特別セ
ミナー（2）

ＮＰＯ法人グリーンアース 石川地域活性化センター舞天館

沖縄県 2020年5月14日
沖縄建設マネジメントフォーラム5月石垣セ
ミナー（1）

ＮＰＯ法人グリーンアース （社）沖縄県建設業協会八重山支部

沖縄県 2020年5月14日
沖縄建設マネジメントフォーラム5月石垣セ
ミナー（2）

ＮＰＯ法人グリーンアース （社）沖縄県建設業協会八重山支部

沖縄県 2020年5月15日
沖縄建設マネジメントフォーラム5月宮古セ
ミナー（1）

ＮＰＯ法人グリーンアース （社）沖縄県建設業協会宮古支部

沖縄県 2020年5月15日
沖縄建設マネジメントフォーラム5月宮古セ
ミナー（2）

ＮＰＯ法人グリーンアース （社）沖縄県建設業協会宮古支部

沖縄県 2020年5月23日
沖縄建設マネジメントフォーラム5月定例セ
ミナー（1）

ＮＰＯ法人グリーンアース 沖縄市産業交流センター

沖縄県 2020年5月23日
沖縄建設マネジメントフォーラム5月定例セ
ミナー（2）

ＮＰＯ法人グリーンアース 沖縄市産業交流センター

沖縄県 2020年6月10日
沖縄建設マネジメントフォーラム6月特別セ
ミナー

ＮＰＯ法人グリーンアース 浦添市産業振興センター・結の街

沖縄県 2020年6月20日
沖縄建設マネジメントフォーラム6月定例セ
ミナー（1）

ＮＰＯ法人グリーンアース 名護市民会館

沖縄県 2020年6月20日
沖縄建設マネジメントフォーラム6月定例セ
ミナー（2）

ＮＰＯ法人グリーンアース 名護市民会館


