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2012年（平成24年）1月〔№214〕広島県牛乳普及協会の窓

第 18 回広島県
児童牛乳ポスターコンクールの巡回展示
2月1日～15日「食彩館しょうばらゆめさくら」で展示
　広島県牛乳普及協会は、昨年9月29日（木）広島県民文化センター
を会場に「第 18 回広島県児童牛乳ポスターコンクール」を開催しま
した。
　審査は新川貞之（にいかわ　さだゆき・元広島県立美術館副館長）
氏を審査委員長とし、他 4名の審査員が応募 262 点の中から最優
秀賞など 30 点の入賞作品を決定しました。入賞作品は、去る 12
月 5日（月）から 16 日（金）は、広島県庁を会場に展示を行いました。

【今回の巡回展示】
1．展示期間：平成 24 年 2月 1日（水）から 15 日（水）
2．展示場所：「食彩館しょうばらゆめさくら」
　　　　　　　庄原市新庄町 291 － 1
　 電　　話：0824 － 75 － 4411
　　　　　　�「食彩館しょうばらゆめさくら」内には、広酪の酪農アンテナショップ「ミルクファームHARU」が

入店しております。是非とも、庄原方面にお越しの節は、どうぞお立ち寄りのうえ、ご鑑賞下さい。
　　　　　　※「食彩館しょうばらゆめさくら」の定休日は、毎週火曜日。
　　　　　　※開館時間は午前 8時 30 分から午後 5時

（審査の模様）応募262
点

入賞30点

（第 18回　広島県児童牛乳ポスターコンクール褒賞者）
褒　　賞　　名 学年 氏名 学　　校　　名

 広島県牛乳普及協会長賞（最優秀賞） 3 龍王　真緒 三次市立吉舎小学校
 広島県牛乳普及協会長賞 6 丸山　日華里 広島市立安北小学校
 広島県牛乳普及協会長賞 5 佐々木　美桜 安芸太田町立加計小学校
 広島県牛乳普及協会長賞 2 梅岡　琉生 神石高原町立三和小学校
 広島県牛乳普及協会長賞 1 高柴　桜 庄原市立八幡小学校
 広島県牛乳普及協会長賞 6 堀田　淳平 庄原市立板橋小学校
 広島県酪農業協同組合長賞 4 三代　雪季人 広島市立安北小学校
 広島県酪農業協同組合長賞 3 伊藤　友希 呉市立両城小学校
 広島県酪農業協同組合長賞 1 津川　里緒 江田島市立中町小学校
 広島県乳業協会長賞 4 日野　佑亮 広島市立安北小学校
 全国酪農業協同組合連合会大阪支所長賞 5 畠中　崚志 広島市立安北小学校
 広島県酪農協会長賞 2 小國　凌雅 江田島市立中町小学校
　　　 　佳　　　　作 1 山崎　未悠 広島市立安北小学校
　　　 　佳　　　　作 2 竹中　　萌 呉市立荘山田小学校
　　　　 佳　　　　作 3 西中　愛美 庄原市立口北小学校
　　　 　佳　　　　作 4 栗栖　もも花 広島市立安北小学校
　　　　 佳　　　　作 5 佐々木　遥 安芸太田町立加計小学校
 　　　　佳　　　　作 6 加藤　諒哉 三次市立三良坂小学校
 　　　　佳　　　　作 1 大槻　星歌 三次市立神杉小学校
　　　 　佳　　　　作 2 佐藤　遥弥 福山市立駅家小学校
　　　 　佳　　　　作 3 桐原　碧 東広島市立小谷小学校
　　　　 佳　　　　作 4 大原　輝明 広島市立安北小学校
　　　 　佳　　　　作 5 大下　陽也 広島市立牛田新町小学校
　　　　 佳　　　　作 6 松岡　直哉 三次市立三良坂小学校
　　　 　佳　　　　作 1 羽場　史哲 神石高原町立豊松小学校
　　　 　佳　　　　作 2 五殿　凱晟 神石高原町立三和小学校
　　　　 佳　　　　作 3 河本　一斗 広島市立安北小学校
　　　 　佳　　　　作 4 池田　乃霧 呉市立荘山田小学校
　　　　 佳　　　　作 5 上奥　優菜 三原市立本郷小学校
　　　　 佳　　　　作 6 竹内　真一 東広島市立小谷小学校

（敬称略）
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2012年（平成24年）1月〔№214〕広島県からのお知らせ

平成 23 年度 農業機械利用技能者（農業機械士）

　広島県では、広島県農業機械利用技能者技能認定要綱（昭和 52 年 7 月 22 日制定）に基づく技能認定試験の受講者を次の
とおり募集しています。受験を希望される方は次の事項を確認の上、ご応募下さい。また、ご不明な点等は次の問い合わせ
先にご連絡下さい。
1　技能認定試験の種類：農業機械士技能
2　試験願書の受付期限及び試験日時・場所
受験願書の受付期限 平成 24 年 2月 20 日（月）�必着

試験の日時

当日受付 平成 24 年 3月　5日（月）� 13：00 ～ 13：20
オリエンテーション 13：20 ～ 13：30
学科試験 農業機械士技能 13：30 ～ 14：30
実技試験 農業機械士技能 15：00 ～ 17：00

試験場所 〒 727-0003�庄原市是松町 55-1　広島県立農業技術大学校
＊試験当日には、免許の種類を確認するため、自動車運転免許証を持参すること

3 技能試験の概要
（1） 受験資格
次の条件をすべて満たすこと。
ア　農業機械・施設の利用、管理、整備等に従事するか、または、従事する予定の者
イ　年齢が 18 歳以上の者
ウ　次のいずれかに該当する者
（ア）��広島県立農業技術大学校の実施する農業機械士養成研修の修了者であり、かつ、大型特殊自動車免許の取得

者（取得見込み者を含む）
（イ）��広島県立農業技術大学校の実施する農業機械士養成研修の修了者と同程度の技能を持ち、かつ、大型特殊自

動車免許の取得者であり、知事が適当と認めた者
（2） 試験の内容
ア　学科試験及び実技試験の科目

学科試験の科目 実技試験の科目

1　農業機械の構造・機能と取扱い
2　農業機械の点検整備と故障診断
3　農業機械の簡易な修理
4　農業機械の効率利用
5　農業機械の作業安全

《�農業機械の運転操作と取扱い作業�》
1　プラウ耕
2　�草刈機の操作
《�農業機械の点検整備と故障診断�》
3　始業点検
4　工具の取扱い

イ　試験の方法
項　目 学科試験 実技試験

試験所要時間 1時間 2時間程度

出題形式 ○×式、選択式の併用出題数は 50 題 実技、技術検定員による検定必
須 4科目

ウ　実技試験の免除
広島県立農業技術大学校において実施する農業機械士養成研修を修了した者で、広島県立農業技術大学校が農業
機械士に相当する技能を有する（試験願書の記載等により、農作業実務経験を確認できる）と認めた者については、
実技試験を免除する。

4　受験願書
（1）　配布場所　�広島県農林水産局農業技術課または広島県立農業技術大学校
（2）　提出先　　 �広島県農林水産局農業技術課（〒 730-8511�広島市中区基町 10-52）、広島県立農業技術大学校（〒 727-

0003�庄原市是松町 55-1）�のいずれか
　　　　　　　　※�郵送の場合には、紛失を防ぐため簡易書留・配達証明郵便などを利用すること

（3）　様　式　　�上記配布先のほか、受験案内及び受験願書は広島県のホームページからダウンロードできます。（トッ
プページ�>�組織で探す�>�農業技術課�>�平成 23 年度農業機械利用技能者（農業機械士）技能認定試験の実
施について）

5 問い合わせ先
　　　広島県農林水産局農業技術課� � � 広島県立農業技術大学校
　　　（〒 730-8511�広島市中区基町 10-52）� � �（〒 727-0003�庄原市是松町 55-1）
　　　電話�082 － 513 － 3564（直通）� � � 電話�0824 － 72 － 0094

技能認定試験受験案内


