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第１章 総則 

第１－１条 適用範囲 

  令和５年度ＣＡＤ講習会業務（以下「本業務」という。）の施行にあたっては、この仕

様書によるものとする。 

 

第１－２条 目的 

  本業務は、農業農村整備事業における電子納品等の推進に必要なＣＡＤ技術等の基本

的・実践的知識を習得させ、監督業務の質的向上を図るため実施するものである。 

 

第１－３条 業務の範囲 

本業務における講習会は第１回（２日間）、第２回（２日間）に分け、それぞれ同内容

で実施するものとし、その予定日は令和５年７月 20 日～21 日及び令和５年 11 月 21 日

～22 日とする。 

 

第１－４条 場所 

講習場所は以下のとおりとする。 

   仙台市宮城野区幸町３丁目 14 番１号 東北農政局 土地改良技術事務所内 

 

第１－５条 一般事項 

一般事項は次のとおりである。 

（１）講習会については、当事務所研修室を利用した座学形式（室内におけるパソコ

ンを使用した実習を含む。）とし、各回の定員は１２名程度で考えている。 

（２）講習内容の詳細については、受注者が別紙「令和５年度 ＣＡＤ講習会 実施

要領（案）」に応じて具体的な内容及び進め方を検討するものとし、発注者と協

議の上実施するものとする。 

（３）講習時に使用するテキストについては、発注者に確認の上、貸与資料を参考に

受注者が準備するものとし、講習会実施予定日３日前（土日祝日を除く）まで

に発注者の指定する方法で発注者に提出するものとする。 

（４）講師については、初回打合せ時に経歴書等を提出するものとする。 

（５）講義実施における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策については、監督職

員と協議の上実施するものとする。 

（６）新型コロナウイルス感染症感染拡大の状況により、講習会の実施形式、開催時

期又は開催回数が変更となる場合がある。 

 

第１－６条 講師の資格 

講師は、農林水産省で策定されている各電子納品要領（案）の内容及び、Bigvan al-Nil 

2023 及び al-Nil CAD 2023 の操作に精通し、別紙「令和５年度 ＣＡＤ講習会 実施要

領（案）」に示す講習目的の達成が可能な講義を行うことができる者とする。 



第２章 作業条件 

第２－１条 作業条件 

本業務の作業条件は、次のとおりである。 

（１）パソコンを使用した実習で使用するＣＡＤソフトウェアは、Bigvan al-Nil 2023

及び al-Nil CAD 2023 とする。 

（２）研修講義は、講師及び講義進行補助の２名体制で実施することとする。

第２－２条 貸与資料 

貸与資料は次のとおりとする。貸与資料は、原則として初回打合せ時に一括貸与する

ものとし、監督職員の請求があった場合のほか完了検査時に一括返納しなければならな

い。 

・令和４年度 ＣＡＤ講習会業務 報告書 １部 

第２－３条 電子データの持ち込み 

講義中に使用する電子データを持ち込みする際は、ＵＳＢメモリや外付けＨＤＤの使

用は禁止するものとし、外部電磁的記録媒体での持ち込みが必要な場合は監督職員と協

議の上、CD-R 又は DVD-R での持ち込みとする。 

第３章 作業内容 

第３－１条 作業項目及び数量 

本業務における作業項目及び数量等は、次の作業項目表のとおりであり、講義内容につ

いては、別紙「令和５年度 ＣＡＤ講習会 実施要領（案）」によるものとする。 

第３－２条 作業の留意点 

作業の実施に際し特に留意する点は、次のとおりである。 

（１）パソコンを使用した実習で使用するソフトウェア（Bigvan al-Nil 2023 及び

al-Nil CAD 2023）はネットワークライセンス方式であり、講習期間中は実務へ

の影響を考慮し、同時接続数を増加させる必要がある。本作業については、発

注者と協議するものとする。

（２）令和４年度のＣＡＤ講習会業務報告書を参考に、バージョン変更に伴う変更点

を反映し、今年度版の研修講義テキストの準備をする（al-Nil CAD 2022→2023）。 

作 業 項 目 数 量 備 考 

１．研修講義ﾃｷｽﾄ及び演

習用 CAD ﾃﾞｰﾀの準備 
１ 式 ｶﾘｷｭﾗﾑに沿った内容のﾃｷｽﾄ等の準備

２．研修講義の実施 ２ 回 第１回、第２回（同内容） 

３．業務報告書の作成 １ 式 講習会実施後の報告書作成 



 

（３）講義は、電子納品要領の概要について理解を促すとともに、ＣＡＤソフトの操

作技術を習得させ、図面の修正作業等が円滑に利活用できるような内容で実施

する。なお、カリキュラム（案）の詳細は別紙「令和５年度 ＣＡＤ講習会 実

施要領（案）」によることとする。 

（４）講習会実施後に作成する報告書に記載する内容は、主として下記のとおりとす

る。なお、報告書に構成する内容は大半が研修講義テキストであり、報告書の

ために新規に作成が必要な資料は報告書全体の 20％程度である。 

・業務概要 

・講習会実施要領（発注者が資料を提供する） 

・講習会実施状況写真集 

・研修講義テキストの変更点一覧 

・研修講義実施後の申送り事項及び来年度に向けた改善点の考察 

・研修講義テキスト 

・業務打合せ記録簿（第４－１条にて作成した業務打合せ記録簿） 

（５）講義の実施にかかる作業のうち、以下については発注者が行うものとする。 

１）講習会室の準備及び座学に必要とされるパソコン等の準備 

２）講習受講生の募集、案内等の事務手続き 

３）講習受講生に配布するテキストの印刷、製本及び配布 

４）別紙の備考欄に「業務対象外」の記載がある科目 

 

 

第４章 打合せ 

第４－１条 打合せ 

打合せについては、主として次の段階で行うものとする。 

・初 回 作業着手前の段階（講義内容の打合せ時点） 

  打合せについては、原則 WEB 会議システムを使用して行うものとする。対面で打合せ

を行う必要がある場合は、監督職員と協議するものとする。 

  WEB 会議システムによる打合せは、「Webex Meetings」又は「Skype for Business」を

使用する場合は、発注者が主催、その他のシステム（「Microsoft Teams」、「V-CUBE」、

「Zoom」）を使用する場合は、受注者が主催することとする。なお、これ以外のサービス

を使用する場合は、監督職員と調整する必要がある。 

なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、業務打合せ記録

簿を作成し、上記の打合せの都度内容について、監督職員と相互に確認するものとする。 

 

 

 

 



第５章 成果物 

第５－１条 成果物 

  成果物は、電子データを電子媒体（CD-R 若しくは DVD-R）で１部及び成果物の出力１

部（電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可）を提出するものとする。 

 

第５－２条 成果物の提出先 

  成果物の提出先は、次のとおりとする。 

    仙台市宮城野区幸町３丁目 14 番１号 

    東北農政局 土地改良技術事務所 

 

 

第６章 契約変更 

  契約変更に該当する発注者と受注者の協議事項は、次のとおりとする。 

（１）第３－１条に示す「作業項目及び数量」に変更が生じた場合 

（２）第４－１条に示す「打合せ」に変更が生じた場合 

（３）第５－１条に示す「成果物」に変更が生じた場合 

（４）履行期間の変更が生じた場合 

（５）新型コロナウイルス感染症の動向により、研修時期が変更となった場合 

（６）その他 

 

 

第７章 定めなき事項 

この仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、必要に

応じて監督職員と協議するものとする。 

 

 



令和５年度 ＣＡＤ講習会 実施要領（案） 

 

 

１．講習目的 

   農業農村整備事業における電子納品等の推進に必要なＣＡＤ技術等の基本的な知識の 

習得及び演習を通じた実践的能力並びに監督業務の質的向上を図ることを目的とする。 

 

２．講習対象者 

   東北農政局の職員で、農業土木技術者又は用地・管理の業務を担当する者とし、定員は 

１２名程度（１開催あたり）とする。 

 

３．講習期間 

   （第１回）令和５年 ７月２０日（木）～ ７月２１日（金）（２日間） 

   （第２回）令和５年１１月２１日（火）～１１月２２日（水）（２日間） 

    ※第１回、第２回のいずれかを受講 

 

４．講習場所 

   東北農政局土地改良技術事務所 ４階 研修室 

    〒983-0836 仙台市宮城野区幸町三丁目１４－１ 

 ※当事務所の駐車場利用を固く禁じているため、電車・バス等を利用すること。 

 

５．内容 

   別紙カリキュラム（案）のとおり。 

 

６．経費 

   本講習会への参加に要する旅費については、受講生が所属する事業（務）所等が負担する。 

 

７．連絡先 

   東北農政局土地改良技術事務所 企画情報課（研修担当） 

    TEL：022-295-5544（代）  FAX：022-297-6637 

 

８．その他 

 （１）ＣＰＤ認定プログラム 

     本講習は、農業土木技術者継続教育機構の認定プログラムとして申請する予定で  

あり、農業土木技術者継続教育機構の会員は、１１単位が認定される予定である。 

 

 （２）携行品 

     筆記用具、マスク（着用）、共済組合員証等とする。 

 

 （３）宿泊 

     宿泊場所は受講生が確保するものとする。 
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令和５年度　ＣＡＤ講習会カリキュラム【第１回】（案）
第１回：業務対象講義時間10.6時間（黄色着色の講義） 【開催方法：集合形式】

月日 曜 科目 内容 講師（所属） 役職 講師名 備考

10:00 10:15 0:15 開講式、訓示、オリエンテーション 土地改良技術事務所
所長
企画情報課長
専門技術指導官（研修広報）

業務対象外

10:20 11:20 1:00 電子納品要領の概要 電子納品要領、SXF仕様概要、al-Nilの概要

11:30 12:00

13:00 14:20

14:30 15:50

16:00 17:15

9:00 10:00 1:00 CAD（al-Nil）基本操作演習 発注図の着色、旗揚げ等

10:10 12:00 1:50 CAD（al-Nil）応用演習 レイヤ振り分け、表題編集、複写操作

13:00 14:20

14:30 15:50

16:00 16:30 0:30 アンケート、閉講式 土地改良技術事務所
次長
専門技術指導官（研修広報）

業務対象外

令和５年度　ＣＡＤ講習会カリキュラム【第２回】（案）
第２回：業務対象講義時間10.6時間（黄色着色の講義） 【開催方法：集合形式】

月日 曜 科目 内容 講師（所属） 役職 講師名 備考

10:00 10:15 0:15 開講式、訓示、オリエンテーション 土地改良技術事務所
企画情報課長
専門技術指導官（研修広報）

業務対象外

10:20 11:20 1:00 電子納品要領の概要 電子納品要領、SXF仕様概要、al-Nilの概要

11:30 12:00

13:00 14:20

14:30 15:50

16:00 17:15

9:00 10:00 1:00 CAD（al-Nil）基本操作演習 発注図の着色、旗揚げ等

10:10 12:00 1:50 CAD（al-Nil）応用演習 レイヤ振り分け、表題編集、複写操作

13:00 14:20

14:30 15:50

16:00 16:30 0:30 アンケート、閉講式 土地改良技術事務所
所長
専門技術指導官（研修広報）

業務対象外

時間

7月20日 木

外部講師 未定

4:25 CAD（al-Nil）基本操作及び演習 Bigvan al-Nilの基本操作、構造図の作成、画像等の貼り付けほか

7月21日 金

外部講師 未定

2:40 CAD（al-Nil）応用演習 測地座標系の設定、縮尺変更、図面情報の修正ほか

2:40 CAD（al-Nil）応用演習 測地座標系の設定、縮尺変更、図面情報の修正ほか

外部講師 未定

4:25 CAD（al-Nil）基本操作及び演習 Bigvan al-Nilの基本操作、構造図の作成、画像等の貼り付けほか

外部講師 未定

時間

11月21日 火

11月22日 水


