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労働安全衛生・雇用・人権保護への取り組み
○雇用
研究職員の採用に当たっては、任期制の一層の
活用など雇用形態の多様化を図りつつ、必要な人
材を確保しています。女性研究者の採用に関して
は、応募者に占める女性割合と、採用者に占める
女性割合とでかい離が生じないよう努めています。
2006年度の採用数は、任期付研究職員男性2名、パー
マネント採用研究職員　男性4名、女性1名でした。

○安全衛生活動
職員の安全および健康を確保し、快適な職場環
境の形成を促進するため、以下の活動を実施して
います。
1．法の遵守および自主基準の設定と徹底
2．安全衛生委員会の開催
3．巡視活動による危険・有害要因の排除
4．作業環境測定の定期的な実施
5．健康診断の定期実施と受診の徹底
6． メンタルヘルスケアや各種ハラスメント防止
対策の恒常的な実施

○安全巡視の取り組み
産業医、衛生管理者および安全衛生委員による
職場巡視を定期的に実施し、巡視記録を作成・保
管するとともに、職場における安全・衛生面の問
題点を明らかにし、快適な職場環境の形成と事故
の予防措置を図っています。
巡視の結果は環境改善に反映され、実験室の換
気設備のさらなる改善がおこなわれています。

○健康管理の取り組み
一般定期健康診断および特殊健康診断を定期的
に実施し、職員の健康障害や疾病の早期発見に努
めています。
また、健康診断実施後の事後措置として、有所
見者に対して産業医との面談の実施および書面通
知による定期的なフォローをおこなっています。
健康相談なども臨時に受け付け、職員の健康の保
持増進に努めています。

○メンタルヘルスへの取り組み
メンタルヘルスの事業として実施されている相
談を活用しています。

1．メンタルヘルス相談
農林水産技術会議事務局筑波事務所において、
職員が抱える悩み事を相談することで精神的なス
トレス・疲れを癒し、心身のリフレッシュを図り、
普段から心の健康状態を良好に保つための対策と
して、毎月2回定期的に実施。
2．カウンセリング室
外部医療機関の医師による直接相談を共済組合
筑波支部で実施。
3．無料電話健康相談
職員の健康・疾病・メンタルヘルスなどのあら
ゆる健康に関する悩みについて、保健師・看護師・
カウンセラーなどの専門スタッフが答えてくれる
無料電話相談を農林水産省共済組合で実施。
4．メンタルヘルス講演会
産業医による一般者向けと管理者向けの講演会
を実施するとともに、農林水産技術会議事務局筑
波事務所が年1回実施している外部講師による講演
会へ職員の参加を呼びかけています。

○ハラスメント防止の取り組み
ハラスメント防止などに関しては、規程類を整
備し、相談員が苦情相談に当たり、迅速に解決す
る体制を整えています。
また、相談員会議を実施し、良好な勤務環境を
確保するため、アンケート調査による実態調査を
おこなうとともに、ホームページ（所内限り）に苦
情相談の仕方、相談を受け付けている公的機関を
掲載し、防止に努めています。

○労働災害の状況
農環研では、圃場管理のため、大型農機具を使っ
ての作業が少なくありません。
また、他種類の薬品・ガスなども実験に多く使
われているため、研究機関特有の危険・有害要因が、
潜在的に数多く存在しています。
そのため、「安全はすべてに優先する」をモットー
に事故を未然に防止し、健康的な職場環境を実現

社会的取り組みの状況
Social Performance
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するための活動を推進しています。
2006年度においては、労働災害はありませんで
したが、今後もさらに職場における危険や健康障
害に対する問題を把握し、改善に向けて取り組み
を強化するように努めます。

地域および社会に対する貢献
農環研では、研究成果や研究所の活動の内容を、
様々なメディアを通じて外部にお知らせしています。

○講演・展示
成果発表会2006「農業と環境を考える」を2006年
9月に東京で開催し、農業と環境との間に発生して
いる問題の解明や解決に向けた農環研の研究成果
を紹介しました。企業、大学、他の独立行政法人
などから221名の方にご参加いただきました。

2006年9月には、日韓共同国際シンポジウム「農
業生態系における窒素の動態と有効な窒素管理手
法」および「データベース構築のための国際ワーク
ショップ―侵入生物に対するアジア・太平洋外来
生物データベースの構築」、12月には、NIAES国際
シンポジウム2006：「モンスーンアジアにおける持
続的農業のための農業資源の評価と有効利用－国
際研究協力に向けて－」を開催しました。NIAES国
際シンポジウムでは、共同研究の推進と協力体制
の強化を図るために、アジア農業環境研究コンソー
シアム（MARCO）の設立を宣言しました。

農林水産省関係の独立行政法人の成果や技術を
公開している「つくばリサーチギャラリー」では、
農環研の関係する展示内容を随時更新し、最新の
活動を分かりやすく紹介しています。本年度は特
に、7月29日の「夏休み特別公開」で、「外来植物の
脅威」のテーマで鉢植えの外来植物や解説パネルを
展示しました。

なお、講演会やセミナーなどで受け付けた質問
への回答やアンケート結果は農環研Webサイトで
公開しています。

成果発表会2006：ポスターセッション

NIAES国際シンポジウム2006

つくばリサーチギャラリー夏休み特別公開

外来植物（オオハンゴンソウ）
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○ホームページ
農環研の公式ホームページは1995年に開設され
ました。「情報：農業と環境」のページでは、研究会・
ワークショップなどのお知らせや報告、最新の知
見を紹介しています。「情報：農業と環境」のペー
ジへの2006年度のアクセス数は182,000回（月約
15,000回）で平成17年度の149,000回から約25%
増加しました。「お知らせ」のページでは、研究所
の活動に関する最新情報を提供しています。また、
書籍刊行物の「成果情報」「研究所報告」「研究所資
料」「農環研ニュース」のpdf形式のファイルを掲載
し、詳しい研究成果が自由に閲覧できるようにし
ています。さらに、特許情報や各種のマニュアル、
データベースを公開し、農環研で得られた研究成
果を広く活用していただけるようにしています。
農環研Webサイト用の代表メールアドレス宛には、
180件の依頼、問い合わせ、質問のメールをいただ
きました。それぞれの内容に応じた担当者が対応
しました。

○研究成果の技術移転
2007年1月30日につくば国際会議場で開催され
た「TXテクノロジー・ショーケース・イン・ツクバ
2007」や、2006年10月25、26日に東京国際フォー
ラム展示ホールにおいて開催された「アグリビジネ
ス創出フェア2006－出会えます！最新技術シーズ
とビジネスパートナー」において、農環研で開発し
た新しい農業環境の修復・計測・管理技術を展示・
紹介しました。

社会的取り組みの状況
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アグリビジネス創出フェア2006

NPOとの意見交換・交流会

○交流会
2006年11月には、農業生産者NPO「田舎のヒロ
インわくわくネットワーク」との意見交換・交流会
を開催しました。農環研からは農業現場に関わり
の深い環境問題に関する研究を紹介し、NPOから
は農業現場をふまえた問題を提起していただき、
広く意見交換ができました。

○一般公開
農環研では毎年一回、科学技術週間に合わせて
一般公開を実施しています。2006年度は、4月19
日に「未来につなげよう安全な農業と環境」をメイ
ンテーマとして、特設会場でさまざまな研究成果
を紹介・展示したほか、農業環境インベントリー
展示館での土や昆虫・微生物の標本展示、昆虫標
本の作製指導、特設コーナーでの春の植物の展示、

農環研ホームページ
http://www.niaes.affrc.go.jp/index.html
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ミニ講演会「環境・農産物中の微量な物質を測る」
の開催、野菜の収穫体験などを実施しました。
当日は天候にも恵まれ、農業関係者、主婦、学
生など、1,200人をこえる方が来場しました。

なお、「農業環境インベントリー展示館」や「組換
え植物隔離圃場」などの農環研の施設は、科学技術
週間以外でも一般の見学を受け付けており、農環
研の成果や活動を広く紹介することに努めていま
す。見学を希望される方は、事前に広報情報室（電
話029-838-8191）にご連絡ください。特に関心のあ
る分野について早めにお知らせいただくと、その
分野に詳しい職員がガイド役として同行すること
も可能です。

○学習・体験型イベント
「つくばちびっ子博士」は、小中学生が研究所で
最先端の科学技術に触れることにより、科学技術

に対する関心を高め、夢と希望に満ちた未来を考
えるための手がかりにしてもらうことを目的に行
われているものです。2006年度は7月～ 8月の毎
週水曜日に昆虫展示室の見学を実施しました。

「サマーサイエンスキャンプ」は、研究機関の持
つ学習資源としてのポテンシャルを最大限活用し
た高校生・高等専門学校生のための「科学技術体験
合宿プログラム」です。今回のキャンプでは、「環
境中の超微量汚染物質を測る」、「アレロパシーに
よる植物間相互作用を調べてみよう」、「GPSを使っ
て動物を追跡しよう！」の３つのコースを設け、研
究者がどのようにして農業環境研究に取り組んで
いるかを実際に体験してもらいました。

農環研ではつくば市内の中学生を対象として「職
場参観」を毎年実施しています。職員が働く様子や
いろいろな実験設備の見学、最新の研究について
の説明などを行い、当所の活動や成果について分
かりやすく紹介しています。

一般公開：春の植物の展示

サマーサイエンスキャンプ2006

インベントリー展示館

つくばちびっこ博士
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研究所内におけるコンプライアンス推進体制
役職員が研究所の基本理念、行動憲章および環
境憲章、法令、諸規則、各種規程、倫理および社
会規範などを遵守し、研究所が社会的評価、信頼
を得て活動を行っていくために、研究所における
コンプライアンスの推進に必要な事項を「コンプラ
イアンス推進規程」として定めています。また、こ
の方針を適正に執行するためのコンプライアンス
推進体制を整備しています。組織内における不正
に対しても、内部通報者、被通報者のプライバシー
などの不利益が発生することを防止するための規
程も定めています。

研究不正防止への取り組み状況
農環研では、研究倫理に関するガイドラインを

定めた「研究活動の不正防止に関する規準」を策定
し、不正行為の防止に努めています。動物実験、
遺伝子組換え実験および放射性同位元素を用いた
実験などに関しては、関係する法令および諸規程
を遵守しておこなうよう徹底しています。

個人情報保護への取り組み状況
個人の権利や利益を保護するため、「ネットワー
クにおける情報セキュリティ対策基準」を策定し、
ネットワークなどを経由した不正プログラムの侵
入、不正アクセスおよび個人情報の漏えいなどの
防止に努めています。また、農環研主催のシンポ
ジウムなどの参加登録情報についても流用を禁止
するとともに、漏えいしないよう適切に管理して
います。

企画戦略室長 事務局長 業務統括主幹
連携推進室長 事務局員 企画戦略室長
広報情報室長 総務管理室長
研究技術支援室長 財務管理室長
総務管理室長 庶　務 総務管理室
財務管理室長
研究領域長
農業環境インベントリーセンター長

コンプライアンス部門推進責任者 コンプライアンス推進事務局

コンプライアンス相談窓口

監 事
監査室

他の関係委員会・部会

相談窓口受付担当者
 （総務管理室長）

研究倫理相談員
 （研究統括主幹）

相談窓口責任者
 （業務統括主幹）

役 員 会

コンプライアンス推進委員会

委員長 理事長（統括推進責任者）
委員長代理 理事
委　員 研究統括主幹

業務統括主幹
研究コーディネータ
農業環境インベントリーセンター長

専門調査
チーム

コンプライアンス推進体制
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