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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、テニュア・トラッ
ク制を導入し、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。2008 年度の採用
者数は、パーマネント採用職員男性 1 名、任期付研
究職員男性 3 名、同女性 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
研究所における化学物質等の安全管理に関する

調査及び指導を行う安全管理専門役を新設しまし
た。産業医、衛生管理者、安全管理責任者、安全
管理専門役および安全衛生委員会委員による職場
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、指導を行うことにより ､ 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。

○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行っています。

産業医による「健康教室（健康診断結果の見方）」
の開催、健康相談も随時受け付け、職員の健康の
保持増進に努めています。

○ AED の設置及び救命講習会の開催
心筋梗塞や脳卒中などにより、心臓と呼吸が突然

止まった者に応急手当をするため、研究本館に AED
を設置するとともに消防署署員による救命講習会を
実施しています｡

○メンタルヘルスへの取り組み
農林水産省共済組合等で実施しているメンタルヘ

ルス事業を活用しています。

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 回定期的に実施しています。

２．カウンセリング
外部医療機関の医師による直接相談を共済組合筑

波支部で実施しています。

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しています。

４．メンタルヘルス講演会
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
ハラスメント防止や環境改善への提案を受け取

る方策として「目安箱」を設置しました。
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迅速に対応する体制を
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行うとと
もに、所内電子掲示板に苦情相談の仕方、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。

社会的取り組みの状況
Social Performance
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○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。また多種類の薬品・
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
環境を実現するための活動を推進しています。

2008 年度は労働災害の発生を 0 に抑えることが
できたことから、次年度以降も災害発生 0 を目指し
て、危険箇所の把握、健康障害要因の回避等安全
に向けて取り組みを強化します。

地域および社会に対する貢献
農環研では、研究の成果や研究所の活動をさまざ

まなメディアを通じて外部にお知らせするとともに、
専門分野を活かして地域や社会に貢献するための活
動を行っています。

○シンポジウム・公開セミナー等
2008 年度には、2回の「農業環境シンポジウム」と

「研究成果発表会2008」をいずれも東京で開催し、企
業、大学、研究機関、一般市民、学生など、のべ1,000
人以上の方に参加いただきました。シンポジウムで
は、農林水産部門での温室効果ガス排出削減の対策
およびバイオ燃料にかかわる世界的な穀物生産の動
向と環境問題について、最新の研究成果を紹介し、
会場からの質問に回答するなど参加者との双方向コ
ミュニケーションに努めました。また、県の試験研
究機関と「農業環境技術公開セミナー in 福島」を共催
したほか、メタゲノム解析、他感物質、空間情報解析、

有害化学物質、大気中二酸化炭素増加実験など、さ
まざまな環境問題や技術開発に関する研究会・公開
セミナーを開催して、研究成果の発信や技術の普及
に努めています。

国際的な取り組みとしては、MARCO 国際ワーク
ショップ 「アジアにおける自然資源管理のための土
壌情報システムの新しい取り組み」をつくば市で開催
し、8か国から80名以上の参加者がありました。また、
台湾の研究機関と共催で「アジア・太平洋地域にお
ける農業環境で問題となる有害植物・昆虫に関する
国際セミナー」を台北市で開催しました。

○研究成果の展示
「北海道洞爺湖サミット記念環境総合展 2008」、

「いばらき産業大県フェア 2008」、「アグリビジネス
創出フェア 2008」、「テクノロジー・ショーケース 
in つくば 2009」に参加し、最近の研究成果を展示・
解説しました。

また、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。

アース・ポリシー研究所長レスター・ブラウン博士
（第 31 回農業環境シンポジウム）

MARCOワークショップの参加者

農業環境技術研究所展示ブース
（アグリビジネス創出フェア2008）
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○国や国際機関への専門家の派遣等
国、地方公共団体等からの依頼に応じて、各種

委員会に専門家を派遣しました。
また、国際機関等にも積極的に専門家を派遣し

ています。2008 年度は IPCC（気候変動に関する政
府間パネル）専門家会合、COP14（気候変動枠組条
約第 14 回締約国会議）などに、のべ 7 名の研究者を
派遣しました。

○技術相談・分析・鑑定への対応
国、地方公共団体、各種団体、大学等からの依

頼に応じて、農業と環境に関わる様々な技術相談
に対応するとともに、専門的知識を要する昆虫や
植物の分析・鑑定（22 件）を行いました。とくに
2008 年度は、北海道の広い範囲に発生して問題と
なった新害虫を調査し、ヘリキスジノメイガと同
定しました。

農環研は各分野の技術講習や研修など、技術の普
及や指導のための活動を行っています。2008 年度に
は「土壌モノリスを活用した土の理解増進」が文部科学
大臣表彰科学技術賞（理解増進部門）を受賞しました。

○ホームページ
農環研は 1995 年に公式ホームページを開設し、

研究所の概要、最新の研究成果等を紹介していま
す。2008 年度には、Webサイトのアクセシビリティ
などにかかわる JIS 規格（JIS X 8341-3）に配慮して、
音声ブラウザや携帯電話での利用をしやすくする
など、使いやすいホームページへの改善を進めま
した。また、利用者が関心のある研究分野の情報

にアクセスしやすいよう、各組織のページから、所
属研究者の情報、関連する研究成果やプレスリリー
スなどのページに移動できるようにしました。

2000年5月に公開を始めた月刊Webマガジン「情
報：農業と環境」では、シンポジウムや公開セミナー
の開催案内と報告、国際会議などの参加報告、最
新成果や文献の紹介のほか、土壌肥料学にかかわ
るエッセイを掲載するなど、内容の充実に努めま
した。2008 年度の農環研トップページと「情報：農
業と環境」への訪問者数は、それぞれ約 23 万人と約
17 万人でした。研究成果情報公開ページへの訪問
回数は、年々増え続けています。

社会的取り組みの状況
Social Performance

文部科学大臣表彰科学技術賞（理解増進部門）
受賞者と佐藤 理事長

ヘリキスジノメイガと同定された新害虫

農環研ホームページ
http://www.niaes.affrc.go.jp/

研究成果情報公開ページへの訪問回数

平成17年度 26,844
平成18年度 42,856
平成19年度 94,811
平成20年度 165,635
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○一般公開と見学
2008 年度の一般公開を、4 月 18 日と 19 日に実施

し、「水のコーナー」や「温暖化と作物」などの展示、
「歴史的農業環境閲覧システム」の実演・体験、2 つ

のミニ講演会、クイズなどを実施しました。農業
関係者、主婦、学生など、来場者数は 1,200 人を超
えました。

研究所の見学を希望する団体・個人に、研究所
紹介 DVD の上映、インベントリー展示館や研究施
設への案内、研究者による説明など、多彩な見学
プログラムによって対応しました。2008 年度の一
般見学者は約 700 人でした。また、農林水産省関
係の研究成果や技術を公開している「食と農の科学
館」でも、研究所の研究成果を紹介しています。

○学習・体験型イベント
「つくばちびっ子博士」は、つくば市などの主催

で、小中学生が研究所や大学で科学技術に接する
機会をつくるため、夏休み期間に行われているも
のです。農環研では昆虫採集教室と展示施設見学
を実施し、合わせて 187 人の「ちびっ子」が参加し
ました。

「サマーサイエンスキャンプ」は、研究機関が高
校生・高等専門学校生を受け入れ、研究者・専門
家の指導で実験や実習を行う「科学技術体験合宿プ
ログラム」です。2008年の農環研でのキャンプでは、

「体験してみよう！土の不思議」と「アレロパシーに
よる植物間相互作用を調べてみよう」の 2 つのコー
スに 4 名ずつの高校生を迎え、研究者がどのように
して農業環境を調査し、問題解決に向けた研究に
取り組んでいるかを体験してもらいました。

農環研では、このほか「つくば科学フェスティバ
ル」への企画出展、ミニ講演会などを開催しました。

歴史的農業環境閲覧システム実演コーナー
（研究所一般公開）

土壌モノリス展示の見学（つくばちびっ子博士 2008）

野外で実験用の植物を採集
（サマーサイエンスキャンプ 2008）

昆虫採集のようす（つくばちびっ子博士 2008）
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社会的取り組みの状況
Social Performance

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、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。

コンプライアンスに関する啓発活動
研究所の「基本理念」、「行動憲章」、「環境憲章」

の周知を図るためのポスター等の作成、研究所の
研究・業務に関連する法令等の「共用施設・機器等
の利用、安全衛生各種事務手続マニュアル」への掲
載など、コンプライアンスに関する啓発活動に取
り組んでいます。2008年度は、全職員を対象として、
新設した安全管理専門役による化学物質等の安全
管理に関する研修を行いました。

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、それぞれ専門の委員会を設
置し、関係する法令および諸規程を遵守して行う
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。2008 年度は、全職員を対象として、研
究情報システム専門役によるネットワーク情報セ
キュリティ研修を行いました。

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


