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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。2009 年度の採用者数は、任期付研
究職員男性 2 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を徹底する

ため、安全管理専門役が中心となり薬品管理システ
ムによる化学薬品の登録・管理を導入しました。

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。

2009 年度は、研究室・実験室等の書庫・書棚等の
転倒防止等耐震対策を行いました。

○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。

産業医による「健康教室（メタボリックシンドローム
─いま一度学び直してみましょう-）」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

ルス事業を活用するとともに、研究所独自のメンタル
ヘルス相談も開始しました。

1．研究所メンタルヘルス相談
職場や仕事に対する孤独や不安な気持ち、家庭や

子供について、自らの生き方について等日頃抱いて
いる思いや悩みを話し、心身共に充実して仕事に取り
組めるように、毎月1 回研究所内でカウンセラーが相
談を受け付けています。
2．農林水産省共済組合等メンタルヘルス事業

（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）WEB 健康相談
農林水産省共済組合専用の電子メールを利用した

相談窓口で、健康問題等についての悩みを受付けて
います。

（5）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
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かけています。

○ハラスメント防止の取り組み
ハラスメント相談環境改善方策として「目安箱」を

設置しています。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、所内グループウェアに苦
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。

○労働災害防止の取り組み
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。

男女共同参画への取り組み
男女共同参画を推進する取り組みのひとつとして、

女性研究者支援を開始しました。文部科学省科学技
術振興調整費女性研究者支援事業「双方向キャリア
形成プログラム　農環研モデル」（2009 ～ 2011）で
は、支援する側と支援を受ける側が、相互にキャリア
や経験を蓄積すること目指しています。本プログラム
では、研究キャリアの形成と、仕事と生活の両立支援、
次世代研究者の裾野拡大を3 つの大きな柱として活
動を行います。主な支援策は以下の通りです。

（1）メンター制度の制定
（2）ロールモデル講演会の実施
（3）支援研究員の雇用
（4）健康・メンタルヘルス相談窓口
（5） アウトリーチ活動の実施（出前授業、サイエンス

カフェ）
また、所内のシステム改革にも取り組みました。そ

の一つとして、女性研究者支援経費を新たに設け、海
外出張費の支援や英語論文作成のための英文校閲
費の支援などを通して、女性研究者の研究キャリア形
成支援をスタートさせました。

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
2009 年度には、本研究所が代表機関としてとりま

とめている大規模プロジェクト研究にかかわるシンポ
ジウムや成果発表会など6 件を、農林水産省や他の
研究所等との共催で、東京で開催しました。研究成
果発表会「地球温暖化と農林水産業－環境・食卓の
現在と未来－」には、研究者だけでなく民間企業や一
般市民に多数参加いただき、「前向きの展望が聞け
て、これからに期待が持てた」、「わかりやすい説明で
理解しやすかった」などの感想をいただきました。ま
た、市民を対象とする「農環研サイエンスカフェ」を開
催し、食料の生産と消費が環境に与える影響を、窒素
の循環と水質への影響を中心に紹介し、環境影響を
緩和する方法について考えました。さらに、県の試験
研究機関と「農業環境技術公開セミナー in 滋賀」を、
農業生物資源研究所等と研究開発にかかわる公開セ
ミナーやシンポジウムを、それぞれ開催しました。こ
れらのほか、農薬の環境影響、食の安全・農業環境問
題におけるトレードオフなどに関する研究会、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（The Mon-
soon Asia Agro-Environmental Research Consor-
tium）シンポジウム 2009「モンスーンアジアにおけ
る農業環境問題と研究の課題」をつくばで開催し、

農環研サイエンスカフェ「容疑者Ｎの変身」
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アジアを中心に 26 か国から445 名が参加して、活
発な議論を行いました。また、台湾の研究機関と共
催で「農薬および POPs の土壌残留と食の安全に関
する国際セミナー」を開催しました。

○研究成果の展示
「アグリビジネス創出フェア2009」および「テクノロ

ジー・ショーケース in つくば 2010」に参加し、最新の
研究開発成果の紹介、機関広報ポスターの展示を行
いました。

○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。
2009 年度には、アクセシビリティに配慮したページの
作成や修正を進めるとともに、利用者が求める情報
を見つけやすいよう「研究トピックス」などの「まとめ
ページ」を作成しました。また、農業環境インベント
リー展示館、温室効果ガス発生制御施設など、見学対
象施設について紹介するページを充実しました。

2000 年 5月に公開を始めた月刊ウェブマガジン「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、国際会議などへの参加報告、最新の研究
成果や文献の紹介のほか、農環研で行われている研
究をやさしく紹介する記事を連載するなど、内容の充

実 に 努 め まし た。
農環研トップページ
と「農業と環境」へ
の 2009 年 度 の べ
訪問者数は、それぞ
れ約 22 万人と約 13
万人でした。

○一般公開と見学
「未来につなげよう 安全な農業と環境」を統一テー

マとして、2009 年度の研究所一般公開を4月17日と
18日に実施しました。研究所本館および農業環境イ
ンベントリー展示館で「炭パワーで土壌浄化」や「作物
気象データベース」など多くの実演・体験展示、ミニ
講演「温暖化によって食料生産はどうなるか？」と「モ
ンゴルの自然と土壌」を開催したほか、パネルによっ
て多数の研究成果を紹介しました。また、農林水産
技術会議事務局筑波事務所の特設会場では、パソコ
ンによる実演展示や実験体験コーナーを設け、ポス
ターによる研究成果の紹介とクイズを行いました。
農業関係者、主婦、生徒・学生など、2日間で 2,000
人をこえる来場がありました。

研究所の見学・視察を
希望する学校や団体・個
人に、研究所紹介 DVD の
上映、インベントリー展示
館や研究施設の案内、研
究者による研究紹介・説
明など、多彩なプログラ
ムによって対応しました。
2009 年 度 の 一 般 見 学 者
は 約 900 人でした。 農 林
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小冊子「農のぐるり」

研究所展示ブース（アグリビジネス創出フェア2009）

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

研究成果ポスター（研究所一般公開）

招へい研究者との集合写真
（MARCOシンポジウム2009）
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水産省関係の研究成果や技術を展示している「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。また、小冊子「農のぐるり－農業と環境をめぐる
24 の話」を作成して、研究所の見学者やイベント参加
者に配布しています。

○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

会に専門家の派遣を行いました。また、国際機関等
にも積極的に専門家の派遣を行っています。2009 年
度は OECD（経済協力開発機構）農業委員会、IPCC
排出係数データベース専門家会合などに、のべ 9 名
の研究者を派遣しました。

○技術相談・分析・鑑定への対応
農環研は、国、地方公共団体、各種団体、大学等か

らの依頼に応じて、農業と環境にかかわるさまざまな
技術相談に対応しています。2009 年度は、農業分野
での温暖化対策や土壌保全について多くの技術相談
がありました。また、高度な専門的知識を要する昆虫
や植物の分析・鑑定（16 件）を実施しました。

農環研は各分野の技術講習や研修会など、技術の
普及や指導の活動を行っています。2009 年度には「ミ
ニ農村の創造・展示による農村の生物多様性の理解
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。

○学習・体験型イベント
「つくばちびっ子博士」は、つくば市などが、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ます。農環研では昆
虫採集教室と展示施設見学を実施しました。2009 年
には 223 人の小中学生が参加しました。

「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。2009 年に農環研で開催されたサマー・サイ
エンスキャンプには、「残留農薬を測定してみよう」と

「環境中の微生物の力を利用する」の 2 つのコース
に各 4 名の高校生が参加し、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ました。

農環研では、このほかイベント「冬を越す昆虫たち
を探そう」の開催や「つくば科学フェスティバル」への
企画出展を行いました。

文部科学大臣表彰科学技術賞（理解増進部門）を受けた 
「ミニ農村」と受賞者

研究所構内での昆虫採集と名前調べ
（つくばちびっ子博士 2009）

農業環境インベントリー 
展示館の見学

（つくばちびっ子博士 2009）

微粉末活性炭による水の浄化を実演
（つくば科学フェスティバル 2009）

ELISA 法によって検出した 
微量の農薬の濃度を計算

（サマーサイエンスキャンプ 2009）
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社会的取り組みの状況３
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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、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。2009 年度は、ハラスメントに関するアンケー
ト調査と研修を実施し、職員の意識啓発と所内の状
況の把握を行いました。

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。2009 年度は、
全利用者対象の情報セキュリティ研修や、ネットワー
ク新規利用者を対象とした講習会を開催しました。

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




