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報告内容
「環境報告書 2012」は、独立行政法人農業環境技術
研究所（以下「農環研」）が「環境情報の提供の促進等
による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促
進に関する法律」（環境配慮促進法）に基づき発行す
る第 8 回目の環境報告書として、2011 年度のデータ
をもとに報告します。

報告対象期間
2011 年 4月～2012 年 3月。

報告対象組織
農環研（茨城県つくば市）の施設を報告の対象範

囲とします。なお、農環研の構内には他の試験研究
独立行政法人の一部が所在して資源を共有している
ため、「電力」「都市ガス」「上水」「井水」「研究用
水」の使用量、「電力」「都市ガス」「高温水」の使用
による「二酸化炭素（CO2）」の排出量並びに「下水」の
排水量には、他の試験研究独立行政法人が使用した
量、または排出・排水した量も含まれます。また電
力使用量、CO2 排出量に関しては、茨城県つくばみら
い市に2010 年 1月から稼働した開放系大気 CO2 増加

（FACE）実験施設についても合算しています。

数値の端数処理
表示桁未満を四捨五入しています。

参考にしたガイドライン
「環境報告ガイドライン（2012年度版）」（環境省）、「環
境会計ガイドライン2005年版」（環境省）。

発行日
2012 年 10月（次回発行予定　2013 年 9月、前回発

行　2012 年 2月）

発行媒体
本報告書冊子のほかに、次の URL から、冊子体と同

じ内容の電子情報（PDFファイル）としてもダウンロー
ドできます。

http://www.niaes.affrc.go.jp/sinfo/publish/
esreport.html#es2012
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38
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3.ステークホルダーへの対応の状況
（1）ステークホルダーへの対応
（2）環境に関する社会貢献活動等

社会的取り組みの状況＞地域および社会に対する貢献
社会的取り組みの状況＞地域および社会に対する貢献
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4. バリューチェーンにおける環境配慮等の取組状況
（1）バリューチェーンにおける環境配慮の取組方針、戦略等
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（該当項目無し）
グリーン調達
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「事業活動に伴う環境負荷及び環境配慮等の取組に関する状況」を表す情報・指標【第 6 章】

1. 資源・エネルギーの投入状況
（1）総エネルギー投入量及びその低減対策
（2）総物質投入量及びその低減対策
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環境報告ガイドライン（2012 年度版）で定義された記載項目に対する、環境報告書 2012 の主な対応項目及びページを記載しています。
他の項目及びページにも一部記載している場合があります。
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