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社会的取り組みの状況
Social Performance

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。2011 年度の採用者数は、パーマネ
ント研究職員男性 1 名、パーマネント一般職員男性 1
名、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
7.　安全衛生に関する研修会の実施

○安全巡視の取り組み
産業医、衛生管理者、安全管理責任者、安全管理室

長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。

2011 年度は、研究室・実験室等の書庫・実験器具
等の転倒防止等耐震対策を引き続き実施しました。

○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行っています。

産業医、女性研究者支援事業を活用した助産師や

外部カウンセラーによる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
設置するとともにつくば市消防署署員による救命講
習会を継続的に実施しています。

○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、農環研独自のメンタル
ヘルス相談も実施しています。

1. 農環研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 回農環研内でカウンセラーが
メンタルヘルス相談を受け付けているとともにメン
タルヘルス講演会として「働くあなたに伝えたいこと
～「コミュニケーションを大切に～」を開催しました。
また、産業医・助産師による健康相談においてもメン
タルヘルスに関する相談が可能となっています。
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
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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
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の改善方策として2008 年に

「目安箱」を設置し、2010 年には、苦情相談専用メー
ルアドレスを設置しました。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、苦情相談員
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、農環研内
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。ま
た、所議メンバーを中心としたハラスメントに関する
研修、意識啓発活動等を継続的に実施し、未然防止対
策に努めています。

○労働災害防止の取り組み
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
活動を推進するとともに安全衛生に関する研修会を
実施しています。

男女共同参画への取り組み
男女共同参画を推進しています。特に、2011 年

度末まで文部科学省科学技術振興調整費の女性研
究者支援モデル育成事業「双方向キャリア形成プログ
ラム　農環研モデル」を行いました。農環研で働く女
性研究者を単にサポートするだけではなく、サポート
する側の支援研究員やポスドクのキャリアアップや、
一般向けの講座などを通じて理系を目指す女子学生
の裾野拡大も目指しています。具体的な取り組みと
しては、

（1）支援研究員の雇用
（2）海外出張支援・英語論文作成支援
（3）女性外国人研究者ロールモデルによる講演会
（4）健康・メンタルヘルス相談窓口の開設
（5）アウトリーチ活動（出前授業、サイエンスカフェ）

などを実施しています。
これら女性研究者をメインターゲットとした取り組

みの他に、農環研内のメンター制度を活用した若手
研究者キャリアアップ支援、農環研内の若手表彰制度
への積極的な女性研究者の推薦、インターンシップに
よる女子学生の積極的な受け入れ、等の取り組みを
展開しています。こうした様々な取り組みを通じて、
農環研に所属する若手とシニアの女性研究者、それ
ぞれの研究キャリアアップの相乗効果を目指すと同
時に、女性研究者の裾野拡大に努めています。

地域および社会に対する貢献
研究の成果や農環研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
2011 年度には、「農業環境シンポジウム」を東京

で開催して農耕地と農作物の放射能汚染に関する研
究を紹介し、原発事故後の土壌汚染の実態、農作物汚
染の軽減、土壌浄化の方法などを議論しました。また、
つくば市内で開催した「土・水研究会」においても、原
発事故後の周辺地域の土壌や農作物の調査・研究
を紹介し、今後の課題と展望について議論しました。

このほか、微生物遺伝子情報の活用による温室効
果ガス発生抑制の研究、農作物の有害化学物質汚染
の防止、昆虫インベントリーの整備と活用など、さまざ
まな分野の研究会や公開セミナーを開催し、研究成
果の発信や技術の普及に努めました。

第 34 回農業環境シンポジウム
「放射性物質による土壌の汚染―現状と対策
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また、「農環研サイエンスカフェ」を開催し、農業分
野から発生する温室効果ガスの現状と、発生メカニズ
ム、削減方法などを解説しました。参加者の温暖化
問題への関心は高く、たくさんの質問が出されました
が、気軽な語り合いの場を提供できました。

さらに、「農業環境技術公開セミナー in 千葉」を千
葉県と共同で開催し、環境への負荷の小さい農業を
めざして開発した新たな土壌消毒技術や土着性天敵
の利用技術など、最新の成果を農業関係者・地域市
民に紹介しました。

国際的な取り組みでは、農環研が中心となって推進
しているモンスーンアジア農業環境研究コンソーシ
アム（MARCO）の活動として、ワークショップを国内で
1 件、国外（台湾）で 1 件開催し、アジア各国からの参
加者と情報・意見を交換しました。

○研究成果の展示
「アグリビジネス創出フェア2011」および「テクノロ
ジー・ショーケース in つくば 2011」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。

○産官学連携による研究成果の活用
研究成果の活用として、特許の取得や企業との共

同研究による商品開発にも取り組んでいます。これ
ら研究成果の活用を通して、環境の保全、浄化が進む
ことが期待されます。

農環研サイエンスカフェ「農業が地球を温める!?」

MARCOワークショップ 
「農業分野における温暖化緩和技術の開発」

アグリビジネス創出フェア2011
（農業環境技術研究所の展示ブース）

微粉末活性炭タブレット（錠剤）による水浄化技術
微粉末活性炭をタブレット（錠剤）で、水中の有害化学物質
を吸着（特開2010-253401）。

カビ毒を分解する新規微生物に関する研究
赤かび病菌に汚染されたムギ粒に蓄積されたデオキシニバ
レノールを分解する微生物を発見

（特願2009-265761、特願2009-265762、特願2009-265763）
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○ウェブサイト
1995 年に公式ウェブサイトを開設し、農環研の概

要、研究成果等を紹介しています。2011 年 3月の東
京電力福島第一原発の事故後、「農環研における放
射能モニタリングの研究について」、および「原子力
発電所事故等による土壌・農作物の放射能汚染に関
する情報ポータル」を公開し、その後も研究会・シン
ポジウムの記録、論文など、環境中の放射性物質に関
する学術的な情報を提供しました。

ウェブマガジン「農業と環境」では、研究会・セミ
ナーやイベントの開催案内と報告、国際会議など参加
報告、最新の研究成果や文献の紹介のほか、農環研
の研究プロジェクトを紹介する記事を連載するなど、
内容の充実に努めました。

公式ウェブサイトへの 2011 年度の訪問者は、のべ
約 135 万人でした。

○一般公開と見学
農環研の見学・視察を希望する学校や団体、個人

に、農環研紹介 DVD の視聴、展示館や研究施設の見
学、研究者による研究紹介・講演など、多彩なプログ
ラムによって対応しました。2011 年度の一般見学者
は 823 名でした。農林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、研究成果を紹
介しています。

なお、2011 年度の一般公開は、東日本大震災発生
に伴い中止しました。

○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。2011 年
度は、グローバル・リサーチ・アライアンス（GRA）、
気候変動に関する政府間パネル（IPCC）などの会合
に、のべ 13 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、農業と環境にかかわるさまざまな技術相談に
対応しています。2011 年度は、東京電力福島第一原
発事故に際して、農林水産省からの要請で農作物と
土壌の放射性物質濃度（セシウム134、セシウム137、
ヨウ素 131、ストロンチウム90 等）を分析し、その結果
が農産物の出荷規制や稲の作付に関する考え方に反
映されました。また、分析・鑑定ではこれまでアブラ
ナ科野菜の害虫であるミドリサルゾウムシと混同され
てきたワサビの害虫を新種（ワサビルリイロサルゾウ
ムシ）として発表しました。その他、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。

○学習・体験型イベント
「つくばちびっ子博士」は、小中学生が研究所や大学
で科学技術に接する機会として、つくば市などが主催
して、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、63 名の小中学
生が参加しました。

社会的取り組みの状況3
Social Performance

農環研ウェブサイト（トップページ）
http://www.niaes.affrc.go.jp/

福島県立福島高校生徒の見学
（環境中の放射能の測定）
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「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。農環研で開催したサマー・サイエンスキャンプ
には、「アレロパシーによる植物間相互作用を調べて

みよう」と「土壌中で生活している線虫などの土壌動
物を観察してみよう」の 2コースに　計 16 名の高校
生が参加し、研究者がどのように農業環境研究に取り
組んでいるかを体験しました。

昆虫標本の作成
（つくばちびっ子博士 2011）

アレロパシー活性のある植物を探そう
（サマー・サイエンスキャンプ 2011）

小さな微生物の大きな力
（つくば科学フェスティバル 2011）

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 2011）

農環研構内での昆虫採集
（つくばちびっ子博士 2011）

研究不正防止への取り組み状況
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。また、競
争的資金に関する説明会において、研究費不正使用
の例を紹介するとともに、利益相反マネジメントにつ
いて、利益相反マネジメント委員会において取り組み
状況の確認を行うとともに、所議を通じて職員に再周
知を図りました。
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コンプライアンス推進体制
役職員が農環研の基本理念、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、社会的評価、信頼を得て活動を行って
いくために、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
農環研の「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・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。
2011 年度はハラスメントに関するアンケート調査、所
議メンバーを中心としたハラスメントに関する研修、
意識啓発活動等の未然防止対策を実施しました。ま
た、領域、センター、室ごとに、理事長と職員との意見
交換会を開き、直接、理事長の考え方の浸透を図りま
した。

個人情報保護への取り組み状況
規程類を整備し、保有する個人情報の適切な管理

に努めるとともに、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など、漏えい
しないよう適切に管理しています。

情報セキュリティへの取り組み状況
農環研のネットワークは、農林水産省研究ネット

ワーク（MAFFIN）と接続され、その一部として運用して
います。グローバルに情報収集・情報発信を行う研
究所として、情報セキュリティの確保はきわめて重要
です。そのために研究情報システム管理室を設置す
るとともに、「独立行政法人農業環境技術研究所ネッ
トワークにおける情報セキュリティ対策基準」を策定
し情報セキュリティの確保に努めています。

ハード面の対策としては MAFFIN におけるセキュリ
ティ対策に加え、独自に、未登録端末をネットワークに
接続した場合にそれを検知しアクセスを自動的に遮
断するなどの対策により、ネットワーク等を経由した
不正プログラムの侵入・不正アクセスの防止を図っ
ています。また、PC 等の廃棄に当たっては、「資源
の有効な利用の促進に関する法律」に沿って手続き
を行うことはもちろんですが、情報セキュリティ確保
の観点からもPC 内の情報の消去に注意を払ってい
ます。

一方、ソフト面の対策としては、非常勤職員等を含
むネットワーク新規利用者に対して講習を行うととも
に、全利用者を対象としたセキュリティ講習会を毎年
実施しています。また、情報セキュリティに関するア
ンケートを行うことにより、職員のセキュリティ意識の
把握と啓発を行うほか、OS やソフトウェアのアップ
デート情報やセキュリティに関する注意喚起を随時
提供するなど、職員の情報セキュリティ意識の向上に
努めています。
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