
17 18

Environmental Sustainability Report

環境憲章の制定
事業活動における環境配慮の方針を明確化するた

め、2006 年 4月に環境憲章を制定しました。

環境マスタープラン（2011 ～ 2015年度）の策定
環環境負荷軽減を目的とし、①節電及び地球温暖

化・オゾン層破壊防止、②循環型社会形成・廃棄物
対策、③コミュニケーションを取組目標として定めた

「環境マスタープラン（2011～2015 年度）」を2011年
8月に策定し、これに基づき取り組んでいます。

環境報告書の発行
事業活動における環境配慮の取組方針・状況を外

部に公開するために、2013 年 10月に「環境報告書
2013」を発行しました。

環境管理のための委員会
環境と安全に関する諸問題の改善・解決のために、

各種委員会を設置して取り組んでいます（右上図）。

1. 環境・安全委員会
環境の保全、放射線障害の防止並びに震災などに

おける安全の確保などを図ることを目的とし、
１） 環境マスタープラン、環境保全に有効な事項の

具体的対策に関すること
２） 究所の事業活動に係る環境配慮などの状況の公

表資料（環境報告書）の作成に関すること
３） 環境物品などに係る調達の方針の作成および当

該物品などの調達に関すること
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４） 原子力の利用研究、放射線障害の防止および緊
急放射能調査に関すること

５）消防計画、防火管理、安全対策に関すること
について審議し、安全・衛生・防災管理の適正な運
営を図っています。環境・安全委員会には、以下の
部会を設置しています。
① 環境保全推進部会（1～3 に関する事項）
② アイソトープ部会（4 に関する事項）
③ 防災対策部会（5 に関する事項）

2. 安全衛生委員会
安全および衛生に関する事項

１）職員の危険や健康障害を防止するための対策
２） 安全および衛生に係る労働災害の原因究明およ

び再発防止対策
３）職員の健康の保持増進を図るための対策
について審議します。

3. 化学薬品等安全管理委員会
化学薬品及び有害物質等の適切な管理を図ること

を目的としています。

4.ほ場関連施設部会
ほ場関連施設部会は予算管理・運営委員会の下

に置かれ、ほ場等の管理運営や防風林等の保全に関
して審議します。

5. 隔離ほ場組換え植物安全管理委員会
遺伝子組換え生物の第一種使用等による生物多様

性への影響の評価等の試験に関する業務の安全、か
つ適切な実施を図ることを目的としています。

6. 一般試験ほ場組換え作物安全管理委員会
一般試験ほ場における第一種使用規程承認組換え

作物の栽培実験に係る管理体制の整備を図るととも
に、栽培実験の安全かつ適切な実施を図ることを目
的としています。

7. 組換え生物第二種使用安全管理委員会
遺伝子組換え生物等の第二種使用等の実験の安

全かつ適切な実施を図ることを目的としています。

8. 動物実験委員会
動物実験に関し、科学的観点と動物愛護の観点と

両立させ、その適正な実施を図るため、遵守すべき事
項を定めることにより、科学的で動物福祉上適正な実
験の実施を図ることを目的としています。この中で、
動物の感染症等の疾病予防、実験動物の逸走防止、
臭気・騒音・廃棄物、死体等による周辺環境への悪
影響の防止に配慮するよう実験者等に助言・指導等
を行います。

9. 微生物実験安全委員会
微生物等の実験的取扱い及び保管に関する基準

を設けることにより、人及び動物への危害の防止を図
り、試験研究その他の業務を円滑に遂行することを目
的としています。

10. 輸入禁止品等利用研究管理委員会
輸入禁止品等の使用、培養、保管に関する措置を定

め、もって輸入禁止品等の安全かつ適正な管理を図
ることを目的としています。
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資格取得、講習会等、教育・訓練の受講等
資格取得
　特別管理産業廃棄物管理責任者： 2 名
所外講習会派遣
　特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会： 
  2 名
所内講習会等
　安全衛生に関する研修会： 50 名
　安全管理に関する講習会
　（試薬取扱）： 110 名
　救命講習会
　（AED 操作方法・心肺蘇生法・止血法等）： 19 名
教育・訓練
　放射線障害防止のための教育・訓練：     66 名
　微生物実験の安全管理に関する説明会： 57 名
　遺伝子組換え実験に関する教育訓練： 45 名

（独）農業環境技術研究所運営体制
（環境・安全関連抜粋）
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