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研究職員の人材育成プログラム

平成３０年３月１日

農業・食品産業技術総合研究機構

１．今後の若手人材の確保と育成

（１）採用

採用については、今後、大量の退職者が見込まれる中で、若年層職員が少ないとい

う歪な世代構成となっていることから、農研機構の研究課題の重点化・強化方針に合

わせて、パーマネント試験採用、若手任期付採用、パーマネント選考採用をバランス

良く組み合わせながら、積極的に採用を行う。

（２）今後の育成の要点

国立研究開発法人の研究職員として社会貢献する責任感を持ち、自律的に成長し続

ける資質を醸成する。具体的には、柔軟な発想や豊かな創造性、挑戦意欲をもって、

それぞれの分野で優れた成果を創出できる実力を有し、自らの研究活動や成果を国内

外に向けて分かりやすく発信できる説明能力を備え、高い倫理観を有する人材を育成

することを基本とする。

その上で、農研機構がそのミッションを達成するためには、現場のニーズを確認し

ながら、基礎から応用・実用化までの研究開発を総合的に推進するとともに、研究成

果の社会実装に向けた取組を強化する必要があり、これらを実現するためには、各々

の業務を担う以下のような多様な人材、また、多様な業務へ柔軟に対応できる多才な

人材の育成が必要となっている。

ア 研究開発、技術開発に携わる人材

・現場(農業、企業、行政）で活用できる科学的知見や技術の研究開発を行う人材

・研究にブレイクスルーをもたらす人材

・研究を国際的にリードする人材

イ 研究管理・支援に携わる人材

・優れた研究管理能力（ファンディングを含む）を有する人材

・研究マネジメント（全体を俯瞰して、個別プロジェクトの必要性を判断したり、

個別プロジェクトの成果を他のプロジェクトで活用するなどのマネジメント）能

力の優れた人材

・農研機構の研究成果の実用化にむけた大学、民間企業等との共同研究のコーディ

ネートに携わる人材(プロジェクトプランナー、産学連携コーディネーター、産学

連携室長等）

・農業現場の研究ニーズを吸い上げるとともに、農研機構で開発した研究成果の農

業現場への普及活動に携わる人材（農業技術コミュニケーター等）

・研究成果の広報能力に優れた人材（広報プランナー）

・情報管理能力の優れた人材

・知的財産管理能力の優れた人材

・技術支援業務を管理する能力の優れた人材
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・高度な分析やゲノム育種などの支援を行う人材

・国際連携を支援する外国語での事務処理能力に優れた人材

これら多様な人材、あるいは、多様な業務を担いうる多才な人材を育成するために

は、研究以外の業務についても経験を積ませる必要がある。このため、キャリアパス

を示した上で、若い時から研究センター等の企画部門、連携広報部門、本部、行政部

局などでの業務も経験させ、自らのキャリアパスの選択の幅を広げさせることが重要

である。

２．キャリアパスの多様化と具体的な人材育成方策

今後の人材育成については、以下に掲げた事項に留意しつつ、推進するものとする。

（１）キャリアパスの多様化

研究組織は、研究実施職員のみで成り立つものではなく、研究を管理、支援する職

員の存在が不可欠であり、研究開発成果の最大化に向け、その重要性は増加している。

このため、本人の適性を見極めつつ、これら管理・支援部門への配置を図る。

具体的には、40歳台半ばまでに、地域農業研究センター、研究センター等の管理・

支援（企画、連携、広報）部門、本部、農林水産省などの他機関において多様なポス

トを経験させ、産学官連携能力、研究管理能力を身につけさせる。その後、本人の経

験・適性を踏まえながら、食農ビジネス推進センターのプロジェクトプランナー、連

携推進室長、技術情報調査室長、研究センター等の産学連携室長、産学連携コーディ

ネーター、農業技術コミュニケーター、広報プランナー、プロジェクトマネージャー、

企画室長・企画連携室長、リスク管理室長、本部課室長、グループ長・ユニット長に

配置し、業務を通じて、研究管理能力・研究支援能力の向上を図り、その中から、領

域長、企画部長・企画管理部長、本部部長、所長・部門長等への登用を図る。

また、国際的に通用する人材の育成に当たっては、在外研究員制度や外部機関が実

施する留学制度の活用、継続的な国際会議への参加や国際機関への派遣、国際共同研

究への参画、外国人研究者の受入れ等を通して国際経験を積ませる。

以上を踏まえ、農研機構における主として上級研究員以降の代表的なキャリアパス

を別紙に示す。なお、研究グループ等からのキャリアチェンジを推奨し、人事評価や

昇格で高く評価することとする。

（２）キャリアパスの多様化に対応した階層別の人材育成方策

ア 若手研究職員（採用～35歳位までを想定）

① パーマネント試験採用研究職員

学卒・修士卒等を主な対象とした農研機構独自試験を実施し、農業・食品産業

に対して柔軟な発想と豊かな創造性を持ち、将来的に農業・食品産業の技術開発

を先導するアグロノミストとして育成する。また、農研機構の研究マネジメント

人材や卓越した研究者として期待できる人材を確保する。

確保した人材は、現場感覚を持った自立した研究職員として成長させるために、

地域農業研究センター等への配置を基本とするとともに、採用後数年以内に農業

者での実務研修を受講させる。配属先の研究センター等の長と研究領域長等が、
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グループ長／ユニット長の協力を得て、責任を持ってOJT（On the Job Trainin

g）を推進するほか、必要に応じて別途メンターをつける等、きめ細やかな育成

を行う。

また、各研究センター等において、科学の方法や考え方、論文の書き方等の基

本的な能力を身につけさせるほか、競争的資金の応募・獲得についても支援する。

さらに、連携大学院への社会人入学の制度等を活用して、遅くとも30歳台後半ま

でには、中課題で得られた研究成果をとりまとめて博士号取得を推奨する。

異分野研究者との交流や農業現場との情報交換を行う機会を設定し、視野を広

めるよう指導する。

国際学会への積極的な参加、国際共同研究の実施、外部機関が実施する留学制

度及び農研機構在外研究員制度等を活用して、国際的に活躍できる人材を育成す

る。

② 若手任期付採用研究職員

博士号取得者を対象として、中長期計画における問題解決のための即戦力とな

りうる高い専門性を有する人材について、若手任期付研究職員として確保する。

確保した若手任期付研究職員に対しては、各研究センター等において、その長

と研究領域長等が、グループ長／ユニット長の協力を得て、競争的資金の応募・

獲得や論文公表等の成果の創出のための支援を行い、任期満了後のポスト獲得に

繋がるよう指導する。

イ 中堅研究職員（35～45歳位を想定）

若手研究職員をけん引するリーダーシップを発揮するとともに、組織運営への参

画や連携普及への取組を積極的に行うバランスの良い成長を促す。具体的には、若

手研究職員に適切な指導を行いながら、自らもその分野で優れた研究企画や成果創

出を続ける実力を有し、国際的なイニシアティブを発揮できる人材や、研究成果の

橋渡しに向けた消費者・生産者・実需者・民間企業・行政・都道府県等とのコミュ

ニケーション能力等に優れた人材を育成する必要がある。

このため、40歳台半ばまでに、研究企画業務や連携普及・広報業務等、キャリア

パスの多様化を見据えた経験を付与する他、研究管理人材としての活用を視野に入

れた行政部局等との人事交流を積極的に行う。また、研究マネジメント、コーディ

ネート、コミュニケーション、広報、情報管理、知的財産管理、語学などに関する

能力向上のための階層別研修・専門研修や外部研修の積極的な受講とOJTにより、

それらの能力の向上を図る。

さらに、それまでの業務経験を踏まえ、農研機構における研究開発成果の最大化

に向けて自らの今後のキャリアパスについて考えさせる。キャリアパスの選択に当

たっては、研究管理職員が適切な助言を行う。

（３）キャリア選択後の人材活用

ア 連携・普及・広報に係わる人材

産学連携の取組を推進する専任のコーディネーター、研究成果の生産現場への橋

渡し等に取り組む農業技術コミュニケーター、研究成果を外部にわかりやすく伝え

る広報プランナーについて、研究職員及び研究実務経験の豊富な再雇用職員等の中
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から適性のある人材を確保し、外部研修等の受講、資格取得支援などを行いながら

育成を図る。また、必要に応じ外部人材の活用を図る。

イ 研究管理職員（室長、グループ長・ユニット長を含む）

法人としての社会への説明責任を自覚し、経営資源の適切な配分など研究開発法

人の運営等に関する総合的な管理能力を有する一方で、研究実施職員を適切に指導

・評価・育成する能力が求められる。具体的には、研究の企画、立案、推進、調整

及び指導等の企画管理や行政部局や都道府県との連絡調整など主導する研究マネジ

メント能力を有する一方で、管理するメンバーの能力・情意・成長方向を個々に把

握しながら組織の成長に繋げる指導力を備え、さらに、研究活動における不適切行

為などのリスク管理、薬品などの安全管理に関する知識を有し、高いコンプライア

ンス意識を持って研究職員を指導する能力が必要である。これらの能力を有する人

材は一朝一夕には育成し得ないことから、中堅研究職員の中から管理職適性を備え

たものを見い出し、計画的に必要な研修や経験を積ませることで、人材の育成を図

る。また、競争的資金等の重要性が増しており，外部資金を獲得する部署、外部へ

資金を配分する部署の経験を積ませ、研究資金管理能力を高める。

（４）シニア研究職員の活用（50歳以降）

豊富な経験とノウハウを蓄積し、俯瞰的な視点をもったシニア研究職員の能力を戦

略的に活用するために、引き続き研究の第一線で活躍するだけでなく、適材適所に留

意した上で、研究マネジメント、後進の指導・人材育成、知的財産管理、産学官連携、

生産現場への普及、高度な分析・解析、技術支援業務の管理、リスク管理、広報など

への登用を図る。

３．人事異動による人材育成

（１）研究職員の社会実装意識の強化の視点から

研究職員の社会実装意識の醸成を図るため、新規採用者については、各専門分野の

年齢構成を考慮しつつ、原則的に地域への配置とするとともに、現在の職員について

は、つくば地区の研究部門等から地域農業研究センター等への異動を促進する。

また、広い視野の確保や現場での経験値を高めるため、地域間異動を促進する。

（２）連携普及・広報人材の育成強化の視点から

とりわけ強化が求められている連携普及・広報人材の育成を図るため、連携・広報

部門等や他機関（大学、民間企業、公設試、他独法、国際機関等）へ積極的に配置し、

特に当該部門で優れた能力を発揮する者について、専門家として育成・登用する。

特に、シニアの研究職員について連携普及・広報部門での活用を図ることとし、必

要に応じ研修等を実施しつつ、異動を促進する。

４．人材育成推進のための環境整備

（１）基本方針

人材育成に当たっては、PDCAサイクルの考え方のもと、自律的に問題発見、工夫

改善、問題解決を図ることができる人材の育成を基本としつつ、配属されている本部
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及び研究センター等におけるOJTにより、研究支援を含む研究業務全般の遂行に必要

な基本的な知識、技術を習得させる。その補助ツールとして、OJTの確認・充実を図

るための「OJTチェックシート」の導入を図る。OJTの推進に当たっては、研究セン

ター等の長等と研究領域長等が、指導と育成に責任を持つ体制とする。グループ長／

ユニット長等は、研究領域長等を補佐し、グループ／ユニットに所属する研究職員を

指導する。また、研究センター等は、主体的に研修、セミナー等を実施する等、新た

な知識、技術の習得のための環境を整え、研究活動の活性化、シーズ研究を醸成する

人材の育成に努める。

本部は、各職位に応じた基本的且つ共通的な能力を身につけさせるために次項に定

める本部研修等を実施する。また、研究職員の多様な業績について、公正で透明性の

高い評価を行う仕組みを構築し、研究職員のモチベーションを高め、組織の活性化を

図る。

その他、農研機構全体として、組織横断的なシンポジウムやセミナー等の開催、国

内外のシンポジウムの開催等、農研機構内外の幅広い研究分野の研究者との交流を通

じて研究視野を広げ、研究の深化につながる機会を作る等の環境を整備する。

（２）研修等

OJTと連携して、各職位に応じた能力を身につけるための階層別研修、専門的な知

識を習得するための専門別研修を本部研修として実施する。そのほか、農林水産技術

会議事務局が開催する研修や外部研修を活用して各種能力の向上を図る。また、国内

外で活躍できる人材を育成するために若手研究職員に対して在外研究・国内留学の機

会を付与する。さらには、内部統制の観点から、研究倫理やコンプライアンス教育、

薬品安全管理に関する教育等必要な教育訓練を実施する。

研修受講によって得られた知識や気づきが、その後の業務に役立っているかを確認

するとともに、受講生の行動変化を促すため、研修受講後一定期間をおいて、研修受

講をきっかけとした具体的行動内容や得られた業績等についてフォローアップ調査を

行う。調査結果は、研修内容の改善に活用する。

（３）長期在外研究員制度

資質向上と国際的に活躍できる人材の育成を図ることを目的として、農研機構にお

ける研究歴が3年以上且つ原則40歳未満の研究職員を外国の大学・試験研究機関に派

遣し試験研究を行わせる。

（４）国内留学制度

新たな研究手法の習得等により試験研究の効率的な推進を図るとともに、今後の試

験研究の中核となるよう資質向上を図ることを目的として、農研機構における研究歴

が原則として3年以上15年未満の若手研究職員に対し、国内の大学、他の研究機関等

に留学させる。

（５）研究職員に対する競争的環境の整備、公正で透明性の高い評価制度の構築

法人内の競争的資金と位置づけられる理事長裁量型目的基礎研究など、研究職員に

対する競争的環境を整備する。また、法人の多様なミッションを踏まえ、研究職員に

おいても多様な業務の実績を多角的に評価する研究業績評価及び経営方針に沿った業
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務の進め方等の能力・情意を評価する職務遂行能力評価を組み合わせた、公正で透明

性の高い新たな人事評価制度を導入し、処遇に適切に反映させる。評価に当たっては、

管理運営・連携普及部門や他機関での経歴、地域農業研究センター等での社会実装の

実績、あるいは、専門分野の変更を高く評価する。なお、研究管理職員は、評価の際

には、人材育成の補助ツールとして導入する「キャリアパスのチェックシート」や研

究成果の「社会実装までのマイル・ストーン・チャート」を活用しつつ丁寧な面談を

行い、若手研究職員のキャリアビジョンの形成と自発的キャリアアップの遂行を支援

するとともに、研究成果の社会実装の強化に向けた職員の意識改革を促進する。

こうした取組を通じて、若手研究職員の研究意欲を高め、研究開発能力を十分に発

揮できるような自立した研究職員の育成を図るとともに、研究開発成果の最大化に向

けた多様な人材の育成・定着にも資する。

５．女性職員の登用の拡大

農研機構のダイバーシティ推進方針に基づき以下の取組を推進し、女性の能力を一層活

用する観点から、女性管理職（グループ長・ユニット長以上)への登用を拡大する。

ア．全常勤研究職員に占める女性の割合を高めることを目指して、積極的に女性を採用

する。

イ．研究支援要員の雇用経費補助、メンター制度の実施、キャリア相談の機会提供等に

より、子育てや介護と仕事の両立やキャリア形成を支援するととともに、ワークライ

フバランスに配慮した働きがいのある職場環境の整備を進める。

３．外国人研究者の増加に向けた取組

（１）外国人研究者の採用・受入

グローバルなバックグラウンドを持つ優秀な外国人研究者を確保するために、英語

での募集・応募・選考を行い、積極的な採用を進める。また、各種招聘制度等を活用

し、卓越した外国人研究者の起用・活用を図る。

（２）受入体制の整備

農研機構のダイバーシティ推進方針に基づき、外国人研究者が働きやすい職場環境

の整備等を進める。
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（別紙）上級研究員以降の代表的なキャリアパス

◎産学連携人材のキャリアパス

・産学連携室（地域）、交流チーム（部門・センター）経験者

・競争的資金、委託プロ等のPL経験者

・民間等との共同研究経験者

・食農ビジネス推進センター、本部知的財産課経験者

↓

・産学連携コーディネーター、産学連携室長、本部知的財産マネージャー

↓

・本部連携企画室長

↓

・研究管理役（連携担当）

↓（領域長）

・部長、研究センター等の長など

◎普及人材のキャリアパス

・現地実証試験経験者

↓

・農業技術コミュニケーター

↓

・研究管理役（連携担当）

↓（領域長）

・部長、研究センター等の長など

◎広報人材のキャリアパス

・広報チーム（地域）、交流チーム（部門）、本部広報課経験者

↓

・広報プランナー

↓

・本部広報課長、産学連携室長、企画連携室長

↓

・部長、研究センター等の長など

◎情報システム・セキュリティー管理人材のキャリアパス

・企画チーム(地域、部門)、本部情報システム課・情報セキュリティー管理課経験者

↓

・本部情報システム課長、セキュリティ管理課長

↓

・部長、研究センター等の長など
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◎リスク管理人材のキャリアパス

・企画室、企画連携室、リスク管理室経験者

・本部リスク管理チーム員

↓

・リスク管理室長

↓

・本部リスク管理課長、安全管理室長

↓（領域長）

・部長、研究センター等の長など

◎研究管理人材のキャリアパス

・企画室、企画連携室経験者

・行政との人事交流経験者

・本部企画調整部、人事部、経営戦略室、評価室等の経験者

↓

・企画室長、企画連携室長、業務科長

↓

・本部研究管理役、室長等

↓

・領域長、部長、研究センター等の長など

◎国際連携推進人材のキャリアパス

・在外研究、国際共同研究、国際学会事務局経験者

・国際ワークショップ企画・運営経験者

・技会国際研究官室、本部国際室経験者

↓

・国際機関派遣、国際会議役職就任

↓

・本部国際室長

↓（領域長(JIRCAS含む)）

・部長、研究センター等の長など

◎研究推進人材のキャリアパス

・上級研究員

↓

・グループ長・ユニット長、主席研究員（国際レベルのサイエンティスト）

↓

・領域長、研究センター等の長



研究センター等の⻑

部⻑、研究領域⻑等

連携普及、技術⽀援
産学連携室⻑
産学連携コーディネーター
農業技術コミュニケーター
広報プランナー
技術⽀援センター⻑、科⻑

管理運営
企画室・企画連携室⻑
リスク管理室⻑
本部・課室⻑、主席研

研究実施
グループ⻑
ユニット⻑
研究チーム⻑

主
席
研
究
員

国際的成果・貢献
国際機関派遣

上級研究員 委託プロ・競争的資⾦・現地実証等のリーダー

キャリアパスの選択

主任研究員 外部資⾦プロの獲得・参画

研究員 グループ・ユニットの研究課題に参画

多様な職務経験の付与
○本省・本部・他機関
○所企画・連携部⾨
○広域異動
○在外研究

【ポストと役割、職務経験】

原則、初任地は地域研
究センター

外部表彰
（学会賞等）

普及成果公表

学位取得
知財、論⽂賞

研究実績

現場普及
⾏政活⽤
社会貢献

⼤⾂賞等
外部表彰

【期待される業績】

35

40

45

53

【付図】⼈材開発ロードマップ例

2G

３G

4G

3G

～

5G

5G

5G


