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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
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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。
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発行日
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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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2011 年は、日本が東日本大震災という未曾有の大災害を経験した年でした。特に、大地震による津波に
より発生した東京電力福島第一原子力発電所事故は、環境中に多量の放射性物質を放出し、農耕地を含
む環境に降下・沈着しました。農業環境技術研究所は、大気圏核実験由来の放射性降下物による農耕地
や農産物の汚染が世界的に問題となっていた 1959 年（農環研の前身である農業技術研究所の時代）から、
日本各地で土壌や農産物中の放射性物質のモニタリングを継続して行ってきました。3月11日の大地震
発生直後に緊急放射能調査・測定に取りかかれる体制を組み、県や国からの依頼により、野菜など農産物
や土壌の放射性物質濃度の分析を開始しました。測定結果は直ちに県に送られ、規制値を超えた農産物
が生産された地域からの出荷制限や、2011 年のイネの作付け制限に活用され、国民への安全な食品の
供給に貢献しました。また、農地汚染の広域的な実態を明らかにするために、福島県とその近隣の県の農
地土壌を採取し、放射性セシウム濃度を地図に表示して汚染マップを作成しました。こうした情報は、農業
の放射性物質汚染対策に活用されています。原発事故で汚染した農業環境の修復には、長期的な取り組
みが必要です。食品の安全と農業環境の修復のために、農環研は関係機関と連携をとりながら研究を推
進していきます。

現代社会は、多量のエネルギー消費の上に成り立っていますが、東日本大震災はエネルギーのあり方に
ついて、様々な問題を投げかけました。震災の発生にともなう電気事業法に基づく電気の使用制限に対し
て、農環研は節電実行委員会を新たに設置して対策を検討し、フリーザーの集約化、温室等の節約運転、大
電力使用分析機器等の夏場の使用調整、居室・廊下照明の点灯抑制等、所を上げて徹底した節電対策に
取り組みました。その結果、従前から実施していた経年機器の省エネ機器への更新等の効果とあわせ、前
年のピーク比 15％減を大きく上回る20%以上の減を達成しました。このような取り組みにより、使用電力
低減によるコスト削減が進展したほか、年間電力使用量では対前年度比 20.4％減となり、また都市ガスや

独立行政法人 農業環境技術研究所　理事長

ごあいさつ
Greeting
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農環研玄関前にある「筑波石」製モニュメント

「風にきく 土にふれる そしてはるかな 
　時をおもい 環境をまもる」

という、農環研のモットーが刻まれています。
※筑波石とは筑波山付近で産出される花崗岩で、自然石として庭石などに利用されています。

石油燃料、高温水等を含むエネルギー使用によるCO2 換算での排出量では対前年度比 8.8％減となりまし
た。今後も、研究所として環境負荷低減の取り組みを進めていきます。

さて、農環研は 2011年から、5 年間の第 3 期中期目標期間に入りました。第 3 期では以下の 4 課題を重
点課題とし、第 2 期までの成果の上に立ちながら、さらなる研究の深化と成果の社会への還元を目指します。

1．地球規模環境変動と農業活動の相互作用に関する研究
2．農業生態系における生物多様性の変動機構及び生態機能の解明に関する研究
3．農業生態系における化学物質の動態とリスク低減に関する研究
4．農業環境インベントリーの高度化
中期計画課題を推進するリサーチプロジェクトについても見直しを行い、新たな体制としました。
環境問題の解決のためには、国境を越えた国際的な取り組みが重要です。農業分野からの温室効果

ガス削減を目指す国際ネットワークであるGlobal Research Allianceでは、農環研は水田研究グループの
共同議長国である日本の代表機関として、2011 年も国際会合に専門家を派遣するとともに、9 月には
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」を開催しました。農業を巡る環境問題
が世界的にますます重要性を増していく中、こうして形成された研究者や研究機関の国際ネットワークは、
農業環境問題の解決のために大きな力となっていると確信しています。

この報告書は、2011 年度に実施してきた研究所の環境配慮の取り組みとともに、一般向けのシンポジ
ウム・セミナーや各種イベントへの出展、さらには専門家の派遣や技術相談等、社会貢献をめざす様々な
活動をとりまとめたものです。また、中期計画課題を推進するリサーチプロジェクトの概要や研究トピック
スについても紹介しています。皆様にはご一読の上、忌憚のないご意見を頂ければ幸甚です。
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設立以来、環境中の汚染物質に起因する食の安心・安全の問題を始め、地球環境問題、生物多様性の保全、さら
には農業活動に由来する環境負荷物質など、様々な問題に取り組み、その解明と解決に貢献してきました。

こうした成果の上に立ち、2011 年度から5 年間の第 3 期中期計画では、以下の 4 つの目標を掲げて研究を推進
しています。

１．地球規模環境変動と農業活動の相互作用に関する研究
２．農業生態系における生物多様性の変動機構及び生態機能の解明に関する研究
３．農業生態系における化学物質の動態とリスク低減に関する研究
４．農業環境インベントリーの高度化

理念・憲章・指針
カドミウム、残留農薬、放射性物質などによる農産物の汚染、遺伝子組換え作物や外来生物の環境影響、地球規

模の環境変動と農業の関係など、農業にかかわる多様な環境問題の解決に努めてきました。人の健康や環境に
対するリスクへの関心はますます高まっており、リスクの評価と管理に関する基礎的・基盤的研究により、リスクを
低減する技術を開発し、得られた研究成果を広く社会に還元するとともに、行政や国際機関の施策に貢献すること
が求められています。

世界の食料と環境問題の克服に貢献することを目的としたこれらの研究活動を推進するにあたり、職員が高い
倫理観と社会的責任を自覚して行動し、さらに、環境の保全、改善に取り組むため、基本理念、行動憲章、環境憲章
を定めています。

環境マスタープラン
2007 年 7 月に、環境負荷軽減のための取組項目と数値目標、所が取り組む事項、職員が取り組む事項等を定

めた環境マスタープラン（2007 ～ 2010 年度）を策定し、これに基づく取り組みを開始しました。2011 年度に
は 2010 年度までの達成状況を踏まえて、また可能な取組事項を追加して、新たな環境マスタープラン（2011 ～
2015 年度）を策定・公表しました。

環境配慮の基本方針
Agenda for Environmental Consciousness
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基本理念
農業環境技術研究所は、自然、社会、人間の調和と共存を目指す高い水準の研究を推進し、世界の食料
問題と環境問題の克服に貢献する。

行動憲章
行動理念

安全・安心な社会の構築と、次世代に継承すべき農業環境の保全に向けて、高い倫理観と社会的良識のもと
に行動し、活動による成果を広く社会に還元する。

行動指針
◦環境研究の推進

農業環境技術研究所は国内外の農業環境研究を先導する研究所として、農業生産に関連した環境問題を解決
するため、高い水準の研究活動を積極的に推進する。

◦法令遵守
関係法令、社会的規範を遵守して健全で安全な職場環境を確保し、社会の構成員として倫理、良識に従って
事業活動に取り組む。特に、研究活動を通じた不正はあってはならない。さらに、社会との連携を図り、公明、
公正、中立を堅持して透明性を確保し、信頼性を高める。

◦技術移転
創出された研究成果を知的財産として保護、活用するために、特許情報等の提供と技術の国内外への移転に
向けて環境を整備する。

◦広報・情報の公開
調査・研究の成果を出版、講演会などを通じ積極的に発信し広報・啓発することにより、安全な食料と農業環
境の確保にむけた技術の普及を図るとともに、事業活動に関わる情報の公開に努める。

◦協力・連携・国際貢献
産学官との連携・協働を強化し共同研究や研究協力を推進するとともに、その成果を広く社会に還元する。ま
た、行政や国際機関における農業環境政策に貢献する。

環境憲章
環境理念

農業環境問題にかかわる研究活動を強力に推進するとともに、環境の保全・改善と持続可能な循環型社会の
構築に寄与するため積極的に行動する。

環境行動指針
◦環境への意識向上

環境管理のため組織・制度を整備するとともに、環境に対する意識の向上を図る。
◦環境への配慮

環境負荷をより低減するために、省エネルギー、リユース、リサイクル、グリーン調達などをはじめとする日
常的な活動を徹底する。

◦活動の公開
事業活動における環境保全や安全衛生の向上を目指し、環境報告書の作成や Web への掲載などにより、環境
保全活動の成果を広く公開する。

◦社会との共生
地域社会および国際社会の一員として、社会との協力・共生関係を築くとともに、環境保全活動を積極的に推
進する。
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Agenda for Environmental Consciousness

環境配慮の基本方針

取組項目と数値目標
2010年度までの

主な取り組み
所が取り組む事項 職員が取り組む事項 達成状況

節
電
及
び
地
球
温
暖
化
・
オ
ゾ
ン
層
破
壊
防
止

①CO2排出量削減
[2011～2015年度中期計画期
間中の年間二酸化炭素排出
量を2001年度排出量の25％

（3,365t）以上削減]

•節電の励行
•空調設備等の省エネ化
•省エネ型照明器　具の導入
•�太陽光、風力発電外灯の導

入
•断熱フィルムの貼付

•�クールビズ、ウォームビズの
徹底
•�温室、グロースチャンバー等

年間を通して電気使用量の
多い施設の集約化
•冷凍庫・冷蔵庫の集約化
•照明の抑制
•高効率受変電設備への更新
•省エネ型照明器具の導入
•空調設備等の省エネ化

•省エネ機器の購入
•�節電の励行（不要な照明の

消灯及びPC等機器の停止、
OA機器は終日節電機能を
利用等）
•�冷暖房機器の調節による室

温設定
•休日の登所の自粛

•�2011年度CO2排出量では
2001年度比で27.1％の削減

（2011年度の排出量 9,811t-
CO2）

（2001年度の排出量 13,458t-
CO2

＊）

②フロン対策 •�特定フロン使用の空調機、
冷蔵庫等の更新

•�特定フロン使用の空調機、
冷蔵庫等の更新

•�特定フロン使用の冷蔵庫（5
台）を更新

循
環
型
社
会
形
成
・
廃
棄
物
対
策

③省資源
（上水使用量の削減）

[2015年度までに2001年度比
44％以上削減]

•�水量調節弁の調整
•�漏水箇所の修繕

•�量水器設置による細部の使
用量把握
•�漏水箇所の点検・修繕

•�水道のこまめな開け閉め •�2011年度上水使用量では
2001年度比で46.6％の削減

（2011年度の使用量 
115,993m3）

（2001年度の使用量 
217,043m3）

④省資源
（用紙等使用量の削減）

[2015年度までにコピー用紙
の購入量を2001年度比33％
以上削減]

•�両面コピー機の導入
•�両面コピーの励行

•�ペーパーレス化の推進（さら
なるグループウェアの利用
促進）
•�両面コピーの励行

•�両面コピーによる使用量の
削減

•�2011年度の購入量では
2001年度比で35.1％の削減

（2011年度の購入量 172万枚）
（2001年度の購入量 265万枚）

⑤廃棄物の削減・適正処理
[2015年度までに一般廃棄物
2001年度比44％以上削減、産
業廃棄物2002年度比10％以
上削減]

•�イントラネットを利用した再
利用促進
•�食堂の生ゴミコンポスト製

造機の導入
•�ゴミ分別マニュアルの作成

•�ペーパーレス化の推進（さら
なるグループウェアの利用
促進）
•�上記④とリンクし、コピー用

紙等の廃棄物の削減
•�食堂の生ゴミのコンポスト

化

•�ゴミ分別マニュアルの厳守
•�文具購入時に再利用・分別

しやすい製品の選定

①2011年度の一般廃棄物
の廃棄量では2001年度比で
43.8％の削減
②2011年度の産業廃棄物
の廃棄量では2002年度比で
5.7％の削減

（2011年度：①一般18t ②産業
33.2t）

（2001年度：①一般32t）
（2002年度：②産業35.2t）

⑥廃水の適正処理
[実験廃水について条例の排
水基準濃度の50％以下]

•�実験廃液の保管・処理、実験
廃水の処理についてマニュ
アルの作成
•�実験廃水の処理前検査の実

施

•�実験廃水の処理前検査の実
施

•�実験廃水の適正な取扱いの
厳守

•�全項目で条例の排水基準濃
度の50％以下を達成

⑦グリーン購入の推進
[100％調達]

•�グリーン調達方針の策定 •�グリーン商品、バイオマスプ
ラスチック製品、木製品の購
入と職員への周知

•�グリーン商品、バイオマスプ
ラスチック製品、木製品の購
入の促進

•�後述のグリーン調達（p26）
関係参照

⑧化学物質の適正使用、
　適正管理

•�化学物質の適正な使用と廃
棄のためのマニュアルの作
成
•�毒劇物の適正管理
•�ダイオキシン類のPRTR法に

よる適正管理
•�薬品管理システムの導入

•�毒劇物の適正管理
•�ダイオキシン類のPRTR法に

よる適正管理
•�薬品管理システムによる適

正管理

•�化学物質の適正な使用と廃
棄の厳守

⑨所内緑地の維持管理 •�防風林、緑地の管理 •�防風林、緑地の管理 •�ミニ農村、生態系保存実験
圃場、土壌生成調査圃場等
の管理

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

⑩役職員の意識向上 •�屋外環境整備の実施
•�環境保全に対する取り組み

の提案募集、対応

•�環境保全に対する取り組み
の提案募集、対応

•�屋外環境整備の実施
•�環境保全に対する取り組み

の提案

⑪情報の開示 •�環境報告書の発行とWeb公
開
•�環境に関する成果の公表
（研究成果情報、プレスリ
リース、研究会等）

•�環境報告書の発行とWeb公
開
•�環境に関する成果の公表
（研究成果情報、プレスリ
リース、研究会等）

環境マスタープラン（2011 ～ 2015 年度）

＊  2010 年 3月に、温室効果ガス排出量算定に使用される排出係数等が改正されたのに伴い、排出量削減目標値は改正後の数値を使用して再計算しました。
 　そのため、環境報告書 2009以前の数値と異なっています。
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年次 沿革

1893 年（明治 26 年） 農商務省農事試験場として東京西ヶ原に設置される

1899 年（明治 32 年） 部制が整備され、種芸部、煙草部、農芸化学部、病理部、昆虫部、報告部、庶務部の7部となる

1902 年（明治 35 年） 園芸部が新設される

1903 年（明治 36 年） 肥料鉱物調査所の事業が移される

1904 年（明治 37 年） 養畜部が新設される

1905 年（明治 38 年） 地質調査所土性課と製茶試験所の事務を移し、土性部と製茶部が新設される

1916 年（大正 5 年） 畜産試験場の創設に伴い養畜部が廃止される

1919 年（大正 8 年） 茶業試験場の創設に伴い製茶部が廃止される
煙草部を廃止して種芸部と農芸化学部に事務を移す

1921 年（大正 10 年） 園芸試験場の創設に伴い園芸部が廃止される

1944 年（昭和 19 年） 生理部と農業気象部が新設される

1950 年（昭和 25 年） 農事試験場、畜産試験場、園芸試験場が統合され、農業技術研究所として改組される
内部組織は生理遺伝部、物理統計部、化学部、病理昆虫部、経営土地利用部、農業土木部、園芸部、
家畜部、畜産化学部、庶務部となる

1961 年（昭和 36 年） 園芸部、家畜部、畜産化学部、農業土木部が試験場として独立し、組織は６部（生理遺伝部、
物理統計部、化学部、病理昆虫部、経営土地利用部、総務部）となる

1970 年（昭和 45 年） 放射線育種場が農業技術研究所の所属となる

1980 年（昭和 55 年） 西ヶ原から筑波研究学園都市に移転する

1983 年（昭和 58 年） 農業技術研究所が農業環境技術研究所、農業生物資源研究所および一部が農業研究センターに
改組される
農業環境技術研究所の内部組織は環境管理部、環境資源部、環境生物部、資材動態部、
企画連絡室、総務部となる

2001 年（平成 13 年） 独立行政法人農業環境技術研究所に組織変更される
内部組織は地球環境部、生物環境安全部、化学環境部、農業環境インベントリーセンター、
環境化学分析センター、企画調整部、総務部となる

2006 年（平成 18 年） 第Ⅱ期中期目標期間の開始にあたり、組織を研究分野ごとの領域・センターに改組される

2011 年（平成 23 年） 第Ⅲ期中期目標期間の開始にあたり、リサーチプロジェクト（RP）が再編される

農業環境技術研究所の沿革
History of NIAES

農業環境技術研究所の歩み

農環研は、1893 年（明治 26 年）に設立された農商務省農事試験場に始まり、農業技術研究所、農業環境技術研
究所への改組を経て、2001 年（平成 13 年）に独立行政法人となりました。
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2011 年度の組織図

農業環境技術研究所の紹介
Introduction of NIAES

農環研の研究組織は、各専門分野の研究者が集まり、将来の新たな展開を見据えた実力養成を目指す研究領
域・センターと、各研究課題の達成に必要な人材が分野横断的に集まったリサーチプロジェクト（RP）からなって
います。研究領域・センターとRP は互いに縦横に交わったマトリックス構造を作っています。2011 年 4月1日、
第Ⅲ期中期目標期間の開始にあたりRP の再編を行いました。 

リサーチプロジェクト（RP）
10のリサーチプロジェクトを設け、重点研究課
題を推進しています。リサーチプロジェクトに
は研究領域・センターの研究員が参加します。

理事長

監査室

理事

監事

温暖化緩和策RP
作物応答影響予測RP
食料生産変動予測RP
生物多様性評価RP
遺伝子組換え生物・外来生物影響評価RP
情報化学物質・生態機能RP
有害化学物質リスク管理RP
化学物質環境動態・影響評価RP
農業空間情報・ガスフラックスモニタリングRP
農業環境情報・資源分類RP

研究統括主幹
企画戦略室

連携推進室

広報情報室

研究情報システム管理室

安全管理室

研究技術支援室

業務統括主幹
総務管理室

財務管理室

研究コーディネータ

大気環境研究領域

物質循環研究領域

土壌環境研究領域

有機化学物質研究領域

生物多様性研究領域

生物生態機能研究領域

生態系計測研究領域

農業環境インベントリーセンター

2011 年 4月1日現在
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（百万円）■流動資産 ■固定資産

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

20112010200920082007200620052001

35,022

953

34,935

823

34,628

451

34,421

558

33,625

689

32,923

777

32,298

1,237

31,730

580

2001 年 4月からの独立行政法人化後、理事長、理
事、常勤監事、非常勤監事の 4 名の役員を置いていま
す。理事長は農環研を代表し、その業務を統一して
管理します。理事は理事長を補佐し、業務全般を掌
握します。監事は、業務を監査し、監査結果に基づき、
理事長に意見を提出することによって、農環研の運営
の健全化に努めています。

この役員及び研究統括主幹、業務統括主幹、研究
コーディネータ、センター長などからなる最高決定機
関の役員会において、重要事項を審議し、あわせて内
部統制及び業務企画の基礎的検討を行います。農環
研の運営については、役員会メンバーに研究領域長、
室長などを加えたメンバーからなる所議において審
議し、結果を全職員に連絡しています。

個々の業務運営に合議が必要な場合は、職員の代
表によって構成される専門委員会を設置し、検討結果
を所議で報告しています。また、農環研の運営と調
査・研究活動について外部の視点から総合的に検討
を行い、助言を得ることを目的とした評価委員会を設
置し、外部専門家・有識者からの客観的な評価と意
見を取り入れています。

大沼あゆみ 慶應義塾大学経済学部教授

古在　豊樹 千葉大学環境健康フィールド科学センター名誉教授

三枝　正彦 豊橋技術科学大学先端農業・バイオリサーチセンター特任教授

金子　文宜 千葉県農林総合研究センター次長兼育種研究所長事務取扱

森田　満樹 ライター・消費生活コンサルタント

大嶋　美智子 株式会社大嶋農場取締役

大木　美智子 消費科学連合会会長

人員の推移（年度毎）

マネジメントシステム

収入・支出の推移（年度毎）
【収入】

【支出】

【資産】

評価委員会委員（2011 年度）

*  役職員は、役員・一般職員・技術専門職員・研究職員の年度末在職者数の

合計

** 契約職員は、ポスドク・パートタイマーの合計

***  受入研究員は、JSPS 特別研究員・JSPS 外国人特別研究員・教育研究研修

生・招へい研究者・依頼研究員・技術講習生などの合計

役職員* 契約職員** 受入研究員***（人）
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リサーチプロジェクト（RP）

【温暖化緩和策 リサーチプロジェクト】
農地からの二酸化炭素（すなわち土壌炭素量の変

化）、メタン、亜酸化窒素など温室効果ガス発生のメ
カニズム解明、それに基づく発生モデルの開発や発
生削減技術の開発、削減効果や削減可能量の日本や
アジアにおける定量的かつ総合的な広域評価。

可搬型温室効果ガス自動採取システム

【作物応答影響予測 リサーチプロジェクト】
気候変動下のイネの環境ストレスのメカニズム解

明と発生予測手法の開発。高二酸化炭素・温暖化条
件における生産機能強化のための有望形質の探索。
気候変動が炭素、窒素循環に及ぼす影響の解明とそ
のモデル化。作物の生育、収量、品質を予測するモデ
ルの開発と適応技術の有効性評価。

開放系大気 CO2 増加（FACE）実験

【食料生産変動予測 リサーチプロジェクト】
全球並びに地域気候モデルによる気候変化シナリ

オのダウンスケーリング技術の開発とデータの提供。
作物の環境応答メカニズムに基づいた日本全国およ
びモンスーンアジアスケールでの食料生産量予測モ
デルの開発。異常気象、水資源変動および土地利用
変化を考慮した気候変動に対する中長期での食料生
産力の脆弱性評価手法の開発。

【生物多様性評価 リサーチプロジェクト】
農業生態系における生物多様性の保全と農業生産

との両立に向けた、耕作放棄地の拡大等の生態系撹
乱パターンの変化が植物－昆虫類－鳥類の相互関
係等に及ぼす影響の解明、環境保全型農業等の取り
組みの効果を評価できる生物多様性指標の開発と活
用、広域的な生物多様性の評価・予測手法の開発。

【遺伝子組換え生物・外来生物生態影響 リサーチプ
ロジェクト】

遺伝子組換え作物のこぼれ落ち種子に由来する個
体群の存続可能性の評価、近縁野生種の生態情報の
収集。開花重複度や交雑率推定指標等を活用した遺
伝子組換え作物の適正管理手法の開発。外来緑化植
物の管理優先度評価法の開発、土壌特性と外来植物
の分布の関係解明。外来生物の分布拡大状況の把
握、各種データベースを活用した潜在分布域推定手
法の開発等。

農業環境技術研究所の紹介
Introduction of NIAES

特定外来生物カワヒバリガイ

農業景観調査情報システム（RuLIS WEB）
http://rulis.dc.affrc.go.jp/rulisweb/

10 mm
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【情報化学物質・生態機能 リサーチプロジェクト】
雑草の生育を抑制する植物由来の生理活性物質

や、害虫 - 天敵生物 - 植物間の相互作用に関わる情報
化学物質の化学構造と作用の解明。農地で地球温暖
化の原因となるガスを発生する微生物や、生分解性
プラスチック農業資材を速やかに分解する微生物の
機能の解析と制御。

【有害化学物質リスク管理 リサーチプロジェクト】
農業環境におけるカドミウム、ヒ素、残留性有機汚

染物質（POPs）などの動態解明および作物吸収リスク
の評価と予測。これら物質の作物における濃度を低
減するため、植物の機能や物理・化学的手法を用い
た土壌浄化技術・吸収抑制栽培技術の開発および低
吸収品種の育成。

【化学物質環境動態・影響評価 リサーチプロジェクト】
水田を有する農業集水域における化学物質（農薬、

栄養塩類など）の動態解明とそれを予測する数理モ
デルの開発。河川生態系に及ぼす農薬の影響を定
量的に評価する手法の開発。農地系外への窒素、リ
ン等の環境負荷軽減対策技術の有効性を定量的に
評価する手法の開発。

【農業空間情報・ガスフラックスモニタリング リサー
チプロジェクト】

地球観測衛星等を用いて土地利用、作物成長、土
壌特性等の農業生態系情報を精度よく広域的に評価
するための新規リモートセンシング手法の開発。生
態系スケールでのガスフラックス変化の解明および
広域的評価を可能にするモデルの開発。フラックス
等の地上観測ネットワーク、地球観測衛星、気象等基
盤的データベース等のデータを体系的に用いて、農
業生態系を広域的かつ動的に監視・予測するシステ
ムの構築。

【農業環境情報・資源分類 リサーチプロジェクト】
土壌、昆虫、気象等の個別データベースの整備・拡

充とデータ活用手法の開発。農業環境中の放射性物
質のモニタリングと経時的推移の把握。全国的な農
業環境情報の一元的提供が可能な統合データベース
構築。農業生態系管理シナリオの策定に資する総合
的環境影響（エコバランス）評価手法の開発。

Goniothalamin

Goniothalamus andersonii
マレーシア原産植物からの雑草抑制物質の発見

稲穂のカドミウム集積イメージング

「土壌情報閲覧システム」の土壌温度区分図閲覧ページ
「土壌情報閲覧システム」の URL:

http://agrimesh.dc.affrc.go.jp/soil_db/
⎛ ⎞
⎜ ⎜
⎝ ⎠
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Research Topics

気候変化シナリオデータセットELPIS-JP

気候変化の影響評価や適応・緩和策の開発には、将
来の気候変化の見通し（気候変化シナリオ）が不可欠
です。気候変化シナリオは全球気候モデルを用いた
予測に基づいて作成されますが、モデルによる予測
は計算に使用するモデルや将来の温室効果ガス排出
量の見通し（温室効果ガス排出シナリオ）によって結
果が異なります。しかし、従来の気候変化シナリオで
は、利用可能なモデルの種類や温室効果ガス排出シ
ナリオが限られていました。そこで、国内を対象に、
多数の気候変化シナリオを利用可能なデータセット
ELPIS-JPを作成しましました（「ELPIS」は「希望」を意
味するラテン語）。

ELPIS-JPでは、農業分野で利用頻度が高い 7 つの
気候要素について、国内 938 地点での 1981～2091
年の日別値が利用できます。3 つの温室効果ガス排
出シナリオと10 個の全球気候モデルの組み合わせ
で得られた 26 種類の気候変化予測を利用し、それぞ
れの予測ごとに、ウェザージェネレータとよばれる確
率モデルを用いて、日々変動が異なる50 通りの時系
列データを作成しました。26×50=1,300 通りの気候
変化シナリオが利用できるので、単一のシナリオでは
得られない気候変化の不確実性に関する情報が得ら
れ、水稲開花期の高温発生確率の推定などにも応用
できます。

水田土壌から発生する温室効果ガス・メタンは、我
が国の人為起源のメタン発生量の約 30％を占めてい
ます。メタンは、還元状態の土壌、すなわち水を張っ
た状態で形成される土壌環境で発生するので、水田
でも、水を張らない期間が長くなれば、メタンの発生
量を抑えられると期待されます。そこで、水稲の生育
向上の一環で行われている中干し（田んぼの水を落
とす）の期間を延長することで、米の収量を低下させ
ずに、どの程度メタンの発生を抑えられるのか、全国 8
県、9 か所の水田で 2 年間調べました。

その結果、中干しの期間を通常より１週間程度延長
すると、18～72％程度、メタンの発生が削減されまし
た（図）。また、この効果が得られるのは、前年に稲わ
らや麦わらなどの有機物をすき込んでいる水田であ
ることが分かりました。一方、収量（精玄米重）は、通
常の中干しの場合に比べて同等もしくはややわずか
に減少する程度で、また、品質や食味を示す指標（登
熟歩合やたんぱく質含有率）は、向上傾向にありまし
た。中干し期間の延長は、メタンの発生を削減する簡
易な技術と考えられます。

これらの結果を取りまとめて、「水田メタン発生抑
制のための新たな水管理技術マニュアル」として公開
しています。

中干し期間延長によるメタン削減効果を検証
水田から発生する温室効果ガス・メタンの削減技術

中干し期間の延長によるメタン削減効果
横軸：慣行と比較した中干しの延長日数のうち降雨のない日数
縦軸：慣行水管理を100としたメタン発生比率
各地での試験により、メタン発生量の数値は場所、年次により大きく変動す
るため、水管理によるメタン削減効果は、慣行を100とした場合のメタン発
生量相対比によって示しました。

ELPIS-JPの概要
温室効果ガス排出シナリオ：A1B、B1、A2（気候変動に関する政府間パネルによる）
全球気候モデル：温室効果ガス排出シナリオ A1B と B1 は 10 個、A2 は 6 個
ウェザージェネレータによる時系列数：50
気候要素：日平均・最高・最低気温、降水量、積算日射量、相対湿度、風速
データの期間：1981-2091 年
時間分解能：日別
空間解像度：約 30km （気象官署およびアメダス４要素観測地点の合計 938 地点・上図）
データ容量：約 12TB
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玄米、白米および水田土壌中の
Cs-137放射能濃度の全国平均の推移

Cs-137放射能濃度の土壌の最高値は1964年の42.7Bq/kgで、2010年には
5.9Bq/kgまで低下していました。玄米の最高値は1963年の11.5Bq/kgで、
2000年には0.039Bq/kgで、白米はその半分程度の濃度でした。

土壌中でのディルドリンの分解効率（左）と
分解糸状菌DDF株の顕微鏡写真（右）

農業環境中の放射性物質長期
モニタリングデータの活用

核実験や核施設事故で放出された放射性物質によ
る農地土壌や作物の汚染状況を把握するため、北海
道～九州の水田最大 15 地点、畑最大 13 地点におけ
る、玄米、白米、玄麦、小麦粉および土壌の Cs-137と
Sr-90 の放射能濃度について調査・研究を1959 年か
ら開始しています。とりまとめた結果についてはホー
ムページで公開しています。
http://psv.niaes3.affrc.go.jp/vgai_agrip/sys_top.html

これらのデータは、1986 年の旧ソ連のチェルノブ
イリ原発事故や 1999 年の東海村ウラン加工施設で
の臨界事故などの際の農地土壌や農作物の汚染状況
の評価に用いられました。また。東京電力福島第一
原発事故の際、2011 年 4月8日に原子力災害対策本
部から発表された、「稲の作付に関する考え方」にお
いて、作物への移行の指標としての玄米移行係数の
算定に活用されました。これによって、警戒区域など
に加え、生産した玄米の放射性セシウム濃度が食品
衛生法の暫定規制値を超える可能性の高い地域につ
いて稲の作付制限を行うとの考え方が示されました。
今後、2011 年のデータを付加するとともに、福島県
を中心とする地域に新たにモニタリングサイトを設定
して農地土壌と作物の放射性物質濃度の測定を開始
し、東京電力福島第一原発事故の影響を把握する予
定です。

ディルドリンは「残留性有機汚染物質に関するス
トックホルム条約」の対象物質で、環境中に長期間残
留すること知られています。そこで、ディルドリンを効
率的に分解する微生物を探索し、その分解能につい
て検討しました。

ディルドリンと類似の構造を持つ殺虫剤エンドス
ルファンを連用した畑土壌から、ディルドリンを好
気的に分解する糸状菌（菌株名：DDF 株）を発見し
ました。本菌は DNA 塩基配列の解析から、Mucor 
racemosus に近縁であることが明らかになりまし
た。この菌は、液体培地に添加したディルドリン（13.2 
µM）を培養 10日間で最大 96％分解しました。また、
ディルドリンの分解に伴い、代謝物としてアルドリント
ランスジオールが検出されました。初期基質として
アルドリントランスジオールを添加すると速やかに消
失することから、この菌はアルドリントランスジオール
を更に分解していると考えられます。

ディルドリンを添加した模擬汚染土壌（5 mg/kg-
乾土）に、DDF 株を培養したふすまを6％（w/w）混
和し、土壌水分を50％に調節したところ、培養 7日間
で土壌中のディルドリンをほぼ完全に分解しました。
Mucor racemosus DDF 株は、ディルドリンを好気的
にほぼ 100％分解できる糸状菌として世界で始めて
単離された菌株であり、ディルドリン残留土壌でのバ
イオレメディエーションへの適用に大変有望な菌株と
して期待されます。

ディルドリンを好気的に分解する糸状菌の単離
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コナカイガラムシ類寄生蜂の
強力な誘引物質

殺虫剤に代わる環境に優しい農作物害虫の防除法
として、天敵寄生蜂の利用が有望です。果樹・野菜
類の重要害虫であるフジコナカイガラムシ（以下、フジ
コナ）の性フェロモントラップには、フジコナ以外の他
種コナカイガラムシ類の寄生蜂も含めて多数の寄生
蜂が混入することがわかっています。これらはフジコ
ナの性フェロモンそのものではなく、その合成過程で
ごく微量生じる副産物に誘引されることが明らかとな
りました。そこで、この物質の化学構造を質量分析計
や核磁気共鳴装置を用いて決定し、シクロラバンデュ
リルブチレート（新規化合物）と命名しました。

合成したシクロラバンデュリルブチレートを誘引源
としたトラップを野外圃場に設置すると、非常に強力な
誘引力により、コナカイガラムシ類の天敵であるサワダ
トビコバチとフジコナヒゲナガトビコバチを圃場外か
ら誘引し、コナカイガラムシ類の寄生率を6 倍以上に
上昇させることがわかりました。本物質を低コストで
合成する方法が開発できれば、コナカイガラムシ類の
総合的防除技術として活用できると考えられます。

農業用マルチフィルムは、雑草や害虫の発生を抑
え地温と水分を維持するなど畑作に欠かせません。
しかし、従来のマルチは使用後の回収とゴミ処理が問
題でした。生分解性プラスチック（生プラ）製のマル
チは、使用中に劣化し収穫後に畑に鋤き込めば完全
分解されゴミが出ません。ただ、生プラマルチの分解
速度は使用する環境によって異なるので、時として分
解が遅い場合があります。使い手が微生物や酵素を
処理してマルチの分解を早める方法があれば、作付
けの計画をたてやすくなります。

当所では、植物の常在菌の中から強力な生プラ分
解活性を持つ酵母やカビを見つけました。さらに分
離した酵母菌から生プラ分解酵素を大量生産する培
養方法を確立し、粗酵素液の大量生産に成功しまし
た。具体的には、この酵母菌が培地にキシロースを
加えると、分解酵素を大量に分泌することを発見し、
ジャー培養装置を用いて、検討前に比べて約 4 万倍の
効率で酵素液を生産できるようになりました。酵母や
カビの菌体を除去した酵素液を、畑に張った生プラマ
ルチの表面に散布すると、半日後にはマルチ表面に
穴が開き始め、表面全体が大きく劣化することを確認
しました（図）。散布する際に保湿剤を併用すると、さ
らに分解が早くなります。この成果を利用して、使用
済みの様々な生プラ製品を短時間で分解する技術の
実用化が期待できます。

生分解性プラスチックを素早く分解する酵素

畑に設置した市販の生プラ製マルチフィルムが
酵素液の処理で分解する様子

（酵素液と保湿剤同時処理から一日後）

シクロラバンデュリルブチレート（上）とラバンデュロール（下）
シクロラバンデュリルブチレートはラバンデュロール（ラベンダー香の成
分）が環化した特徴的な炭素骨格を持つモノテルペノイドです。

フジコナヒゲナガトビコバチサワダトビコバチ

酵素あり 酵素なし（水処理）
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畑ワサビの害虫ゾウムシを新種として発表時系列衛星画像による作物生育モニタリング

地球観測衛星（Terra）に搭載された光学衛星センサ
（MODIS）は、同じ地点をほぼ毎日観測することがで
きることから、作物生育の広域モニタリングに活用さ
れています。本研究では、作物の活性状態の指標と
なる植生指数（WDRVI）の季節変化に着目し、トウモ
ロコシの生育ステージ（2 ～ 3 葉期 , 絹糸抽出期 , 黄
熟期 , 成熟期）の発現日を2.4 ～ 7.4日の誤差で推定
する「Shape model fitting 法」を開発しました。この
方法を用いて、アメリカコーンベルトのトウモロコシ
の生育ステージの空間分布を年毎に明らかにしました

（図）。また、この結果を気象データ結果と合わせて
用いることにより、トウモロコシの光合成量の日変化
を推定する「作物光合成の簡易推定法」も開発しまし
た。これらの手法は、同地域の大豆の生育に対して
も応用できることから、世界各地のトウモロコシと大
豆に関する作柄情報の収集や収量予測に活用される
ことが期待されています。

1999年、岩手県岩泉市のワサビ畑で見慣れないゾ
ウムシによる被害が発生しました（図）。当初、本種はア
ブラナ科野菜の害虫として知られるミドリサルゾウム
シと同定され、防除対策がとられました。しかし、後に
本種はミドリサルゾウムシではなく、正体不明の別種
であると指摘されましたが、種名が確定しないままミド
リサルゾウムシと混同される状態が続いていました。

このため、この問題の解決を目指して分類学的研
究を行った結果、本種は未知の種であることが判明
し、新種ワサビルリイロサルゾウムシCeutorhynchus 
wasabi Yoshitakeとして発表しました。本新種は、ミ
ドリサルゾウムシと形態的によく似ていますが、ミドリ
サルゾウムシは上翅を含む体全体が銅色～暗緑色で
あるのに対し、本新種では上翅がメタリックブルーで、
それ以外の体の大部分が青色光沢のある黒色である
こと、体側面が白色鱗片で密に覆われることなどによっ
て明確に識別できます。

今回、近似種との識別点が明らかになったことによ
り、農業や害虫防除に携わる人々が本種に関する情報
を正しく取得することが可能になりました。

体は青色光沢のある黒色 体は上翅も含めて
銅色～暗緑色

畑ワサビを食害するワサビルリイロサルゾウムシ
（左）葉上の成虫、（右）茎内部を食害する幼虫

ワサビルリイロサルゾウムシ ミドリサルゾウムシアイオワ・イリノイ・インディアナ州における
絹糸抽出期の推定結果

MODISから推定
された絹糸抽出期

アメリカ農務省
発表の統計値
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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、これに基づく取り組みを開始しました。

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、2012 年 2月に「環境報告書
2011」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、

関係する各種委員会を設置して取り組んでいます。

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） 研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

環境安全衛生マネジメント
Environmental Health & Safety Management

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、安全対策などに関すること
について審議し、安全・衛生・防災管理の適正な運
営を図ります。
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） 職員の危険および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。

環境・安全委員会

環境保全推進部会

アイソトープ部会

防災対策部会

化学薬品等安全管理委員会

動物実験委員会

隔離ほ場組換え植物安全管理委員会

組換え生物第二種使用安全管理委員会

一般試験ほ場組換え作物安全管理委員会

安全衛生委員会

予算管理・運営委員会 ほ場関連施設部会

微生物実験安全委員会

（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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防災訓練

高圧ガスボンベ取扱講習会

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り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。

資格取得、講習会等、教育・訓練の受講等
資格取得
　危険物取扱者（乙種 4 類）： 1 名
講習会派遣
　防災管理新規講習会： 1 名
　危険物取扱者保安講習会： 2 名
　 特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会：
  4 名
　2011 年度エネルギー管理講習新規講習： 2 名
　労働災害防止講演会： 4 名
所内講習会等
　安全衛生に関する研修会（有機溶剤取扱）： 87 名
　高圧ガスボンベ取扱講習会： 59 名
　 救命講習会（AED 操作方法・心肺蘇生法及び救護

訓練（止血法・搬送法））： 37 名
教育・訓練
　放射線障害防止のための教育・訓練： 74 名
　微生物実験の安全管理に関する説明会： 39 名
　遺伝子組換え実験に関する教育訓練： 36 名
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汚染物質排出量*5
　COD 64.241kg
　全クロム 0.120kg
　水銀 0.002kg
　鉛 0.099kg
　ヒ素 0.102kg
　亜鉛 0.541kg
　窒素 27.112kg
　リン 0.897kg

大気排出物
温室効果ガス排出量：
 9,816t--CO2
  電　　力： 7,392t--CO2
  化石燃料： 187t--CO2
  高 温 水： 2,232t--CO2
  水　　田： 4t--CO2
  化学肥料：  1t--CO2

廃棄物
廃棄物排出量
　一般廃棄物： 18t
　産業廃棄物： 33t

水域排出物
下水道への総排水量： 58,266m

3

　うち実験廃水処理施設
　からの排水量：  20,723m

3

研究開発

研究成果

エネルギー
電　　力： 15,098,089kWh
都市ガス： 70,882m

3

灯　　油： 430ℓ
軽　　油： 1,533ℓ
ガソリン： 9,783ℓ
高 温 水： 39,154GJ

物　質
研究用装置・機器
研究資材
　PRTR対象物質 315kg
農業資材
事務・日用品
　コピー用紙 6,038kg
　トイレットペーパー 1,728kg

水
上　水： 115,993m

3

井　水： 69,740m
3

研究用水 ： 170,622m
3

*3*1

*2

*4

査読論文196報、学会発表等約704件 *6

特許出願14件、著書28件（2011年度実績）

試験研究が主な業務であるため、製品を製造・販
売するのではなく、論文・学会発表や特許出願などの
成果によって、付加価値を社会に向けて発信していま
す。しかしながら、研究活動を行うために必要な施設、
設備や実験機器などの稼働、水田、畑などの管理のた
めに、多くのエネルギーや資源を消費し、その結果とし
て、環境に負荷を与える物質を排出しています。農環
研の活動による主な環境への負荷は、温室効果ガスや
廃棄物の排出によるものです。

そのため、事業活動に伴い生じる環境負荷の状況を
把握することは、環境保全に配慮した活動を行い、環
境への負荷の低減を図るうえで重要です。2011年度
の事業活動に関わるエネルギー、水および物質の投入
と排出による環境負荷の状況は図のようになります。

環境に与える負荷を減らす努力をしながら、一方で

環境を守るための多くの研究成果を発信し、社会に貢
献しています。

全体エネルギー消費量
エネルギー消費は、エネルギー量に換算すると

190,123GJです。内訳では①電力の消費によるもの
が 77.5％、②高温水の消費によるものが 20.6%と全
体の 9 割以上を占めています。

環境負荷の全体像

*1　 高温水は冷暖房用の熱源として、農林水産省農林水産技術会議事務局筑波事務所エネルギーセンターから供給を
受けています。

*2　 研究用水は筑波事務所研究用水施設から供給され研究試験用の灌漑水として利用しています。 
「環境報告書 2011」までは、水域排出物の水田等の項目に計上していましたが、現項目に移しました。

*3　 水稲の栽培により水田から排出されるメタン（CH4）の量に、温暖化係数を乗じて算出しました。
*4　 化学肥料の使用にともない排出される亜酸化窒素（N2O）の量に、温暖化係数を乗じて算出しました。
*5　 実験廃水処理施設からの排水量に、排水時の実測濃度の年間平均値を乗じて算出しました。
*6　 学会発表、雑誌・資料等のその他著作物の数を合計しました。

Environmental Impact

2011 年度種目別エネルギー使用量（単位：GJ）

温室効果ガス排出量は、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル（Ver. 3.3）」（2012 年 5月環境省・経済産業省）、
電気事業者別の CO2 排出係数（2010 年度実績）に基づき算定しました。

高温水

軽油

灯油

ガソリン

都市ガス

電力

147,367

39,154 ■58
■16
■338
■3,190



20

Power Saving

節電への取り組み

節電実行委員会の設置
2011 年 3月の東日本大震災発生にともない発出さ

れた電気事業法に基づく電気の使用制限に対して、
緊急的・時限的な委員会として節電実行委員会を設
置しました。委員会では理事長を委員長とし、各種節
電方策の検討、節電実行計画の策定と節電実施監督
を行いました。

節電目標
政府の電力需給緊急対策本部では、「夏期の電力

需給対策について」（2011 年 5月13日）を発出し、
すべての需要家に対して2010 年同期・時間帯の使
用最大電力に対し15％削減を目標とすることを求め
ました。これを達成するため農環研地区の契約電
力の 3,900kW に対し、夏場における最大使用電力を
600kW 減の 3,300kW以下を目標とし、節電実行期間
は 2011 年 7月1日から9月22日までとする節電実行
方針を定めました。

具体的な取り組み
①冷蔵庫・冷凍庫の集約化
②温室等の集約化
③大電力使用分析機器の夏場使用調整
④別棟作業室等の、個別空調原則使用禁止
⑤冷房運転の抑制

⑥事務機器、電気機器の使用抑制
⑦蛍光灯の点灯抑制
⑧網戸、ブラインドの補修
⑨実験機器、分析機器の使用抑制
⑩エレベーターの使用抑制
⑪温水便座の使用禁止
⑫会議室の利用抑制

節電実績
下図のとおり。

分析・評価
節電対策（効果）については、節電目標 15％を大き

くクリアしました。また、電気事業法第 27 条に基づく
電気の使用制限措置は 9月2日に終了したことから、
7月1日から9月22日まで予定していた「農環研節電
実行方針」は、9月13日をもって解除しました。ただ
し、使用制限終了後も、昨年のピーク比 15％の需要抑
制の努力目標を残すことが求められており、また、環
境マスタープランにおける節電への取り組みを一層
促進するため、職員に対し引き続き節電の協力依頼
を行いました。

また、節電により節約した経費により、人感セン
サーの設置や避難誘導灯をLED 灯に交換したりする
など、さらなる節電対策を行いました。

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2011年度電力量

7月1日 7月8日 7月15日 7月22日 7月29日 8月5日 8月12日 8月19日 8月26日 9月2日 9月9日

2010年度電力量 2011年度デマンド値 2010年度デマンド値

デマンド値（kW）電力量（kWh）

目標電力3,300kW
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エネルギー個別使用量
最大の消費要因である電力使用量は、電気事業法

に基づく電気の使用制限への対応もあり2001 年度と
比較して30.6％、前年度と比較して20.4％、約 386 万
kWhと大幅に減少しました。2012 年度以降も電力需
給状況を注視しながら、節電への取り組みを続けて
いく必要があります。なお、2010 年 1月から、つくば
みらい市で FACE 施設の利用が始まったため、電力量
に合算しています。FACE 使用分は電力量合計の約
0.3％となっております。

都市ガス使用量は 2001年度に比べて34.0％増加、
燃料は、軽油が 67.8％減少、ガソリンが 12.3％増加、灯
油が 97.9% 減少で、都市ガスと燃料を合わせた化石
燃料全体の消費量は、エネルギーベースで 1％減少し
ました。消費エネルギー全体に対する割合が約 2％
とあまり高くないので、環境負荷に大きな影響を与え
るまでには至りませんでしたが、省エネへのさらなる
取り組みが必要です。2010 年度に比べて都市ガス使
用量が大きく減少したのは、東日本大震災後、都市ガ
スを使用する一部の温室を停止していたためです。
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環境負荷低減の取り組み
Environmental Preservation

年度毎の使用電力量

年度毎の化石燃料使用量（エネルギーベース）

上水 井水 研究用水（ｍ3）
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取組項目 数値目標 2011年度実績
環境マスタープラン
③省資源（上水使用
量の削減）

2015年度までに
2001年度比44％
以上削減

2001年度比
46.6%削減

年度毎の水資源使用量

その他の排水量 実験廃水処理施設からの放水量（m3）
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年度毎の排水量

水資源使用量・排出量
上 水 使 用 量 は 2001年 度 に比 べて46.6 ％と減 少

傾向が続いています。井水使用量は 2001年度比
23.1％と減少していますが、ここ数年は微増に転じて
います。灌漑水として利用している研究用水は 2001
年度の値が利用できませんが、2008 年度を除きほぼ
一定となっています。2008 年度の大きな落ち込みは、
研究用水を供給している施設の改修によるものです。

下水排水量（実験排水処理施設からの放水量とそ
の他の排水量の合計）は、2001 年度との比較では
55.5％減少しています。また、前年度との比較では
21.0％減少しました。



22

温室効果ガス排出量削減目標
第Ⅲ期中期計画期間（2011～2015 年度）におい

て、受変電設備の改修により高効率型変圧器への更
新等を行うとともに、冷暖房設備等の運転方法を変更
することにより電力および高温水の使用量を削減し、
二酸化炭素（CO2）排出量を2001 年度と比較して25％

（3,365t-CO2）以上の削減を目指します。

温室効果ガス排出量の推移
エネルギー使用量を削減することで、温室効果ガ

スの排出量抑制に努力しています。2011 年度の CO2

排出量は、2001 年度と比較して27.1％削減すること
ができました。なお、CO2 排出量を削減できた主な
要因は、「節電への取り組み」の項目でも述べられた
ように、所をあげて徹底した節電対策に取り組んだこ
とによるものと考えられます。

ペーパーレスへの取り組み
情報伝達手段として電子メールやグループウェア

の利活用、コピー用紙の両面コピーを徹底すること等
によりペーパーレス化を図ってきました。その結果、
コピー用紙の購入量は、2001年度と比較して35.1％

（約93万枚）減少し、前年度との比較では3.4％（約6
万枚）減少しました。コピー用紙の購入量を減らすた
め、職員一人一人が、ペーパーレス化等の取り組みに
一層努力する必要があります。

地球温暖化防止
地球温暖化は、人が活動することによって発生する

温室効果ガスの濃度の増加に伴い、地表および大気
の温度が上昇することで、生態系および人類に悪影響
を及ぼし、その予想される影響の大きさなどから、き
わめて重要な環境問題となっています。この地球温
暖化に対処するため、わが国は、温暖化防止京都会議

（COP3）で決められた 2008 年から2012 年の第1約
束期間に1990 年比で 6％の温室効果ガスの削減に向
けて努力することが義務づけられています。環境・安
全委員会内に環境保全推進部会を設置し、省エネル
ギー対策を計画・実施し、積極的に温暖化防止に取り
組んでいます。

取組項目 数値目標 2011年度実績
環境マスタープラン
④省資源（用紙等使
用量の削減）

2015年度までに
コピー 用 紙 の 購
入量を2001年度
比33％以上削減

2001年度比
35.1％削減

取組項目 数値目標 2011 年度実績
環境マスタープラン
① CO2 排出量削減

2011～2015 年度中
期計画期間中の年
間二酸化炭素排出
量を2001 年度排出
量 の 25 ％ （3,365t）
以上削減

2001 年度比
27.1％削減
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年度毎の CO2 排出量※

※ 2011 年度 CO2 排出量は，「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル（Ver. 

3.3）」（2012 年 5月環境省・経済産業省）、「電気事業者別の CO2 排出係数（2010

年度実績）」に基づき算定しました。

2010 年 3月に、温室効果ガス排出量算定に使用される排出係数等が改正され

たのに伴い、2008 年度までの排出量についても2008 年度実排出係数を用い

再計算しました。そのため、「環境報告書 2009」以前に記載している数値とは

異なります。
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廃水処理の概要
実験室から排出される一般実験廃水を、実験廃水

処理施設において、下水道法やつくば市下水道条例
等に基づく排水基準に適合する水質として排水して
います。主な処理対象物質は、シアン化合物、六価ク
ロム、水銀およびその化合物、鉛、ヒ素などです。処
理プロセスは、処理施設へ流入する一般実験廃水は
沈砂池（バースクリーン）へ導入し、砂およびゴミを除
去した後汚水槽へ導入し、ポンプアップしてさらに貯
留槽へ導入します。

モニタリングシステム
貯留槽が満水になるとサンプリングを開始し、モニ

タリング設備によりシアン、クロム、水銀およびその化
合物などの項目について排水基準を満たしていると
きは排水ポンプにより下水道へ放流を行います。排
水基準を超えている項目があるときは、処理をして排
水基準以下を確認し放流します。実験廃液の取り扱
いに対するマニュアル作成や注意喚起を行っている
こともあり、2011 年度の年間平均値は法・条例等の
排水基準濃度の 50％以下となっています。

項目 単位 排水基準
2011 年度実績

最大値 最小値 年間平均値
 水温 ˚C 45˚C 未満 * 25.5 11.6 19.2
 pH（水素イオン濃度） 5 ～ 9** 7.9 6.7 7.3 
 SS（浮遊物質量） mg ／ℓ 600 未満 ** 44.0 0.1 4.7 
 シアン化合物 mg ／ ℓ 検出されないこと *** 不検出 ―
 クロム化合物 mg ／ ℓ 1 以下 **** 0.0320 0.0000 0.0058 
 六価クロム化合物 mg ／ ℓ 0.05 以下 *** 0.0200 0.0000 0.0032 
水銀及びその化合物 mg ／ ℓ 0.0005 以下 *** 0.0005 0.0000 0.0001 
 鉛及びその化合物 mg ／ ℓ 0.05 以下 *** 0.0100 0.0000 0.0048 
 ヒ素及びその化合物 mg ／ ℓ 0.01 以下 *** 0.0100 0.0010 0.0049 
 亜鉛及びその化合物 mg ／ ℓ 2 以下 * 0.1700 0.0039 0.0261 
 窒素含有量 mg ／ ℓ 240 未満 ***** 1.6000 1.1000 1.3083 
 燐含有量 mg ／ ℓ 32 未満 ***** 0.0900 0.0200 0.0433 

* 下水道法、** つくば市下水道条例、*** 茨城県研究学園都市下水道条例（現在は廃止されているが、通知により基準値は継続）、**** 水質汚濁防止法に基づき排水基準を定め
る条例（茨城県）、***** 下水道法施行令第九条の五の「特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準を定める条例の基準」における値を参考として示しました。

研究棟より
流入水

pH調整槽

沈殿槽

バースクリーン シアン・クロム処理槽汚水槽 貯留槽
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第二鉄

苛性
ソーダ

次亜塩素酸
ソーダ硫酸

汚泥濃縮貯留槽へ→脱水機

苛性
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逆洗水槽

処理水槽
A,B
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砂ろ過塔

分離水槽
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キレート
樹脂塔

硫酸
苛性
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逆洗水逆洗水

逆洗水
逆洗排水

逆洗排水
逆洗排水

排水水質測定結果

廃水処理施設のフロー

廃水処理
Wastewater Disposal

取組項目 数値目標 2011年度実績
環境マスタープラン
⑥廃水の適正処理

実験廃水について
条例の排水基準濃
度の50％以下

各項目の平均濃度
は排 水 基 準 濃 度
の50％以下
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廃棄物の排出量
廃棄物は、一般廃棄物（燃えるごみ・燃えないごみ）

と産業廃棄物（廃棄物品類を含む）に大別されます。
一般廃棄物は分別し回収され、つくば市クリーンセン
ターへ運搬した後処理されています（運搬は外部業者
に委託）。また、産業廃棄物は構内の集積場に回収し、
運搬および処理は外部業者に委託され、一部は最終
処分処理されています（また、2011年度は約16.4t の
産業廃棄物が中間処理業者を経ずに、農環研から直
接最終処分場へ運ばれました）。

2011 年度の一般廃棄物の廃棄量は、2001 年度と
比べて43.8％削減することができました。また、産業
廃棄物の廃棄量は、昨年度に引き続き老朽化した物
品類の廃棄や薬品管理の適正化を図る目的で不用薬
品類の廃棄を推進したことから、2002 年度（2001 年
度は実績無し）と比べて5.7％の削減に留まりました。

特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発

性、毒性、感染性その他の人の健康や生活環境に被
害を及ぼすおそれのある性状を有するものをいいま
す。農環研では主に、廃薬品類、強酸性廃液、廃油な
どがこれに該当します。これらの廃棄物は担当者の
監督のもとで回収を行い、運搬および処理は外部業
者に委託しています。

2011 年 度 の 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 廃 棄 量 は、

2010 年度の廃棄量と比較して約 24％削減しました。

リサイクル
○家電製品
　家電製品（テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機（衣
類乾燥機を含む））については、特定家庭用機器再商
品化法（家電リサイクル法）に基づき外部業者に引き
取りを依頼しています。

○古紙
　古紙は、コピー用紙、図書類、新聞紙、ダンボー
ル紙などに分類し回収を行い、運搬および処理は外
部業者に委託しています。職員一人一人が分別排出
に心がけるとともに、紙利用の削減および古紙回収
率の向上に努めています。

○生ゴミ
　食堂から排出される食品残さのリサイクルのため
に、2005 年 3月に生ゴミ処理機を導入しました。こ
れにより一般廃棄物の排出量が削減できます。また、
生ゴミ処理機で作られた堆肥を利用しています。

廃棄物の適正処理
産業廃棄物の運搬および処理を委託した業者に対

しては、処理業者の許可証の確認、産業廃棄物管理票
（マニフェスト）により適正処理の確認を行い、不法
投棄などがないよう監視しています。

再利用の促進
不用となったものでもただちに捨てたりせず、所内

のグループウェア等で希望者を募るなど、物品の再利
用も促進しています。

年度毎の廃棄物別排出量

特別管理産業廃棄物の排出量（単位：kg）

家電等リサイクルの実績（単位：台）

廃棄物処理
Waste Disposal

取組項目 数値目標 2011年度実績
環境マスタープラン
⑤廃棄物の削減・適
正処理

2015年度までに一
般廃棄物2001年度
比44％以上削減、
産業廃棄物2002年
度比10％以上削減

①一般廃棄物の
廃棄量2001年度
比43.8％削減
②産業廃棄物の
廃棄量2002年度
比5.7％削減

2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

廃薬品類 33 3 168 86 383 588 1,847 1,175

汚泥（特別管理） 15 4 65 12 59 523 61 30

廃油（特別管理） 8 77 1,869 124 3,894 1,247 1,248 1,211

合計 56 84 2,102 222 4,336 2,358 3,181 2,416

2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

テレビ 8 3 – 6 12 9 19 21

冷蔵庫 9 12 6 4 13 10 20 13

エアコン 2 – 8 1 1 3 – –

洗濯機 3 – 1 1 1 3 11 2
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オンラインによる薬品管理
約 17,000 本の試薬瓶等を保有しています。これら

の化学物質は化学薬品等安全管理規程を定めて、健
康被害や環境汚染を引き起こさないように管理して
います。また、化学薬品等安全管理委員会を設置し
て、これらの管理方法の改善に努めています。

化学物質の取り扱いに関しては、研究室に貯蔵さ
れている薬品ビン1 本毎に保有者、保管場所を記入し
たバーコードラベルを貼付して、貯蔵場所や残量など
の情報をオンラインで、一元的に把握できる薬品管理
システムを導入しています。

毒物及び劇物の管理
毒物・劇物については、毒物・劇物取扱要領を定

めて、保管場所ごとに管理責任者を指名して、使用量
および保管状況を把握し、紛失や環境への流出が起
こらないように安全な管理に努めています。管理責
任者は、定期的に薬品管理システムに登録されてい
る毒物・劇物の残量および保管場所が登録内容と一
致しているかを確認して、報告書を提出する義務を課
されています。これらの点検結果は化学薬品等安全
管理委員会に報告され、管理状態の確認を行ってい
ます。

消防法で指定されている危険物の管理
消防法の危険物に該当する化学物質については、

建物内の各防火区域の貯蔵量が規制値（各危険物の
指定数量の倍数の合計が 0.2）を超えないように薬品
管理システムにより、貯蔵量の管理を行っています。
また、建物内の危険物を削減するために、別棟である
危険物貯蔵所への貯蔵を促進し、また、不要な危険物
は廃棄するように指導しています。

PRTR 法対象化学物質の管理
「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理
の改善の促進に関する法律（PRTR 法）」で対象とされ
る化学物質（462 物質）のうち、122 物質を貯蔵してい
ます。これらの物質についての年間使用量は、第一
種指定化学物質、特定第一種指定化学物質ともに届
出が必要な量（各、1t/ 年、0.5t/ 年）以下です。年間
1kg以上使用している化学物質を表に示しました。

化審法対象化学物質の管理
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

（化審法）」で規制されているPCB 等の化学物質は、
一般試薬として廃棄されないように廃棄物専用の貯
蔵庫を設置して、保管管理を行っています。

放射性物質の管理
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関す

る法律及び農環研の放射線障害予防規程に基づき
適正に管理しています。また、アイソトープ施設の利
用に際しても、アイソトープ施設運営要領に従い安全
に配慮しています。

化学物質の管理
Management of Chemical Substances

毒物・劇物定期点検の様子

危険物貯蔵所

PRTR 法対象化学物質使用量（2011 年度 1kg以上の物質）

化学物質名 年間使用量（kg）
ジクロロメタン 115.9 
アセトニトリル 96.0 
フッ化水素酸 40.6 
クロロホルム 26.4 
トルエン 16.0 
フッ化カリウム 6.0 
ホルムアルデヒド 5.4 
フェノール 3.0 
ベンゼン 2.2 
フッ化ナトリウム 1.5 
キシレン 1.3 



26

分野 品目 目標値 総調達量 特定調達物品等の調達量 目標達成率

紙類 コピー用紙 100％ 6,038kg 5,990kg 99％

トイレットペーパー 100％ 1,728kg 1,728kg 100％

ティッシュペーパー 100％ 197kg 197kg 100％

文房具 ボールペン 100％ 356 本 300 本 84％

スタンプ台 100％ 10 個 10 個 100％

ステープラー 100％ 23 個 21 個 91％

ステープラー針リムーバー 100％ 1 個 1 個 100％

消しゴム 100％ 70 個 70 個 100％

クラフトテープ 100％ 4 個 4 個 100％

製本テープ 100％ 10 個 10 個 100％

トレー 100％ 11 個 10 個 91％

ファイリング用品 100％ 3,201 個 2,234 個 70％

インデックス 100％ 152 個 152 個 100％

事務用封筒（紙製） 100％ 18,900 枚 17,380 枚 92％

付箋紙 100％ 497 個 409 個 82％

オフィス家具等 いす 100％ 20 脚 8 脚 40％

机 100％ 16 台 10 台 63％

OA 機器 電子計算機（デスクトップ及びノートPC 合計：購入） 100％ 88 台 45 台 51％

プリンター（購入） 100％ 29 台 25 台 86％

記録用メディア 100％ 451 個 428 個 95％

一次電池又は小型充電式電池 100％ 2,657 個 2,657 個 100％

電子式卓上計算機 100％ 5 個 5 個 100％

インクカートリッジ 100％ 644 個 622 個 97％

家電製品 電気冷蔵庫・冷凍庫・冷凍冷蔵庫（購入） 100％ 6 台 5 台 83％

照明 蛍光ランプ　高周波点灯専用形（HF） 100％ 100 本 100 本 100％

電球形状のランプ　LEDランプ 100％ 12 個 11 個 92％

消火器 消火器 100％ 50 本 50 本 100％

役務 印刷 100％ 41 件 41 件 100％

＊特定調達品目は、重点的に調達を推進する環境物品等の種類

グリーン調達への取り組み
研究開発を行うために必要な製品・部品・材料

を購入する際、品質や価格だけでなく環境も考慮し
て、環境負荷ができる限り小さい製品・サービスを
優先して選ぶグリーン調達を進めています。

特定調達品目調達の目標
グリーン調達を促進するため、「国等による環境

物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購
入法）に基づいて、「環境物品等の調達の推進を図
るための方針」を定め公表しています。

また、地球温暖化の防止や資源循環型社会の形成
に資するとの観点から、バイオマス（再生可能な、生
物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの）製品
や間伐材を利用した紙製品・事務机等についても
積極的に調達することとし、環境への負荷低減に努
めています。

2011 年度の主な特定調達物品の調達実績は下の
表のとおりです。達成率が 100％に達しなかった品
目についても、環境負荷のより少ない製品を購入す
ることに努めていますが、今後達成率が 100％とな
るよう一層努力する必要があります。特に、40～
63％の低い達成率のオフィス家具、電子計算機では
発注者への啓発を強く進めて行く必要があります。

推進体制
環境・安全委員会内に環境保全推進部会を設けて、

グリーン調達の推進に努めています。

2011 年度の主な特定調達品目＊の調達実績

グリーン調達
Green Procurement

取組項目 数値目標 2011年度実績
環境マスタープラ
ン⑦グリーン購入
の推進

100％調達 環境物品適合品が使用
できない機器等が存在
するため、目標値に達し
ない品目があった
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生物多様性保全への取り組み
Contribution to Biodiversity

ミニ農村の概要

研究推進体制
中期計画の 4目標の一つに、「農業生態系におけ

る生物多様性の変動機構及び生態機能の解明に関
する研究」を掲げると同時に、生物多様性研究領域、
農業環境インベントリーセンター、生物多様性評価
RPを組織して、生物多様性の保全に関して数多くの
研究を行っています。

データベースの作成・公表
生物多様性に関して、次の 3 つのデータベースを公

表しています。
1）農業景観調査情報システム（RuLIS WEB）
　 　生物多様性に関する調査データを効率的に登

録・共有し、日本全国で比較できる「農業景観調査
情報システムRuLIS WEB（ルリス・ウェブ）」を開
発しました。2012 年 8月1日現在、約 8 万 5 千件の
データの内、農環研保有データ等の公開可能な約
2 万件について公開しています。

2）外来植物図鑑
　 　特定外来生物（環境省指定）と、要注意外来生物

（環境省提示）のうち、植物について、画像、特徴を
示すと共に、環境への影響を解説しています。

3）アジア・太平洋外来生物データベース（APASD）
　 　アジア・太平洋諸国の農業生態系に生息する外

来生物（植物、動物、微生物など）についての情報を
蓄積し、共有するためのデータベースです。

研究会、マニュアル公開、他機関との協力等
1. 以下の研究会、シンポジウム等、マニュアル公開を
通して関係者や関心のある人たちへの情報提供を随
時行っています。
1） 第 2 回農業環境インベントリー研究会「昆虫インベ

ントリーの整備と有効利用のためのシステム」
2） 農林水産省関連部局との連絡会（4 回開催）
3）  「農業に有用な生物多様性の指標生物調査・評

価マニュアル」をホームページで公開
2. 委員会派遣
1） 農林水産省生物多様性影響評価検討会等（カルタ

ヘナ法関連）
2）環境省侵略的外来種リスト検討会
3. 国際機関への協力
1） 生物多様性と生態系サービスに関する政府間科学

政策プラットフォーム（IPBES）総会に出席
2） 日本生物多様性観測ネットワーク（J-BON）を通じた

生物多様性観測ネットワーク（GEO-BON）への貢献
3） 地球規模生物多様性情報機構（GBIF）への昆虫・

微生物インベントリー情報の提供

敷地内における生物多様性の保全
農環研構内には、ミニ農村が作られ、長年にわたり

生息する生物相が調べられています。ミニ農村とは、
約 35 ヘクタールのほ場区域に、谷津田（やつだ）、用
水路、二次林、屋敷林、社寺林、ため池など筑波地域の
平地農村で見られた伝統的な生態系を実物大で配置
したもので、数多くの生物種が定着しています。

林に囲まれた池 ため池

集落（ムラ）二次林（ヤマ）
畑（ノラ）

谷津田
稲荷川

研究本館

用水路
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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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社会的取り組みの状況２
Social Performance

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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社会的取り組みの状況4
Social Performance

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。

コンプライアンス推進体制

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
研究技術支援室長
総務管理室長

総務管理室長

財務管理室長

財務管理室長

研究領域長

庶　務 総務管理室

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

コンプライアンス推進委員会

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
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遺伝子組換え植物隔離ほ場
Isolation Field for Transgenic Plants

遺伝子組換え植物隔離ほ場の概要
農環研では、野外で遺伝子組換え植物の生物多様

性など環境に対する安全性を評価するため、1990
年に遺伝子組換え植物隔離ほ場を設置しました。約
80aある敷地の周辺は、鉄条網フェンスおよび高さ5
～ 10メートルの防風林で囲まれ、内部には 7a の試験
ほ場（1カ所）、3a の試験ほ場（4カ所）、2.5a の水田（2
カ所）があります。また、作業区域内には、実験棟、機
材庫、ビニールハウス、廃水処理用沈殿槽・貯留槽、
焼却炉などを整備しています。

実験棟

枠水田A

枠水田B

畑５

畑４

畑1

畑２
畑３

ゲート

設置の経緯
遺伝子組換え植物の実験や利用を安全に行う目的

で、1989 年に「農林水産分野等における組換え体の
利用のための指針」（旧指針）が示され、組換え植物
を実験室及び温室にて安全性試験を行った後、模擬
的環境（隔離ほ場）にて取り扱い、開放系利用のため
の安全性評価を行うものとされました。

1979 年に、農業環境技術研究所の前身である農
業技術研究所が、東京都北区西ヶ原からつくば市観
音台に移転した際に、トウモロコシやアブラナ科植物
の遺伝学的研究のための試験ほ場を設置しました。
1990 年に、このほ場の約半分の面積をフェンスで囲
み、農林水産省が初めて認可した遺伝子組換え植物
隔離ほ場となりました。

隔離ほ場には、旧指針に基づき次の施設等を整備
しました。
1.  関係者以外の立入を規制するためのフェンス
2.  隔離ほ場内で組換え植物等を処分するための焼

却施設
3.  人の履物や機械に付着した土壌等が、隔離ほ場か

ら外に出ないようにする洗浄施設と、洗浄水の土
壌懸濁物質等をトラップする沈殿槽

4.  隔離ほ場から、種子を含む植物体の、ほ場外への
流出や花粉の飛散を抑制するための防風林

5.  水田には、灌漑水中の土壌懸濁物質を沈殿させ、
上澄み液を排水するための貯留槽

安全性評価
1991 年に、日本で初めて隔離ほ場における組換え

トマトの安全性評価を、この隔離ほ場で実施しまし
た。以来、害虫抵抗性トウモロコシや高ショ糖合成
能バレイショ、半矮性イネなど、これまで 44 件の隔離
ほ場試験 *を行っています。2000 年に、遺伝子組換
え生物の使用による生物多様性への悪影響を防止
することを目的とした「生物の多様性に関する条約の
バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書（カルタ
ヘナ議定書）」が国連で採択され、この議定書の我が
国における実施のため、2003 年に「遺伝子組換え生
物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に
関する法律（カルタヘナ法）」が成立、公布されました

（2004 年 2月19日より施行）。これにより、組換え生

隔離ほ場ゲート

隔離ほ場全体図（航空写真、黄色枠）
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物の安全性評価がこれまでの関係省庁のガイドライ
ンによって運用されてきたのに対して、法律により環
境への組換え生物の放出に向けた環境安全性評価と
して、生物多様性影響の評価が義務づけられました。
カルタヘナ法施行以降、農環研隔離ほ場では、遺伝子
組換え植物の野外での栽培試験（第一種使用）を行
い、生物多様性影響を評価しています。試験に際して
は、カルタヘナ法以外にも農林水産省「第一種使用規
定承認組換え作物栽培実験指針」、つくば市「遺伝子
組換え作物の栽培に係る対応方針」、茨城県「遺伝子
組換え農作物の栽培に係る方針」に従うと共に、農環
研内部の規則、運営要領に従って試験を実施するとと
もに、関係自治体、農協、消費者団体、近隣住民（の皆
さん）等への情報提供を行っています。

遺伝子組換え植物隔離ほ場
Isolation Field for Transgenic Plants

トリプトファン高含量遺伝子組換えイネ

除草剤耐性遺伝子組換えトウモロコシ（写真右側）

遺伝子組み換え植物の安全性評価の流れ

外部からの利用
隔離ほ場の内部利用とは別に、例年秋に外部か

らの利用者の募集も行っています。2012 年度には、
（独）農業生物資源研究所による複合病害抵抗性イ
ネの隔離ほ場試験が行われています。

＊隔離ほ場試験とは、実験室・温室（閉鎖系）で
の栽培実験で導入遺伝子の形質発現や安定性に
ある程度目途のついた組換え植物を、初めて野外

（開放系）で栽培する試験で、場所と期間が限定
され、申請した場所や期間以外の栽培は認められ
ません。

実験室

温室での
評価

閉鎖系温室

環境影響
評価

隔離ほ場

収量・品質
調査

一般ほ場

カルタヘナ法 食品としての
安全性評価

食品衛生法

飼料としての
安全性評価

飼料安全法

花き遺伝子組換え
植物の開発

第二種使用 第一種使用
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効果の内容 環境保全効果を示す指標 2010 年度 2011 年度 前年度比（％）
事業エリア内で生じる
環境保全効果

全体エネルギー消費量（GJ） 232,975 190,123 82
　　電力使用量（千 kWh） 18,964 15,098 80
　　都市ガス使用量（千 m3） 86 71 83
　　石油燃料使用量（kL） 10 12 120
　　高温水使用量（GJ） 46,013 39,154 85
温室効果ガス排出量（t-CO2） 10,759 9,811 91
水資源投入量（千 m3） 183 186 101
　　上水使用量（千 m3） 123 116 94
　　井水使用量（千 m3） 60 70 116
　　研究用水使用量（千 m3）  175  171 97
廃棄物総排出量（t） 60 51 85
　　一般廃棄物（t） 18 18 100
　　産業廃棄物（t） 42 33 79
下水道排水量（千 m3） 74 58 79

環境会計情報
Environmental Accounting

環境報告書 2012 から環境会計情報についても記載を行いました。2011 年度に環境負荷削減や環境配慮の取
り組みにより投入した環境保全コストは約 1 億 6,694 万円でした（但し、環境会計を導入していないため、会計シス
テムから抽出したものに、工事・役務で把握しているコストを集計したもので、これは研究所予算の約 3.9%を占
めています）。2011 年度は東日本大震災に伴う節電による費用節減が大きく、エネルギー費の節減が約 2,421 万
円となりました。

環境保全コスト（2011 年度実績）

環境保全効果

環境保全対策に伴う経済効果（実質的効果）

コストの分類 取組内容 金額（千円）
地球環境保全コスト 146,691 

地球温暖化対策 受変電設備の改修（高効率型変圧器への更新等） 128,415 
省エネ機器の設置（保冷庫の設置） 2,310 
照明器具のセンサー化 2,384 
照明器具の更新（LED 灯への更新） 1,666 
空調機の高効率化 5,825 
断熱フィルムの貼付 2,237 
網戸、ブラインドの設置・更新 1,754 
屋上散水設備の設置 2,100 

資源循環コスト 17,960 
水環境等保全 実験廃水処理施設運転保守管理 8,820 
廃棄物・リサイクル対策 一般廃棄物処理 2,392 
化学物質対策 産業廃棄物処理 4,625 

作業環境測定（有機溶媒等） 2,123 
管理活動コスト 2,287 

自然環境保全 緑地環境整備 1,392 
環境情報開示 環境報告書作成 895 

合計 166,938 

項目 金額（千円）*
費用節減

省エネルギーによるエネルギー費の節減（電力、ガス、石油燃料使用料金） 24,207 
省資源による節減（上下水道使用料金） 3,942 
廃棄物処理費の節減（収集運搬、処理委託業務費） 1,367 

合計 29,516 

＊ 2010 年度にかかった費用から 2011 年度にかかった費用を差し引いて計算しました。
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外部の方からのご意見
External Reviewer’s Comment

環境報告書 2012を読んで
2010 年 5月、有楽町で開催された農環研シンポジ

ウムに、ゼミの学生たちと一緒に参加した。私が最も
感銘を受けた講演は、新藤純子さんの「食料増産と資
源・環境問題としての肥料」であった。肥料の過剰
利用がもたらす環境問題を、農学をコアにした視点か
ら包括的にまとめたその内容からは、栄養塩の採取
と廃棄をめぐる環境問題の解決のために、技術の役
割がいかに重要であるかが伝わってくるものだった。
その数ヶ月前に評価委員として初めて農環研で研究
発表を聞いた私は、農環研が特色ある形で環境問題
の解決に貢献していることを理解したのだが、この日
は改めてそのことを実感したのであった。

環境報告書は、その組織が環境にどれほど負荷を
かけない取り組みを行ったかを叙述することが主た
る部分を構成するが、一方で環境問題の解決のため
の技術や知見をどれだけ創り出したかも重要な要素
である。

農環研の 2012 年度環境報告書も、環境負荷を様々
な側面で減らす取り組みを報告するとともに、研究所
としての独自の研究を通じての環境貢献を概説して
いる。研究トピックスでは、農法を改変することでの
温暖化緩和への貢献、殺虫剤の使用削減や分解促進
のための研究、農作業で用いる生分解性プラスチッ
ク・シートの分解を早める酵素の発見、農業生産を
効率化するデータの整備、そして土壌と作物の放射能
汚染の濃度測定などを掲載している。どれも今日の
環境問題の解決につながる意義ある研究であると感
じる。

環境負荷低減の取り組みと並んで、その名前の通
り、農環研は農業分野から地に足をつけた形で環境
に貢献している研究所であることが、環境報告書から
わかる形になっている。しかし、なお欲張れば、研究
の地球環境面での意義が必ずしも十分に説明されて
おらず、もう少しアピールされればもっとよかったと感
じる。農環研の研究成果によって、環境問題にどのよ
うな貢献が期待されるかを、わかりやすい形で強調さ
れることが望まれる。

近年の研究者を取り巻く状況が世知辛さを増し、経
済のデフレ化とは逆に、研究者の自己評価はインフレ
化が進んでいるが、農環研は継続的に優れた成果を
産み続けているのだから、誇張せずとも少しだけ紙面
を割けば十分であろう。優れた研究がなぜ素晴らし
いかを理解できた瞬間は理由なく嬉しいものである。
農環研の成果の内容と意義が、環境報告書を通じて
多くの市民の感動を生めば、これも社会貢献の一つ
であると考える。

環境報告書編集委員会より
貴重なご意見、ご助言ありがとうございます。ご指

摘いただいたように、農環研は農業環境に関わる特
色ある研究を数多く行っており、今後とも期待に恥じ
ぬように農環研らしい研究を進めて行きたいと考え
ております。また、地球環境研究についても、読者の
方にとって分かりやすいように工夫を重ね、広報の場
でもある環境報告書において、他の研究と共に優れ
た研究成果を広く紹介していきたいと思います。

慶應義塾大学経済学部 教授

大沼　あゆみ 様
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環境報告書に対する監事監査意見書
Auditors’ Review

環境報告書に開示する内容の信頼性を高めるために、監事監査の一環としての環境監査を経て環境報告書を
発行しています。

監事は、環境活動をとりまとめた環境報告書は理事長をはじめ役職員の環境に関する業務執行の結果であると
の認識のもと、年間を通した環境監査を実施しており、環境報告書発行にあたり環境監査結果を環境報告書に対
する監事監査意見書としてまとめています。
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【電車と路線バス】
◎ JR 常磐線・牛久駅西口より
　関鉄バス「生物研大わし」「谷田部車庫」「筑波大学病院」行き
　「農業環境技術研究所」下車徒歩 3 分
◎つくばエクスプレス・みどりの駅より
　関鉄バス「農林団地循環」乗車
　「農林団地中央」下車徒歩 12 分
◎つくばエクスプレス・つくば駅よりつくばバスセンター
　関鉄バス「牛久駅」行き
　「農業環境技術研究所」下車徒歩 3 分

【自動車】
常磐自動車道谷田部 ICより約 5km
圏央道つくば牛久 ICより約 5km
国道 408 号線「布袋池」丁字路（農林団地入口）を曲がり
1 つめの信号（観音台 2 丁目）を左折、左側 2 つめの入口（約 800m）
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研究本館正面

独立行政法人農業環境技術研究所
〒305-8604 茨城県つくば市観音台 3-1-3
Tel. 029-838-8148（代表）　Fax. 029-838-8199
E-mail: www@niaes.affrc.go.jp
http://www.niaes.affrc.go.jp/
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風にきく
土にふれる
そして
はるかな時をおもい
環境をまもる

ロゴマークの青は空を、白は雲と水を、緑は生物を、
文字の茶色は土をイメージしています。
すなわち、当研究所のロゴマークには、農業環境研
究が対象とする領域が表されています。

 独立行政法人

農業環境技術研究所
National Institute for Agro-Environmental Sciences
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