
農業環境技術研究所年報　平成22年度

３．人事

種別 研修名 受講者数 実施機関 研修期間

平成22年度新規採用者研修（4.1付け) 1 (独)農業環境技術研究所 4月1日～2日、5月17
日、5月24日　全4日
間

農環研統計ＧＩＳ研修 延べ25 (独)農業環境技術研究所 5月～12月

新規ﾈｯﾄﾜｰｸ利用者講習会 11 (独)農業環境技術研究所 5月14日、7月14日、9
月17日

放射線障害防止のための教育訓練 22 (独)農業環境技術研究所 5月21日

毒物・劇物に関する講習会 97 (独)農業環境技術研究所 6月10日

所内グループウエア講習会 延べ16 (独)農業環境技術研究所 6月15日、8月17日、9
月17日

「女性研究者支援事業」説明会 (独)農業環境技術研究所 7月8日

平成22年度新規採用者研修（8.1付け) 3 (独)農業環境技術研究所 8月2日～10日

平成22年度簿記検定試験のための学習会 1 (独)農業環境技術研究所 8月4日～12月4日まで

全27回

平成22年度科学英語研修 26 (独)農業環境技術研究所 9月13日

健康教室「老化について考える－アンチエイ
ジングは可能か？－」

43 (独)農業環境技術研究所 9月27日

外部資金応募に関する説明会 40 (独)農業環境技術研究所 10月8日

ﾈｯﾄﾜｰｸ情報ｾｷｭﾘﾃｨ研修 延べ204 (独)農業環境技術研究所 10月26日、29日

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））

32 (独)農業環境技術研究所 11月16日

平成22年度新規採用者研修（1.1付け) 2 (独)農業環境技術研究所 1月4日～5日

平成22年度第33回英語研修 2 文部科学省　研究交流セン
ター

４月～12月まで

全50回

平成22年度農林水産関係研究リーダー研修 3 農林水産技術会議事務局 6月1日～2日

平成22年度チーム長研修 1 (独)農研機構 6月9日～11日

平成22年度主査等Ⅱ研修 2 (独)農研機構 6月23日～25日

農林水産関係中堅研究者研修 3 農林水産技術会議事務局 7月6日～8日

平成22年度第2回知的財産権研修(初級) 1 (独)工業所有権情報･研修館 7月6日～9日

平成22年度エネルギー管理講習　新規講習 2 (財)省エネルギーセンター 7月7日

平成22年度主査等Ⅰ研修 2 (独)農研機構 7月14日～16日
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種別 研修名 受講者数 実施機関 研修期間

第Ⅰ種衛生管理者受験準備講習会 1 (社)東京労働基準協会連合会 7月20日～23日

平成22年度チーム員研修 1 (独)農研機構 9月15日～17日

数理統計研修(基礎編Ⅰ） 1 (独)農研機構 11月8日～12日

平成22年度後期図書資料関係研修 1 農林水産技術会議事務局　筑
波事務所

11月8日

平成22年度農林水産関係若手研究者研修 3 農林水産技術会議事務局 12月15日～17日

平成22年度危険物取扱者試験準備講習会 1 （社）茨城県危険物安全協会
連合会

1月17日～18日

平成22年度農業機械化研修（トラクタ高度整

備技術コース2G）

1 農林水産研修所 1月17日～2月10日

平成22年度英語研修Winter English Class 3 文部科学省　研究交流セン
ター

2月～4月まで全10回

仕事と家庭の両立推進セミナー 1 (財)21世紀職業財団 10月7日

メンタルヘルスケアセミナー 1 (財)21世紀職業財団 11月9日

採用面接講座 2 (株)日本経営協会総合研究所 11月30日

安全運転講習会 19 農林水産技術会議事務局　筑
波事務所

12月7日

平成22年度茨城職業リハビリテーション推進

フォーラム

1 （独）高齢・障害者雇用支援
機構

1月11日

独立行政法人等情報公開・個人情報保護担当
者連絡会議

1 総務省 1月24日

公文書等の管理に関する法律の施行に伴う独
立行政法人等説明会

1 内閣府 1月25日

法人文書管理規則制定に資する説明会 1 農林水産省 1月28日

公文書管理法制セミナー 1 (財)行政管理研究センター 2月21日

労働基準法改正と労働時間管理に関する説明
会

2 土浦労働基準監督署 2月23日
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(2) 受賞・表彰 

 

日本雑草学会賞（業績賞） 

與語 靖洋（有機化学物質研究領域） 

「リグニン生合成系制御に関する生理生化学的研究」 

 

日本植物病理学会賞 

對馬 誠也（農業環境インベントリーセンター） 

「イネもみ枯れ細菌病の生態と防除に関する研究」 

 

第 1 回日本鳥学会黒田賞 

天野 達也（生物多様性研究領域） 

「鳥類個体群の時空間動態を明らかにする包括的アプローチ」 

 

第 28 回日本土壌肥料学会奨励賞 

前島 勇治（土壌環境研究領域） 

「西日本に分布する赤色系土壌の生成過程とその年代に関する研究」 

 

第 15 回日本生態学会宮地賞 

天野 達也（生物多様性研究領域） 

「階層的な生物動態の理解・予測に挑むモデリング」 

 

日本農薬学会奨励賞 

横山 淳史（有機化学物質研究領域） 

「河川水生昆虫に対する農薬の影響に関する研究」 

 

平成 22 年度農環研若手研究者奨励賞 

 村上 政治 （土壌環境研究領域） 

  「カドミウム高吸収イネ品種を用いたカドミウム汚染水田の浄化技術の開発に関する究」 

  水口 亜樹 （生物多様性研究領域） 

   「遺伝子組換え植物の生物多様性影響に関する研究」 

 

 

平成 22 年度永年勤続者表彰 （起算日：平成 22 年 4 月 1 日） 

  （30 年以上） 

    長谷部 亮 （研究統括主幹） 

     鈴木 忠男 （研究技術支援室） 

     加藤 英孝 （物質循環研究領域） 

     對馬 誠也 （農業環境インベントリーセンター） 

  （20 年以上） 

     樋田 新一 （企画戦略室） 

     菊地 常夫 （財務管理室） 

     新藤 純子 （物質循環研究領域） 

     麓  多門 （物質循環研究領域） 

     杉山  恵 （土壌環境研究領域） 

     堀田 光生 （生物生態機能研究領域） 

     三中 信宏 （生態系計測研究領域） 

     稲生 圭哉 （農業環境インベントリーセンター） 
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(3) 叙勲 

 

平成 22 年秋の叙勲（平成 22 年 11 月 10 日） 

浅賀 宏一（元農業環境技術研究所所長） 

瑞宝中綬章 

 

高齢者叙勲 

澁谷 政夫（元農業環境技術研究所 化学部）（平成 22 年 9 月 1 日） 

瑞寶雙光章 

 

松坂 𣳾明（元農業環境技術研究所 化学部長）（平成 23 年 1 月 1 日） 

瑞寶小綬章 

 

死亡叙勲 

   鬼鞍  豊（元農業環境技術研究所 環境研究官）（平成 22 年 8 月 27 日) 

瑞寶小綬章 

 

新井 秀雄（元農業環境技術研究所 総務部長）（平成 22 年 9 月 24 日) 

     瑞寶小綬章 

       

久保田 徹（元農業環境技術研究所 環境資源部長）（平成 22 年 12 月 19 日) 

     瑞寶小綬章 

    

栗原  淳（元農業環境技術研究所 資材動態部長）（平成 23 年 1 月 27 日） 

瑞寶小綬章 
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