農業環境技術研究所年報 平成23年度

３．行政等からの要請による委員会等への専門家の派遣一覧
主催者名
環境省（(財)残量農薬研究所受託）

委員会名

役職

「平成23年度農薬の大気経由による影響評価事業」
気経由による飛散リスク評価検討委員会

農薬の大

委員

環境省（(財)自然環境研究センター受 平成23年度環境省環境研究総合推進費「クマ類の個体数推定法
アドバイザー
託）
の開発に関する研究」
環境省（(財)日本環境衛生センターア 「平成23年度大気モニタリンデータ総合解析ワーキンググルー
委員
ジア大気汚染研究センター受託）
プ」
環境省（(財)日本環境衛生センター受 環境省「越境大気汚染・酸性雨対策検討会
託）
着の生態系影響評価ワーキンググループ」

平成23年度酸性沈

委員

環境省（(社)日本水環境学会受託）

環境省環境研究総合推進費平成23年度革新型研究開発領域「非
委員
特定汚染源からの流出負荷量の推計手法に関する研究」検討会

環境省（(独)国立環境研究所受託）

平成23年度環境研究総合推進費「北極高緯度土壌圏における未
委員
来温暖化影響予測の高精度化に向けた観測及びモデル開発研
究」検討会

環境省（公立大学法人兵庫県立大学
受託）

平成23年度環境省環境研究総合推進費「野生動物保護管理のた
アドバイザー
めの将来予測および意思決定支援システムの構築」

環境省（国立大学法人東京農工大学
受託）

農用地土壌環境調査手法等検討調査会

環境省（三菱UFJリサーチ&コンサル 平成23年度温室効果ガス排出量算定方法検討会
ティング(株)受託）
源分科会
環境省（三菱UFJリサーチ＆コンサル
平成23年度温室効果ガス排出量算定方法検討会
ティング(株)受託）
環境省（三菱UFJリサーチ＆コンサル
平成23年度温室効果ガス排出量算定方法検討会
ティング(株)受託）

評価委員
森林等の吸収

委員

農業分科会」 委員
農業分科会」 委員

環境省（三菱UFJリサーチ＆コンサル
平成23年度森林等の吸収問題に関するワーキング・グループ
ティング(株)受託）

委員

環境省（日本エヌ・ユー・エス(株)受
「平成23年度
託）

委員

新規POPs等研究会」

環境省自然環境局（(財)自然環境研究
平成23年度侵略的外来種リスト検討会における検討委員
センター受託）

委員

環境省水・大気環境局

平成23年度越境大気汚染・酸性雨対策研究会（生態影響分科
会）

環境省水・大気局（いであ(株)受託）

平成23年度環境省農薬残留対策総合調査「水質農薬残留調査検
委員
討会」及び「環境負荷解析調査検討会」

検討員

環境省土壌環境課（(株)環境管理セン 「平成23年度農用地未規制物質対策調査（分析・解析・検討）
委員
ター受託)
検討委員会」
環境省土壌環境課（(株)環境管理セン 「平成23年度農用地未規制物質対策調査（分析・解析・検討）
委員
ター受託)
検討委員会」

経済産業省（ジェイカムアグリ(株))

平成23年度地球温暖化問題等対策調査（非エネルギー起源温室
効果ガス関連地球温暖化対策技術普及等推進事業）「コーティ
委員
ング肥料普及による農耕地からのN2O削減」に関する方法論の
検討会」

経済産業省（ジェイカムアグリ(株))

平成23年度地球温暖化問題等対策調査（非エネルギー起源温室
効果ガス関連地球温暖化対策技術普及等推進事業）「コーティ
委員
ング肥料普及による農耕地からのN2O削減」に関する方法論の
検討会」

人事院

国家公務員採用総合職試験

（農芸化学）

専門委員

人事院

国家公務員採用総合職試験

（農芸化学）

専門委員

日本学術会議

日本学術会議IGAC小委員会

日本学術会議
日本学術会議

日本学術会議「環境学委員会・地球惑星科学委員合同
IGBP・WCRP・DIVERSITAS合同分科会 GLP小委員会」
日本学術会議「環境学委員会・地球惑星科学委員合同
IGBP・WCRP・DIVERSITAS合同分科会 MAHASRI小委員
会

委員
委員
委員
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主催者名

委員会名

役職

日本学術会議

日本学術会議環境学委員会・地球惑星科学委員会合同IGBP・
WCRP合同分科会iLEAPS小委員会

日本学術会議

日本学術会議土木工学・建築学委員会学際連携分科会環境工学
委員
連合小委員会

農林水産省((財)日本水土総合研究所
受託）

基盤整備における農地土壌への炭素貯留に関する検討会

農林水産省・環境省

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
に関する法律施行規則第10条の規定に基づき農林水産大臣及び 学識経験者
環境大臣が意見を聴く学識経験者

農林水産省（(株)循環社会研究所受
託）

農林水産省生産局「平成23年度環境保全型農業推進調査事業検
委員
討委員会」

農林水産省（(株)循環社会研究所受
託）

農林水産省生産局「平成23年度環境保全型農業推進調査事業検
委員
討委員会」

農林水産省（(株)循環社会研究所受
託）

農林水産省生産局「平成23年度環境保全型農業推進調査事業検
委員
討委員会」

農林水産省（(財)残留農薬研究所）

農林水産省平成23年度農薬等安全確保強化対策事業における
「農薬の後作物残留調査事業検討委員会」

委員

委員

委員

農林水産省（(社)農林水産技術情報協 「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」一次（書
評価者
面）審査に係る評価者
会受託）
農林水産省（(社)農林水産技術情報協 農林水産省競争的資金平成24年度「新たな農林水産政策を推進
専門評価委員
会受託）
する実用技術開発事業」の公募における一次（書面）審査
農林水産省（一般社団法人日本海事
検定協会食品衛生分析センター 受
託）

農林水産省委託事業 平成23年度遺伝子組換え農産物リスク管
理強化事業（生物検査実施方法検討調査委託事業）生物検査実 推進委員
施方法検討調査

農林水産省（一般社団法人日本海事
検定協会食品衛生分析センター 受
託）

農林水産省委託事業 平成23年度遺伝子組換え農産物リスク管
理強化事業（生物検査実施方法検討調査委託事業）生物検査実 推進委員
施方法検討調査

平成23年度地球温暖化防止に貢献する農地基盤整備推進調査に
農林水産省（三菱UFJコンサルティン
かかわる炭素貯留量の評価手法等作成業務「平成23年度 農地 委員
グ(株)受託）
基盤における炭素貯留評価に関する検討会」
平成23年度地球温暖化防止に貢献する農地基盤整備推進調査に
農林水産省（三菱UFJコンサルティン
かかわる炭素貯留量の評価手法等作成業務「平成23年度 農地 委員
グ(株)受託）
基盤における炭素貯留評価に関する検討会」
農林水産省（三菱UFJリサーチ＆コン 平成23年度農林水産業由来温室効果ガス排出量の精緻化等に関
委員
サルティング(株)受託）
する検討委員会
農林水産省（北海道農業共済組合受
託）

農林水産省「農業共済高度情報化推進事業」の「衛星画像を活
検討委員
用した損害評価方法の確立事業」

農林水産省横浜植物防疫所

病害虫リスク分析手法専門家意見交換会

分析手法専門家

農林水産省関東農政局

関東地域農業気象協議会

委員

農林水産省関東農政局

関東地域農業気象協議会

幹事

農林水産省消費・安全局

石灰窒素中のメラミンの試験等に関する検討委員会

検討委員

農林水産省消費・安全局植物防疫課

発生予察除法の作成に係る協力

専門家

農林水産省生産局

農作物野生鳥獣被害対策

アドバイザー

農林水産省生産局

農作物野生鳥獣被害対策

アドバイザー

農林水産省生産局（温暖化対策土壌
機能調査協議会受託）

生産局「生産環境総合対策事業のうち土壌由来温室効果ガス・
土壌炭素調査事業（営農活動による炭素貯留量調査）」技術検 委員
討会

農林水産省生産局技術普及課普及指
導員資格試験事務局

普及指導員資格試験

試験委員

農林水産省大臣官房長

食料・農業・農村政策審議会

専門委員
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主催者名

委員会名

役職

農林水産省大臣官房統計部

水稲の作柄に関する委員会委員

委員

農林水産省農林水産技術会議事務
局、環境省自然環境局

平成23年度生物多様性影響評価検討会

委員

農林水産省農林水産技術会議事務局
筑波事務所

農学情報資源システム運営会議

委員

農林水産省農林水産技術会議事務局
筑波事務所

農林水産研究情報総合センター2012年システム設計作業部会

委員

農林水産省農林水産技術会議事務局
筑波事務所

農林水産研究情報総合センター2012年システム調達に関する委
委員
員会

文部科学省、環境省

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
に関する法律施行規則第10条の規定に基づき文部科学大臣及び 学識経験者
環境大臣が意見を聴く学識経験者

文部科学省（公立大学法人大阪市立
大学受託）

文部科学省ナショナルバイオリソースプロジェクト「酵母遺伝
委員
資源運営委員会」

文部科学省科学技術・学術政策局

放射性物質の沈着状況等調査委員会

委員

文部科学省研究開発局

気候変動予測研究検討会

検討会委員

文部科学省研究開発局

平成23年度地球観測技術等調査研究委託事業「地球環境情報統
委員
融合プログラム」委託機関選定審査委員

つくば市

つくば市景観審議会

委員

つくば市

つくば市景観審議会

委員

茨城県

いばらきエコイノベーション推進委員会

委員

茨城県農林水産部

神栖市有機ヒ素汚染対策に係る検討会

委員

青森県（(財)環境科学技術研究所）

「平成23年度排出放射性炭素の蓄積評価に関する実験調査」遂
委員
行のための「排出放射性炭素の蓄積評価検討委員会」

青森県（(財)環境科学技術研究所）

「平成23年度放射性ヨウ素環境移行パラメータ調査」遂行のた
委員
めの「放射性ヨウ素環境移行パラメータ調査検討委員会」

青森県（(財)環境科学技術研究所受
託）

「平成23年度排出放射能環境移行調査」遂行のための「排出放
委員
射能環境意向調査検討委員会」

千葉県

千葉県試験研究機関評価委員会環境研究センター課題評価専門
構成員
部会

福島県

「環境創造戦略拠点基本構想検討委員会」

委員

北海道環境生活部

平成23年度エゾシカ保護管理検討会

委員

北海道空知総合振興局（(財)北海道農 北海道空知総合振興局委託業務「農業農村整備事業LCA検討委
委員
業近代化技術研究センター受託）
員会」
(独)宇宙航空研究開発機構

地球圏総合診断委員会

委員

(独)宇宙航空研究開発機構（(株)有人 (独)宇宙航空研究開発機構「平成23年度食料安全保障分野の地
委員
宇宙システム受託）
球観測衛星利用研究会」
(独)宇宙航空研究開発機構（(株)有人 (独)宇宙航空研究開発機構「平成23年度食料安全保障分野の地
委員
宇宙システム受託）
球観測衛星利用研究会」
(独)宇宙航空研究開発機構（(株)有人 (独)宇宙航空研究開発機構「平成23年度食料安全保障分野の地
委員
宇宙システム受託）
球観測衛星利用研究会」
(独)宇宙航空研究開発機構（(株)有人 (独)宇宙航空研究開発機構「平成23年度食料安全保障分野の地
委員
宇宙システム受託）
球観測衛星利用研究会」
(独)宇宙航空研究開発機構（学校法人 (独)宇宙航空研究開発機構委託業務「地球環境変動観測ミッ
委員
ション(GCOM)ユーザー要求条件書等の検討・改訂」委員会
東海大学受託）
(独)国際農林水産業研究センター

英文誌JARQ編集委員

編集委員
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主催者名

委員会名

役職

(独)国際農林水産業研究センター

英文誌JARQ編集委員

編集委員

(独)国立環境研究所

平成23年度「除草剤耐性遺伝子の流動に関する調査・研究業
務」検討会

委員

(独)種苗管理センター

調査研究評価委員会

委員

(独)森林総合研究所

遺伝子組換え生物等第一種使用等業務安全委員会

委員

(独)水資源機構

グランドカバープランツに関するアドバイザリーグループ

委員

(独)日本学術振興会

科学研究費委員会

専門委員

(独)日本原子力研究開発機構

施設利用

委員

(独)日本原子力研究開発機構人事部長 職員採用試験研究業績評価委員

委員

(独)日本原子力研究開発機構福島技術 「福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の第二次分布状
委員
況等に関する調査研究」技術検討会
本部福島環境安全センター
(独)日本原子力研究開発機構福島支援
除染技術等調査事業推進委員会
本部企画調整部

委員

(独)日本原子力研究開発機構福島支援 「警戒区域、計画的避難区域等における除染モデル事業選考委
委員
員会」
本部福島環境支援事務所
(独)日本原子力研究開発機構福島支援
本部福島環境支援事務所
(独)農業・食品産業技術総合研究機構
生物系特定産業技術研究支援セン
タ
(独)農業・食品産業技術総合研究機構
中央農業総合研究センター

「福島第一原子力発電所事故に係る避難区域等における除染実
委員
証業務推進員会」
「イノベーション創出基礎的研究推進事業」書類審査専門委員 専門委員
中央農業総合研究センター統計解析相談グループ

(独)農業・食品産業技術総合研究機構
中央農業総合研究センター統計解析相談グループ相談協力員
中央農業総合研究センター

相談協力員
相談協力員

(独)農業生物資源研究所

第1種使用規定承認組み換え作物の使用に関する業務安全i委員
委員
会

(独)農林水産消費安全技術センター

肥料評価検討会

委員

(独)農林水産消費安全技術センター

肥料等技術検討会

委員

(独)農林水産消費安全技術センター

業務運営懇談会

委員

(独)農林水産消費安全技術センター

農薬検査部における調査研究に係る外部評価委員

外部評価委員

(独)農林水産消費安全技術センター

ISO/TC34/SC16遺伝子組換え体等企画専門分科会

委員

(財)資源・環境観測解析センター

PALSARデータ利用委員会

委員

(財)日本植物調節剤研究協会

全般関係薬効薬害試験委員会

専門調査員

(財)日本植物防疫協会、(財)日本植物
環境残留試験
調節剤研究協会

委員

(社)全国農業改良普及支援協会

平成23年度普及活動情報基盤整備事業「広域連携・活動支援シ
チーム員
ステム構築に係る課題解決支援のための支援チーム」

(社)地球環境資源センター

(社)地球環境資源センター技術検討委員会

委員

(社)日本下水道協会

「再生と利用」編集委員会

委員

(社)日本下水道協会

下水汚泥由来肥料の利用促進連絡会

委員
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主催者名

委員会名

役職

(社)日本植物防疫協会

新農薬実用化試験・成績検討委員

委員

(社)農業農村工学会

「農地の除染対策技術検討委員会」

委員

(独)水資源機構

被覆植物に関する検討委員会

委員

(独）日本原子力研究開発機構人事部
任期付研究員研究業績評価委員会
長

委員

AsiaFlux

AsiaFlux Workshop 2011 Local Prganaizing Committee

運営委員

JapanFlux

JapanFlux

運営委員

海洋政策研究財団(財)シップ・アン
ド・オーシャン財団

排出規制海域設定に関する評価モデル調査研究委員会

委員

国立大学法人筑波大学

学位論文審査委員会

委員

国立大学法人筑波大学

学位論文審査委員会

委員

全国環境保全型農業推進会議

全国環境保全型農業推進会議

委員

独立行政法人宇宙航空研究開発機構

第一期水循環変動観測衛星(GCOM-W1)開発完了審査会

専門委員

(社)日本環境測定分析協会

環境測定分析士試験･認定委員会

委員

(社)日本植物防疫協会

雑誌「植物防疫」

編集常任委員

(独)国際協力機構

JICA平成23年度地域研修

講師

(独)国際協力機構（JICA）

酸性雨の影響評価分析にかかるキャパシティディベロップメン
講義
ト

JA神奈川

平成23年度土づくり研究推進協議会

講師

環境省（(公益財団法人)日本科学技術 環境省「平成23年度ジフェニルアルシン酸等の健康影響に関す
班員
振興財団受託）
る調査研究（分析研究班）」
環境省（(公益財団法人)日本科学技術 環境省「平成23年度ジフェニルアルシン酸等の健康影響に関す
班員
振興財団受託）
る調査研究（分析研究班）」
国立大学法人京都大学

京都大学ポケットゼミ

講師

国立大学法人埼玉大学

CREST研究課題シンポジウム

講師

国立大学法人山形大学

農学部「先輩から学ぶ」

講師

国立大学法人北海道大学

RIRiC「はなしてガッテン」プロジェクト

スタッフ

山形県農業総合研究センター

平成23年度山形県農業総合研究センタースキルアップ研修会

講師

神戸市立六甲アイランド高校

武田科学振興財団「2011年度高等学校理科教育振興奨励」

講師

大分県農林水産研究指導センター

数理統計基礎研修・応用編

講師

大分県農林水産研究指導センター

数理統計基礎研修・基礎編

講師

栃木県立宇都宮高校

SPP（サイエンス・パートーナー・シップ）事業

講師

農林水産研究交流センター

第155回農林交流センターワークショップ「分子系統樹推定
法：理論と応用」

コーディネータ
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主催者名

委員会名

役職

農林水産省横浜植物防疫所

植物防疫官専門研究（害虫コース）

講師

農林水産省横浜植物防疫所

平成23年度植物防疫官専門研修

講師

農林水産省関東農政局

平成23年度関東ブロック

講師

農林水産省那覇植物防疫所

平成23年度JICA集団研修「ミバエ類温度処理殺虫技術」コース
講師
（応用統計学）

富山県農林水産総合技術センター

気候の温暖化がイネを中心とした作物栽培に及ぼす影響と適応
客員研究員
策に関する指導・助言

福岡県農業総合試験場

統計研修

講師

福島県農林水産部長

民間等提案型放射性物質除去・低減技術実証事業

審査員

文部科学省

放射線量等分布マップの作成等に係る検討会

委員

文部科学省国際研究専門官、ISTC
SAC議長

ISTC（国際科学技術センター）提案書審査

審査員

和歌山県立日高高校

SSH（スーパー・サイエンス・スクール）事業

講師

土壌保全対策技術研究会

