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１．役員名簿

所　　　属　 ・ 　役　　職　　名 氏名

理事長 石毛　光雄

理事 廣近　洋彦

理事 新保　　博

監事 長谷川峯夫

監事 （非常勤） 一川　邦彦

（平成 24 年 3 月 31 日現在）

２．人材育成に係る研修
参加研修 ・ 講習会 主　　催　　者 日　　　程 所　　属　/　氏　名

【所内研修会等】

新規採用者等職場研修 生物研 H23.4.13 ～ H23.4.15 
H23.4.20、 H23.4.26

植物共生 U/ 下田　宜司
成長制御 U/ 大門　高明
作物ゲノム U/ 小林　史典
家畜ゲノム U/ 荒川　愛作
組換えカイコ U/ 坪田　拓也
植微 U/ 石橋　和大

放射線業務従事者教育訓練 生物研 
（放射線育種場）

H23.4.18 計 22 名

遺伝子組換え実験関連の
法令説明会

生物研 H23.4.22、 H23.6.2 計 37 名

再雇用研修 生物研 H23.4.28 計 7 名

遺伝子組換え実験補助者向け
教育訓練

生物研 H23.4.25 ～ H23.4.28 
H23.5.9 ～ H23.5.10

計 749 名
遺伝子組換え実験従事者
教育訓練 （定例 ： 動物）

生物研 H23.5.13、 H23.5.26

遺伝子組換え実験従事者
教育訓練 （定例 ： 植物）

生物研 H23.5.16、 H23.5.20

放射線業務従事者教育訓練 生物研 H23.5.19、 H23.9.16 計 45 名

第 1 種承認作物業務従事者
教育訓練 （定例）

生物研 H23.5.26 計 19 名

化学物質の管理に関する
説明会

生物研 H23.6.1 ～ H23.6.10 計 289 名

普通救命講習会 生物研、 （独）
JIRCAS との共催

H23.7.6 ～ H23.7.7 計 32 名

健康づくりセミナー
「熱中症関係」

生物研 H23.7.8 計 66 名

評価者研修 生物研 H23.7.12 計 19 名

健康づくりセミナー
「メンタルヘルス関係」

生物研 H23.9.1 計 36 名

ハラスメント防止研修 生物研 H23.9.13 計 95 名

管理監督者のための職場の
メンタルヘルスセミナー

生物研 H23.11.29 計 36 名
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参加研修 ・ 講習会 主　　催　　者 日　　　程 所　　属　/　氏　名

安全運転講習会 農林水産技術会議事
務局筑波事務所主催

H23.12.8 計 26 名

コンプライアンス推進研修 生物研 H23.12.12 計 110 名

安全運転講習会 生物研、 （独）
JIRCAS との共催

H23.12.13 計 106 名

科学コミュニケーション研修 生物研 H24.1.18 計 42 名

普通救命講習会 生物研 （北杜） H24.1.30 計 5 名

決算実務研修 生物研 H24.2.10 
H24.2.23 
H24.2.29

計 95 名

消防訓練講習会 生物研 （北杜） H24.2.27 計 6 名

管理監督者のための職場の
メンタルヘルスセミナー

生物研 H24.2.28 計 12 名

動物実験実施者教育訓練 生物研 ・ （独） 農研
機構　中央農研、
畜草研との共催

H24.3.5 計 42 名

実験室の安全管理に関する
説明会

生物研 H24.3.6 ～ H24.3.27 計 712 名

法人文書管理説明会 生物研 H24.3.12 
H24.3.16

計 46 名

【研究関係の研修】

科学技術コミュニケータ養成
プログラム

北海道大学 H23.5.7 ～ H24.3.10 広報室 / 髙橋　咲子

英語研修 研究交流センター ・
つくば科学万博記念
財団共催　

H23.5 中旬～
H23.12 下旬

昆微 U/ 陰山　大輔
耐病性作物 U/ 高橋　　章
機能性作物 U/ 小郷　裕子

フーリエ変換赤外分光光度計
付き顕微鏡操作技術研修

日本分光 （株） H23.5.19 新機能素材 U/ 秦　　珠子

コムギの仲間の外部形態による
分類と染色体観察の講習会

京都大学 H23.5.31 ～ H23.6.1 作物ゲノム U/ 小林　史典

放射線取扱主任者試験の
ための受験対策セミナー

（株） 通商産業研究社 H23.6.20 ～ H23.6.25 放育場 / 西村　宜之

第 3 回遺伝子組換え実験安全
研修会

全国大学等
遺伝子研究支援施設
連絡協議会

H23.7.2 安全管理室 / 立石　　剣、 古賀　保徳
イネゲノム U/ 杉本　和彦
耐病性作物 U/ 山崎　宗郎
モデルブタ U/ 淵本大一郎
昆微 U/ 渡部　賢司
動物発生分化 U/ 古澤　　軌

平成 23 年度農林水産関係
若手研究者研修

農林水産技術会議
事務局

H23.7.5 ～ H23.7.7 植物共生 U/ 下田　宜司
動物生産生理 U/ 林　　憲悟

平成 23 年度農林水産関係
研究リーダー研修

農林水産技術会議
事務局

H23.7.28 ～ H23.7.29 放育場 / 西村　　実

平成 23 年度放射線安全管理
研修

放射線障害防止
中央協議会

H23.9.16 放育場 / 山ノ内宏昭

放射線取扱主任者講習 日本アイソトープ協会 H23.10.7 放育場 / 山ノ内宏昭

平成２３年度農研機構短期
集合研修 
「数理統計 （基礎編・応用編）」

（独） 農研機構 H23.11.7 ～ H23.11.18 昆微 U/ 村上 理都子

英語研修 研究交流センター ・
つくば科学万博記念
財団共催　

H24.2 上旬～
H24.3 上旬

機能性作物 U/ 川勝　泰二、
小郷　裕子

放射線安全管理研修会 放射線障害防止
中央協議会

H24.2.24 放育場 / 山ノ内宏昭
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参加研修 ・ 講習会 主　　催　　者 日　　　程 所　　属　/　氏　名

【知的財産関係の研修】

日本知的財産協会協会研修会 日本知的財産協会 H23.6.13 ～ H24.2.16 知財室 / 萱野　暁明、 広狩　康裕
モデルブタ U 兼 知財室 / 櫻井　通陽

知的財産権研修 （独）工業所有権情報・
研修館

H23.7.11 ～ H23.7.14 新機能素材 U 兼 知財室 / 桑名　芳彦
イネゲノム U 兼 知財室 / 福田　篤徳

平成 23 年度日本弁理士会新
人研修

日本弁理士会 H23.8.6 ～ H23.8.27 モデルブタ U 兼 知財室 / 櫻井　通陽

平成 23 年度特許法等改正説
明会

特許庁 H23.9.16 モデルブタ U 兼 知財室 / 櫻井　通陽

民法、 民事訴訟法に関する基
礎研修

日本弁理士会 H23.10.18 ～ H24.2.28 モデルブタ U 兼 知財室 / 櫻井　通陽

EPO 特許セミナー 日本国際知的財産
保護協会

H23.10.24 知財室 / 小田　邦幸

2011 年度特許調査セミナー 
（実務に即した中国特許調査）

日本パテントデータ
サービス （株）

H23.10.26 知財室 / 広狩　康裕

知的財産権講座 
（利権活用し得る米国特許明
細書）

発明協会 H23.11.10 ～ H23.11.11 知財室 / 広狩　康裕

米国特許講座（第4回、第5回） 日本国際知的財産
保護協会

H23.12.6、 H24.1.17 知財室 / 広狩　康裕

2011 年度特許情報検索
セミナー （知的財産ＴＩＰ集）

日本パテントデータ
サービス （株）

H24.2.21 知財室 / 広狩　康裕

【行政関係の研修】

平成 23 年度管理者研修 （独） 農研機構 H23.5.24 ～ H23.5.26 管財室 / 坂爪　栄二

安全衛生推進者養成講習 山梨県労働基準協会
連合会

H23.5.24 ～ H23.5.25 庶務室 / 宮﨑　栄子

人事評価制度運用セミナー （株） ケー・デー・シー H23.6.3 庶務室 / 牧　　武久
評価室 / 森　　道治

平成 23 年度チーム長研修 （独） 農研機構 H23.6.8 ～ H23.6.10 管財室 / 萩野谷勝利

窓口対応者としての心得
セミナー ： セクハラパワハラ

21 世紀職業財団 
茨城事務所

H23.6.15 庶務室 / 小林　栄一

安全運転管理者等講習 茨城県公安委員会 H23.6.17 管財室 / 坂爪　栄二

平成 23 年度エネルギー
管理講習 （新規講習）

省エネルギーセンター H23.6.21 管財室 / 坂爪　栄二

公文書管理法制セミナー 行政管理研究センター H23.6.21 庶務室 / 小林　栄一
庶務室 / 塩手　慶子

平成 23 年度主査等研修 （Ⅱ） （独） 農研機構 H23.6.22 ～ H23.6.24 安全管理室 / 菊地　静江
組換え推進室 / 石川　達夫

平成 23 年度危険物取扱者
保安講習

茨城県危険物安全
協会連合会

H23.7.13 技術支援室 / 島根　克佳

平成 23 年度主査等研修 （Ⅰ） （独） 農研機構 H23.7.13 ～ H23.7.15 経理室 / 飯田美登里
管財室 / 本橋　智美、 宇野　康雄

平成 23 年度危険物取扱者
保安講習

茨城県危険物安全
協会連合会

H23.7.20 技術支援室 / 柳橋　正章、根本　英男、
小松崎隆男、 杉本　恵一
管財室 / 本橋　智美

給与実務研修会（諸手当関係） 日本人事行政研究所 H23.7.25 庶務室 / 於保菜々美

平成 23 年度公文書管理研修
Ⅱ （第 1 回）

（独） 国立公文書館 H23.7.25 ～ H23.7.29 庶務室 / 海老原裕司

リスクアセスメント実務研修 中央労働災害防止
協会

H23.8.5 庶務室 / 谷田部　潤

安全運転管理者等講習 山梨県公安委員会 H23.8.5 庶務室 / 宮﨑　栄子

政策評価セミナー 行政管理研究センター H23.8.22 評価室 / 渡邉紳一郎
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参加研修 ・ 講習会 主　　催　　者 日　　　程 所　　属　/　氏　名

独立行政法人実務担当者向け
財務会計研修

あずさ監査法人 
東京事務所

H23.8.22 ～ H23.8.24 経理室 / 狩谷　純子

職長安全衛生教育 土浦労働基準協会 H23.8.25 ～ H23.8.26 技術支援室 / 塚田　亀雄

ニューライフサイクルを考える
セミナー

総務省 H23.9.2 評価室 / 森　　道治
庶務室 / 谷田部　潤、 平山兵八郎

安全運転管理者等講習 茨城県公安委員会 H23.9.14 管財室 / 佐藤　俊彦、 萩野谷勝利

平成 23 年度チーム員研修 （独） 農研機構 H23.9.14 ～ H23.9.16 企画室 / 川添　裕太
経理室 / 小玉　　誠
管財室 / 中原　敏誠

平成 23 年度政策評価
相互研修会

未来工学研究所 H23.9.26 評価室 / 渡邉紳一郎

平成 23 年度簿記研修 （3 級） （独） 農研機構 H23.9.26 ～ H23.11.17 経理室 / 西山　　智、 狩谷　純子、
小玉　　誠

第 49 回政府関係法人
会計事務職員研修

財務省会計センター H23.10.3 ～ H23.11.18 経理室 / 東海林麻衣

ストレスマネジメント研修 （株） インソース H23.10.5 庶務室 / 谷田部　潤
評価室 / 森　　道治

ＩＴ集合研修 （定期開催コース） グローバルナレッジ
ネットワーク （株）

H23.10.13 ～ H23.10.18 情報管理室 / 佐藤真由美

給与実務研修会
（人事院勧告説明会）

日本人事行政研究所 H23.10.14 庶務室 / 小野寺 勉

健康教室
（メンタルヘルス講演会）

（独） 農環研 H23.10.19 庶務室 / 谷田部　潤
成長制御 U/ 小瀧　豊美
昆微 U/ 村上理都子

化学物質に関するライン課長 ・
職長研修

中央労働災害防止
協会

H23.11.8 安全管理室 / 古賀 保徳

平成 23 年度産学官 ・ 広報 ・
知財研修

（独） 農研機構 H23.11.9 ～ H23.11.11 広報室 / 猪井喜代隆

給与実務研修会 （俸給関係及
び給与の支給関係）

日本人事行政研究所 H23.11.11 庶務室 / 於保菜々美

関東地区評価能力向上研修 
＜ロールプレイ編＞
指導者養成コース

人事院関東事務局 H23.11.15 評価室 / 渡邉紳一郎

専門的な実務知識習得講座 労働調査会 H23.11.15 庶務室 / 牧　　武久

消費税中央セミナー 全国間税会総連合会 H23.11.18 経理室 / 村上　　亮、 飯田美登里

平成 23 年度コミュニケーション
研修

（独） 農研機構 H23.11.18 GB 事業推進室 / 服部　幸子
評価室 / 森　　道治

平成 23 年度農林水産省
発注者綱紀保持研修

農林水産省 H23.12.5 企画室 / 大部　正史、 川添　裕太
管財室 / 坂爪　栄二、 小林　一善、
大下　健雄、 中原　敏誠

情報公開法制セミナー 行政管理研究センター H23.12.15 庶務室 / 小林　栄一

公文書管理法制セミナー 行政管理研究センター　H23.12.22 庶務室 / 塩手　慶子

平成 23 年度関東地区
行政管理 ・ 評価セミナー

総務省関東管区
行政評価局

H24.1.13 管財室 / 坂爪　栄二

任用実務研修会 日本人事行政研究所 H24.1.27 庶務室 / 於保菜々美

平成 23 年度農林水産省
発注者綱紀保持研修

農林水産省 H24.2.3 管財室 / 西村　丈寿、 鳥居　幸美、
村岡　文子、 添田　周平
組換え推進室 / 石川　達夫

第 11 回 FB FORUM
 人事労務セミナー

（株） フォーブレーン H24.2.9 庶務室 / 柴田　明子

第 44 回電気設備 PM セミナー 日本電気協会 H24.2.9 ～ H24.2.10 管財室 / 酒谷　秀俊

有機溶剤作業主任者技能講習 東京労働基準協会
連合会

H24.2.20 ～ H24.2.21 安全管理室 / 立石　　剣

平成 23 年度評価 ・ 監査中央
セミナー

総務省行政評価局 H24.2.21 ～ H24.2.22 評価室 / 渡邉紳一郎



農業生物資源研究所　平成 23 年度年報

名
　
簿

130

参加研修 ・ 講習会 主　　催　　者 日　　　程 所　　属　/　氏　名

平成 23 年度自家用電気工作
物設置者及び 
電気主任技術者セミナー

経済産業省 H24.2.28 管財室 / 萩野谷勝利

「給与実務の実例」 研修会 日本人事行政研究所 H24.2.28 庶務室 / 於保菜々美

衛生管理研修会 「簡易測定器
を用いた環境評価」

中央労働災害防止
協会

H24.3.2 安全管理室 / 立石　　剣

第 2 回メンタリング研修会 （独） 農研機構 H24.3.21 ～ H24.3.26 情報管理室 / 川田真佐枝

３．資格取得・表彰
【学位取得者】

博士の種類 所　属 / 氏　名 取得年月日

博士 （学術） 昆虫ゲノム U/ 木原　眞実 H23.9.26

【資格取得者】

資格の種類 所属 氏名 取得年月日

弁理士登録 モデルブタ U/ 櫻井　通陽 H23.4.20

情報処理技術者 情報管理室 / 佐藤真由美 H23.8.5

簿記検定３級 経理室 / 西山　　智、 小玉　　誠 H23.11.20

有機溶剤作業主任者 安全管理室 / 立石　　剣 H24.2.21

【表彰受賞者】

表彰名等 受賞課題 受賞年月日 氏名 （所属 ・ 氏名）

日本育種学会論文賞 Genetic structure revealed by a whole-
genome single-nucleotide polymorphism 
survey of diverse accessions of cultivated 
Asian rice (Oryza sativa L. )

H23.3.25 先端ゲノムセンター / 矢野　昌裕
多様性活用 U/ 江花　薫子
イネゲノム U/ 米丸　淳一、
福岡　修一、 金森　裕之

日本育種学会奨励賞 葉老化に関する分子遺伝学的研究 H23.3.29 ゲノムリソース U/ 佐藤　豊

2011 年度 読売テクノ ・
フォーラム ゴールド ・
メダル賞

いもち病の量的抵抗性遺伝子の発見と活用 H23.4.13 イネゲノム U/ 福岡　修一

高分子学会若手ポスター賞　　
2011　第 1 回 NMR 研究会

固体 NMR 測定によるシルクフィブロイン
スポンジ構造の評価

H23.5.13 新機能素材 U/ 橋本　朋子

（第 4 回外温動植物の環境
生理学に関する国際シンポ
ジウム　セッション 1 ～ 4 に
おける 2 番目のベスト口頭
発表賞）

ユスリカの極限環境適応と非常に小さい
ゲノムサイズについて

H23.7.22 昆虫機能 U/ コルネット ・ リシャー

アジア菌学会優秀ポスター
賞 （Outstanding Poster 
Presentation Award)

命名者同定腊葉標本の形態的 ・
分子生物学的形質に基づくベニバナ
炭疽病菌 Gloeosporium carthami  (Fukui) 
Hori et Hemmi とシュンギク炭疽病菌
G. chrysanthemi Hori の再同定 （第 2 報）

H23.8.10 分類評価 U/ 佐藤　豊三

第 8 回日本植物学会賞
特別賞

遺伝子組換え植物に関する研究基盤構築
と理解増進に関する貢献

H23.9.18 広報室 / 笹川　由紀

第 60 回 日本応用糖質
科学会ポスター賞

環状イソマルトオリゴ糖グルカノトランスフェ
ラーゼの合目的変異導入による生成物特
異性の制御

H23.9.29 生体分子 U/ 門間　　充、
藤本　　瑞、 鈴木　喜大
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表彰名等 受賞課題 受賞年月日 氏名 （所属 ・ 氏名）

日本農芸化学会関東支部
若手奨励賞

昆虫の排泄器官における糖の再吸収に関
与するトランスポーターの同定

H23.10.15 昆虫機能 U/ 菊田　真吾

貞明皇后記念蚕糸科学賞　
（財団法人大日本蚕糸会）

「布団わた “シルクフィル” の開発とその
製品化」

H23.11.1 技術支援室 / 熊井　敏夫、
庶務室 / 宮﨑　栄子 

蚕糸功労賞
　（財団法人大日本蚕糸会）

H23.11.1 昆微 U/ 宮本　和久

蚕糸有功賞
　（財団法人大日本蚕糸会）

H23.11.1 技術支援室 / 中村　　薫

日本動物実験代替法学会
第 24 回大会優秀演題賞

コラーゲンビトリゲル膜チャンバー内に構築
したヒト角膜上皮モデルの有用性 ： 化学物
質暴露後の経上皮電気抵抗値の経時変化
を指標として眼刺激性を外挿する新しい
アプローチ

H23.11.12 動物生態防御 U/ 山口　宏之

極限環境生物学会
ポスター賞

極限乾燥耐性昆虫ネムリユスリカの LEA
タンパク質は乾燥時に抗凝集活性を示す

H23.11.27 昆虫機能 U/ 畑中　理恵

Louis Pasteur Prize 2011
（ルイ ・ パスツール賞 
2011）

22nd Congress of the International 
Sericultural Commission
（第 22 回国際養蚕委員会学術大会）

H23.12.16 昆虫領域 / 三田　和英

NIAS 研究奨励賞 イネの根系形態に関与する遺伝子の同定
とその育種的利用

H24.1.10 イネゲノム U/ 宇賀　優作

NIAS 創意工夫賞 マメ類の脱粒器の考案 H24.1.10 技術支援室 / 野堀　隆弘

NIAS 創意工夫賞 桑葉育における蚕架上蔟法の改良 H24.1.10 技術支援室 / 井波　勇二、
三澤　利彦

NIAS 創意工夫賞 所内情報共有ネットワークシステムを活用
した人事評価手続きの自動化及び評価結
果情報のデータベース化

H24.1.10 情報管理室 / 三橋　初仁

知の市場 奨励賞 H24.1.30 理事長 / 石毛　光雄

日本農薬学会業績賞
（研究） 望月喜多司記念賞

昆虫成長制御剤の標的分子に関する研究 H24.3.14 成長制御 U/ 塩月　孝博

日本植物生理学会　
奨励賞

アブシジン酸受容および情報伝達機構に
関する研究

H24.3.17 放育場 / 西村　宜之

Animal Science Journal 
Excellent Paper Award
（日本畜産学会欧文誌
 優秀論文賞）

Single nucleotide polymorphisms of the KIT 
and KITLG  genes in pigs. Animal Science 
Journal  79(3): 303-313 (2008) 「ブタのKIT
（proto-oncogene tyrosine-protein kinase）
および KITLG （KIT ligand） 遺伝子の一塩
基多形」

H24.3.28 動物領域 / 粟田　　崇
先端ゲノム解析室 / 松本　敏美、
浜島　紀之

日本育種学会論文賞 土壌カドミウムを高率に除去するイネのカド
ミウム集積に係わる QTL の検出

H24.3.29 先端ゲノムセンター / 矢野　昌裕
イネゲノム U/ 山本　敏央、
田口 （塩原） 文緒
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４．評価委員名簿
委員名 よみ 所　　　属　　　 ・ 　　役　　　職

久保　健雄 くぼ たけお 国立大学法人東京大学大学院 教授

小林　迪弘 こばやし みちひろ 国立大学法人名古屋大学大学院 教授

佐藤　英明 さとう えいめい 国立大学法人東北大学大学院 教授

篠崎　一雄 しのざき かずお 独立行政法人理化学研究所 植物科学研究センター長

遠藤　　隆 えんどう たかし 国立大学法人京都大学大学院 教授

経塚　淳子 きょうづか じゅんこ 国立大学法人東京大学大学院 准教授

五條堀　孝 ごじょうぼり たかし 大学共同利用機関法人情報 ・ システム研究機構　国立遺伝学研究所 教授

妹尾堅一郎 せのお けんいちろう
特定非営利活動法人 産学連携推進機構 理事長

国立大学法人 東京大学 特任教授
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