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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 25 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】

新規職員向け安全管理説明会・教育
訓練 (23 年度分補講 )

生物研 H24.4.12 他 計 82 名

遺伝子組換え実験補助者向け教育
訓練

生物研 H24.4.12 他 計 720 名

遺伝子組換え実験従事者教育訓練
（定例：植物）

生物研 H24.6.18 他

伝子組換え実験従事者教育訓練
（定例：動物）

生物研 H24.6.21 他

遺伝子組換え新規実験責任者・担当
者向け教育訓練

生物研 H24.7.2 他

放射線業務従事者教育訓練 生物研（放育場） H24.4.16 計 21 名
カルタヘナ法に関する法令説明会 生物研 H24.4.25 計 27 名
継続雇用研修 生物研 H24.4.26 計 7 名
第１種承認作物業務従事者教育訓練

（定例）
生物研 H24.5.9 他 計 58 名

放射線業務従事者教育訓練 生物研 H24.5.28 計 54 名
普通救命講習会 生物研 H24.7.12

H24.7.13
計 34 名

遺伝子組換え温室群利用者説明会 生物研 H24.7.18 計 268 名
新規採用者等職場研修 生物研 H24.8.1

H24.10.15
H24.12.3

モデルブタ U/ 中井美智子
管財室 / 長谷川真弓
ダイズゲノム U/ 佐山　貴司

健康づくりセミナー「職場のコミュニ
ケーションの取り方」

生物研 H24.8.22 計 38 名

消防訓練講習会 生物研（北杜） H24.8.28 計 12 名
ハラスメント防止研修 生物研 H24.9.12 計 60 名
科学コミュニケーション研修 生物研 H24.10.2 計 75 名
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参加研修・講習会・講習会 主  催  者 日 程 所  属 / 氏  名
普通救命講習会 生物研（北杜） H24.10.18 計 10 名
コンプライアンス推進研修 生物研 H24.11.1 計 91 名
第１種使用に関する法令説明会 生物研 H24.11.7

H24.11.12
計 48 名

業務指導能力等強化研修 生物研 H24.11.28 計 30 名
安全運転講習会 生物研、（独）JIRCAS

との共催
H24.12.20 生物研からの参加

計 46 名

経理事務研修 生物研 H24.12.21
H25.1.23

計 180 名

遺伝子組換えカイコ第１種使用等に
関するセミナー

生物研 H25.1.23 計 44 名

職長研修「管理機能、高度専門職能研
修及び中間指導職能、専門職能研修」

生物研 H25.1.31 計 5 名

安全運転講習会 技会筑波事務所主催
による関連独法との
合同開催

H25.2.14 生物研からの参加　
計 24 名

実験室安全管理講習 生物研 H25.2.14 他 計 686 名
法人文書管理研修 生物研 H25.2.22 計 42 名
動物実験実施者教育訓練 （独）農研機構　　

畜草研
H25.3.13 計 20 名

【研究関係の研修】
改正放射線障害防止講習会 原子力安全技術

センター
H24.5.9 植物共生 U/ 梅原　洋佐

放射線取扱主任者「定期講習」 原子力安全技術
センター

H24.5.18 植微 U/ 吉川　　学

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　

H24.5 下旬 - H25.3 中旬 昆虫相互 U/ 前田　太郎
機能性作物 U/ 小郷　裕子
加害耐虫 U/ 松本由記子
成長制御 U/ 粥川　琢巳

第 115 回放射線防護過程 （独）放射線医学
総合研究所

H24.5.28 - H24.6.8 放育場 / 土師　　岳

平成 24 年度農林水産関係中堅研究者
研修

技会 H24.6.20 - H24.6.22 植微 U/ 秋本　千春

平成 24 年度放射線安全管理研修会 放射線障害防止中央
協議会

H24.9.28 放育場 / 山ノ内宏昭

平成 24 年度科学英語（プレゼン
テーション）研修

（独）農環研 H24.10.9 成長制御 U/ 粥川　琢巳
家畜ゲノム U/ 小川　智子
家畜ゲノム U/ 荒川　愛作
植物機能 U/ 村松　昌幸
モデルブタ U/ 中井美智子
動物生産生理 U/ 山村　　崇
昆虫ゲノム U/ 上樂　明也
ゲノムリソース U/ 佐藤　　豊

平成 24 年度農林水産関係若手研究者
研修

技会 H24.10.24 - H24.10.26 植物機能 U/ 村松　昌幸
植微 U/ 石橋　和大

平成 24 年度農研機構短期集合研修
「数理統計（基礎編）」

（独）農研機構 H24.11.5 - H24.11.9 植微 U/ 西村麻里江

平成 24 年度放射線安全管理講習会 放射線障害防止中央
協議会

H24.11.26 放育場 / 山ノ内宏昭



農業生物資源研究所　平成 24 年度年報

名
　
簿

146

参加研修・講習会 主  催  者 日 程 所  属 / 氏  名
第 192 回第 1 種放射線取扱主任者
講習

（独）原子力機構 H24.12.10 - H24.12.14 生体分子 U/ 若生　俊行、
門間　　充

Winter English Class 英語研修 つくば科学万博記念
財団

H25.2 上旬 - H25.3 中旬 家畜ゲノム U/ 谷口　雅章、
荒川　愛作
耐病性作物 U/ 森　　昌樹
モデルブタ U/ 中井美智子
成長制御 U/ 大門　高明

【知的財産関係の研修】
平成 24 年度能力担保研修 日本弁理士会 H24.4 中旬 - H24.8 中旬 モデルブタ U 兼 知財室 /

櫻井　通陽

弁理士講座（通信講座） TAC（株） H24.5 - H26.6 新機能素材 U 兼 知財室 /
桑名　芳彦

日本知的財産協会研修会 日本知的財産協会 H24.6 上旬 - H24.9 下旬 耐病性作物 U 兼 知財室 /
大竹　祐子
知財室 / 萱野　暁明、
広狩　康裕

【行政関係の研修】
特定化学物質及び四アルキル鉛等
作業主任者技能講習

安全教育センター H24.4.6 - H24.4.7 安全管理室 / 立石　　剣

安全運転管理者 茨城県公安委員会 H24.5.11 放育場 / 武弓　利雄
放射線業務従事者のための教育訓練
講習会【新規教育】

日本アイソトープ協
会

H24.5.16 安全管理室 / 海老原裕司

衛生管理講座「衛生工学衛生管理者
コース（４日コース）」

中央労働災害防止協
会

H24.5.21 - H24.5.24 管財室 / 萩野谷勝利

安全運転管理者講習 茨城県公安委員会 H24.5.30 管財室 / 坂爪　栄二
平成 24 年度チーム長等研修 （独）農研機構 H24.6.6 - H24.6.8 管財室 / 酒谷　秀俊、

佐藤　真一

リスクアセスメント実務研修 中央労働災害防止協
会

H24.6.12 庶務室 / 村岡　文子

安全運転管理者講習 茨城県公安委員会 H24.6.13 管財室 / 佐藤　俊彦、
萩野谷勝利

平成 24 年度公文書管理研修Ⅰ
（第１回）

（独）国立公文書館 H24.6.20 庶務室 / 谷田部　潤

平成 24 年度主査等Ⅱ研修 （独）農研機構 H24.6.20 - H24.6.22 企画室 / 西野　重蔵
庶務室 / 塩手　慶子
GB 事業推進室 / 白石　恵子

平成 24 年度「国際規制物資の使用に関
する申請及び報告の記載要領講習会」

核物質管理センター H24.6.22 安全管理室 / 海老原裕司

エネルギー管理講習（新規講習） 省エネルギーセンタ
ー

H24.6.27 管財室 / 佐々木　司

産業カウンセリング実践セミナー 茨城カウンセリング
センター

H24.7.3 庶務室 / 村岡　文子

平成 24 年度主査等Ⅰ研修 （独）農研機構 H24.7.11 - H24.7.13 庶務室 / 狩谷　純子
特定化学物質及び四アルキル鉛等
作業主任者技能講習

日本産業技能教習協
会

H24.7.12 - H24.7.13 安全管理室 / 古賀　保徳

給与実務研修会（諸手当関係） 日本人事行政研究所 H24.7.13 庶務室 / 於保菜々美
電気関係事業安全セミナー 電気安全全国連絡委

員会
H24.7.19 - H24.7.20 管財室 / 萩野谷勝利、

酒谷　秀俊
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参加研修・講習会 主  催  者 日 程 所  属 / 氏  名
平成 24 年度農林水産省発注者網紀
保持研修

農林水産省 H24.8.24 管財室 / 佐藤　真一、
菊地　静江、山本　隆二、
向井　智彦、本橋　智美

甲種防火管理新規講習 つくば市消防本部 H24.8.30 - H24.8.31 管財室 / 酒谷　秀俊
第１１回関東地区評価能力向上研修　
応用編　指導者養成コース

人事院関東事務局 H24.8.31 統括研究主幹 / 栗原　光規

独立行政法人実務担当者向け財務会
計研修

有限責任あずさ
監査法人

H24.9.3 - H24.9.5 経理室 / 小玉　　誠

自衛消防業務新規講習 東京防災設備保守協
会

H24.9.20 - H24.9.21 管財室 / 萩野谷勝利

平成 24 年度労働法研修 （独）農研機構 H24.9.26 - H24.9.28 庶務室 / 飯島　佐智、
於保菜々美

平成 24 年度「ニューライフサイクル
を考えるセミナー」

総務省人事・
恩給局

H24.10.4 庶務室 / 村岡　文子

公会計改革セミナー 有限責任あずさ
監査法人

H24.10.4 庶務室 / 星　　元男、
牧　　武久
管財室 / 坂爪　栄二

平成 24 年度若手育成研修（ビジネス
マナー）

（独）農研機構 H24.10.10 - H24.10.12 企画室 / 川添　裕太
評価室 / 江原　久美
管財室 / 上村　知弘

安全運転管理者講習 山梨県公安委員会 H24.10.11 庶務室 / 宮﨑　栄子
平成 24 年度ライフプランニング研修 （独）JIRCAS H24.10.16 - H24.10.17 研究主幹 / 髙野　　誠

評価室 / 渡邉紳一郎
新機能素材 U/ 羽賀　篤信
動物発生分化 U/ 松原　悠子

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 H24.10.26 庶務室 / 於保菜々美

平成 24 年度「土木工事積算実務講習
会」

建設物価調査会 H24.11.1 - H24.11.2 管財室 / 萩野谷勝利、
本橋　智美

平成２４年度障害者職業生活相談員
資格認定講習

茨城高齢・障害者雇
用支援センター

H24.11.7 - H24.11.8 庶務室 / 松井　利彦、
狩谷　純子

平成 24 年産学官・広報・知財研修 （独）農研機構 H24.11.7 - H24.11.9 広報室 / 井濃内　順、
髙橋　咲子
GB 事業推進室 / 服部　幸子

第 23 回「消費税中央セミナー」 全国間税会総連合会 H24.11.9 経理室 / 小玉　　誠、
横田　昌之

若手研究者交流のためのセミナー 技会 H24.11.14 評価室 / 森　　道治
平成 24 年度公文書管理研修Ⅰ（第 2
回）

（独）国立公文書館 H24.11.21 庶務室 / 飯島　佐智

政府出資法人の調達担当者研修会 公正取引委員会
事務総局

H24.11.26 管財室 / 西村　丈寿

平成 24 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

H24.12.6 技術支援室 / 飯泉　敏勝、
伊東　義弘、井上　潤二
管財室 / 萩野谷勝利

平成 24 年度農林水産省発注者綱紀保
持研修

農林水産省 H24.12.14 管財室 / 佐藤　俊彦、
萩野谷勝利、長谷川真弓

有機溶剤業務従事者教育インストラ
クターコース

中央労働災害防止協
会

H24.12.25 - H24.12.27 安全管理室 / 立石　　剣

平成 24 年度農林交流センターセミナ
ー「効果的な人材開発について」

技会筑波事務所 H25.1.15 統括研究主幹 / 栗原　光規
評価室 / 渡邉紳一郎、
森　　道治
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参加研修・講習会 主  催  者 日 程 所  属 / 氏  名
特定化学物質及び四アルキル鉛等
作業主任者技能講習

山梨県労働基準
協会連合会

H25.1.15 - H25.1.16 保存・情報 U/ 小瀬川英一

局所排気装置等定期自主検査者研修
コース

中央労働災害防止協
会

H25.1.28 - H25.1.30 安全管理室 / 立石　　剣

平成 24 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

H25.2.1 庶務室 / 谷田部　潤

刈払機取扱者安全教育 （株）日立建機教習
センタ

H25.2.4 技術支援室 / 谷澤　了次、
鬼鞍　千冬、田口　哲彦

特別管理産業廃棄物管理責任者に
関する講習会

日本産業廃棄物処理
振興センター

H25.2.6 庶務室 / 松井　利彦

官庁契約・公共工事と会計検査
講習会

経済調査会 H25.2.7 管財室 / 酒谷　秀俊

第 4 回関東地区セクシュアル・ハラ
スメント防止研修

（指導者養成コース）

人事院関東事務局 H25.2.8 評価室 / 森　　道治

職長等安全衛生教育 土浦労働基準協会 H25.2.14 - H25.2.15 技術支援室 / 平島　信也、
中村　　薫、飯泉　栄二、
飛田　正義、井上　潤二

第 45 回電気設備 PM（生産保全）
保全セミナー

日本電気協会 H25.2.14 - H25.2.15 管財室 / 酒谷　秀俊

平成 24 年度各府省等退職準備・生涯
生活プログラム等担当者等講習会

（関東ブロック）

総務省人事・
恩給局

H25.2.25 - H25.2.26 評価室 / 森　　道治
庶務室 / 村岡　文子

高所作業特別教育 （株）日立建機教習
センタ

H25.2.27 - H25.2.28 技術支援室 / 中澤　秀雄、
伊東　義弘、狩野　伸行、
小松崎隆男、井上　潤二

平成 24 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

経済産業省関東東北
産業保安監督部
日本電気技術者協会
関東支部共催

H25.3.7 管財室 / 萩野谷勝利、
酒谷　秀俊

平成 25 年実験動物 2 級技術者通信
教育

日本実験動物協会 H25.3 上旬 - H25.7 下旬 技術支援室 / 内山　兵一

小型車両系建設機械運転特別教育
（整地・掘削用）

（株）日立建機教習
センタ

H25.3.13 - H25.3.14 技術支援室 / 富山　浩和
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３．資格取得
【学位取得者】

博士の種類 所　属　/　氏　名 取得年月日
博士（農学） 加害耐虫 U/ 小林　徹也 H24.12.21
博士（農学） 保存・情報 U/ 山本　伸一 H25.3.12

【資格取得者】

  資格の種類  所　属　/　氏　名 取得年月日
技術士登録 植微 U/ 落合　弘和 H24.4.6
特定化学物質及び四アルキル鉛等
作業主任者技能講習

安全管理室 / 立石　　剣 H24.4.7
安全管理室 / 古賀　保徳 H24.7.13
保存情報 U（北杜）/ 小瀬川英一 H25.1.16

細胞培養士 動物生体防御 U/ 竹澤　俊明 H24.5.1
衛生管理講座「衛生工学衛生管理者
コース」

管財室 / 萩野谷勝利 H24.5.24

情報処理技術者試験（応用情報
技術者試験）

情報管理室 / 佐藤真由美 H24.6.15

エネルギー管理講習（新規講習） 管財室 / 佐々木　司 H24.6.27
甲種防火管理新規講習 管財室 / 酒谷　秀俊 H24.8.31
一般毒物劇物取扱者試験 管財室 / 萩野谷勝利 H24.9.13
自衛消防業務新規講習 管財室 / 萩野谷勝利 H24.9.21
障害者職業生活相談員資格認定講習 庶務室 / 松井　利彦、狩谷　純子 H24.11.8
特定侵害訴訟代理業務 モデルブタ U/ 櫻井　通陽 H24.12.18
情報処理技術者試験（ネットワーク
スペシャリスト試験）

情報管理室 / 佐藤真由美 H24.12.21

第１種放射線取扱主任者 生体分子 U/ 門間　　充、若生　俊行 H24.12.26
刈払機取扱者安全教育 技術支援室 / 谷澤　了次、鬼鞍　千冬、 H25.2.4

田口　哲彦
特別管理産業廃棄物管理責任者 庶務室 / 松井　利彦 H25.2.6
高所作業特別教育 技術支援室 / 中澤　秀雄、伊東　義弘 H25.2.28

狩野　伸行、小松崎隆男、井上　潤二
小型車両系建設機械運転特別教育

（整地・掘削用）
技術支援室 / 富山　浩和 H25.3.14
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４．表彰
賞の名称 受賞内容および論文名 受賞年月日 受賞者
平成 23 年度低温生物工学会 
奨励賞

ネムリユスリカにおけるアンヒドロビ
オシス誘導機構の分子基盤の解明

H24.6.1 昆虫機能 U/ 黄川田隆洋

低温生物工学会年会 
ベストプレゼンテーション賞

極限乾燥耐性昆虫ネムリユスリカと
LEA タンパク質

H24.6.1 昆虫機能 U/ 畑中　理恵

平成 24 年度日本シルク学会賞 シルクフィブロインを基盤とする新素
材の創出とその製品化技術の開発

H24.6.2 新機能素材 U/ 玉田　　靖

平成 23 年度日本シルク学会
研究奨励賞

臭化リチウム水溶液の pH 制御による
繭層全タンパク質溶解法
日本シルク学会誌 20:89-94(2012)

H24.6.2 新機能素材 U/ 村上麻理亜

第 7 回トランスポーター
研究会年会 優秀発表賞

FRET バイオセンサーを用いた細胞内ト
レハロースの検出とトレハローストラ
ンスポーター活性の再検証

H24.6.10 昆虫機能 U/ 菊田　真吾

第 31 回分子病理学研究会 
優秀ポスター賞

組織切片を利用した培養システムのが
ん研究への応用

H24.7.22 動物生体防御 U/ 濱中　祥弘

蚕糸有功賞 H24.11.2 技術支援室 / 和泉　清二
蚕糸功労賞 H24.11.2 昆虫ゲノム U/ 行弘　研司
サイエンスアゴラ賞 えっ？そんなに身近なの？遺伝子組換

え技術を知ろう。
H24.11.20 広報室、組換え推進室

日本動物実験代替法学会
論文賞

Development of an Alternative 
Test for Skin Sensitization Using 
a Three-dimensional Human Skin 
Model Consisting of Dendritic Cells, 
Keratinocytes and Fibroblasts（樹状細
胞、表皮角化細胞および線維芽細胞か
ら成る三次元ヒト皮膚モデルを用いた
皮膚感作性代替試験の開発）

H24.12.8 国立衛研 / 内野　　正、
動物生体防御 U/
竹澤　俊明、
国立衛研 / 五十嵐良明、
西村　哲治

NIAS 研究奨励賞 免疫不全ブタの研究開発 H25.1.15 モデルブタ U/ 鈴木　俊一
NIAS 創意工夫賞 遺伝子組換えカイコ飼育施設における

安全なホルムアルデヒド燻蒸マニュアル
の作成

H25.1.15 技術支援室 / 中村　　薫、
橋本　好二

NIAS 創意工夫賞 Web ブラウザを利用するジーンバンク
事業センターバンク業務補助システム
の開発

H25.1.15 保存・情報 U/ 山﨑　福容

日本蚕糸学会進歩賞（技術賞）Reinstatement of the 27th linkage 
group in the classical linkage map of 
Bombyx mori by molecular linkage 
analysis of faint-green cocoon gene

（淡緑色繭遺伝子の分子連鎖解析による
カイコ連鎖地図の第 27 連鎖群の復元）

H25.3.18 日本大学 / 間瀬　啓介、
昆虫機能 U/ 平山　　力、
組換えカイコ U/
飯塚　哲也、岡田　英二、
昆虫ゲノム U/ 生川　潤子、
門野　敬子、山本　公子

日本応用動物昆虫学会賞 カメムシ類の幼若ホルモンの構造決定
とその機能の研究

H25.3.27 成長制御 U/ 小瀧　豊美 

平成 24 年度日本育種学会
奨励賞

イネ活性型トランスポゾン mPing による
ゲノム改変機構のゲノミクス解析

H25.3.27 多様性活用 U/ 内藤　　健

平成 24 年度日本育種学会
奨励賞

イネの根の形態と構造に関する遺伝
解析と耐乾性育種への展開

H25.3.27 イネゲノム育種 U/
宇賀　優作 
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賞の名称 受賞内容および論文名 受賞年月日 受賞者
日本植物病理学会論文賞 Localization of probe-accessible chitin 

and characterization of genes encoding 
chitin-binding domains during rice.
Magnaporthe oryzae interactions.
Journal of General Plant Pathology 
77(3), 163-173, 2011

（イネ - いもち病菌相互作用における細胞
表層キチンの局在性ならびにキチン結合
ドメインをコードする遺伝子群の解析）

H25.3.27 耐病性作物 U/ 望月　進、
東京農工大学 / 齋藤 憲一郎
耐病性作物 U/ 南　　栄一、
西澤　洋子

日本薬学会第 133 年会 
優秀発表賞

新規エラスチンペプチド含有コラーゲン
ビトリゲル膜の開発とその薬剤応答性
の血管平滑筋モデル構築への応用

H25.3.28 動物生態防御 U/ 越智　翔平

日本作物学会論文賞 Identification of chromosomal regions 
controlling the leaf photosynthetic 
rate in rice by using a progeny from 
japonica and high-yielding indica 
varieties.
Plant Production Science 14(2): 118―
127 (2011)

（日本型水稲と多収インド型水稲の交雑
後代を用いての光合成速度を制御する
染色体領域の同定）

H25.3.28 イネゲノム育種 U/
安達　俊輔、
東京農工大学 / 二戸奈央子、

（独）農研機構　作物研 /
近藤　始彦、
イネゲノム育種 U/
山本　敏央、

（独）農研機構　作物研 /
荒井（三王）裕見、
イネゲノム育種 U/
安藤　　露、
東京農工大学 / 大川泰一郎、
先端ゲノムセンター /
矢野　昌裕、
東京農工大学 / 平沢　　正

５．評価委員名簿
委員名 よみ 所　属・役　職
久保　健雄 くぼ たけお 東京大学大学院 教授
小林　迪弘 こばやし みちひろ 名古屋大学大学院 名誉教授
佐藤　英明 さとう えいめい 東北大学大学院 教授
篠崎　一雄 しのざき かずお （独）理研 植物科学研究センター長
遠藤　　隆 えんどう たかし 京都大学大学院 教授
経塚　淳子 きょうづか じゅんこ 東京大学大学院 准教授
五條堀　孝 ごじょうぼり たかし 国立遺伝研 教授
妹尾堅一郎 せのお けんいちろう NPO 法人 産学連携推進機構 理事長、東京大学 特任教授
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