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1. 役員名簿

所属・役職名 氏　名
理 事 長 廣近　洋彦

理  事 長峰　　司

理  事 町井　博明

監  事 木瀬　　互

監  事（非常勤） 長谷川峯夫

（平成26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】
新規従事者向け遺伝子組換え実験・教育訓練 生物研 H25.4.2 他 計 92 名

新規従事者向け実験室の安全管理講習
（化学物質の安全）

生物研 H25.4.2 他 計 90 名

新規従事者向け実験室の安全管理講習
（電気の安全）

生物研 H25.4.2 他 計 69 名

遺伝子組換え温室群利用者説明会 生物研 H25.17 他 計 303 名

放射線業務従事者教育訓練 生物研（放育場） H25.4.22 他 計 26 名

遺伝子組換え・第一種使用教育訓練 生物研 H25.4.22 他 計 75 名

労働安全衛生法教育訓練
「有害物質の人体に対する影響」

生物研 H25.23 他 計 474 名

新規採用者等職場研修 生物研 H25.4.24-26 組換えカイコU/ 笠嶋めぐみ
動物生体防御U/ 新開　浩樹

継続雇用研修 生物研 H25.4.26 計 11 名

カルタヘナ法に関する法令説明会 生物研 H25.5.10 計 37 名

第一種使用に関する法令説明 生物研 H25.5.10 計 39 名

労働安全衛生法教育訓練
「作業環境管理／関係法令」

生物研 H25.5.27 他 計 229 名

普通救命講習会 生物研 H25.7.17,18 計 32 名
評価者研修 生物研 H25.8.2 計 18 名

消防訓練講習会 生物研（北杜） H25.8.20 計 13 名

遺伝子組換え（飛翔性昆虫）
飼育施設利用者説明会

生物研 H25.9.18 他 計 37 名

ハラスメント防止研修 生物研 H25.10-( 通年） ※－

防火・防災訓練、自衛消防組織任務教育 生物研 H25.10.9 計 25 名

研究職員倫理研修 生物研 H25.10-12 計 100 名
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参加研修・講習会 主  催  者 日 程 所  属 / 氏  名
カイコ第一種使用に関する法令説明会 生物研 H25.11.1 計 21 名

科学コミュニケーション研修 生物研 H25.11.6 計 49 名

遺伝子組換え実験・定例教育訓練
（基礎）

生物研 H25.11.13 他 計 607 名

遺伝子組換え実験・定例教育訓練
（応用）

生物研 H25.11.13 他 計 263 名

メンテナンス担当者向け遺伝子組換え
実験・教育訓練

生物研 H25.11.20 他 計 16 名

健康づくりセミナー
「慢性疲労と睡眠について」

生物研 H25.11.20 計 40 名

ホルムアルデヒト燻蒸に関する説明会 生物研 H25.12.3 計 19 名

安全運転講習会 生物研、（独）
JIRCAS との共催

H25.12.5 計 85 名

生物研、（独）技会
筑波事務所主催に
よる関連独法との
合同開催

H25.12.12 生物研からの参加　
計 61 名

作業環境管理に関する説明会
「クロロホルムの使用について」

生物研 H25.12.12 計 42 名

危険物管理に関する説明会 生物研 H25.12.12,13 計 45 名

普通救命講習会 生物研（放育場） H26.1.23 計 20 名

救命講習会 生物研 ( 北杜 ) H26.1.28 計 7 名

業務指導能力等強化研修 生物研 H26.2.4 計 26 名

情報セキュリティ研修 生物研 H26.2.7 他 計 893 名

技術専門職員採用者現地研修 生物研 H26.2.12-13 計１名

メンタルヘルス講習会 生物研 ( 北杜 ) H26.2.26 計 7 名

経理事務研修 生物研 H26.3.7 計 24 名

健康講話 生物研（放育場） H26.3.12 計 19 名

※ハラスメント防止研修は、所内グループウェアによる e-learning のため、参加者数の集計はしていない

【研究関係の研修】
放射線取扱主任者「定期講習」 原子力安全技術

センター
H25.5.14 植物共生 U/ 梅原　洋佐

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　

H25.5.22 - 12.19 ダイズゲノムU/ 佐山　貴司　

平成 25 年度農林水産関係研究リーダー研修 技会 H25.5.30-31 研究主幹 /朝岡　潔

短期留学 米国マサチューセ
ッツ州立大学
獣医動物科学部

H25.7.8-15 モデルブタU/ 中井美智子

平成 25 年度農林水産関係中堅研究者研修 技会 H25.7.10-12 新機能素材U/ 寺本　英敏
昆微U/ 陰山　大輔

第 16 回電顕講習会 細胞構造研究会（神
戸大学）

H25.7.13-14 昆微 U/ 陰山　大輔

平成 25 年度放射線安全管理研修会 放射線障害防止中
央協議会

H25.9.25 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
平成 25 年度科学英語（英語論文作成）研修（独）農環研 H25.10.8 作物ゲノムU/ 半田　裕一

昆虫ゲノムU/ 上樂　明也
家畜ゲノムU/ 谷口　雅章
荒川　愛作、小川　智子
ダイズゲノムU/ 佐山　貴司
ゲノム機能改変U/
遠藤　真咲、雑賀　啓明
植物機能U/ 村松　昌幸

平成 25 年度農林水産関係若手研究者研修 技会 H25.11.27-29 機能性作物U/ 小郷　裕子
モデルブタU/ 中井美智子

平成 25 年度放射線安全管理講習会 放射線障害防止中
央協議会

H25.12.13 放育場 / 山ノ内宏昭

英語研修 (WINTER ENGLISH CLASS) 研究交流センター・
つくば科学万博記
念財団共催

H26.2.4-3.11 広報室 / 井濃内　順
GB推進室 /知花　高志

【知的財産関係の研修】
平成 25 年度第 2回知的財産権研修
( 初級 )

（独）工業所有権情
報・研修館

H25.6.24-27 知財室 / 猪井喜代隆

日本知的財産協会研修会 ( Ｂ初級コース ) 日本知的財産協会 H25.8.29-30,
9.4-6

知財室 / 猪井喜代隆

2013 年度臨時研修会「交渉学（入門）」 日本知的財産協会 H25.9.11 知財室 / 広狩　康裕

2013年度定例コース「関東WW26国際契約」日本知的財産協会 H25.10.25, 11.5
12.12,  26.1.21

知財室 / 広狩　康裕

弁理士講座（通信教育） ( 株 ) 東京リーガル
マインド

H25.10-H26.7 知財室 / 猪井喜代隆

【行政関係の研修】
作業環境測定実技基礎講習 日本作業環境測定

協会
H25.4.16 安全管理室 /立石　　剣

作業環境測定士登録講習 日本作業環境測定
協会

H25.4.17-19 安全管理室 /立石　　剣

人事評価評価者訓練 ( 独 ) 農研機構 H25.5.27 経理室 / 永石　一秋

平成 25 年度チーム長等研修 ( 独 ) 農研機構 H25.6.12-14 情報管理室 /新関　幸子

衛生管理講座「衛生工学衛生管理者
コース（2日コース）」

中央労働災害防止
協会

H25.6.13-14 安全管理室 /立石　　剣

安全運転管理者講習 茨城県公安委員会 H25.6.17 放育場 / 武弓　利雄

衛生管理講座「衛生工学衛生管理者
コース（5日コース）」

中央労働災害防止
協会

H25.6.17-21 安全管理室 /古賀　保徳

安全運転管理者講習 茨城県公安委員会 H25.6.18 管財室 / 福井　信治

自衛消防業務新規講習 東京防災設備保守
協会

H25.6.19-20 昆虫領域 /野田　隆志

公文書管理セミナー 行政管理研究セン
ター

H25.6.25 庶務室 / 谷田部　潤

化学物質リスクアセスメント  専門研修
（健康障害防止コース）

中央労働災害防止
協会

H25.6.25-26 安全管理室 /立石　　剣

平成 25 年度主査等Ⅱ研修 ( 独 ) 農研機構 H25.6.26-28 企画室 / 渡邊　邦彦
評価室 /森　　道治
管財室 /佐々木　司

作業環境測定士試験受験準備講習
（2種：デザイン・サンプリング）

日本作業環境測定
協会

H25.7.1 安全管理室 /古賀　保徳



農業生物資源研究所　平成 25 年度年報

名　

簿

135

参加研修・講習会 主  催  者 日 程 所  属 / 氏  名
安全運転管理者講習 茨城県公安委員会 H25.7.4 技術支援室 /小山　朗夫

管財室 /萩野谷勝利

各府省等カウンセラー講習会
（中央・関東ブロック）

総務省人事・恩給
局

H25.7.10 庶務室 / 村岡　文子

平成 25 度主査等Ⅰ研修 ( 独 ) 農研機構 H25.7.17-19 経理室 / 西山　　智
管財室 /大下　健雄

ホームページセミナー 日本広報協会 H25.7.18-19 広報室 / 高橋　咲子

作業環境測定実技基礎講習
（Aコース：共通科目）

日本作業環境測定
協会

H25.7.23 安全管理室 /古賀　保徳

第 48 回電気関係事業安全セミナー 電気安全全国連絡
委員会

H25.7.25-26 管財室 / 萩野谷勝利

甲種防火管理新規講習 つくば市消防本部 H25.8.6-7 管財室 / 立川　宏臣

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任
者技能講習

茨城労働基準協会
連合会

H25.8.22-23 昆微Ｕ兼安全管理室 /
和田　早苗

日本実験動物協会主催通信教育スクーリング 日本実験動物協会 H25.8.31- 9.1 技術支援室 /内山　兵一

平成 25 年度アーカイブズ研修Ⅰ (独 )国立公文書館 H25.9.4 庶務室 / 谷田部　潤

安全運転管理者講習 山梨県公安委員会 H25.10.8 庶務室 / 宮崎　栄子

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 H25.10.11 評価室 / 菊地　静江

平成 25 年度産学官・広報・知財研修 ( 独 ) 農研機構 H25.10.17 広報室 / 田口　和代
昆虫機能U/ 志村　幸子

農林水産本省発注者綱紀保持研修 農林水産省 H25.10.28 企画室 / 少貳　年章
管財室 /酒谷　秀俊、
濁川　隆史

エネルギー管理講習（新規講習） 省エネルギーセン
ター

H25.10.31 管財室 / 福井　信治、
立川　宏臣

平成 25 年度公文書管理研修Ⅰ ( 第 2回 ) ( 独 ) 国立公文書館 H25.11.6 庶務室 / 前田　篤子

平成 25 年度ライフプラン研修 ( 独 )JIRCAS H25.11.13 知財室 / 萩尾　髙志
広報室 /井濃内　順
ゲノムリソースU/
長村　吉晃、
動物発生分化U/ 内藤　　充

作業環境測定士登録講習（特化物 ) 日本作業環境測定
協会

H25.11.14-15 安全管理室 /立石　　剣

判例に学ぶ化学物質管理とリスクヘッジ 中央労働災害防止
協会

H25.11.18 安全管理室 /立石　　剣

第 24 回「消費税中央セミナー」 全国間税会総連合
会

H25.11.20 経理室 / 飯田美登里

作業環境測定士登録講習（有機溶剤 ) 日本作業環境測定
協会

H25.11.21-22 安全管理室 /立石　　剣

政府出資法人の調達担当者研修会
( 第 19 回 )

公正取引委員会事
務総局

H25.11.26 管財室 / 立川　宏臣

労働災害防止に向けた講演会 ( 独 ) 農研機構 H25.12.2, 9 計 16 名

平成 25 年度公文書管理研修Ⅱ（第 2回） ( 独 ) 国立公文書館 H25.12.6 庶務室 / 谷田部　潤

局所排気装置 A to Z 中央労働災害防止
協会

H26.1.15 安全管理室 /立石　　剣

有機溶剤作業主任者技能講習 茨城労働基準協会
連合会

H26.1.22-23 新機能素材U/ 秦　　珠子

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任
者技能講習

労働安全衛生管理
協会

H26.1.25-26 組換えカイコU/ 内野　恵郎
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参加研修・講習会 主  催  者 日 程 所  属 / 氏  名
防災管理点検資格者講習 東京防災救急協会 H26.1.27-28 管財室 / 萩野谷勝利

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

H25.2.5 庶務室 / 横田　昌之

平成 25 年度人権に関する国家公務員等研修
会（後期）

法務省人権擁護局 H26.2.13 庶務室 / 牧　　武久

個人ばく露測定の実際と評価 中央労働災害防止
協会

H26.2.17 安全管理室 /立石　　剣

甲種防火管理新規講習 つくば市消防本部 H26.2.27-28 管財室 / 立川　宏臣

平成 25 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

H26.2.28 管財室 / 萩野谷勝利

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任
者技能講習

茨城労働基準協会
連合会

H26.3.13-14 技術支援室 /中村　　薫、
三澤　利彦、橋本　好二
組換えカイコU/ 岡田　英二

独立行政法人等決算留意事項セミナー 有限責任あずさ監
査法人

H26.3.13 経理室 / 村上　　亮、
飯田美登里、小玉　　誠

3. 資格取得

【学位取得者】
　平成 25 年度は取得者なし

【資格取得者】

資格の種類  所　属　/　氏　名 取得年月日
作業環境測定士 安全管理室 /立石　　剣 H25.5.24

情報処理技術者（情報セキュリティスペシャリスト試験） 情報管理室 /佐藤真由美 H25.6.21

衛生工学衛生管理者 安全管理室 /立石　　剣 H25.7.3

安全管理室 / 古賀　保徳 H25.7.17

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 昆微U/ 和田　早苗 H25.8.27
二級知的財産管理技能士（管理業務） 知的財産室 /猪井喜代隆 H25.9.12

実験動物２級技術者 技術支援室 /内山　兵一 H25.12.10

危険物取扱者（甲種） 安全管理室 /立石　　剣 H25.12.24

有機溶剤作業主任者 新機能素材U/ 秦　　珠子 H26.1.23

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 組換えカイコU/ 内野　恵郎 H26.2.3

特別管理産業廃棄物管理責任者 庶務室 /横田　昌之 H26.2.5

甲種防火管理者 管財室 /立川　宏臣 H26.2.28

防火管理点検資格者 管財室 /萩野谷勝利 H26.3.5

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 組換えカイコU/ 岡田　英二
技術支援室 /橋本　好二、三澤　利彦、
中村　　薫

H26.3.14

危険物取扱者（甲種） 作物ゲノムU/ 川東　広幸
植微U/ 石川　雅之

H26.3.26
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4. 表彰
賞の名称 受賞課題名 受賞年月日 受賞者
平成 25年度日本農学賞・
第 50 回読売農学賞

イネの量的形質に関する分子遺伝学的
研究

H25.4.5 先端ゲノムセンター /
矢野　昌裕

文部科学大臣表彰科学技術
賞

光信号伝達系と概日時計による光周性
花芽形成の分子機構研究

H25.4.16 植物生産生理U/ 井澤　　毅

日本組織培養学会 奨励賞 Development of a culture method 
activating hepatic function of HepG2 
cells utilizing a collagen vitrigel 
membrane chamber and its application 
to assay systems for liver metabolism 
and toxicity（コラーゲンビトリゲル膜
チャンバーを用いたヒト肝がん細胞の
賦活化培養法の開発とその肝代謝・毒
性評価システムへの応用 )

H25.5.31 動物生体防御U/ 押方 　歩

日本微生物資源学会 学会
賞

植物病原菌類の分類学的研究および微
生物遺伝資源の利用に向けた基盤構築

H25.6.27 分類評価 U/ 佐藤　豊三

NIAS 研究奨励賞 研究リソースとしてのイネ遺伝子発現
情報収集及びデータベース構築

H25.7.9 ゲノムリソースU/ 佐藤　　豊

NIAS 研究奨励賞 幼若ホルモン（JH）による変態制御遺
伝子の発現誘導機構の解明とそれを利
用した JHスクリーニングシステムの高
度化

H25.7.9 成長制御 U/ 粥川　琢巳

NIAS 研究奨励賞 キスペプチン神経系による繁殖制御機
構の解明

H25.7.9 動物生産生理U/ 若林　嘉浩

NIAS 創意工夫賞 吸引式種子精選装置の考案 H25.7.9 技術支援室 /井上　潤二、
谷澤 了次、平島　 信也、
飯泉 　栄二、秋葉 　光孝、
飯泉　 敏勝、中澤　 秀雄、　　　
伊東　 義弘

NIAS 創意工夫賞 発芽試験支援システムの開発 H25.7.9 GB 事業推進室 /戸嶋　　栄

第 61 回日本ウイルス学会
学術集会 優秀ポスター賞

宿主抵抗性因子 Tm-1 のトマトモザイク
ウイルス複製タンパク質認識機構の解
明

H25.11.10 生体分子 U/ 加藤　悦子
植微U/ 石橋　和大　　　　　
生体分子U/ 小林千歩子
植微U/ 石川　雅之

第 124 回日本育種学会秋
季大会講演会 日本育種学
会優秀発表賞

ダイズミニコアコレクションにおける
開花期のゲノムワイド関連解析

H25.11.19 ダイズゲノムU/ 津田　麻衣
佐賀大学 /渡辺　啓史
ダイズゲノムU/ 清水　武彦、
町田　佳代、石本　政男、
加賀　秋人

第 124 回日本育種学会秋
季大会講演会 日本育種学
会優秀発表賞

Vigna 属ゲノムプロジェクト H25.11.19 ゲノムインフォU/ 坂井　寛章 
多様性活用U/ 内藤　　健、
小木曽映里
ダイズゲノムU/ 加賀　秋人
ゲノムインフォU/ 伊藤　　剛
多様性活用U/ 友岡　憲彦

第 124 回日本育種学会秋
季大会講演会 日本育種学
会優秀発表賞

Vigna 属野生種のNeo-domestication H25.11.19 多様性活用U/ 高橋　　有、
内藤　　健、伊勢村武久、
武藤　千秋、加賀　秋人、
友岡 憲彦
ゲノムインフォU/ 坂井　寛章 

つくば医工連携フォーラム
2014 ベストポスター賞

生体組織の三次元的な機能・構造再生
に関する研究

H26.1.28 新機能素材U/ 神戸　裕介

平成 26 年度日本農学賞 ･
第 51 回読売農学賞

鳥類における発生工学技術の開発と遺
伝子操作・遺伝子保存への展開に関す
る先駆的研究

H26.1.28 動物発生分化U/ 内藤　　充
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賞の名称 受賞課題名 受賞年月日 受賞者
日本蚕糸学会賞 カイコにおける特異的代謝機構に関す

る研究
H26.3.10 昆虫機能 U/ 平山　　力 

日本蚕糸学会進歩賞
（技術賞）

Linkage analysis of a dominant 
resistance gene to the 
entomopathogenic fungus Beauveria 
brongniartii  in the silkworm, Bombyx 
mori .（昆虫病原糸状菌Beauveria 
brongniartii に対するカイコの抵抗性遺
伝子の関連検索）

H26.3.10 昆微 U/ 和田　早苗

日本蚕糸学会進歩賞
（技術賞）

Development of a clonal analysis system 
in the silkworm, Bombyx mori , mediated 
by FLP and FRT.

H26.3.10 組換えカイコU/ 河本　夏雄、
冨田秀一郎

2014 年度日本畜産学会賞 ウシ下垂体ホルモン分泌の中枢性調節
機構に関する研究

H26.3.27 動物生産生理U/ 粕谷　悦子

日本薬学会第134年会 優秀
発表賞

薬剤応答性の血管平滑筋モデル : エラス
チンペプチド含有コラーゲンビトリゲ
ル膜の片面上に多層化したヒト大動脈
平滑筋細胞

H26.3.31 動物生体防御U/ 野田　衣里

5. 評価委員名簿
委員名委員名 よみよみ 所　属・役　職所　属・役　職
石川　幸男 いしかわ 　ゆきお 東京大学大学院　教授

伴戸　久徳 ばんど　ひさのり 北海道大学大学院　教授

眞鍋　　昇 まなべ　 のぼる 東京大学大学院　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

小林　正智 こばやし　まさとも 理化学研究所　バイオリソースセンター　コーディネーター

吉村　　淳 よしむら　あつし 九州大学大学院　教授

佐々　義子 さっさ　よしこ 特定非営利活動法人　くらしとバイオプラザ 21　常務理事

菅野　純夫 すがの　すみお 東京大学大学院　教授


