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環境保全に対する取り組み

　農環研では、毎日の生活において環境の保全・改善に対し、積極的な取り組みを行うため、各自が環境保全に関するモットー

を提示し、各自の行動を自己点検するとともに、環境に配慮した生活をおくるための意識向上を目指しています。

　環境配慮に関して職員にアンケートを行い、各自の取り組みを以下のようにまとめました。元になったアンケートの生回答

は 11 ～ 12 ページに掲載されています。

Environmental Preservation

（１）
  省エネ・地球温暖化
  防止対策
  636

（2）
省資源対策
218

（3）
  省資源・再利用
  393

（4）
  環境保全
  　139

（5）
 グリーン購入   

  22   

（6）その他   
  　　46

「環境保全に関する取組み」について（所内アンケート集約結果）
アンケート : 私の「環境保全に関する取組み」について、の提出者：約 378 名中 369 名（97.6%）

1. 省エネルギー対策等の項目別取組み（総件数 1454: 複数回答あり）
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取り組みの具体例
（１）省エネ・地球温暖化防止対策
　　・研究居室等のこまめな電気機器、照明機器の電源OFF
　　・クールビズ 
（２）省資源対策
　　・買い物時にマイバックを使用する
　　・トイレ備え付けのペーパータオルは使用しない（ハンカチ使用）
（３）省資源・再利用対策
　　・試し刷りの際には、裏紙を利用する
　　・古紙・ビン等資源ゴミを分別廃棄する
（４）環境保全
　　・洗剤の使用量を減らす
　　・庭の落ち葉、雑草の腐葉土化
（６）その他
　　・使用済み切手を慈善団体に寄付する
　　・「もったいない」をいつも頭に入れておく

（１）省エネ・地球温暖化防止対策（636 件）の内訳 （２）省資源対策（218 件）の内訳

（３）省資源・再利用（393 件）の内訳 （４）環境保全（139 件）の内訳
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○電気について
・始業時前の電灯は必要最小限
・研究居室等のこまめな電気機器、
照明機器の電源OFF

・使用しない機械の電源をぬく
・走査電子顕微鏡等は、使用時以外
は、真空ポンプ等を止めておく

・所内圃場観測で太陽電池を使用
する

・昼休みにパソコンを消す
・不在時はパソコンを消す
・昼休みは消灯する
・待機時消費電力を抑えるため、差
し込み口にON／OFFできるスイッ
チの付いたコンセントを付ける

・白熱電球の代わりに蛍光ランプを
使用する

・トイレをはじめ、使用しない部屋
の電気をこまめに切る

・トイレの洗面所電灯の常時消灯
・不用なトイレ便座の電源を切る
・エアコンの設置温度の調節
・空調している部屋の出入り口を開
放しておかない

・出来るだけエレベータを使用せず
階段を使用する

・ブラインドを閉めて断熱効果をあ
げる

・人力携帯充電器使用
・ノー残業日
・夏期は勤務時間を早める（自己夏
時間）

・次年度からは仕事を効率的に進め、
夜遅くまで残業や土日の出勤をな
くしたい。このことによって、研
究所の光熱水料を削減したい

・自分が一階にたどり着いた場合で
も、上の階で階段を利用している
人がいるかもしれないので、階段
の電灯を消す場合は、必ず声をか
けて利用者がいないことを確かめ
て利用する。トイレも確認して消
灯する

・クールビズを実践する
・衣類での調節をし、暖房・冷房の
使用温度をひかえる

・濡れタオルや膝掛けなどで暑さ、
寒さ対策をとる

○自動車・自転車について
・自転車通勤を心がける
・週１回の自転車通勤でガソリンの
消費を２割削減

・近所への買い物は自転車又は徒
歩で行くようにし、車の使用を
控える

・農林団地内の移動には自転車を使
用する

・通勤は、なるべく小型車（軽自動
車）に切り替える

・自動車を購入するときは、燃費の
いい車種を選定する

・自動車をなるべく使用せず代替の
交通手段を利用する

・車のアイドリング停止
・燃料消費を抑えるため、自動車
は制限速度を守り、急発進、急ブ
レーキ使用を自粛（発進時に燃料
の３割程度を消費するので、ガソ
リン等の消費を抑えるため、ゆる
やかに発進する。）

・長い信号待ちの時は、エンジンを
止める

・遠出の時は公共交通機関を利用
する

・遠出を控えている
・同じ場所へ行く場合は、乗り合わ
せをする

・目的のない楽しみのためのドライ
ブはしない

・ハイブリッド車に乗る
・通勤に公共交通機関を利用する
・低公害車の利用
・車のタイヤ空気圧の調整
・車のクーラは使用しない
・フレックスタイム利用による通勤
時間短縮

○住について
・毎日がエコ生活となる太陽光発
電・太陽熱温水器など自然エネル
ギー装置の利用促進に努める

・湯沸かし器は太陽熱と併用して
いる

・価格が高くても、省エネタイプの
家電製品を購入する

・家電製品は可能なものに関して未
使用時元栓からプラグを抜く

・就寝前には電化製品のコンセント
を抜く

・就寝時間を早める
・テレビを持たない
・家庭の空調や給湯の温度を下げ、
風呂はなるべく短時間に入浴する

・冬季に衣類を一枚多く重ね着して
いる

・夕方、シヤッターを閉めて、暖房
効果をあげる

・夏はすべての窓にすだれをして打
ち水をする

・風呂は水量を少なくする
・シャワーの使用時間を短くする
・風呂のフタ使用によるエネルギー
節約

・冷凍食品は、自然解凍する
・共同食事、共同お風呂
・ガスを使用した製品を使用しない
・洗濯はなるべく乾燥機を使用し
ない

・生ごみを捨てる際、水分をよく切
る事により燃焼時間の短縮を図る

・スーパーでの買い物に保冷バック
を使用する

・野菜はレンジで何品かまとめて熱
を通す

○水について
・器具洗浄では節水を心がけ、水を
流しっぱなしにしない

・水道の蛇口に節水コマを取り付
ける

・トイレの水道タンクにペットボト
ルを入れる

・歯磨き、顔を洗うとき、水を流し
たままで洗わない

・洗車にはバケツとぞうきんを使用
し、ホース洗いをしない

・水、洗剤の使用量削減のため食器
洗浄機を購入した実験器具は食器
洗浄機で洗う

・節水型の洗濯機を使用する
・洗車は、バケツ洗いにし、ホース
洗いはしない

・洗車をしない
・節水のため、トイレ用擬音装置を
利用

○食について
・食料品の買い物はできるだけこま
めに（毎日）行い無駄のないよう
にする

・食堂での昼食は、ご飯の量を注文
して、食べ残さない

・食事を食べ残すほど作らないよう
にして、生ゴミの排出を減らす

・冷蔵庫の点検を定期的に行い、食
品廃棄物を出さないようにする

・できるだけ外食を避ける
・アルコールはなるべく飲まない
・缶ビールではなく、ビンビールを
購入する

・主食の穀物は、米を主体に食べる
・季節毎の旬の収穫を楽しむ

○住について
・石けん、シャンプーを手作りして
いる

・出来るだけ生協で買い物し、その
際にはマイバックを持参している

・顔見知りの店舗での買い物の際、
タッパー等を利用し備え付けの
パックを極力利用しない

・詰め替え商品の利用
・サランラップをできるだけ使用せ
ず、タッパーを使う

・昼食時に割り箸を使用せず、箸を
持参する

・飲み会は、マイカップ持参で参加
する

・食器洗浄の際に洗剤を必要としな
いスポンジを使用している

・モノを大切にして長く使おう家
具・家電

・調理の時、タイマーを利用して、
ガスを節約する

・牛乳パックをまな板代わりにする
・鉛筆でなく、シャープペンシルを
使う

・高断熱住宅の利用

・物を購入する時は、本当に必要な
物かどうかよく考える

○紙について
・印刷は最小限に行う
・両面印刷による省資源
・会議資料を削減する
・所内LANを積極的に使用すること
で不用なコピー、プリントアウト
の削減
・洋書を購入する際には、オンライ
ン版があるものについてはオンラ
イン版を購入する
・パソコンからの印刷は、なるべく
縮小印刷し紙を節約する
・データーを残す場合は、FDやMO
に入力する
・雑誌は買わず、図書館を利用して
いる
・汚れていない付箋紙は、再利用
する
・ティッシュなどは無駄に使わない
・台所用水切り袋を市販品から新聞
紙を折ったのにかえる
・トイレットペーパーは再生紙
100%のものを使用している
・トイレットペーパーは芯なしを
使う
・無駄な包装を断る
・トイレ備え付けのペーパー・タオ
ルは使用しない。ハンカチを携帯
する

「環境保全に対する取り組みについて」集約表（その 1）

省エネルギー・地球温暖化防止対策 省資源対策（資源の有効利用・物品の効率的利用）
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○水について
・風呂の残り湯を洗濯やトイレ掃除
に使う

○住について
・リサイクルショップを活用する
・衣類・雑貨を、フリーマーケット
の中古品を購入する

・使った油を利用して石けんを作る
・使ったお茶の出がらし、コーヒー、
レモンなど、掃除・脱臭などに使
用する

・古紙、ビンなど資源ゴミを分別廃
棄している

・古着やタオル等を慈善団体に寄付
する

・お米のとぎ汁を植木の水に利用
する

・雨水を利用する（植木等への灌
水）

・作物残渣等の有機質資材を有効利
用する

・子供の衣類のお下がりを利用する
・子供服などリサイクルで補う
・要らなくなった服を再利用する
・布類は捨てる前に雑巾として利用
する

・使い捨てのポット（植物移植用）
は再利用する

・牛乳パック、発泡スチロールトレ
イ、ペットボトルを回収する

○紙について
・試し刷りの際は裏紙を利用する｡
また､文献などの印刷は裏表印刷
し､紙資源を有効利用する

・裏紙、片面白紙の新聞折り込み用
紙をメモ用紙に再利用する

・古新聞、雑誌はリサイクルにま
わす

・使用した封筒を再利用する
・広告紙等、白い紙はメモ用紙に
使う

・汚れていない付箋紙は、再利用
する

・ティッシュなどは無駄に使わない
・台所用水切り袋を市販品から新聞
紙を折ったのにかえる

・トイレットペーパーは再生紙
100%のものを使用している

・トイレットペーパーは芯なしを
使う

・無駄な包装を断る
・トイレ備え付けのペーパー・タオ
ルは使用しない、ハンカチを携帯
する

○住について
・生ゴミを減らす
・生ゴミのコンポスト堆肥化
・庭の落ち葉、雑草の腐葉土化
・ゴミになるものをなるべく購入し
ない

・Ni-Cd（ニカド）電池によるカド
ミウムの環境汚染拡大を避けるた
め、電池は絶対に捨てないように
する

・洗剤の使用量を減らすため、衣類
は洗面器に入れて浸け置き洗いし
た後、洗濯機ですすいでる

・洗剤に石けんを使用する
・生分解性の良い洗剤を使う
・料理の盛りつけを工夫し、洗う皿を
減らし、洗剤の使用を少なくする

・瓶ビールを購入する
・水筒を利用し、ペットボトル商品
を買わない

・ペットボトルより、紙パックの
ジュース等を買う

・使用済食用油をはじめ台所の排水
になるべく汚水を流さない工夫を
する

・油汚れは先に拭き取ってから洗う
・てんぷら油の処理は、新聞紙を
使う

・充電式電池の利用
・電池の廃棄は、専門の回収箱を利
用する

・洗い物はゴム手袋を使用し、お湯
を使わない

・家で洗濯できる服を着る
・リンスは酢を利用している
・木製品を有効利用する
・使い捨てのチューブ（5 0m l、
150ml）、チップ（50ml）のリサ
イクル

・釣りに行ったら、ゴミを回収する
・エコ釣リングの実践
・ホールピペットとピペットマン（使い
捨て）の使い分けを心がける

・タバコの吸い殻、ゴミのポイ捨て
禁止

・犬の散歩はマナーを守る
・道路のゴミを拾う
・水質浄化の国産葦をつかって、空
調エネルギーを節約する

○環境問題への意識向上
・自分の行動による環境影響を意識
する
・職場や家庭からのゴミの排出をで
きるだけ少なくするように心がける
・外出先でのゴミは持ち帰る
・電化製品を新規に購入する際は、
環境に配慮したものを選ぶ
・煙草を吸わない
・喫煙の本数を減らすよう努力する
・輸送のためのエネルギー消費を少
なくするため、野菜などの食料品
はなるべく国産・地元産のものや
減農薬のものを購入する
・パン・うどんはなるべく、国産小
麦使用のものを購入する
・市町村で行っているリサイクル事
業に積極的に取り組む
・温暖化は警告する、技術改革とわ
れわれの日常行動を：Warming  
Warning
・クールビズやウォームビズはあた
りまえ
・農耕地に温室効果ガス発生の少な
い安定な炭素をためよう
・ガンジーは偉い。「私が使える
水は、１日にバケツ３杯。たとえ、
水資源が豊富でも
・なるべく数値に表わして理解す
る。例えば、牛乳パック１本は、
0.16－CO2に相当する。これによ
り、牛乳パックを再利用した場合
のCO2削減効果がわかる

○グリーン購入
・文房具、家電製品、OA機器等を
購入する場合、環境にやさしいも
のを購入する

○衣について
・家で洗濯できる着物を着る
・出来るだけドライクリーニングを
避ける

○食について
・家庭菜園で無農薬野菜を作り、市
販の野菜をなるべく買わない

・生活習慣病におちいらないように
食事内容に留意し、無駄なエネル
ギーと費用を浪費しないように努
める

・国内農産物の自給率40％を引き上
げることを常に念頭において生活
する

・主食の穀物はコメを主体に食べる
ようにする

・肉類、魚介類、野菜、果物は国産
品、それも地産地消でなるべく近
くで獲れたものを中心に食べるよ
うにする

・ファーストフードなど外国産原料
を多く使った食品をできるだけ食
べない

○ボランティア
・使用済切手を慈善団体等に寄付す
る

・使用済テレホンカードを慈善団体
に寄付する

・使用済みの切手､プリペイドカー
ドなどは回収箱に収める

・貯めたエコポイントを環境保護団
体に寄付する

・貧困撲滅のため、ユニセフ・カー
ドの年賀状を使用している

・国際援助も金銭のみでなく、技術
指導などのノウハウを授ける

・ベルマークを集める
・ボーナスをもらったら、ユニセフ
へ寄附する

・古着などを慈善団体に寄附する
・農村環境（里山、湿地）などの再
生、整備事業（NPO活動）を行っ
ている

・河川や道路の清掃作業に参加する

○環境対策とリスクについて
・ 常にリスクと比較して行動する。
たとえば研究所の階段では、１階
から３階までに40ワットの蛍光
灯が５本使われている。この200
ワットの電力を節約するよりも、
暗闇の階段から転倒するリスクが
大きいので、階段を利用する時は
必ず蛍光灯を点灯する

「環境保全に対する取り組みについて」集約表（その 2）

省資源・再利用対策 環境保全 グリーン購入その他

環境保全に対する取り組み
Environmental Preservation
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コラム：環境保全の３Ｒ

　環境保全や廃棄物対策の方面では、「3つのR」が大切だと多く説かれています。廃棄物を出さないようにするReduce（発

生抑制）、捨てる前に使い道をもう一度探ってみる Reuse（再利用）、ゴミではなく新しい物品として生まれ変わらせよ

うという Recycle（再資源化）の 3つ。いずれも日常の職場や家庭におけるちょっとした取り組みの積み重ねが重要です。

　ちなみに、職員アンケートの回答から 3Rの項目に結びつくものをいくつか例として挙げてみましょう。

Reduce:

食料品の買い物はできるだけこまめに（毎日）行い無駄のないようにする

物を購入する時は、本当に必要な物かどうかよく考える

データーを残す場合は、FDやMOに入力する

Reuse:

風呂の残り湯を洗濯やトイレ掃除に使う

使い捨てのポット（植物移植用）は再利用する

裏紙、片面白紙の新聞折り込み用紙をメモ用紙に再利用する

Recycle:

使った油を利用して石けんを作る

生ゴミのコンポスト堆肥化

庭の落ち葉、雑草の腐葉土化

研究所としての取り組み

　農環研では環境の保全に強く取り組む立場から、省エネを推進

するための制度として節電実施担当者の設置などを行っています。

また、11 ～ 12 ページのアンケートは職員個人の回答ですが、所全

体としても具体的な対策として既に実施しているもの、改善措置

を予定しているものがあります。

１：省エネ・省資源対策として実施しているもの

（1）トイレの洗面所電灯の常時消灯

（2）エアコンの設置温度の調整

（3）できるだけエレベーターを使用せず、階段を使用する

（4）クールビズを実践する

２：省エネのため改善措置を予定しているもの

（1） 使用しない機械の電源を抜く。長期間使用見込みのない機械

等については、コンセントを抜くことを周知の上、職場巡回

で確認等を行う

（2）研究本館階段照明の感知器の設置を行う

墮

侑丶珠替漓叩梭傚傀倥傍
些推墫傲珠漓叩梭填埴乂供寅侑樹 依寅侔侑樹亜

些侑亜珠漓咽棣傲携栩傳丸侒依棣儘品尞傔偕丸嗹境咽僻儁侒 侔棣栄偂做儂丹

些侒亜替漓咽棣傲携栩傳丸侒侏棣儘戴尞傔做儂丹

些侔亜卲氓嫉果唔楯徼傚傳丸曇榴嫉果傳唔楳偏健備倥丹

些侖亜洸況牌備儼儡兊凄些榠傚尢渤儼儡兊凄亜傲彎爿儘崖倪儂丹

些侘亜哦墜傚倬偆儂宝斧傲珣嶢儘嶢倨丹

侒丶儼决冓亅入亅叩梭傚傀倥傍些供寅侑樹些娼亜燻溺倭儀怡彷亜
些侑亜愁獷淡椹傲叩毘匯嗹丸幼塒儁傲嗟働傳儼决冓亅入亅儘彎爿偕備倥丹

些侒亜渉樹傳丸侖塊傲倨偶侒塊儘彿僥儂丹些潘椡丿樛椡噤侑塊亜

些侔亜外樹傳丸侖塊傲倨偶侔塊儘彿僥儂丹些樛椡傲侑塊傲僞唔楳亜

侔丶懶椨傲珣嶢傚傀倥傍
些侑亜瑤品傲梹境傲卲涜些毒淦框棣亜懶椨儘嶢倨丹

些侒亜杉外僞徼埴傳丸奈怖傲梹椨傲懶椨儘嶢倨丹

些侔亜杉外僞徼埴傳丸彎爿偕備倥冉兢兊凄傲梹境儘搨儂丹

些侖亜兵儲决傲撫炮晢傲梹椨傚傀倥傍傳將旌情樹懶椨做儂丹

侖丶懿儼冀寫夭塵塁椹傲嶸樽傚傀倥傍

侘丶摂梹怡彷曙椰恐傲携朝傚傀倥傍
丶噤怖傲唆将搓橈恐儘京摂梹怡彷曙椰恐亭傔偕丸忝儀摂梹埆狒儘怡彷做儂丹

侚丶偰傲昇
些侑亜委瀧儘定啣桶傚慕狒偕丸傑倹儂偵偆敵偂塹晳做儂丹

些侒亜屡屮侘徼匯巍傲奈怖椹傲懽灸傳丸況牌幼憫尞傔做儂丹

些侑拙偕倭倥備倥涜咨傑丸擴涜傲懽灸儘傀偆備倥偈傔丹亜

些侔亜兊再亅傲獷傳況牌幼憫尞傚做儂丹

些侖亜洸彎爿徼傚傳冑冱凄入亅丸榠傚决亅免亅冑冱凄入亅傲梹對儘搨儂丹

些侘亜晒東徼丸兊再亅塵椹傲梹對儘搨儂丹

亳檸垬寫丶喉定啀亶

丶渉掟侑供橸棣傚倬偆儂摂梹昮廳傚傀倥傍丸品墮傲傔倬儁怡彷偕僚做傲傑嗅爻傲偉奮獻溺
僻儉偕偂倬場倥偕僚做丹

丶尤偂傍晤獷傚梹境儘懶沆做儂崎咽塁丸珠旃尺備傘傳岻狭桶備懿儼冀入儲冑傚歃倥坿倪傍
倥偂丹些塵單匿厖喉傔奮獻偕傍怡彷做儂丹亜

檸委垬妁壓感寫夭慙傚倬偆儂摂梹昮廳傚傀倥傍

所内に周知した、節電を呼びかけるポスター。

特に個々人で取り組むべき項目を赤字で示しました。


