
独立行政法人家畜改良センターの見直しの基本的考え方

家畜改良センターの業務

家畜の改良増殖及び飼養管理の改善

○家畜の改良増殖（乳用牛・肉用牛・豚・鶏・馬・その他家畜）

○家畜の遺伝資源の保存

○飼養管理の改善

飼料作物種苗の検査

・OECD種子制度に基づく品種純度の保証のための
各種検定

・飼料作物種苗の表示事項に関する検査

講習及び指導

○調査研究・業務成果等の普及のための情報提供

○生産現場のニーズの高い技術の研修会等を通じた
普及指導

○海外技術協力に係る専門家の研修等

飼料作物の増殖に必要な種苗の生産
及び供給

・飼料自給率の向上を図るための、飼料作物種苗
の生産・供給

・地域適応性等の検定試験の実施と結果の提供

調査研究

○育種改良関係技術

○繁殖関連技術

・受精卵等の生産技術や凍結保存技術の改善

・生産性等に影響する遺伝子の解析と選抜への応用

・食味に関する評価手法の開発と改良への応用

センターの資源を活用した外部支援

・外部機関が行う技術開発・調査への協力

牛トレーサビリティ法に基づく業務

・牛個体識別台帳の管理（牛の出生からと畜までの
個体情報の記録・保存・公表等の事務）

種畜検査

・全国の繁殖に用いる雄畜について、伝染性疾患や
遺伝性疾患の有無等の検査並びに血統、能力、体型
による格付検査

・種畜の生産・供給

・遺伝的能力評価
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料
２
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事業仕分け

見直しの基本方針

勧告の方向性

・家畜改良業務の事業規模縮減
・種畜検査業務の都道府県への移管
・調査研究業務の事業規模縮減
・自己収入の拡大
・契約の点検・見直し
・保有資産の見直し
・組織体制の見直し
・人件費・給与水準の見直し
・内部統制の充実・強化

○その他
・研修指導の強化
・保有資産（土地等）貸付の見直し
・組織体制の見直し

次期中期目標での主な対応

（平成22年4月）

（平成22年12月）

（平成22年11月）

家畜改良増殖目標
（平成22年７月）

酪肉近代化基本方針
（平成22年７月）

●特色ある家畜による多様な畜産経営
●消費者ニーズに応えた畜産物の供給
●長期的にひっ迫基調の穀物需給への適応

【乳用牛】生涯生産性等に着目した改良
【肉用牛】飼料利用性等に着目した改良
【豚】繁殖性等に着目した改良
【鶏】在来種の交配に適した種鶏の改良
【馬・めん山羊】多様な利活用の推進
【飼料作物】飼料用稲専用品種の生産強化

●飼料用穀物価格の高騰
●消費者の畜産物に対するニーズの多様化

畜産をめぐる
情勢の変化

・口蹄疫防疫作業員の派遣
・鳥インフルエンザ防疫作業員の派遣

伝染性疾病の発生
（平成22年4月・11月）

家畜改良センターの今中期目標期間（H18～H22）をめぐる情勢

○家畜改良増殖
・種畜の多様性に配慮した改良
・都道府県・民間との役割分担の明確化

○種畜検査
・国から都道府県へ移管について必要な協力
を実施

○飼料作物種苗の増殖
・国内育成品種の普及
・飼料用稲の普及

○トレーサビリティ
・豚、鶏のトレーサビリティの技術的検討

○調査研究
・家畜の改良や作物増殖に応用できる技術の
研究に重点化

・他研究機関等との重複を排除

○自己収入の拡大
・飼料作物種苗配布価格等の見直し
・家畜改良に係る精液、受精卵、種鶏
等配布価格の見直し

・種雄牛貸付入札の周知強化

○外部支援の強化
・家畜伝染病の防疫への協力
（緊急支援体制等の整備）
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見直しの基本的考え方

○家畜改良・増殖業務の重点化

・泌乳持続性を重視した改良
・酪農家からの候補種雄牛の一部導入の中止
・センター産候補種雄牛の貸付（後代検定前）

・泌乳量を重視した改良
・酪農家からの候補種雄牛の一部導入
・後代検定済種雄牛の貸付

乳用牛

・肉質（脂肪交雑）、肉量を重視した改良 ・脂肪交雑以外の形質（飼料利用性・早熟性）も重視した改良

・増体能力を重視した改良
・肉豚生産用も含めた種豚の供給

・繁殖性を重視した改良
・都道府県・民間への育種改良用の種豚供給に重点化

・産卵性・産肉性を重視した改良
・都道府県等が行う地鶏作出に適した種鶏の
改良・供給

・産卵性・産肉性以外の形質（飼料利用性）も重視した改良
・都道府県等が行う地鶏との交配に適した種鶏の改良・供給に
注力し、系統の絞り込みを実施

肉用牛

豚

鶏

馬

その他
家畜

・純粋種農用馬の品種特性、発育成績、繁殖性等の
改良

・めん羊、山羊の飼養・繁殖等の技術指導支援等

・純粋種農用馬の改良のほか、在来馬の保存・増殖も支援

・技術指導のほか、育種改良素材の提供

○種畜検査業務の都道府県への移管

・都道府県への移管に向けた国による、都道府県における検査
能力水準の斉一化について所要の支援を実施

・家畜改良増殖法に基づく種畜検査を実施

○飼料作物の増殖に必要な種苗の生産・供給

・飼料作物国内育成品種・飼料用稲種子の普及・我が国の気候風土に適した飼料作物国内育成品種の普及

・特定の団体へ配布

○飼料作物に係る種苗の配布方法の見直し

・競争性のある手続を経て配布を実施
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○自己収入の拡大

・精液、受精卵、種鶏及び飼料作物種子等の配布譲渡価格は、畜産経営に及ぼす影響等にも留意し、生産コストを考慮した価格設定
・精液採取用種雄牛の貸付入札について、競争性を更に高めるため、周知活動を強化

○保有資産の見直し

・保有資産の貸付は、センターの事務及び事業の遂行上その必要性が認められるもの、又は、公共的・公益的な見地から、土地・建物
等の利用が必要不可欠なものに限定し、既存の貸付物件も含めて、貸付等に当たっては正当な対価を徴収

○組織体制の見直し

・事務及び事業の見直しに併せて、効率的かつ効果的な運営を図る観点から、組織体制の見直し、再編を行う

・我が国畜産の発展に寄与するための講習会等の開催 ・畜産環境研修等の追加実施による講習・研修の充実

○講習及び研修

・育種改良技術、繁殖関連技術等を実施
・センターが実施する家畜改良や飼料作物増殖に応用できる
技術の研究に重点化

○調査研究業務の重点化

・牛個体識別台帳の管理
・牛個体識別台帳の管理のほか、豚・鶏のトレーサビリティの
技術的検討

○トレーサビリティ
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独立行政法人家畜改良センターの中期目標期間終了時

における組織・業務全般の見直しについて（案）

平成22年12月 日

農 林 水 産 省

勧告の方向性を踏まえて、独立行政法人家畜改良センター（以下「家畜改良センタ

ー」という ）の主要な事務及び事業については、独立行政法人として真に担うべき。

ものに特化し、業務運営の効率性、自律性、質の向上を図る観点から、国の財政支出

の縮減にもつながるよう、以下の方向で見直しを行うこととする。

第１ 事務及び事業の見直し

１ 家畜の改良・増殖業務の重点化

家畜の改良・増殖業務については、都道府県・民間との役割分担を明確にし、

都道府県にできることは都道府県にゆだねる、民間にできることは民間にゆだね

るという観点から、都道府県・民間との連携強化を図る。家畜改良の素材となる

種畜の供給については、家畜改良増殖目標の改訂を踏まえるとともに、都道府県

・民間では取り組み難い新たな育種改良技術及び家畜改良センターが保有する多

様な系統を活用するなど以下のとおり重点化し、事業規模についても厳しく見直

しスリム化を図る。

(1) 乳用牛

乳用牛については、これまでの泌乳量を重視した改良から泌乳持続性を重視

した改良に転換するとともに、遺伝子解析技術も活用しながら、遺伝的能力評

価を行い、候補種雄牛の作出・貸付を行う。

なお、候補種雄牛の後代検定（雌牛の泌乳成績から候補種雄牛の遺伝的能力

を推定するもの）への参加については取り止め、家畜改良センターは候補種雄

牛の供給を行うという役割分担の一層の明確化を行う。

そのため、民間事業者でも行われている国内酪農家からの候補種雄牛の買上

げについては平成２２年度末までに、候補種雄牛の後代検定への参加について

は平成２５年度末までにそれぞれ廃止する。

(2) 肉用牛

肉用牛については、近交係数上昇の抑制や脂肪交雑以外の形質である飼料利

用性・早熟性も重視した改良を行うことにより、都道府県・民間では取り組み

難い遺伝的に多様な種畜の生産供給等に重点化する。

また、おいしさに関係する遺伝子を活用した候補種雄牛の生産を行う。

(3) 豚
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豚については、肉豚生産農家への種畜の直接供給業務を原則中止し、都道府

県・民間からの要望の強い肉質に優れた育種改良素材を生産・配布することに

重点化する。

また、増体性や飼料利用性の改良の他、改良の難しい多産型雌系品種につい

て遺伝子解析技術を用いた改良や肢蹄の強さについての評価手法の確立とその

改良を行う。

(4) 鶏

鶏については、産卵性・産肉性を重視した改良から飼料利用性も重視した改

良に転換するとともに、優れた形質を持つ種鶏（都道府県や民間の種鶏生産者

） 、 。が行う地鶏作出に適した種鶏 の改良・供給に注力し 系統の絞り込みを図る

また、遺伝子保存の観点から都道府県での維持が困難となった在来種の系統

の保存について積極的に取組む。

(5) その他の家畜

上記以外の家畜についても、その事業規模を厳しく見直すこととしスリム化

を図るとともに、改良・増殖業務の対象を独立行政法人として真に担うべき畜

種に特化する。

２ 飼料作物に係る種苗の配布方法の見直し

飼料作物種苗の生産・配布等業務については、自給飼料の増産を推進し、飼料

自給率の向上を図るため、飼料作物の優良品種（我が国の気候風土に適応し、高

い生産性、病害抵抗性、耐倒伏性等の特徴を持つ飼料作物）の二代増殖（原原種

子・原種子）を家畜改良センターが行い、増殖用の種子として配布を行っている

が、配布先を決める際には、配布希望者が種苗増殖を行い、種子の農家への供給

を行う計画や能力を有するか等十分に精査をした上で、競争性のある手続を経て

配布する。

３ 種畜検査業務の都道府県への移管

種畜検査業務については、適切な種畜の利用により家畜の改良増殖を推進する

ため、家畜改良増殖法（昭和２５年法律第２０９号）に基づき家畜改良センター

が行っているが、コストの事前検証と責任に関する整理を行い、都道府県の意見

を聴きつつ、移管を進める。

なお、移管に際し、センターは各都道府県における検査能力水準の斉一化を図

るため、所要の支援を行う。

４ 調査研究業務の重点化

調査研究業務については、家畜改良センターが実施する家畜の改良や飼料作物

種苗の増殖に応用できる技術開発に重点化する。
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また、他の研究開発法人（独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構（畜

） ） 、 、産草地研究所 等 や大学 民間等においても類似の研究を行っていることから

当該研究機関等との連携強化を図り、役割分担を明確にした上で研究課題の重複

を排除する。

なお、家畜の改良や飼料作物種苗の増殖に係る調査研究の中で、より研究要素

の強い業務（資源循環型の窒素成分強化たい肥を用いた飼料作物栽培に関する調

査、食味に関する新たな理化学分析項目の開発、体細胞クローン牛の調査）は廃

止する。

５ 自己収入の拡大

家畜の改良増殖に係る精液、受精卵、種鶏等の譲渡価格及び飼料作物種子の配

布譲渡価格については、生産コストを考慮し、畜産経営等に及ぼす影響に留意し

つつ、また、民間市場価格等と比較して適切な価格の検証・設定を行い、自己収

入の拡大を図る。

また、精液採取用種雄牛の貸付けの入札については、周知活動を強化するなど

により、応札者の増加を図り、競争性を更に高めることとする。

第２ 組織面の見直し

家畜改良センターは、福島県に本所を、全国に１０牧場及び１支場を設置して

いる。これらの本所及び地方組織については、上記第１の事務及び事業の見直し

に併せて、効率的かつ効果的な運営を図る観点から、組織体制の見直し、再編を

行う。

第３ 保有資産の見直し

家畜改良センターは、社団法人家畜改良事業団、社団法人ジャパンケネルクラ

ブに対して土地等を貸付けているが、保有資産の適切な管理を行う観点から、土

地や建物等の資産を貸付ける際には、家畜改良センターの事務及び事業の遂行上

その必要性が認められるもの、又は、公共的又は公益的な見地から土地・建物等

の利用が必要不可欠なものに限定するとともに、既存の貸付物件も含めて、売却

ないし貸付けに当たっては正当な対価を徴収する。

第４ 業務全般に関する見直し

上記第１から第３に加え、業務全般について以下の取組を行う。

１ 効率化目標の設定等

管理部門の簡素化、効率的な運営体制の確保、アウトソーシングの活用等によ

り業務運営コストを縮減することとし、次期中期目標における一般管理費及び事

業費に係る効率化目標については、現行中期目標期間における効率化実績と同程

度以上の努力を行うとの観点から具体的に設定する。
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なお、一般管理費については、独立行政法人に無駄遣いがあるのではないかと

の厳しい批判があることを踏まえ、経費節減の余地がないか自己評価を厳格に行

った上で、適切な見直しを行う。

また、官民競争入札等の積極的な導入を推進し、業務の質の維持向上及び経費

の削減の一層の推進を図る。

２ 給与水準の適正化等

給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含め役職員

給与の在り方について厳しく検証した上で、目標水準・目標期限を設定してその

適正化に計画的に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公表する。

また、総人件費についても、政府における総人件費削減の取組を踏まえ、厳し

く見直す。

３ 契約の点検・見直し

契約については 「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて （平成21、 」

年11月17日閣議決定）に基づく取組を着実に実施することにより、契約の適正化

を推進し、業務運営の効率化を図る。

この場合において、研究・開発業務等に係る調達については、他の独立行政法

人の事例等をも参考に、透明性が高く効果的な契約の在り方を追求する。

また、密接な関係にあると考えられる法人との契約に当たっては、一層の透明

性の確保を追求し、情報提供の在り方を検討する。

４ 保有資産の見直し等

(1) 保有資産については、上記第３に掲げるもののほか、引き続き、資産の利用

度のほか、本来業務に支障のない範囲での有効利用可能性の多寡、効果的な処

分、経済合理性といった観点に沿って、その保有の必要性について不断に見直

しを行う。

また、独立行政法人の資産の実態把握に基づき、法人が保有し続ける必要が

、 、 。 、 、あるかを厳しく検証し 支障のない限り 国への返納等を行う その際 今後

総務省政策評価・独立行政法人評価委員会から独立行政法人の業務実績に関す

る評価の結果等の意見等として各府省独立行政法人評価委員会に通知される事

項を参考にする。

(2) 特許権については、特許権を保有する目的を明確にした上で、当該目的を踏

まえつつ、登録・保有コストの削減及び特許収入の拡大を図る。

５ 内部統制の充実・強化

「独立行政法人における内部統制と評価について （平成22年3月、独立行政法」

人における内部統制と評価に関する研究会）及び、今後、総務省政策評価・独立
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行政法人評価委員会から独立行政法人の業務実績に関する評価の結果等の意見等

として各府省独立行政法人評価委員会に通知される事項を参考に、内部統制の更

なる充実・強化を図る。

６ その他

複数の候補からの選択を要する事業の実施に当たっては、第三者委員会を設置

するなど適切な方法により事前・期中・完了後の評価を行い、評価結果を事業の

選定・実施に適切に反映させることにより、事業の重点化及び透明性の確保に努

める。

また、事業の目的を踏まえつつ、受益者負担の適正化、寄附金等による自己収

入の確保に努める。
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