
独立行政法人家畜改良センターの業務の実績に関する評価の基準

農林水産省独立行政法人評価委員会農業分科会（以下「評価委員会」という ）。

は、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号。以下「法」という ）に基。

づく独立行政法人家畜改良センター（以下「センター」という ）の業務の実績に。

関する評価を行うに当たっての基準を次のとおり定める。

１ 評価の基本的考え方

（１）独立行政法人は、法第３２条の規定に基づく各事業年度に係る業務の実績に

関する評価（以下「各事業年度の実績評価」という ）及び法第３４条の規定。

（ 「 」に基づく中期目標に係る業務の実績に関する評価 以下 中期目標の実績評価

という ）を受けなければならないとされている。。

（ ） 、 、２ 各事業年度の実績評価は 当該事業年度における業務の実績の全体について

別紙に定めるセンターの中期計画の各項目を評価単位とする下位項目の評価結

果を踏まえた上位項目の評価（以下「項目別評価」という ）及び全体の評価。

（以下「総合評価」という ）により行うものとする。。

（３）中期目標の実績評価は、中期目標の期間における業務の実績の全体について

（２）の例により行うものとする。

（４）評価委員会は、各事業年度の実績評価及び中期目標の実績評価の結果、セン

ターの業務運営について改善すべき点が明らかとなった場合には、改善の方向

について勧告するものとする。

２ 各事業年度における評価の方法

（１）項目別評価

① 小項目以下の評価方法

ア 中期計画に属する小項目以下の最小評価項目（以下「最小評価項目」と

いう ）ごとに中期目標等に基づき、原則として、業務の質的及び量的達。

成度の両面からできる限り具体的・客観的な３段階の評価指標（ＡＢＣ）

を設定し評価する。

イ 最小評価項目の評価を行うに当たっては、評価指標に照らし、業績が３

段階のいずれに相当するかは、実績報告書その他の資料、センターからの

ヒヤリング等による十分な調査及び分析を行った上で評価を行う。

ウ 最小評価項目の評価指標については、次により設定し、評価を行うもの

とする。

・ 中期目標等に数値目標がある場合は、原則として、質的及び量的達成

度を評価する指標を設定する。

・ 各事業年度における定量的指標は、原則として、中期目標期間の数値

目標を均等割りした数値（５で除した数値）に基づいて、設定する。



なお、各事業年度の年度計画に達成すべき数値目標が定められている

場合は、当該数値の達成度について評価を行う。

・ 中期目標等に数値目標がない場合は、中期計画等に基づく目標の達成

度を評価する定性的評価指標を設定するが、その際極力業務の質的側面

からも評価する。

なお、各事業年度の実績評価を行うに当たっては、年度計画において

、 。定められている具体的目標等に照らし 達成度の評価を行うものとする

・ 定量的指標の場合

原則として次の考え方により達成度を評価するものとする。

「○○以上 「少なくとも○○」と目標が設定されている場合」

Ａ：数値の達成度合が１００％以上

Ｂ：数値の達成度合が７０％（※）以上１００％未満

Ｃ：数値の達成度合が７０％未満

（※）場合によって５０％以上とする。

「○○程度」と目標が設定されている場合

Ａ：数値の達成度合が９０％以上

Ｂ：数値の達成度合が５０％（※）以上９０％未満

Ｃ：数値の達成度合が５０％未満

（※）場合によって７０％以上とする。

「全ての○○」等の目標が設定されている場合

Ａ：数値の達成度合が１００％以上

Ｂ：数値の達成度合が８０％以上１００％未満

Ｃ：数値の達成度合が８０％未満

・ 定性的指標の場合

原則として次の考え方により達成度を評価するものとする。

Ａ：計画どおり順調に実施された

（このペースを維持すれば中期目標達成可能）

Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

（一部改善で中期目標を達成可能と見込まれる）

Ｃ：計画どおり実施されなかった

（ 、 ）中期目標の達成が困難であり 業務の大幅な改善・見直しが必要

なお、中期計画の「◎第２ 国民に対して提供するサービスその他の

」（ ）業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 大項目

に属する中項目のうち「○４ 調査研究」の評価に当たっては、育種繁

殖改良及び繁殖関連技術の開発・実用化等の内容であることから、計画

を大きく上回り、特に優れた成果が得られる場合がある。このような成

果を正当に評価するため、当該中項目に属する最小評価項目に次の評価

を加え４段階（ＳＡＢＣ）の評価指標を設定し評価する。

Ｓ：計画を上回り、優れた成果が得られた

（中期目標達成に向け、特筆すべき業務の進捗状況にある）



エ 小項目以下の項目において、その下にさらに小さな評価項目が設定され

ている場合、当該項目の評価は、下位項目の評価結果の積み上げにより行

うものとする。その際、原則として、下位の各項目につき、Ｓ：３点、Ａ

：２点、Ｂ：１点、Ｃ：０点の区分により各下位項目の評価を点数化した

上で、下記により当該上位項目の評価を行う。

なお、最小評価項目に設定された評価指標については、当該評価指標の

数を下位項目の数とみなす。

Ａ：満点×９／１０≦合計点

Ｂ：満点×５／１０≦合計点＜満点×９／１０

Ｃ：合計点＜満点×５／１０

※ 「満点」とは「下位項目の数×２点」とし 「合計点」とは、

「 」 。当該上位項目に属する各下位項目の点数の合計値 とする

② 中項目の評価方法

ア 中項目の評価は、小項目の評価結果の積み上げにより行うものとする。

その際、各小項目につき、Ａ：２点、Ｂ：１点、Ｃ：０点の区分により評

価結果を点数化した上で、下記により中項目の評価を行う。

Ａ：満点×９／１０≦合計点

Ｂ：満点×５／１０≦合計点＜満点×９／１０

Ｃ：合計点＜満点×５／１０

※ 「満点」とは「小項目の数×２点」とし 「合計点」とは、

「当該中項目に属する各小項目の点数の合計値」とする。

イ 中項目の評価を行うに当たっては、次の留意事項等を併せて記載するも

のとする。

・ 当該評価を行うに至った経緯や特殊事情

・ 中期目標等に記載されている事項以外の業績

等の特筆すべき事項等

③ 大項目の評価方法

ア 大項目の評価は、中項目の評価結果の積み上げによる項目別評価の結果

を踏まえつつ、

・ 当該評価を行うに至った経緯や特殊事情

・ 中期目標等に記載されている事項以外の業績

・ それぞれの項目の機関としての業務に占める重要性

、 。等の特筆すべき事項等も総合的に勘案して ３段階評価を行うものとする

、 、 、 、 、その際 積み上げによる評価は 各中項目につき Ａ：２点 Ｂ：１点

Ｃ：０点の区分により評価結果を点数化した上で、下記により行う。



Ａ：満点×９／１０≦合計点

Ｂ：満点×５／１０≦合計点＜満点×９／１０

Ｃ：合計点＜満点×５／１０

※ 「満点」とは「中項目の数×２点」とし 「合計点」とは、

「当該大項目に属する各中項目の点数の合計値」とする。

なお、中期計画の「◎第４ 短期借入金の限度額 「◎第５ 余剰金」、

の使途」については、当該大項目に直接３段階の評価指標（ＡＢＣ）を設

定し評価する。

イ 大項目の評価を行うに当たっては、アの評価の留意事項等についても記

載することとし、必要がある場合には、業務の適正化を図るために講ずる

べき措置等についても記載するものとする。

（２）総合評価

項目別評価の結果を踏まえつつ、

・ 当該評価を行うに至った経緯や特殊事情

・ 中期目標等に記載されている事項以外の業績

・ 中期計画の「◎第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質

の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 （大項目）に属する」

中項目のうち「○４ 調査研究」の評価結果について、Ｓ評価の有無・内

容

・ それぞれの項目の機関としての業務に占める重要性

、 。等の特筆すべき事項等も総合的に勘案して ３段階評価を行うものとする

その際、上記の留意事項等を併せて記載するものとし、必要がある場合に

は、業務の適正化を図るために講ずるべき措置等についても記載するものと

する。

Ａ：計画どおり実施されたまたは計画を上回り実施された

（中期目標の達成が可能である）

Ｂ：概ね計画どおり実施された

（事業計画等の改善を行うことにより中期目標が達成可能である）

Ｃ：計画どおり実施されなかった

（中期目標の達成が困難である）

３ 中期目標期間における評価

中期目標期間における評価は、上記２に準じて行うものとする。

その際、各事業年度における評価内容に加え、

・ 当該独立行政法人の業務を継続させる必要性

・ 組織のあり方その他その組織の全般にわたる事項

等についての検討を行う。

４ 評価に当たって留意する事項



（１）各事業年度の実績評価について、２年目以降の評価に当たっては、前年度ま

での年度評価を参考にするとともに、累年の業績も考慮する。

（２）特に４年目の評価については、次期中期目標及び計画の検討開始時期に当た

ることから、この年までの累年の評価を併せ行うこととし、特に次期目標・計

画に反映させるべき事項について充分な分析及び検討を行う。

（３）独立行政法人の評価のより適正な実施を図る観点から、随時評価手法等の見

直しを行うものとする。

その際、法人の事務事業の効率的かつ効果的な運営を図る観点から、評価を

行うに当たり、法人は費用と効果の関係についての具体的な把握等に努めるも

のとし、評価委員会は、他法人の状況等も踏まえつつ、こうした法人の取組に

ついても適切に評価するものとする。

（４）当該事業年度において業務を実施しないこととされているものについては、

当該項目の評価を行わないものとする。

（５）評価結果がＣとなる見込みの小項目以下の項目については、その要因分析を

を十分行うことする。要因分析の結果、特に必要であると認められるものにつ

いては、評価委員会における評価過程において、その理由を付すとともに、Ａ

評価又はＢ評価に修正することも可とする。

また、Ｂ評価及びＣ評価としたものは、適切に業務改善につなげる観点から

その理由を付すとともに、達成方法等の改善すべき事項、方向性等について勧

告を付すものとする。

（６）すべての評価項目について、その評価の経緯と評価理由その他を検討し、必

要がある場合は評価項目に付すものとする。



独立行政法人家畜改良センターの評価指標及び評価の方法等

〔中期目標・中期計画の各項目ごとの評価〕 （◎大項目、○中項目、◇小項目、□細項目、△微項目、▽微細項目）

中期目標項目 中期計画項目 年度計画項目 評価指標及び評価の方法等 事業年度報告 評価結果

第２ 業務運営の効率 第１ 業務運営の効 第１ 業務運営の効 ◎業務運営の効率化
化に関する事項 率化に関する目標 率化に関する目標 指標＝各中項目の評価点数

を達成するためと を達成するためと の合計
るべき措置 るべき措置

各中項目の評価点数の
区分は以下のとおりと
する。
Ａ評価：２点、Ｂ評価
：１点、Ｃ評価：０点

Ａ：６点
Ｂ：３点以上６点未満
Ｃ：３点未満

上記の評価結果を踏まえ
つつ
・当該評価を行うに至った
経緯や特殊事情
・中期目標や中期計画に記
載されている事項以外の業
績
・それぞれの項目の機関と
しての業務に占める重要性
等の特筆すべき事項等も総
合的に勘案して、評価を行
う。
その際、上記の留意事項

等についても記載すること
、 、とし 必要がある場合には

業務の適正化を図るために
講ずるべき措置を併せて記
載するものとする。

１ 業務対象の重点化 １ 業務対象の重点 １ 業務対象の重点 ○業務対象の重点化
農政の基本方針と 化 化 指標＝各小項目の評価点数

なる「食料・農業・ の合計
農村基本計画」に即
して畜産における具 各小項目の評価点数の



体的な政策の方針と 区分は以下のとおりと
して平成１２年４月 する。
に策定された「酪農 Ａ評価：２点、Ｂ評価
及び肉用牛生産の近 ：１点、Ｃ評価：０点
代化を図るための基
本方針 「家畜改 Ａ：４点」、
良増殖目標 「鶏 Ｂ：２点以上４点未満」、
の改良増殖目標」及 Ｃ：２点未満
び「飼料増産推進計
画」を実現する上で 当該評価を行うに至った
の課題を踏まえて、 経緯や特殊事情、中期目標
国民に対して提供す や中期計画に記載されてい
るサービスその他の る事項以外の業績その他特
業務の質の向上を効 筆すべき事項等を併せて記
率的かつ効果的に推 載する。
進するため、次の業
務に関して業務対象
の重点化を図る。

（１）家畜の改良増殖 （１）家畜の改良増 （１）家畜の改良増 ◇家畜の改良増殖
家畜の改良増殖 殖 殖 指標＝各細項目の評価点数

業務については、 の合計
家畜の改良を効率
的に推進し生産性 各細項目の評価点数の
の向上を図る観点 区分は以下のとおりと
から、畜産物の需 する。
要動向、家畜の飼 Ａ評価：２点、Ｂ評価
養動向等を勘案し ：１点、Ｃ評価：０点
て、乳用牛、肉用
牛、豚及び鶏の４ Ａ：８点
畜種に重点化す Ｂ：４点以上８点未満
る。 Ｃ：４点未満

以下の４つの細項目
については、それぞれ
、各年度の年度計画に
おいて定められている
具体的目標等に照らし
、達成度の評価を行う
ものとする。

ア 乳用牛について ア 乳用牛 □乳用牛
は、ホルスタイン ジャージー種に Ａ：計画どおり順調に実施
種に重点化し、ジ ついて、種畜の生 された
ャージー種につい 産・配布業務から Ｂ：概ね計画どおり順調に
ては、種畜の生産 広域的な遺伝的能 実施された
・配布から遺伝的 力評価による改良 Ｃ：計画どおりに実施され



能力評価に基づく の推進業務に移行 なかった
改良の推進に移行 する準備を進め、
する。 ジャージー種に振

り向けていた施設
等を活用して改良
規模を大きくする
等ホルスタイン種
への業務の重点化
を図る。

イ 肉用牛について イ 肉用牛 □肉用牛
は、黒毛和種に重 平成１３年度に Ａ：計画どおり順調に実施
点化し 外国種 ア 中止した外国種育 された、 （
バディーン・アン 種改良事業に振り Ｂ：概ね計画どおり順調に
ガス種及びヘレフ 向けていた施設等 実施された
ォード種）の改良 を活用して改良規 Ｃ：計画どおりに実施され
業務は中止する。 模を大きくする等 なかった

黒毛和種への業務
の重点化を図る。

ウ 豚については、 ウ 豚 □豚
系統造成に引き続 系統造成は現在 Ａ：計画どおり順調に実施
き取り組むととも 造成途中にある１ された
に、広域的な遺伝 系統について継続 Ｂ：概ね計画どおり順調に
的能力評価の体制 して実施すること 実施された
を整備する。 とし、広域的な遺 Ｃ：計画どおりに実施され

伝能力評価の業務 なかった
に重点化を図るた
めの体制を整備す
る。

エ 卵用鶏及び肉用 エ 鶏 □鶏
鶏については、消 消費・流通ニー Ａ：計画どおり順調に実施
費・流通ニーズに ズに対応した系統 された
対応した系統の造 の造成に重点化を Ｂ：概ね計画どおり順調に
成に重点化する。 図ることとし、既 実施された

に絞り込んだ系統 Ｃ：計画どおりに実施され
数を維持する。 なかった

（２）飼料作物種苗の （２）飼料作物種苗 （２）飼料作物種苗 ◇飼料作物種苗の生産
生産 の生産 の生産 指標＝増殖対象品種・系統
飼料作物種苗の 特に重要な品 増殖対象品種 の削減数（基準年：

生産業務について 種・系統を除き ・系統について 平成１２年度）、 、
は、優良品種の普 飼料作物種苗の 能力の高い新品 Ａ：増殖対象品種・系統の
及を促進し飼料自 増殖期間を国内 種への重点化を 削減率が基準年比に対し
給率の向上を図る 流通開始から１ 図るため、飼料 て年率１.８％以上削減
観点から、飼料作 ０年間に限定し 作物種苗の需要 し、最新品種・系統に重、
物種苗の需要動向 最新の優良品種 調査及び新品種 点化した



を踏まえて、増殖 ・系統に重点化 育成状況調査等 Ｂ：増殖対象品種・系統の
対象品種・系統を する。 を基に、国内流 削減率が基準年比に対し
１０％程度削減 通開始から１０ て、年率１％以上１.８％
し、最新品種・系 年以上経過し、 未満で、かつ、最新品種
統に重点化する。 置き換え品種が ・系統に重点化した

育成されている Ｃ：増殖対象品種・系統の
品種を中心に３ 削減率が基準年比に対し

、 、 、品種・系統以上 て 年率１％未満 又は
の削除を行うと 重点化しなかった
ともに、新しく
育成された系統
の追加を行う。

２ 業務運営の効率化 ２ 業務実施の効率 ２ 業務実施の効率 ○業務運営の効率化
による経費の抑制 化 化 指標＝「小項目の項目数×
業務運営の効率化 ２ （満点）に対する「各」

による経費の抑制に 小項目の点数の合計値」
ついては、各事業年 （合計点）の比率
度の人件費を除く運
営費交付金で行う事 各小項目の評価点数の
業について、少なく 区分は以下のとおりと
とも対前年度比で１ する。
％抑制する。 Ａ評価：２点、Ｂ評価

：１点、Ｃ評価：０点

Ａ：満点×９／１０≦合計
点

Ｂ：満点×５／１０≦合計
点＜満点×９／１０

Ｃ：合計点＜満点×５／１
０

当該評価を行うに至った
経緯や特殊事情、中期目標
や中期計画に記載されてい
る事項以外の業績その他特
筆すべき事項等を併せて記
載する。

※「◇経費の抑制」につい
ては平成１４年度以降適用

（１）業務運営の効 （１）業務運営の効 ◇経費の抑制
率化による経費 率化による経費 指標＝運営費交付金で行う
の抑制 の抑制 事業の経費（人件費を
コンピュータ 新たに人事情 除く）についての対前

ネットワークシ 報管理システム 年度抑制率
ステム等を活用 を導入して人事 Ａ：１％以上



して電子化を進 情報のデータベ Ｂ：０.７％以上１％未満
めるとともに、 ース化を図り、 Ｃ：０.７％未満
日常業務の点検 本所及び各牧場
及び作業体系の 間で情報の共有
見直しを行い業 が出来る体制を
務の効率化を図 構築するなど、 ◇日常業務の点検及び見直
り、各事業年度 コンピュータネ しによる業務の効率化
の人件費を除く ットワークシス Ａ：計画どおり順調に実施
運営費ついて、 テムの整備によ された
少なくとも対前 る事務処理の電 Ｂ：概ね計画どおり順調に
年度比で１％抑 子化・高速化を 実施された
制する。 進める。 Ｃ：計画どおりに実施され

また、効率化 なかった
推進検討委員会
においてまとめ 上記小項目について
られた効率化方 は、各年度の年度計画
針に基づき、業 において定められてい
務に係る経費の る具体的目標等に照ら
抑制を行う。 し、達成度の評価を行

うものとする。

（２）業務の進行管 （２）業務の進行管 ◇業務の進行管理
理 理 Ａ：計画どおり順調に実施
年度計画を確 年度計画に対 された

実に実行するた する業務の進行 Ｂ：概ね計画どおり順調に
め、平成１３年 状況を四半期ご 実施された
度から四半期毎 とに定期的に点 Ｃ：計画どおりに実施され
に課題解決の検 検・分析し、的 なかった
討を行う等、業 確な進行管理を
務の進行管理を 行い、計画の達 上記小項目について
行う。 成を図る。 は、各年度の年度計画

において定められてい
る具体的目標等に照ら
し、達成度の評価を行
うものとする。

３ 組織体制の整備 ３ 組織体制の整備 ◇組織体制制の整備
機動的かつ効率 事務・事業の Ａ：計画どおり順調に実施

的に業務を推進す 円滑な推進及び された
るため、組織を再 新たな行政需要 Ｂ：概ね計画どおり順調に
編する。 に機敏に対応す 実施された

（１）業務運営の効 るため、スタッ Ｃ：計画どおりに実施され
率化を図るため フ制等を活用し なかった、
課の統合を図る た機動的かつ効。

（２）技術の高度化 率的な組織体制 上記小項目について
及び専門化に対 の整備に努める は、各年度の年度計画。



応するため、ス において定められてい
タッフ制を導入 る具体的目標等に照ら
する。 し、達成度の評価を行

うものとする。

３ 他機関との連携 ４ 他機関との連携 ４ 他機関との連携 ○他機関との連携
業務を円滑かつ効 指標＝各小項目の評価点数

率的に推進するた の合計
め、行政機関、研究
機関、民間、大学等 各小項目の評価結果の
との連携を図る。 区分は以下のとおりと

する。
Ａ評価：２点、Ｂ評価
：１点、Ｃ評価：０点

Ａ：６点
Ｂ：３点以上６点未満
Ｃ：３点未満

当該評価を行うに至った
経緯や特殊事情、中期目標
や中期計画に記載されてい
る事項以外の業績その他特
筆すべき事項等を併せて記
載する。

以下の３つの小項目
については、それぞれ
、各年度の年度計画に
おいて定められている
具体的目標等に照らし
、達成度の評価を行う
ものとする。

（１）育種改良業務 （１）家畜の育種改 ◇育種改良
については、行 良業務 Ａ：計画どおり順調に実施
政機関、関係団 家畜の育種改 された
体、大学、生産 良業務について Ｂ：概ね計画どおり順調に
者等と連携を図 は、乳用牛及び 実施された
りながら、事業 肉用牛の後代検 Ｃ：計画どおりに実施され
を効率的に実施 定事業における なかった

、する。 選定基準の作成
家畜の遺伝的能
力評価手法の検
討、育種改良手
法に係る技術的



検討等につき、
国、都道府県、

、 、関係団体 大学
生産者等との連
携を図りながら
業務を効率的に
実施する。

（２）飼料作物種苗 （２）飼料作物種苗 ◇飼料作物種苗の生産
の生産業務につ の生産・配布 Ａ：計画どおり順調に実施
いては、行政機 飼料作物種苗 された
関、育成機関、 の生産・配布業 Ｂ：概ね計画どおり順調に
関係団体等と連 務については、 実施された
携を取り、増殖 需要及び新品種 Ｃ：計画どおりに実施され
計画を立てる。 育成状況の調査 なかった、

増殖品種及び栽
培面積の決定並
びに地域適応性
等検定試験計画

、の作成等につき
国、都道府県、
関係団体等との
連携を図りなが
ら業務を効率的
に実施する。

（３）調査研究業務 （３）調査研究業務 ◇調査研究
については、基 調査研究業務 Ａ：計画どおり順調に実施
礎研究成果を保 については、大 された
有する畜産関係 学、研究機関等 Ｂ：概ね計画どおり順調に
研究機関、大学 との共同研究に 実施された
等との連携を行 積極的に取り組 Ｃ：計画どおりに実施され
う。 むとともに、新 なかった

技術に関する全
国規模の技術検
討会を開催し、
情報交換、技術
開発等について
検討することに
より、効率的な
調査研究を実施
する。

第３ 国民に対して提 第２ 国民に対して 第２ 国民に対して ◎業務の質の向上
供するサービスそ 提供するサービ 提供するサービ 指標＝各中項目の評価点数
の他の業務の質の スその他業務の スその他の業務 の合計
向上に関する事項 質の向上に関す の質の向上に関

る目標を達成す する目標を達成 各中項目の評価点数の



るためとるべき するためとるべ 区分は以下のとおりと
措置 き措置 する。

Ａ評価：２点、Ｂ評価
：１点、Ｃ評価：０点

Ａ：１３点以上
Ｂ：７点以上１３点未満
Ｃ：７点未満

上記の評価結果を踏まえ
つつ
・当該評価を行うに至った
経緯や特殊事情
・中期目標や中期計画に記
載されている事項以外の業
績
・それぞれの項目の機関と
しての業務に占める重要性
等の特筆すべき事項等も総
合的に勘案して、評価を行
う。
その際、上記の留意事項

等についても記載すること
、 、とし 必要がある場合には

業務の適正化を図るために
講ずるべき措置を併せて記
載するものとする。

１ 家畜改良及び飼養 １ 家畜改良及び飼 １ 家畜改良及び飼 ○家畜改良及び飼養管理の
管理の改善等急速に 養管理の改善等 養管理の改善等 改善等
進展する国際化の流 指標＝各小項目の評価点数
れの中で、我が国畜 の合計
産の発展を図ってい
くためには、畜産の 各小項目の評価結果の
生産性の向上及び畜 区分は以下のとおりと
産物の品質の向上を する。
推進していくことが Ａ評価：２点、Ｂ評価
重要な課題となって ：１点、Ｃ評価：０点
いる。
特に、進展の著し Ａ：１７点以上

いバイオテクノロジ Ｂ：９点以上１７点未満
ー等の新技術や情報 Ｃ：９点未満
分析技術等を家畜の
育種改良に導入して 当該評価を行うに至った
家畜の能力向上を図 経緯や特殊事情、中期目標
るとともに、家畜の や中期計画に記載されてい
能力を発揮させるた る事項以外の業績その他特
めに必要な飼養管理 筆すべき事項等を併せて記



の改善を推進してい 載する。
く必要があるこのた
め 「酪農及び肉用、
牛生産の近代化を図

」、るための基本方針
「 」家畜改良増殖目標
及び「鶏の改良増殖
目標」の達成に資す
る観点から、家畜の
能力検定・遺伝的能
力評価の推進を図る
とともに、その所有
する畜産基盤を十分
に活かして、より効
率的な育種改良手法
の開発・実用化・導
入に積極的に取り組
みつつ、家畜改良増
殖法（昭和２５年法
律第２０９号）第３
条の４の規定に基づ
く優良な種畜、家畜
人工授精用精液及び
受精卵の供給等に努
め、特に次の業務に
重点を置いて家畜改
良を進める。

（１）乳用牛 （１）乳用牛 （１）乳用牛 ◇乳用牛の改良
「家畜改良増殖 指標＝各細項目の評価点数

目標」の達成に資 の合計
するため、主要品
種であるホルスタ 各細項目の評価結果の
イン種の改良に重 区分は以下のとおりと
点を置き、後代検 する。
定事業の推進、遺 Ａ評価：２点、Ｂ評価
伝的能力評価の実 ：１点、Ｃ評価：０点
施及び後代検定対
象種雄牛 以下 候 Ａ：４点（ 「
補種雄牛」とい Ｂ：２点以上４点未満
う ）等の生産・ Ｃ：２点未満。
供給に取り組む。

ア ホルスタイン種 ア ホルスタイン種 ア ホルスタイン種 □ホルスタイン種
指標＝各微項目の評価点数

の合計

各微項目の評価結果の



区分は以下のとおりと
する。
Ａ評価：２点、Ｂ評価
：１点、Ｃ評価：０点

Ａ：６点
Ｂ：３点以上６点未満
Ｃ：３点未満

（ア）後代検定事業の （ア）後代検定事業 （ア）後代検定事業 △後代検定事業の円滑な推
推進 の推進 の推進 進
ａ 候補種雄牛の 全国同一基準 指標＝各微細項目の評価点
遺伝的能力を全 で候補種雄牛の 数の合計
国ベースで同一 遺伝的能力評価
基準により評価 を行う後代検定 各微細項目の評価結果
を行う後代検定 事業を円滑に推 の区分は以下のとおり
事業を推進す 進することとし とする。、
る。 次のとおり行う Ａ評価：２点、Ｂ評価。

：１点、Ｃ評価：０点

Ａ：８点
Ｂ：４点以上８点未満
Ｃ：４点未満

ａ 後代検定事業 ａ 学識経験者、関 ▽後代検定事業の円滑な推
関係者及び大学 係団体等の参画を 進
等の研究者等の 得て 「全国後代 Ａ：計画どおり順調に実施、
参画を得て、後 検定推進会議 、 された」
代検定事業の円 「後代検定中央推 Ｂ：概ね計画どおり順調に
滑な推進を図る 進会議」等を開催 実施された。

し、技術的検討、 Ｃ：計画どおりに実施され
実施計画の検討・ なかった
作成等を行う。

上記微細項目について
は、各年度の年度計画
において定められてい
る具体的目標等に照ら
し、達成度の評価を行
うものとする。

ｂ 遺伝的能力の ｂ 最新の乳用牛 ▽期待育種価等の見直し
改良の進展を踏 の遺伝的能力評 Ａ：計画どおり順調に実施
まえ、候補種雄 価値を基に、候 された
牛を選定する際 補種雄牛の選定 Ｂ：概ね計画どおり順調に
の基準である期 基準について見 実施された
待育種価等につ 直しを行う。 Ｃ：計画どおりに実施され
いて毎年見直し なかった



を行う。
上記微細項目について
は、各年度の年度計画
において定められてい
る具体的目標等に照ら
し、達成度の評価を行
うものとする。

ｂ 期待育種価の ｃ 能力の高い新 ｃ 能力の高い新 ▽後代検定の実施
高い候補種雄牛 しい種雄牛を早く しい種雄牛を早 指標＝後代検定実施頭数
を毎年１８５頭 選抜、利用するた く選抜、利用す Ａ：１６７頭以上
程度確保する。 め、毎年１８５頭 るため、候補種 Ｂ：１３０頭以上１６７頭

程度の候補種雄牛 雄牛について、 未満
について、前期と 前期 １００頭 Ｃ：１３０頭未満（ ）

（ ）後期に分けて後代 と後期 ８５頭
検定を実施する。 に分けて後代検

定に供する。

（ 、ｄ ま た 、 平 成 ▽後代検定の年２回 前期
１１年度に後代 後期）の実施
検定を開始した Ａ：計画どおり順調に実施
候補種雄牛全頭 された
について検定成 Ｂ：概ね計画どおり順調に
績に基づく遺伝 実施された
的能力評価を行 Ｃ：計画どおりに実施され
い、年２回以上 なかった

。結果を公表する
上記微細項目について
は、各年度の年度計画
において定められてい
る具体的目標等に照ら
し、達成度の評価を行
うものとする。

ｅ 家畜改良事業
団主催の乳用牛
改良体制検討会
の検討結果を踏
まえ、国際種雄
牛評価に関する
知識の啓発、評
価結果の公表方
法の検討等を行
う。



（イ）遺伝的能力評価 （イ）遺伝的能力評 （イ）遺伝的能力評 △遺伝的能力評価の実施
の実施 価の実施 価の実施 指標＝各微細項目の評価点

数の合計

各微細項目の評価結果
の区分は以下のとおり
とする。
Ａ評価：２点、Ｂ評価
：１点、Ｃ評価：０点

Ａ：４点
Ｂ：２点以上４点未満
Ｃ：２点未満

ａ 農家において種 ａ 供用中の種雄 ａ 供用中の種雄 ▽遺伝的能力評価の実施
畜の導入、交配、 牛及び検定デー 牛及び検定デー 指標＝年２回行う遺伝的能

選抜・淘汰を行う上 タの収集可能な タを保有する雌 力評価の実施頭数
での基礎となる遺伝 雌牛全頭につい 牛全頭について Ａ：供用中の種雄牛全頭及
的能力について、毎 て、毎年２回定 遺伝的能力評価 び評価が可能な牛群検定
年２回、供用中の種 期的に評価し、 を行い、年２回 加入雌牛全頭*の１００％
雄牛全頭（約１００ 公表する。 以上結果を公表 Ｂ：供用中の種雄牛全頭及
頭）及び評価が可能 する。 び評価が可能な牛群検定
な牛群検定加入雌牛 加入雌牛全頭の８０％以
全頭（約４０万頭） 上１００％未満
の評価を実施し、公 Ｃ：供用中の種雄牛全頭及
表する。 び評価が可能な牛群検定

加入雌牛全頭の８０％未
満

*供用中の種雄牛頭数及
び牛群検定加入雌牛頭
数については年度報告
に記載

ｂ 「家畜改良増殖 ｂ 評価技術の検 ｂ ホルスタイン ▽評価手法の改善
目標」を踏まえ、 討を行い、評価 種の遺伝的能力 Ａ：計画どおり順調に実施
評価対象形質とし 対象形質として 評価の精度向上 された
て経済的価値の高 の体細胞数の追 を図るため、学 Ｂ：概ね計画どおり順調に
い形質を追加する 加、牛群内分散 識経験者等の参 実施された
とともに、評価精 の補正等評価手 画を得て 「評 Ｃ：計画どおりに実施され、
度の向上等評価手 法を改善する。 価技術検討会」 なかった
法の改善を行う。 を開催し、牛個

体識別番号の活 上記微細項目について
用及び国際種雄 は、各年度の年度計画
牛評価（インタ において定められてい
ーブル）に対応 る具体的目標等に照ら



した手法の改善 し、達成度の評価を行
について検討を うものとする。
行う。

（ウ）候補種雄牛等の （ウ）候補種雄牛等 （ウ）候補種雄牛等 △候補種雄牛等の生産・供
生産・供給 の生産・供給 の生産・供給 給

ａ 我が国の飼養環 ａ 遺伝的能力の ａ 遺伝的能力評 指標＝各微細項目の評価点
境（気候・風土・ 評価値に基づき 価値に基づき、 数の合計、
飼料・飼養 管理 国内の優良雌牛 国内の優良雌牛
等 、牛群に適し を活用した的確 のうち上位１％ 各微細項目の評価結果）
た種雄牛の生産・ な計画交配の実 以内の雌牛を育 の区分は以下のとおり
利用を図るため、 施等により、雄 素材として活用 とする。
遺伝的能力が高い 子牛を毎年生産 し、計画交配に Ａ評価：２点、Ｂ評価
国内の優良な雌牛 する。 より雄子牛を生 ：１点、Ｃ評価：０点
を活用して期待育 産する。
種価の高い候補種 ｂ 優良な育種素 ｂ 選抜精度の向 Ａ：６点
雄牛を毎年３５頭 材を計画的に導 上及び世代間隔 Ｂ：３点以上６点未満
程度供給するとと 入し、世代間隔 の短縮による改 Ｃ：３点未満
もに、中期目標の 短縮のための未 良速度の向上を
期間中に優良種畜 経産採卵・受精 図るため、同一
等を１６０頭程度 卵移植による雄 場所での能力検
配布する。 子牛生産、未経 定及び未経産採

ｂ 効率的な育種改 産採卵後のドナ 卵等の新技術の
良を行うため、実 ー検定による精 導入により、効
用段階に入った新 度の高い雄子牛 率的に候補種雄
技術を活用した新 の期待育種価の 牛を生産する。
たな育種改良手法 算出等により、
を導入する。 効率的に候補種

雄牛を生産する

ｃ これらにより ｃ 上記ａ及びｂ ▽候補種雄牛の生産・供給、
期待育種価の高 により候補種雄 指標＝候補種雄牛生産頭数
い候補種雄牛を 牛３５頭を確保 Ａ：３２頭以上
毎年３５頭程度 ・供給する。 Ｂ：２５頭以上３２頭未満
供給する。 Ｃ：２５頭未満

ｄ 候補種雄牛生 ｄ 候補種雄牛以 ▽優良種畜等の配付
産に伴い生産さ 外の優良な種畜 Ａ：計画どおり順調に実施
れる優良種畜等 等について、ホ された
について情報提 ームページ等に Ｂ：概ね計画どおり順調に
供を行い、中期 おいて情報提供 実施された
目 標 期 間 中 に を行い、３０頭 Ｃ：計画どおりに実施され
１６０頭程度配 程度配布する。 なかった
布する。

上記微細項目について
は、各年度の年度計画
において定められてい



る具体的目標等に照ら
し、達成度の評価を行
うものとする。その際、
年度計画に具体的数値
が掲げられている年度
においては、以下によ
り評価を行う。
Ａ：年度計画の目標数
値の９０％以上

Ｂ：年度計画の目標数
値の５０％以上９０
％未満

Ｃ：年度計画の目標数
値の５０％未満

▽優良種畜等の情報提供
Ａ：計画どおり順調に実施
された

Ｂ：概ね計画どおり順調に
実施された

Ｃ：計画どおりに実施され
なかった

上記微細項目について
は、各年度の年度計画
において定められてい
る具体的目標等に照ら
し、達成度の評価を行
うものとする。

イ ジャージー種 イ ジャージー種 イ ジャージー種 □ジャージー種
農家において遺伝的 （ア）ジャージー種 （ア）遺伝的能力評 指標＝「微項目の項目数×
能力評価値に基づく の主要な飼養地 価の結果等をも ２ （満点）に対する「各」

」種畜の導入、交配、 域の関係機関等 とに、ジャージ 微項目の点数の合計値
選抜・淘汰が行わ との連絡調整を ー種の主要な飼 （合計点）の比率
れ、改良が効率的に 行い、データ収 養地域の関係機
進められるよう、平 集等に関して関 関等の連携・協 微項目の評価点数の
成１５年度までに評 係機関との協力 力を得て 「連 区分は以下のとおりと、
価可能な牛群検定加 を図る。 絡調整会議」及 する。
入 雌 牛 全 頭 （ 約 （イ）遺伝的能力評 び「評価技術検 Ａ評価：２点、Ｂ評価
５００頭）の遺伝的 価について、技 討会 を開催し ：１点、Ｃ評価：０点」 、

。能力の評価を実施 術的検討、評価 次のとおり行う
し、公表する。 の試行・改善等 ａ 連絡調整会議 Ａ：満点×９／１０≦合計

により、評価手 においては、ジ 点
法を確立する。 ャージー種の遺 Ｂ：満点×５／１０≦合計

伝的能力評価に 点＜満点×９／１０



ついて、評価値 Ｃ：合計点＜満点×５／10
を利用する側か
ら、評価を行う 以下の２つの微項目に
形質、評価結果 ついては、各事業年度
の提示方法、評 の年度計画において設
価の実施時期等 定されている具体的目
について意見・ 標等に照らし、達成度
要望などの聴取 の評価を行うものとす
を行う。 る。

ｂ 評価技術検討
会においては、
連絡調整会議で
の検討結果等を △評価手法の検討
踏まえ、評価手 Ａ：計画どおり順調に実施
法等の検討を行 された
う。 Ｂ：概ね計画どおり順調に

実施された
Ｃ：計画どおりに実施され
なかった

（ウ）確立した評価 （イ）遺伝的能力評 △遺伝的能力評価の実施
手法を用いて、 価の結果に基づ Ａ：計画どおり順調に実施
牛群検定加入雌 き評価手法を検 された
牛全頭について 討するとともに Ｂ：概ね計画どおり順調に、 、
検定データ及び 供用中の種雄牛 実施された
血統データを収 及び検定データ Ｃ：計画どおりに実施され
集・分析し、平 を保有する雌牛 なかった
成１５年度から 全頭について遺
毎年２回定期的 伝的能力評価を
に評価し、評価 行い、年２回結
値を公表する。 果を公表する。

（２）肉用牛 （２）肉用牛 （２）肉用牛 ◇肉用牛の改良
「家畜改良増殖 指標＝各細項目の評価点数

目標」の達成に資 の合計
するため、主要品
種である黒毛和種 各細項目の評価結果の
の改良に重点を置 区分は以下のとおりと
き、遺伝的多様性 する。
の確保に配慮しつ Ａ評価：２点、Ｂ評価
つ、広域代検定事 ：１点、Ｃ評価：０点
業の推進、遺伝的
能力評価の実施及 Ａ：６点
び候補種雄牛等の Ｂ：３点以上６点未満
生産・供給に取り Ｃ：３点未満
組む。

以下の３つの細項目に
ついては、それぞれ、



各年度の年度計画にお
いて定められている具
体的目標等に照らし、
達成度の評価を行うも
のとする。

ア 後代検定事業の推 ア 後代検定事業の ア 後代検定事業の □後代検定事業の推進
進 推進 推進 Ａ：計画どおり順調に実施

広域後代検定を された
円滑に推進するこ Ｂ：概ね計画どおり順調に
ととし、次のとお 実施された
り行う。 Ｃ：計画どおりに実施され

なかった
（ア）候補種雄牛の遺 （ア）広域後代検定 （ア）関係者及び学

伝的能力を全国ベ 事業関係者及び 識経験者等の参
ースで同一基準に 研究者等の参画 画を得て 「中、
より評価を行い、 を得て、事業推 央改良推進委員
肉用牛の改良を図 進会議、検定技 会 「中央選抜」、
るため、広域後代 術検討会等を開 利用委員会」等
検定事業を推進す 催し、広域後代 を開催し、基準
る。 検定事業の円滑 種雄牛の選定、

な推進を図る。 当該種雄牛産子
の配置計画等に
ついて検討を行
う。

（イ）遺伝的能力評価 （イ）広域後代検定 （イ）上記会議にお
に必要な血縁関係 事業の関係者と ける検討結果を
の形成のための基 の協議を通じ、 踏まえ、参加県
準種雄牛の産子を 全国ベースの同 に基準種雄牛の

。事業参加県に配置 一基準で能力評 産子を配置する
する。 価を行うため、

基準種雄牛の産
子を事業参加県
に配置する。

イ 遺伝的能力評価の イ 遺伝的能力評価 イ 遺伝的能力評価 □遺伝的能力評価の実施
実施 の実施 の実施 指標＝「微項目の項目数×

（ア）広域後代検定事 ２ （満点）に対する」
業に係る遺伝的能 「各微項目の点数の合計
力評価手法を平成 値 （合計点）の比率」
１５年度までに確
立し、広域後代検 微項目の評価点数の
定候補種雄牛全頭 区分は以下のとおりと
（約５０頭）につ する。
いて評価を実施 Ａ評価：２点、Ｂ評価
し、公表する。 ：１点、Ｃ評価：０点

（イ）広域後代検定事



業における遺伝的 Ａ：満点×９／１０≦合計
能力評価の精度を 点
向上させるため、 Ｂ：満点×５／１０≦合計
候補種雄牛の産子 点＜満点×９／１０
を生産し、集合検 Ｃ：合計点＜満点×５／１
定に取り組む。 ０

以下の３つの微項目に
ついては、各事業年度
の年度計画において設
定されている具体的目
標等に照らし、達成度
の評価を行うものとし
する。

※「△遺伝的能力評価の実
施」については平成１５年
度から評価開始

（ア）評価技術検討 （ア）学識経験者及 △評価手法の検討
会を開催し、広 び関係団体の参 Ａ：計画どおり順調に実施
域後代検定事業 画を得て 「評 された、
における肉用牛 価技術検討会」 Ｂ：概ね計画どおり順調に
の遺伝的能力評 を開催し、評価 実施された
価手法について 手法等の検討を Ｃ：計画どおりに実施され、
技術的検討、評 行う。 なかった
価の試行・改善
により評価手法
を確立する。

（イ）確立した評価 （イ）確立した評価 △遺伝的能力評価の実施
手法を用いて、 手法を用いて、 Ａ：計画どおり順調に実施
候補種雄牛全頭 候補種雄牛全頭 された
について、検定 について、検定 Ｂ：概ね計画どおり順調に
データ及び血統 データ及び血統 実施された
データを収集・ データを収集・ Ｃ：計画どおりに実施され
分 析 し 、 平 成 分析し、遺伝的 なかった
１５年度から毎 能力評価を実施
年１回定期的に し、結果を公表 *候補種雄牛頭数について
評価し、公表す する。 は年度報告に記載
る。

（※平成１５年度から評価
開始）

（ウ）遺伝的能力評 （ウ）遺伝的能力評 △集合検定の開始
価の精度の向上 価の精度の向上 Ａ：計画どおり順調に実施



を図るため、候 を図るため、候 された
補種雄牛の検定 補種雄牛の検定 Ｂ：概ね計画どおり順調に
息牛を生産し、 息牛を生産し、 実施された
平成１５年度か 集合検定を開始 Ｃ：計画どおりに実施され
らセンターにお する。 なかった
いて集合検定を
行う。

ウ 候補種雄牛等の生 ウ 候補種雄牛等の ウ 候補種雄牛等の □候補種雄牛等の生産・供
産・供給 生産・供給 生産・供給 給

指標＝各微項目の評価点数
の合計

各微項目の評価結果の
区分は以下のとおりと
する。
Ａ評価：２点、Ｂ評価
：１点、Ｃ評価：０点

Ａ：１８点以上
Ｂ：１０点以上１８点未満
Ｃ：１０点未満

（ア）能力の判明した （ア）生産者ニーズ （ア）脂肪交雑等改 △遺伝的能力の高い育種素
優良な雌牛を活用 を反映した遺伝 良ニーズ及び遺 材の収集
して期待育種価の 的能力の高い育 伝的多様性にも Ａ：計画どおり順調に実施
高い候補種雄牛を 種素材の収集を 配慮しつつ、遺 された
毎年１０頭程度供 行う。 伝的能力の高い Ｂ：概ね計画どおり順調に
給するとともに、 育種素材の収集 実施された
中期目標の期間中 とその利用に努 Ｃ：計画どおりに実施され
に優良種畜等を１ める。 なかった
２０頭程度配布す
る。 上記微項目について

（イ）効率的な育種改 は、各年度の年度計画
良を行うため、実 において定められてい
用段階に入った新 る具体的目標等に照ら
技術を活用した新 し、達成度の評価を行
たな育種改良手法 うものとする。
を導入する。

（イ）必要な受卵牛 （イ）クローン牛を △卵分割クローン牛の生産
を確保し、卵分 用いた候補種雄 指標＝卵分割クローン牛の
割によるクロー 牛の 予備選抜手 年間生産数
ン牛を期間内に 法を確立するた Ａ：１０組以上
５０組以上生産 め、卵分割によ Ｂ：７組以上１０頭未満
することにより るクローン牛を Ｃ：７頭未満、
クローン牛を用 １０組以上生産
いた候補種雄牛 する。



の予備選抜手法
を確立する。

（ウ）未経産採卵・ （ウ）選抜精度の向 △候補種雄牛の生産選抜
採卵後肥育検定 上及び世代間隔 Ａ：計画どおり順調に実施
及びクローン牛 の短縮による改 された
による予備選抜 良速度の向上を Ｂ：概ね計画どおり順調に
等母牛の育種価 図るため、遺伝 実施された
や産子の期待育 的能力評価値に Ｃ：計画どおりに実施され
種価に基づく候 基づく選抜及び なかった
補種雄牛生産・ 未経産採卵等の
選抜に取り組む 新技術の導入等 上記微項目について。

により効率的な は、各年度の年度計画
候補種雄牛生産 において定められてい
・選抜を行う。 る具体的目標等に照ら

し、達成度の評価を行
うものとする。

エ これらにより △候補種雄牛の供給（ ） 、
候補種雄牛を１ 指標＝候補種雄牛の年間供
０頭程度供給す 給頭数
る。 Ａ：９頭以上

Ｂ：７頭以上９頭未満
Ｃ：７頭未満

（エ）検定の効率化 （オ）検定期間の大 △核移植クローン牛の生産
を図るため、核 幅な短縮及び検 指標＝核移植クローン牛の
移植技術を活用 定頭数の削減を 年間生産数
したクローン牛 可能とするクロ Ａ：２組以上
を期間内に１０ ーン検定の実用 Ｂ：１組
組以上生産する 性検証のため、 Ｃ：０組
とともに、検定 核移植技術によ
期間を短縮し、 りクローン牛を
能力評価精度の ２組以上生産し △クローン検定の実用性の、
向上を図り得る 能力検定を行う 検証。
クローン検定の Ａ：計画どおり順調に実施
実用性の検証を された
行う。 Ｂ：概ね計画どおり順調に

実施された
Ｃ：計画どおりに実施され
なかった

上記微項目について
は、各年度の年度計画
において定められてい
る具体的目標等に照ら
し、達成度の評価を行



うものとする。

（オ）と殺される肉 （カ）と場で廃棄さ △と場卵巣の利用可能性の
用牛について枝 れる卵巣のうち 検証
肉成績の優秀な 枝肉成績の優秀 指標＝と場卵巣活用による
未経産肥育牛の な未経産肥育牛 体外受精卵からの生産
卵巣から得られ の卵巣（卵子） 頭数
る体外受精卵を を育種素材とし
活用して期間内 て有効に活用す 上記微項目については、
に３０頭以上の る手法の実用化 各事業年度の年度計画
を生産するとと を図るため、枝 において設定されてい
もに、種牛とし 肉成績の優秀な る具体的目標等に照ら
ての能力検定を 未経産肥育牛の し、達成度の評価を行
行い、育種素材 卵巣から体外受 うものとし、その評価
としての利用技 精卵を得て、４ 方法は以下のとおりと
術の実用化及び 頭以上の子牛の する。
利用の可能性の 生産を行い、こ Ａ：達成度合１００％
検証を行う。 のうち雄牛につ 以上

いては能力検定 Ｂ：達成度合７０％以
を行う。 上１００％未満

Ｃ：達成度合７０％未
満

△と場卵巣の利用可能性の
検証

Ａ：計画どおり順調に実施
された

Ｂ：概ね計画どおり順調に
実施された

Ｃ：計画どおりに実施され
なかった

上記微項目について
は、各年度の年度計画
において定められてい
る具体的目標等に照ら
し、達成度の評価を行
うものとする。

（カ）候補種雄牛生 （キ）候補種雄牛以 △優良種畜等の配布
産に伴い生産さ 外の優良な種畜 指標＝優良種畜等の年間配
れる優良種畜等 等について、ホ 布頭数
について情報提 ームページ等に Ａ：２２頭以上
供を行い、中期 おいて情報提供 Ｂ：１２頭以上２２頭未満
目標の期間中に を行い、優良種 Ｃ：１２頭未満



１２０頭程度配 畜等を２４頭程
布する。 度配布する。ま

た、優良な種畜 △優良種畜等についての情
等に由来する凍 報提供
結精液及び受精 Ａ：計画どおり順調に実施
卵についても、 された
情報提供を行い Ｂ：概ね計画どおり順調に、
配布する。 実施された

Ｃ：計画通りに実施されな
かった

上記微項目について
は、各年度の年度計画
において定められてい
る具体的目標等に照ら
し、達成度の評価を行
うものとする。

（３）豚 （３）豚 （３）豚 ◇豚の改良
我が国の養豚に 指標＝各細項目の評価点数

おいては、防疫上 の合計
の観点から種豚の
流通が停滞し、優 各細項目の評価結果の
良な純粋種資源が 区分は以下のとおりと
不足している。 する。
このため 「家 Ａ評価：２点、Ｂ評価、

畜改良増殖目標」 ：１点、Ｃ評価：０点
の達成に資するた
め、次の課題に取 Ａ：４点
り組む。 Ｂ：２点以上４点未満

Ｃ：２点未満

ア 遺伝的能力評価の ア 遺伝的能力評価 ア 遺伝的能力評価 □遺伝的能力評価の実施
実施 の実施 の実施 指標＝「微項目の項目数×

全国同一基準で ２ （満点）に対する「各」
」種豚の遺伝的能力 微項目の点数の合計値

評価を行う事業を （合計点）の比率
円滑に推進するこ
ととし、次のとお 微項目の評価点数の
り行う。 区分は以下のとおりと

する。
Ａ評価：２点、Ｂ評価
：１点、Ｃ評価：０点

Ａ：満点×９／１０≦合計



点
Ｂ：満点×５／１０≦合計
点＜満点×９／１０

Ｃ：合計点＜満点×５／１
０

※「△遺伝的能力評価の試
行」については平成１５年
度から評価開始

（ア）種豚の遺伝的能 （ア）全国ベースで （ア）遺伝的能力評 △種豚群の造成
力を全国ベースで の遺伝的能力評 価に必要な基準 Ａ：計画どおり順調に実施
同一基準により評 価に必要な種豚 豚としての純粋 された
価を行う遺伝的能 群の血縁関係を 種豚群について Ｂ：概ね計画どおり順調に、
力評価手法を開発 結ぶため、デュ 引き続き既導入 実施された
・実用化する。 ロック種、大ヨ 分の増殖に努め Ｃ：計画通りに実施されな

（イ）全国ベースでの ークシャー種及 るとともに、新 かった
遺伝的能力評価の びランドレース たに次の対応を
開始を目指し、関 種の純粋種種豚 図る。
係者との連携の下 群を造成する ａ ランドレース
１５箇所以上の育 （イ）ブリーダー農 種については、
種機関・ブリーダ 場関係者等との 今年度新たに種
ー農場との種豚群 協議により、１ 豚１０頭程度を
間の血縁関係を結 ５箇所以上の種 導入し、昨年導
ぶ。 豚群間との血縁 入したものとと

関係を結ぶ。 もに増殖に努め
る。

（ウ）関係者及び研 （イ）学識経験者及 △評価手法の検討
究者等の参画を び関係団体の参 Ａ：計画どおり順調に実施
得て、事業推進 画を得て 「事 された、
会議、評価技術 業推進会議」及 Ｂ：概ね計画どおり順調に
検討会等を開催 び「評価技術検 実施された
し、全国ベース 討会 を開催し Ｃ：計画通りに実施されな」 、
での遺伝的能力 評価形質、評価 かった
評価手法につい 値の提示方法等
て、技術的検討 について検討を
及び試行を行う 行う。 △基準種豚の配付。

Ａ：計画どおり順調に実施
された

Ｂ：概ね計画どおり順調に
実施された

Ｃ：計画通りに実施されな
かった

△遺伝的能力評価の試行



Ａ：計画どおり順調に実施
された

Ｂ：概ね計画どおり順調に
実施された

Ｃ：計画通りに実施されな
かった

（※平成１５年度から評価
開始）

※上記の４つの微項目に
ついては、各事業年度
の年度計画において設
定されている具体的目
標等に照らし、達成度
の評価を行うものとし
、その評価方法は以下
のとおりとする。
①年度計画において数
量目標が定められてい
る場合
Ａ：達成度合１００％
以上
Ｂ：達成度合７０％以
上１００％未満

Ｃ：達成度合７０％未満
②年度計画において定
性的目標が定められて
いる場合
Ａ：計画どおり順調に
実施された
Ｂ：概ね計画どおり順
調に実施された

Ｃ：計画どおりに実施
されなかった

イ 優良種豚等の生産 イ 優良種豚等の生 イ 優良種豚等の生 □優良種豚等の生産・配付
・配布 産・配布 産・配布 指標＝各微項目の評価点数
養豚経営の規模拡 （ア）雄型品種であ ア 肉豚 交雑種 の合計（ ） （ ）

大に伴い能力ととも るデュロック種 の生産に必要な
に斉一性の高い豚群 について、ＢＵ 雄型品種である 各微項目の評価結果の
の確保が必要である ＬＰ法（最良線 デュロック種に 区分は以下のとおりと
ことから、広域的に 形不偏予測法） ついて、第８世 する。
利用できる雄型系統 を活用して平成 代の能力検定を Ａ評価：２点、Ｂ評価
を平成１７年度まで １７年度までに 行うとともに、 ：１点、Ｃ評価：０点
に完成させる。 系統を完成させ 最新の遺伝的能
また、中期目標期 る。 力推定法である Ａ：４点

間中に優良種畜を ＢＬＵＰ法を活 Ｂ：２点以上４点未満



９５０頭程度配布す 用して選抜を行 Ｃ：２点未満
る。 い、第９世代の

生産のための交
配を行う。

（イ）優良種畜につ （イ）優良種豚につ △優良種畜等の配付
いて情報提供を いて、ホームペ Ａ：５４頭以上
行い、中期目標 ージ等において Ｂ：３０頭以上５４頭未満
の期間中に９５ 情報提供を行い Ｃ：３０頭未満、
０頭程度配布す ６０頭程度配布
る。 する。

上記微項目について
は、各年度の年度計画
において定められてい
る具体的目標等に照ら
し、達成度の評価を行
うものとする。その際、
年度計画に具体的数値
が掲げられている年度
においては、以下によ
り評価を行う。
Ａ：年度計画の目標数
値の９０％以上

Ｂ：年度計画の目標数
値の５０％以上９０
％未満

Ｃ：年度計画の目標数
値の５０％未満

△優良種畜等の情報提供
Ａ：計画どおり順調に実施
された

Ｂ：概ね計画どおり順調に
実施された

Ｃ：計画どおりに実施され
なかった

上記微項目について
は、各年度の年度計画
において定められてい
る具体的目標等に照ら
し、達成度の評価を行
うものとする。

（４）鶏 （４）鶏 （４）鶏 ◇鶏の改良
鶏卵及び鶏肉の 指標＝各細項目の評価点数



消費・流通ニーズ の合計
は、価格ばかりで
なく、我が国の独 各細項目の評価結果の
特な消費形態や嗜 区分は以下のとおりと
好から、卵質、肉 する。
質等の品質面を重 Ａ評価：２点、Ｂ評価
視するようになっ ：１点、Ｃ評価：０点
ている。
このため 「鶏 Ａ：４点、

の改良増殖目標」 Ｂ：２点以上４点未満
を踏まえ、我が国 Ｃ：２点未満
の消費・流通ニー
ズへの対応に重点 ア 育種手法の開発 ア 育種手法の開発 □育種手法の開発・実用化
を置き、次の課題 ・実用化 ・実用化 指標＝各微項目の評価点数
に取り組む。 の合計

ア 育種手法の開発・ 各微項目の評価結果の
実用化 区分は以下のとおりと
卵用鶏における卵 する。

殻質・卵内容、肉用 Ａ評価：２点、Ｂ評価
鶏における腹腔内脂 ：１点、Ｃ評価：０点
肪量・食味等の消費
・流通ニーズに対応 Ａ：６点
した形質の改良を進 Ｂ：３点以上６点未満
めるため、これらの Ｃ：３点未満
形質の測定方法及び
評価方法を実用化す 以下の３つの微項目に
る。 ついて、それぞれ各年

度の年度計画において
定められている具体的
目標等に照らし、達成
度の評価を行うものと
する。

（ア）卵用鶏につい （ア）鶏育種の技術 △卵用鶏の評価方法の実用
て、卵殻質、肉 的課題の検討 化
斑、血斑等の卵 学識経験者、 Ａ：計画どおり順調に実施
質の全数個別測 関係団体等の参 された
定による評価方 画を得て 「卵 Ｂ：概ね計画どおり順調に、
法を実用化する 質改良部会 、 実施された。 」

「高品質肉用鶏 Ｃ：計画どおりに実施され
部会」等を開催 なかった
し、卵用鶏及び
肉用鶏の育種に
係る技術的課題
について検討す
る。



（イ）卵用鶏
ａ 卵質に優れた
系統を造成する

、手法開発のため
全個体の生産卵

、個別測定により
。次のとおり行う

（ａ）卵殻質
卵 殻 強 度
３．０㎏／ｃ㎡
以上を改良目標
とした選抜を行
い、選抜の効果
を判定する。

（ｂ）卵内容
肉斑・血斑に

ついて、指標を
作成し選抜を行
い、選抜の効果
を判定する。ハ
ウユニットにつ
いては、測定値
に基づく家系の
選抜を行い、そ
の効果を判定す
る。

ｂ ＢＬＵＰ法を
活用した遺伝的
能力評価に基づ
く育種手法の実

、用化を図るため
２系統３，００
０羽以上につい
てＢＬＵＰ法に
よる遺伝的能力
評価値を求め、
選抜に利用し、
有用性を検証す
る。

（イ）肉用鶏につい （ウ）肉用鶏 △肉用鶏の評価方法等の実
て、近赤外線分 ａ 近赤外分光分 用化
光分析技術を活 析技術を活用し Ａ：計画どおり順調に実施
用し、腹腔内脂 た腹腔内脂肪量 された
肪量の測定方法 の推定法を実用 Ｂ：概ね計画どおり順調に
及び評価方法を 化するため、一 実施された
実用化する。 部の育種系統に Ｃ：計画どおりに実施され

ついて、簡易測 なかった



定装置を利用し
有用性を検証す
る。

（ウ）ＢＬＵＰ法を ｂ ＢＬＵＰ法を △ＢＬＵＰ法の開発・実用
活用し、遺伝的 活用した遺伝的 化
能力評価に基づ 能 力 評 価 に 基 Ａ：計画どおり順調に実施
く育種手法を開 づ く 育 種 手 法 された
発・実用化する の 実 用 化 を 図 Ｂ：概ね計画どおり順調に。

るため、５系統 実施された
１０，０００羽 Ｃ：計画どおりに実施され
以上についてＢ なかった
ＬＵＰ法による
遺伝的能力評価
値を求め、選抜
に利用し、有用
性を検証する。

イ 優良種鶏の生産・ イ 優良種鶏の生産 イ 優良種鶏の生産 □優良種鶏の生産・配布
配布 ・配布 ・配布 指標＝各微項目の評価点数
消費・流通ニーズ の合計

に対応した種鶏生産
に必要な系統とし 各微項目の評価結果の
て、卵用鶏において 区分は以下のとおりと
４系統、肉用鶏にお する。
いて５系統を完成さ Ａ評価：２点、Ｂ評価
せる。 ：１点、Ｃ評価：０点
また、優良な種鶏

を種卵換算で５７０ Ａ：８点
千個程度配布する。 Ｂ：４点以上８点未満

Ｃ：４点未満

（ア）卵用鶏につい （ア）卵用鶏につい △卵用鶏の系統造成
て、赤玉系にお て、赤玉系にお Ａ：計画どおり順調に実施
いては肉斑及び いては肉斑及び された
卵殻色に着目し 卵殻色に着目し Ｂ：概ね計画どおり順調に
た２系統、白玉 た２系統、白玉 実施された
系においては卵 系においては卵 Ｃ：計画どおりに実施され
重等の基本性能 重等の基本性能 なかった
及び卵殻質に着 及び卵殻質に着
目した２系統を 目した２系統の 上記微項目について
造成する。 造成を引き続き は、各年度の年度計画

行う。 において定められてい
る具体的目標等に照ら
し、達成度の評価を行
うものとする。



（イ）肉用鶏につい （イ）肉用鶏につい △肉用鶏の系統造成
て、低脂肪に着 て、低脂肪に着 Ａ：計画どおり順調に実施
目した２系統、 目した２系統、 された
劣性白に着目し 劣性白に着目し Ｂ：概ね計画どおり順調に
た２系統及び遅 た２系統、遅羽 実施された
羽性に着目した 性に着目した１ Ｃ：計画どおりに実施され
１系統を造成す 系統の造成を引 なかった
る。 き続き行う。

上記微項目について
は、各年度の年度計画
において定められてい
る具体的目標等に照ら
し、達成度の評価を行
うものとする。

（ウ）優良な種鶏に （ウ）造成系統鶏及 △優良種鶏等の配付
ついて情報提供 び育種素材鶏の Ａ：１００千個以上
を行い、中期目 優良種鶏につい Ｂ：５６千個以上１００千
標の期間中に５ てホームページ 個未満
７０千個程度配 等において情報 Ｃ：５６千個未満
布する。 提供を行い、種

卵換算１ １ １
、千個程度の種鶏

種すう及び種卵 上記微項目について
の配布を行う。 は、各年度の年度計画

において定められてい
る具体的目標等に照ら
し、達成度の評価を行
うものとする。その際、
年度計画に具体的数値
が掲げられている年度
においては、以下によ
り評価を行う。
Ａ：年度計画の目標数
値の９０％以上

Ｂ：年度計画の目標数
値の５０％以上９０
％未満

Ｃ：年度計画の目標数
値の５０％未満

△優良種鶏等の情報提供
Ａ：計画どおり順調に実施
された

Ｂ：概ね計画どおり順調に
実施された



Ｃ：計画どおりに実施され
なかった

上記微項目について
は、各年度の年度計画
において定められてい
る具体的目標等に照ら
し、達成度の評価を行
うものとする。

（５）馬等の家畜 （５）馬等の家畜 （５）馬等の家畜 ◇馬等の改良
馬、山羊、めん 指標＝各細項目の評価点数

羊及び実験動物に の合計
ついて、需要の動
向を踏まえ、優良 各細項目の評価結果の
な種畜等の生産・ 区分は以下のとおりと
配布を行う。 する。

Ａ評価：２点、Ｂ評価
：１点、Ｃ評価：０点

Ａ：１７点以上
Ｂ：９点以上１７点未満
Ｃ：９点未満

以下の９つの細項目に
ついて、それぞれ、各
年度の年度計画におい
て定められている具体
的目標等に照らし、達
成度の評価を行うもの
とする。

ア 馬について、種 ア 馬について、ホ □馬の種畜及び精液の配布
畜及び人工授精用 ームページ等に情 Ａ：計画どおり順調に実施
精液の配布を行う 報 提 供 を 行 い 、 された。

２５頭以上の種畜 Ｂ：概ね計画どおり順調に
及び精液の配布を 実施された
行う。 Ｃ：計画通りに実施されな

かった

イ 山羊について、 イ 山羊について、 □山羊の種畜及び精液の配
種畜及び人工授精 種畜配布が行える 布
用凍結精液の配布 条件を整えるため Ａ：計画どおり順調に実施、
を行う。 １４年度に摘発さ された

れた山羊関節炎・ Ｂ：概ね計画どおり順調に
脳脊髄炎の清浄畜 実施された



を確保する。 Ｃ：計画通りに実施されな
かった

ウ めん羊について ウ めん羊について □めん羊の種畜及び精液の、 、
種畜の配布を行い ホームページ等に 配布
つつ、めん羊飼養 情報提供を行い、 Ａ：計画どおり順調に実施
者等への情報提供 １８頭以上の種畜 された
等を通じた改良の の配布を行う。 Ｂ：概ね計画どおり順調に
推進に移行する。 また、改良の推 実施された

進体制について、 Ｃ：計画どおりに実施され
優良種畜の配布を なかった
基本としたものか
ら飼養者への技術 □めん羊飼養者等への情報
指導及び情報提供 提供等を通じた改良への
等によるものに移 移行
行できるよう努め Ａ：計画どおり順調に実施
る。 された

Ｂ：概ね計画どおり順調に
実施された

Ｃ：計画どおりに実施され
なかった

エ 実験用ウサギに エ 実験用ウサギに □実験用ウサギの種畜の配
ついて ＳＰＦ 特 ついて、遺伝特性 布、 （
定疾病フリー）状 を維持するととも Ａ：計画どおり順調に実施
態で遺伝特性を維 に微生物モニタリ された
持しつつ、配布を ング 汚染の監視 Ｂ：概ね計画どおり順調に（ ）
行う。 により特定疾病非 実施された

汚染（ＳＰＦ）状 Ｃ：計画どおりに実施され
態の維持を図り、 なかった
ホームページ等に
情報提供を行い、 □実験用ウサギのＳＰＦ 特（
３５０羽以上の種 定疾病フリー）状態での
畜の配布を行う。 遺伝特性の維持

Ａ：計画どおり順調に実施
された

Ｂ：概ね計画どおり順調に
実施された

Ｃ：計画どおりに実施され
なかった

オ 実験用小型ヤギ オ 実験用小型ヤギ □実験用小型ヤギの種畜の
について、モニタ について、性能調 配布
リングにより遺伝 査を実施するとと Ａ：計画どおり順調に実施
特性を把握すると もに、種畜配布が された
ともに、配布を行 行える条件を整え Ｂ：概ね計画どおり順調に
う。 るため、１４年度 実施された

に摘発された山羊 Ｃ：計画どおりに実施され



関節炎・脳脊髄炎 なかった
の清浄畜を確保す
る。

□実験用小型ヤギのモニタ
リングによる遺伝特性の
把握

Ａ：計画どおり順調に実施
された

Ｂ：概ね計画どおり順調に
実施された

Ｃ：計画どおりに実施され
なかった

カ 実験用小型ブタ カ 実験用小型ブタ □実験用小型ブタの系統造
について、小型系 について、小型系 成
統及び中型・ヘア （交雑種）及び中 Ａ：計画どおり順調に実施
レス系統の造成を 型ヘアレス系の系 された
行う。 統造成を行う。 Ｂ：概ね計画どおり順調に

また、ホームペ 実施された
ージ等に情報提供 Ｃ：計画どおりに実施され
を行い、種畜等の なかった
配布を行う。

（６）種畜検査 （６）種畜検査 （６）種畜検査 ◇種畜検査
適切な種畜の利 ア 的確な種畜検 ア 一定年数以上の Ａ：計画どおり順調に実施

用により家畜の改 査を行うため、 経験者の中から、 された
良増殖を推進する その実施要領を 的確に検査を実施 Ｂ：概ね計画どおり順調に
ため、家畜改良増 定める。 できる者を種畜検 実施された
殖法第４条の規定 イ 一定年数以上 査員として任命す Ｃ：計画どおりに実施され
に基づく種畜検査 の経験者の中か る。 なかった
について、申請の ら、的確に検査 イ 申請のあった種
あった種畜の全頭 のできる者を種 畜全頭について実 上記小項目については
について種畜検査 畜検査員として 施要領に基づき、 、各年度の年度計画に
を的確に実施す 任命する。 的確な検査を実施 おいて定められている
る。 する。 具体的目標等に照らし、

達成度の評価を行うも
のとする。

（７）家畜の遺伝資源 （７）家畜の遺伝資 （７）家畜の遺伝資 ◇家畜の遺伝資源の保存
の保存 源の保存 源の保存 Ａ：計画どおり順調に実施
家畜の遺伝資源 家畜の遺伝資 農林水産関連 された

について、独立行 源の維持保存及 動植物の遺伝資 Ｂ：概ね計画どおり順調に
政法人農業生物資 び特性調査につ 源保存に関する 実施された
源研究所 以下 生 いて、繋養畜種 センターバンク Ｃ：計画どおりに実施され（ 「
物研」という ） を配慮し、８牧 である独立行政 なかった。
と連携しつつ、収 場で分担して行 法人農業生物資



集、維持保存及び う。 源研究所と連携 上記小項目については
特性調査を実施す しつつ、８牧場 、各年度の年度計画に
る。 で分担し、遺伝 おいて定められている

資源の新規収集 具体的目標等に照らし、
３点、追加収集 達成度の評価を行うも
６点、遺伝資源 のとする。
の保存６０点及
び特性調査４８
点を実施する。

（８）飼養管理の改善 （８）飼養管理の改 （８）飼養管理の改 ◇飼養管理の改善
家畜の飼養管理 善 善 指標＝各細項目の評価点数

技術の改善に努 家畜の管理、 家畜管理の改 の合計
め、併せてその技 粗飼料生産・利 善、粗飼料生産
術を実証展示し 用、家畜排泄物 ・利用技術の改 各細項目の評価結果の
て、見学者を毎年 処理・利用等の 善、家畜排泄物 区分は以下のとおりと
６５０名以上受け 飼養管理に関す 処理・利用技術 する。
入れる。 る技術の改善に 等の飼養管理技 Ａ評価：２点、Ｂ評価

努め、畜産関係 術の改善に努め ：１点、Ｃ評価：０点、
者にその成果を その成果を畜産
情報提供するた 関係者に情報提 Ａ：４点
めの実証展示を 供するとともに Ｂ：２点以上４点未満
行う。 実証展示を行い Ｃ：２点未満、

６５０名以上の
見学者を受け入 □家畜の飼養管理技術の改
れる。 善

Ａ：計画どおり順調に実施
された

Ｂ：概ね計画どおり順調に
実施された

Ｃ：計画どおりに実施され
なかった

上記細項目について
各年度の年度計画にお
いて定められている具
体的目標等に照らし、
達成度の評価を行うも
のとする。

□実証展示の見学者の受入
指標＝実証展示の見学者数
Ａ：６５０名以上
Ｂ：４５５名以上６５０名
未満

Ｃ：４５５名未満



（９）家畜個体識別事 （９）家畜個体識別 （９）家畜個体識別 ◇家畜個体識別事業の推進
業の推進 事業の推進 事業の推進 Ａ：計画どおり順調に実施
家畜の個体識別 関係機関と協 家畜個体情報 された

システムの確立・ 議し、個体識別 管理システム推 Ｂ：概ね計画どおり順調に
普及に資するた に必要なデータ 進中央協議会の 実施された
め、家畜の個体識 の収集 送受信 方針に基づき、 Ｃ：計画どおりに実施され、 、
別事業の推進を図 データベースの 家畜個体識別事 なかった
る。 構築等電算処理 業及び牛の個体

システムの開発 識別のための情 上記小項目について
を推進し、当該 報の管理及び伝 各年度の年度計画にお
データを提供す 達に関する特別 いて定められている具
る。 措置法に基づく 体的目標等に照らし、

データの収集、 達成度の評価を行うも
送受信、データ のとする。
ベースの構築、
データの提供の
ためのシステム

、構築等を実施し
畜産関係団体等
に対しデータの
提供を行う。

２ 飼料作物の増殖に ２ 飼料作物の増殖 ２ 飼料作物の増殖 ○飼料作物の増殖に必要な
必要な種苗の生産及 に必要な種苗の生 に必要な種苗の生 種苗の生産及び配布
び配布 産及び配布 産及び配布 指標＝各小項目の評価点数

の合計

各小項目の評価結果の
区分は以下のとおりと
する。
Ａ評価：２点、Ｂ評価
：１点、Ｃ評価：０点

Ａ：８点
Ｂ：４点以上８点未満
Ｃ：４点未満

当該評価を行うに至った
経緯や特殊事情、中期目標
や中期計画に記載されてい
る事項以外の業績その他特
筆すべき事項等を併せて記
載する。

（１ 「飼料増産推進 （１）需要の高い品 （１）飼料作物種苗 ◇優良種苗の生産・配布）
計画」等に即して 種の優先的な生 の生産及び配布 指標＝採取用・普及用種子
自給飼料の増産を 産、一定量の在 飼料作物種苗 供給能力の確保



推進し、飼料自給 庫確保等により の年間需要量、 Ａ：７２品種１８トン以上
率の向上を図るた 需要に応じた種 適正在庫量及び Ｂ：５６品種１４トン以上
めには、飼料作物 苗の配布を行う 種苗の生産体系 Ｃ：５６品種１４トン未満。
の優良品種の普及 （土地の制約か
による生産性の向 ら品種毎には３ 当該基準値は、前年
上が不可欠であ 年に１度程度の 度末在庫に当該年度生
る。 種苗生産となる 産量を加えた水準とす）
このため、国際 を勘案し、本年 る （在庫量の１／３。

水準に適合する高 度 は ３ ７ 品 種 を供給能力とする ）な。
品質な種苗を生産 １２トン程度の お、年度計画に記載さ
し 毎年８０品種 種苗の生産を行 れる生産数量は前年度、 、
２０トン程度の採 い、最大供給可 末在庫水準及び当該年
種用・普及用種子 能量７１トン程 度配付見込み数量から
の供給能力を確保 度を確保する。 算出した当該年度に必
する。 これにより、 要な見込み数量である。

予想年間需要量
８０品種２０ト
ンに対応した配
布を行う。

（２）難増殖種子の （２）難増殖種子に ◇難増殖種子の採種性の向
施設栽培等効率 関する技術の開 上
的な採種技術を 発・実用化 Ａ：計画どおり順調に実施
導入し、採種性 難増殖種子 作 された（
の向上を図る。 物としての生産 Ｂ：概ね計画どおり順調に

性等が高いにも 実施された
かかわらず、脱 Ｃ：計画どおりに実施され
粒性が高い等の なかった
理由により増殖
が難しい種子） 上記小項目について
について、その は、各年度の年度計画
採種性の向上を において定められてい
図るため、 る具体的目標等に照ら

① ビニールハウ し、達成度の評価を行
ス内で寒冷紗を うものとする。
活用したギニア
グラスの採種技
術

② 種子を分解性
のテープで包ん
だシーダーテー
プを利用した採
種技術

③ 従来、気温が
低いため増殖が
困難と考えられ
ていた十勝牧場
におけるイタリ



アンライグラス
の採種技術

④ 採種網の活用
によるカラード
ギニアグラスの
採種技術の開発
・実用化に必要
な調査を行う。

（３）品種の遺伝的 （３）高品質な種苗 ◇高品質な種苗の生産・配
純度の確保、雑 の生産・配布 布のための取組
草種子混入防止 ＯＥＣＤ種子 Ａ：計画どおり順調に実施
等により、ＯＥ 制度下で流通可 された
ＣＤ種子制度下 能な高品質な種 Ｂ：概ね計画どおり順調に
で流通可能な高 苗の生産・配布 実施された
品質な種苗の生 について、品種 Ｃ：計画どおりに実施され
産及び配布を行 の遺伝的純度の なかった
う。 確保、雑草種子

混入防止等を図 上記小項目について
るため、 は、各年度の年度計画

① バイブレーシ において定められてい
ョンセパレータ る具体的目標等に照ら
と簡易比重精選 し、達成度の評価を行
機を組み合わせ うものとする。
た精選技術の導
入によるシロク
ローバ種子から
の混入石英及び
菌体の分離

② パレットを活
用した種子袋間
通気の改善によ
る貯蔵種子の発
芽率の低下防止

③ 移植栽培によ
るローズグラス
の生育期間の確
保とメヒシバと
の競合回避の改
善に取り組む。

（２）飼料作物の遺伝 （４）飼料作物の遺 （４）飼料作物の遺 ◇飼料作物の遺伝資源の維
資源について、生 伝資源の維持保 伝資源の保存 持保存
物研と連携しつ 存及び特性調査 農林水産関連 Ａ：計画どおり順調に実施
つ、栄養体保存又 について、地域 動植物の遺伝資 された
は種子の再増殖及 特性を考慮し、 源保存に関する Ｂ：概ね計画どおり順調に
び特性調査を行 ４牧場で分担し センターバンク 実施された
う。 て行う。 である独立行政 Ｃ：計画どおりに実施され



法人農業生物資 なかった
源研究所と連携
しつつ、家畜改 上記小項目について
良センター４牧 は、各年度の年度計画
場で分担し、栄 において定められてい
養体保存４２２ る具体的目標等に照ら
系統、種子再増 し、達成度の評価を行
殖１２３系統及 うものとする。
び 特 性 調 査
１２３系統を行
う。

３ 飼料作物の種苗の ３ 飼料作物の種苗 ３ 飼料作物の種苗 ○飼料作物の種苗の検査
検査 の検査 の検査 指標＝各小項目の評価点数

の合計

各小項目の評価結果の
区分は以下のとおりと
する。
Ａ評価：２点、Ｂ評価
：１点、Ｃ評価：０点

Ａ：８点
Ｂ：４点以上８点未満
Ｃ：４点未満

当該評価を行うに至った
経緯や特殊事情、中期目標
や中期計画に記載されてい
る事項以外の業績その他特
筆すべき事項等を併せて記
載する。

（１）国際間での高品 （１）検査精度の確 （１）検査の実施及 ◇ＯＥＣＤ種子制度等に基
質な飼料作物種苗 保を図り、ＯＥ び検査精度の維 づく検査及び証明の的確
の流通の推進を図 ＣＤ種子制度等 持 な実施
るため、ＯＥＣＤ に基づく検査及 次の区分の検 Ａ：計画どおり順調に実施
種子制度等に基づ び証明を的確に 査を確実に行う された。
く検査及び証明を 実施する。 検定区分：検定 Ｂ：概ね計画どおり順調に
的確に実施する。 内容 実施された
その際、種子純 ほ場検定：生 Ｃ：計画どおりに実施され

度検査及び発芽検 産ほ場において なかった
査の検査試料入手 花粉汚染源から
から結果通知まで の隔離が確保さ 上記小項目について
に要する期間（国 れているか等に は、各年度の年度計画
際種子検査規程に つき検定 において定められてい
定められている最 種子検定：生 る具体的目標等に照ら
低限必要な検査日 産された種子に し、達成度の評価を行



数を除く ）を平 ついて、雑草や うものとする。。
均１０日から７日 他作物の種子混
に短縮する。 入率が基準の範

囲内であるか等
につき検定
事後検定：生

産された種子を
ほ場で栽培し、
出穂期等品種の
特性が損なわれ
ていないかにつ
き検定
また、検査精

度を維持するた
め、

① 種子検査担当
職員についての
模擬検査（純種

、 、子率 異種子率
きょう雑物率、
発芽率、雑草の
同定）の実施に
よる検査技術の
向上

② 異種種子のサ
ンプルに関し、
サイズ、形状、
色等を数値化す
ることによる異
種子検索データ
ベースの作成に
取り組む。

（２）その際、検査 （２）検査結果通知 ◇ＯＥＣＤ種子検査制度等
及び事務処理の の迅速化 に基づく検査通知期間の
効率化を図り、 検査結果に関 短縮
検査試料の入手 する情報のデー 指標＝基準年（平成１２年
から結果の通知 タベース化を充 度）に対する通知期間
までに要する期 実させ、証明書 の短縮日数
間を短縮する。 の作成並びに文

書処理を効率的 上記項目については、
に行うこと等に 各事業年度の年度計画
より、検査結果 において設定されてい
通知までに要す る具体的目標等に照ら
る 期 間 を 平 均 し、達成度の評価を行
８．０日程度に うものとし、その評価
短縮する。 方法は以下のとおりと

する。



Ａ：達成度合９０％以
上

Ｂ：達成度合５０％以
上９０％未満

Ｃ：達成度合５０％未
満

（２）飼料作物優良品 （３）飼料作物の新 （３）飼料作物優良 ◇地域適応性等の検定の実
種の育成・普及に 品種育成機関等 品種の育成支援 施
資するため、毎年 との調整を行い 飼料作物の優 指標＝地域適応性等の検定、
７０系統程度（標 新しく育成され 良品種の育成・ 試験の年間実施系統数
準品種を除く ） た 系 統 の う ち 普及に資するた Ａ：６３以上。
の地域適応性等の ７０系統程度（ め、新しく育成 Ｂ：３５以上６３未満
検定試験を実施す 標準品種を除 される系統につ Ｃ：３５未満
る。 く ）の地域適 いて、育成機関。

、応性等の検定試 との調整を行い
験を実施する。 本所他８牧場に

おいて７０系統
程度の地域適応
性等の検定試験
を実施し、試験
結果を系統選抜
及び品種登録審
査用資料として
育成機関に提供
する。

（３）品種特性等に関 （４）都道府県の試 （４）地域に適した ◇品種特性等に関する情報
する情報提供を行 験場の協力を得 飼料作物優良品 の提供
うため、奨励品種 て、品種特性情 種の普及支援 Ａ：計画どおり順調に実施
選定試験結果のデ 報のデータベー 地域に適した された
ータベースを整備 スを整備し、情 飼料作物優良品 Ｂ：概ね計画どおり順調に
し、情報の提供を 報の提供を行う 種の選定・普及 実施された。
行う。 に資するため、 Ｃ：計画どおりに実施され

都道府県等の試 なかった
験場の協力を得
て、飼料作物の 上記小項目について
品種特性等に関 は、各年度の年度計画
する情報を新た において定められてい
に２００品種程 る具体的目標等に照ら
度分を収集し、 し、達成度の評価を行
データ入手から うものとする。
３か月以内にデ

、ータベース化し
飼料作物の奨励
品種選定・普及
担当者、需要者



等への情報提供
を行う。

４ 調査研究 ４ 調査研究 ４ 調査研究 ○調査研究
業務を推進する 開発、改善とい 指標＝各小項目の評価点数

上で基盤となる育種 う用語については の合計、
改良技術及び繁殖関 次のように定義し
連技術の開発・実用 て使用した。 各小項目の評価結果の
化並びに飼養管理に 開発する：利用 区分は以下のとおりと
係る次の調査に重点 可能な段階まで、 する。
的に取り組むととも 技術を作り上げる Ａ評価：２点、Ｂ評価
に、調査研究を進め こと。 ：１点、Ｃ評価：０点
るに当たっては、試 改善する：既に
験研究機関等との連 開発された技術の Ａ：８点
携、調査研究の場の 技術水準の向上又 Ｂ：４点以上８点未満
外部機関への提供等 は簡易化を実現す Ｃ：４点未満
を通して我が国全体 ること。
の畜産技術の進展に 当該評価を行うに至った
寄与するよう努め 経緯や特殊事情、中期目標
る。 や中期計画に記載されてい
さらに、行政上緊 る事項以外の業績その他特

急に解決しなくては 筆すべき事項等を併せて記
ならない課題が生じ 載する。
た場合は、優先的に
取り組む。
なお、開発、改善

という用語につい
て、次のように定義
して使用した。
開発する：利用可

能な段階まで、技術
を作り上げる。
改善する：既に開

発された技術の技術
水準の向上又は簡易
化を実現する。

（１）育種改良関連技 （１）育種改良関連 （１）育種改良関連 ◇育種改良関連技術
術 技術 技術 指標＝各細項目の評価点数
家畜の遺伝的能 の合計

力の向上と育種改
良の効率化を図る 各細項目の評価結果の
上で必要な育種改 区分は以下のとおりと
良関連技術を開発 する。
し、これを導入・ Ｓ評価：３点、Ａ評価
活用するため、特 ：２点、Ｂ評価：１点
に、次の課題につ 、Ｃ評価：０点



いて取り組む。
Ａ：６点以上
Ｂ：３点以上６点未満
Ｃ：３点未満

ア 遺伝子育種技術の ア 遺伝子育種技術 ア 遺伝子育種技術 □遺伝子育種技術の開発
開発 の開発 の開発 指標＝各微項目の評価点数

の合計

各微項目の評価結果の
区分は以下のとおりと
する。
Ｓ評価：３点、Ａ評価
：２点、Ｂ評価：１点
、Ｃ評価：０点

Ａ：８点以上
Ｂ：４点以上８点未満
Ｃ：４点未満

以下の４つの微項目に
ついて、それぞれ、各
年度の年度計画におい
て定められている具体
的目標等に照らし、達
成度の評価を行うもの
とする。

ア 乳用牛について （ア）乳用牛につい （ア）乳用牛 △乳用牛（ ） 、
経済的に重要な形 て、泌乳形質に 泌乳形質のう Ｓ：計画を大きく上回り、
質と連鎖性の高い 優れた牛群と劣 ち乳房炎の感受 優れた成果が得られた
ＤＮＡマーカーを る牛群を対象に 性について、有 Ａ：計画どおり順調に実施
特定する。 それと連鎖性の 用なＤＮＡマー された

高いＤＮＡマー カーを探索する Ｂ：概ね計画どおり順調に。
カーを探索する 実施された。

Ｃ：計画どおりに実施され
なかった

イ 肉用牛について （イ）肉用牛につい （イ）肉用牛 △肉用牛（ ） 、
経済的に重要な形 て、肉質に優れ 黒毛和種とリ Ｓ：計画を大きく上回り、
質と連鎖性の高い た黒毛和種と体 ムジン種交雑第 優れた成果が得られた
ＤＮＡマーカーの 格に優れたホル ２世代を３７頭 Ａ：計画どおり順調に実施
探索を開始する。 スタイン種との 程度の肥育試験 された
また、遺伝子解 交雑種を対象に を実施する。 Ｂ：概ね計画どおり順調に

析を推進するため 肉量・肉質と連 また、黒毛和 実施された
の牛群（交雑第２ 鎖性の高いＤＮ 種とリムジン種 Ｃ：計画どおりに実施され



世代で２００頭程 Ａマーカーを探 から造成した遺 なかった
度）を造成する。 索する。 伝子解析用牛群

また、肉質に を対象に、肉量
優れた黒毛和種 ・肉質について
と肉量に優れた 有用なDNAマーカ
リムジン種を交 ーの探索を実施
配し、受精卵移 する。
植技術を利用し
て 第 ２ 世 代 で
２００頭の群を
造成する。

（ウ）豚について、既 （ウ）豚について、 （ウ）豚 △豚
に造成した遺伝子 遺伝子解析用の ａ 梅山豚とデュ Ｓ：計画を大きく上回り、
解析用の群を用い 豚群を対象にロ ロック種から造 優れた成果が得られた
て経済的に重要な ース芯脂肪量等 成した遺伝子解 Ａ：計画どおり順調に実施
形質と連鎖性の高 と連鎖性の高い 析用豚群を対象 された
いＤＮＡマーカー ＤＮＡマーカー に、ロース芯粗 Ｂ：概ね計画どおり順調に
を特定する。 を探索する。 脂肪含量と管囲 実施された、

総産子数及び黄 Ｃ：計画どおりに実施され
体数について、 なかった
有用なＤＮＡマ
ーカーの絞り込
みを行う。

ｂ ランドレース
種を対象に、肢
蹄得点について
有用なＤＮＡマ
ーカの探索を行
う。

（エ）鶏について、既 （エ）鶏について、 （エ）鶏 △鶏
に造成した遺伝子 卵殻質、腹腔内 ａ 卵殻の強い群 Ｓ：計画を大きく上回り、
解析用の群及び新 脂肪量に関して と弱い群の交雑 優れた成果が得られた
規に造成する群を は既に造成した 鶏群を対象に、 Ａ：計画どおり順調に実施
用いて経済的に重 鶏群を対象に、 有用なＤＮＡマ された
要な形質と連鎖性 抗病性に関して ーカーの探索を Ｂ：概ね計画どおり順調に
の高いＤＮＡマー は遺伝子解析用 行う。 実施された
カーを特定する。 群を新たに造成 ｂ 腹腔内脂肪蓄 Ｃ：計画どおりに実施され

し、それら形質 積の多い群と少 なかった
と連鎖性の高い ない群の交雑鶏
ＤＮＡマーカー 群を対象に、有
を探索する。 用なＤＮＡマー

カーの探索を行
う。

ｃ ラウス肉腫ウ
ィルスを原因と



する腫瘍の退行
性について、退
行性のある群と
ない群の交雑鶏
群を対象に、有
用なＤＮＡマー
カーの探索を行
う。

イ 形質評価手法の開 イ 形質評価手法の イ 形質評価手法の □形質評価手法の開発
発 開発 改善 指標＝各微項目の評価点数

の合計

各微項目の評価結果の
区分は以下のとおりと
する。
Ｓ評価：３点、Ａ評価
：２点、Ｂ評価：１点
、Ｃ評価：０点

Ａ：４点以上
Ｂ：２点以上４点未満
Ｃ：２点未満

以下の２つの微項目に
ついて、それぞれ、各
年度の年度計画におい
て定められている具体
的目標等に照らし、達
成度の評価を行うもの
とする。

（ア）牛、豚及び鶏の ア 肉質について （ア）肉質 △牛、豚及び鶏の肉質評価（ ） 、
肉質評価法を開発 牛、豚、鶏肉の官 ａ 牛肉、豚肉及 法の開発
する。 能検査用パネルを び鶏肉の官能検 Ｓ：計画を大きく上回り、

養成するととも 査用パネル形成 優れた成果が得られた
に、近赤外線分光 のための訓練を Ａ：計画どおり順調に実施
分析技術等を活用 行う。 された
した筋肉内脂肪含 これらのパネ Ｂ：概ね計画どおり順調に
量やアミノ酸等を ルは、脂肪・蛋 実施された
測定する手法によ 白・水分組成、 Ｃ：計画どおりに実施され
り、簡易に計量及 脂肪酸組成、ア なかった
び評価できる手法 ミノ酸組成及び
の開発に取り組 剪断力価等の測
む。 定値と官能検査

との関係を明確
にする調査に利



用する。
ｂ 改良された近
赤外線分光分析
技術を利用した
牛肉の組成解析
用簡易装置を用
いて、水分・脂
肪・蛋白組成推
定技術の確立の
ために必要な調
査を行う。
また、近赤外

線分光分析によ
る脂肪酸組成推
定に必要な調査
を行う。

ｃ 牛肉の脂肪酸
組成測定値及び
アミノ酸組成測
定値と食味との
相関について調
査する。

ｄ 豚肉の脂肪酸
組成測定値及び
物理的性状測定
値と食味との相
関について調査
する。

ｅ 鶏肉のアミノ
酸組成測定値及
び物理的性状測
定値と食味との
相関について調
査する。

（イ）牛の簡易な肉量 イ 肉量について （イ）肉量 △牛の簡易な肉量推定技術（ ） 、
推定技術を開発す 枝肉断面写真の画 牛のと体につ の開発
る。 像解析により、筋 いて枝肉切開面 Ｓ：計画を大きく上回り、

肉脂肪構成比を推 写真画像による 優れた成果が得られた
定する技術を検討 筋肉・脂肪量推 Ａ：計画どおり順調に実施
し、実際の筋肉分 定に必要な調査 された
離による肉量との を行う。 Ｂ：概ね計画どおり順調に
関連を調査し、枝 実施された
肉段階の簡易な肉 Ｃ：計画どおりに実施され
量測定技術の開発 なかった
に取り組む。

ウ 血中代謝関連物質 ウ 血中代謝関連物 ウ 血中代謝物質の □血中代謝関連物質の選抜



の選抜利用血中代謝 質の選抜利用血中 選抜利用 利用
関連物質を指標とし 代謝関連物質の選 各種代謝関連物 Ｓ：計画を大きく上回り、
た選抜法の開発を試 抜指標への利用性 質の血中含量と泌 優れた成果が得られた
みる。 を検証するため、 乳能力成績の相関 Ａ：計画どおり順調に実施

それと泌乳能力と について調査し、 された
の相関について調 選抜技術としての Ｂ：概ね計画どおり順調に
査を行う。 利用可能性を検討 実施された

する。 Ｃ：計画どおりに実施され
なかった

上記細項目については、
各年度の年度計画にお
いて定められている具
体的目標等に照らし、
達成度の評価を行うも
のとする。

（２）繁殖関連技術 （２）繁殖関連技術 （２）繁殖関連技術 ◇繁殖関連技術
受精卵移植技術 指標＝各細項目の評価点数

等を活用した種畜 の合計
の生産、クローン
を用いた検定等よ 各細項目の評価結果の
り効率的な育種改 区分は以下のとおりと
良手法の確立、優 する。
良家畜の増殖、生 Ｓ評価：３点、Ａ評価
産現場でのコスト ：２点、Ｂ評価：１点
低減等に資する繁 、Ｃ評価：０点
殖関連技術の高度
化を図るため、特 Ａ：６点以上
に、次の課題につ Ｂ：３点以上６点未満
いて取り組む。

Ｃ：３点未満

ア 家畜の受精卵移植 ア 家畜の受精卵移 ア 家畜の受精卵移 □家畜の受精卵移植技術の
技術の改善 植技術の改善 植技術の改善 改善

指標＝各微項目の評価点数
の合計

各微項目の評価結果の
区分は以下のとおりと
する。
Ｓ評価：３点、Ａ評価
：２点、Ｂ評価：１点
、Ｃ評価：０点

Ａ：６点以上
Ｂ：３点以上６点未満



Ｃ：３点未満

以下の３つの微項目に
ついて、それぞれ、各
年度の年度計画におい
て定められている具体
的目標等に照らし、達
成度の評価を行うもの
とする。

（ア）牛について、受 （ア）牛の受精卵移 （ア）家畜の受精卵 △牛の受精卵移植技術
精卵移植関連技術 植関連技術につ 移植技術の改善 Ｓ：計画を大きく上回り、
の改善を図り、子 いて、過剰排卵 ａ 育成牛の過剰 優れた成果が得られた
牛を安定的に生産 処理技術、生体 排卵処理技術に Ａ：計画どおり順調に実施
できる技術体系を 卵胞卵子採取技 関し、卵胞波の された
開発する。 術、卵凍結保存 動態に沿った処 Ｂ：概ね計画どおり順調に

技術、受精卵移 理技術を検討す 実施された
植技術及び受卵 る。 Ｃ：計画どおりに実施され
牛管理・選定技 ｂ 肉用育成牛の なかった
術の各技術の改 生体卵胞卵子採
善に取り組む。 取技術に関し、

より効率的な処
理方法について
の調査を行う。

ｃ ガラス化保存
技術に関し、ガ
ラス化溶液改善
および希釈方法
の簡便化のため
の調査を行う。

ｄ 受卵牛管理技
術に関し、ホル
モン処理による
効率的な受卵牛
の利用方法につ

。いて調査を行う
ｅ 体外受精卵培
養技術に関し、
体外受精手法及
び培養液改善の
ための調査を行
う。

（イ）切断等受精卵の （イ）切断等受精卵 （イ）操作後の受精 △切断等受精卵の操作技術
操作技術につい の操作技術につ 卵保存法 Ｓ：計画を大きく上回り、
て、操作後の受精 いて、ガラス化 切断等の操作 優れた成果が得られた
卵の保存技術を改 法を応用した操 後の受精卵（切 Ａ：計画どおり順調に実施



善する。 作受精卵の保存 断二分離胚、性 された
技術の改善に取 判別のためのバ Ｂ：概ね計画どおり順調に
り組み、受胎率 イオプシー胚及 実施された
の向上を図る。 び核移植による Ｃ：計画どおりに実施され

再構築胚）の保 なかった
存技術に関し、
２種類の保存法
の比較のための
調査を行う。

（ウ）豚について、受 （ウ）豚の受精卵移 （ウ）豚の受精卵移 △豚の受精卵移植技術
精卵移植の受胎率 植技術について 植技術 Ｓ：計画を大きく上回り、、
を改善する。 凍結保存技術の 豚受精卵の低 優れた成果が得られた

改善を図るとと 温保存技術に関 Ａ：計画どおり順調に実施
もに、簡易な移 し、２種類の保 された
植技術の開発に 存法の比較のた Ｂ：概ね計画どおり順調に
も取り組み、凍 めの調査を行う 実施された。
結卵移植の受胎 Ｃ：計画どおりに実施され
率の向上を図る なかった。

イ クローン技術の改 イ クローン技術の イ クローン技術の □クローン技術の改善
善 改善 改善 指標＝各微項目の評価点数

の合計

各微項目の評価結果の
区分は以下のとおりと
する。
Ｓ評価：３点、Ａ評価
：２点、Ｂ評価：１点
、Ｃ評価：０点

Ａ：６点以上
Ｂ：３点以上６点未満
Ｃ：３点未満

以下の３つの微項目に
ついて、それぞれ、各
年度の年度計画におい
て定められている具体
的目標等に照らし、達
成度の評価を行うもの
とする。

（ア）牛のクローン技 （ア）初期胚クロー （ア）初期胚クロー △初期胚クローン
術について、同時 ンについて、割 ン Ｓ：計画を大きく上回り、
期に２頭以上のク 球分離技術、胚 ａ 割球分離技術 優れた成果が得られた
ローンを安定的に の分割技術及び に関し、培養条 Ａ：計画どおり順調に実施



生産できる技術体 栄養膜細胞の核 件検討のための された
系に改善する。 移植技術の３手 調査を行う。 Ｂ：概ね計画どおり順調に

法について、技 ｂ 胚分割技術に 実施された
術の改善に取り 関し、培養液改 Ｃ：計画どおりに実施され
組み、最も効果 善のための調査 なかった
的なものを見極 を行う。
める。 ｃ 栄養膜細胞の

核移植技術法の
開発のため、栄
養膜細胞の培養
方法について検
討を加える。

ｄ 栄養膜小胞の
共移植が操作胚
の移植受胎率に
及ぼす影響につ
いての調査を行
う。

（イ）体細胞クロー （イ）体細胞クロー △体細胞クローン
ンについて、核 ン Ｓ：計画を大きく上回り、
移植技術の改善 体細胞クロー 優れた成果が得られた
に取り組むとと ン胚妊娠牛の血 Ａ：計画どおり順調に実施
もに、体細胞ク 中物質を定期的 された
ローンの発生率 に測定し、クロ Ｂ：概ね計画どおり順調に
及び流産率に与 ーン胚の成長及 実施された
える要因分析を び流産状況との Ｃ：計画どおりに実施され
行い、技術全体 関連を調査する なかった。
の安定化に取り
組む。

（イ）牛のクローンに （ウ）生産されたク （ウ）クローン牛の △牛のクローン
ついて、従来手法 ローン牛の発現 発現形質及び特 Ｓ：計画を大きく上回り、
で生産された牛と 形質及び特性を 性の調査 優れた成果が得られた
比較した場合の特 調査し、相似性 ａ クローン牛の Ａ：計画どおり順調に実施
性及び遺伝的に同 を確認するとと 正常性と相似性 された
一とされるクロー もに、その利用 を確認するた Ｂ：概ね計画どおり順調に
ン個体間等の相似 価値の検討を行 め、生産形質及 実施された
性を確認する。 う。 び生理機能につ Ｃ：計画どおりに実施され

いて調査を行う なかった。
ｂ 体細胞クロー
ン雄牛とそれに
細胞を提供した
種雄牛との間の
相似性を確認す
るため、生産形
質及び生理機能
について調査を



行う。

ウ 牛以外の家畜の人 ウ 牛以外の家畜の ウ 牛以外の家畜の □牛以外の人工授精技術等
工授精技術等の改善 人工授精技術等の 人工授精技術等の の改善
牛以外の家畜につい 改善 改善 指標＝各微項目の評価点数
て、人工授精技術の の合計
改善や季節外繁殖等
の関連技術を改善 各微項目の評価結果の
する。 区分は以下のとおりと

する。
Ｓ評価：３点、Ａ評価
：２点、Ｂ評価：１点
、Ｃ評価：０点

Ａ：４点以上
Ｂ：２点以上４点未満
Ｃ：２点未満

以下の２つの微項目に
ついて、それぞれ、各
年度の年度計画におい
て定められている具体
的目標等に照らし、達
成度の評価を行うもの
とする。

（ア）牛以外の家畜 （ア）人工授精技術 △精液の広域流通をめざし
について、精液 の改善 た技術の改善
の広域流通をめ ａ 豚精液の低温 Ｓ：計画を大きく上回り、
ざした技術の改 保存技術に関し 優れた成果が得られた、
善に取り組む。 保存性について Ａ：計画どおり順調に実施

の調査を行う。 された
ｂ 山羊の人工授 Ｂ：概ね計画どおり順調に
精技術に関し、 実施された
凍結精液の保存 Ｃ：計画どおりに実施され
性についての調 なかった
査を行う。

ｃ めん羊の人工
、授精技術に関し

凍結精液の保存
性についての調
査を行う。

（イ）めん羊・山羊 （イ）めん羊・山羊 △めん羊・山羊の産子の生
は繁殖季節以外 の季節外繁殖 産技術の改善
の時期に確実な ａ めん羊の繁殖 Ｓ：計画を大きく上回り、
産子の生産をめ 季節外発情誘起 優れた成果が得られた



ざした技術の改 に関し、ホルモ Ａ：計画どおり順調に実施
善に取り組む。 ンを利用した２ された

つの手法を比較 Ｂ：概ね計画どおり順調に
するための調査 実施された
を行う。 Ｃ：計画どおりに実施され

ｂ 山羊の繁殖季 なかった
節外発情誘起に
関し、これまで
の成果を取りま
とめ、論文とし
て投稿する。

（３）飼養管理関連技 （３）飼養管理関連 （３）飼養管理関連 ◇飼養管理関連技術
術 技術 技術 指標＝各微項目の評価点数
優良家畜の効率 の合計

的利用等を図るた
め、家畜の経済的 各微項目の評価結果の
な飼養管理を行う 区分は以下のとおりと
上で必要な調査を する。
実施する。 Ｓ評価：３点、Ａ評価
また、家畜の管 ：２点、Ｂ評価：１点

理、粗飼料の生産 、Ｃ評価：０点
・利用、家畜排せ
つ物の処理・利用 Ａ：８点以上
等の実用化された Ｂ：４点以上８点未満
飼養管理技術につ Ｃ：４点未満
いて、マニュアル
を作成する。 以下の４つの細項目に

ついて、それぞれ、各
年度の年度計画におい
て定められている具体
的目標等に照らし、達
成度の評価を行うもの
とする。

ア ロボットによる ア ロボット搾乳導 □ロボット搾乳に関する調
搾乳が泌乳成績に 入支援 査
及ぼす影響を調査 ロボット搾乳成 Ｓ：計画を大きく上回り、
する。 績を牛群検定に適 優れた成果が得られた

用する方式の開発 Ａ：計画どおり順調に実施
のため、ロボット された
搾乳成績の調査を Ｂ：概ね計画どおり順調に
行うとともに、ロ 実施された
ボットにより不定 Ｃ：計画どおりに実施され
期に搾乳したデー なかった
タを牛群検定によ
って得られるデー



タと同様のものに
換算する推定式を
作成する。

イ 肥育期間及び栄 イ 適切な肥育期間 □肥育期間及び栄養水準に
養水準について、 及び栄養水準の設 関する調査
クローン牛を使っ 定 Ｓ：計画を大きく上回り、
た精度の高い調査 肉用牛肥育時の 優れた成果が得られた
を行う。 適切なビタミンＡ Ａ：計画どおり順調に実施

水準を決定するた された
め、クローン牛等 Ｂ：概ね計画どおり順調に
のペアを使った精 実施された
度の高い肥育試験 Ｃ：計画どおりに実施され
を行う。 なかった

ウ 肥育方法改善の ウ 超音波診断技術 □肥育方法の改善のための
ため、超音波診断 等を利用した肥育 調査
装置等による肥育 方法の改善 Ｓ：計画を大きく上回り、
期間中の肉量・肉 上記イの（ビタ 優れた成果が得られた
質判定結果と肥育 ミンＡ制限による Ａ：計画どおり順調に実
方法及び枝肉成績 肉質改善）の調査 施された
の関係について調 と併せて、超音波 Ｂ：概ね計画どおり順調に
査する。 診断装置等の断面 実施された

画像による筋肉・ Ｃ：計画どおりに実施され
脂肪増加曲線推定 なかった
のための調査を行
う。

エ 家畜の管理、粗 エ 家畜の繁殖技術 □マニュアルの作成、
飼料の生産・利用 家畜の形質評価技 Ｓ：計画を大きく上回り、、
家畜排泄物の処理 術、家畜排せつ物 優れた成果が得られた
・利用等、実用化 の処理・利用技術 Ａ：計画どおり順調に実
技術 について、家 等に関する技術手 施された
畜の改良増殖業務 引書を作成する。 Ｂ：概ね計画どおり順調に
に取り組む中で得 実施された
られた工夫やデー Ｃ：計画どおりに実施され
タの積み重ね及び なかった
調査結果を基にマ
ニュアルを作成す
る。

（４）技術開発・調査 （４）技術開発・調 （４）技術開発・調 ◇技術開発・調査に対する
に対する支援外部 査に対する支援 査に対する支援 支援
機関が行う技術開 ア 大学・民間企業 ア 大学・民間企業 指標＝平成１０年から１２
発及び調査に対し 等が実施する技術 等が実施する技術 年の平均件数に対する
センターの保有す 開発及び調査のう 開発及び調査のう 実績件数の割合
る施設・ほ場・家 ち、我が国の畜産 ち、我が国の畜産 Ａ：１１０％以上
畜を利用させる 振興等に寄与する 振興等に寄与する Ｂ：１００％以上１１０％



等、可能な限りこ と判断されたもの と判断されるもの 未満
れらを支援する。 については、セン について、共同で Ｃ：１００％未満

ターの本来業務に 行う。
支障を来さない範 また、大学・民
囲で、共同研究の 間企業等が実施す
実施又は施設・圃 る技術開発及び調
場・家畜等の提供 査のうち、我が国
などの方法により の畜産振興等に寄、
積極的に支援を行 与すると判断され
う。 るものについて、

イ 国等外部機関か センター保有の家
ら、畜産に関する 畜等を提供する。
調査の依頼があっ イ 他の機関から依
た場合には、可能 頼のあった場合に
な限りこれに協力 は、業務に支障の
する。 ない限り積極的に

対応する。

（５）調査研究成果
の発表
研究成果の学

会等での発表を
奨励し、一定の
知見の得られた

、成果については
積極的に学術誌
に投稿すること
を目指す。

５ 講習及び指導調査 ５ 講習及び指導 ５ 講習及び指導 ○講習及び指導
研究や技術の開発・ 指標＝各小項目の評価点数
実用化の成果等の普 の合計
及を図るため、特に
次の事項に積極的に 各小項目の評価結果の
取り組む。 区分は以下のとおりと

する。
Ａ評価：２点、Ｂ評価
：１点、Ｃ評価：０点

Ａ：８点
Ｂ：４点以上８点未満
Ｃ：４点未満

当該評価を行うに至った
経緯や特殊事情、中期目標
や中期計画に記載されてい
る事項以外の業績その他特
筆すべき事項等を併せて記



載する。

（１）成果等の発表 （１）成果等の発表 （１）成果等の発表 ◇成果等の発表
指標＝各細項目の評価点数

の合計

各細項目の評価結果の
区分は以下のとおりと
する。
Ａ評価：２点、Ｂ評価
：１点、Ｃ評価：０点

Ａ：４点
Ｂ：２点以上４点未満
Ｃ：２点未満

ア 学会、紙誌類、ホ ア 調査研究の結果 ア 技術開発・実用 □調査研究等の成果の発表
ームページ等を活用 得られた成果につ 化の成果のうち学 指標＝調査研究等の学会、
し、調査研究等の成 いては その都度 術的な価値の高い 紙誌類、ホームページ、 、
果を毎年５０件以上 関連学会における ものについて、日 等への年間発表件数
発表する。また、畜 口頭発表又は論文 本畜産学会を始め Ａ：５０件以上発表
産技術に関する情報 発表を行い、当該 とする学会等にお Ｂ：３５件以上５０件未満
提供に努める。 技術の研究・開発 いて発表を行うと Ｃ：３５件未満

に携わる関者から ともに、学術誌に
の批評を受けて、 論文を発表する。
学術的な理解を深
める。

イ 成果が顕著でか イ 技術開発・実用 □技術開発・実用化に係る
つ実用化が進んだ 化の成果のうち、 情報の提供
技術については、 広く公表し普及が Ａ：計画どおり順調に実
プレス発表やホー 急がれるもの等に 施された
ムページ等による ついて、報道機関 Ｂ：概ね計画どおり順調に
公開を行う また への広報を行うと 実施された。 、
畜産に関する情報 ともに、技術誌及 Ｃ：計画どおりに実施され
を広く提供するこ び専門誌等に公表 なかった
とに努める。 又は取材を受けて

発表し、普及を図 上記細項目については、
る。 各年度の年度計画にお
また、当センタ いて定められている具

ーが開設している 体的目標等に照らし、
ホームページ等に 達成度の評価を行うも
おいて、技術開発 のとする。
実用化の成果等新
たに６０件以上の
情報提供を行う。
さらに、業務内

容のＰＲ、技術の



普及を目的として
リーフレット、冊
子等の印刷物を作
成し、都道府県、
畜産関係団体、生
産者団体等に配布
する。

ウ 家畜クローン技
術を始めとする畜
産新技術等につい
て、ホームページ
等を活用し広く情

。報の提供に努める

（２）技術の普及指導 （２）技術の普及指 （２）技術の普及指 ◇技術の普及指導
毎年２００名以上 導 導 指標＝各細項目の評価点数

を対象に技術講習会 の合計
を開催するととも
に、外部機関から要 各細項目の評価結果の
請のある講師派遣等 区分は以下のとおりと
についても積極的に する。
対応する。 Ａ評価：２点、Ｂ評価

：１点、Ｃ評価：０点

Ａ：８点
Ｂ：４点以上８点未満
Ｃ：４点未満

ア 成果が体系化さ ア 畜産新技術の普 □技術講習会の受講状況
れた技術につい 及のため、畜産新 指標＝技術講習会の年間受
て、当該技術の普 技術等に関する情 講者数
及を担う技術者を 報交換及び手技の Ａ：２００名以上
対象に講習会を開 実見・実施を含め Ｂ：１４０名以上２００名
催する。 た技術の伝達を内 未満

容とする「畜産新 Ｃ：１４０名未満
」技術普及セミナー

及び 技術講習会 □技術講習会の開催「 」
を 北海道 東北 Ａ：計画どおり順調に実、 、 、
関東・中部、近畿 施された
・中国四国及び九 Ｂ：概ね計画どおり順調に
州のブロック別に 実施された
開催するほか、必 Ｃ：計画どおりに実施され
要に応じ飼養管理 なかった
技術や人工授精技
術に関する講習会
を開催する。 上記細項目については、

各年度の年度計画にお
いて定められている具



体的目標等に照らし、
達成度の評価を行うも
のとする。

イ 他の機関が講習 イ 家畜改良センタ □他機関への講師の派遣
会に講師等の派遣 ーの業務や技術を 指標＝平成１０年から１２
を要請された場合 対外的に紹介する 年の平均派遣数に対す
には、可能な限り 機会の一つである る実績数の割合
その求めに応じ技 外部からの講演依 Ａ：１１０％以上
術の普及に努める 頼等について、可 Ｂ：１００％以上１１０％。

能な限りこれに対 未満
応する。 Ｃ：１００％未満

ウ 他の機関が開催 ウ 家畜改良センタ □各種委員会の委員等への
する各種委員会の ー職員が有する専 応嘱
委員等に職員の委 門的な知識を活用 指標＝平成１０年から１２
嘱を要請された場 するため、外部か 年の平均応嘱数に対す
合には、可能な限 ら当該分野の検討 る実績数の割合
りその求めに応じ を行う委員会の委 Ａ：１１０％以上
て職員を派遣する 員等への就任を依 Ｂ：１００％以上１１０％。

頼された場合には 未満
可能な限りこれに Ｃ：１００％未満
応ずる。

（３）国内研修 （３）国内研修 （３）国内研修 ◇国内研修
農林水産省が計 国内の畜産技 指標＝各細項目の評価点数

画を策定する研修 術者を対象とし の合計
を開催するほか、 た次の各種技術
都道府県・民間技 研修を開催し、 各細項目の評価結果の
術者への伝達が必 研修生を受け入 区分は以下のとおりと
要とされる畜産新 れるとともに、 する。
技術について、セ 研修生の満足度 Ａ評価：２点、Ｂ評価
ンター主催で技術 を調査して、次 ：１点、Ｃ評価：０点
研修を開催する。 年度以降の研修
また 都道府県 会運営の改善に Ａ：８点、 、

民間機関、大学等 資することとす Ｂ：４点以上８点未満
の依頼による個別 る。 Ｃ：４点未満
能な限り受け入れ
る。 ア 農林水産省が計 ア 中央畜産技術研 □中央畜産技術研修の実施
研修施設には、 画を策定する研修 修 指標＝各微項目の評価点数

農林水産省主催の について、年間２ 中央畜産技術研 の合計
研修、センター主 ０講座程度を実施 修会については、
催の研修等合わせ して研修生を受け 農林水産省の計画 各微項目の評価結果の
て毎年７５０名程 入れるとともに、 に基づき２２講座 区分は以下のとおりと
度の研修生を受け 研修生に対して研 を 開 催 し、 する。
入れる。 修環境についての 計７００名程度の Ａ評価：２点、Ｂ評価
さらに、畜産関 満足度を調査し、 受講生を受け入れ ：１点、Ｃ評価：０点



係団体が畜産振興 その改善に役立て る。
に寄与する技術研 る。 各講座毎に受講 Ａ：４点
修会等を開催する 生を対象に、研修 Ｂ：２点以上４点未満
際に、可能な範囲 環境に対する満足 Ｃ：２点未満

（ 、で施設の提供を行 度を８項目 教室
う。 宿泊室、食堂・食 △年間実施講座数

事 トイレ 浴室 Ａ：１８以上、 、 、
談話室、図書室、 Ｂ：１４以上１８未満
運動用具）につい Ｃ：１４未満
て５段階評価で調
査するとともに、
改善すべき事項に
関して要望を聴取
し可能なものは対
応する。

△研修の実施及び改善
Ａ：計画どおり順調に実
施された

Ｂ：概ね計画どおり順調に
実施された

Ｃ：計画どおりに実施され
なかった

上記細項目については、
各年度の年度計画にお
いて定められている具
体的目標等に照らし、
達成度の評価を行うも
のとする。

イ 実用化された技 イ 個別研修及び実 □その他の研修の実施及び
術を民間技術者に 技研修 改善
伝達するため、個 個別研修につい Ａ：計画どおり順調に実施
別の研修の受入れ ては、要請に基づ された
や家畜を使った実 き受け入れ、各研 Ｂ：概ね計画どおり順調に
践的な研修を実施 修毎に研修内容に 実施された
するとともに、研 対する満足度につ Ｃ：計画どおりに実施され
修生に対して研修 いて調査するとと なかった
内容についての満 もに、改善点に関
足度を調査し、そ して要望事項を聴 上記細項目については、
の改善に役立てる 取し可能なものは 各年度の年度計画にお。

対応する。 いて定められている具
また、実技研修 体的目標等に照らし、

については、受精 達成度の評価を行うも
卵移植指導者研修 のとする。
会を開催する。



ウ 畜産関係団体等 ウ 畜産関係団体研 □畜産関係団体等の主催研
に対し、施設利用 修 修会への施設の提供
可能時期、利用条 畜産関係団体に Ａ：計画どおり順調に実施
件等の情報提供を 対しては、中央畜 された
積極的に行い、可 産技術研修会の実 Ｂ：概ね計画どおり順調に
能な範囲で団体主 施計画（研修施設 実施された
催研修会に施設利 の利用状況）を提 Ｃ：計画どおりに実施され
用を提供する。 示して、団体研修 なかった

実施希望期間を聴
取して極力、研修 上記細項目については、
施設を提供すると 各年度の年度計画にお
ともに、業務に支 いて定められている具
障のない限り講師 体的目標等に照らし、
等の派遣依頼につ 達成度の評価を行うも
いても対応する。 のとする

□農林水産省主催及びセン
ター主催の研修者数

Ａ：６７５名以上
Ｂ：５２５名以上６７５名
未満

Ｃ：５２５名未満

（４）海外技術協力 （４）海外技術協力 （４）海外技術協力 ◇海外技術協力
国際協力事業団 海外技術協力 指標＝各細項目の評価点数

等の要請に基づい に係る専門家及 の合計
た海外技術協力に び調査団員の派
係る専門家の研 遣等については 各細項目の評価結果の、
修、派遣及び調査 可能な限り国際 区分は以下のとおりと
団員の派遣等につ 協力事業団等か する。
いて、可能な限り らの要請に応え Ａ評価：２点、Ｂ評価
その要請に応え ることとし、今 ：１点、Ｃ評価：０点

、る。 年度については
また、海外から 次の取組を行う Ａ：８点。

の研修員の受入れ Ｂ：４点以上８点未満
について、国際協 Ｃ：４点未満
力事業団等からの
要請に応え、毎年 ア プロジェクト専 ア 専門家及び調査 □海外への専門家の派遣
６０名程度の研修 門家、個別派遣専 団員の派遣 指標＝需要に対する派遣割
生を受け入れる。 門及び調査団団員 要請に基づき、 合（ただし需要とは、

の派遣等について 長期派遣専門家、 当該年度の派遣要請数、
要請に応じその分 短期派遣専門家及 とする）
野について十分な び調査団員を派遣 Ａ：９０％以上
知識及び技術を有 する。 Ｂ：５０％以上９０％未満
する者を可能な限 Ｃ：５０％未満
り派遣するととも
に、他機関所属の イ 派遣前研修 □専門家の派遣前研修
派遣前研修につい 要請に基づき、 指標＝需要に対する受入割



ても可能な限り要 派遣前研修員を受 合（ただし需要とは、
請に応える。 け入れる。 当該年度の受入希望者

数とする）
Ａ：９０％以上
Ｂ：５０％以上９０％未満
Ｃ：５０％未満

イ 国際協力事業団 ウ 集団コース □海外からの研修生の受入
集団コース及び個 要請に基づき、 れ
別研修について、 研修員を受け入れ 指標＝集団コース及び個別
要請に応じ可能な る。また、研修内 研修の受入研修生数
限り受け入れると 容び研修環境につ Ａ：５４名以上
ともに、受講者に いては、中間評価 Ｂ：３０名以上５４名未満
対して研修内容及 会及び最終評価会 Ｃ：３０名未満
び研修環境につい を開催して要望事
ての満足度を調査 項を聴取し、可能
し、その改善に役 なものについては
立てる。 改善する。

エ 個別研修 □集団コース及び個別研修
要請に基づき、 の内容の改善

滞在型及び視察型 Ａ：計画どおり順調に実施
の個別研修員を受 された
け入れる。 Ｂ：概ね計画どおり順調に
技術習得を目的 実施された

とした滞在型個別 Ｃ：計画どおりに実施され
研修員に対しては なかった、
研修内容について
中間及び最終評価 上記細項目については、
会を開催して要望 各年度の年度計画にお
事項を聴取すると いて定められている具
ともに、可能なも 体的目標等に照らし、
のについては改善 達成度の評価を行うも
する。 のとする。

６ 家畜改良増殖法及 ６ 家畜改良増殖法 ６ 家畜改良増殖法 ○家畜改良増殖法及び種苗
び種苗法（平成１０ 及び種苗法等に基 及び種苗法等に基 法等に基づく検査等
年法律第８３号）等 づく検査等 づく検査等 指標＝「小項目の項目数×
に基づく検査等 ２ （満点）に対する「各」

」小項目の点数の合計値
（合計点）の比率

各小項目の評価点数の
区分は以下のとおりと
する。
Ａ評価：２点、Ｂ評価
：１点、Ｃ評価：０点



Ａ：満点×９／１０≦合計
点

Ｂ：満点×５／１０≦合計
点＜満点×９／１０

Ｃ：合計点＜満点×５／１
０

当該評価を行うに至った
経緯や特殊事情、中期目標
や中期計画に記載されてい
る事項以外の業績その他特
筆すべき事項等を併せて記
載する。

以下の３つの小項目に
ついて、それぞれ、各
年度の年度計画におい
て定められている具体
的目標等に照らし、達
成度の評価を行うもの
とする。

※以下の各小項目は農林
水産大臣の指示に従い

。実施した場合のみ適用

（１）家畜改良増殖法 （１）家畜改良増殖 （１）家畜改良増殖 ◇家畜改良増殖法に基づく
に基づく立入検査 法に基づく立入 法に基づく立入 立入検査等
等家畜改良増殖法 検査等 検査等 Ａ：計画どおり順調に実施
第３５条の２の規 農林水産大臣 家畜改良増殖 された
定に基づく農林水 の指示に従い的 法に基づく農林 Ｂ：概ね計画どおり順調に
産大臣からの指示 確に検査・報告 水産大臣の指示 実施された
に従い、的確な立 が行える体制を により行う立入 Ｃ：計画どおりに実施され
入検査等を行う。 整備する。 検査について、 なかった

指示があった場
合に迅速な対応
ができるよう、
あらかじめセン
ターの種畜検査
員の中から、立
入検査を的確に
行える者として
家畜改良センタ
ー職員（改良業
務関連及び衛生



） 、関連 を選定し
任命する。

（２）種苗法に基づく （２）種苗法に基づ （２）種苗法に基づ ◇種苗法に基づく指定種苗
指定種苗の集取及 く指定種苗の集 く指定種苗の集 の集取及び検査
び検査 取及び検査 取及び検査 Ａ：計画どおり順調に実施
種苗法第５３条 農林水産大臣 種苗法に基づ された

の２の規定に基づ の指示に従い的 く農林水産大臣 Ｂ：概ね計画どおり順調に
く農林水産大臣か 確に検査・報告 の指示により行 実施された
らの指示に従い、 が行える体制を う指定種苗の集 Ｃ：計画どおりに実施され
指定種苗の集取及 整備する。 取及び検査につ なかった
び検査を的確に行 いて、指示があ
う。 った場合に的確

な対応ができる
よう、十勝、長
野及び熊本牧場
に種苗検査職員
を配置し、必要
な検査の実施及
び結果の通知を
行う。

（３）遺伝子組換え生 （３）遺伝子組換え （３）遺伝子組換え ◇カルタヘナ法に基づく検
物等の使用等の規 生物等の使用等 生物等の使用等 査員の選定及び任命
制による生物の多 の規制による生 の規制による生
様性の確保に関す 物の多様性の確 物の多様性の確 Ａ：計画どおり順調に実施
る法律（平成１５ 保に関する法律 保に関する法律 された
年法律第９７号） （平成１５年法 遺伝子組換え Ｂ：概ね計画どおり順調に
に基づく立入検査 律第９７号）に 生物等の使用等 実施された
等 基づく立入検査 の規制による生 Ｃ：計画どおりに実施され
遺伝子組換え生 等 物の多様性の確 なかった

物等の使用等の規 農林水産大臣 保に関する法律
制による生物の多 の指示に従い的 に基づく農林水
様性の確保に関す 確に立入り、質 産大臣の指示に
る法律第３２条の 問、検査及び収 より行う立入検
規定に基づき、同 去が行える体制 査等について、
条第２項の農林水 を整備する。 指示があった場
産大臣の指示に従 合に迅速な対応
い 立入り 質問 ができるよう、、 、 、
検査及び収去を的 あらかじめセン
確に実施する。 ターの職員の中

から、立入検査
等を的確に行え
る者を選定し、
任命する。

７ 牛の個体識別のた ７ 牛の個体識別の ７ 牛の個体識別の ○牛の個体識別のための情
めの情報の管理及び ための情報の管理 ための情報の管理 報の管理及び伝達に関する



伝達に関する特別措 及び伝達に関する 及び伝達に関する 特別措置法に基づく事務
置法に基づく事務 特別措置法に基づ 特別措置法に基づ
牛の個体識別のた く事務 く事務

めの情報の管理及び 牛の個体識別の 指標＝各小項目の評価点数
伝達に関する特別措 ための情報の管理 の合計
置法（平成１５年法 及び伝達に関する
律第７２号。以下 特別措置法（平成 各小項目の評価結果の
「法」という ）第 １５年法律第７２ 区分は以下のとおりと。
２０条及び牛の個体 号。以下「法」と する。
識別のための情報の いう ）第２０条 Ａ評価：２点、Ｂ評価。
管理及び伝達に関す 及び牛の個体識別 ：１点、Ｃ評価：０点
る特別措置法施行令 のための情報の管
（平成１５年政令第 理及び伝達に関す Ａ：１３点以上
３００号）第５条の る特別措置法施行 Ｂ：７点以上１３点未満
規定に基づき、次に 令（平成１５年政 Ｃ：７点未満
掲げる事務を的確に 令第３００号）第
行う。 ５条の規定に基づ 当該評価を行うに至った

き、次に掲げる事 経緯や特殊事情、中期目標
務を的確に行う。 や中期計画に記載されてい

る事項以外の業績その他特
筆すべき事項等を併せて記
載する。

（１）牛個体識別台帳 （１）牛個体識別台 （１）法の施行を踏 ◇各追加情報の記録
の作成及び記録に 帳の作成及び記 まえ、牛個体識 Ａ：計画どおり順調に実施
関する事務 録に関する事務 別台帳の作成及 された

（２）牛個体識別台帳 （２）牛個体識別台 び記録を１２月 Ｂ：概ね計画どおり順調に
の記録の保存に関 帳の記録の保存 １日より開始す 実施された
する事務 に関する事務 るとともに、磁 Ｃ：計画どおりに実施され

気ディスクに情 なかった
報を保存する。

◇各追加情報の保存
Ａ：計画どおり順調に実施
された

Ｂ：概ね計画どおり順調に
実施された

Ｃ：計画どおりに実施され
なかった

上記２つの小項目につい
ては、各年度の年度計画
において定められている
具体的目標等に照らし、
達成度の評価を行うもの
のとする。



（３）牛個体識別台帳 （３）牛個体識別台 （２）収集した情報 ◇情報の確認
の正確な記録を確 帳の正確な記録 についての精度 Ａ：計画どおり順調に実施
保するために必要 を確保するため を高めるため、 された
な措置に関する事 に必要な措置に 管理者等に対し Ｂ：概ね計画どおり順調に
務 関する事務 定期的に台帳の 実施された

（４）法第５条第２項 （４）法第５条第２ 登録内容につい Ｃ：計画どおりに実施され
の規定に基づく申 項の規定に基づ ての確認を求め なかった
出の受理に関する く申出の受理に るとともに、台
事務 関する事務 帳記載事項の修

正の申し出に対 ◇情報の修正
して可及的速や Ａ：計画どおり順調に実施
かに対応する。 された

Ｂ：概ね計画どおり順調に
実施された

Ｃ：計画どおりに実施され
なかった

上記２つの小項目につい
ては、各年度の年度計画
において定められている
具体的目標等に照らし、
達成度の評価を行うもの
とする。

（５）牛個体識別台帳 （５）牛個体識別台 （３）法に基づく台 ◇記載事項の公表
に記録された事項 帳に記録された 帳記載事項につ Ａ：計画どおり順調に実施
の公表に関する事 事項の公表に関 いて登録終了後 された
務 する事務 速やかにインタ Ｂ：概ね計画どおり順調に

ーネットを用い 実施された
て公表する。 Ｃ：計画どおりに実施され

なかった

上記小項目については、
各年度の年度計画にお
いて定められている具
体的目標等に照らし、
達成度の評価を行うも
のとする。

（６）法第８条及び第 （６）法第８条及び （４）牛の管理者が ◇各種手段の構築、改善
１１条から第１３ 第１１条から第 法に基づき行う Ａ：計画どおり順調に実施
条までの規定に基 １３条までの規 届出について円 された
づく届出の受理に 定に基づく届出 滑に実施できる Ｂ：概ね計画どおり順調に
関する事務 の受理に関する よう各種手段の 実施された

事務 構築、改善を図 Ｃ：計画どおりに実施され



る。 なかった

上記小項目については、
各年度の年度計画にお
いて定められている具
体的目標等に照らし、
達成度の評価を行うも
のとする。

（７）個体識別番号の （７）個体識別番号 （５）出生又は輸入 ◇管理者等への通知
決定及び通知に関 の決定及び通知 の届出のあった Ａ：計画どおり順調に実施
する事務 に関する事務 牛について速や された

かに個体識別番 Ｂ：概ね計画どおり順調に
号を決定し管理 実施された
者等へ通知を行 Ｃ：計画どおりに実施され
う。 なかった

上記小項目については、
各年度の年度計画にお
いて定められている具
体的目標等に照らし、
達成度の評価を行うも
のとする。

第４ 財務内容の改善 第３ 予算、収支計 第３ 予算、収支計 ◎予算、収支計画及び資金
に関する事項適切 画及び資金計画 画及び資金計画 計画
な業務運営を行う 指標＝各中項目の評価点数
ことにより、収支 の合計
の均衡を図る。

各中項目の評価点数の
区分は以下のとおりと
する。
Ａ評価：２点、Ｂ評価
１点、Ｃ評価：０点

Ａ：４点
Ｂ：２点以上４点未満
Ｃ：２点未満

上記の評価結果を踏まえ
つつ・当該評価を行うに至
った経緯や特殊事情
・中期目標や中期計画に記
載されている事項以外の業



績
・それぞれの項目の機関と
しての業務に占める重要性
等の特筆すべき事項等も総
合的に勘案して、評価を行
う。
その際、上記の留意事項

等についても記載すること
、 、とし 必要がある場合には

業務の適正化を図るために
講ずるべき措置を併せて記
載するものとする。

法人の作成した予算に関
する執行の実績や財務諸表
を調査・分析し、以下の指
標で評価を行う。

○経費（業務経費及び一般
管理費）節減に係る取り
組み

（支出の削減についての具
体的方針及び実績等）

Ａ：取り組みは十分であっ
た。

Ｂ：取り組みはやや不十分
であった。

Ｃ：取り組みは不十分であ
った。

※ なお、本指標の評価に
当たっては、中期計画に
定める「業務運営の効率
化による経費の抑制」の
評価結果に十分配慮する
ものとする。

当該評価を行うに至った
経緯や特殊事情、中期目標
や中期計画に記載されてい
る事項以外の業績その他特
筆すべき事項等を併せて記
載する。

○法人運営における資金の
配分状況
（人件費、業務経費、一
般管理費等法人全体の



、資金配分方針及び実績
関連する業務の状況、
予算決定方式等）

Ａ：効果的な資金の配分は
十分であった。

Ｂ：効果的な資金の配分は
やや不十分であった。

Ｃ：効果的な資金の配分は
不十分であった。

当該評価を行うに至った
経緯や特殊事情、中期目標
や中期計画に記載されてい
る事項以外の業績その他特
筆すべき事項等を併せて記
載する。

第４ 短期借入金の 第４ 短期借入金の ◎短期借入金の借入に至っ
限度額 限度額 た理由等
１１億円 １１億円 （当該年度に係る短期借
（想定される理 （想定される理 入金について、借入に至っ
由） 由） た理由及び使途、金額及び

、 。運営費交付金 運営費交付金 金利 返済の状況と見込み
の受入れが遅延 の受入れが遅延 借入がなかった場合は、本。 。

項目の評価を行わない ）。

Ａ：借入に至った理由等は
適切であった。
Ｂ：借入に至った理由等は
やや不適切であった。
Ｃ：借入に至った理由等は
不適切であった。

上記の評価結果を踏まえ
つつ
・当該評価を行うに至った
経緯や特殊事情
・中期目標や中期計画に記
載されている事項以外の業
績等の特筆すべき事項等も
総合的に勘案して、評価を
行う。
その際、上記の留意事項

等についても記載すること
、 、とし 必要がある場合には

業務の適正化を図るために
講ずるべき措置を併せて記
載するものとする。



第５ 剰余金の使途 第５ 剰余金の使途 ◎剰余金の使途
業務運営の効 業務運営の効 剰余金の使途について、

率化及び業務の 率化及び業務の 中期計画に定めた使途に充
質の向上を図る 質の向上を図る てた結果、当該事業年度に
ための育種素材 ための育種素材 得られた成果に関して、以
の導入、機械及 の導入、機械及 下の指標にて評価を行う。
び車輌の更新・ び車輌の更新・ Ａ：得られた成果は十分で
修理、施設の改 修理、施設の改 あった。
修、草地の整備 修、草地の整備 Ｂ：得られた成果はやや不
・更新及び事務 ・更新及び事務 十分であった。
処理ソフトの導 処理ソフトの導 Ｃ：得られた成果は不十分
入。 入。 であった。

上記の評価結果を踏まえ
つつ
・当該評価を行うに至った
経緯や特殊事情
・中期目標や中期計画に記
載されている事項以外の業
績等の特筆すべき事項等も
総合的に勘案して、評価を
行う。
その際、上記の留意事項

等についても記載すること
、 、とし 必要がある場合には

業務の適正化を図るために
講ずるべき措置を併せて記
載するものとする。

第６ その他農林水 第６ その他農林水 ◎その他農林水産省令で定
産省令で定める 産省令で定める める業務運営に関する事
業務運営に関す 業務運営に関す 項
る事項 る事項 指標＝各中項目の評価点数

の合計

各中項目の評価結果の
区分は以下のとおりと
する。
Ａ評価：２点、Ｂ評価
：１点、Ｃ評価：０点

Ａ：４点
Ｂ：２点以上４点未満
Ｃ：２点未満

上記の評価結果を踏まえ
つつ



・当該評価を行うに至った
経緯や特殊事情
・中期目標や中期計画に記
載されている事項以外の業
績・それぞれの項目の機関
としての業務に占める重要
性等の特筆すべき事項等も
総合的に勘案して、評価を
行う。
その際、上記の留意事項

等についても記載すること
、 、とし 必要がある場合には

業務の適正化を図るために
講ずるべき措置を併せて記
載するものとする。

１ 施設及び設備の １ 施設及び設備に ○施設及び設備に関する計
整備に関する計画 関する計画 画
業務の適切かつ効 （１）施設・設備の 中期計画に定められてい
率的な実施の確保 整備に関する計 る施設及び設備について、
のため、業務実施 画 当該事業年度における改修
上の必要性及び既 ・整備前後の業務運営の改
存の施設・設備の 善の成果に関して、以下の
老朽化等に伴う施 指標について評価を行う。
設及び設備の整備 業務の適切かつ Ａ：改善の成果は十分であ
・改修等を計画的 効率的な実施の確 った。
に行う。 保のため、業務実 Ｂ：改善の成果はやや不十

施上の必要性及び 分であった。
既存の施設・設備 Ｃ：改善の成果は不十分で
の老朽化等に伴う あった。
施設及び設備の整
備・改修等を計画 当該評価を行うに至った
的に行う。 経緯や特殊事情、中期目標

や中期計画に記載されてい
る事項以外の業績その他特
筆すべき事項等を併せて記
載する。

２ 職員の人事に関 ２ 職員の人事に関 ○職員の人事に関する計画
する計画 する計画 指標＝各小項目の評価点数

の合計

各小項目の評価結果の
区分は以下のとおりと
する。
Ａ評価：２点、Ｂ評価
：１点、Ｃ評価：０点



Ａ：６点
Ｂ：３点以上６点未満
Ｃ：３点未満

当該評価を行うに至った
経緯や特殊事情、中期目標
や中期計画に記載されてい
る事項以外の業績その他特
筆すべき事項等を併せて記
載する。

以下の３つの小項目に
ついて、それぞれ、各
年度の年度計画におい
て定められている具体
的目標等に照らし、達
成度の評価を行うもの
とする。

（１）方針 （１）方針 ◇職員の人事に関する方針
ア 業務の重点化及 ア 業務の重点化及 指標＝人員の適正配置、必
び効率化に努め、 び効率化に努め、 要な人員の確保状況
職員の適正な配置 職員の適正な配置 Ａ：計画どおり順調に実施
を進めるとともに を進めるとともに された、 、
定員の合理化を図 定員の合理化を図 Ｂ：概ね計画どおり順調に
る。 る。 実施された

イ 牛の個体識別の イ 牛の個体識別の Ｃ：計画どおりに実施され
ための情報の適正 ための情報の適正 なかった
な管理及び情報の な管理及び情報の
提供を推進する事 提供を推進する事
業への適切な対応 業への適切な対応
を図る。 を図る。

（２）人員に関する （２）人員に関する ◇人員に関する指標
指標 指標 指標＝年度末の常勤職員数
期末の常勤職 年度末の常勤 Ａ：計画どおり順調に実施

員数を期初の97. 職員数を年度当 された
6％（(1)のイに 初の100.4％ Ｂ：概ね計画どおり順調に
係る増員分を除 （(1)のイに係る 実施された
外した場合にあ 増員分を除外し Ｃ：計画どおりに実施され
っては 96.4 ％ た場合にあって なかった、 ）
とする。 は、99.3 ％）と

する。
（参考） （参考）
期初の常勤職 年度当初の常

員数 956人 勤職員数 943人
期末の常勤職 年度末の常勤



員数 933人 職員数 947人
（うち(1)のイ （うち(1)のイ
による平成15年 による平成15年
度の増員は、11 度の増員は、11
人） 人）
人件費総額見 人件費総額見

込み 込み
28,069百万円 5,533百万円

（３）人材の確保、 （３）人材の確保、 ◇人材の確保、人材の養成
人材の養成の計 人材の養成の計 の計画
画 画 指標＝職員の任用、研修へ

ア 職員の技術水準 ア 職員の技術水準 の職員の参加、国の機
及び事務処理能力 及び事務処理能力 関等との人事交流の実
の向上等を図るた の向上等を図るた 施状況
めの研修や必要な めの研修や必要な Ａ：計画どおり順調に実施
資格の取得を計画 資格の取得を計画 された
的に進め、人材の 的に進め、人材の Ｂ：概ね計画どおり順調に
育成を図る。 育成を図る。 実施された

イ 業務推進上必要 イ 業務推進上必要 Ｃ：計画どおりに実施され
な技術について、 な技術について、 なかった
定期的に技術水準 定期的に技術水準
を調査・改善する を調査し、技術水
仕組みを平成１３ 準の向上を図る。
年度に導入する。

ウ 畜産行政との連 ウ 畜産行政との連
携及び業務の高度 携及び業務の高度
化・専門化に対応 化・専門化に対応
するため、行政部 するため、行政部
局及び他機関との 局及び他機関との
人事交流を図る。 人事交流を図る。


