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独立行政法人家畜改良センター 平成１６年度業務実績評価シート
〔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）

評価
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

結果

第２ 業務運営の効率 第１ 業務運営の効率 第１ 業務運営の効率 ◎業務運営の効率化 ○業務対象の重点化 ２/２点 （・Ａ・） Ａ
化に関する事項 化に関する目標を達 化に関する目標を達 指標＝各中項目の評価点数 ○業務運営の効率化 ２/２点 （・Ａ・）

成するためとるべき 成するためとるべき の合計 ○他機関との連携 ２/２点 （・Ａ・）
措置 措置

各中項目の評価点数の 合計 ６/６点
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、Ｄ評価
：－１点

Ａ：６点以上
Ｂ：３点以上６点未満
Ｃ：３点未満

ただし、Ａ評価とした場
合には、各中項目の達成状

、況及びその他要因を分析し
必要に応じＳ評価とするこ
とができる。また、Ｃ評価
とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

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 業務対象の重点化 １ 業務対象の重点化 ○業務対象の重点化 ◇家畜の改良増殖 ２/２点 （・Ａ・） Ａ
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農政の基本方針と 指標＝各小項目の評価点数 ◇飼料作物種苗の生産 ２/２点 （・Ａ・）
なる「食料・農業・ の合計
農村基本計画」に即 合計 ４/４点
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。

【特記事項】に策定された「酪農 Ｓ評価：３点、Ａ評価
業務運営の効率化を図るために、家畜の改良増殖については、対象家畜を乳用牛、及び肉用牛生産の近 ：２点、Ｂ評価：１点

、 、 。代化を図るための基 Ｃ評価：０点、Ｄ評価 肉用牛 豚及び鶏に重点化するとともに さらに対象品種の絞り込みを実施している
飼料作物種苗の生産については、増殖対象品種・系統を能力の高い新品種への重点化本方針 「家畜改良 ：－１点」、
を図るため、毎年増殖対象品種・系統を２％程度削減することとしているが、需給調増殖目標 「鶏の改」、
査等を基に、増殖対象品種・系統を７品種・系統削減するとともに、新たに７品種・良増殖目標 及び 飼 Ａ：４点以上」 「
系統を追加する等最新品種・系統に重点化している。料増産推進計画」を Ｂ：２点以上４点未満

実現する上での課題 Ｃ：２点未満
を踏まえて、国民に
対して提供するサー ただし、Ａ評価とした場

【評価結果】ビスその他の業務の 合には、各小項目の達成状
この項目に属する項目の評価は、個別に評価を行った結果、重点家畜等の増頭が行質の向上を効率的か 況及びその他要因を分析し、

われる等各事業実施に係る重点化が順調に進められ、年度計画どおり順調に実施されつ効果的に推進する 必要に応じＳ評価とするこ
たと認められる。ため、次の業務に関 とができる。また、Ｃ評価

して業務対象の重点 とした場合には、要因を分
化を図る。 析し、必要に応じＤ評価と

することができる。

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。

（１）家畜の改良増殖 （１）家畜の改良増殖 （１）家畜の改良増殖 ◇家畜の改良増殖 □乳用牛 ２／２点 （・Ａ・） Ａ
指標＝各細項目の評価点数 □肉用牛 ２／２点 （・Ａ・）

家畜の改良増殖業務 の合計 □豚 ２／２点 （・Ａ・）
については、家畜の □鶏 ２／２点 （・Ａ・）
改良を効率的に推進 各細項目の評価点数の
し生産性の向上を図 区分は以下のとおりと 合計 ８／８点
る観点から、畜産物 する。
の需要動向、家畜の Ｓ評価：３点、Ａ評価
飼養動向等を勘案し ：２点、Ｂ評価：１点
て 乳用牛 肉用牛 Ｃ評価：０点、Ｄ評価、 、 、
豚及び鶏の４畜種に ：－１点
重点化する。

Ａ：８点以上
Ｂ：４点以上８点未満
Ｃ：４点未満

ただし、Ａ評価とした場
合には、各細項目の達成状

、況及びその他要因を分析し
必要に応じＳ評価とするこ
とができる。また、Ｃ評価
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とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

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 Ａ【総括】ジャージー種の遺伝的能力評価結果を引き続き公表し、ジャージー種関係者
による会議を開催して改良推進業務に移行する準備を進めるとともに、ジャージー種は、ホルスタイン種 Ｓ：計画を大きく上回り、
用の施設等を活用してホルスタイン種の改良規模を大きくするなど、業務の重点化をに重点化し、ジャー ジャージー種につい 優れた成績が得られた
計画どおり順調に実施した。ジー種については、 て、種畜の生産・配 Ａ：計画どおり順調に実施

種畜の生産・配布か 布業務から広域的な された
ら遺伝的能力評価に 遺伝的能力評価によ Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】

、 。基づく改良の推進に る改良の推進業務に 実施された ① １６年８月と１７年２月の２回 ジャージー種の遺伝的能力評価結果を公表した
② この遺伝的能力評価結果を基に、さらに評価内容や項目の充実を図るために学識移行する。 移行する準備を進 Ｃ：計画どおり実施されな
経験者、県畜産担当者、農業協同組合担当者、生産者等を招いて、意見・要望等をめ、ジャージー種に かった
聴取する連絡調整会議を開催した。振り向けていた施設 Ｄ：計画どおり実施されず、
③ 従来までジャージー種を飼養していた牛舎をホルスタイン種候補雄牛の繋養場所等を活用して改良規 その要因は法人の不適切
として引き続き活用するなど、実質的にホルスタイン種に重点化した。模を大きくする等ホ な業務運営にあった
④ この結果、ホルスタイン種の雌畜育種規模を１，１６４頭から１，２６１頭へ対ルスタイン種への業
前年比 ８．３％増やし、ホルスタイン種への重点化を進めた。務の重点化を図る。

イ 肉用牛について イ 肉用牛 □肉用牛 Ａ【総括】外国種の育種改良業務を１３年度までに中止し、外国種は黒毛和種生産用の
受卵牛として利用するほか、黒毛和種の増頭を行い、黒毛和種への業務の重点化を計は、黒毛和種に重点 Ｓ：計画を大きく上回り、
画どおり順調に実施した。化し、外国種（アバ 平成１３年度に中止 優れた成績が得られた

ディーン・アンガス した外国種育種改良 Ａ：計画どおり順調に実施
種及びヘレフォード 事業に振り向けてい された 【説明】

① 外国種については、１３年度までに精液及び受精卵を確保し、育種改良業務を中種）の改良業務は中 た施設等を活用して Ｂ：概ね計画どおり順調に
。（ 、 ， 、 。）止する。 改良規模を大きくす 実施された 止した １６年度末現在の在庫量は 精液７ ２７２本 受精卵４１１個である

② １５年度に引き続き、外国種の育種改良用の雌牛は、黒毛和種生産のための受卵る等黒毛和種への業 Ｃ：計画どおり実施されな
牛として供用した。務の重点化を図る。 かった
③ １５年度に引き続き、外国種の育種改良に用いていた施設は、黒毛和種生産用受Ｄ：計画どおり実施されず、
卵牛舎として活用した。その要因は法人の不適切
④ 黒毛和種雌牛頭数については、育種規模を大きくするため、積極的に増頭に取りな業務運営にあった
組んだ。

⑤ これらの結果、黒毛和種の育種事業用雌牛頭数は、１５年度末に比べ６．０％増
加した。

ウ 豚については、系 ウ 豚 □豚 Ａ【総括】デュロック種系統の第９世代の育成・選抜を行い、系統豚「ユメサクラ」と
して当初計画より１年早く認定を受けるとともに、遺伝的能力評価の実施に向け、関統造成に引き続き取 Ｓ：計画を大きく上回り、
係機関等との協議、遺伝的能力評価の試行等の業務に重点化し、計画どおり順調に実り組むとともに、広 系統造成は現在造成 優れた成績が得られた
施した。域的な遺伝的能力評 途中にある１系統に Ａ：計画どおり順調に実施

価の体制を整備す ついて継続して実施 された
る。 することとし、広域 Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】

① デュロック種の系統造成については、１日平均増体重の改良に重点を置きつつＢ的な遺伝能力評価の 実施された
ＬＵＰ法 を活用した選抜を継続し、第９世代について生産・育成及び最終選抜を業務に重点化を図る Ｃ：計画どおり実施されな ☆
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行い、当初計画より１年早く系統豚の認定を受け（系統豚の名称はユメサクラ（サための体制を整備す かった
クラ２０４ 、当該系統豚を配布するための交配を行った。る。 Ｄ：計画どおり実施されず、 ））
② 遺伝的能力評価の業務体制の整備については、国、都道府県 （独）農業・生物その要因は法人の不適切 、
系特定産業技術研究機構畜産草地研究所 （社）日本種豚登録協会等の関係機関・な業務運営にあった 、
団体等と連携しつつ、計画的に取り組んだ。
ａ ３月、６月、９月、１２月末までに収集されたデータを用いた遺伝的能力評価
の試行（年間４回実施）を行った。

ｂ 種豚生産者等を招いて普及推進会議を開催したほか、能力評価の信頼性を向上
させるため、技術的課題についての検討会を開催した。また、種豚生産者が参加
する地域の各種会議へ職員を派遣して遺伝的能力評価の普及に努めた。

☆ＢＬＵＰ法
ＢＬＵＰとはBest Linear Unbiased Prediction の頭文字をとったもので、環境の

効果、血縁関係などを同時に補正して、与えられたデータと統計モデルのもとで最も
正確に個体の育種価を推定する方法 ＢＬＵＰ法の開発により フィールドデータ 表。 、 （
型値）を用いた育種価（遺伝的能力）の推定が容易になった。

エ 卵用鶏及び肉用鶏 エ 鶏 □鶏 Ａ【総括】鶏改良推進中央協議会等の開催や関係者との意見交換により消費・流通ニー
ズの把握を行い、絞り込んだ系統について、これらのニーズに対応した改良に重点をについては、消費・ Ｓ：計画を大きく上回り、
おいて計画どおり順調に実施した。流通ニーズに対応し 消費・流通ニーズ 優れた成績が得られた

た系統の造成に重点 に対応した系統の造 Ａ：計画どおり順調に実施
化する。 成に重点化を図るこ された 【説明】

① 国、都道府県、学識経験者、鶏改良機関、国産鶏生産者等の関係者による鶏改良ととし、既に絞り込 Ｂ：概ね計画どおり順調に
推進中央協議会等を開催したほか、流通関係者を含む関係者との意見交換を行い、んだ系統数を維持す 実施された
引き続き消費・流通ニーズの把握に努めた。る。 Ｃ：計画どおり実施されな
② こうした意見・ニーズを踏まえ、かった
ａ 卵用鶏の主要系統については、肉斑・血斑及び卵殻色に着目した赤玉系統２系Ｄ：計画どおり実施されず、
統並びに卵重等基本性能及び卵殻質に着目した白玉系統２系統の造成に重点を置その要因は法人の不適切
き、絞り込んだ系統の改良を行った。な業務運営にあった
ｂ 肉用鶏の主要系統については、低脂肪に着目した２系統、劣性白 に着目した☆

２系統及び遅羽性 に着目した１系統の造成に重点を置き、絞り込んだ系統の改☆☆

良を行った。

☆劣性白
肉用鶏である白色ロック種の羽毛は白色であり、これを決定している遺伝子は常染

色体上にある。羽毛の白色は、一般に優性遺伝子によるが、ごく少数ながら劣性遺伝
子によるものがあり、こうした鶏の羽毛色を「劣性白」と呼ぶ。有色の遺伝子をもつ
鶏に優性遺伝子による白色鶏を交配した場合、その産子は白色羽毛となるが、劣性白
の鶏を交配した場合、その産子は有色の羽毛となる。

☆☆遅羽性
、 。ふ化直後の鶏の翼羽の生え揃えに要する時間の早晩により 速羽・遅羽と称される

この形質を支配する遺伝子は、性染色体上にあることから、雌雄鑑別に利用される。

（２）飼料作物種苗の （２）飼料作物種苗の （２）飼料作物種苗の ◇飼料作物種苗の生産 Ａ【総括】飼料作物種苗の需要調査等を基に、７品種・系統を増殖対象品種・系統から
、 、 。生産 生産 生産 指標＝増殖対象品種・系統 削除するとともに 新しく育成された７系統を追加し 最新品種・系統に重点化した

この結果、削減率は１３年度から１６年度の通算で年度目標（基準年対比８％）を上の削減数（基準年：
回る基準年対比１６．２％（２１品種・系統の削減）を達成した。飼料作物種苗の生 特に重要な品種・ 増殖対象品種・系 平成１２年度）

産業務については、 系統を除き、飼料作 統について、能力の Ｓ：増殖対象品種・系統の
優良品種の普及を促 物種苗の増殖期間を 高い新品種への重点 削減率が基準年比に対し 【説明】

① 社 日本草地畜産種子協会に対して行った需要調査の結果 メドウフェスク ト進し飼料自給率の向 国内流通開始から１ 化を図るため、飼料 て年率１.８％以上削減 （ ） 、 「
モサカエ」など新品種の置き換えが進んでいるなどから今後の需要が低いと考えら上を図る観点から、 ０年間に限定し、最 作物種苗の需要調査 し、最新品種・系統に重
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。 、 、飼料作物種苗の需要 新の優良品種・系統 及び新品種育成状況 点化した。その際、特に れる品種が判明した この調査結果等に基づき 国内流通から１０年以上を経過し
置き換え品種が育成されている品種を中心に７品種・系統を削除した。動向を踏まえて、増 に重点化する。 調査等を基に、国内 優れた成果が得られた
② （独）農業・生物系特定産業技術研究機構畜産草地研究所に対して行った新品種殖対象品種・系統を 流通開始から１０年 Ａ：増殖対象品種・系統の
育成状況調査に基づき、新しく育成された７系統を追加した。１０％程度削減 以上経過し、置き換 削減率が基準年比に対し

、 ． （ ）し、最新品種・系統 え品種が育成されて て年率１.８％以上削減 ③ 基準年に対し １３年度から１６年度までの通算で１６ ２％ ２１品種・系統
の削減を行い最新品種・系統に重点化した。に重点化する。 いる品種を中心に３ し、最新品種・系統に重

品種・系統以上の削 点化した
除を行うとともに、 Ｂ：増殖対象品種・系統の
新しく育成された系 削減率が基準年比に対し
統の追加を行う。 て、年率１％以上１.８％

未満で、かつ、最新品種
・系統に重点化した
Ｃ：増殖対象品種・系統の
削減率が基準年比に対し
、 、 、て 年率１％未満 又は

重点化しなかった
Ｄ：増殖対象品種・系統の
削減率が基準年比に対し
、 、 、て 年率１％未満 又は
重点化しなかった。その
要因は法人の不適切な業
務運営にあった

２ 業務運営の効率化 ２ 業務実施の効率化 ２ 業務実施の効率化 ○業務運営の効率化 ◇経費の抑制 ２/２点 （・Ａ・） Ａ
による経費の抑制 指標＝「小項目の項目数× ◇日常業務の点検及び見直しによる業務の効率化 ２/２点 （・Ａ・）

２ 満点 に対する 各 ◇業務の進行管理 ２/２点 （・Ａ・）」（ ） 「
業務運営の効率化 小項目の点数の合計値 ◇組織体制の整備 ２/２点 （・Ａ・）」

による経費の抑制に （合計点）の比率
ついては、各事業年 合計 ８/８点
度の人件費を除く運 各小項目の評価点数の
営費交付金で行う事 区分は以下のとおりと
業について、少なく する。

【特記事項】とも対前年度比で１ Ｓ評価：３点、Ａ評価
種畜等生産物の生産コストの把握・分析について、専門家の指導を受けて具体的％抑制する。 ：２点、Ｂ評価：１点

なコスト試算方法を検討し、平成１６年度は比較的生産過程が単純な飼料作物種苗Ｃ評価：０点、Ｄ評価
の試算を行い、生産コストの要因分析及びコスト低減に向けた具体的対応策の検討：－１点
に取り組んでいる。平成１７年度以降には、種畜の生産コストについても試算に取
り組むこととしており、引き続き確実な取組を期待する。Ａ：満点×９/１０≦合計点
また、業務効率化の方策としての業務の外部化について、一部の遠隔圃場におけＢ：満点×５/１０≦合計点

る飼料生産業務を地元コントラクター組織に委託することを検討し、平成１７年度＜満点×９/１０
当初から実施できるよう契約の締結を行っている。これは、可能なものから順次業Ｃ：合計点＜満点×５/１０
務の外部化に取り組んでいるものとして評価できる。

ただし、Ａ評価とした場
合には、各小項目の達成状

、況及びその他要因を分析し
【評価結果】必要に応じＳ評価とするこ
この項目に属する項目の評価は、個別に評価を行った結果、年度計画どおり順調にとができる。また、Ｃ評価

実施されたと認められる。とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

当該評価を行うに至った
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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）業務運営の効率 （１）業務運営の効率 ◇経費の抑制 Ａ【総括】経費の抑制については、人件費を除く運営費交付金で行った事業に係る経費
， ， （ ． ） 、 ．化による経費の抑制 化による経費の抑制 指標＝運営費交付金で行う を２ ４８２ ９４１千円 対前年度比９８ ４％ に抑制し 対前年度抑制率は１

６％であった。事業の経費（人件費を
コンピュータネッ 引き続きコンピュ 除く）についての対前

トワークシステム等 ーターネットワーク 年度抑制率 【説明】
① 人件費を除く運営費交付金で行った事業に係る経費について １５年度予算額 決を活用して電子化を システムを活用した Ｓ：１％以上であって特に 、 （
算額） ２，５２３，１６１千円に対し、１６年度は「重要な債務負担行為」とし進めるとともに、日 事務処理の電子化・ 優れた成果が得られた
ての運営費交付金債務９４，４９０千円と効率化係数１％及び消費者物価指数０．常業務の点検及び作 高速化を進めるとと Ａ：１％以上
６％減分を含めて、業務運営の効率化により２，４８２，９４１千円（対前年度比業体系の見直しを行 もに、会計システム Ｂ：０.７％以上１％未満
９８．４％）であった。い業務の効率化を図 による費用分析を利 Ｃ：０.７％未満
② 業務に係る経費を抑制するため、前年度の配布額及び実績額を検証のうえ予算配り、各事業年度の人 用した予算配布等の Ｄ：０.７％未満であってそ
布を実施するとともに、電気料、電話料、燃料費等を対象に効率化予算（経費削減件費を除く運営費つ 手法及び新たに電子 の要因は法人の不適切な
関係）執行状況報告書の提出を求めて、その結果を各場に示すことにより経費節約いて、少なくとも対 化された人事・給与 運営にあった
を積極的に指導した。前年度比で１％抑制 情報を利用した人事
③ 種畜等生産物の生産コストの把握・分析による経費抑制のため、外部専門家の指する。 ・給与統計業務の効
導を受けて具体的なコスト試算方法を検討し、比較的生産過程が単純な飼料作物種率化を図るための手
苗（イタリアンライグラス）の試算を行った。法を検討する。

また、効率化推進
検討委員会でまとめ ◇日常業務の点検及び見直 Ａ【総括】コンピュータネットワークシステムをはじめ、会計システム及び人事給与シ

ステムの活用を推進するとともに、業務の効率化を検討するために設置した委員会のた効率化方針に基づ しによる業務の効率化
方針に基づき、具体的措置を講じるなど、計画どおり順調に実施した。き、業務に係る経費 Ｓ：計画を大きく上回り、

の抑制を行う。 優れた成績が得られた
Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】

① コンピュータネットワークシステムについてハード及びソフトの両面から整備された
し、事務処理の電子化及び高速化の維持・拡大に努めた。Ｂ：概ね計画どおり順調に
また、１６年度分から得られる会計システムの費用分析データを予算配布の基礎実施された

資料として利用するため、これらを詳細に検証のうえ効率的かつ効果的な活用方法Ｃ：計画どおり実施されな
について検討した。かった
さらに、人事・給与システムから得られるデータを利用し、人事統計業務についＤ：計画どおり実施されず、

て効率化を図った。その要因は法人の不適切
② 予算の配分については、牧場の実情に即して機動的に対応するため、牧場長の裁な業務運営にあった
量に委ねる予算枠の拡大を行うとともに、一次予算配布枠の拡大を行った。
また、引き続きインセンティブ予算枠を設定した。上記小項目について
具体的には、効率化・コスト低減対策提案を促進する視点から、作業機械・器具は、各年度の年度計画

、 、 。 、において定められてい の改善 発明等の創意工夫に対して 必要経費を配布する予算枠を設定した また
業務の成果、職場の活性化等に応 じて配布する予算枠を設定した。さらに、自己る具体的目標等に照ら
収入の増加に応じて配布する予算枠を設定した。し、達成度の評価を行
③ 効率化推進検討委員会でとりまめた効率化方針に基づき、事務の効率化・迅速化うものとする。
及び経費の節減に資するための活動を積極的に実施した。
④ 一部の遠隔圃場における飼料生産業務について、地元コントラクター組織への委
託（外部化）を検討し、１７年度当初から実施できるように契約の締結を行った。

（２）業務の進行管理 （２）業務の進行管理 ◇業務の進行管理 Ａ【総括】中期目標・中期計画の達成に向けて、年度計画に対する業務の進行状況を四
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半期ごとに点検・分析・調整を行うとともに、役員会、牧場長会議及び次長・連絡調Ｓ：計画を大きく上回り、
整役会議において検討を行うなど、業務の進行管理を計画どおり順調に実施した。年度計画を確実に 年度計画に対する 優れた成績が得られた

実行するため、平成 業務の進行状況を四 Ａ：計画どおり順調に実施
１３年度から四半期 半期ごとに定期的に された 【説明】

① 各牧場及び本所各部から業務の進行状況を四半期毎に報告させ、本所における点毎に課題解決の検討 点検・分析し、的確 Ｂ：概ね計画どおり順調に
検・分析、本所から各牧場及び本所各部への計画達成を図るための対応方策等のフを行う等、業務の進 な進行管理を行い、 実施された
ィードバックを行うことにより、的確に進行管理を実施した。行管理を行う。 計画の達成を図る。 Ｃ：計画どおり実施されな
② また、点検・分析結果については、役員会（年４回 、牧場長会議（年２回）及かった ）
び次長・連絡調整役会議（年１回）での検討に反映し、計画達成を図るための対応Ｄ：計画どおり実施されず、
方針のフィードバックを行った。その要因は法人の不適切
③ なお、業務の進行管理について、より迅速かつ的確に点検・分析を行うため、牧な業務運営にあった
場年度計画の作成方法及びネットワークを活用したシステムの構築について検討を
行った。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。

３ 組織体制の整備 ３ 組織体制の整備 ◇組織体制制の整備 Ａ【総括】組織体制について、スタッフ制等を活用し機動的かつ効率的な業務運営を図
り、計画どおり順調に実施した。Ｓ：計画を大きく上回り、

機動的かつ効率的 事務・事業の円滑 優れた成績が得られた
【説明】に業務を推進するた な推進及び新たな行 Ａ：計画どおり順調に実施
① 技術の高度化及び専門化に対応するため、引き続き、センター本所・牧場に技術め 組織を再編する 政需要に機敏に対応 された、 。
協力専門役、改良技術専門役、生産技術専門役等の専門役２１名を配置した。するため、引き続き Ｂ：概ね計画どおり順調に
② 新たな行政需要に対応するため、平成１５年に牛の個体識別のための情報管理等（１）業務運営の効率 スタッフ制等を活用 実施された
を行う個体識別部を新設したところであるが、１６年度も引き続き定数１２名のと化を図るため、課の した機動的かつ効率 Ｃ：計画どおり実施されな
ころ１３名の職員を配置して業務の円滑な推進に努めた。統合を図る。 的な組織体制の整備 かった

、に努める。 Ｄ：計画どおり実施されず
（２）技術の高度化及 その要因は法人の不適切
び専門化に対応する な業務運営にあった

【特記事項】ため、スタッフ制を
スタッフ制を活用した効率的な業務運営を行うなど理事長のトップマネージメント導入する。 上記小項目について

が発揮された独立行政法人らしい成果が認められる。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 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 ◇育種改良 ２/２点（・Ａ・） Ａ
業務を円滑かつ効 指標＝各小項目の評価点数 ◇飼料作物種苗の生産 ２/２点（・Ａ・）

率的に推進するた の合計 ◇調査研究 ２/２点（・Ａ・）
め、行政機関、研究
機関民間、大学等と 各小項目の評価結果の 合計 ６/６点
の連携を図る。 区分は以下のとおりと

する。
【評価結果】Ｓ評価：３点、Ａ評価
この項目に属する項目の評価は、個別に評価を行った結果、すべての項目について：２点、Ｂ評価：１点

他機関との密接な連携及び適切な分担がなされ、効率的な推進が図られていると認めＣ評価：０点、Ｄ評価
られる。：－１点
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Ａ：６点以上
Ｂ：３点以上６点未満
Ｃ：３点未満

ただし、Ａ評価とした場
合には、各小項目の達成状

、況及びその他要因を分析し
必要に応じＳ評価とするこ
とができる。また、Ｃ評価
とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

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。

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）育種改良業務に （１）家畜の育種改良 ◇育種改良 Ａ【総括】乳用牛、肉用牛及び豚の遺伝的能力評価手法の検討等について、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、計画どおり順調に実施した。ついては 行政機関 業務 Ｓ：計画を大きく上回り、、 、

関係団体、大学、生 優れた成績が得られた
産者等と連携を図り 家畜の育種改良業 Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】

家畜の育種改良業務について、次のとおり関係機関と連携を図りながら実施した。ながら、事業を効率 務については、乳用 された
① 乳用牛については、国、都道府県、試験研究機関、関係団体等との連携の下、遺的に実施する。 牛及び肉用牛の後代 Ｂ：概ね計画どおり順調に
伝的能力評価における改善課題の技術的検討、乳用牛後代検定事業の実施に関する検定事業における選 実施された
検討等を行った。定基準の作成、家畜 Ｃ：計画どおり実施されな
② 肉用牛については、国、都道府県、試験研究機関、関係団体及び大学との連携のの遺伝的能力評価手 かった
下、遺伝的能力評価における改善課題の技術的検討、肉用牛広域後代検定事業の実法の検討、育種改良 Ｄ：計画どおり実施されず、
施に関する検討等を行った。手法に係る技術的検 その要因は法人の不適切

、 、 、 、 、 、討等につき、国、都 な業務運営にあった ③ 豚については 国 都道府県 試験研究機関 関係団体 生産者等との連携の下
遺伝的能力評価における改善課題の技術的検討及び評価実施体制に関する検討、育道府県、関係団体、
種改良に係る利用者ニーズの検討等を行った。大学、生産者等との

、 、 、 、 、 、連携を図りながら業 ④ 鶏については 国 都道府県 試験研究機関 関係団体 生産者等との連携の下
育種改良技術の検討、育種改良に係る消費者ニーズの検討等を行った。務を効率的に実施す
⑤ 馬凍結精液製造等に関する検討、乳用山羊改良体制構築のための検討、めん羊種る。
畜供給体制の検討、実験用小型ブタの育種改良方針の検討等において、都道府県、
試験研究機関、大学等と連携して業務を実施した。

（２）飼料作物種苗の （２）飼料作物種苗の ◇飼料作物種苗の生産 Ａ【総括】飼料作物種苗の需要調査、新品種育成状況の調査等を都道府県、関係団体等
と連携して実施し、これにより生産・配布業務を円滑かつ効率的に行うなど、計画ど生産業務について 生産・配布 Ｓ：計画を大きく上回り、
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おり順調に実施した。は、行政機関、育成 優れた成績が得られた
機関、関係団体等と 飼料作物種苗の生 Ａ：計画どおり順調に実施
連携を取り、増殖計 産・配布業務につい された 【説明】

① 飼料作物種苗の需要調査を都道府県及び関係団体の協力を得て実施し、需要見込画を立てる。 ては、需要及び新品 Ｂ：概ね計画どおり順調に
み量を的確に把握することにより生産・配布業務を効率的に行った。種育成状況の調査、 実施された
② 新品種育成状況の調査を試験研究機関の協力を得て効率的に実施し、全国の公的増殖品種及び栽培面 Ｃ：計画どおり実施されな
品種育成状況を把握することにより増殖品種に的確に追加した。積の決定並びに地域 かった
③ 増殖品種及び栽培面積について、需要調査及び新品種育成状況調査に加え、国、適応性等検定試験計 Ｄ：計画どおり実施されず、
関係団体等との会議において意見を聴取し、政策、需要等に対応しつつ効率的に増画の作成等につき、 その要因は法人の不適切
殖品種及び栽培面積を決定した。国、都道府県、関係 な業務運営にあった
例えば、飼料専用イネ種子の増殖について、行政ニーズ等を踏まえ、１６年度か団体等との連携を図

ら「ニシアオバ」の増殖を実施するとともに、１７年度は採種面積を１．４倍に増りながら業務を効率
加させることを決定した。的に実施する。
④ 地域適応性等検定試験計画の作成について、試験研究機関と連携し、全国の公的
品種育成機関との調整を効率的に実施した。

（３）調査研究業務に （３）調査研究業務 ◇調査研究 Ａ【 】 、 、 、 、総括 調査研究業務について 大学 研究機関等と積極的に連携し 継続１６課題
新規１０課題の合計２６課題の共同研究に取り組むとともに、新技術に関する全国規ついては、基礎研究 Ｓ：計画を大きく上回り、
模の技術検討会を開催して情報交換や技術開発の方向性の検討を行うなど、計画どお成果を保有する畜産 調査研究業務につ 優れた成績が得られた
り順調に実施した。関係研究機関、大学 いては、大学、研究 Ａ：計画どおり順調に実施

等との連携を行う。 機関等との共同研究 された
に積極的に取り組む Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】

① 調査研究業務の効率的実施のため、他機関との共同研究２６課題に取り組んだ。とともに、新技術に 実施された
その内訳は、家畜遺伝子育種分野３課題、家畜形質評価分野２課題、家畜繁殖技関する全国規模の技 Ｃ：計画どおり実施されな

術分野６課題、家畜飼養管理技術分野７課題、飼料作物種苗分野２課題、その他分術検討会開催やネッ かった
野６課題であり、相手先は県１、独立行政法人３、大学等８、団体４、企業６であトワーク構築を行 Ｄ：計画どおり実施されず、
った。い、情報交換、技術 その要因は法人の不適切
② 新技術に関する全国的な技術検討会として 「官能評価技術検討会」及び「核移開発等について検討 な業務運営にあった 、
植技術検討会」を開催し、多様な関係者の参加を得て情報の交換を行うとともに、することにより、効
今後の技術開発の方向性等について検討を行った。率的な調査研究を実
③ このほか、学会開催事務局への協力、試験研究機関主催会議への参加、学会、大施する。
学等への業務紹介を行うなど、新たな連携課題の発掘に努めた。

第３ 国民に対して提 第２ 国民に対して提 第２ 国民に対して提 ◎業務の質の向上 ○家畜改良及び飼養管理の改善等 ２/２点 （・Ａ・） Ａ
供するサービスその 供するサービスその 供するサービスその 指標＝各中項目の評価点数 ○飼料作物の増殖に必要な種苗の生産及び配布 ２/２点 （・Ａ・）
他の業務の質の向上 他業務の質の向上に 他の業務の質の向上 の合計 ○飼料作物の種苗の検査 ２/２点 （・Ａ・）
に関する事項 関する目標を達成す に関する目標を達成 ○調査研究 ２/２点 （・Ａ・）

るためとるべき措置 するためとるべき措 各中項目の評価点数の ○講習及び指導 ２/２点 （・Ａ・）
置 区分は以下のとおりと ○家畜改良増殖法及び種苗法等に基づく検査等 ２/２点 （・Ａ・）

する。 ○牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法に基づく事務
Ｓ評価：３点、Ａ評価 ２/２点 （・Ａ・）
：２点、Ｂ評価：１点
Ｃ評価：０点、Ｄ評価 合計 14/14点
：－１点

Ａ：１３点以上
Ｂ：７点以上１３点未満
Ｃ：７点未満

ただし、Ａ評価とした場
合には、各中項目の達成状

、況及びその他要因を分析し
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必要に応じＳ評価とするこ
とができる。また、Ｃ評価
とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

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 家畜改良及び飼養 １ 家畜改良及び飼養 ○家畜改良及び飼養管理の ◇乳用牛の改良 ２/２点（・Ａ・） Ａ
管理の改善等急速に 管理の改善等 管理の改善等 改善等 ◇肉用牛の改良 ２/２点（・Ａ・）
進展する国際化の流 指標＝各小項目の評価点数 ◇豚の改良 ２/２点（・Ａ・）
れの中で、我が国畜 の合計 ◇鶏の改良 ２/２点（・Ａ・）
産の発展を図ってい ◇馬等の改良 ２/２点（・Ａ・）
くためには、畜産の 各小項目の評価結果の ◇種畜検査 ２/２点（・Ａ・）
生産性の向上及び畜 区分は以下のとおりと ◇家畜の遺伝資源の保存 ２/２点（・Ａ・）
産物の品質の向上を する。 ◇飼養管理の改善 ２/２点（・Ａ・）
推進していくことが Ｓ評価：３点、Ａ評価 ◇家畜個体識別事業の推進 ２/２点（・Ａ・）
重要な課題となって ：２点、Ｂ評価：１点
いる。 Ｃ評価：０点、Ｄ評価 合計 18/18点
特に、進展の著し ：－１点

いバイオテクノロジ
ー等の新技術や情報 Ａ：１７点以上
分析技術等を家畜の Ｂ：９点以上１７点未満

【評価結果】育種改良に導入して Ｃ：９点未満
、 、 （（ ）家畜の能力向上を図 この項目に属する評価は 個別に評価を行った結果 乳用牛の優良種畜の配布 １

－ア-（ウ ）及び豚の優良種豚等の生産に関する微項目（ ３）－イ－（ア ）についるとともに、家畜の ただし、Ａ評価とした場 ） （ ）
て、 Ｓ能力を発揮させるた 合には、各小項目の達成状 いずれも計画を大きく上回り、優れた成果が得られたものであることから、
評価とした。その他の項目については、年度計画どおり順調に実施されたと認められめに必要な飼養管理 況及びその他要因を分析し、
る。の改善を推進してい 必要に応じＳ評価とするこ

く必要がある。 とができる。また、Ｃ評価
このためセンター とした場合には、要因を分

は 「酪農及び肉用 析し、必要に応じＤ評価と、
牛生産の近代化を図 することができる。

」、るための基本方針
「家畜及び鶏の改良 当該評価を行うに至った
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増殖目標」の達成に 経緯や特殊事情、中期目標
資する観点から、家 や中期計画に記載されてい
畜の能力検定・遺伝 る事項以外の業績その他特
的能力評価の推進を 筆すべき事項等を併せて記
図るとともに、その 載する。
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 □ホルスタイン種 ２/２点（・Ａ・） Ａ
指標＝各細項目の評価点数 □ジャージー種 ２/２点（・Ａ・）

「家畜改良増殖目 の合計
標」の達成に資する 合計 ４/４点
ため、主要品種であ 各細項目の評価結果の
るホルスタイン種の 区分は以下のとおりと
改良に重点を置き、 する。
後代検定事業の推 Ｓ評価：３点、Ａ評価
進、遺伝的能力評価 ：２点、Ｂ評価：１点
の実施及び後代検定 Ｃ評価：０点、Ｄ評価
対象種雄牛 以下 候 ：－１点（ 「

」 。）補種雄牛 という
等の生産・供給に取 Ａ：４点以上
り組む。 Ｂ：２点以上４点未満

Ｃ：２点未満

ただし、Ａ評価とした場
合には、各細項目の達成状

、況及びその他要因を分析し
必要に応じＳ評価とするこ
とができる。また、Ｃ評価
とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

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 △後代検定事業の円滑な推進 ２/２点（・Ａ・） Ａ
指標＝各微項目の評価点数 △遺伝的能力評価の実施 ２/２点（・Ａ・）

の合計 △候補種雄牛等の生産・供給 ２/２点（・Ａ・）

各微項目の評価結果の 合計 ６/６点
区分は以下のとおりと
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する。
Ｓ評価：３点、Ａ評価
：２点、Ｂ評価：１点
Ｃ評価：０点、Ｄ評価
：－１点

Ａ：６点以上
Ｂ：３点以上６点未満
Ｃ：３点未満

ただし、Ａ評価とした場
合には、各微項目の達成状

、況及びその他要因を分析し
必要に応じＳ評価とするこ
とができる。また、Ｃ評価
とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

（ア）後代検定事業の （ア）後代検定事業の （ア）後代検定事業の △後代検定事業の円滑な推 ▽後代検定事業の円滑な推進 ２/２点（・Ａ・） Ａ
推進 推進 推進 進 ▽期待育種価等の見直し ２/２点（・Ａ・）

指標＝各微細項目の評価点 ▽後代検定の実施 ２/２点（・Ａ・）
ａ 候補種雄牛の遺 全国同一基準で候補 数の合計 ▽後代検定の年２回の実施 ２/２点（・Ａ・）
伝的能力を全国ベ 種雄牛の遺伝的能力
ースで同一基準に 評価を行う後代検定 各微細項目の評価結果 合計 ８/８点
より評価を行う後 事業を円滑に推進す の区分は以下のとおり
代検定事業を推進 ることとし、次のと とする。
する。 おり行う。 Ｓ評価：３点、Ａ評価

：２点、Ｂ評価：１点
Ｃ評価：０点、Ｄ評価
：－１点

Ａ：８点以上
Ｂ：４点以上８点未満
Ｃ：４点未満

ただし、Ａ評価とした場
合には、各微細項目の達成
状況及びその他要因を分析
し、必要に応じＳ評価とす
ることができる。また、Ｃ
評価とした場合には、要因
を分析し、必要に応じＤ評
価とすることができる。

ａ 後代検定事業関 ａ 学識経験者、関 ▽後代検定事業の円滑な推 Ａ【総括】後代検定事業の円滑な推進を図るために必要な会議を開催したほか、乳用牛
改良事業の効率的実施等について検討する会議に参画し、技術的検討、実施計画の検係者及び大学等の 係団体等の参画を 進
討・作成等を行うなど、計画どおり順調に実施した。研究者等の参画を 得て 「全国後代 Ｓ：計画を大きく上回り、、

得て、後代検定事 検定推進会議 、 優れた成績が得られた」
業の円滑な推進を 「後代検定中央推 Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】

① 学識経験者、関係団体等の参画を得て、必要な会議を開催し、後代検定事業計画図る。 進会議」等を開催 された
の検討、調整交配頭数の配分等について検討し、事業の円滑な推進を図った。し、技術的検討、 Ｂ：概ね計画どおり順調に
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② 特に、米国でＢＳＥが摘発され牛生体及び受精卵の輸入が停止された（受精卵は実施計画の検討・ 実施された
その後輸入停止措置解除）ことから、人工授精事業体における候補種雄牛の確保が作成等を行う。 Ｃ：計画どおり実施されな
危ぶまれたが、候補種雄牛確保を米国を始めとする海外に依存する体質から脱却すかった

、 、Ｄ：計画どおり実施されず、 ることが我が国酪農の生産性向上に資するとの認識の下 国産候補種雄牛を供給し
事業を円滑に推進した。その要因は法人の不適切
③ 乳用牛改良事業（牛群検定事業、後代検定事業、血統登録等）の効率的な運営にな業務運営にあった
ついて、今後の具体化の指針とすべき事項に関する検討が、農林水産省生産局畜産
部畜産振興課を中心として行われたことから、会議資料の作成や報告書の取りまと上記微細項目について
めに参画する等会議内容の充実に貢献した。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 遺伝的能力の改 ｂ 高い遺伝的能力 ▽期待育種価等の見直し Ａ【総括】本年度の後代検定事業に係る候補種雄牛を確保するためのガイドラインの見
直しを行うなど、計画どおり順調に実施した。良の進展を踏ま を期待できる候補 Ｓ：計画を大きく上回り、

え、候補種雄牛を 種雄牛を確保する 優れた成績が得られた
選定する際の基準 ため、ガイドライ Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】

昨年度に従前の候補種雄牛選定基準を廃止し、より幅広い血縁から候補種雄牛を確である期待育種価 ンの見直しを行 された
保するためのガイドラインを策定したところであり、後代検定中央推進会議における等について毎年見 う。 Ｂ：概ね計画どおり順調に
検討の結果、本年度も同様な方針のもとに候補種雄牛確保のためのガイドラインとす直しを行う。 実施された
ることが決まった。Ｃ：計画どおり実施されな

かった
、Ｄ：計画どおり実施されず

その要因は法人の不適切
な業務運営にあった

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。

ｂ 期待育種価の高 ｃ 能力の高い新し ｃ 能力の高い新し ▽後代検定の実施 Ａ【総括】候補種雄牛について前期・後期に分けて計１８５頭を確保し、後代検定に供
用した。い候補種雄牛を毎 い種雄牛を早く選 い種雄牛を早く選 指標＝後代検定実施頭数

年１８５頭程度確 抜 利用するため 抜 利用するため Ｓ：１６７頭以上であって、 、 、 、
保する。 毎年１８５頭程度 候補種雄牛につい 特に優れた成果が得られ 【説明】

① 前期１００頭、後期８５頭の候補種雄牛を確保し後代検定に供した。の候補種雄牛につ て、前期（１００ た
② これら候補種雄牛は、ガイドラインに沿って選定され、その期待育種価はほとんいて、前期と後期 頭）と後期（８５ Ａ：１６７頭以上
どが現存雌牛の遺伝的能力評価値の上位１％以内のものであった。に分けて後代検定 頭）に分けて後代 Ｂ：１３０頭以上１６７頭
③ なお、米国におけるＢＳＥ摘発に伴い、牛の生体及び受精卵の輸入が停止されたを実施する。 検定に供する。 未満
ことから、人工授精事業体における候補種雄牛の確保が危ぶまれたが、関係者と今Ｃ：１３０頭未満
後の対応について協議した結果、人工授精事業体の要望も踏まえ、家畜改良センタＤ：１３０頭未満であって
ー所有牛を４５頭供給することで計画どおり後代検定を実施することが可能となっその要因は法人の不適切
た。な業務運営にあった

ｄ また、平成１２ ▽後代検定の年２回 前期 Ａ（ 、 【総括】１２年度に後代検定を開始した候補種雄牛全頭について遺伝的能力評価を行
うとともに、公表基準 を満たした種雄牛について、１６年５月、８月、１１月及び年度に後代検定を 後期）の実施 ☆

１７年２月に結果を公表するなど、計画どおり順調に実施した。開始した候補種雄 Ｓ：計画を大きく上回り、
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牛全頭について検 優れた成績が得られた
定成績に基づく遺 Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】

① １２年度に後代検定を開始した１８５頭全頭について、検定成績をもとに遺伝的伝的能力評価を行 された
能力評価を実施した。い、年２回以上結 Ｂ：概ね計画どおり順調に
② これらのうち、公表基準を満たしたものは、５月２９頭、８月６８頭、１１月３果を公表する。 実施された
９頭、２月４６頭、計１８２頭であった。Ｃ：計画どおり実施されな
③ 評価結果については、１６年５月、８月、１１月及び１７年２月に公表した。ｅ 国産種雄牛の利 かった

、用推進を図るた Ｄ：計画どおり実施されず
☆公表基準め、国際種雄牛評 その要因は法人の不適切
異なる農家１０戸以上で飼養されている娘牛１５頭以上のデータが揃っているこ価結果を活用して な業務運営にあった

と。優良国産種雄牛に
関する情報提供を 上記微細項目について
行う。 は、各年度の年度計画

【総括】インターブル の国際種雄牛評価を活用した優良国産種雄牛に関する情報ににおいて定められてい ☆

ついて、各種会議やリーフレット、ホームページ等を通じた提供を行うなど、計画どる具体的目標等に照ら
おり順調に実施した。し、達成度の評価を行

うものとする。
【説明】
① 国産種雄牛の利用促進を図るため、国際種雄牛評価を活用した優良国産種雄牛に
関する情報を（社）家畜改良事業団に提供し、その情報に基づいたリーフレットが
牛群検定参加農家に配布された。
② 評価結果については、家畜改良センターホームページ（http://www.nlbc.go.jp/
hinshu/j32xjoho/j322milk/j3224koh/051/digest051.pdf）上にその概要を公表し
た。
③ 評価結果の内容を多くの関係者に理解してもらうため、｢検定娘牛生産調整ブロ
ック会議｣等の会議や研修会等へ職員を派遣して講演を行うとともに、関係業界紙
等への寄稿を行うなど、積極的な情報提供に努めた。
④ 新たに携帯端末を通じた遺伝的能力評価成績の提供を開始した（試験的実施 （h）
ttp://db.nlbc.go.jp/k/ 。）

☆インターブル
インターブル(INTERBULL)は、乳用牛の遺伝的能力の国際比較を促進することを目

的に、1983年にICAR(家畜の能力検定に関する国際委員会)の小委員会として設立され
た組織。本部はスウェーデン。1997年からMACE(多国間評価)法により種雄牛の国際評
価を開始。

（イ）遺伝的能力評価 （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 ▽遺伝的能力評価の実施 ２/２点（・Ａ・） Ａ
の実施 の実施 の実施 指標＝各微細項目の評価点 ▽評価手法の改善 ２/２点（・Ａ・）

数の合計
合計 ４/４点

各微細項目の評価結果
の区分は以下のとおり
とする。

【特記事項】Ｓ評価：３点、Ａ評価
国内の種畜の遺伝的能力評価を行うとともに、平成１５年度に加盟した種雄牛の：２点、Ｂ評価：１点

国際評価機関「インターブル」における評価が、より信頼性の高い評価を行うためＣ評価：０点、Ｄ評価
評価手法の改善を行いつつ、確実に行われている。：－１点

Ａ：４点以上
Ｂ：２点以上４点未満
Ｃ：２点未満
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ただし、Ａ評価とした場
合には、各微細項目の達成
状況及びその他要因を分析
し、必要に応じＳ評価とす
ることができる。また、Ｃ
評価とした場合には、要因
を分析し、必要に応じＤ評
価とすることができる。

ａ 農家において種 ａ 供用中の種雄牛 ａ 供用中の種雄牛 ▽遺伝的能力評価の実施 Ａ【 】 、 、 、 、総括 遺伝的能力評価について １６年５月 ８月 １１月及び１７年２月の４回
供用中の種雄牛（１回平均９２頭）及び検定データを保有し評価が可能なすべての雌畜の導入、交配、 及び検定データの 及び検定データを 指標＝年２回行う遺伝的能
牛（１回平均約４２万頭）の評価を実施し、公表した。選抜・淘汰を行う 収集可能な雌牛全 保有する雌牛全頭 力評価の実施頭数

上での基礎となる 頭について、毎年 について遺伝的能 Ａ：供用中の種雄牛全頭及
遺伝的能力につい ２回定期的に評価 力評価を行い、年 び評価が可能な牛群検定 【説明】

① インターブルの評価時期に合わせて３ヶ月に１回、計４回評価値を公表した。て、毎年２回、供 し、公表する。 ２回以上結果を公 加入雌牛全頭*の１００％
② 第１回は、１６年２月までのデータに基づき、当時供用中の種雄牛８６頭及び遺用中の種雄牛全頭 表する。 Ｂ：供用中の種雄牛全頭及
伝的能力評価が可能であった雌牛４１６，６６１頭について評価を行い、１６年５（約１００頭）及 び評価が可能な牛群検定
月１０日に評価値を公表した。び評価が可能な牛 加入雌牛全頭の８０％以
③ 第２回は、１６年５月までのデータに基づき、当時供用中の種雄牛９７頭及び遺群検定加入雌牛全 上１００％未満
伝的能力評価が可能であった雌牛４１４，１０３頭について評価を行い、１６年８頭（約４０万頭） Ｃ：供用中の種雄牛全頭及
月９日に評価値を公表した。の評価を実施し、 び評価が可能な牛群検定
④ 第３回は、１５年８月までのデータに基づき、当時供用中の種雄牛９２頭及び遺公表する。 加入雌牛全頭の８０％未
伝的能力評価が可能であった雌牛４２４，７２３頭について評価を行い、１６年１満
１月８日に評価値を公表した。
⑤ 第４回は、１５年１１月までのデータに基づき、当時供用中の種雄牛９１頭及び*供用中の種雄牛頭数及
遺伝的能力評価が可能であった雌牛４２４，４５０頭について評価を行い、１７年び牛群検定加入雌牛頭
２月１４日に評価値を公表した。数については年度報告
⑥ 昨年度に引き続き今年度の評価でも、我が国の種雄牛は海外の種雄牛と比較してに記載
好成績であった。

※Ｓ，Ｄ評価設定しない

ｂ 「家畜改良増殖 ｂ 評価技術の検討 ｂ ホルスタイン種 ▽評価手法の改善 Ａ【総括】体型審査基準の変更について、評価技術検討会を開催し、既存の評価モデル
で補正を実施するとの結論を得るとともに、採用条件を変更して少しでも多くの審査目標」を踏まえ、 を行い、評価対象 の遺伝的能力評価 Ｓ：計画を大きく上回り、
記録を採用し、より多くの牛が評価されるよう評価手法の改善を行うなど、計画どお評価対象形質とし 形質としての体細 の精度向上を図る 優れた成績が得られた
り順調に実施した。て経済的価値の高 胞数の追加、牛群 ため、学識経験者 Ａ：計画どおり順調に実施

い形質を追加する 内分散の補正等評 等の参画を得て、 された
とともに、評価精 価手法を改善す 評価技術検討会 Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】「 」

① （社）日本ホルスタイン登録協会が提案した、高さ、乳頭の長さ、乳房のけん垂度の向上等評価手 る。 を開催し、体型審 実施された
及び乳房の深さに関する体型審査基準の変更に関する遺伝的能力評価の対応につい法の改善を行う。 査基準の変更に対 Ｃ：計画どおり実施されな
て協議した。その結果、する対応等評価手 かった
ａ 体型審査基準変更後も既存の評価モデルで補正を実施し、評価値を算出するの法の改善を行う。 Ｄ：計画どおり実施されず、
が望ましいその要因は法人の不適切

ｂ 乳房のけん垂と乳房の深さについては、変更後の記録の分布に偏りが見られるな業務運営にあった
ことから変更は好ましくない

との結論に至った。上記微細項目について
② これまでは初産分娩時に飼養していた農家で受審した記録のみを採用していたは、各年度の年度計画
が、より多くの牛を評価可能とすることにより評価手法の改善を行うため、移動後において定められてい
の農家で受審した記録を含めるよう採用条件を見直し、インターブルテストランにる具体的目標等に照ら
参加した。し、達成度の評価を行

うものとする。
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（ウ）候補種雄牛等の （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 ▽候補種雄牛の生産・供給 ２/２点（・Ａ・） Ａ
生産・供給 生産・供給 生産・供給 給 ▽優良種畜等の配布 ３/２点（・Ｓ・）

指標＝各微細項目の評価点 ▽優良種畜等の情報提供 ２/２点（・Ａ・）
ａ 我が国の飼養環 ａ 遺伝的能力の評 ａ 遺伝的能力評価 数の合計
境（気候・風土・ 価値に基づき、国 値に基づき、国内 合計 ７/６点
飼料・飼養 管理 内の優良雌牛を活 の優良雌牛のうち 各微細項目の評価結果
等 、牛群に適し 用した的確な計画 上位１％以内の雌 の区分は以下のとおり）
た種雄牛の生産・ 交配の実施等によ 牛を育素材として とする。
利用を図るため、 り、雄子牛を毎年 活用し、計画交配 Ｓ評価：３点、Ａ評価
遺伝的能力が高い 生産する。 により雄子牛を生 ：２点、Ｂ評価：１点
国内の優良な雌牛 産する。 Ｃ評価：０点、Ｄ評価
を活用して期待育 ：－１点
種価の高い候補種 ｂ 優良な育種素材 ｂ 選抜精度の向上
雄牛を毎年３５頭 を計画的に導入 及び世代間隔の短 Ａ：６点以上
程度供給するとと し、世代間隔短縮 縮による改良速度 Ｂ：３点以上６点未満
もに、中期目標の のための未経産採 の向上を図るた Ｃ：３点未満
期間中に優良種畜 卵・受精卵移植に め、同一場所での
等を１６０頭程度 よる雄子牛生産、 能力検定及び未経 ただし、Ａ評価とした場
配布する。 未経産採卵後のド 産採卵等の新技術 合には、各微細項目の達成

ナー検定による精 の導入により、効 状況及びその他要因を分析
ｂ 効率的な育種改 度の高い雄子牛の 率的に候補種雄牛 し、必要に応じＳ評価とす
良を行うため、実 期待育種価の算出 を生産する。 ることができる。また、Ｃ
用段階に入った新 等により、効率的 評価とした場合には、要因
技術を活用した新 に候補種雄牛を生 を分析し、必要に応じＤ評
たな育種改良手法 産する 価とすることができる。
を導入する。

ｃ これらにより、 ｃ 上記ａ及びｂに ▽候補種雄牛の生産・供給 Ａ【総括】遺伝的能力評価値に基づき総合指数上位１％以内の国内優良雌牛を育種素材
として活用し、未経産採卵等の新技術を導入して育種事業を行い、期待育種価の高い期待育種価の高い より候補種雄牛３ 指標＝候補種雄牛生産頭数
候補種雄牛３５頭を選抜し、供給した。候補種雄牛を毎年 ５頭を確保・供給 Ｓ：３２頭以上であって特

３５頭程度供給す する。 に優れた成果が得られた
る。 Ａ：３２頭以上 【説明】

① 優良育種素材を確保するため、最新の遺伝的能力評価値上位１％以内の国内優良Ｂ：２５頭以上３２頭未満
雌牛を計画交配対象雌牛として選定するとともに、有望な初妊牛などについて継続Ｃ：２５頭未満
調査とした。Ｄ：２５頭未満であってそ
② 上記に基づく、計画交配により生産された雄子牛を４５頭導入した。の要因は法人の不適切な
③ 家畜改良センター所有の育成雌牛から、最新の遺伝的能力評価結果を基に推定育業務運営にあった
種価の高い供卵牛を選定し、未経産採卵等の新技術を用いて受精卵の生産・移植を
実施した。
④ 候補種雄牛を目的として生産又は導入した雄子牛６０頭の中から、推定育種価、
発育成績等を基に優良雄子牛５０頭を一次選抜し、さらに精液生産能力等により候
補種雄牛３５頭を選抜、供給した。

ｄ 候補種雄牛生産 ｄ 候補種雄牛以外 ▽優良種畜等の配付 Ｓ【総括】優良種畜９３頭、凍結精液１８，６５０本を配布し、計画どおり順調に実施
した。に伴い生産される の優良な種畜等に Ｓ：計画を大きく上回り、

優良種畜等につい ついて、ホームペ 優れた成績が得られた
て情報提供を行 ージ等において情 Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】

① 種畜等の配布については、団体及び農協等に対して種畜９３頭を配布し、年度目い、中期目標期間 報提供を行い、３ された
標３８頭を大きく上回った。中に１６０頭程度 ８頭程度配布す Ｂ：概ね計画どおり順調に
この理由は、北米でのBSE発生により牛の生体導入が停止され、人工授精事業体配布する。 る。 実施された

における候補種雄牛の確保が困難となったため、これら人工授精事業体への雄子牛Ｃ：計画どおり実施されな
配布が増加したこと等によるものである。かった
② また、検定済種雄牛の凍結精液１８，６５０本を配布した。Ｄ：計画どおり実施されず、
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その要因は法人の不適切
な業務運営にあった

上記微細項目について
【特記事項】は、各年度の年度計画
米国等からの牛生体輸入がＢＳＥ発生により停止されたことから、種畜の大部分において定められてい

を海外に依存している民間の人工授精事業体における国内の乳用牛改良に不可欠でる具体的目標等に照ら
ある候補種雄牛の確保が困難となったため、センター所有雄子牛をこれらの人工授し、達成度の評価を行
精事業体へ配布することにより、全国規模の後代検定に必要な候補種雄牛185頭が確うものとする。その際、
保でき、乳用牛の改良増殖の進展速度をゆるめずにすんだ。海外におけるＢＳＥや年度計画に具体的数値

、が掲げられている年度 高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病が発生した場合のリスクが高まっており
家畜改良センターには、我が国の種畜が過度に海外依存する構造にならないよう、においては、以下によ
国内で種畜を確保する機能が期待されているが、今回の措置は、まさにその機能をり評価を行う。
十分に発揮したものであり、高く評価できる。Ｓ：年度計画の目標数

値の９０％以上であ
って特に優れた成果
が得られた
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
Ｄ：年度計画の目標数
値の５０％未満であ
ってその要因は法人
の不適切な業務運営
にあった

▽優良種畜等の情報提供 Ａ【総括】優良種畜等の情報について、家畜改良センターのホームページに種雄牛情報
を掲載するなど、計画どおり順調に実施した。Ｓ：計画を大きく上回り、

優れた成績が得られた
Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】

① 優良種畜等の情報について、後代検定を終了して選抜された検定済種雄牛の情報された
をホームページ（http://www.nlbc.go.jp/tokachi/hols/hols.htm#top）に掲載すＢ：概ね計画どおり順調に
るとともに、印刷物（乳用牛評価報告書及び乳用種雄牛評価成績書）として都道府実施された
県、試験研究機関、後代検定事業実施主体、報道機関に配布した。Ｃ：計画どおり実施されな
② また、配布対象としている雄子牛および種雌牛について、人工授精事業体や農協かった
等へ情報提供を行った。Ｄ：計画どおり実施されず、

その要因は法人の不適切
な業務運営にあった

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。
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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 △評価手法の検討 ２/２点（・Ａ・） Ａ
指標＝「微項目の項目数× △遺伝的能力評価の実施 ２/２点（・Ａ・）

農家において遺伝 （ア）ジャージー種の （ア）遺伝的能力評価 ２ 満点 に対する 各」（ ） 「
的能力評価値に基づ 主要な飼養地域の関 の結果等をもとに、 微項目の点数の合計値 合計 ４/４点」
く種畜の導入 交配 係機関等との連絡調 ジャージー種の主要 （合計点）の比率、 、
選抜・淘汰が行わ 整を行い、データ収 な飼養地域の関係機
れ、改良が効率的に 集等に関して関係機 関等の連携・協力を 微項目の評価点数の
進められるよう、平 関との協力を図る。 得て 「連絡調整会 区分は以下のとおりと、
成１５年度までに評 議」及び「評価技術 する。
価可能な牛群検定加 （イ）遺伝的能力評価 検討会」を開催し、 Ｓ評価：３点、Ａ評価
入雌牛全頭（約５０ について、技術的検 次のとおり行う。 ：２点、Ｂ評価：１点
０頭）の遺伝的能力 討、評価の試行・改 Ｃ評価：０点、Ｄ評価
の評価を実施し、公 善等により、評価手 ：－１点
表する。 法を確立する。 ａ 連絡調整会議に

おいては、遺伝的 Ａ：満点×９/１０≦合計点
能力評価を含めた Ｂ：満点×５/１０≦合計点
今後の改良体制に ＜満点×９/１０
関する意見・要望 Ｃ：合計点＜満点×５/１０
の聴取を行う。

ただし、Ａ評価とした場
ｂ 評価技術検討会 合には、各微項目の達成状

、においては、連絡 況及びその他要因を分析し
調整会議での検討 必要に応じＳ評価とするこ
結果等を踏まえ、 とができる。また、Ｃ評価
評価手法等の検討 とした場合には、要因を分
を行う。 析し、必要に応じＤ評価と

することができる。

以下の２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す
る。

△評価手法の検討 Ａ【総括】連絡調整会議を開催し、ジャージー種の改良体制について意見交換を行うと
ともに、評価技術検討会において、遺伝的能力評価で考慮すべき要因等の検討を行うＳ：計画を大きく上回り、
など、計画どおり順調に実施した。優れた成績が得られた

Ａ：計画どおり順調に実施
された 【説明】

① ジャージー種飼養者等を招き連絡調整会議を開催し、遺伝的能力評価の結果を基Ｂ：概ね計画どおり順調に
に、評価結果や次年度の取組等について意見・要望を聴取するとともに、意見交換実施された
を行ったところ、以下の点が合意・確認された。Ｃ：計画どおり実施されな
ａ 遺伝的能力評価を行ったことについては、飼養者等から高い評価を得た。かった
ｂ より一層の評価項目の充実を図るため、体細胞スコアについて新たに公表するＤ：計画どおり実施されず、

予定とした。その要因は法人の不適切
ｃ 昨年度に出された種雄牛供給の要望に対し、生産者による遺伝的能力評価を活な業務運営にあった
用した新たな種雄牛生産の取組に際して協力・支援体制の検討を進めることとし
た。
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② 学識経験者を招き評価技術検討会を開催し、評価結果について確認した。
また、体細胞スコアを含んだ遺伝的能力評価について、評価で考慮すべき要因等

評価モデルを検討した。

（ウ）確立した評価手 （イ）遺伝的能力評価 △遺伝的能力評価の実施 Ａ【総括】遺伝的能力評価について、１６年８月、１７年２月の２回、検定データを保
（ ） 、 、法を用いて、牛群検 の結果に基づき評価 Ｓ：計画を大きく上回り、 有し評価が可能なすべての雌牛 １回平均約２千頭 について実施し 公表するなど

計画どおり順調に実施した。定加入雌牛全頭につ 手法を検討するとと 優れた成績が得られた
いて、検定データ及 もに、検定データを Ａ：計画どおり順調に実施
び血統データを収集 保有する雌牛全頭に された 【説明】

① （社）家畜改良事業団 （社）日本ホルスタイン登録協会の協力により、データ・分析し、平成１５ ついて遺伝的能力評 Ｂ：概ね計画どおり順調に 、
の整備に取り組むとともに、年２回の評価を実施し、公表した。年度から毎年２回定 価を行い、年２回結 実施された
② 第１回の評価は、１６年５月までのデータに基づき、遺伝的能力評価が可能であ期的に評価し、評価 果を公表する。 Ｃ：計画どおり実施されな
った雌牛 ２，１３５頭について実施し、１６年８月に公表した。値を公表する。 かった
③ 第２回の評価は、１６年１１月までのデータに基づき、遺伝的能力評価が可能でＤ：計画どおり実施されず、
あった雌牛２，２１１頭について実施し、１７年２月に公表した。その要因は法人の不適切

な業務運営にあった

（２）肉用牛 （２）肉用牛 （２）肉用牛 ◇肉用牛の改良 □後代検定事業の推進 ２/２点（・Ａ・） Ａ
指標＝各細項目の評価点数 □遺伝的能力評価の実施 ２/２点（・Ａ・）

「家畜改良増殖目 の合計 □候補種雄牛の生産・供給 ２/２点（・Ａ・）
標」の達成に資する
ため、主要品種であ 各細項目の評価結果の 合計 ６/６点
る黒毛和種の改良に 区分は以下のとおりと
重点を置き、遺伝的 する。
多様性の確保に配慮 Ｓ評価：３点、Ａ評価
しつつ、広域代検定 ：２点、Ｂ評価：１点

【特記事項】事業の推進、遺伝的 Ｃ評価：０点、Ｄ評価
肉用牛の改良については、後代検定事業の推進のほか、受精卵分割や体外受精等能力評価の実施及び ：－１点

の技術を活用した新育種手法の開発、遺伝的多様性に配慮した育種資源の確保等に候補種雄牛等の生産
取り組んでいる。・供給に取り組む。 Ａ：６点以上

Ｂ：３点以上６点未満
Ｃ：３点未満

ただし、Ａ評価とした場
合には、各細項目の達成状

、況及びその他要因を分析し
必要に応じＳ評価とするこ
とができる。また、Ｃ評価
とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

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 後代検定事業の推 ア 後代検定事業の推 □後代検定事業の推進 Ａ【総括】広域後代検定事業の円滑な推進を図るため、肉用牛改良推進中央協議会にお
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いて、１７年度基準種雄牛の選定及び基準種雄牛産子の配置計画について承認を得る進 進 進 Ｓ：計画を大きく上回り、
とともに、１６年度基準種雄牛産子の配置について前年度に作成した計画に即して行優れた成績が得られた
われるよう調整を行うなど、計画どおり順調に実施した。広域後代検定を円 Ａ：計画どおり順調に実施

滑に推進することと された
し 次のとおり行う Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】、 。

① 肉用牛改良推進中央協議会において、事前に事業実施県と調整を行った結果を踏実施された
まえて選定した１７年度基準種雄牛２頭について承認を得るとともに、１６年度第（ア）候補種雄牛の遺 （ア）広域後代検定事 （ア）関係者及び学識 Ｃ：計画どおり実施されな
２群及び１７年度の後代検定牛並びに基準種雄牛の調整交配計画、調査子牛の配置伝的能力を全国ベー 業関係者及び研究者 経験者等の参画を得 かった
計画について承認を得た。また、広域後代検定に係る事務の効率化を図るため、後スで同一基準により 等の参画を得て、事 て 「肉用牛改良推 Ｄ：計画どおり実施されず、 、
代検定牛及び基準種雄牛の調整交配計画並びに調査子牛の配置計画の事務手続きの評価を行い、肉用牛 業推進会議、検定技 進中央協議会」を開 その要因は法人の不適切
見直しや「肉用牛広域後代検定に係る基準種雄牛の選定方針」についての提案等をの改良を図るため、 術検討会等を開催 催し、基準種雄牛の な業務運営にあった
行い、承認を得た。広域後代検定事業を し、広域後代検定事 選定、当該種雄牛産
② １４年度基準種雄牛については、配置計画に沿って産子が適正に配置されるよう推進する。 業の円滑な推進を図 子の配置計画等につ
事業実施県と調整を行った。また、１６年度及び１７年度基準種雄牛については、る。 いて検討を行う。
産子の配置計画に沿った調整交配が円滑に実施されるよう事業実施各県と調整を行
うとともに、基準種雄牛の凍結精液の配布等について事業実施県及び（社）家畜改（イ）遺伝的能力評価 （イ）広域後代検定事 （イ）上記会議におけ
良事業団との調整を行った。に必要な血縁関係の 業の関係者との協議 る検討結果を踏ま

形成のための基準種 を通じ、全国ベース え、参加県に基準種
雄牛の産子を事業参 の同一基準で能力評 雄牛の産子を配置す
加県に配置する。 価を行うため、基準 る。

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 遺伝的能力評価の イ 遺伝的能力評価 □遺伝的能力評価の実施 △評価手法の検討 ２/２点 （・Ａ・） Ａ
実施 実施 の実施 指標＝「微項目の項目数× △遺伝的能力評価の実施 ２/２点 （・Ａ・）

２ 満点 に対する 各 △集合検定の実施 ２/２点 （・Ａ・）」（ ） 「
」（ア）広域後代検定事 微項目の点数の合計値

業に係る遺伝的能力 （合計点）の比率 合計 ６/６点
評価手法を平成１５
年度までに確立し、 微項目の評価点数の
広域後代検定候補種 区分は以下のとおりと
雄牛全頭 約５０頭 する。（ ）
について評価を実施 Ｓ評価：３点、Ａ評価
し、公表する。 ：２点、Ｂ評価：１点

Ｃ評価：０点、Ｄ評価
（イ）広域後代検定事 ：－１点
業における遺伝的能
力評価の精度を向上 Ａ：満点×９/１０≦合計点
させるため、候補種 Ｂ：満点×５/１０≦合計点
雄牛の産子を生産 ＜満点×９/１０
し、集合検定に取り Ｃ：合計点＜満点×５/１０
組む。

ただし、Ａ評価とした場
合には、各微項目の達成状

、況及びその他要因を分析し
必要に応じＳ評価とするこ
とができる。また、Ｃ評価
とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

以下の３つの微項目に
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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）評価技術検討会 （ア）学識経験者及び △評価手法の検討 Ａ【総括】評価技術検討会を開催し、評価手法の改善について検討を行うなど、計画ど
おり順調に実施した。を開催し、広域後代 関係団体の参画を得 Ｓ：計画を大きく上回り、

検定事業における肉 て 「評価技術検討 優れた成績が得られた、
用牛の遺伝的能力評 会」を開催し、評価 Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】

① １６年８月及び１７年２月に評価技術検討会を開催した。価手法について、技 手法等の改善につい された
② 検討会においては、評価手法について、術的検討、評価の試 て検討を行う。 Ｂ：概ね計画どおり順調に
ａ ステーション検定 とフィールド検定 における評価に対して、それぞれデー行・改善により評価 実施された ☆ ☆☆

タの増加状況に対応した検定場の効果の取扱いなど、データの加工法や評価モデ手法を確立する。 Ｃ：計画どおり実施され
ルの改善方法なかった

ｂ 近交係数を考慮した評価の取扱いＤ：計画どおり実施されず、
等を協議した。その要因は法人の不適切

な業務運営にあった
☆ステーション検定

、 、 、後代検定において 検定成績の精度を高めるため 種雄牛の検定を特定の検定施設
飼料給与、検定期間など一定の条件で、種雄牛当たり１０頭程度の息牛を検定する方
法をステーション検定という。

☆☆フィールド検定
後代検定において、実際の肥育農家（いわゆるフィールド）を利用し、様々な飼養

環境の下で、できる限り多くの産子の肥育成績を収集する検定方法をフィールド検定
という。

（イ）確立した評価手 （イ）確立した評価手 △遺伝的能力評価の実施 Ａ【総括】遺伝的能力評価については、１６年６月末と１２月末までに検定が終了した
すべての広域後代検定候補種雄牛５４頭について評価を行い、結果を公表するなど、法を用いて、候補種 法を用いて、候補種 Ｓ：計画を大きく上回り、
計画どおり順調に実施した。雄牛全頭について、 雄牛全頭について、 優れた成績が得られた

検定データ及び血統 検定データ及び血統 Ａ：計画どおり順調に実施
データを収集・分析 データを収集・分析 された 【説明】
し、平成１５年度か し、遺伝的能力評価 Ｂ：概ね計画どおり順調に 遺伝的能力評価については、１６年６月と１２月までに検定が終了したすべての候
ら毎年１回定期的に を実施し、結果を公 実施された 補種雄牛５４頭について評価技術検討会の意見を踏まえ評価を実施し、その結果を１
評価し、公表する。 表する。 Ｃ：計画どおり実施されな ６年１０月と１７年３月の２回、公表した。

かった
、Ｄ：計画どおり実施されず

その要因は法人の不適切
な業務運営にあった

*候補種雄牛頭数について
は年度報告に記載

（※平成１５年度から評価
開始）
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（ウ）遺伝的能力評価 （ウ）遺伝的能力評価 △集合検定の実施 Ａ【総括】候補種雄牛の検定息牛については、１４年度候補種雄牛の集合検定を実施す
るとともに、１５年度候補種雄牛の集合検定を開始したほか、１６年度候補種雄牛のの精度の向上を図る の精度の向上を図る Ｓ：計画を大きく上回り、
検定息牛を生産するための調整交配を実施するなど、計画どおり順調に実施した。ため、候補種雄牛の ため、候補種雄牛の 優れた成績が得られた

検定息牛を生産し、 検定息牛を生産し、 Ａ：計画どおり順調に実施
平成１５年度からセ 集合検定を実施す された 【説明】

① １４年度候補種雄牛の検定息牛については、１５年度に集合検定を開始した４県ンターにおいて集合 る。 Ｂ：概ね計画どおり順調に
７頭の候補種雄牛の検定息牛１３頭のうち６頭の検定を終了した。なお、７頭につ検定を行う。 実施された
いては１７年度第１四半期に検定が終了する予定である。Ｃ：計画どおり実施されな
② ４県８頭の１５年度候補種雄牛については、生産した２４頭の雄子牛のうち検定かった
息牛１４頭を選定し、このうち５頭の集合検定を開始した。なお、残りの９頭につＤ：計画どおり実施されず、
いては１７年度第１四半期より検定を開始する予定である。その要因は法人の不適切
③ また、これら４県の１６年度候補種雄牛７頭の検定息牛を生産するため、調整交な業務運営にあった
配を実施し、４１頭の受胎を確認した。

ウ 候補種雄牛等の生 ウ 候補種雄牛等の生 ウ 候補種雄牛等の生 □候補種雄牛等の生産・供 △遺伝的能力の高い育種素材の収集 ２/２点（・Ａ・） Ａ
産・供給 産・供給 産・供給 給 △卵分割クローン牛の生産 ２/２点（・Ａ・）

指標＝各微項目の評価点数 △候補種雄牛の生産・選抜 ２/２点（・Ａ・）
の合計 △候補種雄牛の供給 ２/２点（・Ａ・）

△核移植クローン牛の生産 ２/２点（・Ａ・）
各微項目の評価結果の △クローン検定の実用性の検討 ２/２点（・Ａ・）
区分は以下のとおりと △と場卵巣の利用可能性の検証 ２/２点（・Ａ・）
する。 △と場卵巣の利用可能性の検証 ２/２点（・Ａ・）
Ｓ評価：３点、Ａ評価 △優良種畜等の配布 ２/２点（・Ａ・）
：２点、Ｂ評価：１点 △優良種畜等についての情報の提供 ２/２点（・Ａ・）
Ｃ評価：０点、Ｄ評価
：－１点 合計 20/20点

Ａ：１８点以上
Ｂ：１０点以上１８点未満
Ｃ：１０点未満

ただし、Ａ評価とした場
合には、各微項目の達成状

、況及びその他要因を分析し
必要に応じＳ評価とするこ
とができる。また、Ｃ評価
とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

（ア）能力の判明した （ア）生産者ニーズを （ア）脂肪交雑等改良 △遺伝的能力の高い育種素 Ａ【総括】育種素材として改良ニーズの高い肉質、増体の両形質について特長を持つも
ののほか、和牛の遺伝的多様性を維持するために必要な系統に属するものを収集・利優良な雌牛を活用し 反映した遺伝的能力 ニーズ及び遺伝的多 材の収集
用し、計画どおり順調に実施した。て期待育種価の高い の高い育種素材の収 様性にも配慮しつ Ｓ：計画を大きく上回り、

候補種雄牛を毎年１ 集を行う。 つ、遺伝的能力の高 優れた成績が得られた
０頭程度供給すると い育種素材の収集と Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】

① 育種素材の導入に当たっては、育種価又は期待育種価の高いものを導入することともに、中期目標の その利用に努める。 された
とし、十分な情報が得られない場合には、増体、肉質それぞれについて高い能力を期間中に優良種畜等 Ｂ：概ね計画どおり順調に
持つとされる系統（増体系：気高系、藤良系等、肉質系：田尻系、茂金系等）に属を１２０頭程度配布 実施された
するものを選定することとした。する。 Ｃ：計画どおり実施されな

、 ， （ ）、かった ② 凍結精液については 増体系１ ４０３本 うち遺伝的多様性の確保用８６９本
肉質系１，３４４本の計２，７４７本を導入した。（イ）効率的な育種改 Ｄ：計画どおり実施されず、
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③ 凍結受精卵については、増体系５１個（うち遺伝的多様性の確保用１０個 、肉良を行うため、実用 その要因は法人の不適切 ）
質系５４個の計１０５個を導入した。段階に入った新技術 な業務運営にあった
④ 雌牛については、増体系として、２９頭（本牛又は母牛の枝肉重量期待育種価がを活用した新たな育
Ａクラス のもの１頭、その他期待育種価はないが増体系として血統的に魅力のあ種改良手法を導入す 上記微項目について ☆

るもの２８頭を収集した。このうち１頭については、遺伝的多様性の確保のためのる。 は、各年度の年度計画
ものでもある 。において定められてい ）
肉質系として、１６頭（期待育種価はないが肉質系として血統的に魅力のあるもる具体的目標等に照ら

の）を収集した。し、達成度の評価を行
⑤ 収集した育種素材については、基礎雌牛群の造成及び候補種雄牛の作出のためにうものとする。
供用した。

☆Ａクラス
各都道府県毎の育種価ランク付けについては、Ａクラス：上位25％以上のもの、Ｂ

クラス：上位25％～50％のもの、Ｃクラス：50％以下のもので区分している。

（イ）必要な受卵牛を （イ）クローン牛を用 △卵分割クローン牛の生産 Ａ【総括】卵分割クローン牛２７組５４頭を生産した。
確保し、卵分割によ いた候補種雄牛の予 指標＝卵分割クローン牛の
るクローン牛を期間 備選抜手法を確立す 年間生産数 【説明】

① 卵分割クローン牛の生産については、平成１６年度においては雄双子１５組３０内に５０組以上生産 るため、卵分割によ Ｓ：１０組以上であって特
頭、雌双子１２組２４頭を生産した。することにより、ク るクローン牛を１０ に優れた成果が得られた
② 卵分割クローン牛の肥育については、１６頭が終了し、１６年度に肥育開始したローン牛を用いた候 組以上生産するとも Ａ：１０組以上
１１頭を含め１６頭が肥育調査中である。補種雄牛の予備選抜 に、候補種雄牛の予 Ｂ：７組以上１０頭未満
③ １５年度と１６年度にそれぞれ肥育が終了し、肥育成績が優れていた２頭につい手法を確立する。 備選抜手法としての Ｃ：７頭未満
て、双子の一方が１６年度間接検定種雄牛（１６間検種雄牛） に選抜された。評価・検討に着手す Ｄ：７頭未満であってその ☆

④ 卵分割クローン牛検定手法について、これまでのデータを整理し、日本畜産学会る。 要因は法人の不適切な業
において発表を行った。務運営にあった
なお、１７年度においては蓄積された卵分割クローン牛の肥育結果と双子の一方

である年度間接検定種雄牛の検定結果を照合することにより、さらに詳細な分析を
行い、予備選抜手法としての評価・検討を行うこととしている。

☆１６年度間接検定種雄牛（１６間検種雄牛）
１６年度開始の間接検定のために選抜された候補種雄牛である。

（ウ）未経産採卵・採 （ウ）選抜精度の向上 △候補種雄牛の生産選抜 Ａ【総括】候補種雄牛の生産・選抜については、遺伝的能力評価に基づく母牛の選抜・
計画交配、未経産採卵等により雄子牛を生産し、その推定育種価に基づき候補種雄牛卵後肥育検定及びク 及び世代間隔の短縮 Ｓ：計画を大きく上回り、
を選抜するなど、計画どおり順調に実施した。ローン牛による予備 による改良速度の向 優れた成績が得られた

選抜等母牛の育種価 上を図るため、遺伝 Ａ：計画どおり順調に実施
や産子の期待育種価 的能力評価値に基づ された 【説明】

① 未経産採卵による繁殖については、遺伝的能力評価による推定育種価等により供に基づく候補種雄牛 く選抜及び未経産採 Ｂ：概ね計画どおり順調に
卵牛を３１４頭選定し、受精卵確保・保存の後、本牛肥育による早期産肉能力の把生産・選抜に取り組 卵等の新技術の導入 実施された
握に努めた。む。 等により効率的な候 Ｃ：計画どおり実施されな
また、未経産採卵については１６年度において受精卵５５９個を移植、１７２頭補種雄牛生産・選抜 かった

が受胎し、このうち本牛肥育を行ったものについては１１５個を移植、２８頭が受を行う。 Ｄ：計画どおり実施されず、
胎した。その要因は法人の不適切
② １６年度における未経産採卵由来の子牛生産は、雄６８頭、雌６３頭、計１３１な業務運営にあった
頭であった。
③ 未経産採卵後本牛肥育を行った雌牛から採取した受精卵により、１３年度と１４上記微項目について
年度に生産した候補種雄牛２頭が１６間検種雄牛に選抜された。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。
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（エ）これらにより、 △候補種雄牛の供給 Ａ【総括】候補種雄牛について、遺伝的能力評価等に基づき、１４頭を選抜して供給し
た。候補種雄牛を１０頭 指標＝候補種雄牛の年間供

程度供給する。 給頭数
Ｓ：９組以上であって特に 【説明】

候補種雄牛については、１３～１５年度に生産した雄子牛を育成・直接検定し、血優れた成果が得られた
統、直接検定成績及び遺伝的能力評価による推定育種価等の優れた１４頭を選抜してＡ：９頭以上
供給した。Ｂ：７頭以上９頭未満

Ｃ：７頭未満
Ｄ：７頭未満であってその
要因は法人の不適切な業
務運営にあった

（エ）検定の効率化を （オ）検定期間の大幅 △核移植クローン牛の生産 Ａ【総括】核移植クローン牛２組を生産した。
図るため、核移植技 な短縮及び検定頭数 指標＝核移植クローン牛の
術を活用したクロー の削減を可能とする 年間生産数 【説明】

体細胞クローン牛の肥育成績からドナー雄牛の遺伝的能力を推定する可能性を検証ン牛を期間内に１０ クローン検定の実用 Ｓ：２組以上であって特に
するため、２頭の雄牛から皮膚細胞を採取し、それぞれから核移植クローン牛を生産組以上生産するとと 性検証のため、核移 優れた成果が得られた
した。もに、検定期間を短 植技術によりクロー Ａ：２組以上

縮し、能力評価精度 ン牛を２組以上生産 Ｂ：１組
の向上を図り得るク し 能力検定を行う Ｃ：０組、 。
ローン検定の実用性 Ｄ：０組であってその要因
の検証を行う。 は法人の不適切な業務運

営にあった

△クローン検定の実用性の Ａ【総括】クローン検定の実用性の検証については、１４年度及び１５年度に生産され
た体細胞核移植クローン牛について肥育試験を行い、計画どおり順調に実施した。検証

Ｓ：計画を大きく上回り、
優れた成績が得られた 【説明】

① 間接検定実施中又は実施予定である２頭の候補種雄牛の分割双子から作出した７Ａ：計画どおり順調に実施
頭の核移植クローン牛の肥育を実施中である。された
② これらの核移植クローン牛の肥育結果については、とりまとめを行い、クローンＢ：概ね計画どおり順調に
牛間での相似性等について日本畜産学会報へ報告を行った。今後はこれらクローン実施された
牛の肥育結果と候補種雄牛の間接検定結果との照合を行うことにより、クローン検Ｃ：計画どおり実施されな
定の実用性の検証を行うこととしている。かった

、Ｄ：計画どおり実施されず
その要因は法人の不適切
な業務運営にあった

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）と殺される肉用 （カ）と場で廃棄され △と場卵巣の利用可能性の Ａ【総括】と場由来卵巣の活用による体外受精卵から子牛１５頭を生産した。
牛について枝肉成績 る卵巣のうち枝肉成 検証
の優秀な未経産肥育 績の優秀な未経産肥 指標＝と場卵巣活用による 【説明】

① と場由来卵巣の活用による体外受精卵からの子牛の生産については、昨年度の成牛の卵巣から得られ 育牛の卵巣（卵子） 体外受精卵からの生産
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、 、る体外受精卵を活用 を育種素材として有 頭数 績が良好でなかったことから 技術部の専門役を派遣し担当職員の技術指導を行い
技術の改善を図った。して期間内に３０頭 効に活用する手法の
② この結果、褐毛和種については枝肉成績優秀な未経産肥育牛５０頭から卵巣を採以上のを生産すると 実用化を図るため、 上記微項目については、

、 、 、 、ともに、種牛として 枝肉成績の優秀な未 各事業年度の年度計画 取し これらから生産された体外受精卵７３個を移植 ２６頭の受胎を得 雄５頭
雌９頭の子牛を生産した。の能力検定を行い、 経産肥育牛の卵巣か において設定されてい
また、黒毛和種についても同様に、未経産肥育牛１２頭から卵巣を採取し、これ育種素材としての利 ら体外受精卵を得 る具体的目標等に照らし、

らから生産された体外受精卵１９個を移植、２頭の受胎を得、雌１頭の子牛を生産用技術の実用化及び て、７頭以上の子牛 達成度の評価を行うも
した。利用の可能性の検証 の生産を行い、この のとし、その評価方法

を行う。 うち雄牛については は以下のとおりとする。
能力検定を行う。 Ｓ：達成度合１００％

以上であって特に優
れた成果が得られた
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
Ｄ：達成度合７０％未
満であってその要因
は法人の不適切な業
務運営にあった

△と場卵巣の利用可能性の Ａ【総括】と場卵巣を育種素材として活用する手法の実用性を検証するため、１３年度
、 。検証 に生産した雄子牛１頭について間接検定を開始するなど 計画どおり順調に実施した

Ｓ：計画を大きく上回り、
優れた成績が得られた 【説明】

① 枝肉成績の優秀な未経産肥育牛の卵巣から体外受精卵を得て１３年度に生産したＡ：計画どおり順調に実施
雄子牛３頭のうち、黒毛和種１頭については、１６間検種雄牛に選抜され間接検定された
を開始した。Ｂ：概ね計画どおり順調に
また、１４年度に生産した褐毛和種１頭については、生産団体へ貸し付け、その実施された

息牛の肥育成績を収集することとした。Ｃ：計画どおり実施されな
② 同様に体外受精卵を得て１５年度に生産した褐毛和種１頭については、直接検定かった
を実施し、貸し付け対象牛として育成した。Ｄ：計画どおり実施されず、
③ なお、これら間接検定結果及び貸し付け牛の息牛の肥育データを収集し、分析すその要因は法人の不適切
ることにより、実用性の検証を図ることとしている。な業務運営にあった

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）候補種雄牛生産 （キ）候補種雄牛以外 △優良種畜等の配布 Ａ【総括】優良種畜４６頭、凍結精液１９５本を配布した。
に伴い生産される優 の優良な種畜等につ 指標＝優良種畜等の年間配
良種畜等について情 いて、ホームページ 布頭数 【説明】

種畜等の配布については、種畜４６頭（候補種雄牛１４頭を含む）を配布し、年度報提供を行い、中期 等において情報提供 Ｓ：２２頭以上であって特
計画２４頭を上回った。目標の期間中に１２ を行い、優良種畜等 に優れた成果が得られた
また、凍結精液については、日本短角種１８０本、外国種１５本の計１９５本を配０頭程度配布する。 を２４頭程度配布す Ａ：２２頭以上
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布した。る。また、優良な種 Ｂ：１２頭以上２２頭未満
畜等に由来する凍結 Ｃ：１２頭未満
精液及び受精卵につ Ｄ：１２頭未満であってそ
いても、情報提供を の要因は法人の不適切な
行い、配布する。 業務運営にあった

△優良種畜等についての情 Ａ【総括】優良種畜等について、ホームページ等により情報を提供するなど、計画どお
り順調に実施した。報提供

Ｓ：計画を大きく上回り、
優れた成績が得られた 【説明】

ホームページ(http://www.nlbc.go.jp/ouu/、http://www.nlbc.go.jp/tottori/及Ａ：計画どおり順調に実施
びhttp://www.nlbc.go.jp/miyazaki/)に種畜等の配布に関する欄を設け、配布可能種された
雄牛の名簿を掲載するなど、情報提供を行った。Ｂ：概ね計画どおり順調に

実施された
Ｃ：計画どおり実施されな
かった

、Ｄ：計画どおり実施されず
その要因は法人の不適切
な業務運営にあった

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 □遺伝的能力評価の実施 ２/２点（・Ａ・） Ａ
指標＝各細項目の評価点数 □優良種豚等の生産・配布 ２/２点（・Ａ・）

我が国の養豚にお の合計
いては、防疫上の観 合計 ４/４点
点から種豚の流通が 各細項目の評価結果の
停滞し、優良な純粋 区分は以下のとおりと
種資源が不足してい する。
る。 Ｓ評価：３点、Ａ評価
このため 「家畜 ：２点、Ｂ評価：１点、

改良増殖目標」の達 Ｃ評価：０点、Ｄ評価
成に資するため、次 ：－１点
の課題に取り組む。

Ａ：４点以上
Ｂ：２点以上４点未満
Ｃ：２点未満

ただし、Ａ評価とした場
合には、各細項目の達成状
況及びその他要因を分析
し、必要に応じＳ評価とす
ることができる。また、Ｃ
評価とした場合には、要因
を分析し、必要に応じＤ評
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価とすることができる。

ア 遺伝的能力評価の ア 遺伝的能力評価の ア 遺伝的能力評価の □遺伝的能力評価の実施 △種豚群の造成 ２/２点（・Ａ・） Ａ
実施 実施 実施 指標＝「微項目の項目数× △評価手法の検討 ２/２点（・Ａ・）

２ （満点）に対する △基準種豚の配布 ２/２点（・Ａ・）」
全国同一基準で種 「各微項目の点数の合計 △遺伝的能力評価の試行 ２/２点（・Ａ・）

豚の遺伝的能力評価 値 （合計点）の比率」
を行う事業を円滑に 合計 ８/８点
推進することとし、 微項目の評価点数の
次のとおり行う。 区分は以下のとおりと

する。
Ｓ評価：３点、Ａ評価

【特記事項】：２点、Ｂ評価：１点
種豚の遺伝的能力評価とその利用体制の構築に取り組んでいるが、米国でしかでＣ評価：０点、Ｄ評価

きていないことであり、着実な進展を期待する。：－１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×５/１０

ただし、Ａ評価とした場
合には、各微項目の達成状
況及びその他要因を分析
し、必要に応じＳ評価とす
ることができる。また、Ｃ
評価とした場合には、要因
を分析し、必要に応じＤ評
価とすることができる。

※「△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

※「△基準種豚の配付」に
ついては平成１６年度から
評価開始

（ア）種豚の遺伝的能 （ア）全国ベースでの （ア）遺伝的能力評価 △種豚群の造成 Ａ【総括】種豚群の造成については、デュロック種の導入及び増殖を行うとともに、大
ヨークシャー種の導入を行うなど、計画どおり順調に実施した。力を全国ベースで同 遺伝的能力評価に必 に必要な基準豚とし Ｓ：計画を大きく上回り、

一基準により評価を 要な種豚群の血縁関 ての純粋種豚群につ 優れた成績が得られた
行う遺伝的能力評価 係を結ぶため、デュ いて、引き続き既導 Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】

① デュロック種については、雄２頭、雌６頭を国内から、茨城牧場及び宮崎牧場か手法を開発・実用化 ロック種、大ヨーク 入分の増殖に努める された
ら各雌４頭を本所に導入し、雄２頭、雌１４頭で交配、採取した受精卵を茨城牧場する。 シャー種及びランド とともに、新たに純 Ｂ：概ね計画どおり順調に

、 、 。レース種の純粋種種 粋種豚１０頭程度を 実施された へ移送し移植を行い 生産された子豚から繁殖豚として雄４頭 雌８頭を選抜した
② 大ヨークシャー種については、米国から雄４頭、雌１２頭を導入し、本所におい（イ）全国ベースでの 豚群を造成する 追加導入し、過去に Ｃ：計画どおり実施されな
て隔離検疫を実施中である。遺伝的能力評価の開 導入したものととも かった
③ 平成１７年２月、茨城牧場においてオーエスキー病 の侵入を受け、清浄化の早始を目指し、関係者 に増殖に努める。 Ｄ：計画どおり実施されず、 ☆

期実現に向け抗体陽性豚の摘発淘汰等を実施した。との連携の下１５箇 その要因は法人の不適切
所以上の育種機関・ な業務運営にあった
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☆オーエスキー病ブリーダー農場との
オーエスキー病は、オーエスキーウィルスによって引き起こされる疾病で、豚では種豚群間の血縁関係

若齢豚ほど重篤な症状を示し、死亡率も高く、妊娠豚では死産や流産の発生が認めらを結ぶ。
れる。その他の成豚ではほとんど症状を示さないまま、ウィルス保有豚となる。

（イ）ブリーダー農場 （イ）基準豚として増 △基準種豚の配付 【平成16年度から評価開始】 Ａ
【総括】血縁関係の構築に着手するため、遺伝的能力評価の事業に参加している１７関係者等との協議に 殖した純粋種豚を用 Ｓ：計画を大きく上回り、
農場に種豚等の配布を行い、計画どおり順調に実施した。より、１５箇所以上 いること等により、 優れた成 績が得られた

の種豚群間との血縁 種豚群間との血縁関 Ａ：計画どおり順調に実施
関係を結ぶ。 係の構築に着手す された 【説明】

種豚の広域的な遺伝的能力評価を行うためには、ブリーダー農場の種豚群間で血縁る。 Ｂ：概ね計画どおり順調に
関係を構築する必要があるため、遺伝的能力評価事業に参加している１７農場に種豚実施された
や精液の配布を行った。Ｃ：計画どおり実施されな

かった
、Ｄ：計画どおり実施されず

その要因は法人の不適切
な業務運営にあった
（※平成１６年度から評価
開始）

（ウ）関係者及び研究 （ウ）学識経験者及び △評価手法の検討 Ａ【総括】遺伝的能力評価の実施について 「事業推進会議」及び「評価技術検討会」、
を開催し、血縁関係構築に係るモデル地域の設置、新たな評価形質等について関係者者等の参画を得て、 関係団体の参画を得 Ｓ：計画を大きく上回り、
と検討を行い、計画どおり順調に実施した。事業推進会議、評価 て 事業推進会議 優れた成績が得られた、「 」

技術検討会等を開催 及び「評価技術検討 Ａ：計画どおり順調に実施
し、全国ベースでの 会」を開催し、評価 された 【説明】

豚の遺伝的能力評価事業を普及推進するため、関係団体、学識経験者、ブリーダー遺伝的能力評価手法 形質、評価値の提示 Ｂ：概ね計画どおり順調に
等の参画を得て 「事業推進会議」及び「評価技術検討会」を開催し、種豚群の血縁について、技術的検 方法等について検討 実施された 、
をしっかりと結んだモデル地域の設置、交雑種の能力評価への利用、新たな評価形質討及び試行を行う。 を行う。 Ｃ：計画どおり実施されな
の必要性等について関係者と検討を行った。かった

、Ｄ：計画どおり実施されず
その要因は法人の不適切
な業務運営にあった

△遺伝的能力評価の試行 Ａ【総括】遺伝的能力評価の試行については、年間４回の評価を行うなど、計画どおり
順調に実施した。Ｓ：計画を大きく上回り、

優れた成績が得られた
Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】

「技術推進会議 「評価技術検討会」等の検討結果を踏まえ、評価形質を繁殖形質された 」、
（哺乳開始頭数、３週時育成頭数、３週時１腹総体重 、産肉形質（背脂肪の厚さ、Ｂ：概ね計画どおり順調に ）
１日平均総体重、ロース断面積）と定め、年間４回（４月、７月、１０月、１月）の実施された
試行を行い、結果を評価参加農場に提供した。Ｃ：計画どおり実施されな

かった
、Ｄ：計画どおり実施されず

その要因は法人の不適切
な業務運営にあった
（※平成１５年度から評価
開始）
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※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
Ｓ：達成度合１００％
以上であって特に優
れた成果が得られた
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
Ｄ：達成度合７０％未満
であってその要因は
法人の不適切な業務
運営にあった

②年度計画において定
性的目標が定められて
いる場合

、Ｓ：計画を大きく上回り
優れた成績が得られた
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
Ｄ：計画どおりに実施
されず、その要因は
法人の不適切な業務
運営にあった

イ 優良種豚等の生産 イ 優良種豚等の生産 イ 優良種豚等の生産 □優良種豚等の生産・配付 △優良種畜等の生産 ３/２点（・Ｓ・） Ａ
・配布 ・配布 ・配布 指標＝各微項目の評価点数 △優良種畜等の配布 ２/２点（・Ａ・）

の合計 △優良種畜等の情報提供 ２/２点（・Ａ・）
養豚経営の規模拡

大に伴い能力ととも 各微項目の評価結果の 合計 ７/６点
に斉一性の高い豚群 区分は以下のとおりと
の確保が必要である する。
ことから、広域的に Ｓ評価：３点、Ａ評価
利用できる雄型系統 ：２点、Ｂ評価：１点
を平成１７年度まで Ｃ評価：０点、Ｄ評価
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に完成させる。 ：－１点
また、中期目標期

間中に優良種畜を９ Ａ：６点以上
５０頭程度配布す Ｂ：３点以上６点未満
る。 Ｃ：３点未満

ただし、Ａ評価とした場
合には、各微項目の達成状

、況及びその他要因を分析し
必要に応じＳ評価とするこ
とができる。また、Ｃ評価
とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

※「△優良種畜等の生産」
については、平成１６年度
から評価指標を設定し評価
開始

（ア）雄型品種である （ア）肉豚（交雑種） △優良種畜等の生産 Ｓ【総括】系統造成中のデュロック種について第９世代を生産・育成した後、ＢＬＵＰ
法を活用した選抜を行い、実施計画より１年早く完成させ、系統豚ユメサクラとしてデュロック種につい の生産に必要な雄型 Ｓ：計画を大きく上回り、
認定を受け、高い能力の雄型系統の早期供給を可能とするなど、計画を大きく上回って、ＢＵＬＰ法（最 品種であるデュロッ 優れた成績が得られた
た。良線形不偏予測法） ク種について、第９ Ａ：計画どおり順調に実施

を活用して平成１７ 世代の能力検定を行 された
年度までに系統を完 うとともに、最新の Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】

デュロック種の系統造成については、次のとおり実施した。成させる。 遺伝的能力推定法で 実施された
① 第９世代を育成するとともに、能力検定（１日平均増体重、背脂肪層の厚さ、ロあるＢＬＵＰ法を活 Ｃ：計画どおり実施されな
ース断面積）を実施し、その測定結果に基づきＢＬＵＰ法 による個体毎の遺伝的用して選抜を行い、 かった ☆

能力評価を実施した。第１０世代の生産の Ｄ：計画どおり実施されず、
② 評価値の高い種豚について、雄豚２５頭、雌豚９０頭を選抜し、全ての形質につための交配を行う。 その要因は法人の不適切
いて改良目標値に到達或いは超える能力を呈していることから、実施計画より１年な業務運営にあった
早く系統豚の認定（系統豚の名称はユメサクラ（サクラ２０４ ）を受けた。これ（※平成１６年度から評価 ）
により、造成に要する経費を大幅に節減するとともに、優良な雄型系統の早期供給開始）
を可能とした。
③ 認定を受けた系統豚については、広域的に配布するため、交配を実施し、平成１
７年３月から随時分娩を行っている。

☆ＢＬＵＰ法
ＢＬＵＰとはBest Linear Unbiased Prediction の頭文字をとったもので、環境の

効果、血縁関係などを同時に補正して、与えられたデータと統計モデルのもとで最も
正確に個体の育種価を推定する方法 ＢＬＵＰ法の開発により フィールドデータ 表。 、 （
型値）を用いた育種価（遺伝的能力）の推定が容易になった。

【特記事項】
系統造成中であったデュロック種の雄型系統を中期目標より１年早く完成させ、

系統豚「ユメサクラ」として認定を受けている。このことは、造成に要する経費を
大幅に節減したばかりでなく、当該系統豚は極めて高い発育能力・肉質を有するも
のであり、今後この系統豚を早期に配布することにより、我が国全体の養豚の生産
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性向上に貢献できるものと期待され、高く評価できる。

（イ）優良種畜につい （イ）優良種豚につい △優良種畜等の配付 Ａ【総括】優良な種畜について、種豚２５３頭及び液状精液８４８本を配布した。
情報提供を行い、中 て、ホームページ等 Ｓ：２２５頭以上であって
期目標の期間中に９ において情報提供を 特に優れた成果が得られ 【説明】

優良種畜の配布については、農協、改良組合、ブリーダー等に対して、種豚２５３５０頭程度配布す 行い、２５０頭程度 た
頭を配布し、年度計画２５０頭を上回った。また、液状精液については８４８本を配る。 配布する。 Ａ：２２５頭以上
布した。Ｂ：１２５頭以上 ２２５頭

未満
Ｃ：１２５頭未満
Ｄ：１２５頭未満であって
その要因は法人の不適切
な業務運営にあった

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。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。
Ｓ：年度計画の目標数
値の９０％以上であ
って特に優れた成果
が得られた
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

Ｄ：年度計画の目標
数値の５０％未満で
あってその要因は法
人の不適切な業務運
営にあった

△優良種畜等の情報提供 Ａ【総括】ホームページ等により配布可能な優良種豚等についての情報提供を行い、計
画どおり順調に実施した。Ｓ：計画を大きく上回り、

優れた成績が得られた
Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】

ホームページ（http://www.nlbc.go.jp/ibaraki/index.html及びhttp://www.nlbc.された
）、 、 、Ｂ：概ね計画どおり順調に go.jp/miyazaki/ 業務紹介パンフレット等により保有する優良種豚について 品種

配布時期等の情報提供を行った。実施された
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Ｃ：計画どおり実施されな
かった

、Ｄ：計画どおり実施されず
その要因は法人の不適切
な業務運営にあった

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 □育種手法の開発・実用化 ２/２点（・Ａ・） Ａ
指標＝各細項目の評価点数 □優良種鶏の生産・配布 ２/２点（・Ａ・）

鶏卵及び鶏肉の消 の合計
費・流通ニーズは、 合計 ４/４点
価格ばかりでなく、 各細項目の評価結果の
我が国の独特な消費 区分は以下のとおりと
形態や嗜好から、卵 する。
質、肉質等の品質面 Ｓ評価：３点、Ａ評価
を重視するようにな ：２点、Ｂ評価：１点
っている。 Ｃ評価：０点、Ｄ評価
このため 「鶏の ：－１点、

改良増殖目標」を踏
まえ、我が国の消費 Ａ：４点以上
・流通ニーズへの対 Ｂ：２点以上４点未満
応に重点を置き、次 Ｃ：２点未満
の課題に取り組む。

ただし、Ａ評価とした場
ア 育種手法の開発・ 合には、各細項目の達成状

、実用化 況及びその他要因を分析し
必要に応じＳ評価とするこ

卵用鶏における卵 とができる。また、Ｃ評価
殻質・卵内容、肉用 とした場合には、要因を分
鶏における腹腔内脂 析し、必要に応じＤ評価と
肪量・食味等の消費 することができる。
・流通ニーズに対応
した形質の改良を進

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 △卵用鶏の評価方法の実用化 ２/２点（・Ａ・） Ａ
めるため、これらの 実用化 実用化 指標＝各微項目の評価点数 △肉用鶏の評価方法の実用化 ２/２点（・Ａ・）
形質の測定方法及び の合計 △ＢＬＵＰ法の開発・実用化 ２/２点（・Ａ・）
評価方法を実用化す
る。 各微項目の評価結果の 合計 ６/６点

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、Ｄ評価
：－１点
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Ａ：６点以上
Ｂ：３点以上６点未満
Ｃ：３点未満

ただし、Ａ評価とした場
合には、各微項目の達成状

、況及びその他要因を分析し
必要に応じＳ評価とするこ
とができる。また、Ｃ評価
とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

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 卵用鶏について （ア）鶏育種の技術的 △卵用鶏の評価方法の実用 Ａ（ ） 、 【総括】卵用鶏の評価方法の実用化を図るため 「卵質改良部会」等を開催し、卵用、
鶏の育種に係る技術的課題について検討するとともに 卵質に優れた系統を造成する卵殻質、肉斑、血斑 課題の検討 化 、
手法開発のため、全個体の生産卵個別測定により１５年ふ化鶏までの選抜効果を分析等の卵質の全数個別 Ｓ：計画を大きく上回り、
しつつ、卵殻質及び卵内容に基づく１６年ふ化鶏の選抜を行い、データを蓄積するな測定による評価方法 学識経験者、関係 優れた成績が得られた
ど、計画どおり順調に実施した。を実用化する。 団体等の参画を得 Ａ：計画どおり順調に実施

て 卵質改良部会 された、「 」、
高品質肉用鶏部会 Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】「 」

① 学識経験者、関係団体等の参画を得て「卵質改良部会」等を開催し、消費者ニー等を開催し、卵用鶏 実施された
ズに対応した鶏卵（卵質）の改良方向について議論し、卵黄重の改良に係る技術的及び肉用鶏の育種に Ｃ：計画どおり実施されな
課題について検討した。係る技術的課題につ かった
② 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、いて検討する。 Ｄ：計画どおり実施されず、
次のとおり行った。その要因は法人の不適切
（ａ）卵殻質（イ）卵用鶏 な業務運営にあった

１６年ふ化鶏について全個体の個別データを収集し、昨年の選抜効果を分析す
るとともに、卵殻強度３．０㎏／ｃ㎡未満の個体について独立淘汰法 により淘ａ 卵質に優れた系 ☆

汰を行い、データを蓄積した。統を造成する手法
（ｂ）卵内容開発のため、全個

１６年ふ化鶏について全個体の個別データを収集し、昨年（１５年鶏）の選抜体の生産卵個別測
効果を分析するとともに、ハウユニット 、肉斑・血斑の卵内容について独立淘定により、次のと ☆☆

汰法により選抜を行い、データを蓄積した。おり行う。

☆独立淘汰法（ａ）卵殻質
多数の形質の改良を図る場合に、各形質に対して淘汰水準を設け、すべての水準を卵殻強度３．０㎏

満足した個体を選抜する方法。／ｃ㎡以上を改良目
標とした選抜を行

☆☆ハウユニットい、選抜の効果を判
アメリカのハウ氏によって考案された鶏卵の鮮度測定に用いる単位。鶏卵一個の重定する。

量とその鶏卵をガラス板上に割り落として測った濃厚卵白の高さを公式に当てはめて
算定する。（ｂ）卵内容

肉斑・血斑につい
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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

※ ｂの【総括 【説明】については、第２－１－（４）－ア－（ウ）に併せて記載家系の選抜を行い、 】、
する。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
０００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 肉用鶏について （ウ）肉用鶏 △肉用鶏の評価方法等の実 Ａ（ ） 、 【総括】肉用鶏の評価方法の実用化を図るため 「高品質肉用鶏部会」等を開催し、、
肉用鶏の育種に係る技術的課題について検討するとともに、近赤外分光分析 装置を近赤外線分光分析技 用化 ☆

用いた腹腔内脂肪量の測定精度の向上等について検討を行うなど、計画どおり順調に術を活用し、腹腔内 ａ 近赤外分光分析 Ｓ：計画を大きく上回り、
実施した。脂肪量の測定方法及 技術を活用した腹 優れた成績が得られた

び評価方法を実用化 腔内脂肪量の推定 Ａ：計画どおり順調に実施
する。 法を実用化するた された 【説明】

① 学識経験者、関係都道府県等の参画を得て 「高品質肉用鶏部会」等を開催し、め、一部の育種系 Ｂ：概ね計画どおり順調に 、
官能検査に関連した「おいしさ」の要因解析及び改良方法、ＱＴＬ 解析等肉用鶏統について、簡易 実施された ☆☆

。 、測定装置を利用し Ｃ：計画どおり実施されな の育種に係る技術的課題について検討した 鶏肉のおいしさの要因解析については
おいしさの要素の中で味とかたさについて、分析型パネル選定手法の確立を図り、有用性を検証す かった
その手法を用いてパネルの選定を行い、今後の系統造成に向けて重要な成果を上げる。 Ｄ：計画どおり実施されず、
た。その要因は法人の不適切
② 生体における腹腔内脂肪量の推定法を実用化するため、低脂肪に着目した白色コな業務運営にあった
ーニッシュの２系統を重点に近赤外分光分析装置で測定した腹腔内脂肪量の推定値
と実測値の比較を行い、より相関の高い検量線作成、測定部位の比較及びプローブ
の改良による測定精度の向上等について、民間測定機器業者との共同により検討を
行った。

☆近赤外分光分析技術（反射方式）
物質に600～1000nmの波長の近赤外線を照射してその反射してくる近赤外線の吸光

度度合い（吸光スペクトル）を解析することにより、水、糖、酸等の含有量の推定を
行う技術。

☆☆ＱＴＬ（Quantitative Trait Loci：量的形質遺伝子座）
遺伝病・毛色等のいわゆる質的形質に対し、肉質・成長等は表現形質値が連続性を

示すことから量的形質と呼ばれ、これらの発現には多くの遺伝子が関与していると考
。 、 。えられている これらの量的形質の発現に関与する遺伝子は ＱＴＬと呼ばれている

（ウ）ＢＬＵＰ法を活 ｂ ＢＬＵＰ法を活 △ＢＬＵＰ法の開発・実用 Ａ【総括】卵用鶏は２系統３，０８７羽について、肉用鶏は９系統１３，３６２羽に
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ついて、ＢＬＵＰ法による遺伝的能力評価値を求め、データを蓄積し有用性を検証用し、遺伝的能力評 用した遺伝的能力 化
するとともに、選抜に利用するなど、計画どおり順調に実施した。価に基づく育種手法 評価に基づく育種 Ｓ：計画を大きく上回り、

を開発・実用化す 手法の実用化を図 優れた成績が得られた
【説明】る。 るため、５系統 Ａ：計画どおり順調に実施
① 卵用鶏においては、１６年ふ化鶏について全個体の２５～４０週齢産卵率、３10,000羽以上につ された
６週齢時の卵殻強度及び卵重の個別データを収集して、昨年の選抜効果を分析すいてＢＬＵＰ法に Ｂ：概ね計画どおり順調に
るとともに、主要系統を含む２系統３，０８７羽についてＢＬＵＰ法による遺伝よる遺伝的能力評 実施された
的能力評価値を求め、選抜に活用した。なお、選抜に当たっては、近郊係数の上価値を求め、選抜 Ｃ：計画どおり実施されな
昇を回避するため、遺伝的能力評価値のみならず、独立淘汰法及び選抜指数法をに利用し、有用性 かった
併用した。を検証する。 Ｄ：計画どおり実施されず、
② 肉用鶏においては、１６年ふ化鶏について、全個体の６週齢時体重の個別デーその要因は法人の不適切

、 、 ，な業務運営にあった タを収集して 昨年の選抜効果を分析するとともに 主要系統を含む９系統１３
３６２羽について遺伝的能力評価値を求め、選抜に活用した。
また、京都産業大学との共同により、多形質改良のためのＢＬＵＰ及び近交度

、上昇の回避を考慮した最小血縁交配の組み合わせによる実用プログラムについて
体重、初産日齢、卵重及び産卵率について動作確認を行う等の検討を行った。

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 △卵用鶏の系統造成 ２／２点（・Ａ・） Ａ
配布 配布 配布 指標＝各微項目の評価点数 △肉用系の系統造成 ２／２点（・Ａ・）

の合計 △優良種鶏等の配布 ２／２点（・Ａ・）
消費・流通ニーズ △優良種鶏等の情報提供 ２／２点（・Ａ・）

に対応した種鶏生産 各微項目の評価結果の
に必要な系統とし 区分は以下のとおりと 合計 ８／８点
て、卵用鶏において する。
４系統、肉用鶏にお Ｓ評価：３点、Ａ評価
いて５系統を完成さ ：２点、Ｂ評価：１点
せる。 Ｃ評価：０点、Ｄ評価
また、優良な種鶏 ：－１点

を種卵換算で５７０
千個程度配布する。 Ａ：８点以上

Ｂ：４点以上８点未満
Ｃ：４点未満

ただし、Ａ評価とした場
合には、各細項目の達成状

、況及びその他要因を分析し
必要に応じＳ評価とするこ
とができる。また、Ｃ評価
とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

ア 卵用鶏について ア 卵用鶏について △卵用鶏の系統造成 Ａ（ ） 、 （ ） 、 【総括】赤玉系においては肉斑 及び卵殻色に着目した２系統、白玉系においては卵☆

重等の基本性能及び卵殻質に着目した２系統の系統造成を行い、計画どおり順調に実赤玉系においては肉 赤玉系においては肉 Ｓ：計画を大きく上回り、
施した。斑及び卵殻色に着目 斑及び卵殻色に着目 優れた成績が得られた

した２系統、白玉系 した２系統、白玉系 Ａ：計画どおり順調に実施
においては卵重等の においては卵重等の された 【説明】

① 赤玉系においては肉斑及び卵殻色に着目した系統として選定したロードアイラ基本性能及び卵殻質 基本性能及び卵殻質 Ｂ：概ね計画どおり順調に
ンドレッド種のＹＡ系統及び白色ロック種のＬＡ系統について、白玉系においてに着目した２系統を に着目した２系統の 実施された
は卵重等の基本性能及び卵殻質に着目した系統として選定した白色レグホーン種造成する。 造成を引き続き行 Ｃ：計画どおり実施され
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のＭＡ系統及びＭＫ系統について、能力の向上を図りつつ、引き続き系統造成をう。 なかった
行った。Ｄ：計画どおり実施されず、
② Ｍｘ遺伝子（高病原性鳥インフルエンザをはじめとするウイルス性疾患に対すその要因は法人の不適切
る抵抗性遺伝子）診断技術を習得し、主要系統であるＭＫと候補系統であるＭＢな業務運営にあった
を対象とした遺伝子診断を実施し、Ｍｘ遺伝子ホモを有する個体の選抜を実施し
た。上記微項目について

は、各年度の年度計画
☆肉斑において定められてい
肉斑とは産卵鶏の器官組織片の一部が濃厚卵白、カラザ、卵黄に移行したもので、る具体的目標等に照ら

赤玉に多くみられる。大きさは０．５mm～３mm程度である。発生率は鶏の系統によっし、達成度の評価を行
て異なり、週齢とともに増加する傾向がある。うものとする。

イ 肉用鶏について （イ）肉用鶏につい △肉用鶏の系統造成 Ａ（ ） 、 【総括】肉用鶏の系統造成については、低脂肪に着目して選定した白色コーニッシュ
種２系統、劣性白 に着目して選定した白色ロック種２系統、遅羽性 に着目して選低脂肪に着目した２ て、低脂肪に着目し Ｓ：計画を大きく上回り、 ☆ ☆☆

定した白色ロック種１系統の系統造成を行い、計画どおり順調に実施した。系統、劣性白に着目 た２系統、劣性白に 優れた成績が得られた
した２系統及び遅羽 着目した２系統、遅 Ａ：計画どおり順調に実施
性に着目した１系統 羽性に着目した１系 された 【説明】

低脂肪に着目した系統として選定した白色コーニッシュ種の２系統（ ５３」及びを造成する。 統の造成を引き続き Ｂ：概ね計画どおり順調に 「
「５４ 、劣性白に着目した系統として選定した白色ロック種の２系統（ １３」及行う。 実施された 」） 「
「 」）、 （「 」）Ｃ：計画どおり実施されな び ９８１ 遅羽性に着目した系統として選定した白色ロック種の１系統 １６
について、能力の向上を図りつつ、引き続き系統造成を行った。かった

、Ｄ：計画どおり実施されず
☆劣性白その要因は法人の不適切
肉用鶏である白色ロック種の羽毛は白色であり、これを決定している遺伝子は常染な業務運営にあった

色体上にある。羽毛の白色は、一般に優性遺伝子によるが、ごく少数ながら劣性遺伝
子によるものがあり、こうした鶏の羽毛色を「劣性白」と呼ぶ。有色の遺伝子をもつ上記微項目について
鶏に優性遺伝子による白色鶏を交配した場合、その産子は白色羽毛となるが、劣性白は、各年度の年度計画
の鶏を交配した場合、その産子は有色の羽毛となる。において定められてい

る具体的目標等に照ら
☆☆遅羽性し、達成度の評価を行

、 。うものとする。 ふ化直後の鶏の翼羽の生え揃えに要する時間の早晩により 速羽・遅羽と称される
この形質を支配する遺伝子は、性染色体上にあることから、雌雄鑑別に利用される。

（ウ）優良な種鶏につ （ウ）造成系統鶏及び △優良種鶏等の配付 Ａ【総括】優良種鶏について、種鶏、種すう及び種卵を種卵換算で１３７，３１４個配
布した。いて情報提供を行 育種素材鶏の優良種 Ｓ：１１５千個以上であっ

い、中期目標の期間 鶏についてホームペ て特に優れた成果が得ら
中に５７０千個程度 ージ等において情報 れた 【説明】

年度を通じて積極的に情報提供等を行い、都道府県、農協、大学、生産関係者等に配布する。 提供を行い、種卵換 Ａ：１１５千個以上
、 ， 、 ， 、 ，算１２８千個程度の Ｂ：６４千個以上１１５千 対して 種卵換算で卵用鶏は７８ ９８１個 肉用鶏は５８ ３３３個 合計１３７

３１４個を配布し、年度計画１２８千個を上回った。種鶏、種すう及び種 個未満
卵の配布を行う。 Ｃ：６４千個未満

Ｄ：６４千個未満であって
その要因は法人の不適切
な業務運営にあった

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
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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。
Ｓ：年度計画の目標数
値の９０％以上であ
って特に優れた成果
が得られた
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

Ｄ：６４千個未満であ
ってその要因は法人
の不適切な業務運営
にあった

△優良種鶏等の情報提供 Ａ【総括】ホームページ等により造成系統鶏及び育種素材鶏の優良種鶏等についての情
報提供を行い、計画どおり順調に実施した。Ｓ：計画を大きく上回り、

優れた成績が得られた
Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】

卵用鶏、肉用鶏ともに、ホームページ (http://www.nlbc.go.jp/okazaki/torinituされた
ite/torimokiji.htm及びhttp://www.nlbc.go.jp/hyogo/mitai/seikei/senyousyu.htＢ：概ね計画どおり順調に
m)、鶏改良推進中央協議会での資料配付等により、保有する造成系統鶏及び育種素材実施された
鶏の優良種鶏について、品種、配布時期等の情報提供を行った。Ｃ：計画どおり実施されな

かった
、Ｄ：計画どおり実施されず

その要因は法人の不適切
な業務運営にあった

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 □馬の種畜及び精液の配布 ２/２点（・Ａ・） Ａ
指標＝各細項目の評価点数 □山羊の種畜及び精液の配布 ２/２点（・Ａ・）

馬、山羊、めん羊 の合計 □めん羊の種畜及び精液の配布 ２/２点（・Ａ・）
及び実験動物につい □めん羊飼養者等への情報提供等を通じた改良への移行 ２/２点（・Ａ・）
て、需要の動向を踏 各細項目の評価結果の □実験用ウサギの種畜の配布 ２/２点（・Ａ・）
まえ、優良な種畜等 区分は以下のとおりと □実験用ウサギのＳＰＦ状態での遺伝特性の維持 ２/２点（・Ａ・）
の生産・配布を行 する。 □実験用小型ヤギの種畜の配布 ２/２点（・Ａ・）
う。 Ｓ評価：３点、Ａ評価 □実験用小型ヤギのモニタリングによる遺伝特性の把握 ２/２点（・Ａ・）

：２点、Ｂ評価：１点 □実験用小型ブタの系統造成 ２/２点（・Ａ・）
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Ｃ評価：０点、Ｄ評価
：－１点 合計 18/18点

Ａ：１７点以上
Ｂ：９点以上１７点未満
Ｃ：９点未満

ただし、Ａ評価とした場
合には、各細項目の達成状

、況及びその他要因を分析し
必要に応じＳ評価とするこ
とができる。また、Ｃ評価
とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

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、種畜 ア 馬について、ホー □馬の種畜及び精液の配布 Ａ【総括】種畜等の配布に関する情報提供を行い、種畜３７頭及び精液４６４本を配布
し、計画どおり順調に実施した。及び人工授精用精液 ムページ等に情報提 Ｓ：計画を大きく上回り、

の配布を行う。 供を行い、２５頭以 優れた成績が得られた
上の種畜及び精液の Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】

① 配布可能な馬についての情報をホームページ(http://www.nlbc.go.jp/tokachi/u配布を行う。 された
ma/uma.htm#top）に掲載したほか、農用馬生産振興中央協議会等の会議の場においＢ：概ね計画どおり順調に
て種畜の生産状況の紹介等を行った。実施された

、 、 、 、 、Ｃ：計画どおり実施されな ② 種畜については 農協 関係団体等に対し 種雄馬９頭 種雌馬２８頭を配布し
精液については４６４本を配布した。かった

、Ｄ：計画どおり実施されず
その要因は法人の不適切
な業務運営にあった

イ 山羊について、種 イ 山羊について、１ □山羊の種畜及び精液の配 Ａ【総括】山羊関節炎・脳脊髄炎 の清浄畜の確保について、有識者の意見を聞きなが☆

ら親子分離等の清浄化対策を行うとともに、限定的に種畜配布を行い、計画どおり順畜及び人工授精用凍 ４年度に摘発された 布
調に実施した。結精液の配布を行 山羊関節炎・脳脊髄 Ｓ：計画を大きく上回り、

う。 炎の清浄畜を引き続 優れた成績が得られた
き確保するととも Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】

① 清浄化対策について、有識者の意見を聞きながら、学術的知見に基づき、親子分に、有識者の意見を された
離及び清浄エリア・非清浄エリアのゾーニング等の対策を実施した。聞きながら、種畜配 Ｂ：概ね計画どおり順調に
② こうした清浄化対策を講じ、２カ月齢時、４カ月齢時及び６カ月齢時のゲル内沈布の再開について検 実施された
降反応 による抗体検査が陰性であり、かつ、６カ月齢時のＰＣＲ法 によるウ討する。 Ｃ：計画どおり実施されな ☆☆ ☆☆☆

イルス検索検査が陰性である山羊の確保・維持を行った。かった
③ 種畜配布については、抗体検査・ウイルス検索検査が陰性の山羊を確保できたこＤ：計画どおり実施されず、
と、配布申請者からの要望がかなり高くなっていること等から、有識者の意見を聞その要因は法人の不適切
いた上で、早急な種畜配布の必要性が認められ、かつ、センターの清浄化対策の取な業務運営にあった
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組を理解してもらえる者に限定して１７頭配布した。

☆山羊関節炎・脳脊髄炎
病原体 山羊関節炎・脳脊髄炎ウイルス
感染経路 感染母山羊の初乳及び常乳を介しての経口感染

水平感染には数ヶ月から数年の接触が必要
感染の多くは幼齢期で感染後生涯ウイルスを保持

発症・症状 発症率は低く、多くは無症状に終わる
潜伏期間は長く数ヶ月から数年
発病は潜行性で進行は緩徐で数ヶ月から数年に及ぶ
主な症状：子山羊（２～４ヶ月齢）の脳炎

成山羊（１２ヶ月齢以上）の関節炎
予防法 ワクチンはない

隔離飼育と経乳感染の防止で感染が９割以上減少
治療法 対症療法の他特に治療法はない
公衆衛生 人への感染性はない（感染山羊の肉、乳を摂食しても健康上の問題は

ない）

☆☆ゲル内沈降反応
可溶性抗原を用いた抗体の検出法で、寒天やアガロースなどのゲルの支持体内で抗

原と抗体のいずれか一方または両方が拡散し、両者の最適比のところで、白色の沈降
線の形状をみる免疫拡散法

☆☆☆ＰＣＲ法
Polymerase chain reaction
微生物に特異的な遺伝子を標的にした検査方法。標的の微生物遺伝子に特異的なDN

A領域をはさむプライマ-を作成し、合成反応を繰り返すことで、目的ＤＮＡ断片を増
幅させ、その増幅ＤＮＡ断片の有無を電気泳動バンドによって、検体が目的遺伝子を
有するか否かを判断する。ＰＣＲ法は迅速性に優れる。

【総括】めん羊の種畜の配布に関する情報提供を行い、種畜４６頭を配布し、計画どウ 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
種畜の配布を行いつ ホームページ等に情 配布 Ａおり順調に実施した。
つ、めん羊飼養者等 報提供を行い、１８ Ｓ：計画を大きく上回り、
への情報提供等を通 頭以上の種畜の配布 優れた成績が得られた 【説明】

① ホームページ(http://www.nlbc.go.jp/tokachi/outline/outline2.htm)、北海道じた改良の推進に移 を行う。 Ａ：計画どおり順調に実施
めん羊協議会等において家畜改良センターのめん羊について情報提供を行った。行する。 また、改良の推進 された
② 市町村、農協、団体等に対して、４６頭の種畜配布を行った。体制を優良種畜の配 Ｂ：概ね計画どおり順調に

布を基本としたもの 実施された
から飼養者への技術 Ｃ：計画どおり実施されな
指導及び情報提供等 かった

、によるものに移行す Ｄ：計画どおり実施されず
ることについて、具 その要因は法人の不適切
体策の検討を行う。 な業務運営にあった

□めん羊飼養者等への情報 Ａ【総括】民間におけるめん羊種畜の生産・供給体制の構築を働きかけるとともに、人
工授精講習会の開催、人工授精技術や飼養管理等に関する情報の提供を行うなど、計提供等を通じた改良への
画どおり順調に実施した。移行

Ｓ：計画を大きく上回り、
優れた成績が得られた 【説明】

① 民間における改良推進体制の構築について、北海道めん羊協議会と連携し、焼尻Ａ：計画どおり順調に実施
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めん羊牧場のほか５戸の生産牧場に対して、繁殖基礎畜を配置して種畜生産の繁殖された
を開始し、生産子羊の血統登録を行い１７年度から種畜供給を開始することを確認Ｂ：概ね計画どおり順調に
した。実施された
しかし、これらの種畜は道内の生産者に配布されることを想定しており、都府県Ｃ：計画どおり実施されな

における種畜供給体制の構築は次年度の課題である。かった
② めん羊飼養に関する技術指導について、家畜人工授精（めん羊）講習会を開催すＤ：計画どおり実施されず、
るとともに （社）畜産技術協会が行う研修会に講師２名を派遣した。その要因は法人の不適切 、
また、家畜人工授精講習会を開催するとともに、同講習会に有資格者等の聴講者な業務運営にあった

を受け入れ技術向上に寄与した。
③ めん羊の人工授精技術や飼養管理等に関する情報について、関係者への技術移転
や専門誌への投稿等により情報提供を行った。

エ 実験用ウサギにつ エ 実験用ウサギにつ □実験用ウサギの種畜の配 Ａ【総括】実験用ウサギの種畜等について情報提供を行い、４０５羽の種畜等を配布し
た。いて、ＳＰＦ（特定 いて、遺伝特性を維 布

疾病フリー）状態で 持するとともに微生 Ｓ：計画を大きく上回り、
遺伝特性を維持しつ 物モニタリング（汚 優れた成績が得られた 【説明】

① ホームページ(http://www.nlbc.go.jp/nagano/newpage8.htm)により、保有系統つ、配布を行う。 染の監視）により特 Ａ：計画どおり順調に実施
の能力調査、管理状態等について情報提供を行った。定疾病非汚染（ＳＰ された
② 種畜等の配布については、農協、民間企業等に対して、４０５羽の種畜等を配布Ｆ）状態の維持を図 Ｂ：概ね計画どおり順調に
した。り、ホームページ等 実施された

に情報提供を行い、 Ｃ：計画どおり実施されな
３５０羽以上の種畜 かった

、の配布を行う。 Ｄ：計画どおり実施されず
その要因は法人の不適切
な業務運営にあった

□実験用ウサギのＳＰＦ 特 Ａ（ 【総括】系統内交配により遺伝特性を維持するとともに、微生物モニタリング（汚染
の監視）によりＳＰＦ 状態の維持を確認し、計画どおり順調に実施した。定疾病フリー）状態での ☆

遺伝特性の維持
Ｓ：計画を大きく上回り、 【説明】

① 飼養各系統について、系統内交配により生産頭数を確保し、近交退化の防止に配優れた成績が得られた
慮しつつ選抜を行い、遺伝特性を維持した。Ａ：計画どおり順調に実施
② １６年４月、９月、１０月及び１７年１月に、各々５羽ずつ微生物モニタリングされた
（汚染の監視）を行い、２系統ともＳＰＦ 対象疾病７項目がすべて陰性であるこＢ：概ね計画どおり順調に ☆

とを確認し、ＳＰＦ状態の維持を確認した。実施された
Ｃ：計画どおり実施されな

☆ＳＰＦかった
SPF(Specific Pathogen Free)動物とは、特に指定された微生物・寄生虫のいないＤ：計画どおり実施されず、

動物の事である（指定以外の微生物・寄生虫は必ずしもフリーではない 。その要因は法人の不適切 。）
な業務運営にあった

オ 実験用小型ヤギに オ 実験用小型ヤギに □実験用小型ヤギの種畜の Ａ【総括】有識者の意見を聞きながら、山羊関節炎・脳脊髄炎の清浄畜の確保について
親子分離等の清浄化対策を行うとともに、限定的に種畜配布を行い、計画どおり順調ついて、モニタリン ついて、性能調査を 配布
に実施した。グにより遺伝特性を 実施する。また、１ Ｓ：計画を大きく上回り、

把握するとともに、 ４年度に摘発された 優れた成績が得られた
配布を行う。 山羊関節炎・脳脊髄 Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】

① 清浄化対策について、有識者の意見を聞きながら、学術的知見に基づき、親子分炎の清浄畜を引き続 された
離及び清浄エリア・非清浄エリアのゾーニング等の対策を実施した。き確保するととも Ｂ：概ね計画どおり順調に
② こうした清浄化対策を講じ、２カ月齢時、４カ月齢時及び６カ月齢時のゲル内沈に、有識者の意見を 実施された
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降反応による抗体検査が陰性であり、かつ、６カ月齢時のＰＣＲ法によるウイルス聞きながら、種畜配 Ｃ：計画どおり実施されな
検索検査が陰性である山羊の確保・維持を行った。布の再開について検 かった
③ 以上のことを踏まえ、有識者の意見を聞き、センターの清浄化対策を理解しても討する。 Ｄ：計画どおり実施されず、
らえる配布申請者に限定して８頭を調査用として配布した。その要因は法人の不適切

な業務運営にあった

□実験用小型ヤギのモニタ Ａ【総括】実験用小型ヤギの乳成分、血中成分等の性能調査を実施し、計画どおり順調
に実施した。リングによる遺伝特性の

把握
Ｓ：計画を大きく上回り、 【説明】

乳成分、血中成分、繁殖性、発育性に関する特性調査を実施した。優れた成績が得られた
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：計画どおり実施されな
かった

、Ｄ：計画どおり実施されず
その要因は法人の不適切
な業務運営にあった

カ 実験用小型ブタに カ 実験用小型ブタに □実験用小型ブタの系統造 Ａ【総括】実験用小型ブタの系統造成について、小型系（交雑種）及び中型ヘアレス系
（貧毛系、淡色系）の交配・選抜を行うとともに、種畜等の配布に関する情報提供をついて、小型系統及 ついて、小型系（交 成

、 、 、 。び中型・ヘアレス系 雑種）及び中型ヘア Ｓ：計画を大きく上回り、 行い 種畜等１６３頭 血清等１５３サンプルを配布し 計画どおり順調に実施した
統の造成を行う。 レス系の系統造成を 優れた成績が得られた

行う。 Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】
平成１３年度から開始した基礎群の構築について、産子数が少ないこと等から約３また、ホームペー された

年間を要したのの、平成１６年度にはすべての系統について造成が開始された。ジ等に情報提供を行 Ｂ：概ね計画どおり順調に
① 小型系（交雑種）については、小型化及び皮膚色に着目した系統造成のための繁い、種畜等の配布を 実施された
殖を行い、２０頭の交配を行った。行う。 Ｃ：計画どおり実施されな
② 中型ヘアレス系については 貧毛及び皮膚色に着目し 前年度までに得た産子 淡かった 、 、 （
色系：雄５頭、雌１８頭、貧毛系：雄６頭、雌２０頭）により交配を行った。Ｄ：計画どおり実施されず、
淡色系については二次選抜を終了した。また、貧毛系については、分娩が終了しその要因は法人の不適切

た。な業務運営にあった
③ ホームページ（http://www.nlbc.go.jp/ibaraki/index.html）等で保有系統につ
いて情報提供を行ったほか、パンフレットの配布、関係雑誌への投稿及び学会発表
を行い、大学、試験研究機関等へ、種畜等１６３頭を配布し、血液及び臓器１５３
検体を提供した。

（６）種畜検査 （６）種畜検査 （６）種畜検査 ◇種畜検査 Ａ【総括】種畜検査について、的確に検査を実施できる者を種畜検査員として任命し、
申請のあった種畜５，８００頭全頭について、計画どおり順調に実施した。Ｓ：計画を大きく上回り、

適切な種畜の利用 ア 的確な種畜検査を ア 一定年数以上の経 優れた成績が得られた
により家畜の改良増 行うため、その実施 験者の中から、的確 Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】

① 種畜検査員として１６年４月１６日付けで５名、５月１日付けで９名、６月１日殖を推進するため、 要領を定める。 に検査を実施できる された
付けで２名の計１６名を任命し、人事異動により１６名を免じ、１６年度末現在の家畜改良増殖法第４ 者を種畜検査員とし Ｂ：概ね計画どおり順調に
種畜検査員は１２８名となった。条の規定に基づき実 イ 一定年数以上の経 て任命する。 実施された

、 、 、施する種畜検査につ 験者の中から、的確 Ｃ：計画どおり実施されな ② １６年度に最終的に申請のあった種畜は 乳用牛７４７頭 肉用牛２,０７８頭
馬１,０７８頭、豚１,８９７頭であり、その全頭について検査を実施した。いて、申請のあった に検査のできる者を イ 申請のあった種畜 かった

、種畜の全頭について 種畜検査員として任 全頭について実施要 Ｄ：計画どおり実施されず
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☆家畜改良増殖法第４条（中期目標中の用語）種畜検査を的確に実 命する。 領に基づき、的確な その要因は法人の不適切
牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その飼養者において、センターが毎年定期施する。 検査を実施する。 な業務運営にあった

、 、に行う検査を受け 農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ
種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外受精（家畜体外受精卵移植のために行う体上記小項目については
外受精をいう ）の用に供する精液の採取の用に供してはならない。、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）家畜の遺伝資源 （７）家畜の遺伝資源 （７）家畜の遺伝資源 ◇家畜の遺伝資源の保存 Ａ【総括】農林水産関連動植物の遺伝資源保存に関するセンターバンクである（独）農
業生物資源研究所と受託契約を締結して連携しつつ、８牧場で分担し、遺伝資源の新の保存 の保存 の保存 Ｓ：計画を大きく上回り、
規収集４点、追加収集３点、保存６７点及び特性調査３８点を行い、計画どおり順調優れた成績が得られた
に実施した。家畜の遺伝資源に 家畜の遺伝資源の 農林水産関連動植 Ａ：計画どおり順調に実施

ついて、独立行政法 維持保存及び特性調 物の遺伝資源保存に された
人農業生物資源研究 査について、繋養畜 関するセンターバン Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】

① 遺伝資源の新規収集については山羊３点及び、鶏１点の合計４点、追加収集につ所（以下「生物研」 種を配慮し、８牧場 クである独立行政法 実施された
いては牛１点及びめん羊２点の合計３点の収集を実施した。という ）と連携し で分担して行う。 人農業生物資源研究 Ｃ：計画どおり実施されな。

② 遺伝資源の保存については、牛２３点、馬５点、めん羊３点、山羊１３点、豚４つつ、収集、維持保 所と連携しつつ、８ かった
点、鶏１５点及びウサギ４点、合計６７点の保存を実施した。存及び特性調査を実 牧場で分担し、遺伝 Ｄ：計画どおり実施されず、
③ 特性調査については、牛７点、馬５点、めん羊２点、山羊５点、豚１点、鶏１４施する。 資源の新規収集４ その要因は法人の不適切
点及びウサギ４点、合計３８点の調査を実施した。点、追加収集３点、 な業務運営にあった
④ この結果、動物遺伝資源として保存している総点数は、７畜種６７点となった。遺伝資源の保存６７

点及び特性調査３８ 上記小項目については
点を実施する。 、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。

（８）飼養管理の改善 （８）飼養管理の改善 （８）飼養管理の改善 ◇飼養管理の改善 □家畜の飼養管理技術の改善 ２/２点（・Ａ・） Ａ
指標＝各細項目の評価点数 □実証展示の見学者の受入 ２/２点（・Ａ・）

家畜の飼養管理技 家畜の管理、粗飼 家畜管理の改善、 の合計
術の改善に努め、併 料生産・利用、家畜 粗飼料生産・利用技 合計 ４/４点
せてその技術を実証 排泄物処理・利用等 術の改善、家畜排泄 各細項目の評価結果の
展示して、見学者を の飼養管理に関する 物処理・利用技術等 区分は以下のとおりと
毎年６５０名以上受 技術の改善に努め、 の飼養管理技術の改 する。
け入れる。 畜産関係者にその成 善に努め、その成果 Ｓ評価：３点、Ａ評価

果を情報提供するた を畜産関係者に情報 ：２点、Ｂ評価：１点
めの実証展示を行 提供するとともに実 Ｃ評価：０点、Ｄ評価
う。 証展示を行い、６５ ：－１点

０名以上の見学者を
受け入れる。 Ａ：４点以上

Ｂ：２点以上４点未満
Ｃ：２点未満

ただし、Ａ評価とした場
合には、各細項目の達成状

、況及びその他要因を分析し
必要に応じＳ評価とするこ
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とができる。また、Ｃ評価
とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

□家畜の飼養管理技術の改 Ａ【総括】家畜の飼養管理技術等の改善について、家畜管理、粗飼料生産及び家畜排せ
つ物処理の技術改善に取り組み、計画どおり順調に実施した。善

Ｓ：計画を大きく上回り、
優れた成績が得られた 【説明】

① 家畜の飼養管理技術の改善について、高泌乳牛に見られる周産期における繁殖障Ａ：計画どおり順調に実施
害を防ぐための飼料設計、肉用子牛の下痢を防ぐためのＩｇＧ測定による免疫力のされた
確認と生菌剤の投与、簡易更新機を活用した牧草のルートマット切断による圃場のＢ：概ね計画どおり順調に
排水性の改善、パイプハウス資材を活用した簡易的な堆肥処理施設の設置等に取り実施された
組んだ。Ｃ：計画どおり実施されな
② 家畜管理や粗飼料生産の現場で生まれる創意工夫を業務の効率化に結びつけるたかった
め、１３年度から導入した「効率化・コスト低減対策支援提案事業 （以下 「ＳＥＤ：計画どおり実施されず、 」 、
Ｃ事業」という ）についても引き続き実施し 「堆肥を土壌に挿入する簡易更新機その要因は法人の不適切 。 、
の開発 「ソルガム収穫機の開発」等９件を採択して技術改善の取組を行った。な業務運営にあった 」、
また、ＳＥＣ事業において１４年度から１６年度に採択した「廃木有効処理用チ

ッパーの製作」等５件の成果が、業務の効率化に結びついた。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 Ａ【総括】畜産関係者の視察の受入れについては、全牧場で周辺の関係者への業務紹介
等に取り組んだ結果、目標を大きく上回る１，５５６名となった。指標＝実証展示の見学者数

Ｓ：６５０名以上であって
特に優れた成果が得られ 【説明】

① センター本所・各牧場において、各種飼養管理技術の実証展示を行い、家畜防疫た
に配慮しつつ、積極的に見学者を受け入れた。Ａ：６５０名以上
② この結果、センター全体で、１，５５６名の畜産関係者が見学者として訪れた。Ｂ：４５５名以上 ６５０名

未満
Ｃ：４５５名未満
Ｄ：４５５名未満であって
特にその要因は法人の不
適切な業務運営にあった

（９）家畜個体識別事 （９）家畜個体識別事 （９）家畜個体識別事 ◇家畜個体識別事業の推進 Ａ【 】 （ 、「 」総括 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 以下 法
という ）に基づく届出情報について、データの入力、送受信等を行い、データベー業の推進 業の推進 業の推進 Ｓ：計画を大きく上回り、 。
スの構築を実施した。また、関係府省・団体への情報提供に向けたデータベースの整優れた成績が得られた
備を実施し、情報提供を行うなど、計画どおり順調に実施した。家畜の個体識別シ 関係機関と協議 家畜個体情報管理 Ａ：計画どおり順調に実施

ステムの確立・普及 し、個体識別に必要 システム推進中央協 された
に資するため、家畜 なデータの収集、送 議会の方針に基づ Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】

① 牛の管理者の届出により個体識別全国データベースに、１日当たり総計約３万５の個体識別事業の推 受信、データベース き、家畜個体識別事 実施された
千件（ファクシミリデータの収集約１万件／日、電話応答報告 によるデータ受信進を図る。 の構築等電算処理シ 業及び牛の個体識別 Ｃ：計画どおり実施されな ☆

約２千件／日、インターネットを介した報告 によるデータ受信約７千件／日、イステムの開発を推進 のための情報の管理 かった ☆☆

ントラネットを介した報告 によるデータ受信約１万５千件／日、その他）のデし、当該データを提 及び伝達に関する特 Ｄ：計画どおり実施されず、 ☆☆☆
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ータを入力するとともに、出生及び輸入報告約４千件に対し個体識別番号を通知し供する。 別措置法に基づくデ その要因は法人の不適切
た。ータの収集 送受信 な業務運営にあった、 、
② これらの結果、と畜牛・死亡牛の情報も含め約900万頭分のデータベースを構築データベースの構
した。築、データの提供の 上記小項目について
③ 情報提供のための規程（独立行政法人家畜改良センター牛個体識別全国データベためのシステム構築 各年度の年度計画にお
ースの利用等に関する手続き）に基づき、７９件の請求に対し同意農家データ約３等を実施し、畜産関 いて定められている具
万４千戸分の情報提供を実施するとともに、内閣府食品安全委員会、農林水産省大係団体等に対しデー 体的目標等に照らし、

（ ） 、 、（ ）タの提供を行う。 達成度の評価を行うも 臣官房統計部及び 社 中央酪農会議の機関 団体からの要請に対しては随時 独
農畜産業振興機構 （社）全国肉用牛振興基金協会及び（社）中央畜産会に対してのとする。 、
は団体向け専用情報提供用データベースから、常時、情報提供を実施した。
④ これら業務を適切に実施するため、与えられた定員を超える職員の配置、本事業
用交付金以上の経費の投入等を行った。

☆ 電話応答報告
各種届出をプッシュホンのボタン操作で行い、データを送受信するもの。

☆☆インターネットを介した報告
各種届出をインターネット画面から行う「Web報告」と、多頭数の入力機能とイン

「 （ ）ターネットメールでのデータ 送信機能を持つソフトウェア ローカルオフィス LO
システム」を利用する報告手段。

☆☆☆イントラネットを介した報告
バーコード読みとり機能付きのハンディーターミナルを利用し、多頭数の牛のデ

ータを効率的に収集し、異動報告を行う「ID連携システム」と、広域的農業団体等が
傘下の農家のデータを一元的に収集し、各種報告をFTP （ファイル転送手順）方式で
送信する報告手段。民間の閉鎖的ネットワーク網（イントラネット：CuNets）を利用
する。

２ 飼料作物の増殖に ２ 飼料作物の増殖に ２ 飼料作物の増殖に ○飼料作物の増殖に必要な ◇優良種苗の生産・配布 ２/２点（・Ａ・） Ａ
必要な種苗の生産及 必要な種苗の生産及 必要な種苗の生産及 種苗の生産及び配布 ◇難増殖種子の採種性の向上 ２/２点（・Ａ・）
び配布 び配布 び配布 指標＝各小項目の評価点数 ◇高品質な種苗の生産・配布のための取り組み ２/２点（・Ａ・）

の合計 ◇飼料作物の遺伝資源の維持・保存 ２/２点（・Ａ・）

各小項目の評価結果の 合計 ８/８点
区分は以下のとおりと
する。

【評価結果】Ｓ評価：３点、Ａ評価
この項目に属する評価は、個別に評価を行った結果、年度計画どおり順調に実施さ：２点、Ｂ評価：１点

れたと認められる。Ｃ評価：０点、Ｄ評価
：－１点

Ａ：８点以上
Ｂ：４点以上８点未満
Ｃ：４点未満

ただし、Ａ評価とした場
合には、各小項目の達成状

、況及びその他要因を分析し
必要に応じＳ評価とするこ
とができる。また、Ｃ評価
とした場合には、要因を分
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析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

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。

（１ 「飼料増産推進 （１）需要の高い品種 （１）飼料作物種苗の ◇優良種苗の生産・配布 Ａ） 【総括】優良種苗の生産・配布について、３７品種１７トンの種苗を生産し、最大供
給可能量８８トン、年間供給能力１１８品種２９トンを確保し、計画を達成した。計画」等に即して自 の優先的な生産、一 生産及び配布 指標＝採取用・普及用種子

給飼料の増産を推進 定量の在庫確保等に 供給能力の確保
し、飼料自給率の向 より需要に応じた種 飼料作物種苗の年 Ｓ：７２品種１８トン以上 【説明】

、 、上を図るためには、 苗の配布を行う。 間需要量、適正在庫 であって特に優れた成果 ① １６年度は３７品種１７トンの種苗を生産し １６年度当初在庫数量と合わせて
１１８品種８８トンの最大供給可能量を確保した。飼料作物の優良品種 量及び種苗の生産体 が得られた
② これにより１６年度の供給能力として１１８品種２９トンを確保した（品種毎にの普及による生産性 系（土地の制約から Ａ：７２品種１８トン以上
３年に１度程度の種苗生産となることから、１６年度供給能力は、最大供給可能量の向上が不可欠であ 品種毎には３年に１ Ｂ：５６品種１４トン以上
の１／３となっている 。る。 度程度の種苗生産と Ｃ：５６品種１４トン未満 ）
③ 種苗の配布については （社）日本草地畜産種子協会へ３４品種１２．９トン、このため、国際水 なる）を勘案し、本 Ｄ：５６品種１４トン未満 、

． 、 ． 。準に適合する高品質 年度は３７品種１０ であってその要因は法人 都道府県へ４２品種１ ８トン等 需要に応じて７１品種１６ ８トンを配布した
、 、 、 ．な種苗を生産し、毎 トン程度の種苗の生 の不適切な業務運営にあ なお １６年度から行政ニーズに対応し 飼料専用イネの種苗生産を開始し １

４トンを配布した。年８０品種、２０ト 産を行い、最大供給 った
④ 行政主催会議及び生産現場での地域の普及担当者及び生産者への新品種の説明、ン程度の採種用・普 可能量７３トン程度
ホームページ（http://www.nlbc.go.jp/hinshu/shiryo/s393show.htm ）を通じた及用種子の供給能力 を確保する。 当該基準値は、前年
優良品種の紹介等普及拡大対策を実施した。を確保する。 これにより、予想 度末在庫に当該年度生

年間需要量８０品種 産量を加えた水準とす
２０トンに対応した る （在庫量の１／３。
配布を行う。 を供給能力とする ）。

なお、年度計画に記載
される生産数量は前年
度末在庫水準及び当該
年度配付見込み数量か
ら算出した当該年度に
必要な見込み数量であ
る。

（２）難増殖種子の施 （２）難増殖種子に関 ◇難増殖種子の採種性の向 Ａ【総括】難増殖種子の採種性の向上について、３課題に取り組み、計画どおり順調に
実施した。設栽培等効率的な採 する技術の開発・実 上

種技術を導入し、採 用化 Ｓ：計画を大きく上回り、
種性の向上を図る。 優れた成績が得られた 【説明】

① ビニールハウス内で寒冷紗を活用したギニアグラスの採種技術難増殖種子（作物 Ａ：計画どおり順調に実施
出穂・開花期の送風により稔実種子量が向上すること、また、年２回採種におけとしての生産性等が された

る２回目の採種において電照処理が出穂数の増加に影響することが判明した。高いにもかかわら Ｂ：概ね計画どおり順調に
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ず、脱粒性が高い等 実施された

「 」 、 、 ．の理由により増殖が Ｃ：計画どおり実施されな えん麦 はえいぶき について 実際の採種規模で調査した結果 条播に比べ１
９倍の増殖率を達成し、雑草種子の混入も見られなかった。難しい種子）につい かった
③ 十勝牧場におけるイタリアンライグラスの採種技術て、その採種性の向 Ｄ：計画どおり実施されず、

１５年度に十勝牧場において採種した「さちあおば 「シワスアオバ」及び「ニ上を図るため、 その要因は法人の不適切 」、
オウダチ」の３品種について事後検定を行ったところ、標準種子と比較して出穂時① ビニールハウス内 な業務運営にあった
期に２週間程度の開きがある品種があるなど、品種特性の維持に課題を残した。で寒冷紗を活用した
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④ 成果の公表ギニアグラスの採種 上記小項目について
１６年度の成果について、ホームページ(http://www.nlbc.go.jp/chikusan/syus技術 は、各年度の年度計画

hi/s49xseed.htm)等で公表した。② 種子を分解性のテ において定められてい
ープで包んだシーダ る具体的目標等に照ら
ーテープを利用した し、達成度の評価を行
採種技術 うものとする。
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

（３）品種の遺伝的純 （３）高品質な種苗の ◇高品質な種苗の生産・配 Ａ【総括】高品質な種苗の生産・配布に資するため、種子の精選技術、貯蔵技術及び移
植栽培技術に関する３課題の技術改善に取り組み、計画どおり順調に実施した。度の確保、雑草種子 生産・配布 布のための取組

混入防止等により、 Ｓ：計画を大きく上回り、
ＯＥＣＤ種子制度下 ＯＥＣＤ種子制度 優れた成績が得られた 【説明】

①各種精選機の組合せによるシロクローバ種子精選技術で流通可能な高品質 下で流通可能な高品 Ａ：計画どおり順調に実施
各種精選機の組合せ方法による精選効果を検討した。この結果、ⅰ）マグネットな種苗の生産及び配 質な種苗の生産・配 された

セパレータ、ⅱ）バイブレーションセパレータ、ⅲ）簡易比重精選機、ⅳ）カラー布を行う。 布について、品種の Ｂ：概ね計画どおり順調に
セパレータの順番により精選した場合に、最も精選効果が高いことが判明した。遺伝的純度の確保、 実施された
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雑草種子混入防止等 Ｃ：計画どおり実施されな

１２年度に生産したイタリアンライグラス「シワスアオバ」及びえん麦「たちいを図るため、 かった
ぶき について 通常の段積み種子 通常区 とパレット及びパレットサポータ パ① １５年度までの取 Ｄ：計画どおり実施されず、 」 、 （ ） （
レット間の空間を確保する枠組）を用いて貯蔵した種子（パレット区）の発芽率をり組みで知見の得ら その要因は法人の不適切
比較したところ、イタリアンライグラス「シワスアオバ」でパレット区は通常区にれた各種精選機の組 な業務運営にあった
比べ発芽率の低下が若干低い傾向があるものの、１６年度調査では明確な違いは認合せにより、シロク
められなかった。ローバ種子から石 上記小項目について
③移植栽培技術を活用したローズグラス採種栽培における生育期間の確保とメヒシバ英、土石等複数のき は、各年度の年度計画
との競合回避ょう雑物を分離する において定められてい
除草剤処理後のほ場にローズグラスの苗を野菜用の移植機を用いて移植する技術精選技術 る具体的目標等に照ら

について、新品種を用いて調査を行った。この結果、これまでと同様に十分な採種② パレットを活用し し、達成度の評価を行
量を得るとともにメヒシバ等雑草種子の混入率をＯＥＣＤ種子制度に基づく証明にた種子袋間通気の改 うものとする。
必要な基準値（１．０％）以下に抑えることが可能なことを確認した。善による貯蔵種子の
④成果の公表発芽率の低下防止

１６年度の成果について、ホームページ(http://www.nlbc.go.jp/chikusan/syus③ 移植栽培技術を活
hi/s49xseed.htm)等で公表した。用したローズグラス

採種栽培における生
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）飼料作物の遺伝 （４）飼料作物の遺伝 ◇飼料作物の遺伝資源の維 Ａ【総括】農林水産関連動植物の遺伝資源保存に関するセンターバンクである（独）農
業生物資源研究所と連携しつつ、４牧場で分担し、栄養体保存 ４２２系統、種子再資源について、生物 資源の維持保存及び 資源の保存 持保存 ☆

増殖 １３５系統、特性調査 １３５系統を行い、計画どおり順調に実施した。研と連携しつつ、栄 特性調査について、 Ｓ：計画を大きく上回り、 ☆☆ ☆☆☆

養体保存又は種子の 地域特性を考慮し、 農林水産関連動植 優れた成績が得られた
再増殖及び特性調査 ４牧場で分担して行 物の遺伝資源保存に Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】

① センターバンクの主催する会議での検討の結果を踏まえ、センターバンクとの受を行う。 う。 関するセンターバン された
託契約に即して計画を作成し、事業を推進した。クである独立行政法 Ｂ：概ね計画どおり順調に
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② 栄養体保存は、３牧場で計画どおり４２２系統を実施、種子再増殖及び特性調査人農業生物資源研究 実施された
は３牧場で計画を上回って１３５系統を実施した。所と連携しつつ、家 Ｃ：計画どおり実施されな

畜改良センター４牧 かった
☆栄養体保存場で分担し、栄養体 Ｄ：計画どおり実施されず、
種子増殖ができない系統又は種子増殖により特性の変化が起こる系統について、植保存４２２系統、種 その要因は法人の不適切

物体を栽培管理することにより遺伝資源を保存する業務。子再増殖１２２系統 な業務運営にあった
及び特性調査１２２

☆☆種子再増殖系統を行う。 上記小項目について
保管種子が少ない系統又は保管種子の発芽率が低下している系統について、隔離条は、各年度の年度計画

件で採種栽培を行い、系統の遺伝的特性を維持しつつ発芽率の高い種子を増殖する業において定められてい
務。る具体的目標等に照ら

し、達成度の評価を行
☆☆☆特性調査うものとする。
国内外から収集した系統について、草丈や出穂時期などの形態的な特性、収量や耐

病性などの農業経済的な特性等を調査する業務。

３ 飼料作物の種苗の ３ 飼料作物の種苗の ３ 飼料作物の種苗の ○飼料作物の種苗の検査 ◇ＯＥＣＤ種子制度等に基づく検査及び証明の的確な実施 ２/２点 ・Ａ・ Ａ（ ）
（ ）検査 検査 検査 指標＝各小項目の評価点数 ◇ＯＥＣＤ種子検査制度等に基づく検査通知期間の短縮 ２/２点 ・Ａ・
（ ）の合計 ◇地域適応性等の検定の実施 ２/２点 ・Ａ・
（ ）◇品種特性等に関する情報の提供 ２/２点 ・Ａ・

各小項目の評価結果の
区分は以下のとおりと 合計 ８/８点
する。
Ｓ評価：３点、Ａ評価
：２点、Ｂ評価：１点

【評価結果】Ｃ評価：０点、Ｄ評価
この項目に属する評価は、個別に評価を行った結果、年度計画どおり順調に実施さ：－１点

れたと認められる。
Ａ：８点以上
Ｂ：４点以上８点未満
Ｃ：４点未満

ただし、Ａ評価とした場
合には、各小項目の達成状

、況及びその他要因を分析し
必要に応じＳ評価とするこ
とができる。また、Ｃ評価
とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

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。

（１）国際間での高品 （１）検査精度の確保 （１）検査の実施及び ◇ＯＥＣＤ種子制度等に基 Ａ【総括】ＯＥＣＤ種子制度等に基づき、ほ場検定、種子検定及び事後検定並びに証明
をそれぞれ的確に実施するとともに、検査精度を維持するため、検査担当職員に対す質な飼料作物種苗の を図り、ＯＥＣＤ種 検査精度の維持 づく検査及び証明の的確



- 48 -

る模擬検査及び異種子検索データベースの充実を行い、計画どおり順調に実施した。流通の推進を図るた 子制度等に基づく検 次の区分の検査を確 な実施
め、ＯＥＣＤ種子制 査及び証明を的確に 実に行う。 Ｓ：計画を大きく上回り、
度等に基づく検査及 実施する。 優れた成績が得られた 【説明】

① 国内で育成され海外で増殖が予定されている種苗等に関し、必要な検査及び証明び証明を的確に実施 検定区分 Ａ：計画どおり順調に実施
についてＯＥＣＤ種子制度等に基づき、ほ場検定５８件、種子検定９２件及び事後する。 ：検定内容 された
検定５１件をそれぞれ的確に実施した。その際、種子純度 ほ場検定 Ｂ：概ね計画どおり順調に

、 （ ） 、 、検査及び発芽検査の ：生産ほ場において 実施された ② 検査精度を維持するため 検査担当職員 １４名 に対して 模擬検査を実施し
その成績に基づく指導・教育を行う等により技術水準の確保を図った。検査試料入手から結 花粉汚染源からの Ｃ：計画どおり実施されな
③ また、異種子サンプルに関し、サイズ、形状、色等を数値化することによる異種果通知までに要する 隔離が確保されて かった
子検索データベースについて、新たに２００種類のデータを追加し充実を行った。期間（国際種子検査 いるか等につき検 Ｄ：計画どおり実施されず、
④ このほか、ＤＮＡ解析によるバヒアグラスの品種識別検査法に関して、主要な１規程に定められてい 定 その要因は法人の不適切
品種について、他の４品種と識別可能な３種類のＲＡＰＤマーカー を特定した。る最低限必要な検査 な業務運営にあった ☆

日数を除く ）を平 種子検定。
☆ＲＡＰＤマーカー均１０日から７日に ：生産された種子に 上記小項目について
１種類あるいは２種類のプライマー間に挟まれた数１０～数１０００の塩基配列領短縮する。 ついて、雑草や他 は、各年度の年度計画

域をＰＣＲで増幅し、電気泳動でパターンの違いを比較するためのマーカー。操作が作物の種子混入率 において定められてい
簡単で短時間で結果が得られる。が基準の範囲内で る具体的目標等に照ら

あるか等につき検 し、達成度の評価を行
定 うものとする。

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 異種子サンプルに

、 、 、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、検査及 （２）検査結果通知の ◇ＯＥＣＤ種子検査制度等 Ａ【総括】検査に関する情報のデータベースを充実させ事務処理を効率化することによ
り、ＯＥＣＤ種子検査制度等に基づく検査通知期間を平均６．０日とし、基準年に対び事務処理の効率化 迅速化 に基づく検査通知期間の
する短縮日数は年度目標（２．５日（２５％ ）を上回る平均４．０日（４０％）とを図り、検査試料の 短縮 ）
なった。入手から結果の通知 検査結果に関する 指標＝基準年（平成１２年

までに要する期間を 情報のデータベース 度）に対する通知期間
短縮する。 化を充実させ、証明 の短縮日数 【説明】

① 検査関係事務の迅速化を図るため、ＩＳＴＡ品質マニュアルに基づき検査情報デ書の作成並びに文書
ータベースの運用管理と充実を効率的に実行した。処理を効率的に行う 上記項目については、
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また、異種子検索データベースを構築し、その活用により異種子の同定を効率的こと等により、検査 各事業年度の年度計画
に実施した。結果通知までに要す において設定されてい
② これらを通じて、１６年度には、検査結果通知までに要する期間を平均１０．０る期間を平均７．５ る具体的目標等に照ら
日から６．０日とし、４．０日（４０％）短縮した。日程度に短縮する。 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。

【特記事項】Ｓ：達成度合９０％以
ＯＥＣＤ種子制度に基づく検査において、検査結果の通知までに要する日数の短上であって特に優れ

縮が一層図られている。既に中期目標を達成しているので、引き続きこの水準を維た成績が得られた
持できるよう努めることを期待する。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
Ｄ：達成度合５０％未
満であってその要因
は法人の不適切な業
務運営にあった

（２）飼料作物優良品 （３）飼料作物の新品 （３）飼料作物優良品 ◇地域適応性等の検定の実 Ａ【総括】育成機関との調整を行い、地域適応性等の検定試験を本所他８牧場において
７４系統について実施し、試験結果を系統選抜用資料等として育成機関に提供し、計種の育成・普及に資 種育成機関等との調 種の育成支援 施
画どおり順調に実施した。するため、毎年７０ 整を行い、新しく育 指標＝地域適応性等の検定

系統程度（標準品種 成された系統のうち 飼料作物の優良品種 試験の年間実施系統数
を除く ）の地域適 ７０系統程度（標準 の育成・普及に資す Ｓ：６３以上であって特に 【説明】。

① 地域適応性等検定試験について、育成機関との調整を踏まえて、本所他８牧場に応性等の検定試験を 品種を除く ）の地 るため、新しく育成 優れた成績が得られた。
おいて、寒地適応型２９系統、温地適応型２５系統及び暖地適応型２０系統を対象実施する。 域適応性等の検定試 される系統につい Ａ：６３以上
に実施した。験を実施する。 て、育成機関との調 Ｂ：３５以上６３未満
② 試験の結果は取りまとめの上、系統選抜及び品種登録審査用資料として育成機関整を行い、本所他８ Ｃ：３５未満
に提供した。牧場において７０系 Ｄ：３５未満であってその
③ １６年度に、これらの試験結果（１５年度試験結果を含む）を用いて、チモシー統程度の地域適応性 要因は法人の不適切な業
「なつさかり」及びえん麦「たちあかね」が新品種として登録されるとともに、オ等の検定試験を実施 務運営にあった
ーチャードグラス「北海２９号 、ペレニアルライグラス「八ヶ岳Ｔ－２１号 、トし、試験結果を系統 」 」
ウモロコシ「北交６２号 「北交６４号」及び「長交Ｃ９４９号」が１７年登録候選抜及び品種登録審 」、
補に選定された。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）都道府県の試験 （４）地域に適した飼 ◇品種特性等に関する情報 Ａ【総括】都道府県等の試験場の協力を得て、奨励品種選定試験結果など飼料作物の品
種特性等に関する情報を新たに３３７品種分を収集し、２か月以内にデータベース化する情報提供を行う 場の協力を得て、品 料作物優良品種の普 の提供
した上、飼料作物奨励品種選定・普及担当者、需要者等への情報提供を行い、計画どため、奨励品種選定 種特性情報のデータ 及支援 Ｓ：計画を大きく上回り、
おり順調に実施した。試験結果のデータベ ベースを整備し、情 優れた成績が得られた

ースを整備し、情報 報の提供を行う。 地域に適した飼料作 Ａ：計画どおり順調に実施
の提供を行う。 物優良品種の選定・ された 【説明】

① 都道府県等の試験場の協力を得て、奨励品種選定試験結果など飼料作物の品種特普及に資するため、 Ｂ：概ね計画どおり順調に
性等に関する情報を、５４場所から３３７品種分（収集データ総数１，９８２件の都道府県等の試験場 実施された
うち、データの精度が高い品種を選別）のデータを入手した。の協力を得て、飼料 Ｃ：計画どおり実施されな
② このデータをデータ入手後２ヶ月以内（５８日間）にデータベース化した。作物の品種特性等に かった
③ 都道府県の飼料作物奨励品種選定・普及担当者、需要者等に対して、このデータ関する情報を新たに Ｄ：計画どおり実施されず、
ベース及び分析値を６４カ所に送付した。２００品種程度分を その要因は法人の不適切
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収集し、データ入手 な業務運営にあった
から３か月以内にデ
ータベース化し、飼 上記小項目について
料作物の奨励品種選 は、各年度の年度計画
定・普及担当者、需 において定められてい
要者等への情報提供 る具体的目標等に照ら
を行う。 し、達成度の評価を行

うものとする。

４ 調査研究 ４ 調査研究 ４ 調査研究 ○調査研究 ◇育種改良関連技術 ２/２点（・Ａ・） Ａ
指標＝各小項目の評価点数 ◇繁殖関連技術 ２/２点（・Ａ・）

業務を推進する上 開発、改善という の合計 ◇飼養管理関連技術 ２/２点（・Ａ・）
で基盤となる育種改 用語については、次 ◇技術開発・調査に対する支援 ２/２点（・Ａ・）
良技術及び繁殖関連 のように定義して使 各小項目の評価結果の
技術の開発・実用化 用した。 区分は以下のとおりと 合計 ８/８点
並びに飼養管理に係 する。
る次の調査に重点的 開発する Ｓ評価：３点、Ａ評価
に取り組むととも ：利用可能な段階ま ：２点、Ｂ評価：１点
に、調査研究を進め で、技術を作り上 Ｃ評価：０点、Ｄ評価
るに当たっては、試 げること。 ：－１点

【評価結果】験研究機関等との連
この項目に属する評価は、個別に評価を行った結果、乳用牛の遺伝子育種技術の開携、調査研究の場の 改善する Ａ：８点以上

計画を大きく上回り優れた成果が得ら外部機関への提供等 ：既に開発された技 Ｂ：４点以上８点未満 発の小項目（ １）－ア－（ア)）について、（
Ｓ評価とした。その他の項目については、年度計画どおを通して我が国全体 術の技術水準の向 Ｃ：４点未満 れたものであることから、

り順調に実施されたと認められる。の畜産技術の進展に 上又は簡易化を実
寄与するよう努め 現すること。 ただし、Ａ評価とした場
る。 合には、各小項目の達成状

、さらに、行政上緊 況及びその他要因を分析し
急に解決しなくては 必要に応じＳ評価とするこ
ならない課題が生じ とができる。また、Ｃ評価
た場合は、優先的に とした場合には、要因を分
取り組む。 なお、 析し、必要に応じＤ評価と
開発、改善という用 することができる。
語について、次のよ
うに定義して使用し 当該評価を行うに至った
た。 経緯や特殊事情、中期目標

や中期計画に記載されてい
開発する る事項以外の業績その他特
：利用可能な段階ま 筆すべき事項等を併せて記
で、技術を作り上 載する。
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）育種改良関連技 （１）育種改良関連技 ◇育種改良関連技術 □遺伝子育種技術の開発 ２/２点（・Ａ・） Ａ
術 術 術 指標＝各細項目の評価点数 □形質評価手法の開発 ２/２点（・Ａ・）
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の合計 □血中代謝関連物質の選抜利用 ２/２点（・Ａ・）
家畜の遺伝的能力

の向上と育種改良の 各細項目の評価結果の 合計 ６/６点
効率化を図る上で必 区分は以下のとおりと
要な育種改良関連技 する。
術を開発し、これを Ｓ評価：３点、Ａ評価
導入・活用するた ：２点、Ｂ評価：１点
め、特に、次の課題 Ｃ評価：０点、Ｄ評価
について取り組む。 ：－１点

Ａ：６点以上
Ｂ：３点以上６点未満
Ｃ：３点未満

ただし、Ａ評価とした場
合には、各細項目の達成状

、況及びその他要因を分析し
必要に応じＳ評価とするこ
とができる。また、Ｃ評価
とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

ア 遺伝子育種技術の ア 遺伝子育種技術の ア 遺伝子育種技術の □遺伝子育種技術の開発 △乳用牛 ３/２点（・Ｓ・） Ａ
開発 開発 開発 指標＝各微項目の評価点数 △肉用牛 ２/２点（・Ａ・）

の合計 △豚 ２/２点（・Ａ・）
△鶏 ２/２点（・Ａ・）

各微項目の評価結果の
区分は以下のとおりと 合計 ９/８点
する。
Ｓ評価：３点、Ａ評価
：２点、Ｂ評価：１点
Ｃ評価：０点、Ｄ評価
：－１点

Ａ：８点以上
Ｂ：４点以上８点未満
Ｃ：４点未満

ただし、Ａ評価とした場
合には、各微項目の達成状

、況及びその他要因を分析し
必要に応じＳ評価とするこ
とができる。また、Ｃ評価
とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

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
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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 乳用牛について （ア）乳用牛 △乳用牛 Ｓ（ ） 、 （ ） 、 【総括】昨年度に特定した乳房炎の感受性／抵抗性に関与する遺伝子について、その
働きを解明するなど、計画を大きく上回る優れた成果が得られた。経済的に重要な形質 泌乳形質に優れた牛 Ｓ：計画を大きく上回り、

と連鎖性の高いＤＮ 群と劣る牛群を対象 泌乳形質のうち乳 優れた成果が得られた
【説明】Ａマーカーを特定す にそれと連鎖性の高 房炎の感受性につい Ａ：計画どおり順調に実施
① 泌乳形質のうち乳房炎の感受性について、昨年度に特定した遺伝子について発現る。 いＤＮＡマーカーを て、有用なＤＮＡマ された
調節及び遺伝子機能を調査し、乳房炎感染における役割の一部を解明した。探索する。 ーカーを探索する。 Ｂ：概ね計画どおり順調に
② 乳房炎の感受性／抵抗性に関与するＦＥＺＬ遺伝子について特許を申請した。実施された

Ｃ：計画どおり実施されな
かった

、Ｄ：計画どおり実施されず
【特記事項】その要因は法人の不適切
乳房炎の感受性／抵抗性に関与する遺伝子について、その機能を詳細に解明してな業務運営にあった

いる。さらに、この遺伝子型を特定するための検査方法について特許出願申請を行
うに至っており、高く評価できる。

イ 肉用牛について イ 肉用牛について （イ）肉用牛 △肉用牛 Ａ（ ） 、 （ ） 、 【総括】造成した遺伝子解析用牛群において探索された染色体領域について、肉量及
、 。経済的に重要な形質 肉質に優れた黒毛和 Ｓ：計画を大きく上回り、 び肉質に関する候補遺伝子にアミノ酸変異を見出すなど 計画どおり順調に実施した

と連鎖性の高いＤＮ 種と体格に優れたホ 黒毛和種とリムジ 優れた成果が得られた
【説明】Ａマーカーの探索を ルスタイン種との交 ン種から造成した遺 Ａ：計画どおり順調に実施
① 肉量については、遺伝子解析用牛群を用いて検索された赤身面積に関与している開始する。 雑種を対象に肉量・ 伝子解析用牛群を対 された
第２番染色体の領域について、有力な候補遺伝子であるミオスタチン遺伝子の解析また、遺伝子解 肉質と連鎖性の高い 象に、肉量・肉質に Ｂ：概ね計画どおり順調に
を実施し、構成アミノ酸の変異を見出し効果を確認した。析を推進するための ＤＮＡマーカーを探 ついて有用なDNAマ 実施された
② 肉質については、脂肪酸組成に関与している第１９番染色体の領域について、３牛群（交雑第２世代 索する。 ーカーの探索を実施 Ｃ：計画どおり実施されな
種の遺伝子を候補としてその染色体上の位置を特定し、脂肪酸合成酵素遺伝子が当で２００頭程度）を また、肉質に優れ する。 かった
該領域に存在することを突き止めた。造成する。 た黒毛和種と肉量に Ｄ：計画どおり実施されず、

優れたリムジン種を その要因は法人の不適切
交配し、受精卵移植 な業務運営にあった
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 Ａ【総括】遺伝子解析用豚群を用いて特定した遺伝子の機能解析を実施し、アミノ酸の
変異により細胞内への情報伝達が変化することを確認するなど、計画を大きく上回るに造成した遺伝子解 遺伝子解析用の豚群 Ｓ：計画を大きく上回り、
優れた成果が得られた。析用の群を用いて経 を対象にロース芯脂 梅山豚とデュロッ 優れた成果が得られた

済的に重要な形質と 肪量等と連鎖性の高 ク種から造成した遺 Ａ：計画どおり順調に実施
【説明】連鎖性の高いＤＮＡ いＤＮＡマーカーを 伝子解析用豚群を対 された
① 粗脂肪含量については、培養脂肪細胞を用いた遺伝子発現検討を開始し、１遺伝マーカーを特定す 探索する。 象に、ロース芯粗脂 Ｂ：概ね計画どおり順調に

（ ） 。る。 肪含量と総産子数及 実施された 子は細胞の分化 脂肪の蓄積 によりその発現量が大きく変化することを見出した
② 産子数に関係する黄体数については、昨年度に特定した卵胞刺激ホルモン受容体び黄体数について、 Ｃ：計画どおり実施されな
遺伝子のアミノ酸の変異が機能（細胞内への情報伝達）に大きく影響することを確有用なDNAマーカー かった
認した。の絞り込みを行う。 Ｄ：計画どおり実施されず、
③ 黄体数の多少に関与する卵胞刺激ホルモン受容体遺伝子について特許を申請しその要因は法人の不適切
た。な業務運営にあった
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（エ）鶏について、既 （エ）鶏について、卵 （エ）鶏 △鶏 Ａ【 】 、 、総括 ＤＮＡマーカーの分析により 腹腔内脂肪量等に関連する染色体領域を狭め
ウィルスに造成した遺伝子解 殻質、腹腔内脂肪量 Ｓ：計画を大きく上回り、

、 。析用の群及び新規に に関しては既に造成 ａ 卵殻の強い群と弱 優れた成果が得られた 性腫瘍の退行に関連するＤＮＡマーカーを検出するなど 計画どおり順調に実施した
造成する群を用いて した鶏群を対象に、 い群の交雑鶏群を対 Ａ：計画どおり順調に実施

【説明】経済的に重要な形質 抗病性に関しては遺 象に、有用なＤＮＡ された
、 、と連鎖性の高いＤＮ 伝子解析用群を新た マーカーの探索を行 Ｂ：概ね計画どおり順調に ① 卵殻強度解析用鶏群に関しては 昨年度検索したＤＮＡマーカーの分析を実施し

卵殻強度に関しては他の染色体領域は検出されなかったが、肉斑形質について３個Ａマーカーを特定す に造成し、それら形 う。 実施された
の染色体領域に遺伝子の存在を検出した。る。 質と連鎖性の高いＤ Ｃ：計画どおり実施されな
② 腹腔内脂肪蓄積解析用鶏群に関しては、新たなＤＮＡマーカーの分析を実施し、ＮＡマーカーを探索 ｂ 腹腔内脂肪蓄積の かった
染色体領域を狭めた。また、生産現場で遺伝子育種ニーズの高い鶏冠及び羽色に関する。 多い群と少ない群の Ｄ：計画どおり実施されず、
与する遺伝子についても第１染色体上の存在領域を狭めた。交雑鶏群を対象に、 その要因は法人の不適切
③ 腫瘍退行性解析用鶏群に関しては、雑種第２世代におけるＤＮＡマーカーの連鎖有用なＤＮＡマーカ な業務運営にあった
解析を実施し、ウィルス性腫瘍の退行に関連のあるＤＮＡマーカーを検出した。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
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 形質評価手法の開 イ 形質評価手法の改 □形質評価手法の開発 △牛、豚及び鶏の肉質評価法の開発 ２/２点（・Ａ・） Ａ
発 発 善 指標＝各微項目の評価点数 △牛の簡易な肉量推定技術の開発 ２/２点（・Ａ・）

の合計

各微項目の評価結果の 合計 ４/４点
区分は以下のとおりと
する。
Ｓ評価：３点、Ａ評価

【特記事項】：２点、Ｂ評価：１点
牛肉等の脂肪酸の不飽和度、融点等食味に影響を及ぼすと見られる項目が種畜の、Ｃ評価：０点、Ｄ評

選抜指標としての利用が期待できることから、評価システムの確立に向けた一層の価：－１点
取組が必要である。

Ａ：４点以上
Ｂ：２点以上４点未満
Ｃ：２点未満

ただし、Ａ評価とした場
合には、各微項目の達成状

、況及びその他要因を分析し
必要に応じＳ評価とするこ
とができる。また、Ｃ評価
とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

以下の２つの微項目に
ついて、それぞれ、各
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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 Ａ【総括】牛、豚及び鶏の肉質評価法の開発については、以下のとおり、計画どおり順調に
実施した。肉質評価法を開発す 牛、豚、鶏肉の官能 法の開発
牛肉、豚肉及び鶏肉のそれぞれについて、有効な官能検査用パネル を選定し、トレーニンる。 検査用パネルを養成 ａ 牛肉、豚肉及び鶏 Ｓ：計画を大きく上回り、 ☆

グによりその精度向上を図るとともに、官能検査結果と理化学分析値との関係を調査した。するとともに、近赤 肉の官能検査用パネ 優れた成果が得られた
また、官能検査の実施に当たっての指針となる「食肉の官能評価ガイドライン」を作成した。外線分光分析技術等 ル形成のための訓練 Ａ：計画どおり順調に実施
近赤外線分光分析技術を活用して、牛肉の脂肪酸組成及びアミノ酸量の推定精度の検証を活用した筋肉内脂 を行う。 された
等に取り組んだ。肪含量やアミノ酸等 これらのパネル Ｂ：概ね計画どおり順調に

を測定する手法によ は、脂肪・蛋白・水 実施された
り、簡易に計量及び 分組成 脂肪酸組成 Ｃ：計画どおり実施されな 【説明】、 、

① 食肉の官能検査を用いた調査を実施するため、89名（牛肉38名、豚肉15名、鶏肉評価できる手法の開 アミノ酸組成及び剪 かった
36名）のパネルを選定し、トレーニングを実施した。異なる肉質等級の牛肉を用い発に取り組む。 断力価等の測定値と Ｄ：計画どおり実施されず、
たトレーニングでは 「やわらかさ 「多汁性 「あぶらっこさ」等については肉官能検査との関係を その要因は法人の不適切 、 」、 」、
質等級で「５・４」及び「３」と「２」との間に有意差があった。一方 「牛肉の明確にする調査に利 な業務運営にあった 、
好ましいうまみ 「総合評価」では肉質等級で「３」が「２」に比較して有意に評用する。 」、
価が高かった。また、１５年度ま
② 食肉の官能検査手法を確立するため、有識者の協力を得て、官能検査を実施するでの成果を踏まえ
上での基本的な考え方や進め方、取組事例、これまでに得られている知見等を内容て、官能評価技術ガ
とする「食肉の官能評価ガイドライン」を作成した。また、有識者8名をアドバイイドラインを作成す
ザーとして 「食肉に関する官能評価技術検討会」を開催したところ、都府県研究る。 、
機関、大学、民間企業等の関係者82名が参集し 「食肉の官能評価ガイドライン」、
を中心に討議を行った。なお、家畜改良センターにおいて官能検査用分析型パネルｂ 近赤外線分光分析
選定についての研修・講習を実施すること、情報交換の場としての本検討会を継続による牛肉の脂肪酸
すること等の要望が出された。組成・アミノ酸量推
③ 脂肪酸組成及びアミノ酸量を推定するため、近赤外線分光分析により牛肉（ミン定に必要な調査を行
チ肉及びブロック肉）の反射率 及び内部反射率 を測定した。脂肪酸組成では、う。 ☆☆☆ ★

（ ） 、 。ミンチ肉で比較的高い相関 0.6～0.8 が得られ パルミチン酸で0.874であった
④ 牛肉の組成等と食味との関係を明らかにするため、黒毛和種の脂肪酸組成及びアｃ 牛肉の脂肪酸組成
ミノ酸組成の測定並びに官能検査を行い、その関係を調査した。脂肪酸ではステア測定値及びアミノ酸
リン酸 アラキン酸がそれぞれ0.8 アミノ酸ではタウリン グリシンがそれぞれ0.組成測定値と食味と 、 、 、
8、0.9と、官能検査結果と高い相関がみられた。の相関について調査
⑤ 豚肉の組成等と食味との関係を明らかにするため、一般組成及び物理性測定 並する。 ★★

びに官能検査を実施し、その関係を調査した。粗脂肪含量、脂肪融点等の測定値に
ついて、品種によって有意な差がみられた。官能検査結果については、赤肉におけｄ 豚肉の脂肪酸組成
る「総合評価」が「旨味の程度 「風味の程度」と比較的高い相関（0.6～0.8）で測定値及び物理的性 」、
あった。状測定値と食味との
⑥ 鶏肉の組成等と食味との関係を明らかにするため、一般成分、香気成分及び味成相関について調査す
分の測定並びに官能検査を実施し、その関係を調査した。香りについて、香気成分る。
の主成分分析による系統分類が可能であることが示されるとともに、官能検査にお
いて系統による香りの差及び香りの強さ（程度）の差が認められた。また、味覚セｅ 鶏肉のアミノ酸組
ンサーによる味成分測定値と総遊離アミノ酸等との間に高い相関がみられた。成測定値及び物理的

性状測定値と食味と
☆パネルの相関について調査
官能検査で、食品を検査するために選ばれた人の集団する。

☆☆剪断力価（年度計画中の用語）
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肉を前歯でかみ切るときの固さに相当する値で、ワーナーブラッツラー剪断力価計
で計測

☆☆☆反射率
近赤外線をミンチ肉に照射したときの、肉の表面で反射される光の割合

★内部反射率
近赤外線をブロック肉に照射したときに、いったん肉の内部に入ってから出てくる

光の割合

★★物理性測定
剪断力価、加熱損失（※ 、保水力、伸展率、圧搾肉汁率等の物理的特性値の測定）

（※）加熱損失
肉を加熱したときに肉から排出される肉汁の量

（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 Ａ【総括】牛の簡易な肉量推定技術の開発については、１５年度までの成果を踏まえ、
枝肉画像情報からの枝肉構成 推定手法について論文として投稿し、計画どおり順調推定技術を開発す 枝肉断面写真の画像 １５年度までの成 の開発 ☆

に実施した。る。 解析により、筋肉脂 果を踏まえ、枝肉切 Ｓ：計画を大きく上回り、
肪構成比を推定する 開面写真画像からの 優れた成果が得られた
技術を検討し、実際 筋肉・脂肪量推定に Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】

① １５年度までの成果として、黒毛和種及び黒毛和種とリムジン種との交雑第２世の筋肉分離による肉 ついて、技術体系と された
代肥育牛に関して、枝肉切開面の画像から、枝肉の脂肪、筋肉及び骨重量の予測式量との関連を調査 して公表する。 Ｂ：概ね計画どおり順調に
作成の可能性が示唆されている。し、枝肉段階の簡易 実施された
具体的には、黒毛和種では去勢牛の骨割合を除く全ての枝肉構成について、４変な肉量測定技術の開 Ｃ：計画どおり実施されな

数で決定係数80%以上の高い予測式作成の可能性が示唆され、交雑第２世代では、発に取り組む。 かった
去勢牛では筋肉重量、脂肪重量及び骨重量について４変数で決定係数80%以上、雌Ｄ：計画どおり実施されず、
牛では筋肉重量、脂肪重量、筋肉割合及び脂肪割合について３変数で決定係数90%その要因は法人の不適切
以上と、精度の高い予測式の作成の可能性が示唆されている。な業務運営にあった
② １６年度は、これらの成果を踏まえ、交雑第２世代に関する枝肉構成予測式を作
成し、枝肉画像情報からの枝肉構成推定手法についてとりまとめ、論文としてAnim
al Science Journalへ投稿した。

☆枝肉構成
枝肉における脂肪、筋肉、骨及びその他の割合

ウ 血中代謝関連物質 ウ 血中代謝関連物質 ウ 血中代謝物質の選 □血中代謝関連物質の選抜 Ａ【総括】血中代謝関連物質含量による乳用牛の選抜技術について、血中代謝関連物質
と泌乳能力成績の遺伝率と遺伝相関を推定するなど、計画どおり順調に実施した。の選抜利用血中代謝 の選抜利用血中代謝 抜利用 利用

関連物質を指標とし 関連物質の選抜指標 Ｓ：計画を大きく上回り、
た選抜法の開発を試 への利用性を検証す 各種代謝関連物質 優れた成果が得られた 【説明】

① 乳用牛の一部の血中代謝物質（特に５ヵ月齢時の中性脂肪）と泌乳形質との間にみる。 るため、それと泌乳 の血中含量と泌乳能 Ａ：計画どおり順調に実施
遺伝的な関連が存在する可能性が示唆された。能力との相関につい 力成績の相関につい された
② しかし、本分析における泌乳能力評価値と全国評価値との相関は高くなかったこて調査を行う。 て調査し、選抜技術 Ｂ：概ね計画どおり順調に
と、子牛段階での選抜情報として、調査試験開始当時は得られなかった輸入精液又としての利用可能性 実施された
は受精卵由来の個体の両親平均期待育種価（ＰＡ）がインターブル参加によって得を検討する。 Ｃ：計画どおり実施され
られるようになったことなどから、血中代謝物質の測定値の利用により期待できるなかった
選抜精度の向上はわずかであり、実用化によるメリットは限定的であると考えられＤ：計画どおり実施されず、
た。その要因は法人の不適切

な業務運営にあった
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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 □家畜の受精卵移植技術の改善 ２/２点（・Ａ・） Ａ
指標＝各細項目の評価点数 □クローン技術の改善 ２/２点（・Ａ・）

受精卵移植技術等 の合計 □牛以外の人工授精技術等の改善 ２/２点（・Ａ・）
を活用した種畜の生
産、クローンを用い 各細項目の評価結果の
た検定等より効率的 区分は以下のとおりと 合計 ６/６点
な育種改良手法の確 する。
立 優良家畜の増殖 Ｓ評価：３点、Ａ評価、 、
生産現場でのコスト ：２点、Ｂ評価：１点
低減等に資する繁殖 、Ｃ評価：０点、Ｄ評
関連技術の高度化を 価：－１点
図るため、特に、次
の課題について取り Ａ：６点以上
組む。 Ｂ：３点以上６点未満

Ｃ：３点未満

ただし、Ａ評価とした場
合には、各細項目の達成状

、況及びその他要因を分析し
必要に応じＳ評価とするこ
とができる。また、Ｃ評価
とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

ア 家畜の受精卵移植 ア 家畜の受精卵移植 ア 家畜の受精卵移植 □家畜の受精卵移植技術の △牛の受精卵移植技術 ２／２点（・Ａ・） Ａ
技術の改善 技術の改善 技術の改善 改善 △切断等受精卵の操作技術 ２／２点（・Ａ・）

指標＝各微項目の評価点数 △豚の受精卵移植技術 ２／２点（・Ａ・）
受精卵移植にかか の合計

る諸技術について、 合計 ６／６点
さらなる改善 を目 各微項目の評価結果の
指しており、平成１ 区分は以下のとおりと
６年度は、以下の取 する。
組みを行う。 Ｓ評価：３点、Ａ評価

：２点、Ｂ評価：１点
、Ｃ評価：０点、Ｄ評
価：－１点

Ａ：６点以上
Ｂ：３点以上６点未満
Ｃ：３点未満

ただし、Ａ評価とした場
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合には、各微項目の達成状
、況及びその他要因を分析し

必要に応じＳ評価とするこ
とができる。また、Ｃ評価
とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

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）家畜の受精卵移 △牛の受精卵移植技術 Ａ【 】総括 牛の受精卵移植技術については 以下のとおり 計画どおり順調に実施した、 、 。
肉用育成牛の効率的な過剰排卵処理技術及び生体卵胞卵子吸引技術（OPU） を組み精卵移植関連技術の 植関連技術につい 植技術の改善 Ｓ：計画を大きく上回り、 ☆

込んだ胚生産効率向上、胚のガラス化保存 技術、体外培養液の改善にそれぞれ取り改善を図り、子牛を て、過剰排卵処理技 優れた成果が得られた ☆☆

組み、より適切な過剰排卵開始時期や子牛からの胚生産の可能性を明らかにするなど安定的に生産できる 術、生体卵胞卵子採 ａ 育成牛の過剰排卵 Ａ：計画どおり順調に実施
胚の生産効率向上において期待される成果が得られた。また、効率的な受卵牛利用法技術体系を開発す 取技術、卵凍結保存 処理技術に関し、卵 された
としてのOvsynch と呼ばれるホルモン投与プログラムについての利用可能性調査のる。 技術、受精卵移植技 胞波の動態に沿った Ｂ：概ね計画どおり順調に ☆☆☆

結果を３報告としてとりまとめた。術及び受卵牛管理・ 処理技術を検討す 実施された
選定技術の各技術の る。 Ｃ：計画どおり実施されな

ａ改善に取り組む。 かった 【説明】
どの個体からも安定的に胚を生産するため、OPUによる卵胞波 制御手法の可能性とｂ 肉用育成牛の生体 Ｄ：計画どおり実施されず、 ★

適切な過剰排卵開始時期（小卵胞最多時期）について検討した結果、卵巣内卵胞をす卵胞卵子採取技術に その要因は法人の不適切
。 、関し、より効率的な な業務運営にあった べて吸引除去すれば新たな卵胞波を誘起させる可能性が高いことを再確認した また

個体差は大きいものの黒毛和種育成牛の場合、全卵胞吸引後２日目には小卵胞数が吸処理方法についての
引前より増加する傾向があり、この時期の過剰排卵処理開始が適切であると予想され調査を行う。
る結果が得られた。

ｂｃ ガラス化保存技術 【説明】
すべての個体から安定的に胚を生産するため、通常の過剰排卵開始時期以前の若齢に関し、ガラス化溶

期における体外受精胚生産の可能性について検討した結果、子牛から回収できる卵子液改善および希釈方
数およびそれに体外受精を施して得られる胚盤胞発生率は成牛と大きく異なることは法の簡便化のための
なく、子牛からの胚生産は十分可能であることが明らかになった。調査を行う。

ｃ【説明】
ガラス化保存技術について、より生存性が高いと期待される家畜改良センター開発ｄ 受卵牛管理技術に

の改善ガラス化溶液 及び開発したストロー内希釈方法にを用いて野外における受胎関し、ホルモン処理 ★★

試験を行った結果、実験室でのガラス化後の生存性は良好な成績が得られたが、ストによる効率的な受卵
ロー内希釈法の手技の困難さ等により受胎性試験結果は低率であった。牛の利用方法の調査

ｄについて、その成果 【説明】
① 効率的な受卵牛の利用手法として期待されるOvsynchプログラムの利用に関するの取りまとめを行
調査を12年度より15年度まで実施した。う。
② Ovsynchプログラムは定時授精を可能にするために提案されているホルモン投与
プログラムであるが、センターでは胚移植の受胚牛に本プログラムを応用した場合ｅ 体外受精卵培養技

。 、術に関し、体外受精 についての効果を検証することを目的として試験を行った 得られた結果について
センター報告書あるいは学会への投稿論文としてとりまとめた。手法及び培養液改善

ｅのための調査を行 【説明】
安定的に体外受精胚を生産するため、体外授精胚の発生率の向上や品質改善を目的う。

にベタイン（浸透圧平衡化物質）が体外培養系のどの段階に作用しているかについて
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検討した結果、ベタイン添加効果は発生培地添加時に認められる傾向にあることが明
らかになった。

☆生体卵胞卵子採取技術 (OPU:Ovum Pick Up)
体外受精には卵巣から吸引採取した未成熟卵が使用されるが、と殺や死亡した牛の

卵巣でなく、生体から非手術的に採取する技術を生体卵胞卵子採取技術という。牛の
膣内に超音波プローブを挿入し、吸引可能な卵胞を観察しながら卵子の採取が可能で
ある。

☆☆ガラス化保存
。 、 、細胞を壊すことなく受精卵を超低温で保存する技術 従来の凍結法では 凍結の際

含まれる水分が氷の結晶となり、細胞内小器官などを物理的に破壊して細胞を壊し、
受精卵移植後の生存率､着床率の低下を招いていたが、ガラス化保存法の場合、この
細胞破壊が全く起こらない。
これは、水に特定の物質を加えた場合、凍りにくくなる性質を利用し、水が氷にな

ることを防いだもの。ガラス化保存を行った場合、氷の結晶による細胞の損傷が起こ
らないので高い生存率が期待されるが、ガラス化のためには非常に高濃度の耐凍剤を
使用することが必要であり、その毒性をいかに回避するかが重要である。

☆☆☆Ovsynch
Pursleyが1995年に発表した牛の排卵を必要な時に起こさせるための方法（排卵同

期化処理法）の一つ。GnRH（性腺刺激ホルモン放出ホルモン）という排卵を起こすホ
ルモンと、PG（プロスタグランディン）という黄体を退行させるホルモンとを使って
行われる。牛の性周期に関わりなく第1回目のGnRHを投与､その1週間後にPG、またそ
の2日後に第2回目のGnRHを投与することにより、排卵が同期化され定時人工授精が可
能となる。

★卵胞（発育）波
卵巣内には数多くの小卵胞が存在するが、一性周期の中でこれらが数日～十数日の

間隔で発育・退縮を代わる代わる繰り返す現象が認められる（一性周期の中で通常２
～３回 。これが卵胞（発育）波と呼ばれるもので､過剰排卵処理時の卵胞波の状態が）
処理成績に影響を与えると考えられている。

★★家畜改良センター開発の改善ガラス化溶液
本溶液は、20%エチレングリコール+20%グリセリン+0.3Mショ糖+0.3Mキシロース+3%ポリエチ

レングリコール（分子量＝8,000）の組成からなる溶液である。

（イ）切断等受精卵の （イ）切断等受精卵の （イ）操作後の受精卵 △切断等受精卵の操作技術 Ａ【総括】切断等の操作後受精卵の保存技術について、バイオプシー胚 を用いてガラ☆

ス化保存及び凍結保存後の生存性の調査を計画どおり順調に実施した。操作技術について、 操作技術について、 保存法 Ｓ：計画を大きく上回り、
操作後の受精卵の保 ガラス化 法を応用 優れた成果が得られた
存技術を改善する。 した操 作受精卵の 切断等の操作後の Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】

各種操作胚の保存技術の改善のため、２種類の保存法（凍結保存胚とガラス化保存保存技術の改善に取 受精卵（切断二分離 された
胚）によるバイオプシー胚の生存性の比較試験を実施した結果、胚の生存率、保存後り組み、受胎率の向 胚、性判別のための Ｂ：概ね計画どおり順調に
24時間の生細胞率、保存前と保存後72hにおける胚直径伸張率は、ガラス化保存が凍上を図る。 バイオプシー胚及び 実施された
結保存に比べて有意に高いことが示された。核移植による再構築 Ｃ：計画どおり実施されな

胚）の保存技術に関 かった
☆バイオプシー胚し、２種類の保存法 Ｄ：計画どおり実施されず、
生体から各種検査のために組織の一部分を切り取ることをバイオプシーという。この比較のための調査 その要因は法人の不適切

の場合は、胚から一部の細胞を性別判定のために切り取ることを意味しており、バイを行う。 な業務運営にあった
オプシー胚とはこういった処置を加えた後の胚を指す。
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（ウ）豚について、受 （ウ）豚の受精卵移植 （ウ）豚の受精卵移植 △豚の受精卵移植技術 Ａ【総括】豚の胚移植技術について、これまでの成果をとりまとめ、日本畜産学会に投
稿するとともに、簡易な移植技術に関して、非外科的移植への取組を今年度より開始精卵移植による受胎 技術について、凍結 技術 Ｓ：計画を大きく上回り、
し、計画どおり順調に実施した。率を改善する。 保存技術の改善を図 優れた成果が得られた

るとともに、簡易な 豚受精卵の低温保 Ａ：計画どおり順調に実施
移 植技術の開発に 存技術における２種 された 【説明】

① 牛胚と異なり保存が極めて困難な豚胚について、保存が困難である原因とされるも取り組み、凍結卵 類の保存法の比較の Ｂ：概ね計画どおり順調に
細胞質中の脂肪滴を除かず（ウィルス汚染を防ぐ意味で重要な受精卵の透明帯を穿移植の受胎率の向上 ための調査につい 実施された
孔せず）に保存する技術を確立するため、胚を保存する前に遠心処理する効果につを図る。 て、これまでの成果 Ｃ：計画どおり実施されな
いて凍結保存法及びガラス化保存法でそれぞれ比較調査し得られた結果を日本畜産の取りまとめを行う かった
学会誌へのに投稿論文としてとりまとめた。と共に、簡易な移植 Ｄ：計画どおり実施されず、
② 簡易な移植技術の取組に関しては、頸管経由による移植器具を用いて、非外科的技術の開発にも取り その要因は法人の不適切
移植への取組を今年度より開始した。組む。 な業務運営にあった

イ クローン技術の改 イ クローン技術の改 イ クローン技術の改 □クローン技術の改善 △初期胚クローン ２/２点（・Ａ・） Ａ
善 善 善 指標＝各微項目の評価点数 △体細胞クローン ２/２点（・Ａ・）

の合計 △牛のクローン ２/２点（・Ａ・）

各微項目の評価結果の
区分は以下のとおりと 合計 ６/６点
する。
Ｓ評価：３点、Ａ評価
：２点、Ｂ評価：１点
、Ｃ評価：０点、Ｄ評
価：－１点

Ａ：６点以上
Ｂ：３点以上６点未満
Ｃ：３点未満

ただし、Ａ評価とした場
合には、各微項目の達成状

、況及びその他要因を分析し
必要に応じＳ評価とするこ
とができる。また、Ｃ評価
とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

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）初期胚クローン （ア）初期胚クローン △初期胚クローン Ａ【総括】初期胚クローンについて、以下のとおり、計画どおり順調に実施した。
割球分離、切断二分離、核移植による一卵性多子生産手法の開発に取り組み、特に術について、同時期 について、割球分離 Ｓ：計画を大きく上回り、

割球分離胚作出においてneedle depressionを利用した培養法（ＮＤ培養） が効果的に２頭以上のクロー 技術、胚の分割技術 ａ 割球分離技術に関 優れた成果が得られた ☆
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であることを明らかにした。また、栄養膜小胞 の共移植が切断二分離胚の移植受胎ンを安定的に生産で 及び栄養膜細胞の核 し、培養条件検討の Ａ：計画どおり順調に実施 ☆☆

率に及ぼす影響を調査した結果をとりまとめた。きる技術体系に改善 移植技術の３手法に ための調査を行う。 された
する。 ついて、技術の改善 Ｂ：概ね計画どおり順調に

ａに取り組み、最も効 ｂ 胚分割技術に関 実施された 【説明】
一卵性多子を安定的に生産するため、体内胚の割球分離後の培養手法ならびに細胞果的なものを見極め し、培養液改善のた Ｃ：計画どおり実施されな

間接着剤の添加効果を検討した結果、体内胚ではND培養にPHA-P添加を併用することる。 めの調査を行う。 かった
で胚盤胞の発生率の向上が認められた。また、体外胚の分離最適時期及び分離後の発Ｄ：計画どおり実施されず、
生に対するND培養の効果について検討した結果、８細胞期に割球分離とND培養を行っｃ 栄養膜細胞の核移 その要因は法人の不適切
た場合、胚盤胞発生率、受胎率ともに良好な成績が得られた。植技術法の開発のた な業務運営にあった

ｂめ、栄養膜細胞の培 【説明】
切断二分離による一卵性双子生産率の向上を目的として、胚分割技術における培養養方法について検討

液改善に取り組み、細胞間結合を緩める効果のあるサイトカラシンＢと細胞を収縮さを加える。
せる効果のあるショ糖を切断溶液中に添加することにより、切断後のペアでの生存率
を向上させる可能性が確認された。ｄ 栄養膜小胞の共移

ｃ植が操作胚の移植受 【説明】
胚盤胞期の胚の栄養膜細胞 をドナー細胞としてクローンを作出することを目的胎率に及ぼす影響に ☆☆

に栄養膜細胞の培養期間短縮効果について検討した結果、融合率、卵割率及び胚盤ついての調査につい
胞発生率に差は認められず、また作出した胚を移植した結果では受胎例は得られなて、これまでの成績
かったことから、栄養膜細胞をドナー細胞とする核移植は効率的な手法ではないこの取りまとめを行
とが明らかとなった。う。

ｄ【説明】
切断二分離胚の受胎率を向上させる補助手段として栄養膜小胞の共移植に取り組

み、切断二分離胚の移植受胎率に及ぼす影響を調査した結果をとりまとめた。

☆needle depression培養（ＮＤ培養）
針などで培養シャーレの底面に胚１個が入る程度の小穴を作成し、個々の胚にとっ

て個別培養類似の微小環境を提供する培養方法

☆☆栄養膜細胞、栄養膜小胞
卵子が受精後、胚盤胞という発育段階に達すると、内部細胞塊（胎子になる部分）

と栄養膜細胞（胎盤になる部分）とに分化が明瞭になってくる。栄養膜小胞とは、14
日前後の胎齢の胚からこの栄養膜細胞部分のみを細切して培養した後小胞状に発育し
たものを指す。胚の移植時にこの小胞を一緒に移植することで、受胎率向上の効果の
あることが報告されている。

（イ）体細胞クローン （イ）体細胞クローン △体細胞クローン Ａ【 】 、 、総括 胎盤由来酵素活性と クローン胚の成長及び流産状況との関連を調べるため
、 、 。について、核移植技 Ｓ：計画を大きく上回り、 体細胞クローン胚受胎牛について採材 分析を行うなど 計画どおり順調に実施した

術の改善に取り組む 体細胞クローン胚 優れた成果が得られた
【説明】とともに、体細胞ク 妊娠牛の血中物質を Ａ：計画どおり順調に実施
体細胞クローン牛の妊娠例において、流産や分娩後直死などの致死性の異常に併発ローンの発生率及び 定期的に測定し、ク された

する胎盤の異常発育例が多いことに着目し、胎盤由来酵素等から致死性の異常産の予流産率に与える要因 ローン胚の成長及び Ｂ：概ね計画どおり順調に
測の可能性について調査した結果、酵素活性が異常である場合は産子の斃死率は高い分析を行い、技術全 流産状況との関連を 実施された
ことが示唆された。体の安定化に取り組 調査する。 Ｃ：計画どおり実施され

む。 なかった
、Ｄ：計画どおり実施されず

その要因は法人の不適切
な業務運営にあった

（イ）牛のクローンに （ウ）生産されたクロ （ウ）クローン牛の発 △牛のクローン Ａ【総括】牛のクローンについては、次のとおり、計画どおり順調に実施した。
ａ クローン牛の正常性と相似性の検証のため、特性調査として発育性、繁殖性、ついて、従来手法で ーン牛の発現形質及 現形質及び特性の調 Ｓ：計画を大きく上回り、
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生産性（乳量及び過剰排卵処置に対する反応性 、生理特性等についてデータの生産された牛と比較 び特性を調査し、相 査 優れた成果が得られた ）
集積と分析を継続している。これまでのところ正常性に関して対照牛との明らかした場合の特性及び 似性を確認するとと Ａ：計画どおり順調に実施
な差は認められていない。遺伝的に同一とされ もに、その利用価値 ａ クローン牛の正常 された

ｂ クローン牛の相似性の検証のため、肥育における相似性調査を実施し、データるクローン個体間等 の検討を行う。 性と相似性を確認す Ｂ：概ね計画どおり順調に
の集積を継続した。の相似性を確認す るため、生産形質及 実施された

る。 び生理機能について Ｃ：計画どおり実施され
ａ調査を行う。 なかった 【説明】

① 体細胞クローン牛の生理的な正常性及び相似性を確認するために､発育性、繁殖Ｄ：計画どおり実施されず、
性、生産性（乳量及び過剰排卵処理に対する反応性 、生理特性（負荷試験及び血ｂ 体細胞クローン雄 その要因は法人の不適切 ）
中代謝産物濃度推移）等についてデータの集積と分析を継続している。牛とそれに細胞を提 な業務運営にあった
② 発育性に関しては、ジャージー種・ホルスタイン種共に標準発育値をこえる良好供した種雄牛との間
な発育を確認すると共に体型は斉一な傾向にあった。の相似性を確認する

、 。ため、生産形質及び ③ 繁殖性に関しては ジャージー種・ホルスタイン種共に良好な繁殖性を確認した
④ 生産性に関しては、ジャージー種・ホルスタイン種では産時を重ねるほど乳量の生理機能について調
増加とともに、乳成分の斉一性が高まる傾向が認められた。黒毛和種では胚生産性査を行う。
を検討し、採卵成績は良好で、細胞提供牛の成績に類似していることを確認した。
過剰排卵時の経過もきわめて相似性が高かった。
⑤ 生理特性に関しては、血中代謝産物濃度推移の正常性が確認された。
⑥ テロメア長 の異なるクローンのグループがいることから、特性調査の終了後も☆

それらの寿命と生産性に関する調査を引き続き実施している。
ｂ【説明】

体細胞クローン牛とそれに細胞を提供した牛との間の相似性を確認するため、黒毛
和種クローン牛とその細胞提供牛を対象に生産形質について検討した結果、体細胞ク
ローン牛間の産肉形質の相似性は高いと考えられた。

☆ テロメア長
染色体末端のＤＮＡ・タンパク質複合体構造で、染色体末端の遺伝子の欠失の防止

と染色体の安定化の役割を果たしていると言われている。細胞の分裂毎に短くなるた
め、細胞老化の指標となり得る。

ウ 牛以外の家畜の人 ウ 牛以外の家畜の人 ウ 牛以外の家畜の人 □牛以外の人工授精技術等 Ａ Ａ△精液の広域流通をめざした技術の改善 ２/２点（・ ・）
△めん羊・ヤギの産子の生産技術の改善 ２/２点（・ ・）工授精技術等の改善 工授精技術等の改善 工授精技術等の改善 の改善 Ａ

指標＝各微項目の評価点数
牛以外の家畜につい の合計
て、人工授精技術の 合計 ４/４点
改善や季節外繁殖等 各微項目の評価結果の
の関連技術を改善す 区分は以下のとおりと
る。 する。

Ｓ評価：３点、Ａ評価
：２点、Ｂ評価：１点
、Ｃ評価：０点、Ｄ評
価：－１点

Ａ：４点以上
Ｂ：２点以上４点未満
Ｃ：２点未満

ただし、Ａ評価とした場
合には、各微項目の達成状

、況及びその他要因を分析し
必要に応じＳ評価とするこ
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とができる。また、Ｃ評価
とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

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）牛以外の家畜に （ア）人工授精技術の △精液の広域流通をめざし Ａ【総括】精液の広域流通を目指した技術の改善については、以下のとおり、計画どお
り順調に実施した。ついて、精液の広域 改善 た技術の改善
豚・山羊・めん羊の各畜種について、精液の低温保存法あるいは凍結保存法の検討流通をめざした技術 Ｓ：計画を大きく上回り、

。 、の改善に取り組む。 ａ 豚精液の低温保存 優れた成果が得られた を行った 山羊及びめん羊の人工授精技術における凍結精液の改善の取組については
得られた成果をとりまとめた （１７年度内に北海道畜産学会報などへ投稿予定であ技術に関し、保存性 Ａ：計画どおり順調に実施 。
る ）についての調査を行 された 。

う。 Ｂ：概ね計画どおり順調に
ａ実施された 【説明】

豚の人工授精を普及するためには、温度管理の容易な３～５℃の温度帯での保存技ｂ 山羊の人工授精技 Ｃ：計画どおり実施されな
術の開発･実用化が求められている。豚精液の低温保存に有効であることが示されたB術における、凍結精 かった
TSに長鎖アルコール と少量の脂質を組み合わせた希釈液について成績を検討した結液の保存性に関し、 Ｄ：計画どおり実施されず、 ☆

果、希釈液の調整に習熟が必要であり、受胎率・一腹あたり産子数ともに従来法のBTこれまでの調査成績 その要因は法人の不適切
S液の成績が優れる結果となった。の取りまとめを行 な業務運営にあった

ｂう。 【説明】
山羊精液の凍結保存に有効な希釈液を検討し、得られた成果をセンター報告書にと

りまとめた。ｃ めん羊の人工授精
ｃ技術における、凍結 【説明】

めん羊の人工授精技術における凍結精液の改善に取り組み、得られた成果をとりま精液の保存性に関
とめた。し、これまでの調査

成績の取りまとめを
☆長鎖アルコール行う。
アルコールは分子構造上、炭素原子が鎖のようにつながったものが骨格になってい

る。この炭素原子数が１１個以上のものを長鎖アルコールといい、豚精子の高い低温
感受性を和らげる働きがあると考えられている。

（イ）めん羊・山羊は （イ）めん羊・山羊の △めん羊・山羊の産子の生 Ａ【総括】めん羊の季節外繁殖技術について、これまでの成果を取りまとめ、学会誌へ
の投稿を準備するなど、計画どおり順調に実施した。繁殖季節以外の時期 季節外繁殖 産技術の改善

に確実な産子の生産 Ｓ：計画を大きく上回り、
をめざした技術の改 めん羊の繁殖季節 優れた成果が得られた 【説明】

めん羊の繁殖季節外発情誘起について、めん羊の季節外繁殖を容易にするため、ニ善に取り組む。 外発情誘起に関し、 Ａ：計画どおり順調に実施
ュージーランドで開発された膣内挿入型発情誘起器具(CIDR) と、家畜改良センターホルモンを利用した された ☆

で開発した膣内クリーム法についての比較調査を行い、膣内クリーム法 により季節２つの手法を比較す Ｂ：概ね計画どおり順調に ☆☆

外繁殖が可能であることを家畜改良センター及び民間の一牧場での野外試験で実証るための調査につい 実施された
し、得られた成果をとりまとめた。て、これまでの成績 Ｃ：計画どおり実施されな

の取りまとめを行 かった
☆膣内挿入型発情誘起器具(CIDR)う。 Ｄ：計画どおり実施されず、
牛の発情同期化に用いるため膣内に挿入する器具であり、黄体ホルモンを持続的にその要因は法人の不適切
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放出するため、発情発現が抑制される。CIDRというのは商品名であるが、我が国ではな業務運営にあった
一般にこの製剤が使われている。

☆☆膣内クリーム法
家畜改良センター職員の考案によるめん羊・山羊の発情同期化に用いるホルモン投

与法である。CIDRの代わりにクリームにプロジェステロンを混入して膣内に投与する
方法であり、発情誘起処置においてCIDRと比較して遜色のない発情誘起率である。

（３）飼養管理関連技 （３）飼養管理関連技 （３）飼養管理関連技 ◇飼養管理関連技術 □ロボット搾乳に関する調査 対象外（・－・） Ａ
術 術 術 指標＝各微項目の評価点数 □肥育期間及び栄養水準に関する調査 ２/２点（・Ａ・）

の合計 □肥育方法の改善のための調査 ２/２点（・Ａ・）
優良家畜の効率的利 □マニュアルの作成 ２/２点（・Ａ・）
用等を図るため、家 各微項目の評価結果の
畜の経済的な飼養管 区分は以下のとおりと
理を行う上で必要な する。 合計 ６/６点
調査を実施する。 Ｓ評価：３点、Ａ評価
また、家畜の管理、 ：２点、Ｂ評価：１点
粗飼料の生産・利 Ｃ評価：０点、Ｄ評
用、家畜排せつ物の 価：－１点
処理・利用等の実用
化された飼養管理技 Ａ：６点以上
術について、マニュ Ｂ：３点以上６点未満
アルを作成する。 Ｃ：３点未満

ただし、Ａ評価とした場
合には、各小項目の達成状

、況及びその他要因を分析し
必要に応じＳ評価とするこ
とができる。また、Ｃ評価
とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

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

※「□ロボット搾乳に関す
る調査」については平成１
５年度評価を持って終了

ア ロボットによる搾 □ロボット搾乳に関する調 【平成15年度評価をもって終了】
乳が泌乳成績に及ぼ 査
す影響を調査する。 Ｓ：計画を大きく上回り、

優れた成果が得られた
Ａ：計画どおり順調に実施
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された
Ｂ：概ね計画どおり順調に
実施された
Ｃ：計画どおり実施されな
かった

（※平成１５年度評価をも
って評価終了）

イ 肥育期間及び栄養 ア 適切な肥育期間及 □肥育期間及び栄養水準に Ａ【総括】肥育期間及び栄養水準に関する調査については、分割クローン牛 等のペア☆

を用い、肥育前中期のビタミンＡレベルの違いが産肉性に及ぼす影響について解明す水準について、クロ び栄養水準の設定 関する調査
るための試験を終了し、その結果をとりまとめるとともに、新たに肥育期間が牛肉のーン牛を使った精度 Ｓ：計画を大きく上回り、
おいしさに及ぼす影響を解明するための試験を開始するなど、計画どおり順調に実施の高い調査を行う。 肉用牛肥育時の適切 優れた成果が得られた
した。なビタミンＡ水準を Ａ：計画どおり順調に実施

決定するため、クロ された
ーン牛等のペアを使 Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】

① 肥育牛のビタミンＡコントロール技術は、脂肪交雑を向上させるが一方で増体性った精度の高い肥育 実施された
の低下を招くことが明らかとなっている。このため、より適切なビタミンＡコント試験を行う。 Ｃ：計画どおり実施されな
ロール技術を確立するため、肥育前中期のビタミンＡレベルの違いが産肉性、特にまた、同様にクロー かった

、 。ン牛を用いて肥育手 Ｄ：計画どおり実施されず、 増体性に及ぼす影響を解明する試験を 分割クローン牛等のペアを用いて実施した
② その結果、枝肉重量、ＢＭＳ.Ｎｏ 、枝肉構成等の枝肉成績では試験区間で有意法と牛肉の食味との その要因は法人の不適切 ．
な差はみられなかったが、肥育期間中の増体重及び日増体量といった増体面で、試関連について調査す な業務運営にあった
験区（高ビタミンＡ区）が対照区を上回る結果となった。る肥育試験を行う。
③ また、分割クローン牛等のペアを用いて、新たに肥育期間が牛肉のおいしさに及
ぼす影響を解明するための試験を４月から開始し、肥育開始後８ヵ月まで計画どお
り順調に実施中である。

☆分割クローン牛
切断二分離胚の移植により生産された一卵性双子

ウ 肥育方法改善のた イ 超音波診断技術等 □肥育方法の改善のための Ａ【総括】家畜生体用Ｘ線ＣＴ装置により黒毛和種去勢牛の胸部を経時的に撮影し、得
られた画像データから同一牛における筋肉面積の経時的変化を分析するなど、計画どめ、超音波診断装置 を利用した肥育方法 調査
おり順調に実施した。等による肥育期間中 の改善 Ｓ：計画を大きく上回り、

の肉量・肉質判定結 優れた成果が得られた
果と肥育方法及び枝 上記アの調査と併せ Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】
肉成績の関係につい て、超音波診断装置 された ① １６年度は、家畜生体用Ｘ線ＣＴ装置を用いて、黒毛和種去勢牛における筋肉の

て調査する。 等の断面画像による Ｂ：概ね計画どおり順調に 経時的変化の確認のための調査を実施した。具体的には、去勢牛４頭（うち２頭は
筋肉・脂肪増加曲線 実施された 終了し、２頭は継続中 ）の胸部（第６－７肋骨間）について、毎月、ＣＴ装置に。
推定のための調査を Ｃ：計画どおり実施されな よる撮影を実施した。
行う。 かった ② 肥育開始から肥育終了（概ね24か月齢）までの撮影結果から胸最長筋及び僧帽筋

Ｄ：計画どおり実施されず の面積を経時的に測定し、その成長曲線を作成するなど、順調に筋肉発達の推移を、
その要因は法人の不適切 確認できた。
な業務運営にあった

エ 家畜の管理、粗飼 ウ 家畜の飼養管理関 □マニュアルの作成 Ａ【総括】マニュアルの作成について、子牛の哺育・育成技術及び国産鶏種「はりま」
の飼養管理技術に関する技術手引書を作成し、計画どおり順調に実施した。料の生産・利用、家 連技術に関する技術 Ｓ：計画を大きく上回り、

畜排泄物の処理・利 手引書を作成する。 優れた成果が得られた
用等、実用化技術に Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】
ついて、家畜の改良 された
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、「 」 「 「 」増殖業務に取り組む Ｂ：概ね計画どおり順調に 技術手引書については 子牛の哺育・育成マニュアル 及び 国産鶏種 はりま
飼養管理マニュアル」の２編を新たに作成し、畜産関係者等に配布した。中で得られた工夫や 実施された

データの積み重ね及 Ｃ：計画どおり実施されな
び調査結果を基にマ かった

、ニュアルを作成す Ｄ：計画どおり実施されず
る。 その要因は法人の不適切

な業務運営にあった

（４）技術開発・調査 （４）技術開発・調査 （４）技術開発・調査 ◇技術開発・調査に対する Ａ【総括】技術開発・調査に対する支援について、共同研究、家畜・施設等の提供、調
査協力等に積極的に取り組み、総件数は１０～１２年度の平均件数（３１．７件）比に対する支援外部機 に対する支援 に対する支援 支援
で４３５％となる１３８件となった。関が行う技術開発及 指標＝平成１０年から１２

び調査に対しセンタ ア 大学・民間企業等 ア 大学・民間企業等 年の平均件数に対する
ーの保有する施設・ が実施する技術開発 が実施する技術開発 実績件数の割合 【説明】

① 外部機関との共同研究については、家畜の育種改良に関する技術開発を中心に、ほ場・家畜を利用さ 及び調査のうち、我 及び調査のうち、我 Ｓ：１１０％以上であって
継続課題１６件、新規課題１０件に取り組んだ。せる等、可能な限り が国の畜産振興等に が国の畜産振興等に 特に優れた成果が得られ
② 農林水産省からの依頼による鳥インフルエンザ等発生時における迅速な処分方法これらを支援する。 寄与すると判断され 寄与すると判断され た
の検証のための鶏舎の提供をはじめとして、試験材料としてセンター保有家畜の生たものについては、 るものについて、共 Ａ：１１０％以上
体・血液等３９件、施設・土地等１２件、家畜形質データ等１１件を提供した。センターの本来業務 同で行う。 また、 Ｂ：１００％以上１１０％
③ 外部機関が行う畜産関連調査への協力については 「抗癌性鶏育種のための調査に 支障を来さない 大学・民間企業等が 未満 、
試験 「家畜生体用Ｘ線ＣＴ装置によるマンモスの計測試験 「動物医薬品の使用範囲で、共同研究の 実施する技術開発及 Ｃ：１００％未満 」、 」、
基準対応検査」等３５件を受託して取り組んだ。実施又は施設・圃場 び調査のうち、我が Ｄ：１００％未満であって
④ １３年度から開始した豚肉の肉質分析については、１５件を受託した。・家畜等の提供など 国の畜産振興等に寄 その要因は法人の不適切
⑤ これらの結果、１６年度の外部支援は１３８件、１０～１２年度における年平均の方法により、積極 与すると判断される な業務運営にあった
３１．７件に対して４３５％となった。的に支援を行う。 ものについて、セン

ター保有の家畜等を
⑥ このほか、調査研究成果について、査読のあるAnimal Science Journal、日本胚イ 国等外部機関か 提供するほか、調査
移植学雑誌等に１８件の論文を投稿した。ら、畜産に関する調 研究から得られた個

査の依頼があった場 別データの提供を図
合には、可能な限り る。

これに協力する。
イ 他の機関から畜産
に関する調査の依頼
があった場合には、
可能な限りこれに協
力する。

（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 ◇成果等の発表 ２/２点（・Ａ・） Ａ
研究や技術の開発・ 指標＝各小項目の評価点数 ◇技術の普及指導 ２/２点（・Ａ・）
実用化の成果等の普 の合計 ◇国内研修 ２/２点（・Ａ・）
及を図るため、特に ◇海外技術協力 ２/２点（・Ａ・）
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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 合計 ８/８点

する。
Ｓ評価：３点、Ａ評価
：２点、Ｂ評価：１点

【評価結果】Ｃ評価：０点、Ｄ評価
この項目に属する評価は、個別に評価を行った結果、年度計画どおり順調に実施さ：－１点

れたと認められる。
Ａ：８点以上
Ｂ：４点以上８点未満
Ｃ：４点未満

ただし、Ａ評価とした場
合には、各小項目の達成状

、況及びその他要因を分析し
必要に応じＳ評価とするこ
とができる。また、Ｃ評価
とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

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。

（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 □調査研究等の成果の発表 ２/２点（・Ａ・） Ａ
指標＝各細項目の評価点数 □技術開発・実用化に係る情報の提供 ２/２点（・Ａ・）

の合計

各細項目の評価結果の 合計 ４/４点
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、Ｄ評価
：－１点

Ａ：４点以上
Ｂ：２点以上４点未満
Ｃ：２点未満

ただし、Ａ評価とした場
合には、各細項目の達成状

、況及びその他要因を分析し
必要に応じＳ評価とするこ
とができる。また、Ｃ評価
とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。
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ア 学会、紙誌類、ホ ア 調査研究の結果得 ア 技術開発・実用化 □調査研究等の成果の発表 Ａ【総括】調査研究等の成果について、学会報・研究会報での投稿発表、学会・研究会
での口頭・ポスター発表、報告書の作成・配布等により、８９件の発表を行った。ームページ等を活用 られた成果について の成果のうち学術的 指標＝調査研究等の学会、

し、調査研究等の成 は、その都度、関連 な価値の高いものに 紙誌類、ホームページ
果を毎年５０件以上 学会における口頭発 ついて、日本畜産学 等への年間発表件数 【説明】

① 学会報・研究会報での投稿発表については、調査研究の成果１８件を発表した。発表する。また、畜 表又は論文発表を行 会を始めとする学会 Ｓ：５０件以上発表であっ
② 学会・研究会での口頭・ポスター発表については、調査研究の成果５３件を発表産技術に関する情報 い、当該技術の研究 等において発表を行 て特に優れた成果が得ら
した。提供に努める。 ・開発に携わる関者 うとともに、学術誌 れた
③ 報告書の作成・配布等については、調査研究の成果１件（食肉の官能評価ガイドからの批評を受け に論文を発表する。 Ａ：５０件以上発表
ライン 、家畜改良事業の成果１件（乳用牛の遺伝的能力評価結果 、飼料種苗生産て、学術的な理解を Ｂ：３５件以上５０件未満 ） ）
事業の成果３件（飼料作物種子関係調査成績）及び日本養豚学会大会公開シンポジ深める。 Ｃ：３５件未満
ウム「待ったなし、豚のふん尿処理・利用対策 （日本養豚学会との共催）要旨集Ｄ：３５件未満であってそ 」
１件を取りまとめ、配布した。の要因は法人の不適切な
④ 専門誌での投稿発表については、調査研究の成果２件を発表した。業務運営にあった
⑤ シンポジウム等での口頭・ポスター発表については、調査研究の成果１件、家畜
改良事業の成果１件及び飼養管理技術の改善の成果４件を発表した。
⑥ ホームページへの掲載については、個体識別事業の成果１件（品種・月例別と畜
頭数の分析結果）及び調査研究の成果３件を掲載した。
⑦ これらにより、合計８９件の発表を行った。

イ 成果が顕著でかつ イ 技術開発・実用化 □技術開発・実用化に係る Ａ【総括】技術開発・実用化に係る情報について、報道機関への広報、専門誌等での掲
載及びホームページでの掲載に努めたほか、消費者団体等の視察を受け入れるととも実用化が進んだ技術 の成果のうち、広く 情報の提供
に、センター本所及び牧場において一般公開日を設けて消費者等に対し新技術等に関については、プレス 公表し普及が急がれ Ｓ：計画を大きく上回り、
する情報提供を行うなど、計画どおり順調に実施した。発表やホームページ るもの等について、 優れた成果が得られた

等による公開を行 報道機関への広報を Ａ：計画どおり順調に実施
う。 行うとともに、技術 された 【説明】

① 最新の技術開発成果・実用化の成果について解説を行うなど畜産技術に係る情報また、畜産に関す 誌及び専門誌等に公 Ｂ：概ね計画どおり順調に
の積極的な提供に努めた。る情報を広く提供す 表又は取材を受けて 実施された
このうち、ることに努める。 発表し 普及を図る Ｃ：計画どおり実施されな、 。
ａ 報道機関への広報については、プレスリリース６件、取材対応７６件の情報提また、当センター かった
供を行った。が開設しているホー Ｄ：計画どおり実施されず、

ｂ 畜産・農業関係の技術誌、専門誌等での掲載については、家畜の飼養管理技術ムページ等におい その要因は法人の不適切
等に関する情報５２件を執筆した。て、技術開発実用化 な業務運営にあった

ｃ ホームページでの掲載については、家畜遺伝的能力評価、体細胞クローン等にの成果等情報提供を
関する情報１４２件を新たに追加又は更新した。行う。 上記細項目については、

② 家畜個体情報管理センターに畜産関係者、一般消費者等３８１名の視察を受け入さらに、業務内容 各年度の年度計画にお
れ、牛トレーサビリティーシステムに関する情報提供を行った。のＰＲ、技術の普及 いて定められている具
③ センター牧場一般公開を３場所で開催したほか、７牧場で所在地域の産業まつりを目的としてリーフ 体的目標等に照らし、
等の企画展示に積極的に参加し、一般消費者に新技術をはじめ畜産全般にわたる情レット、冊子等の印 達成度の評価を行うも
報の提供を行った。刷物を作成し、都道 のとする
④ 消費者団体等の視察を受け入れ、体細胞クローン牛及び牛のトレーサビリティに府県 畜産関係団体、 、
関する情報提供を行った。生産者団体等に配布

、 、 、する。 ⑤ 国 都道府県 市町村等が主催する交流イベント等において展示ブースを設置し
技術開発をはじめとする業務紹介を行った。
⑥ 小中学校の総合学習等に対応し、教材・資料の作成に協力したほか、校外学習やウ 家畜クローン技術
職場体験学習の受入を行った。を始めとする畜産新
⑦ 第８２回日本養豚学会シンポジウム「待ったなし、豚のふん尿処理・利用対策」技術等について、ホ
を日本養豚学会と共催し、最近における豚のふん尿処理に関する情報を提供した。ームページ等を活用

、 「 」し広く情報の提供に また シンポジウム 韓・日受精卵移植実用化の研究現況と活性化に向けた方策
を韓国農林振興廳畜産研究所と共催し、受精卵移植技術に関する情報を提供した。努める。
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さらに、新たに開発された飼料生産作業機「細断型ロールベーラ」の普及を目的
とした現地実演・検討会を（独）農業・生物系特定産業技術研究機構 （社）日本エ 学会、紙誌類、ホ 、
草地畜産種子協会、関東地域飼料増産推進協議会及び東北地域水田等飼料作物増産ームページ等によ
戦り、調査研究等の成
略会議と共催し、細断型ロールベーラによる作業体系やその生産物に関する情報を果を６０件以上発表
提供した。する。

（２）技術の普及指導 （２）技術の普及指導 （２）技術の普及指導 ◇技術の普及指導 □技術講習会の受講状況 ２/２点（・Ａ・） Ａ
指標＝各細項目の評価点数 □技術講習会の開催 ２/２点（・Ａ・）

毎年２００名以上 の合計 □他機関への講師の派遣 ２/２点（・Ａ・）
を対象に技術講習会 □各種委員会の委員等への応嘱 ２/２点（・Ａ・）
を開催するととも 各細項目の評価結果の
に、外部機関から要 区分は以下のとおりと
請のある講師派遣等 する。 合計 ８/８点
についても積極的に Ｓ評価：３点、Ａ評価

対応する。 ：２点、Ｂ評価：１点
Ｃ評価：０点、Ｄ評価
：－１点

Ａ：８点以上
Ｂ：４点以上８点未満
Ｃ：４点未満

ただし、Ａ評価とした場
合には、各細項目の達成状

、況及びその他要因を分析し
必要に応じＳ評価とするこ
とができる。また、Ｃ評価
とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

ア 成果が体系化され ア 畜産新技術の普及 □技術講習会の受講状況 Ａ【総括】技術講習会等を１５講座開催し、９９７名が受講した。
た技術について、当 のため、畜産新技術 指標＝技術講習会の年間受
該技術の普及を担う 等に関する情報交換 講者数 【説明】
技術者を対象に講習 及び手技の実見・実 Ｓ：２００名以上であって

「畜産新技術普及セミナー」及び「技術講習会」をはじめとして１５講座を開催した会を開催する。 施を含めた技術の伝 特に優れた成果が得られ
ところ、９９７名が受講し、年間目標２００名を大きく上回った。達を内容とする「畜 た

産新技術普及セミナ Ａ：２００名以上
ー」及び「技術講習 Ｂ：１４０名以上 ２００名
会」を、北海道、東 未満
北、関東・中部、近 Ｃ：１４０名未満
畿・中国四国及び九 Ｄ：１４０名未満であって
州のブロック別に開 その要因が法人の不適切
催するほか、必要に な業務運営にあった
応じ飼養管理技術や
人工授精技術に関す □技術講習会の開催 Ａ【総括 「畜産新技術普及セミナー」及び「技術講習会」をブロック別に開催したほ】

か、めん羊及び山羊の人工授精技術に関する講習会を開催するなど、計画どおり順調る講習会を開催す Ｓ：計画を大きく上回り、
に実施した。る。 優れた成果が得られた

Ａ：計画どおり順調に実施
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された 【説明】
① 牛受精卵移植、画像解析を用いた枝肉の客観的評価等に関する新しい技術を伝達Ｂ：概ね計画どおり順調に
するため 「畜産新技術普及セミナー」及び「技術講習会」を５ブロックで開催し実施された 、
た。Ｃ：計画どおり実施されな
このほか、第８２回日本養豚学会大会の開催を機に、豚のふん尿処理対策に関すかった

る新技術等の情報提供や意見交換を目的とした公開シンポジウム「待ったなし、豚Ｄ：計画どおり実施されず
のふん尿処理・利用対策」を日本養豚学会と共催で開催した。その要因は法人の不適切
また、受精卵移植に関する新技術の情報提供を目的としたシンポジウム「韓・日な業務運営にあった

受精卵移植実用化の研究現況と活性化に向けた方策」を韓国農林振興廳畜産研究所
と共催で開催した。上記細項目については、
さらに、新たに開発された飼料生産作業機「細断型ロールベーラ」の普及を目的各年度の年度計画にお

とした現地実演・検討会を （独）農業・生物系特定産業技術研究機構 （社）日本いて定められている具 、 、
草地畜産種子協会、関東地域飼料増産推進協議会及び東北地域水田等飼料作物増産体的目標等に照らし、
戦略会議と共催で開催した。達成度の評価を行うも
② 人工授精師免許取得のためのめん羊及び山羊に関する人工授精技術講習会を開催のとする
した。
③ 乳用牛、豚、山羊、実験動物の飼養管理技術及び繁殖技術に関する講習会を開催

。した

イ 他の機関が講習会 イ 家畜改良センター □他機関への講師の派遣 Ａ【総括】他機関への講師の派遣者数は、要請に積極的に応じた結果、１０～１２年度
の平均派遣数（２７名）比４８５％に当たる１３１名となった。に講師等の派遣を要 の業務や技術を対外 指標＝平成１０年から１２

請された場合には、 的に紹介する機会の 年の平均派遣数に対す
可能な限りその求め 一つである外部から る実績数の割合 【説明】

① 韓国で開催された国際セミナーにおける「日本の畜産物生産履歴施行内容」に関に応じ技術の普及に の講演依頼等につい Ｓ：１１０％以上であって
する講演依頼等、行政機関、試験研究機関、畜産関係団体等からの講師派遣要請が努める。 て、可能な限りこれ 特に優れた成果が得られ
７５件あり、適任者を選定して、延べ１３１名の役職員を派遣した。に対応する。 た

Ａ：１１０％以上
② この結果、１６年度の派遣者数は１０～１２年度における年間平均派遣人数２７Ｂ：１００％以上１１０％
名に対し、４８５％となった。未満

Ｃ：１００％未満
Ｄ：１００％未満であって
その要因は法人の不適切
な業務運営にあった

ウ 他の機関が開催す ウ 家畜改良センター □各種委員会の委員等への Ａ【総括】各種委員会の委員等への応嘱件数は、要請に積極的に応じた結果、１０～１
２年度平均応嘱数（２５件）比５２８％に当たる１３２件であった。る各種委員会の委員 職員が有する専門的 応嘱

等に職員の委嘱を要 な知識を活用するた 指標＝平成１０年から１２
請された場合には、 め、外部から当該分 年の平均応嘱数に対す 【説明】

、 、可能な限りその求め 野の検討を行う委員 る実績数の割合 ① 行政機関 畜産関係団体等が開催する各種委員会の委員等への就任要請に対して
１３２件を応嘱し、延べ２７７名の役職員を派遣した。に応じて職員を派遣 会の委員等への就任 Ｓ：１１０％以上であって

する。 を依頼された場合に 特に優れた成果が得られ
、 、は可能な限りこれに た ② この結果 １６年度の応嘱件数は１０～１２年度の年間平均応嘱数２５件に対し

５２８％となった。応ずる。 Ａ：１１０％以上
Ｂ：１００％以上１１０％
未満
Ｃ：１００％未満
Ｄ：１００％未満であって
その要因は法人の不適切
な業務運営にあった
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（３）国内研修 （３）国内研修 （３）国内研修 ◇国内研修 □中央畜産技術研修の実施 ２/２点（・Ａ・） Ａ
指標＝各細項目の評価点数 □その他の研修の実施及び改善 ２/２点（・Ａ・）

農林水産省が計画を 国内の畜産技術者を の合計 □畜産関係団体等の主催研修会への施設の提供 ２/２点（・Ａ・）
策定する研修を開催 対象とした次の各種 □農林水産省主催及びセンター主催の研修者数 ２/２点（・Ａ・）
するほか、都道府県 技術研修を開催し、 各細項目の評価結果の
・民間技術者への伝 研修生を受け入れる 区分は以下のとおりと
達が必要とされる畜 とともに、研修生の する。 合計 ８/８点
産新技術について、 満足度を調査して、 Ｓ評価：３点、Ａ評価
センター主催で技術 次年度以降の研修会 ：２点、Ｂ評価：１点
研修を開催する。 運営の改善に資する Ｃ評価：０点、Ｄ評価
また、都道府県、 こととする。 ：－１点

民間機関、大学等の
依頼による個別能な Ａ：８点以上
限り受け入れる。 Ｂ：４点以上８点未満
研修施設には、農林 Ｃ：４点未満
水産省主催の研修、
センター主催の研修 ただし、Ａ評価とした場
等合わせて毎年７５ 合には、各細項目の達成状

、０名程度の研修生を 況及びその他要因を分析し
受け入れる。 必要に応じＳ評価とするこ
さらに、畜産関係 とができる。また、Ｃ評価

団体が畜産振興に寄 とした場合には、要因を分
与する技術研修会等 析し、必要に応じＤ評価と
を開催する際に、可 することができる。
能な範囲で施設の提

供を行う。
ア 農林水産省が計画 ア 中央畜産技術研修 □中央畜産技術研修の実施 △年間実施講座数 ２/２点（・Ａ・） Ａ
を策定する研修につ 指標＝各微項目の評価点数 △研修の実施及び改善 ２/２点（・Ａ・）
いて、年間２０講座 中央畜産技術研修 の合計
程度を実施して研修 会については、農林
生を受け入れるとと 水産省の計画に基づ 各微項目の評価結果の 合計 ４/４点
もに、研修生に対し き２２講座を開催 区分は以下のとおりと
て研修環境について し、計７００名程度 する。
の満足度を調査し、 の受講生を受け入れ Ｓ評価：３点、Ａ評価
その改善に役立て る。 ：２点、Ｂ評価：１点

る。 各講座毎に受講生 Ｃ評価：０点、Ｄ評価
を対象に、研修環境 ：－１点
に対する満足度を８
項目 教室 宿泊室 Ａ：４点以上（ 、 、
食堂・食事 トイレ Ｂ：２点以上４点未満、 、
浴室、教養・集会談 Ｃ：２点未満
話室、図書室、運動 ただし、Ａ評価とした場
用具）について５段 合には、各微項目の達成状

、階評価で調査すると 況及びその他要因を分析し
ともに、改善すべき 必要に応じＳ評価とするこ
事項に関して要望を とができる。また、Ｃ評価
聴取し可能なものは とした場合には、要因を分
対応する。 析し、必要に応じＤ評価と

することができる。
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△年間実施講座数 Ａ【総括】農林水産省が主催する研修（中央畜産技術研修会）の年間実施講座数は２４
講座で、年度計画を上回る８４３名が受講した。Ｓ：１８以上であって特に

優れた成果が得られた
【説明】Ａ：１８以上
① 農林水産省生産局が年度当初に策定した実施計画に基づき、畜産行政等２２講座Ｂ：１４以上１８未満
を開催した。Ｃ：１４未満
② 人畜共通伝染病及び飼料自給率向上対策の一環として農林水産省生産局が計画しＤ：１４未満であってその
た時事問題Ⅰ（高病原性鳥インフルエンザ発生への対応 、時事問題Ⅱ（コントラ要因は法人の不適切な業 ）
クター育成研修）の特別コースを開催した。務運営にあった
③ この結果、１６年度の中央畜産技術研修会の年間実施講座数は２４講座８４３名
の受講となった。

△研修の実施及び改善 Ａ【総括】全研修生を対象に研修環境に関する満足度調査を行い、いずれの項目につい
ても満足度は高く、具体的な要望に対しては、施設の整備、備品の充実等の改善を行Ｓ：計画を大きく上回り、
うなど、計画どおり順調に実施した。優れた成果が得られた

Ａ：計画どおり順調に実施
【説明】された
① 研修環境に関する満足度調査について、１０項目（教室、宿泊室、食堂・食事、Ｂ：概ね計画どおり順調に
トイレ、浴室、談話室、図書室、運動用具、ビジネスルーム、自販機コーナー）に実施された
ついて 「良い、やや良い、普通、やや悪い、悪い」の５段階の評価を実施した。Ｃ：計画どおり実施されな 、
② その結果、回収率は９５％であり、項目別にみると 「良い」及び「やや良い」かった 、

（ ）、 （ ） 、「 」Ｄ：計画どおり実施されず、 の評価は最高は８９％ 教室 最低は６２％ 図書室 であったのに対し 悪い
の評価は最大でも２％（食堂・食事）に止まった。その要因は法人の不適切
③ また 改善すべき事項に関する要望の調査を踏まえて 図書の充実 厨房機器 冷な業務運営にあった 、 、 、 （
蔵庫等）の更新、教養室等の畳表替え、１階に分煙装置新設、自販機コーナーの手
洗い器設置、寝具の更新、浴室の改修、教室の机・椅子の更新等を行った。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 実用化された技術 イ 個別研修及び実技 □その他の研修の実施及び Ａ【総括】要請に基づき、個別研修６６名を受け入れるとともに、受精卵移植技術指導
者研修を２回（１５名）実施し、満足度調査（個別研修のみ）を行い具体的な要望にを民間技術者に伝達 研修 改善
対しては施設の改善を行うなど、計画どおり順調に実施した。するため、個別の研 Ｓ：計画を大きく上回り、

修の受入れや家畜を 個別研修について 優れた成果が得られた
使った実践的な研修 は、要請に基づき受 Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】

① 個別研修は、本所ほか９牧場において、延べ４６機関から要請のあった６６名にを実施するととも け入れ、各研修毎に された
対して実施した。に、研修生に対して 研修内容に対する満 Ｂ：概ね計画どおり順調に
② 受精卵移植技術指導者研修会を２回開催し、都道府県及び関係団体から１５名の研修内容についての 足度について調査す 実施された
参加者を得て実施した。満足度を調査し、そ るとともに、改善点 Ｃ：計画どおり実施されな
③ 個別研修の研修生に対しては、５段階の満足度調査を行ったところ、回収率は７の改善に役立てる。 に関して要望事項を かった
５％であり、項目別にみると「良い」及び「やや良い」の評価は、最高が１００％聴取し可能なものは Ｄ：計画どおり実施されず、
（ 、 、 ）、 （ ） 、「 」対応する。 その要因は法人の不適切 トイレ 浴室 ビジネスルーム等 最低が５６％ 食堂・食事 であり 悪い
の評価の最大は６％（食堂・食事）であった。また、実技研修に な業務運営にあった

ついては、受精卵移
④ 個別研修の研修生から寄せられた要望に対して、厨房機器（冷蔵庫等）の更新、植指導者研修会を開 上記細項目については、
図書の充実、集会室の畳表替え等を行った。催する。 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、
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達成度の評価を行うも
のとする

ウ 畜産関係団体等に ウ 畜産関係団体研修 □畜産関係団体等の主催研 Ａ【総括】行政機関、畜産関係団体等主催の研修会について、１７機関・団体に対し２
８回施設を提供し１，０１３名を受け入れ、これら研修会へ５１名の講師を派遣する対し、施設利用可能 修会への施設の提供
など、計画どおり順調に実施した。時期、利用条件等の 畜産関係団体に対 Ｓ：計画を大きく上回り、

情報提供を積極的に しては、中央畜産技 優れた成果が得られた
【説明】行い、可能な範囲で 術研修会の実施計画 Ａ：計画どおり順調に実施
① 農林水産省消費安全局ほか２機関から利用希望があり、施設を提供した。研修の団体主催研修会に施 （研修施設の利用状 された
内容は牛トレーサビリティ関係研修等の畜産振興上重要な内容であり、４講座に１設利用を提供する。 況）を提示して、団 Ｂ：概ね計画どおり順調に
２２人を受け入れた。体研修実施希望期間 実施された
② 畜産関係団体からは、１４団体から利用希望があり、施設を提供した。研修の内を聴取して極力、研 Ｃ：計画どおり実施されな
容は、畜産環境保全関係技術等の畜産振興上重要な内容であり、２４講座に８９１修施設を提供すると かった
名を受け入れた。ともに、業務に支障 Ｄ：計画どおり実施されず、

のない限り講師等の その要因は法人の不適切
、 、派遣依頼についても な業務運営にあった ③ これらの研修のうち 依頼のあった１４講座に延べ５１名の講師を派遣したほか

実地研修について、要請に応じ対応した。対応する。
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

□農林水産省主催及びセン Ａ【総括】農林水産省及びセンター主催の研修等においては、中期目標（７５０名）を
上回る延べ８９１名の研修生を受け入れた。ター主催の研修者数

Ｓ：６７５名以上であって
【説明】特に優れた成果が得られ

、 。た ① 農林水産省主催の中央畜産技術研修についての参加者は 延べ８４３名であった
② センター主催の実技研修については、受精卵移植技術指導者研修の参加者は１５Ａ：６７５名以上
名であった。Ｂ：５２５名以上 ６７５名

未満
③ 個別研修生については研修施設利用は３３名であった。Ｃ：５２５名未満
④ １６年度の研修生数は、計画の７５０名に対して８９１名であった。Ｄ：５２５名未満であって

その要因は法人の不適切
な業務運営にあった

（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 □海外への専門家の派遣 ２/２点（・Ａ・） Ａ
指標＝各細項目の評価点数 □専門家の派遣前研修 ２/２点（・Ａ・）

国際協力事業団等 海外技術協力に係 の合計 □海外からの研修生の受入 ２/２点（・Ａ・）
の要請に基づいた海 る専門家及び調査団 □集団コース及び個別コースの研修内容の改善 ２/２点（・Ａ・）
外技術協力に係る専 員の派遣等について 各細項目の評価結果の
門家の研修、派遣及 は、可能な限り独立 区分は以下のとおりと
び調査団員の派遣等 行政法人国際協力機 する。 合計 ８/８点
について、可能な限 構等からの要請に応 Ｓ評価：３点、Ａ評価
りその要請に応え えることとし、今年 ：２点、Ｂ評価：１点
る。 度については、次の Ｃ評価：０点、Ｄ評価
また、海外からの 取組を行う。 ：－１点

研修員の受入れにつ
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いて、国際協力事業 Ａ：８点以上
団等からの要請に応 Ｂ：４点以上８点未満
え、毎年６０名程度 Ｃ：４点未満
の研修生を受け入れ
る。 ただし、Ａ評価とした場

合には、各細項目の達成状
、況及びその他要因を分析し

必要に応じＳ評価とするこ
とができる。また、Ｃ評価
とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

ア プロジェクト専門 ア 専門家及び調査団 □海外への専門家の派遣 Ａ【総括】海外への専門家及び調査団員の派遣について、国際協力機構等から２０名の
要請を受け、２０名（１００％）を派遣した。家、個別派遣専門及 員の派遣 指標＝需要に対する派遣割

び調査団団員の派遣 合（ただし需要とは、
等について、要請に 要請に基づき、長 当該年度の派遣要請数 【説明】

① 長期専門家の派遣について、国際協力機構からの要請に基づき５名を派遣した。応じその分野につい 期派遣専門家、短期 とする）
② 短期専門家の派遣について、国際協力機構からの要請に基づき８名を派遣するとて十分な知識及び技 派遣専門家及び調査 Ｓ：９０％以上であって特
ともに、ウルグアイ国・大学からの要請に基づき１名を派遣した。術を有する者を可能 団員を派遣する。 に優れた成果が得られた

な限り派遣するとと Ａ：９０％以上
③ 調査団員の派遣について、国際協力機構からの要請に基づき５名を派遣するとともに、他機関所属の Ｂ：５０％以上９０％未満
もに、社団法人畜産技術協会からの要請に基づき１名を派遣した。派遣前研修について Ｃ：５０％未満

も可能な限り要請に Ｄ：５０％未満であってそ
応える。 の要因は法人の不適切な

業務運営にあった

イ 派遣前研修 □専門家の派遣前研修 Ａ【 】 、 、 （総括 専門家の派遣前研修について 国際協力機構から８名の要請を受け ８名 １
００％）を受け入れて研修を実施した。指標＝需要に対する受入割

要請に基づき、派 合（ただし需要とは、
遣前研修員を受け入 当該年度の受入希望者 【説明】

① 海外技術協力に係る派遣前研修の受入について、国際協力機構からの要請に基づれる。 数とする）
、 、 。Ｓ：９０％以上であって特 き 専門家の派遣前研修５名 青年海外協力隊員の技術補完研修３名を受け入れた

に優れた成果が得られた
② 研修内容は、超音波走査器による妊娠及び卵巣の直腸検査、牛・山羊の人工授精Ａ：９０％以上
及び飼養全般、牛の精液採取処理及び人工授精、技術協力の業務調整であった。Ｂ：５０％以上９０％未満

Ｃ：５０％未満
Ｄ：５０％未満であってそ
の要因は法人の不適切な
業務運営にあった

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 Ａ【総括】海外からの研修員について、国際協力機構からの要請に基づき、集団コース
及び個別研修員７８名を受け入れて研修を実施した。れ

集団コース及び個 要請に基づき、研 指標＝集団コース及び個別
別研修について、要 修員を受け入れる。 研修の受入研修生数 【説明】

① 海外技術協力に係る集団コースについて、国際協力機構からの要請に基づき、４請に応じ可能な限り また、研修内容び研 Ｓ：５４名以上であって特
コース計３２名の研修員を受け入れた。受け入れるととも 修環境については、 に優れた成果が得られた
② 海外技術協力に係る個別研修について、国際協力機構からの要請に基づき、滞在に、受講者に対して 中間評価会及び最終 Ａ：５４名以上
型２９名、視察型１７名の計４６名を受け入れた。研修内容及び研修環 評価会を開催して要 Ｂ：３０名以上５４名未満
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③ 集団コース及び個別研修員の受入は、計画の６０名に対して７８名となった。境についての満足度 望事項を聴取し、可 Ｃ：３０名未満
を調査し、その改善 能なものについては Ｄ：３０名未満であってそ
に役立てる。 改善する。 の要因は法人の不適切な

業務運営にあった

エ 個別研修 □集団コース及び個別研修 Ａ【総括】集団コース及び個別研修の内容の改善について、集団コースの全研修員及び
個別研修のうち滞在型の研修員に対し中間評価会及び最終評価会を開催して研修に関の内容の改善
する満足度や要望事項を調査した結果、いずれの研修も研修内容には高い評価が得ら要請に基づき、滞 Ｓ：計画を大きく上回り、
れ、改善について要請のあった事項のうち、直ちに改善可能だった研修内容の修正に在型及び視察型の個 優れた成果が得られた
応じるなど、計画どおり順調に実施した。別研修員を受け入れ Ａ：計画どおり順調に実施

る。 された
技術習得を目的と Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】

① １６年度に受け入れた集団コースの研修員３２名に対し「非常に良い、良い、普した滞在型個別研修 実施された
通、悪い、非常に悪い」の５段階評価で研修に関する満足度を調査したところ（調員に対しては、研修 Ｃ：計画どおり実施されな
査回答率１００％ 、研修内容の満足度については「良い」以上が９６％、研修環内容について中間及 かった ）
境の満足度については「良い」以上が９６％との評価を受けた。び最終評価会を開催 Ｄ：計画どおり実施されず、
② １６年度に受け入れた滞在型の個別研修員２９名に対し５段階評価で研修内容にして要望事項を聴取 その要因は法人の不適切
関する満足度を調査したところ（調査回答率１００％ 「良い」以上が９７％とのするとともに、可能 な業務運営にあった ）、
評価を受けた。なものについては改

善する。 上記細項目については、
③ 中間及び最終評価会で指摘された事項について、現地実習・見学の日程見直し、各年度の年度計画にお
学習機材の充実等の改善を実施した。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 家畜改良増殖法及 ６ 家畜改良増殖法及 ６ 家畜改良増殖法及 ○家畜改良増殖法及び種苗 Ａ
び種苗法（平成１０ び種苗法等に基づく び種苗法等に基づく 法等に基づく検査等 ◇家畜改良増殖法に基づく立入検査等 ２/２点
年法律第８３号）等 検査等 検査等 指標＝「小項目の項目数× ◇種苗法に基づく指定種苗の収取及び検査 ２/２点

に基づく検査等 ２ 満点 に対する 各 ◇カルタヘナ法に基づく検査員の選定及び任命 ２/２点」（ ） 「
」小項目の点数の合計値

（合計点）の比率 合計 ６/６点

各小項目の評価点数の
区分は以下のとおりと

【評価結果】する。
この項目に属する評価は、個別に評価を行った結果、年度計画どおり順調に実施さＳ評価：３点、Ａ評価

れたと認められる。：２点、Ｂ評価：１点
Ｃ評価：０点、Ｄ評価
：－１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
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ただし、Ａ評価とした場
合には、各小項目の達成状

、況及びその他要因を分析し
必要に応じＳ評価とするこ
とができる。また、Ｃ評価
とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

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。

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）家畜改良増殖法 （１）家畜改良増殖法 ◇家畜改良増殖法に基づく Ａ【総括】家畜改良増殖法に基づく立入検査 を的確に行える者として家畜改良センタ☆

ー職員１５名を任命し、計画どおり順調に実施した。に基づく立入検査等 に基づく立入検査等 に基づく立入検査等 立入検査等
家畜改良増殖法第３ Ｓ：計画を大きく上回り、
５条の２の規定に基 農林水産大臣の指 家畜改良増殖法に 優れた成果が得られた 【説明】

種畜検査員の中から立入検査を的確に行える者として１６年度末現在で１５名任命づく農林水産大臣か 示に従い的確に検査 基づく農林水産大臣 Ａ：計画どおり順調に実施
している。らの指示に従い、的 ・報告が行える体制 の指示により行う立 された

確な立入検査等を行 を整備する。 入検査について、指 Ｂ：概ね計画どおり順調に
☆家畜改良増殖に基づく立入検査う。 示があった場合に迅 実施された
本検査は、家畜改良増殖法第３５条の２に基づき、農林水産大臣は、前条第一項の速な対応ができるよ Ｃ：計画どおり実施されな

場合において必要があると認めるときは、センターに、畜舎、家畜人工授精所その他う、あらかじめセン かった
家畜人工授精若しくは家畜受精卵移植を行う場所に立ち入らせ、関係者に質問させ、ターの種畜検査員の Ｄ：計画どおり実施されず、
家畜若しくは種付台帳、家畜人工授精簿その他必要な書類を検査させ、又は検査に必中から、立入検査を その要因は法人の不適切
要な最小限度の分量に限り種畜の精液若しくは家畜受精卵を収去させることができ的確に行える者とし な業務運営にあった
る。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）種苗法に基づく （２）種苗法に基づく ◇種苗法に基づく指定種苗 Ａ【総括】検査を的確に行うために、種苗検査職員を配置するとともに、農林水産大臣
からの指示に従い９９業者１，２１１点の種苗について集取、検査及び結果の通知を指定種苗の集取及び 指定種苗の集取及び 指定種苗の集取及び の集取及び検査
行い、計画どおり順調に実施した。検査 検査 検査 Ｓ：計画を大きく上回り、

優れた成果が得られた
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種苗法第５３条の 農林水産大臣の指 種苗法に基づく農 Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】
① 種苗検査職員として十勝牧場に２名、長野牧場に３名及び熊本牧場に３名を配置２の規定に基づく農 示に従い的確に検査 林水産大臣の指示に された
した。林水産大臣からの指 ・報告が行える体制 より行う指定種苗の Ｂ：概ね計画どおり順調に
② 農林水産大臣からの指示（９９業者７３４点以上の種苗の集取）に対して、９９示に従い、指定種苗 を整備する。 集取及び検査につい 実施された
業者 １，２１１点の種苗について集取を行い、必要な検査及び業者への結果の集取及び検査を的 て、指示があった場 Ｃ：計画どおり実施されな
通知を的確に実施した。確に行う。 合に的確な対応がで かった
また、不適が認められた９業者１３点について、改善報告をさせた。きるよう、十勝、長 Ｄ：計画どおり実施されず、

、 、野及び熊本牧場に種 その要因は法人の不適切 ③ なお １５年度末に集取した種苗２８６点について発芽率の検査を行うとともに
１０点について倍数性検査を行った。この結果を業者へ通知するとともに、不適が苗検査職員を配置 な業務運営にあった
認められた４業者５点について、改善報告をさせた （表示事項検査 については１し、必要な検査の実 。 ☆

５年度中に実施し結果通知済み 。施及び結果の通知を ）
行う。

☆表示事項検査
販売されている指定種苗の包装に法律により定められた事項（①表示をした種苗業

者の氏名又は名称及び住所、②種類及び品種、③生産地、④採種の年月又は有効期限
及び発芽率、⑤数量、⑥その他農林水産省令で定める事項（薬剤により病害虫の防除
をした種苗については、その旨及び使用した薬剤名 ）が表示されているか否かの検）
査。

（３）遺伝子組換え生 （３）遺伝子組換え生 （３）遺伝子組換え生 ◇カルタヘナ法に基づく検 Ａ【総括】遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
に基づく立物等の使用等の規制 物等の使用等の規制 物等の使用等の規制 査員の選定及び任命
入検査等 については、立入検査等を的確に行える者として８名を選定し検査員としによる生物の多様性 による生物の多様性 による生物の多様性 Ｓ：計画を大きく上回り、 ☆

て任命し、計画どおり順調に実施した。の確保に関する法律 の確保に関する法律 の確保に関する法律 優れた成果が得られた
（平成１５年法律第 （平成１５年法律第 に基づく立入検査等 Ａ：計画どおり順調に実施
９７号）に基づく立 ９７号）に基づく立 された 【説明】

① 有資格者の中から立入検査等を的確に行える者として８名を選定し、任命してい入検査等 入検査等 遺伝子組換え生物 Ｂ：概ね計画どおり順調に
るが、本年度新たに任命した者はなかった。等の使用等の規制に 実施された
② また、遺伝子組換え検査技術の維持を図るため、技術研修等を行った。遺伝子組換え生物 農林水産大臣の指 よる生物の多様性の Ｃ：計画どおり実施されな

等の使用等の規制に 示に従い的確に立入 確保に関する法律に かった
☆遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づよる生物の多様性の り、質問、検査及び 基づく農林水産大臣 Ｄ：計画どおり実施されず、
く農林水産大臣の指示により行う立入検査等確保に関する法律第 収去が行える体制を の指示により行う立 その要因は法人の不適切

、 、３２条の規定に基づ 整備する。 入検査等について、 な業務運営にあった 遺伝子組換え生物等の適切な使用の確保等を図るため 農林水産大臣の指示により
関係施設等への立入り、関係者への質問、施設・物件の検査、検査に必要な遺伝子組き、同条第２項の農 指示があった場合に
み換え生物等の収去を行う。林水産大臣の指示に 迅速な対応ができる

従い 立入り 質問 よう、あらかじめセ、 、 、
家畜改良センターにおいては、未承認の遺伝子組換え生物等（飼料作物種苗及び家検査及び収去を的確 ンターの職員の中か

畜）の国内流通段階でのモニタリング検査を分担。に実施する。 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 牛の個体識別のた ７ 牛の個体識別のた ○牛の個体識別のための情 Ａ
めの情報の管理及び めの情報の管理及び めの情報の管理及び 報の管理及び伝達に関する ◇各追加情報の記録 ２/２点（・Ａ・）
伝達に関する特別措 伝達に関する特別措 伝達に関する特別措 特別措置法に基づく事務 ◇各追加情報の保存 ２/２点（・Ａ・）
置法に基づく事務 置法に基づく事務 置法に基づく事務 ◇情報の確認 ２/２点（・Ａ・）

◇情報の修正 ２/２点（・Ａ・）
牛の個体識別のた 牛の個体識別のた 指標＝各小項目の評価点数 ◇記載事項の公表 ２/２点（・Ａ・）

めの情報の管理及び めの情報の管理及び の合計 ◇各種手段の構築、改善 ２/２点（・Ａ・）
伝達に関する特別措 伝達に関する特別措 ◇管理者への通知 ２/２点（・Ａ・）
置法（平成１５年法 置法（平成１５年法 各小項目の評価結果の
律第７２号。以下 律第７２号。以下 区分は以下のとおりと 合計 14 /14点
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「法」という ）第 「法」という ）第 する。。 。
２０条及び牛の個体 ２０条及び牛の個体 Ｓ評価：３点、Ａ評価

【特記事項】識別のための情報の 識別のための情報の ：２点、Ｂ評価：１点
食の安全・安心の確保に資する「牛トレーサビリティ法」に基づく事務について管理及び伝達に関す 管理及び伝達に関す Ｃ評価：０点、Ｄ評価

は、予算及び人員の重点投入を行い、生産履歴の検索の増加等に適切に対応するとる特別措置法施行令 る特別措置法施行令 ：－１点
ともに、ＢＳＥ発生時の緊急検索を１～３時間で行うなど確実に実施されている。（平成１５年政令第 （平成１５年政令第
なお、家畜改良センターで行われている牛トレーサビリティ業務の信頼性を高める３００号）第５条の ３００号）第５条の Ａ：１３点以上
ために投入するコストは大きく、生産者や一般の方々から十分な理解と協力が得ら規定に基づき、次に 規定に基づき、次に Ｂ：７点以上１３点未満
れるよう、もっと工夫して上手にＰＲする必要がある。掲げる事務を的確に 掲げる事務を的確に Ｃ：７点未満

行う。 行う。
ただし、Ａ評価とした場

【評価結果】合には、各小項目の達成状
この項目に属する評価は、個別に評価を行った結果、年度計画どおり順調に実施さ況及びその他要因を分析し、

れたと認められる。必要に応じＳ評価とするこ
とができる。また、Ｃ評価
とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

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。

（１）牛個体識別台帳 （１）牛個体識別台帳 （１）法に基づき、牛 ◇各追加情報の記録 Ａ【 】「 」 、総括 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 に基づき
牛の管理者等から受理した約１，２７０万件の届出を記録し、計画どおり順調に実施の作成及び記録に関 の作成及び記録に関 個体識別台帳の作成 Ｓ：計画を大きく上回り、
した。する事務 する事務 及び記録を実施し、 優れた成果が得られた

磁気ディスクに情報 Ａ：計画どおり順調に実施
（２）牛個体識別台帳 （２）牛個体識別台帳 を保存する。 された 【説明】

平成１６年度においては、総計約１，２７０万件の届出情報について受理し、エラの記録の保存に関す の記録の保存に関す Ｂ：概ね計画どおり順調に
。 、 、る事務 る事務 実施された ーチェックを行い記録を実施した １日当たりの内訳は 出生及び輸入約４千件／日

転入又は転出約２万６千件／日、死亡又はと畜約４千件／日で、総計約３万５千件／Ｃ：計画どおり実施されな
日であった。かった

、Ｄ：計画どおり実施されず
その要因は法人の不適切
な業務運営にあった

◇各追加情報の保存 Ａ【総括】牛の管理者及び輸入者からの届出のあった出生牛及び輸入牛の情報約１６０
万件について磁気ディスクに保存し、計画どおり順調に実施した。Ｓ：計画を大きく上回り、

優れた成果が得られた
Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】
された

牛の管理者及び輸入者から平成１６年度中に届出のあった出生又は輸入された牛のＢ：概ね計画どおり順調に
情報約１６０万件について、磁気 ディスクに記録保存し、牛個体識別台帳に追記し実施された
た。Ｃ：計画どおり実施されな

かった
、Ｄ：計画どおり実施されず

その要因は法人の不適切
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な業務運営にあった

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）牛個体識別台帳 （２）収集した情報に ◇情報の確認 Ａ【総括】牛個体識別台帳情報の確認について、農政事務所の立入検査や個体識別番号
の決定通知の際に管理者に対し登録内容についての確認を求めるなど、計画どおり順の正確な記録を確保 の正確な記録を確保 ついての精度を高め Ｓ：計画を大きく上回り、
調に実施した。するために必要な措 するために必要な措 るため、管理者等に 優れた成果が得られた

置に関する事務 置に関する事務 対し定期的に台帳の Ａ：計画どおり順調に実施
登録内容についての された 【説明】

管理者が登録した牛の情報の確認については、地方農政事務所に対し閉鎖的ネット（４）法第５条第２項 （４）法第５条第２項 確認を求めるととも Ｂ：概ね計画どおり順調に
ワークを通じてエラーリストを送信し、現地での登録内容の確認を求めた。また、出の規定に基づく申出 の規定に基づく申出 に、台帳記載事項の 実施された

、 、の受理に関する事務 の受理に関する事務 修正の申し出に対し Ｃ：計画どおり実施されな 生及び輸入の届出の都度個体識別番号の通知を実施し 登録内容の確認を促したほか
従来のインターネット(Web)報告 に加えＬＯシステム においても、登録された事項て可及的速やかに対 かった ☆ ☆☆

についてその旨メールで返信し確認を求める仕組みを構築した。応する。 Ｄ：計画どおり実施されず、
その要因は法人の不適切

☆Web報告な業務運営にあった
各種届出をインターネット画面から行う報告手段。

☆☆LOシステム
多頭数の入力機能とインターネットメールでのデータ送信機能を持つソフトウェア

「ローカルオフィス（LO）システム」を利用する報告手段。

◇情報の修正 Ａ【総括】管理者等から申し出のあった個体識別台帳記載事項の修正の請求に対して請
求内容の確認を行いつつ速やかに対応し、計画どおり順調に実施した。Ｓ：計画を大きく上回り、

優れた成果が得られた
Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】
された

データベース記載事項の齟齬について管理者等から寄せられた修正請求一日平均約Ｂ：概ね計画どおり順調に
３００件については、請求内容の確認、修正の事務を迅速に行った。実施された

Ｃ：計画どおりに実施され
なかった
Ｄ：計画どおりに実施され
ず、その要因は法人の不
適切な業務運営にあった

上記２つの小項目につい
いては、各年度の年度計
計画において定められて
れている具体的目標等に
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）牛個体識別台帳 （３）法に基づく台帳 ◇記載事項の公表 Ａ【総括】法に基づく台帳記載事項の公表について、台帳登録終了後速やかにインター
ネットを用いて公開するなど、計画どおり順調に実施した。に記録された事項の に記録された事項の 記載事項について登 Ｓ：計画を大きく上回り、
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公表に関する事務 公表に関する事務 録終了後速やかにイ 優れた成果が得られた
ンターネットを用い Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】

① 台帳に登録された事項については、原則として翌日にインターネットで公開するて公表する。 された
、 、 。Ｂ：概ね計画どおり順調に こととし 年度当初約４万件／日 年度末には約７万件／日のアクセスを記録した

実施された
② このようなアクセスの増加に対応するため、携帯電話でのアクセスも可能にするＣ：計画どおり実施されな
など公表のためのシステムの整備を順次実施した。かった

、Ｄ：計画どおり実施されず
その要因は法人の不適切
な業務運営にあった

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）牛の管理者が法 ◇各種手段の構築、改善 Ａ【総括】牛の管理者が法に基づき行う届出の各種手段については、届出様式の改善、
報告通信システムの改善・追加を行うなど、計画どおり順調に実施した。１１条から第１３条 第１１条から第１３ に基づき行う届出に Ｓ：計画を大きく上回り、

までの規定に基づく 条までの規定に基づ ついて円滑に実施で 優れた成果が得られた
届出の受理に関する く届出の受理に関す きるよう各種手段の Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】

管理者が行う届出が円滑に実施できるよう電話応答報告システム、インターネット事務 る事務 構築、改善を図る。 された
(Web)報告、ＬＯシステム、ＩＤ連携システム 等の改善を行った。Ｂ：概ね計画どおり順調に ☆

実施された
☆ID連携システムＣ：計画どおり実施されな

かった
バーコード読みとり機能付きのハンディーターミナルを利用し、多頭数の牛のデーＤ：計画どおり実施されず、

タを効率的に収集し、異動報告を行う報告手段。その要因は法人の不適切
な業務運営にあった

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）個体識別番号の （５）出生又は輸入の ◇管理者等への通知 Ａ【 】 、 、総括 出生又は輸入の届出のあった牛については 速やかに個体識別番号を決定し
管理者等への通知を行い、計画どおり順調に実施した。決定及び通知に関す 決定及び通知に関す 届出のあった牛につ Ｓ：計画を大きく上回り、

る事務 る事務 いて速やかに個体識 優れた成果が得られた
別番号を決定し管理 Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】

出生または輸入報告のあった牛約４千件／日について、ファクシミリ報告のあった者等へ通知を行う。 された
ものについてはファクシミリでの返信、電話応答報告については音声での伝達、そのＢ：概ね計画どおり順調に
他電子的な報告についてはインターネットメールでの返信等により個体識別番号の通実施された
知を実施した。Ｃ：計画どおり実施されな

かった
、Ｄ：計画どおり実施されず

その要因は法人の不適切
な業務運営にあった
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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、収支計画 第３ 予算、収支計画 ◎予算、収支計画及び資金 ○経費節減に係る取組 ２/２点（・Ａ・） Ａ
に関する事項適切な 及び資金計画 及び資金計画 計画 ○法人運営に係る資金の配分状況 ２/２点（・Ａ・）
業務運営を行うこと 指標＝各中項目の評価点数
により、収支の均衡 の合計 合計 ４/４点
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。
Ｓ評価：３点、Ａ評価

【特記事項】：２点、Ｂ評価：１点
収入については、国からの運営費交付金及び施設整備費補助金は計画どおりであＣ評価：０点、Ｄ評価

り、自己収入は種畜の能力向上や販売努力により、予算に対して８割以上の増収で：－１点
あった。
支出については、一般管理費の節約に積極的に取り組む姿勢が伺え、既定事業物Ａ：４点以上

件費は対前年比９８％に抑制された。Ｂ：２点以上４点未満
経費の節減に努める一方で、理事長のトップマネジメントにより、業務の効率化Ｃ：２点未満

・低コスト化に向けた職員の取組を引き出すインセンティブ予算措置、重点業務の
成果拡大のための予算措置を行うなど、効果的な資金活用が図られている。ただし、Ａ評価とした場

合には、各中項目の達成状
、況及びその他要因を分析し

必要に応じＳ評価とするこ
【評価結果】とができる。また、Ｃ評価
この項目に属する評価は、個別に評価を行った結果、年度計画どおり順調に実施さとした場合には、要因を分

れたと認められる。析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

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



- 81 -

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 Ａ【総括】予算、収支計画及び資金計画を作成し、事務の効率化を推進することで経費
の節減を図りつつ、業務が効率的に運営できるよう資金の配分を適切に行った。管理費）節減に係る取り

組み
【 】（支出の削減についての具 説明
① 運営費交付金については、中期計画に基づくルールで算定され、収支計画及び資体的方針及び実績等）
金計画はこの予算ベースで計上した。Ｓ：取り組みは十分であり、
② 収入については、当初予算は運営費交付金及び施設整備費補助金とも計画どおり特に優れた成果が得られ
であったが、補正予算により無利子借入金の償還金全額分として施設整備費補助金た
１，１３３，０９８千円が措置された。Ａ：取り組みは十分であっ
また、受託収入については業務の一環として受託を積極的に行ったことにより予た

算に対して約１５８％、諸収入については農畜産物売払代のうち特に製品等売払代Ｂ：取り組みはやや不十分
が当初の計画より伸びたことにより約８５％それぞれ増収となった。であった
③ 業務経費については、諸収入の増額分の一部を事業費に充てることにより、業務Ｃ：取り組みは不十分であ
を重点的かつ効率的に行った。また、人件費を除く運営費交付金で行った事業に係った。
る経費について、１５年度予算額（決算額）２，５２３，１６１千円に対し、１６Ｄ：取り組みは不十分であ

， ， 、 ．り、その要因は法人の不 年度は運営費交付金債務を含めて２ ４８２ ９４１千円であり 対前年度比９８
４％であった。適切な業務運営にあった
④ 施設整備費については、すべて一般競争に付す等適切な契約に努め、計画どおり
実施した。また、前年度から繰り越しの手続きをとっていた新冠牧場成雌牛舎整備※ なお、本指標の評価に
の一部について、１６年度での整備を終了した。当たっては、中期計画に
⑤ 資金の配分については、事業実施上の重点課題、事業の進捗状況等に応じて配分定める「業務運営の効率
することにより資金を柔軟に使用し、より効率的な事業の運営を図った。化による経費の抑制」の
⑥ 運営費交付金債務の１６年度末残高は４０２，２０２千円となっているが、内訳評価結果に十分配慮する
は人件費として２７９ ３６３千円 事業費としてトラクター外５品目購入契約 １ものとする。 ， 、 （
６年度契約１７年度納品）に係る９４，４９０千円、その他はたな卸資産及び前払
費用に係る計上額であり、前年度からの繰り越しを含めて適正に管理した。当該評価を行うに至った
⑦ 財務諸表である貸借対照表及び損益計算書について、前期と当期の比較表により経緯や特殊事情、中期目標
主たる増減の要因を明らかにして、経年比較を行った。や中期計画に記載されてい
⑧ 予算、収支計画及び資金計画について、予算額と決算額の比較表により計画の実る事項以外の業績その他特
施状況及び計画と実績の差異について把握した。筆すべき事項等を併せて記
⑨ 受託収入について、前期と当期の比較表を作成して受託元を確認し、増減の要因載する。
を分析した。

○法人運営における資金の Ａ※「法人運営における資金の配分状況」については、上記「 経費（業務経費及び一
般配分状況
管理費）節減に係る取り組み」で一括して記載した。（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）

Ｓ：効果的な資金の配分は
十分であり、特に優れた
成果が得られた
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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
Ｄ：効果的な資金の配分は
不十分であり、その要因
は法人の不適切な要因に
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 短期借入金の限 第４ 短期借入金の限 ◎短期借入金の借入に至っ －【総括】運営費交付金の受入れの遅滞はなく、また、予算の執行を適切に行ったこと
により、短期借入金はなかった。度額 度額 た理由等

（当該年度に係る短期借
１１億円 １１億円 入金について、借入に至っ

【留意事項】短期借入金の借入実績がないため、この項目の評価は行わない。（想定される理由） （想定される理由） た理由及び使途、金額及び
、 。運営費交付金の受 運営費交付金の受 金利 返済の状況と見込み

入れが遅延。 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。

※Ｓ，Ｄ評価設定しない
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第５ 剰余金の使途 第５ 剰余金の使途 ◎剰余金の使途 Ａ【総括】１３年度及び１４年度の利益で積み立てた目的積立金の一部を活用して、草
地整備用に用地を取得したことにより飼料の増産が図られることとなり、今後の業務剰余金の使途について、
成果が期待できる状況となった。業務運営の効率化 業務運営の効率化 中期計画に定めた使途に充

及び業務の質の向上 及び業務の質の向上 てた結果、当該事業年度に
を図るための育種素 を図るための育種素 得られた成果に関して、以 【説明】

１３年度分として３１，９５５千円、１４年度分として４９，３５１千円の併せて材の導入、機械及び 材の導入、機械及び 下の指標にて評価を行う。
８１，３０６千円の目的積立金を積み立てていたが、草地の整備を目的に宮崎牧場に車輌の更新・修理、 車輌の更新・修理、 Ｓ：得られた成果は十分で
隣接する用地を購入し、土地取得代金として６０，０００千円を取り崩しのうえ支出施設の改修、草地の 施設の改修、草地の あり、特に優れている
した。なお、残額については、今後、定められた剰余金の使途に使用する。整備・更新及び事務 整備・更新及び事務 Ａ：得られた成果は十分で

処理ソフトの導入。 処理ソフトの導入。 あった
Ｂ：得られた成果はやや不
十分であった

【評価結果】Ｃ：得られた成果は不十分
平成１３年度及び１４年度の利益で積み立てた目的積立金の一部を活用して、草であった

地整備用の用地を取得したことについては、今後の業務拡大に資する飼料の増産をＤ：得られた成果は不十分
図るための措置であり、適正な執行であったと評価する。であり、その要因は法人

の不適切な業務運営にあ
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 その他農林水産 第６ その他農林水産 ◎その他農林水産省令で定 ○施設及び設備に関する計画 ２/２点（・Ａ・） Ａ
省令で定める業務運 省令で定める業務運 める業務運営に関する事 ○職員の人事に関する計画 ２/２点（・Ａ・）
営に関する事項 営に関する事項 項

指標＝各中項目の評価点数 合計 ４/４点
の合計

各中項目の評価結果の
【特記事項】区分は以下のとおりと
施設整備費に関しては、今後の家畜改良の基盤強化のための施設を中心として整する。

備が実施されている。Ｓ評価：３点、Ａ評価
また、職員の人員配置・勤務時間に関しては、牛の個体識別業務を担当する部署：２点、Ｂ評価：１点

について、業務の重要性から定員以上の職員を配置するとともに、出生・異動等のＣ評価：０点、Ｄ評価
届出を行う生産者等に配慮して勤務時間のスライド制を導入したことは、独法らし：－１点
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い取組であり評価する。
Ａ：４点以上
Ｂ：２点以上４点未満
Ｃ：２点未満

【評価結果】
この項目に属する評価は、個別に評価を行った結果、年度計画どおり順調に実施さただし、Ａ評価とした場

れたと認められる。合には、各中項目の達成状
、況及びその他要因を分析し

必要に応じＳ評価とするこ
とができる。また、Ｃ評価
とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

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 施設及び設備の整 １ 施設及び設備に関 ○施設及び設備に関する計 Ａ【総括】業務の効率的な実施の確保を基本とし、施設及び設備の整備・改修を計画的
に実施するとともに、老朽化し使用見込のない施設については取り壊しを行い、改善備に関する計画 する計画 画
の成果は十分であった。

業務の適切かつ効 （１）施設・設備の整 中期計画に定められてい
率的な実施の確保の 備に関する計画 る施設及び設備について、 【説明】

（ 、 ）、 （ ）、 （ ）、ため、業務実施上の 当該事業年度における改修 ① 検疫牛舎 十勝牧場 宮崎牧場 ほ育牛舎 奥羽牧場 育成牛舎 岩手牧場
ほ育豚舎（宮崎牧場）及び種子格納庫（長野牧場）の整備を計画どおり実施し、今必要性及び既存の施 業務の適切かつ効 ・整備前後の業務運営の改
後の業務成果が期待できる状況となった。設・設備の老朽化等 率的な実施の確保の 善の成果に関して、以下の
② 堆肥発酵処理施設（十勝牧場、茨城牧場）及び堆肥盤上屋、堆肥舎（十勝牧場）に伴う施設及び設備 ため、業務実施上の 指標について評価を行う。
の整備を計画どおり実施し、家畜糞尿の適正な処理がより効率的に実施できる状況の整備・改修等を計 必要性及び既存の施 Ｓ：改善の成果は十分であ
となった。画的に行う。 設・設備の老朽化等 り、特に優れている

（ ） 、 、に伴う施設及び設備 Ａ：改善の成果は十分であ ③ 給水設備 新冠牧場 の改修を計画どおり実施し 水量不足の事業用水を確保し
業務をより効率的に実施できる状況となった。の整備・改修等を計 った
④ また、排水設備（兵庫牧場）の整備を計画どおり実施し、兵庫県龍野市における画的に行う。 Ｂ：改善の成果はやや不十
公共下水道の整備・供用に適合する施設となった。分であった
⑤ なお、１５年度から建設を繰越した新冠牧場の種雌牛舎及びバンカーサイロの整Ｃ：改善の成果は不十分で
備も計画どおり実施し、今後の業務成果が期待できる状況となった。あった

Ｄ：改善の成果は不十分で
、 （ 、 ）あり、その要因は法人の ⑥ 一方 老朽化し使用見込のない建物２棟 いずれも収穫舎；岩手牧場 宮崎牧場
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の取り壊しを行い、業務の安全、効率的な実施の確保が図られた。不適切な業務運営にあっ
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。

２ 職員の人事に関す ２ 職員の人事に関す ○職員の人事に関する計画 ◇職員の人事に関する方針 ２/２点（・Ａ・） Ａ
る計画 る計画 指標＝各小項目の評価点数 ◇人員に関する指標 ２/２点（・Ａ・）

の合計 ◇人材の確保、人材の養成の計画 ２/２点（・Ａ・）

各小項目の評価結果の
区分は以下のとおりと 合計 ６/６点
する。
Ｓ評価：３点、Ａ評価
：２点、Ｂ評価：１点
Ｃ評価：０点、Ｄ評価
：－１点

Ａ：６点以上
Ｂ：３点以上６点未満
Ｃ：３点未満

ただし、Ａ評価とした場
合には、各小項目の達成状

、況及びその他要因を分析し
必要に応じＳ評価とするこ
とができる。また、Ｃ評価
とした場合には、要因を分
析し、必要に応じＤ評価と
することができる。

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。

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。
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（１）方針 （１）方針 ◇職員の人事に関する方針 Ａ【総括】業務の重点化及び効率化に努め、常勤職員数を削減する方針の下で適正な人
、 、指標＝人員の適正配置、必 事配置を行ったほか 業務量の多い個体識別部に定数を上回る１３名を配置するなど

計画どおり順調に実施した。ア 業務の重点化及び ア 業務の重点化及び 要な人員の確保状況
効率化に努め、職員 効率化に努め、職員 Ｓ：計画を大きく上回り、
の適正な配置を進め の適正な配置を進め 優れた成果が得られた 【説明】

① 業務の重点化・効率化に努め、常勤職員数を削減する方針の下で適正な人事配置るとともに、定員の るとともに、定員の Ａ：計画どおり順調に実施
を行った。合理化を図る。 合理化を図る。 された
② 技術の高度化及び専門化に対応するため、スタッフ制を活用し、センター本所・Ｂ：概ね計画どおり順調に
牧場に技術協力専門役、改良技術専門役、生産技術専門役等の専門役として知識とイ 牛の個体識別のた イ 牛の個体識別のた 実施された
経験を有する適材職員２１名を配置した。めの情報の適正な管 めの情報の適正な管 Ｃ：計画どおり実施されな
③ 新たな行政需要に対応するため、平成１５年に牛の個体識別のための情報管理等理及び情報の提供を 理及び情報の提供を かった
を行う個体識別部を新設したところであるが、１６年度も引き続き定数１２名のと推進する事業への適 推進する事業への適 Ｄ：計画どおり実施されず、
ころ１３名の職員を配置して業務の円滑な推進に努めた。切な対応を図る。 切な対応を図る。 その要因は法人の不適切

な業務運営にあった

（２）人員に関する指 （２）人員に関する指 ◇人員に関する指標 Ａ【総括】年度末の常勤職員数は９４０人と年度当初比９９．３％、人件費は、予算を
下回る５，３７２百万円となるなど、計画どおり順調に実施した。標 標 指標＝年度末の常勤職員数

Ｓ：計画を大きく上回り、
期末の常勤職員数 年度末の常勤職員 優れた成果が得られた

を期初の97.6％ (1) 数を年度当初の９ Ａ：計画どおり順調に実施（
のイに係る増員分を ９．３％とする。 された
除外した場合にあっ Ｂ：概ね計画どおり順調に
ては、96.4％）とす 実施された
る。 Ｃ：計画どおり実施されな

（参考） （参考） かった
、期初の 年度当初の Ｄ：計画どおり実施されず

常勤職員数 956人 常勤職員数 947人年 その要因は法人の不適切
期末の 度末の な業務運営にあった
常勤職員数 933人 常勤職員数 940人人
（うち(1)のイによる 件費総額見込み
平成15年度の増員は、 5,425百万円
11人）
人件費総額見込み

28,069百万円

（３）人材の確保、人 （３）人材の確保、人 ◇人材の確保、人材の養成 Ａ【総括】人材の確保、人材の養成については、職員の技術水準及び事務処理能力の向
上等を図るため４２５名に研修を受講させ、１４４名に各種免許・資格等を取得させ材の養成の計画 材の養成の計画 の計画
たほか、業務推進上必要な技術についてその水準の調査分析と人材養成への活用を実指標＝職員の任用、研修へ
施するとともに、行政機関、独立行政法人等との人事交流を積極的に行い、計画どおア 職員の技術水準及 ア 職員の技術水準及 の職員の参加、国の機
り順調に実施した。び事務処理能力の向 び事務処理能力の向 関等との人事交流の実

上等を図るための研 上等を図るための研 施状況
【説明】修や必要な資格の取 修や必要な資格の取 Ｓ：計画を大きく上回り、
① 人材の養成のための研修については、新人職員研修（２種２８名 、管理者・事得を計画的に進め、 得を計画的に進め、 優れた成果が得られた ）
務担当者関係の研修（１７種６８名 、業務関連技術向上関係の研修（２７種２４人材の育成を図る。 人材の育成を図る。 Ａ：計画どおり順調に実施 ）
６名 、安全衛生・施設管理関係の研修（１７種８３名）を受講させた。された ）
② また、免許・資格の取得等については、安全管理関係資格（９種１７名 、特殊イ 業務推進上必要な イ 業務推進上必要な Ｂ：概ね計画どおり順調に ）
作業技能講習（８種６４名 、作業機械等運転・操作資格講習（８種５３名 、機械技術について、定期 技術について、定期 実施された ） ）
整備士資格講習（１種２名 、畜産技術関係資格（３種８名）を取得させた。的に技術水準を調査 的に技術水準を調査 Ｃ：計画どおり実施されな ）

③ 業務推進上必要な技術の水準を把握して適正な人員配置や人材養成の資料とする・改善する仕組みを し、技術水準の向上 かった
ため、１６年度においても各牧場の技術水準を把握し、前年との比較検討を行い、平成１３年度に導入 を図る。 Ｄ：計画どおり実施されず、
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問題点の洗い出しや対応方向の検討を行った。する。 その要因は法人の不適切
④ 畜産行政との連携や技術の高度化に対応する観点から、他機関等との人事交流をウ 畜産行政との連携 な業務運営にあった
積極的に行い、農林水産省本省（転出１６名、転入１３名 、地方農政局（転出８ウ 畜産行政との連携 及び業務の高度化・ ）
名、転入４名 、動物検疫所（転出３名、転入３名 （独）農業・生物系特定産業及び業務の高度化・ 専門化に対応するた ） ）、
技術研専門化に対応するた め、行政部局及び他
究機構（転出１名、転入１名 （独）農業工学研究所（転入１名）を始め、転出３め、行政部局及び他 機関との人事交流を ）、
２名、転入２４名の人事交流を行った。機関との人事交流を 図る。

図る。
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〔総合評価〕

評価にあたっての考え方 評価結果及びその要因等

上記各項目ごとの評価を踏まえつつ、 評価結果：Ａ（中期目標達成に向けた計画の着実な実施が継続されていると評価した ）。

・当該評価を行うに至った経緯や特殊事情

１．評価に至った理由・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

① 中期計画及び年度計画に即して設定した評価基準に照らして評価を行ったところ、個別に評価を行う最下位項目については、Ｓの他の特筆すべき事項

評価３項目及びＡ評価１２０項目であり、大項目については、すべてがＡ評価となった。等も総合的に勘案して、評価を行うものとする。

② 特筆すべき事項なお、必要がある場合には、業務の適正化を図るために講

ア 乳用牛について、米国等からの牛生体輸入がＢＳＥ発生により停止されたことから、種畜の大部分を海外に依存している民間ずるべき措置等も併せて記載するものとする。

の人工授精事業体における国内の乳用牛改良に不可欠である候補種雄牛の確保が困難となったため、センター所有雄子牛をこれ

らの人工授精事業体へ配布することにより、全国規模の後代検定に必要な候補種雄牛185頭が確保でき、乳用牛の改良増殖の進

展速度をゆるめずにすんだ。海外におけるＢＳＥや高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病が発生した場合のリスクが高まっ

ており、家畜改良センターには、我が国の種畜が過度に海外依存する構造にならないよう、国内で種畜を確保する機能が期待さ

れているが、今回の措置は、まさにその機能を十分に発揮したものであり、高く評価できる。

イ 豚について、系統造成中であったデュロック種の雄型系統を中期目標より１年早く完成させ、系統豚「ユメサクラ」として認

定を受けている。このことは、造成に要する経費を大幅に節減したばかりでなく、当該系統豚は極めて高い発育能力・肉質を有

するものであり、今後この系統豚を早期に配布することにより、我が国全体の養豚の生産性向上に貢献できるものと期待され、

高く評価できる。

ウ 調査研究のうち乳用牛の遺伝子育種技術について、乳房炎の感受性／抵抗性に関与する遺伝子について、その機能を詳細に解

明している。さらに、この遺伝子型を特定するための検査方法について特許出願申請を行うに至っており、高く評価できる。

、 、 。これらの実績については いずれも計画を大きく上回り優れた成果が得られたものであることから Ｓ評価に値すると判断した

③ 以上の特筆すべき事項に加え、生産コストの試算や業務の外部化の取組等の業務運営の効率化、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おける着実な公共サービスの実施、自己収入増加への取組や資金の重点的な活用などの財務関連の取組

等を総合的に評価した結果、総合評価はＡ評価とした。

２．業務運営に対する主な意見等

〔１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置〕について

① 種畜等生産物の生産コストの把握・分析について、専門家の指導を受けて具体的なコスト試算方法を検討し、平成１６年度は

比較的生産過程が単純な飼料作物種苗の試算を行い、生産コストの要因分析及びコスト低減に向けた具体的対応策の検討に取り

組んでいる。平成１７年度以降には、種畜の生産コストについても試算に取り組むこととしており、引き続き確実な取組を期待

する。

② 業務効率化の方策としての業務の外部化について、一部の遠隔圃場における飼料生産業務を地元コントラクター組織に委託す

ることを検討し、平成１７年度当初から実施できるよう契約の締結を行っている。これは、可能なものから順次業務の外部化に
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取り組んでいるものとして評価できる。

〔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とるべき措置〕について

乳用牛の改良については、前述の候補種雄牛の確保に加え、国内の種畜の遺伝的能力評価を行うとともに、平成１５年度に加①

盟した種雄牛の国際評価機関「インターブル」における評価が、より信頼性の高い評価を行うため評価手法の改善を行いつつ、

確実に行われている。

② 肉用牛の改良については、後代検定事業の推進のほか、受精卵分割や体外受精等の技術を活用した新育種手法の開発、遺伝的

多様性に配慮した育種資源の確保等に取り組んでいる。

③ 豚の改良については、前述の雄型系統の完成に加え、種豚の遺伝的能力評価とその利用体制の構築に取り組んでいるが、米国

でしかできていないことであり、着実な進展を期待する。

④ 食の安全・安心の確保に資する「牛トレーサビリティ法」に基づく事務については、予算及び人員の重点投入を行い、生産履

歴の検索の増加等に適切に対応するとともに、ＢＳＥ発生時の緊急検索を１～３時間で行うなど確実に実施されている。なお、

家畜改良センターで行われている牛トレーサビリティ業務の信頼性を高めるために投入するコストは大きく、生産者や一般の方

々から十分な理解と協力が得られるよう、もっと工夫して上手にＰＲする必要がある。

⑤ 飼料作物種苗の検査については、ＯＥＣＤ種子制度に基づく検査において、検査結果の通知までに要する日数の短縮が一層図

られている。既に中期目標を達成しているので、引き続きこの水準を維持できるよう努めることを期待する。

⑥ 調査研究のうち形質評価手法の開発については、牛肉等の脂肪酸の不飽和度、融点等食味に影響を及ぼすと見られる項目が種

畜の選抜指標としての利用が期待できることから、評価システムの確立に向けた一層の取組が必要である。

⑦ また、平成１７年度は中期目標期間の最終年度に当たることから、これまでの業務の実績を中期目標・中期計画に照らし、経

年的に検証が行われるようにする必要がある。

〔３ 予算（人件費の見積りを含む 、収支計画及び資金計画〕について。）

① 収入については、国からの運営費交付金及び施設整備費補助金は計画どおりであり、自己収入は種畜の能力向上や販売努力に

より、予算に対して８割以上の増収であった。

② 支出については、一般管理費の節約に積極的に取り組む姿勢が伺え、既定事業物件費は対前年比９８％に抑制された。

③ 経費の節減に努める一方で、理事長のトップマネジメントにより、業務の効率化・低コスト化に向けた職員の取組を引き出す

インセンティブ予算措置、重点業務の成果拡大のための予算措置を行うなど、効果的な資金活用が図られている。

〔５ 剰余金の使途〕について

平成１３年度及び１４年度の利益で積み立てた目的積立金の一部を活用して、草地整備用の用地を取得したことについては、

今後の業務成果の拡大に資する飼料の増産を図るための措置であり、適正な執行であったと評価する。

〔６ その他主務省令で定める業務運営に関する事項〕について

① 施設整備費に関しては、今後の家畜改良の基盤強化のための施設を中心として整備が実施されている。

② また、職員の人員配置・勤務時間に関しては、牛の個体識別業務を担当する部署について、業務の重要性から定員以上の職員
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を配置するとともに、出生・異動等の届出を行う生産者等に配慮して勤務時間のスライド制を導入したことは、独法らしい取組

であり評価する。


