
独立行政法人家畜改良センター 平成１７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



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

【評価結果】して平成１２年４月 する。
この項目に属する評価は、個別に評価を行った結果、重点家畜等の増頭が行われるに策定された「酪農 Ｓ評価：３点、Ａ評価

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たと認及び肉用牛生産の近 ：２点、Ｂ評価：１点
められる。代化を図るための基 Ｃ評価：０点、Ｄ評価

本方針 「家畜改良 ：－１点」、
増殖目標 「鶏の改」、
良増殖目標 及び 飼 Ａ：４点以上」 「
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
ビスその他の業務の 合には、各小項目の達成状

、質の向上を効率的か 況及びその他要因を分析し
つ効果的に推進する 必要に応じＳ評価とするこ
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 の合計 □豚 ２／２点 （・Ａ・）
務については、家畜 □鶏 ２／２点 （・Ａ・）
の改良を効率的に推 各細項目の評価点数の
進し生産性の向上を 区分は以下のとおりと 合計 ８／８点
図る観点から、畜産 する。
物の需要動向、家畜 Ｓ評価：３点、Ａ評価
の飼養動向等を勘案 ：２点、Ｂ評価：１点
して、乳用牛、肉用 Ｃ評価：０点、Ｄ評価
牛、豚及び鶏の４畜 ：－１点
種に重点化する。

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



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
による改良体制に移行し、ジャージー種の繋養を中止するとともに、ホルスタイン種は、ホルスタイン種 Ｓ：計画を大きく上回り、
の育種規模を大きくするなど、業務の重点化を計画どおり順調に実施した。に重点化し、ジャー ジャージー種につ 優れた成績が得られた

ジー種については、 いて、種畜の生産・ Ａ：計画どおり順調に実施
【説明】種畜の生産・配布か 配布業務から広域的 された
① ジャージー種については、凍結精液を確保した上で、平成１８年１月に繋養を中ら遺伝的能力評価に な遺伝的能力評価に Ｂ：概ね計画どおり順調に

止し、種畜の生産・配布業務を終了した。基づく改良の推進に よる改良の推進業務 実施された
、 。移行する。 に移行し、ホルスタ Ｃ：計画どおり実施されな ② １７年８月と１８年３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

、 、 。イン種への業務の重 かった ③ 従来 ジャージー種を飼養していた施設等を活用し ホルスタイン種を増頭した
この結果、ホルスタイン種の雌畜飼養頭数を１，２６１頭から１，３５６頭へ対前点化を図る。 Ｄ：計画どおり実施されず、
年度比７．５％増やし、ホルスタイン種への重点化を進めた。その要因は法人の不適切

な業務運営にあった

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 優れた成績が得られた

ディーン・アンガス 止した外国種育種改 Ａ：計画どおり順調に実施
【説明】種及びヘレフォード 良事業に振り向けて された
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（１７年度末現在の在種）の改良業務は中 いた施設等を活用し Ｂ：概ね計画どおり順調に

庫量は、精液７，０５４本、受精卵４１１個）し、種畜の生産等の育種改良業務を止する。 て改良規模を大きく 実施された
終了した。する等黒毛和種への Ｃ：計画どおり実施されな

② １６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業務の重点化を図 かった
牛として供用した。る。 Ｄ：計画どおり実施されず、

③ １６年度に引き続き、外国種の育種改良に用いていた施設は、黒毛和種生産用受その要因は法人の不適切
卵牛舎として外国種及び黒毛和種の受卵牛を飼養した。な業務運営にあった

④ 黒毛和種雌牛の積極的な増頭に取り組んだ結果、黒毛和種の育種事業用雌牛頭数
を１，５７５頭から１，７０９頭へ対前年度比８．５％増やした。

ウ 豚については、系 ウ 豚 □豚 Ａ【総括】デュロック種系統「ユメサクラ」の維持・普及に努めるとともに、遺伝的能
力評価の事業推進会議や評価技術検討会の開催、地域の各種会議への職員の派遣等に統造成に引き続き取 Ｓ：計画を大きく上回り、
より、事業の推進に努め、業務の重点化を計画どおり順調に実施した。り組むとともに、広 完成した系統豚の 優れた成績が得られた

域的な遺伝的能力評 維持・普及を推進す Ａ：計画どおり順調に実施
【説明】価の体制を整備す るとともに、広域的 された
① 昨年度認定されたデュロック種系統「ユメサクラ」については、種豚及び精液をる。 な遺伝的能力評価に Ｂ：概ね計画どおり順調に

配布して系統豚の普及を推進した。重点化を図るための 実施された
② 以下の取組を行うことにより、広域的な遺伝的能力評価に重点化を図るための体体制を整備する。 Ｃ：計画どおり実施されな

制を整備した。かった
ａ 種豚生産者等を参集して普及推進方針や重点普及推進地域の設置等について検Ｄ：計画どおり実施されず、

、 、その要因は法人の不適切 討するための事業推進会議や 学識経験者等を参集して能力評価の信頼性の向上



評価内容や項目の充実について検討する評価技術検討会を開催した。な業務運営にあった
ｂ センター内に本所及び関係牧場の職員で構成する豚遺伝的能力評価推進チーム

を設置した。
ｃ 種豚生産者等が参加する地域の各種会議に職員を派遣し、遺伝的能力評価の普
及に努めた。

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把握された、消
費・流通ニーズに対応して絞り込んだ系統の造成に重点化し、計画どおり順調に実施については、消費・ Ｓ：計画を大きく上回り、
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
【説明】化する。 成に重点化を図るこ された
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、卵質及び肉質に関するアンケートの実施や関係んだ系統数を維持す 実施された
者との意見交換を行い、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】飼料作物種苗の増殖対象品種・系統について需要調査等を基に、４品種・系
統を削除するとともに、新しく育成された３系統を追加し、最新品種・系統に重点化生産 生産 生産 指標＝増殖対象品種・系統
した。この結果、基準年度（１２年度）から１７年度までの通算削減率は目標（基準の削減数（基準年：
年対比１０％）を上回る１６．９％（２２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
【説明】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
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 アルファルファ タ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 （ ） 、 「

チワカバ」等は新品種の置き換えが進んでおり、今後の需要が低いと考えられる品上を図る観点から、 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
種があることが明らかになった。この調査結果等に基づき、国内流通から１０年以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
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４品種・系統を増殖対象動向を踏まえて、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
品種・系統から削除した。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

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１０％程度削減し、 以上経過し、置き換 削減率が基準年比に対し
育成状況調査に基づき、新しく育成された３品種・系統を増殖対象品種・系統に追最新品種・系統に重 え品種が育成されて て年率１.８％以上削減
加した。点化する。 いる品種を中心に３ し、最新品種・系統に重

③ この結果、１３年度から１７年度までの通算で１６．９％（２２品種・系統）の品種・系統以上の削 点化した
削減を行い、 新品種・系統に重点化した。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 ◇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・） Ａ
による経費の抑制 指標＝「小項目の項目数× ◇経費の抑制 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

【特記事項】業について、少なく する。
会計システムから得られたデータを基に、財務状況の分析を行い、経費節減に資すとも対前年度比で１ Ｓ評価：３点、Ａ評価

るための要因等分析を行った。また、飼料作物種苗生産コストの試算に加え、新たに％抑制する。 ：２点、Ｂ評価：１点
鶏の種卵生産コストの試算を行い、経費節減に資するための検討を行ったことは評価Ｃ評価：０点、Ｄ評価
できる。：－１点

さらに、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など積極的に取り組んでいるもＡ：満点×９/１０≦合計点
のと評価できる。Ｂ：満点×５/１０≦合計点

＜満点×９/１０
Ｃ：合計点＜満点×５/１０

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。

※「◇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 ◇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化による経費の抑制 化による経費の抑制 しによる業務の効率化
方針に基づき業務経費を抑制するなど、計画どおり順調に実施した。Ｓ：計画を大きく上回り、



コンピュータネッ 引き続きコンピュ 優れた成績が得られた
【説明】トワークシステム等 ーターネットワーク Ａ：計画どおり順調に実施
① 会計システムについて、 新のＯＳに対応したソフトの整備及び更新を行い、事を活用して電子化を システムを活用した された

務処理の電子化及び高速化の維持・拡大に努めた。進めるとともに、日 事務処理の電子化・ Ｂ：概ね計画どおり順調に
また、減損会計の導入に先立ち、会計システムの資産管理機能における減価償却常業務の点検及び作 高速化を進めるとと 実施された

及び帳票印刷処理の適正化を図った。業体系の見直しを行 もに、会計システム Ｃ：計画どおり実施されな
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い業務の効率化を図 による費用分析を活 かった

て効率化を図った。り、各事業年度の人 用した生産コスト把 Ｄ：計画どおり実施されず、
② 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、毎月、業務の点検を実件費を除く運営費交 握の検討及び人事・ その要因は法人の不適切

施して必要に応じて作業体系の見直しを図るとともに、経費節減対象科目の節約状付金で行う事業につ 給与情報を利用した な業務運営にあった
況を点検して事務の効率化・迅速化及び経費の節減に努めた。いて、少なくとも対 人事・給与業務の効

③ 業務に係る経費を抑制するため、電気料、電話料、燃料費等を対象に効率化予算前年度比で１％抑制 率化を進める。 上記小項目について
（経費削減関係）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する。 また、効率化推進 は、各年度の年度計画
り経費節約を積極的に指導した。検討委員会でまとめ において定められてい

また、収入及び支出について前年度実績額の財務分析を行い、各場における今後た効率化方針に基づ る具体的目標等に照ら
の経費節減に資するための要因等分析を行った。き、業務に係る経費 し、達成度の評価を行

④ 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、外部専門家の指の抑制を行う。 うものとする。
導を受けて具体的なコスト試算方法を検討し １６年度に引き続き飼料作物種苗 イ、 （

） 、 。 、タリアンライグラス について試算を行い 経年比較及び要因分析を行った また
新たに種畜等のうち比較的生産過程が単純な鶏について試算を行った。

⑤ 新冠牧場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と
委託契約を締結し、実施した。

◇経費の抑制 Ａ【 】 ， ， （総括 人件費を除く運営費交付金で行う事業については２ ４５３ １９５千円 対
前年度比９８．８％）と、対前年度比１．２％抑制した。指標＝運営費交付金で行う

事業の経費（人件費を
【説明】除く）についての対前

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、１６年度予算額（決年度抑制率
算額）２，４８２，９４１千円に対し、１７年度は２，４５３，１９５千円と対前年Ｓ：１％以上であって特に
度比９８．８％に抑制した。優れた成果が得られた

Ａ：１％以上
Ｂ：０.７％以上１％未満
Ｃ：０.７％未満
Ｄ：０.７％未満であってそ

の要因は法人の不適切な
運営にあった

（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
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
【説明】１３年度から四半期 半期ごとに定期的に された
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３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 独 家畜改良センター 以め 組織を再編する 政需要に機敏に対応 された、 。 、 、（ ） （

下「センター」という ）本所・牧場に技術協力専門役、改良技術専門役、生産技(参考) するため、引き続き Ｂ：概ね計画どおり順調に 。
術専門役等の専門役１７名を配置した。（１）業務運営の効率 スタッフ制等を活用 実施された

② 新たな行政需要に対応するため、平成１５年度に牛の個体識別のための情報管理化を図るため、課の した機動的かつ効率 Ｃ：計画どおり実施されな
等を行う個体識別部を新設し、１７年度においては１５名の職員を配置して業務の統合を図る。 的な組織体制の整備 かった
円滑な推進に努めた。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
ため、スタッフ制を
導入する。 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 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
指標＝各小項目の評価点数 ◇飼料作物種苗の生産 ２／２点（・Ａ・）

業務を円滑かつ効 の合計 ◇調査研究 ２／２点（・Ａ・）
率的に推進するた
め、行政機関、研究 各小項目の評価結果の 合計 ６／６点
機関民間、大学等と 区分は以下のとおりと
の連携を図る。 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、すべての項目について他機関：２点、Ｂ評価：１点

との連携及び適切な分担がなされ、効率的な推進が図られており、年度計画どおり順Ｃ評価：０点、Ｄ評価
調に実施されたと認められる。：－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
【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
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、大学等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。
畜供給体制や人工受精技術等の検討、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、
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
【説明】連携を取り、増殖計 産・配布業務につい された
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実施し、全国の公的品種育成増殖品種及び栽培面 Ｃ：計画どおり実施されな

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、青刈りとうもろこし新品種「ぱぴりか」の種子増殖について、行政ニー団体等との連携を図
ズ等を踏まえ、１７年度の親系統種子の増殖面積を当初計画の２．５倍に増加させりながら業務を効率
た。また、１８年度の飼料専用稲品種の種子増殖を従来の１品種から２品種に対応的に実施する。
できるようほ場を整備した。



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、２０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模の技術検討会を開催して情報交ついては、基礎研究 Ｓ：計画を大きく上回り、
換や技術開発の方向性の検討を行うなど、計画どおり順調に実施した。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

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
【説明】等との連携を行う。 機関等との共同研究 された
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２０課題に取り組んだ。に積極的に取り組む Ｂ：概ね計画どおり順調に

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３課題、家畜繁殖技とともに、新技術に 実施された
術分野５課題、家畜飼養管理技術分野２課題、飼料作物種苗分野２課題及びその他関する全国規模の技 Ｃ：計画どおり実施されな
の分野５課題であり、相手先は県２、独立行政法人３、大学５、団体３、企業６で術検討会開催やネッ かった
あった。トワーク構築を行 Ｄ：計画どおり実施されず、

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「核移い、情報交換、技術 その要因は法人の不適切 、
植技術全国検討会」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開発等について検討 な業務運営にあった
に、今後の技術開発の方向性等について検討を行った。することにより、効

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、大率的な調査研究を実
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。施する。

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
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 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・）

指標＝各小項目の評価点数 ◇豚の改良 １／２点（・Ｂ・）
急速に進展する国 の合計 ◇鶏の改良 ２／２点（・Ａ・）

際化の流れの中で、 ◇馬等の改良 ２／２点（・Ａ・）
我が国畜産の発展を 各小項目の評価結果の ◇種畜検査 ２／２点（・Ａ・）
図っていくために 区分は以下のとおりと ◇家畜の遺伝資源の保存 ２／２点（・Ａ・）
は、畜産の生産性の する。 ◇飼養管理の改善 ２／２点（・Ａ・）
向上及び畜産物の品 Ｓ評価：３点、Ａ評価 ◇家畜個体識別事業の推進 ２／２点（・Ａ・）
質の向上を推進して ：２点、Ｂ評価：１点
いくことが重要な課 Ｃ評価：０点、Ｄ評価 合計 １７／１８点
題となっている。 ：－１点

特に、進展の著し
【評価結果】いバイオテクノロジ Ａ：１７点以上

、 、 （（ ）ー等の新技術や情報 Ｂ：９点以上１７点未満 この項目に属する評価は 個別に評価を行った結果 豚の優良種畜等の配布 ３
－イ－（イ ）については、オ－エスキー病の侵入を受けたことから、年度計画を達分析技術等を家畜の Ｃ：９点未満 ）
成することができず、Ｂ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育種改良に導入して
に実施されたと認められる。家畜の能力向上を図 ただし、Ａ評価とした場

るとともに、家畜の 合には、各小項目の達成状
、能力を発揮させるた 況及びその他要因を分析し

めに必要な飼養管理 必要に応じＳ評価とするこ
の改善を推進してい とができる。また、Ｃ評価
く必要がある。 とした場合には、要因を分

このためセンター 析し、必要に応じＤ評価と
は 「酪農及び肉用 することができる。、
牛生産の近代化を図
るための基本方針 当該評価を行うに至った」、
「家畜及び鶏の改良 経緯や特殊事情、中期目標
増殖目標」の達成に や中期計画に記載されてい
資する観点から、家 る事項以外の業績その他特
畜の能力検定・遺伝 筆すべき事項等を併せて記
的能力評価の推進を 載する。
図るとともに、その
所有する畜産基盤を
十分に活かして、よ
り効率的な育種改良
手法の開発・実用化
・導入に積極的に取
り組みつつ、家畜改
良増殖法（昭和２５
年法律第２０９号）



第３条の４の規定に
基づく優良な種畜、
家畜人工授精用精液
及び受精卵の供給等
に努め、特に次の業
務に重点を置いて家
畜改良を進める。

（１）乳用牛 （１）乳用牛 （１）乳用牛 ◇乳用牛の改良 □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

【特記事項】改良に重点を置き、 する。
乳用牛の育種改良について、引き続き後代検定事業を円滑に推進するとともに、後代検定事業の推 Ｓ評価：３点、Ａ評価

優良種雄牛等を供給していることは評価できる。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
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・）
全国同一基準で候 数の合計 ▽後代検定の年２回の実施 ２／２点（・Ａ・）

補種雄牛の遺伝的能
力評価を行う後代検 各微細項目の評価結果 合計 ８／８点
定事業を円滑に推進 の区分は以下のとおり
することとし、次の とする。
とおり行う。 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 候補種雄牛の遺 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、実施計画の検伝的能力を全国ベ 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。ースで同一基準に 研究者等の参画を 得て 「全国後代 Ｓ：計画を大きく上回り、、

より評価を行う後 得て、後代検定事 検定推進会議 、 優れた成績が得られた」
【説明】代検定事業を推進 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
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、する。 図る。 進会議」等を開催 された

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
② 特に、米国におけるＢＳＥの発生（平成１５年１２月）以降米国からの牛生体の実施計画の検討・ 実施された

輸入が停止されていることから、前年度に引き続き人工授精事業体の要望により１作成等を行う。 Ｃ：計画どおり実施されな
６頭の候補種雄牛を供給し、後代検定事業を円滑に推進した。かった

③ 乳用牛改良事業（牛群検定事業、後代検定事業等）の効率的な運営に係る検討会Ｄ：計画どおり実施されず、
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、会議資料のその要因は法人の不適切
作成や報告書の取りまとめに参画する等会議内容の充実に貢献した。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 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」
（ 「 」 。） 、 。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、 以下 ガイドライン という の見直しを行うなど 計画どおり順調に実施した

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
【説明】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

後代検定中央推進会議において見直しを検討し 「平成１７年度ガイドライン」をである期待育種価 ンの見直しを行 された 、
策定した。等について毎年見 う。 Ｂ：概ね計画どおり順調に

直しを行う。 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（１００頭 ・後期（８５頭）に分けて計１８５頭）
を確保し、後代検定に供した。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、 、 、 、
【説明】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
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の発生に伴い、牛の生体輸入が停止されたが、人工授を実施する。 検定に供する。 未満

精事業体の要望に応え１６頭の候補種雄牛を配布したこと等により候補種雄牛が確Ｃ：１３０頭未満
保され、計画どおり後代検定が実施された。Ｄ：１３０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

ｄ また、平成１３ ▽後代検定の年２回 前期 Ａ（ 、 【総括】１３年度に後代検定を開始した候補種雄牛全頭（１８５頭）について遺伝的
、 、 、 、年度に後代検定を 後期）の実施 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 １７年５月 ８月☆

１１月及び１８年２月に評価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、
牛全頭について検 優れた成績が得られた

【説明】定成績に基づく遺 Ａ：計画どおり順調に実施
① １３年度に後代検定を開始した候補種雄牛１８５頭全頭について、娘牛の検定成伝的能力評価を行 された

績をもとに遺伝的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５７頭、８月３９頭、１１月６果を公表する。 実施された

０頭、２月２４頭、計１８０頭であった。Ｃ：計画どおり実施されな
③ 評価結果は、１７年５月、８月、１１月及び１８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
【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行う。 は、各年度の年度計画 ☆



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、計画どにおいて定められてい
おり順調に実施した。る具体的目標等に照ら

し、達成度の評価を行
【説明】うものとする。
① インターブルの国際種雄牛評価結果によると、インターブルへの参加以来引き続

き、我が国の種雄牛は海外の種雄牛と比較して遺伝的能力の平均値がトップレベル
であった。

② 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。

③ 評価結果については、ホームページ（http://www.nlbc.go.jp/hinshu/j32xjoho/
j322milk/j3224koh/061/digest061.pdf）上にその概要を公表した。

④ 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｣や研修会等へ職員を派遣して講演を行うなど、積極的な情報提供に努め
た。

☆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。
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 １７年５月 ８月 １１月及び１８年２月の４回
供用中の種雄牛（１回平均８２．５頭）及び検定データを保有し評価が可能なすべて畜の導入、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
の雌牛（１回平均約４３６千頭）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
【説明】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



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、１７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４２８，０８０頭について評価を行い、１７年５（約１００頭）及 び評価が可能な牛群検定
月９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、１７年５月までのデータに基づき、当時供用中の種雄牛８３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４３０，２３５頭について評価を行い、１７年８頭（約４０万頭） Ｃ：供用中の種雄牛全頭及
月８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、１７年８月までのデータに基づき、当時供用中の種雄牛８０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４４２，４３５頭について評価を行い、１７年１満
１月１４日に評価値を公表した。

⑤ 第４回は、１７年１１月までのデータに基づき、当時供用中の種雄牛８１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４４４，７１１頭について評価を行い、１８年び牛群検定加入雌牛頭
２月１３日に評価値を公表した。数については年度報告

に記載

※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 評価技術検討会を開催し、現在利用している遺伝的パラメーターを最新の情 Ａ【総括】
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、 報を基に推定した遺伝的パラメーターに変更するなど、計画どおり順調に実施した。
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

【説明】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
① 従来の遺伝的パラメーターを用いた遺伝的能力評価結果と、 新の情報（2005-8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

月評価用データ）を基に推定した遺伝的パラメーターを用いた遺伝的能力評価結果とともに、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「 」
を比較・検討した結果、2005-11月評価以降 新の情報を基に推定した遺伝的パラ度の向上等評価手 る。 を開催し、現在利 実施された
メーターを用いることとした。法の改善を行う。 用している遺伝的 Ｃ：計画どおり実施されな

② 2005-11月評価に先立ち、９月のインターブルテストランに参加した。パラメーターにつ かった
、いて検討する。 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。

（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 ▽優良種畜等の情報提供 ２／２点（・Ａ・）

指標＝各微細項目の評価点 ▽優良種畜等の配布 ２／２点（・Ａ・）
数の合計

合計 ６／６点
各微細項目の評価結果
の区分は以下のとおり
とする。
Ｓ評価：３点、Ａ評価
：２点、Ｂ評価：１点
Ｃ評価：０点、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 我が国の飼養環 ａ 遺伝的能力の評 ａ 遺伝的能力評価 ▽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
材として活用するとともに、未経産採卵等の新技術を駆使して雄子牛を生産し、期境（気候・風土・ 価値に基づき、国 値に基づき、国内 指標＝候補種雄牛生産頭数
待育種価の高い候補種雄牛３５頭を選抜して確保した。飼料・飼養 管理 内の優良雌牛を活 の優良雌牛のうち Ｓ：３２頭以上であって特

等 、牛群に適し 用した的確な計画 上位１％以内の雌 に優れた成果が得られた）
【説明】た種雄牛の生産・ 交配の実施等によ 牛を育素材として Ａ：３２頭以上
① 優良育種素材を確保するため、 新の遺伝的能力評価値上位１％以内の国内優良利用を図るため、 り、雄子牛を毎年 活用し、計画交配 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遺伝的能力が高い 生産する。 により雄子牛を生 Ｃ：２５頭未満
調査とした。国内の優良な雌牛 産する。 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。を活用して期待育 ｂ 優良な育種素材 の要因は法人の不適切な
③ センター所有の育成雌牛から、 新の遺伝的能力評価結果を基に推定育種価の高種価の高い候補種 を計画的に導入 ｂ 選抜精度の向上 業務運営にあった

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、雄牛を毎年３５頭 し、世代間隔短縮 及び世代間隔の短
雄子牛等を生産した。程度供給するとと のための未経産採 縮による改良速度

④ 候補種雄牛を目的として生産又は導入した雄子牛７７頭の中から、推定育種価、もに、中期目標の 卵・受精卵移植に の向上を図るた
発育成績等を基に優良雄子牛５６頭を一次選抜し、さらに精液生産能力等により候期間中に優良種畜 よる雄子牛生産、 め、同一場所での
補種雄牛３５頭を選抜して確保した。等を１６０頭程度 未経産採卵後のド 能力検定及び未経

配布する。 ナー検定による 産採卵等の新技
精度の高い雄子牛 術の導入により、 ▽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、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。ｂ 効率的な育種改 の期待育種価の算 効率的に候補種雄 Ｓ：計画を大きく上回り、
良を行うため、実 出等により、効率 牛を生産する。 優れた成績が得られた

【説明】用段階に入った新 的に候補種雄牛を Ａ：計画どおり順調に実施
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技術を活用した新 生産する ｃ 上記ａ及びｂに された

をホームページ（http://www.nlbc.go.jp/tokachi/hols/hols.htm#top）に掲載すたな育種改良手法 より候補種雄牛３ 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）として都道府を導入する。 ｃ これらにより、 ５頭を確保・供給 実施された
県、試験研究機関、後代検定事業実施主体、報道機関等に配布した。期待育種価の高い する。 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及び種雌牛について、人工授精事業体、農協等候補種雄牛を毎年 かった
へ情報提供を行った。３５頭程度供給す ｄ 候補種雄牛以外 Ｄ：計画どおり実施されず、

る。 の優良な種畜等に その要因は法人の不適切
ついて、ホームペ な業務運営にあった

ｄ 候補種雄牛生産 ージ等において情
に伴い生産される 報提供を行い、３ 上記微項目について
優良種畜等につい ８頭程度配布す は、各年度の年度計画
て情報提供を行 る。 において定められてい
い、中期目標期間 る具体的目標等に照ら
中に１６０頭程度 し、達成度の評価を行
配布する。 うものとする。

▽優良種畜等の配布 Ａ【総括】優良種畜６８頭、凍結精液３３，０６０本を配布した。
指標＝優良種畜等の配布頭



【説明】数
① 種畜等の配布については、団体、農協等に対して種畜６８頭を配布し、年度目標Ｓ：３５頭以上であって特

３８頭を大きく上回った。に優れた成果が得られた
② また、検定済種雄牛の凍結精液３３，０６０本を配布した。Ａ：３５頭以上

Ｂ：１９頭以上３５頭未満
Ｃ：１９頭未満
Ｄ：１９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。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

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 ２ 満点 に対する 各」（ ） 「
的能力評価値に基づ 微項目の点数の合計値 合計 ４／４点」
く種畜の導入 交配 （合計点）の比率、 、
選抜・淘汰が行わ
れ、改良が効率的に 微項目の評価点数の
進められるよう、平 区分は以下のとおりと
成１５年度までに評 する。
価可能な牛群検定加 Ｓ評価：３点、Ａ評価
入雌牛全頭（約５０ ：２点、Ｂ評価：１点
０頭）の遺伝的能力 Ｃ評価：０点、Ｄ評価
の評価を実施し、公 ：－１点



表する。
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。

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。

（ア）ジャージー種の （ア）遺伝的能力評価 △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主要な飼養地域の関 の結果等をもとに、 Ｓ：計画を大きく上回り、
など、計画どおり順調に実施した。係機関等との連絡調 ジャージー種の主要 優れた成績が得られた

整を行い、データ収 な飼養地域の関係機 Ａ：計画どおり順調に実施
【説明】集等に関して関係機 関等の連携・協力を された
① ジャージー種関係機関の参画を得て連絡調整会議を開催し、遺伝的能力評価の結関との協力を図る。 得て 「連絡調整会 Ｂ：概ね計画どおり順調に、

果等を基に、生産者による遺伝的能力評価を活用した新たな種雄牛生産の取組への議」及び「評価技術 実施された
協力・支援体制について検討した。（イ）遺伝的能力評価 検討会」を開催し、 Ｃ：計画どおり実施されな

② 学識経験者の参画を得て評価技術検討会を開催し、昨年度から評価を開始した体について、技術的検 次のとおり行う。 かった
細胞スコアを含む評価結果について確認した。討、評価の試行・改 Ｄ：計画どおり実施されず、

善等により、評価手 ａ 連絡調整会議に その要因は法人の不適切
法を確立する。 おいては、遺伝的 な業務運営にあった

能力評価を含めた
今後の改良体制に
関する意見・要望
の聴取を行う。

ｂ 評価技術検討会
においては、連絡
調整会議での検討
結果等を踏まえ、
評価手法等の改善
について検討を行
う。

（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、１７年８月、１８年３月の２回、検定データを保
有し評価が可能なすべての雌牛（１回平均約２，５００頭）について実施し、公表す法を用いて、牛群検 の結果に基づき評価 Ｓ：計画を大きく上回り、
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
【説明】び血統データを収集 保有する雌牛全頭に された
① （社）家畜改良事業団及び日本ジャージー登録協会の協力により、データの整備・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

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、１７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２，３２３頭について実施し、１７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、１７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２，６６３頭について実施し、１８年３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。

【特記事項】多様性の確保に配慮 Ｓ評価：３点、Ａ評価
肉用牛の育種改良について、引き続き後代検定事業を円滑に推進するとともに、しつつ、広域代検定 ：２点、Ｂ評価：１点

優良種雄牛等を供給していることは評価できる。事業の推進、遺伝的 Ｃ評価：０点、Ｄ評価
能力評価の実施及び ：－１点
候補種雄牛等の生産
・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。

【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
いて、１８年度基準種雄牛の選定方法について承認を得るとともに、１７年度基準種進 進 進 Ｓ：計画を大きく上回り、
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われるよう調整を行うな優れた成績が得られた
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
【説明】し 次のとおり行う Ｂ：概ね計画どおり順調に、 。
① 肉用牛改良推進中央協議会において、１８年度基準種雄牛２頭の選定方法につい実施された

（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 Ａて承認を得た。



② １５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
事業実施県と調整を行った。また、１８年度基準種雄牛については、産子の配置計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、 、
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、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
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）家畜改良事業団とのの改良を図るため、 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
調整を行った。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

推進する。 業の円滑な推進を図 子の配置計画等につ
る。 いて検討を行う。

（イ）遺伝的能力評価 （イ）広域後代検定事 （イ）上記会議におけ
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、 各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
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、
【説明】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

１７年９月において開催した評価技術検討会において、価手法について、技 手法等の改善につい された
ａ ステーション検定 分の評価手法について、肥育開始年の効果を取り入れるこ術的検討、評価の試 て検討を行う。 Ｂ：概ね計画どおり順調に ☆

との是非行・改善により評価 実施された
ｂ フィールド検定 分の評価手法について、と畜年の効果を取り入れることの是手法を確立する。 Ｃ：計画どおり実施され ☆☆

非、検定場区分の見直しなかった
等を協議し、いずれも現行どおりとすることとした。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）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、検定が終了したすべての広域後代検定候補種雄
牛３７頭について評価を行い、結果を公表するなど、計画どおり順調に実施した。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、

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
【説明】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

遺伝的能力評価については、１７年６月末までに検定が終了したすべての広域後代データを収集・分析 データを収集・分析 された
検定候補種雄牛３７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
果を１７年１２月に公表した。ら毎年１回定期的に を実施し、結果を公 実施された

評価し、公表する。 表する。 Ｃ：計画どおり実施されな
☆ステーション検定かった

、 、 、Ｄ：計画どおり実施されず、 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その要因は法人の不適切
法をステーション検定という。な業務運営にあった
☆☆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*候補種雄牛頭数について
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は年度報告に記載
という。

（※平成１５年度から評価
開始）

（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、１５年度候補種雄牛の集合検定を実施す
るとともに、１６年度候補種雄牛の集合検定を開始するなど、計画どおり順調に実施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、
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
【説明】平成１５年度からセ 集合検定を実施す された
① ４県７頭の１４年度候補種雄牛については、生産・選定した検定息牛１３頭の検ンターにおいて集合 る。 Ｂ：概ね計画どおり順調に

定を終了した。検定を行う。 実施された
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Ｃ：計画どおり実施されな

息牛１３頭を選定し、集合検定を実施し、このうち５頭について検定を終了した。かった
なお、残りの８頭については１８年度第１四半期に検定が終了する予定である。Ｄ：計画どおり実施されず、

③ ２県４頭の１６年度候補種雄牛については、生産した１５頭の雄子牛のうち検定その要因は法人の不適切
息牛８頭を選定し、このうち２頭の集合検定を開始した。なお、残りの６頭についな業務運営にあった
ては１８年度第１四半期に検定を開始する予定である。

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 △と場卵巣の活用による子牛生産 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 △優良種畜等の情報提供 ２／２点（・Ａ・）
：２点、Ｂ評価：１点 △優良種畜等の配布 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
【説明】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
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（増体タイプ：気高系、藤良系等、肉質タイプ：田尻系、茂金系を１２０頭程度配布 実施された
等）に属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

② 凍結精液：増体タイプ１，３７９本（うち遺伝的多様性の確保用８８２本 、肉かった ）
質タイプ９０２本の計２，２８１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、

③ 凍結受精卵：増体タイプ１７６個（うち遺伝的多様性の確保用１２３個 、肉質良を行うため、実用 その要因は法人の不適切 ）
タイプ３１個の計２０７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：増体タイプとして３３頭（本牛又は母牛の枝肉重量期待育種価がＡクラスを活用した新たな育
のもの２３頭、Ｂクラス のものが６頭、その他期待育種価はないが増体タイプと種改良手法を導入す 上記微項目について ☆ ☆

して血統的に魅力のあるもの４頭を収集した。このうち１９頭については、遺伝的る。 は、各年度の年度計画
多様性の確保のためのものでもある 、肉質タイプとして１２頭（本牛の脂肪交雑において定められてい ）
期待育種価がＡクラス のもの１１頭、その他期待育種価はないが肉質タイプとしる具体的目標等に照ら ☆

て血統的に魅力のあるもの１頭）の計４５頭を収集した。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、Ｂ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）卵分割クローン △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頭を生産するとともに、卵分割クローン検定手
法についてこれまでの成果を取りまとめるなど、計画どおり順調に実施した。確保し、卵分割によ 牛を用いた候補種雄 指標＝卵分割クローン牛の



るクローン牛を期間 牛の予備選抜手法を 年間生産数
【説明】内に５０組以上生産 確立するため、卵分 Ｓ：１０組以上であって特
① 卵分割クローン牛の生産については、１７年度においては雄双子１７組３４頭、することにより、ク 割によるクローン牛 に優れた成果が得られた

雌双子１０組２０頭を生産した。ローン牛を用いた候 を１０組以上生産す Ａ：１０組以上
② 卵分割クローン牛の肥育については１４頭が終了し、１７年度に肥育開始した１補種雄牛の予備選抜 るとともに、これま Ｂ：７組以上１０頭未満

５頭を含め２１頭が肥育調査中である。手法を確立する。 での成果を取りまと Ｃ：７頭未満
③ １６年度と１７年度にそれぞれ肥育が終了し、肥育成績が優れていた２頭についめる。 Ｄ：７頭未満であってその

て、双子の一方が１７年度後代検定（１７後検種雄牛） に選抜された。要因は法人の不適切な業 ☆

④ 卵分割クローン牛検定手法については、蓄積された卵分割クローン牛の肥育結果務運営にあった
と双子の一方である間接検定種雄牛の検定結果を照合・分析を行うことにより、予
備選抜手法としての評価・検討を行った。また、その成果は肉用牛研究会誌等に論
文を投稿するなどして公表した。

⑤ 卵分割により生産された種雄牛の間接検定成績と卵分割クローン牛の肥育結果
は、脂肪交雑基準値の相関係数が０．９２６と高かったこと等から、より能力の高
い間接検定牛の選定を行うための予備選抜には有効な手法であることが判明し、候
補種雄牛の生産供給に本手法を活用することとした。

☆１７年度後代検定（１７後検種雄牛）
１７年度開始の後代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雌牛の選抜・
計画交配、未経産採卵等により雄子牛を生産するなど、計画どおり順調に実施した。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、

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
【説明】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
① 雌牛の遺伝的能力評価を行い、推定育種価又は期待育種価の上位のものを供卵牛や産子の期待育種価 的能力評価値に基づ された

として利用した。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
② 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生産・選抜に取り組 卵等の新技術の導入 実施された

卵牛を１８４頭選定し、受精卵確保・保存の後、これらの一部については本牛肥育む。 等により効率的な候 Ｃ：計画どおり実施されな
を行い、早期産肉能力の把握に努めた。補種雄牛生産・選抜 かった

また、未経産採卵については１７年度において受精卵５３５個を移植、１３６頭を行う。 Ｄ：計画どおり実施されず、
が受胎した。また、このうち本牛肥育を行ったものについては６３個を移植、１７その要因は法人の不適切
頭が受胎した。な業務運営にあった

③ １７年度における未経産採卵由来の子牛生産は、雄５９頭、雌５７頭、計１１６
頭であった。上記微項目について

また、上記目標に対し、１７年度においては次の計画の下に取り組んだ。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。

（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、期待育種価等に基づき、１４頭を選抜して後代検定に
供した。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
【説明】Ｓ：９組以上であって特に

候補種雄牛については、１４～１６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、期待育種価等の優れた１４頭を選抜して後代検定に供した。Ａ：９頭以上

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】体細胞クローン牛３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

【説明】術を活用したクロー の削減を可能とする 年間生産数
体細胞クローン牛の肥育成績からドナー種雄牛の遺伝的能力を推定する可能性を検ン牛を期間内に１０ クローン検定の実用 Ｓ：２組以上であって特に

証するため、３頭の雄牛から皮膚細胞を採取し、それぞれから体細胞クローン牛を生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
産した。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、１４～１７年度に生産された体細
胞クローン牛について能力検定を行い、計画どおり順調に実施した。検証

Ｓ：計画を大きく上回り、
【説明】優れた成績が得られた
① ４頭の候補種雄牛から作出した１０頭の体細胞クローン牛の能力検定についてＡ：計画どおり順調に実施

、 、 。 、された は ７頭が終了し ３頭が実施中である 能力検定が終了した２組７頭については
発育や枝肉成績等について個体間の相似性が窺えた。Ｂ：概ね計画どおり順調に

② クローン検定の実用性の検証については、クローン牛の肥育結果と候補種雄牛の実施された
間接検定結果との比較検討を行ったところ、脂肪交雑基準において正の相関の傾向Ｃ：計画どおり実施されな
が窺え、この結果を日本畜産学会へ報告した。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 △と場卵巣の活用による子 Ａ【総括】と場由来卵巣の活用による体外受精卵から子牛２１頭を生産した。
牛について枝肉成績 る卵巣のうち枝肉成 牛生産

【説明】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
褐毛和種について枝肉成績の優秀な未経産肥育牛３０頭から卵巣を採取し、これら牛の卵巣から得られ 育牛の卵巣（卵子） 体外受精卵からの子牛

から生産された体外受精卵６０個を移植したところ、２６頭が受胎し、雄１０頭、雌る体外受精卵を活用 を育種素材として有 生産頭数
１１頭の計２１頭の子牛を生産した。して期間内に３０頭 効に活用する手法の Ｓ：７頭以上であって特に

以上の牛を生産する 実用化を図るため、 優れた成果が得られた
とともに、種牛とし 枝肉成績の優秀な未 Ａ：７頭以上
ての能力検定を行 経産肥育牛の卵巣か Ｂ：５頭以上７頭未満
い、育種素材として ら体外受精卵を得 Ｃ：５頭未満
の利用技術の実用化 て、７頭以上の子牛 Ｄ：５頭未満であってその
及び利用の可能性の の生産を行い、この 要因は法人の不適切な業
検証を行う。 うち雄牛については 務運営にあった

能力検定を行う。
上記微項目については、
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。
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、１５年度
に生産した直接検定実施牛１頭について、息牛の肥育成績を収集するため貸付けを行検証
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
【説明】Ａ：計画どおり順調に実施
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、１５年度に生産しされた

た褐毛和種１頭については、生産団体へ貸し付け、その息牛の肥育成績を収集するＢ：概ね計画どおり順調に
こととした。実施された

② 同様に体外受精卵を得て１６年度に生産した褐毛和種１頭については、直接検定Ｃ：計画どおり実施されな
を実施し、貸し付け対象牛として育成した。かった

③ １５年度に貸付けした間検種雄牛については、１８年７月に間接検定が終了予定Ｄ：計画どおり実施されず、
、 、 、その要因は法人の不適切 であり １６年度に貸付けした間検種雄牛も １９年７月に終了予定となっており

これらの間接検定結果を収集・分析することにより、実用性の検証を図ることとしな業務運営にあった
ている。

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

（カ）候補種雄牛生産 （キ）候補種雄牛以外 △優良種畜等の情報提供 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。に伴い生産される優 の優良な種畜等につ Ｓ：計画を大きく上回り、

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

ホームページ(http://www.nlbc.go.jp/、http://www.nlbc.go.jp/ouu/、目標の期間中に１２ を行い、優良種畜等 された
http://www.nlbc.go.jp/tottori/及びhttp://www.nlbc.go.jp/miyazaki/)に種畜等の０頭程度配布する。 を２４頭程度配布す Ｂ：概ね計画どおり順調に
配布に関する欄を設け、配布可能種雄牛の名簿を掲載するなど、情報提供を行った。る。また、優良な種 実施された

畜等に由来する凍結 Ｃ：計画どおり実施されな
精液及び受精卵につ かった

、いても、情報提供を Ｄ：計画どおり実施されず
行い、配布する。 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。

△優良種畜等の配布 Ａ【総括】優良種畜８６頭、凍結精液２０１本を配布した。
指標＝優良種畜等の年間配

【説明】布頭数
種畜等の配布については、種畜８６頭（候補種雄牛１４頭を含む）を配布し、年度Ｓ：２２頭以上であって特

計画２４頭を上回った。また、凍結精液については、日本短角種１５３本、外国種４に優れた成果が得られた
８本の計２０１本を配布した。Ａ：２２頭以上

Ｂ：１２頭以上２２頭未満
Ｃ：１２頭未満
Ｄ：１２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

（３）豚 （３）豚 （３）豚 ◇豚の改良 □遺伝的能力評価の実施 ２／２点（・Ａ・） Ｂ
指標＝各細項目の評価点数 □優良種豚等の生産・配布 １／２点（・Ｂ・）

我が国の養豚にお の合計
いては、防疫上の観 合計 ３／４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、 各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
：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×５/１０

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。

※「△基準種豚の配付」に
ついては平成１６年度から
評価開始

※「△遺伝的能力評価の試
行」については平成１５年
度から評価開始

（ア）種豚の遺伝的能 （ア）全国ベースでの （ア）遺伝的能力評価 △種豚群の造成 Ａ【総括】ブリーダー農場等に基準豚を供給するため、デュロック種については、開放
型育種を継続するとともに、大ヨークシャー種及びランドレース種については新たな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、
遺伝資源を導入するなど、計画どおり順調に実施した。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】手法を開発・実用化 ロック種、大ヨーク 入分の増殖に努め された
① 宮崎牧場において、デュロック種について、雄１０頭、雌４０頭規模で開放型育する。 シャー種及びランド る。 Ｂ：概ね計画どおり順調に

種を継続するとともに、新たな遺伝子を導入するため雌４頭を本所から管理換えをレース種の純粋種種 実施された
行った。（イ）全国ベースでの 豚群を造成する Ｃ：計画どおり実施されな

② また、大ヨークシャー種については、雄４頭、雌１２頭をセンター本所から宮崎遺伝的能力評価の開 かった
牧場へ管理換えを行い、新に開放型育種を開始した。始を目指し、関係者 Ｄ：計画どおり実施されず、

③ ランドレース種については、米国より新たな遺伝資源を導入し、本所において隔との連携の下１５箇 その要因は法人の不適切
離検疫を実施した。所以上の育種機関・ な業務運営にあった

ブリーダー農場との
種豚群間の血縁関係
を結ぶ。

（イ）ブリーダー農場 （イ）基準豚として増 △基準種豚の配布 Ａ【総括】種豚群間の血縁関係を構築するため、遺伝的能力評価の事業に参加している
ブリーダー農場の中から１９農場に種豚等の配布を行い、血縁関係を結んだ。関係者等との協議に 殖した純粋種豚を用 指標＝血縁関係を結んだ農

より、１５箇所以上 いること等により、 場数
【説明】の種豚群間との血縁 １５箇所以上の種豚 Ｓ：１５箇所以上であって



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関係を結ぶ。 群間の血縁関係を構 特に優れた成果が得られ
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１９農場に種豚築する。 た
や精液の配布を行った。Ａ：１５箇所以上

Ｂ：１１箇所以上１５箇所
未満

Ｃ：１１箇所未満
Ｄ：１１箇所未満であって

その要因は法人の不適切
な業務運営にあった

（※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
血縁関係構築方策、新たな評価形質等について関係者と検討を行い、計画どおり順調者等の参画を得て、 関係団体の参画を得 Ｓ：計画を大きく上回り、
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
【説明】し、全国ベースでの 会」を開催し、評価 された

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、血縁関係構築について、技術的検 方法等について検討 実施された 、
にかかるモデル地域の設置や評価世代を遡ることを検討した。討及び試行を行う。 を行い、遺伝的能力 Ｃ：計画どおり実施されな

また、新たな評価形質として肢蹄評価の必要性等について検討を行った。評価手法を実用化す かった
、る。 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】遺伝的能力評価については、評価手法を実用化し、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
【説明】Ａ：計画どおり順調に実施

「事業推進会議 「評価技術検討会」等の検討結果を踏まえ、評価形質として繁殖された 」、
形質（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Ｂ：概ね計画どおり順調に ）
さ、１日平均増体重、ロース断面積）と定め、年間４回（１７年４月、７月、１０月実施された
及び１８年１月）の評価を行い、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）

※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・配布 △優良種畜等の生産 ２／２点（・Ａ・） Ｂ
・配布 ・配布 ・配布 指標＝各微項目の評価点数 △優良種畜等の情報提供 ２／２点（・Ａ・）

の合計 △優良種畜等の配布 １／２点（・Ｂ・）
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 ５／６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
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）完成した系統豚 △優良種畜等の生産 Ａ【総括】系統豚ユメサクラについて、積極的に情報提供を実施し、種豚生産者等に種
豚及び精液を広域に配布するなど、計画どおり順調に実施した。デュロック種につい （デュロック種）の Ｓ：計画を大きく上回り、

て、ＢＵＬＰ法（最 維持を行うとともに 優れた成績が得られた
【説明】良線形不偏予測法） その普及を推進す Ａ：計画どおり順調に実施

デュロック種系統「ユメサクラ」については、維持を雄２５頭、雌９０頭規模で行を活用して平成１７ る。 された
うとともに、平成１７年３月～５月及び９月から１２月に系統豚の生産を行い、種豚年度までに系統を完 Ｂ：概ね計画どおり順調に
生産者が参加する会議等において、積極的に情報提供を行った。成させる。 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

（※平成１６年度から評価
開始）

（イ）優良種畜につい （イ）優良種豚につい △優良種畜等の情報提供 Ａ【総括】ホームページ、種豚紹介パンフレット等により、優良種豚の配布可能時期等
の情報提供を行うなど、計画どおり順調に実施した。情報提供を行い、中 て、ホームページ等 Ｓ：計画を大きく上回り、

期目標の期間中に９ において情報提供を 優れた成績が得られた
【説明】５０頭程度配布す 行い、２５０頭程度 Ａ：計画どおり順調に実施

ホームページ（http://www.nlbc.go.jp/ibaraki/index.html及びhttp://www.nlbc.る。 配布する。 された
）、 、 、また、茨城牧場に 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。おいて１６年度に摘 実施された
発されたオーエスキ Ｃ：計画どおり実施されな
ー病の清浄化に努め かった

、る。 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。

△優良種畜等の配布 Ｂ【総括】優良種畜について、種豚１８０頭及び液状精液６２４本を配布した。
Ｓ：２２５頭以上であって

【説明】特に優れた成果が得られ
、 「 」 、 、 、た ① 優良種畜の配布については 系統 ユメサクラ を中心に 農業生産法人 農協

ブリーダー等に対して、種豚１８０頭を配布した。また、液状精液については６２Ａ：２２５頭以上
４本を配布した。Ｂ：１２５頭以上 ２２５頭

② １７年２月にオーエスキー 病の侵入を受けた茨城牧場では、有識者の意見を聞未満 ☆



きながら清浄化方針を決定し、貴重な遺伝資源を確保しつつ早期の清浄化に向けてＣ：１２５頭未満
計画的に繋養豚の増殖を行い、清浄子豚の取得に努めた。Ｄ：１２５頭未満であって

③ １８年１月、宮崎牧場においてオーエスキー病の侵入を受けたことから、清浄化その要因は法人の不適切
の早期実現に向けて対策を実施中である。な業務運営にあった

☆オーエスキー病上記微項目について
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、豚ではは、各年度の年度計画

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において定められてい
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。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、

【特記事項】年度計画に具体的数値
オーエスキー病の侵入により配布頭数に関する計画を達成できなかったことは残念が掲げられている年度

ではあるが、清浄化の早期実現に向けて対策を実施中であることから、引き続き清浄においては、以下によ
化対策に努めるとともに、防疫対策の強化を図っていただきたい。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

（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
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 育種手法の開発・ 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
実用化 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・）

の合計 △ＢＬＵＰ法の開発・実用化 ２／２点（・Ａ・）
卵用鶏における卵

殻質・卵内容、肉用 各微項目の評価結果の 合計 ６／６点
鶏における腹腔内脂 区分は以下のとおりと
肪量・食味等の消費 する。
・流通ニーズに対応 Ｓ評価：３点、Ａ評価
した形質の改良を進 ：２点、Ｂ評価：１点
めるため、これらの Ｃ評価：０点、Ｄ評価
形質の測定方法及び ：－１点
評価方法を実用化す
る。 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】卵用鶏における育種手法の開発・実用化について以下のとおり行い、計画ど
おり順調に実施した。卵殻質、肉斑、血斑 課題の検討 化

「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した。等の卵質の全数個別 Ｓ：計画を大きく上回り、
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、卵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

殻質及び卵内容について選抜を行い、 これまでの成績を取りまとめた。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、「 」、

【説明】「 」高品質肉用鶏部会 Ｂ：概ね計画どおり順調に
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、流通ニーズ等を開催し、卵用鶏 実施された

に対応した鶏卵（卵質）の改良方向について検討した。及び肉用鶏の育種に Ｃ：計画どおり実施されな
② 卵殻質は、１７年ふ化鶏について全個体の個別データを収集し、卵殻強度につい係る技術的課題につ かった

て独立淘汰法 による選抜を実施し、卵殻強度の向上に有効であることを確認し、いて検討する。 Ｄ：計画どおり実施されず、 ☆

これまでの成果を取りまとめた。その要因は法人の不適切
③ 卵内容の肉斑・血斑 について指標を作成し、独立淘汰法による選抜を行い、出（イ）卵用鶏 な業務運営にあった ☆☆

現度の低下に有効であることを確認し、これまでの成果を取りまとめた。



④ 卵内容のハウユニット については、１7年ふ化鶏について全個体の個別データａ 卵質に優れた系統 ☆☆☆

を収集し、独立淘汰法により選抜を行い、ハウユニットが向上することを確認し、を造成する手法開発
これまでの成果を取りまとめた。のため、全個体の生

産卵個別測定によ
☆独立淘汰法り 次のとおり行う、 。

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
満足した個体を選抜する方法。（ａ）卵殻質
☆☆肉斑・血斑卵殻強度３．０㎏

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、／ｃ㎡以上を改良目
赤玉に多くみられる。大きさは０．５㎜～３㎜程度である。発生率は鶏の系統によっ標とした選抜を行
て異なり、週齢とともに増加する傾向がある。い、選抜の効果を判

、 、 。定し、これまでの成 血斑とは 卵巣 輸卵管中の毛細血管破裂により血液が卵内に付着したものである
卵黄表面にかろうじて識別できる程度のものから、卵内全体にひろがっているものま果を取りまとめる。
で様々である。出現度は鶏の系統によって異なる。
☆☆☆ハウユニット（ｂ）卵内容

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。鶏卵一個の重肉斑・血斑につい
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て、指標を作成して
算定する。選抜を行い、選抜の

効果を判定し、これ
までの成果を取りま
とめる。ハウユニッ ※（イ）卵用鶏－ｂの【総括】及び【説明】については （ウ）肉用鶏－ｂで一括し、
トについては、測定 て記載する。
値に基づく選抜を行
い、その効果を判定
し、これまでの成果
を取りまとめる。

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
して有用性を検証
し、これまでの成果
を取りまとめる。

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、、
☆近赤外線分光分析技 用化 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、近赤外線分光分析技術

装置を用いた腹腔内脂肪量の測定方法及び評価方法について実用化を行うなど、計画術を活用し、腹腔内 ａ 近赤外分光分析 Ｓ：計画を大きく上回り、
どおり順調に実施した。脂肪量の測定方法及 技術による腹腔内 優れた成績が得られた

び評価方法を実用化 脂肪量の推定法を Ａ：計画どおり順調に実施
【説明】する。 実用化するため、 された
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、一部の育種系統に 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 解析等肉用鶏ついて、簡易測定 実施された ☆☆

の育種に係る技術的課題について検討した。装置を利用して有 Ｃ：計画どおり実施されな
② 肉用鶏の生体における腹腔内脂肪量の測定方法及び評価方法を実用化するため、用性を検証し、こ かった

民間測定機器業者と共同で測定機器の開発等に取り組んだ。れまでの成果を取 Ｄ：計画どおり実施されず、
測定方法については、プローブ等の改良を重ねた独自の測定機器により、鶏の腹りまとめる。 その要因は法人の不適切

部の両端２箇所から近赤外線を照射し、腹部中央の１点で腹腔内を透過した近赤外な業務運営にあった



線を測定することが も適切であることを明らかにした。
評価方法については、近赤外線測定値と実測値から相関が高い推定式を得た。

☆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法を活用し △ＢＬＵＰ法の開発・実用 Ａ【総括】卵用鶏は２系統３，７３９羽、肉用鶏は９系統１５，９５５羽について、Ｂ
ＬＵＰ法 による遺伝的能力評価値を求め、選抜に利用して有用性を検証するととも用し、遺伝的能力評 た遺伝的能力評価 化 ☆

に成果を取りまとめ、計画どおり順調に実施した。価に基づく育種手法 に基づく育種手法 Ｓ：計画を大きく上回り、
を開発・実用化す の実用化を図るた 優れた成績が得られた

【説明】る。 め、５系統１０， Ａ：計画どおり順調に実施
① 卵用鶏においては、１７年ふ化鶏について全個体の２５～４０週齢産卵率、３６０００羽以上につ された

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るといてBLUP法による Ｂ：概ね計画どおり順調に
ともに、主要系統の２系統３，７３９羽についてＢＬＵＰ法による遺伝的能力評価遺伝的能力評価値 実施された
値を求め、選抜に活用し、これまでの成果を取りまとめた。を求め、選抜に利 Ｃ：計画どおり実施されな

② 肉用鶏においては、１７年ふ化鶏について、全個体の６週齢時体重の個別データ用して有用性を検 かった
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１５，９証し、これまでの Ｄ：計画どおり実施されず、
５５羽について遺伝的能力評価値を求め、選抜に活用し、これまでの成果を取りま成果を取りまとめ その要因は法人の不適切
とめた。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及び近る。 な業務運営にあった
交度上昇の回避を考慮した 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などの検討を実施し
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 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。

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 △優良種鶏等の情報提供 ２／２点（・Ａ・）
消費・流通ニーズ △優良種鶏等の配布 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】卵用鶏について、赤玉系においては肉斑及び卵殻色に着目して選定した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て選定した２系統の系統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、
造成を行い、計画どおり順調に実施した。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
【説明】においては卵重等の においては卵重等の された
① 赤玉系においては卵殻色等に着目した系統として選定したロードアイランドレッ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

ド種のＹＡ系統及び白色プリマスロック種のＬＡ系統について、白玉系においてはに着目した２系統を に着目した２系統を 実施された
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のＭ造成する。 造成する。 Ｃ：計画どおり実施され

、 、 。なかった Ａ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行った
その結果、各形質において概ね改良目標を達成することができた。Ｄ：計画どおり実施されず、

② Ｍｘ遺伝子 診断技術を習得し、Ｍｘ遺伝子抵抗性ホモを有する個体の選抜を実その要因は法人の不適切 ☆

施した。な業務運営にあった

☆Ｍｘ遺伝子上記微項目について
塩基配列の違いにより、RNAウィルスに対して、抵抗性又は感受性を示す遺伝子。は、各年度の年度計画

抵抗性であれば、ウィルスの増殖を抑制する。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

【特記事項】うものとする。
高病原性鳥インフルエンザ対策として期待されているＭｘ遺伝子抵抗性ホモの系統

の作出に取り組んでいることは注目に値する。

イ 肉用鶏について イ 肉用鶏について △肉用鶏の系統造成 Ａ（ ） 、 （ ） 、 【総括】肉用鶏について、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プリマスロック種２系統、遅羽性に着目して選定した白低脂肪に着目した２ 低脂肪に着目した２ Ｓ：計画を大きく上回り、
色プリマスロック種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 系統、劣性白に着目 優れた成績が得られた

した２系統及び遅羽 した２系統、遅羽性 Ａ：計画どおり順調に実施
【説明】性に着目した１系統 に着目した１系統を された
① 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５３系統及び５４系を造成する。 造成する。 Ｂ：概ね計画どおり順調に

統については、体重における腹腔内脂肪割合の低下が認められた。実施された
② 劣性白に着目した系統として選定した白色プリマスロック種の１３系統及び９８Ｃ：計画どおり実施されな

１系統については、劣性白の遺伝子がほぼ固定された。かった
③ 遅羽性に着目した系統として選定した白色プリマスロック種の１６系統についてＤ：計画どおり実施されず、

は、遅羽性の遺伝子が固定された。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。

（ウ）優良な種鶏につ （ウ）造成系統鶏及び △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。いて情報提供を行 育種素材鶏の優良種 Ｓ：計画を大きく上回り、
い、中期目標の期間 鶏についてホームペ 優れた成績が得られた

【説明】中に５７０千個程度 ージ等において情報 Ａ：計画どおり順調に実施
卵用鶏、肉用鶏ともに、ホームページ (http://www.nlbc.go.jp/okazaki/torinitu配布する。 提供を行い、種卵換 された

ite/torimokiji.htm及びhttp://www.nlbc.go.jp/hyogo/mitai/seikei/senyousyu.ht算１２８千個程度の Ｂ：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種鶏、種すう及び種 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。卵の配布を行う。 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。

△優良種鶏等の配布 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，１５２，４５２個
を配布した。Ｓ：１１６千個以上であっ

て特に優れた成果が得ら
【説明】れた

都道府県、農協、大学、生産関係者等に対して、種卵換算で卵用鶏は８２,２６４Ａ：１１６千個以上
個、肉用鶏は７０,１８８個、合計１５２,４５２個を配布し、年度計画１２８千個をＢ：６４千個以上１１６千
上回った。個未満

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
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：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

（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ＳＰＦ状態での遺伝特性の維持 ２／２点（・Ａ・）
まえ、優良な種畜等 区分は以下のとおりと □実験用ウサギの種畜の配布 ２／２点（・Ａ・）
の生産・配布を行 する。 □実験用小型ヤギのモニタリングによる遺伝特性の把握 ２／２点（・Ａ・）
う。 Ｓ評価：３点、Ａ評価 □実験用小型ヤギの種畜の配布 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・）
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３９頭及び精液６８０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
【説明】上の種畜及び精液の Ａ：計画どおり順調に実施
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.file/semensell.html）に掲載したほか、農用馬生産振興中央協議会等の会議のＢ：概ね計画どおり順調に
場におい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３０頭を配布し
精液については６８０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 の清浄化について、有識者との検討会において、平☆

成１８年２月をもって清浄化が達成されたとの結論を得て、種畜の配布を再開するな畜及び人工授精用凍 ４年度に摘発された 布
ど、計画どおり順調に実施した。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
【説明】き確保するととも Ａ：計画どおり順調に実施
① 清浄化対策について、有識者の意見を聞きながら、親子分離及び清浄エリア・非に、有識者の意見を された

清浄エリアのゾーニング等の清浄化対策を実施した。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た結果、２カ月齢時、４カ月齢時及び６カ月齢時のゲ布の再開について検 実施された

ル内沈降反応 による抗体検査及び２カ月齢時、４カ月齢時及び６カ月齢時のＰＣ討する。 Ｃ：計画どおり実施されな ☆☆

、 。かった Ｒ法 によるウイルス検索検査の２種類の検査において いずれも陰性となった☆☆☆

③ 平成１８年１月３０日開催の「ＣＡＥ清浄化対策検討会」において、専門家によＤ：計画どおり実施されず、
る検討の結果、ＣＡＥの清浄化が達成されたとの結論を得た。その要因は法人の不適切

④ 種畜配布については、清浄化が達成されたため、通常どおりの配布を再開した。な業務運営にあった

☆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 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。

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 Ａ【総括】めん羊の種畜の配布に関する情報提供を行い、種畜６４頭を配布し、計画ど
おり順調に実施した。種畜の配布を行いつ ホームページ等に情 配布

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、
説明】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 【

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、関係団体等に対して、６４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。 その要因は法人の不適切
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、
【説明】優れた成績が得られた
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、１０Ａ：計画どおり順調に実施

カ所の生産牧場に、繁殖基礎畜を配置して種畜生産の繁殖を開始し、生産子羊の血された
統登録を行い種畜供給に取り組むことを確認した。Ｂ：概ね計画どおり順調に

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）講習会を開催す実施された
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。Ｃ：計画どおり実施されな 、

また、家畜人工授精講習会にＡＩ師の有資格者等の聴講者を受け入れ、ＡＩ技術かった
の向上を推進した。Ｄ：計画どおり実施されず、

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、生産関係者等への技その要因は法人の不適切
術移転や専門誌への投稿等により情報提供を行った。な業務運営にあった

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。いて、ＳＰＦ（特定 いて、遺伝特性を維 定疾病フリー）状態での ☆

疾病フリー）状態で 持するとともに微生 遺伝特性の維持
【説明】遺伝特性を維持しつ 物モニタリング（汚 Ｓ：計画を大きく上回り、
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つ、配布を行う。 染の監視）により特 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。定疾病非汚染 SPF Ａ：計画どおり順調に実施（ ）
② １７年４月、７月、１１月及び１８年３月に、各々５羽ずつ微生物モニタリング状態の維持を図り、 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ホームページ等に情 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。報提供を行い、３５ 実施された
０羽以上の種畜の配 Ｃ：計画どおり実施されな

☆ＳＰＦ布を行う。 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

□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 ９０８羽の種畜等を配布し
計画どおり順調に実施した。布

Ｓ：計画を大きく上回り、
【説明】優れた成績が得られた
① ホームページ(http://www.nlbc.go.jp/nagano/newpage8.htm)により、保有系統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。された
② 種畜等の配布については、生産関係者に対して、９０８羽の種畜等を配布した。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

オ 実験用小型ヤギに オ 実験用小型ヤギに □実験用小型ヤギのモニタ Ａ【総括】実験用小型ヤギの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。ついて、モニタリン ついて、性能調査を リングによる遺伝特性の

グにより遺伝特性を 実施する。また、１ 把握
【説明】実験用小型ヤギの乳成分、血液成分、血清成分、繁殖性及び発育性に関する把握するとともに、 ４年度に摘発された Ｓ：計画を大きく上回り、
特性調査を実施した。配布を行う。 山羊関節炎・脳脊髄 優れた成績が得られた



炎の清浄畜を引き続 Ａ：計画どおり順調に実施
き確保するととも された
に、有識者の意見を Ｂ：概ね計画どおり順調に
聞きながら、種畜配 実施された
布の再開について検 Ｃ：計画どおり実施されな
討する。 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

□実験用小型ヤギの種畜の Ａ【総括】山羊関節炎・脳脊髄炎の清浄化について、有識者との検討会において、平成
、 、配布 １８年２月をもって清浄化が達成されたとの結論を得て 種畜の配布を再開するなど

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】Ａ：計画どおり順調に実施
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。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法によるウイルス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。かった

③ 平成１８年１月３０日開催の「ＣＡＥ清浄化対策検討会」において、専門家によＤ：計画どおり実施されず、
る検討の結果、ＣＡＥの清浄化が達成されたとの結論を得た。その要因は法人の不適切

④ 種畜配布については、清浄化が達成されたため、通常どおりの配布が可能となっな業務運営にあった
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、実験用小型ブタに関する情報提供ついて、小型系統及 ついて、オーエスキ 成
を行い、調査豚１２５頭、血清等１サンプルを配布し、計画どおり順調に実施した。び中型・ヘアレス系 ー病の清浄化に努め Ｓ：計画を大きく上回り、

統の造成を行う。 つつ、小型系（交雑 優れた成績が得られた
【説明】種）及び中型ヘアレ Ａ：計画どおり順調に実施
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ス系の系統造成を行 された

殖を行い、雄５頭、雌２０頭の交配を行ない、８２頭の産子を得、うち４９頭を選う。 Ｂ：概ね計画どおり順調に
抜した。実施された

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Ｃ：計画どおり実施されな 、 、 （
色系：雄４頭、雌１５頭、貧毛系：雄４頭、雌１５頭）により交配を行った。かった

淡色系については、現在交配中。また、貧毛系については、一次選抜中である。Ｄ：計画どおり実施されず、
③ 大学医学部に調査豚として１２５頭配布し、血液１検体を提供した。また、得らその要因は法人の不適切

れた成果について、学会発表を行った。な業務運営にあった

（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５，７８５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
【説明】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

、 、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 ① 種畜検査員として１７年５月１日付けで２２名を任命する一方で ２２名を免じ
１７年度末現在の種畜検査員は１２８名となった。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

、 、 、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 ② １７年度に 終的に申請のあった種畜は 乳用牛７７６頭 肉用牛２,０６４頭
馬１,０１０頭、豚１,９３５頭であり、その全頭について検査を実施した。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

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
☆家畜改良増殖法第４条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、

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
、 、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



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。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）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連携しつつ、８牧場で分担し、遺伝資源の新規収集３点、追加収の保存 の保存 の保存 Ｓ：計画を大きく上回り、
集２点、保存７０点及び特性調査 ２８点を行い、計画どおり順調に実施した。優れた成績が得られた ☆

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
【説明】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
① 遺伝資源の新規収集については牛１点及び、山羊２点の合計３点、追加収集につ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

いてはめん羊１点及び山羊１点の合計２点の収集を実施した。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
、 、 、 、 、 、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２４点 豚４点 鶏１５点 馬５点 めん羊３点

山羊１５点及びウサギ４点、合計７０点の保存を実施した。つつ、収集、維持保 所と連携しつつ、８ かった
③ 特性調査については、牛６点、豚１点及び鶏１２点、馬５点、めん羊１点、山羊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点、合計２８点の調査を実施した。施する。 資源の新規収集３ その要因は法人の不適切
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７０点となった。点、追加収集２点、 な業務運営にあった

遺伝資源の保存７０
☆特性調査点及び特性調査２８ 上記小項目については

収集した遺伝資源について、品種系統等の識別に必要な形態的な特性や遺伝資源と点を実施する。 、各年度の年度計画に
して利用する上で重要な体重や生理等の特性、繁殖や経済能力に関する特性等を調査おいて定められている
する業務。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、家畜排せ 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 つ物処理・利用技術 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、 等の飼養管理技術の する。
け入れる。 畜産関係者にその成 改善に努め、その成 Ｓ評価：３点、Ａ評価

果を情報提供するた 果を畜産関係者に情 ：２点、Ｂ評価：１点
めの実証展示を行 報提供するとともに Ｃ評価：０点、Ｄ評価
う。 実証展示を行い、６ ：－１点

５０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
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、
【説明】優れた成績が得られた
① 家畜の飼養管理技術の改善について、繁殖雌牛における代謝プロファイルテストＡ：計画どおり順調に実施

の実施による繁殖成績の改善、自作の簡易更新機を用いてイタリアンライグラスをされた
バヒアグラス放牧地に追藩することによる放牧可能期間の延長、コーヒー豆粕を副Ｂ：概ね計画どおり順調に
資材として活用することによる堆肥発酵促進のための水分調整及び悪臭の発生防止実施された
等に取り組んだ。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 「ロールベール乾草用グラブ「ヘイその要因は法人の不適切 。 、
ピンチャー（Hay Pincher 」の開発 「高所散布を可能とするブームスプレーヤのな業務運営にあった ） 」、
改造」等１７件を採択して技術改善に取り組んだ。

また、ＳＥＣ事業において１６年度に採択した「自動車車両消毒機の製作」等５上記細項目について
件の成果が、業務の効率化に結びついた。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１，９７５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
【説明】特に優れた成果が得られ
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、１，９７５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等に基づく届
出情報について、データの収集、送受信等を行い、データベースの構築を実施した。業の推進 業の推進 業の推進 Ｓ：計画を大きく上回り、
これらにより蓄積したデータについては、関係府省・団体への情報提供に向けたデー優れた成績が得られた
タベースを通じ、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

また、家畜個体識別制度への理解の向上に資するため、生産者向けマニュアルを全ステムの確立・普及 し、個体識別に必要 システム推進中央協 された
面改訂・配布したほか、利用者に対するアンケートを実施した。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

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
【説明】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
① 個体識別全国データベースには、１，２４０万件（１日当たり約３万４千件（フステムの開発を推進 のための情報の管理 かった

ァクシミリデータによる受信約９千件／日、電話応答報告 によるデータ受信約２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、 ☆

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９千件／日、閉鎖的供する。 別措置法に基づくデ その要因は法人の不適切 ☆☆

回線網を介した報告 によるデータ受信約１万５千件／日 ）のデータ収集を実施ータの収集 送受信 な業務運営にあった、 、 ☆☆☆ ）
するとともに、出生及び輸入報告約１４５万頭（１日当たり約４千頭）に対し個体データベースの構
識別番号を通知した。築、データの提供の 上記小項目について



② これらの結果、と畜・死亡牛の情報も含め約１，０５０万頭分のデータベースがためのシステム構築 各年度の年度計画にお
構築された。等を実施し、畜産関 いて定められている具

③ 情報提供のための規程「 独）家畜改良センター牛個体識別全国データベースの係団体等に対しデー 体的目標等に照らし、 （
利用等に関する手続き」に基づき、８８件の請求に対し同意農家データ約３万１千タの提供を行う。 達成度の評価を行うも
戸分の情報提供を実施した。のとする。

また、農林水産省大臣官房統計部 （独）農業・生物系特定産業技術研究機構動、
（ ） 、物衛生研究所及び 社 中央酪農会議からの要請に対しては随時情報提供を実施し

（独）農畜産業振興機構 （社）中央畜産会及び（社）家畜改良事業団に対しては、
団体向け情報提供用データベースから閉鎖的回線網を通じて常時情報提供を実施し
た。

④ 家畜個体識別制度への理解の向上に資するため、
ａ 生産者向け届出マニュアルを全面改訂し、すべての管理者に配布した。
ｂ インターネット検索システムの利用状況や要望を把握するため、利用者に対し

インターネット上でアンケートを実施した。
ｃ 各種業界紙への投稿を行った。

「 」 、ｄ 農林水産省が実施する ユビキタス食の安全安心開発事業 参加団体と共同で
流通業者や消費者向け情報閲覧システムの実証実験についてプレスリリースを実
施した。

☆ 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報告及び携帯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。
☆☆☆閉鎖的回線網を介した報告

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：IP-VPN）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
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、４１品種２４トンの種苗を生産し、最大供
給可能量９９トン、年間供給能力１３１品種３３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
【説明】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

、 、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 １７年度は４１品種２４トンの種苗を生産し １７年度当初在庫数量と合わせて
１３１品種９９トンの 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１７年度の供給能力として１３１品種３３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、１７年度供給能力は、 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３０品種１０．３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４３品種１ ７トン等 需要に応じて６９品種１３ ９トンを配布した

④ 行政主催会議及び生産現場での地域の普及担当者や生産者への新品種の説明、ホな種苗を生産し、毎 トン程度の種苗の生 の不適切な業務運営にあ
ームページ（http://www.nlbc.go.jp/hinshu/shiryo/s393show.htm ）を通じた優年８０品種、２０ト 産を行い、最大供給 った
良品種の紹介等普及拡大対策を実施した。ン程度の採種用・普 可能量７３トン程度

及用種子の供給能力 を確保する。 当該基準値は、前年
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、
【説明】種性の向上を図る。 優れた成績が得られた
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

年２回採種において、露地の６．７倍の生産量が得られた。としての生産性等が された
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高いにもかかわら Ｂ：概ね計画どおり順調に

イタリアンライグラス「シワスアオバ」について、実際の採種規模で調査した結ず、脱粒性が高い等 実施された
果、条播に比べ２．０倍の増殖率を達成し、雑草種子の混入も見られなかった。の理由により増殖が Ｃ：計画どおり実施されな

③十勝牧場におけるイタリアンライグラスの採種技術難しい種子）につい かった
播種時期の調整等により一定量の精選種子が得られることを確認したが、事後検て、その採種性の向 Ｄ：計画どおり実施されず、



定の結果、標準種子と比較して出穂時期に２週間程度開きがある品種がみられるな上を図るため、 その要因は法人の不適切
ど、品種特性の維持に課題を残した。① ビニールハウス な業務運営にあった

④成果の公表内で寒冷紗を活用
１７年度は以上の成果について、ホームページ(http://www.nlbc.go.jp/chikusaしたギニアグラス 上記小項目について

n/syushi/s49xseed.htm)等で公表した。の採種技術 は、各年度の年度計画
② 種子を分解性の において定められてい

テープで包んだシ る具体的目標等に照ら
ーダーテープを利 し、達成度の評価を行
用した採種技術 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
ラスの採種技術の
開発・実用化に必
要な調査の取りま
とめを行う。

（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、
【説明】ＯＥＣＤ種子制度下 ＯＥＣＤ種子制度 優れた成績が得られた
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

バイブレーションセパレータの３種類の振動数による石英の除去効果を検討したな種苗の生産及び配 質な種苗の生産・配 された
結果、振動数が標準又は１０％減に設定した場合にもっとも精選効果が高いことが布を行う。 布について、品種の Ｂ：概ね計画どおり順調に
判明し、高品質の種子生産が可能となった。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」及び青刈えん麦「はを図るため、 かった

えいぶき」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① １６年度までの Ｄ：計画どおり実施されず、
タ（パ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）の発取り組みで知見の その要因は法人の不適切
芽率を比較したところ、１７年度調査では明確な違いは認められなかった。得られた各種精選 な業務運営にあった

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機の組合せによ
との競合回避り、シロクローバ 上記小項目について

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種子から石英、土 は、各年度の年度計画
について 「アサツユ」を用いて調査を行った。種子が混入した場合精選で分離不石等複数のきょう において定められてい 、
可能な５種類の雑草について、ほ場内１５地点を調査したところ、それぞれの雑草雑物を分離する精 る具体的目標等に照ら
が確認されたのは３地点以下であり、良質の種子生産が可能となった。選技術 し、達成度の評価を行

④成果の公表② パレットを活用 うものとする。
１７年度は以上の成果について、ホームページ(http://www.nlbc.go.jp/chikusaした種子袋間通気

n/syushi/s49xseed.htm)等で公表した。の改善による貯蔵
種子の発芽率の低
下防止

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
保とメヒシバとの
競合回避の改善に
関する取りまとめ
を行う。



（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 １３４系統、特性調査 １３４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
【説明】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
① （独）農業生物資源研究所と連携しつつ、栄養体保存は、計画どおり３牧場で４を行う。 う。 関するセンターバン された

２２系統を実施した。クである独立行政法 Ｂ：概ね計画どおり順調に
② 種子再増殖は、３牧場で計画を上回って１３４系統を実施した。人農業生物資源研究 実施された
③ 特性調査は、３牧場で計画を上回って１３４系統を実施した。所と連携しつつ、４ Ｃ：計画どおり実施されな

牧場で分担し、栄養 かった
☆栄養体保存体保存４２２系統、 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、植種子再増殖１２２系 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。統及び特性調査１２ な業務運営にあった
☆☆種子再増殖２系統を行う。

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、隔離条上記小項目について
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は、各年度の年度計画
務。において定められてい
☆☆☆特性調査る具体的目標等に照ら

国内外から収集した系統について、草丈や出穂時期等の形態的な特性、収量や耐病し、達成度の評価を行
性等の農業経済的な特性等を調査する業務。うものとする。

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】検査精度を維持するための検査担当職員に対する模擬検査実施による技術の
向上及び異種子検索データベースの充実を行うことにより、ＯＥＣＤ種子制度等に基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
づくほ場検定、種子検定及び事後検定をそれぞれ的確に行い、計画どおり順調に実施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
した。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】び証明を的確に実施 検定の区分 Ａ：計画どおり順調に実施
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する。 ：検定内容 された

についてＯＥＣＤ種子制度等に基づき、ほ場検定７４件、種子検定１０３件及び事その際、種子純度 ほ場検定 Ｂ：概ね計画どおり順調に
後検定３７件をそれぞれ的確に実施した。検査及び発芽検査の ：生産ほ場において 実施された

② ＯＥＣＤ種子制度等に基づく検査及び証明の実施機関である長野牧場は、１８年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
２月２８日付でＩＳＴＡ 種子検査所としての認定が更新された。果通知までに要する 隔離が確保されて かった ☆

、 （ ） 、 、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、 ③ 検査精度を維持するため 検査担当職員 １６名 に対して 模擬検査を実施し
その成績に基づく指導・教育を行うなどにより技術水準の向上を図った。規程に定められてい 定 その要因は法人の不適切

④ 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る最低限必要な検査 な業務運営にあった
子検索データベースについて、新規のサンプルを５９種類加え、既往のサンプルと日数を除く ）を平 種子検定。
合わせた５５９種類のデータの充実を行い、検査を的確に実施した。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

⑤ 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短縮する。 ついて、雑草や他 は、各年度の年度計画
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。作物の種子混入率 において定められてい ☆☆

が基準の範囲内で る具体的目標等に照ら
☆ＩＳＴＡあるか等につき検 し、達成度の評価を行

ＩＳＴＡ（International Seed Testing Association:国際種子検査協会）認定定 うものとする。
は、ＩＳＯ １７０２５ に準拠した「ＩＳＴＡ種子検査所認定基準」の要求事項を
満たした検査所に与えられ、ＩＳＴＡ国際種子分 析証明書を発行する権限が与えら事後検定
れるほか、国際的なレベルで検査結果の信頼性を保証するシステムを運営 している：生産された種子を
ことが認められたのを意味している。長野牧場は、我が国唯一の飼料作物種苗のＩＳほ場で栽培し、出
ＴＡ認定検査 所として、発芽検査など６種類の検査が認定範囲となっている。穂期等品種の特性
☆☆ＲＡＰＤマーカーが損なわれていな

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１，０００の塩基配列いかにつき検定
領域を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
が簡単で短時間で結果が得られる。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
データベースの充実
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５．０日に短縮した。び事務処理の効率化 迅速化 に基づく検査通知期間の

を図り、検査試料の 短縮
【説明】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



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
ータベースの運用管理と充実を効率的に実行するとともに模擬検査の実施による検短縮する。 を充実させ、証明書 の短縮日数
査技術の向上を図った。の作成及び文書処理 Ｓ：３．０日以上であって

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を効率的に行うこと 特に優れた成果が得られ
に実施した。等により、検査結果 た

② これらを通じて、１７年度には、検査結果通知までに要する期間を基準年度（１通知までに要する期 Ａ：３．０日以上
２年度）の平均 １０．０日から５．０日に短縮した。間を平均７日に短縮 Ｂ：１．５日以上３．０日

する。 未満
Ｃ：１．５日未満

【特記事項】Ｄ：１．５日未満であって
ＯＥＣＤ種子制度に基づく検査について、データベースが充実したこと等により、その要因は法人の不適切

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。今後とも、この水準をな業務運営にあった
維持できるよう期待する。

上記項目については、
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。
Ｓ：達成度合９０％以
上であって特に優れ
た成績が得られた

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
７９系統について実施し、試験結果を系統選抜用資料として育成機関に提供し、計画種の育成・普及に資 種育成機関等との調 種の育成支援 施
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 試験の年間実施系統数
【説明】を除く ）の地域適 ７０系統程度（標準 種の育成・普及に資 Ｓ：６３以上であって特に。
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 するため、新しく育 優れた成績が得られた。

おいて、寒地適応型３２系統、温地適応型３１系統及び暖地適応型１６系統を対象実施する。 域適応性等の検定試 成される系統につい 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 １７年度に、これらの試験結果（過年度の試験結果を含む）を用いて、オーチャ統程度の地域適応性 要因は法人の不適切な業
ードグラス「はるねみどり」及びペレニアルライグラス「ヤツカゼⅡ」並びに青刈等の検定試験を実施 務運営にあった
りとうもろこし「きたちから 「タカネスター」及び「ぱぴりか」が新品種としてし、試験結果を系統 」、
登録されるとともに、ギニアグラス「琉球１号」及びソルガム「東山交２４号」が選抜及び品種登録審
１８年登録候補に選定された。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等の飼料作物の品
種特性等に関する情報を新たに２７９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 Ａ：計画どおり順調に実施
【説明】の提供を行う。 作物優良品種の選定 された
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等の飼料作物の品種特・普及に資するた Ｂ：概ね計画どおり順調に

性等に関する情報を、５６場所から２７９品種分（収集データ総数１，６７３件のめ、都道府県等の試 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。験場の協力を得て、 Ｃ：計画どおり実施されな

② これらのデータについて、データ入手後２ヶ月以内（５６日間）にデータベース飼料作物の品種特性 かった
化した。等に関する情報を新 Ｄ：計画どおり実施されず、

③ ６１カ所の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、たに２００品種程度 その要因は法人の不適切
整備したデータベース及び分析値を送付した。分を収集し、データ な業務運営にあった

入手から３か月以内
にデータベース化 上記小項目について
し、飼料作物の奨励 は、各年度の年度計画
品種選定・普及担当 において定められてい
者、需要者等への情 る具体的目標等に照ら
報提供を行う。 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 の合計 ◇飼養管理関連技術 ２／２点（・Ａ・）
で基盤となる育種改 ◇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 各小項目の評価結果の
技術の開発・実用化 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 Ｓ評価：３点、Ａ評価
に取り組むととも ：２点、Ｂ評価：１点

【特記事項】に、調査研究を進め Ｃ評価：０点、Ｄ評価
、 、るに当たっては、試 ：－１点 年度計画に即して着実に各課題に取り組んではいるものの 課題の一部については

実験計画が十分に練られていないものがある。今後、計画の作成に当たっては、事前験研究機関等との連
に専門家の意見を十分に取り入れるように取り組むべきである。携、調査研究の場の Ａ：８点以上

外部機関への提供等 Ｂ：４点以上８点未満
を通して我が国全体 Ｃ：４点未満

【評価結果】の畜産技術の進展に
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寄与するよう努め ただし、Ａ評価とした場

れたと認められる。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。 析し、必要に応じＤ評価と

なお、開発、改善 開発、改善という することができる。
という用語につい 用語については、次
て、次のように定義 のように定義して使 当該評価を行うに至った
して使用した。 用した。 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 開発する る事項以外の業績その他特



：利用可能な段階ま ：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 で、技術を作り上 載する。
げる。 げること。

改善する 改善する
：既に開発された技 ：既に開発された技

術の技術水準の向 術の技術水準の向
上又は簡易化を実 上又は簡易化を実
現する。 現すること。

（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・）

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 ２／２点（・Ａ・） 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 ８／８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
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 Ａ（ ） 、 （ ） 、 【総括】泌乳形質のうち乳房炎の感受性／抵抗性に関与する２番目の染色体領域につ
いて候補遺伝子を２個まで絞り込むなど、計画どおり順調に実施した。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は、１番目の染色体領域（１６年度に特る。 いＤＮＡマーカーを て、有用なDNAマー された

定したＦＥＺＬ遺伝子）に引き続き、２番目の染色体領域である第２１番染色体に探索する。 カーを特定する。 Ｂ：概ね計画どおり順調に
ついて連鎖解析と遺伝子発現解析を進め、候補遺伝子を２個まで絞り込んだ。実施された

② 当該候補遺伝子のうち一つは１番目の遺伝子（ＦＥＺＬ遺伝子）と相互作用するＣ：計画どおり実施されな
ことを確認した。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 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】肉量・肉質に関連する染色体領域を狭め、肉量に影響する候補遺伝子の発現
解析及び肉質に影響する遺伝子にアミノ酸変異を検出するなど、計画どおり順調に実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、
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

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
【説明】開始する。 雑種を対象に肉量・ 伝子解析用牛群を対 された
① 肉量のうちロース芯赤身面積については、第２番染色体のＤＮＡマーカーを分析また、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

し、有力な候補遺伝子の発現解析を実施した。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 肉質のうち脂肪酸組成については、第１９番染色体のＤＮＡマーカーを分析し、牛群（交雑第２世代 索する。 ーカーの絞込を行 Ｃ：計画どおり実施されな

アミノ酸変異を持つ遺伝子を特定し、脂肪酸組成に影響することを確認した。で２００頭程度）を また、肉質に優れ う。 かった
③ 脂肪酸組成に影響する当該遺伝子について、特許申請の準備を進めた（次年度６造成する。 た黒毛和種と肉量に Ｄ：計画どおり実施されず、

月を予定 。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】絞り込んだ染色体領域に存在する遺伝子の塩基配列を決定し、ロース芯粗脂
肪含量に関与する候補遺伝子にアミノ酸変異を検出するなど、計画どおり順調に実施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、
した。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 遺伝子解析用豚群のロース芯粗脂肪含量については、遺伝子発現の検討により脂マーカーを特定す 探索する。 象に、ロース芯粗脂 Ｂ：概ね計画どおり順調に

肪細胞の分化により変動する３個の遺伝子を確認し、塩基配列の比較により２個のる。 肪含量と総産子数及 実施された



遺伝子にアミノ酸の変異を確認した。び黄体数について、 Ｃ：計画どおり実施されな
② 産子数に関係する黄体数については、１番目の染色体領域（１６年度に確認した有用なDNAマーカー かった

） 、 （ ）を特定する。 Ｄ：計画どおり実施されず、 卵胞刺激ホルモン受容体遺伝子 に引き続き ２番目の染色体領域 第３番染色体
について整列地図の作成を進めた。その要因は法人の不適切

な業務運営にあった

（エ）鶏について、既 （エ）鶏について、卵 （エ）鶏 △鶏 Ａ【総括】新たなＤＮＡマーカーの分析により関連する染色体領域を狭め、卵殻強度等
と関連するＤＮＡマーカーを特定するなど、計画どおり順調に実施した。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
【説明】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
① 卵殻強度解析用鶏群については、新たなＤＮＡマーカーの分析を実施し染色体領経済的に重要な形質 抗病性に関しては遺 象に、有用なDNAマ された

域の絞込を行った。また、卵殻形成関連遺伝子について塩基配列を比較し遺伝子機と連鎖性の高いＤＮ 伝子解析用群を新た ーカーを特定する。 Ｂ：概ね計画どおり順調に
能に影響する可能性のある変異を検出した。Ａマーカーを特定す に造成し、それら形 実施された

② 腹腔内脂肪蓄積解析用鶏群については、新たなＤＮＡマーカーの分析を実施し染る。 質と連鎖性の高いＤ ｂ 腹腔内脂肪蓄積の Ｃ：計画どおり実施されな
色体領域の絞込を行った。また、脂肪蓄積に関連が推定される候補遺伝子についてＮＡマーカーを探索 多い群と少ない群の かった
塩基配列を比較した。する。 交雑鶏群を対象に、 Ｄ：計画どおり実施されず、

③ 腫瘍退行性解析用鶏群については、雑種第２世代における連鎖解析により染色体有用なＤＮＡマーカ その要因は法人の不適切
領域を限定し、関連するＤＮＡマーカーを特定した。ーを特定する。 な業務運営にあった

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
を特定する。

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 対象外 （・－・）

の合計
合計 ２／２点

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

Ａ：２点以上
Ｂ：１点以上２点未満
Ｃ：１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
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

※「△牛の簡易な肉量推定
技術の開発」については平
成１６年度評価をもって終
了

（ア）牛、豚及び鶏の （ア）肉質について、 (ア)牛肉、豚肉及び鶏 △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 肉の官能検査用パネ 法の開発

・ 食肉の食味評価を行う上で重要な官能検査用パネルの選定・訓練を行うとともる。 検査用パネルを養成 ル形成のための訓練 Ｓ：計画を大きく上回り、
に、その方法について取りまとめを行った。するとともに、近赤 を行う。 優れた成果が得られた

・ 近赤外線分光分析技術による牛肉の一般組成、脂肪酸組成及び遊離アミノ酸量の外線分光分析技術等 これらのパネル Ａ：計画どおり順調に実施
推定に関する調査結果の取りまとめを行った。を活用した筋肉内脂 は、脂肪・蛋白・水 された

・ 牛肉、豚肉及び鶏肉について、脂肪酸組成等の機器分析及び官能検査を行い、そ肪含量やアミノ酸等 分組成 脂肪酸組成 Ｂ：概ね計画どおり順調に、 、
の関係について調査した。を測定する手法によ アミノ酸組成及び剪 実施された

り、簡易に計量及び 断力価等の測定値と Ｃ：計画どおり実施されな
【説明】評価できる手法の開 官能検査との関係を かった
① 食肉の官能検査を用いた調査を実施するため、１００名（牛肉４６名、豚肉２８発に取り組む。 明確にする調査に利 Ｄ：計画どおり実施されず、

名、鶏肉２６名）の分析型パネルを選定し、評価尺度の統一のための訓練及び官能用する。 その要因は法人の不適切
検査を実施した。また、１６年度までの成果を踏まえ、分析型パネルの選定、訓練また、平成１６年 な業務運営にあった
等の方法について取りまとめを行った。度までの成果を踏ま

② 近赤外線分光分析による牛肉の脂肪酸組成・アミノ酸量推定の結果について取りえて、牛肉、豚肉及
まとめを行った。び鶏肉の官能検査用

③ 牛肉の脂肪酸組成等と食味との相関について調査し、脂肪酸組成と「あぶらっこパネルの選定、訓練
さ 「くさみ 、遊離アミノ酸量と「風味 「くさみ 「うまみ」との有意な相関等の方法について取 」、 」 」、 」、
を得た。りまとめを行う。

④ 豚肉の脂肪酸組成等と食味との相関について調査し、脂肪酸組成、剪断力価等と
「やわらかさ 「多汁性」等との有意な相関を得た。(イ)近赤外線分光分析 」、

⑤ 鶏肉のアミノ酸組成等と食味との相関について調査し、鶏の週齢と遊離アミノ酸による牛肉の脂肪酸
量、食味と遊離アミノ酸量等との有意な相関を得た。組成・アミノ酸量推

定の結果について取
☆パネルりまとめを行う。

官能検査で、食品を検査するために選ばれた人の集団
☆☆剪断力価(ウ)牛肉の脂肪酸組成

肉を前歯で噛み切るときのかたさに相当する値で、ワーナーブラッツラー剪断力価測定値及びアミノ酸
計で計測組成測定値と食味と

の相関について調査
する。

(エ)豚肉の脂肪酸組成
測定値及び物理的性
状測定値と食味との
相関について調査す
る。

(オ)鶏肉のアミノ酸組



成測定値及び物理的
性状測定値と食味と
の相関について調査
する。

（イ）牛の簡易な肉量 （イ）肉量について、 △牛の簡易な肉量推定技術 【平成16年度をもって終了】 －
推定技術を開発す 枝肉断面写真の画像 の開発
る。 解析により、筋肉脂 Ｓ：計画を大きく上回り、

肪構成比を推定する 優れた成果が得られた
技術を検討し、実際 Ａ：計画どおり順調に実施
の筋肉分離による肉 された
量との関連を調査 Ｂ：概ね計画どおり順調に
し、枝肉段階の簡易 実施された
な肉量測定技術の開 Ｃ：計画どおり実施されな
発に取り組む。 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年度評価をも
って終了）

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】各種代謝関連物質の血中含量と泌乳能力成績の相関に関する調査について、
その成果を取りまとめて報告するなど、計画どおり順調に実施した。の選抜利用 の選抜利用 抜利用 利用

Ｓ：計画を大きく上回り、
【説明】血中代謝関連物質 血中代謝関連物質 各種代謝関連物質 優れた成果が得られた
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を指標とした選抜法 の選抜指標への利用 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。の開発を試みる。 性を検証するため、 力成績の相関に関す 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それと泌乳能力との る調査について、そ 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相関について調査を の成果の取りまとめ 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行う。 を行う。 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

③ これらの結果を日本畜産学会において報告した。な業務運営にあった

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

（２）繁殖関連技術 （２）繁殖関連技術 （２）繁殖関連技術 ◇繁殖関連技術 □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 合計 ６／６点
た検定等より効率的 区分は以下のとおりと
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
さらなる改善を目指 各微項目の評価結果の
しており、平成１７ 区分は以下のとおりと
年度は、以下の取組 する。
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
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
・ 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）を組み込んだ胚生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、 ☆

産効率向上に取り組み、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
を明らかにするなど胚の生産効率向上において期待される成果が得られた。安定的に生産できる 術、生体卵胞卵子採 ａ 過剰排卵処理技術 Ａ：計画どおり順調に実施

・ 胚のガラス化保存 技術、体外培養液の改善についての利用可能性調査の結果を技術体系を開発す 取技術、卵凍結保存 に関し、卵胞波の動 された ☆☆

２報告として取りまとめた。る。 技術、受精卵移植技 態に沿った処理技術 Ｂ：概ね計画どおり順調に
術及び受卵牛管理・ を検討する。 実施された

ａ選定技術の各技術の Ｃ：計画どおり実施されな 【説明】
すべて個体から安定的に胚を生産するため、OPUによる卵胞波 制御手法の可能性改善に取り組む。 ｂ 肉用育成牛の生体 かった ☆☆☆

と適切な過剰排卵開始時期（小卵胞 多時期）について検討した結果、１６年度まで卵胞卵子採取技術に Ｄ：計画どおり実施されず、
に卵巣内卵胞をす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関し、より効率的な その要因は法人の不適切
再確認した。１７年度ではOPU後発育する優勢卵胞を除去することで、採取卵胞数は処理方法についての な業務運営にあった
変わらないものの、卵子の質が向上することを明らかにした。ただし、黒毛和種育成調査を行う。
牛の場合、１７年度の処理方法では全卵胞吸引による効果は認められず、主席卵胞の
制御が必要と考えられた。ｃ ガラス化保存技術

に関し、ガラス化溶
ｂ液改善および希釈方 【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法の簡便化のための
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調査について、これ
数及びそれに体外受精を施して得られる胚盤胞発生率は性成熟前後で大きく異なるこまでの成果の取りま
とはなく、若齢期の子牛からの胚生産は十分実用可能であることが明らかになった。とめを行う。

ｃｄ 体外受精卵培養技 【説明】
ガラス化保存技術について、センター開発のガラス化溶液 による保存・融解後術に関し、体外受精 ☆☆☆☆

の胚の生存率を高めるために、アルブミン・ポリエチレングリコール・ポリビニルピ手法及び培養液改善
ロリドンの３種類の高分子物質について毒性試験を実施して、毒性が も低いアルブのための調査につい

、 。て、これまでの成果 ミンが適切な高分子物質であることを確認し この成果をCryobiology誌に投稿した
の取りまとめを行

ｄう。 【説明】
安定的に体外受精胚を生産するため、体外受精胚の発生率の向上や品質改善を目的

にべタイン（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
検討した結果、体外成熟・受精及び培養の全ての段階に添加することでより安定した
体外受精胚の生産が可能であることを明らかにし、この成果を日本畜産学会報に投稿
した。

☆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。
☆☆☆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。
☆☆☆☆センター開発ガラス化溶液の組成

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）

（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結果について、取りまとめ学会誌に投稿し、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、
計画どおり順調に実施した。操作後の受精卵の保 ガラス化法を応用し 優れた成果が得られた

存技術を改善する。 た操作受精卵の保存 切断等の操作後の Ａ：計画どおり順調に実施
【説明】技術の改善に取り組 受精卵（切断二分離 された

切断二分離胚や性判別のためのバイオプシー胚 の保存に適した方法を見極めるたみ、受胎率の向上を 胚、性判別のための Ｂ：概ね計画どおり順調に ☆

め、凍結保存法とガラス化保存法とでその生存率を比較した。この結果、切断二分離図る。 バイオプシー胚及び 実施された
胚ではガラス化保存が適していることを確認した。また、バイオプシー胚ではどちら核移植による再構築 Ｃ：計画どおり実施されな
の方法も差がなく、さらに、凍結保存するバイオプシー胚の発育ステージにより融解胚）の保存技術に関 かった
後あるいは凍結後の生存性が異なり、後期桑実胚や初期胚盤胞を用いることにより、し、２種類の保存法 Ｄ：計画どおり実施されず、

。 。の比較のための調査 その要因は法人の不適切 高い受胎率が得られることを確認した これらの成果を日本胚移植学雑誌に投稿した
について、これまで な業務運営にあった

☆バイオプシー胚の成果の取りまとめ
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。こを行う。

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
オプシー胚とはこういった処置を加えた後の胚を指す。

（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】簡易な移植技術に関して、非外科的移植に取り組み、計画どおり順調に実施
した。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、

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
【説明】るとともに、簡易な 豚受精卵の簡易な Ａ：計画どおり順調に実施
① 簡易な移植技術に関しては、頸官経由による移植器具を用いて非外科的移植を実移 植技術の開発に 移植技術の開発に取 された

施して受胚豚１頭から１１頭の産子を得た。も取り組み、凍結卵 り組む。 Ｂ：概ね計画どおり順調に
② 牛胚と異なり保存が極めて困難な豚胚について、原因とされる細胞質中の脂肪滴移植の受胎率の向上 実施された

を除かず（ウイルス汚染を防ぐ意味で受精卵の透明帯を穿孔せず）に保存する技術を図る。 Ｃ：計画どおり実施されな
を確立するため、遠心処理のみによる効果を検討した。この結果、遠心分離のみでかった
は、凍結融解後の透明帯からの胚脱出が妨げられること及び産子生産率が低下するＤ：計画どおり実施されず、
ことを確認し、この成果を日本畜産学会に報告した。その要因は法人の不適切

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 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、

に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 ☆

果的であることを明らかにした。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
・ 胚分割技術に関して、切断溶液改善を目的とした調査結果及び核移植技術に関し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

て栄養膜細胞 をドナー細胞として使用することを目的とした調査結果を報告としする。 ついて、技術の改善 Ｂ：概ね計画どおり順調に ☆☆

て取りまとめた。に取り組み、最も効 ｂ 胚分割技術に関 実施された
果的なものを見極め し、切断溶液改善の Ｃ：計画どおり実施されな

ａる。 ための調査につい かった 【説明】
一卵性多子を安定的に生産するため、割球二分離時に性判別を行った胚あるいは割て、これまでの成果 Ｄ：計画どおり実施されず、

球三分離などＮＤ培養に用いる細胞数が培養結果に与える影響について検討し、性判の取りまとめを行 その要因は法人の不適切
別による細胞数の減少は発生率への悪影響は認められないこと、及び割球三分離におう。 な業務運営にあった
いても胚盤胞へ発生することを確認した。

ｃ 栄養膜細胞の核移
ｂ植技術法の開発のた 【説明】

一卵性双子生産率向上を図るため、切断時の障害を軽減する目的で切断溶液改善にめ、栄養膜細胞の培
取り組んだ。この結果、サイトカラシンＢ添加溶液での前処理が切断による細胞の損養方法について検討

、 。を加える調査につい 失を有意に抑える効果があると示唆され これらの成果を日本畜産学会報に投稿した
て、これまでの成果

ｃの取りまとめを行 【説明】
栄養膜細胞をドナー細胞とする核移植の可能性について検討した結果、本手法は困う。

難であることが確認され、この成果をセンター報告書に取りまとめた。

☆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

て微小環境を提供する培養方法
☆☆栄養膜細胞

栄養膜細胞とは、初期胚のなかで胎盤となる部位の細胞を示す。性判別などで胚の
細胞の一部を切除する場合は将来胎子となる部分である内部細胞塊を避け栄養膜部分
を切除して用いる。

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。

（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、



体細胞クローン胚受胎牛について分析を行うなど、計画どおり順調に実施した。について、核移植技 Ｓ：計画を大きく上回り、
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を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、胎盤由来酵素から致死性の異常産の予測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
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中期以降の流産や産子分析を行い、技術全 流産状況との関連を 実施された
の斃死率が高いことが示唆された。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、生ついて、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、

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集積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 ）
と分析を継続した。これまでのところ正常性に関して対照牛との明らかな差は認め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
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、データの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
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 体細胞クローン牛 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。とそれに細胞を提供 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した牛との間の相似
な発育を確認するとともに体型は斉一な傾向にあった。性を確認するため、

③ 繁殖性に関しては、ジャージー種・ホルスタイン種・黒毛和種共に良好な繁殖性生産形質及び生理機
を確認した。能について調査を行

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次を重ねるほど乳量のう。
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
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た。

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、発育性及
び肉質のいずれに関しても、類似した個体とそうでない個体が存在している。また、
体細胞クローン牛間の産肉形質については相似性が高いと考えられた。

☆ 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 対象外 （・－・）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

指標＝各微項目の評価点数
牛以外の家畜につ の合計 合計 ２／２点

いて、人工授精技術



の改善や季節外繁殖 各微項目の評価結果の
等の関連技術を改善 区分は以下のとおりと
する。 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：２点以上
Ｂ：１点以上２点未満
Ｃ：１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
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

※「△めん羊・山羊の産子
の生産技術の改善」につい
ては平成１６年度評価をも
って終了

（ア）牛以外の家畜に 豚精液の低温保存 △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、これまでに取り組んだ結果
を取りまとめ、計画どおり順調に実施した。ついて、精液の広域 技術に関し、保存性 た技術の改善

流通をめざした技術 についての調査につ Ｓ：計画を大きく上回り、
【説明】の改善に取り組む。 いて、これまでの調 優れた成果が得られた

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査成績の取りまとめ Ａ：計画どおり順調に実施
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を行う。 された
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Ｂ：概ね計画どおり順調に ☆

「 」 。実施された 果について 豚精液の低温保存に関する試験 としてセンター報告書に取りまとめた
Ｃ：計画どおり実施されな

☆長鎖アルコールかった
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Ｄ：計画どおり実施されず、

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、豚精子の高い低温その要因は法人の不適切
感受性を和らげる働きがあると考えられている。な業務運営にあった

（イ）めん羊・山羊は △めん羊・山羊の産子の生 【平成16年度をもって終了】 －
繁殖季節以外の時期 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 優れた成果が得られた



善に取り組む。 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

（※平成１６年度評価をも
って終了）

（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 □マニュアルの作成 ２／２点（・Ａ・）

利用等を図るため、 各微項目の評価結果の
家畜の経済的な飼養 区分は以下のとおりと 合計 ６／６点
管理を行う上で必要 する。
な調査を実施する。 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年度評価をもって終了

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
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☆

を用いて実施したビタミンＡ水準の決定に関する肥育試験の成果を公表するととも水準について、クロ び栄養水準の設定 関する調査
に、肥育期間の違いと牛肉の食味との関係を明らかにするための肥育試験を実施するーン牛を使った精度 Ｓ：計画を大きく上回り、
など、計画どおり順調に実施した。の高い調査を行う。 (ア)肉用牛肥育時の適 優れた成果が得られた

切なビタミンＡ水準 Ａ：計画どおり順調に実施
【説明】を決定するため、ク された
① わが国で広く用いられているビタミンＡコントロール技術に関して、分割クローローン牛等のペアを Ｂ：概ね計画どおり順調に

ン牛等のペア７０組を用いて実施したこれまでの肥育試験の成果として粗脂肪含量使った精度の高い肥 実施された
の向上、増体性の低下、欠乏症状の発生、効果的なビタミンＡの給与等に関する知育試験の成果につい Ｃ：計画どおり実施されな
見を公表した。て公表する。 かった

② 分割クローン牛等のペア５組を用いて、肥育手法に関して特に肥育期間の違いとＤ：計画どおり実施されず、
牛肉の食味との関係を明らかにするための肥育試験を継続して実施した。(イ)クローン牛等を用 その要因は法人の不適切

いて肥育手法と牛肉 な業務運営にあった
☆分割クローン牛の食味との関連につ

切断二分離胚の移植により生産された一卵性双子いて調査する肥育試
験を行う。

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筋肉間及び脂肪間で発達時期が異なることを明らかにするなめ、超音波診断装置 を利用した肥育方法 調査
ど、計画ど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
【説明】果と肥育方法及び枝 上記アの調査と併 Ａ：計画どおり順調に実施
① １７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及肉成績の関係につい せて、家畜生体用Ｘ された

び脂肪の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（うて調査する。 線ＣＴ装置の断面画 Ｂ：概ね計画どおり順調に
ち２頭は終了し、２頭は継続中 ）の胸部（第６－７肋骨間）について、毎月、Ｃ像による筋肉・脂肪 実施された 。
Ｔ装置による撮影を実施した。増加曲線推定のため Ｃ：計画どおり実施されな

② １０～２２ヵ月齢の生体での経時的な撮影結果から、胸 長筋、僧帽筋の面積、の調査を行う。 かった
筋間脂肪及び皮下脂肪の厚さについて、肥育期ごとの増加量を計測するとともに、Ｄ：計画どおり実施されず、
筋肉間及び脂肪間で発達時期が異なることを明らかにした。その要因は法人の不適切

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、鶏の繁殖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
【説明】用等、実用化技術に Ａ：計画どおり順調に実施

技術手引書については 「鶏の繁殖技術マニュアル」の１編を新たに作成し、畜産ついて、家畜の改良 された 、
関係者等に配布した。増殖業務に取り組む Ｂ：概ね計画どおり順調に

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 に対する支援 に対する支援 支援
で３４４％となる１０９件となった。指標＝平成１０年から１２

外部機関が行う技 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
【説明】術開発及び調査に対 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
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、しセンターの保有す 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１３件、新規課題７件、計２０件に取り組んだ。る施設・ほ場・家畜 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 大学・畜産関係団体等が実施する技術開発・調査に対する家畜・施設等の提供にを利用させる等、可 寄与すると判断され 寄与すると判断され た

ついては （独）動物衛生研究所プリオン病研究センターからの依頼によるプリオ能な限りこれらを支 たものについては、 るのものについて、 Ａ：１１０％以上 、
ン病感染研究のための牛生体の提供をはじめとして、試験材料としてセンター保有援する。 センターの本来業務 共同で行う。 Ｂ：１００％以上１１０％
家畜の生体・血液等２８件、施設・土地等１８件、家畜形質データ等９件、計５５に 支障を来さない また、大学・民間 未満
件を提供した。範囲で、共同研究の 企業等が実施する技 Ｃ：１００％未満

③ 外部機関が行う畜産関連調査への協力については 「豚筋肉内脂肪蓄積に関する実施又は施設・圃場 術開発及び調査のう Ｄ：１００％未満であって 、
遺伝子についての研究 「エックス線ＣＴ装置を用いた肥育牛胸部構造の計測試・家畜等の提供など ち、我が国の畜産振 その要因は法人の不適切 」、
験 「体細胞クローン牛産子の健全性に関する調査 「汎用型飼料収穫機の利用試の方法により、積極 興等に寄与すると判 な業務運営にあった 」、 」、
験」等３４件を受託して取り組んだ。的に支援を行う。 断されるものについ

④ これらの結果、１７年度の外部支援は１０９件となり、１０～１２年度におけるて、家畜等を提供す
年平均３１．７件に対して３４４％となった。イ 国等外部機関か るほか、調査研究か

⑤ このほか、調査研究成果について、査読のあるJournal of Dairy Science、日本ら、畜産に関する調 ら得られた個別デー
畜産学会報等に１８件の論文を投稿した。査の依頼があった場 タの提供を図る。

合には、可能な限り
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 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
指標＝各小項目の評価点数 ◇技術の普及指導 ２／２点（・Ａ・）

調査研究や技術の の合計 ◇国内研修 ２／２点（・Ａ・）
開発・実用化の成果 ◇海外技術協力 ２／２点（・Ａ・）
等の普及を図るた 各小項目の評価結果の
め、特に次の事項に 区分は以下のとおりと 合計 ８／８点
積極的に する。
取り組む。 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・実用化に係る情報提供 ２／２点（・Ａ・）

学会、紙誌類、ホー の合計
ムページ等を活用し、 合計 ４／４点
調査研究等の成果を毎 各細項目の評価結果の
年５０件以上発表す 区分は以下のとおりと
る。また、畜産技術に する。
関する情報提供に努め Ｓ評価：３点、Ａ評価
る。 ：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。

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、９８件の発表を行った。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、

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
【説明】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



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。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５９件を発表い、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。・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・配布については、家畜改良事業の成果２件（乳用牛の遺伝的能力からの批評を受け に論文を発表する。 Ａ：５０件以上発表

評価結果及び枝肉成績とりまとめ 、飼料種苗生産事業の成果３件（飼料作物種子て、学術的な理解を Ｂ：３５件以上５０件未満 ）
） （ 、深める。 Ｃ：３５件未満 関係調査成績 及び飼養管理技術の改善の成果３件 畜産現場で使えるアイデア集

ビタミンＡ制御肥育技術報告書及びＱ＆Ａ）を取りまとめ、配布した。Ｄ：３５件未満であってそ
④ 専門誌での投稿発表については、調査研究の成果４件を発表した。の要因は法人の不適切な
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２件及び家業務運営にあった

畜改良事業の成果４件を発表した。
⑥ ホームページへの掲載については、調査研究の成果２件（牛肉の理化学分析技術

及び黒毛和種の一卵性双子の話）及び個体識別事業の成果１件（品種・月齢別と畜
頭数の分析結果）を掲載した。

⑦ これらにより、合計９８件の発表を行った。

【特記事項】
農家段階で活用できる実用技術を考案して「畜産現場で使えるアイディア集」とし

て取りまとめた資料について、多くの現場関係者から配布希望が寄せられていること
は評価できる。

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、センター本所及び牧場において一般公開実用化が進んだ技術 の成果のうち、広く 情報提供
日を設けて消費者等に対し新技術等に関する情報提供を行うなど、計画どおり順調にについては、プレス 公表し普及が急がれ Ｓ：計画を大きく上回り、
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
【説明】う。 行うとともに、技術 された
① 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５０件、取材対応１３６件の情また、ホームペー かった

報提供を行った。ジ等において、技術 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開発実用化の成果等 その要因は法人の不適切

等に関する情報６８件を執筆した。情報提供を行う。 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さらに、業務内容

関する情報２４０件を新たに追加又は更新した。のＰＲ、技術の普及 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２８８名の視察を受け入を目的としてリーフ 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。レット、冊子等の印 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、５牧場で所在地域の産業まつり刷物を作成し、都道 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府県 畜産関係団体 達成度の評価を行うも、 、
報の提供を行った。生産者団体等に配布 のとする

、 、 、する。 ④ 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。

⑤ 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

技術等について、ホ
ームページ等を活用
し広く情報の提供に
努める。

エ 学会、紙誌類、ホ
ームページ等によ



り、調査研究等の成
果を６０件以上発表
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 □技術講習会の開催 ２／２点（・Ａ・） Ａ
指標＝各細項目の評価点数 □技術講習会の受講状況 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 合計 ８／８点
請のある講師派遣等 する。
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、計画どおり順調た技術について、当 のため、畜産新技術 Ｓ：計画を大きく上回り、
に実施した。該技術の普及を担う 等に関する情報交換 優れた成果が得られた

技術者を対象に講習 及び手技の実見・実 Ａ：計画どおり順調に実施
【説明】会を開催する。 施を含めた技術の伝 された
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達を内容とする「畜 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ブロックで開催し産新技術普及セミナ 実施された 、
た。ー」及び「技術講習 Ｃ：計画どおり実施されな

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会」を、北海道、東 かった
した。北、関東・中部、近 Ｄ：計画どおり実施されず

③ 未利用地における肉用牛放牧管理技術の実証展示を行うとともに、研修会を開催畿・中国四国及び九 その要因は法人の不適切
した。州のブロック別に開 な業務運営にあった

④ 飼料作物生産技術に関する講習会を開催した。催するほか、必要に
⑤ 家畜の飼養管理技術に関する講習会を開催した。応じ飼養管理技術や 上記細項目については、

人工授精技術に関す 各年度の年度計画にお
る講習会を開催す いて定められている具
る。 体的目標等に照らし、

達成度の評価を行うも
のとする

□技術講習会の受講状況 Ａ【総括】技術講習会等を２１講座開催し、７９２名が受講した。
指標＝技術講習会の年間受



【説明】講者数
「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２１講座を開催しＳ：２００名以上であって

たところ、７９２名が受講し、年間目標２００名を大きく上回った。特に優れた成果が得られ
た

Ａ：２００名以上
Ｂ：１４０名以上 ２００名

未満
Ｃ：１４０名未満
Ｄ：１４０名未満であって

その要因が法人の不適切
な業務運営にあった

イ 他の機関が講習会 イ 業務や技術を対外 □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３３７％に当たる９１名となった。に講師等の派遣を要 的に紹介する機会の 指標＝平成１０年から１２

請された場合には、 一つである外部から 年の平均派遣数に対す
【説明】可能な限りその求め の講演依頼等につい る実績数の割合
① （社）韓国種畜改良協会から依頼を受け「韓牛農家教育セミナー （韓国におけに応じ技術の普及に て、可能な限りこれ Ｓ：１１０％以上であって 」

る韓牛飼養農家を対象とした飼養技術研修会）における講師として職員を韓国に派努める。 に対応する。 特に優れた成果が得られ
遣するなど、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５２た
件あり、適任者を選定して、延べ９１名の役職員を派遣した。Ａ：１１０％以上

② この結果、１７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、３３７％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 職員が有する専門 □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５２０％に当たる１３０件であった。る各種委員会の委員 的な知識を活用する 応嘱

等に職員の委嘱を要 ため、外部から当該 指標＝平成１０年から１２
【説明】請された場合には、 分野の検討を行う委 年の平均応嘱数に対す

、 、可能な限りその求め 員会の委員等への就 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
１３０件を応嘱し、延べ２０８名の役職員を派遣した。に応じて職員を派遣 任を依頼された場合 Ｓ：１１０％以上であって

、 、する。 には可能な限りこれ 特に優れた成果が得られ ② この結果 １７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
５２０％となった。に応ずる。 た

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

（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 国内の畜産技術者 の合計 □農林水産省主催及びセンター主催の研修者の受入 ２／２点（・Ａ・）
を策定する研修を開 を対象とした次の各 □畜産関係団体等の主催研修会への施設の提供 ２／２点（・Ａ・）
催するほか、都道府 種技術研修を開催 各細項目の評価結果の
県・民間技術者への し、研修生を受け入 区分は以下のとおりと 合計 ８／８点
伝達が必要とされる れるとともに、研修 する。
畜産新技術につい 生の満足度を調査し Ｓ評価：３点、Ａ評価
て、センター主催で て、次年度以降の研 ：２点、Ｂ評価：１点



技術研修を開催す 修会運営の改善に資 Ｃ評価：０点、Ｄ評価
る。 することとする。 ：－１点

また、都道府県、
民間機関、大学等の Ａ：８点以上
依頼による個別能な Ｂ：４点以上８点未満
限り受け入れる。 Ｃ：４点未満

研修施設には、農
林水産省主催の研 ただし、Ａ評価とした場
修、センター主催の 合には、各細項目の達成状

、研修等合わせて毎年 況及びその他要因を分析し
７５０名程度の研修 必要に応じＳ評価とするこ
生を受け入れる。 とができる。また、Ｃ評価

さらに、畜産関係 とした場合には、要因を分
団体が畜産振興に寄 析し、必要に応じＤ評価と
与する技術研修会等 することができる。
を開催する際に、可
能な範囲で施設の提
供を行う。 □中央畜産技術研修の実施 △年間実施講座数 ２／２点（・Ａ・） Ａ

指標＝各微項目の評価点数 △研修の実施及び改善 ２／２点（・Ａ・）
の合計

合計 ４／４点
各微項目の評価結果の
区分は以下のとおりと
する。
Ｓ評価：３点、Ａ評価
：２点、Ｂ評価：１点
Ｃ評価：０点、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
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 農林水産省が計画 ア 中央畜産技術研修 △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）を２２講座開催したとこ
ろ、年度計画を上回る７９６名が受講した。を策定する研修につ Ｓ：１８以上であって特に

いて、年間２０講座 中央畜産技術研修 優れた成果が得られた
【説明】程度を実施して研修 会については、農林 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２０講座生を受け入れるとと 水産省の計画に基づ Ｂ：１４以上１８未満

を開催した。もに、研修生に対し き２０講座程度を開 Ｃ：１４未満
② 畜産物の低コスト化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て研修環境について 催し、計７００名程 Ｄ：１４未満であってその

計画した時事問題Ⅰ（放牧利用促進）及び、時事問題Ⅱ（食品残渣の飼料化（エコの満足度を調査し、 度の受講生を受け入 要因は法人の不適切な業
フィード ）の特別コースを開催した。その改善に役立て れる。 務運営にあった ）

③ １７年度の中央畜産技術研修会には、７９６名が受講した。る。 各講座毎に受講生



を対象に、研修環境
に対する満足度を１
０項目（教室、宿泊 △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、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うなど、計画どおり順調に実施した。室、食堂・食事、ト Ｓ：計画を大きく上回り、
イレ、浴室、教養・ 優れた成果が得られた

【説明】集会室、図書室、運 Ａ：計画どおり順調に実施
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、動用具、ビジネスル された

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）にーム、自販機コーナ Ｂ：概ね計画どおり順調に
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 回ー）について５段階 実施された 、「 、 、 、 、 」 （
収率９２％ 。評価で調査するとと Ｃ：計画どおり実施されな ）

② 調査の改善要望を踏まえて、各研修環境項目について施設、設備等の改善を図っもに、改善すべき事 かった
た。項に関して要望を聴 Ｄ：計画どおり実施されず、

取し可能なものは対 その要因は法人の不適切
応する。 な業務運営にあった

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１０８名を受け入れ、満足度調査を行うとともに、
受精卵移植技術指導者研修を２回（１６名）実施し、計画どおり順調に実施した。を民間技術者に伝達 研修 改善

するため、個別の研 Ｓ：計画を大きく上回り、
【説明】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
① 個別研修は、本所ほか９牧場において、３５機関から要請のあった１０８名を対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

象に実施した。を実施するととも け入れ、各研修毎に された
② 個別研修の研修生に対して満足度調査を行い、寄せられた要望に応じて、研修内に、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

容の調整・改善及び図書の充実を行った。研修内容についての 足度について調査す 実施された
③ 受精卵移植技術指導者研修会は、都道府県及び関係団体から１６名の参加者を得満足度を調査し、そ るとともに、改善点 Ｃ：計画どおり実施されな

て２講座実施した。の改善に役立てる。 に関して要望事項を かった
、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
また、実技研修に な業務運営にあった

ついては、受精卵移
植指導者研修会を開 上記細項目については、
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、
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（毎年７５０名
程度）を上回る延べ８５７名の研修生を受け入れた。ター主催研修者の受入

指標＝農林水産省主催及び
【説明】センター主催の研修者数
① 農林水産省主催の中央畜産技術研修の参加者は、７９６名であった。Ｓ：６７５名以上であって
② センター主催の実技研修（受精卵移植技術指導者研修）の参加者は、１６名であ特に優れた成果が得られ

った。た



③ 個別研修生については、研修施設利用は４５名であった。Ａ：６７５名以上
④ この結果、研修施設に受け入れた研修生数は、目標の７５０名に対して８５７名Ｂ：５２５名以上 ６７５名

であった。未満
Ｃ：５２５名未満
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

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】畜産関係団体等主催の研修会について、１９団体・機関に対し２６回施設を
提供し８８５名を受け入れ、これら研修会へ４９名の講師を派遣するなど、計画どお対し、施設利用可能 修会への施設の提供
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 畜産関係団体等１９団体・機関から利用希望があり、施設を提供した。研修の内団体主催研修会に施 （研修施設の利用状 された

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、２６研修会に８８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
５名を受け入れた。体研修実施希望期間 実施された

② これらの研修のうち、依頼のあった１５研修会に４９名の講師を派遣した。を聴取して極力、研 Ｃ：計画どおり実施されな
修施設を提供すると かった

、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
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

（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・）

独立行政法人国際 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・）
協力機構等の要請に 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・）
基づいた海外技術協 員の派遣等について 各細項目の評価結果の
力に係る専門家の研 は、可能な限り独立 区分は以下のとおりと 合計 ８／８点
修、派遣及び調査団 行政法人国際協力機 する。
員の派遣等につい 構等からの要請に応 Ｓ評価：３点、Ａ評価
て、可能な限りその えることとし、今年 ：２点、Ｂ評価：１点
要請に応える。 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
いて、独立行政法人 Ａ：８点以上
国際協力事業団等か Ｂ：４点以上８点未満
らの要請に応え、毎 Ｃ：４点未満
年６０名程度の研修
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 （独）国際協力機構等から１、
８名の要請を受け、１８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、
【説明】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
① 長期専門家の派遣について、(独)国際協力機構からの要請に基づき６名を派遣し応じその分野につい 期派遣専門家、短期 とする）

た。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
② 短期専門家の派遣について、(独)国際協力機構からの要請に基づき７名を派遣し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

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、(独)国際協力機構からの要請に基づき４名を派遣するもに、他機関所属の Ｂ：５０％以上９０％未満

とともに （社）畜産技術協会の要請に基づき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、(独）国際協力機構から５名の要請及び３名
の派遣予定者からの要請を受け、計８名（１００％）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、
【説明】遣前研修員を受け入 当該年度の受入希望者
① 海外技術協力に係る派遣前研修の受入について、(独)国際協力機構からの要請にれる。 数とする）

基づき、専門家の派遣前研修３名、青年海外協力隊員の技術補完研修２名を受け入Ｓ：９０％以上であって特
れた。に優れた成果が得られた

② この他、２名の青年海外協力隊員及び１名のシニアボランティアからの要請によＡ：９０％以上
る研修を行った。Ｂ：５０％以上９０％未満

③ 研修内容は、山羊及びウサギの飼養管理・繁殖技術、飼料生産技術等であった。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 独立行政法人国際 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 （独）国際協力機構等からの要請に基づき、集、
団コース及び個別研修員７５名を受け入れて研修を実施した。協力機構 指標＝集団コース及び個別

要請に基づき、研 研修の受入研修生数
【説明】集団コース及び個 修員を受け入れる。 Ｓ：５４名以上であって特

、 、別研修について、要 また、研修内容及び に優れた成果が得られた ① 海外技術協力に係る集団コースについて (独)国際協力機構からの要請に基づき
５コース計４２名の研修員を受け入れた。請に応じ可能な限り 研修環境について Ａ：５４名以上

② 海外技術協力に係る個別研修について、(独)国際協力機構からの要請に基づく、受け入れるととも は、中間評価会及び Ｂ：３０名以上５４名未満
滞在型８名、視察型５名を受け入れた。また他機関からの要請により２０名を受けに、受講者に対して 最終評価会を開催し Ｃ：３０名未満
入れた。研修内容及び研修環 て要望事項を聴取 Ｄ：３０名未満であってそ

③ 集団コース及び個別研修員の受入は、中期目標の毎年６０名に対して７５名とな境についての満足度 し、可能なものにつ の要因は法人の不適切な
った。を調査し、その改善 いては改善する。 業務運営にあった

に役立てる。

エ 個別研修 □集団コース及び個別研修 Ａ【総括】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する満足度や要望事項を調査し、研修内容の改の内容の改善
善やパソコン利用環境の整備を行うなど、計画どおり順調に実施した。要請に基づき、滞 Ｓ：計画を大きく上回り、

在型及び視察型の個 優れた成果が得られた
【説明】別研修員を受け入れ Ａ：計画どおり順調に実施
① １７年度に受け入れた集団コースの研修員に対し「非常に良い、良い、普通、悪る。 された

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、研修内容技術習得を目的と Ｂ：概ね計画どおり順調に



の満足度については「良い」以上が１００％、研修環境の満足度についての回答中した滞在型個別研修 実施された
「良い」以上が１００％との評価を受けた。員に対しては、研修 Ｃ：計画どおり実施されな

② １７年度に受け入れた滞在型の個別研修員８名に対し５段階評価で研修内容に関内容について中間及 かった
する満足度を調査したところ、回答中「良い」以上が１００％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、

③ 中間及び 終評価会で要望のあった事項について、実習の増加等カリキュラムのして要望事項を聴取 その要因は法人の不適切
一部修正、パソコンの増設、インターネット利用条件の改善等の対応を行った。するとともに、可能 な業務運営にあった

なものについては改
善する。 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

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 ◇家畜改良増殖法に基づく立入検査等 ２／２点 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 ◇種苗法に基づく指定種苗の収取及び検査 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× ◇カルタヘナ法に基づく検査員の選定及び任命 ２／２点
に基づく検査等 ２ 満点 に対する 各」（ ） 「

小項目の点数の合計値 合計 ６／６点」
（合計点）の比率

【評価結果】各小項目の評価点数の
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区分は以下のとおりと

れたと認められる。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：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

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センター職員１７
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

Ｓ：計画を大きく上回り、
【説明】家畜改良増殖法第 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
① 種畜検査員の中から立入検査を的確に行える者として１７年度末現在で１７名任３５条の２の規定に 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

命している。基づく農林水産大臣 ・報告が行える体制 の指示により行う立 された
② なお、１７年度には農林水産大臣から立入検査の指示はなかった。からの指示に従い、 を整備する。 入検査について、指 Ｂ：概ね計画どおり順調に

的確な立入検査等を 示があった場合に迅 実施された
☆家畜改良増殖法第３５条の２行う。 速な対応ができるよ Ｃ：計画どおり実施されな

農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、センターう、あらかじめ種畜 かった
に、畜舎、家畜人工授精所その他家畜人工授精若しくは家畜受精卵移植を行う場所に検査員の中から、立 Ｄ：計画どおり実施されず、
立ち入らせ、関係者に質問させ、家畜若しくは種付台帳、家畜人工授精簿その他必要入検査を的確に行え その要因は法人の不適切
な書類を検査させ、又は検査に必要な 小限度の分量に限り種畜の精液若しくは家畜る者（改良業務関連 な業務運営にあった
受精卵を収去させることができる。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１０３業者１，２３８点の種苗について集取、検査及び結果の通知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
を行い、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
【説明】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
① 種苗検査職員として十勝牧場に２名、長野牧場に４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（１０３業者に対する種苗の集取）に対して、１０３業示に従い、指定種苗 を整備する。 集取及び検査につい 実施された

者１，２３８点の種苗について必要な検査及び集取を行い、必要な検査及び業者へ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
の結果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６業者９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 １６年度末に集取した種苗２６４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２業者２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 。 ☆

６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（食用及び飼料の用に供さ
れる農林水産植物の種苗であって、農薬を使用したものについては、その旨並びに使
用した農薬に含有する有効成分の種類及び当該種類ごとの使用回数）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９名を選定し検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
査員として任命し、計画どおり順調に実施した。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、

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
【説明】（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
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９名を選定し 任命した 再９７号）に基づく立 ９７号）に基づく立 された 、 （

任含む 。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 ）
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。等の使用等の規制に 実施された

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
☆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
く農林水産大臣の指示により行う立入検査等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、

、 、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 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
み換え生物等の収去を行う。き、同条第２項の農 指示があった場合に

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畜）の国林水産大臣の指示に 迅速な対応ができる
内流通段階でのモニタリング検査を分担。従い 立入り 質問 よう、あらかじめ職、 、 、

検査及び収去を的確 員の中から、立入検
に実施する。 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 ◇各追加情報の記録 ２／２点（・Ａ・） 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 ◇各追加情報の保存 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 ◇情報の確認 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 ◇情報の修正 ２／２点（・Ａ・）

◇記載事項の公表 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 ◇各種手段の構築、改善 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 ◇管理者への通知 ２／２点（・Ａ・）
伝達に関する特別措 伝達に関する特別措
置法（平成１５年法 置法（平成１５年法 各小項目の評価結果の 合計 １４／１４点
律第７２号。以下 律第７２号。以下 区分は以下のとおりと
「法」という ）第 「法」という ）第 する。。 。

【特記事項】２０条及び牛の個体 ２０条及び牛の個体 Ｓ評価：３点、Ａ評価
制度発足以降、正確・迅速・厳格な情報の管理及び伝達に努めるとともに、生産履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

歴の検索件数の増加やＢＳＥ発生時の緊急検索にも適切に対応しており、国民が求め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
る食に対する信頼の確保に大いに貢献している。る特別措置法施行令 る特別措置法施行令 ：－１点

また、生産者等が牛の出生、異動等の届出を的確に行えるように、マニュアルを改（平成１５年政令第 （平成１５年政令第
訂し、全ての対象者に配布したことは評価できる。３００号）第５条の ３００号）第５条の Ａ：１３点以上

なお、個体識別台帳の情報は極めて貴重なのものであるので、有効に活用されるよ規定に基づき、次に 規定に基づき、次に Ｂ：７点以上１３点未満
う期待する。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

合には、各小項目の達成状
【評価結果】況及びその他要因を分析し、

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必要に応じＳ評価とするこ
れたと認められる。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】各届出情報の記録については、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に
（ 「 」 。） 、 ，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、 関する特別措置法 以下 法 という に基づき 牛の管理者等から受理した約１

２４２万件の届出を記録し、計画どおり順調に実施した。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
また、生産者向けマニュアルを全面改訂・配布を行った。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】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

平成１７年度においては、総計約１，２４２万件の届出情報について受理し、エラる事務 る事務 実施された
。 、 、Ｃ：計画どおり実施されな 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２万５千件／日、死亡又はと畜約４千件／日で、総計約３万４千件／かった
日であった。また、生産者向けマニュアルを全面改訂・配布し、報告等の効率化に努Ｄ：計画どおり実施されず、
めた。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１４５
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
【説明】Ａ：計画どおり順調に実施

牛の管理者及び輸入者から平成１７年度中に届出のあった出生又は輸入された牛のされた
情報約１６０万件のうち重複届、エラー等を除いた約１４５万件について、磁気ディＢ：概ね計画どおり順調に
スクに記録保存し、牛個体識別台帳に追記した。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
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、不適切な届出につい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、
ては関係機関に通報するなど、計画どおり順調に実施した。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
【説明】登録内容についての された

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回線網（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
（ 、 。 、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 IP－VPN)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
出生及び輸入の届出の都度個体識別番号の通知を実施するとともに、登録内容の確認の受理に関する事務 の受理に関する事務 修正の申出に対して Ｃ：計画どおり実施されな

、 （ ） 、可及的速やかに対応 かった を促したほか インターネット報告 パソコン及び携帯 やLOシステム において☆ ☆☆

登録返信メールを送信し登録内容の確認を求めた。また、不適切と思われる届出につする。 Ｄ：計画どおり実施されず、



いては関係機関に通報するなど、制度の適正化に寄与した。その要因は法人の不適切
な業務運営にあった

◇情報の修正 【 Ａ総括】管理者等から申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
求内容及び添付書類の画像データベース化による確認の徹底を行いつつ速やかに対応Ｓ：計画を大きく上回り、
し、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

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Ｂ：概ね計画どおり順調に
約２００件）については、請求内容の確認を徹底するため、請求書及び添付書類の画実施された
像データを保存する修正受付データベースを運用し、修正の事務を迅速かつ的確に実Ｃ：計画どおりに実施され
施した。なかった

Ｄ：計画どおりに実施され
☆インターネット（携帯Web）報告ず、その要因は法人の不

各種届出をインターネット画面から行う報告手段。パソコンと同様に携帯電話から適切な業務運営にあった
でも報告可能。
☆☆LOシステム上記２つの小項目につい

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いては、各年度の年度計
「ローカルオフィス（LO）システム」を利用する報告手段。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
ネットを用いて公表するなど、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、

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
【説明】ンターネットを用い Ａ：計画どおり順調に実施
① 台帳に登録された事項については、当日深夜に登録を完了し、翌朝にインターネて公表する。 された

ットで公開することとし、平日における１日当たり検索件数は、年度当初約５万頭Ｂ：概ね計画どおり順調に
／日、年度末には約１０万頭／日のアクセスを記録した。実施された

② このうち、携帯電話からのアクセスは、年度当初約２千頭／日、年度末約４千頭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

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、携帯電話からイン
ターネットを通じて届出を行う携帯Web報告及び閉鎖的回線網利用のＬＯシステムに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、
ついて実証試験を開始するなど、計画どおり順調に実施した。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】事務 る事務 構築、改善を図る。 された

、Ｂ：概ね計画どおり順調に ① 管理者が行う届出が円滑に実施できるよう従来の電話応答報告 システムに加え☆



インターネット(携帯Web)報告ができるようシステムの構築を行った。実施された
② 従来よりインターネットを利用しているLOシステムのセキュリティをより強化Ｃ：計画どおり実施されな

し、双方向のデータ利用を図るため、閉鎖的回線網利用 のためのシステム構築及かった ☆☆

び実証試験を開始した。Ｄ：計画どおり実施されず、
③ ID連携システムで利用されているハンディターミナルをLOシステムで利用できるその要因は法人の不適切

ようシステムの改善を行った。な業務運営にあった
④ 登録事項の修正の申出について、郵送のほかインターネット上からの請求申請を

受け付けるシステムを開発した。上記小項目については、
、 。各年度の年度計画にお ⑤ 団体からの情報検索要請に対応するため 団体向け一括検索システムを開発した

いて定められている具
☆電話応答報告体的目標等に照らし、

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。達成度の評価を行うも
☆☆閉鎖的回線網利用のとする

民間の閉鎖的回線網（IP－VPN)を利用する通信。特定会員相互間の通信のため、イ
ンターネットに比べセキュリティが確保され、データの双方向通信が可能となる。

（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】管理者等への通知については、出生又は輸入の届出のあった牛について速や
かに個体識別番号を決定し通知を行い、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
【説明】別番号を決定し管理 Ａ：計画どおり順調に実施

出生又は輸入報告のあった牛約１４５万頭については、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速やかに個体識別実施された
番号の通知を実施した。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

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 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・）

指標＝各中項目の評価点数
適切な業務運営を の合計 合計 ４／４点

行うことにより、収
支の均衡を図る。 各中項目の評価点数の

区分は以下のとおりと
【特記事項】する。

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るＳ評価：３点、Ａ評価
一方、自己収入は種畜の能力向上や販売努力等により、前年度に比べて１２９百万円：２点、Ｂ評価：１点
（１２０％）の増収であったことは評価できる。Ｃ評価：０点、Ｄ評価

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：－１点
費は対前年度比９８．８％に抑制された。

Ａ：４点以上
Ｂ：２点以上４点未満



【評価結果】Ｃ：２点未満
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

れたと認められる。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
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。

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）節減に係る取組

（支出の削減についての具
【 】体的方針及び実績等） 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Ｓ：取組は十分であり、特

金計画はこの予算ベースで計上した。に優れた成果が得られた
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Ａ：取組は十分であった

であった。なお、補正予算（平成１８年２月３日成立）において奥羽牧場第１車庫Ｂ：取組はやや不十分であ
アスベスト除去工事のための施設整備費補助金８，９２０千円が措置された。った

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Ｃ：取組は不十分であった
算に対して約２７０％、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Ｄ：取組は不十分であり、
が当初の計画より伸びたことにより約２２３％それぞれ増収となった。その要因は法人の不適切

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、業務な業務運営にあった
を重点的かつ効率的に行った。

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※ なお、本指標の評価に
実施した。なお、補正予算において措置された奥羽牧場第１車庫アスベスト除去工当たっては、中期計画に
事のための施設整備費については、予算の成立が平成１８年２月であったため、年定める「業務運営の効率
度内に工事を完了することが困難な状況にあったことから、１８年度へ繰り越し手化による経費の抑制」の



続きを行った。評価結果に十分配慮する
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ものとする。

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。
⑥ 運営費交付金債務の１７年度末残高２２４，５７７千円（人件費２１７，１０４当該評価を行うに至った

千円、その他前払費用等７，４７３千円）は、１７年度が中期目標期間の 終年度経緯や特殊事情、中期目標
であることから、独立行政法人会計基準第８０第３項の規定に基づき、運営費交付や中期計画に記載されてい
金収益に振り替えた。る事項以外の業績その他特

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筆すべき事項等を併せて記
主たる増減の要因を明らかにして、経年比較を行った。載する。

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
施状況及び計画と実績の差異について把握した。

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
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
般管理費）節減に係る取組」で一括して記載した。配分状況

（人件費、業務経費、一
般管理費等法人全体の

、資金配分方針及び実績
関連する業務の状況、
予算決定方式等）

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

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
（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

【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。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

第５ 剰余金の使途 第５ 剰余金の使途 ◎剰余金の使途 －【総括】目的積立金の使用はなかった。
剰余金の使途について、

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

【留意事項】目的積立金の使用実績がないため、この項目の評価は行わない。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
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。
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
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
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

Ｃ：得られた成果は不十分
であった

Ｄ：得られた成果は不十分
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する。
実施されている。Ｓ評価：３点、Ａ評価

職員の人員配置に関しては、業務の重点化・効率化に努めつつ、適正な人員配置を：２点、Ｂ評価：１点
行うとともに、牛の個体識別業務を担当する部署については、業務量の増大に対応しＣ評価：０点、Ｄ評価
た職員数を配置して、業務の円滑な実施に努めている。：－１点

Ａ：４点以上
Ｂ：２点以上４点未満

【評価結果】Ｃ：２点未満
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

れたと認められる。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
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を確保するため、施設及び設備の整備・改修を計画的に
実施したところ、改善の成果は十分であった。備に関する計画 する計画 画

【説明】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
① 分娩牛舎（新冠牧場 、育成牛舎（岩手牧場 、種雌牛舎（鳥取牧場）及び種子脱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、 ） ）

粒場（十勝牧場）の整備を計画どおり実施し、今後の業務成果が期待できる状況とため、業務実施上の 当該事業年度における改修
なった。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

② 給水設備（岩手牧場）の改修を計画どおり実施し、事業用水の安全かつ安定的確設・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
保が可能となり、業務をより効率的に実施できる状況となった。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。

③ また、排水設備（熊本牧場）の整備を計画どおり実施し、ほ場の排水処理が効率の整備・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
的に実施できるようになった。画的に行う。 設・設備の老朽化等 り、特に優れている

④ なお、奥羽牧場の第１車庫アスベスト除去については、補正予算の成立が平成１に伴う施設及び設備 Ａ：改善の成果は十分であ
８年２月であったため、工事を１８年度に繰り越した。の整備・改修等を計 った

画的に行う。 Ｂ：改善の成果はやや不十
分であった

Ｃ：改善の成果は不十分で
あった

Ｄ：改善の成果は不十分で
あり、その要因は法人の
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 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。

（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
事配置を行ったほか、業務量の多い個体識別部に職員１５名を配置するなど、計画ど指標＝人員の適正配置、必
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、
【説明】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
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１７名を配置イ 牛の個体識別のた イ 牛の個体識別のた 実施された
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年度に牛の個体識別のための情報管理理及び情報の提供を 理及び情報の提供を かった
等を行う個体識別部を新設し、１７年度においては１５名の職員を配置して業務の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、
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９３３人と年度当初比９９ ３％ 人件費は予算 ５
５１１百万円）を下回る５，３２０百万円となるなど、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 940人 その要因は法人の不適切
期末の 年度末の な業務運営にあった
常勤職員数 933人 常勤職員数 933人
（うち(1)のイによる 人件費総額見込み
平成15年度の増員は、 5,512百万円
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４７５名に研修を受講させ、１８７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 人材を養成するための研修については、新人職員研修（１種２６名 、管理者・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 ）

事務担当者関係の研修（１８種６２名 、業務関連技術向上関係の研修（２４種１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 ）
９２名 、安全衛生・施設管理関係の研修（１７種１９５名）を受講させた。された ）

② 免許・資格の取得等については、安全管理関係資格（４種８名 、特殊作業技能イ 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 ）
講習（１２種８２名 、作業機械等運転・操作資格講習（７種８４名 、機械整備士技術について、定期 技術について、定期 実施された ） ）
資格講習（１種２名 、畜産技術関係資格（３種１３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
、 、 、平成１３年度に導入 を図る。 Ｄ：計画どおり実施されず、 ため １７年度においても各牧場の技術水準を把握し 前年度との比較検討を行い

問題点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、農林水産省本省（転出２ウ 畜産行政との連携 な業務運営にあった

、 ）、 （ 、 ）、 （ 、ウ 畜産行政との連携 及び業務の高度化・ ２名 転入１７名 地方農政局 転出１１名 転入４名 動物検疫所 転出３名
転入４名 、動物医薬品検査所（転出１名、転入１名 （独）農業生物資源研究所及び業務の高度化・ 専門化に対応するた ） ）、
（転出１名、転入１名）等と転出４０名、転入３０名の人事交流を行った。専門化に対応するた め、行政部局及び他

め、行政部局及び他 機関との人事交流を
機関との人事交流を 図る。
図る。



〔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

Ａ（中期目標達成に向けた計画は順調に達成されていると評価した ）上記各項目ごとの評価を踏まえつつ、 評価結果： 。

・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 １ 評価に至った理由

その他の特筆すべき事項 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 下位項目については、Ａ

等も総合的に勘案して、評価を行うものとする。 評価１１９項目及びＢ評価１項目であり、大項目については、すべてがＡ評価となった。

なお、必要がある場合には、業務の適正化を図るために この評価結果に加え、業務運営を効率化するための財務分析や業務の外部化等の取組、財務内容を改善するための自己収入増加

講ずるべき措置等も併せて記載するものとする。 や資金の重点的な活用など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 会計システムから得られたデータを基に、財務状況の分析を行い、経費節減に資するための要因等分析を行った。また、飼料

種苗生産コストの試算に加え、新たに鶏の種卵生産コストの試算を行い、経費節減に資するための検討を行ったことは評価でき

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

るなど積極的に取り組んでいるものと評価できる。

〔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

① 乳用牛及び肉用牛の育種改良について、引き続き後代検定事業を円滑に推進するとともに、優良種雄牛等を供給していること

は評価できる。

② 豚の育種改良については、オーエスキー病の侵入により配布頭数に関する計画を達成できなかったことは残念ではあるが、清

浄化の早期実現に向けて対策を実施中であることから、引き続き清浄化対策に努めるとともに、防疫対策の強化を図っていただ

きたい。

③ 鶏の育種改良について、高病原性鳥インフルエンザ対策として期待されているＭｘ遺伝子抵抗性ホモの系統の作出に取り組ん

でいることは注目に値する。

④ 飼料作物種苗のＯＥＣＤ種子制度に基づく検査について、データベースが充実したこと等により、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。今後とも、この水準を維持できるよう期待する。

⑤ 調査研究については、年度計画に即して着実に各課題に取り組んではいるものの、課題の一部については、実験計画が十分に

練られていないものがある。今後、計画の作成に当たっては、事前に専門家の意見を十分に取り入れるように取り組むべきであ

る。

⑥ 「牛肉トレーサビリティ法」に基づく事務については、制度発足以降、正確・迅速・厳格な情報の管理及び伝達に努めるとと

もに、生産履歴の検索件数の増加やＢＳＥ発生時の緊急検索にも適切に対応しており、国民が求める食に対する信頼の確保に大



いに貢献している。また、生産者等が牛の出生、異動等の届出を的確に行えるように、マニュアルを改訂し、全ての対象者に配

布したことは評価できる。

なお、個体識別台帳の情報は極めて貴重なものであるので、有効に活用されるよう期待する。

⑦ 農家段階で活用できる実用技術を考案して「畜産現場で使えるアイデア集」として取りまとめた資料について、多くの現場関

係者から配布希望が寄せられていることは評価できる。

〔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予算どおりである一方、自己収入は種畜の能力向上や販売努

力等により、前年度に比べて１２９百万円（１２０％）の増収であったことは評価できる。

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度比９８．８％に抑制された。

〔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 職員の人員配置に関しては、業務の重点化・効率化に努めつつ、適正な人員配置を行うとともに、牛の個体識別業務を担当す

る部署については、業務量の増大に対応した職員数を配置して、業務の円滑な実施に努めている。


