
独立行政法人家畜改良センター 平成１８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

◎業務運営の効率化 ○業務対象の重点化 ２／２点 （・Ａ・） Ａ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
指標＝「中項目の項目数× ○業務運営の効率化及び組織体制の合理化 ２／２点 （・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

センターの主要な ２ 満点 に対する 各 ○経費の縮減 ２／２点 （・Ａ・）成するためとるべき 成するためとるべき 」（ ） 「
」事務及び事業につい 中項目の点数の合計値措置 措置

ては、効率的かつ効 （合計点）の比率 合計 ６／６点
果的な運営を確保す
ることとし、以下の 各中項目の評価点数の
事項に取り組むもの 区分は以下のとおりと
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：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。

○業務対象の重点化 ◇家畜の改良増殖業務 ２／２点 （・Ａ・） Ａ１ 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
指標＝「小項目の項目数× ◇飼料作物種苗の増殖業務 ２／２点 （・Ａ・）

２ 満点 に対する 各」（ ） 「
小項目の点数の合計値 合計 ４／４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×５/１０

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。

◇家畜の改良増殖業務 □めん羊 ２／２点 （・Ａ・） Ａ（１）家畜の改良増殖 （１）家畜の改良増殖 （１）家畜の改良増殖
指標＝「細項目の項目数× □実験用小型ヤギ ２／２点 （・Ａ・）業務 業務 業務

センターが担う家 効率的かつ効果的 ２ 満点 に対する 各 □実験用ウサギ ２／２点 （・Ａ・）」（ ） 「
畜の改良増殖業務に な業務運営の観点か 細項目の点数の合計値 □山羊 ２／２点 （・Ａ・）」
ついては、地方公共 ら、センターが担う （合計点）の比率 □その他の家畜 ２／２点 （・Ａ・）
団体及び民間との役 べき業務に重点化す
割分担を明確にする ることとし、以下の 各細項目の評価点数の 合計 １０／１０点
とともに、効率的か とおり取り組む。 区分は以下のとおりと
つ効果的な業務運営 する。

【特記事項】の観点から、都道府 Ｓ評価：３点、Ａ評価
めん羊について、民間を中心とした種畜の生産・供給体制へ移行し、めん羊飼養者県及び民間では実施 ：２点、Ｂ評価：１点

への技術的支援を行うなど、計画どおり実施するとともに、実験用小型ヤギについてし難い全国的な家畜 Ｃ評価：０点、Ｄ評価
も、大学の附属農場への供給を行い、平成１８年度末で種畜供給業務を中止し、計画改良の推進、畜産新 ：－１点

、 。技術を活用した家畜 を前倒しで実施するなど 業務の重点化に積極的に取り組んでいるものと評価できる
の育種改良、種畜検 Ａ：満点×９/１０≦合計点



査、牛個体識別等の Ｂ：満点×５/１０≦合計点
業務に重点化して取 ＜満点×９/１０
り組む。 Ｃ：合計点＜満点×５/１０

特に、めん羊、山
羊、実験用小型ヤギ ただし、Ａ評価とした場
及び実験用ウサギの 合には、各細項目の達成状

、種畜供給業務につい 況及びその他要因を分析し
ては、民間を中心と 必要に応じＳ評価とするこ
した種畜の生産・供 とができる。また、Ｃ評価
給体制等を構築し、 とした場合には、要因を分
これらの体制に移行 析し、必要に応じＤ評価と
する。 することができる。

また、その他の家
畜については、都道 以下の５つの細項目
府県及び民間との役 について、それぞれ、
割分担、けい養頭数 各年度の年度計画にお
規模の見直し等の検 いて定められている具

、討を行うとともに、 体的目標等に照らして
畜産物の需要動向、 達成度の評価を行うも
家畜の飼養動向等を のとする。
勘案して、乳用牛、
肉用牛、豚及び鶏の
４畜種に重点化す
る。 ア めん羊について、 ア めん羊について、 □めん羊 Ａ【総括】めん羊について、民間を中心とした種畜の生産・供給体制へ移行し、これら

への技術的支援について検討するなど、計画どおり順調に実施した。民間を中心とした種 民間を中心とした種 Ｓ：計画を大きく上回り、
畜の生産・供給体制 畜の生産・供給体制 優れた成績が得られた

【説明】を構築し、１８年度 を構築し、これらの Ａ：計画どおり順調に実施
① めん羊について、センターからの種畜供給を中止し、民間を中心とした種畜の生からこれらの体制に 体制に移行する。 された

産・供給体制に移行した。移行する。 Ｂ：概ね計画どおり順調に
② 関係者を参集して「めん羊の改良及び種畜供給についての連絡調整会議」を２回実施された

開催し、家畜人工授精技術の実用化、普及促進等民間における種畜の生産・供給のＣ：計画どおり実施されな
技術的支援について検討した。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 実験用小型ヤギに イ 実験用小型ヤギに □実験用小型ヤギ Ａ【総括】実験用小型ヤギについて、大学の付属農場への供給を行い、１８年度末で種
畜供給業務を中止し、計画を前倒しで実施するなど、計画どおり順調に実施した。ついて、大学の付属 ついて、１９年度末 Ｓ：計画を大きく上回り、

農場等でのけい養を の種畜供給業務の中 優れた成績が得られた
【説明】推進し、１９年度末 止に向け、大学の付 Ａ：計画どおり順調に実施

実験用小型ヤギについては、名古屋大学で維持することとしたうえで雄１０頭及までに種畜供給業務 属農場等でのけい養 された
び雌１５頭の供給を行い、これを最後にセンターからの種畜供給を中止した。を中止する。 を推進する。 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

ウ 実験用ウサギにつ ウ 実験用ウサギにつ □実験用ウサギ Ａ【総括】実験用ウサギについて、緊急時に対応するための凍結受精卵の作成を行うな
ど、計画どおり順調に実施した。いて、緊急時に対応 いて、２０年度末の Ｓ：計画を大きく上回り、

するための凍結受精 種畜供給業務の中止 優れた成績が得られた



【説明】卵を確保し、２０年 に向け、緊急時に対 Ａ：計画どおり順調に実施
日本白色種（大型系）について４０本、日本白色種（中型系）について７０本の度末までに種畜供給 応するための凍結受 された

凍結受精卵入りストローをそれぞれ作成し、保存した。業務を中止する。 精卵を確保する。 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

エ 山羊について、民 エ 山羊について、民 □山羊 Ａ【総括】山羊について、民間における種畜の生産・供給に対する支援について関係者
と協議を行うなど、計画どおり順調に実施した。間を中心とした種畜 間を中心とした種畜 Ｓ：計画を大きく上回り、

の生産・供給体制を の生産・供給体制を 優れた成績が得られた
【説明】構築し、２１年度末 構築し、２１年度末 Ａ：計画どおり順調に実施

「 」 、までにこれらの体制 までにこれらの体制 された 関係者を参集して 山羊の改良及び種畜供給についての連絡調整会議 を開催し
大規模飼養農家への集中的な種畜供給や家畜人工授精技術の普及促進等民間におけに移行する。 に移行するため、関 Ｂ：概ね計画どおり順調に
る種畜の生産・供給の支援策に関する検討を行った。係者と協議する。 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

オ その他の家畜につ オ 馬及び肉用牛のう □その他の家畜 Ａ【総括】馬について育種改良規模の見直しを行うとともに、肉用牛のうち日本短角種
については、関係道県、関係団体等との意見交換会に参画し、役割分担等についていては、都道府県及 ち日本短角種につい Ｓ：計画を大きく上回り、
検討を行うなど、計画どおり順調に実施した。び民間との役割分 ては、都道府県及び 優れた成績が得られた

担、けい養頭数規模 民間との役割分担や Ａ：計画どおり順調に実施
【説明】の見直し等の検討を けい養頭数規模の見 された
① 馬について、効率的な改良増殖のため人工授精技術の普及や優良種畜の精液供行うとともに、畜産 直し等の検討を行う Ｂ：概ね計画どおり順調に

給に努めつつ、繁殖牝馬規模を９５頭（約１５％減）に縮小した。物の需要動向、家畜 とともに、畜産物の 実施された
② 肉用牛のうち日本短角種について、種雄牛造成県からそれ以外の道県に対するの飼養動向等を勘案 需要動向、家畜の飼 Ｃ：計画どおり実施されな

種雄牛供給方法等について検討を行い、種雄牛造成を行わない県は有償で種雄牛して、乳用牛、肉用 養動向等を勘案し かった
を譲り受けるという方向で検討することとなった。また、奥羽牧場においてけい牛、豚及び鶏の４畜 て 乳用牛 肉用牛 Ｄ：計画どおり実施されず、 、 、 、
養している日本短角種の種雌牛は黒毛和種改良事業の受卵牛として利用した。種に重点化する。 豚及び鶏の４畜種に その要因は法人の不適切

重点化する。 な業務運営にあった

◇飼料作物種苗の増殖業務 Ａ（２）飼料作物種苗の （２）飼料作物種苗の （２）飼料作物種苗の 【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もとに、５品種・
増殖業務 増殖業務 増殖業務 系統を削除するとともに、新しく育成された２系統を追加し、新品種及びニーズのＳ：計画を大きく上回り、

高い品種に重点化するなど、計画どおり順調に実施した。センターが担う飼 関係機関及び関係 増殖対象品種・系 優れた成績が得られた
料作物種苗の増殖業 団体と連携しつつ、 統について、新品種 Ａ：計画どおり順調に実施

【説明】務については、新品 需要の動向や新品種 及びニーズの高い品 された
① （社）日本草地畜産種子協会に対して行った需要調査等に基づき、国内流通から種育成機関及び民間 の育成動向等を勘案 種への重点化を図る Ｂ：概ね計画どおり順調に

１０年以上を経過し、置き換え品種が育成されている品種を中心に５品種・系統をとの役割分担の下で し、新品種及びニー ため、飼料作物種苗 実施された
増殖対象品種・系統から削除した。行う原種子の増殖・ ズの高い品種への重 の需要調査及び新品 Ｃ：計画どおり実施されな

② （独）農業・食品産業技術総合研究機構畜産草地研究所に対して行った新品種育供給であることを踏 点化を図ることによ 種育成状況調査等を かった
成状況調査に基づき、新しく育成された２品種・系統を増殖対象品種・系統に追加まえ、優良品種の普 り、飼料作物種苗の 基に、国内流通から Ｄ：計画どおり実施されず、
した。及を促進し飼料自給 増殖対象品種・系統 １０年以上経過し、 その要因は法人の不適切

率の向上を図る観点 を中期目標期間中に 置き換え品種が育成 な業務運営にあった
及び効率的かつ効果 １０％程度削減す されている品種を中
的な業務運営を行う る。 心に５品種・系統以
観点から、需要動向 上の削除を行うとと
等を勘案し、新品種 もに、新しく育成さ



及びニーズの高い品 れた品種・系統の追
種への重点化を図る 加を行う。 上記の小項目につい
ことにより、飼料作 ては、各年度の年度計
物種苗の増殖対象品 画において定められて
種・系統を中期目標 いる具体的目標等に照
期間中に１０％程度 らし、達成度の評価を
削減する。 行うものとする。

○業務運営の効率化及び組 ◇業務の進行管理 ２／２点 （・Ａ・） Ａ２ 業務運営の効率化 ２ 業務運営の効率化 ２ 業務運営の効率化
（※１８年度は該当なし）及び組織体制の合理 及び組織体制の合理 及び組織体制の合理 織体制の合理化 ◇牧場組織 －／２点 （・－・）

指標＝「小項目の項目数× ◇要員の合理化等 ２／２点 （・Ａ・）化 化 化
２ 満点 に対する 各 ◇組織体制の見直し ２／２点 （・Ａ・）」（ ） 「

」小項目の点数の合計値
（※の該当ある場合は８点）（合計点）の比率 合計 ６／６点

各小項目の評価点数の
【特記事項】区分は以下のとおりと

、 、する。 組織体制の合理化については 業務量の見直しによる組織編成や専門役の配置など
積極的に取り組んでいる。さらに、コンプライアンス(法令遵守)委員会の設置についＳ評価：３点、Ａ評価
て検討を行うべきである。：２点、Ｂ評価：１点

Ｃ評価：０点、Ｄ評価
：－１点

【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Ａ：満点×９/１０≦合計点

れたと認められる。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）中期計画及び年 （１）年度計画に対す ◇業務の進行管理 Ａ（１）業務運営の効率 【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
化 半期ごとに点検・分析を行うとともに、役員会、牧場長会議及び次長・連絡調整役度計画に沿った業務 る業務の進行状況を Ｓ：計画を大きく上回り、

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。センターの事務・ を確実に実施するた 四半期ごとに定期的 優れた成績が得られた
事業について、効率 め、四半期毎に進捗 に点検・分析し、的 Ａ：計画どおり順調に実施

【説明】的かつ確実な運営を 状況を確認し、必要 確な進行管理を行 された
① 各牧場及び本所各部から四半期ごとに進行状況報告を求めるとともに、本所にお確保する観点から、 な措置を講じるなど い、計画の達成を図 Ｂ：概ね計画どおり順調に



いて点検・分析を行い、計画達成状況の確認及び課題の解決を図るための対応方針業務の進捗状況に応 業務の進行管理を行 る。 実施された
等の検討を行った。じた適切な対処がで う。 Ｃ：計画どおり実施されな

② 点検・分析結果については役員会、牧場長会議及び次長・連絡調整役会議での検きる進行管理を行う かった
討に反映し、計画達成を図るための対応方針を各牧場に指示をするなど、的確に進とともに、事務・事 Ｄ：計画どおり実施されず、
行管理を実施した。業の集約化を図る方 その要因は法人の不適切

向で検討し、再編・ な業務運営にあった
統合する。

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

（２）長野牧場につい １８年度は該当無し ◇牧場組織 －（ ）
て、山羊、実験用小 Ｓ：計画を大きく上回り、
型ヤギ及び実験用ウ 優れた成績が得られた
サギの種畜供給業務 Ａ：計画どおり順調に実施
を民間に移行した段 された
階で、茨城牧場の支 Ｂ：概ね計画どおり順調に
場として統合する。 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

（※１８年度は該当なし）

（３）一般管理部門に （２）牧場事務のうち ◇要員の合理化等 Ａ（２）組織体制の合理 【総括】本所への事務の集中化を図り、牧場事務を軽量化し要員の合理化を行うとと
化 もに、家畜管理、飼料生産業務等の作業内容を精査し、定年退職者の状況に応じてついて、業務運営方 財務分析、決算事務 Ｓ：計画を大きく上回り、

外部化を行うなど、計画どおり順調に実施した。業務運営の効率化 法の改善、本所への 等について、本所へ 優れた成績が得られた
を図るとともに、一 事務の集中化等を行 の事務の集中化等を Ａ：計画どおり順調に実施

【説明】般管理部門、家畜改 うことにより要員の 行うことにより要員 された
① 総務部会計課に財務分析係を新設し、牧場が行っていた財務分析・決算事務の一良部門等について、 合理化を図る。 の合理化を図る。 Ｂ：概ね計画どおり順調に

部を本所に移管した。要員の合理化に努め また、家畜管理、 また、家畜管理、 実施された
② 牧場事務の軽量化に伴い、牧場事務職員の定員を５名削減した。る。 飼料生産業務等にお 飼料生産業務等にお Ｃ：計画どおり実施されな
③ 定年退職者の状況を踏まえ、環境整備、飼養管理作業等の一部を外部化した。特に、技術専門職 ける単純作業につい ける単純作業につい かった

、員が担当する業務に ては、作業の内容を ては、作業の内容を Ｄ：計画どおり実施されず
ついては、当該職員 精査し、退職者の状 精査し、退職者の状 その要因は法人の不適切
の資質の向上を図り 況を踏まえつつ、可 況を踏まえつつ、可 な業務運営にあった
つつ、家畜受精卵移 能なものから段階的 能なものから段階的
植等の繁殖業務、各 に外部化を進める。 に外部化を進める。 上記の小項目につい
種分析・検査業務、 ては、各年度の年度計
調査研究支援業務等 画において定められて
の資格又は専門的技 いる具体的目標等に照
術を要する業務にシ らし、達成度の評価を
フトさせ 家畜管理 行うものとする。、 、
飼料生産業務等にお
ける単純作業につい



ては、現有の人員を （４）業務の見直しに （３）財務分析等によ ◇組織体制の見直し Ａ【総括】業務の重点化、本所への事務の集中化等に対応して組織の見直しを行い、課
の統合・新設、係の廃止・新設、環境対策専門役、総務調整専門役の新設を行うな有効活用することを 機動的に対応し、業 る事務の見直しに対 Ｓ：計画を大きく上回り、
ど、計画どおり順調に実施した。基本に、退職者の状 務の質・量に応じた 応し、一般管理部門 優れた成績が得られた

況を踏まえつつ、段 組織編成や人員配置 の合理化に応じた組 Ａ：計画どおり順調に実施
【説明】階的に外部化を進め を柔軟に行うなど継 織の見直しを行う。 された
① 業務量の見直しを行い、十勝牧場種畜第一課と種畜第三課の統合を行い１課削減る。 続的に組織体制の見 Ｂ：概ね計画どおり順調に

した。直しを行う。 実施された
② 業務の重点化の観点から個体識別部を２課から３課体制に強化した。Ｃ：計画どおり実施されな
③ 本所への事務の集中化を図るため、十勝牧場庶務課人事係長を廃止し、総務部会かった

計課に財務分析係を新設した。Ｄ：計画どおり実施されず、
④ 環境問題、非公務員化等に適切に対応するため、本所に環境対策専門役、総務調その要因は法人の不適切

整専門役を新設した。な業務運営にあった

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

○経費の縮減 ◇コスト試算 ２／２点 （・Ａ・） Ａ３ 経費の縮減 ３ 経費の縮減 ３ 経費の縮減
業務運営の効率化 指標＝「小項目の項目数× ◇財務分析 ２／２点 （・Ａ・）

による経費の縮減に ２ 満点 に対する 各 ◇一般管理費・業務経費 ２／２点 （・Ａ・）」（ ） 「
ついては、一般競争 小項目の点数の合計値 ◇人件費 ２／２点 （・Ａ・）」
入札の積極的な活用 （合計点）の比率
等による調達コスト 合計 ８／８点
の節減等に努め、運 各小項目の評価結果の
営費交付金のうち一 区分は以下のとおりと

【特記事項】般管理費（人件費を する。
財務分析については、会計システムから得られたデータを基に、収入、支出につい除く については Ｓ評価：３点、Ａ評価。） 、

て、経年比較、他法人比較及び牧場間比較を行うことにより、収入増加や経費節減に毎年度、少なくとも ：２点、Ｂ評価：１点
資するための要因分析を行った。また、生産コストの試算については、問題事項の洗対前年度比で３％縮 Ｃ評価：０点、Ｄ評価
い出しを行い、種子、鶏以外の生産コストについても、検討を進める必要がある。減するとともに、業 ：－１点

務経費については、
毎年度、少なくとも Ａ：満点×９/１０≦合計点

【評価結果】対前年度比で１％縮 Ｂ：満点×５/１０≦合計点
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減する。 ＜満点×９/１０

れたと認められる。また、人件費（退 Ｃ：合計点＜満点×５/１０
職金及び福利厚生費
（法定福利費及び法 ただし、Ａ評価とした場
定外福利費）並びに 合には、各小項目の達成状

、人事院勧告を踏まえ 況及びその他要因を分析し
た給与改定部分を除 必要に応じＳ評価とするこ
く については 行 とができる。また、Ｃ評価。） 、「
政改革の重要方針」 とした場合には、要因を分
（平成１７年１２月 析し、必要に応じＤ評価と
２４日閣議決定）を することができる。
踏まえ、今後５年間
において、国家公務 当該評価を行うに至った
員に準じた５％以上 経緯や特殊事情、中期目標
の削減の取組を行う や中期計画に記載されてい



とともに、国家公務 る事項以外の業績その他特
員の給与構造改革を 筆すべき事項等を併せて記
踏まえた給与体系の 載する。
見直しを進める。

（１）種畜等の生産物 （１）種畜等の生産物 ◇コスト試算 Ａ【総括】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、飼料作物種
苗及び種畜等の試算を行うなど、計画どおり順調に実施した。について、経年比較 について、経年比較 Ｓ：計画を大きく上回り、

ができるコスト試算 ができるコスト試算 優れた成績が得られた
【説明】を行い、コスト低減 を行い、コスト低減 Ａ：計画どおり順調に実施

外部専門家の指導を受けて１７年度の具体的なコスト試算方法を検討し、飼料作に活用する。 方策を検討する。 された
（ ） 、 （ ）Ｂ：概ね計画どおり順調に 物種苗 イタリアンライグラス については１５年度からの経年比較 種畜等 鶏

については１６年度との比較を行い、コスト増減についての要因分析を行った。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

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

（２）財務の分析を行 （２）財務の分析を行 ◇財務分析 Ａ【総括】財務分析を行い、業務に係る経費の縮減に活用するなど、計画どおり順調に
実施した。い、その結果を経費 い、その結果を経費 Ｓ：計画を大きく上回り、

の縮減に活用する。 の縮減に活用する。 優れた成績が得られた
【説明】Ａ：計画どおり順調に実施
① 収入及び支出について１７年度までの実績額をもとに、次のとおり分析を実施しされた

た。Ｂ：概ね計画どおり順調に
ａ 自己収入及び受託収入について、経年比較、牧場間比較等を行うことにより今実施された

後の収入増加に資するための要因等分析を行った。Ｃ：計画どおり実施されな
ｂ 支出について、経年比較、他法人比較及び牧場間比較等を行うことにより今後かった

の経費節減に資するための要因等分析を行った。Ｄ：計画どおり実施されず、
その要因は法人の不適切
な業務運営にあった

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

（３）運営費交付金で （３）運営費交付金で ◇一般管理費・業務経費 Ａ【総括】運営費交付金で行う業務のうち一般管理費（人件費を除く ）については６。
７８，０７７千円と対前年度比８．６％抑制するとともに、運営費交付金で行う業行う業務のうち一般 行う 一 Ｓ：計画を大きく上回り、業務のうち
務経費についても１，６９２，４２８千円と対前年度比１．１％抑制するなど、計管理費（人件費を除 般管理費（人件費を 優れた成績が得られた
画どおり順調に実施した。く ）については、 除く については Ａ：計画どおり順調に実施。 。） 、

毎年度、少なくとも 少なくとも対前年度 された



【説明】対前年度比で３％縮 比で３％縮減する。 Ｂ：概ね計画どおり順調に
① 運営費交付金で行う業務のうち一般管理費（人件費を除く ）については、１７減するとともに、業 また、運営費交付金 実施された 。

年度予算額７４１，９６１千円に対し１８年度は６７８，０７７千円と対前年度比務経費については、 で行う業務経費につ Ｃ：計画どおり実施されな
９１．４％に抑制した。また、運営費交付金で行う業務経費については、１７年度毎年度、少なくとも いては、少なくとも かった
予算額１，７１１，２３４千円に対し１８年度は１，６９２，４２８千円と対前年対前年度比で１％縮 対前年度比で１％縮 Ｄ：計画どおり実施されず、
度比９８．９％に抑制した。減する。 減する。 その要因は法人の不適切

、 「 」な業務運営にあった ② 業務効率化推進・検討委員会において 第２期中期期間中の 業務の効率化方針
を策定し、本所各部及び各牧場に通知した。本所及び各牧場にあっては「業務の効
率化方針」に基づき 「平成１８年度業務効率化実施計画」を策定し、事務の効率上記の小項目につい 、
化・迅速化及び経費の削減に努めた。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 「行政改革の重 ◇人件費 Ａ） （４）人件費につい 【総括】人件費について前年度比で２．１％以上削減するとともに、役職員の給与に
ついて国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しを行うなど、計画どおり順調に要方針 （平成１７ Ｓ：計画を大きく上回り、」 ては、前年度比で
実施した。年１２月２４日閣議 優れた成績が得られた１％以上削減する。

決定）を踏まえ、人 Ａ：計画どおり順調に実施また、国家公務
【説明】件費（退職金及び福 された員の給与構造改革
① 人件費は、１７年度予算額５，５１１百万円に対して１８年度予算額５，３９２利厚生費（法定福利 Ｂ：概ね計画どおり順調にを踏まえて、役職

百万円と対前年度比９７．８４％であった。費及び法定外福利 実施された員の給与について
、 、 、 、費）並びに人事院勧 Ｃ：計画どおり実施されな必要な見直しを進 ② 国家公務員の給与構造改革に準拠して 級の見直し 号俸の分割 昇給日の統一

調整手当の廃止、地域手当の新設等を行った。告を踏まえた給与改 かっためる。
。 、定部分を除く ）に Ｄ：計画どおり実施されず

ついて、今後５年間 その要因は法人の不適切
において５％以上の な業務運営にあった
削減を行うととも
に、国家公務員の給 上記の小項目につい
与構造改革を踏まえ ては、各年度の年度計
て、役職員の給与に 画において定められて
ついて必要な見直し いる具体的目標等に照

を進める。 らし、達成度の評価を
行うものとする。

◎業務の質の向上 ○家畜改良及び飼養管理の改善 ２／２点 （・Ａ・） Ａ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
指標＝「中項目の項目数× ○飼料作物の増殖に必要な種苗の生産及び供給 ２／２点 （・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

２ 満点 に対する 各 ○飼料作物の種苗の検査 ２／２点 （・Ａ・）他の業務の質の向上 他の業務の質の向上 他の業務の質の向上 」（ ） 「
中項目の点数の合計値 ○調査研究 ２／２点 （・Ａ・）に関する事項 に関する目標を達成 に関する目標を達成 」

ＷＴＯ、ＥＰＡ交 （合計点）の比率 ○講習及び指導 ２／２点 （・Ａ・）するためとるべき措 するためとるべき措
渉等急速に進展する ○センターの資源を活用した外部支援 ２／２点 （・Ａ・）置 置
国際化の流れの中 各中項目の評価点数の ○家畜改良増殖法に基づく検査等 ２／２点 （・Ａ・）
で、我が国の畜産の 区分は以下のとおりと ○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
発展を図っていくた する。 ２／２点 （・Ａ・）
めには、畜産の生産 Ｓ評価：３点、Ａ評価
性の向上及び畜産物 ：２点、Ｂ評価：１点 合計 １６／１６点
の品質の向上を図る Ｃ評価：０点、Ｄ評価
ことが重要な課題と ：－１点
なっている。

また、国内外にお Ａ：満点×９/１０≦合計点



けるＢＳＥ、高病原 Ｂ：満点×５/１０≦合計点
性鳥インフルエンザ ＜満点×９/１０
等の発生を契機とし Ｃ：合計点＜満点×５/１０
て、国内での種畜の
改良・確保の必要性 ただし、Ａ評価とした場
及び安全で消費者に 合には、各中項目の達成状

、信頼される畜産物の 況及びその他要因を分析し
生産・供給に対する 必要に応じＳ評価とするこ
ニーズが高まってい とができる。また、Ｃ評価
る。 とした場合には、要因を分

このため 消費者 析し、必要に応じＤ評価と、 、
流通業者及び生産者 することができる。
におけるニーズを踏
まえつつ、センター 上記の評価結果を踏まえ
の保有する人材を含 つつ
めた畜産基盤を十分 ・当該評価を行うに至った
に活かして、家畜の 経緯や特殊事情
改良増殖、飼料作物 ・中期目標や中期計画に記
種苗の増殖、畜産新 載されている事項以外の業
技術の開発・実用化 績
及びその普及、種畜 ・それぞれの項目の機関と
・種苗の検査等を確 しての業務に占める重要性
実に実施することに 等の特筆すべき事項等も総
より、農政の基本方 合的に勘案して、評価を行
針である「食料・農 う。
業・農村基本計画」 その際、上記の留意事項
並びに同計画に即し 等についても記載すること

、 、た具体的な政策方針 とし 必要がある場合には
である「酪農及び肉 業務の適正化を図るために
用牛生産の近代化を 講ずるべき措置を併せて記
図るための基本方 載するものとする。
針 「家畜改良増殖」、
目標」及び「鶏の改
良増殖目標」の達成
に資するとともに、
国民に対する安全で
信頼される畜産物の
安定供給に貢献する
ものとする。

○家畜改良及び飼養管理の ◇乳用牛 ２／２点（・Ａ・） Ａ１ 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
改善 ◇肉用牛 ２／２点（・Ａ・）管理の改善等 管理の改善等 管理の改善等

畜産の生産性の向 指標＝「小項目の項目数× ◇豚 ２／２点（・Ａ・）
上及び畜産物の品質 ２ 満点 に対する 各 ◇鶏 ２／２点（・Ａ・）」（ ） 「
の向上を図っていく 小項目の点数の合計値 ◇その他の家畜 ２／２点（・Ａ・）」
ためには、家畜の能 （合計点）の比率 ◇種畜検査 ２／２点（・Ａ・）
力向上と飼養管理の ◇家畜の遺伝資源の保存 ２／２点（・Ａ・）
改善が重要であり、 各小項目の評価結果の ◇飼養管理の改善 ２／２点（・Ａ・）
特に進展の著しいバ 区分は以下のとおりと ◇家畜個体識別事業の推進 ２／２点（・Ａ・）
イオテクノロジー等 する。
の新技術、情報分析 Ｓ評価：３点、Ａ評価 合計 １８／１８点
技術等を家畜の育種 ：２点、Ｂ評価：１点



に導入して家畜の能 Ｃ評価：０点、Ｄ評価
【評価結果】力向上を図るととも ：－１点

この項目の属する評価は、個別に評価を行った結果、年度計画どおり順調に実施さに、家畜の能力を発
れたと認められる。揮させるために必要 Ａ：満点×９/１０≦合計点

な飼養管理の改善を Ｂ：満点×５/１０≦合計点
推進していく必要が ＜満点×９/１０
ある。 Ｃ：合計点＜満点×５/１０

このため、科学的
根拠に基づき、家畜 ただし、Ａ評価とした場
の能力検定や遺伝的 合には、各小項目の達成状

、能力評価の推進を図 況及びその他要因を分析し
るとともに、より効 必要に応じＳ評価とするこ
率的な育種手法の開 とができる。また、Ｃ評価
発・実用化・導入に とした場合には、要因を分
積極的に取り組みつ 析し、必要に応じＤ評価と
つ、防疫対策及び衛 することができる。
生管理に万全を期し
ながら 優良な種畜 当該評価を行うに至った、 、
家畜人工授精用精液 経緯や特殊事情、中期目標
及び家畜受精卵の供 や中期計画に記載されてい
給等に努め、特に次 る事項以外の業績その他特
の業務に重点を置い 筆すべき事項等を併せて記
て家畜改良を進める 載する。
ものとする。

◇乳用牛 □後代検定事業の推進 ２／２点（・Ａ・） Ａ（１）乳用牛 （１）乳用牛 （１）乳用牛
「家畜改良増殖目 指標＝「細項目の項目数× □遺伝的能力評価の実施 ２／２点（・Ａ・）

標」の達成に資する ２ 満点 に対する 各 □候補種雄牛等の生産・供給 ２／２点（・Ａ・）」（ ） 「
」ため、主要品種であ 細項目の点数の合計値

るホルスタイン種の （合計点）の比率 合計 ６／６点
改良に重点を置き、
後代検定事業の推 各細項目の評価結果の

【特記事項】進、遺伝的能力評価 区分は以下のとおりと
乳用牛の育種改良について、引き続き後代検定事業や遺伝的能力評価を円滑に推進の実施及び後代検定 する。

するとともに、優良種雄牛、種雌牛等を計画以上に供給していることは評価できる。対象種雄牛(以下｢候 Ｓ評価：３点、Ａ評価
補種雄牛 という ：２点、Ｂ評価：１点」 。）
等の生産・供給に取 Ｃ評価：０点、Ｄ評価
り組む。 ：－１点

また、ジャージー
種については、民間 Ａ：満点×９/１０≦合計点
における改良を支援 Ｂ：満点×５/１０≦合計点
する業務を実施す ＜満点×９/１０
る。 Ｃ：合計点＜満点×５/１０

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。



□後代検定事業の推進 △後代検定事業の推進 ２／２点 （・Ａ・） Ａ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
指標＝「微項目の項目数× △後代検定事業の実施 ２／２点 （・Ａ・）進 進 進

２ 満点 に対する 各 △遺伝的能力の高い種雄牛の確保 ２／２点 （・Ａ・）」（ ） 「
」微項目の点数の合計値

（合計点）の比率 合計 ６／６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：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。

（ア）候補種雄牛の遺 （ア）後代検定事業を （ア 「全国後代検定 △後代検定事業の推進 Ａ） 【総括】後代検定事業の円滑な推進を図るため、効率的な実施等について検討する会
議に参画し、技術的検討、実施計画の検討・作成等を行うなど、計画どおり順調に伝的能力を全国同一 推進するための会議 推進会議 「後代検 Ｓ：計画を大きく上回り、」、
実施した。基準により評価を行 に参画し、後代検定 定中央推進会議」等 優れた成績が得られた

う後代検定事業を推 事業の円滑な推進を の会議に参画し、後 Ａ：計画どおり順調に実施
【説明】進する。 図る。 代検定事業に係る技 された
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、術的検討、実施計画 Ｂ：概ね計画どおり順調に

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。の検討・作成等を行 実施された
② 高い遺伝的能力が期待できる候補種雄牛を確保するためのガイドラインを策定しう。 Ｃ：計画どおり実施されな

た。かった
③ 長命性評価として在群期間 の公表、インターブル 公表回数の変更に伴う回数Ｄ：計画どおり実施されず、 ☆ ☆☆

等の見直しについて技術的検討を行い、在群期間の公表については、遺伝率や信頼その要因は法人の不適切
度が低いことから補助的な情報として利用する旨の解説を作成し周知するとともな業務運営にあった
に、インターブル公表回数の変更（年４回から年３回）については、国内評価もイ
ンターブル評価に合わせ年３回に変更することとなった。上記の微項目につい

ては、各年度の年度計
☆在群期間画において定められて

生まれてから淘汰または死亡するまでの月数。いる具体的目標等に照
☆☆インターブルらし、達成度の評価を

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行うものとする。
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。1994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）期待育種価の高 （イ）能力の高い種雄 （イ）能力の高い種雄 △後代検定事業の実施 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、後代検定に供するなど、計画どおり順調に実施した。い候補種雄牛につい 牛を選抜・利用する 牛を早く選抜・利用 Ｓ：計画を大きく上回り、

て後代検定を実施 ため、後代検定中央 するため、後代検定 優れた成績が得られた
【説明】し、国内で必要な凍 推進会議で決定され 中央推進会議で決定 Ａ：計画どおり順調に実施
① 後代検定中央推進会議で決定された前期１００頭・後期８５頭の候補種雄牛を確結精液を供給するた る頭数の候補種雄牛 される頭数の候補種 された

保し、後代検定に供した。め、遺伝的能力の高 について、後代検定 雄牛について、前期 Ｂ：概ね計画どおり順調に
② これら候補種雄牛は、後代検定中央推進会議において定められたガイドラインにい検定済種雄牛を４ を実施する。 と後期に分けて後代 実施された

沿って選定され、その期待育種価は現存雌牛の遺伝的能力評価値の概ね上位１％以０頭程度確保する。 検定を実施する。 Ｃ：計画どおり実施されな
内であった。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

上記の微項目につい
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）後代検定の成績 （ウ）後代検定の成績 △遺伝的能力の高い種雄牛 Ａ【総括】年４回の遺伝的能力評価公表結果をもとに、遺伝的能力の上位４０頭を推奨
種雄牛として確保した。等に基づき、遺伝的 等に基づき、遺伝的 の確保

能力の高い種雄牛を 能力の高い種雄牛を 指標＝種雄牛の確保頭数
【説明】４０頭程度確保す ４０頭程度確保す Ｓ：計画の９０％以上であ

年４回の遺伝的能力評価公表結果をもとに、遺伝的能力の上位４０頭を推奨種雄る。 る。 って特に優れた成果が得
牛として確保した。なお、確保した種雄牛のうち新規供用は、１８年５月４頭、１られた
８年８月９頭、１８年１１月３頭、１９年２月７頭であった。Ａ：計画の９０％以上

Ｂ：計画の５０％以上９０
％未満

Ｃ：計画の５０％未満
Ｄ：計画の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

□遺伝的能力評価の実施 △遺伝的能力の評価・公表 ２／２点 （・Ａ・） Ａイ 遺伝的能力評価の イ 遺伝的能力評価の イ 遺伝的能力評価の
指標＝「微項目の項目数× △インターブルの情報提供 ２／２点 （・Ａ・）実施 実施 実施

２ 満点 に対する 各 △評価手法の改善 ２／２点 （・Ａ・）」（ ） 「
微項目の点数の合計値 △ジャージー種の遺伝的能力の評価・公表 ２／２点 （・Ａ・）」
（合計点）の比率

合計 ８／８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：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４つの微項目
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

（ア）農家において種 （ア）供用中の種雄牛 （ア）供用中の種雄牛 △遺伝的能力の評価・公表 Ａ【総括】供用中の種雄牛全頭（１回平均７５．３頭）及び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４４．４万頭）について、定期的に４回遺伝的能力畜の導入、交配及び 全頭（８０頭程度） 全頭（８０頭程度） Ｓ：計画を大きく上回り、
の評価を行い公表するなど、計画どおり順調に実施した。選抜・淘汰を行う上 及び牛群検定データ 及び牛群検定データ 優れた成績が得られた

での基礎となる遺伝 の収集可能な雌牛全 の収集可能な雌牛全 Ａ：計画どおり順調に実施
【説明】的能力について、毎 頭（４０万頭程度） 頭（４０万頭程度） された
① インターブルの評価時期に合わせて定期的に４回評価を行い評価値を公表した。年２回以上、供用中 について、毎年２回 について、２回以上 Ｂ：概ね計画どおり順調に
② 第１回は、１８年２月までのデータに基づき、当時供用中の種雄牛７８頭及び遺の種雄牛全頭及び評 以上定期的に遺伝的 定期的に遺伝的能力 実施された

伝的能力評価が可能であった雌牛４４６，２７１頭について評価を行い、１８年５価可能な牛群検定加 能力を評価し、公表 を評価し 公表する Ｃ：計画どおり実施されな、 。
月に評価値を公表した。入雌牛全頭の遺伝的 する。 かった

③ 第２回は、１８年５月までのデータに基づき、当時供用中の種雄牛８０頭及び遺能力を評価し、公表 Ｄ：計画どおり実施されず、
伝的能力評価が可能であった雌牛４４０，９６８頭について評価を行い、１８年８する。 その要因は法人の不適切
月に評価値を公表した。な業務運営にあった

④ 第３回は、１８年８月までのデータに基づき、当時供用中の種雄牛７３頭及び遺
伝的能力評価が可能であった雌牛４４６，１８９頭について評価を行い、１８年１
１月に評価値を公表した。

⑤ 第４回は、１８年１１月までのデータに基づき、当時供用中の種雄牛７０頭及び
遺伝的能力評価が可能であった雌牛４４３，５８６頭について評価を行い、１９年
２月に評価値を公表した。

（イ）乳用種雄牛の国 （イ）乳用種雄牛の国 （イ）乳用種雄牛の国 △インターブルの情報提供 Ａ【総括】インターブルから得た種雄牛の遺伝的能力評価に関する情報について、定期
的に４回提供するなど、計画どおり順調に実施した。際能力評価機関（イ 際能力評価機関（イ 際能力評価機関（イ Ｓ：計画を大きく上回り、

ンターブル）が行う ンターブル）から得 ンターブル）から得 優れた成績が得られた
【説明】種雄牛の国際評価に られる種雄牛の遺伝 られる種雄牛の遺伝 Ａ：計画どおり順調に実施
① インターブルのスケジュールに合わせて定期的に４回種雄牛の遺伝的能力評価に我が国の代表機関と 的能力評価に関する 的能力評価に関する された

関する情報を提供した。して参画し、種雄牛 情報について、毎年 情報について、２回 Ｂ：概ね計画どおり順調に
② 第１回は、４７，１８４頭の国内外の種雄牛について、１８年５月に評価値及びの遺伝的能力評価に ２回以上定期的に提 以上定期的に提供す 実施された

関連情報を公表した。関する情報提供を行 供する。 る。 Ｃ：計画どおり実施されな
③ 第２回は、４８，４８１頭の国内外の種雄牛について、１８年８月に評価値及びう。 かった

関連情報を公表した。Ｄ：計画どおり実施されず、
④ 第３回は、４１，９５８頭の国内外の種雄牛について、１８年１１月に評価値及その要因は法人の不適切

び関連情報を公表した。な業務運営にあった
⑤ 第４回は、４２，９００頭の国内外の種雄牛について、１９年２月に評価値及び

関連情報を公表した。



⑥ 関連情報としては、国別生年別評価値の比較、形質別の上位種雄牛の紹介等を公
表した。

（ウ）評価対象形質と （ウ）遺伝的能力の評 （ウ）遺伝的能力の評 △評価手法の改善 Ａ【総括】遺伝的能力の評価技術に関する検討会を開催し、評価対象形質、評価手法等
について検討を行い長命性に関する指標である在群期間を新たな評価対象として追して経済的価値の高 価技術に関する検討 価技術に関する検討 Ｓ：計画を大きく上回り、
加するなど、計画どおり順調に実施した。い形質を追加すると 会を開催し、評価対 会を開催し、評価対 優れた成績が得られた

ともに、評価精度の 象として長命性に関 象として長命性に関 Ａ：計画どおり順調に実施
【説明】向上等評価手法の改 する評価を追加する する評価の追加等に された
① 学識経験者等の参画を得て開催した「乳用牛評価技術検討会」において、長命性善を行う。 ほか、評価精度の向 ついて検討する。 Ｂ：概ね計画どおり順調に

に関する指標である在群期間について検討し、１８年１１月から種雄牛の評価対象上等評価手法の改善 実施された
形質として追加した。を行う。 Ｃ：計画どおり実施されな

② 追加するに当たり、在群期間の遺伝率が低いこと、娘牛の直接的データである在かった
群期間に加え、関連する乳量や体型の線形形質を利用した間接評価であることからＤ：計画どおり実施されず、
信頼度があまり高くないこと等を踏まえ、推定育種価ではなく標準化育種価 を公その要因は法人の不適切 ☆

表することとした。な業務運営にあった
③ このほか検討会では、管理形質（気質、搾乳性、分娩難易）に係る遺伝的パラメ

ータ推定や泌乳持続性 の評価のための基礎分析等について検討し、以下の結論を☆☆

得た。
ａ 管理形質に係る遺伝率が平成９年の推定時よりも若干小さくなったことについ

て、推定のためのデータ量が増大したこと等に起因するとし、評価プログラムの
修正や利用者への周知期間を経た上で、新たな遺伝的パラメータを用いた評価を
行うこととした（平成19年5月から実施 。）

ｂ 泌乳持続性については 「産次間の遺伝相関」等を報告し、引き続き基礎分析、
を継続することとした。

☆標準化育種価
推定育種価を標準偏差単位で揃えたもの。在群期間の評価値は、平均を100とし

た97から103の範囲で示している。
☆☆泌乳持続性

泌乳曲線の形状（泌乳最盛期と泌乳後期の乳量の違い）を示す指標。泌乳持続性
が高いほど泌乳曲線がなだらかになり、管理がしやすく疾病に罹患し難いこと等が
期待されている。

（エ）ジャージー種に （エ）ジャージー種に （エ）ジャージー種に △ジャージー種の遺伝的能 Ａ【総括】牛群検定データの収集可能なすべての雌牛（１回平均３，１８２頭）につい
て、２回遺伝的能力の評価を行い公表するなど、計画どおり順調に実施した。ついては、農家にお ついては、牛群検定 ついては、牛群検定 力の評価・公表

ける改良を支援する データの収集可能な データの収集可能な Ｓ：計画を大きく上回り、
【説明】ため、評価可能な牛 雌牛全頭（２千頭程 雌牛全頭（２千頭程 優れた成績が得られた
① 第１回は、１８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った雌群検定加入雌牛全頭 度）について、毎年 度）について、２回 Ａ：計画どおり順調に実施

牛３，０２１頭について実施し、１８年９月に評価値を公表した。の遺伝的能力を評価 ２回定期的に遺伝的 遺伝的能力を評価 された
② 第２回は、１８年１１月までのデータに基づき、遺伝的能力評価が可能であったし、公表する。 能力を評価し、公表 し、公表する。 Ｂ：概ね計画どおり順調に

雌牛３，３４２頭について実施し、１９年３月に評価値を公表した。する。 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

□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
給 △優良種雌牛の供給 ２／２点 （・Ａ・）産・供給 産・供給 産・供給

指標＝「微項目の項目数× △優良種畜等の供給 ２／２点 （・Ａ・）
２ 満点 に対する 各 △ジャージー種の改良への支援 ２／２点 （・Ａ・）」（ ） 「



」微項目の点数の合計値
（合計点）の比率 合計 ８／８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：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。

我が国の飼養環境 （ア）遺伝的能力の評 （ア）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活用し
て雄子牛を生産・導入するとともに、ドナー検定 や未経産採卵技術等を駆使して(気候・風土・飼料 価値に基づき、国内 値に基づき、国内の Ｓ：計画を大きく上回り、 ☆

雄子牛を生産し、期待育種価の高い候補種雄牛３５頭を選抜して確保するなど、計・飼養管理等）や牛 の優良雌牛を活用し 優良雌牛のうち上位 優れた成績が得られた
画どおり順調に実施した。群に適した優良種畜 た的確な計画交配の １％以内の雌牛を育 Ａ：計画どおり順調に実施

の生産・利用を図る 実施等により雄子牛 種素材として活用 された
【説明】ため、実用段階の新 を生産するととも し、計画交配により Ｂ：概ね計画どおり順調に
① 最新の遺伝的能力評価値上位１％以内の国内優良雌牛を計画交配対象雌牛として技術を活用した新た に、優良な育種素材 雄子牛を生産する。 実施された

選定し、これらを活用して生産された雄子牛を４８頭導入した。な育種手法を導入し を計画的に導入し、 また、選抜精度の Ｃ：計画どおり実施されな
② 選抜精度の向上を図るため採卵後のドナーについて同一場所での能力検定を行つつ、遺伝的能力が 生体卵胞卵子吸引技 向上及び世代間隔の かった

い、生産した雄子牛の推定育種価を算出し、候補種雄牛の選抜に活用した。高い国内の優良な雌 術等畜産新技術を活 短縮による改良速度 Ｄ：計画どおり実施されず、
また、世代間隔の短縮による改良速度の向上を図るため、未経産ドナーからの採牛を活用して期待育 用しつつ、効果的に の向上を図るため、 その要因は法人の不適切

卵等を活用し、効率的に雄子牛を生産した。種価の高い候補種雄 期待育種価の高い候 同一場所での能力検 な業務運営にあった
③ 候補種雄牛候補として生産・導入した雄子牛のうち期待育種価の高い雄子牛３５牛や種雌牛等を生産 補種雄牛を生産・供 定を行うとともに、

頭を選抜した。する。 給する。 未経産採卵技術や生 上記の微項目につい
また、中期目標期 体卵胞卵子吸引技術 ては、各年度の年度計

☆ドナー検定間中に優良種畜等を 等を活用し、効率的 画において定められて
飼養環境の異なる条件で作出された遺伝評価値を持つ雌牛をドナー（供卵牛）と２５０頭程度供給す に候補種雄牛を生産 いる具体的目標等に照

し、採取した受精卵の産子を同一環境下で初産検定させることにより、ドナーを評る。 する。 らし、達成度の評価を
価すること。行うものとする。

（イ）乳用牛改良に資 （イ）供給可能な種雌 △優良種雌牛の供給 Ａ【 】 、 、総括 供給可能な種雌牛等について情報提供を行い 優良な種雌牛を供給するなど
計画どおり順調に実施した。するため、供給可能 牛等について、ホー Ｓ：計画を大きく上回り、

な種雌牛等について ムページ等において 優れた成績が得られた
【説明】情報提供を行い、優 情報提供を行い、供 Ａ：計画どおり順調に実施

原則として遺伝的能力評価における総合指数上位１０％以内の供給可能な優良種良な種雌牛を供給す 給する。 された
雌牛について、農協等へ情報提供を行い、種雌牛３８頭を供給した。る。 Ｂ：概ね計画どおり順調に



実施された
Ｃ：計画どおり実施されな

かった
、Ｄ：計画どおり実施されず

その要因は法人の不適切
な業務運営にあった

上記の微項目につい
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）上記（ア）及び （ウ）上記（ア）及び △優良種畜等の供給 Ａ【総括】優良種畜５９頭、凍結精液１８，４００本を供給した。
（イ）により、種雄 （イ）により、種雄 指標＝優良種畜等の供給頭

【説明】牛や種雌牛等を中期 牛や種雌牛等を種畜 数
① 種畜等の供給については、関係団体、農協等に対して種畜５９頭を供給し、年度目標期間中に２５０ 換算で４０頭程度供 Ｓ：計画の９０％以上であ

計画４０頭を上回った。頭程度供給する。 給する。 って特に優れた成果が得
② また、関係団体に検定済種雄牛の凍結精液１８，４００本を供給した。られた

Ａ：計画の９０％以上
Ｂ：計画の５０％以上９０

％未満
Ｃ：計画の５０％未満
Ｄ：計画の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

（エ）ジャージー種に （エ）ジャージー種に △ジャージー種の改良への Ａ【総括】全国ジャージー酪農振興協議会に対し、遺伝的能力評価情報の提供を行うな
ど、計画どおり順調に実施した。ついては、１８年度 ついては、関係団体 支援

から民間を中心とし が主催する会議に参 Ｓ：計画を大きく上回り、
【説明】た種畜供給体制に移 画し、遺伝的能力評 優れた成績が得られた

全国ジャージー酪農振興協議会総会において、雌牛の遺伝的能力評価上位牛の情行し、これを支援す 価に関する情報を提 Ａ：計画どおり順調に実施
報提供を行った。る業務を実施する。 供すること等によ された

り、民間を中心とし Ｂ：概ね計画どおり順調に
た種畜供給体制を支 実施された
援する。 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

上記の微項目につい
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。



◇肉用牛 □後代検定事業の推進 ２／２点 （・Ａ・） Ａ（２）肉用牛 （２）肉用牛 （２）肉用牛
「家畜改良増殖目 指標＝「細項目の項目数× □遺伝的能力評価の実施 ２／２点 （・Ａ・）

標」の達成に資する ２ 満点 に対する 各 □候補種雄牛等の生産・供給 ２／２点 （・Ａ・）」（ ） 「
」ため、主要品種であ 細項目の点数の合計値

る黒毛和種の改良に （合計点）の比率 合計 ６／６点
重点を置き、遺伝的
多様性の確保に配慮 各細項目の評価結果の

【特記事項】しつつ、広域後代検 区分は以下のとおりと
肉用牛の育種改良について、引き続き後代検定事業や遺伝的能力評価を円滑に推進定事業の推進、遺伝 する。

するとともに、優良種雄牛、種雌牛等を計画以上に供給していることは評価できる。的能力評価の実施及 Ｓ評価：３点、Ａ評価
び候補種雄牛等の生 ：２点、Ｂ評価：１点
産・供給に取り組 Ｃ評価：０点、Ｄ評価
む。また 「食料・ ：－１点、
農業・農村基本計
画」に示された肉用 Ａ：満点×９/１０≦合計点
牛増頭目標の達成に Ｂ：満点×５/１０≦合計点
貢献する。 ＜満点×９/１０

その他の品種につ Ｃ：合計点＜満点×５/１０
いては、関係道県、
関係団体等との役割 ただし、Ａ評価とした場

分担の見直しについ 合には、各細項目の達成状
、て検討する。 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。

□後代検定事業の推進 △広域後代検定事業の推進 ２／２点 （・Ａ・） Ａ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
指標＝「微項目の項目数× △遺伝的能力評価結果の取りまとめ・提供 ２／２点 （・Ａ・）進 進 進

２ 満点 に対する 各 △共同利用種雄牛精液の広域流通の推進 ２／２点 （・Ａ・）」（ ） 「
微項目の点数の合計値 △産肉能力検定成績の取りまとめ・公表 ２／２点 （・Ａ・）」
（合計点）の比率

合計 ８／８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：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４つの微項目
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

（ア）候補種雄牛の遺 （ア）広域後代検定事 （ア）広域後代検定事 △広域後代検定事業の推進 Ａ【総括】広域後代検定事業の円滑な推進を図るため、肉用牛改良増殖推進に係る中央
協議会において、後代検定牛等の調整交配及び産子の配置、並びに共同利用種雄牛伝的能力を全国同一 業の推進のための会 業の推進のため 肉 Ｓ：計画を大きく上回り、、「
の広域的精液利用等について検討を行うなど、計画どおり順調に実施した。基準により評価を行 議に参画し、広域後 用牛改良推進中央協 優れた成績が得られた

う広域後代検定事業 代検定事業の円滑な 議会」等に参画し、 Ａ：計画どおり順調に実施
【説明】を推進し、検定済種 推進を図る。 後代検定牛等の調整 された
① 肉用牛改良増殖推進に係る中央協議会において、後代検定牛及び基準種雄牛の調雄牛の広域的な利用 交配計画及び産子の Ｂ：概ね計画どおり順調に

整交配並びに産子の配置について検討を行った。を図る。 配置計画、並びに共 実施された
☆ ☆☆同利用種雄牛の広域 Ｃ：計画どおり実施されな 検討の結果、基準種雄牛を利用した評価方法 から同居牛を利用した評価方法

に移行することとし、１９年度調整交配から一部の事業参加道県を除き着手するこ的精液利用計画等に かった
ととなった。ついて検討を行う。 Ｄ：計画どおり実施されず、

② 共同利用種雄牛の広域的精液利用方法について、精液利用計画の変更方法及び利その要因は法人の不適切
用状況の報告期間を見直すことについて検討を行い、計画については５年を３年にな業務運営にあった
短縮し、途中での計画変更を可能とするとともに、報告については精液配付最終年
度から５ヶ年間行うこととなった。

☆基準種雄牛を利用した評価方法
広域で正確な遺伝的能力評価を行うためには、県間の牛群に遺伝的な繋がりを

形成する必要がある。このため、各県で共通の種雄牛（基準種雄牛）を交配して生
産した産子を、県の検定調査牛と一緒に肥育して県間のブリッジを架け、これらの
成績を用いて評価を行う方法。基準種雄牛は２頭とし、２年毎に1頭を更新する。

☆☆同居牛を利用した評価方法
基準種雄牛を利用する代わりに、検定農家で肥育されている検定調査牛以外の肥

育牛（同居牛）を利用して県間のブリッジを架け、これらの成績を用いて評価を行
う方法。同居牛のうち、全国的に広く利用されている種雄牛の産子が基準種雄牛の
役割を果たす。

（イ）共同利用種雄牛 （イ）共同利用種雄牛 △遺伝的能力評価結果の取 Ａ【総括】共同利用種雄牛の選定に必要な遺伝的能力評価結果について、１８年６月ま
でに後代検定が終了した全ての広域後代検定候補種雄牛の評価結果を取りまとめ、（都道府県が共同で （都道府県が共同で りまとめ・提供

、 、利用できる種雄牛） 利用できる種雄牛） Ｓ：計画を大きく上回り、 農林水産省に報告するとともに 広域後代検定事業実施都道府県等へ提供するなど
計画どおり順調に実施した。の選定に必要な遺伝 の選定に必要な遺伝 優れた成績が得られた

的能力評価結果をと 的能力評価結果をと Ａ：計画どおり順調に実施
【説明】りまとめ、国に報告 りまとめ、国に報告 された

広域後代検定事業実施都道府県において１８年６月までに後代検定が終了した全するとともに、広域 するとともに、広域 Ｂ：概ね計画どおり順調に
ての広域後代検定候補種雄牛の遺伝的能力評価結果を１８年１０月に取りまとめ、後代検定事業実施都 後代検定事業実施都 実施された
農林水産省に報告するとともに、広域後代検定事業実施道県等へ提供した。道府県に提供する。 道府県に提供する。 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

（ウ）選定された共同 （ウ）選定された共同 △共同利用種雄牛精液の広 Ａ【総括】選定された共同利用種雄牛について、精液の利用希望調査結果をもとに精液
配布計画書を作成するなど、計画どおり順調に実施した。利用種雄牛につい 利用種雄牛につい 域流通の推進

て、都道府県間の調 て、精液の利用希望 Ｓ：計画を大きく上回り、
【説明】整を行い、その精液 調査結果を基に都道 優れた成績が得られた

、 、の広域流通を推進す 府県間の調整を行 Ａ：計画どおり順調に実施 ① １８年度に選定された共同利用種雄牛８頭について 精液の利用希望調査を行い
この結果をもとに、精液配布計画書を作成し、その精液の広域流通を推進した。る。 い、精液配布計画書 された

② 精液配布計画書に従って、共同利用種雄牛の精液が広域後代検定事業非実施県をを作成し、その精液 Ｂ：概ね計画どおり順調に
含む１０道県に３７２本の精液が配布された。の広域流通を推進す 実施された

る。 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

（イ）肉用牛改良の基 （エ）都道府県、関係 （エ）都道府県、関係 △産肉能力検定成績の取り Ａ【総括】都道府県、関係団体等の候補種雄牛の産肉能力検定成績を取りまとめ、公表
するなど、計画どおり順調に実施した。礎資料として都道府 団体等の候補種雄牛 団体等の候補種雄牛 まとめ・公表

県、関係団体等の産 の産肉能力検定成績 の産肉能力検定成績 Ｓ：計画を大きく上回り、
【説明】肉能力検定成績をと をとりまとめ、公表 をとりまとめ、公表 優れた成績が得られた

都道府県、関係団体等の候補種雄牛の産肉能力検定成績を取りまとめ、１８年９りまとめ 公表する する。 する。 Ａ：計画どおり順調に実施、 。
月に農林水産省に報告し、１１月に印刷物を配布した。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

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

２ 満点 に対する 各 △肉用牛枝肉情報全国データベースによる情報提供 ２／２点 （・Ａ・）」（ ） 「
」微項目の点数の合計値

（合計点）の比率 合計 ６／６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：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３つの微項目
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

（ア）共同利用種雄牛 （ア）広域後代検定事 （ア）広域後代検定事 △遺伝的能力の評価・公表 Ａ【総括】検定が終了したすべての広域後代検定候補種雄牛６３頭について遺伝的能力
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。（都道府県が共同で 業に係る候補種雄牛 業に係る候補種雄牛 Ｓ：計画を大きく上回り、

利用できる種雄牛） について、検定デー について、検定デー 優れた成績が得られた
【説明】を選抜するため、広 タ及び血統データを タ及び血統データを Ａ：計画どおり順調に実施

１８年６月末までにステーション検定 またはフィールド検定 が終了したすべ域後代検定事業に係 収集・分析し、毎年 収集・分析し、遺伝 された ☆ ☆☆

ての広域後代検定候補種雄牛６３頭について遺伝的能力評価を実施し、この結果をる候補種雄牛につい １回定期的に遺伝的 的能力を評価して共 Ｂ：概ね計画どおり順調に
１８年１２月に公表した。て、遺伝的能力を評 能力を評価し、共同 同利用種雄牛に関す 実施された

価し、公表する。 利用種雄牛に関する る情報を公表する。 Ｃ：計画どおり実施され
☆ステーション検定情報を公表する。 なかった

、 、 、 、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 特定の検定施設で 飼料給与
検定期間など一定の条件で、種雄牛当たり１０頭程度の息牛を検定する方法をステその要因は法人の不適切
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

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

（イ）広域後代検定事 （イ）遺伝的能力の評 （イ）遺伝的能力の評 △評価手法の改善 Ａ【総括】肉用牛に関する評価技術検討会を開催し、基準種雄牛の配置等について検討
を行うなど、計画どおり順調に実施した。業等を推進するた 価技術に関する検討 価技術に関する検討 Ｓ：計画を大きく上回り、

め、遺伝的能力評価 会を開催し、評価精 会を開催し、基準種 優れた成績が得られた
【説明】の精度の向上等評価 度の向上等評価手法 雄牛の配置や年次の Ａ：計画どおり順調に実施
① １８年９月に開催した肉用牛評価技術検討会において、基準種雄牛の配置による手法の改善を行う。 を改善する。 効果について検討す された

影響やと畜年次の効果について検討した結果、現行どおりとすることとした。る。 Ｂ：概ね計画どおり順調に
② １９年度調整交配分からは基本的に基準種雄牛は用いず、同居牛のデータを用い実施された

Ｃ：計画どおり実施され 。て評価することについて確認した
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

（ウ）種畜の産肉能力 （ウ）肉用牛枝肉情報 （ウ）肉用牛枝肉情報 △肉用牛枝肉情報全国デー Ａ【総括】肉用牛枝肉情報全国データベース に収集された情報を定期的に集計し、改☆

良情報として関係機関に提供するなど、計画どおり順調に実施した。に基づく改良を推進 全国データベースに 全国データベースに タベースによる情報提供
するため、枝肉情報 収集された情報を集 収集された情報を集 Ｓ：計画を大きく上回り、

【説明】を集計し、改良情報 計し、改良情報とし 計し、改良情報とし 優れた成績が得られた
① 肉用牛枝肉情報全国データベースに収集された情報を定期的に集計し、１７年１として提供する。 て関係機関に提供す て関係機関に提供す Ａ：計画どおり順調に実施

０～１２月分を１８年４月に、１８年１～３月分を６月に、１８年４～６月分を９る。 る。 された
月に、１８年７～９月分を１２月に、１８年１０月分を１９年３月に、それぞれホＢ：概ね計画どおり順調に
ームページを通じて情報追加の周知を図りつつ、全国団体等３４件に対し９０１千実施された



頭分の枝肉情報を提供した。Ｃ：計画どおり実施されな
② １６年度と畜分の集計結果概要をホームページに掲載（１８年４月）するとともかった

に、その報告書を肥育者に配布（７月）した。また、１７年度と畜分の集計結果概Ｄ：計画どおり実施されず、
要をホームページに掲載（１８年１２月）するとともに、その報告書を肥育者に配その要因は法人の不適切
布（１９年２月）した。な業務運営にあった

③ １８年９月からは、新たに肥育者向けにインターネットを通じた集計情報の提供
を開始した。

☆肉用牛枝肉情報全国データベース
（社）日本食肉格付協会が収集している格付結果を（社）全国和牛登録協会の血

統データと照合し、データベースとして構築したもの。

□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
給 △肥育検定の実施 ２／２点 （・Ａ・）産・供給 産・供給 産・供給

指標＝「微項目の項目数× △優良種雌牛等の供給 ２／２点 （・Ａ・）
２ 満点 に対する 各 △優良種畜等の供給 ２／２点 （・Ａ・）」（ ） 「
微項目の点数の合計値 △遺伝的多様性の確保 ２／２点 （・Ａ・）」
（合計点）の比率 △黒毛和種以外の品種 ２／２点 （・Ａ・）

各微項目の評価結果の 合計 １２／１２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：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。

（ア）全国で利用され （ア）肉質、増体等の （ア）肉質、増体等の △候補種雄牛の生産・供給 Ａ【総括】計画的に優良な育種素材を導入するとともに、畜産新技術を活用して候補種
雄牛を生産・供給するなど、計画どおり順調に実施した。る優良種雄牛の作出 形質について優良な 形質について優良な Ｓ：計画を大きく上回り、

や肉用牛の増頭を図 育種素材を計画的に 育種素材を計画的に 優れた成績が得られた
【説明】るため、実用段階に 導入し、生体卵胞卵 導入し、生体卵胞卵 Ａ：計画どおり順調に実施
① 黒毛和種については次のとおり取り組んだ。入った新技術を活用 子吸引技術等畜産新 子吸引技術、分割ク された

ａ 育種素材の導入に当たっては、雌牛では育種価又は期待育種価の高いものをした新たな育種手法 技術を活用しつつ、 ローン牛生産技術、 Ｂ：概ね計画どおり順調に
導入することとし、十分な情報が得られない場合は、増体、肉質それぞれにつを導入しつつ、肉用 効果的に期待育種価 体外受精技術等の畜 実施された
いて高い能力を持つとされる系統（増体タイプ：気高・栄光系、藤良系、肉質牛産肉能力平準化促 の高い候補種雄牛を 産新技術を活用しつ Ｃ：計画どおり実施されな
タイプ：田尻系、菊美系等）に属するものを選定した。また、凍結精液３，７進事業における候補 生産・供給する。 つ、効果的に期待育 かった
１０本、凍結受精卵１２３個、雌牛４５頭を導入した。種雄牛やニーズに即 種価の高い候補種雄 Ｄ：計画どおり実施されず、

ｂ 畜産新技術等を活用しつつ、４９０頭の雄子牛を生産し、育種価等により選した種雌牛を生産す 牛を生産・供給す その要因は法人の不適切



抜を行い、５９頭直接検定を実施した。直接検定済種雄牛の中から２４頭を後る。 る。 な業務運営にあった
代検定候補種雄牛として選抜し、供給した。また、中期目標期

② 褐毛和種については次のとおり取り組んだ。間中に優良種畜等を 上記の微項目につい
ａ 育種素材の導入に当たっては、凍結精液２１０本を導入したほか、と畜場か８００頭程度供給す ては、各年度の年度計

ら未経産牛等の卵巣３９頭分を導入した。る。 画において定められて
ｂ 体外受精技術等を活用しつつ、５頭の雄子牛を生産し、１頭直接検定を実施いる具体的目標等に照

した。らし、達成度の評価を
行うものとする。

（イ）候補種雄牛等の （イ）候補種雄牛等の △肥育検定の実施 Ａ【総括】種雌牛の育種価の判明、候補種雄牛の予備選抜等を目的とした肥育検定を行
うなど、計画どおり順調に実施した。生産・供給の過程で 生産・供給の過程で Ｓ：計画を大きく上回り、

必要な肥育検定を行 必要な肥育検定を行 優れた成績が得られた
【説明】う。 う。 Ａ：計画どおり順調に実施
① 種雌牛の育種価を判明するため、産子の肥育検定を行った。された
② 一部の雌牛については、育種価が判明していない場合であっても種雌牛として利Ｂ：概ね計画どおり順調に

用するため、未経産採卵後に本牛の肥育検定を行い、その結果から受精卵の利用を実施された
判定した。Ｃ：計画どおり実施されな

③ 雌牛の育種価を早期に判明するため、卵分割クローン技術を利用して生産した双かった
子雌牛の一方について肥育検定を行い、この結果からもう一方の雌牛の育種価を算Ｄ：計画どおり実施されず、
定することとし、当該手法の実証に取り組んだ。その要因は法人の不適切

④ 候補種雄牛の予備選抜を行うため、卵分割クローン技術を利用して生産した双子な業務運営にあった
雄牛の一方について肥育検定を行い、もう一方の雄牛の候補種雄牛としての資質を
判定した。上記の微項目につい

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）肉用牛の改良・ （ウ）肉用牛の改良・ △優良種雌牛等の供給 Ａ【総括】供給可能な種雌牛等について、ホームページ等により情報の提供を行い、種
雌牛を供給するなど、計画どおり順調に実施した。増頭に資するため、 増頭に資するため、 Ｓ：計画を大きく上回り、

供給可能な種雌牛等 供給可能な種雌牛等 優れた成績が得られた
【説明】について情報提供を についてホームペー Ａ：計画どおり順調に実施
① ホームページに種畜等の供給に関する項目を設け、供給可能な種雌牛等の情報を行い、優良な種雌牛 ジ等により情報提供 された

提供した。等を供給する。 を行い、優良な種雌 Ｂ：概ね計画どおり順調に
② 放牧推進のために、供給可能な放牧経験牛名簿を作成し、農協等に供給した。牛等を供給する。 実施された

（ ） 。Ｃ：計画どおり実施されな ③ 上記の取組により種雌牛１１２頭 うち放牧推進兼用として３１頭 を供給した
また、受精卵８６個を供給した。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

上記の微項目につい
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。



（エ）上記（ア）から （エ）上記（ア）から △優良種畜等の供給 Ａ【総括】種雄牛６０頭、種雌牛１１２頭及び受精卵８６個を供給した（種畜換算で１
８９頭 。（ウ）までにより、 （ウ）までにより、 指標＝優良種畜等の供給頭 ）

種雄牛や種雌牛等を 種雄牛や種雌牛等を 数
【説明】中期目標期間中に８ 種畜換算で９０頭程 Ｓ：計画の９０％以上であ
① 後代検定候補種雄牛２４頭、自然交配用種雄牛３６頭、計６０頭の種雄牛を供給００頭程度供給す 度供給する。 って特に優れた成果が得

した。る。 られた
② 種雌牛１１２頭（うち放牧推進用として３１頭）を供給した。Ａ：計画の９０％以上
③ 受精卵の供給を１８年度から開始し、８６個供給した。Ｂ：計画の５０％以上９０
④ このほか、日本短角種の凍結精液を３２８本供給した。％未満

Ｃ：計画の５０％未満
Ｄ：計画の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）肉用牛の遺伝的 （オ）肉用牛の遺伝的 （オ）肉用牛の遺伝的 △遺伝的多様性の確保 Ａ【総括】遺伝的に希少な系統における育種素材の収集・保存等のあり方について、関
係都道府県及び関係団体と協議を行い、関係都道府県との役割分担について方針を多様性の確保に資す 多様性の確保に資す 多様性の確保に資す Ｓ：計画を大きく上回り、
定めるなど、計画どおり順調に実施した。るため、遺伝的に希 るため、関係県との るため、関係県との 優れた成績が得られた

少な系統について、 役割分担を明確にし 役割分担を明確にし Ａ：計画どおり順調に実施
【説明】中期目標期間中に牛 たうえで、遺伝的に たうえで、遺伝的に された
① 肉用牛の遺伝的多様性の確保に資するため、肉用牛改良専門委員会、肉用牛改良群を整備する。 希少な系統について 希少な系統における Ｂ：概ね計画どおり順調に

増殖推進に係る中央協議会等において検討を行い、関係都道府県が真に残すべき系育種素材を収集し、 育種素材の収集のあ 実施された
統については自県における保留に努めるが、これが困難な場合はセンターに情報を牛群を整備する。 り方について、都道 Ｃ：計画どおり実施されな
提供するとともに、可能な場合は素材の提供を行うこととされた。府県、関係団体等と かった

② 遺伝的に希少な系統における育種素材の収集のあり方について、関係都道府県及協議する。 Ｄ：計画どおり実施されず、
び関係団体と適宜協議を行い、情報及び育種素材の提供を受けることとなった。その要因は法人の不適切

な業務運営にあった

上記の微項目につい
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）黒毛和種以外の （カ）日本短角種につ △黒毛和種以外の品種 Ａ【総括】日本短角種について、関係道県、関係団体等との意見交換会に参画し、種雄
、 、品種については関係 いては、関係道県、 Ｓ：計画を大きく上回り、 牛の供給方法等について役割分担の見直しを検討するとともに 褐毛和種について

熊本県との連携により全国にセンター産種雄牛の精液を供給する体制を整備するな道県、関係団体等と 関係団体等との役割 優れた成績が得られた
ど、計画どおり順調に実施した。の役割分担の見直し 分担の見直しについ Ａ：計画どおり順調に実施

について協議する。 て協議する。 された
【説明】Ｂ：概ね計画どおり順調に
① 日本短角種の種雄牛造成を行っていない道県に対する種雄牛の供給については、実施された

今後センターに代わって種雄牛造成県が実施する場合の問題点と方策等について検Ｃ：計画どおり実施されな
討を行い、種雄牛造成を行わない県は有償で種雄牛を譲り受けるという方向で検討かった
することとなった。Ｄ：計画どおり実施されず、

② 日本短角種の広域的改良を推進する上で必要となるデータベースのうち、血統デその要因は法人の不適切
ータベースについては登録協会において構築することとし、枝肉データベースにつな業務運営にあった
いてはその構築のための方策等について検討を行った。

③ 褐毛和種について、熊本県との協議により、センターで生産した候補種雄牛を毎上記の微項目につい
年１頭以上熊本県の後代検定牛に供給することとなった。また、検定済み種雄牛とては、各年度の年度計
して選抜された場合においては、熊本県から全国へ精液配布することとし、精液の画において定められて
広域利用を図ることとなった。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。

◇豚 □全国的な豚改良の推進 ２／２点 （・Ａ・） Ａ（３）豚 （３）豚 （３）豚
「家畜改良増殖目 指標＝「細項目の項目数× □遺伝的能力評価の実施 ２／２点 （・Ａ・）

標」の達成に資する ２ 満点 に対する 各 □優良種豚等の生産・供給 ２／２点 （・Ａ・）」（ ） 「
」ため、全国的な豚改 細項目の点数の合計値

良の推進、遺伝的能 （合計点）の比率 合計 ６／６点
力評価の実施、優良
種豚の生産・供給等 各細項目の評価結果の

【特記事項】に取り組む。 区分は以下のとおりと
豚の育種改良について、新たな系統豚の造成や育種手法の実用化に向け、豚の育種する。

機関や種豚生産者から意見を収集し検討を行うとともに、遺伝的能力評価を円滑に推Ｓ評価：３点、Ａ評価
進するなど、順調に実施したと評価できる。：２点、Ｂ評価：１点

Ｃ評価：０点、Ｄ評価
：－１点

Ａ：満点×９/１０≦合計点
Ｂ：満点×５/１０≦合計点

＜満点×９/１０
Ｃ：合計点＜満点×５/１０

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。

□全国的な豚改良の推進 Ａア 全国的な豚改良の ア 全国的な豚改良の ア 全国的な豚改良の 【総括】豚の改良に関係する県、団体、種豚場等の参画を得て、豚改良体制整備中央
推進 推進 推進 推進検討会を開催し、遺伝的能力評価の普及を推進するなど、計画どおり順調に実Ｓ：計画を大きく上回り、

施した。センターが中心と 豚の改良に関係す 豚の改良に関係す 優れた成績が得られた
なり、豚の改良に関 る都道府県、団体、 る都道府県、団体、 Ａ：計画どおり順調に実施

【説明】係する都道府県、団 種豚場等の参画を得 種豚場等の参画を得 された
① 農林水産省との共催で開催した豚改良体制整備中央推進検討会において、全国的体、種豚場等との役 て、全国的な豚の改 て、全国的な豚の改 Ｂ：概ね計画どおり順調に

な種豚の改良体制等について検討した。この結果、今後は豚改良増殖推進委員会を割分担及び連携・協 良に関する会議を開 良に関する会議を開 実施された
開催し、センターにおける取組に係る課題（遺伝的能力評価の推進方策、系統造成力の下、全国的な豚 催し、遺伝的能力評 催し、遺伝的能力評 Ｃ：計画どおり実施されな
等育種改良方向等）を中心に検討することとなった。の改良を推進する。 価の普及の取組等を 価の普及の取組等を かった

② 全国的な会議のほかに、現地検討会の開催や地域の種豚改良研修会等への参加に推進する。 推進する。 Ｄ：計画どおり実施されず、
より、遺伝的能力評価に関する技術的検討、参加要請、意見交換等を実施した。その要因は法人の不適切

な業務運営にあった

上記の細項目につい
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。



□遺伝的能力評価の実施 △血縁関係の構築 ２／２点 （・Ａ・） Ａイ 遺伝的能力評価の イ 遺伝的能力評価の イ 遺伝的能力評価の
指標＝「微項目の項目数× △遺伝的能力の評価・提供 ２／２点 （・Ａ・）実施 実施 実施

２ 満点 に対する 各 △評価手法の改善 ２／２点 （・Ａ・）」（ ） 「
」微項目の点数の合計値

（合計点）の比率 合計 ６／６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：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。

（ア）全国同一基準で （ア）関係機関等との （ア）関係機関等との △血縁関係の構築 Ａ【総括】種豚群間の血縁関係を構築するため、遺伝的能力評価に参加している種豚場
、 。の遺伝的能力評価の 連携の下、デュロッ 連携の下、純粋種種 指標＝血縁関係を結んだ農 の中から新たに３農場に種豚等を供給し ２２農場の種豚群間の血縁関係を結んだ

推進のため、中期目 ク種、大ヨークシャ 豚等を供給すること 場数
【説明】標期間中に、３５箇 ー種及びランドレー 等により、２０箇所 Ｓ：計画の１００％以上で
① 種豚の広域的な遺伝的能力評価を行うためには、種豚場の種豚群間で血縁関係を所以上の育種機関・ ス種の純粋種種豚群 以上の育種機関・種 あって特に優れた成果が

構築する必要があるため、新たに遺伝的能力評価事業に参加している３農場に種豚種豚場の種豚群間の 並びに系統豚「ユメ 豚場の種豚群間の血 得られた
や精液の供給を行った。血縁関係を結ぶ。 サクラ」を供給する 縁関係を結ぶ。 Ａ：計画の１００％以上

② その結果、累計で２２農場の種豚群間で血縁関係が構築された。ことにより、３５箇 Ｂ：計画の７０％以上１０
所以上の育種機関・ ０％未満
種豚場の種豚群間の Ｃ：計画の７０％未満
血縁関係を結ぶ。 Ｄ：計画の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

（イ）農家において種 （イ）遺伝的能力評価 （イ）遺伝的能力評価 △遺伝的能力の評価・提供 Ａ【総括】遺伝的能力評価について、定期的に４回実施し、評価結果を提供するなど、
計画どおり順調に実施した。畜の導入、交配及び に参加する種豚場等 に参加する種豚場等 Ｓ：計画を大きく上回り、

選抜・淘汰を行う上 から収集されるデー から収集されるデー 優れた成績が得られた
【説明】での基礎となる遺伝 タについて、毎年４ タについて、４回遺 Ａ：計画どおり順調に実施
① 第１回は、１８年３月までのデータに基づき、繁殖形質４２，３６０頭、産肉形的能力について、毎 回定期的に遺伝的能 伝的能力を評価し、 された

質２５，８９６頭の豚について、１８年４月に評価を行い （社）日本養豚協会を年４回、遺伝的能力 力を評価し、評価結 評価結果を提供す Ｂ：概ね計画どおり順調に 、
通じて参加農家に結果を提供した。評価に参加する種豚 果を提供する。 る。 実施された

② 第２回は、１８年６月までのデータに基づき、繁殖形質４３，５７１頭、産肉形場等の種畜の評価を Ｃ：計画どおり実施されな



質２８，２２８頭の豚について、１８年７月に評価を行い （社）日本養豚協会を実施する。 かった 、
通じて参加農家に結果を提供した。Ｄ：計画どおり実施されず、

③ 第３回は、１８年９月までのデータに基づき、繁殖形質４４，６９７頭、産肉形その要因は法人の不適切
質２８，８７４頭の豚について、１８年１０月に評価を行い （社）日本養豚協会な業務運営にあった 、
を通じて参加農家に結果を提供した。

④ 第４回は、１８年１２月までのデータに基づき、繁殖形質４５，４２３頭、産肉上記の微項目につい
形質２９，３７７頭の豚について、１９年１月に評価を行い （社）日本養豚協会ては、各年度の年度計 、
を通じて参加農家に結果を提供した。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）評価対象形質と （ウ）遺伝的能力の評 （ウ 「遺伝的能力評 △評価手法の改善 Ａ） 【総括 「遺伝的能力評価技術専門委員会」及び「遺伝的能力評価普及推進会議」に】
参画し、新たな評価形質としての肢蹄の追加等について関係者と検討を行うなど、して経済的価値の高 価技術に関する検討 価技術専門委員会」 Ｓ：計画を大きく上回り、
計画どおり順調に実施した。い評価形質の追加を 会に参画し、肢蹄に 及び「遺伝的能力評 優れた成績が得られた

検討するとともに、 関する評価の追加を 価普及推進委員会」 Ａ：計画どおり順調に実施
【説明】評価手法の改善を行 検討するなど、評価 に参画し、肢蹄に関 された
① 肢蹄の強さに関する客観的な評価を実施するため 「つなぎ 評価調査表」を作成う。 手法の改善を行う。 する評価の追加を検 Ｂ：概ね計画どおり順調に 、 ☆

した。また、茨城牧場及び沖縄県家畜改良センターにおいて、当該調査表の取扱に討するなど、評価手 実施された
、 。法を検討する。 Ｃ：計画どおり実施されな 関する目あわせを実施し １９年度より両場において調査を開始することとなった

② 「遺伝的能力評価技術専門委員会」において、血縁関係構築方策として、子豚登かった
記 情報を繁殖能力評価に取り入れること、欠測を含むデータを積極的に採用するＤ：計画どおり実施されず、 ☆☆

こと等について検討を行い、１９年度の評価から実施することとなった。その要因は法人の不適切
③ 地域内における同一基準による種豚評価を推進するため、沖縄県域の評価及びな業務運営にあった

鹿児島県域（ただしバークシャー種に限る）の評価の実施について現地関係者に
説明した。１９年度以降については、生産者勉強会等に赴き、関係者の更なる理上記の微項目につい
解を得て地域内種豚評価を推進することとした。ては、各年度の年度計

画において定められて
☆つなぎいる具体的目標等に照

有蹄類の蹄とくるぶしとの間。らし、達成度の評価を
この部分の柔軟性や強さにより、肢蹄の強健性が大きく左右されると考えられる行うものとする。

ため、この部分に注目した評価を行うための基礎調査を行う。
☆☆子豚登記

子豚登記は、種豚登録された種豚の間に生産された子豚で （社）日本養豚協会、
（以下「協会」という ）の検査員が実施する検査を受け、これに合格したものに。
ついて、協会が行う。
子豚登記の際に報告される同腹豚の生産頭数を、遺伝的能力評価の哺乳開始頭数

として活用することとしている。

□優良種豚等の生産・供給 △新たな系統造成の検討 ２／２点（・Ａ・） Ａウ 優良種豚等の生産 ウ 優良種豚等の生産 ウ 優良種豚等の生産
指標＝「微項目の項目数× △基礎豚の選定・導入 ２／２点（・Ａ・）・供給 ・供給 ・供給

２ 満点 に対する 各 △優良種豚等の供給 ２／２点（・Ａ・）」（ ） 「
」微項目の点数の合計値

（合計点）の比率 合計 ６／６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：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。

（ア）新たな系統豚の （ア）新たな系統豚の （ア）新たな系統豚の △新たな系統造成の検討 Ａ【総括】新たな系統豚の造成及び新たな育種手法の実用化のため、１日平均増体重、
背脂肪の厚さ、ロース断面積の遺伝的パラメータ推計のためのデータを収集するな造成及び新たな育種 造成及び新たな育種 造成及び新たな育種 Ｓ：計画を大きく上回り、
ど、計画どおり順調に実施した。手法の実用化に着手 手法の実用化のた 手法の実用化のた 優れた成績が得られた

するため 改良目標 め、遺伝的パラメー め、遺伝的パラメー Ａ：計画どおり順調に実施、 、
【説明】育種プログラム等を タ推計等のためのデ タ推計等のためのデ された

、 、検討するとともに、 ータを収集するとと ータを収集する。 Ｂ：概ね計画どおり順調に 遺伝的パラメータを推計するため 種豚場に遺伝的能力評価への参加を呼びかけ
１日平均増体重、背脂肪の厚さ及びロース断面積に関するデータを収集した。新たな系統豚の造成 もに、改良目標、育 実施された

に必要な基礎豚を選 種プログラム等を検 Ｃ：計画どおり実施されな
定・導入する。 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

上記の微項目につい
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。

（イ）系統豚「ユメサ （イ）デュロック種に （イ）デュロック種に △基礎豚の選定・導入 Ａ【総括 「豚の新育種技術に関する研究会」への参加や育種機関及び種豚生産者を対】
象に実施した要望調査を通して、新たに造成する系統豚の能力等に対する要望を広クラ 、能力の高い ついて、新たな系統 ついて、新たな系統 Ｓ：計画を大きく上回り、」
く収集するなど、計画どおり順調に実施した。純粋種種豚等を種豚 豚の造成に必要な基 豚の造成に必要な基 優れた成績が得られた

換算で中期目標期間 礎豚を選定・導入す 礎豚の選定・導入に Ａ：計画どおり順調に実施
【説明】中に１，２００頭程 る。 向け、新たに造成す された
① （独）農業・食品産業技術総合研究機構畜産草地研究所が主催する「豚の新育種度供給する。 る系統豚の能力等に Ｂ：概ね計画どおり順調に

技術に関する研究会」において都道府県等の育種機関から新たに造成する系統豚のついて、育種機関・ 実施された
能力について要望を聴取したところ、肢蹄の強化及び繁殖能力の改善が多くを占め種豚場等の要望を広 Ｃ：計画どおり実施されな
た。く収集する。 かった

② 茨城県等が開催する系統豚の利用に係る検討会及び生産者が開催する研修会へのＤ：計画どおり実施されず、
参加や個別農場訪問を通じて情報交換を行い、新たな系統豚の能力について要望をその要因は法人の不適切
聴取したところ、肢蹄の強健性と繁殖能力の改善に対して要望が多かった。な業務運営にあった

③ 九州の種豚場及び宮崎牧場の種豚を導入した全国の農場を対象に、新たな系統豚
の能力について要望を調査したところ、繁殖能力の改善、産肉性の改善、肉質の改上記の微項目につい



善及び肢蹄の強化に対する要望が多かった。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）系統豚「ユメサ （ウ）遺伝的能力評価 △優良種豚等の供給 Ａ【総括】純粋種種豚群を構築するとともに、優良種畜に関する情報を提供し、種豚７
５頭及び液状精液５６本（種豚換算で７６頭）を供給した。クラ」の普及及び遺 値を有する純粋種種 指標＝優良種豚 種豚換算（ ）

伝的能力評価値を有 豚群を構築するとと の供給頭数
する純粋種種豚群を もに、優良種豚に関 Ｓ：計画の９０％以上であ

【説明】構築するとともに、 する情報をホームペ って特に優れた成果が得
① 遺伝的能力評価値を有する純粋種豚群（デュロック種、ランドレース種、大ヨー優良な種畜等に関す ージ等により提供 られた

クシャー種）の構築を行った。る情報を提供するこ し、種豚換算で３０ Ａ：計画の９０％以上
② 優良種豚に関する情報をホームページ、ダイレクトメール等により提供し、種豚とにより、中期目標 頭程度供給する。 Ｂ：計画の５０％以上９０

７５頭及び液状精液５６本（種豚換算で７６頭）を供給した。期間中に種豚換算で ％未満
１，２００頭程度供 Ｃ：計画の５０％未満
給する。 Ｄ：計画の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

◇鶏 □全国的な鶏改良の推進 ２／２点（・Ａ・） Ａ（４）鶏 （４）鶏 （４）鶏
｢鶏の改良増殖目 指標＝「細項目の項目数× □優良種鶏の生産・供給 ２／２点（・Ａ・）

標｣の達成に資する ２ 満点 に対する 各」（ ） 「
ため、消費者、流通 細項目の点数の合計値 合計 ４／４点」
業者及び生産者のニ （合計点）の比率
ーズへの対応に重点

【特記事項】を置き、全国的な鶏 各細項目の評価結果の
鶏の育種改良について、消費者等のニーズに対応した系統の改良に重点化し、優良改良の推進、国産鶏 区分は以下のとおりと

種鶏の供給を順調に実施している。の普及、優良種鶏の する。
生産・供給等に取り Ｓ評価：３点、Ａ評価
組む。 ：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。

□全国的な鶏改良の推進 Ａア 全国的な鶏改良の ア 全国的な鶏改良の ア 全国的な鶏改良の 【総括】鶏の改良に関係する都道府県、民間種鶏場等の参画を得て 「鶏改良推進中、



推進 推進 推進 央協議会」等を開催するとともに、改良情報の提供、国産鶏の普及等を推進するなＳ：計画を大きく上回り、
ど、計画どおり順調に実施した。センターが中心と 鶏の改良に関係す 都道府県、民間種 優れた成績が得られた

なり、鶏の改良に関 る都道府県、民間種 鶏場等の参画を得 Ａ：計画どおり順調に実施
【説明】係する都道府県、民 鶏場等の参画を得 て、全国的な鶏の改 された
① 都道府県、民間種鶏場等の参画を得て 「鶏改良推進中央協議会 「卵質改良部間種鶏場等との役割 て、全国的な鶏の改 良に関する会議を開 Ｂ：概ね計画どおり順調に 、 」、

会」及び「高品質肉用鶏部会」を開催し、都道府県等関係者と国産鶏の改良・普分担及び連携・協力 良に関する会議を開 催し、改良情報の提 実施された
及に関する意見交換を行うとともに､結精液技術の活用方法、肉斑出現率の低減等の下、全国的な鶏の 催し、改良情報の提 供、国産鶏の普及等 Ｃ：計画どおり実施されな
育種改良技術課題に関する検討を行った。改良を推進する。 供、国産鶏の普及等 を推進する。 かった

② 都道府県等で飼養している系統等のデータを収集し、取りまとめてデータベーを推進する。 Ｄ：計画どおり実施されず、
スとして牧場のホームページで公開するなど、情報の提供を行った。その要因は法人の不適切

③ 消費者、生産者、流通業者等と国産種鶏を利用した新ブランドの作出等についな業務運営にあった
ての打合せを行うなど国産種鶏の普及を推進した。

上記の細項目につい
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。

□優良種鶏の生産・供給 △系統数の重点化 ２／２点（・Ａ・） Ａイ 優良種鶏の生産・ イ 優良種鶏の生産・ イ 優良種鶏の生産・
指標＝「微項目の項目数× △新たな育種手法の開発 ２／２点（・Ａ・）供給 供給 供給

２ 満点 に対する 各 △産卵能力等の改良 ２／２点（・Ａ・）」（ ） 「
微項目の点数の合計値 △産肉能力等の改良等 ２／２点（・Ａ・）」
（合計点）の比率 △優良種鶏等の供給 ２／２点（・Ａ・）

各微項目の評価結果の 合計 １０／１０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：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。

消費者、流通業者 （ア）消費者、流通業 （ア）消費者、流通業 △系統数の重点化 Ａ【総括】消費者、流通業者及び生産者のニーズに対応した系統の改良に重点化するた
め、卵用鶏２系統を削減するなど、計画どおり順調に実施した。及び生産者のニーズ 者及び生産者のニー 者及び生産者のニー Ｓ：計画を大きく上回り、

に対応した系統の改 ズに対応した系統の ズに対応した系統の 優れた成績が得られた
【説明】良に重点化し、遺伝 改良に重点化し、中 改良に重点化し、卵 Ａ：計画どおり順調に実施



① 消費者、流通業者及び生産者のニーズに対応した系統の改良に重点化するため、子育種等の新たな育 期目標期間中に、系 用鶏２系統を削減す された
卵用鶏２系統を削減した。種手法を活用しつ 統の統合等により、 る。 Ｂ：概ね計画どおり順調に

② 肉用鶏について、削減する系統について関係者との検討を行い、１９年度に削減つ、卵用鶏において けい養する系統数を 実施された
する２系統を決定した。は卵殻質、卵内容等 ２割程度削減する。 Ｃ：計画どおり実施されな

に優れた赤玉系統・ かった
、白玉系統の産卵能力 Ｄ：計画どおり実施されず

等の改良を、肉用鶏 その要因は法人の不適切
においては低脂肪、 な業務運営にあった
劣性白又は遅羽性に
着目した系統の産肉 上記の微項目につい
能力等の改良を推進 ては、各年度の年度計
する。 画において定められて

また、優良な いる具体的目標等に照
種鶏を中期目標期間 らし、達成度の評価を
中に種卵換算で６０ 行うものとする。
０千個程度供給す
る。

（イ）遺伝子育種等の （イ）卵用鶏について △新たな育種手法の開発 Ａ【総括】卵用鶏について、ＲＮＡウイルス疾病抵抗性遺伝子 を固定するための調査☆

を行った。また、肉用鶏について、ＢＬＵＰ法 を活用した遺伝的能力評価手法の新たな育種改良手法 はＲＮＡウィルス疾 Ｓ：計画を大きく上回り、 ☆☆

開発に着手し効率的な改良を推進するとともに、個体識別システムを用いた効率的を開発し、効率的な 病抵抗性遺伝子を固 優れた成績が得られた
な育種手法の検討を行うなど、計画どおり順調に実施した。改良を推進する。 定するための調査を Ａ：計画どおり順調に実施

行う。また、肉用鶏 された
【説明】についてはＢＬＵＰ Ｂ：概ね計画どおり順調に
① 卵用鶏について、白玉系の主要２系統について、ＲＮＡウイルス疾病抵抗性遺伝法を活用した遺伝的 実施された

子の保有状況の調査を行った。能力評価手法の開発 Ｃ：計画どおり実施されな
② 肉用鶏においては、従来は６週齢時体重のみの単形質での遺伝的能力評価であっに着手し、効率的な かった

たが、生存率や産卵率等を加えた多形質での総合的な遺伝的能力評価手法の開発に改良を推進するとと Ｄ：計画どおり実施されず、
着手し、効率的な改良を推進した。もに、個体識別シス その要因は法人の不適切

③ 肉用鶏の個体識別システムを用いた効率的な育種手法として、二次元バーコードテムを用いた効率的 な業務運営にあった
を利用した体重の自動入力システムについて検討を行った。現時点では、コストやな育種手法の検討を
翼帯脱落等の問題があり実用化は難しいと考えられた。行う。 上記の微項目につい

ては、各年度の年度計
☆ＲＮＡウイルス疾病抵抗性遺伝子画において定められて

ＲＮＡウイルスの増殖を抑制するタンパク質を作る遺伝子。鶏病における代表的いる具体的目標等に照
なＲＮＡウイルスとしては、鳥インフルエンザウイルス、ニューカッスル病ウイルらし、達成度の評価を
ス、伝染性気管支炎ウイルス等がある。行うものとする。

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

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

ウ 卵用鶏について ウ 卵用鶏について △産卵能力等の改良 Ａ（ ） 、 （ ） 、 【総括】卵用鶏について、肉斑等に着目して造成した赤玉系２系統及び卵殻質等に着
目して造成した白玉鶏２系統の産卵能力等の改良を行うなど、計画どおり順調に実肉斑等に着目して造 肉斑等に着目して造 Ｓ：計画を大きく上回り、
施した。成した赤玉系２系統 成した赤玉系２系統 優れた成績が得られた

及び卵殻質等に着目 及び卵殻質等に着目 Ａ：計画どおり順調に実施
【説明】して造成した白玉系 して造成した白玉系 された
① 赤玉系については、ロードアイランドレッド種及び白色プリマスロック種につい２系統の産卵能力等 ２系統の産卵能力等 Ｂ：概ね計画どおり順調に

て、白玉系については、白色レグホーン種の２系統について産卵能力等の改良を行を一層改良する。 を一層改良する。 実施された
った。Ｃ：計画どおり実施されな

② 肉斑の改良については、遺伝率が低いことから、遺伝子解析技術を活用した手法かった
について取り組むこととし、遺伝子解析用サンプルの収集に着手した。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

上記の微項目につい
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。

エ 肉用鶏について エ 肉用鶏について △産肉能力等の改良等 Ａ（ ） 、 （ ） 、 【総括】肉用鶏について、低脂肪に着目して造成した２系統、劣性白 に着目して造☆

成した２系統及び遅羽性 に着目して造成した１系統の産肉能力等を一層改良する低脂肪に着目して造 低脂肪に着目して造 Ｓ：計画を大きく上回り、 ☆☆

とともに、劣性白系統の赤褐色遺伝子の固定化に向けた調査を行うなど、計画どお成した２系統、劣性 成した２系統、劣性 優れた成績が得られた
り順調に実施した。白に着目して造成し 白に着目して造成し Ａ：計画どおり順調に実施

た２系統及び遅羽性 た２系統及び遅羽性 された
【説明】に着目して造成した に着目して造成した Ｂ：概ね計画どおり順調に
① 肉用鶏の白色コーニッシュ種及び白色プリマスロック種の各系統について、産肉１系統の産肉能力等 １系統の産肉能力等 実施された

能力等の改良を行った。を一層改良するとと を一層改良するとと Ｃ：計画どおり実施されな
② 現在保有の劣性白系統は、羽色に関するものとして劣性白遺伝子のほかに、赤褐もに、劣性白系統の もに、劣性白系統の かった

色及び黒色の遺伝子を保有しており、赤鶏実用鶏の生産関係者は、羽色を赤褐色で赤褐色遺伝子の固定 赤褐色遺伝子の固定 Ｄ：計画どおり実施されず、
揃えるため、黒色遺伝子の排除要望が強い。このため、遺伝子解析により羽色関連化を図る。 化に向けた検討を行 その要因は法人の不適切
遺伝子について保有状況を調査した結果、赤褐色遺伝子ホモが３８％、黒色遺伝子う。 な業務運営にあった
ホモが１４％、ヘテロが４８％の保有率であった。

今後は、系統の飼養羽数規模を維持しつつ、徐々に赤褐色遺伝子の固定を行うこ上記の微項目につい
ととしているては、各年度の年度計

画において定められて
☆劣性白いる具体的目標等に照

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らし、達成度の評価を
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行うものとする。
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。

（オ）上記（ア）から （オ）上記（ア）から △優良種鶏等の供給 Ａ【総括】ホームページ等により優良種鶏についての情報提供を行い、種鶏、種すう及
び種卵を種卵換算で１５９，９４８個供給した。（エ）までにより、 （エ）までにより、 指標＝優良種鶏 種卵換算（ ）

優良な種鶏について 優良な種鶏について の供給羽数
【説明】情報提供を行い、中 ホームページ等にお Ｓ：計画の９０％以上であ
① 卵用鶏、肉用鶏ともに、ホームページや鶏改良推進中央協議会での資料配布等に期目標期間中に種卵 いて情報提供を行 って特に優れた成果が得

より、保有する造成系統鶏及び育種素材鶏の優良種鶏について、品種、配布時期等換算で６００千個程 い、種卵換算で１２ られた
の情報提供を行った。度供給する。 ０千個程度の種鶏の Ａ：計画の９０％以上

② 年度を通じて積極的に情報提供等を行い、種卵換算で卵用鶏は８３，１５８個、供給を行う。 Ｂ：計画の５０％以上９０
肉用鶏は７６，７９０個、合計１５９，９４８個を供給した。％未満

Ｃ：計画の５０％未満
Ｄ：計画の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



◇その他の家畜 □めん羊等の飼養者への技術指導等 ２／２点（・Ａ・） Ａ（５）その他の家畜 （５）その他の家畜 （５）その他の家畜
指標＝「細項目の項目数× □実験用小型ブタの系統造成 ２／２点（・Ａ・）

２ 満点 に対する 各 □馬の種畜等の供給 ２／２点（・Ａ・）」（ ） 「
」細項目の点数の合計値

（合計点）の比率 合計 ６／６点

各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：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、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

その他の家畜につ ア めん羊、実験用小 ア めん羊、実験用小 □めん羊等の飼養者への技 Ａ【総括】めん羊、実験用小型ヤギ、実験用ウサギ及び山羊について、人工授精用精液
等の保管・供給や飼養者への技術指導等の支援を行うなど、計画どおり順調に実施いては、需要の動向 型ヤギ、実験用ウサ 型ヤギ、実験用ウサ 術指導等
した。等を踏まえ、優良な ギ及び山羊について ギ及び山羊について Ｓ：計画を大きく上回り、

種畜等の生産・供給 は、上記第１の１の は、上記第１の１の 優れた成績が得られた
【説明】を行うものとする （１）のとおり、民 （１）のとおり、民 Ａ：計画どおり順調に実施
① めん羊、山羊及び実験用小型ヤギについて、人工授精用凍結精液の保管・供給をが、めん羊、山羊、 間等を中心とした種 間等を中心とした種 された

行った。実験用小型ヤギ及び 畜供給体制に移行 畜供給体制に移行 Ｂ：概ね計画どおり順調に
② めん羊、実験用小型ヤギ、実験用ウサギ及びヤギについて、人工授精講習会の開実験用ウサギの種畜 し、人工授精用精液 し、人工授精用精液 実施された

催、マニュアルの作成、技術講習会の開催等により支援を行った。供給業務について 等の保管・供給や飼 等の保管・供給や飼 Ｃ：計画どおり実施され
は、民間を中心とし 養者への技術指導等 養者への技術指導等 なかった

、た種畜供給体制を構 の支援を行う。 の支援を行う。 Ｄ：計画どおり実施されず
築しつつ、計画的に その要因は法人の不適切
民間主体の体制に移 な業務運営にあった
行し、それらに対す
る改良増殖技術の指 イ 実験用小型ブタに イ 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



（淡色系、貧毛系）の交配・選抜を行うなど、計画どおり順調に実施した。導等の支援業務に特 ついて、小型系統及 ついて、小型系統及 成
化する。 び中型（ヘアレス） び中型（ヘアレス） Ｓ：計画を大きく上回り、

【説明】系統の造成を行う。 系統の造成を行う。 優れた成績が得られた
① 小型系（交雑種）について、皮膚色に着目した系統造成のための繁殖を行い、雄Ａ：計画どおり順調に実施

５頭、雌２０頭の交配を行い、１０１頭の産子を得て、うち４８頭の子豚を選抜しされた
た（一次選抜 。Ｂ：概ね計画どおり順調に ）

② 中型ヘアレス系について、皮膚色及び貧毛に着目した系統造成のための繁殖を行実施された
った。淡色系については、雄３頭、雌１５頭の交配を行い、６０頭の産子を得て、Ｃ：計画どおり実施されな
うち３６頭の子豚を選抜し 一次選抜 最終的に種豚として１８頭を選抜した 二かった （ ）、 （
次選抜 。Ｄ：計画どおり実施されず、 ）

、 、 、 、 、その要因は法人の不適切 また 貧毛系については 雄３頭 雌１５頭の交配を行い ６６頭の産子を得て
うち３６頭の子豚を選抜した（一次選抜 。な業務運営にあった ）

③ ホームページ等で実験用小型ブタに関する情報提供を行ったほか、学会発表や実
験用小型ブタ普及用ＤＶＤ「実験動物の取扱いミニブタ編～これからミニブタを使
用する皆様へ～」の作成等により、普及に努めた。

、 、 。④ 医科系大学等へ 調査豚１３７頭を供給し 血液及び臓器等６１検体を提供した

ウ 馬について、飼養 ウ 馬について、成雌 □馬の種畜等の供給 Ａ【総括】成雌頭数を９５頭に削減するとともに、種畜等の供給に関する情報提供を行
い種畜３７頭を供給するなど、計画どおり順調に実施した。規模を縮小しつつ、 ９５頭程度に削減す Ｓ：計画を大きく上回り、

種畜及び人工授精用 る。また、ホームペ 優れた成績が得られた
【説明】精液の供給を行う。 ージ等に情報提供を Ａ：計画どおり順調に実施
① 効率的な改良増殖のため人工授精技術の普及や優良種畜の精液供給に努めつつ、行い２５頭以上の種 された

繁殖牝馬の規模を９５頭（約１５％減）に縮小した。畜及び人工授精用精 Ｂ：概ね計画どおり順調に
② 供給可能な馬及び精液についての情報をホームページに掲載した。液の供給を行う。 実施された
③ 関係団体、農協等に対し、種雄馬８頭及び種雌馬２９頭を供給し、精液についてＣ：計画どおり実施されな

は５６０本を供給した。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

◇種畜検査 □種畜検査員の任命 ２／２点（・Ａ・） Ａ（６）種畜検査 （６）種畜検査 （６）種畜検査
指標＝「細項目の項目数× □種畜検査の実施 ２／２点（・Ａ・）

２ 満点 に対する 各」（ ） 「
細項目の点数の合計値 合計 ４／４点」
（合計点）の比率

各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：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２つの細項目
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

適切な種畜の利用 ア 一定年数以上の経 ア 一定年数以上の経 □種畜検査員の任命 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する
など、計画どおり順調に実施した。により家畜の改良増 験を有する者の中か 験を有する者の中か Ｓ：計画を大きく上回り、

殖を推進するため、 ら、的確に検査ので ら、的確に検査ので 優れた成績が得られた
【説明】家畜改良増殖法第４ きる者を種畜検査員 きる者を種畜検査員 Ａ：計画どおり順調に実施

種畜検査員として２４名を任命した。また、異動等により２５名を免じた。この条の規定に基づく種 として任命する。 として任命する。 された
結果、１８年度末現在の種畜検査員は１２７名となった。畜検査について、申 Ｂ：概ね計画どおり順調に

請のあった種畜の全 実施された
頭について種畜検査 Ｃ：計画どおり実施されな
を的確に実施する。 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

イ 申請のあった種畜 イ 申請のあった種畜 □種畜検査の実施 Ａ【総括】申請のあった種畜５，５６６頭全頭について、種畜検査を的確に行った。
の全頭（５，５００ 全頭（５，５００頭 Ｓ：計画を大きく上回り、

【説明】頭程度）について種 程度）について、種 優れた成績が得られた
最終的に申請のあった種畜は、乳用牛８１６頭、肉用牛１，９５６頭、馬９６９畜検査を的確に実施 畜検査を的確に実施 Ａ：計画どおり順調に実施

頭、豚１，８２５頭であり、これら全頭について検査を実施した。する。 する。 された
Ｂ：概ね計画どおり順調に

実施された
Ｃ：計画どおり実施されな

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

◇家畜の遺伝資源の保存 □家畜の遺伝資源の収集・保存・特性調査 ２／２点（・Ａ・） Ａ（７）家畜の遺伝資源 （７）家畜の遺伝資源 （７）家畜の遺伝資源
指標＝「細項目の項目数× □保存の効率化 ２／２点（・Ａ・）の保存 の保存 の保存

２ 満点 に対する 各」（ ） 「
細項目の点数の合計値 合計 ４／４点」
（合計点）の比率

各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：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２つの細項目
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

家畜の遺伝資源に ア 家畜の遺伝資源の ア 独立行政法人農業 □家畜の遺伝資源の収集・ 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２点、追加ついて、独立行政法 収集、保存及び特性 生物資源研究所（以 保存・特性調査

、 、 。人農業生物資源研究 調査について、各牧 下 「生物研」とい Ｓ：計画を大きく上回り、、 収集９点 保存７０点及び特性調査２９点を行うなど 計画どおり順調に実施した
所（以下「生物研」 場でのけい養畜種を う と連携しつつ 優れた成績が得られた。） 、

【説明】という ）と連携し 考慮し、関係牧場で ８牧場で分担し、遺 Ａ：計画どおり順調に実施。
① 遺伝資源の新規収集については、めん羊２点を実施した。つつ、収集、保存及 分担して行う。 伝資源の新規収集２ された
② 遺伝資源の追加収集については、牛１点、めん羊１点、山羊３点及びウサギ４点び特性調査を実施す 点、追加収集９点、 Ｂ：概ね計画どおり順調に

の合計９点を実施した。る。 保存７０点、特性調 実施された
③ 遺伝資源の保存については、牛２４点、馬５点、めん羊３点、山羊１５点、豚４査２９点を行う。 Ｃ：計画どおり実施されな

点、鶏１５点及びウサギ４点、合計７０点の保存を実施した。かった
④ 特性調査については、牛４点、馬５点、めん羊３点、山羊１点、豚１点、鶏１２Ｄ：計画どおり実施されず、

点及びウサギ３点、合計２９点を実施した。その要因は法人の不適切
⑤ 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。な業務運営にあった

イ 保存形態につい イ 保存形態につい □保存の効率化 Ａ【総括】保存形態について生体から凍結精液及び凍結受精卵へ移行するための準備と
して、山羊及びウサギについて凍結精液及び凍結受精卵の作成を行うなど、計画どて、可能なものにつ て、山羊及びウサギ Ｓ：計画を大きく上回り、
おり順調に実施した。いては生体から凍結 について生体から凍 優れた成績が得られた

精液及び凍結受精卵 結精液及び凍結受精 Ａ：計画どおり順調に実施
【説明】へ移行する。 卵へ移行するための された
① 山羊の凍結精液について、シバヤギ１００本を作成した。準備を行う。 Ｂ：概ね計画どおり順調に
② ウサギの凍結受精卵について、日本白色種（大型）６０本、日本白色種（中型）実施された

１２本、日本白色種（小型）４０本及び日本アンゴラ種４０本の凍結受精卵入りスＣ：計画どおり実施されな
トローをそれぞれ作成した。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



◇飼養管理の改善 Ａ（８）飼養管理の改善 （８）飼養管理の改善 （８）飼養管理の改善 【総括】家畜管理、粗飼料生産及び放牧利用技術の改善に取り組むとともに、その成
果等に関する実証展示等を行った結果、１，７０４名の畜産関係者を受け入れた。政策課題に対応し 政策課題に対応し 政策課題に対応し 指標＝見学者受け入れ人数

た家畜の管理技術、 た家畜の管理技術、 た家畜の管理技術、 Ｓ：計画の１００％以上で
【説明】飼料の生産・利用技 飼料の生産・利用技 飼料の生産・利用技 あって特に優れた成果が
① 家畜の飼養管理技術等の改善による生産コストの低減を図るため、代謝プロファ術、放牧利用技術等 術、放牧利用技術等 術、放牧利用技術等 得られた

イルテストの実施による肉用子牛の発育改善、肉用牛の哺乳ロボットを活用した哺の改善に努め、併せ の改善に努め、畜産 の改善に努め、畜産 Ａ：計画の１００％以上
、 。てその技術の実証展 関係者にその成果を 関係者にその成果を Ｂ：計画の７０％％以上で 育・育成体系の確立 傾斜放牧地における簡易草地更新手法の開発等に取り組んだ

② 生産現場で生まれるアイデアを業務の効率化に結びつけるため 「効率化・コス示等を行い、その普 情報提供するための 情報提供するための あって１００％未満 、
ト低減対策支援提案事業」を実施し 「肉用繁殖牛の育成費の低減を図るための育及に努め、見学者を 実証展示等を行い、 実証展示等を行い、 Ｃ：７０％未満 、
成牛舎の改修 「種子精選作業効率化のための簡易粗選機の開発」等１９件を採択毎年１，５００名以 見学者を毎年１，５ 見学者を１，５００ Ｄ：７０％未満であってそ 」、
して技術改善に取り組んだ。上受け入れる。 ００名以上受け入れ 名以上受け入れる。 の要因は法人の不適切な

③ 家畜の飼養技術、飼料生産技術等に関する実証展示等を行った結果、１，７０４る。 業務運営にあった
名の畜産関係者の見学を受け入れた。

◇家畜個体識別事業の推進 Ａ（９）家畜個体識別事 （９）家畜個体識別事 （９）家畜個体識別事 【総括】牛個体識別台帳に蓄積されている情報の活用を図るためのアンケート調査を
業の推進 業の推進 業の推進 実施するとともに、農林水産省大臣官房統計部や関係団体のニーズに応じた情報提Ｓ：計画を大きく上回り、

供や家畜共済事業の事務の効率化に必要なシステムの整備を行うなど、計画どおり家畜個体識別事業 関係機関と、デー 個体識別システム 優れた成績が得られた
順調に実施した。を推進し、各種制度 タの効率的な提供及 の情報提供体制につ Ａ：計画どおり順調に実施

や行政施策の適正な び活用方法、関係団 いて、関係団体等ユ された
【説明】執行、畜産経営の高 体の保有情報と個体 ーザーの意見を聴く Ｂ：概ね計画どおり順調に
① 牛個体識別台帳に蓄積されている情報の活用を図るため、都道府県、農政局等へ度化、畜産物の適正 識別データとの連携 機会を設け、必要な 実施された

アンケート調査を実施した。な流通等に資するた 等について協議・検 システム、情報提供 Ｃ：計画どおり実施されな
② 家畜共済事業の事務の効率化を図るため、必要なシステムを整備し運用を開始しめ、牛個体識別台帳 討し、必要なシステ 手続き等の改善につ かった

た。やこれに関連する情 ムの開発、改善、普 いて検討を行う。 Ｄ：計画どおり実施されず、
、 。報等のデータベース 及等を行い、蓄積さ その要因は法人の不適切 ③ 肉用子牛生産者補給金制度の事務の効率化を図るため システムの改善を行った

、 （ ） 、に蓄積されたデータ れたデータの有効活 な業務運営にあった ④ ＢＳＥの疫学調査 農林水産統計 畜産 や生乳の需給見通し等に活用するため
内閣府食品安全委員会、農林水産省大臣官房統計部 （社）中央酪農会議 （社）日の有効活用を図る。 用を図る。 、 、
本酪農乳業協会等からの要請に対し、情報を提供するなど、蓄積されている情報の上記の小項目につい
活用を図った。ては、各年度の年度計

⑤ 畜産関係者等へ牛個体識別台帳に蓄積された情報の集計結果を提供するため、平画において定められて
成１８年３月３１日及び９月３０日時点の「牛の種別・性別・月齢別の飼養頭数」いる具体的目標等に照
及び平成１７年度 の「年（月）齢別・品種別と畜頭数」をインターネット上で公らし、達成度の評価を
表した。行うものとする。

○飼料作物の増殖に必要な ◇種苗の供給能力の維持 ２／２点（・Ａ・） Ａ２ 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
種苗の生産及び供給 ◇高品質な種苗の生産・供給 ２／２点（・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

指標＝「小項目の項目数× ◇品種特性情報の提供 ２／２点（・Ａ・）び供給 び供給 び供給
自給飼料の増産を ２ 満点 に対する 各 ◇飼料作物の遺伝資源の保存 ２／２点（・Ａ・）」（ ） 「

」推進し、飼料自給率 小項目の点数の合計値
の向上を図るために （合計点）の比率 合計 ８／８点
は、飼料作物の優良
品種の普及による生 各小項目の評価結果の

【評価結果】産性及び品質の向上 区分は以下のとおりと
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が必要である。 する。

れたと認められる。このため、我が国 Ｓ評価：３点、Ａ評価
の気候風土に適応 ：２点、Ｂ評価：１点
し、高い生産性、病 Ｃ評価：０点、Ｄ評価
害抵抗性、耐倒伏性 ：－１点
等の特徴を持つ飼料
作物の優良品種の普 Ａ：満点×９/１０≦合計点



及に必要な種苗の生 Ｂ：満点×５/１０≦合計点
産、供給等を行う。 ＜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）行政、品種育成 （１）行政分野から品 ◇種苗の供給能力の維持 Ａ（１）飼料作物種苗の 【総括】優良種苗の生産・供給について、３９品種１５トンの種苗を生産し、最大供
生産及び供給 給可能量８５トン、年間供給能力１２５品種２８トンを確保した。及び需要の３分野か 種の普及状況、品種 指標＝採種用等種苗の供給

国内で育成された ら情報を入手し、新 育成分野から新品種 能力
優良品種の普及に資 品種・系統及び需要 育成状況、需要分野 Ｓ：計画の９０％以上であ 【 】説明

① 飼料作物種子対策会議及び畜産草地試験研究推進会議並びに（社）日本草地畜産するため、新品種・ の高い品種の優先的 から需要状況に関す って特に優れた成果が得
種子協会に対して行った需要調査等に基づき、３９品種１５トンの種苗を生産し、系統及び需要の高い な生産、一定量の在 る情報をアンケート られた
１８年度当初在庫数量と合わせて、１２５品種８５トンの最大供給可能量を確保し品種・系統への重点 庫確保等により、毎 調査等により入手す Ａ：計画の９０％以上
た。化を図りつつ、国際 年度２０トン程度の る。 Ｂ：計画の５０％以上９０

② これにより１８年度供給能力として１２５品種２８トンを確保した（品種ごとに水準に適合する高品 採種用等種苗の供給 この情報を踏ま ％未満
３年に１度程度の種苗生産になることから、１８年度供給能力は、最大供給可能量質な種苗を生産し、 能力を維持する。 え、飼料作物種苗の Ｃ：計画の５０％未満
の１／３となっている 。毎年度２０トン程度 年間需要、適正在庫 Ｄ：計画の５０％未満であ 。）

③ 種苗の供給については （社）日本草地畜産種子協会ヘ３２品種５．８トン、都の採種用等種苗の供 量及び種苗の生産体 ってその要因は法人の不 、
道府県へ３９品種２．２トン等需要に応じて６６品種１０．１トンを供給した。給能力を維持する。 系（土地の制約から 適切な業務運営にあった

④ 地方農政局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品種毎には３年に１
明、ホームページを通じた優良品種の紹介等普及拡大対策を実施した。度程度の種苗生産と

なる）を勘案し、３
７品種１０トン程度
の種苗の生産を行
い、在庫種子と合わ
せて２０トン程度の
供給能力を確保す
る。

（２）効率的な採種技 （２）シードテープ技 ◇高品質な種苗の生産・供 Ａ【総括】シードテープを用いた実用規模での採種栽培を行うとともに、送風機による
花粉飛散技術の調査を行うなど、計画どおり順調に実施した。術等を導入し、採種 術の実用化を図ると 給

性の向上を図りつ ともに、送風機によ Ｓ：計画を大きく上回り、
つ、国際水準に適合 る花粉飛散技術の調 優れた成績が得られた 【 】説明

① 種子を分解性のテープで包んで点播することにより播種量を抑えるシードテープする高品質な種苗の 査を行いつつ、国際 Ａ：計画どおり順調に実施
技術について、次のとおり取り組んだ。生産及び供給を行 基準に適合する高品 された
a １０アール当たり播種量をオーチャードグラスは、従来の１，０００グラムかう。 質な種苗の生産及び Ｂ：概ね計画どおり順調に
ら７０グラム（７％）に、トールフェスクは従来の７００グラムから２００グラ供給を行う。 実施された
（ ） 、 （ ）Ｃ：計画どおり実施されな ム ２９％ に アカクローバは従来の３００グラムから１１０グラム ３７％



、 。かった にするなど大幅に低減させ 少量の育種家種子で大面積に播種することができた
また、オーチャードグラスの１０アール当たり収穫量は、従来の播種とシードテＤ：計画どおり実施されず、
ープ技術を用いた播種では、ほぼ同じだった。その要因は法人の不適切

b トウモロコシについては従来から点播であり、播種量の低減は見込めなかったな業務運営にあった
が、高畝採種栽培にシードテープ技術を用いた結果、手播きに比べ播種労力の大
幅な低減が可能であるとともに、覆土が均一となり発芽も良好であった。上記の小項目につい

② 粉状薬剤散布用スピードダスターを活用して、オーチャードグラスの花粉飛散時ては、各年度の年度計
期に人為的に花粉を飛散させ、採種量と品質の向上に及ぼす影響を調査した。１８画において定められて
年度は花粉飛散の時期に霧雨及び濃霧が続き花粉が飛散しづらい状況であったたいる具体的目標等に照
め、人為的花粉飛散の影響を十分に確認できなかった。このため、１９年度以降もらし、達成度の評価を
人為的な花粉飛散調査を継続する。行うものとする。

（３）優良品種の選定 （３）都道府県の試験 ◇品種特性情報の提供 Ａ（２）飼料作物優良品 【総括】奨励品種選定試験結果による飼料作物の品種特性等に関する情報を収集し、
種の普及支援 ２００品種以上をデータベース化した上で、飼料作物奨励品種選定・普及担当者、・普及に資するた 場の協力を得て品種 Ｓ：計画を大きく上回り、

研究機関等への情報提供を行うとともに、データベース利用の拡大を図るため、ア地域に適した飼料 め、都道府県の試験 特性情報のデータベ 優れた成績が得られた
ンケート調査を実施した。また、１２カ所の実証展示ほ場の設置を行うなど、計画作物優良品種の選定 場の協力を得て、品 ースを更新し、需要 Ａ：計画どおり順調に実施
どおり順調に実施した。・普及に資するた 種特性情報のデータ が高い品種等２００ された

め、奨励品種選定試 ベースを更新し、２ 品種以上の情報の提 Ｂ：概ね計画どおり順調に
験結果のデータベー ００品種以上の情報 供を行うとともに、 実施された 【 】説明

① 都道府県等の試験場の協力を得て、奨励品種選定試験結果による飼料作物の品スを更新し、情報の 提供及びデータベー データベース活用の Ｃ：計画どおり実施されな
種特性等に関する情報を１，２８３件収集し、このうち、精度が高い５３場所２提供等を行う。 ス活用の拡大を図る 拡大を図るため、ア かった
０３品種分のデータを選別した。とともに、実証展示 ンケート調査を実施 Ｄ：計画どおり実施されず、

② これらのデータについて、それぞれ入手後２ヶ月以内（５５日間）にデータベほ場の設置又は設置 する。 その要因は法人の不適切
ース化した。への協力を行う。 また、５カ所以上 な業務運営にあった

③ ５９カ所の都道府県の飼料作物奨励品種選定・普及担当者、研究機関等に対しの実証展示ほ場の設
て、整備したデータベース等を送付した。置又は設置への協力 上記の小項目につい

④ 都道府県の飼料作物奨励品種選定・普及担当者、研究機関等にアンケート調査を行うとともに、現 ては、各年度の年度計
を実施し、品種・系統名の統一等データベース利用の拡大を図るため、データの地指導を行う。 画において定められて
提出時期の早期化、インターネットでの調査結果の開示を拡大等の意見を得た。いる具体的目標等に照

⑤ センター牧場近隣市町村、農協、普及センター等の担当者と実証展示候補予定らし、達成度の評価を
ほ場の選定等に関する現地調査を実施し、１２カ所の飼料作物実証展示ほ場を設行うものとする。
置するとともに、栽培技術等の指導を行った。

（４）飼料作物の遺伝 （４）生物研と連携し ◇飼料作物の遺伝資源の保 Ａ（３）飼料作物の遺伝 【総括 （独）農業生物資源研究所と連携しつつ、栄養体保存 ４２２系統、種子再増】 ☆

資源の保存 殖 １３３系統及び特性調査 １３３系統を行うなど、計画どおり順調に実施し資源の栄養体保存等 つつ、栄養体保存４ 存 ☆☆ ☆☆☆

た。飼料作物の遺伝資 について、地域性を ００系統、種子再増 Ｓ：計画を大きく上回り、
源について、生物研 考慮し、関係牧場で 殖１００系統及び特 優れた成績が得られた

【説明】と連携しつつ、栄養 分担して行う。 性調査１００系統程 Ａ：計画どおり順調に実施
① 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）農業生体保存等を行う。 度に取り組む。 された

物資源研究所と連携しつつ、栄養体保存は、３牧場で４２２系統を実施した。Ｂ：概ね計画どおり順調に
② 種子再増殖は、３牧場で１３３系統を実施した。実施された
③ 特性調査は、３牧場で１３３系統を実施した。Ｃ：計画どおり実施されな

かった
☆栄養体保存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、その要因は法人の不適切
植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。な業務運営にあった

☆☆種子再増殖
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、隔離上記の小項目につい

条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ては、各年度の年度計
る業務。画において定められて



☆☆☆特性調査いる具体的目標等に照
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、収量や耐らし、達成度の評価を

病性等の農業経済的な特性等を調査する業務。行うものとする。

○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 ２／２点（・Ａ・） Ａ３ 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
指標＝「小項目の項目数× ◇検査精度の向上等 ２／２点（・Ａ・）検査 検査 検査

飼料作物種苗の国 ２ 満点 に対する 各 ◇検査結果の通知期間 ２／２点（・Ａ・）」（ ） 「
際間流通における品 小項目の点数の合計値 ◇地域適応性等の検定試験 ２／２点（・Ａ・）」
種特性の維持と品質 （合計点）の比率
の確保を図るととも 合計 ８／８点
に、地域に適した飼 各小項目の評価結果の
料作物優良品種の育 区分は以下のとおりと

【評価結果】成・普及に資するた する。
この項目に属する評価は、個別に評価を行った結果、年度計画どおり順調に実施さめ、以下の事項に取 Ｓ評価：３点、Ａ評価

れたと認められる。り組む。 ：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）ＩＳＴＡ（国際 （１）検査の内部監査 ◇ＯＥＣＤ種子制度等に基 Ａ（１）検査の実施 【総括】ＩＳＴＡ の規程による品質管理マニュアルに基づく内部監査を行い、検査☆

実施の適正化の確保を図り、ＯＥＣＤ種子制度等に基づくほ場検定、種子検定及びＩＳＴＡ（国際種 種子検査協会）品質 を行うことにより、 づく検査及び証明
事後検定をそれぞれ的確に行うなど、計画どおり順調に実施した子検査協会）品質保 保証システム等を活 検査実施の適正化の Ｓ：計画を大きく上回り、

証システム等を活用 用し、検査手順や責 確保を図り、次の区 優れた成績が得られた
し、ＯＥＣＤ種子制 任の明確化を図るこ 分の検査を確実に行 Ａ：計画どおり順調に実施 【 】説明

① ＩＳＴＡ品質管理マニュアルに基づく内部監査を行い、検査手順の確認、責任の度等に基づく検査及 とにより、ＯＥＣＤ う。 された
明確化及び品質管理マニュアルの更新を行った。び証明を的確に実施 種子制度等に基づく ① ほ場検定 生 Ｂ：概ね計画どおり順調に

② 国内で育成され海外で増殖が予定されている種苗の検査及び証明についてＯＥＣする。その際、種子 検査及び証明を的確 産ほ場において 実施された
Ｄ種子制度等に基づき、ほ場検定７２件、種子検定１１６件及び事後検定４０件を純度検査及び発芽検 に実施する。 花粉汚染源から Ｃ：計画どおり実施されな
それぞれ的確に実施した。査の検査試料入手か の隔離が確保さ かった

、ら結果通知までに要 れているか等に Ｄ：計画どおり実施されず
する期間（国際種子 ついて検定 その要因は法人の不適切



検査規程に定められ ② 種子検定 生 な業務運営にあった
ている最低限必要な 産された種子に
検査日数を除く｡)に ついて、雑草や 上記の小項目につい
ついて平均５日程度 他作物の種子混 ては、各年度の年度計
（営業日）を達成す 入率が基準の範 画において定められて
る。 囲内であるか等 いる具体的目標等に照

について検定 らし、達成度の評価を
☆ＩＳＴＡ③ 事後検定 生 行うものとする。

ＩＳＴＡ（International Seed Testing Association:国際種子検査協会）認定産された種子を
は、ＩＳＯ １７０２５に準拠した「ＩＳＴＡ種子検査所認定基準」の要求事項をほ場で栽培し、
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出穂期等品種の
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特性が損なわれ
ことが認められたことを意味している。長野牧場は、我が国唯一の飼料作物種苗のていないかにつ
ＩＳＴＡ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。いて検定

（２）検査精度の確保 （２）検査担当者を対 ◇検査精度の向上等 Ａ【総括】検査精度の確保を図るため、検査担当職員に対する種子検定のレフリーテス
ト等を実施するとともに、アメリカ合衆国及びカナダで行われているＯＥＣＤ種子を図るため、種子検 象に、種子検定のレ Ｓ：計画を大きく上回り、
制度等に基づく検定等に関する情報収集を行うなど、計画どおり順調に実施した。定のレフリーテスト フリーテストを行う 優れた成績が得られた

（共通サンプルを用 とともに、実技等の Ａ：計画どおり順調に実施
いた検査担当者への 研修を行う。 された 【 】説明

① 検査精度を確保するため、検査担当職員（１７名）を対象に模擬検査を実施する技能確認検査）等を また、事後検定の Ｂ：概ね計画どおり順調に
とともに試料採取担当職員（８名）を対象に研修を実施し、その成績に基づく指導実施する。また、海 効率化を検討するた 実施された
・教育や現地実習を行う等により技術水準の向上を図った。外で行われている検 め、海外等で行われ Ｃ：計画どおり実施されな

② アメリカ合衆国においては、OSCS（Oregon Seed Certification Service 、USDA査手法等に関する情 ている検査手法等に かった ）
AMS（USDA Agricultural Marketing Service）等を訪問し、州及び連邦レベルで報収集を行い、検査 関する情報収集を実 Ｄ：計画どおり実施されず、

の品種証明の実務等に関する情報収集を行った また カナダにおいては CSGA C精度の向上等を図 施する。 その要因は法人の不適切 。 、 、 （
）、 （ ）る。 な業務運営にあった anadian Seed Growers' Association CFIA Canadian Food Inspection Agency

等を訪問し、品種証明を含む種子規制の概要等に関する情報収集を行った。
上記の小項目につい

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

（３）検査及び事務処 （３）検査体制等の再 ◇検査結果の通知期間 Ａ【 】 、総括 検査に関するデータベースを活用して証明書の作成作業を行ったことにより
ＯＥＣＤ種子検査制度等に基づく種子検定の検査通知期間は、平均４.６日であっ理の効率化を図り、 確認等を行い、種子 Ｓ：５．５日未満であって
た。種子純度検査及び発 純度検査及び発芽検 特に優れた成績が得ら

芽検査の検査試料入 査の検査試料入手か れ た
手から結果通知まで ら結果通知までに要 Ａ：５．５日未満 【 】説明

試料入手後の速やかな検査着手を心がけるとともに、ほ場検定、種子検定及び事に要する期間（国際 する期間（国際種子 Ｂ：５．５日以上７．５日
後検定の結果を取りまとめたデータベースを活用し、証明書の作成作業を効率的に種子検査規程に定め 検査規程に定められ 未満
行ったことにより、検査結果通知までに要する期間は、平均４.６日（営業日）でられている最低限必 ている最低限必要な Ｃ：７．５日以上
あった。要な検査日数を除 検査日数を除く｡)に Ｄ：７．５日以上であって

く｡)について、平均 ついて、平均５日程 その要因は法人の不適切
５日程度（営業日） 度 営業日 とする な業務運営にあった（ ） 。
とする。

（４）飼料作物の新品 （４）飼料作物優良品 ◇地域適応性等の検定試験 Ａ（２）地域に適した飼 【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８２系統について実施
料作物の育成支援 し、試験結果を系統選抜用資料として育成機関に提供した。種育成機関等との調 種の育成・普及に資 指標＝試験系統数

地域に適した飼料 整を行い、毎年６０ するため、新品種育 Ｓ：計画の９０％以上であ



作物優良品種の育成 系統程度（標準品種 成機関等との調整を って特に優れた成果が得 【 】説明
① 地域適応性等検定試験について （独）農業・食品産業技術総合研究機構畜産草・普及に資するた を除く ）の地域適 行い、６０系統程度 られた。 、

地研究所等の育成機関との調整を踏まえて、本所他８牧場において、イネ科牧草１め、毎年６０系統程 応性等の検定試験を の地域適応性等の検 Ａ：計画の９０％以上
、 、 。度(標準品種を除 実施する。 定試験を実施し、試 Ｂ：計画の５０％以上９０ ２系統 マメ科牧草１１系統及び青刈類５９系統 合計８２系統を対象に実施した

② 試験の結果は取りまとめた上で、系統選抜及び品種登録審査用資料として育成機く。)の地域適応性 験結果を系統選抜用 ％未満
関に提供した。等の検定試験を実施 資料、品種登録審査 Ｃ：計画の５０％未満

③ これらの試験結果（過年度の試験結果を含む）を用いて、ギニアグラス「パイカする。 用資料等として育成 Ｄ：計画の５０％未満であ
ジ」が新品種として１８年度に登録されるとともに、イタリアンライグラス「友系機関に提供する。 ってその要因は法人の不
２８号 、オーチャードグラス「那系２７号 、エンバク「九州１４号」並びにソル適切な業務運営にあった 」 」
ガム「東山交２９号」及び「ＪＮ－ＭＳ－５Ａ」が１９年登録候補に選定された。

○調査研究 ◇育種改良関連技術 ２／２点（・Ａ・） Ａ４ 調査研究 ４ 調査研究 ４ 調査研究
家畜改良、飼養管 指標＝「小項目の項目数× ◇繁殖関連技術 ２／２点（・Ａ・）

理の改善等に資する ２ 満点 に対する 各 ◇飼養管理関連技術 ２／２点（・Ａ・）」（ ） 「
」ため、研究機関等と 小項目の点数の合計値

の連携を図りつつ、 （合計点）の比率 合計 ６／６点
以下の事項に取り組
む。 各小項目の評価結果の

【評価結果】区分は以下のとおりと
この項目に属する評価は、個別に評価を行った結果、育種改良関連技術のうち生産する。

性に関する形質（ １）－ア－（ア ）及び生産物の品質に関する形質（ １）－ア－Ｓ評価：３点、Ａ評価 （ ） （
（イ ）に関する微項目について、いずれも計画を大きく上回り、優れた成果が得ら：２点、Ｂ評価：１点 ）
れたものであることから、Ｓ評価とした。その他の項目については、年度計画どおりＣ評価：０点、Ｄ評価
順調に実施されたと認められる。：－１点

Ａ：満点×９/１０≦合計点
Ｂ：満点×５/１０≦合計点

＜満点×９/１０
Ｃ：合計点＜満点×５/１０

ただし、Ａ評価とした場
合には、各小項目の達成状

、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。

◇育種改良関連技術 □生産性等に影響する遺伝子の究明等 ３／２点（・Ｓ・） Ａ（１）育種改良関連技 （１）育種改良関連技 （１）育種改良関連技
指標＝「細項目の項目数× □食味に関する評価手法の開発等 ２／２点（・Ａ・）術 術 術

遺伝子解析を利用 ２ 満点 に対する 各」（ ） 「
した家畜の選抜及び 細項目の点数の合計値 合計 ５／４点」



官能評価に基づく高 （合計点）の比率
品質な畜産物生産の
ための技術を開発 各細項目の評価結果の
し、これを導入・活 区分は以下のとおりと
用するため、以下の する。
事項に取り組む。 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。

□生産性等に影響する遺伝 △生産性に関する形質 ３／２点（・Ｓ・） Ｓア 生産性等に影響す ア 生産性等に影響す ア 生産性等に影響す
子の究明等 △生産物の品質に関する形質 ３／２点（・Ｓ・）る遺伝子の究明と選 る遺伝子の究明と選 る遺伝子の究明と選

指標＝「微項目の項目数× △遺伝子育種の試行 ２／２点（・Ａ・）抜への応用 抜への応用 抜への応用
２ 満点 に対する 各」（ ） 「
微項目の点数の合計値 合計 ８／６点」
（合計点）の比率

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：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３つの微項目
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

ＤＮＡ解析技術を （ア）生産性に関する （ア）生産性に関する △生産性に関する形質 Ｓ【 】 、 、総括 乳牛の乳房炎抵抗性について ２つ目の遺伝子を特定し特許を出願するなど
計画を大きく上回り、優れた成果が得られた。活用した育種手法を 形質（乳房炎等）に 形質として、乳牛の Ｓ：計画を大きく上回り、
また、肉牛の肉量、豚の繁殖性、鶏の腹腔内脂肪量及び抗病性について、材料を早期に実用化し、家 影響する遺伝子を究 乳房炎、豚の繁殖性 優れた成果が得られた

収集しＤＮＡマーカーを分析するなど、計画どおり順調に実施した。畜の改良を効率的に 明する。 等について、ＤＮＡ Ａ：計画どおり順調に実施
推進するため、生産 マーカーを分析し、 された
性に関する形質（乳 候補遺伝子を探索す Ｂ：概ね計画どおり順調に 【 】説明

① 乳牛の乳房炎抵抗性について、２つ目の染色体領域において２個まで遺伝子を絞房炎等）及び生産物 る。 実施された
り込んでいたが、発現解析等によりIGF1R遺伝子が乳汁中体細胞数と関連することの品質に関する形質 Ｃ：計画どおり実施されな
を突き止めた。また、この遺伝子が１つ目の遺伝子FEZLと相互作用することを確認（脂肪交雑等）に影 かった
し、FEZL遺伝子感受型において遺伝子効果を発揮することを明らかにした。これら響する遺伝子を究明 Ｄ：計画どおり実施されず、
の成果をまとめ９月２１日に特許を出願した（特願2006-255408 。するとともに、選抜 その要因は法人の不適切 ）

② 肉牛の肉量について、筋肉の発達に大きく関与するMSTN遺伝子について、タンパへの利用について検 な業務運営にあった
ク質の抗体を利用した発現解析を行い、現在、培養細胞を用いたタンパク質の機能討し、試行する。
解析を実施中である。

③ 豚の繁殖性について、遺伝子の存在する染色体領域の詳細な遺伝子地図の作製を
継続した。

④ 鶏の腹腔内脂肪量について、品種内で有効な遺伝子を探索するために、新たな集
団の体重、腹腔内脂肪量等を測定し、マーカー分析を開始した。

⑤ 鶏の抗病性について、新たに造成した家系においても鶏第１６番染色体がウィル
ス性腫瘍の退縮に関与することを確認した。

【特記事項】
生産性に関する形質に影響する遺伝子の究明において、乳牛の乳房炎抵抗性に係る

２つ目の遺伝子を特定し、その機能を解明し、特許出願申請を行うに至っており、計
画を大きく上回る優れた成果が得られたものであることから、Ｓ評価に値すると判断
した。

（イ）生産物の品質に （イ）生産物の品質に △生産物の品質に関する形 Ｓ【 】 、 、総括 肉牛の肉質のうち脂肪酸組成について 遺伝子を特定し特許を出願するなど
計画を大きく上回り、優れた成果が得られた。関する形質（脂肪交 関する形質として、 質
また、豚の筋肉内脂肪量及び鶏の肉斑について、分析材料を収集しＤＮＡマーカ雑等）に影響する遺 肉牛の脂肪交雑、鶏 Ｓ：計画を大きく上回り、

ーを分析するなど、計画どおり順調に実施した。伝子を究明する。 の卵質等についてＤ 優れた成果が得られた
ＮＡマーカーを分析 Ａ：計画どおり順調に実施
し、候補遺伝子を探 された 【 】説明

① 肉牛の肉質のうち脂肪酸組成について、品種間交雑家系を用いて探索したFASN遺索する。 Ｂ：概ね計画どおり順調に
伝子が、黒毛和種集団においても遺伝子効果を有することを確認したことから、責実施された
任遺伝子であると判断した。また、脂肪酸組成に影響することが判明しているSCDＣ：計画どおり実施されな
遺伝子とともに分析したところ、両遺伝子を併用することにより効果が大きくなるかった
ことを確認した。これらの成果をまとめ９月７日に特許を出願した（特願2006-242Ｄ：計画どおり実施されず、
487)。その要因は法人の不適切

② 豚の筋肉内脂肪量について、候補遺伝子の変異探索を継続した。な業務運営にあった
③ 鶏の肉斑について、品種内で有効な遺伝子を探索するために、２ヶ月以上の長期

間にわたり肉斑出現の有無を測定し、ＤＮＡマーカーの分析を開始した。



【特記事項】
生産物の品質に関する形質に影響する遺伝子の究明において、肉牛（黒毛和種）の

肉質のうち脂肪酸組成に関与する遺伝子を特定し、他の遺伝子との相互作用について
も解明し、特許出願申請を行うに至っており、計画を大きく上回る優れた成果が得ら
れたものであることから、Ｓ評価に値すると判断した。

（ウ）遺伝子育種の実 （ウ）遺伝子育種の実 △遺伝子育種の試行 Ａ【総括】乳牛について、遺伝子育種の実用化に向けた検討を開始するなど、計画どお
り順調に実施した。また、豚の筋肉内脂肪量及び繁殖性に関するマーカーアシスト用化に向けた家畜の 用化に向けた家畜の Ｓ：計画を大きく上回り、
導入系の造成を継続し、鶏の鶏冠に関する選抜を試行するなど、計画どおり順調に選抜について検討 選抜について検討す 優れた成果が得られた
実施した。し、試行する。 るとともに、豚のマ Ａ：計画どおり順調に実施

ーカーアシスト導入 された
系の造成、鶏の鶏冠 Ｂ：概ね計画どおり順調に 【 】説明

① 乳牛の乳房炎抵抗性について、他の生産形質に対するFEZL遺伝子の影響を検討し遺伝子による選抜を 実施された
たところ、悪影響がないことが明らかとなった。また、遺伝子効果の検証のための試行する。 Ｃ：計画どおり実施されな
家系造成に向けて、種牛候補の遺伝子型を調査した。かった

② 豚の筋肉内脂肪量及び繁殖性に関するマーカーアシスト導入系造成（累進交配とＤ：計画どおり実施されず、
マーカー選抜を併用することにより特定遺伝子の導入を図る）について、それぞれその要因は法人の不適切
戻し交雑第２及び第１世代を生産し、マーカーによる選抜を実施した。な業務運営にあった

、 、 。③ 鶏の鶏冠遺伝子について 特定の系統について全羽数を分析し 選抜に利用した
④ 鶏の羽色遺伝子のうち赤/黒羽色遺伝子について、主力系統の遺伝子を分析し生

産能力との関連を検討したところ、６週齢の生存性に関連（赤羽色遺伝子を保有す
る鶏の生存率が低い）があり、選抜を試行するに当たって留意する必要があること
が明らかとなった。また、優性白色遺伝子について、選抜の試行に先立ち遺伝子頻

、 。度を調査したところ 短期間の選抜による排除は困難であることが明らかとなった

□食味に関する評価手法の △食肉官能評価手法 ２／２点（・Ａ・） Ａイ 食味に関する評価 イ 食味に関する評価 イ 食味に関する評価
開発等 △理化学分析 ２／２点（・Ａ・）手法の開発と選抜へ 手法の開発と選抜へ 手法の開発と選抜へ

（ ）の応用 の応用 の応用 指標＝「微項目の項目数× △理化学分析項目を利用した家畜の選抜 －／２点 ・－・（ ）※18年度は該当なし
２ 満点 に対する 各」（ ） 「

（※の該当あるの場合は６点）微項目の点数の合計値 合計 ４／４点」
（合計点）の比率

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：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３つの微項目
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
※１８年度は２項目

消費者ニーズに対 （ア）我が国の食肉消 （ア）肉質特性に応じ △食肉官能評価手法 Ａ【総括】牛肉、豚肉の適切な官能評価の実施に向けて、加熱方法の違いによる官能評
価値の変化、加熱時間と試料の内部温度上昇との関係を調査するとともに、官能評応した食肉生産に向 費形態に応じた適切 た適切な官能評価の Ｓ：計画を大きく上回り、
価手法による食肉評価を行うなど、計画どおり順調に実施した。けて家畜の育種改良 な評価を行うための 実施条件（加熱方法 優れた成果が得られた

を図るため、官能評 食肉の官能評価手法 ・時間等）の検討と Ａ：計画どおり順調に実施
価及び理化学分析技 を開発する。 官能評価手法による された 【 】説明

① 同一の牛肉試料を２種の加熱方法（ロースト、焼き肉）により加熱調理し、官能術を活用した食肉の 食肉評価を行う。 Ｂ：概ね計画どおり順調に
評価を実施した結果 「多汁性 「総合的な食感」について加熱方法間で有意な差食味に関する評価手 実施された 、 」、
が認められた。また、ロースト加熱における内部温度の上昇には試料の加熱前重量法を開発するととも Ｃ：計画どおり実施されな
の影響が大きいとともに、試料によるバラツキが大きいことが確認され、加熱前のに、選抜への利用に かった
試料調製及び加熱時の内部温度モニタリングの重要性が示された。ついて検討し、試行 Ｄ：計画どおり実施されず、

② 牛肉の官能評価結果から、牛肉中の粗脂肪含量は 「多汁性」等食感への影響はする。 その要因は法人の不適切 、
、「 」 。な業務運営にあった 大きいが 風味の強さ に対してはほとんど影響を及ぼさないことが示唆された

③ 同一の豚肉試料を２種の加熱方法（ロースト、焼き肉）により加熱調理し、官能
評価を実施した結果、いずれの評価項目においても加熱方法間での有意な差は認め
られなかった。また、ロースト加熱における内部温度の上昇には試料の加熱前重量
の影響が大きいことが確認され、加熱前の試料調製の重要性が示された。

④ 豚肉の官能評価結果から 「総合的な食感」に強く影響する官能特性として「や、
わらかさ（咀嚼時 」と「多汁性」が示された。）

（イ）食肉の官能評価 （イ）上記（ア）の官 △理化学分析 Ａ【総括】牛肉、豚肉及び鶏肉の官能評価結果と機器による理化学分析結果の関係を明
らかにするため、食感を中心として食味に関与する理化学分析項目の検討を行い、に基づき、家畜の育 能評価結果と機器分 Ｓ：計画を大きく上回り、
剪断力価 、脂肪酸組成等と官能特性との関係の重要性を明らかにするなど、計画種改良目的に応じた 析結果の関係につい 優れた成果が得られた ☆

どおり順調に実施した。選抜に有効な、食味 て分析し、食味に関 Ａ：計画どおり順調に実施
に関与する理化学分 与する理化学分析項 された
析項目を選定する。 目の検討を行う。 Ｂ：概ね計画どおり順調に 【 】説明

① 牛肉の食味に関与する理化学分析項目について調査し、剪断力価、粗脂肪含量等実施された
と「多汁性」等食感に関する官能評価項目との間に有意な相関関係を得た。また、Ｃ：計画どおり実施されな
「 」 、 、 、かった 風味の強さ と脂肪酸組成との関係等から 肉の成分量 組成割合の程度により
分析値と官能特性との関係が異なることが示された。Ｄ：計画どおり実施されず、

、 、 、その要因は法人の不適切 ② 豚肉の食味に関与する理化学分析項目について調査し 生肉 調理後肉において
剪断力価、Tenderness 等と「やわらかさ 「線維感 「総合的な食感」との間で有な業務運営にあった ☆☆ 」 」
意な相関関係を得た。

③ 鶏肉の食味に関与する理化学分析項目について調査し、剪断力価、Tenderness等
と「歯ごたえ 「口当たり 「味の強さ」との間で有意な相関関係を得た。」 」

☆剪断力価
肉の物理的特性に関する測定項目の一つで、前歯で肉を噛み切るときのかたさに

相当する値。



Warner-Bratzler剪断力価計により計測。
☆☆Tenderness

肉の物理的特性に関する測定項目の一つで、咀嚼時の肉のかたさに相当する値。
破断応力ともいう。
テンシプレッサーにより計測。

（ウ）食味に関与する １８年度は該当無し △理化学分析項目を利用し －（ ）
理化学分析項目を利 た家畜の選抜
用した家畜の選抜に Ｓ：計画を大きく上回り、
ついて検討し、試行 優れた成果が得られた
する。 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

（※１８年度は該当なし）

◇繁殖関連技術 □胚の生産・保存技術 ２／２点（・Ａ・） Ａ（２）繁殖関連技術 （２）繁殖関連技術 （２）繁殖関連技術
指標＝「細項目の項目数× □繁殖技術（受胎率の低下等） ２／２点（・Ａ・）

２ 満点 に対する 各 □核移植技術 ２／２点（・Ａ・）」（ ） 「
細項目の点数の合計値 □同一遺伝子を持つ個体の相似性調査 ２／２点（・Ａ・）」
（合計点）の比率

合計 ８／８点
各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：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、各際細項目の達成
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、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

高度な繁殖技術を ア 胚の生産・保存技 ア 体外受精胚の生産 □胚の生産・保存技術 Ａ【総括】優良な家畜の増殖を効率的に行うため、牛の体外受精胚の高度な培養方法の
確立(ND培養法におけるDISH開発)に取り組むとともに、牛の体内受精胚の生産性向活用した育種手法に 術を改善し、その利 性向上のため、ND培 Ｓ：計画を大きく上回り、
上について生体卵胞卵子採取技術（OPU）と過剰排卵処理技術を組み合わせた調査よる種畜生産や優良 用性について実証す 養法の確立(DISH開 優れた成果が得られた
試験を実施した。家畜の増殖を実現す る。 発)に取り組む。 Ａ：計画どおり順調に実施
また、胚及び卵子の凍結保存技術の改善を図るため、牛胚の超低温保存技術の汎るため、胚の生産・ また、体内受精胚 された

用性の検討に取り組むとともに、豚胚のストロー内マイクロボリューム空気冷却法保存技術や核移植技 の生産性向上のた Ｂ：概ね計画どおり順調に
（Micro volume Air Cooling Method：MVAC法）を開発し特許出願するなど、計画術を改善し、その利 め、OPUと過剰排卵 実施された
どおり順調に実施した。用性を実証するとと を組み合わせた調査 Ｃ：計画どおり実施されな

もに、家畜の生産率 試験を実施する。さ かった
の向上のため、受胎 らに、胚及び卵子の Ｄ：計画どおり実施されず 【 】、 説明

① 牛の体外受精胚の生産性向上のため、体外成熟から体外受精までは通常の方法で率の向上等に資する 凍結保存技術改善に その要因は法人の不適切
行い、発生培養のみをND培養 で行った場合、通常の集合培養と同様の胚発生成績技術の改善等を行 関する実証試験を実 な業務運営にあった ☆

が得られた。う。 施する。
② 体外受精の全工程をND培養を用いる方法と通常の集合培養との比較試験を実施し

たところ、胚盤胞の発生率に有意差は認められず、体外受精の全行程をND培養で行
うことが可能となった。

③ 体内受精胚の生産性向上のため、OPU 後の過剰排卵処理の開始時期の影響につ☆☆

いて検討した結果、Day7区と、既に主席卵胞（DF ）の出現しているDay9区を比☆☆☆

較したところ、有意差は認められなかったが、Day7区がほぼ倍の黄体数と採取卵数
を記録した。

④ また、Day7区は過剰排卵処理前の卵胞数と発情時の発育卵胞数に有意に高い相関
（r=0.91）があり、卵胞の多くがFSHに反応したと考えられ、卵胞は発育同調され
た可能性が高いと考えられた。

⑤ 牛胚の凍結保存技術改善について、ストロー内希釈ガラス化法 はストロー外☆☆☆☆

希釈ガラス化法 （段階希釈）と比較して、遜色ない生存率であることを確認☆☆☆☆☆

した。
⑥ さらに、本法とダイレクト移植法 （緩慢凍結法）の受胎性を比較したとこ☆☆☆☆☆☆

ろ両区に有意な差は認められなかった。このことから、ストロー内希釈ガラス化法
による受胎率への悪影響はないと考えられた。

☆☆☆☆☆☆☆⑦ 豚胚の凍結保存技術改善について、家畜改良センターで開発したMVAC法
における耐凍剤の適正濃度を検討し、超低温保存した５日目及び６日目胚を移植し
て産子の生産にも成功した。

⑧ このMVAC法は、マイクロドロップ法（特許第3598368号） と比較して遜☆☆☆☆☆☆☆☆

色ない生存率であり、液体窒素から胚への病原体汚染リスクが低減できる方法とし
て、特許を出願した（特願2006-87260 。）

☆ND培養法 （Needle depression；ニードルディプレッション）
個々の卵子を識別するため、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（ND）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。
☆☆OPU（Ovum Pick Up:生体卵胞卵子採取技術）

体外受精には卵巣から吸引採取した未成熟卵子が使用されるが、と殺や死亡した
牛の卵巣からではなく、生体から非外科的に未成熟卵子を採取する技術。牛の膣に
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を採取する。

☆☆☆主席卵胞（Dominant Follicle:DF）
雌牛の発情周期中では、一群の卵胞が発育する発育波（卵胞波）が２から３回出

現する。それぞれの卵胞波では、必ず１個の卵胞のみが大型化し、その他の卵胞は



退行する。この一番大きな卵胞を主席卵胞（DF）という。DFはその発育とともにイ
ンヒビン(Inhibin)を産生し、他の卵胞の発育を抑制していると考えられている。

☆☆☆☆ストロー内希釈ガラス化法
ガラス化保存液をストロー内で希釈するガラス化法。ストロー内に吸引したシュ

ークロース液でガラス化液を一段階希釈する。希釈後ストローを移植器に装着し、
移植することも可能である。ガラス化保存法はプログラムフリーザー（凍結装置）
が不要であり、高濃度の耐凍剤を含む保存液とともに胚をストローに吸引し、液体
窒素に直接浸漬することで分子をガラス化状態にし、超低温保存するものである。

☆☆☆☆☆ストロー外希釈ガラス化法
ガラス化保存法ではあるが、加温後ストロー内容物をシャーレに空け、異なる濃

度のシュークロースを含む希釈液で段階的に希釈する方法。
☆☆☆☆☆☆ダイレクト移植法

凍結装置を用いる凍結保存法の一つで、融解後ストローを人工授精と同様に直接
移植器に装着し、移植が可能な方法。エチレングリコールを耐凍剤として用いるダ
イレクト移植法は、現在、世界で最も普及している方法で、家畜改良センターで開
発された。

☆☆☆☆☆☆☆ MVAC法
あらかじめ液体窒素内で冷却している胚保存用ストローに、ガラス化器具を差し

込むことで液体窒素との接触なしに胚をガラス化保存する方法。
☆☆☆☆☆☆☆☆マイクロドロップ法（特許第3598368号）

胚を含む極少量のガラス化液を直接液体窒素内に滴下することでガラス化保存す
る方法。冷却速度を上げて、ガラス化保存後の胚の生存性を向上させる方法で、一
般的に超急速ガラス化保存方法と呼ばれる方法の一種。

イ 繁殖技術の改善及 イ 高泌乳牛における □繁殖技術(受胎率の低下 Ａ【総括】泌乳牛における発情の微弱化の要因調査を行うため、乳量と発情行動等との
関連性及び授精適期について調査を行うとともに、歩数モニタリングでの発情発見び問題点（受胎率の 乳量と発情行動等の 等)
により初回授精受胎率が向上するなど、計画どおり順調に実施した。低下等）の解決に取 関連性及び授精適期 Ｓ：計画を大きく上回り、

り組む。 について調査を行 優れた成果が得られた
う。 Ａ：計画どおり順調に実施 【 】説明

① 乳量別の発情行動、排卵時間及びステロイドホルモン濃度の関連性について調査された
したところ、発情持続時間及び排卵時間等については、乳量との関係は認められなＢ：概ね計画どおり順調に
かった。実施された

② 産次別の比較について 排卵時間は初産牛より経産牛が長い傾向にあった E2 エＣ：計画どおり実施されな 、 。 （
ストラジオール 濃度は経産牛において初産牛より低い傾向を示した また P4 プかった ） 。 、 （
ロジェステロン）濃度の推移でも経産牛はDay6において低値を示したことから、血Ｄ：計画どおり実施されず、
中ステロイドホルモン濃度の動態について、さらに調査が必要である。その要因は法人の不適切

③ 歩数モニタリングでの発情発見による人工授精では、初回授精受胎率が64.0％(nな業務運営にあった
=25)となり、通常業務での授精による受胎率47.1％（n=17）よりも高い傾向がみら
れた。発情開始より5～24時間目の時間帯に人工授精を行うと受胎率は50％以上で
あったが、より受胎率が高まる人工授精時間帯を明らかにするため、今後、さらに
例数の蓄積を行う。

ウ 核移植技術におけ ウ ドナー細胞の分別 □核移植技術 Ａ【総括】核移植技術における生産効率を改善するため、ドナー細胞の細胞周期の同期
化法及びレシピエント卵子のMPF活性 を高める処理法について調査を行うなど、計る生産効率を改善す 及びレシピエント卵 Ｓ：計画を大きく上回り、 ☆

画どおり順調に実施した。る。 子の処理法について 優れた成果が得られた
調査を行う。 Ａ：計画どおり順調に実施

された 【 】説明
① shake-off法 により細胞周期を同期化したドナー細胞を用いた核移植成績につＢ：概ね計画どおり順調に ☆☆

いては、胚作出効率が低いものの、分娩成績についてはいずれの項目の値も統計的実施された
に差は認められなかったが、過大子率が低く、産子の生存率が比較的高い値を示しＣ：計画どおり実施されな



ていることから、体細胞クローン牛の作出効率を改善できる可能性が示唆された。かった
② 成熟卵子の処理法について、浸漬時間に関係なく高いカフェイン濃度で処理するＤ：計画どおり実施されず、

と単為発生成績が低下することを確認した。その要因は法人の不適切
③ ハイポタウリン処理では濃度及び時間に関係なく良好な単為発生成績が得られな業務運営にあった

た。
④ カフェイン及びハイポタウリン処理における濃度と時間の関係が解明された。一

方、核移植成績はデータの蓄積中である。

☆MPF活性
MPFとは卵成熟促進因子のこと。未成熟卵子内に存在し、細胞を休止した状態に

。 、 。留める作用がある 精子が卵子内に侵入すると急速に分解され 前核の形成へ進む
☆☆shake-off法（シェイクオフ法）

細胞は細胞周期がG1期、S期、G2期、M期と続き、M期で有糸分裂する。分裂をし
ない細胞はS期へと移行せず、G0期と呼ばれる静止期に入り、G1期と類似の状態に
留まる。体細胞核移植にはG0期またはG1期の細胞が用いられている。shake-off法
は培養細胞から分裂直後のG1期の細胞を選抜する方法である。処理の行程で細胞を
剥がすために培養シャーレを２回振とう（shake-off）することからこの名がつい
た。

エ 同一遺伝子を持つ エ 体細胞クローン牛 □同一遺伝子を持つ個体の Ａ【総括】体細胞クローン牛と細胞を提供した牛との間の相似性、体細胞クローン牛の
生産形質及び生理機能について調査を行なうなど、計画どおり順調に実施した。個体の相似性に関す とそれに細胞を提供 相似性調査

る検討を行うととも した牛との間の相似 Ｓ：計画を大きく上回り、
に、それらを利用し 性を確認するため、 優れた成果が得られた 【 】説明

（ ） 、た調査試験に取り組 生産形質及び生理機 Ａ：計画どおり順調に実施 ① 第２群 ホルスタイン種クローン牛の発育 １４ヶ月齢までの体重 については☆☆

細胞提供牛と同様に推移した。む。 能について調査を行 された
② 繁殖性に係る相似性・正常性の調査のうち、ホルスタイン種群（第２群）のクロう。 Ｂ：概ね計画どおり順調に

ーン牛１頭、対照牛２頭が３産を終了した。また、黒毛和種の群（第３群 ）で実施された ☆☆☆

は、クローン牛５頭が３産を終了した。分娩予定日より１ヶ月早く分娩した牛が１Ｃ：計画どおり実施されな
頭あったが、母子とも健常であった。かった

③ 生理特性に関する相似性・正常性の調査については、２産後、受胎までの血中プＤ：計画どおり実施されず、
ロジェステロンを分析した結果、第１群 ホルスタイン種クローン牛と第２群対照その要因は法人の不適切 ☆

牛との差は認められず、第１群ホルスタイン種クローン牛の個体間のばらつきは小な業務運営にあった
さかった。

④ 体細胞クローン牛（皮膚細胞由来）１１頭を用いて、２０ヶ月齢と畜区（肥育期
、 ）、 （ 、間８～２０ヶ月齢 ３６４日間肥育３頭 ２５ヶ月齢と畜区 同８～２５ヶ月齢

５０４日間肥育４頭）及び３０ヶ月齢と畜区（同８～３０ヶ月齢、６３０日間肥育
４頭）の肥育を開始し、関連データの収集を行った。２０ヶ月齢と畜区、２５ヶ月
齢と畜区の発育は、いずれも肥育が進むにつれ変動係数(CV)が小さくなる傾向とな
った。生時体重や肥育期間中のコンディション差により発育や量的形質においてク
ローン牛間に個体差が生じる可能性が明らかとなったが、枝肉の質的形質について
は個体差が比較的小さく、遺伝的能力を反映しやすいことが明らかとなった。

☆第１群
ジャージー種クローン牛４頭、ホルスタイン種クローン牛６頭（１９９８-９９

作出）
☆☆第２群

ホルスタイン種クローン牛３頭、ホルスタイン種対照牛５頭（２００１年作出）
☆☆☆第３群

黒毛和種クローン牛５頭（２００１年作出）



◇飼養管理関連技術 □先進的な家畜管理システム ２／２点（・Ａ・） Ａ（３）飼養管理関連技 （３）飼養管理関連技 （３）飼養管理関連技
指標＝「細項目の項目数× □放牧を活用した肉用牛生産システム ２／２点（・Ａ・）術 術 術

２ 満点 に対する 各 □家畜管理等に関する実用化技術 ２／２点（・Ａ・）」（ ） 「
」細項目の点数の合計値

（合計点）の比率 合計 ６／６点

各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：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、各際細項目の達成
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、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

家畜の管理、粗飼 ア 搾乳ロボット等を ア 搾乳ロボットの利 □先進的な家畜管理システ Ａ【総括】乳汁の電導率の変化と乳房炎の関係を調査するため、搾乳牛群延べ５９頭に
ついて個体ごとの乳房分房別の乳汁電気伝導率データを採取するなど、計画どおり料の生産・利用、放 活用した先進的な家 用の高度化を図るた ム
順調に実施した。牧、家畜排せつ物の 畜管理システムにつ めの調査を行う。 Ｓ：計画を大きく上回り、

処理・利用等の飼養 いて調査する。 優れた成果が得られた
管理関連技術につい Ａ：計画どおり順調に実施 【 】説明

搾乳ロボットには搾乳ごとに乳房四分房別に乳汁の電気伝導率 測定ができる機て、調査する。 された ☆

能が備わっていることから、乳汁の電気伝導率を測定し、その変化と乳房炎の関係Ｂ：概ね計画どおり順調に
を調査するため、搾乳牛個体ごとの乳房分房別の乳汁電気伝導率についての基礎デ実施された
ータを採取した。Ｃ：計画どおり実施されな

かった
☆電気伝導率Ｄ：計画どおり実施されず、

電気の通り易さを示す指標で、この調査では乳房炎になると牛乳中の電解質が増その要因は法人の不適切
加し、電気伝導率が上昇する性質を利用して乳房炎を発見する判定方法として用いな業務運営にあった
る。



イ 放牧を活用し、省 イ 放牧を活用した黒 □放牧を活用した肉用牛生 Ａ【総括】体質制御による放牧肥育の開発に取り組むため、調査牛２３頭を生産するな
ど、計画どおり順調に実施した。力的かつ消費者ニー 毛和種の肥育技術の 産システム

ズに対応した肉用牛 開発に取り組むた Ｓ：計画を大きく上回り、
生産システムについ め、調査牛の作出を 優れた成果が得られた 【 】説明

① １９年度以降に実施する哺育期及び育成期の初期成長期における体質制御 効果て調査する。 行う。 Ａ：計画どおり順調に実施 ☆

の調査のため、同一種雄牛の半きょうだいの調査牛２３頭を生産した。された
② 生産した調査牛は順次哺育を開始し、発育状況を調査した。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
☆体質制御Ｄ：計画どおり実施されず、

この調査では、哺育期の哺乳量や育成期の給与飼料量を多くすることで、摂取エその要因は法人の不適切
ネルギーを蓄積し易い体質にすること。な業務運営にあった

ウ 家畜の管理、粗飼 ウ 一卵性双子等を用 □家畜管理等に関する実用 Ａ【総括】肉牛の肥育期間と産肉性等との関係を明らかにするため、黒毛和種去勢牛の
一卵性双子等を用いて肥育試験を行うとともに、と畜後得られた牛肉サンプルの理料の生産・利用、家 いて飼養条件（肥育 化技術
化学分析、官能評価を行うなど、計画どおり順調に実施した。畜排せつ物の処理・ 期間等）と産肉性等 Ｓ：計画を大きく上回り、

利用等に関する実用 について肥育試験を 優れた成果が得られた
化技術について調査 行う。 Ａ：計画どおり順調に実施 【 】説明

① 黒毛和種去勢牛の一卵性双子４組を用いて実施した肥育試験（２４、３０ヶ月齢する。 された
と畜）から得た牛肉サンプルについて、脂肪酸組成、脂肪融点、遊離アミノ酸量等Ｂ：概ね計画どおり順調に
の理化学分析及び官能評価を行い、肥育期間による変化を明らかにした。６ヶ月間実施された
の飼養延長により脂肪酸組成がやや不飽和化し、脂肪融点は低下したが、官能特性Ｃ：計画どおり実施され
では「総合的な食感」で２４ヶ月区が高い評価値を示した。なかった

② 黒毛和種去勢牛の一卵性双子２組等を用いて、肥育期間（７ヶ月齢～２１、２７Ｄ：計画どおり実施されず、
ヶ月齢）と産肉性等との関係を明らかにするための肥育試験を行うとともに、と畜その要因は法人の不適切
後得られた牛肉サンプルの理化学分析及び官能評価を行った。主要筋肉の粗脂肪含な業務運営にあった
量は飼養延長により増加したものの、官能特性は両区間で有意な差はみられなかっ
た。

○講習及び指導 ◇成果等の情報提供 ２／２点（・Ａ・） Ａ５ 講習及び指導 ５ 講習及び指導 ５ 講習及び指導
調査研究や技術の 指標＝「小項目の項目数× ◇技術の普及指導 ２／２点（・Ａ・）

開発・実用化の成果 ２ 満点 に対する 各 ◇海外技術協力 ２／２点（・Ａ・）」（ ） 「
」等の普及を図り、我 小項目の点数の合計値

が国畜産の発展に寄 （合計点）の比率 合計 ６／６点
与するため、特に次
の事項について積極 各小項目の評価結果の

【評価結果】的に取り組む。 区分は以下のとおりと
この項目に属する評価は、個別に評価を行った結果、技術の普及指導のうち研修生する。

の受け入れに関する細項目（ ２）－エ）について、計画を大きく上回り、優れた成Ｓ評価：３点、Ａ評価 （
果が得られたものであることから、Ｓ評価とした。その他の項目については、年度計：２点、Ｂ評価：１点
画どおり順調に実施されたと認められる。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。

◇成果等の情報提供 □学会における口頭発表、論文発表 ２／２点（・Ａ・） Ａ（１）成果等の情報提 （１）成果等の情報提 （１）成果等の情報提
指標＝「細項目の項目数× □技術的知見の情報提供 ２／２点（・Ａ・）供 供 供

２ 満点 に対する 各 □調査研究等の成果の発表 ２／２点（・Ａ・）」（ ） 「
」細項目の点数の合計値

（合計点）の比率 合計 ６／６点

各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：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。

学会、紙誌類、ホ ア 調査研究の結果得 ア 調査研究の結果得 □学会における口頭発表、 Ａ【総括】調査研究の成果を家畜改良増殖に利用するため、関連学会において口頭・ポ
、 、 。ームページ等を活用 られた成果について られた成果について 論文発表 スター発表 学会報・研究会報で投稿発表を行うなど 計画どおり順調に実施した

し、センターの業務 は、関連学会におけ は、関連学会におけ Ｓ：計画を大きく上回り、
成果等畜産技術に関 る口頭発表、論文発 る口頭発表、論文発 優れた成果が得られた 【 】説明

、 。する情報を毎年６０ 表等を積極的に行 表等を積極的に行 Ａ：計画どおり順調に実施 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２４題が掲載された
② 学会・研究会での口頭・ポスター発表については、調査研究の成果５３件を発表件以上提供する。 う。 う。 された

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

上記の細項目につい
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 家畜改良、飼養管 イ 家畜改良、飼養管 □技術的知見の情報提供 Ａ【総括】技術的知見に係る業務の成果を普及するため、マニュアルの作成、関係誌へ
の掲載、プレス発表、ホームページ掲載等による情報提供を行うなど、計画どおり理、飼料作物種苗増 理、飼料作物種苗増 Ｓ：計画を大きく上回り、
順調に実施した。殖等の業務の結果得 殖等の業務の結果、 優れた成果が得られた

られた技術的知見の 得られた技術的知見 Ａ：計画どおり順調に実施
うち広く関係者に提 のうち広く関係者に された 【 】説明

① マニュアルの作成については、業務の成果３件を取りまとめ、配布した。供することが必要と 提供することが必要 Ｂ：概ね計画どおり順調に
② 関係誌への掲載については、調査研究の成果１６件を掲載した。考えられるものにつ と考えられるものに 実施された

いては、マニュアル ついては、マニュア Ｃ：計画どおり実施されな
③ プレス発表については、調査研究の成果３件を発表した。の作成、関係誌への ルの作成、関係誌へ かった
④ ホームページへの掲載については、業務の成果１５件を掲載した。掲載、プレス発表、 の掲載、プレス発表、 Ｄ：計画どおり実施されず、
⑤ 報告書の作成については、調査研究の成果３件を取りまとめ、配布した。ホームページ掲載等 ホームページ掲載等 その要因は法人の不適切

による情報提供を積 による情報提供を積 な業務運営にあった
極的に行う。 極的に行う。

上記の細項目につい
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 調査研究等の成果 ウ 調査研究等の成果 □調査研究等の成果の発表 Ａ【総括】業務の成果等畜産技術に関する情報について、関連学会における口頭・ポス
ター発表、学会報・研究会報での投稿発表、マニュアルの作成、関係誌への掲載等について、関連学会 について、関連学会 指標＝調査研究の成果の情
を行うなど、１１７件を提供した。における口頭発表、 における口頭発表、 報提供件数

論文発表、マニュア 論文発表、マニュア Ｓ：計画の１００％以上で
ルの作成、関係誌へ ルの作成、関係誌へ あって特に優れた成果が 【 】説明

、 。の掲載等により、毎 の掲載等により、６ 得られた 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２４題が掲載された
② 学会・研究会での口頭・ポスター発表については、調査研究の成果５３件を発表年６０件以上の情報 ０件以上の情報を提 Ａ：計画の１００％以上

した。を提供する。 供する。 Ｂ：計画の７０％以上１０
③ マニュアルの作成については、業務の成果３件を取りまとめ、配布した。０％未満
④ 関係誌への掲載については、調査研究の成果１６件を掲載した。
⑤ プレス発表については、調査研究の成果３件を発表した。Ｃ：計画の７０％未満
⑥ ホームページへの掲載については、業務の成果１５件を掲載した。Ｄ：計画の７０％未満であ
⑦ 報告書の作成については、調査研究の成果３件を取りまとめ、配布した。ってその要因は法人の不
⑧ これらにより、合計１１７件の情報を提供した。適切な業務運営にあった

◇技術の普及指導 □中央畜産技術研修の実施 ２／２点（・Ａ・） Ａ（２）技術の普及指導 （２）技術の普及指導 （２）技術の普及指導
指標＝「細項目の項目数× □技術研修会等の開催 ２／２点（・Ａ・）

２ 満点 に対する 各 □個別研修の受け入れ ２／２点（・Ａ・）」（ ） 「



」細項目の点数の合計値
（合計点）の比率 □研修生の受け入れ ２／２点（・Ａ・）

□畜産団体等研修への施設の提供 ２／２点（・Ａ・）
各細項目の評価結果の
区分は以下のとおりと 合計 １０／１０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：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 農林水産省が計画 ア 農林水産省が計画 ア 農林水産省が策定 □中央畜産技術研修の実施 Ａ【総括】農林水産省が策定した研修計画に基づき、中央畜産技術研修を２０講座開催
し、７４４名の研修生を受け入れるとともに、受講した研修生に対し研修環境に関を策定する中央畜産 を策定する中央畜産 した中央畜産技術研 Ｓ：計画を大きく上回り、
する満足度調査を行い、施設の整備及び備品の充実等の改善を行うなど、計画どお技術研修を開催する 技術研修を実施する 修計画に基づき研修 優れた成果が得られた
り順調に実施した。ほか、都道府県、民 とともに、研修生に を開催するとともに Ａ：計画どおり順調に実施

間技術者等への伝達 対して研修環境につ 研修環境に対する満 された
が必要とされる畜産 いての満足度を調査 足度を調査し、対応 Ｂ：概ね計画どおり順調に 【 】説明

① 農林水産省生産局が年度当初に策定した研修計画に基づき「畜産行政」等１９講新技術について、セ し、その改善に役立 可能なものについて 実施された
座及び時事問題（農産物の貿易問題と知的財産戦略）の特別コースを開催し、７４ンター主催で技術研 てる。 は改善を図る。 Ｃ：計画どおり実施されな
４名が受講した。修会等を開催する。 かった

、 （ 、 、 、 、Ｄ：計画どおり実施されず、 ② 研修環境に関する満足度調査は １０項目 教室 宿泊室 食堂・食事 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）の分類によその要因は法人の不適切
り、５段階評価（良い、やや良い、普通、やや悪い、悪い）で実施した（回収率８な業務運営にあった
９％ 。その結果、項目別の「良い 「やや良い 「普通」を合計した比率は１０項） 」 」
目とも９６％以上の評価を受けた。上記の細項目につい

③ 調査結果の改善要望を踏まえて、施設の整備及び備品の充実等の改善を図った。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 成果が体系化され イ 畜産技術の普及の □技術研修会等の開催 Ａ【 】 、 、総括 畜産技術の普及のため 畜産新技術等に関する技術研修会等を５６回開催し
１，８８１名を受け入れた。た技術について、当 ため、畜産新技術等 指標＝技術研修会等の開催

該技術の普及を担う に関する技術研修 回数
技術者を対象に、毎 会、講習会等を１０ Ｓ：計画の１００％以上で 【 】説明

、 、 ，年１０回以上の技術 回以上開催する。 あって特に優れた成果が ① 畜産技術の普及のため 畜産新技術等に関する技術研修会等を５６回開催し １
８８１名を受け入れた。研修会等を開催す 得られた



② 北海道コントラクター組織連絡協議会現地視察研修会、簡易草地更新技術実演会る。 Ａ：計画の１００％以上
及び北海道受精卵移植研修会シンポジウムでは、１００名を超える参加者を受け入Ｂ：計画の７０％以上１０

れた。０％未満
Ｃ：計画の７０％未満
Ｄ：計画の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

イ 都道府県、民間機 ウ 都道府県、民間 ウ 個別研修について □個別研修の受け入れ Ａ【総括】大学、都道府県等の依頼により、個別研修１１２名を受け入れるとともに、
受講した研修生に対し満足度調査を実施した。また、インターンシップ制度を新設関、大学等の依頼に 機関、大学等の依頼 は、要請に基づき受 Ｓ：計画を大きく上回り、
し、２名の大学生に就業体験の機会を提供するなど、計画どおり順調に実施した。よる個別研修につい による個別の研修生 け入れるとともに、 優れた成果が得られた

て可能な限り受け入 を受け入れるととも 研修内容等に対する Ａ：計画どおり順調に実施
れる。 に、研修生に対して 満足度について調査 された 【 】説明

① 個別研修は、本所ほか９牧場において、３４機関から要請のあった１１２名を対研修内容についての し、対応可能なもの Ｂ：概ね計画どおり順調に
象に実施した。満足度を調査し、そ については改善を図 実施された

の改善に役立てる。 る。 Ｃ：計画どおり実施されな
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、研修内かった

容の調整・改善、図書の充実を行った。Ｄ：計画どおり実施されず、
③ インターンシップ制度を新設し、大学生２名を受け入れた。その要因は法人の不適切

な業務運営にあった

上記の細項目につい
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 上記ア及びイによ エ 上記アからウまで エ 上記アからウまで □研修生の受け入れ 【 Ｓ総括】中央畜産技術研修、畜産新技術に関する技術研修会等を開催するとともに、
大学、都道府県等の依頼により個別研修を実施するなど、２，７３７名の研修生をり、毎年１，２００ により、毎年１，２ により、１，２００ 指標＝研修生の受け入れ人
受け入れた。名以上の研修生を受 ００名以上の研修生 名以上の研修生を受 数

け入れる。 を受け入れる。 け入れる。 Ｓ：計画の１００％以上で
あって特に優れた成果が 【 】説明

① 中央畜産技術研修を２０講座開催し、７４４名を受け入れた。得られた
② 畜産新技術に関する技術研修会等を５６回開催し、１，８８１名を受け入れた。Ａ：計画の１００％以上

、 。Ｂ：計画の７０％以上１０ ③ 大学 都道府県等の依頼により個別研修生を３４機関から１１２名を受け入れた
０％未満

Ｃ：計画の７０％未満
【特記事項】Ｄ：計画の７０％未満であ

畜産技術の普及指導について、全牧場において飼料自給率向上のための未利用地放ってその要因は法人の不
牧技術や簡易装置更新技術等の畜産新技術等に関する技術研修会を、現地での実演会適切な業務運営にあった
を開催するなど、計画の２倍以上の研修生を受け入れるなど、計画を大きく上回る開
催状況であり、Ｓ評価に値すると評価した。

エ 畜産関係団体等が オ 畜産関係団体等に オ 畜産関係団体に対 □畜産団体等研修への施設 】 Ａ【総括 畜産関係団体等が主催する研修会等のため、研修施設等を１７団体・機関に
対し３１回提供して延べ９１８名を受け入れるとともに、これらの研修会に延べ５畜産振興に寄与する 対し、施設利用可能 しては、研修施設の の提供
４名の職員を講師として派遣するなど、計画どおり順調に実施した。技術研修会等を開催 時期、利用条件等の 利用状況等を提示し Ｓ：計画を大きく上回り、

する際に、可能な範 情報提供を行い、可 て団体研修実施希望 優れた成果が得られた



能な範囲で団体主催 期間を聴取し、可能 Ａ：計画どおり順調に実施 【 】説明
① 研修施設の利用希望のあった畜産関係団体等１７団体・機関に対し３１回の施設囲で施設を提供す 研修会等へ施設を提 な範囲で研修施設等 された

提供・延べ９１８名の受け入れを行った。主な研修内容は、牛トレーサビリティのる。 供する。 を提供する。 Ｂ：概ね計画どおり順調に
実務研修、畜産環境保全関係技術研修等であった。実施された
② これらの研修のうち、講師の派遣依頼のあった１８研修会等に延べ５４名の職員Ｃ：計画どおり実施されな

を講師として派遣した。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

上記の細項目につい
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。

◇海外技術協力 □専門家の派遣 ２／２点（・Ａ・） Ａ（３）海外技術協力 （３）海外技術協力 （３）海外技術協力
指標＝「細項目の項目数×

２ 満点 に対する 各 □研修員の受け入れ ２／２点（・Ａ・）」（ ） 「
」細項目の点数の合計値

（合計点）の比率 合計 ４／４点

各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：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２つの細項目
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



関係機関の要請に ア 関係機関の要請に ア 関係機関の要請に □専門家の派遣 Ａ【総括 （独）国際協力機構等から要請を受け、２０名の長期専門家、短期専門家又】
は調査団員を派遣するとともに、他機関所属の専門家の派遣前研修として、３名の基づいた海外技術協 応じ、その分野につ 応じ、その分野につ Ｓ：計画を大きく上回り、
研修を行うなど、計画どおり順調に実施した。力に係る専門家の研 いて専門的知識を有 いて専門的知識を有 優れた成果が得られた

修、派遣、調査団員 する者を長期専門 する者を長期専門 Ａ：計画どおり順調に実施
【説明】の派遣等について、 家、短期専門家又は 家、短期専門家又は された
① （独）海外協力機構等からの要請に基づき、長期専門家６名、短期専門家５名、可能な限りその要請 調査団員として可能 調査団員として可能 Ｂ：概ね計画どおり順調に

調査団員９名を派遣した。に応える。 な限り派遣する。ま な限り派遣する。ま 実施された
② 海外技術協力に係る派遣前研修の受入については、(独)国際協力機構からの要請また、海外からの た、他機関所属の専 た、他機関所属の専 Ｃ：計画どおり実施されな

に基づき、青年海外協力隊員の技術補完研修１名を受け入れたほか、２名の青年海研修員の受入れにつ 門家の派遣前研修に 門家の派遣前研修に かった
外協力隊員からの要請による研修を行った。いて、可能な限り関 ついても可能な限り ついても可能な限り Ｄ：計画どおり実施されず、

係機関からの要請に 要請に応える。 要請に応える。 その要因は法人の不適切
応える。 な業務運営にあった

イ 関係機関の要請に イ 関係機関の要請に □研修員の受け入れ Ａ【総括 （独）国際協力機構等からの要請に基づき、海外からの集団コース及び個別】
研修員６３名を受け入れて研修を実施するとともに、受講した研修員に対し研修環応じ、集団コース及 応じ、集団コース及 Ｓ：計画を大きく上回り、
境に関する満足度や要望事項の調査を行い、研修内容の改善やパソコン利用環境のび国別研修を実施 び国別研修を実施 優れた成果が得られた
整備をするなど、計画どおり順調に実施した。し、研修員を可能な し、研修員を可能な Ａ：計画どおり順調に実施

限り受け入れる。ま 限り受け入れる。ま された
【説明】た、受講者に対して た、受講者に対して Ｂ：概ね計画どおり順調に

、 、研修内容及び研修環 研修内容及び研修環 実施された 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
４コース計３３名の研修員を受け入れた。境についての満足度 境についての満足度 Ｃ：計画どおり実施されな

② 海外技術協力に係る個別研修について、(独)国際協力機構等からの要請により、を調査し、その改善 を調査し、それに基 かった
滞在型６名、視察型２４名を受け入れた。に役立てる。 づき可能な限り研修 Ｄ：計画どおり実施されず、

③ 集団コースの研修員及び滞在型の個別研修員に対し研修内容及び研修環境についの改善を図る。 その要因は法人の不適切
て「非常に良い、良い、普通、悪い、非常に悪い」の５段階評価で満足度を調査しな業務運営にあった
たところ、いずれも「良い」以上が１００％の評価を受けた。

④ 受講した研修員からの要望事項については、実習の増加とカリキュラムの一部修
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。

○センターの資源を活用し ◇家畜、施設等の提供 ２／２点（・Ａ・） Ａ６ センターの資源を ６ センターの資源を ６ センターの資源を
た外部支援 ◇行政機関への協力 ２／２点（・Ａ・）活用した外部支援 活用した外部支援 活用した外部支援

指標＝「小項目の項目数× ◇講師等の派遣 ２／２点（・Ａ・）
２ 満点 に対する 各 ◇各種委員会等への派遣 ２／２点（・Ａ・）」（ ） 「

」小項目の点数の合計値
（合計点）の比率 合計 ８／８点

各小項目の評価結果の
【評価結果】区分は以下のとおりと

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する。
れたと認められる。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４つの小項目
については、各年度の
年度計画において定め
られている具体的目標
等に照らし、達成度の

。評価を行うものとする

畜産に関する新た （１）外部機関が行う （１）外部機関が行う ◇家畜、施設等の提供 Ａ【総括】外部機関が行う技術開発・調査に協力するため、家畜・施設等を提供するな
ど、計画どおり順調に実施した。な社会・行政ニーズ 技術開発・調査のう 技術開発・調査のう Ｓ：計画を大きく上回り、

が発生した場合又は ち、我が国の畜産振 ち、我が国の畜産振 優れた成果が得られた
外部機関が行う技術 興等に寄与すると判 興等に寄与すると判 Ａ：計画どおり順調に実施 【 】説明

大学、各県畜産試験場等からの依頼を受け、試験材料としてセンター保有家畜の開発・調査の協力依 断されるものについ 断されるものについ された
生体・血液等４８件、施設・土地等の提供５件、家畜形質データ等１７件、計７０頼があった場合に て、協力等の要請が て、協力等の要請が Ｂ：概ね計画どおり順調に
件を提供した。は 要請等に応じて あった場合には、可 あった場合には、可 実施された、 、

業務に支障がない範 能な限りその求めに 能な限りその求めに Ｃ：計画どおり実施されな
囲で積極的に支援す 応じ、家畜、施設等 応じ、家畜、施設等 かった

、る。 の提供の方法によ の提供の方法によ Ｄ：計画どおり実施されず
また、外部機関か り、積極的に支援す り、積極的に支援す その要因は法人の不適切

らの講師派遣等の要 る。 る。 な業務運営にあった
請について、積極的
に対応する。 （２）行政機関から畜 （２）行政機関から畜 ◇行政機関への協力 Ａ【総括】行政機関からの要請に対し、未利用地放牧の推進等に取り組むなど、計画ど

おり順調に実施した。産に関する要請があ 産に関する要請があ Ｓ：計画を大きく上回り、
った場合には、可能 った場合には、可能 優れた成果が得られた

【説明】な限り協力する。 な限り協力する。 Ａ：計画どおり順調に実施
① 農林水産省からの要請を受けて飼料増産行動会議に参画し、肉用牛増頭目標の達された

成及び飼料自給率の向上に貢献することを目的として、Ｂ：概ね計画どおり順調に
ａ 近隣関係機関と連携した未利用地放牧の実証展示及び研修会の開催、技術専門実施された

職員による電牧設置方法の現地指導等に取り組んだ。Ｃ：計画どおり実施されな
ｂ 肉用牛繁殖農家へ種雌牛を供給し、特に放牧馴致牛を未利用地放牧実施農家にかった

供給した。Ｄ：計画どおり実施されず、
ｃ 飼料増産技術等の普及について、近隣関係機関と連携した実証展示、研修会のその要因は法人の不適切

開催、現地指導等に取り組んだ。な業務運営にあった
② 農林水産省からの要請を受け 「知識集約型産業創造対策事業」を活用して全国、

農業協同組合連合会福岡県本部（久留米市）が導入した稲わら細断機の操作方法等
について、熊本牧場職員を派遣し助言を行った。



③ 農林水産省東海農政局からの要請を受け、高病原性鳥インフルエンザが発生した
場合に 農政局として的確な対応がとれるよう体制を整備することを目的とした 東、 「
海農政局高病原性鳥インフルエンザ防疫訓練」について、岡崎牧場の鶏舎を提供し
牧場職員の指示のもと必要な防疫作業の実地訓練を行った。

④ 農林水産省地方農政局からの要請による「土地資源活用飼料基盤拡大基本調査」
をはじめとして、７件の調査を受託して取り組んだ。

（３）外部機関が開催 （３）外部機関が開催 ◇講師等の派遣 Ａ【総括】行政機関等からの要請を受け、専門的知識を有する者延べ８１名を講師とし
て派遣するなど、計画どおり順調に実施した。する講習会の講師等 する講習会の講師等 Ｓ：計画を大きく上回り、

に職員の派遣を要請 に職員の派遣を要請 優れた成果が得られた
【説明】された場合には、可 された場合には、可 Ａ：計画どおり順調に実施

農林水産省等の行政機関、畜産関係団体等からの講師派遣要請に対して適任者を能な限りその求めに 能な限りその求めに された
選定して、延べ８１名の役職員を派遣した。応じて職員を派遣す 応じて職員を派遣す Ｂ：概ね計画どおり順調に

る。 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

（４）外部機関が開催 （４）外部機関が開催 ◇各種委員会等への派遣 Ａ【総括】各種委員会の委員等への委嘱の要請には積極的に応じ、２６８件、延べ３１
４名を派遣するなど、計画どおり順調に実施した。する各種委員会の委 する各種委員会の委 Ｓ：計画を大きく上回り、

員等に職員の委嘱を 員等に職員の委嘱を 優れた成果が得られた
【説明】要請された場合に 要請された場合に Ａ：計画どおり順調に実施

農林水産省等の行政機関、畜産関係団体等が開催する各種委員会の委員等への就は、可能な限りその は、可能な限りその された
任要請に対して、延べ３１４名の役職員を派遣した。求めに応じて職員を 求めに応じて職員を Ｂ：概ね計画どおり順調に

派遣する。 派遣する。 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

○家畜改良増殖法に基づく ◇家畜改良増殖法に基づく立入検査等 ２／２点 （・Ａ・） Ａ７ 家畜改良増殖法に ７ 家畜改良増殖法に ７ 家畜改良増殖法に
検査等 ◇種苗法に基づく指定種苗の集取及び検査 ２／２点 （・Ａ・）基づく検査等 基づく検査等 基づく検査等

指標＝「小項目の項目数× ◇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
２ 満点 に対する 各 づく立入検査等 ２／２点 （・Ａ・）」（ ） 「

」小項目の点数の合計値
（合計点）の比率 合計 ６／６点

各小項目の評価点数の
【評価結果】区分は以下のとおりと

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する。
れたと認められる。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、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。

◇家畜改良増殖法に基づく Ａ（１）家畜改良増殖法 （１）家畜改良増殖法 （１）家畜改良増殖法 【総括】家畜改良増殖法に基づく立入検査を的確に実施できる者としてセンター職員
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 １９名を任命し、計画どおり順調に実施した。立入検査等

家畜改良増殖法第 家畜改良増殖法に 農林水産大臣の指 Ｓ：計画を大きく上回り、
【説明】３５条の２の規定に 基づき、農林水産大 示により行う立入検 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実施できる者として１８年度末現在で１９基づき、同条第２項 臣の指示に従い的確 査を実施するため、 Ａ：計画どおり順調に実施

名任命している。の農林水産大臣の指 に立入り、質問、検 センター理事長が特 された
② なお、１８年度には農林水産大臣から立入検査の指示はなかった。示に従い、立入り、 査及び収去が行える に技術、見識、経験 Ｂ：概ね計画どおり順調に

質問、検査及び収去 体制を整備し、指示 等に優れた者を選出 実施された
を的確に実施する。 があった場合には着 して任命し、指示が Ｃ：計画どおり実施されな

実に実施する。 あった場合に迅速な かった
、対応をする。 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

◇種苗法に基づく指定種苗 Ａ（２）種苗法に基づく （２）種苗法に基づく （２）種苗法に基づく 【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
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 からの指示に従い９６業者１，３３４点の種苗について集取、検査及び結果の通知の集取及び検査
検査 検査 検査 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、

種苗法（平成１０ 種苗法（平成１０ 種苗法に基づく農 優れた成果が得られた
【説明】年法律第８３号）第 年法律第８３号）に 林水産大臣の指示に Ａ：計画どおり順調に実施
① 種苗検査職員として９名を配置した。５３条の２の規定に 基づき、農林水産大 より行う指定種苗の された
② 農林水産大臣からの指示（９６業者に対する集取）に対して、９６業者１，３３基づき、同条第２項 臣の指示に従い的確 集取及び検査につい Ｂ：概ね計画どおり順調に

４点の種苗について必要な検査及び集取を行い、業者への結果通知を的確に実施しの農林水産大臣の指 に指定種苗の集取及 て、指示があった場 実施された
た。示に従い、指定種苗 び検査が行える体制 合に迅速な対応がで Ｃ：計画どおり実施されな
また、不適が認められた１０業者１３点について、改善報告をさせた。の集取及び検査を的 を整備し、指示があ きるよう、十勝、長 かった



③ なお、１７年度末に集取した種苗２３１点について発芽率の検査を行い、この結確に実施する。 った場合には着実に 野及び熊本牧場に種 Ｄ：計画どおり実施されず、
果を業者へ通知した。実施する。 苗検査職員を配置 その要因は法人の不適切

し、必要な検査の実 な業務運営にあった
施及び結果の通知を
行う。

◇遺伝子組換え生物等の使 Ａ（３）遺伝子組換え生 （３）遺伝子組換え生 （３）遺伝子組換え生 【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
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 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１０名を任命用等の規制による生物の
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 し、計画どおり順調に実施した。多様性の確保に関する法

律に基づく立入検査等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
【説明】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 Ｓ：計画を大きく上回り、
① 法に基づく条件を満たす者の中から立入検査等を的確に行える者として１８年度遺伝子組換え生物 遺伝子組換え生物 遺伝子組換え生物 優れた成果が得られた

末現在で１０名を任命している。等の使用等の規制に 等の使用等の規制に 等の使用等の規制に Ａ：計画どおり順調に実施
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。よる生物の多様性の よる生物の多様性の よる生物の多様性の された

確保に関する法律第 確保に関する法律に 確保に関する法律に Ｂ：概ね計画どおり順調に
３２条の規定に基づ 基づき、農林水産大 基づく農林水産大臣 実施された
き、同条第２項の農 臣の指示に従い的確 の指示により行う立 Ｃ：計画どおり実施されな
林水産大臣の指示に に立入り、質問、検 入検査等について、 かった

、 、 、 、従い 立入り 質問 査及び収去が行える 指示があった場合に Ｄ：計画どおり実施されず
検査及び収去を的確 体制を整備し、指示 迅速な対応ができる その要因は法人の不適切
に実施する。 があった場合には着 よう、あらかじめ職 な業務運営にあった

実に実施する。 員の中から、立入検
査等を的確に行える
者を選定し、任命す
る。

○牛の個体識別のための情 ◇牛個体識別台帳の作成及び記録 ２／２点（・Ａ・） Ａ８ 牛の個体識別のた ８ 牛の個体識別のた ８ 牛の個体識別のた
報の管理及び伝達に関す ◇牛個体識別台帳の記録の保存 ２／２点（・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
る特別措置法に基づく事 ◇牛個体識別台帳の正確な記録の確保 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
務 ◇修正の申出の受理 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

牛の個体識別のた 牛の個体識別のた 指標＝「小項目の項目数× ◇記録された事項の公表 ２／２点（・Ａ・）
めの情報の管理及び めの情報の管理及び ２ 満点 に対する 各 ◇各種届出の受理 ２／２点（・Ａ・）」（ ） 「
伝達に関する特別措 伝達に関する特別措 小項目の点数の合計値 ◇個体識別番号の決定・通知 ２／２点（・Ａ・）」
置法（以下「法」と 置法（以下「法」と （合計点）の比率
いう ）第２０条及 いう ）第２０条及 合計 １４／１４点。 。
び牛の個体識別のた び牛の個体識別のた 各小項目の評価結果の
めの情報の管理及び めの情報の管理及び 区分は以下のとおりと

【評価結果】伝達に関する特別措 伝達に関する特別措 する。
この項目に属する評価は、個別に評価を行った結果、年度計画どおり順調に実施さ置法施行令（平成１ 置法施行令（平成１ Ｓ評価：３点、Ａ評価

れたと認められる。５年政令第３００ ５年政令第３００ ：２点、Ｂ評価：１点
号）第５条の規定に 号）第５条の規定に Ｃ評価：０点、Ｄ評価
基づき、次に掲げる 基づき、次に掲げる ：－１点
事務を的確に実施す 事務を的確に実施す
る。 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７つの小項目
については、各年度の
年度計画において定め
られている具体的目標
等に照らし、達成度の

。評価を行うものとする

（１）牛個体識別台帳 （１）牛個体識別台帳 （１）法に基づき、牛 ◇牛個体識別台帳の作成及 【 Ａ総括】各届出情報の記録について、｢牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に
関する特別措置法 （以下「法」という ）に基づき、牛の管理者等から受理した約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 び記録 」 。
１，１６０万件の届出を記録するなど、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、 Ｓ：計画を大きく上回り、

磁気ディスクに情報 優れた成果が得られた
【説明】を保存する。 Ａ：計画どおり順調に実施

、 ， 、された 牛個体識別台帳の作成及び記録は 合計約１ １６０万件の各届出情報を受理し
その届出情報のエラーチェックを実施した。届出情報の１日当たりの内訳（土日・Ｂ：概ね計画どおり順調に
祝日を含む。以下８では同じ ）は、出生及び輸入約４千件／日、転入又は転出約実施された 。
２万４千件／日、死亡又はと畜約４千件／日であり、合計約３万２千件／日であっＣ：計画どおり実施されな
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

（２）牛個体識別台帳 （２）牛個体識別台帳 ◇牛個体識別台帳の記録の Ａ【総括】牛の管理者等から届出のあった出生牛及び輸入牛の届出情報約１４５万件に
ついて磁気ディスクに保存するなど、計画どおり順調に実施した。の記録の保存に関す の記録の保存に関す 保存

る事務 る事務 Ｓ：計画を大きく上回り、
【説明】優れた成果が得られた

牛個体識別台帳への記録の保存は、牛の管理者等から届出のあった牛の出生又はＡ：計画どおり順調に実施
輸入の情報約１５２万件のうち、重複届、エラー等を除いた約１４５万件を磁気デされた
ィスクにて実施した。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

（３）牛個体識別台帳 （３）牛個体識別台帳 （２）収集した情報に ◇牛個体識別台帳の正確な 【 Ａ総括】牛個体識別台帳の記録内容について、農政事務所が行う立入検査や個体識別
番号の決定通知の際に、牛の管理者等に対し確認を求めるとともに、不適切な届出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 記録の確保
につい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、牛の管理者 Ｓ：計画を大きく上回り、

置に関する事務 置に関する事務 等に対し定期的に台 優れた成果が得られた



【説明】帳の登録内容につい Ａ：計画どおり順調に実施
① 牛個体識別台帳の正確な記録の確保を図るために必要な措置として、ての確認を求めると された

ａ 各届出情報のうち確認が必要なものについては、地方農政事務所にエラーリスともに、台帳記載事 Ｂ：概ね計画どおり順調に
トを送信し、記録情報について現地確認を求める事務を実施した。項の修正の申し出に 実施された

ｂ 牛個体識別台帳に記録された内容を確認する必要があるものは、個体識別番号対して可及的速やか Ｃ：計画どおり実施されな
の通知時に、牛の管理者等に対して自ら確認を行うよう指導した。に対応する。 かった

② 併せて牛トレーサビリティ制度の信頼性確保対策委託事業（農林水産省消費・安Ｄ：計画どおり実施されず、
全局委託）により、地方農政事務所では発見の難しい不適切な届出や修正依頼等をその要因は法人の不適切
精査するとともに、農林水産省に報告を行った結果、違反事例の摘発に寄与した。な業務運営にあった

（４）法第５条第２項 （４）法第５条第２項 ◇修正の申出の受理 Ａ【総括】牛の管理者等から申し出のあった牛個体識別台帳記載事項の修正の請求に対
して、請求書類等を画像データとして保存するとともに、修正の事務を迅速かつ的の規定に基づく申出 の規定に基づく申出 Ｓ：計画を大きく上回り、
確に行うことにより、計画どおり順調に実施した。の受理に関する事務 の受理に関する事務 優れた成果が得られた

Ａ：計画どおり順調に実施
【説明】された
① 法第５条第２項の規程に基づく申出は、牛個体識別台帳記載事項の修正の請求内Ｂ：概ね計画どおり順調に

容（１日あたり約２００件）の確認の徹底を図るため、修正に係る請求書類等を画実施された
像データとして保存することを実施した。Ｃ：計画どおりに実施され

② また、牛の管理者等が修正請求によって偽装を図ることを防止するため、実際のなかった
届出を行った牛の管理者等への確認を徹底し、修正の事務を迅速かつ的確に実施しＤ：計画どおりに実施され
た。ず、その要因は法人の不

適切な業務運営にあった

（５）牛個体識別台帳 （５）牛個体識別台帳 （３）法に基づく台帳 ◇記録された事項の公表 Ａ【総括】牛個体識別台帳記載事項の公表について、記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 牛個体識別台帳に記録された事項について、当日の深夜に記録を完了し、翌朝にて公表する。 された

はインターネットにて公表した。Ｂ：概ね計画どおり順調に
② 公表されたデータについて、平日１日当たり年度当初で約９万頭／日、年度末に実施された

は約１０万頭／日のアクセスを記録した。Ｃ：計画どおり実施されな
このうち、携帯電話からのアクセスは、年度当初約５千頭／日、年度末約６千頭かった

／日であった。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

（６）法第８条及び第 （６）法第８条及び第 （４）牛の管理者等が ◇各種届出の受理 Ａ【総括】牛の管理者等が法に基づき行う届出の各種手段について、届出者の要望を考
慮した新システムの開発の検討を行うとともに、飼養地情報等の記録情報の確認通１１条から第１３条 １１条から第１３条 法に基づき行う届出 Ｓ：計画を大きく上回り、
知を行うなど、計画どおり順調に実施した。までの規定に基づく までの規定に基づく について円滑にでき 優れた成果が得られた

届出の受理に関する 届出の受理に関する るよう各種手段の構 Ａ：計画どおり順調に実施
【説明】事務 事務 築、改善を図る。 された
① 法第８条及び第１１条から１３条までの規定に基づく届出の受理に関しては、Ｂ：概ね計画どおり順調に

不適切な届出の検索機能の強化や牛の管理者等からの届出のタイムラグによるエラ実施された
ーの低減等が可能かつ効率的な新システムの開発を検討するため 「牛個体識別台Ｃ：計画どおり実施されな 、
帳電算システム効率化検討会（農林水産省消費・安全局委託 」を開催した。かった ）

② また、飼養地情報等の登録内容の確認を行うため、全国の牛の管理者等（約14Ｄ：計画どおり実施されず、
万戸）に対し、葉書により確認を行うとともに、電話による届出方法の周知を行っその要因は法人の不適切
た。な業務運営にあった

（７）個体識別番号の （７）個体識別番号の （５）出生又は輸入の ◇個体識別番号の決定・通 Ａ【総括】牛の管理者等への通知について、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 知

る事務 る事務 いて速やかに個体識 Ｓ：計画を大きく上回り、



【説明】別番号を決定し、牛 優れた成果が得られた
個体識別番号の決定及び通知について、牛の出生又は輸入の届出があった約１４の管理者等へ通知を Ａ：計画どおり順調に実施

５万頭に対してファクシミリでの届出はファクシミリで、電話での届出は音声で、行う。 された
その他電子的な届出については電子メール等により、速やかに返信・伝達した。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

◎予算、収支計画及び資金 ○財務内容の改善 ２／２点（・Ａ・） Ａ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
計画に関する事項 及び資金計画 及び資金計画

適切な業務運営を 指標＝「中項目の項目数× 合計 ２／２点
行うことにより、収 ２ 満点 に対する 各」（ ） 「

」支の均衡を図る。 中項目の点数の合計値
【特記事項】（合計点）の比率

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、積極的な受託事業の受入れや家畜等の売上げ増等により、予算額各中項目の評価点数の
に比べて３４３百万円（１５０％）の増収であったことは評価できる。区分は以下のとおりと

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、既定事業物件する。
費は対前年度比９５．３％に抑制された。Ｓ評価：３点、Ａ評価

施設整備費については、すべて一般競争に付すなど適切な契約に努め、計画どおり：２点、Ｂ評価：１点
に実施した。その他の契約については、随意契約の基準の見直しを行い、適切な契約Ｃ評価：０点、Ｄ評価
に努めていく方針であり、今後の取組に期待する。：－１点

Ａ：満点×９/１０≦合計点
【評価結果】Ｂ：満点×５/１０≦合計点

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＜満点×９/１０
れたと認められる。Ｃ：合計点＜満点×５/１０

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。

○財務内容の改善 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。Ｓ：取組は十分であり、特

に優れた成果が得られた
【説明】Ａ：取組は十分であった
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Ｂ：取組はやや不十分であ

金計画はこの予算ベースで計上した。った
② 収入については、運営費交付金は計画どおりであり、施設整備費補助金は、１８Ｃ：取組は不十分であった

年度当初予算の他に１７年度補正予算で措置され繰越を行った８，０８５千円があＤ：取組は不十分であり、
った。その要因は法人の不適切
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な業務運営にあった

算に対して約５１％、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が
当初の計画より伸びたことにより約４９％それぞれ増収になった。※ なお、本指標の評価に

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、業務当たっては、中期計画に
を重点的かつ効率的に行った。定める「業務運営の効率

④ 施設整備費については、すべて一般競争に付すなど適切な契約に努め、計画どお化による経費の抑制」の
り実施した。なお、１７年度補正予算において措置された奥羽牧場第１車庫アスベ評価結果に十分配慮する
スト除去工事については計画どおり実施した。ものとする。

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
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。当該評価を行うに至った

⑥ 財務諸表である貸借対照表及び損益計算書について、前期と当期の比較表により経緯や特殊事情、中期目標
主たる増減の要因を明らかにして、経年比較を行った。や中期計画に記載されてい

⑦ 予算、収支計画及び資金計画について、予算額と決算額の比較表により計画の実る事項以外の業績その他特
施状況及び計画と実績の差異について把握した。筆すべき事項等を併せて記

載する。

◎短期借入金の限度額 －第４ 短期借入金の限 第４ 短期借入金の限 【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
度額 度額 により、短期借入金はなかった。（当該年度に係る短期借

入金について、借入に至っ
１１億円 １１億円 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。（想定される理由） （想定される理由） 金利 返済の状況と見込み、 。
運営費交付金の受け 運営費交付金の受け 借入がなかった場合は、本
入れの遅延。 入れの遅延。 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

◎剰余金の使途 －第５ 剰余金の使途 第５ 剰余金の使途 【総括】目的積立金はなかった。
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
【留意事項】目的積立金がないため、この項目の評価は行わない。及び業務の質の向上 及び業務の質の向上 てた結果、当該事業年度に

を図るための育種素 を図るための育種素 得られた成果に関して、以
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。



◎その他農林水産省令で定 ○施設・設備の整備に関する計画 ２／２点（・Ａ・） Ａ第５ その他業務運営 第６ その他農林水産 第６ その他農林水産
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・）に関する重要事項 省令で定める業務運 省令で定める業務運
項営に関する事項 営に関する事項

指標＝「中項目の項目数× 合計 ４／４点
２ 満点 に対する 各」（ ） 「

」中項目の点数の合計値
【特記事項】（合計点）の比率

施設整備に関しては、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
れており、今後の業務成果が期待できる状況となっている。各中項目の評価結果の

職員の人員配置に関しては、業務の重点化、本所への業務の集中化等に努めつつ、区分は以下のとおりと
適正な人員配置を行い、業務の円滑な実施に努めている。する。

人件費については、対前年度比２．１％以上削減するとともに、国家公務員の給与Ｓ評価：３点、Ａ評価
構造改革を踏まえて、役職員の給与について必要な見直しを行うなど、計画どおり実：２点、Ｂ評価：１点
施したと評価する。Ｃ評価：０点、Ｄ評価

：－１点

【評価結果】Ａ：満点×９/１０≦合計点
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Ｂ：満点×５/１０≦合計点

れたと認められる。＜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。

○施設・設備の整備に関す 】 Ａ１ 施設・設備の整備 １ 施設・設備の整備 １ 施設・設備の整備 【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
に関する計画 に関する計画 実施したところ、改善の成果は十分であった。業務の適切かつ効 る計画

率的な実施を確保す 業務の適切かつ効 業務の適切かつ効



【説明】るため、施設・設備 率的な実施の確保の 率的な実施の確保の 中期計画に定められてい
① 繁殖牛舎、衛生検査所（奥羽牧場 、育成豚舎（茨城牧場 、バンカーサイロ（新を計画的に整備す ため、業務実施上の ため、業務実施上の る施設及び設備について、 ） ）

冠牧場及び岩手牧場）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る。 必要性及び既存の施 必要性及び既存の施 当該事業年度における整備
況となった。設・設備の老朽化等 設・設備の老朽化等 ・改修前後の業務運営の改

② １７年度補正予算で措置され、工事を１８年度に繰り越した奥羽牧場の第１車庫に伴う施設・設備を に伴う施設及び設備 善の成果に関して、以下の
アスベスト除去について、改修を計画どおり実施し、業務の安全確保が図られる状計画的に整備・改修 の整備・改修等を計 指標について評価を行う。
況となった。する。 画的に行う。 Ｓ：改善の成果は十分であ

り、特に優れている
Ａ：改善の成果は十分であ

った
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。

○職員の人事に関する計画 ◇方針 ２／２点（・Ａ・） Ａ２ 職員の人事 ２ 職員の人事に関す ２ 職員の人事に関す
指標＝「小項目の項目数× ◇人件費及び人員に関する指標 ２／２点（・Ａ・）る計画 る計画

２ 満点 に対する 各 ◇人材の確保及び人材の養成の計画 ２／２点（・Ａ・）」（ ） 「
」小項目の点数の合計値

（合計点）の比率 合計 ６／６点

各小項目の評価結果の
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：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。

人材の確保及び養 （１）方針 （１）方針 ◇方針 □職員の適正な配置 ２／２点（・Ａ・） Ａ
成を図りつつ、職員 指標＝「細項目の項目数× □要員の合理化等 ２／２点（・Ａ・）
の適正な配置を行う ２ 満点 に対する 各」（ ） 「
とともに、一般管理 細項目の点数の合計値 合計 ４／４点」
部門及び業務関係部 （合計点）の比率
門の要員の合理化を
進める。 各小項目の評価結果の

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：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２つの細項目
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



ア 業務の重点化及び ア 業務の重点化及び □職員の適正な配置 Ａ【総括】業務の重点化、本所への事務の集中化等に対応して組織の見直しを行い、課
、 、 、 、効率化に努め、職員 効率化に対応し、職 Ｓ：計画を大きく上回り、 の統合・新設 係の廃止・新設 環境対策専門役 総務調整専門役を新設したほか

常勤職員数を削減する方針のもと適正な人事配置を行うなど、計画どおり順調に実の適正な配置を進め 員の適正な配置を進 優れた成果が得られた
施した （再掲）るとともに、要員の め、要員の合理化を Ａ：計画どおり順調に実施 。

合理化を図る。 図る。 された
【説明】Ｂ：概ね計画どおり順調に
① 業務量の見直しを行い、十勝牧場種畜第一課と種畜第三課の統合を行い１課削減実施された

した （再掲）Ｃ：計画どおり実施されな 。
② 業務の重点化の観点から個体識別部を２課から３課体制に強化した （再掲）かった 。
③ 本所への事務の集中化を図るため、十勝牧場庶務課人事係長を廃止し、総務部会Ｄ：計画どおり実施されず、

計課に財務分析係を新設した （再掲）その要因は法人の不適切 。
④ 環境問題、非公務員化に適切に対応するため、本所に環境対策専門役、総務調整な業務運営にあった

専門役を新設した （再掲）。

イ 一般管理部門につ イ 牧場事務のうち財 □要員の合理化等 Ａ【総括】本所への事務の集中化を図り、牧場事務を軽量化し要員の合理化を行うとと
もに、家畜管理、飼料生産業務等の作業内容を精査し、定年退職者の状況に応じていて、業務運営方法 務分析、決算事務等 Ｓ：計画を大きく上回り、
外部化を行うなど、計画どおり順調に実施した （再掲）の改善、本所への事 について、本所への 優れた成果が得られた 。

務の集中化等を行う 事務の集中化等を行 Ａ：計画どおり順調に実施
【説明】ことにより要員の合 うことにより要員の された
① 総務部会計課に財務分析係を新設し、牧場が行っていた財務分析・決算事務の一理化を図る。 合理化を図る。 Ｂ：概ね計画どおり順調に

部を本所に移管した （再掲）また、家畜管理、 また、家畜管理、 実施された 。
② 牧場事務の軽量化に伴い、牧場事務職員の定員を５名削減した （再掲）飼料生産業務等にお 飼料生産業務等にお Ｃ：計画どおり実施されな 。

、 、 。（ ）ける単純作業につい ける単純作業につい かった ③ 定年退職者の状況を踏まえ 環境整備 給餌作業等の一部を外部化した 再掲
、ては、作業の内容を ては、作業の内容を Ｄ：計画どおり実施されず

精査し、退職者の状 精査し、退職者の状 その要因は法人の不適切
況を踏まえつつ、可 況を踏まえつつ、可 な業務運営にあった
能なものから段階的 能なものから段階的
に外部化を進める。 に外部化を進める。
（再掲） （再掲）

（２）人件費及び人員 （２）人件費及び人員 ◇人件費及び人員に関する Ａ【総括】人件費については、前年度比で２．１％以上削減するなど、計画どおり順調
に実施した （再掲）に関する指標 に関する指標 指標 。

中期目標期間中に 人件費について、 Ｓ：計画を大きく上回り、
【説明】人件費を５％以上削 前年度比で１％以上 優れた成果が得られた

人件費は、１７年度予算額５，５１１百万円に対して１８年度予算額５，３９２減する （再掲） 削減する Ａ：計画どおり順調に実施。 。（再掲）
百万円と対前年度比９７．８４％であった （再掲）（参考） （参考） された 。

人件費総額の見込み 人件費総額の見込み Ｂ：概ね計画どおり順調に
（参考）２６，５６８百万円 ５，３９２百万円 実施された

常勤職員数は期初において９３３名から９２４名（９９％）に削減した。期初の常勤職員数 期初の常勤職員数 Ｃ：計画どおり実施されな
９３３人 ９３３人 かった

、期末の常勤職員数見 期末の常勤職員数見 Ｄ：計画どおり実施されず
込み ８８６人 込み ９２４人 その要因は法人の不適切

な業務運営にあった

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



（３）人材の確保、人 （３）人材の確保、人 ◇人材の確保及び人材の養 □人材の育成 ２／２点（・Ａ・） Ａ
材の養成の計画 材の養成の計画 成の計画 □人事交流 ２／２点（・Ａ・）

指標＝「細項目の項目数×
２ 満点 に対する 各 合計 ４／４点」（ ） 「

」細項目の点数の合計値
（合計点）の比率

各小項目の評価結果の
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：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２つの細項目
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

ア 職員の技術水準、 ア 職員の技術水準、 □人材の育成 Ａ【総括】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
、 、 、 。事務処理能力の向上 事務処理能力の向上 Ｓ：計画を大きく上回り、 させ １８９名に各種免許 資格等を取得させるなど 計画どおり順調に実施した

等を図るための研修 等を図るための研修 優れた成果が得られた
【説明】や必要な資格の取得 や必要な資格の取得 Ａ：計画どおり順調に実施
① 人材を養成するための研修については、新人研修（２６名 、管理者・事務担当を計画的に進め、人 を計画的に進め、人 された ）

者関係研修（６２名 、業務関連技術向上関係研修（１９２名 、安全衛生・施設管材の育成を図る。 材の育成を図る。 Ｂ：概ね計画どおり順調に ） ）
理関係研修（１９５名）を受講させた。実施された

② 免許・資格の取得等については、安全管理関係資格（８名 、特殊作業技能講習Ｃ：計画どおり実施されな ）



（ ）、 （ ）、 （ ）、かった ８２名 作業機械等運転・操作資格講習 ８４名 機械整備士資格講習 ２名
畜産技術関係資格（１３名）を取得させた。Ｄ：計画どおり実施されず、

③ 業務の国際化・高度化の進展に対応するため、新たに長期・短期の海外派遣制度その要因は法人の不適切
を創設した。な業務運営にあった

イ 畜産行政との連携 イ 農林水産本省等行 □人事交流 Ａ【総括】畜産行政との連携や業務の高度化・専門化に対応する観点から、行政機関、
独立行政法人等との人事交流を積極的に行うなど、計画どおり順調に実施した。及び業務の高度化・ 政部局及び他機関と Ｓ：計画を大きく上回り、

専門化に対応するた の人事交流を図る。 優れた成果が得られた
【説明】め、行政部局及び他 Ａ：計画どおり順調に実施

畜産行政との連携や技術の高度化に対応する観点から、農林水産本省（転出１５機関との人事交流を された
名、転入８名 、地方農政局等（転出９名、転入１０名 、動物検疫所（転出３名、図る。 Ｂ：概ね計画どおり順調に ） ）
転入４名 、植物防疫所（転入１名 、他の独立行政法人（転出３名、転入４名）と実施された ） ）
の人事交流（総数：転出３０名、転入２７名）を行った。Ｃ：計画どおり実施されな

かった
、Ｄ：計画どおり実施されず

その要因は法人の不適切
な業務運営にあった



〔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、年度計画に即して順調に業務が実施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

１ 評価に至った理由・中期目標や中期計画に記載されている事項以外の業績

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

Ｓ評価３項目及びＡ評価１０７項目であり、大項目については、すべてがＡ評価となった。等も総合的に勘案して、評価を行うものとする。

② 特筆すべき事項なお、必要がある場合には、業務の適正化を図るために

ア 調査研究のうち、生産性に関する形質に影響する遺伝子の究明において、乳牛の乳房炎抵抗性に係る２つ目の遺伝子を特定講ずるべき措置等も併せて記載するものとする。

し、その機能を解明した。また、生産物の品質に関する形質に影響する遺伝子の究明において、肉牛（黒毛和種）の肉質のう

ち脂肪酸組成に関与する遺伝子を特定し、他の遺伝子との相互作用についても解明した。それぞれ特許出願申請を行うに至っ

ており、計画を大きく上回る優れた成果が得られたものであることから、それぞれＳ評価に値すると評価した。

イ 講習及び指導のうち畜産技術の普及指導について、全牧場において、飼料自給率向上のための未利用地放牧技術や簡易草地

更新技術等の畜産新技術等に関する技術研修会を、現地での実演会を開催するなど積極的に行い、計画の２倍以上の研修生を

受け入れるなど、計画を大きく上回る開催状況であり、Ｓ評価に値すると評価した。

③ 以上の特筆すべき事項に加え、業務の重点化や財務分析、経費縮減の取組、組織体制の見直しなどの取組等の業務運営の効率

化、国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上における着実な公共サービスの実施、自己収入増加への取組や資金

の重点的な活用などの財務関連の取組等を総合的に評価した結果、総合評価はＡ評価とした。

２ 業務運営に対する主な意見等

〔１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置〕について

① めん羊について、民間を中心とした種畜の生産・供給体制へ移行し、めん羊飼養者への技術的支援を行うなど、計画どおり実

施するとともに、実験用小型ヤギについても、大学の附属農場への供給を行い、平成１８年度末で種畜供給業務を中止し、計画

を前倒しで実施するなど、業務の重点化に積極的に取り組んでいるものと評価できる。

② 組織体制の合理化については、業務量の見直しによる組織編成や専門役の配置など、積極的に取り組んでいる。さらに、コン

プライアンス（法令遵守）委員会の設置について検討を行うべきである。

③ 財務分析については、会計システムから得られたデータを基に、収入、支出について、経年比較、他法人比較及び牧場間比較

等を行うことにより、収入増加や経費節減に資するための要因等分析を行った。また、生産コストの試算については、問題事項

の洗い出しを行い、種子、鶏以外の生産コストについても、検討を進める必要がある。

〔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や遺伝的能力評価を円滑に推進するとともに、優良種雄牛、種

雌牛等を計画以上に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、新たな系統豚の造成や育種手法の実用化に向け、豚の育種機関や種豚生産者から意見を収集し検討を

行うとともに、遺伝的能力評価を円滑に推進するなど、順調に実施したと評価できる。

③ 鶏の育種改良について、消費者等のニーズに対応した系統の改良に重点化し、優良種鶏の供給を順調に実施している。

④ 調査研究については、今後とも計画の作成に当たって、事前に専門家の意見を取り入れ、実験計画を十分に検討していくべき

である。

〔３ 予算（人件費の見積りを含む 、収支計画及び資金計画〕について。）

① 収入については、国からの運営費交付金及び施設整備費補助金は予算どおりである一方、自己収入は、積極的な受託事業の受

入れや家畜等の売上げ増等により、予算額に比べて３４３百万円（１５０％）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９５．３％に抑制された。

③ 施設整備費については、すべて一般競争に付すなど適切な契約に努め、計画どおりに実施した。その他の契約については、随

意契約の基準の見直しを行い、適切な契約に努めていく方針であり、今後の取組に期待する。

〔６ その他主務省令で定める業務運営に関する事項〕について

① 施設整備に関しては、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おり、今後の業務成果が期待できる状

況となっている。

② 職員の人員配置に関しては、業務の重点化、本所への業務の集中化等に努めつつ、適正な人員配置を行い、業務の円滑な実施

に努めている。

③ 人件費については、対前年度比２．１％以上削減するとともに、国家公務員の給与構造改革を踏まえて、役職員の給与につい

て必要な見直しを行うなど、計画どおり実施したと評価する。


