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業務実績の総合評価
総合評価：Ａ

〔記載事項〕
１評価に至った理由
① 中期計画及び年度計画に即して設定した評価基準に照らして評価を行ったところ、個別に評価を行う
最下位項目についてはＳ評価１項目、Ａ評価１０８項目であり、大項目についてはすべてがＡ評価とな
った。

② 特筆すべき事項として、乳用牛の候補種雄牛の生産・供給については （独）家畜改良センターが平、
成１３年度から取り組んでいる畜産新技術を活用した新しい候補種雄牛生産システム（ドナー検定シス
テム）により、国内の遺伝的能力評価における総合指数（乳牛としての総合的な能力を示す指数：ＮＴ

） 、 、 、 、Ｐ 第１位の後代検定済種雄牛を作出し また インターブルの国際評価において センター所有牛が
一定以上の信頼度が確保されている世界中の種雄牛約４万４千頭の中で乳脂量の遺伝的能力評価第１１
位にランク付けされたように、畜産新技術を活用しつつ効果的に期待育種価の高い候補種雄牛を生産・
供給した結果、優れた成果が得られていることから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、独立行政法人
整理合理化計画（以下「整理合理化計画」という ）を踏まえた措置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 実験用ウサギについて、民間を中心とした種畜の生産・供給体制へ移行し、緊急時に対応するための
凍結受精卵の確保を行うなど、計画どおり実施するとともに、山羊についても民間における種畜生産・
供給に対する支援について関係者と協議を行うなど、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、本所への事務の集中化に対応した組織の見直しや牧場事務の軽量化によ
る要員の合理化を行うなど、積極的に取り組んでおり評価できる。

③ 整理合理化計画を踏まえ、職員の法令遵守の徹底を図ることを目的としたコンプライアンス委員会の
設置に向けた準備を行うとともに、不正防止及び誤謬の低減を図るため内部監査を行ったことは評価で
きる。今後は、コンプライアンス行動規範等について職員への周知に努められたい。

④ 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こ
とは評価できる。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、種苗、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。

⑤ 整理合理化計画に基づき、随意契約の見直し計画を策定するとともに、国に準拠した随意契約限度額
への引き下げを行ったことは評価できる。更なる経費の縮減に努める観点から、一般競争入札の積極的
な活用による調達コストの縮減に努められたい。

、 、 、⑥ 19年度予算の執行は 18年度の監査報告書に基づき適正な執行に努めるともに 監事による定期監査
会計監査人による本所及び各牧場における期中監査、棚卸監査及び決算監査において、入札・契約の執
行状況に関する資料を提示し、これらを含めた予算の執行状況についてチェックを受け、適当であった
との報告を受けており、入札・契約の執行が適正に行われていることは評価できる。

⑦ 官民競争入札の活用については、平成21年度より予定される中央畜産研修施設の管理・運営業務の民
間競争入札の導入に向けた準備を行ったことは、計画どおり順調に実施しており評価できる。

〔２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置〕
について
① 乳用牛及び肉用牛の育種改良について、引き続き後代検定事業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、新たなデュロック種の系統造成に係る改良目標を設定するとともに、優良種
豚を計画以上に供給していることは評価できる。

③ 鶏の育種改良について、消費者等のニーズに対応した産卵能力及び産肉能力の改良を行うとともに、
優良種鶏を計画以上に供給していることは評価できる。

④ 飼料作物の増殖に必要な種苗の生産及び供給について、飼料の高騰に対応するため、釧根地域で栽培
、 。可能な青刈りとうもろこしを さらに寒い地域での実証展示ほ場を確保しデータの収集に努められたい

⑤ 調査研究については、今後とも計画の作成に当たって長期的な視野も考慮しつつ、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。

⑥ 飼料が高騰する中で、畜産新技術に関する技術研修会等を積極的に開催したことは評価できる。引き
続き政策課題に対応し飼料自給率の向上を図るための技術研修会等を開催されたい。

〔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６４５百万円（１９２％）の
増収であったことは評価できる。

② 19年度予算の執行は、18年度の監査報告書に基づき適正な執行に努めるともに、一般管理費の節約に
積極的に取り組み、既定事業物件費は対前年度比９５．５％に抑制されたことは評価できる。

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ることは評価できる。
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〔５ 剰余金の使途〕について
① 当期総利益の主な発生要因は資産の購入によるものあり、目的積立金となりうる現金が小額であるこ
とから、目的積立を行わなかったことについては妥当である。

〔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 保有する資産については、監事による各牧場の定期監査の際、固定資産一覧表等に基づき適切に監査
を実施し、固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準に基づき、減損の兆候判定等を適切に実施して
いること、また、牧草採草地、放牧地、飼料作物種苗の増殖用地、家畜の飼養施設等として有効に活用
していることから、引き続き有効活用を図られたい。

③ 職員の人員配置に関しては、業務の重点化、本所への事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。

④ 人件費については、１７年度比３．４％削減するとともに、役職員の給与水準について、国家公務員
の給与構造改革を踏まえた見直しを行い、監事監査で報告を行ったほか、給与支給に当たっての基本方
針、支給状況、給与水準の比較指標の公表を行うなど、計画どおり実施したことは評価できる。

評 価 項 目 （ 大 項 目 ） 評価

第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 Ａ

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 Ａ

第３ 予算（人件費の見積りを含む 、収支計画及び資金計画 Ａ。）

第４ 短期借入金の限度額 －

第５ 剰余金の使途 Ａ

第６ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項 Ａ

評価単位ごとの評価シート（総括表）

評 価 項 目 （ 評 価 単 位 ） 評価

Ａ第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

１ 業務対象の重点化 Ａ
２ 業務の運営の効率化及び組織体制の合理化 Ａ
３ 経費の縮減 Ａ

Ａ第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

１ 家畜改良及び飼養管理の改善 Ａ
２ 飼料作物の増殖に必要な種苗の生産及び供給 Ａ
３ 飼料作物の種苗検査 Ａ
４ 調査研究 Ａ
５ 講習及び指導 Ａ
６ センターの資源を活用した外部支援 Ａ
７ 家畜改良増殖法に基づく検査等 Ａ
８ 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 Ａ

Ａ第３ 予算、収支計画及び資金計画

１ 財務内容の改善 Ａ

－第４ 短期借入金の限度額

Ａ第５ 剰余金の使途

Ａ第６ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項

１ 施設・設備の整備に関する計画 Ａ
２ 職員の人事に関する計画 Ａ
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評価単位ごとの評価シート

（○中項目、◇小項目、□細項目、△微項目、▽微細項目）〔中期計画の各項目ごとの業務実績報告〕

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

○業務対象の重点化 Ａ第１－１ 業務対象の重点化

◇家畜の改良増殖業務 ２／２点 （・Ａ・）
◇飼料作物種苗の増殖業務 ２／２点 （・Ａ・）

合計 ４／４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
実施されたと認められる。

【中期計画】 ◇家畜の改良増殖業務 Ａ
（１）家畜の改良増殖業務 □めん羊 －／２点 （・－・ （※18年度で終了））

効率的かつ効果的な業務運営 □実験用小型ヤギ －／２点 （・－・ （※18年度で終了））
の観点から、センターが担うべ □実験用ウサギ ２／２点 （・Ａ・）
き業務に重点化することとし、 □山羊 ２／２点 （・Ａ・）
以下のとおり取り組む。 □その他の家畜 ２／２点 （・Ａ・）

（※の該当ある場合は１０点）【年度計画】 合計 ６／６点
（１）家畜の改良増殖業務 【特記事項】

実験用ウサギについて、民間を中心とした種畜の生産・供給体制へ移行し、
緊急時に対応するための凍結受精卵の確保を行うなど、計画どおり実施すると
ともに、山羊についても民間における種畜生産・供給に対する支援について関
係者と協議を行うなど、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。

【中期計画】 （18年度で終了） －
ア めん羊について、民間を中心と
した種畜の生産・供給体制を構築
し、１８年度からこれらの体制に
移行する。

【年度計画】
（18年度で終了）

【中期計画】 （18年度で終了） －
イ 実験用小型ヤギについて、大学
の付属農場等でのけい養を推進
し、１９年度末までに種畜供給業
務を中止する。

【年度計画】
（18年度で終了）

【中期計画】 □実験用ウサギ Ａ
ウ 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を確 【事業報告】
保し、２０年度末までに種畜供給 《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生産・確
業務を中止する。 保を行い、１９年度末に種畜供給業務を中止し、計画を前倒しで実施した。

《説明》【年度計画】
日本白色種（大型系）について７０本、日本白色種（中型系）について２ア 実験用ウサギについて、２０年

１０本の凍結受精卵入りストローをそれぞれ生産し、保存した。度末の種畜供給業務の中止に向
け、緊急時に対応するための凍結
受精卵を確保する。

【中期計画】 □山羊 Ａ
エ 山羊について、民間を中心とし
た種畜の生産・供給体制を構築 【事業報告】
し、２１年度末までにこれらの体 《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
制に移行する。 係者と協議を行うなど、計画どおり順調に実施した。

《説明》【年度計画】
① 関係者を参集した「山羊の改良及び種畜供給についての連絡調整会議」をイ 山羊について、民間を中心とし

開催して、民間における種畜の生産・供給の支援策等に関する検討を行い、た種畜の生産・供給体制を構築
今後、家畜人工授精技術の普及促進や情報の収集・発信等に取り組むこととし、２１年度末までにこれらの体
された。制に移行するため、関係者と協議

② 山羊の民間における種畜供給等の中心的役割を担うことになる山羊改良協する。
議会（仮称）を立ち上げるため、規約案を作成し、関係者と意見交換を行っ
た。

【中期計画】 □その他の家畜 Ａ
オ その他の家畜については、都道 【事業報告】
府県及び民間との役割分担、けい 《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
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養頭数規模の見直し等の検討を行 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
うとともに、畜産物の需要動向、 について検討を行うなど、計画どおり順調に実施した。
家畜の飼養動向等を勘案して、乳

《説明》用牛、肉用牛、豚及び鶏の４畜種
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に重点化する。

液供給に努めつつ、繁殖雌馬規模を８０頭（約１５％減）に縮小した。
② 肉用牛のうち日本短角種について、日本短角種の中期的改良推進体制に係【年度計画】

る意見交換会において種雄牛造成県からそれ以外の道県に対する種雄牛の具ウ 馬及び肉用牛のうち日本短角種
体的な供給方法等について検討を行った。また、奥羽牧場においてけい養しについては、都道府県及び民間と
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。の役割分担やけい養頭数規模の見

直し等の検討を行うとともに、畜
産物の需要動向、家畜の飼養動向
等を勘案して、乳用牛、肉用牛、
豚及び鶏の４畜種に重点化する。

【中期計画】 ◇飼料作物種苗の増殖業務 Ａ
（２）飼料作物種苗の増殖業務 【事業報告】

関係機関及び関係団体と連携 《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に基づき、１０
しつつ、需要の動向や新品種の 品種・系統を削除するとともに、新しく育成された７系統を追加し、新品種及
育成動向等を勘案し、新品種及 びニーズの高い品種に重点化するなど、計画どおり順調に実施した。
びニーズの高い品種への重点化

《説明》を図ることにより、飼料作物種
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、国内流苗の増殖対象品種・系統を中期

通から１０年以上を経過し、置き換え品種が育成されている品種を中心に１目標期間中に１０％程度削減す
０品種・系統を増殖対象品種・系統から削除した。る。

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
品種育成状況調査に基づき、新しく育成された７品種・系統を増殖対象品種【年度計画】
・系統に追加した。（２）飼料作物種苗の増殖業務

増殖対象品種・系統につい
て、新品種及びニーズの高い品
種への重点化を図るため、飼料
作物種苗の需要調査及び新品種
育成状況調査等を基に、国内流
通から１０年以上経過し、置き
換え品種が育成されている品種
を中心に５品種・系統以上の削
除を行うとともに、新しく育成
された品種・系統の追加を行
う。
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（○中項目、◇小項目、□細項目、△微項目、▽微細項目）〔中期計画の各項目ごとの業務実績報告〕

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

○業務運営の効率化及び組織体制の合理化 Ａ第１－２ 業務運営の効率化及び組
◇業務の進行管理 ２／２点 （・Ａ・）織体制の合理化

（※19年度は該当なし）◇牧場組織 －／２点 （・－・）
◇要員の合理化等 ２／２点 （・Ａ・）
◇組織体制の見直し ２／２点 （・Ａ・）

（※の該当ある場合は８点）合計 ６／６点
【特記事項】

組織体制の合理化について、本所への事務の集中化に対応した組織の見直し
、 。や牧場事務の軽量化による要員の合理化を行うなど 積極的に取り組んでいる

【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

実施されたと認められる。

【中期計画】 ◇業務の進行管理 Ａ
（１）中期計画及び年度計画に沿っ 【事業報告】

た業務を確実に実施するため、 《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
四半期毎に進捗状況を確認し、 を四半期ごとに点検・分析するとともに、役員会、牧場長会議及び次長・連絡
必要な措置を講じるなど業務の 調整役会議において、計画達成を図るための対応方針の検討を行うなど、業務
進行管理を行う。 の進行管理を計画どおり順調に実施した。

《説明》【年度計画】
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（１）年度計画に対する業務の進行

所において点検・分析を行った。状況を四半期ごとに定期的に点
② 点検・分析結果については、役員会、牧場長会議及び次長・連絡調整役会検・分析し、的確な進行管理を

議での検討に反映し、計画達成を図るための対応方針を各牧場に指示するな行い、計画の達成を図る。
ど、的確に進行管理を実施した。

【中期計画】 （19年度は該当なし） －
（２）長野牧場について、山羊、実

験用小型ヤギ及び実験用ウサギ
の種畜供給業務を民間に移行し
た段階で、茨城牧場の支場とし
て統合する。

【年度計画】
（19年度は該当なし）

【中期計画】 ◇要員の合理化等 Ａ
（３）一般管理部門について、業務 【事業報告】

運営方法の改善、本所への事務 《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
の集中化等を行うことにより要 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
員の合理化を図る。 に応じて外部化を行うなど、計画どおり順調に実施した。

また、家畜管理、飼料生産業
《説明》務等における単純作業について
① 本所機能強化の一環として減損会計及び減価償却事務を強化するため、総は、作業の内容を精査し、退職

務部管財課資産管理係及び岡崎牧場総務課契約財産係を廃止し、総務部管財者の状況を踏まえつつ、可能な
課に資産第１係及び資産第２係を新設した。ものから段階的に外部化を進め

② 牧場事務の軽量化に伴い、牧場事務職員の定員を２名削減した。る。
③ 定年退職者の状況を踏まえ、家畜管理、営繕作業等の一部を外部化した。

【年度計画】
（２）牧場事務のうち決算事務等に

ついて、本所への事務の集中化
等を行うことにより要員の合理
化を図る。

また、家畜管理等における単
純作業については、作業の内容
を精査し、退職者の状況を踏ま
えつつ、可能なものから段階的
に外部化を進める。

【中期計画】 ◇組織体制の見直し Ａ
（４）業務の見直しに機動的に対応 【事業報告】

《 》 、 、し、業務の質・量に応じた組織 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
編成や人員配置を柔軟に行うな 係の廃止・新設を行うなど、計画どおり順調に実施した。
ど継続的に組織体制の見直しを

《説明》行う。
① 本所への事務の集中化を図るため、岡崎牧場総務課契約財産係を廃止し、

総務部管財課に資産第２係を新設した。【年度計画】
② 一般管理部門の要員合理化のため、熊本牧場総務課庶務係員を１名削減し（３）業務の効率化に対応し、一般
た。管理部門の合理化に応じた組織
③ 独立行政法人整理合理化計画を踏まえ、職員の法令遵守の徹底を図ることの見直しを行う。

を目的としたコンプライアンス委員会の設置に向けた準備を行った。
④ 事務の適正化及び円滑化を図るとともに、不正防止及び誤謬の低減を図る

ため、内部監査を行った。
【特記事項】
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整理合理化計画を踏まえ、職員の法令遵守の徹底を図ることを目的としたコ
ンプライアンス委員会の設置に向けた準備を行うとともに、不正防止及び誤謬
の低減を図るため内部監査を行ったことは評価できる。今後は、コンプライア
ンス行動規範等について、職員への周知に努められたい。
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（○中項目、◇小項目、□細項目、△微項目、▽微細項目）〔中期計画の各項目ごとの業務実績報告〕

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

○経費の縮減 Ａ第１－３ 経費の縮減
◇コスト試算 ２／２点 （・Ａ・）
◇財務分析 ２／２点 （・Ａ・）
◇一般管理費・業務経費 ２／２点 （・Ａ・）
◇人件費 ２／２点 （・Ａ・）
合計 ８／８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

実施されたと認められる。

【中期計画】 ◇コスト試算 Ａ
（１）種畜等の生産物について、経 【事業報告】

年比較ができるコスト試算を行 《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
い、コスト低減に活用する。 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。

《説明》【年度計画】
① 飼料作物種苗（イタリアンライグラス）については１５年度から、種畜等（１）種畜等の生産物について、経

（鶏）については１６年度からの経年比較を行い、コスト増減についての要年比較ができるコスト試算を行
因分析を行った。い コスト低減方策を検討する、 。

② 分析した結果に基づき本所及び各牧場において、今後のコスト低減方策の
検討を行った。

③ １７年度分析の結果に基づき１９年度において、飼料作物種苗（イタリア
ンライグラス）については、
ａ 施設栽培の灌水方式を散水から点滴に変更したことにより水道使用量が

減少
ｂ 資材等の取引業者の選定を拡大
ｃ 土壌分析に基づいて有機質肥料の施用量見直しを実施
を行い、コスト低減に取り組んだ。

また、種畜等（鶏）については、主要系統育種規模の見直しや飼養羽数の
削減等によりコスト低減に取り組んだ。

【特記事項】
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 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、種苗、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。

【中期計画】 ◇財務分析 Ａ
（２）財務の分析を行い、その結果 【事業報告】

を経費の縮減に活用する。 《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。

【年度計画】
《説明》（２）財務の分析を行い、その結果

収入及び支出について１８年度までの実績額に基づき、次のとおり分析を実を経費の縮減に活用する。
施した。
ａ 自己収入について経年比較及び牧場間比較を、受託収入について経年比

較、他法人比較、牧場間比較を行うことにより、今後の収入増加に資する
ための要因等分析を行った。

ｂ 支出について、経年比較、他法人比較、牧場間比較を行うことにより、
今後の経費節減に資するための要因等分析を行った。

【中期計画】 ◇一般管理費・業務経費 Ａ
（３）運営費交付金で行う業務のう 【事業報告】

ち一般管理費 人件費を除く 《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（ 。） 。
については、毎年度、少なくと は対前年度比３．１％抑制するとともに、運営費交付金で行う業務経費につい
も対前年度比で３％縮減すると ても（次世代牛個体識別システムの構築を除く ）対前年度比１．１％抑制す。
ともに、業務経費については、 るなど、計画どおり順調に実施した。
毎年度、少なくとも対前年度比

《説明》で１％縮減する。
（ 。） 、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

１８年度予算額６７８，０７７千円に対し１９年度は６５７，０７７千円と【年度計画】
対前年度比９６．９％に抑制した。また、運営費交付金で行う業務経費につ（３）運営費交付金で行う業務の
いては、１８年度予算額１，６９２，４２８千円に対し１９年度は１，６７うち一般管理費（人件費を除

， （ ， 。）く ）については、少なくとも。 ３ ８２８千円 次世代牛個体識別システムの構築６４ ０００千円を除く
と対前年度比９８．９％に抑制した。対前年度比で３％縮減する。ま

② 業務効率化推進・検討委員会で１８年度に策定した第２期中期期間中のた、運営費交付金で行う業務経
「業務の効率化方針」に基づき、本所及び各牧場において「平成１９年度業費については、少なくとも対前
務効率化実施計画」を策定し、事務の効率化・迅速化及び経費の削減に努め年度比で１％縮減する。
た。

③ 随意契約の見直し計画を策定するとともに、契約事務取扱規程等について
、 、は 平成１９年１０月に国の基準に準拠した随意契約限度額の見直しを行い

契約事務の適性化を図った。
、 （ ） 。④ 監事による監査については 定期監査のほか臨時監査 岩手 を実施した
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また、会計監査人による監査については、本所において期中監査及び決算
監査を 牧場において期中監査 十勝 鳥取 熊本 長野 及び棚卸監査 長、 （ 、 、 、 ） （
野）を実施した。

⑤ 中央畜産研修施設について 「独立行政法人整理合理化計画」及び「公共、
サービス基本計画 （平成１９年１２月２４日閣議決定）に基づき、平成２」
１年度より予定される中央畜産研修施設の管理・運営業務の民間競争入札の

、 、 （ ）導入にあたり 民間競争入札実施要項作成に向け サービスの質 要求水準
の指標及びその水準、入札に付する業務等について検討を行った。

【特記事項】
① 整理合理化計画に基づき、随意契約の見直し計画を策定するとともに、国に
準拠した随意契約限度額への引き下げを行ったことは評価できる。更なる一層
の経費の縮減に努める観点から、一般競争入札の積極的な活用による調達コス
トの縮減に努められたい。

② 19年度予算の執行は、18年度の監査報告書に基づき適正な執行に努めるとも
、 、 、に 監事による定期監査 会計監査人による本所及び各牧場における期中監査

、 、棚卸監査及び決算監査において 入札・契約の執行状況に関する資料を提示し
これらを含めた予算の執行状況についてチェックを受け、適当であったとの報
告を受けており、入札・契約の執行が適正に行われていることは評価できる。

③ 官民競争入札の活用については、平成21年度より予定される中央畜産研修施
設の管理・運営業務の民間競争入札の導入に向けた準備を行ったことは、計画
どおり順調に実施しており評価できる。

【中期計画】 ◇人件費 Ａ
（４ 「行政改革の重要方針 （平成 【事業報告】） 」

１７年１２月２４日閣議決定） 《総括》人件費について１７年度比で３．４％削減するとともに、役職員の給与
を踏まえ、人件費（退職金及び 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
福利厚生費（法定福利費及び法 順調に実施した。
定外福利費）並びに人事院勧告

《説明》を踏まえた給与改定部分を除
① 人件費は、１７年度予算額５，５１１百万円に対して１９年度予算額５，く ）について、今後５年間に。

３２２百万円と、１７年度比９６．５７％であった。おいて５％以上の削減を行うと
② 国家公務員の給与構造改革に準拠して、広域異動手当の新設、地域手当のともに、国家公務員の給与構造

率改正、俸給の特別調整額の定額化等を行った。改革を踏まえて、役職員の給与
③ 役職員の給与水準について、監事監査及び評価委員会の評価に際し報告しについて必要な見直しを進め

たほか、給与支給に当たっての基本方針、支給状況、給与水準の比較指標等る。
の公表を行った。

【年度計画】 【特記事項】
（４）人件費については、１７年度 人件費については、１７年度比３．４％削減するとともに、役職員の給与水

比で２％以上削減する。また、 準について、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しを行い、監事監査で
国家公務員の給与構造改革を踏 報告を行ったほか、給与支給に当たっての基本方針、支給状況、給与水準の比
まえて、役職員の給与について 較指標の公表を行うなど、計画どおり実施したと評価できる。
必要な見直しを進める。
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（○中項目、◇小項目、□細項目、△微項目、▽微細項目）〔中期計画の各項目ごとの業務実績報告〕

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

○家畜改良及び飼養管理の改善 Ａ第２－１ 家畜改良及び飼養管理の
◇乳用牛 ２／２点（・Ａ・）改善等
◇肉用牛 ２／２点（・Ａ・）
◇豚 ２／２点（・Ａ・）
◇鶏 ２／２点（・Ａ・）
◇その他の家畜 ２／２点（・Ａ・）
◇種畜検査 ２／２点（・Ａ・）
◇家畜の遺伝資源の保存 ２／２点（・Ａ・）
◇飼養管理の改善 ２／２点（・Ａ・）
◇家畜個体識別事業の推進 ２／２点（・Ａ・）
合計 １８／１８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

実施されたと認められる。

【中期計画】 ◇乳用牛 Ａ
□後代検定事業の推進 ２／２点（・Ａ・）（１）乳用牛
□遺伝的能力評価の実施 ２／２点（・Ａ・）／

【年度計画】 □候補種雄牛等の生産・供給 ３／２点（・Ｓ・）
合計 ７／６点（１）乳用牛

【特記事項】
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。

【中期計画】 □後代検定事業の推進 Ａ
△後代検定事業の推進 ２／２点（・Ａ・）ア 後代検定事業の推進

【年度計画】 △後代検定事業の実施 ２／２点（・Ａ・）
△遺伝的能力の高い種雄牛の確保 ２／２点（・Ａ・）ア 後代検定事業の推進
合計 ６／６点

【中期計画】 △後代検定事業の推進 Ａ
（ア）後代検定事業を推進するため 【事業報告】

の会議に参画し、後代検定事業 《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
の円滑な推進を図る。 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

り順調に実施した。
【年度計画】

《説明》(ア 全国後代検定推進会議 後）「 」、「
① 学識経験者、関係団体等の参画を得て会議を開催し、後代検定事業計画、代検定中央推進会議」等の会議

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。に参画し、後代検定事業に係る
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技術的検討、実施計画の検討・

策定した。作成等を行う。
③ インターブル 公表回数の変更（年４回から年３回）に伴い、国内評価の☆

評価回数をインターブル評価に合わせ年３回に変更した。インターブル評価
公表時期は８月、１月、４月に行うこととなった。 なお、国内評価公表時
期については、関係団体の要望を踏まえ、８月、１１月、２月に行うことと
なった。

、 「 」 、 、また 新たな評価項目として 後乳頭の配置 に取り組むとともに 従来
寛幅由来であった「尻の幅」について坐骨幅由来とし、名称を「坐骨幅」に
改めて評価に取り組むこととなった。

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

とを目的に、1983年にICAR(家畜の能力検定に関する国際委員会)の小委員会と
して設立された組織。本部はスウェーデン。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。

【中期計画】 △後代検定事業の実施 Ａ
（イ）能力の高い種雄牛を選抜・利 【事業報告】

用するため、後代検定中央推進 《総括》候補種雄牛について前期（１００頭 ・後期（８５頭）に分けて計１８）
会議で決定される頭数の候補種 ５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。
雄牛について、後代検定を実施

《説明》する。
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

牛を確保し、後代検定に供した。【年度計画】
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）能力の高い種雄牛を早く選抜

インに沿って選定された。・利用するため、後代検定中央
推進会議で決定される頭数の候
補種雄牛について、前期と後期
に分けて後代検定を実施する。

【中期計画】 △遺伝的能力の高い種雄牛の確保 Ａ
（ウ）後代検定の成績等に基づき、 【事業報告】
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遺伝的能力の高い種雄牛を４０ 《総括》年４回の遺伝的能力評価公表結果に基づき、遺伝的能力の高い４０頭を
頭程度確保する。 推奨種雄牛として確保した。

《説明》【年度計画】
年４回の遺伝的能力評価公表結果に基づき、遺伝的能力の高い４０頭を推（ウ）後代検定の成績等に基づき、

奨種雄牛として確保した。遺伝的能力の高い種雄牛を４０
なお、確保した種雄牛のうち新規供用は、１９年５月５頭、１９年８月１頭程度確保する。

２頭、２０年２月１１頭であった。

【中期計画】 □遺伝的能力評価の実施
△遺伝的能力の評価・公表 ２／２点 （・ ・） Ａイ 遺伝的能力評価の実施 Ａ
△インターブルの情報提供 ２／２点 （・ ・）Ａ

【年度計画】 △評価手法の改善 ２／２点 （・ ・）Ａ
△ジャージー種の遺伝的能力の評価・公表 ２／２点 （・ ・）イ 遺伝的能力評価の実施 Ａ

合計 ８／８点

【中期計画】 △遺伝的能力の評価・公表 Ａ
（ア）供用中の種雄牛全頭（８０頭 【事業報告】

程度）及び牛群検定データの収 《総括》供用中の種雄牛全頭（１回平均６８．３頭）及び検定データを保有し評
集可能な雌牛全頭（４０万頭程 価が可能なすべての雌牛（１回平均約４４．７万頭）について、定期的に４回
度）について、毎年２回以上定 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。
期的に遺伝的能力を評価し、公

《説明》表する。
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。【年度計画】
② 第１回は、１９年２月までのデータに基づき、当時供用中の種雄牛６４頭（ア）供用中の種雄牛全頭（８０頭

及び遺伝的能力評価が可能であった雌牛４４３，９７７頭について評価を行程度）及び牛群検定データの収
い、１９年５月に評価値を公表した。集可能な雌牛全頭（４０万頭程

③ 第２回は、１９年５月までのデータに基づき、当時供用中の種雄牛６７頭度）について、２回以上定期的
及び遺伝的能力評価が可能であった雌牛４４２，５４５頭について評価を行に遺伝的能力を評価し、公表す
い、１９年８月に評価値を公表した。る。

④ 第３回は、１９年８月までのデータに基づき、当時供用中の種雄牛６７頭
及び遺伝的能力評価が可能であった雌牛４４９，１６４頭について評価を行
い、１９年１１月に評価値を公表した。

⑤ 第４回は、１９年１１月までのデータに基づき、当時供用中の種雄牛７５
頭及び遺伝的能力評価が可能であった雌牛４５０，８０９頭について評価を
行い、２０年２月に評価値を公表した。

【中期計画】 △インターブルの情報提供 Ａ
（イ）乳用種雄牛の国際能力評価機 【事業報告】

関（インターブル）から得られ 《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、
る種雄牛の遺伝的能力評価に関 定期的に３回提供するなど、計画どおり順調に実施した。
する情報について、毎年２回以

《説明》上定期的に提供する。
① インターブルのスケジュールに合わせて定期的に３回種雄牛の遺伝的能力

評価に関する情報を提供した。【年度計画】
② 第１回は、４１，８２８頭の国内外の種雄牛について、１９年５月に評価（イ）乳用種雄牛の国際能力評価機

値及び関連情報を公表した。関（インターブル）から得られ
③ 第２回は、４２，８５７頭の国内外の種雄牛について、１９年８月に評価る種雄牛の遺伝的能力評価に関

値及び関連情報を公表した。する情報について、２回以上定
④ 第３回は、４３，８１４頭の国内外の種雄牛について、２０年１月に評価期的に提供する。

値及び関連情報を公表した。
⑤ 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。

【中期計画】 △評価手法の改善 Ａ
（ウ）遺伝的能力の評価技術に関す 【事業報告】

る検討会を開催し、評価対象と 《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
して長命性に関する評価を追加 法等について検討を行い 「後乳頭の配置（後望 」を新たな評価対象として追、 ）
するほか、評価精度の向上等評 加するなど、計画どおり順調に実施した。
価手法の改善を行う。

《説明》
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、【年度計画】

「後乳頭の配置（後望 」について検討し、１９年１１月から新たな評価対（ウ）遺伝的能力の評価技術に関す ）
象形質として追加した。る検討会を開催し、評価対象と

② また、従来、寛幅由来であった「尻の幅」を坐骨幅由来とし名称を「坐骨して「後乳頭の配置（後望 」）
幅」に改めた。に関する評価の追加等について

③ このほか検討会では、泌乳持続性 について検討し、その評価手法につい検討する。 ☆

て合意が得られ、評価の実施・公表等具体的事項については後代検定事業関
連会議で引き続き検討することとなった。

☆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
ことが期待されている。

【中期計画】 △ジャージー種の遺伝的能力の評価・公表 Ａ
（エ）ジャージー種については、牛 【事業報告】

群検定データの収集可能な雌牛 《総括》牛群検定データの収集可能なすべてのジャージー種雌牛（１回平均３，
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全頭（２千頭程度）について、 ６８５頭）について、２回遺伝的能力を評価し公表するなど、計画どおり順調
毎年２回定期的に遺伝的能力を に実施した。
評価し、公表する。

《説明》
① 第１回は、１９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【年度計画】

った雌牛３，６１１頭について実施し、１９年９月に評価値を公表した。（エ）ジャージー種については、牛
② 第２回は、１９年１１月までのデータに基づき、遺伝的能力評価が可能で群検定データの収集可能な雌牛

あった雌牛３，７５８頭について実施し、２０年３月に評価値を公表した。全頭（２千頭程度）について、
２回遺伝的能力を評価し、公表
する。

【中期計画】 □候補種雄牛等の生産・供給 Ｓ
△候補種雄牛の生産・供給 ３／２点 （・Ｓ・）ウ 候補種雄牛等の生産・供給

【年度計画】 △優良種雌牛の供給 ２／２点 （・ ・）Ａ
△優良種畜等の供給 ２／２点 （・ ・）ウ 候補種雄牛等の生産・供給 Ａ
△ジャージー種の改良への支援 ２／２点 （・ ・）Ａ
合計 ９／８点

【特記事項】
平成１３年度から取り組んでいる畜産新技術を活用した新しい候補種雄牛生

産システム（ドナー検定システム）により、国内の遺伝的能力評価における総
合指数（乳牛としての総合的な能力を示す指数：ＮＴＰ）第１位の後代検定済

、 、 、 、種雄牛を作出し また インターブルの国際評価において センター所有牛が
一定以上の信頼度が確保されている世界中の種雄牛約４万４千頭の中で乳脂量
の遺伝的能力評価第１１位にランク付けされたように、畜産新技術を活用しつ
つ効果的に期待育種価の高い候補種雄牛を生産・供給した結果、優れた成果が
得られていることからＳ評価に値すると評価した。

【中期計画】 △候補種雄牛の生産・供給 Ｓ
(ア 遺伝的能力の評価値に基づき､ 【事業報告】）

国内の優良雌牛を活用した的確 《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
な計画交配の実施等により雄子 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☆

牛を生産するとともに、優良な 活用して雄子牛を生産し、期待育種価の高い候補種雄牛３５頭を選抜して確保
育種素材を計画的に導入し、生 するなど、計画どおり順調に実施した。
体卵胞卵子吸引技術等畜産新技

《説明》術を活用しつつ、効果的に期待
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育種価の高い候補種雄牛を生産

として選定し、これらを活用して生産された雄子牛を４８頭導入した。・供給する。
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

を行い、生産した雄子牛の期待育種価を算出し、候補種雄牛の選抜に活用し【年度計画】
た。（ア）遺伝的能力評価値に基づき、

また、世代間隔の短縮による改良速度の向上を図るため、未経産ドナーか国内の優良雌牛のうち上位１％
らの採卵等を活用し、効率的に雄子牛を生産した。以内の雌牛を育種素材として活

③ 生産・導入した雄子牛のうち期待育種価の高い３５頭を候補種雄牛として用し、計画交配により雄子牛を
選抜した。生産する。

また、選抜精度の向上及び世
☆ドナー検定代間隔の短縮による改良速度の

雄子牛の母牛（ドナー）の泌乳能力を同一環境下で正確に評価すること。向上を図るため、同一場所での
能力検定を行うとともに、未経
産採卵技術や生体卵胞卵子吸引 【特記事項】
技術等を活用し、効率的に候補 平成１３年度から取り組んでいる畜産新技術を活用した新しい候補種雄牛生
種雄牛を生産する。 産システム（ドナー検定システム）により、国内の遺伝的能力評価における総

合指数（乳牛としての総合的な能力を示す指数：ＮＴＰ）第１位の後代検定済
、 、 、 、種雄牛を作出し また インターブルの国際評価において センター所有牛が

一定以上の信頼度が確保されている世界中の種雄牛約４万４千頭の中で乳脂量
の遺伝的能力評価第１１位にランク付けされたように、畜産新技術を活用しつ
つ効果的に期待育種価の高い候補種雄牛を生産・供給した結果、優れた成果が
得られていることからＳ評価に値すると評価した。

【中期計画】 △優良種雌牛の供給 Ａ
（イ）乳用牛改良に資するため、供 【事業報告】

給可能な種雌牛等について情報 《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
提供を行い、優良な種雌牛を供 など、計画どおり順調に実施した。
給する。

《説明》
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【年度計画】

優良種雌牛について、農協等へ情報提供を行い、種雌牛５２頭を供給した。（ ） 、イ 供給可能な種雌牛等について
情報提供を行い、供給する。

【中期計画】 △優良種畜等の供給 Ａ
ウ 上記 ア 及び イ により 【事業報告】（ ） （ ） （ ） 、

種雄牛や種雌牛等を中期目標期 《総括》上記（ア）及び（イ）により、優良種畜７３頭及び精液４８，０３０本
間中に２５０頭程度供給する。 を供給した。

《説明》【年度計画】
、 、 、（ ） （ ） （ ） 、ウ 上記 ア 及び イ により 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７３頭を供給し

年度計画４５頭を上回った。種雄牛や種雌牛等を種畜換算で
② また、関係団体に検定済種雄牛の精液４８，０３０本を供給した。４５頭程度供給する。

【中期計画】 △ジャージー種の改良への支援 Ａ
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（エ）ジャージー種については、１ 【事業報告】
８年度から民間を中心とした種 《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
畜供給体制に移行し、これを支 うなど、計画どおり順調に実施した。
援する業務を実施する。

《説明》
全国ジャージー酪農振興協議会における種雄牛づくりを支援するため、雌【年度計画】

牛の遺伝的能力評価に関する情報提供を行った。（エ）ジャージー種については、関
係団体が主催する会議に参画
し、遺伝的能力評価に関する情
報を提供すること等により、民
間を中心とした種畜供給体制を
支援する。

【中期計画】 ◇肉用牛 Ａ
□後代検定事業の推進 ２／２点 （・Ａ・）（２）肉用牛
□遺伝的能力評価の実施 ２／２点 （・Ａ・）

【年度計画】 □候補種雄牛等の生産・供給 ２／２点 （・Ａ・）
合計 ６／６点（２）肉用牛

【特記事項】
肉用牛の育種改良について、引き続き広域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。

【中期計画】 □後代検定事業の推進 Ａ
△広域後代検定事業の推進 ２／２点 （・Ａ・）ア 後代検定事業の推進
△遺伝的能力評価結果の取りまとめ・提供 ２／２点 （・Ａ・）

【年度計画】 △共同利用種雄牛精液の広域流通の推進 ２／２点 （・Ａ・）
△産肉能力検定成績の取りまとめ・公表 ２／２点 （・Ａ・）ア 後代検定事業の推進

合計 ８／８点

【中期計画】 △広域後代検定事業の推進 Ａ
（ア）広域後代検定事業の推進のた

めの会議に参画し、広域後代検 【事業報告】
定事業の円滑な推進を図る。 《総括》広域後代検定事業の円滑な推進を図るため 「肉用牛改良増殖推進に係、

る中央協議会」に参画し、後代検定牛等の調整交配及び産子の配置、共同利用
【年度計画】 種雄牛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
（ア）広域後代検定事業の推進のた た。

め 「肉用牛改良推進中央協議、
《説明》会」等に参画し、後代検定牛等
① 「肉用牛改良増殖推進に係る中央協議会」に参画し、後代検定牛及び基準の調整交配計画及び産子の配置

種雄牛の調整交配並びに産子の配置について検討を行い、基準種雄牛を利用計画 並びに共同利用種雄牛 都、 （
した評価方法 から同居牛を利用した評価方法 に移行する場合の問題点等道府県が共同で利用できる種雄 ☆ ☆☆

について意見交換を行った。また、２０年度調整交配から、すべての事業参牛）の広域的精液利用計画等に
加道県において、同居牛を利用した評価方法に移行することとなった。ついて検討を行う。

② 共同利用種雄牛の広域的精液利用方法については、１９年度の配布計画の
スケジュール等を提案し、承認を得た。

☆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。

【中期計画】 △遺伝的能力評価結果の取りまとめ・提供 Ａ
（イ）共同利用種雄牛（都道府県が 【事業報告】

共同で利用できる種雄牛）の選 《総括》後代検定が終了したすべての広域後代検定候補種雄牛について、共同利
定に必要な遺伝的能力評価結果 用種雄牛の選定に必要な遺伝的能力評価結果を取りまとめ、農林水産省に報告
をとりまとめ、国に報告すると 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
ともに、広域後代検定事業実施 順調に実施した。
都道府県に提供する。

《説明》
広域後代検定事業実施都道府県において、１９年６月までに後代検定が終【年度計画】

了したすべての広域後代検定候補種雄牛５８頭の遺伝的能力評価結果を１９（イ）共同利用種雄牛の選定に必要
年１２月に取りまとめ、農林水産省に報告するとともに、広域後代検定事業な遺伝的能力評価結果をとりま
実施都道府県等へ提供した。とめ、国に報告するとともに、

広域後代検定事業実施都道府県
に提供する。

【中期計画】 △共同利用種雄牛精液の広域流通の推進 Ａ
（ウ）選定された共同利用種雄牛に 【事業報告】

ついて、都道府県間の調整を行 《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に基づき
い、その精液の広域流通を推進 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。
する。

《説明》
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① １９年度に選定された共同利用種雄牛９頭について、精液の利用希望調査【年度計画】
を行い、この結果に基づき精液配布計画書を作成し、その精液の広域流通を（ウ）選定された共同利用種雄牛に
推進した。ついて、精液の利用希望調査結

② 精液配布計画書に従って、広域後代検定事業非実施県を含む１７都道府県果を基に都道府県間の調整を行
に共同利用種雄牛の精液 １，１５７本が配布された。い、精液配布計画書を作成し、

。その精液の広域流通を推進する

【中期計画】 △産肉能力検定成績の取りまとめ・公表 Ａ
（エ）都道府県、関係団体等の候補 【事業報告】

種雄牛の産肉能力検定成績をと 《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、
りまとめ、公表する。 公表するなど、計画どおり順調に実施した。

《説明》【年度計画】
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、１（エ）都道府県、関係団体等の候補

９年１１月に農林水産省に報告し、２０年３月に印刷物を配布した。また、種雄牛の産肉能力検定成績をと
利便性を高めるため、ホームページへの掲載を開始した（２０年３月 。りまとめ、公表する。 ）

【中期計画】 □遺伝的能力評価の実施 Ａ
△遺伝的能力の評価・公表 ２／２点 （・Ａ・）イ 遺伝的能力評価の実施

【年度計画】 △評価手法の改善 ２／２点 （・Ａ・）
△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・）イ 遺伝的能力評価の実施

合計 ６／６点

【中期計画】 △遺伝的能力の評価・公表 Ａ
（ア）広域後代検定事業に係る候補 【事業報告】

種雄牛について、検定データ及 《総括》検定が終了したすべての広域後代検定候補種雄牛５８頭について遺伝的
び血統データを収集・分析し、 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。
毎年１回定期的に遺伝的能力を

《説明》評価し、共同利用種雄牛に関す
１９年８月末までにステーション検定 またはフィールド検定 が終了しる情報を公表する。 ☆ ☆☆

たすべての広域後代検定候補種雄牛５８頭について遺伝的能力評価を実施
し、この結果を踏まえ選定された共同利用種雄牛９頭及び１８年度までに選【年度計画】
定された共同利用種雄牛５０頭の評価結果を２０年３月に公表した。（ア）広域後代検定事業に係る候補

種雄牛について、検定データ及
☆ステーション検定び血統データを収集・分析し、

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、飼料遺伝的能力を評価して共同利用
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種雄牛に関する情報を公表す
方法をステーション検定という。る。

☆☆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。

【中期計画】 △評価手法の改善 Ａ
（イ）遺伝的能力の評価技術に関す 【事業報告】

る検討会を開催し、評価精度の 《総括》肉用牛の遺伝的能力に関する評価技術検討会を開催し、同居牛を活用し
向上等評価手法を改善する。 た評価やと畜年次の効果等について検討を行うなど、計画どおり順調に実施し

た。
【年度計画】

《説明》（イ）遺伝的能力の評価技術に関す
① １９年９月に開催した肉用牛評価技術検討会において、２３年度以降に予る検討会を開催し、同居牛を活

定している同居牛のデータを用いた評価について、より精度の高い評価を行用した評価等について検討す
えるようそれまでの間に試行を行う等評価手法の確立に努めることとした。る。

② と畜年次の効果を評価に取り入れることの是非について検討した結果、今
後とも、と畜年次の効果を確認していくものの、評価モデルについては現行
どおりとすることとした。

【中期計画】 △肉用牛枝肉情報全国データベースによる情報提供 Ａ
（ウ）肉用牛枝肉情報全国データベ 【事業報告】

《 》 、ースに収集された情報を集計 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☆

し、改良情報として関係機関に 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。
提供する。

《説明》
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、１【年度計画】

８年１１～１２月分を１９年４月に、１９年１～３月分を６月に、１９年４（ウ）肉用牛枝肉情報全国データベ
～６月分を９月に、１９年７～９月分を１２月に、１９年１０～１２月分をースに収集された情報を集計し、
２０年３月に、それぞれホームページを通じて情報追加の周知を図りつつ、改良情報として関係機関に提供
全国団体等８８件に対し９２９千頭分の枝肉情報を提供した。する。

② １８年度と畜分の集計結果概要をホームページに掲載するとともに、その
報告書を肥育農家に配布した（２０年１月 。）

、 （ ）。③ 肥育農家向け集計情報を インターネットを通じて提供した 年４回更新

【中期計画】 □候補種雄牛等の生産・供給 Ａ
△候補種雄牛の生産・供給 ２／２点 （・Ａ・）ウ 候補種雄牛等の生産・供給

【年度計画】 △肥育検定の実施 ２／２点 （・Ａ・）
△優良種雌牛等の供給 ２／２点 （・Ａ・）ウ 候補種雄牛等の生産・供給
△優良種畜等の供給 ２／２点 （・Ａ・）
△遺伝的多様性の確保 ２／２点 （・Ａ・）
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△黒毛和種以外の品種 ２／２点 （・Ａ・）
合計 １２／１２点

【中期計画】 △候補種雄牛の生産・供給 Ａ
（ア）肉質、増体等の形質について 【事業報告】

優良な育種素材を計画的に導入 《総括》肉質、増体等の形質について計画的に優良な育種素材を導入するととも
し、生体卵胞卵子吸引技術等畜 に、生体卵胞卵子吸引技術等の畜産新技術を活用して期待育種価の高い候補種
産新技術を活用しつつ、効果的 雄牛を生産・供給するなど、計画どおり順調に実施した。
に期待育種価の高い候補種雄牛

《説明》を生産・供給する。
① 黒毛和種については次のとおり取り組んだ。
ａ 育種素材の導入に当たっては、増体、肉質それぞれについて高い能力を【年度計画】

持つとされる系統等の精液４，２６０本、受精卵１２２個、雌牛４５頭を（ア）肉質、増体等の形質について
選定・導入した。優良な育種素材を計画的に導入

ｂ 生体卵胞卵子吸引技術等の畜産新技術を活用しつつ、５７９頭の雄子牛し、生体卵胞卵子吸引技術、分
を生産した。割クローン牛生産技術、体外受

ｃ 期待育種価等により選抜を行い、５２頭について直接検定を実施した。精技術等の畜産新技術を活用し
ｄ 直接検定済種雄牛の中から１９頭を後代検定候補種雄牛として選抜し、つつ、効果的に期待育種価の高

供給した。い候補種雄牛を生産・供給する。
② 褐毛和種については次のとおり取り組んだ。

ａ 育種素材の導入に当たっては、精液１０６本を導入したほか、と畜場か
ら未経産牛の卵巣４５頭分を導入した。

ｂ 体外受精技術等を活用しつつ、３頭の雄子牛を生産し、２頭について直
接検定を実施した。

【中期計画】 △肥育検定の実施 Ａ
（イ）候補種雄牛等の生産・供給の 【事業報告】

過程で必要な肥育検定を行う。 《総括》候補種雄牛等の生産・供給の過程で種雌牛の育種価の算定、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。

【年度計画】
《説明》（イ）候補種雄牛等の生産・供給の
① 種雌牛の育種価を算定するため、産子の肥育検定を行った。過程で必要な肥育検定を行う。
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
精卵の利用を判定した。

③ 雌牛の育種価を早期に算定するため、卵分割クローン技術を利用して生産
した双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
の育種価を推定することとし、当該手法の実証に取り組んだ。

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。

⑤ 現場後代検定を実施するために検定施設の整備を行い、肥育調査牛 とし☆

て去勢牛２３頭、雌牛１９頭、合計４２頭導入し、肥育検定を開始した。

☆肥育調査牛
後代検定によって産肉能力を調査しようとする候補種雄牛の精液を用い、任

意の雌牛に交配して生まれた子牛。黒毛和種では、全国和牛登録協会の規程に
より親子判定の実施、１種雄牛当たりの産子数、肥育開始及び終了月齢等が定
められている。

【中期計画】 △優良種雌牛等の供給 Ａ
（ウ）肉用牛の改良・増頭に資する 【事業報告】

ため、供給可能な種雌牛等につ 《総括》肉用牛の改良・増頭に資するため、供給可能な種雌牛等について、ホー
いて情報提供を行い、優良な種 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
雌牛等を供給する。 に実施した。

《説明》【年度計画】
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（ウ）肉用牛の改良・増頭に資する

情報を提供した。ため、供給可能な種雌牛等につ
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、農協等に提供しいて情報提供を行い、優良な種

た。雌牛等を供給する。
③ 上記の取組により種雌牛１７７頭（うち放牧推進用として６７頭）を供給

した。また、受精卵２０８個を供給した。

【中期計画】 △優良種畜等の供給 Ａ
（エ）上記（ア）から（ウ）までに 【事業報告】

より、種雄牛や種雌牛等を中期 《総括》上記（ア）から（ウ）までにより、種雄牛４４頭、種雌牛１７７頭及び
目標期間中に８００頭程度供給 受精卵２０８個を供給した（これらの合計は種畜換算で２６２頭 。）
する。

《説明》
① 後代検定候補種雄牛１９頭、自然交配用種雄牛２５頭、合計４４頭の種雄【年度計画】

牛を供給した。（エ）上記（ア）から（ウ）までに
② 種雌牛１７７頭（うち放牧推進用として６７頭）を供給した。より、種雄牛や種雌牛等を種畜
③ 受精卵２０８個を供給した。換算で１１０頭程度供給する。
④ このほか、日本短角種の精液を３３０本、外国種の精液を３０本、合計３

６０本供給した。

【中期計画】 △遺伝的多様性の確保 Ａ
（オ）肉用牛の遺伝的多様性の確保 【事業報告】

に資するため、関係県との役割 《総括》肉用牛の遺伝的多様性の確保に資するため、関係県等より育種素材を収
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分担を明確にしたうえで、遺伝 集し、雌牛群等を整備した。また、収集した育種素材をもとに交配計画を作成
的に希少な系統について育種素 し、種雄牛造成に係る交配を実施するなど、計画どおり順調に実施した。
材を収集し、牛群を整備する。

《説明》
① 肉用牛の遺伝的多様性の確保に資するため、第６藤良及び栄光の遺伝子頻【年度計画】

度が高いと見込まれる精液をそれぞれ、２４８本及び１００本導入した。ま（オ）肉用牛の遺伝的多様性の確保
た、島根県から第６藤良の遺伝子頻度が高いと見込まれる受精卵２５個、広に資するため、関係県等より育
島県から３８岩田の遺伝子頻度が高いと見込まれる受精卵１９個を育種素材種素材を収集し、雌牛群等を整
として提供を受けたほか、島根県の家畜市場において第６藤良の遺伝子頻度備する。また収集した育種素材
が高いと見込まれる雌子牛７頭を導入し、雌牛群の整備を図った。をもとに交配計画を作成し、種

② １８年度に島根県及び鹿児島県の家畜市場より導入した第６藤良及び栄光雄牛造成に係る交配を実施する。
の遺伝子頻度が高いと見込まれる雌牛等をもとに交配計画を作成し、種雄牛
造成に係る交配を実施した。

【中期計画】 △黒毛和種以外の品種 Ａ
（カ）黒毛和種以外の品種について 【事業報告】

は関係道県、関係団体等との役 《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、
割分担の見直しについて協議す 種雄牛の供給方法等について役割分担の見直しを検討するなど、計画どおり順
る。 調に実施した。

《説明》【年度計画】
日本短角種の主要飼養道県を参集して開催された「日本短角種の中期的改（カ）日本短角種については、関係

良推進体制に係る意見交換会」に参画し、以下の検討を行った。道県、関係団体等との役割分担
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の見直しについて協議する。

て、今後センターに代わって種雄牛を供給する体制を検討し、種雄牛造成県
から供給していく方向で同意が得られ、今後具体的な供給方法について検討
を進めていくこととなった。

② 日本短角種の血統データベースの構築について登録協会における進捗状況
を確認し、枝肉データベースについてはその構築に向けて、管理者等具体的
な内容について検討を進めていくこととなった。

【中期計画】 ◇豚 Ａ
□全国的な豚改良の推進 ２／２点 （・Ａ・）（３）豚
□遺伝的能力評価の実施 ２／２点 （・Ａ・）

【年度計画】 □優良種豚等の生産・供給 ２／２点 （・Ａ・）
合計 ６／６点（３）豚

【特記事項】
豚の育種改良について、新たなデュロック種の系統造成に係る改良目標を設

定するとともに、優良種豚を計画以上に供給していることは評価できる。

【中期計画】 □全国的な豚改良の推進 Ａ
【事業報告】ア 全国的な豚改良の推進

豚の改良に関係する都道府県、 《総括》豚の改良に関係する都道府県、団体、種豚場等の参画を得て 「豚改良、
団体、種豚場等の参画を得て、全 増殖推進委員会」を開催し、遺伝的能力評価の普及や系統造成の検討を開始す
国的な豚の改良に関する会議を開 るなど、計画どおり順調に実施した。
催し、遺伝的能力評価の普及の取

《説明》組等を推進する。
① １８年度、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」を受けて 「豚改良増殖推進委員会」を開催し、遺伝的能力評価の推進【年度計画】 、
方策、広域系統造成に関する具体的方策等について検討した。ア 全国的な豚改良の推進

② 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より、遺伝的能力豚の改良に関係する都道府県、
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。団体、種豚場等の参画を得て、全

国的な豚の改良に関する会議を開
催し、遺伝的能力評価の普及の取
組等を推進する。

【中期計画】 □遺伝的能力評価の実施 Ａ
△血縁関係の構築 ２／２点 （・Ａ・）イ 遺伝的能力評価の実施
△遺伝的能力の評価・提供 ２／２点 （・Ａ・）

【年度計画】 △評価手法の改善 ２／２点 （・Ａ・）
合計 ６／６点イ 遺伝的能力評価の実施

【中期計画】 △血縁関係の構築 Ａ
（ア）関係機関等との連携の下、デ 【事業報告】

ュロック種、大ヨークシャー種 《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
及びランドレース種の純粋種種 豚場のうち新たに９農場に種豚等を供給し、３０農場の種豚群間の血縁関係を
豚群並びに系統豚 ユメサクラ 結んだ。「 」
を供給することにより、３５箇

《説明》所以上の育種機関・種豚場の種
① 種豚群間の血縁関係を構築するため、遺伝的能力評価事業に参加している豚群間の血縁関係を結ぶ。

種豚場のうち新たに９農場に種豚及び精液の供給を行った。
② その結果、累計で３０農場の種豚群間で血縁関係が構築された。【年度計画】

（ア）関係機関等との連携の下、純
粋種種豚等を供給すること等に
より、２２箇所以上の育種機関
・種豚場の種豚群間の血縁関係
を結ぶ。

【中期計画】 △遺伝的能力の評価・提供 Ａ
（イ）遺伝的能力評価に参加する種 【事業報告】



- 16 -

豚場等から収集されるデータに 《総括》遺伝的能力評価に参加している種豚場等から定期的に４回収集されたデ
ついて、毎年４回定期的に遺伝 ータについて、毎回遺伝的能力を評価し評価結果を提供するなど、計画どおり
的能力を評価し、評価結果を提 順調に実施した。
供する。

《説明》
、 、 ， 、【年度計画】 ① 第１回は １９年３月までのデータに基づき 繁殖形質１０３ ２６７頭

産肉形質２９，９１８頭の豚について、１９年４月に評価を行い （社）日（イ）遺伝的能力評価に参加する種 、
本養豚協会を通じて参加農家に結果を提供した。豚場等から収集されるデータに

、 、 ， 、ついて、４回遺伝的能力を評価 ② 第２回は １９年６月までのデータに基づき 繁殖形質１０４ １２７頭
産肉形質３０，９３９頭の豚について、１９年７月に評価を行い （社）日し、評価結果を提供する。 、
本養豚協会を通じて参加農家に結果を提供した。

、 、 ， 、③ 第３回は １９年９月までのデータに基づき 繁殖形質１１４ ８４０頭
産肉形質３４，８３４頭の豚について、１９年１０月に評価を行い （社）、
日本養豚協会を通じて参加農家に結果を提供した。

④ 第４回は、１９年１２月までのデータに基づき、繁殖形質１１５，９９６
、 ， 、 、（ ）頭 産肉形質３５ ６３２頭の豚について ２０年１月に評価を行い 社

日本養豚協会を通じて参加農家に結果を提供した。

【中期計画】 △評価手法の改善 Ａ
（ウ）遺伝的能力の評価技術に関す 【事業報告】

る検討会に参画し、肢蹄に関す 《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委員》
る評価の追加を検討するなど、 会」に参画し、遺伝的パラメータの見直し、評価形質としての肢蹄の追加、地

、 。評価手法の改善を行う。 域内評価公表等について関係者と検討を行うなど 計画どおり順調に実施した

《説明》【年度計画】
① これまでの遺伝的能力評価により、繁殖能力に係る多くのデータが収集さ（ウ 「遺伝的能力評価技術専門委）

れたため、このデータを使用し遺伝的パラメータを見直した。員会」及び「遺伝的能力評価普
② １８年度作成された「つなぎ 評価」に基づいて、沖縄県家畜改良センタ及推進委員会」に参画し、肢蹄 ☆

ーとともに調査を開始した。に関する評価の追加を検討する
③ 地域内評価公表は、沖縄県内の評価対象全品種及び鹿児島県内のバークシなど、評価手法を検討する。

ャー種の繁殖形質について、２０年度に開始することとなった。また 「豚、
の遺伝的能力評価における地域内公表実施方針」を策定し、他地域において
も地域内評価公表を推進し、全国評価公表の足がかりとすることとした。

☆つなぎ
有蹄類の蹄とくるぶしとの間。
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。

【中期計画】 □優良種豚等の生産・供給 Ａ
△新たな系統造成の検討 ２／２点（・Ａ・）ウ 優良種豚等の生産・供給
△基礎豚の選定・導入 ２／２点（・Ａ・）

【年度計画】 △優良種豚等の供給 ２／２点（・Ａ・）
合計 ６／６点ウ 優良種豚等の生産・供給

【中期計画】 △新たな系統造成の検討 Ａ
（ア）新たな系統豚の造成及び新た 【事業報告】

な育種手法の実用化のため、遺 《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
伝的パラメータ推計等のための 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
データを収集するとともに、改 集するなど、計画どおり順調に実施した。
良目標、育種プログラム等を検

《説明》討する。
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日平均増体重については５，４３３頭分、背脂肪の厚さについて【年度計画】
は５，２５３頭分、ロース断面積については５，２５４頭分のデータを収集（ア）新たな系統豚の造成及び新た
した。な育種手法の実用化のため、遺

伝的パラメータ推計等のための
データを収集する。

【中期計画】 △基礎豚の選定・導入 Ａ
（イ）デュロック種について、新た 【事業報告】

な系統豚の造成に必要な基礎豚 《総括》収集された育種機関・種豚場等の要望を参考に、新たな系統は肉質及び
を選定・導入する。 肢蹄の強化に着目して造成することに決定するとともに、これまで県等で造成

されたデュロック種の系統豚の情報を収集するなど、計画どおり順調に実施し
【年度計画】 た。
（イ）収集された育種機関・種豚場

《説明》等の要望を参考に、どのような
① 新たなデュロック種の系統造成について、従来から改良項目としてきた一特徴を持った系統にするのか決

日平均増体重、背脂肪の厚さ、ロース断面積の３項目に、新たに肉質(筋肉定するとともに、要望にあった
内脂肪含量)を加え、各々に改良目標を設定した。種豚の所在等の情報を収集する。

② 肢蹄については｢つなぎ評価｣を使用し、独立淘汰等により選抜を行い改良
を進めることに決定した。

③ 今後導入する素材豚の候補として、県等で造成されているデュロック種５
系統について、表型値や遺伝的パラメータ等の情報を収集した。

【中期計画】 △優良種豚等の供給 Ａ
（ウ）系統豚「ユメサクラ」の普及 【事業報告】

及び遺伝的能力評価値を有する 《総括》遺伝的能力評価値を有する純粋種種豚群を構築するとともに、優良種畜
純粋種種豚群を構築するととも に関する情報を提供し、種豚９５頭及び精液５６６本（これらの合計は種豚換
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に、優良な種畜等に関する情報 算で１０６頭）を供給した。
を提供することにより、中期目

《説明》標期間中に種豚換算で１，２０
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、０頭程度供給する。

大ヨークシャー種）の構築を行った。
、 、【年度計画】 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９５頭及び精液５６６本（これらの合計は種豚換算で１０６頭）を供給（ウ）遺伝的能力評価値を有する純
した。粋種種豚群を構築するととも

に、優良種豚に関する情報を提
供し、種豚換算で６０頭程度供
給する。

【中期計画】 ◇鶏 Ａ
□全国的な鶏改良の推進 ２／２点（・Ａ・）（４）鶏

【年度計画】 □優良種鶏の生産・供給 ２／２点（・Ａ・）
合計 ４／４点（４）鶏

【特記事項】
鶏の育種改良について、消費者等のニーズに対応した産卵能力及び産肉能力

、 。の改良を行うとともに 優良種鶏を計画以上に供給していることは評価できる

【中期計画】 □全国的な鶏改良の推進 Ａ
【事業報告】ア 全国的な鶏改良の推進

鶏の改良に関係する都道府県、 《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、
民間種鶏場等の参画を得て、全国 進中央協議会」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
的な鶏の改良に関する会議を開催 するなど、計画どおり順調に実施した。
し、改良情報の提供、国産鶏の普

《説明》及等を推進する。
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」を開催、

した 「卵質改良部会」では卵成分による商品の差別化等 「高品質肉用鶏部【年度計画】 。 、
会」では肉質評価やＤＮＡ解析を利用した育種等について、意見交換を行っア 全国的な鶏改良の推進
た。鶏の改良に関係する都道府県、

② 都道府県等で保有している系統についてのデータを収集し、改良センター民間種鶏場等の参画を得て、全国
ホームページで提供しているデータベースの更新を行った。的な鶏の改良に関する会議を開催

③ 消費者、生産者及び流通業者と国産種鶏を利用した銘柄鶏の新しい組合せし、改良情報の提供、国産鶏の普
について検討を行うなど国産種鶏の普及を推進した。及等を推進する。

【中期計画】 □優良種鶏の生産・供給 Ａ
△系統数の重点化 ２／２点（・Ａ・）イ 優良種鶏の生産・供給
△新たな育種手法の開発 ２／２点（・Ａ・）

【年度計画】 △産卵能力等の改良 ２／２点（・Ａ・）
△産肉能力等の改良等 ２／２点（・Ａ・）イ 優良種鶏の生産・供給
△優良種鶏等の供給 ２／２点（・Ａ・）
合計 １０／１０点

【中期計画】 △系統数の重点化 Ａ
（ア）消費者、流通業者及び生産者 【事業報告】

のニーズに対応した系統の改良 《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
に重点化し 中期目標期間中に るため、卵用鶏４系統、肉用鶏３系統を削減するなど、計画どおり順調に実施、 、
系統の統合等により、けい養す した。
る系統数を２割程度削減する。

《説明》
① 消費者、流通業者及び生産者のニーズを収集し、それに基づいて削減する【年度計画】

系統を検討した。（ア）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 ② この結果 卵用鶏については４系統 肉用鶏については３系統を削減した

に重点化するため、卵用鶏３系
統、肉用鶏３系統を削減する。

【中期計画】 △新たな育種手法の開発 Ａ
（イ）遺伝子育種等の新たな育種改 【事業報告】

良手法を開発し、効率的な改良 《総括》卵用鶏について、２段階選抜を実施し個体及び家系の産卵率、卵重等の
を推進する。 情報を収集した。また、肉用鶏について、ＢＬＵＰ法 を利用した遺伝的能力☆

評価手法を活用し、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
【年度計画】 いた効率的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。
（イ）卵用鶏は、２段階選抜を実施

《説明》し個体及び家系の情報収集を行
① 卵用鶏では、長期の産卵率等を改良するため、１８年度に一次（３６週齢う。また、肉用鶏については、

時）選抜を行っていた主要４系統について、後代ひなを生産しながら６０週ＢＬＵＰ法を利用した遺伝的能
齢までの産卵率及び６０週齢時の卵質検査データを収集し、それに基づいて力評価手法を活用し、効率的な
二次選抜を実施した（二段階選抜 。改良を推進するとともに、個体 ）

② 肉用鶏においては、６週齢時体重についてＢＬＵＰ法を利用した遺伝的能識別システムを用いた効率的な
力評価手法を活用し、効率的な改良を行った。また、生存率や産卵率等を加育種手法の検討を行う。
えた多形質での総合的な遺伝的能力評価手法の開発に取り組んだ。

③ 肉用鶏の個体識別システムを用いた育種手法について、１９年度は、新た
に成鶏管理の効率化を図るため、成鶏期でのバーコード利用の検討を開始し
た。

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

環境の効果、血縁関係などを同時に補正して、与えられたデータと統計モデル
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。 、に基づいて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。

【中期計画】 △産卵能力等の改良 Ａ
（ウ）卵用鶏について、肉斑等に着 【事業報告】

目して造成した赤玉系２系統及 《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
び卵殻質等に着目して造成した 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
白玉系２系統の産卵能力等を一 順調に実施した。
層改良する。

《説明》
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【年度計画】

について、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（ウ）卵用鶏について、肉斑等に着
等の改良を行った。目して造成した赤玉系２系統及

② 肉斑の改良について、従来の目視による肉斑の大きさ及び個数から算出しび卵殻質等に着目して造成した
た肉斑出現度では遺伝率が低いため、新たに画像解析による肉斑面積での評白玉系２系統の産卵能力等を一
価を試みることとし、肉斑画像を収集した。また、肉斑出現の遺伝的要因を層改良する。
確認するため、１８年度に引き続き遺伝子解析用サンプルを収集した。

【中期計画】 △産肉能力等の改良等 Ａ
（エ）肉用鶏について、低脂肪に着 【事業報告】

目して造成した２系統、劣性白 《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☆

に着目して造成した２系統及び て造成した２系統及び遅羽性 に着目して造成した１系統の産肉能力を一層改☆☆

、 、遅羽性に着目して造成した１系 良するとともに 劣性白系統の赤褐色遺伝子の固定化に向けた選抜を行うなど
統の産肉能力等を一層改良する 計画どおり順調に実施した。
とともに、劣性白系統の赤褐色

《説明》遺伝子の固定化を図る。
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、産肉能力の改良を行った。【年度計画】
、 、（エ）肉用鶏について、低脂肪に着 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

赤褐色及び黒色の遺伝子を保有しており、赤鶏実用鶏の生産・販売関係者か目して造成した２系統、劣性白
ら羽色を赤褐色に揃えてほしいとの要望が強い。このため、実用鶏作出に用に着目して造成した２系統及び
いている劣性白系統の一系統について、遺伝子解析及び選抜により赤褐色遺遅羽性に着目して造成した１系
伝子の固定化を進め、赤褐色遺伝子ホモの鶏の割合を約８０％とした。統の産肉能力を一層改良すると

ともに、劣性白系統の赤褐色遺
☆劣性白伝子の固定化を進める。

肉用鶏である白色ロック種の羽毛は白色であり、これを決定している遺伝子
は常染色体上にある。羽毛の白色は、一般に優性遺伝子によるが、ごく少数な
がら劣性遺伝子によるものがあり、こうした鶏の羽毛色を「劣性白」と呼ぶ。
有色の遺伝子をもつ鶏に優性遺伝子による白色鶏を交配した場合、その産子は

、 、 。白色羽毛となるが 劣性白の鶏を交配した場合 その産子は有色の羽毛となる
☆☆遅羽性

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

【中期計画】 △優良種鶏等の供給 Ａ
（オ）上記（ア）から（エ）までに 【事業報告】

より、優良な種鶏について情報 《総括》上記（ア）から（エ）までにより、ホームページ等により優良種鶏につ
提供を行い、中期目標期間中に いての情報提供を行い、種鶏・種すう１３，３５８羽及び種卵１０４，８７０
種卵換算で６００千個程度供給 個（これらの合計は種卵換算で１６８，３４９個）を供給した。
する。

《説明》
① 卵用鶏及び肉用鶏ともに、ホームページや「鶏改良推進中央協議会」での【年度計画】

資料配布等により、保有する優良種鶏について、品種、配布時期等の情報提（オ）上記（ア）から（エ）までに
供を行った。より、優良な種鶏について情報

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１０４，３提供を行い、種卵換算で１２０
６４個、肉用鶏は６３，９８５個、合計１６８，３４９個を供給した。千個程度の種鶏の提供を行う。

【中期計画】 ◇その他の家畜 Ａ
□めん羊等の飼養者への技術指導等 ２／２点（・Ａ・）（５）その他の家畜
□実験用小型ブタの系統造成 ２／２点（・Ａ・）

【年度計画】 □馬の種畜等の供給 ２／２点（・Ａ・）
合計 ６／６点（５）その他の家畜

【中期計画】 □めん羊等の飼養者への技術指導等 Ａ
ア めん羊、実験用小型ヤギ、実験 【事業報告】
用ウサギ及び山羊については、上 《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
記第１の１の（１）のとおり、民 精液等の保管・供給や飼養者への技術指導等の支援を行った。また、実験用ウ
間等を中心とした種畜供給体制に サギについては計画を前倒しして種畜供給業務を中止し、民間を中心とした種
移行し、人工授精用精液等の保管 畜供給体制へ移行した。さらに、山羊における民間等を中心とした種畜供給体
・供給や飼養者への技術指導等の 制への移行に向けた準備については、関係者と協議を行うなど、計画どおり順
支援を行う。 調に実施した。

《説明》【年度計画】
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・ア めん羊及び実験用小型ヤギにつ

供給を行った。いては、人工授精用精液等の保管
② めん羊、実験用小型ヤギ、実験用ウサギ及び山羊について、人工授精講習・供給や飼養者への技術指導等の

会の開催、技術講習会の開催、研修生の受入等により支援を行った。支援を行う。また、実験用ウサギ
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、 、及び山羊については、上記第１の ③ 実験用ウサギについては 緊急時に対応するための凍結受精卵を確保して
１９年度末で種畜供給業務を中止し、民間を中心とした種畜供給体制へ移行１の（１）のとおり、民間等を中
した。心とした種畜供給体制への移行に

④ 山羊の民間等を中心とした種畜供給体制への移行に向けた準備について向けた準備を行うとともに、人工
は 「山羊の改良及び種畜供給についての連絡調整会議」を開催して、関係授精用精液等の保管・供給や飼養 、
者と協議を行った。者への技術指導等の支援を行う。

【中期計画】 □実験用小型ブタの系統造成 Ａ
イ 実験用小型ブタについて、小型 【事業報告】
系統及び中型（ヘアレス）系統の 《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

（ 、 ） 、 。造成を行う。 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

《説明》【年度計画】
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、雄５頭、イ 実験用小型ブタについて、小型

雌２０頭の交配を行った。系統及び中型（ヘアレス）系統の
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、淡造成を行う。

色系については、雄３頭、雌１５頭の交配を行い、種豚として１８頭を選抜
した（二段階選抜 。）

また、貧毛系については、雄３頭、雌１５頭の交配を行い、３６頭の子豚
を選抜した（予備選抜 。）

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～」を配布し、新たな配布先の開拓を行った。ま
た （社）日本実験動物協会と連携し、実験用小型ブタ普及に関する意見交、
換を行った。

④ 医科系大学へ、調査豚１００頭を供給し、血清１０検体を提供した。

【中期計画】 □馬の種畜等の供給 Ａ
ウ 馬について、飼養規模を縮小し 【事業報告】
つつ、種畜及び人工授精用精液の 《総括》馬について成雌頭数を８０頭に削減するとともに、優良種畜等の供給に

、 。供給を行う。 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

《説明》【年度計画】
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ウ 馬について、成雌８０頭程度に

つつ、繁殖雌馬の規模を８０頭（約１５％減）に縮小した。削減する。また、優良種畜につい
② 供給可能な種畜についての情報を農協等に提供するとともに、精液について情報提供を行い、２５頭以上の

ての情報をホームページに掲載した。種畜及び人工授精用精液の供給を
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、精液に行う。

ついては６８４本を供給した。

【中期計画】 ◇種畜検査 Ａ
□種畜検査員の任命 ２／２点（・Ａ・）（６）種畜検査
□種畜検査の実施 ２／２点（・Ａ・）

【年度計画】 合計 ４／４点
（６）種畜検査

【中期計画】 □種畜検査員の任命 Ａ
ア 一定年数以上の経験を有する者 【事業報告】
の中から、的確に検査のできる者 《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
を種畜検査員として任命する。 するなど、計画どおり順調に実施した。

《説明》【年度計画】
種畜検査員として１９年度に新たに１４名を任命した。また、異動等によア 一定年数以上の経験を有する者

り１６名を免じた。この結果、１９年度末現在の種畜検査員は１２５名となの中から、的確に検査のできる者
った。を種畜検査員として任命する。

【中期計画】 □種畜検査の実施 Ａ
イ 申請のあった種畜の全頭（５， 【事業報告】
５００頭程度）について種畜検査 《総括》申請のあった種畜５，６０６頭全頭について、種畜検査を的確に行うな
を的確に実施する。 ど、計画どおり順調に実施した。

《説明》【年度計画】
申請のあった種畜は、乳用牛８６３頭、肉用牛１，９２４頭、馬９４６頭イ 申請のあった種畜の全頭（５，

及び豚１，８７３頭であり、これら全頭について検査を実施した。５００頭程度）について種畜検査
を的確に実施する。

【中期計画】 ◇家畜の遺伝資源の保存 Ａ
□家畜の遺伝資源の収集・保存・特性調査 ２／２点（・Ａ・）（７）家畜の遺伝資源の保存
□保存の効率化 ２／２点（・Ａ・）

【年度計画】 合計 ４／４点
（７）家畜の遺伝資源の保存

【中期計画】 □家畜の遺伝資源の収集・保存・特性調査 Ａ
ア 家畜の遺伝資源の収集、保存及 【事業報告】

《 》 （ ）び特性調査について、各牧場での 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
、 、 、けい養畜種を考慮し、関係牧場で 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８点

分担して行う。 追加収集６点、保存７２点及び特性調査 ３３点を行うなど、計画どおり順調☆
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に実施した。
【年度計画】

《説明》ア 独立行政法人農業生物資源研究
① 遺伝資源の新規収集については、めん羊５点及び山羊３点の合計８点を実所（以下 「生物研」という ）と、 。

施した。連携しつつ、８牧場で分担し、遺
② 遺伝資源の追加収集については、牛１点、鶏１点、馬１点及びめん羊３点伝資源の新規収集８点、追加収集

の合計６点を実施した。６点、保存７２点、特性調査３０
③ 遺伝資源の保存については、牛２４点、豚４点、鶏１５点、馬５点、めん点を行う。

羊５点、山羊１５点及びウサギ４点の合計７２点の保存を１８年度に引き続
き実施した。

④ 特性調査については、牛２点、豚１点、鶏１１点、馬５点、めん羊８点、
山羊３点及びウサギ３点、合計３３点を実施した。

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８０点とな
った。

☆特性調査
収集した品種・系統について、品種・系統等を識別する形態的な特性、繁殖

や経済能力に関する特性等を調査する業務。

【中期計画】 □保存の効率化 Ａ
イ 保存形態について、可能なもの 【事業報告】
については生体から凍結精液及び 《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

、 、凍結受精卵へ移行する。 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生産を行うなど
計画どおり順調に実施した。

【年度計画】
《説明》イ 保存形態について、山羊及びウ
① シバヤギについて、１００本の凍結精液を生産した。サギについて生体から凍結精液及
② ウサギについて、日本白色種（大型）４０本、日本白色種（中型）１８８び凍結受精卵へ移行するための準

本、日本白色種（小型）１６０本及び日本アンゴラ種８０本の凍結受精卵入備を行う。
りストローをそれぞれ生産した。

、 、③ 鶏について ニューハンプシャー種の凍結精液を５０本生産するとともに
生体での飼養を中止し、生体から凍結精液へ保存形態を移行した。

【中期計画】 ◇飼養管理の改善 Ａ
【事業報告】（８）飼養管理の改善

政策課題に対応した家畜の管 《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
理技術 飼料の生産・利用技術 の成果等に関する実証展示等を行った結果、１，６３３名の畜産関係者を受け、 、
放牧利用技術等の改善に努め、 入れた。
畜産関係者にその成果を情報提

《説明》供するための実証展示等を行
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、代謝プい、見学者を毎年１，５００名

ロファイルテストの実施による肉用子牛の発育改善、哺乳ロボットを活用し以上受け入れる。
た肉用子牛の哺育・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、飼料用トウモロコシの不耕起栽培による労働時間の軽減、トレンチ【年度計画】
サイロサイレージの長期保存方法の確立等に取り組んだ。（８）飼養管理の改善

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 「効率化政策課題に対応した家畜の管 、
・コスト低減対策支援提案事業」を実施し 「簡易更新用ロータリードリル理技術 飼料の生産・利用技術、 、 、
の製作 「不耕起栽培用改造型コーンプランタの改造 「牛保定枠の改造」放牧利用技術等の改善に努め、 」、 」、
等１４件を採択して技術改善に取り組んだ。畜産関係者にその成果を情報提

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，供するための実証展示等を行
６３３名の畜産関係者の見学を受け入れた。い、見学者を１，５００名以上

受け入れる。

【中期計画】 ◇家畜個体識別事業の推進 Ａ
【事業報告】（９）家畜個体識別事業の推進

関係機関と、データの効率的 《総括》牛個体識別台帳電算システム効率化計画に基づいて個体識別システムの
な提供及び活用方法、関係団体 更新を実施するとともに、牛個体識別台帳に記録されている情報を活用するた
の保有情報と個体識別データと め、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システムの改善を
の連携等について協議・検討 行うなど、計画どおり順調に実施した。
し、必要なシステムの開発、改

《説明》善、普及等を行い、蓄積された
① 個体識別システムの更新により、牛個体識別台帳のデータ更新のリアルタデータの有効活用を図る。

イム化やパソコン報告の利便性の向上、不適切な届出データの抽出機能の構
築によるデータ精度の向上、データベース上の不要なデータの整理によるシ【年度計画】
ステムの効率化等を実施した。（９）家畜個体識別事業の推進

② 都道府県に対し、当該都道府県の牛群に関する牛個体識別情報の集計デー個体識別システムの更新にあ
タ等を直接送付し、集計情報の提供についてＰＲした。わせ 情報提供体制についても、 、

③ ＢＳＥの疫学調査、農林水産統計（畜産）や生乳の需給予測等に活用するユーザニーズに応じた効率的な
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）日本酪農提供等必要な改善の検討を行 、
乳業協会等からの要請に対し情報を提供するなど、台帳に記録されている情う。
報の活用を図った。

④ （社）中央畜産会の要望に応じて、インターネットによる個体識別情報の
提供が可能なシステムに改善した。

⑤ 牛個体識別台帳に蓄積された情報の集計結果について、平成１９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 、平成」
１８年度の「牛の種別・性別・月齢別のと畜頭数」及び平成１５年１２月か
ら平成１９年３月までの「生年月別・牛の種別・性別の出生頭数」をインタ
ーネット上で公表した。



- 21 -

（○中項目、◇小項目、□細項目、△微項目、▽微細項目）〔中期計画の各項目ごとの業務実績報告〕

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

○飼料作物の増殖に必要な種苗の生産及び供給 Ａ第２－２ 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・）種苗の生産及び供給
◇高品質な種苗の生産・供給 ２／２点（・Ａ・）
◇品種特性情報の提供 ２／２点（・Ａ・）
◇飼料作物の遺伝資源の保存 ２／２点（・Ａ・）
合計 ８／８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

実施されたと認められる。

【中期計画】 ◇種苗の供給能力の維持 Ａ
（１）行政、品種育成及び需要の３ 【事業報告】

《 》 、 、 、分野から情報を入手し、新品種 総括 行政 品種育成及び需要の３分野から情報を入手し この情報を踏まえ
・系統及び需要の高い品種の優 飼料作物の優良種苗について、３５品種１８トンを生産し、最大供給可能量８
先的な生産、一定量の在庫確保 １トン、年間供給能力１３４品種２７トンを確保した。
等により、毎年度２０トン程度

《説明》の採種用等種苗の供給能力を維
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において、品種の普持する。
及状況及び新品種・系統の育成状況を入手した。

② （社）日本草地畜産種子協会に対して行ったアンケート調査では、同協会【年度計画】
会員からの意見を集約した需要量等の回答を得た。（ ） 、１ 行政分野から品種の普及状況

③ これらに基づき、３５品種１８トンの種苗を生産し、１９年度当初在庫数品種育成分野から新品種育成状
量と合わせて、１３４品種８１トンの最大供給可能量を確保した。況、需要分野から需要状況に関

④ これにより１９年度供給能力として１３４品種２７トンを確保した（品種する情報をアンケート調査等に
ごとに３年に１度程度の種苗生産になることから、１９年度供給能力は、最より入手する。
大供給可能量の１／３となっている 。この情報を踏まえ、飼料作物 。）

⑤ 種苗の供給については （社）日本草地畜産種子協会ヘ５６品種１０．６ト種苗の年間需要、適正在庫量及 、
ン、都道府県へ２６品種１．４トン等需要に応じて７６品種１５．４トンをび種苗の生産体系（土地の制約
供給した。から品種毎には３年に１度程度

⑥ 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の種苗生産となる）を勘案し、
種の説明、ホームページを通じた優良品種の紹介等の普及拡大対策を実施し３４品種１０トン程度の種苗の
た。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。

【中期計画】 ◇高品質な種苗の生産・供給 Ａ
２ 効率的な採種技術等を導入し 【事業報告】（ ） 、

採種性の向上を図りつつ、国際 《総括》国際基準に適合する高品質な種苗の生産及び供給を行うため、送風機に
水準に適合する高品質な種苗の よる花粉飛散技術を用いた実用規模での採種栽培を行うとともに、ギニアグラ
生産及び供給を行う。 スのバインド方式による採種システムの調査を行うなど、計画どおり順調に実

施した。
【年度計画】

《説明》（２）国際基準に適合する高品質な
① 粉状薬剤散布用スピードダスターを活用して、花粉飛散時期に人為的に花種苗の生産及び供給を行うため、

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。送風機による花粉飛散技術の実
オーチャードグラスにおいて、花粉を飛散させた処理区は種子収量で対象用化を図るとともに、ギニアグ

区を上回った。また、種子歩留まり（精選前種子重量に対する精選後種子重ラスのバインド方式による採種
量の割合）についても対象区を上回った。システムの調査を開始する。

② 暖地型牧草のギニアグラスは出穂が斉一でなく、また、結実するとすぐに
種子が落下してコンバインによる機械採種では採種量の向上が難しい草種で
ある。そこで、ギニアグラスを株単位で結束し、採種量と品質の向上が期待
できる収穫手法を調査した。
a ギニアグラス「パイカジ」を用いた採種性の比較では露地１．５kg/10a
に対し、ハウス内のバインド方式による採種では５４kg/10aと露地の３６
倍の採種性を示した。
b 採種量当たりの所要労力は、露地の１０．６時間/kgに対し、バインド方
式では６．５時間/kgとなった。

以上により、ハウス内のバインド方式は高収量かつ省力的な採種が可能であ
ることが確認された。

【中期計画】 ◇品種特性情報の提供 Ａ
（３）優良品種の選定・普及に資す 【事業報告】

るため、都道府県の試験場の協 《総括》都道府県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
、 、力を得て、品種特性情報のデー 品種特性等に関する情報を収集し ２００品種以上をデータベース化した上で

タベースを更新し、２００品種 都道府県、研究機関等への情報提供を行った。また、１１カ所の実証展示ほ場
以上の情報提供及びデータベー の設置を行うなど、計画どおり順調に実施した。
ス活用の拡大を図るとともに、

《説明》実証展示ほ場の設置又は設置へ
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協力を行う。
の品種特性等に関するデータを延べ１，４７９品種を収集し、このうち、２
ヶ所以上で品種特性データがある２５５品種分のデータを選別した。【年度計画】

② これらのデータについて、それぞれ入手後２ヶ月以内（５６日間）にデー（３）都道府県の試験場の協力を得
タベース入力を行った。て品種特性情報のデータベース

③ ５９カ所の都道府県、研究機関等に対して、整備したデータベース等を送を更新し、需要が高い品種等２
付した。００品種以上の情報の提供を行
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④ 市町村、農協、普及センター等と協力して実証展示候補予定ほ場の選定等う。
に関する現地調査を実施し、１１カ所の飼料作物実証展示ほ場を設置するとまた、９カ所以上の実証展示
ともに、栽培技術等の指導を行った。ほ場の設置又は設置への協力を

、 。行うとともに 現地指導を行う
【特記事項】

飼料の高騰対策のため、釧根地域で栽培可能な青刈りとうもろこしを、さら
に寒い地域での実証展示ほ場を確保しデータの収集に努められたい。

【中期計画】 ◇飼料作物の遺伝資源の保存 Ａ
（４）飼料作物の遺伝資源の栄養体 【事業報告】

保存等について、地域性を考慮 《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》 ☆

し、関係牧場で分担して行う。 再増殖 １３０系統及び特性調査 １３０系統を行うなど、計画どおり順調に☆☆ ☆☆☆

実施した。
【年度計画】

《説明》（４）生物研と連携しつつ、栄養体
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）保存４００系統、種子再増殖１

農業生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００系統及び特性調査１００系
施した。統程度に取り組む。

② 種子再増殖は、３牧場で１３０系統を実施した。
③ 特性調査は、３牧場で１３０系統を実施した。

☆栄養体保存
種子増殖ができない系統又は種子増殖により特性の変化が起こる系統につい

て、植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。
☆☆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
を増殖する業務。

☆☆☆特性調査
国内外から収集した系統について、草丈や出穂時期等の形態的な特性、収量

や耐病性等の農業経済的な特性等を調査する業務。
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（○中項目、◇小項目、□細項目、△微項目、▽微細項目）〔中期計画の各項目ごとの業務実績報告〕

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

○飼料作物の種苗の検査 Ａ第２－３ 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・）
◇検査精度の向上等 ２／２点（・Ａ・）
◇検査結果の通知期間 ２／２点（・Ａ・）
◇地域適応性等の検定試験 ２／２点（・Ａ・）

合計 ８／８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

実施されたと認められる。

【中期計画】 ◇ＯＥＣＤ種子制度等に基づく検査及び証明 Ａ
１ ＩＳＴＡ 国際種子検査協会 【事業報告】（ ） （ ）

品質保証システム等を活用し、 《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☆

検査手順や責任の明確化を図る 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
ことにより、ＯＥＣＤ種子制度 定及び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。
等に基づく検査及び証明を的確

《説明》に実施する。
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、

責任の明確化及び品質管理マニュアルの改訂を行った。【年度計画】
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（１）検査の内部監査を行うことに

て、ＯＥＣＤ種子制度等に基づき、ほ場検定７８件、種子検定１４８件及びより、検査実施の適正化の確保
事後検定５６件をそれぞれ的確に実施した。を図り、次の区分の検査を確実

に行う。
☆ＩＳＴＡ① ほ場検定 生産ほ場におい

ＩＳＴＡ（International Seed Testing Association:国際種子検査協会）認て花粉汚染源からの隔離が確
定は、ＩＳＯ １７０２５に準拠した「ＩＳＴＡ種子検査所認定基準」の要求保されているか等について検
事項を満たした検査所に与えられ、ＩＳＴＡ国際種子分析証明書を発行する権定
限が与えられるほか、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② 種子検定 生産された種子
を運営していることが認められたことを意味している。長野牧場は、我が国唯について、雑草や他作物の種
一の飼料作物種苗のＩＳＴＡ認定検査所として、発芽検査など６種類の検査が子混入率が基準の範囲内であ
認定範囲となっている。るか等について検定

③ 事後検定 生産された種子
をほ場で栽培し、出穂期等品
種の特性が損なわれていない
かについて検定

【中期計画】 ◇検査精度の向上等 Ａ
（２）検査精度の確保を図るため、 【事業報告】

種子検定のレフリーテスト（共 《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
通サンプルを用いた検査担当者 テスト等を実施するとともに、欧州で行われているＯＥＣＤ種子制度に基づく
への技能確認検査）等を実施す 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。
る。また、海外で行われている

《説明》検査手法等に関する情報収集を
① 検査精度を確保するため、検査担当職員（１８名）を対象にレフリーテス行い 検査精度の向上等を図る、 。
トを実施し、その成績に基づく指導・教育を行うなどにより技術水準の向上
を図った。【年度計画】

② フランス、オランダ、イギリス、オーストリア及びスイスにおいて、証明（２）検査担当者を対象に、種子検
機関、種苗会社、試験研究機関等を訪問し、新品種の育成、ナショナルリス定のレフリーテストを行うとと
ト への登録、種子証明の実務等に関する情報収集を行った。もに、実技等の研修を行う。 ☆

また、事後検定の効率化を検
討するため、海外等で行われて

☆ナショナルリストいる検査手法等に関する情報収
ＥＵ加盟国では、いずれかの国のナショナルリストに掲載されてない品種の集を実施する。

種子は販売できないことになっている。
ナショナルリストへの掲載には、DUS（Distinctness（区別性）, Uniformity

（均一性）, Stability（安定性 ）試験による区別性・均一性・安定性及びVCU）
（Value for Cultivation and Use）試験による利用上の有用性が確認されるこ
とが必要である。

【中期計画】 ◇検査結果の通知期間 Ａ
（３）検査及び事務処理の効率化を 【事業報告】

《 》 、図り、種子純度検査及び発芽検 総括 検査に関するデータベースを活用した証明書の作成作業の効率化により
査の検査試料入手から結果通知 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３.０日であ
までに要する期間（国際種子検 った。
査規程に定められている最低限

《説明》必要な検査日数を除く｡)につい
ほ場検定、種子検定及び事後検定の結果を取りまとめたデータベースを活て、平均５日程度（営業日）と

用し、証明書の作成作業を効率的に行った。１９年度は検査担当者のデータする。
ベース取り扱い等が上達したため、検査結果通知までに要する期間は、平均
３.０日（営業日）となった。【年度計画】

（ ） 、３ 検査体制等の再確認等を行い
種子純度検査及び発芽検査の検
査試料入手から結果通知までに
要する期間（国際種子検査規程
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に定められている最低限必要な
検査日数を除く｡)について、平
均５日程度（営業日）とする。

【中期計画】 ◇地域適応性等の検定試験 Ａ
（４）飼料作物の新品種育成機関等 【事業報告】

《 》 、 、との調整を行い、毎年６０系統 総括 飼料作物優良品種の育成・普及に資するため 育成機関との調整を行い
程度（標準品種を除く ）の地域 地域適応性等の検定試験を８３系統について実施し、試験結果を系統選抜用資。
適応性等の検定試験を実施する 料として育成機関に提供した。。

《説明》【年度計画】
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（４）飼料作物優良品種の育成・普 、

産草地研究所等の育成機関との調整を踏まえて、本所ほか８牧場において、及に資するため、新品種育成機
イネ科牧草１３系統、マメ科牧草１２系統及び青刈類５８系統、合計８３系関等との調整を行い、６０系統
統を対象に実施した。程度の地域適応性等の検定試験

② 試験の結果を取りまとめた上で、系統選抜及び品種登録審査用資料としてを実施し、試験結果を系統選抜
育成機関に提供した。用資料、品種登録審査用資料等

③ これらの試験結果（過年度の試験結果を含む）を用いて、イネ科牧草３系として育成機関に提供する。
統及び青刈類２系統が新品種として１９年度に登録されるとともに、イネ科
牧草１系統及び青刈類６系統が２０年度登録候補に選定された。
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（○中項目、◇小項目、□細項目、△微項目、▽微細項目）〔中期計画の各項目ごとの業務実績報告〕

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

○調査研究 Ａ第２－４ 調査研究
◇育種改良関連技術 ２／２点（・Ａ・）
◇繁殖関連技術 ２／２点（・Ａ・）
◇飼養管理関連技術 ２／２点（・Ａ・）
合計 ６／６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

実施されたと認められる。

【中期計画】 ◇育種改良関連技術 Ａ
□生産性等に影響する遺伝子の究明等 ２／２点（・Ａ・）（１）育種改良関連技術
□食味に関する評価手法の開発等 ２／２点（・Ａ・）

【年度計画】 合計 ４／４点
（１）育種改良関連技術

【中期計画】 □生産性等に影響する遺伝子の究明等 Ａ
△生産性に関する形質 ２／２点（・Ａ・）ア 生産性等に影響する遺伝子の究
△生産物の品質に関する形質 ２／２点（・Ａ・）明と選抜への応用
△遺伝子育種の試行 ２／２点（・Ａ・）

【年度計画】 合計 ６／６点
ア 生産性等に影響する遺伝子の究
明と選抜への応用

【中期計画】 △生産性に関する形質 Ａ
（ア）生産性に関する形質（乳房炎 【事業報告】

《 》 、 、 、等）に影響する遺伝子を究明す 総括 生産性に関する形質のうち 牛の過剰排卵反応性 乳牛の乳房炎抵抗性
る。 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。
【年度計画】

《説明》（ア）生産性に関する形質として、
① 牛の過剰排卵反応性について、ＤＮＡマーカー分析による相関解析により乳牛の乳房炎、豚の繁殖性等に

第７番染色体に関連を認め、その責任領域を２ｃM まで狭めた。ついて、ＤＮＡマーカーを分析 ☆

、 、し、候補遺伝子を探索する。 ② 乳牛の乳房炎抵抗性について ２つ目の責任遺伝子IGF1Rの機能解析により
細胞内で病原菌の消化機構に関与することを突き止めた。

③ 肉牛の肉量について、筋肉サンプルを用いたマイクロアレイ解析 を実施☆☆

し、筋肉における遺伝子発現量に差のある遺伝子を検出した。
④ 豚の繁殖性について、新たに開発したＤＮＡマーカーを含めて再解析した

結果、約３Mb の範囲まで責任領域を狭め、その中に２つの遺伝子が存在す☆☆☆

ることを確認した。
⑤ 鶏の腹腔内脂肪量について、腹腔内脂肪量等を測定した白色コーニッシュ

種で上位及び下位群を抽出しマーカー型頻度を比較した結果、３本の染色体
上のＤＮＡマーカーで有意差を検出した。

⑥ 鶏の抗病性（ウィルス性腫瘍の退縮）について、ＤＮＡマーカーを追加し
て再解析した結果、責任領域を約２Mbまで狭めた。

☆ｃM
、 。センチモルガンと読み 遺伝子座やＤＮＡマーカー間の遺伝的距離を表す単位

１cMは組換え率１％を指し、約百万塩基対の物理的距離に相当する。
☆☆マイクロアレイ解析

小さなガラス板上に数千から数万の遺伝子断片を貼り付け、結合するｍＲＮＡ
の量を計測することにより、分析サンプル(臓器や組織等)における遺伝子発現
量を網羅的に測定する手法。

☆☆☆Mb
メガベースと読みＤＮＡの長さを示す単位。１Mbは百万塩基対を指す。

【中期計画】 △生産物の品質に関する形質 Ａ
（イ) 生産物の品質に関する形質 脂 【事業報告】（

肪交雑等）に影響する遺伝子を 《総括》生産物の品質に関する形質のうち、肉牛の脂肪交雑及び脂肪酸組成並び
究明する。 に豚の筋肉内脂肪量及び鶏の卵質(肉斑)について、分析材料を収集しＤＮＡマ

ーカーを分析するなど、計画どおり順調に実施した。
【年度計画】

《説明》（イ）生産物の品質に関する形質と
① 肉牛の肉質のうち脂肪交雑及び脂肪酸組成について、遺伝子変異の関与をして、肉牛の脂肪交雑、鶏の卵

明らかにするために、FASN遺伝子型の脂肪交雑への影響及び遺伝子産物であ質等についてＤＮＡマーカーを
る脂肪酸合成酵素の肝臓における酵素活性を比較した。分析し 候補遺伝子を探索する、 。

② 豚の筋肉内脂肪量について、候補遺伝子の変異探索を終了するとともに、
マウス培養細胞を用いた遺伝子発現解析により、脂肪蓄積と特異的に関連す
る遺伝子を見い出した。

③ 鶏の卵質のうち肉斑について、肉斑の出現を観察したロードアイランドレ
ッド種で上位及び下位群を抽出しマーカー型頻度を比較した結果、３本の染
色体上のＤＮＡマーカーで有意差を検出した。

【中期計画】 △遺伝子育種の試行 Ａ
（ウ）遺伝子育種の実用化に向けた 【事業報告】

家畜の選抜について検討し、試 《総括》乳牛について、遺伝子育種の実用化に向けた実験家系作出を計画すると
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行する。 ともに、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の造成
を継続し、鶏の羽色関連遺伝子に関する選抜を試行するなど、計画どおり順調

【年度計画】 に実施した。
（ウ）遺伝子育種の実用化に向けた

《説明》家畜の選抜について検討すると
① 乳牛の乳房炎抵抗性について、フィールド牛群での乳房炎発症との関連をともに、豚のマーカーアシスト

確認するとともに、遺伝子効果の検証のための実験家系の作出を計画した。導入系の造成、鶏の羽色遺伝子
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（累進による選抜を試行する。

交配と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、それぞれ戻し交雑第４及び第２世代を生産し、マーカーによる選抜を実
施した。

③ 鶏の優性白色遺伝子座 について、次期主力系統の遺伝子選抜を試行し生産☆

能力について優性対立遺伝子 と劣性対立遺伝子 を比較検討したところ、I ｉ
ほとんどの生産形質で差が認められず、劣性遺伝子には雌の６週齢体重を増
やす効果のあることが確認された。

☆鶏の白色羽毛に関与する遺伝子座
鶏の羽色のうち、白色羽毛に関与する遺伝子座には、優性白色遺伝子座（I、

PMEL17遺伝子)と劣性白色遺伝子座(C、TYR遺伝子)の２つがある。優性白色遺伝
子座では優性対立遺伝子 を持つことにより、劣性白色遺伝子座では劣性対立I
遺伝子 をホモで持つことにより、白色の羽毛となる。したがって、わが国のｃ
有色の在来鶏に交配される改良鶏種(地鶏生産用)としては、優性白色遺伝子座
で優性対立遺伝子 を持たず、劣性白色遺伝子座で劣性対立遺伝子 をホモでI ｃ
持つ鶏が求められる（優性白色遺伝子座で優性対立遺伝子 を持つ鶏は、白色I
の地鶏が生産されるため敬遠される 。）

【中期計画】 □食味に関する評価手法の開発等 Ａ
△食肉官能評価手法 ２／２点（・Ａ・）イ 食味に関する評価手法の開発と
△理化学分析 ２／２点（・Ａ・）選抜への応用

（ ）△理化学分析項目を利用した家畜の選抜 －／２点 ・－・（ ） ※19年度は該当なし

（※の該当あるの場合は６点）【年度計画】 合計 ４／４点
イ 食味に関する評価手法の開発と
選抜への応用

【中期計画】 △食肉官能評価手法 Ａ
（ア）我が国の食肉消費形態に応じ 【事業報告】

た適切な評価を行うための食肉 《総括》牛肉及び豚肉の適切な官能評価の実施条件の検討と官能評価手法による
の官能評価手法を開発する。 食肉評価を行い、試料の加熱方法や加熱温度が官能評価値に及ぼす影響及び試

料の均一な加熱のための内部温度測定の必要性を明らかにするなど、計画どお
【年度計画】 り順調に実施した。
（ア）肉質特性に応じた適切な官能

《説明》評価の実施条件（加熱方法・時
① 異なる加熱方法（乾式加熱 ；ロースト、湿式加熱 ；しゃぶしゃぶ）によ間等）の検討と官能評価手法に ☆ ☆☆

る牛肉の官能評価結果から、加熱方法の違いによる官能評価値の変化やそのよる食肉評価を行う。
特徴が確認され、官能評価への利用に際して留意が必要であることが示され
た。また、試料の加熱時間と内部温度上昇に関する調査結果から、官能評価
の再現性確保に不可欠な試料の均一な加熱のためには、試料内部温度のモニ
タリングが必要であることが示された。

、 、「 （ ）」、② 牛肉の官能評価結果から 牛肉中の粗脂肪含量は やわらかさ 噛切時
「多汁性」及び「あぶらっこさ」に大きく影響するが 「線維感」及び「風味、
の強さ」への影響は小さいことが示唆された。

③ 異なる加熱温度（１６５℃、２１０℃）による豚肉の官能評価結果から、
加熱温度の違いが「やわらかさ 「多汁性」等に影響を及ぼすことが示され」、
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 」及び「多汁性」が示された。）

☆乾式加熱
「焼く 「炒める」など、水を使わない加熱方法。」、

☆☆湿式加熱
「ゆでる 「煮る」など、水を熱の媒体とする加熱方法。」、

【中期計画】 △理化学分析 Ａ
（イ）食肉の官能評価に基づき、家 【事業報告】

畜の育種改良目的に応じた選抜 《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
に有効な、食味に関与する理化 について分析し、食味に関与する理化学分析項目の検討を行った結果、粗脂肪
学分析項目を選定する。 含量、保水力 、剪断力価 等の重要性を明らかにするとともに、豚肉では脂肪☆ ☆☆

酸組成の影響を明らかにするなど、計画どおり順調に実施した。
【年度計画】

《説明》（イ）上記（ア）の官能評価結果と
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 「やわらかさ 「多機器分析結果の関係について分 、 」、

汁性」及び「風味の強さ」と粗脂肪含量、保水力（遠心法）との間にそれぞ析し、食味に関与する理化学分
れ正の、剪断力価との間にそれぞれ負の有意な相関関係を得た。析項目の検討を行う。

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 「やわらかさ」と粗、
脂肪含量及び保水力（加圧法）との間に正の、剪断力価、Tenderness 及び☆☆☆

Toughness との間に負の有意な相関をそれぞれ得た。また 「多汁性」と☆☆☆☆ 、
粗脂肪含量との間に正の、剪断力価、Tenderness等との間に負の有意な相関

☆☆をそれぞれ得た。さらに、脂肪酸組成に関して 「風味の強さ」とＭＵＦＡ、
との間に正の、ＰＵＦＡ との間に負の相関をそれぞれ得た。☆☆☆ ★



- 27 -

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 「歯ごたえ」と剪断、
力価 「口当たり」と水分、圧搾肉汁率 及びPliability との間にそれぞ、 ★★ ★★★

れ有意な正の相関関係を得た。

☆保水力
食肉の保水性に関する測定項目の一つで、食肉が食肉中に保有する水分を保

持する力。
加圧（ろ紙）法及び遠心（分離）法により計測。

☆☆剪断力価
食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
食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。

☆☆☆☆Toughness
食肉の物理的特性に関する測定項目の一つで、肉の「噛み応え」を表す。
テンシプレッサーにより計測。

☆☆☆☆☆ＭＵＦＡ（Monounsaturated fatty acids）
一価（モノ）不飽和脂肪酸。脂肪酸のうち、不飽和結合を１つ持つもの。

★ＰＵＦＡ（Polyunsaturated fatty acids）
（ ） 。 、 。多価 ポリ 不飽和脂肪酸 脂肪酸のうち 不飽和結合を２つ以上持つもの

なお、ＭＵＦＡとＰＵＦＡを併せて総不飽和脂肪酸（ＵＳＦＡ：Unsaturated f
atty acids）という。

★★圧搾肉汁率
食肉の保水性に関する測定項目の一つで、食肉中に保持される肉汁の割合を

示す。一定の加圧前後の試料重量から算出。
★★★Pliability

肉の物理的特性に関する測定項目の一つで、肉の「柔軟性」を表す。テンシ
プレッサーにより計測。

【中期計画】 （19年度は該当なし）
（ウ）食味に関与する理化学分析項

目を利用した家畜の選抜につい
て検討し、試行する。

【年度計画】
（19年度は該当なし）

【中期計画】 ◇繁殖関連技術 Ａ
□胚の生産・保存技術 ２／２点（・Ａ・）（２）繁殖関連技術
□繁殖技術（受胎率の低下等） ２／２点（・Ａ・）

【年度計画】 □核移植技術 ２／２点（・Ａ・）
□同一遺伝子を持つ個体の相似性調査 ２／２点（・Ａ・）（２）繁殖関連技術
合計 ８／８点

【中期計画】 □胚の生産・保存技術 Ａ
ア 胚の生産・保存技術を改善し、 【事業報告】
その利用性について実証する。 《総括》優良な家畜の増殖を効率的に行うため、①牛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、②牛体内受精胚の
【年度計画】 生産性向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
ア 体外受精胚の生産性向上のため わせた調査試験を実施した。、
ND培養法の確立(DISH開発)に取り また、胚及び卵子の凍結保存技術の改善を図るため、③牛胚の超低温保存技
組む。 術の汎用性の検討に取り組むとともに、④豚胚のストロー内マイクロボリュー

また、体内受精胚の生産性向上 ム空気冷却法（MVAC法 ）によるガラス化保存法の検討に取り組むなど、計画☆☆☆

のため、OPUと過剰排卵を組み合わ どおり順調に実施した。
。 、せた調査試験を実施する さらに

《説明》胚及び卵子の凍結保存技術改善に
関する実証試験を実施する。 牛体外受精胚の高度な培養方法の確立①

ａ ND培養した胚盤胞の品質を検討するため、発生した胚盤胞の細胞構成を
調査した。内細胞塊細胞数、栄養膜細胞数及び総細胞数について、ND培養
区と対照区では差が認められなかった。

ｂ ND形状の検討のため、発生培養時のNDの直径を５００ mと８００ mで比μ μ
、 、 。較したところ 分割率及び胚盤胞発生率は 両区に差が認められなかった

また、１００ lのドロップ当たりのND数(１,５,１０,２０個)について、μ
分割率では4区間に差が認められなかったが、胚盤胞発生率は１及び５個区
が１０個区に比べ有意に低い値を示した。

ｃ 試作培養シャ－レを用い培養したところ、従来のものと差のない胚盤胞
発生率(２８．４%)であった。しかし、技術やコスト面での課題があり、現
状では製品化は困難と見込まれる。

牛体内受精胚の生産性向上②
ａ OPU処置により誘起した、新たな卵胞波の優勢卵胞を除去して卵胞発育を

同調した後に過剰排卵処理する方法と、エストラジオール投与により卵胞
波を同調した後に過剰排卵処理する方法では、前者の前処理方法が優れて
いることが示された。

ｂ 過剰排卵処理とOPU-IVFを組み合わせた胚生産方式は、前処理なしのOPU-
IVFよりも多くの胚を生産できる可能性が示された。

牛胚の超低温保存技術の汎用性の検討③
でウシ体外受精胚をガラス化し、移植ストロー内で加温・一Cryotop ☆☆☆☆
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段階希釈する新たな方法において、加温時間と加温時に用いる希釈液が胚の
生存性に及ぼす影響を比較した。加温時間については、１０分以内にストロ

。 、－から取り出すことにより高い生存性が得られることがわかった 希釈液は
２０%CS(子牛血清)を添加したPBS(リン酸緩衝液)と、これに０．３Mシューク
ロースを添加した液を比較したが、差は認められなかった。
豚胚のストロ－内マイクロボリューム空気冷却法によるガラス化保存法の検④
討

豚胚におけるMVAC法 のガラス化保存液について、EG(ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺ-ﾙ) とEG+☆☆☆

DMSO(ｼﾞﾒﾁﾙｽﾙﾌｫｵｷｻｲﾄﾞ)を比較した結果、豚５日目胚をガラス化保存する際の
ガラス化液は、EGのみの方が適していると考えられ、用いる胚は初期胚盤胞
以降でないと良好な生存性が得られないことが示された。

☆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。
牛の膣内に超音波プローブを挿入し、吸引可能な卵胞を観察しながら卵子を採
取する。

☆☆☆MVAC法（Micro Volume Air Cooling Method：マイクロボリューム空気冷却
法）

MVAC法(特願2006-87260号)
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、下記のガラス化

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。
☆☆☆☆ を用いたガラス化法Cryotop

Cryotoｐは元々ヒトの胚及び卵子を保存するために開発された保存用の器具
であり、現在は動物用のものも市販されている。保存方法は、ガラス化溶液と
共に胚をCryotopのシート部に置き、液体窒素に直接浸漬することで、胚を超急
速にガラス化し保存するものである。

【中期計画】 □繁殖技術(受胎率の低下等) Ａ
イ 繁殖技術の改善及び問題点（受 【事業報告】
胎率の低下等 の解決に取り組む 《総括》高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など、計画どおり順調に実施し
【年度計画】 た。
イ 高泌乳牛における乳量と発情行

《説明》動等の関連性及び授精適期につい
① 乳量、発情行動、排卵時間及びステロイドホルモン濃度の相互の関連性にて調査を行う。

ついて調査した。泌乳牛の発情強度（発情持続時間及び歩数増加率）と乳量
及び排卵時間の間に関連する要因は認められなかった。しかし、泌乳初期・
最盛期では、発情強度の違いが、黄体形成及び血中プロジェステロン値(血中
P４値)と関連していることがわかった。

② １８,１９年度分の授精時期別の受胎率データを集計した結果、発情開始を
基点として、５～２４時間までの範囲で受胎率に差はなく、授精適期の詳細
な特定はできなかった。

【中期計画】 □核移植技術 Ａ
ウ 核移植技術における生産効率を 【事業報告】
改善する。 《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活性を高める処理法について調査を行うなど
【年度計画】 計画どおり順調に実施した。
ウ ドナー細胞の分別及びレシピエ

《説明》ント卵子の処理法について調査を
Shake-off法 によりドナー細胞の細胞周期を初期G1期に同調して核移植し行う。 ☆

たところ、核移植時の融合率及び胚盤胞発生率が低下したため、その改善法
として、レシピエント卵子を電気融合の２時間前からCaイオノフォアとそれ
に続くシクロヘキシミドで活性化処理を行った。その結果、初期G1期の体細
胞を用いた核移植の融合率と胚盤胞発生率の改善及び胚盤胞の細胞数の増加
を確認した。現時点では受胎性の改善は認められていない。

☆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-o
ff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。１８年度までの成績からはこの方法を用いることにより、産子
の過大化や生存性が改善できる可能性が示された。

【中期計画】 □同一遺伝子を持つ個体の相似性調査 Ａ
エ 同一遺伝子を持つ個体の相似性 【事業報告】
に関する検討を行うとともに、そ 《総括》体細胞クローン牛を用いて、①体細胞クローン牛の生産形質、②生理機
れらを利用した調査試験に取り組 能及び③過剰排卵処理に対する反応性について調査を行なうなど、計画どおり
む。 順調に実施した。

《説明》【年度計画】
エ 体細胞クローン牛を用いて、生 体細胞クローン牛の生産形質①

黒毛和種体細胞クローン牛（１７～１８年度産、耳介皮膚細胞由来）１１産形質及び過剰排卵処理に対する
頭を２０ヶ月齢と畜区（肥育期間８～２０ヶ月齢）３頭、２５ヶ月齢と畜区反応性について調査を行う。
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（同８～２５ヶ月齢）４頭及び３０ヶ月齢と畜区（同８～３０ヶ月齢）４頭
に分け、肥育試験に取り組み、関連データの収集を行った。１９年度におい
ては２０ヶ月齢と畜区３頭と２５ヶ月齢と畜区４頭の肥育が終了した。
体細胞クローン牛の生理機能②

ホルスタイン種クローン牛群（１３年度産、卵丘細胞由来、２頭）及び黒
毛和種クローン牛群（１３年度産、卵丘細胞由来、５頭）の３産分娩前後の
血液生化学成分を測定した結果、概ね正常範囲にあった。
過剰排卵処理に対する反応性③

過剰排卵処理に対して卵巣反応が類似した黒毛和種体細胞クローン牛（１
３年度産、卵丘細胞由来）４頭を用いて、連続過剰排卵処理における２種類

。 、 、のFSHの投与法について調査した その結果 卵巣反応及び正常胚数について
投与法による差は認められなかった。

【中期計画】 ◇飼養管理関連技術 Ａ
□先進的な家畜管理システム ２／２点（・Ａ・）（３）飼養管理関連技術
□放牧を活用した肉用牛生産システム ２／２点（・Ａ・）

【年度計画】 □家畜管理等に関する実用化技術 ２／２点（・Ａ・）
合計 ６／６点（３）飼養管理関連技術

【中期計画】 □先進的な家畜管理システム Ａ
ア 搾乳ロボット等を活用した先進 【事業報告】
的な家畜管理システムについて調 《総括》乳汁の電気伝導度 の変化と乳房炎の関係を調査するため、個体毎の乳房☆

査する。 分房別乳汁電気伝導度データを採取するなど、計画どおり順調に実施した。

《説明》【年度計画】
① 搾乳ロボットの乳房分房別乳汁電気伝導度の測定機能を利用し、基礎デーア 搾乳ロボットの利用の高度化を

タを採取したほか、乳中尿素態窒素 （ＭＵＮ）を測定し、乳房炎との関係図るための調査を行う。 ☆☆

を調査した。
② 電気伝導度は乳房炎摘発の指標となる可能性があると考えられるが、乳房

炎罹患牛の約５０％は発生時に数値の上昇がみられず、また個体によるバラ
ツキが大きく、電気伝導度の変化だけでは、乳房炎の早期発見は難しいこと
が明らかになった。

③ ＭＵＮについては、乳房炎発生時と非発生時のＭＵＮ値に差はなく、ＭＵ
Ｎと乳房炎との関係は認められなかった。

☆電気伝導度
電気の通り易さを示す指標。乳房炎になると牛乳中の電解質が増加し、電気

伝導度が上昇するため、この調査では乳房炎を発見する判定方法として利用し
た。

☆☆乳中尿素態窒素（ＭＵＮ；Ｍｉｌｋ Ｕｒｅａ Ｎｉｔｒｏｇｅｎ）
栄養バランスを表す指標で、牛乳中に含まれる尿素態窒素濃度を調査するこ

とにより、飼料給与の適正判断、繁殖障害や疾病の低減等に利用されている。

【中期計画】 □放牧を活用した肉用牛生産システム Ａ
イ 放牧を活用し、省力的かつ消費 【事業報告】
者ニーズに対応した肉用牛生産シ 《総括》体質制御 手法を用いた放牧肥育技術の開発のため、哺乳期及び育成期に☆

ステムについて調査する。 高栄養飼養を行うなど、計画どおり順調に実施した。

《説明》【年度計画】
① 哺乳期及び育成期の体質制御効果を調査するため、体重、体高等の測定をイ 放牧を活用した肥育試験を実施

行った。その結果、体質制御を行った試験区と対照区間で、体重、体高等にする。
大きな差がみられた。

② 遺伝子群の発現、筋線維直径等を調査するため、哺乳期及び育成期の終了
時期にバイオプシーによる筋肉サンプルと血液を採取した。その結果、哺乳
終了時における遺伝子群の発現量については、両区に有意差は認められなか
ったものの、筋線維直径は試験区が大きい傾向にあった。また、血中IGF-1濃
度については試験区が有意に高かった。

☆体質制御
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

取エネルギーを蓄積し易い体質にすること。

【中期計画】 □家畜管理等に関する実用化技術 Ａ
ウ 家畜の管理、粗飼料の生産・利 【事業報告】
用、家畜排せつ物の処理・利用等 《総括》肉用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
に関する実用化技術について調査 勢牛の一卵性双子等を用いて肥育試験を行い、と畜後得られた牛肉サンプルの
する。 理化学分析及び官能評価を行った。また、急傾斜地（放牧地）における草生回

復技術の改善のため、簡易牧草追播機の連結器の改良及びそれを用いた調査を
【年度計画】 行うなど、計画どおり順調に実施した。
ウ 一卵性双子等を用いて飼養条件

《説明》（肥育期間等）と産肉性等につい
て肥育試験を行なう。 ①肉用牛の肥育期間と産肉性等との関係

ａ 黒毛和種去勢牛の一卵性双子４組を用いて、肥育期間（７または１０ヵまた、急傾斜地（放牧地）の草
月齢～２４ヵ月齢）と産肉性、肉質との関係を明らかにするための肥育試生回復技術に関する調査試験を行
験を行うとともに、と畜後得られた牛肉サンプルの理化学分析及び官能評う。
価を行った。肥育期間を通じ、発育、枝肉格付、牛肉の理化学特性及び官
能特性への肥育期間の影響はほとんどみられなかった。

ｂ 黒毛和種去勢牛１８頭を用いて、肥育期間（７ヵ月齢～２４または３０
ヵ月齢）と産肉性、肉質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
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枝肉重量、BMS.No.等の枝肉格付、粗脂肪含量、脂肪酸組成等の理化学特性
への肥育期間の影響がみられた。一方、官能特性では両区間に有意な差は
みられなかった。

②傾斜放牧地における草生回復技術に関する調査
ａ 簡易牧草追播機 と無線草刈機 を容易に連結するための連結器の改良を☆ ☆☆

行った。また、改良した簡易牧草追播機による播種作業を行うとともに、
植生分布を調査した。

ｂ 無線草刈機と改良した連結器に取り付けた簡易牧草追播機を用いて、傾
斜放牧地で草地更新作業を行った結果、播種作業は可能で、強度的にも問
題がないことを確認した。

ｃ 植生割合は、播種前のチカラシバ 優先から、播種後は播種草種優先の☆☆☆

草地に改善されたが、均一な播種ができず、裸地率が高かった。

☆簡易牧草追播機（グランドホッグ）
本機は動力を必要としない単純な構造の播種機で、ドラム回転軸の鉈刃によ

り穿孔すると同時に、牧草種子播種装置からぶら下がっているワイヤーが地面
、 、 （ ） 。と接触し 振動することにより 牧草種子を落下 播種 させる構造の作業機

☆☆無線草刈機
傾斜地用に開発された低重心（最低車高；200mm）でゴムクローラ型の作業機

で、操縦はリモコン操作で行う。
☆☆☆チカラシバ（力芝）

、 、 、 、全国に分布するイネ科の多年生の雑草で 田畑 草地 道ばたなどに生育し
種子及び地下茎により繁殖する。踏圧に強く、茎や葉は丈夫で切れ難く、引き
抜くのが容易でないことから、この名前がついた。
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（○中項目、◇小項目、□細項目、△微項目、▽微細項目）〔中期計画の各項目ごとの業務実績報告〕

価評 価 項 目 達 成 状 況 評

○講習及び指導 Ａ第２－５ 講習及び指導
◇成果等の情報提供 ２／２点（・Ａ・）
◇技術の普及指導 ２／２点（・Ａ・）
◇海外技術協力 ２／２点（・Ａ・）

合計 ６／６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
実施されたと認められる。

【中期計画】 ◇成果等の情報提供 Ａ
□学会における口頭発表、論文発表 ２／２点（・Ａ・）（１）成果等の情報提供
□技術的知見の情報提供 ２／２点（・Ａ・）

【年度計画】 □調査研究等の成果の発表 ２／２点（・Ａ・）
合計 ６／６点（１）成果等の情報提供

【中期計画】 □学会における口頭発表、論文発表 Ａ
ア 調査研究の結果得られた成果に 【事業報告】
ついては、関連学会における口頭 《総括》調査研究の成果が広く家畜改良増殖に利用されるよう、関連学会におい
発表 論文発表等を積極的に行う て口頭・ポスター発表及び学会・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。
【年度計画】

《説明》ア 調査研究の結果得られた成果に
① 学会・研究会報での投稿発表については、調査研究の成果１８題が掲載さついては、関連学会における口頭

れた。発表 論文発表等を積極的に行う、 。
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５２件

を発表した。

【中期計画】 □技術的知見の情報提供 Ａ
イ 家畜改良、飼養管理、飼料作物 【事業報告】
種苗増殖等の業務の結果得られた 《総括》家畜改良、飼養管理、飼料作物種苗増殖等の業務の結果得られた知見に
技術的知見のうち広く関係者に提 マニュアルの作成、関係誌への掲載、プレス発表、ホームページ掲載ついて、
供することが必要と考えられるも 等による情報提供を行うなど、計画どおり順調に実施した。

、 、のについては マニュアルの作成
《説明》関係誌への掲載、プレス発表、ホ
① マニュアルの作成については、業務成果１件を取りまとめ、配布した。ームページ掲載等による情報提供
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。を積極的に行う。
③ プレス発表については、調査研究の成果６件を発表した。
④ ホームページへの掲載については、業務成果１３件を掲載した。【年度計画】
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。イ 家畜改良、飼養管理、飼料作物

種苗増殖等の業務の結果、得られ
た技術的知見のうち広く関係者に
提供することが必要と考えられる
ものについては、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
供を積極的に行う。

【中期計画】 □調査研究等の成果の発表 Ａ
ウ 調査研究等の成果について、関 【事業報告】

《 》 、 、連学会における口頭発表、論文発 総括 上記ア及びイにより 調査研究の成果等畜産技術に関する情報について
表、マニュアルの作成、関係誌へ 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
の掲載等により、毎年６０件以上 ュアルの作成、関係誌への掲載を行うなど、 １０９件を提供した。
の情報を提供する。

《説明》
① 学会報・研究会報での投稿発表については、調査研究の成果１８題が掲載【年度計画】

された。ウ 調査研究等の成果について、関
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５２件連学会における口頭発表、論文発

を発表した。表、マニュアルの作成、関係誌へ
③ マニュアルの作成については、業務成果１件を取りまとめ、配布した。の掲載等により、毎年６０件以上
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。の情報を提供する。
⑤ プレス発表については、調査研究の成果６件を発表した。
⑥ ホームページへの掲載については、業務成果１３件を掲載した。
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。
⑧ これらにより、合計１０９件の情報を提供した。

【中期計画】 ◇技術の普及指導 Ａ
□中央畜産技術研修の実施 ２／２点（・Ａ・）（２）技術の普及指導
□技術研修会等の開催 ２／２点（・Ａ・）

【年度計画】 □個別研修の受け入れ ２／２点（・Ａ・）
□研修生の受け入れ ２／２点（・Ａ・）（２）技術の普及指導
□畜産団体等研修への施設の提供 ２／２点（・Ａ・）
合計 １０／１０点

【中期計画】 □中央畜産技術研修の実施 Ａ
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ア 農林水産省が計画を策定する中 【事業報告】
央畜産技術研修を実施するととも 《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１６講座
に、研修生に対して研修環境につ 開催し、６８５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

、 、 、いての満足度を調査し、その改善 環境に関する満足度調査を行い 施設の整備 備品の充実等の改善を行うなど
に役立てる。 計画どおり順調に実施した。

《説明》【年度計画】
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」等ア 農林水産省が策定した中央畜産

１５講座及び時事問題の特別コースを開催し、６８５名が受講した。これは技術研修計画に基づき研修を開催
年度途中に設けた努力目標６００名程度を上回った。するとともに研修環境に対する満

② 研修環境に関する満足度調査は、１０項目（教室、宿泊室、図書室、ビジ足度を調査し、対応可能なものに
ネスルーム、教養・集会室、自販機コーナー、トイレ・洗面所、浴室・脱衣ついては改善を図る。
室、運動用具、食堂・食事）の分類により、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８９％ 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９５％以上の評価」、 」、
を受けた。

③ 調査結果の改善要望を踏まえて、施設の整備、備品の充実等の改善を図っ
た。

【中期計画】 □技術研修会等の開催 Ａ
イ 成果が体系化された技術につい 【事業報告】
て、当該技術の普及を担う技術者 《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、講習会等を
を対象に、毎年１０回以上の技術 ４５回開催し、１，８１９名の研修生等を受け入れた。
研修会等を開催する。

《説明》
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４５回開催【年度計画】

し、１，８１９名の研修生等を受け入れた。これは年度途中に設けた努力目イ 畜産技術の普及のため、畜産新
標１，０００名程度を上回った。技術等に関する技術研修会、講習

② 十勝牧場にて開催した細断型ロールベーラ現地検討会（２回）及び農産物会等を１０回以上開催する。
・食品残さ飼料化（エコフィード）研究会では、１００名を超える参加者を
受け入れた。

【中期計画】 □個別研修の受け入れ Ａ
ウ 都道府県、民間機関、大学等の 【事業報告】
依頼による個別の研修生を受け入 《総括》個別研修について大学、都道府県等の依頼により、個別研修９４名を受
れるとともに、研修生に対して研 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
修内容についての満足度を調査し ターンシップ制度により、１名の大学生に就業体験の機会を提供するなど、計、
その改善に役立てる。 画どおり順調に実施した。

《説明》【年度計画】
① 個別研修は、本所ほか６牧場において、３７機関及び個人から要請のあっウ 個別研修については、要請に基

た９４名を対象に実施した。これは年度途中に設けた努力目標１００名程度づき受け入れるとともに、研修内
と同等の実施となった。容等に対する満足度について調査

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、し、対応可能なものについては改
研修内容の調整・改善及び図書の充実を行った。善を図る。

③ インターンシップ制度により、大学生１名を受け入れた。

【中期計画】 □研修生の受け入れ Ａ
エ 上記アからウまでにより、毎年 【事業報告】
１，２００名以上の研修生を受け 《総括》中央畜産技術研修、畜産新技術等に関する技術研修会等を開催するとと
入れる。 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、２，５９８名

の研修生等を受け入れた。
【年度計画】

《説明》エ 上記アからウまでにより、１，
① 中央畜産技術研修を１６講座開催し、研修生６８５名を受け入れた。２００名以上の研修生を受け入れ
② 畜産新技術等に関する技術研修会等を４５回開催し、研修生等１，８１９る。

名を受け入れた。
③ 大学、都道府県等３７機関及び個人からの依頼により個別研修生９４名を

受け入れた。
④ 以上により、年度当初目標１，２００名以上及び年度途中に設けた努力目

標１，７００名程度を上回った。
【特記事項】

飼料が高騰する中で、畜産新技術に関する技術研修会等を積極的に開催した
ことは評価できる。引き続き政策課題に対応し飼料自給率の向上を図るための
技術研修会等を開催されたい。

【中期計画】 □畜産団体等研修への施設の提供 Ａ
オ 畜産関係団体等に対し、施設利 【事業報告】

《 》 、用可能時期、利用条件等の情報提 総括 畜産関係団体等に対して受け入れ可能日程等を提示して利用希望を募り
供を行い、可能な範囲で団体主催 希望のあった１６団体・機関に対し研修施設等を２７回提供して延べ７９０名
研修会等へ施設を提供する。 を受け入れるとともに、これらの研修会に延べ２２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。
【年度計画】

《説明》オ 畜産関係団体に対しては、研修
① 研修施設の利用希望のあった畜産関係団体等１６団体・機関に対し２７回施設の利用状況等を提示して団体

の施設提供を行い、延べ７９０名の研修生等の受け入れを行った。主な研修研修実施希望期間を聴取し、可能
内容は、牛トレーサビリティの実務研修、畜産環境保全関係技術研修等であな範囲で研修施設等を提供する。
った。

② これらの研修のうち、講師の派遣依頼のあった７研修会等に延べ２２名の



- 33 -

職員を講師として派遣した。

【中期計画】 ◇海外技術協力 Ａ
□専門家の派遣 ２／２点（・Ａ・）（３）海外技術協力

【年度計画】 □研修員の受け入れ ２／２点（・Ａ・）
合計 ４／４点（３）海外技術協力

【中期計画】 □専門家の派遣 Ａ
ア 関係機関の要請に応じ、その分 【事業報告】
野について専門的知識を有する者 総括 （独）国際協力機構等から要請を受け、２名の長期専門家及び５名の調査《 》
を長期専門家、短期専門家又は調 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１０名の研
査団員として可能な限り派遣する 修を行うなど、計画どおり順調に実施した。。
また、他機関所属の専門家の派遣

《説明》前研修についても可能な限り要請
① （独）国際協力機構等からの要請に基づき、長期専門家２名及び調査団員に応える。
５名を派遣した。

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【年度計画】
の要請に基づき、専門家１名の技術研修及び青年海外協力隊員候補生２名のア 関係機関の要請に応じ、その分
技術補完研修を受け入れたほか、青年海外協力隊員候補生７名からの要請に野について専門的知識を有する者
よる研修を行った。を長期専門家、短期専門家又は調

。査団員として可能な限り派遣する
また、他機関所属の専門家の派遣
前研修についても可能な限り要請
に応える。

【中期計画】 □研修員の受け入れ Ａ
イ 関係機関の要請に応じ、集団コ 【事業報告】
ース及び国別研修を実施し、研修 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２３名《 》
員を可能な限り受け入れる また 及び国別研修員８６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。 、
受講者に対して研修内容及び研修 に対し研修環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
環境についての満足度を調査し、 ソコン利用環境の整備をするなど、計画どおり順調に実施した。
その改善に役立てる。

《説明》
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【年度計画】

基づき、３コース計２３名の研修員を受け入れた。イ 関係機関の要請に応じ、集団コ
② 海外技術協力に係る国別研修について、(独)国際協力機構等からの要請にース及び国別研修を実施し、研修

より、滞在型１６名及び視察型７０名の研修員を受け入れた。員を可能な限り受け入れる また。 、
③ 集団コースの研修員及び滞在型の国別研修員に対し研修内容及び研修環境受講者に対して研修内容及び研修

について「非常に良い、良い、普通、悪い、非常に悪い」の５段階評価で満環境についての満足度を調査し、
足度を調査したところ、いずれも「良い」以上が１００％となる評価を受けそれに基づき可能な限り研修の改
た。善を図る。

④ 受講した研修員からの要望事項に対しては、カリキュラムの一部修正を行
い、実技実習の機会を増やしたほか、研修教材の電子化や研修施設内の無線L
ANの設置、パソコンの台数増加・更新によるインターネット利用条件の改善
等の対応を行った。
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（○中項目、◇小項目、□細項目、△微項目、▽微細項目）〔中期計画の各項目ごとの業務実績報告〕

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

○センターの資源を活用した外部支援 Ａ第２－６ センターの資源を活用し
◇家畜、施設等の提供 ２／２点（・Ａ・）た外部支援
◇行政機関への協力 ２／２点（・Ａ・）
◇講師等の派遣 ２／２点（・Ａ・）
◇各種委員会等への派遣 ２／２点（・Ａ・）

合計 ８／８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
実施されたと認められる。

【中期計画】 ◇家畜、施設等の提供 Ａ
（１）外部機関が行う技術開発・調 【事業報告】

査のうち、我が国の畜産振興等 《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
に寄与すると判断されるものに るなど、計画どおり順調に実施した。
ついて、協力等の要請があった

《説明》場合には、可能な限りその求め
大学、都道府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に応じ、家畜、施設等の提供の

保有家畜の生体・種卵等４７件、施設・土地１１件及び家畜形質データ等２方法により積極的に支援する。
０件、合計７８件を提供した。

【年度計画】
（１）外部機関が行う技術開発・調

査のうち、我が国の畜産振興等
に寄与すると判断されるものに
ついて、協力等の要請があった
場合には、可能な限りその求め
に応じ、家畜、施設等の提供の

、 。方法により 積極的に支援する

【中期計画】 ◇行政機関への協力 Ａ
（２）行政機関から畜産に関する要 【事業報告】

請があった場合には、可能な限 《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
り協力する。 画どおり順調に実施した。

《説明》【年度計画】
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（２）行政機関から畜産に関する要

標の達成及び飼料自給率の向上に貢献することを目的として、請があった場合には、可能な限
ａ 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、技術専り協力する。

門職員による電牧設置方法の現地指導等に取り組んだ。
ｂ 肉用牛繁殖農家へ種雌牛を供給し、特に放牧経験牛を農家に供給した。
ｃ 飼料増産技術等の普及について、関係機関と連携した実証展示、研修会

の開催、現地指導等に取り組んだ。
② 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。

【中期計画】 ◇講師等の派遣 Ａ
（３）外部機関が開催する講習会の 【事業報告】

講師等に職員の派遣を要請され 《総括》行政機関等からの要請を受け、専門知識を有する者延べ９０名を講師と
た場合には、可能な限りその求 して派遣するなど、計画どおり順調に実施した。
めに応じて職員を派遣する。

《説明》
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【年度計画】

任者を選定して、延べ９０名の役職員を派遣した。（３）外部機関が開催する講習会の
講師等に職員の派遣を要請され
た場合には、可能な限りその求
めに応じて職員を派遣する。

【中期計画】 ◇各種委員会等への派遣 Ａ
（４）外部機関が開催する各種委員 【事業報告】

会の委員等に職員の委嘱を要請 《総括》各種委員会の委員等への委嘱の要請に応じ、３００件、延べ３４１名を
された場合には、可能な限りそ 派遣するなど、計画どおり順調に実施した。

。の求めに応じて職員を派遣する
《説明》

農林水産省等の行政機関、畜産関係団体が開催する各種委員会の委員等へ【年度計画】
の就任要請に対して、延べ３４１名の役職員を派遣した。（４）外部機関が開催する各種委員

会の委員等に職員の委嘱を要請
された場合には、可能な限りそ

。の求めに応じて職員を派遣する



- 35 -

（○中項目、◇小項目、□細項目、△微項目、▽微細項目）〔中期計画の各項目ごとの業務実績報告〕

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

○家畜改良増殖法に基づく検査等 Ａ第２－７ 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・）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・）
◇遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の
多様性の確保に関する法律に基づく立入検査等 ２／２点 （・Ａ・）

合計 ６／６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
実施されたと認められる。

【中期計画】 ◇家畜改良増殖法に基づく立入検査等 Ａ
（１）家畜改良増殖法に基づく立入 【事業報告】

検査等 《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
家畜改良増殖法に基づき、農 職員１７名を任命し、計画どおり順調に実施した。

林水産大臣の指示に従い的確に
《説明》立入り、質問、検査及び収去が
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１９年度末現在行える体制を整備し、指示があ

で１７名任命している。った場合には着実に実施する。
② １９年度には農林水産大臣から立入検査の指示はなかった。

【年度計画】
（１）家畜改良増殖法に基づく立入

検査等
農林水産大臣の指示により行

う立入検査を実施するため、セ
、 、ンター理事長が特に技術 見識

経験等に優れた者を選出して任
命し、指示があった場合に迅速
な対応をする。

【中期計画】 ◇種苗法に基づく指定種苗の集取及び検査 Ａ
（２）種苗法に基づく指定種苗の集 【事業報告】

取及び検査 《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
種苗法（平成１０年法律第８ 大臣からの指示に従い８４業者１，２３３点の種苗について集取、検査、検査

３号）に基づき、農林水産大臣 結果の通知を行うなど、計画どおり順調に実施した。
の指示に従い的確に指定種苗の

《説明》集取及び検査が行える体制を整
① 種苗検査職員として１０名を配置した。備し、指示があった場合には着
② 農林水産大臣からの指示のとおり、８４業者１，２３３点の種苗について実に実施する。
必要な検査及び集取を行い、結果を業者へ通知した。

また、不適が認められた７業者９点について、改善報告をさせた。【年度計画】
③ １８年度末に集取した種苗２１７点について発芽率の検査を行い、この結（２）種苗法に基づく指定種苗の集

果を業者へ通知した。取及び検査
種苗法に基づく農林水産大臣

の指示により行う指定種苗の集
取及び検査について、指示があ
った場合に迅速な対応ができる
よう、十勝、長野及び熊本牧場
に種苗検査職員を配置し、必要
な検査の実施及び結果の通知を
行う。

【中期計画】 ◇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 Ａ
（３）遺伝子組換え生物等の使用等 基づく立入検査等

の規制による生物の多様性の確 【事業報告】
保に関する法律に基づく立入検 《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
査等 法律（以下「法」という ）に基づく立入検査等については、立入検査等を的確。

遺伝子組換え生物等の使用等 に行える者として１１名を任命し、計画どおり順調に実施した。
の規制による生物の多様性の確

《説明》保に関する法律に基づき、農林
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１水産大臣の指示に従い的確に立

９年度末現在で１１名を任命している。入り、質問、検査及び収去が行
② 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。える体制を整備し、指示があっ
③ １９年度には農林水産大臣から立入検査の指示はなかった。た場合には着実に実施する。

【年度計画】
（３）遺伝子組換え生物等の使用等

の規制による生物の多様性の確
保に関する法律に基づく立入検
査等

遺伝子組換え生物等の使用等
の規制による生物の多様性の確
保に関する法律に基づく農林水
産大臣の指示により行う立入検
査等について、指示があった場
合に迅速な対応ができるよう、
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あらかじめ職員の中から、立入
検査等を的確に行える者を選定
し、任命する。

（○中項目、◇小項目、□細項目、△微項目、▽微細項目）〔中期計画の各項目ごとの業務実績報告〕

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

○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 Ａ第２－８ 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・）報の管理及び伝達に関する特別措
◇牛個体識別台帳の記録の保存 ２／２点（・Ａ・）置法に基づく事務
◇牛個体識別台帳の正確な記録の確保 ２／２点（・Ａ・）
◇修正の申出の受理 ２／２点（・Ａ・）
◇記録された事項の公表 ２／２点（・Ａ・）
◇各種届出の受理 ２／２点（・Ａ・）
◇個体識別番号の決定・通知 ２／２点（・Ａ・）

合計 １４／１４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

実施されたと認められる。

【中期計画】 ◇牛個体識別台帳の作成及び記録 Ａ
（１）牛個体識別台帳の作成及び記 【事業報告】

録に関する事務 《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」 。

【年度計画】 した約１，２００万件の届出を記録するなど、計画どおり順調に実施した。
（１）法に基づき、牛個体識別台帳

《説明》の作成及び記録を実施し、磁気
牛個体識別台帳の作成及び記録のために、牛の管理者等から合計約１，２ディスクに情報を保存する。

、 。００万件の届出を受理し その届出情報の誤記入等をチェックして記録した
届出情報の１日当たりの内訳（土日・祝日を含む。以下同じ ）は、出生又は。
輸入約４千件、転入又は転出約２万５千件、死亡又はと畜約４千件であり、
合計約３万３千件であった。

【中期計画】 ◇牛個体識別台帳の記録の保存 Ａ
（２）牛個体識別台帳の記録の保存 【事業報告】

に関する事務 《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情報約１４６万件に
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。

【年度計画】
《説明》（１）法に基づき、牛個体識別台帳

牛の管理者等から届出のあった牛の出生又は輸入の情報のうち、重複、誤の作成及び記録を実施し、磁気
記入等を除いた約１４６万件について磁気ディスクに保存した。ディスクに情報を保存する。

【中期計画】 ◇牛個体識別台帳の正確な記録の確保 Ａ
（３）牛個体識別台帳の正確な記録 【事業報告】

を確保するために必要な措置に 《総括》牛個体識別台帳の記録内容について、必要に応じ地方農政事務所に立入
関する事務 検査を促すことや、牛の管理者等に対し記録内容の確認を求めるなど、計画ど

おり順調に実施した。
【年度計画】

《説明》（２）収集した情報についての精度
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、を高めるため、牛の管理者等に

ａ 各届出情報のうち確認が必要なものについては、農林水産省消費・安全対し定期的に台帳の登録内容に
局を経由して地方農政事務所にリストを送信し、記録情報について現地確ついての確認を求めるとともに、
認を求める事務を実施した。台帳記載事項の修正の申し出に

ｂ 牛の管理者が届出を行った事項が牛個体識別台帳に登録された後に、Ｆ対して可及的速やかに対応する。
ＡＸあるいはメールにより登録完了通知を行うほか、電話の音声応答報告
システムによる届出直後のアナウンスにより報告内容の確認を求めた。

ｃ 全国和牛能力共進会において、生産者向けのパンフレット４００部を配
布し、登録内容を自ら確認するよう啓発した。

【中期計画】 ◇修正の申出の受理 Ａ
（４）法第５条第２項の規定に基づ 【事業報告】

く申出の受理に関する事務 《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

【年度計画】 速かつ的確に行うことにより、計画どおり順調に実施した。
（２）収集した情報についての精度

《説明》を高めるため、牛の管理者等に
① 法第５条第２項の規程に基づく申出については、申出内容の確認を徹底す対し定期的に台帳の登録内容に

るため、修正に係る請求書類等を画像データとして保存するとともに、内容ついての確認を求めるとともに、
の確認ができたものを修正した（１日当たり約２６０件 。台帳記載事項の修正の申し出に ）

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、対して可及的速やかに対応する。
実際の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
的確に実施した。

【中期計画】 ◇記録された事項の公表 Ａ
（５）牛個体識別台帳に記録された 【事業報告】

事項の公表に関する事務 《総括》牛個体識別台帳記載事項について、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。
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【年度計画】
《説明》（３）法に基づく台帳記載事項につ
① 当日に届出を受けた事項について、翌朝までに記録を完了し、インターネいて登録終了後速やかにインタ

ットを用いて公表した。ーネットを用いて公表する。
② 公表されたデータについて、パソコンまたは携帯電話から１日当たり年度

当初で約９万頭、年度末には約１１万頭のアクセスを記録した。
このうち、携帯電話からのアクセスは、１日当たり年度当初約６千頭、年

度末約７千頭であった。

【中期計画】 ◇各種届出の受理 Ａ
（６）法第８条及び第１１条から第 【事業報告】

１３条までの規定に基づく届出 《総括》牛の管理者等が法に基づき行う届出の手段について、利便性が向上する
の受理に関する事務 よう改善を行うなど、計画どおり順調に実施した。

《説明》【年度計画】
パソコン報告システムについて、牛の異動履歴を確認しながら届出するこ（４）牛の管理者等が法に基づき行

とが可能な履歴照合型の届出機能、複数頭の出生・異動を一括して届出するう届出について円滑にできるよ
機能、未装着耳標の一覧機能などを追加し、届出の利便性が向上するよう改う各種手段の構築 改善を図る、 。
善した。

【中期計画】 ◇個体識別番号の決定・通知 Ａ
（７）個体識別番号の決定及び通知 【事業報告】

に関する事務 《総括》出生又は輸入の届出のあった牛について自動システムにより個体識別番
号を決定し、牛の管理者等へ通知を行うなど、計画どおり順調に実施した。

【年度計画】
《説明》（５）出生又は輸入の届出のあった

牛の出生又は輸入の届出のあった約１４６万頭に対して、個体識別番号を牛について速やかに個体識別番
自動システムにより決定し、ファクシミリでの届出はファクシミリで、電話号を決定し、牛の管理者等へ通

、 、知を行う。 での届出は音声応答で その他電子的な届出については電子メール等により
自動的に返信した。
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（○中項目、◇小項目、□細項目、△微項目、▽微細項目）〔中期計画の各項目ごとの業務実績報告〕

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

○財務内容の改善 ２／２点（・Ａ・） Ａ第３－１ 財務内容の改善
【中期計画】

【特記事項】第３ 予算、収支計画及び資金計画
【年度計画】 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第３ 予算、収支計画及び資金計画
より、予算額に比べて６４５百万円（約１９０％）の増収であったことは評価
できる。

② １９年度の予算執行は、１８年度監査報告書に基づき適正な執行に努めると
もに、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９５．５％に抑制されたことは評価できる。

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おり評価できる。

【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

施されたと認められる。

【事業報告】
《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適切な配分に努め、
計画どおり順調に実施した。

《説明》
① 運営費交付金については、中期計画に基づくルールで算定され、収支計画及
び資金計画はこの予算ベースで計上した。

② 収入については、当初予算は運営費交付金及び施設整備費補助金とも計画ど
おりであった。

また、受託収入については業務の一環として受託を積極的に行ったことに
より予算に対して約１６７％、諸収入については農畜産物売払代のうち家畜
売払代（肉用牛 、製品売払代（牛乳）及び精液売払代（乳用牛）が当初の計）
画より伸びたことにより約７３％それぞれ増収になった。

、 、③ 業務経費については 諸収入の増額分の一部を事業費に充てることにより
業務を重点的かつ効率的に行った。

④ 施設整備費については、すべて一般競争に付すなど適切な契約に努め、計
画どおり実施した。

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。

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
により主たる増減の要因を明らかにして、経年比較を行った。

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
画の実施状況及び計画と実績の差異について把握した。

⑧ １９年度予算について、１８年度の監査報告書に基づき適正な執行に努め
た。
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（ 、 、 、 、 、 ）〔 〕中期計画の各項目ごとの業務実績報告 ◎大項目 ○中項目 ◇小項目 □細項目 △微項目 ▽微細項目

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

◎短期借入金の限度額 －／２点（・－・） －第４－１ 短期借入金の限度額
【中期計画】
１１億円 【評価結果】

（想定される理由） 短期借入の借入実績がないため、この項目の評価は行わない。
運営費交付金の受け入れの遅延。

【年度計画】 【事業報告】
１１億円 《総括》運営費交付金の受入れの遅滞はなく、また、予算の適切な執行に努めた

（想定される理由） ことにより、短期借入金はなかった。
運営費交付金の受け入れの遅延。

（ 、 、 、 、 、 ）〔 〕中期計画の各項目ごとの業務実績報告 ◎大項目 ○中項目 ◇小項目 □細項目 △微項目 ▽微細項目

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

◎剰余金の使途 ２／２点（・Ａ・） Ａ第５－１ 剰余金の使途
【中期計画】

業務運営の効率化及び業務の質 【特記事項】
の向上を図るための育種素材の導 当期総利益の主な発生要因は資産の購入によるものあり、目的積立金となり
入、機械及び車輌の更新・修理、 うる現金が小額であることから、目的積立を行わなかったことについては妥当
施設の改修、草地の整備・更新及 である。
び事務処理ソフトの導入。 【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
【年度計画】 実施されたと認められる。

業務運営の効率化及び業務の質
の向上を図るための育種素材の導 【事業報告】

。入、機械及び車輌の更新・修理、 《総括》目的積立金はなかった
施設の改修、草地の整備・更新及

《説明》び事務処理ソフトの導入。
① 当期総利益は４０，９５８千円であり、利益の主な発生要因は、受託経費

，での固定資産購入やリースに係る損益の均衡しない会計処理による影響額５
４５９千円、自己収入の執行残による現金４，１６７千円及び前中期目標期
間繰越積立金取崩による２７，１９９千円等であった。

② 目的積立金になりうる利益（現金）が少額であったことから、目的積立金
は計上しなかった。
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（○中項目、◇小項目、□細項目、△微項目、▽微細項目）〔中期計画の各項目ごとの業務実績報告〕

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

○施設・設備の整備に関する計画 ２／２点（・Ａ・） Ａ第６－１ 施設・設備の整備に関す
る計画

【中期計画】 【特記事項】
業務の適切かつ効率的な実施の 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

確保のため、業務実施上の必要性 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。
及び既存の施設・設備の老朽化等 ② 保有する資産については、監事による各牧場の定期監査の際、固定資産一覧表
に伴う施設・設備を計画的に整備 等に基づき適切に監査を実施し、固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準
・改修する。 に基づき、減損の兆候判定等を適切に実施していること、また、牧草採草地、

放牧地、飼料作物種苗の増殖用地、家畜の飼養施設等として有効に活用してい
【年度計画】 ることから、引き続き有効活用を図られたい。

業務の適切かつ効率的な実施の
確保のため、業務実施上の必要性 【評価結果】
及び既存の施設・設備の老朽化等 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
に伴う施設及び設備の整備・改修 実施されたと認められる。
等を計画的に行う。

【事業報告】
《 》 、 、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・改修を行い

計画的どおり順調に実施した。

《説明》
① 肉質評価棟（本所 、哺育牛舎（十勝牧場 、肥育牛舎・検疫牛舎・堆肥発） ）

酵処理施設（奥羽牧場 、汚水処理施設（岩手牧場）及び第２導入牛舎（宮崎）
牧場）の整備を計画どおり実施し、今後の業務成果が期待できる状況となっ
た。

② 保有する資産は土地、建物等の実物資産であり、当該資産は牧草採草地、
放牧地、飼料作物種苗の増殖用地、家畜の飼養施設等として有効に活用して
いる。
なお、固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準に基づき、減損の兆候判
定等を適切に実施した。

（○中項目、◇小項目、□細項目、△微項目、▽微細項目）〔中期計画の各項目ごとの業務実績報告〕

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

○職員の人事に関する計画 Ａ第６－２ 職員の人事に関する計画
◇方針 ２／２点（・Ａ・）
◇人件費及び人員に関する指標 ２／２点（・Ａ・）
◇人材の確保及び人材の養成の計画 ２／２点（・Ａ・）

合計 ６／６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

実施されたと認められる。

【中期計画】 ◇方針 Ａ
（１）方針 □職員の適正な配置 ２／２点（・Ａ・）

□要員の合理化等 ２／２点（・Ａ・）
【年度計画】 合計 ４／４点
（１）方針 【特記事項】

職員の人員配置に関しては、業務の重点化、本所への事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。

【中期計画】 □職員の適正な配置 Ａ
ア 業務の重点化及び効率化に努め 【事業報告】、

《 》 、 、職員の適正な配置を進めるととも 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
に、要員の合理化を図る。 係の廃止・新設を行ったほか、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施した （再掲）。
【年度計画】

《説明》ア 業務の重点化及び効率化に対応
① 本所への事務の集中化を図るため、岡崎牧場総務課契約財産係を廃止し、し、職員の適正な配置を進め、要

総務部管財課に資産第２係を新設した （再掲）員の合理化を図る。 。
② 管理部門の要員合理化のため 熊本牧場総務課庶務係員を１名削減した 再、 。（

掲）

【中期計画】 □要員の合理化等 Ａ
イ 一般管理部門について、業務運 【事業報告】
営方法の改善、本所への事務の集 《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
中化等を行うことにより要員の合 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
理化を図る。 に応じて外部化を行うなど、計画どおり順調に実施した （再掲）。

また、家畜管理、飼料生産業務
《説明》等における単純作業については、
① 本所機能強化の一環として減損会計、減価償却事務を強化するため、総務作業の内容を精査し、退職者の状
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部管財課資産管理係及び岡崎牧場総務課契約財産係を廃止し、総務部管財課況を踏まえつつ、可能なものから
に資産第１係及び資産第２係を新設した （再掲）段階的に外部化を進める （再掲）。 。

② 牧場事務の軽量化に伴い、牧場事務職員の定員を２名削減した （再掲）。
③ 定年退職者の状況を踏まえ 家畜管理 営繕作業等の一部を外部化した 再【年度計画】 、 、 。（

掲）イ 牧場事務のうち決算事務等につ
いて、本所への事務の集中化等を
行うことにより要員の合理化を図
る。

また、家畜管理等における単純
作業については、作業の内容を精

、 、査し 退職者の状況を踏まえつつ
可能なものから段階的に外部化を
進める （再掲）。

【中期計画】 ◇人件費及び人員に関する指標 Ａ
（２）人件費及び人員に関する指標 【事業報告】

中期目標期間中に人件費を５ 《総括》人件費については、１７年度比で３．４％削減するなど、計画どおり順
％以上削減する （再掲） 調に実施した （再掲）。 。

（参考）
《説明》人件費総額の見込み
① 人件費は、１７年度予算額５，５１１百万円に対して１９年度予算額５，２６，５６８百万円

３２２百万円と１７年度比９６．５７％であった （再掲）期初の常勤職員数 ９３３人 。
② 常勤職員数は期初（１９年４月）において９２４人から９１５人（１７年期末の常勤職員数見込み８８６人

度比９８％）に削減した。
【年度計画】
（２）人件費及び人員に関する指標

人件費について、１７年度比
（再掲）で ２％以上削減する。

（参考）
人件費総額の見込み

５，３５２百万円
期初の常勤職員数 ９２４人
期末の常勤職員数見込み９１５人

【中期計画】 ◇人材の確保及び人材の養成の計画 Ａ
（３）人材の確保、人材の養成の計 □人材の育成 ２／２点（・Ａ・）

画 □人事交流 ２／２点（・Ａ・）
合計 ４／４点

【年度計画】 【特記事項】
（３）人材の確保、人材の養成の計 人件費については、１７年度比３．４％削減するとともに、役職員の給与水
画 準について、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しを行い、監事監査で

報告を行ったほか、給与支給に当たっての基本方針、支給状況、給与水準の比
較指標の公表を行うなど、計画どおり実施したことは評価できる。

【中期計画】 □人材の育成 Ａ
ア 職員の技術水準、事務処理能力 【事業報告】
の向上等を図るための研修や必要 《総括》職員の技術水準、事務処理能力の向上等を図るため５５９名に研修を受
な資格の取得を計画的に進め、人 講させ、１４８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
材の育成を図る。 施した。

《説明》【年度計画】
① 人材を養成するための研修については、新規採用職員研修（１１名 、管理ア 職員の技術水準、事務処理能力 ）

（ ）、 （ ）の向上等を図るための研修や必要 者・事務担当者関係研修 １３６名 業務関連技術向上関係研修 ３３７名
及び安全衛生・施設管理関係研修（７０名）を受講させた。な資格の取得を計画的に進め、人

② 業務の国際化、高度化の進展に対応できる職員の育成及び海外における情材の育成を図る。
報収集のため、１８年度制定した「海外派遣実施規程」に基づき、５名を海
外に派遣した。

③ 免許・資格の取得等については、安全管理関係資格（５名 、作業機械等運）
転・操作資格講習（８６名 、特殊作業技能講習（４３名 、機械整備士資格） ）
講習（３名）及び畜産技術関係資格（１１名）を取得させた。

【中期計画】 □人事交流 Ａ
イ 畜産行政との連携及び業務の高 【事業報告】
度化・専門化に対応するため、行 《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
政部局及び他機関との人事交流を 関及び独立行政法人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
図る。 した。

《説明》【年度計画】
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（転イ 農林水産本省等行政部局及び他

出１３名、転入１１名 、地方農政局等（転出１０名、転入５名 、動物検疫機関との人事交流を図る。 ） ）
所（転出３名、転入３名 、動物医薬品検査所（転出２名）及び他の独立行政）

（ 、 ） （ 、 ）法人 転出４名 転入２名 との人事交流 総数：転出３２名 転入２１名
を行った。
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補足資料

独立行政法人家畜改良センター 平成１９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

年度計画項目 評価指標及び評価の方法等

◎業務運営の効率化第１ 業務運営の効率化に
指標＝「中項目の項目数×２ （満点）に対する「各中項目の点数の合計値 （合関する目標を達成するた 」 」

計点）の比率めとるべき措置

各中項目の評価点数の区分は以下のとおりとする。
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１ 業務対象の重点化
指標＝「小項目の項目数×２ （満点）に対する「各小項目の点数の合計値 （合」 」

計点）の比率

各小項目の評価点数の区分は以下のとおりとする。
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（１）家畜の改良増殖業務
指標＝「細項目の項目数×２ （満点）に対する「各細項目の点数の合計値 （合」 」

計点）の比率
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各細項目の評価点数の区分は以下のとおりとする。
Ｓ評価：３点
Ａ評価：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５つの細項目について、それぞれ、各年度の年度計画において定め
られている具体的目標等に照らして、達成度の評価を行うものとする。

（１８年度で終了） □めん羊
Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
Ａ：計画どおり順調に実施された
Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
Ｃ：計画どおり実施されなかった
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年度で終了） □実験用小型ヤギ
Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
Ａ：計画どおり順調に実施された
Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
Ｃ：計画どおり実施されなかった
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

ア 実験用ウサギについ □実験用ウサギ
て、２０年度末の種畜供 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
給業務中止に向け、緊急 Ａ：計画どおり順調に実施された
時に対応するための凍結 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
受精卵を確保する。 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

イ 山羊について、民間を □山羊
中心とした種畜の生産・ Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
供給体制を構築し、２１ Ａ：計画どおり順調に実施された
年度末までにこれらの体 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
制に移行するため、関係 Ｃ：計画どおり実施されなかった
者と協議する。 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

ウ 馬及び肉用牛のうち日 □その他の家畜
本短角種については、都 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
道府県及び民間との役割 Ａ：計画どおり順調に実施された
分担やけい養頭数規模の Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
見直し等の検討を行うと Ｃ：計画どおり実施されなかった
ともに、畜産物の需要動 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
向、家畜の飼養動向等を
勘案して、乳用牛、肉用
牛、豚及び鶏の４畜種に
重点化する。



- 44 -

◇飼料作物種苗の増殖業務（２）飼料作物種苗の増殖
Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた業務

増殖対象品種・系統に Ａ：計画どおり順調に実施された
ついて、新品種及びニー Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
ズの高い品種への重点化 Ｃ：計画どおり実施されなかった
を図るため、飼料作物種 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
苗の需要調査及び新品種
育成状況調査等を基に、
国内流通から１０年以上
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・系統以上の 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
削除を行うとともに、新 的目標等に照らし、達成度の評価を行うものとする。
しく育成された品種・系
統の追加を行う。

○業務運営の効率化及び組織体制の合理化２ 業務運営の効率化及び
指標＝「小項目の項目数×２ （満点）に対する「各小項目の点数の合計値 （合組織体制の合理化 」 」

計点）の比率

各小項目の評価点数の区分は以下のとおりとする。
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。

（１）年度計画に対する業 ◇業務の進行管理
務の進行状況を四半期ご Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
とに定期的に点検・分析 Ａ：計画どおり順調に実施された
し、的確な進行管理を行 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
い、計画の達成を図る。 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。

（１９年度は該当なし） ◇牧場組織
Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
Ａ：計画どおり順調に実施された
Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
Ｃ：計画どおり実施されなかった
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

（※１９年度は該当なし）
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（２）牧場事務のうち決算 ◇要員の合理化等
事務等について、本所へ Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
の事務の集中化等を行う Ａ：計画どおり順調に実施された
ことにより要員の合理化 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
を図る。 Ｃ：計画どおり実施されなかった

また、家畜管理等にお 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
ける単純作業について
は 作業の内容を精査し 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、 、
退職者の状況を踏まえつ 的目標等に照らし、達成度の評価を行うものとする。
つ、可能なものから段階
的に外部化を進める。

（３）業務の効率化に対応 ◇組織体制の見直し
し、一般管理部門の合理 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
化に応じた組織の見直し Ａ：計画どおり順調に実施された
を行う。 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３ 経費の縮減
指標＝「小項目の項目数×２ （満点）に対する「各小項目の点数の合計値 （合」 」

計点）の比率

各小項目の評価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。

（１）種畜等の生産物につ ◇コスト試算
いて、経年比較ができる Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
コスト試算を行い、コス Ａ：計画どおり順調に実施された
ト低減方策を検討する。 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

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）財務の分析を行い、 ◇財務分析
その結果を経費の縮減に Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
活用する。 Ａ：計画どおり順調に実施された
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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）運営費交付金で行う ◇一般管理費・業務経費
業務のうち一般管理費 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
（人件費を除く ）につ Ａ：計画どおり順調に実施された。
いては、少なくとも対前 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
年度比で３％縮減する。 Ｃ：計画どおり実施されなかった
また、運営費交付金で行 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
う業務経費については、
少なくとも対前年度比で 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
１％縮減する。 的目標等に照らし、達成度の評価を行うものとする。

（４）人件費については、 ◇人件費
１７年度比で２％以上削 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
減する。また、国家公務 Ａ：計画どおり順調に実施された
員の給与構造改革を踏ま Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
えて、役職員の給与につ Ｃ：計画どおり実施されなかった
いて必要な見直しを進め 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
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。

◎業務の質の向上第２ 国民に対して提供す
指標＝「中項目の項目数×２ （満点）に対する「各中項目の点数の合計値 （合るサービスその他の業務 」 」

計点）の比率の質の向上に関する目標
を達成するためとるべき

各中項目の評価点数の区分は以下のとおりとする。措置
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。

○家畜改良及び飼養管理の改善１ 家畜改良及び飼養管理
指標＝「小項目の項目数×２ （満点）に対する「各小項目の点数の合計値 （合の改善等 」 」
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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。

◇乳用牛（１）乳用牛
指標＝「細項目の項目数×２ （満点）に対する「各細項目の点数の合計値 （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。

□後代検定事業の推進ア 後代検定事業の推進
指標＝「微項目の項目数×２ （満点）に対する「各微項目の点数の合計値 （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。

（ア 「全国後代検定推進 △後代検定事業の推進）
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会議 「後代検定中央推 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた」、
進会議」等の会議に参画 Ａ：計画どおり順調に実施された
し、後代検定事業に係る Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
技術的検討、実施計画の Ｃ：計画どおり実施されなかった
検討・作成等を行う。 Ｄ：計画どおり実施されず、その要因は法人の不適切な業務運営にあった

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）能力の高い種雄牛を △後代検定事業の実施
早く選抜・利用するた Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
め、後代検定中央推進会 Ａ：計画どおり順調に実施された
議で決定される頭数の候 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
補種雄牛について、前期 Ｃ：計画どおり実施されなかった
と後期に分けて後代検定 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
を実施する。

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）後代検定の成績等に △遺伝的能力の高い種雄牛の確保
基づき、遺伝的能力の高 指標＝種雄牛の確保頭数
い種雄牛を４０頭程度確 Ｓ：計画の９０％以上であって特に優れた成果が得られた
保する。 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イ 遺伝的能力評価の実施
指標＝「微項目の項目数×２ （満点）に対する「各微項目の点数の合計値 （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）供用中の種雄牛全頭 △遺伝的能力の評価・公表
（８０頭程度）及び牛群 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
検定データの収集可能な Ａ：計画どおり順調に実施された
雌牛全頭 ４０万頭程度 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された（ ）
について、２回以上定期 Ｃ：計画どおり実施されなかった
的に遺伝的能力を評価 Ｄ：計画どおり実施されず、その要因は法人の不適切な業務運営にあった
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し、公表する。

（イ）乳用種雄牛の国際能 △インターブルの情報提供
力評価機関（インターブ Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
ル）から得られる種雄牛 Ａ：計画どおり順調に実施された
の遺伝的能力評価に関す Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
る情報について、２回以 Ｃ：計画どおり実施されなかった
上定期的に提供する。 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

（ウ）遺伝的能力の評価技 △評価手法の改善
術に関する検討会を開催 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
し、評価対象として「後 Ａ：計画どおり順調に実施された
乳頭の配置（後望 」に Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された）
関する評価の追加等につ Ｃ：計画どおり実施されなかった
いて検討する。 Ｄ：計画どおり実施されず、その要因は法人の不適切な業務運営にあった

（エ）ジャージー種につい △ジャージー種の遺伝的能力の評価・公表
ては、牛群検定データの Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
収集可能な雌牛全頭（２ Ａ：計画どおり順調に実施された
千頭程度）について、２ Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
回遺伝的能力を評価し、 Ｃ：計画どおり実施されなかった
公表する。 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

□候補種雄牛等の生産・供給ウ 候補種雄牛等の生産・
指標＝「微項目の項目数×２ （満点）に対する「各微項目の点数の合計値 （合供給 」 」

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。

（ア）遺伝的能力評価値に △候補種雄牛の生産・供給
基づき、国内の優良雌牛 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
のうち上位１％以内の雌 Ａ：計画どおり順調に実施された
牛を育種素材として活用 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
し、計画交配により雄子 Ｃ：計画どおり実施されなかった
牛を生産する。 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

また、選抜精度の向上
及び世代間隔の短縮によ 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
る改良速度の向上を図る 的目標等に照らし、達成度の評価を行うものとする。
ため、同一場所での能力
検定を行うとともに、未
経産採卵技術や生体卵胞
卵子吸引技術等を活用
し、効率的に候補種雄牛
を生産する。
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（イ）供給可能な種雌牛等 △優良種雌牛の供給
について、情報提供を行 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
い、供給する。 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

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 イ △優良種畜等の供給（ ） （ ） （ ）
により、種雄牛や種雌牛 指標＝優良種畜等の供給頭数
等を種畜換算で４５頭程 Ｓ：計画の９０％以上であって特に優れた成果が得られた
度供給する。 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）ジャージー種につい △ジャージー種の改良への支援
ては、関係団体が主催す Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
る会議に参画し、遺伝的 Ａ：計画どおり順調に実施された
能力評価に関する情報を Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
提供すること等により、 Ｃ：計画どおり実施されなかった
民間を中心とした種畜供 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
給体制を支援する。

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（２）肉用牛
指標＝「細項目の項目数×２ （満点）に対する「各細項目の点数の合計値 （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。

□後代検定事業の推進ア 後代検定事業の推進
指標＝「微項目の項目数×２ （満点）に対する「各微項目の点数の合計値 （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
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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）広域後代検定事業の △広域後代検定事業の推進
推進のため 「肉用牛改 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた、
良推進中央協議会」等に Ａ：計画どおり順調に実施された
参画し、後代検定牛等の Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
調整交配計画及び産子の Ｃ：計画どおり実施されなかった
配置計画、並びに共同利 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
用種雄牛（都道府県が共
同で利用できる種雄牛）
の広域的精液利用計画等
について検討を行う。

（イ）共同利用種雄牛の選 △遺伝的能力評価結果の取りまとめ・提供
定に必要な遺伝的能力評 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
価結果をとりまとめ、国 Ａ：計画どおり順調に実施された
に報告するとともに、広 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
域後代検定事業実施都道 Ｃ：計画どおり実施されなかった
府県に提供する。 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

（ウ）選定された共同利用 △共同利用種雄牛精液の広域流通の推進
種雄牛について、精液の Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
利用希望調査結果を基に Ａ：計画どおり順調に実施された
都道府県間の調整を行 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
い、精液配布計画書を作 Ｃ：計画どおり実施されなかった
成し、その精液の広域流 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
通を推進する。

（エ）都道府県、関係団体 △産肉能力検定成績の取りまとめ・公表
等の候補種雄牛の産肉能 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
力検定成績をとりまと Ａ：計画どおり順調に実施された
め、公表する。 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

□遺伝的能力評価の実施イ 遺伝的能力評価の実施
指標＝「微項目の項目数×２ （満点）に対する「各微項目の点数の合計値 （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
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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）広域後代検定事業に △遺伝的能力の評価・公表
係る候補種雄牛につい Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
て、検定データ及び血統 Ａ：計画どおり順調に実施された
データを収集・分析し、 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
遺伝的能力を評価して共 Ｃ：計画どおり実施されなかった
同利用種雄牛に関する情 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
報を公表する。

（イ）遺伝的能力の評価技 △評価手法の改善
術に関する検討会を開催 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
し、同居牛を活用した評 Ａ：計画どおり順調に実施された
価等について検討する。 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）肉用牛枝肉情報全国 △肉用牛枝肉情報全国データベースによる情報提供
データベースに収集され Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
た情報を集計し、改良情 Ａ：計画どおり順調に実施された
報として関係機関に提供 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
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

□候補種雄牛等の生産・供給ウ 候補種雄牛等の生産・
指標＝「微項目の項目数×２ （満点）に対する「各微項目の点数の合計値 （合供給 」 」

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。

（ア）肉質、増体等の形質 △候補種雄牛の生産・供給
について優良な育種素材 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
を計画的に導入し、生体 Ａ：計画どおり順調に実施された
卵胞卵子吸引技術、分割 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
クローン牛生産技術、体 Ｃ：計画どおり実施されなかった
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外受精技術等の畜産新技 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
術を活用しつつ、効果的
に期待育種価の高い候補 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
種雄牛を生産・供給す 的目標等に照らし、達成度の評価を行うものとする。
る。

（イ）候補種雄牛等の生産 △肥育検定の実施
・供給の過程で必要な肥 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
育検定を行う。 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

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・増頭 △優良種雌牛等の供給
に資するため、供給可能 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
な種雌牛等について情報 Ａ：計画どおり順調に実施された
提供を行い、優良な種雌 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
牛等を供給する。 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。

エ 上記 ア から ウ △優良種畜等の供給（ ） （ ） （ ）
までにより、種雄牛や種 指標＝優良種畜等の供給頭数
雌牛等を種畜換算で１１ Ｓ：計画の９０％以上であって特に優れた成果が得られた
０頭程度供給する。 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

（オ）肉用牛の遺伝的多様 △遺伝的多様性の確保
性の確保に資するため、 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
関係県等より育種素材を Ａ：計画どおり順調に実施された
収集し、雌牛群等を整備 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
する。また収集した育種 Ｃ：計画どおり実施されなかった
素材をもとに交配計画を 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
作成し、種雄牛造成に係
る交配を実施する。 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）日本短角種について △黒毛和種以外の品種
は、関係道県、関係団体 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
等との役割分担の見直し Ａ：計画どおり順調に実施された
について協議する。 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

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。

◇豚（３）豚
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指標＝「細項目の項目数×２ （満点）に対する「各細項目の点数の合計値 （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。

□全国的な豚改良の推進ア 全国的な豚改良の推進
豚の改良に関係する都 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた

道府県、団体、種豚場等 Ａ：計画どおり順調に実施された
の参画を得て、全国的な Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
豚の改良に関する会議を Ｃ：計画どおり実施されなかった
開催し、遺伝的能力評価 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
の普及の取組等を推進す
る。 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イ 遺伝的能力評価の実施
指標＝「微項目の項目数×２ （満点）に対する「各微項目の点数の合計値 （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。

（ア）関係機関等との連携 △血縁関係の構築
の下、純粋種種豚等を供 指標＝血縁関係を結んだ農場数
給すること等により、２ Ｓ：計画の１００％以上であって特に優れた成果が得られた
２箇所以上の育種機関・ Ａ：計画の１００％以上
種豚場の種豚群間の血縁 Ｂ：計画の７０％以上１００％未満
関係を結ぶ。 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）遺伝的能力評価に参 △遺伝的能力の評価・提供
加する種豚場等から収集 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
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されるデータについて、 Ａ：計画どおり順調に実施された
４回遺伝的能力を評価 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
し 評価結果を提供する 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

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 「遺伝的能力評価技 △評価手法の改善）
術専門委員会」及び「遺 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
伝的能力評価普及推進委 Ａ：計画どおり順調に実施された
員会」に参画し、肢蹄に Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
関する評価の追加を検討 Ｃ：計画どおり実施されなかった
するなど、評価手法を検 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
討する。

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。

□優良種豚等の生産・供給ウ 優良種豚等の生産・供
指標＝「微項目の項目数×２ （満点）に対する「各微項目の点数の合計値 （合給 」 」

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。

（ア）新たな系統豚の造成 △新たな系統造成の検討
及び新たな育種手法の実 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
用化のため、遺伝的パラ Ａ：計画どおり順調に実施された
メータ推計等のためのデ Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
ータを収集する。 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。

（イ）収集された育種機関 △基礎豚の選定・導入
・種豚場等の要望を参考 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
に、どのような特徴を持 Ａ：計画どおり順調に実施された
った系統にするか決定す Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
るとともに、要望にあっ Ｃ：計画どおり実施されなかった
た種豚の所在等の情報を 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
収集する。

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
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的目標等に照らし、達成度の評価を行うものとする。

（ウ）遺伝的能力評価値を △優良種豚等の供給
有する純粋種種豚群を構 指標＝優良種豚（種豚換算）の供給頭数
築するとともに、優良種 Ｓ：計画の９０％以上であって特に優れた成果が得られた
豚に関する情報を提供 Ａ：計画の９０％以上
し、種豚換算で６０頭程 Ｂ：計画の５０％以上９０％未満
度供給する。 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

◇鶏（４）鶏
指標＝「細項目の項目数×２ （満点）に対する「各細項目の点数の合計値 （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。

□全国的な鶏改良の推進ア 全国的な鶏改良の推進
鶏の改良に関係する都 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた

道府県、民間種鶏場等の Ａ：計画どおり順調に実施された
参画を得て、全国的な鶏 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
の改良に関する会議を開 Ｃ：計画どおり実施されなかった
催し、改良情報の提供、 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
国産鶏の普及等を推進す
る。 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・供給イ 優良種鶏の生産・供給
指標＝「微項目の項目数×２ （満点）に対する「各微項目の点数の合計値 （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
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析し、必要に応じＤ評価とすることができる。

（ア）消費者、流通業者及 △系統数の重点化
び生産者のニーズに対応 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
した系統の改良に重点化 Ａ：計画どおり順調に実施された
するため 卵用鶏３系統 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された、 、
肉用鶏３系統を削減す Ｃ：計画どおり実施されなかった
る。 Ｄ：計画どおり実施されず、その要因は法人の不適切な業務運営にあった

上記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）卵用鶏は、２段階選 △新たな育種手法の開発
抜を実施し個体及び家系 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
の情報収集を行う また Ａ：計画どおり順調に実施された。 、
肉用鶏については、ＢＬ Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
ＵＰ法を利用した遺伝的 Ｃ：計画どおり実施されなかった
能力評価手法を活用し、 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
効率的な改良を推進する
とともに、個体識別シス 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
テムを用いた効率的な育 的目標等に照らし、達成度の評価を行うものとする。
種手法の検討を行う。

（ウ）卵用鶏について、肉 △産卵能力等の改良
斑等に着目して造成した Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
赤玉系２系統及び卵殻質 Ａ：計画どおり順調に実施された
等に着目して造成した白 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
玉系２系統の産卵能力等 Ｃ：計画どおり実施されなかった
を一層改良する。 Ｄ：計画どおり実施されず、その要因は法人の不適切な業務運営にあった

上記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、低 △産肉能力等の改良等
脂肪に着目して造成した Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
２系統、劣性白に着目し Ａ：計画どおり順調に実施された
て造成した２系統及び遅 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
羽性に着目して造成した Ｃ：計画どおり実施されなかった
１系統の産肉能力を一層 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
改良するとともに、劣性
白系統の赤褐色遺伝子の 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
固定化を進める。 的目標等に照らし、達成度の評価を行うものとする。

オ 上記 ア から エ △優良種鶏等の供給（ ） （ ） （ ）
までにより、優良な種鶏 指標＝優良種鶏（種卵換算）の供給羽数
について情報提供を行 Ｓ：計画の９０％以上であって特に優れた成果が得られた
い、種卵換算で１２０千 Ａ：計画の９０％以上
個程度の種鶏の供給を行 Ｂ：計画の５０％以上９０％未満
う。 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（５）その他の家畜
指標＝「細項目の項目数×２ （満点）に対する「各細項目の点数の合計値 （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。
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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。

ア めん羊、実験用小型ヤ □めん羊等の飼養者への技術指導等
ギについては、人工授精 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
用精液等の保管・供給や Ａ：計画どおり順調に実施された
飼養者への技術指導等の Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
支援を行う。また、実験 Ｃ：計画どおり実施されなかった
用ウサギ及び山羊につい 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
ては、上記第１の１の
（１）のとおり、民間等
を中心とした種畜供給体
制への移行に向けた準備
を行うとともに、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。

イ 実験用小型ブタについ □実験用小型ブタの系統造成
て 小型系統及び中型 ヘ Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた、 （
アレス）系統の造成を行 Ａ：計画どおり順調に実施された
う。 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

Ｃ：計画どおり実施されなかった
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 馬について、成雌８０ □馬の種畜等の供給
頭程度に削減する また Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた。 、
優良種畜について情報提 Ａ：計画どおり順調に実施された
供を行い、２５頭以上の Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
種畜及び人工授精用精液 Ｃ：計画どおり実施されなかった
の供給を行う。 Ｄ：計画どおり実施されず、その要因は法人の不適切な業務運営にあった

◇種畜検査（６）種畜検査
指標＝「細項目の項目数×２ （満点）に対する「各細項目の点数の合計値 （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
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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。

ア 一定年数以上の経験を □種畜検査員の任命
有する者の中から、的確 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
に検査のできる者を種畜 Ａ：計画どおり順調に実施された
検査員として任命する。 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

イ 申請のあった種畜全頭 □種畜検査の実施
（５，５００頭程度）に Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
ついて、種畜検査を的確 Ａ：計画どおり順調に実施された
に実施する。 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

◇家畜の遺伝資源の保存（７）家畜の遺伝資源の保
指標＝「細項目の項目数×２ （満点）に対する「各細項目の点数の合計値 （合存 」 」

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。

ア 独立行政法人農業生物 □家畜の遺伝資源の収集・保存・特性調査
資源研究所（以下 「生 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた、
物研」という ）と連携 Ａ：計画どおり順調に実施された。
しつつ ８牧場で分担し Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された、 、
遺伝資源の新規収集８ Ｃ：計画どおり実施されなかった
点、追加収集６点、保存 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
７２点、特性調査３０点
を行う。

イ 保存形態について、山 □保存の効率化
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羊及びウサギについて生 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
体から凍結精液及び凍結 Ａ：計画どおり順調に実施された
受精卵へ移行するための Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
準備を行う。 Ｃ：計画どおり実施されなかった

Ｄ：計画どおり実施されず、その要因は法人の不適切な業務運営にあった

◇飼養管理の改善（８）飼養管理の改善
政策課題に対応した家 指標＝見学者受け入れ人数

畜の管理技術、飼料の生 Ｓ：計画の１００％以上であって特に優れた成果が得られた
産・利用技術、放牧利用 Ａ：計画の１００％以上
技術等の改善に努め、畜 Ｂ：計画の７０％％以上であって１００％未満
産関係者にその成果を情 Ｃ：７０％未満
報提供するための実証展 Ｄ：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

、 ，示等を行い 見学者を１
５００名以上受け入れ
る。

◇家畜個体識別事業の推進（９）家畜個体識別事業の
Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた推進

個体識別システムの更 Ａ：計画どおり順調に実施された
新にあわせ、情報提供体 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
制についても、ユーザニ Ｃ：計画どおり実施されなかった
ーズに応じた効率的な提 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
供等必要な改善の検討を
行う。 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。

○飼料作物の増殖に必要な種苗の生産及び供給２ 飼料作物の増殖に必要
指標＝「小項目の項目数×２ （満点）に対する「各小項目の点数の合計値 （合な種苗の生産及び供給 」 」

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。

（１）行政分野から品種の ◇種苗の供給能力の維持
普及状況、品種育成分野 指標＝採種用等種苗の供給能力
から新品種育成状況、需 Ｓ：計画の９０％以上であって特に優れた成果が得られた
要分野から需要状況に関 Ａ：計画の９０％以上
する情報をアンケート調 Ｂ：計画の５０％以上９０％未満
査等により入手する。 Ｃ：計画の５０％未満
この情報を踏まえ、飼 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

料作物種苗の年間需要、
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適正在庫量及び種苗の生
産体系（土地の制約から
品種毎には３年に１度程
度の種苗生産となる）を
勘案し、３４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）国際基準に適合する ◇高品質な種苗の生産・供給
高品質な種苗の生産及び Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
供給を行うため、送風機 Ａ：計画どおり順調に実施された
による花粉飛散技術の実 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
用化を図るとともに、ギ Ｃ：計画どおり実施されなかった
ニアグラスのバインド方 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
式による採種システムの
調査を開始する。 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。

（３）都道府県の試験場の ◇品種特性情報の提供
協力を得て品種特性情報 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
のデータベースを更新 Ａ：計画どおり順調に実施された
し、需要が高い品種等２ Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
００品種以上の情報の提 Ｃ：計画どおり実施されなかった
供を行う。 Ｄ：計画どおり実施されず、その要因は法人の不適切な業務運営にあった

また、９カ所以上の実
証展示ほ場の設置又は設 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
置への協力を行うととも 的目標等に照らし、達成度の評価を行うものとする。
に、現地指導を行う。

４ 生物研と連携しつつ ◇飼料作物の遺伝資源の保存（ ） 、
栄養体保存４００系統、 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
種子再増殖１００系統及 Ａ：計画どおり順調に実施された
び特性調査１００系統程 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
度に取り組む。 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。

○飼料作物の種苗の検査３ 飼料作物の種苗の検査
指標＝「小項目の項目数×２ （満点）に対する「各小項目の点数の合計値 （合」 」

計点）の比率

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

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

（１）検査の内部監査を行 ◇ＯＥＣＤ種子制度等に基づく検査及び証明
うことにより、検査実施 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
の適正化の確保を図り、 Ａ：計画どおり順調に実施された
次の区分の検査を確実に Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
行う。 Ｃ：計画どおり実施されなかった

① ほ場検定 生産ほ 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
場において花粉汚染
源からの隔離が確保 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
されているか等につ 的目標等に照らし、達成度の評価を行うものとする。
いて検定
② 種子検定 生産さ
れた種子について、
雑草や他作物の種子
混入率が基準の範囲
内であるか等につい
て検定
③ 事後検定 生産さ
れた種子をほ場で栽
培し、出穂期等品種
の特性が損なわれて
いないかについて検
定

２ 検査担当者を対象に ◇検査精度の向上等（ ） 、
種子検定のレフリーテス Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成績が得られた
トを行うとともに、実技 Ａ：計画どおり順調に実施された
等の研修を行う。 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

また、事後検定の効率 Ｃ：計画どおり実施されなかった
化を検討するため、海外 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
等で行われている検査手
法等に関する情報収集を 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
実施する。 的目標等に照らし、達成度の評価を行うものとする。

（３）検査体制等の再確認 ◇検査結果の通知期間
等を行い、種子純度検査 Ｓ：５．５日未満であって特に優れた成績が得られた
及び発芽検査の検査試料 Ａ：５．５日未満
入手から結果通知までに Ｂ：５．５日以上７．５日未満
要する期間（国際種子検 Ｃ：７．５日以上
査規程に定められている Ｄ：７．５日以上であってその要因は法人の不適切な業務運営にあった
最低限必要な検査日数を
除く｡)について、平均５

（ ） 。日程度 営業日 とする

（４）飼料作物優良品種の ◇地域適応性等の検定試験
育成・普及に資するた 指標＝試験系統数
め、新品種育成機関等と Ｓ：計画の９０％以上であって特に優れた成果が得られた
の調整を行い、６０系統 Ａ：計画の９０％以上
程度の地域適応性等の検 Ｂ：計画の５０％以上９０％未満
定試験を実施し、試験結 Ｃ：計画の５０％未満
果を系統選抜用資料、品 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
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種登録審査用資料等とし
て育成機関に提供する。

○調査研究４ 調査研究
指標＝「小項目の項目数×２ （満点）に対する「各小項目の点数の合計値 （合」 」

計点）の比率

各小項目の評価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。

◇育種改良関連技術（１）育種改良関連技術
指標＝「細項目の項目数×２ （満点）に対する「各細項目の点数の合計値 （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。

□生産性等に影響する遺伝子の究明等ア 生産性等に影響する遺
指標＝「微項目の項目数×２ （満点）に対する「各微項目の点数の合計値 （合伝子の究明と選抜への応 」 」

計点）の比率用

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
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、 、 、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）生産性に関する形質 △生産性に関する形質
として、乳牛の乳房炎、 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
豚の繁殖性等について、 Ａ：計画どおり順調に実施された
ＤＮＡマーカーを分析 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
し、候補遺伝子を探索す Ｃ：計画どおり実施されなかった
る。 Ｄ：計画どおり実施されず、その要因は法人の不適切な業務運営にあった

（イ）生産物の品質に関す △生産物の品質に関する形質
る形質として、肉牛の脂 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
肪交雑、鶏の卵質等につ Ａ：計画どおり順調に実施された
いてＤＮＡマーカーを分 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
析し、候補遺伝子を探索 Ｃ：計画どおり実施されなかった
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

（ウ）遺伝子育種の実用化 △遺伝子育種の試行
に向けた家畜の選抜につ Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
いて検討するとともに、 Ａ：計画どおり順調に実施された
豚のマーカーアシスト導 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
入系の造成、鶏の羽色遺 Ｃ：計画どおり実施されなかった
伝子による選抜を試行す 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
る。

□食味に関する評価手法の開発等イ 食味に関する評価手法
指標＝「微項目の項目数×２ （満点）に対する「各微項目の点数の合計値 （合の開発と選抜への応用 」 」

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。
※１９年度は２項目

（ア）肉質特性に応じた適 △食肉官能評価手法
切な官能評価の実施条件 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
（加熱方法・時間等）の Ａ：計画どおり順調に実施された
検討と官能評価手法によ Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
る食肉評価を行う。 Ｃ：計画どおり実施されなかった
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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）上記（ア）の官能評 △理化学分析
価結果と機器分析結果の Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
関係について分析し、食 Ａ：計画どおり順調に実施された
味に関与する理化学分析 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
項目の検討を行う。 Ｃ：計画どおり実施されなかった

Ｄ：計画どおり実施されず、その要因は法人の不適切な業務運営にあった

（１９年度は該当なし） △理化学分析項目を利用した家畜の選抜
Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
Ａ：計画どおり順調に実施された
Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
Ｃ：計画どおり実施されなかった
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
（※１９年度は該当なし）

◇繁殖関連技術（２）繁殖関連技術
指標＝「細項目の項目数×２ （満点）に対する「各細項目の点数の合計値 （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。

ア 体外受精胚の生産性向 □胚の生産・保存技術
上のため、ND培養法の確 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
立(DISH開発)に取り組 Ａ：計画どおり順調に実施された
む。 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

また、体内受精胚の生 Ｃ：計画どおり実施されなかった
産性向上のため、OPUと 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
過剰排卵を組み合わせた
調査試験を実施する。さ
らに、胚及び卵子の凍結
保存技術改善に関する実
証試験を実施する。

イ 高泌乳牛における乳量 □繁殖技術(受胎率の低下等)
と発情行動等の関連性及 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
び授精適期について調査 Ａ：計画どおり順調に実施された
を行う。 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



- 66 -

ウ ドナー細胞の分別及び □核移植技術
レシピエント卵子の処理 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
法について調査を行う。 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

エ 体細胞クローン牛を用 □同一遺伝子を持つ個体の相似性調査
いて、生産形質及び過剰 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
排卵処理に対する反応性 Ａ：計画どおり順調に実施された
について調査を行う。 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

◇飼養管理関連技術（３）飼養管理関連技術
指標＝「細項目の項目数×２ （満点）に対する「各細項目の点数の合計値 （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 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。

ア 搾乳ロボットの利用の □先進的な家畜管理システム
高度化を図るための調査 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
を行う。 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

イ 放牧を活用した肥育試 □放牧を活用した肉用牛生産システム
験を実施する。 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた

Ａ：計画どおり順調に実施された
Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
Ｃ：計画どおり実施されなかった
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 一卵性双子等を用いて □家畜管理等に関する実用化技術
飼養条件（肥育期間等） Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
と産肉性等について肥育 Ａ：計画どおり順調に実施された
試験を行う。 また、急 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
傾斜地（放牧地）の草生 Ｃ：計画どおり実施されなかった
回復技術に関する調査試 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
験を行う。
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○講習及び指導５ 講習及び指導
指標＝「小項目の項目数×２ （満点）に対する「各小項目の点数の合計値 （合」 」

計点）の比率

各小項目の評価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。

◇成果等の情報提供（１）成果等の情報提供
指標＝「細項目の項目数×２ （満点）に対する「各細項目の点数の合計値 （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。

ア 調査研究の結果得られ □学会における口頭発表、論文発表
た成果については、関連 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
学会における口頭発表、 Ａ：計画どおり順調に実施された
論文発表等を積極的に行 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
う。 Ｃ：計画どおり実施されなかった

Ｄ：計画どおり実施されず、その要因は法人の不適切な業務運営にあった

上記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、飼養管理、 □技術的知見の情報提供
飼料作物種苗増殖等の業 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
務の結果、得られた技術 Ａ：計画どおり順調に実施された
的知見のうち広く関係者 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
に提供することが必要と Ｃ：計画どおり実施されなかった
考えられるものについて 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
は、マニュアルの作成、
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関係誌への掲載、プレス 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
発表、ホームページ掲載 的目標等に照らし、達成度の評価を行うものとする。
等による情報提供を積極
的に行う。

ウ 調査研究等の成果につ □調査研究等の成果の発表
いて、関連学会における 指標＝調査研究の成果の情報提供件数
口頭発表、論文発表、マ Ｓ：計画の１００％以上であって特に優れた成果が得られた
ニュアルの作成、関係誌 Ａ：計画の１００％以上
への掲載等により、毎年 Ｂ：計画の７０％以上１００％未満
６０件以上の情報を提供 Ｃ：計画の７０％未満
する。 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

◇技術の普及指導（２）技術の普及指導
指標＝「細項目の項目数×２ （満点）に対する「各細項目の点数の合計値 （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。

ア 農林水産省が策定した □中央畜産技術研修の実施
中央畜産技術研修計画に Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
基づき研修を開催すると Ａ：計画どおり順調に実施された
ともに研修環境に対する Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
満足度を調査し、対応可 Ｃ：計画どおり実施されなかった
能なものについては改善 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
を図る。

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 畜産技術の普及のた □技術研修会等の開催
め、畜産新技術等に関 指標＝技術研修会等の開催回数

する技術研修会、講習 Ｓ：計画の１００％以上であって特に優れた成果が得られた
会等を１０回以上開催 Ａ：計画の１００％以上
する。 Ｂ：計画の７０％以上１００％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

ウ 個別研修については、 □個別研修の受け入れ
要請に基づき受け入れる Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
とともに、研修内容等に Ａ：計画どおり順調に実施された
対する満足度について調 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
査し、対応可能なものに Ｃ：計画どおり実施されなかった
ついては改善を図る。 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
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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。

エ 上記アからウまでによ □研修生の受け入れ
り、１，２００名以上の 指標＝研修生の受け入れ人数
研修生を受け入れる。 Ｓ：計画の１００％以上であって特に優れた成果が得られた

Ａ：計画の１００％以上
Ｂ：計画の７０％以上１００％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

オ 畜産関係団体に対して □畜産団体等研修への施設の提供
は、研修施設の利用状況 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
等を提示して団体研修実 Ａ：計画どおり順調に実施された
施希望期間を聴取し、可 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
能な範囲で研修施設等を Ｃ：計画どおり実施されなかった
提供する。 Ｄ：計画どおり実施されず、その要因は法人の不適切な業務運営にあった

上記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（３）海外技術協力
指標＝「細項目の項目数×２ （満点）に対する「各細項目の点数の合計値 （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。

ア 関係機関の要請に応 □専門家の派遣
じ、その分野について専 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
門的知識を有する者を長 Ａ：計画どおり順調に実施された
期専門家、短期専門家又 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
は調査団員として可能な Ｃ：計画どおり実施されなかった
限り派遣する。また、他 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
機関所属の専門家の派遣
前研修についても可能な
限り要請に応える。

イ 関係機関の要請に応 □研修員の受け入れ
じ、集団コース及び国別 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
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研修を実施し、研修員を Ａ：計画どおり順調に実施された
可能な限り受け入れる。 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
また、受講者に対して研 Ｃ：計画どおり実施されなかった
修内容及び研修環境につ 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
いての満足度を調査し、
それに基づき可能な限り
研修の改善を図る。

○センターの資源を活用した外部支援６ センターの資源を活用
指標＝「小項目の項目数×２ （満点）に対する「各小項目の点数の合計値 （合した外部支援 」 」

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。

（１）外部機関が行う技術 ◇家畜、施設等の提供
開発・調査のうち、我が Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
国の畜産振興等に寄与す Ａ：計画どおり順調に実施された
ると判断されるものにつ Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
いて、協力等の要請があ Ｃ：計画どおり実施されなかった
った場合には、可能な限 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

、 、りその求めに応じ 家畜
施設等の提供の方法によ
り、積極的に支援する。

（２）行政機関から畜産に ◇行政機関への協力
関する要請があった場合 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
には、可能な限り協力す Ａ：計画どおり順調に実施された
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

（３）外部機関が開催する ◇講師等の派遣
講習会の講師等に職員の Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
派遣を要請された場合に Ａ：計画どおり順調に実施された
は、可能な限りその求め Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
に応じて職員を派遣す Ｃ：計画どおり実施されなかった
る。 Ｄ：計画どおり実施されず、その要因は法人の不適切な業務運営にあった

（４）外部機関が開催する ◇各種委員会等への派遣
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各種委員会の委員等に職 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
員の委嘱を要請された場 Ａ：計画どおり順調に実施された
合には、可能な限りその Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
求めに応じて職員を派遣 Ｃ：計画どおり実施されなかった
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

○家畜改良増殖法に基づく検査等７ 家畜改良増殖法に基づ
指標＝「小項目の項目数×２ （満点）に対する「各小項目の点数の合計値 （合く検査等 」 」

計点）の比率

各小項目の評価点数の区分は以下のとおりとする。
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立入検査等（１）家畜改良増殖法に基
Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られたづく立入検査等

農林水産大臣の指示に Ａ：計画どおり順調に実施された
より行う立入検査を実施 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
するため、センター理事 Ｃ：計画どおり実施されなかった
長が特に技術、見識、経 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
験等に優れた者を選出し
て任命し、指示があった
場合に迅速な対応をす
る。

◇種苗法に基づく指定種苗の集取及び検査（２）種苗法に基づく指定
Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた種苗の集取及び検査

種苗法に基づく農林水 Ａ：計画どおり順調に実施された
産大臣の指示により行う Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
指定種苗の集取及び検査 Ｃ：計画どおり実施されなかった
について、指示があった 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
場合に迅速な対応ができ
るよう、十勝、長野及び
熊本牧場に種苗検査職員
を配置し、必要な検査の
実施及び結果の通知を行
う。

◇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（３）遺伝子組換え生物等
基づく立入検査等の使用等の規制による生
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Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた物の多様性の確保に関す
Ａ：計画どおり順調に実施されたる法律に基づく立入検査
Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された等

遺伝子組換え生物等の Ｃ：計画どおり実施されなかった
使用等の規制による生物 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
の多様性の確保に関する
法律に基づく農林水産大
臣の指示により行う立入
検査等について、指示が
あった場合に迅速な対応
ができるよう、あらかじ
め職員の中から、立入検
査等を的確に行える者を
選定し、任命する。

○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８ 牛の個体識別のための
指標＝「小項目の項目数×２ （満点）に対する「各小項目の点数の合計値 （合情報の管理及び伝達に関 」 」

計点）の比率する特別措置法に基づく
事務

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）法に基づき、牛個体 ◇牛個体識別台帳の作成及び記録
識別台帳の作成及び記録 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
を実施し、磁気ディスク Ａ：計画どおり順調に実施された
に情報を保存する。 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

◇牛個体識別台帳の記録の保存
Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
Ａ：計画どおり順調に実施された
Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
Ｃ：計画どおり実施されなかった
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）収集した情報につい ◇牛個体識別台帳の正確な記録の確保
ての精度を高めるため、 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
牛の管理者等に対し定期 Ａ：計画どおり順調に実施された
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的に台帳の登録内容につ Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
いての確認を求めるとと Ｃ：計画どおり実施されなかった
もに、台帳記載事項の修 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
正の申し出に対して可及
的速やかに対応する。

◇修正の申出の受理
Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
Ａ：計画どおり順調に実施された
Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
Ｃ：計画どおりに実施されなかった
Ｄ：計画どおりに実施されず、その要因は法人の不適切な業務運営にあった

（３）法に基づく台帳記載 ◇記録された事項の公表
事項について登録終了後 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
速やかにインターネット Ａ：計画どおり順調に実施された
を用いて公表する。 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

（４）牛の管理者等が法に ◇各種届出の受理
基づき行う届出について Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
円滑にできるよう各種手 Ａ：計画どおり順調に実施された
段の構築、改善を図る。 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

（５）出生又は輸入の届出 ◇個体識別番号の決定・通知
のあった牛について速や Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
かに個体識別番号を決定 Ａ：計画どおり順調に実施された
し、牛の管理者等へ通知 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
を行う。 Ｃ：計画どおり実施されなかった

Ｄ：計画どおり実施されず、その要因は法人の不適切な業務運営にあった

◎予算、収支計画及び資金計画第３ 予算、収支計画及び
指標＝「中項目の項目数×２ （満点）に対する「各中項目の点数の合計値 （合資金計画 」 」

計点）の比率

各中項目の評価点数の区分は以下のとおりとする。
Ｓ評価：３点
Ａ評価：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。
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、 、 、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
Ｓ：取組は十分であり、特に優れた成果が得られた
Ａ：取組は十分であった
Ｂ：取組はやや不十分であった
Ｃ：取組は不十分であった
Ｄ：取組は不十分であり、その要因は法人の不適切な業務運営にあった

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

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

◎短期借入金の限度額第４ 短期借入金の限度額
（当該年度に係る短期借入金について、借入に至った理由及び使途、金額及び
、 。 、 。）１１億円 金利 返済の状況と見込み 借入がなかった場合は 本項目の評価を行わない

（想定される理由）
運営費交付金の受け入れ Ａ：借入に至った理由等は適切であった
の遅延。 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
剰余金の使途について、中期計画に定めた使途に充てた結果、当該事業年度に

業務運営の効率化及び 得られた成果に関して、以下の指標にて評価を行う。
業務の質の向上を図るた
めの育種素材の導入、機 Ｓ：得られた成果は十分であり、特に優れている
械及び車輌の更新・修 Ａ：得られた成果は十分であった
理、施設の改修、草地の Ｂ：得られた成果はやや不十分であった
整備・更新及び事務処理 Ｃ：得られた成果は不十分であった
ソフトの導入。 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める業務運営に関する事項第６ その他農林水産省令
指標＝「中項目の項目数×２ （満点）に対する「各中項目の点数の合計値 （合で定める業務運営に関す 」 」

計点）の比率る事項

各中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
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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。

○施設・設備の整備に関する計画１ 施設・設備の整備に関
中期計画に定められている施設及び設備について、当該事業年度における整備する計画

業務の適切かつ効率的 ・改修前後の業務運営の改善の成果に関して、以下の指標について評価を行う。
な実施の確保のため、業 Ｓ：改善の成果は十分であり、特に優れている
務実施上の必要性及び既 Ａ：改善の成果は十分であった
存の施設・設備の老朽化 Ｂ：改善の成果はやや不十分であった
等に伴う施設及び設備の Ｃ：改善の成果は不十分であった
整備・改修等を計画的に 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
行う。

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指標＝「小項目の項目数×２ （満点）に対する「各２ 職員の人事に関する計 」
小項目の点数の合計値 （合計点）の比率画 」

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。

（１）方針 ◇方針
指標＝「細項目の項目数×２ （満点）に対する「各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。



- 76 -

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 業務の重点化及び効率 □職員の適正な配置
化に対応し、職員の適正 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
な配置を進め、要員の合 Ａ：計画どおり順調に実施された
理化を図る。 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

イ 牧場事務のうち決算事 □要員の合理化等
務等について、本所への Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
事務の集中化等を行うこ Ａ：計画どおり順調に実施された
とにより要員の合理化を Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
図る。 Ｃ：計画どおり実施されなかった

また、家畜管理等にお 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
ける単純作業について

、 、は 作業の内容を精査し
退職者の状況を踏まえつ
つ、可能なものから段階
的に外部化を進める 再。（
掲）

（２）人件費及び人員に関 ◇人件費及び人員に関する指標
する指標 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた

人件費について、１７ Ａ：計画どおり順調に実施された
年度比で２％以上削減す Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
る （再掲） Ｃ：計画どおり実施されなかった。

（参考） 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
人件費総額の見込み５，
３５２百万円 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
期初の常勤職員数 的目標等に照らし、達成度の評価を行うものとする。
９２４人

期末の常勤職員数見込み
９１５人

（３）人材の確保、人材の ◇人材の確保及び人材の養成の計画
養成の計画 指標＝「細項目の項目数×２ （満点）に対する「各細項目の点数の合計値 （合」 」

計点）の比率
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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、事務 □人材の育成
処理能力の向上等を図る Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
ための研修や必要な資格 Ａ：計画どおり順調に実施された
の取得を計画的に進め、 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された
人材の育成を図る。 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 農林水産本省等行政部 □人事交流
局及び他機関との人事交 Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた
流を図る。 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


