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独立行政法人家畜改良センターの平成２２年度の評価結果の概要について

総合評価：Ａ

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１０５項目、Ｃ評価１項目であり、大項目についてはすべてがＡ評価となった。

② 特筆すべき事項として、家畜改良及び飼養管理の改善のうち、飼養管理の改善については、政策課題に対応した家畜の
管理技術、飼料の生産・利用技術、放牧利用技術等の改善に努め、畜産関係者にその成果を情報提供するための実証展示
等を行い、見学者を1,500名以上受け入れる計画に対し、受入見学者数が815名と計画を下回った（54.3%）ことからＣ評
価とした。22年度実績が前年度実績を下回っているものの、22年度後半には前年度程度に回復していること等を踏まえる
と、22年4月に10年ぶりに発生した口蹄疫などの家畜伝染性疾病対策として、畜産関係者が家畜防疫の徹底の一環として、
畜産関係施設への立入を自粛していたことが主な原因であると考えられる。

また、センターの資源を活用した外部支援のうち、行政機関への協力について、平成22年4月に宮崎県で発生した口蹄
疫発生に係る防疫措置等にセンターから延べ4,097名の職員を派遣し、また、全国各地で発生した高病原性鳥インフルエ
ンザの防疫措置等に延べ71人の職員を派遣し、緊急対応に当たらせたところである。これら家畜伝染性疾病の他、宮崎県
の新燃岳の噴火及び東日本大震災の発生直後には被災した畜産農家に対し993トンの粗飼料を提供するなど自然災害に係
る緊急支援を速やかに実施したことは評価できる。加えて派遣等に伴い通常業務を停滞させないため、各牧場において業
務の割り振りを柔軟に行うとともに、派遣者の業務を補完するなどにより超過勤務手当が増加する中、人件費を17年度比
で5%以上削減する目標も同時に達成していることも加味しＳ評価とした。

③ 以上の特筆すべき事項に加え、業務の重点化や組織体制の見直しなどの取組による業務運営の効率化、国民に対して提
供するサービス及びその他の業務の質の向上に関する取組、自己収入増加への取組や資金の重点的な活用などの財務関連
の取組等について、「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点（平成22年5月31日政策評価・独立行政法人評価委員
会（以下「政・独委」という。））」及び「平成22年度業務実績評価の具体的取組について（平成23年4月26日政・独委）」
並びに「平成21年度における農林水産省所管独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果についての意見について（平
成22年12月22日政・独委）」等を踏まえ総合的に評価した結果、総合評価はＡ評価とした。

今後は、第3期中期計画の着実な達成に向け、引き続き的確な業務運営に努めるとともに、22年度中に発生した家畜伝
染性疾病や自然災害の教訓を踏まえ、遺伝資源の保護やリスク管理を図るために、畜産の専門機関であるセンターの牧場
・支場を更に活用することが有効であることから、このような視点からの業務運営についても引き続き積極的な取組を求
める。

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にとるべき措置〕について

① 第2期中期目標期間においては、めん羊、実験用小型ヤギ、実験用ウサギ、山羊については民間等を中心とした種畜の
生産・供給体制を構築する等により法人が行って来た種畜供給業務を中止する方向で業務の重点化を図ることとされ、計
画どおり実施してきたが、家畜改良増殖目標において、特色ある家畜による多様な畜産経営、消費者ニーズに応えた畜産
物の供給という課題を考慮して目標が定められたこと、行政刷新会議による事業仕分結果において家畜改良センターにし
かできないことへの特化が求められていること等を踏まえ、馬について、効率的な改良増殖を行うため、人工授精技術の
普及や優良種畜の精液供給に努め、成雌馬の飼養規模を維持し、また、日本短角種について、遺伝的多様性を確保するた
めの牛群の整備や育種改良素材の供給の実施について積極的に取り組んでおり評価できる。

② 組織体制の合理化について、本所への事務の集中化を図り、牧場事務の軽量化による要員の合理化を行うとともに、家
畜管理、飼料生産業務等について段階的に外部化を進めるなど、積極的に取り組んでおり評価できる。

③ 内部統制の充実・強化について、業務の進捗状況及び予算の執行状況を定期的に役員会に報告し、業務の進行管理の徹
底を図り、年度計画の確実な達成に努めるとともに、監事監査については、内部統制が適切に整備・運用されているかに
留意し、業務の管理・運営の有効性・効率性について実施されており、また、監査の結果明らかになった改善点等につい
ては理事長へ報告され、被監査部門の長へ通知するなど適切に実施されていた。

また、法令遵守の推進のため、コンプライアンス委員会を開催し、役職員行動規範・内部通報制度の周知やハラスメン
ト等の防止対策などの取り組み及びコンプライアンス等に関する職員の意識調査を行い、今後の取組に活用していること、
更に業務の達成を阻害する様々な問題を解決するため、リスク管理マニュアルの改正及び情報セキュリティのための規程
等を整備するなどリスク管理について見直しを実施しながら対応していた。これら取り組みによる対処方針等については、
法人内の情報共有システム等を通じて周知が図られ、組織全体で内部統制の充実・強化に向けて取り組んでおり評価でき
る。今後、コンプライアンス委員会等における各種点検結果の業務への反映の確認及びこれまで発生した業務上の事故、
不祥事に対する調査・検証結果等を踏まえ、対応策を検討し適切に実施されたい。

④ 財務分析については、種畜等の生産物のコスト試算を多品目について実施し、コスト分析の結果に基づき飼料設計及び
肥料設計を見直し、経費節減に取り組んだことは評価できる。今後も詳細な要因分析を行い、更なるコスト削減に努めら
れたい。

⑤ 随意契約の見直し計画の着実な実施とともに、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引き続き取り組
み、競争性のない随意契約の割合が低減していることは評価できる。今後は更なる経費の縮減に努める観点から、１者応
札となった契約については、その原因を十分に検証し、外部有識者からなる契約監視委員会の審査結果や助言に従い、競
争性を高めるよう努められたい。

また、随意契約限度額を超えない契約であっても可能なものについて、一般競争入札を実施（平成22年度246件）して
いることは評価できる。

⑥ ２２年度予算の執行は、21年度の監査報告書の指摘事項に留意しつつ適正な執行に努めるとともに、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、中央畜産研修施設の管理・運営業務を民間競争入札により民間事業者に委託している
ところであるが、利用者に対するアンケート調査の結果は概ね良好であり、引き続き、利用者へのサービスの質を維持し
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つつ、民間競争入札を通じ、民間事業者への委託の実施に努められたい。

⑧ 種雄牛の貸付けについて競争入札を導入し有償化による自己収入増加の取組を進めたことは評価できる。今後も積極的
な取組に努められたい。

⑨ 業務運営に係る重要事項については、役員を含む幹部会において審議され、理事長のリーダーシップが発揮できる環境
となっているとともに、法人内の情報共有システム等を通じて法人のミッション等の役職員への周知徹底が図られていた。

〔２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置〕 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。また、家畜改良増殖目標において、特色ある家畜による多様
な畜産経営、消費者ニーズに応えた畜産物の供給という課題を考慮して目標が定められていること、行政刷新会議による
事業仕分結果において家畜改良センターにしかできないことへの特化が求められていること等を踏まえれば、ジャージー
種やブラウンスイス種、日本短角種、馬、めん山羊などの希少な品種の改良増殖や飼養管理技術の改善に今後も積極的な
取り組みに努められたい。

② 豚の育種改良について、引き続き評価手法の改善を行いつつ、遺伝的能力評価を実施し評価結果を提供するとともに、
口蹄疫発生により家畜の移動が制限される中、系統豚「ユメサクラ」をはじめとする優良種豚を、積極的にＰＲし、計画
どおり種豚や精液を供給したことは評価できる。

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。また、センターが保有する劣性白の白色プリマスロック種１系統について黒色遺伝
子を排除するなど、地鶏や銘柄鶏生産のため生産・販売関係者のニーズに応える取り組みは評価できる。

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、輸入穀物飼料への依存度を小さくするための自給飼料増産のも
ととなる国内育成優良品種種苗の確実な供給、普及に向けた実証展示ほ場の設置及び飼料作物遺伝資源の保存に引き続き
努められたい。

⑤ 調査研究について、様々な課題に継続的かつ積極的に取り組んでいることは評価できる。特に繁殖技術の改善及び問題
点（受胎率の低下等）の解決に向けた取り組みで得られた知見については、積極的に生産現場へ普及するよう努められた
い。また、調査研究については、引き続き課題の重要度や目標の到達度を評価し、重点化を図ることにも努められたい。

〔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（その他収入）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600百万円の増収（約174％）であったことは評
価できる。なお、自己収入に係る契約についても競争性のある手続を経て行うなどにより、一層の増収に努められたい。

② 22年度予算の執行は、21年度の監査報告書の指摘事項等に留意しつつ適正な執行に努めるともに、物件費の節約に積極
的に取り組み、一般管理費については対前年度予算から３％の削減、業務経費については、対前年度予算から１％の削減
となっていた。

③ 施設整備費については、すべて一般競争に付すなど適切な契約に努めた。なお、岩手牧場搾乳牛舎ほか新築工事につい
ては年度内に完成しなかったが、これは年末年始の豪雪及び東日本大震災の影響によるものであった。その他の契約につ
いても、契約事務取扱規程等に従い、原則一般競争に付すなど適切な契約に努めていることは評価できる。今後も契約監
視委員会等の審査結果や助言に従い、一層の契約の透明化に努められたい。

〔４ 剰余金の使途〕について
① 剰余金を使用する案件はなかった。

② ２２年度においては、968,509千円の利益剰余金が生じているが、これは平成22年度末における運営費交付金の残額、
自己収入、消費税還付額等のほか、前中期目標期間に発生した繰越積立金（自己収入により取得した固定資産の原価償却
費に充当したものの残額）及び積立金（平成22年度までの中期目標期間中に生じた自己収入等による利益を積み立てたも
の）によるものであり、特に問題は認められなかった。

③ 法人の予算規模、財務状況、事業の執行状況からみて目的積立金を計上する必要性は低く、また中期目標期間の最終年
度であることから、当期未処分利益（838,616千円）を全額積立金に振り替えることについては、妥当と考えられる。

④ 22年度末は中期目標期間の最終年度であることから運営費交付金債務は全額積立金に振り替え、次期中期目標期間に繰
り越すものを除き、国庫納付されており特に問題は認められなかった。

〔５ 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実施されていた。保有
する土地については、山林原野等を除く利用可能な部分については、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活用されており、引き続き有効活用に努められたい。

なお、22年度末において、長野支場動力設備及び電話加入権において減損を認識し、また、国道４号線の拡幅工事に伴
い岩手牧場用地の一部を売却予定であることから当該売却予定地及び建て替えを予定している茨城牧場の豚舎について減
損の兆候が認められており、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た。

今後も、各施設のメンテナンスを十分に行い有効活用するとともに、稼働率の低下した施設については、その要因を分
析し、利用見込みのないものについては、適切に減損処理を行われたい。

センターが保有している実物資産は、土地（牧場用地）、建物（事務所、畜舎等）等多岐にわたり、その件数も多いこ
とから、資産管理を適切に行われたい。

③ 特許の出願等に当たっては、職務発明審査会において出願及び保有の必要性について検討・見直しを行い、権利維持放
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棄や出願の取り下げがなされていた。今後も、保有している特許権等のうち長期間実施許諾の実績がないもの等について、
保有する必要性等の検討を継続して行っていくことが必要である。なお、取得した特許については技術部門において適正
に管理されていた。

④ 職員の人員配置に関しては、これまで業務の重点化、本所への事務の集中化等に努めてきており、各牧場の業務量に応
じ、適正な人員配置を行い、業務の円滑な実施に努めている。22年度においては、事務系の２ポストを削減するなど、計
画どおり実施されていた。

⑤ 人件費（退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）並びに人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く）に
ついては、17年度比で5.1％削減するとともに、役職員の給与水準については、国家公務員の給与に準拠した見直しを行
い、ラスパイレス指数が96.7であったほか、給与水準等の公表を行うなど、計画どおり人件費削減を実施したことは評価
できる。

また、種雄牛馬取扱手当については、種雄牛の取扱作業の危険度合いや民間での支給状況を踏まえ、引き続き現行の水
準で支給することについては、特に問題はないと考える。

⑥ 業務の推進に当たっては、本所において各牧場の進行状況を点検・分析を行い、その結果を役員会及び牧場長会議での
検討に反映させ、対応方針を各牧場に指示しながら進行管理を適切に行っていた。
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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

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

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

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

１ 家畜改良及び飼養管理の改善 Ｂ
２ 飼料作物の増殖に必要な種苗の生産及び供給 Ａ
３ 飼料作物の種苗の検査 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

第３ 予算、収支計画及び資金計画 Ａ

１ 財務内容の改善 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

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

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）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－１ 業務対象の重点化 ○業務対象の重点化 Ａ

◇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点 （・－・） （※19年度で終了）
き業務に重点化することとし、 □山羊 －／２点 （・－・） （※21年度で終了）
以下のとおり取り組む。 □その他の家畜 ２／２点 （・Ａ・）

合計 ２／２点 （※の該当がある場合は１０点）
【年度計画】
（１）家畜の改良増殖業務

【中期計画】 （18年度で終了） －
ア めん羊について、民間を中心と
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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】 （19年度で終了） －
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
保し、２０年度末までに種畜供給
業務を中止する。

【年度計画】
（19年度で終了）

【中期計画】 （21年度で終了） －
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
し、２１年度末までにこれらの体
制に移行する。

【年度計画】
（21年度で終了）

【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い、５０頭程度の成雌馬の飼養
養頭数規模の見直し等の検討を行 規模を維持するとともに、肉用牛のうち日本短角種について、主要飼養県であ
うとともに、畜産物の需要動向、 る岩手県と意見交換を行い、役割分担について検討を行うなど、計画どおり順
家畜の飼養動向等を勘案して、乳 調に実施した。
用牛、肉用牛、豚及び鶏の４畜種
に重点化する。 《説明》

① 馬について、効率的な改良増殖を行うため、人工授精技術の普及や優良種
【年度計画】 畜の精液供給に努めつつ、５０頭程度の成雌馬の飼養規模を維持した。
オ 馬及び肉用牛のうち日本短角種 ② 肉用牛のうち日本短角種について、日本短角種の主要飼養県である岩手県

については、都道府県及び民間と と意見交換を行い、種雄牛造成を行っていない道県に対する種畜等の供給に
の役割分担やけい養頭数規模の見 ついて検討し、センターが遺伝的多様性を確保するための牛群を整備し、育
直し等の検討を行うとともに、畜 種改良素材の供給を行うこととした。また、日本短角種の飼養道県等を参集
産物の需要動向、家畜の飼養動向 して開催された枝肉情報分析利用委員会に参画し、枝肉情報全国データベー
等を勘案して、乳用牛、肉用牛、 スの整備及び情報提供方法について検討を行った。
豚及び鶏の４畜種に重点化する。 【特記事項】

馬の人工授精技術の普及や日本短角種における遺伝的多様性の確保に関する取
り組みは、センターにしかできない業務であり、今後の取り組みに期待する。

【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、６
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５品種・系統を追加し、新
育成動向等を勘案し、新品種及 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
を図ることにより、飼料作物種 《説明》
苗の増殖対象品種・系統を中期 ① （社）日本草地畜産種子協会が会員に対して行った採種の予約数量調査等
目標期間中に１０％程度削減す に基づき、国内流通から１０年以上を経過し、置き換え品種が育成されてい
る。 る品種を中心に６品種・系統を増殖対象品種・系統から削除した。

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
【年度計画】 品種育成状況調査に基づき、新しく育成された５品種・系統を増殖対象品種
（２）飼料作物種苗の増殖業務 ・系統に追加した。

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４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）

評 価 項 目 達 成 状 況

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

◇牧場組織 －／２点 （・－・） （※21年度で終了）
◇要員の合理化等 ２／２点 （・Ａ・）
◇組織体制の見直し ２／２点 （・Ａ・）
◇法令遵守の推進 ２／２点 （・Ａ・）
合計 ８／８点 （※の該当がある場合は１０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】 ◇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、牧場長会議において、計画
必要な措置を講じるなど業務の 達成を図るための対応方針の検討を行った。
進行管理を行う。 また、業務運営に当たっては、農山漁村の６次産業化にも十分留意しつつ、

効率的に実施するなど、計画どおり順調に実施した。
【年度計画】
（１）年度計画に対する業務の進行 《説明》

状況を四半期ごとに定期的に点 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
検・分析し、的確な進行管理を 所において点検・分析を行った。
行い、計画の達成を図る。また、 ② 点検・分析結果については、役員会及び牧場長会議での検討に反映し、計
業務運営に当たっては、農山漁 画達成を図るための対応方針を各牧場に指示するなど、的確に進行管理を実
村の６次産業化（生産・加工・ 施した。
流通までを一体的に担う）にも ③ 農山漁村の６次産業化については、多様な畜産経営を推進するため、ブラ
十分留意しつつ、効率的に実施 ウンスイス種の調査研究に向けた増殖、国産鶏の生産・加工・販売の一体化
する。 による生産物の付加価値の向上のため、関係会議への出席、生産者への種畜

提供等を実施した。
【特記事項】

業務の進行管理状況の点検・分析結果について、理事長以下役員のリーダーシ
ップの下、対応方針を各所に指示しており、適切に実施されていた。

【中期計画】 （21年度で終了） －
（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】
（21年度で終了）

【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》総人件費改革への対応等を踏まえ、要員の合理化を実施した。また、家
の集中化等を行うことにより要 畜管理、堆肥処理等の作業内容を精査し、定年退職者の状況に応じて外部化を
員の合理化を図る。 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
務等における単純作業について 《説明》
は、作業の内容を精査し、退職 ① 牧場事務の軽量化等に伴い、茨城牧場総務課庶務第１係員及び鳥取牧場総
者の状況を踏まえつつ、可能な 務課庶務係員の２名の定員を削減した。
ものから段階的に外部化を進め ② 技術専門職員について、要員の合理化を推進し、８名の定員を削減した。
る。 ③ 家畜管理、堆肥処理作業等における単純作業については、定年退職者の状

況を踏まえ、再任用職員を新たに１０名雇用し、計２６名の職員を雇用する
【年度計画】 などにより引き続き外部化を図った。
（２）総人件費改革への対応等を踏

まえ、要員の合理化を引き続き 【特記事項】
実施する。 家畜の飼養管理、飼料生産等のうち単純作業については、段階的に外部化を進
また、家畜管理、飼料生産業 めるなど、順調に実施されたと認められる。今後も、費用対効果や退職者の状況

務等における単純作業について を踏まえつつ、搾乳、飼料の運搬・調製、堆肥処理作業等について段階的に外部
は、作業の内容を精査し、退職 化を進められたい。
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。長野牧場を茨城牧場の支場
として統合し、業務の縮小に見
合った要員の合理化を実施す
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》効率的な業務体制の整備等に対応して、一般管理部門の要員の合理化を
編成や人員配置を柔軟に行うな 推進するなど、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
行う。 《説明》
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一般管理部門の要員合理化のため、茨城牧場総務課庶務第１係員及び鳥取牧
【年度計画】 場総務課庶務係員の２名の定員を削減した。
（３）業務の効率化に対応し、一般

管理部門の合理化に応じた組織
の見直しを行う。

【中期計画】 ◇法令遵守の推進 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》内部統制の充実・強化を図り業務を適正に行うため、コンプライアンス
編成や人員配置を柔軟に行うな 推進計画に基づく取組みを行った。具体的には、コンプライアンス推進月間を
ど継続的に組織体制の見直しを 設けて役職員行動規範及び内部通報制度の周知徹底を図った。また、契約監視
行う。 委員会等開催による契約事務適正化の点検、監事監査及び内部監査の実施など、

計画どおり順調に実施した。
【年度計画】
（４）業務を適正に行うため法令遵 《説明》

守を推進するとともに、内部監 ① コンプライアンス推進計画に基づき、役職員等行動規範・内部通報制度の
査の的確な実施に努める。 周知やハラスメント等の防止対策などの取組み及びコンプライアンス等に関

する職員の意識調査を行った。
② コンプライアンス委員会において各種委員会の審査・運営状況を点検し、
業務への反映の確認及び不祥事に対する調査・検討を行った。

③ 競争性のある契約への見直し等を図るため契約監視委員会及び入札監視委
員会を開催し、競争契約の適正化に取り組んだ。また、不動産貸付契約の妥
当性について検討を行った。

④ 事務の適正化及び円滑化や不正防止及び誤びゅうの低減を図るため、内部
監査を行った。

⑤ 監事監査については、内部統制が適切に整備・運用されているかに留意し、
業務の管理・運営の有効性・効率性について実施された。監査結果について
は、改善点等が理事長へ報告され、理事長から被監査部門の長へ通知した。

⑥ 業務上のリスク管理において危機発生時の即応体制を強化するため、リス
ク管理マニュアルの改正を行った。また、情報セキュリティを確保する目的
から、規程等を整備した。

【特記事項】
理事長のイニシアティブの下、積極的に取り組まれたと認められる。今後、コ

ンプライアンス委員会等における各種点検結果の業務への反映の確認及びこれま
で発生した業務上の事故、不祥事に対する調査・検証結果等を踏まえ、対応策を
検討し適切に実施されたい。特に22年度に発覚した職員による私的積立金等の流
用事件に関しては、第三者による検証委員会の検証結果を踏まえ、しっかりした
再発防止策の検討を行われたい。

なお、各種監査においては、各監査の役割を明確化し効率的に実施されたい。
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（○中項目、◇小項目、□細項目、△微項目、▽微細項目）

評 価 項 目 達 成 状 況

第１－３ 経費の縮減 ○経費の縮減 Ａ
◇コスト試算 ２／２点 （・Ａ・）
◇財務分析 ２／２点 （・Ａ・）
◇民間競争入札の導入 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 １０／１０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。

【年度計画】 《説明》
（１）種畜等の生産物について、経 ① 種畜及び飼料作物種苗について、１５～２１年度における生産コストの経

年比較ができるコスト試算を行 年比較を行い、コスト増減についての要因分析を行った。
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 コスト分析の結果に基づき、２２年度は、飼料設計及び肥料設計の徹底し
た見直しによる経費節減に取り組んだ。

【特記事項】
コスト分析の結果に基づき飼料設計及び肥料設計を見直し、経費節減に取り組

んだことは評価できる。今後も詳細な要因分析を行い、更なるコスト削減に努め
られたい。

【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】
（２）財務の分析を行い、その結果 《説明》

を経費の縮減に活用する。 ① 収入及び支出について２１年度までの実績額に基づき、次のとおり分析を
また、契約監視委員会を開催 実施した。

し、随意契約の削減、競争入札 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
の導入等の状況を調査、審議す 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
ることにより、契約を透明化す ための要因等分析を行った。
るとともに、経費の削減に活用 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、
する。 今後の経費節減に資するための要因等分析を行った。

② 契約監視委員会を９月２９日及び２月２４日に開催し、競争契約のうち１
者応札案件及び随意契約案件等について審議し、契約の適正化を図った。

【特記事項】
引き続き、収入及び支出について経年比較、牧場間比較等を実施し、経費節減

に活用されたい。

【中期計画】 ◇民間競争入札の導入 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》民間競争入札を経て決定された民間事業者に対して、契約に基づき引き
続き中央畜産研修施設の管理・運営業務を委託するとともに、その委託業務の

【年度計画】 実施状況について所定の方法で調査・確認するなど、計画どおり順調に実施し
（３）競争の導入による公共サービ た。

スの改革に関する法律（平成18
年法律第51号）に基づき、委託 《説明》
した業務の監督及び検査を適切 ① 中央畜産研修施設の管理・運営業務について、民間競争入札を経て決定さ
に実施する。 れた民間事業者への委託を平成２１年４月から開始し(委託期間３年間)、引

き続き業務の委託を実施した。
② 委託業務の実施状況については、利用者に対するアンケート調査の結果、
民間事業者からの報告書類及び職員による随時の実施状況確認により、適切
に実施されていると認められた。

【特記事項】
利用者に対するアンケート調査の結果は概ね良好であり、引き続き、利用者へ

のサービスの質を維持しつつ、民間競争入札を通じ、民間事業者への委託を実施
されたい。

【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３．０％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 ても対前年度比１．０％抑制するなど、計画どおり順調に実施した。
ともに、業務経費については、
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、

２１年度予算額６２１，９５８千円に対し２２年度は６０３，２９９千円と
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【年度計画】 対前年度比９７．０％に抑制した。また、運営費交付金で行う業務経費につ
（４）運営費交付金で行う業務の いては、２１年度予算額１，６５０，３７５千円に対し２２年度は１，６３

うち一般管理費（人件費を除 ３，８７１千円と対前年度比９９．０％に抑制した。
く。）については、少なくとも 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
対前年度比で３％縮減する。ま 「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２２年度業
た、運営費交付金で行う業務経 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
費については、少なくとも対前 た。
年度比で１％縮減する。 ③ ２２年度における競争性のある契約の割合は、８５％を超えるなど随意契

約からの移行は順調に推移していると思われる。
また、２２年度の１者応札状況は、５５件（２４９百万円）となっており、

その主な契約としては、飼料、凍結精液・受精卵購入等となっている。原因
としては、牧場の立地する地域性や指定した条件（防疫要件、能力や血統の
特定等）に対応可能な事業者が限定されること等が考えられ、この改善方策
として、公告期間の延長により周知の徹底を図るとともに、応札条件を最小
限のものとする等の措置をした。
２２年５月に策定した随意契約の見直し計画において、随意契約としてい

たもののうち、契約内容の検討を行い、２２年度分の契約では、特定の牛の
購入、水道の供給契約、土地の賃貸借等、随意契約とならざるを得ないもの
を除き、一般競争入札を実施した。
特に、今まで随意契約としてきた電気需給契約を、一般競争契約として入

札を実施した。
④ 飼料作物の種苗の配布については、競争性のある手続を経て配布を行う方
向で、平成２３年３月に業務方法書の認可申請を農林水産大臣あてに提出し
た。

⑤ 監事による監査については、定期監査（決算監査、新冠、奥羽、鳥取及び
熊本）を実施した。
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、長野、鳥取及び熊本）及び棚卸監査
（長野）を実施した。

⑥ 法定外福利厚生費については、永年勤続者及び退職者８７名に対する感謝
状並びに副賞（銀杯）として１，１７４千円を、経費削減を図りながら支出
した。

【特記事項】
競争性のない随意契約の割合が低減していることは評価できる。今後は更なる

経費の縮減に努める観点から、１者応札となった契約については、その原因を十
分に検証し、外部有識者からなる契約監視委員会の審査結果や助言に従い、競争
性を高めるよう努力されたい。

また、随意契約限度額を超えない契約であっても可能なものについて、一般競
争入札を実施（平成22年度246件）していることは評価できる。

飼料作物の種苗の配布については、23年度中に競争性のある手続を経て配布を
行う方向であり、着実に実施されたい。

法定外福利厚生費についても国と同等の取扱となっており、また、レクリエー
ション費の支出もなかった。

【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年度比で予算額８．１％、決算額５．１％削減す
を踏まえ、人件費（退職金及び るとともに、役職員の給与について、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見
福利厚生費（法定福利費及び法 直しを行うなど、計画どおり順調に実施した。
定外福利費）並びに人事院勧告
を踏まえた給与改定部分を除 《説明》
く。）について、今後５年間に ① 人件費（退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）並びに人
おいて５％以上の削減を行うと 事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く）は、予算額比では１７年度予算額
ともに、国家公務員の給与構造 ５，５１１百万円に対して２２年度予算額５，０６３百万円と８．１％減、
改革を踏まえて、役職員の給与 決算額比では１７年度比５．１％減であった。
について必要な見直しを進め ② 国家公務員の給与構造改革や給与水準の見直しに準拠し、中高齢層の給与
る。 の引き下げ、期末・勤勉手当の支給月数の引き下げ等の改正を行った。

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
【年度計画】 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
（５）人件費については、１７年度 の公表を行った。

比で５％以上削減する。また、 ④ なお、職員の給与水準については、平成２２年度の国家公務員に対するラ
国家公務員の給与構造改革を踏 スパイレス指数は９６．７であり、適正な給与水準であると考えている。
まえて、役職員の給与について ⑤ 特殊勤務手当（種雄牛馬取扱手当）については、家畜の飼養管理業務（精
必要な見直しを進める。 液採取業務）を行っている民間事業者においても同様の手当を支給している

実態があるほか、当該作業の危険性、特殊性に鑑み、給与上特別の考慮が必
要と考えられることから、引き続き支給を行った。

【特記事項】
人件費を17年度比で5.1％削減するとともに、役職員の給与水準については、

国家公務員の給与に準拠した見直しを行い、ラスパイレス指数が96.7であったほ
か、給与水準等の公表を行うなど、計画どおり人件費削減を実施したことは評価
できる。

また、種雄牛馬取扱手当については、種雄牛の取扱作業の危険度合いや民間で
の支給状況を踏まえ、引き続き現行の水準で支給することについては、特に問題
はないと考える。
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（○中項目、◇小項目、□細項目、△微項目、▽微細項目）

評 価 項 目 達 成 状 況

第２－１ 家畜改良及び飼養管理の ○家畜改良及び飼養管理の改善等 Ｂ
改善等 ◇乳用牛 ２／２点 （・Ａ・）

◇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 ０／２点 （・Ｃ・）
◇家畜個体識別事業の推進 ２／２点 （・Ａ・）
合計 １６／１８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、概ね年度計画どおり順調

に実施されたと認められる。
また、家畜改良増殖目標において、特色ある家畜による多様な畜産経営、消費

者ニーズに応えた畜産物の供給という課題を考慮して目標が定められているこ
と、行政刷新会議による事業仕分結果において家畜改良センターにしかできない
ことへの特化が求められていること等を踏まえれば、ジャージー種やブラウンス
イス種、日本短角種、馬、めん山羊などの希少な品種の改良増殖や飼養管理技術
の改善に今後も積極的な取り組みに努められたい。

【中期計画】 ◇乳用牛 Ａ
（１）乳用牛 □後代検定事業の推進 ２／２点 （・Ａ・）

□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・）
（１）乳用牛 合計 ６／６点

【特記事項】
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。
なお、国内酪農家からの候補種雄牛の導入については平成２２年度までに廃止

されていた。

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

△後代検定事業の実施 ２／２点 （・Ａ・）
【年度計画】 △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》「全国後代検定推進会議」、「後代検定中央推進会議」等に参画し、後代
の円滑な推進を図る。 検定事業に係る技術的検討、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】
(ア）「全国後代検定推進会議」、「後 《説明》

代検定中央推進会議」等の会議 ① 学識経験者、関係団体等を参集して開催された会議に参画し、後代検定事
に参画し、後代検定事業に係る 業計画、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。
技術的検討、実施計画の検討・ 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
作成等を行う。 策定した。

③ 遺伝的能力評価の公表時期に関して、国内種雄牛については８月及び２月
に、国内雌牛については５月、８月、１１月及び２月に行うこととなった。
また、海外種雄牛についてはインターブル☆のスケジュールにあわせ、４月、
８月及び１２月に評価公表を行うこととなった。

④ 分娩難易の評価方法及び２産以降の体型審査記録を含めた雌牛の遺伝評価
について確認し、８月評価から導入した。

☆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
する。 《説明》

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
【年度計画】 牛を確保し、後代検定に供した。
（イ）能力の高い種雄牛を早く選抜 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

・利用するため、後代検定中央 インに沿って選定された。
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。
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【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】

遺伝的能力の高い種雄牛を４０ 《総括》後代検定の成績等に基づき、遺伝的能力の高い４０頭を推奨種雄牛とし
頭程度確保する。 て確保した。

【年度計画】 《説明》
（ウ）後代検定の成績等に基づき、 後代検定によって得られたデータ等を用いて年２回の遺伝的能力評価公表を

遺伝的能力の高い種雄牛を４０ 行い、その結果に基づき、遺伝的能力の高い４０頭を推奨種雄牛として確保し
頭程度確保する。 た。

なお、確保した種雄牛のうち新規供用は、２２年８月１３頭、２３年２月８
頭であった。

【中期計画】 □遺伝的能力評価の実施 Ａ
イ 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・）
イ 遺伝的能力評価の実施 △ジャージー種の遺伝的能力の評価・公表 ２／２点 （・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８０．０頭）について２回、検定データ
集可能な雌牛全頭（４０万頭程 を保有し評価が可能なすべての雌牛（１回平均約４８．８万頭）について３回、
度）について、毎年２回以上定 遺伝的能力の評価を定期的に行い公表するなど、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
表する。 《説明》

① 遺伝的能力評価を定期的に行い評価値を公表した。
【年度計画】 ② 第１回は、２２年５月までのデータに基づき、当時供用中の種雄牛８２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４９０，６６１頭について評価を行

程度）及び牛群検定データの収 い、２２年８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、２２年８月までのデータに基づき、遺伝的能力評価が可能であ
度）について、２回以上定期的 った雌牛４８９，２９０頭について評価を行い、２２年１１月に評価値を公
に遺伝的能力を評価し、公表す 表した。
る。 ④ 第３回は、２２年１１月までのデータに基づき、当時供用中の種雄牛７８

頭及び遺伝的能力評価が可能であった雌牛４８４，７３４頭について評価を
行い、２３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２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
上定期的に提供する。 《説明》

① インターブルのスケジュールに合わせて定期的に２回種雄牛の遺伝的能力
【年度計画】 評価に関する情報を提供した。
（イ）乳用種雄牛の国際能力評価機 ② 第１回は、１１６，５３８頭の国内外の種雄牛について、２２年８月に評

関（インターブル）から得られ 価値及び関連情報を公表した。
る種雄牛の遺伝的能力評価に関 ③ 第２回は、１１８，３９８頭の国内外の種雄牛について、２２年１２月に
する情報について、２回以上定 評価値及び関連情報を公表した。
期的に提供する。 ④ 関連情報として、国別生年別評価値の比較、形質別の上位種雄牛等を公表

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、検定日モデル☆改善に
して長命性に関する評価を追加 向けた検討を行うなど、計画どおり順調に実施した。
するほか、評価精度の向上等評
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】 ２１年度に導入した検定日モデルを、分娩月齢や産次を考慮したモデルに改
（ウ）遺伝的能力の評価技術に関す 善するためのプログラム開発を行っていること等を報告し、引き続き検討を

る検討会を開催し、２１年度に 継続することとした。
導入した検定日モデル改善に向 ② また、「ＢＣＳ（ボディ・コンディション・スコア）☆」、「歩様☆」、「死産
けた検討を行う。 率」に関する遺伝的能力評価を新たに開始することを提案したところ、「Ｂ

ＣＳ」及び「死産率」については合意が得られ、「歩様」については記録数
が少ないこと等から引き続き検討を継続することとされた。

③ これらの他、従来公表してきた「分娩難易」を「難産率」と改め、表示方
法を変更するとともに、「産子の父」としての効果に加え「娘牛の父」とし
ての効果も公表する方向で問題ないとの結論を得た。

④ また、「在群期間」の精度を高めるためのパラメータの変更などについて
も問題ないとの結論を得た。

【特記事項】
現場のニーズに応じた評価手法の改善や見直しが行われており、評価できる。

【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２，
全頭（２千頭程度）について、 ２２７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
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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》
【年度計画】 ① 第１回は、２２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
（エ）ジャージー種については、牛 った雌牛２，２９３頭について実施し、２２年９月に評価値を公表した。

群検定データの収集可能な雌牛 ② 第２回は、２２年１１月までのデータに基づき、遺伝的能力評価が可能で
全頭（２千頭程度）について、 あった雌牛２，１６０頭について実施し、２３年３月に評価値を公表した。
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 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 △優良種雌牛の供給 ２／２点 （・Ａ・）
△優良種畜等の供給 ２／２点 （・Ａ・）

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

【中期計画】 △候補種雄牛の生産・供給 Ａ
(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 用して計画交配により雄子牛を生産するとともに、未経産採卵技術、生体卵胞
牛を生産するとともに、優良な 卵子吸引技術及びドナー検定☆を活用して雄子牛を生産し、期待育種価の高い
育種素材を計画的に導入し、生 候補種雄牛３５頭を選抜して確保するなど、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
術を活用しつつ、効果的に期待 《説明》
育種価の高い候補種雄牛を生産 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
・供給する。 として選定し、これらから１７頭の雄子牛を生産した。

② 世代間隔の短縮による改良速度の向上を図るため、未経産ドナーからの採
【年度計画】 卵により１３３頭、生体卵胞卵子吸引技術により１４頭の雄子牛を効率的に
（ア）遺伝的能力評価値に基づき、 生産した。

国内の優良雌牛のうち上位１％ ③ 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
以内の雌牛を育種素材として活 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
用し、計画交配により雄子牛を た。
生産する。 ④ これらの結果、期待育種価の高い３５頭を候補種雄牛として選抜した。

また、選抜精度の向上及び世
代間隔の短縮による改良速度の
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
技術等を活用し、効率的に候補
種雄牛を生産する。

【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》
【年度計画】 原則として遺伝的能力評価における総合指数上位３０％以内の供給可能な優
（イ）供給可能な種雌牛等について、 良種雌牛等について、情報提供を行い、種雌牛６７頭を供給した。

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、種雄牛及び種雌牛７８頭及び精液１４，
間中に２５０頭程度供給する。 ７５０本を供給した。

【年度計画】 《説明》
（ウ）上記（ア）及び（イ）により、 ① 種畜等の供給について、関係団体、農協等に対して種雄牛及び種雌牛７８

種雄牛や種雌牛等を種畜換算で 頭を供給し、年度計画５５頭を上回った。
５５頭程度供給する。 ② また、関係団体に検定済種雄牛の精液１４，７５０本を供給した。

【中期計画】 △ジャージー種の改良への支援 Ａ
（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が主催する会議に参画し、遺伝的能力評
畜供給体制に移行し、これを支 価情報の提供を行うなど、計画どおり順調に実施した。
援する業務を実施する。

《説明》
【年度計画】
（エ）ジャージー種については、関 ① 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、同

係団体が主催する会議に参画 協議会が主催する会議に参画し、雌牛の遺伝的能力評価及びセンターが保有
し、遺伝的能力評価に関する情 する育種素材に関する情報提供を行った。
報を提供すること等により、民 ② 種雄牛づくりを効率的に行うため、種雄牛の作出方法について検討した。
間を中心とした種畜供給体制を
支援する。
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【中期計画】 ◇肉用牛 Ａ
（２）肉用牛 □後代検定事業の推進 ２／２点 （・Ａ・）

□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・）
（２）肉用牛 合計 ６／６点

【特記事項】
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
△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・）
△共同利用種雄牛精液の広域流通の推進 ２／２点 （・Ａ・）

【年度計画】 △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、「肉用牛改良増殖推進に係
る中央協議会」等に参画し、後 《説明》
代検定牛等の調整交配計画及び ① 「肉用牛改良増殖推進に係る中央協議会」に参画し、後代検定牛等の調整
産子の配置計画、並びに共同利 交配及び産子の配置について検討を行ったほか、２３年度以降に予定してい
用種雄牛（都道府県が共同で利 る同居牛のデータを用いた評価に向けた留意点等について説明を行った。
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 ② 共同利用種雄牛の広域的精液利用方法については、２２年度の配布計画の
う。 スケジュール等を提案し、承認を得た。また、これまで配布した共同利用種

雄牛の精液利用状況等について、報告を行った。

【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とりまとめ、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に提供するなど、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。

【年度計画】 《説明》
（イ）共同利用種雄牛の選定に必要 ２２年７月末までに後代検定が終了したすべての広域後代検定候補種雄牛５

な遺伝的能力評価結果をとりま ４頭の遺伝的能力評価結果を２２年１１月に取りまとめ、農林水産省に報告す
とめ、国に報告するとともに、 るとともに、広域後代検定事業実施都道府県等に提供した。
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 都道府県間の調整を行い、精液配布計画書を作成し、その精液の広域流通を推
する。 進するなど、計画どおり順調に実施した。

【年度計画】 《説明》
（ウ）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 ① ２２年度に選定された共同利用種雄牛６頭について、都道府県に対し、精
果を基に都道府県間の調整を行 液の利用希望調査を行い、この結果に基づき精液配布計画書を作成し、その
い、精液配布計画書を作成し、 精液の広域流通を推進した。
その精液の広域流通を推進す 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１６都道府県
る。 に共同利用種雄牛の精液９９５本が配布された。

【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。

【年度計画】 《説明》
（エ）都道府県、関係団体等の候補 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、２３

種雄牛の産肉能力検定成績をと 年３月にホームページへの掲載を行った。
りまとめ、公表する。

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

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

【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５４頭について、検定
び血統データを収集・分析し、 データ及び血統データを収集・分析し遺伝的能力評価を行い、共同利用種雄牛
毎年１回定期的に遺伝的能力を の評価結果を公表するなど、計画どおり順調に実施した。
評価し、共同利用種雄牛に関す
る情報を公表する。 《説明》

① ２２年７月末までにフィールド検定☆が終了したすべての広域後代検定候
【年度計画】 補種雄牛５４頭について検定データ及び血統データを収集・分析し、遺伝的
（ア）広域後代検定事業に係る候補 能力評価を実施した。

種雄牛について、検定データ及 ② この結果を踏まえ選定された共同利用種雄牛６頭を含む直近５年間の共同
び血統データを収集・分析し、 利用種雄牛４３頭（フィールド検定終了分）の評価結果を２３年１月に公表
遺伝的能力を評価して共同利用 した。
種雄牛に関する情報を公表す ☆フィールド検定
る。 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 ２２年９月に開催した肉用牛評価技術検討会において、２３年度以降に予定

る検討会を開催し、同居牛を活 している同居牛のデータを用いた評価試行結果について検討した。その結果、
用した評価の試行結果等につい ２３年度の本格実施に向けた母方の血縁情報に関する遡り世代数やと畜年月の
て検討する。 取扱いについて結論を得たほか、近交退化の影響について新たに検討すること

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》
【年度計画】 ① 肉用牛枝肉情報全国データベースに収集された情報について、２２年１～

３月分を５月に、２２年４～６月分を８月に、２２年７～９月分を１２月
（ウ）肉用牛枝肉情報全国データベ に、２２年１０～１２月分を２３年２月に集計し、それぞれホームページを

ースに収集された情報を集計 通じて集計情報を周知した。
し、改良情報として関係機関に ② 申請に基づき、全国団体等に対し１１２件１，５０１千頭分の枝肉情報を
提供する。 提供した。

③ ２２年９月に２１年度と畜分の全国集計情報の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。

④ 申請に基づき、肥育農家に個別の集計情報を電子メール等で提供した。
⑤ 肥育農家向けの詳細な集計情報を年４回集計し、インターネットを通じて
提供した。

【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 △肥育検定の実施 ２／２点 （・Ａ・）
△優良種雌牛等の供給 ２／２点 （・Ａ・）

【年度計画】 △優良種畜等の供給 ２／２点 （・Ａ・）
ウ 候補種雄牛等の生産・供給 △遺伝的多様性の確保 ２／２点 （・Ａ・）

△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優良な育種素材を計画的に導入するととも
し、生体卵胞卵子吸引技術等畜 に、生体卵胞卵子吸引技術、分割卵クローン牛生産技術、体外受精技術等の畜
産新技術を活用しつつ、効果的 産新技術を活用して期待育種価の高い候補種雄牛を生産・供給するなど、計画
に期待育種価の高い候補種雄牛 どおり順調に実施した。
を生産・供給する。

《説明》
【年度計画】 ① 黒毛和種について、次のとおり取り組んだ。
（ア）肉質、増体等の形質について ａ 育種素材の導入に当たっては、遺伝的多様性の確保に配慮しながら増体、

優良な育種素材を計画的に導入 肉質それぞれについて高い能力を持つとされる系統等の精液３，８４９本、
し、生体卵胞卵子吸引技術、分 受精卵８４個及び雌牛１５頭を選定・導入した。
割卵クローン牛生産技術、体外 ｂ 生体卵胞卵子吸引技術、分割卵クローン牛生産技術等の畜産新技術を活
受精技術等の畜産新技術を活用 用しつつ、６１０頭の雄子牛を生産した。
しつつ、効果的に期待育種価の ｃ 期待育種価等により選抜を行い、３７頭について直接検定を実施した。
高い候補種雄牛を生産・供給す ｄ 直接検定済種雄牛の中から１２頭を後代検定候補種雄牛として選抜し、
る。 供給した。

② 褐毛和種について、次のとおり取り組んだ。
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ａ 育種素材の導入に当たっては、増体、肉質又は遺伝的に貴重とされる系
統等の精液５０７本、受精卵２８個を導入したほか、と畜場から枝 肉成
績が優良又は遺伝的に貴重とされる系統等の未経産牛の卵巣６頭分を導入
した。

ｂ 体外受精技術等を活用しつつ、１４頭の雄子牛を生産した。
ｃ 母牛の枝肉成績等により選抜を行い、１頭について直接検定を実施した。
ｄ 直接検定済種雄牛の中から１頭を後代検定候補種雄牛として選抜し、供
給した。

【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・供給の過程で必要な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

【年度計画】 した。
（イ）候補種雄牛等の生産・供給の

過程で必要な肥育検定を行う。 《説明》
① 黒毛和種の候補種雄牛の能力を把握するため、現場後代検定を行った。
② 雌牛群整備のための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。

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
の育種価を早期に推定することとし、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 褐毛和種の候補種雄牛の能力を把握するため、現場後代検定を開始した。

【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、優良な種雌牛を供給するなど、計画どお
雌牛等を供給する。 り順調に実施した。

《説明》
【年度計画】
（ウ）肉用牛の改良・増頭に資する 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

ため、供給可能な種雌牛等につ 情報を提供した。
いて情報提供を行い、優良な種 ② 放牧推進のため、供給可能な放牧経験牛名簿を作成し、農協等に提供した。
雌牛等を供給する。 ③ 上記の取組により種雌牛１４６頭（うち放牧推進用として６２頭）を供給

した。また、受精卵８０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２８頭、種雌牛１４６頭及び
目標期間中に８００頭程度供給 受精卵８０個（これらの合計は種畜換算で１９０頭）を供給した。
する。

《説明》
① 後代検定候補種雄牛１３頭、自然交配用種雄牛１５頭、合計２８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１４６頭（うち放牧推進用として６２頭）を供給した。

より、種雄牛や種雌牛等を種畜 ③ 受精卵８０個を供給した。
換算で２００頭程度供給する。 ④ このほか、精液を２４１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
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とともに、雄子牛を生産するなど、計画
材を収集し、牛群を整備する。 どおり順調に実施した。

【年度計画】 《説明》
（オ）肉用牛の遺伝的多様性の確保 ① 肉用牛の遺伝的多様性の確保に資するため、関係県等より第６藤良、栄光

に資するため、関係県等より育 及び３８岩田の遺伝子頻度が高いと見込まれる精液及び受精卵をそれぞれ４
種素材を収集し、雌牛群等を整 ７９本及び５０個導入した。
備する。また収集した育種素材 ② 第６藤良の遺伝子頻度が高いと見込まれる雄子牛を１０頭、栄光の遺伝子
をもとに交配計画を作成し、種 頻度が高いと見込まれる雄子牛を１１頭及び３８岩田の遺伝子頻度が高いと
雄牛造成に係る交配を実施する 見込まれる雄子牛を７頭生産した。
とともに、雄子牛を生産する。 ③ 第６藤良の遺伝子頻度が高いと見込まれる雄子牛３頭、栄光の遺伝子頻度

が高いと見込まれる雄子牛１頭及び３８岩田の遺伝子頻度が高いと見込まれ
る雄子牛３頭について直接検定を実施した。

【特記事項】
遺伝的多様性を確保するための牛群の整備等について積極的に取り組んでおり

評価できる。

【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、主要飼養県である岩手県と意見交換を行い、役割
割分担の見直しについて協議す 分担について検討を行ったほか、関係道県、関係団体等を参集して開催された
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る。 枝肉情報分析利用委員会に参画し、枝肉情報全国データベースでの情報の提供
方法等について検討するなど、計画どおり順調に実施した。

【年度計画】 《説明》
（カ）日本短角種については、関係 ① 日本短角種の主要飼養県である岩手県と意見交換を行い、種雄牛造成を行

道県、関係団体等との役割分担 っていない道県に対する種畜等の供給について検討し、センターが遺伝的多
の見直しについて協議する。 様性を確保するための牛群を整備し、育種改良素材の供給を行うこととした。

② 日本短角種の飼養道県等を参集して開催された枝肉情報分析利用委員会に
参画し、枝肉情報全国データベースの整備及び情報提供方法について検討を
行った。

【特記事項】
遺伝的多様性を確保するための牛群の整備や育種改良素材の供給の実施につい

て積極的に取り組んでおり評価できる。

【中期計画】 ◇豚 Ａ
（３）豚 □全国的な豚改良の推進 ２／２点 （・Ａ・）

□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・）
（３）豚 合計 ６／６点

【特記事項】
豚の育種改良について、引き続き評価手法の改善を行いつつ、遺伝的能力評価

を実施し評価結果を提供するとともに、口蹄疫発生により家畜の移動が制限され
る中、系統豚「ユメサクラ」をはじめとする優良種豚を、積極的にＰＲし、計画
どおり種豚や精液を供給したことは評価できる。

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

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、種豚場等の構成による「遺伝的能
団体、種豚場等の参画を得て、全 力評価普及推進会議」に参画し、遺伝的能力評価の普及の取組等を推進するな
国的な豚の改良に関する会議を開 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
組等を推進する。 《説明》

① 「遺伝的能力評価普及推進会議」に参画し、地域内評価及び全国評価に向
【年度計画】 けた取組状況の報告を行い、推進方策について検討した。
ア 全国的な豚改良の推進 ② 各県で開催された指定種豚場総会、勉強会等に参加し、種豚生産者等に対

して遺伝的能力評価の利用方法や地域内評価に関する説明を行った。
豚の改良に関係する都道府県、 ③ 農林水産省、都道府県、関係団体、生産者及び学識経験者の参画を得て、

団体、種豚場等の参画を得て、全 今後センターが実施する種豚の作出について意見交換を行った。
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
イ 遺伝的能力評価の実施 △血縁関係の構築 ２／２点 （・Ａ・）

△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・）
イ 遺伝的能力評価の実施 合計 ６／６点

【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》関係機関等との連携の下、遺伝的能力評価に参加している種豚場のうち
及びランドレース種の純粋種種 新たに８農場に種豚等を供給し、５５農場の種豚群間の血縁関係を結んだ。
豚群並びに系統豚「ユメサクラ」
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、遺伝的能力評価に参加している種豚
豚群間の血縁関係を結ぶ。 場のうち新たに８農場に種豚及び精液の供給を行った。

② この結果、累計で５５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、５０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】

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》
① 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回収集されたデー

【年度計画】 タについて、毎回遺伝的能力を評価し評価結果を提供した。
（イ）遺伝的能力評価に参加する種 ② 第１回は、２２年３月までのデータに基づき、繁殖形質１２７，９９６頭、

豚場等から収集されるデータに 産肉 形質４０，６０２頭の豚について、２２年４月に評価を行い、参加
ついて、４回遺伝的能力を評価 農家に結果を提供した。
し、評価結果を提供する。 ③ 第２回は、２２年６月までのデータに基づき、繁殖形質１２９，０２５頭、

産肉形質４０，８１６頭の豚について、２２年７月に評価を行い、参加農家
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に結果を提供した。
④ 第３回は、２２年９月までのデータに基づき、繁殖形質１２９，８３２頭、
肉形質４１，０２７頭の豚について、２２年１０月に評価を行い、参加農家
に結果を提供した。

⑤ 第４回は、２２年１２月までのデータに基づき、繁殖形質１３０，７５５
頭、産肉形質４１，３１８頭の豚について、２３年１月に評価を行い、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会議」
る評価の追加を検討するなど、 に参画し、産肉形質の遺伝的パラメータを決定し、評価形質として追加を目指
評価手法の改善を行う。 す肢蹄に関する評価手法並びに地域内評価及び全国評価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。
【年度計画】

《説明》
（ウ）「遺伝的能力評価技術専門委 ① 「遺伝的能力評価技術専門委員会」において、品種別に多形質モデルでの

員会」及び「遺伝的能力評価普 評価を行うことを目的として産肉形質の遺伝的パラメータを決定し、２３年
及推進会議」に参画し、肢蹄に １月評価・公表分から当該パラメータの利用を開始した。
関する評価手法等について検討 ② 「遺伝的能力評価普及推進会議」において、１８年度に作成された「つな
する。 ぎ☆評価基準」に基づき沖縄県家畜改良センターと連携して実施した肢蹄の

調査について報告するとともに、評価手法について検討した。
③ 「遺伝的能力評価技術専門委員会」及び「遺伝的能力評価普及推進会議」
において、バークシャー種の繁殖形質の全国評価及び地域内評価の推進方策
について検討を行った。

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

△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・）
ウ 優良種豚等の生産・供給 合計 ６／６点 （・Ａ・）

【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、収集されたデ
伝的パラメータ推計等のための ータを用いて遺伝的パラメータを推計し、改良目標、育種プログラム等を検討
データを収集するとともに、改 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
討する。 《説明》

① 種豚場に遺伝的能力評価への参加を呼びかけて収集したデータを用いて遺
【年度計画】 伝的パラメータを推計した。

② 新たな系統豚の造成のため、第１世代候補豚の産肉データを収集し、改良
（ア）新たな系統豚の造成及び新た 目標及び育種プログラム等を検討した。ただし、本年度に生産した第１世代

な育種手法の実用化のため、収 候補豚は、ＳＰＦ化のための開腹手術により得た産子であり、このことが産
集されたデータを用いて遺伝的 肉成績に影響を与えたと考えられることから、自然分娩で得られる次世代の
パラメータを推計し、改良目標、 産肉データを収集し、さらに改良目標、育種プログラム等を検討することと
育種プログラム等を検討する。 した。

【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》新たなデュロック種の系統造成に必要な基礎豚として選定された雄豚の
を選定・導入する。 精液を導入し、第１世代候補豚の生産を行うなど、計画どおり順調に実施した。

《説明》
【年度計画】 ① 新たなデュロック種の系統造成に必要な基礎豚として、宮城県の系統豚「し
（イ）新たなデュロック種の系統造 もふりレッド」、全農の系統造成途中世代豚及び民間の保有する筋肉内脂肪

成に必要な基礎豚として選定さ 含有量が高い種雄豚を選定し、精液での導入を行った。
れた種豚等を導入し、第１世代 ② 基礎豚として選定したセンター有系統豚「ユメサクラ」の種雌豚に導入し
の生産を行う。 た精液を交配し、ＳＰＦ化のための開腹手術により第１世代候補豚の生産を

行った。
③ 生産した第１世代候補豚について、発育等により一次選抜を行った。また、
産肉成績による二次選抜を行うため、一次選抜した豚の全きょうだい豚につ
いて産肉検定を開始した。

【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、優良種豚
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３２３頭及び精液４，３４９本（これらの合計は
に、優良な種畜等に関する情報 種豚換算で４０９頭）を供給した。
を提供することにより、中期目
標期間中に種豚換算で１，２０ 《説明》
０頭程度供給する。 ① 育種機関・種豚場の種豚群間の血縁関係を結ぶための基準豚を供給するた

め、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
【年度計画】 及び大ヨークシャー種）の構築を行った。

② 優良種豚に関する情報をホームページ掲載、カタログ送付、ＤＶＤ送付等
（ウ）遺伝的能力評価値を有する純 により提供した。

粋種種豚群を構築するととも ③ この結果、種豚３２３頭及び精液４，３４９本（これらの合計は種豚換算
に、優良種豚に関する情報を提 で４０９頭）を供給した。
供し、種豚換算で４００頭程度
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供給する。

【中期計画】 ◇鶏 Ａ
（４）鶏 □全国的な鶏改良の推進 ２／２点 （・Ａ・）

□優良種鶏の生産・供給 ２／２点 （・Ａ・）
【年度計画】 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。ま
た、センターが保有する劣性白の白色プリマスロック種１系統について黒色遺伝
子を排除するなど、地鶏や銘柄鶏生産のため生産・販売関係者のニーズに応える
取り組みは評価できる。

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

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
及等を推進する。 《説明》

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
【年度計画】 し、国産鶏の改良情報の提供、育種改良技術課題及び普及方策等について各
ア 全国的な鶏改良の推進 機関と意見交換を行った。「卵用鶏部会」では鶏卵流通及び消費者が求める

鶏の改良に関係する都道府県、 卵について意見交換等を行い、「高品質肉用鶏部会」では肉質評価や遺伝子
民間種鶏場等の参画を得て、全国 解析を利用した育種等について意見交換を行った。
的な鶏の改良に関する会議を開催 ② 都道府県等で保有している系統の情報を収集し、ホームページで提供して
し、改良情報の提供、国産鶏の普 いるデータベースの更新を行った。
及等を推進する。 ③ 消費者、生産者、流通業者等から構成される各種協議会に参画し意見交換

を行った。
卵用鶏：国産採卵鶏振興協議会、純国産鶏「岡崎おうはん」振興協議会
肉用鶏：国産鶏種「はりま」振興協議会、純国産鶏種「たつの」振興協議会

【中期計画】 □優良種鶏の生産・供給 Ａ
イ 優良種鶏の生産・供給 △系統数の重点化 －／２点 （・－・）（※19年度で終了）

△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・）
イ 優良種鶏の生産・供給 △産肉能力等の改良等 ２／２点 （・Ａ・）

△優良種鶏等の供給 ２／２点 （・Ａ・）
合計 ８／８点 （※の該当ある場合は１０点）

【中期計画】 （19年度で終了） －
（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
に重点化し、中期目標期間中に、
系統の統合等により、けい養す
る系統数を２割程度削減する。

【年度計画】
（19年度で終了）

【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の情報を収
を推進する。 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いた効率
【年度計画】 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。
（ア）卵用鶏は、２段階選抜を実施

し個体及び家系の情報収集を行 《説明》
う。また、肉用鶏については、 ① 卵用鶏においては、２段階選抜を実施し、個体及び家系の産卵率の情報収
ＢＬＵＰ法を利用した遺伝的能 集を行い、後期産卵率の効率的な改良に努めた。
力評価手法を活用し、効率的な ② 肉用鶏においては、６週齢体重、生存性、産卵率等の経済形質についてＢ
改良を推進するとともに、個体 ＬＵＰ法を利用した遺伝的能力評価値を基に選抜を行い、効率的な改良に努
識別システムを用いた育種手法 めた。
の検討を行う。 ③ 肉用鶏の個体識別システムでは、バーコードを利用して個体ごとの産卵記

録を自動的にパソコンに記録するシステムとした。

☆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系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。
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層改良する。
《説明》

【年度計画】 ① 赤玉系については、ロードアイランドレッド種及び白色プリマスロック種
について、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

（イ）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は、ＤＮＡマーカーによる選抜に向けてデータ収集と
び卵殻質等に着目して造成した 解析に取り組んだ。
白玉系２系統の産卵能力等を一
層改良する。

【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、劣性白に着目して
に着目して造成した２系統及び 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良す
遅羽性に着目して造成した１系 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、計
統の産肉能力等を一層改良する 画どおり順調に実施した。
とともに、劣性白系統の赤褐色
遺伝子の固定化を図る。 《説明》

① 肉用鶏の白色コーニッシュ種、赤色コーニッシュ種及び白色プリマスロッ
【年度計画】 ク種の各系統について、産肉能力の改良を行った。
（ウ）肉用鶏について、低脂肪に着 ② 現在保有の劣性白２系統は、羽色に関するものとして劣性白遺伝子のほか

目して造成した２系統、劣性白 に、赤褐色又は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
に着目して造成した２系統及び 者か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、２１年度に
遅羽性に着目して造成した１系 引き続き遺伝子解析及び選抜を行い、１系統について赤褐色遺伝子に固定し、
統の産肉能力を一層改良すると もう１系統について赤褐色遺伝子の固定化を進めた。
ともに、劣性白系統の赤褐色遺
伝子の固定化を進める。

【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（ウ）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１２，４４４羽及び種卵８２，７４２個
種卵換算で６００千個程度供給 （これらの合計は種卵換算で１４３，２７９個）を供給した。
する。

《説明》

【年度計画】 ① 卵用鶏及び肉用鶏について、ホームページや「鶏改良推進中央協議会」で
（エ）上記（ア）から（ウ）までに の資料配布や利用者との懇談会等の開催により、保有する優良種鶏について、

より、優良な種鶏について情報 品種、配布時期等の情報提供を行った。
提供を行い、種卵換算で１２０ ② 種卵換算で卵用鶏は７６，０５４個、肉用鶏は６７，２２５個、合計１４
千個程度の種鶏の供給を行う。 ３，２７９個を供給した。

【中期計画】 ◇その他の家畜 Ａ
（５）その他の家畜 □めん羊等の飼養者への技術指導等 ２／２点 （・Ａ・）

□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・）
（５）その他の家畜 合計 ６／６点

【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、山羊、実験用小型ヤギ及び実験用ウサギについて、人工授精用
記第１の１の（１）のとおり、民 凍結精液等の保管・供給や飼養者への技術指導等の支援を行うなど、計画どお
間等を中心とした種畜供給体制に り順調に実施した。
移行し、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 《説明》
支援を行う。 ① めん羊、山羊及び実験用小型ヤギについては、人工授精用凍結精液の保管

・供給を行うとともに、人工授精等講習会の開催、研修生の受入等により飼
【年度計画】 養者への支援を行った。

② 実験用ウサギについては、凍結受精卵の作成を行い生体での保存を中止し
ア めん羊、山羊、実験用小型ヤギ た。

及び実験用ウサギについては、人
工授精用凍結精液等の保管・供給
や飼養者への技術指導等の支援を
行う。

【中期計画】 □実験用小型ブタの系統造成 Ａ
【事業報告】

イ 実験用小型ブタについて、小型 《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
系統及び中型（ヘアレス）系統の ス系（淡色系、貧毛系）の造成を完了するなど、計画どおり順調に実施した。
造成を行う。

《説明》
① 小型系（交雑種）及び中型ヘアレス系（淡色系、貧毛系）について造成を

【年度計画】 完了し、プレスリリース、第４４回実験動物技術者協会総会における口頭発
イ 実験用小型ブタについて、小型 表等により造成した系統の情報提供を行った。

系統及び中型（ヘアレス）系統の ② （社）日本実験動物協会と実験用小型ブタの普及に関して意見交換を行っ
造成を行う。 た。

③ 医科系大学へ、調査豚８４頭を供給した。
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【中期計画】 □馬の種畜等の供給 Ａ
【事業報告】

ウ 馬について、飼養規模を縮小し 《総括》馬について、５０頭程度の成雌馬の飼養規模を維持するとともに、優良
つつ、種畜及び人工授精用精液の 種畜等の供給に関する情報提供を行い、１８頭の種畜を供給するなど、計画ど
供給を行う。 おり順調に実施した。

【年度計画】 《説明》
① 効率的な改良増殖を行うため、人工授精技術の普及や優良種畜の精液供給

ウ 馬について、成雌５０頭程度を に努めつつ、５０頭程度の成雌馬の飼養規模を維持した。
維持する。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、１０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１０頭を供給し、精液に
行う。 ついては５７１本を供給した。

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

□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、一定年数以上の経験を有する者の中から、的確に検
を種畜検査員として任命する。 査を実施できる者を種畜検査員として任命するなど、計画どおり順調に実施し

た。

【年度計画】 《説明》
ア 一定年数以上の経験を有する者 ① 種畜検査員として２２年度に新たに１１名を任命した。また、異動により

の中から、的確に検査のできる者 １６名を免じた。この結果、２２年度末現在の種畜検査員は１２０名となっ
を種畜検査員として任命する。 た。

② ２３年度に種畜検査員として任命することが見込まれる職員（７名）を対
象に、種畜検査員養成のための研修会を実施した。

【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５，５９９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】 センターが行う、毎年１回実施する定期検査及び海外からの輸入若しくは適
イ 申請のあった種畜の全頭（５， 用除外の島からの移入種雄畜を対象に行う臨時検査に対して申請のあった種畜

５００頭程度）について種畜検査 は、乳用牛８６６頭、肉用牛１，６７６頭、馬８４１頭及び豚２，２１６頭の
を的確に実施する。 計５，５９９頭であり、これら全頭について検査を実施した。

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

□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、遺伝資源の追加収集１２
分担して行う。 点、継続保存８４点及び特性調査☆２７点を行うなど、計画どおり順調に実施

した。
【年度計画】

《説明》
ア 独立行政法人農業生物資源研究 ① 遺伝資源の追加収集については、めん羊８点、山羊１点、ウサギ２点及び

所（以下、「生物研」という。）と 馬１点の合計１２点を実施した。
連携しつつ、８場で分担し、遺伝 ② 遺伝資源の継続保存については、牛２４点、豚４点、鶏１７点、馬５点、
資源の追加収集１２点、保存８４ めん羊１１点、山羊１９点及びウサギ４点の合計８４点の保存を２１年度に
点、特性調査２７点を行う。 引き続き実施した。

③ 特性調査については、牛１点、豚１点、鶏１０点、馬５点、めん羊８点及
び山羊２点の合計２７点を実施した。

【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》ウサギの保存形態を生体から凍結受精卵へ移行するなど、計画どおり順
凍結受精卵へ移行する。 調に実施した。

【年度計画】
イ 保存形態について、ウサギは生 《説明》

体から凍結受精卵へ移行する。 ① ウサギについて、凍結受精卵１５２個を生産し、過去生産分も含めて６６
２個確保した。

② これにより、生体の飼養を中止し、凍結受精卵による保存形態に移行した。

【中期計画】 ◇飼養管理の改善 Ｃ
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（８）飼養管理の改善 【事業報告】
政策課題に対応した家畜の管 《総括》政策課題に対応した家畜の管理技術、飼料の生産・利用技術、放牧利用

理技術、飼料の生産・利用技術、 技術等の改善に努め、畜産関係者にその成果を情報提供するための実証展示等
放牧利用技術等の改善に努め、 を行った結果、８１５名の畜産関係者を受け入れた。
畜産関係者にその成果を情報提
供するための実証展示等を行 《説明》
い、見学者を毎年１，５００名 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、乳用牛
以上受け入れる。 へのトウモロコシホールクロップサイレージの多給技術の実証、イアコーン

サイレージの生産利用技術の開発、放牧促進の技術指導等に取り組んだ。
【年度計画】 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
（８）飼養管理の改善 ・コスト低減対策支援提案事業」を実施し、「飼料ロスを減らし、山羊にも

政策課題に対応した家畜の管 やさしい開閉式の円筒形草架」、「簡易草地更新機の改造」、「ケンブリッジロ
理技術、飼料の生産・利用技術、 ーラーの改造」の３件を採択して技術改善に取り組んだ。
放牧利用技術等の改善に努め、 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、８１
畜産関係者にその成果を情報提 ５名の畜産関係者の見学を受け入れた。
供するための実証展示等を行 ④ センターのホームページや技術展示会などで、見学者の受入を行っている
い、見学者を１，５００名以上 ことを公示してきたところであるが、今年度は宮崎県における口蹄疫の発生、
受け入れる。 全国各地での高病原性鳥インフルエンザの発生、宮崎県における新燃岳の噴

火、東日本大震災と我が国の畜産基盤を揺るがすような事故の発生が続いて
いたため、見学者の受入を積極的にＰＲできる状況にはなく、また畜産関係
者も事故対応に追われたため、目標を下回る結果となった。

【特記事項】
見学者を1,500名以上受け入れる計画に対し、受入見学者数が815名と計画を下

回った（54.3%）ことからＣ評価とした。22年度実績が前年度実績を下回ってい
るものの、22年度後半には前年度程度に回復していること等を踏まえると、22年
4月に10年ぶりに発生した口蹄疫などの家畜伝染性疾病対策として、畜産関係者
が家畜防疫の徹底の一環として、畜産関係施設への立入を自粛していたことが主
な原因であると考えられる。

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

関係機関と、データの効率的 《総括》情報提供先である関係機関等との意見交換を行う中で、提供した情報の
な提供及び活用方法、関係団体 活用方法や情報提供に対する要望を把握するなど、これまでの情報提供の取組
の保有情報と個体識別データと 等に対する検証を行うとともに、２２年度の更なる有効活用の取組みとして、
の連携等について協議・検討 ①新たな食肉流通業者への情報提供先の追加、②「牛最長飼養地検索システム」
し、必要なシステムの開発、改 の更なる利用を図るための情報提供方法の変更、③畜産団体が食肉の需給予測
善、普及等を行い、蓄積された を行うための情報提供を行うなど、計画どおり順調に実施した。
データの有効活用を図る。

【年度計画】 《説明》
（９）家畜個体識別事業の推進 ① 情報提供先である畜産関係団体、食肉流通業者等と合計１３回の意見交換

関係機関等と意見交換を行う を行う中で、提供した情 報の活用方法等を確認するとともに、情報提供に
中で、これまでの情報提供の取 対する要望等を把握するなど、これまでの情報提供の取組等に対する検証を
り組み等に対する検証を行うと 行った。
ともに、牛個体識別台帳やこれ ② ２２年度の更なる有効活用の取組みとして、
に関連する情報等データベース ａ 自社内システムにおいて牛個体識別情報の利用を要望していた新たな食
に蓄積されたデータの更なる活 肉流通グループ企業と打合せを行い、データの二次加工が可能なＸＭＬ形
用方法等を検討し、有効活用を 式での情報提供を行った。
図る。 ｂ 牛個体識別情報を活用して国産牛肉の原産地が確認できる「牛最長飼養

地検索システム」の利用拡大を図るため、当システムの利用者である食肉
流通業者等と打合せを行い、利用者が要望するデータ方式での情報提供に
変更した。

ｃ 新たに農畜産業振興機構が実施することとなった「食肉の需給予測」に
おいて、牛個体識別情報の有効活用が図られるよう、事前の打合せにより
要望に応じた牛個体識別情報の提供を行った。

ｄ 口蹄疫発生に伴う農家支援対策である子牛出荷遅延緊急対策事業及び肥
育牛出荷遅延緊急対策事業の実施にあたって牛個体識別情報を提供すると
ともに、県等が行う口蹄疫関連対策等に対して情報提供を行った。
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（○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

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

◇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。
【特記事項】

飼料作物の増殖に必要な種苗の生産及び供給について、輸入穀物飼料への依存
度を小さくするための自給飼料増産のもととなる国内育成優良品種種苗の確実な
供給、普及に向けた実証展示ほ場の設置及び飼料作物遺伝資源の保存に引き続き
努められたい。

【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》行政分野から品種の普及状況、品種育成分野から新品種育成状況、需要
・系統及び需要の高い品種の優 分野から需要状況に関する情報をアンケート調査等により入手し、この情報
先的な生産、一定量の在庫確保 を踏まえ、飼料作物種苗の年間需要、適正在庫量及び種苗の生産体系を勘案
等により、毎年度２０トン程度 し、３４品種１６トンの種苗の生産を行い、在庫種子と合わせて２６トンを
の採種用等種苗の供給能力を維 確保した。
持する。

《説明》
【年度計画】 ① 飼料作物種子調整会議及び畜産草地試験研究推進会議において、品種の普
（１）行政分野から品種の普及状況、 及状況及び新品種・系統の育成状況を入手した。

品種育成分野から新品種育成状 ② （社）日本草地畜産種子協会が会員に対して行った採種の予約数量アンケ
況、需要分野から需要状況に関 ート調査により、同協会から需要量等の回答を得た。
する情報をアンケート調査等に ③ これらに基づき、３４品種１６トンの種苗を生産し、２２年度当初在庫数
より入手する。この情報を踏ま 量と合わせて、１４３品種７７トンの最大供給可能量を確保した。
え、飼料作物種苗の年間需要、 ④ これにより２２年度供給能力として１４３品種２６トンを確保した（品種
適正在庫量及び種苗の生産体系 ごとに３年に１度程度の種苗生産になることから、２２年度供給能力は、最
（土地の制約から品種毎には３ 大供給可能量の１／３となっている。）。
年に１度程度の種苗生産となる） ⑤ 種苗の供給については、（社）日本草地畜産種子協会ヘ２９品種７．３ト
を勘案し、３０品種１３トン程 ン、都道府県へ２５品種２．０トン等需要に応じて６０品種１０．４トンを
度の種苗の生産を行い、在庫種 供給した。
子と合わせて２０トン程度の供 ⑥ 普及担当者が出席する地方農政局主催会議、地域の生産者等が出席する現
給能力を確保する。 地検討会、ホームページ等を通じた優良品種の紹介等の普及拡大対策を実施

した。

【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、国際水 《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、精選歩留
準に適合する高品質な種苗の生産 まりを向上させる精選技術の調査及びヒートショック処理を利用した害虫防除
及び供給を行う。 法の調査を実施し、成果の取りまとめを行い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 採種量を向上させるためには、栽培管理技術の改善と併せて、確実に夾雑

種苗の生産及び供給を行うため、 物等を除去しつつ精選歩留まりを高める精選技術の改善が必要である。この
精選歩留まりを向上させる精選 ため、精選歩留まりを高めることよりも純種子を確実に確保することを意識
技術の調査及びヒートショック して稼働させてきたディスクセパレーターについて、精選状況を調査し、取
処理を利用した害虫防除法の調 扱い方法の見直しを検討することとした。
査について、成果の取りまとめ ２１年度の調査の結果、従来最も粒度が大きい分画のみの選別種子を精選
を行う。 種子としてきたが、これまで廃棄の対象となっていた他の３種類の分画にお

ける選別種子についても、草種・品種によっては精選種子とする可能性が示
唆された。
このため、２２年度は２草種４品種について従来廃棄していた分画の一部

を製品に取り込む精選を実用規模で実施し、精選歩留まりを従来比２～５０
％向上させることが確認できた。

② ハウスによるマメ科牧草の採種では、アブラムシの発生が著しいことから
年５回程度の農薬散布を行っているが、薬剤耐性獲得等の問題があり、代替
技術の確立が重要となっている。このため、キュウリにおけるヒートショッ
ク処理（施設の短時間密閉による４５℃程度の高温反復処理で害虫を抑制す
る技術）のマメ科牧草の採種への適用の可能性について検討することとした。
２１年度の調査結果では、アルファルファを栽培するハウスの窓の開閉を

調節し室温を上昇させることで、一定のアブラムシの減少が認められたもの
の撲滅するには至らず、しかも、高温障害により採種量が４割程度低下した
ことから、温度制御の手法等の問題点の改善が求められた。
このため、２２年度は、先ず、適切な処理温度及び時間を把握するための

調査を行い、４５℃前後で３０分間処理することが適当と認められた。
次に、実用規模のハウスで、４５℃前後３０分の処理を行うため、小型送

風機とポリダクトを利用してハウス内の温度制御に取り組んだが、この処理
条件の維持は困難であることが確認された。
このため、ヒートショック処理のマメ科牧草の採種への実用化は困難と考

えられた。
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【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》都道府県の試験場の協力を得て品種特性情報のデータベースを更新し、
力を得て、品種特性情報のデー 需要が高い２０１品種の情報提供を行った。また、１２カ所の実証展示ほ場の
タベースを更新し、２００品種 設置又は設置への協力を行うとともに、現地指導を行うなど、計画どおり順調
以上の情報提供及びデータベー に実施した。
ス活用の拡大を図るとともに、
実証展示ほ場の設置又は設置へ 《説明》
の協力を行う。 ① 都道府県等の試験場の協力を得て、奨励品種選定試験で得られた飼料作物

の品種特性等に関するデータを延べ１，１４７品種収集し、データベ ー
【年度計画】 ス入力を行った。
（３）都道府県の試験場の協力を得 ② データベース入力を行った品種のうち、公表基準（複数の試験で品種特性

て品種特性情報のデータベース 等に関するデータが得られた品種）を満たしたデータの信頼性の高い２０１
を更新し、需要が高い品種等２ 品種について情報の提供を行った。
００品種以上の情報の提供を行 ③ ６０カ所の都道府県、研究機関等に、更新したデータを提供した。
う。 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

また、９カ所以上の実証展示 に関する現地調査を実施し、１２カ所の飼料作物実証展示ほ場の設置又は設
ほ場の設置又は設置への協力を 置への協力を行うとともに、栽培技術等の現地指導を行った。
行うとともに、現地指導を行う。

【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☆４２１系統、種子
し、関係牧場で分担して行う。 再増殖☆☆１２９系統及び特性調査☆☆☆１２９系統を行うなど、計画どおり順調

に実施した。
【年度計画】
（４）生物研と連携しつつ、栄養体 《説明》

保存４００系統、種子再増殖１ 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）
００系統及び特性調査１００系 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４２１系統を実
統程度に取り組む。 施した。

② 種子再増殖は、３牧場で１２９系統を実施した。
③ 特性調査は、３牧場で１２９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）

評 価 項 目 達 成 状 況

第２－３ 飼料作物の種苗の検査 ○飼料作物の種苗の検査 Ａ
◇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 （・Ａ・）

【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
（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》品質管理マニュアルに基づく内部監査等を行い、検査実施の適正化の確
検査手順や責任の明確化を図る 保を図り、ＯＥＣＤ種子制度等に基づくほ場検定、種子検定及び事後検定をそ
ことにより、ＯＥＣＤ種子制度 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
に実施する。 《説明》

① 品質管理マニュアルに基づく内部監査、チェックサンプリング等を行い、
【年度計画】 検査手順の確認、責任の明確化をするとともに作業手順書の改訂や新規文書
（１）検査の内部監査を行うことに の制定を行った。

より、検査実施の適正化の確保 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
を図り、次の区分の検査を確実 て、ＯＥＣＤ種子制度及び国際種子検査規程に基づき、ほ場検定８１件、種
に行う。 子検定１２９件及び事後検定６３件をそれぞれ的確に実施した。
① ほ場検定生産ほ場において
花粉汚染源からの隔離が確保 ☆ＩＳＴＡ
されているか等について検定 ＩＳＴＡ（International Seed Testing Association:国際種子検査協会）

② 種子検定 生産された種子 認定は、ＩＳＯ１７０２５に準拠した「ＩＳＴＡ種子検査所認定基準」の要求
について、雑草や他作物の種 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
子混入率が基準の範囲内であ 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
るか等について検定 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

③ 事後検定 生産された種子 一の飼料作物種苗のＩＳＴＡ認定検査所として、通常の種子検査において発芽
をほ場で栽培し、出穂期等品 検査などの６種類の検査が認定範囲となっている他、２００８年のＩＳＴＡ外
種の特性が損なわれていない 部監査においてＧＭ種子検査についても認定範囲として認められた。ＧＭ種子
かについて検定 検査のＩＳＴＡ認定は国内初である。

【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、海外等で行われている検査手法等に関する情報
への技能確認検査）等を実施す 収集結果に基づいた効率的な事後検定手法の実施結果を検証し必要な改善を行
る。また、海外で行われている うなど、計画どおり順調に実施した。
検査手法等に関する情報収集を
行い、検査精度の向上等を図る。 《説明》

① 検査精度を確保するため、検査担当職員（１６名）を対象にレフリーテス
【年度計画】 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
（２）検査担当者を対象に、種子検 を図った。

定のレフリーテストを行うとと ② 品質保証システムに基づく研修として、１３部門（機器、消耗品、純種子
もに、実技等の研修を行う。ま 率、発芽率、ＤＮＡ抽出等）の座学及び実技研修を実施し、検査者の育成を
た、事後検定の効率化を検討す 図った。
るため、海外等で行われている ③ 事後検定について、牧草類の検定手法を点播から海外で行われている効率
検査手法等に関する情報収集結 的な条播に変更して実施した。また、２２年度から、トウモロコシ、ソルガ
果に基づいた効率的な検査証明 ム及びえん麦について、ＯＥＣＤ種子スキームに新たに参加したことから、
手法の実施結果を検証し、必要 これらについても事後検定を行った。
な改善を行う。 ④ ２２年度に行われた事後検定の結果に基づき、栽培管理等に関する問題点

を整理して作業手順書を作成し、この作業手順書に従い２３年度検定用の播
種を行った。

【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》検査体制等の再確認等を行った結果、種子純度検査及び発芽検査の検査
査の検査試料入手から結果通知 試料入手から結果通知までに要する期間（国際種子検査規程に定められている
までに要する期間（国際種子検 最低限必要な検査日数を除く。）について、平均３．４日であった。
査規程に定められている最低限
必要な検査日数を除く｡)につい 《説明》
て、平均５日程度（営業日）と ① 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
する。 用し、証明書の作成作業を効率的に行った。

② ＯＪＴ（On-the-Job Training）により、中堅職員が若手職員の育成を行
【年度計画】 った。
（３）検査体制等の再確認等を行い、 ③ ＯＪＴを行ったことから、検査結果通知までに要する期間は、平均３．４

種子純度検査及び発芽検査の検 日（営業日）と前年度より短くなり年度計画を達成した。
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
に定められている最低限必要な
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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、新品種育成機関等との調
程度（標準品種を除く。）の地域 整を行い、６７系統の地域適応性等の検定試験を実施し、試験結果を系統選抜
適応性等の検定試験を実施する。 用資料、品種登録審査用資料等として新品種育成機関に提供した。

【年度計画】 《説明》
（４）飼料作物優良品種の育成・普 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

及に資するため、新品種育成機 畜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、
関等との調整を行い、６０系統 イネ科牧草８系統、マメ科牧草１２系統及び青刈類４７系統、合計６７系統
程度の地域適応性等の検定試験 を対象に実施した。
を実施し、試験結果を系統選抜 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
用資料、品種登録審査用資料等 新品種育成機関に提供した。
として育成機関に提供する。 ③ これらの試験結果（過年度の試験結果を含む）等を用いて、イネ科牧草１

系統及び青刈類８系統が新品種として２２年度に出願公表されるとともに、
青刈類７系統が２３年度種苗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）

評 価 項 目 達 成 状 況

第２－４ 調査研究 ○調査研究 Ａ
◇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。
【特記事項】

調査研究について、様々な課題に継続的かつ積極的に取り組んでいることは評
価できる。特に繁殖技術の改善及び問題点（受胎率の低下等）の解決に向けた取
り組みで得られた知見については、積極的に生産現場へ普及するよう努められた
い。また、調査研究については、引き続き課題の重要度や目標の到達度を評価し、
重点化を図ることにも努められたい。

【中期計画】 ◇育種改良関連技術 Ａ
（１）育種改良関連技術 □生産性等に影響する遺伝子の究明等 ２／２点 （・Ａ・）

□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
ア 生産性等に影響する遺伝子の究 △生産性に関する形質 ２／２点 （・Ａ・）
明と選抜への応用 △生産物の品質に関する形質 ２／２点 （・Ａ・）

△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として、乳用牛の生時体重、牛の過剰排卵反応性、
る。 豚の繁殖性及び鶏の腹腔内脂肪量について、ＤＮＡマーカーを分析し候補遺伝

子の探索と機能解析を行うなど、計画どおり順調に実施した。
【年度計画】
（ア）生産性に関する形質として、 《説明》

乳用牛の乳房炎、豚の繁殖性等 ① 難産や産子の損耗を予防するため、乳用牛の生時体重は適正な範囲にある
について、ＤＮＡマーカーを分 ことが望ましいことから、その遺伝的改良が期待されている。この生時体重
析し、候補遺伝子の探索と機能 について、培養細胞を用いウシ第３番染色体上に特定した候補遺伝子の機能
解析を行う。 解析を行ない、細胞増殖との関連を確認した。

② 優良な雌牛から多くの子牛を生産するためには、ホルモン投与により多く
の卵子を排卵させる過剰排卵処理に対する反応性を改善する必要がある。こ
の過剰排卵反応性について、これまでに特定した遺伝子について効果を再確
認するとともに、黄体ホルモンレベルを測定し、遺伝子型による違いを確認
した。

③ 養豚経営において１頭の雌から多数の子豚が生産されることが重要であ
り、子豚の数については卵巣の黄体数が一つの指標となる。この黄体数につ
いて、これまでに特定した遺伝子について組織間の遺伝子発現を調査し、脳
と同様に卵巣においても発現の多いことが確認された。

④ ブロイラー経営においては、飼料効率向上のため一般に食べることのない
腹腔内脂肪の少ない鶏の作出が期待されている。この腹腔内脂肪の量につい
て、これまでの調査で利用可能と判断されたＤＮＡマーカー周辺についてマ
ーカーを増やして再解析したところ、２ヶ所の染色体領域に腹腔内脂肪の量
との関連を認め、選抜の可能性が示唆された。

【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、肉用牛の脂肪酸組成及び脂肪交雑並
究明する。 びに豚の筋肉内脂肪量及び鶏の卵質(肉斑)について、ＤＮＡマーカーを分析し

候補遺伝子を探索するなど、計画どおり順調に実施した。
【年度計画】
（イ）生産物の品質に関する形質と 《説明》

して、肉用牛の脂肪交雑、鶏の ① 牛肉の美味しさには、筋肉中への脂肪の入り方の指標である脂肪交雑に加
卵質等についてＤＮＡマーカー え、脂肪の中に含まれる多様な脂肪酸の構成割合（脂肪酸組成）が関連して
を分析し、候補遺伝子の探索と いる。これまでに見出した脂肪酸組成と関連のあるFASN遺伝子の関与を明ら
機能解析を行う。 かにするために、FASN遺伝子由来の脂肪酸合成酵素の脂肪組織における酵素

活性を調査した。また、これら脂肪酸組成と脂肪交雑について、遺伝子探索
を継続し、脂肪酸組成への影響が示唆される染色体領域を複数検出した。

② 豚肉の筋肉内脂肪量は、美味しさなどの食味に影響することから、適度な
脂肪量を持つ豚肉が求められている。これまでに筋肉内脂肪の蓄積に影響を
及ぼす候補遺伝子が見出されていることから、この遺伝子の発現量について
ブタ培養細胞及び生体採取サンプルを用いて調査した。

③ 鶏卵を生食する食習慣がある我が国において、褐色卵に多く見られる肉様
の卵内異物（肉斑）は、消費者に敬遠されることから、その発生を抑える必
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要がある。この肉斑について、候補遺伝子のSNPを探索するとともに、２１
年度の鶏群について形質値とマーカー型との関連を調査した。

【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》家畜の選抜に遺伝子解析情報を用いる技術（遺伝子育種）の実用化を図
行する。 るため、乳用牛の乳房炎抵抗性の実験家系作出並びに豚の筋肉内脂肪量及び繁

殖性に関するＤＮＡマーカーを使って選抜された群（マーカーアシスト導入系）
【年度計画】 の造成と能力調査を継続し、鶏の羽色関連遺伝子解析による選抜を試行するな
（ウ）遺伝子育種の実用化に向けた ど、計画どおり順調に実施した。

家畜の選抜について検討すると
ともに、豚のマーカーアシスト 《説明》
導入系の造成と能力調査、鶏の ① 乳房炎を発症した乳用牛から生産された牛乳は廃棄することとされてお
マーカー選抜の試行を行う。 り、乳房炎の発生の少ない乳用牛、すなわち乳房炎抵抗性を持つ乳用牛の作

出が期待されている。これまでセンターでは、この乳房炎抵抗性に関する２
つの遺伝子を特定してきた。乳用牛の乳房炎抵抗性について、すでに特定し
ている乳房炎抵抗性遺伝子（FEZL）の遺伝子効果検証のための実験家系の作
出を継続した。

② マーカー情報を用いた選抜を実用化するため、豚の筋肉内脂肪量及び繁殖
性に関連するＤＮＡマーカー情報により選抜した豚群について、筋肉内脂肪
量については第４世代同士、繁殖性については第３世代同士を交配した遺伝
子効果検証世代について対象形質の測定を開始した。

③ 地鶏の多くは、在来鶏とブロイラーの種鶏（白色）を交配させて生産され
ており、地鶏生産者からは、地鶏の羽色は有色でしかも統一されていること
が望まれている。このため地鶏生産用の種鶏は能力の高いことに加え交配さ
せた時に有色の子が生まれることが必要とされている。これを実現するため、
遺伝子解析技術を用いて、期待通りの羽色を持つ子どもを産む種鶏の選抜を
試行し、それら種鶏の生産性への影響について調査した。

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

△理化学分析項目を利用した家畜の選抜 ２／２点 （・Ａ・）
【年度計画】 合計 ６／６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》牛肉の香りの評価に適した官能評価手法を明らかにするため、２通りの
の官能評価手法を開発する。 加熱方法を比較するなど計画どおり順調に実施した。

【年度計画】 《説明》
（ア）食肉の適切な食味評価のため 食肉の食味について適切に評価できる官能評価手法の開発が求められてきた

の官能評価手法に関し、評価項 ことから、肉質特性に応じた官能評価の実施条件の検討に取り組んできたとこ
目等、実施方法の改善に取り組 ろである。これまでに、黒毛和種牛肉におけるやわらかさ等の食感の評価手法
む。 としては、ロースト法☆が適していること等を示してきた。２２年度は、黒毛

和種牛肉の香りを評価するのに適した官能評価手法を検討するため、ロースト
法と煮肉法☆☆の２通りの加熱方法について検討したところ、ロースト法の方が
特に「甘い香り」と「脂っぽい香り」を区分して評価するのに適していること
が示された。

【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、牛肉における香りと脂肪酸組成、豚肉における風味と粗脂肪含量の
学分析項目を選定する。 水準及び鶏肉における食感への性別の影響について調査を行うなど、計画どお

り順調に実施した。
【年度計画】
（イ）食肉の官能評価結果と理化学 《説明》

分析結果の関係について分析を 食味に優れた食肉を生産するためには、食味に関与する理化学分析項目を検
継続し、食味に関与する新たな 討し、明らかにする必要がある。これまでに、センターでは粗脂肪含量や剪断
理化学分析項目の調査を行う。 力価☆等が「やわらかさ」等の食感に関与する項目であることを示したが、２

２年度も継続して調査を行い、以下のことを明らかにした。
① 牛肉について、官能特性における「甘い香り」には粗脂肪含量や加熱損失

☆☆が最も強く影響し、次いで一価不飽和脂肪酸（MUFA）等の脂肪酸や脂肪融
点が影響することを示した。また、「甘い香り」に寄与すると考えられてい
る香気成分の生成には、牛肉を空気下一定時間貯蔵し、酸化させることが必
要なことを示した。

② 牛肉の脂肪交雑の形状（サシのあらさ、細かさ）について画像解析を行い、
画像解析項目と官能特性との関係を検討したところ、「甘い香り」には、脂
肪量に次いで脂肪交雑の形状が影響すると考えられた。

③ 豚肉について、「風味の強さ」には粗脂肪含量や多価不飽和脂肪酸（PUFA）
が影響を及ぼすこと、またそれらが「風味の強さ」に違いを生じる水準等を
示した。

④ 鶏肉について、２つの品種、週齢及び部位を用いてそれぞれ剪断力価の測
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定と官能評価を行い、雄の方が週齢が進んでもやわらかく口当たりの評価が
高い場合があるなど、性別による食味への影響を示した。

☆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。
☆☆加熱損失

食肉の物理的特性に関する測定項目の一つで、肉を加熱した場合に肉汁がど
れだけ失われたかを示す値。
70℃の温湯中で1 時間加熱し、加熱前後の肉重量から算出。

【中期計画】 △理化学分析項目を利用した家畜の選抜 Ａ
（ウ）食味に関与する理化学分析項 【事業報告】

目を利用した家畜の選抜につい 《総括》豚の系統造成において、第１世代の粗脂肪含量を測定し選抜の参考とす
て検討し、試行する。 るなど、計画どおり順調に実施した。

【年度計画】 《説明》
（ウ）食味に関与する理化学分析項 デュロック種の系統造成において、「やわらかさ」等に関与する粗脂肪含量

目を利用した家畜の選抜につい （筋肉内脂肪含量）を改良目標の一つとして、基礎豚から生産された第１世代
て検討し、試行する。 の調査豚２９検体の粗脂肪含量を測定し、選抜の参考に用いた。

【中期計画】 ◇繁殖関連技術 Ａ
（２）繁殖関連技術 □胚の生産・保存技術 ２／２点 （・Ａ・）

□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・）
（２）繁殖関連技術 □同一遺伝子を持つ個体の相似性調査 ２／２点 （・Ａ・）

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牛胚の生産性向上について、

生体卵胞卵子吸引技術（OPU ☆）と FSH による卵胞発育処理（FGT）技術を
【年度計画】 組み合わせた方法（FGT-OPU 処置法）について、33 日間で４回 OPU 実施
ア 胚の生産性向上のため、生体卵 する場合の FSH の投与量について調査試験を実施した。
胞卵子吸引技術の高度化に関する また、胚の凍結保存技術の改善を図るため、②牛胚の超低温保存技術の利用
調査試験を行う。また、胚の超低 性の検討では低品質胚のガラス化保存に取り組むとともに、③豚胚のストロー
温保存技術の改善に関する実証試 内マイクロボリューム空気冷却法（MVAC 法）によりガラス化保存した胚の
験を行う。 移植試験において外科的および非外科的移植法の検討に取り組むなど、計画ど

おり順調に実施した。

《説明》
① 牛胚の生産性向上

牛の育種改良では能力の高い特定の雌牛から安定的に胚を確保することが
重要であるが、ホルモン処理をしても胚の回収がしにくい雌牛については超
音波診断装置を用いて卵巣内の卵胞から直接卵子を吸引する OPU 技術が有
効と考えられ、この方法による胚生産技術の改善に取り組んでいる。

21 年度までの調査から、複数の卵胞をまとめて発育させるためには
FGT-OPU 処置法が有効であり、処置後に体外受精を行うことにより牛胚の
生産性が向上することがわかってきている。この方法を用いさらなる生産性
の向上を目的として以下の試験を行った。

ａ 多くの胚を得るべく FGT-OPU 処置を短期間に連続的に繰り返しながら
OPU を行う方法(連続区☆☆☆☆)において、用いる FSH の投与量(20AU と
12AU)を比較した。卵胞数、胚盤胞発生数、培養卵子率、胚盤胞発生率に FSH
投与量の差は認められないことが明らかとなった。

ｂ また、FGT-OPU 処置(FGT-OPU 区)由来の卵子は、体外受精成績が良好
であることがわかってきている。その要因として卵子や発生した胚盤胞につ
いて調べるため、昨年に引き続き FGT-OPU 区由来卵子と対照区由来の卵
子(処置前の OPU 由来の卵子)の違いが卵子の呼吸量に表れるのではないか
と仮定して試験を行った。体外成熟後の卵子の呼吸量は、FGT-OPU 区(n=35)
の卵子が対照区(n=40)に比べ有意に少なく、生体内成熟卵子(in vivo 区、
n=11)により近い値を示した。これにより、体外受精を行うにあたり、呼吸
量が卵子の品質判定を行う上での指標となりえる可能性が考えられた。

ｃ 体外受精し発生した胚盤胞について、一定基準以上の呼吸量の胚を選別し
て移植したところ FGT-OPU 区は対照区よりも高い受胎率を得た。

☆OPU（Ovum Pick Up: 生体卵胞卵子吸引技術）
生体から非外科的に未成熟卵子を採取する技術。牛の腟に超音波プローブを

挿入し、卵巣表面の卵胞を観察しつつ卵子を採取し、採取した卵子は体外受精
に供する。

☆☆OPU-FGT処置法
OPU後に新たに形成される大きな卵胞（主席卵胞:DF）を除去した後、ホルモ

ン（FSH）を投与することで多くの良質の卵子を発育させる処置（下図参照）。
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☆☆☆MVAC法（Micro volume Air Cooling Method）(特許4431754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、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無菌的に胚をガラス化保存する方法。

☆☆☆☆連続区

☆☆☆☆２回区

② 牛胚の超低温保存技術(Cryotop-Straw法)の低品質胚(体内胚)への応用
の検討

ａ 胚の超低温保存において、従来の緩慢凍結法より融解後の生存性や受胎率
が優れ、特別の凍結機も不要であるガラス化法による保存方法が開発されて
きた。従来、ガラス化法は実験室内で加温・希釈する必要があったが、家畜
改良センターではストロー内希釈ガラス化法を開発し、野外で直接移植する
ことが可能となった。しかし、ストロー内希釈ガラス化法では加温・希釈に
あたり熟練を要するという課題があり、より簡便な方法が望まれている。家
畜改良センターでは、20年度までに新たにCryotop☆で 胚をガラス化保存し、
移植ストロー内で加温・希釈する方法(Cryotop-Straw法)を開発した。22年
度にはこのCryotop-Straw法が低品質体内胚に対しても有効かどうかを調査
した。

低品質体内胚を用いて、Cryotop-Straw法、ストロー内希釈ガラス化法及
び緩慢凍結法により保存・加温後24時間培養し、胚の形態を指標とした生存
性と染色による細胞レベルの生存性を調べた。また、Cryotop-Straw法及び
ストロー内希釈ガラス化法により保存・加温した低品質体内胚による移植試
験を行った。胚の保存・加温後の培養後の生存性および染色により評価した
胚の品質は緩慢凍結法が最も劣り、ガラス化の2法は同等の成績であった。
移植試験では、Cryotop-Straw法はストロー内希釈ガラス化法よりも高い受
胎率を示した。これらから、低品質体内胚の保存には操作の簡便さも含めて
Cryotop-Straw法が優れていると考えられた。

☆Cryotopを用いたガラス化法
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。

ｂ 豚胚のストロー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
検討
豚は特定伝染病の影響を受けやすく、育種改良においても生体の移動は制

限されることから、胚による育種素材の導入が望まれている。しかし、豚胚
は牛胚に比べ超低温保存に弱く、牛胚で通常用いられる緩慢凍結法はなじま
ないことから、家畜改良センターにおいて無菌的に胚をガラス化保存するMV
AC法☆の開発に取り組んできた。21年度ではMVAC法を用いることにより良好
な移植成績（外科的移植）が得られた。22年度は移植例数の追加と、非外科
的移植の検討を行った。
移植試験では、外科的移植ではガラス化保存胚を６頭に実施し、４頭の受

胎を確認した。すべてが分娩し、35.7±20.7％という高い子豚生産率を得た。
非外科的移植ではガラス化保存胚および新鮮胚を各5頭の受胚豚に移植した。
ガラス化保存胚を非外科的移植した1頭が受胎したがその後流産した。その
他の豚については不受胎であった。
以上により、MVAC法は有効な保存方法であることを確認すると共に、豚胚

の移植を普及するにあたり有効である非外科的移植については今後も検討し
ていく必要があると考えられた。

【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や受胎率低下の要因調査を行うため、乳

量と発情行動等との関連性、栄養状態の検討並びに分娩前後の血液生化学性状
【年度計画】 の調査を行い、さらに、濃厚飼料の給与方法の改善により分娩後の栄養状態が
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イ 乳用牛における乳量と発情行動 改善する知見を得るなど、計画どおり順調に実施した。
等の関連性及び授精適期について
調査を行う。また、血液性状の調 《説明》
査を行う。 乳用牛の高能力化に伴い、受胎率の低下が生産現場において問題となってい

ることから、その原因を究明し、対応策を検討するため一連の調査を行ってき
た。２１年度から引き続き、２２年度は以下のような調査を行い、結果を得た。

昨年までの成果をふまえ、分娩後 150 日までの乳量、栄養状態（血液生化
学性状を含む）および繁殖成績（歩数計を用いた発情状態、繁殖に関連するス
テロイドホルモン濃度並びに血液生化学性状の推移と受胎の有無）の関連性に
ついて調査した。また、濃厚飼料を与えるにあたって自動給餌器より TMR へ
の依存度を高めた給与方法へ改変することにより、乳量、栄養状態および繁殖
成績がどのように変わるかを調査した。

分娩後 150 日までに受胎した牛は、不受胎の牛に比べ、分娩後の初回排卵
日数、初回発情日数は有意に短かった。受胎した牛の交配時の発情持続時間は
不受胎牛より長く、発情時の総歩数も受胎牛が有意に多かった。乳量、分娩前
後の栄養状態及び血液生化学性状では、乳量、体重の増減、遊離脂肪酸、総コ
レステロール、肝機能関連項目と分娩後の発情回帰や受胎・不受胎との関係に
一定の傾向が得られ、受胎牛では分娩後 30 日における配合飼料の摂取量が有
意に多く、不受胎牛に比べて栄養状態が早期に回復していることが判明した。

一方、TMR への依存度を高めた濃厚飼料の給与方法の改変による飼料摂取
率の改善によって、分娩後の栄養状態回復に良好な効果をもたらすことが確認
され、空胎日数の短縮など、その後の繁殖性にも良好な影響を与えることが確
認された。
以上から、分娩後まもない時期のエネルギーバランスの状況が分娩後の繁殖

機能の回帰等に影響を与えている可能性が考えられ、高能力泌乳牛群の繁殖性
改善に資するための飼養管理手法に寄与できる知見を得ることができた。

【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》体細胞クローン牛の生産効率を改善するため、ドナー細胞の核の初期化

を促進する方法および高品質な卵細胞質を有すると考えられるレシピエント卵
【年度計画】 子を用いて作 出された核移植胚について調査するとともに、各方法において
ウ 体細胞クローン牛の生産効率の 作成した核移植胚の遺伝子発現を調査するなど、計画どおり順調に実施した。
改善に関する調査を行う。

《説明》
体細胞クローン牛の流産や産子の異常等を低減して生産効率を改善するた

め、原因と考えられるドナー細胞の核の初期化の方法やレシピエント卵子の活
性向上に関する試験を行った。
① ドナー細胞の核の初期化の促進方法を検討するため、初期化を促進すると
いわれている TSA ☆)処理について調査した。21-22 年度の試験からは、ド
ナー細胞への TSA 処理が有効であるとの結果は得られなかった。また、ド
ナー細胞への TSA 処理あるいは電気融合後 TSA 処理により作出した核移
植胚の遺伝子発現を調べたが、良好な結果は得られないことが明らかとなっ
た。

② 体外受精で良好な発生率を示し高品質なレシピエント卵細胞質を有すると
考えられる生体卵胞由来の卵子(OPU 卵子)を用いて核移植を行い、核移植
後の胚盤胞発生率等、胚盤胞の酸素消費量や胚盤胞の遺伝子発現を検討する
ため、FSH を投与(FSH(+))あるいは無投与(FSH(-))で採取した OPU 卵子か
ら作出した核移植胚を比較した。胚盤胞発生率に差はなかったが FSH 投与
牛から採取した卵子をレシピエントにすることにより胚盤胞の酸素消費量は
上昇し、体外受精胚により近い値に改善された。遺伝子発現では、エネルギ
－代謝に関与する遺伝子において対照とした通常の体外胚と比べ過剰な発現
が観察されたが、妊娠維持に関与するインターフェロン・タウの発現は上昇
し、FSH 投与牛から採取した卵子をレシピエントにすることで受胎性の高
い核移植胚が作出できる可能性があると考えられた。
一方、融合後にカルシウムイオノフォアで活性化処理することにより、核

移植胚の発生率が改善されることが明らかとなった。
☆TSA：(トリコスタチンA)
ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)の阻害剤。体内由来胚に比べ核移植胚では、

ヒストンの過度の脱アセチル化が報告されており、TSAによりHDACを阻害し、
遺伝子発現をより体内由来胚に近づけることにより、核移植胚の正常性が向上
すると考えられている。

【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》生産時期の異なる体細胞クローン牛を用いて、卵巣動態および過剰排卵
れらを利用した調査試験に取り組 処理に対する反応性について調査を行うなど、計画どおり順調に実施した。
む。

《説明》
【年度計画】 家畜改良センターでは、これまで体細胞クローン牛同士の似通い（相似性）
エ 作出した体細胞クローン牛を用 について調査を行ってきており、一定の相似性を確認してきたところである。
いて、過剰排卵処理に対する反応 ２１年度まではほぼ同一の時期に生まれた黒毛和種体細胞クローン牛（１３年
性について調査を行う。 度産、卵丘細胞由来）5 頭(CB1-5, ２１年度は４頭)により体細胞クローン牛の

過剰排卵処理に対する反応性について相似性やこれを利用した調査試験に取り
組んできた。
２２年度では、これら 5 頭(CB1-5)と同一のドナ－細胞由来で２１年度に生

産された体細胞クロ－ン牛(CB6,育成牛)を対象として春機発動、卵巣における
卵胞と黄体の推移、2 つの方法で行った過剰排卵処理を調べ､１３年度産 5 頭
の育成時での成績と比較し、受精した胚は正常胚まで発育することを確認した。
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【中期計画】 ◇飼養管理関連技術 Ａ
（３）飼養管理関連技術 □先進的な家畜管理システム －／２点（・－・）（※19年度で終了）

□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・）
（３）飼養管理関連技術 合計 ４／４点（※の該当ある場合は６点）

【中期計画】 （19年度で終了） －
ア 搾乳ロボット等を活用した先進
的な家畜管理システムについて調
査する。

【年度計画】
（19年度で終了）

【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》牧草の生長を簡易的に計測する器具ライジングプレートメータ（RPM）
ステムについて調査する。 を用いた省力的かつ土地生産性の高い放牧計画作成についての検討を計画どお

り順調に実施した。また、体質制御☆手法を用いた放牧肥育技術の開発のため、
【年度計画】 初期成長期に高栄養飼養を行った放牧肥育牛について、牛肉の理化学分析及び
ア 牧草成長と採食量がマッチング 官能評価などの産肉性調査を計画どおり順調に実施した。
した省力的かつ生産性の高い放牧
方式の検討を行う。 《説明１》

放牧においては、高い牧草生産性を維持しながら家畜の健全な発育を図るた
め、牧草生長量と家畜採食量を一致させることが重要である。本調査では、牧
草現存量を簡便に測定できるRPMを用いて、適正な放牧強度が維持できる放牧
計画（放牧カレンダー）を省力的に作成するための手法を検討し、放牧カレン
ダー作成モデルを開発した。
① 月毎（5～11月）にRPM値を牧草乾物重に変換する推定式を作成した。9月
の検量線の傾きとその他の月の検量線の傾きの差を検定した結果、有意な差
は認められず、9月の検量線が他の月にも当てはめられることが示唆された。

② 毎月末に坪刈を行い月別の牧草生産量を調査した。年３回（４月末、６月
末、８月末）施肥区に比べ年２回（６月末、８月末）施肥区の月別生産の変
動が小さく放牧計画が立てやすいことが分かった。

③ RPM高の定点調査を行い牧草量別の生長速度を表す生長曲線を作成した。
生長曲線からペレニアルライグラスの生長速度は牧草現存量が165gDM/m2（R
PM高では14cm）の時に最大となる生長曲線を描くことが分かった。

④ 牧草の月別生長量および生長曲線を用いて月毎の生長曲線を作成した。
⑤ 放牧カレンダー作成モデルを放牧草地における放牧最適化仮説を基に構築
した。本モデルでは放牧期間中の牧草生産を最大とし、もっとも効率的に家
畜を飼養するために適正な放牧圧となる放牧頭数を算出している。放牧にお
いては、高い牧草生産性を維持しながら家畜の健全な発育を図るため、牧草
生長量と家畜採食量を一致させることが重要である。本調査では、牧草現存
量を簡便に測定できるRPMを用いて、適正な放牧強度が維持できる放牧計画
（放牧カレンダー）を省力的に作成するための手法を検討し、放牧カレンダ
ー作成モデルを開発した。

《説明２》
黒毛和種去勢牛２３頭を用いて、筋肉内脂肪を蓄積しやすい体質にするため、

哺育・育成期に高栄養で飼養（以下、「体質制御」という。）した後、放牧また
は乾牧草主体の肥育を行い、体重、体高等の発育性、枝肉格付及び牛肉の理化
学特性等の産肉性について比較検討した。
① 胸最長筋と半膜様筋の脂肪酸組成は、Ｃ１８以上の長鎖脂肪酸で両区に有
意な差を確認した。体質制御を行った試験区の不飽和度は、対照区よりも有
意に高かった。

② 牛肉の機能性成分の一つであるアミノ酸のカルノシン含量が対照区で有意
に高く、既往の成果報告と同様の粗飼料摂取量との関連性を確認した。

③ 胸最長筋の官能特性では、脂の広がり、甘い香り等の項目において試験区
が高い評価値を示した。

④ 脂肪細胞分化の制御因子である「C/EBPα」、「PPARγ」および「Leptin」
の発現量は、両区とも育成期で高くなる傾向がみられた。また、脂肪細胞分
化制御因子群の「ＳＣＤ」と「Ｇ６ＰＤ」の発現量は、試験区の育成期で有
意に高くなった。

以上のことから、初期成長期の体質制御は、粗飼料主体で肥育された牛の
粗脂肪含量、脂肪酸組成およびアミノ酸含量などに一定の影響を及ぼすこと
が示唆された。

☆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にすること。このことにより、放牧など粗飼料中
心の肥育でも十分な肥育成績がえられることが期待される。

【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》肉用牛の飼養条件と産肉性等との関係を明らかにするため、黒毛和種去
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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行った肥育試験の調査結果をとりまとめ、公表し
する。 た。

また、資源循環型の窒素成分強化たい肥☆を用いた飼料用トウモロコシと牧草
【年度計画】 （イタリアンライグラス）の栽培比較調査と土壌分析、作物の成分分析を行う
イ 一卵性双子等を用いて飼養条件 など計画通り実施した。
と産肉性等について調査した結果 《説明》
について取りまとめ、公表する。 ① 肉用牛の飼養条件と産肉性等との関係
さらに、資源循環型の窒素成分 牛肉のやわらかさを改善すると考えられるビタミンD3の給与が、黒毛和種

強化たい肥を用いた飼料作物栽培 においてはやわらかさに及ぼす影響は限定的であることを学会に発表した。
に関する調査を行う。 また、肥育開始を７または１０ヶ月齢とし、肥育終了を２４ヶ月齢とした場

合において、肥育開始月齢の違いが産肉性に及ぼす影響は小さいことを見出
し、論文にとりまとめた。

② 窒素成分強化たい肥を用いた飼料用トウモロコシの栽培比較調査たい肥に
かかる資源の循環・再利用を図るため、（財）畜産環境整備機構が開発した
手法により、たい肥化処理の過程で揮散する窒素分を吸引通気により回収し、
完熟たい肥と混合して作成した窒素成分強化たい肥とそれと同等の肥効成分
を持つ化学肥料とを用いて飼料用トウモロコシと牧草（イタリアンライグラ
ス）の栽培比較試験を行い、窒素強化成分たい肥の有効性について調査した。
調査の結果、飼料用トウモロコシと牧草（イタリアンライグラス）の生育

等には有意な差が見られなかったことから、窒素成分強化たい肥の有効性が
確認された。これにより、通常アンモニアガスとして大気中への放出される
窒素の有効利用が図られることが示唆された。

☆窒素成分強化たい肥
吸引通気式たい肥舎によって回収したアンモニアの一部を電気化学的に硝化

し、硝酸アンモニウムとしてたい肥に戻すことにより生産したたい肥。
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（○中項目、◇小項目、□細項目、△微項目、▽微細項目）

評 価 項 目 達 成 状 況

第２－５ 講習及び指導 ○講習及び指導 Ａ
◇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
（１）成果等の情報提供 □学会における口頭発表、論文発表 ２／２点 （・Ａ・）

□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・）
（１）成果等の情報提供 合計 ６／６点 （・Ａ・）

【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
発表、論文発表等を積極的に行う。 いて口頭・ポスター発表及び学会・研究会報で論文発表等を行うなど、計画

どおり順調に実施した。
【年度計画】
ア 調査研究の結果得られた成果に 《説明》
ついては、関連学会における口頭 ① 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４５
発表、論文発表等を積極的に行う。 件を発表した。また、東日本大震災の影響により、１３件の発表が中止さ

れた。
② 学会・研究会報での論文発表等については、調査研究の成果２６題が掲
載された。

【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
技術的知見のうち広く関係者に提 について、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
供することが必要と考えられるも 掲載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、
関係誌への掲載、プレス発表、ホ 《説明》
ームページ掲載等による情報提供 ① マニュアルの作成については、業務成果２件を取りまとめ、配布した。
を積極的に行う。 ② 関係誌への掲載については、調査研究の成果１８件を掲載した。

③ プレス発表については、調査研究の成果３件を発表した。
【年度計画】 ④ ホームページへの掲載については、業務成果１５件を掲載した。
イ 家畜改良、飼養管理、飼料作物 ⑤ 報告書の作成については、業務成果等２件を取りまとめ、配布した。
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
表、マニュアルの作成、関係誌へ て、関連学会における口頭・ポスター発表、学会報・研究会報での論文発表、
の掲載等により、毎年６０件以上 マニュアルの作成、関係誌への掲載を行うなど、１１１件を提供した。
の情報を提供する。

【年度計画】 《説明》
ウ 調査研究等の成果について、関 ① 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４５
連学会における口頭発表、論文発 件を発表した。
表、マニュアルの作成、関係誌へ ② 学会報・研究会報での論文発表については、調査研究の成果２６題が掲
の掲載等により、毎年６０件以上 載された。
の情報を提供する。 ③ マニュアルの作成については、業務成果２件を取りまとめ、配布した。

④ 関係誌への掲載については、調査研究の成果１８件を掲載した。
⑤ プレス発表については、調査研究の成果３件を発表した。
⑥ ホームページへの掲載については、業務成果１５件を掲載した。
⑦ 報告書の作成については、業務成果等２件を取りまとめ、配布した。
⑧ これらにより、合計１１１件の情報を提供した。

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

□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・）
（２）技術の普及指導 □研修生の受け入れ ２／２点 （・Ａ・）

□畜産団体等研修への施設の提供 ２／２点 （・Ａ・）
合計 １０／１０点
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【中期計画】 □中央畜産技術研修の実施 Ａ
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１５講
に、研修生に対して研修環境につ 座開催し、５５１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
いての満足度を調査し、その改善 研修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
に役立てる。 うなど、計画どおり順調に実施した。

【年度計画】 《説明》
ア 農林水産省が策定した中央畜産 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」
技術研修計画に基づき研修を開催 等１５講座を開催し、５５１名が受講した。
し、６００名程度の研修生を受け ② 研修環境に関する満足度調査は、民間事業者へ委託した研修施設の管理
入れるとともに研修環境に対する ・運営業務に関する項目と研修施設の設備に関する項目について、アンケ
満足度を調査し、対応可能なもの ート調査により５段階評価（良い、やや良い、普通、やや悪い、悪い）で
については改善を図る。 実施した（回収率９３％）。

ａ 民間事業者の実施する研修施設の管理・運営業務については、調査項
目のⅠ「清掃・整頓」、Ⅱ「食堂・食事」、Ⅲ「スタッフ対応」に関して、
「良い」、「やや良い」を合計した割合がそれぞれⅠ：９８％、Ⅱ：８３
％、Ⅲ：９０％となり、委託契約で定める基準（Ⅰ：７５％、Ⅱ：６５
％、Ⅲ：７５％）以上の評価を受けた。

ｂ 研修施設の設備については、調査項目（１２項目：教室、宿泊室、食
堂、図書室、ビジネスルーム、教養・集会室、トイレ・洗面所、浴室・
脱衣室、ロビー・階段・廊下、備品、自販機コーナー、その他施設）の
いずれにおいても、「良い」、「やや良い」を合計した割合が８０％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
を対象に、毎年１０回以上の技術 を２９回開催し、１，６６９名の研修生等を受け入れた。
研修会等を開催する。

《説明》
【年度計画】 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２９回開
イ 畜産技術の普及のため、畜産新 催し、１，６６９名の研修生等を受け入れた。
技術等に関する技術研修会、講習 ② 本所にて開催した動物遺伝育種シンポジウム、十勝牧場にて開催した十
会等を１０回以上開催し、１，０ 勝地域畜産シンポジウムなど７件の研修会では、１００名を超える参加者
００名程度の参加者を受け入れる。 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１１９名
れるとともに、研修生に対して研 を受け入れるとともに、受講した研修生に対し満足度調査を実施するなど、
修内容についての満足度を調査し、 計画どおり順調に実施した。
その改善に役立てる。

《説明》
【年度計画】 ① 個別研修は、本所ほか８牧場において、２３機関及び個人から要請のあ
ウ 個別研修については、要請に基 った１１９名を対象に実施した。
づき１００名程度の研修生を受け ② 個別研修の研修生に対する満足度調査では、研修ニーズへのきめ細かな
入れるとともに、研修内容等に対 対応に努めた結果、特に研修内容についての改善要望はなかった。
する満足度について調査し、対応
可能なものについては改善を図る。

【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
入れる。 ともに、大学、都道府県等の依頼により個別研修を実施するなど、２，３３

９名の研修生等を受け入れた。
【年度計画】
エ 上記アからウまでにより、１， 《説明》
７００名以上の研修生を受け入れ ① 中央畜産技術研修を１５講座開催し、研修生５５１名を受け入れた。
る。 ② 畜産新技術等に関する技術研修会等を２９回開催し、研修生等１，６６

９名を受け入れた。
③ 大学、都道府県等２３機関及び個人からの依頼により個別研修生１１９
名を受け入れた。

④ 以上により、年度当初目標１，７００名以上を達成した。

【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
供を行い、可能な範囲で団体主催 り、希望のあった１４団体・機関に対し研修施設等を２６回提供して延べ８
研修会等へ施設を提供する。 ５４名を受け入れるとともに、これらの研修会に延べ３６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】
オ 畜産関係団体に対しては、研修 《説明》
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施設の利用状況等を提示して団体 ① 研修施設の利用希望のあった畜産関係団体等１４団体・機関に対し２６
研修実施希望期間を聴取し、可能 回の施設提供を行い、延べ８５４名の研修生等の受け入れを行った。主な
な範囲で研修施設等を提供する。 研修内容は、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

等であった。
② これらの研修のうち、講師の派遣依頼のあった１２研修会等に延べ３６
名の職員を講師として派遣した。

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

□研修員の受け入れ ２／２点 （・Ａ・）
【年度計画】 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、４名の短期
を長期専門家、短期専門家又は調 専門家及び２名の調査団員を派遣するとともに、他機関所属の専門家の派遣
査団員として可能な限り派遣する。 前研修として青年海外協力隊員候補生１名の研修を行うなど、計画どおり順
また、他機関所属の専門家の派遣 調に実施した。
前研修についても可能な限り要請
に応える。 《説明》

①（独）国際協力機構からの要請に基づき、長期専門家２名、短期専門家４
【年度計画】 名及び調査団員２名を派遣した。
ア 関係機関の要請に応じ、その分 ② また、海外技術協力に係る派遣前研修の受入については、(社)青年海外
野について専門的知識を有する者 協力協会からの要請に基づき、青年海外協力隊員候補生１名の技術補完研
を長期専門家、短期専門家又は調 修を受け入れた。
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、海外から研修員を集団コー
員を可能な限り受け入れる。また、 ス３７名、国別研修３２名受け入れて研修を実施するとともに、受講した研
受講者に対して研修内容及び研修 修員に対し研修内容及び研修環境に関する満足度や要望事項の調査を行い、
環境についての満足度を調査し、 その改善を行う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》
【年度計画】 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
イ 関係機関の要請に応じ、集団コ に基づき５コース計３７名の研修員を受け入れた。
ース及び国別研修を実施し、研修 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
員を可能な限り受け入れる。また、 により、滞在型１２名及び視察型２０名の研修員を受け入れた。
受講者に対して研修内容及び研修 ③ 集団コースの研修員及び２週間以上の滞在型の国別研修員に対して研修
環境についての満足度を調査し、 内容及び研修環境について「非常に良い、良い、普通、悪い、非常に悪い」
それに基づき可能な限り研修の改 の５段階評価で満足度を調査したところ、研修環境のうち食事について４
善を図る。 ３名中４名が「普通」としている以外は、いずれも「良い」以上という評

価であった。
④ 受講した研修員の要望事項については、畜産農家等への「見学」の要望
に対し、受入可能な農家の確保に努めた。また、研修環境に対しては、「食
事」のバリエーションを増やすなど研修員の好みに合うよう対応するとと
もに、英語版の周辺地図や生活情報の提供に努めた。
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（○中項目、◇小項目、□細項目、△微項目、▽微細項目）

評 価 項 目 達 成 状 況

第２－６ センターの資源を活用し ○センターの資源を活用した外部支援 Ａ
た外部支援 ◇家畜、施設等の提供 ２／２点 （・Ａ・）

◇行政機関への協力 ３／２点 （・Ｓ・）
◇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 ９／８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
場合には、可能な限りその求め 《説明》
に応じ、家畜、施設等の提供の 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保
方法により積極的に支援する。 有家畜の生体・種卵等５１件、施設・土地５件及び家畜形質データ等１８件、

合計７４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 Ｓ
（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、全国的な防疫措置の支援等に取り組むなど、
り協力する。 計画どおり積極的に取り組んだ。

【年度計画】 《説明》
（２）行政機関から畜産に関する要 ① 農林水産省からの要請により、宮崎県口蹄疫発生に係る緊急支援を行った。

請があった場合には、可能な限 ａ 口蹄疫防疫措置に係る職員派遣を行った。
り協力する。 ｂ 牛個体識別システムを活用し、直ちに検索等を行い情報提供した。

ｃ 被災地域の経営再建に向け、センターが有する種畜を提供した。
② 農林水産省からの要請により、各地で発生した鳥インフルエンザ防疫措置
に係る職員派遣を行った。

③ 農林水産省からの要請により、新燃岳噴火に伴なう畜産農家への緊急支援
を行った。
ａ 避難した家畜の飼養管理に係る職員派遣を行った。
ｂ 避難した家畜に給与する粗飼料を提供した。
ｃ 農水省現地チームを支援するため、職員派遣を行った。
ｄ 牛個体識別情報システムを活用し、直ちに検索等を行い情報提供した。

④ 農林水産省からの要請により、東日本大震災に伴う畜産農家への緊急支援
を行った。
ａ 被災により粗飼料入手が困難になった畜産農家に対し、粗飼料を提供し

た。
ｂ 西郷村に対し、本所の研修施設を被災者の受け入れ施設として提供した。
ｃ 牛個体識別システムを活用し、直ちに検索等を行い情報提供した。

⑤ 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、飼料自給率の
向上に貢献するため、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。

【特記事項】
平成22年4月に宮崎県で発生した口蹄疫発生に係る防疫措置等にセンターから

延べ4,097名の職員を派遣し、また、全国各地で発生した高病原性鳥インフルエ
ンザの防疫措置等に延べ71人の職員を派遣し、緊急対応に当たらせたところであ
る。これら家畜伝染性疾病の他、宮崎県の新燃岳の噴火及び東日本大震災の発生
直後には被災した畜産農家に対し993トンの粗飼料を提供するなど自然災害に係
る緊急支援を速やかに実施したことは評価できる。加えて派遣等に伴い通常業務
を停滞させないため、各牧場において業務の割り振りを柔軟に行うとともに、派
遣者の業務を補完するなどにより超過勤務手当が増加する中、人件費を17年度比
で5%以上削減する目標も同時に達成していることも加味しＳ評価とした。

【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》外部機関からの要請を受け、専門知識を有する者延べ９５名を講師とし
た場合には、可能な限りその求 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》
【年度計画】 農林水産省等の行政機関、畜産関係団体等からの講師派遣要請に対して適任
（３）外部機関が開催する講習会の を選定して、延べ９５名の役職員を派遣した。

師等に職員の派遣を要請された
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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、１９１件、延べ２２３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》
【年度計画】 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の
（４）外部機関が開催する各種委員 就任要請に対して、延べ２２３名の役職員を派遣した。

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。

（○中項目、◇小項目、□細項目、△微項目、▽微細項目）

評 価 項 目 達 成 状 況

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検査等 Ａ
検査等 ◇家畜改良増殖法に基づく立入検査等 ２／２点 （・Ａ・）

◇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 ２／２点 （・Ａ・）
多様性の確保に関する法律に基づく立入検査等
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き、農林水産大臣の指示により行う立入検査を的
家畜改良増殖法に基づき、農 確に実施できる者として任命したセンター職員１０名を確保するなど、計画ど

林水産大臣の指示に従い的確に おり順調に実施した。
立入り、質問、検査及び収去が
行える体制を整備し、指示があ 《説明》
った場合には着実に実施する。 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２２年度末現在

で１０名任命している。
【年度計画】 ② ２２年度には農林水産大臣から立入検査の指示はなかった。
（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》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
種苗法（平成１０年法律第８ 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

３号）に基づき、農林水産大臣 の３場に種苗検査職員を配置し、農林水産大臣からの指示に従い６７業者１，
の指示に従い的確に指定種苗の ０７３点の種苗について集取、検査、検査結果の通知を行うなど、計画どおり
集取及び検査が行える体制を整 順調に実施した。
備し、指示があった場合には着
実に実施する。 《説明》

① ２２年度末現在で種苗検査職員として１３名を配置している。
【年度計画】 ② 農林水産大臣からの指示のとおり、６７業者１，０７３点の種苗について
（２）種苗法に基づく指定種苗の集 必要な検査及び集取を行い、結果を業者へ通知した。

取及び検査 また、不適が認められた２業者２点について、改善報告をさせた。
種苗法に基づく農林水産大臣 ③ ２１年度末に集取した種苗２２２点について発芽率の検査を行い、この結

の指示により行う指定種苗の集 果を業者へ通知した。
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、長野及び熊本の３
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
査等遺伝子組換え生物等の使用 法律（以下「法」という。）に基づく農林水産大臣の指示により行う立入検査
等の規制による生物の多様性の 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、あらかじめ立入検
確保に関する法律に基づき、農 査等を的確に行える者として１２名を任命するなど、計画どおり順調に実施し
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林水産大臣の指示に従い的確に た。
立入り、質問、検査及び収去が
行える体制を整備し、指示があ 《説明》
った場合には着実に実施する。 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２

２年度末現在で１２名を任命している。
【年度計画】 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。
（３）遺伝子組換え生物等の使用等 ③ ２２年度には農林水産大臣から立入検査の指示はなかった。

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、
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。

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

評 価 項 目 達 成 状 況

第２－８ 牛の個体識別のための情 ○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
報の管理及び伝達に関する特別措 ◇牛個体識別台帳の作成及び記録 ２／２点 （・Ａ・）
置法に基づく事務 ◇牛個体識別台帳の記録の保存 ２／２点 （・Ａ・）

◇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》｢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、牛の管理者等から約１，１８０万件の届出を受理

【年度計画】 して、その届出情報を牛個体識別台帳に記録するなど、計画どおり順調に実施
（１）法に基づき、牛個体識別台帳 した。

の作成及び記録を実施し、磁気
ディスクに情報を保存する。 《説明》

法に基づき、牛の管理者等から約１，１８０万件の届出を受理し、その届出
情報の誤記入等をチェックして牛個体識別台帳に記録した。届出情報の１日当
たり（土日・祝日を含む。以下同じ。）の内訳は、出生又は輸入が約４千件、
転入又は転出が約２万４千件、死亡又はと畜が約４千件であり、合計約３万２
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があり記録した出生牛及び輸入牛の情報について、
新たに約１３８万頭を磁気ディスクに保存するなど、計画どおり順調に実施し

【年度計画】 た。
（１）法に基づき、牛個体識別台帳

の作成及び記録を実施し、磁気 《説明》
ディスクに情報を保存する。 牛の管理者等から届出があり記録した出生牛及び輸入牛の情報のうち、重複、

誤記入等を除いた約１３８万頭分の情報を新たに牛個体識別台帳に記録し、磁
気ディスクに保存した。

【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》収集した情報についての精度を高めるため、牛の管理者等に対し、牛個
関する事務 体識別台帳に登録後に登録完了通知を行い、牛個体識別台帳の記録内容の確認

を求めるなど、計画どおり順調に実施した。
【年度計画】 また、宮崎県で発生した口蹄疫により殺処分された牛のデータを牛個体識別
（２）収集した情報についての精度 台帳の記録と突合し、宮崎農政事務所が取りまとめた死亡の届出情報を記録し

を高めるため、牛の管理者等に た。
対し定期的に台帳の登録内容に
ついての確認を求めるとともに、 《説明》
台帳記載事項の修正の申し出に ① 収集した情報についての精度を高めるため、 牛の管理者等が届出を行っ
対して可及的速やかに対応する。 た事項を牛個体識別台帳に記録した後、ＦＡＸによる届出の場合は１週間毎

にＦＡＸにより登録完了通知を行い、ＦＡＸ以外の電子的な届出の場合はそ
の都度電子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
テムによる届出の場合は直後のアナウンスにより報告内容の確認を求めた。

② 牛個体識別台帳の正確な記録の確保を図るため、宮崎県で発生した口蹄疫
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により殺処分された牛のデータを牛個体識別台帳の記録と突合し、宮崎農政
事務所が牛の管理者等に確認して取りまとめた約２万頭の死亡の届出を受理
し、記録するとともに、死亡牛の譲渡し先が空欄になったことにより発生し
たエラーを消去した。

【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の記録事項の修正請求
に対して、修正請求書及び添付書類を画像データとして保存するとともに、修

【年度計画】 正の事務を迅速かつ的確に行い、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

を高めるため、牛の管理者等に 《説明》
対し定期的に台帳の登録内容に ① 牛の管理者等から申し出のあった牛個体識別台帳の記録事項の修正請求に
ついての確認を求めるとともに、 ついては、修正内容及び添付書類の確認を徹底するため、修正請求書及び添
台帳記載事項の修正の申し出に 付書類を画像データとして保存するとともに、修正内容の確認ができたもの
対して可及的速やかに対応する。 を修正した（１日当たり約２３０件）。

② また、牛の管理者等からの修正請求による偽装を防止するため、実際の届
出を行った牛の管理者等に修正内容の確認を求めるなど、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》牛個体識別台帳の記載事項等について、記録終了後速やかにインターネ
ットを用いて公表するとともに、２２年度においては、①インターネットを用

【年度計画】 いて公表した牛の個体識別情報を分かり易く解説するため、消費者等を対象と
（３）法に基づく台帳記載事項につ したサイトの作成を行い、また、②牛の個体識別情報検索サービスの利用実態

いて登録終了後速やかにインタ 等を把握するため、利用者を対象にアンケート調査を行うなど、計画どおり順
ーネットを用いて公表する。 調に実施した。

《説明》
① ＦＡＸにより届出を受けた場合は１週間程度のうちに、ＦＡＸ以外の電子
的手段で届出を受けた場合は当日中に、牛個体識別台帳への記録を完了し、
法第６条に基づく記載事項等についてインターネットを用いて公表した。

② インターネットを用いて公表している牛の個体識別情報等を分かり易く解
説するため、牛の個体識別情報検索サービスのトップページに、消費者等を
対象とした「牛について学んでみよう」というサイトを作成した。

③ 牛の個体識別情報検索サービスの利用実態等の把握を目的として、インタ
ーネットによるアンケート調査を実施した（２３年３月末時点の回答者数：
４７７名）。

④ インターネットを用いて公表した牛の個体識別情報について、パソコンま
たは携帯電話から検索できる牛の個体識別情報検索サービスにおける平日１
日当たりの検索件数は、２１年度末の約１２万頭に対し、２２年度末では約
１３万頭と増加した。

【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》牛の管理者等からの法に基づく各種届出を確実に受理するとともに、改
の受理に関する事務 善された届出手段の普及、啓発を図るため、①新たに牛の管理者に登録した畜

産農家（新規就農者）に「農家向けマニュアル」を配布、②家畜市場の開催日
【年度計画】 に相談コーナーを設置するなど、計画どおり順調に実施した。
（４）牛の管理者等が法に基づき行

う届出の受理を確実に実施する 《説明》
とともに、改善された届出手段 ① 牛の管理者等からの法に基づく各種届出について、合計約１，１８０万件
の普及、啓発を図る。 を受理した。

② 牛個体識別台帳の正確な記録の確保を図るため、宮崎県で発生した口蹄疫
により殺処分された牛のデータを牛個体識別台帳の記録と突合し、宮崎農政
事務所が牛の管理者等に確認して取りまとめた約２万頭の死亡の届出を受理
し、記録するとともに、死亡牛の譲渡し先が空欄になったことにより発生し
たエラーを消去した。

③ 新たに牛の管理者に登録した畜産農家（新規就農者）３９５名を対象とし
て、家畜改良センターが作成した「牛トレーサビリティ制度の農家向けマニ
ュアル」を配付し、届出手段の普及、啓発を図った。

④ 家畜市場の開催日（２２年１１月１７日）に牛個体識別業務の相談コーナ
ーを設置し、畜産農家等を対象として、届出手段の普及、啓発を図った。

⑤ 牛の個体識別情報検索サービスのトップページにある「届出（報告）シス
テムについて」というサイトにおける届出手段の利用方法、操作手順等の案
内を分かりやすく改修した。

⑥ 畜産団体からの要請に基づき、家畜の取引にたずさわる者に対する牛トレ
ーサビリティ制度のパンフレットの改訂を共同で作成した。

【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速やかに
個体識別番号を決定し、牛の管理者等へ個体識別番号の通知を行うなど、計画

【年度計画】 どおり順調に実施した。
（５）出生又は輸入の届出のあった

牛について速やかに個体識別番 《説明》
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号を決定し、牛の管理者等へ通 牛の出生の届出のあった約１３７万頭及び輸入の届出のあった約１万頭に対
知を行う。 し、個体識別番号を自動システムにより決定し、牛の管理者等に対し、ＦＡＸ

による届出はＦＡＸで、電話の音声応答報告システムによる届出はアナウンス
で、その他の電子的な届出は電子メールで自動的に個体識別番号を通知した。
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（○中項目、◇小項目、□細項目、△微項目、▽微細項目）

評 価 項 目 達 成 状 況

第３－１ 財務内容の改善 ○財務内容の改善 ２／２点 （・Ａ・） Ａ
【中期計画】 【事業報告】
第３ 予算、収支計画及び資金計画 《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
【年度計画】 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
第３ 予算、収支計画及び資金計画 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、予算額１４１，４２２千円に対して決算額２３８，１７０千円と約６
８％の増収に、諸収入については農畜産物売払代のうち製品売払代（家畜、
枝肉等）が前年度実績より伸びたことにより、予算額６６６，３６６千円に
対して決算額１，１６９，８９８千円と約７６％の増収になった。

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、競争性のある一般競争契約等の契約の適正化に努
めたが、搾乳牛舎ほか施設整備工事は完成に至らず、未完成分は翌年度へ繰
り越した。

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 ２２年度予算について、２１年度の監査報告書に基づき適正な執行に努め
た。

【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。
【特記事項】

効率化やコスト低減につながる創意工夫に対する予算措置、職場の活性化につ
ながる効率化・外部化等の取組に対する予算措置、収入増加等につながる予算措
置など、業務の効率化等を推進するための予算配分を工夫しており、評価できる。

引き続き、経費節減を図りつつ、業務の効率的な運営ができるような取組を行
われたい。

（◎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

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

【評価結果】
【年度計画】 短期借入金の実績はなかったことから、評価の対象とはしなかった。

１１億円
（想定される理由）
運営費交付金の受け入れの遅延。

（◎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

第５－１ 剰余金の使途 ◎剰余金の使途 ２／２点 （・Ａ・） Ａ
【中期計画】 【事業報告】

業務運営の効率化及び業務の質 《総括》目的積立金はなかった。
の向上を図るための育種素材の導
入、機械及び車輌の更新・修理、 《説明》
施設の改修、草地の整備・更新及 ① 当期総利益は８３８，６１６千円であった。利益の主な発生要因は、当期
び事務処理ソフトの導入。 が第２期中期目標期間の最終年度であることから運営費交付金債務残高の全

額を収益に振替えたことによるものが８１３，０２０円、自己収入の執行残
【年度計画】 による現金が３２，１７３千円、消費税額還付額が１１，１８８千円、前中

業務運営の効率化及び業務の質 期目標期間繰越積立金取崩が７８１千円及び損益が均衡しない会計処理受託
の向上を図るための育種素材の導 収入財源による固定資産の取得及びその減価償却並びにリース債務の済に係
入、機械及び車輌の更新・修理、 る会計処理）による影響額が▲１８，４２０千円であった。
施設の改修、草地の整備・更新及 ② 当期は第２期中期目標期間の最終年度であることから、目的積立金は計上
び事務処理ソフトの導入の経費に しなかった。
充当する。 【評価結果】
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剰余金を使用する案件は無かった。

（○中項目、◇小項目、□細項目、△微項目、▽微細項目）

評 価 項 目 達 成 状 況

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

【中期計画】 《総括》業務の効率的な実施を確保するため、２２年度計画に基づき、施設及び
業務の適切かつ効率的な実施の 設備の整備・改修を行うとしたが、災害による工事中断があったために、翌年

確保のため、業務実施上の必要性 度へ繰り越しとなった。
及び既存の施設・設備の老朽化等

に伴う施設・設備を計画的に整備 《説明》
・改修する。 ① 搾乳牛舎ほか（岩手牧場）の整備について発注したが、年末年始の暴風雪

災害及び東日本大震災の影響による工事中断のため、完成には至らず翌年度
【年度計画】 へ繰り越しとなり、繰り越しの期限のとおり工事を完了し検査を実施した。

業務の適切かつ効率的な実施の ② 保有する資産は土地、建物等の実物資産であり、山林等の利用不可地以外
確保を図るとともに、保有してい は、牧草採草地、放牧地、飼料作物種苗の増殖用地、防風林、家畜の飼養施
る資産の有効利用を図るため、業 設等として当該資産を有効に活用している。
務実施上の必要性や老朽化等を考 また、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
慮した施設・設備の整備や改修を 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
計画的に行う。 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。

③ 特許等の知的財産について、職務発明審査会を４回開催し、特許の出願、
維持、及び放棄について検討・見直しを行い、コスト低減を図った。

④ 保有資産（土地・建物）の貸付について、平成２２年１２月に独立行政法
人の事務・事業の見直しの基本方針が閣議決定されたことを受けて、（社）
家畜改良事業団とは、農林水産省の指導を受けつつ協議を行い、無償貸付期
間を平成２２年度末とする契約変更を行い、平成２３年度貸付分から有償と
した。

また、（社）ジャパンケネルクラブについては、見直しの検討を行うこと
とした。

【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。
【特記事項】

岩手牧場搾乳牛舎ほか新築工事については年度内に完成しなかったが、これは
年末年始の豪雪及び東日本大震災の影響によるものであった。

（社）家畜改良事業団に対する貸付けについては、同事業団と法人が協議し、
平成２３年４月から有償貸付けに移行している。

（社）ジャパンケネルクラブに対する貸付けの見直しについては、引き続き契
約監視委員会に諮りつつ実施されたい。

（○中項目、◇小項目、□細項目、△微項目、▽微細項目）

評 価 項 目 達 成 状 況

第６－２ 職員の人事に関する計画 ○職員の人事に関する計画 Ａ
◇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 （・Ａ・）
（１）方針

【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、効率的な業務体制の整備等に対応して、職員の適正配置
に、要員の合理化を図る。 を進めるとともに、常勤職員数の削減を行うなど、計画どおり順調に実施した。

【年度計画】 《説明》
ア 業務の重点化及び効率化に対応 ① 業務の重点化、効率的な業務体制の整備等を踏まえ、定員管理、人員配置
し、職員の適正な配置を進め、要 の状況を常に把握しつつ、職員の適正配置を進めた。
員の合理化を図る。 ② 常勤職員数について、一般職員２名、技術専門職員８名、計１０名の定員

を削減した。

【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》総人件費改革への対応等を踏まえ、要員の合理化を実施した。また、家
中化等を行うことにより要員の合 畜管理、堆肥処理等の作業内容を精査し、定年退職者の状況に応じて外部化を
理化を図る。 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
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等における単純作業については、 《説明》
作業の内容を精査し、退職者の状 ① 牧場事務の軽量化等を踏まえ、茨城牧場総務課庶務第１係員及び鳥取牧場
況を踏まえつつ、可能なものから 総務課庶務係員の２名の定員を削減した。（再掲）
段階的に外部化を進める。（再掲） ② 技術専門職員について、要員の合理化を推進し、８名の定員を削減した。

（再掲）
【年度計画】 ③ 家畜管理、堆肥処理作業等における単純作業については、定年退職者の状
イ 総人件費改革への対応等を踏ま 況を踏まえ、再任用職員を新たに１０名雇用し、計２６名の職員を雇用する
え、要員の合理化を引き続き実施 などにより引き続き外部化を図った。（再掲）
する。
また、家畜管理、飼料生産業務

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、１７年度比で予算額８．１％、決算額５．１％削減す
以上削減する。（再掲） るなど、計画どおり順調に実施した。（再掲）

（参考）
人件費総額の見込み 《説明》 説明》

２６，５６８百万円 ① 人件費（退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）並びに人
期初の常勤職員数 ９３３人 事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く）は、予算額比では１７年度予算額
期末の常勤職員数見込み８８６人 ５，５１１百万円に対して２２年度予算額５，０６３百万円と８．１％減、

決算額比では１７年度比５．１％減であった。（再掲）
【年度計画】 ② 常勤職員数を８８６人（１７年度比９５％）に削減した。
（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
で５％以上削減する。（再掲）

（参考）
人件費総額の見込み

５，２３６百万円
期初の常勤職員数

８９６人
期末の常勤職員数見込み

８８６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】
（３）人材の確保、人材の養成の計
画

【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４００名に研修を受
な資格の取得を計画的に進め、人 講させ、１２８名に各種免許、資格等を取得させたほか、新たな人事評価制度を
材の育成を図る。 導入するなど、計画どおり順調に実施した。

【年度計画】 《説明》
ア 職員の技術水準、事務処理能力 ① 人材の養成や、法人の姿勢、ミッションを職員に徹底するための研修につ
の向上等を図るための研修や必要 いては、新規採用職員研修（７名）、管理者・事務担当者関係研修（１５３
な資格の取得を計画的に進め、人 名）、業務関連技術向上関係研修（１９４名）及び安全衛生・施設管理関係
材の育成を図る。また、組織の活 研修（４６名）を受講させた。
性化、目標管理の導入等を図る観 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
点から、新たな評価制度を導入す 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、３名を海
る。 外に派遣した。

③ 職員の技術水準の向上や能力開発を促進するための免許・資格の取得等に
ついては、安全管理関係資格（３名）、作業機械等運転・操作資格講習（４
９名）、機械整備士資格講習（１名）、特殊作業技能講習（５５名）及び畜産
技術関係資格（２０名）を取得させた。

④ 組織の活性化、目標管理の導入等を図り、人材育成の推進に資するため、
平成２２年１０月から全職員を対象とした人事評価制度を導入した。

【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。

【年度計画】 《説明》
イ 農林水産本省等行政部局及び他 畜産行政との連携や技術の高度化に対応する観点から、農林水産本省（転出
機関との人事交流を図る。 １０名、転入１３名）、地方農政局等（転出８名、転入６名）、動物検疫所（転

出４名、転入３名）、動物医薬品検査所（転出１名、転入０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２７名、転入２４
名）を行った。


