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家畜及び鶏改良増殖目標の検討状況について

１ 家畜改良増殖目標について

家畜の飼養管理・利用の動向、畜産物の需要の動向を踏まえ、

おおむね10年先を目途に策定する（鶏も家畜に準じて策定 。）

根拠法：家畜改良増殖法（昭和２５年法律第２０９号）

関連計画･方針： 食料・農業・農村基本計画」「

「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基

本方針｣

２ 家畜及び鶏改良増殖目標策定のスケジュール等

（１）第1回家畜改良増殖小委員会（平成16年4月23日）

①策定の基本的考え方及び家畜等の改良増殖の方向について

検討。

②畜種別の検討は畜種別研究会で行うことを決定。

（２）畜種別研究会（平成16年7月5日～10月13日）

乳用牛、肉用牛、豚、鶏、馬、めん羊、山羊について計10

回にわたり開催（別添参照 。）

（３）第2回家畜改良増殖小委員会（平成16年11月4日）

畜種別研究会で検討された改良増殖目標の素案について検

討。

３ 新たな改良増殖目標の基本的考え方と構成

（１）基本的考え方

①国内資源(土、草、未利用資源等)を有効活用し、わが国の

気候風土に適した家畜・鶏の改良による畜産物の安定生産

②遺伝的能力向上による生産コストの低減と品質の向上

③遺伝的能力を発揮させる飼養管理の改善

④消費者ニーズの多様化への対応

（２）構成

、 、国民に広く理解してもらえる 分かりやすい目標とするため

めぐる情勢や、改良の成果等を記述した後、目標を提示。具体

的には以下のとおり。

１ （各畜種)をめぐる情勢．

２．これまでの改良の取組みと成果等

（１）改良事業等の変遷

（２）成果

（３）改良増殖をめぐる課題

３．改良増殖目標

（１）基本的考え方

（２）改良目標

（３）増殖目標



畜種別研究会の開催状況と委員名簿

乳用牛研究会 第１回 ７月８日
第２回 １０月７日

肉用牛研究会 第１回 ７月２１日
第２回 １０月 ６日

豚研究会 第１回 ７月 ６日
第２回 １０月１２日

〈 乳用牛研究会委員名簿 〉

伊佐地 誠
（（社）中央酪農会議専務理事）

石橋 榮紀
（（社）北海道酪農検定検査協会副会長）

稲継 新太郎
（（社）日本ホルスタイン登録協会専務理事）

亀田 康好
（酪農自営業）

酒井 豊
（（独）家畜改良センター新冠牧場長）

鈴木 三義
（帯広畜産大学畜産学部教授）

○竹林 孝
（北海道農政部農政課長）

◎富樫 研治
（（独）農業・生物系特定産業技術研究機構北
海道農業研究センター畜産草地部長）

長岡 正二
（（社）家畜改良事業団顧問）

水谷 正博
（（社）日本乳業協会専務理事）

〈 肉用牛研究会委員名簿 〉

伊藤 弖
（全国食肉事業協同組合連合会専務理事）

菅野 成厚
（（社）岩手県畜産協会家畜改良部家畜改良課長）

児玉 一宏
（（社）日本あか牛登録協会事務局長）

塩谷 康生
（（独）農業・生物系特定産業技術研究機構畜産
草地研究所家畜育種繁殖部長）

関谷 明
（全国農業協同組合連合会畜産総合対策部統括課長）

松永 直行
（農事組合法人松永牧場理事）

◎向井 文雄
（神戸大学農学部教授）

横山 政廣
（（独）家畜改良センター鳥取牧場長）

吉村 豊信
（（社）全国和牛登録協会専務理事）

渡邊 大直
（兵庫県農林水産部畜産課主幹）

〈 豚研究会委員名簿 〉

◎阿部 亮
（日本大学生物資源科学部教授）

家入 誠二
（熊本県農業研究センター畜産研究所研究参事）

石井 和雄
（ （独）農業・生物系特定産業技術研究機構畜産草地研

究所家畜育種繁殖部家畜育種研究室主任研究官）

入江 正和
（宮崎大学農学部教授）

岡島 徹
（（社）日本食肉格付協会規格一課長）

尾形 眞二
（（社）日本種豚登録協会常任理事）

鹿又 厳一
（（独）家畜改良センター茨城牧場長）

坂井 達弥
（全国農業協同組合連合会畜産生産部生活基盤
対策課長）

新村 裕
（（社）日本食肉加工協会理事）

○吉田小夜子
（養豚自営業）

◎は小委員会委員で研究会座長、○は小委員会委員。名簿はいずれも敬称略、五十音順。



馬研究会 第１回 ９月２９日 めん羊・山羊研究会
第１回 １０月１３日

鶏研究会 第１回 ７月 ５日
第２回 ９月３０日

〈 馬研究会委員名簿 〉

今原 照之
（（社）日本軽種馬協会副会長）

柏村 文郎
（帯広畜産大学畜産学部教授）

◎金井 俊男
（（財）畜産環境整備機構副理事長）

佐藤 浩二
（日本中央競馬会理事）

佐藤 文俊
（十勝農業協同組合連合会参事）

杉野 毅
（（社）日本馬事協会理事）

高橋 彪
（（財）日本軽種馬登録協会常務理事）

信國 卓史
（地方競馬全国協会理事）

濵 宏志
（（社）全国乗馬倶楽部振興協会専務理事）

藤岡 豊陽
（（独）家畜改良センター十勝牧場長）

〈 めん羊・山羊研究会委員名簿 〉

◎金井 俊男
（ （財）畜産環境整備機構副理事長）

川村 修
（宮崎大学農学部教授）

国政 二郎
（（社）畜産技術協会監事）

藤田 優
（（独）家畜改良センター長野牧場業務課長）

武藤 浩史
（めん羊生産者）

八巻 邦次
（東北大学大学院農学研究科助手）

山田 渥
（北海道立畜産試験場特用家畜科長）

〈 鶏研究会委員名簿 〉

河野 栄次
（生活クラブ連合会会長）

後藤 悦男
（（株）後藤孵卵場社長）

重松 宣志
（（社）日本食鳥協会専務理事）

寺西 孝年
（（社）日本卵業協会専務理事）

都丸 高志
（（株）トマル社長）

西田 朗
（東北大学大学院農学研究科教授）

◎番場 久雄
（愛知県農業総合試験場畜産研究部長）

藤村 忍
（新潟大学農学部助教授）

森 英雄
（（株）森孵卵場社長）

山本 達雄
（（独）家畜改良センター岡崎牧場長）

◎は小委員会委員で研究会座長、○は小委員会委員。名簿はいずれも敬称略、五十音順。
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乳・肉用牛における新しい家畜改良増殖目標（案）のポイント

○生産コストの低減、牛乳・乳製品の安定供給を
図るため、乳量及び乳成分の向上、特に乳蛋白
質率の向上

○反芻胃を十分に発達させる育成期間の飼養管理
及び放牧適性も考慮し、粗飼料の利用性に加え、
放牧に耐えうる乳器・肢蹄等の改良の重視。さ
らに粗飼料利用性、繁殖性、抗病性等を考慮し
た生涯生産性の向上

○適正な飼料給与等の基本的管理はもとより飼養
環境の快適性にも配慮しつつ、遺伝的能力を発
揮させるための飼養管理の推進

○優れた種雄牛の作出を行う後代検定及び雌牛の
泌乳能力・乳成分等のデータ収集を行う牛群検
定の充実強化、効率的な改良体制の構築

肉用牛のポイント肉用牛のポイント

○生産コストの低減、国産牛肉の安定供給を図る
ため、肉質及び増体性、並びに繁殖性の向上　

○効率的な肥育を推進するため、肥育期間の短縮、
肥育開始時の早期化の推進

○繁殖性を向上させるため、分娩間隔の短縮、初産月
齢の早期化の推進

○飼料自給率向上のため、繁殖雌牛における放牧の
活用、耕畜連携等による粗飼料の利用、肥育牛にお
ける肥育期間の短縮、１日平均増体量の向上等の
推進

○遺伝的能力を十分に発揮させるため、子牛への十
分な粗飼料給与及び個体の能力に応じた効率的な
肥育の推進

○広域的な後代検定による優良種雄牛の作出･有効
利用及び遺伝的能力評価の推進

乳用牛のポイント乳用牛のポイント




