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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（３） 第２ 業務の質の向上 １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （３）豚 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号、第２号 

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ③ 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （３）豚 

 国際化の進展や長

期的な飼料穀物需給

のひっ迫などに対応

した競争力のある豚

肉生産を維持するた

め、純粋種豚の繁殖

能力や肉質を含めた

産肉能力の向上を図

り、特長ある豚肉の

生産に向けた改良を

推進する。このため、

以下の取組を行う。 

（３）豚 
 国際化の進展や長期

的な飼料穀物需給のひ

っ迫等に対応した競争

力のある豚肉生産を維

持するため、遺伝子解

析技術を駆使して繁殖

能力に優れる雌系純粋

種豚の改良を進めると

ともに、ロース芯筋内

脂肪含量が多い雄系純

粋種豚の改良を進め

る。このため、以下の

取組を行う。 

（３）豚 
＜以下略＞ 

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点数の区分は以下の

とおりとする。 
  Ｓ評価：４点、Ａ評価：３点、Ｂ評価：

２点、Ｃ評価：１点、Ｄ評価：０点 
 
Ａ：満点×１２/１０≦合計点 
Ｂ：満点×８/１０≦合計点＜満点×１２ 

/１０ 
Ｃ：満点×５/１０≦合計点＜満点×８/１０ 
Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 

□全国的な豚の改良推進    2/2(B) 
□遺伝的能力の評価の実施・公表        

2/2(B) 
□評価手法の改善         2/2(B) 
□雌系品種の繁殖性改良    2/2(B) 
□雄系品種の肉質改良     2/2(B) 
□実験用小型ブタの維持・供給      

2/2(B) 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

満点：１２Ｐ（細項目

６×２Ｐ) 
合計：１２Ｐ 
１２Ｐ／１２Ｐ 
＝１.０(１０／ 
１０) 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
  下記のとおり、下位の評価項目である細項

目の合計点がＢ評定の判定基準内（満点×８/
１０≦合計点＜１２/１０）であったため。 
満 点：１２点（小項目６×２点） 
合計点：１２点＝２点×  ６ 
１２点／１２点＝１．０（１０／１０） 
□全国的な豚の改良推進     ２点(Ｂ) 
□遺伝的能力の評価の実施・公表 ２点(Ｂ) 
□評価手法の改善          ２点(Ｂ)  
□雌系品種の繁殖性改良     ２点(Ｂ） 
□雄系品種の肉質改良        ２点(Ｂ) 
□実験用小型ブタの維持・供給  ２点(Ｂ) 
         合 計 点 １２点 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（３）-ア 第２ 業務の質の向上 １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （３）豚  ア 全国的な豚の改良推進 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号 

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （ア）全国的な豚の改

良推進を図るため、農

林水産省、都道府県、

関係団体、生産者及び

学識経験者との意見・

情報交換において、積

極的に指導的役割を果

たすとともに、都道府

県、関係団体などとの

役割分担の明確化を図

る。 

（ア）全国的な豚の改良推進を図る

ため、センターが農林水産省、都道

府県、関係団体、生産者及び学識経

験者を参集して会議を開催し、我が

国における家畜改良の方向性に沿

ったセンターの業務のあり方につ

いて意見・情報交換を行い、業務に

反映する。また、農林水産省、都道

府県、関係団体等が開催する家畜改

良に関する各種会議に積極的に参

画し、技術的助言、連携協力を行う

等指導的な役割を果たす。 

ア 都道府県、関係団体、生産

者及び学識経験者の参画を得

て、全国的な豚の改良推進に関

する会議を開催し、センターが

実施する遺伝的能力評価、種豚

の作出のあり方について意

見・情報交換を行う。また、農

林水産省、都道府県、関係団体

等が開催する家畜改良に関す

る各種会議に積極的に参画す

る。 

Ｓ：計画を大きく上回り、かつ

顕著な成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果が得られ

た。 
Ｂ：計画どおり順調に実施され

た。 
Ｃ：計画どおり実施されず改善

を要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず当該

業務の廃止を含めた抜本的

な改善が必要と認められる。 

＜主要な業務実績＞ 
 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、全国的な豚の改良推進に関する

会議を平成２８年２月に開催し、セ

ンターが実施する遺伝的能力評価、

種豚の作出のあり方について意

見・情報交換等を行った。また、試

験研究機関及び関係団体が開催す

る家畜改良に関する各種会議に積

極的に参画し、計画どおり実施し

た。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 

 農林水産省、都道府県、関

係団体、生産者及び学識経験

者の参画を得て豚の改良推

進に関する会議を開催する

等全国的な豚の改良推進に

取り組んだことから「Ｂ」評

定とした。 
 
 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（３）-イ 第２ 業務の質の向上 １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （３）豚 イ 遺伝的能力の評価の実施・公表 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号 

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  バークシャー種な

どについて、遺伝的

能力評価を定期的に

実施するとともに、

肢蹄について遺伝的

能力評価手法の開発

に取り組む。 

（ア） バークシ

ャー種、ランドレ

ース種、大ヨーク

シャー種及びデュ

ロック種につい

て、種豚の遺伝的

能力評価を毎年４

回定期的に実施し

公表する 

イ バークシャー

種、ランドレース

種、大ヨークシャ

ー種及びデュロッ

ク種について、種

豚の遺伝的能力評

価を４回定期的に

実施し公表する。 

Ｓ：計画を大きく上回り、か 

つ顕著な成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果が得られ

た。 
Ｂ：計画どおり順調に実施され

た。 
Ｃ：計画どおり実施されず改善

を要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず当該

業務の廃止を含めた抜本的

な改善が必要と認められる。 

＜主要な業務実績＞ 
 バークシャー種、ランドレー

ス種、大ヨークシャー種及びデ

ュロック種について、種豚の遺

伝的能力評価を４回定期的に

実施し公表するなど、計画どお

り順調に実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり、主要品種の種豚の遺伝的評価を定期的に

実施し、公表したことから「Ｂ」評定とした。 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（３）-ウ 第２ 業務の質の向上  １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （３）豚  ウ 評価手法の改善 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号 

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  バークシャー種な

どについて、遺伝的

能力評価を定期的に

実施するとともに、

肢蹄について遺伝的

能力評価手法の開発

に取り組む。 

（イ） 遺伝的能力の

評価技術に関する検討

会を毎年開催し、肢蹄

のつなぎに関するデー

タを収集し、このデー

タを活用して遺伝的能

力評価手法の開発に必

要な遺伝的パラメータ

を平成２７年度末まで

に推定する。 

ウ 遺伝的能力の評

価技術に関する検討

会を開催し、肢蹄のつ

なぎに関するパラメ

ータを推定する。 

Ｓ：計画を大きく上回り、かつ

顕著な成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果が得られ

た。 
Ｂ：計画どおり順調に実施され

た。 
Ｃ：計画どおり実施されず改善

を要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず当該

業務の廃止を含めた抜本的な

改善が必要と認められる。 

＜主要な業務実績＞  
 遺伝的能力の評価技術

に関する検討会を開催し、

収集した肢蹄のつなぎに

関するデータをもとにパ

ラメータを推定し、計画ど

おり実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり、豚の遺伝的能力手法の開発に取り組

んでいることから「Ｂ」評価とした。 
 

 
４．その他参考情報 
 
 
 
  



98 
 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（３）-エ 第２ 業務の質の向  １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （３）豚  エ 雌系品種の繁殖性改良 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号 

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （ア）増体性や飼料利用

性の改良のほか、繁殖性

の向上を図るため、雌系

品種として利用される

大ヨークシャー種につ

いて、遺伝子解析技術を

活用した新たな育種手

法の開発に取り組み、繁

殖能力に優れる種豚を

作出する。この場合、一

腹当たり育成頭数につ

いては、概ね１０．５頭

とする。 

（ア）増体性や飼料利用性の改良のほ

か、繁殖性の向上を図るため、雌系品

種として利用される大ヨークシャー

種について、雌豚群１２０頭規模の改

良用群を造成し、より早期の能力向上

が可能となる開放的育種手法を活用

するとともに、遺伝子解析技術を活用

した新たな育種手法の開発に取り組

み、得られた繁殖性に関係する遺伝情

報を活用することにより、繁殖能力に

優れる種豚を作出する。この場合、一

腹当たり育成頭数については、概ね 

１０．５頭とする。 

エ 大ヨークシャー

種について、造成した

１２０頭規模の改良

用群の交配及び選抜

を実施し、繁殖能力に

優れる種豚を作出す

る。この場合、一腹当

たり育成頭数につい

ては、概ね１０．５頭

とする。また、繁殖性

に関係する遺伝情報

を活用した選抜の効

果を検証する。 

Ｓ：計画を大きく上回り、

かつ顕著な成果が得ら

れた。 
Ａ：計画を上回る成果が

得られた。 
Ｂ：計画どおり順調に実

施された。 
Ｃ：計画どおり実施され

ず改善を要する。 
Ｄ：計画どおり実施され

ず当該業務の廃止を含

めた抜本的な改善が必

要と認められる。 

＜主要な業務実績＞ 
 大ヨークシャー種について、

開放型育種手法により造成し

た１２０頭規模の改良用群の

交配及び選抜を実施し、一腹当

たり育成頭数が概ね１０．５頭

の繁殖能力に優れる種豚群を

作出した。また、繁殖性に関係

する遺伝情報を活用した選抜

の効果を検証し、計画どおり実

施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施した。 
 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり大ヨークシャー種の育種

選抜に取り組んだことから「Ｂ」評定

とした。 
 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（３）-オ 第２ 業務の質の向上  １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （３）豚  オ 雄系品種の肉質改良 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号 

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （イ） 都道府県な

どが行う系統造成を

支援するため、雄系

品種として利用され

るデュロック種につ

いて、肉質に優れる

種豚の作出に取り組

む。この場合、ロー

ス芯筋内脂肪含量に

ついては、概ね６％

とする。 

（イ） 都道府県等が行う系

統造成を支援するため、雄系

品種として利用されるデュロ

ック種について、雄１０頭・

雌３０頭規模の改良用豚群を

造成し、群内の血縁を高め、

能力のバラツキが小さくなる

閉鎖的育種手法を活用するこ

とにより、肉質に優れる種豚

の作出に取り組む。この場合、

ロース芯筋内脂肪含量につい

ては、概ね６％とする。 

オ デュロック種につい

て、雄１０頭、雌３０頭規

模の改良用豚群を用いて、

閉鎖的育種手法により、肉

質に優れる種豚を作出す

る。この場合、ロース芯筋

肉内脂肪含量については、

概ね６％とする。 

Ｓ：計画を大きく上回り、かつ

顕著な成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果が得られ

た。 
Ｂ：計画どおり順調に実施され

た。 
Ｃ：計画どおり実施されず改善

を要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず当該

業務の廃止を含めた抜本的

な改善が必要と認められる。 
  

＜主要な業務実績＞ 
 デュロック種につい

て、雄１０頭、雌３０頭

規模の改良用豚群を用い

て、閉鎖的育種手法によ

りロース芯筋肉内脂肪含

量が概ね６％の肉質に優

れる種豚群を作出し、計

画どおり実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり、デュロック種について、肉質に優

れる種豚の作出に取り組んだことから「Ｂ」評定

とした。 
 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（３）-カ 第２ 業務の質の向上  １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （３）豚  カ 実験用子型ブタの維持・供給 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号、第２号 

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （ウ）実験用小型ブタ

について、造成を完了

した系統の維持及び種

豚などの供給業務に重

点化する。 

（ウ）実験用小型ブタ

について、造成を完了

した系統（小型白色

系：雄５頭・雌２０頭

規模、中型淡色系：雄

３頭・雌１５頭規模、

中型貧毛系：雄３頭・

雌１５頭規模の系統維

持群）の維持及び種豚

等の供給を行う。また、

新たな系統の造成は行

わない。 

カ 実験用小型ブタにつ

いて、民間等との意見・

情報交換を行いつつ、造

成を完了した系統の維持

及び種豚等の供給を行

う。 

Ｓ：計画を大きく上回り、かつ

顕著な成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果が得られ

た。 
Ｂ：計画どおり順調に実施され

た。 
Ｃ：計画どおり実施されず改善

を要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず当該

業務の廃止を含めた抜本的な

改善が必要と認められる。 
  

＜主要な業務実績＞ 
 実験用小型ブタについて、医科

系大学、民間小型豚生産者、民間

実験動物販売者等と飼養管理、衛

生管理等について、意見・情報交

換等を行った。また、造成を完了

した３系統を維持するとともに種

豚等を８８頭供給し、計画どおり

実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり、実験用小型豚の新たな造成

の中止と造成が終了した系統の維持及び

種豚等の供給が実施されたことから「Ｂ」

評定とした。 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（４） 第２ 業務の質の向上 １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （４）鶏 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、鶏の改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号、第２号 

 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

         決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

         経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

         経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

         行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

         （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出ていないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 (４） 鶏 

 国際化の進展や長期的な

飼料穀物需給のひっ迫等に

対応するとともに、全国各

地で行われている在来種等

を利用した特色ある鶏の能

力向上を図るため、飼料利

用性の改良に留意しつつ、

卵用鶏の産卵性や肉用鶏の

増体性の改良を推進する。

また、センターが保有する

多数の品種・系統を活用し

て、地域における地鶏・銘

柄鶏の振興を支援する。こ

のため、以下の取組を行う。 

(４） 鶏 
 国際化の進展や長期的な

飼料穀物需給のひっ迫等に

対応するとともに、全国各

地で行われている在来種等

を利用した特色ある鶏の能

力向上を図るため、飼料利

用性の改良に留意しつつ、

卵用鶏の産卵性や肉用鶏の

増体性の改良を推進する。

また、センターが保有する

多数の品種・系統を活用し

て、地域における地鶏・銘

柄鶏の振興を支援する。こ

のため、以下の取組を行う。 

(４） 鶏 
  ＜以下略＞ 

 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 
 各細項目の評価点数の区分は以下

のとおりとする。 
  Ｓ評価：４点、Ａ評価：３点、Ｂ評

価：２点、Ｃ評価：１点、Ｄ評価：０

点 
Ａ：満点×１２/１０≦合計点 
Ｂ：満点×８/１０≦合計点＜満点× 

１２/１０ 
Ｃ：満点×５/１０≦合計点＜満点×

８/１０ 
Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 

□全国的な国産鶏の改良 
推進     2/2(B) 

□種鶏開発の重点化 
        2/2(B) 
□卵用鶏の産卵性改良 
        2/2(B) 
□卵用鶏の卵質改良 
        2/2(B) 
□肉用鶏の増体性改良 
        3/2(B) 
□肉用鶏の羽装改良 
        2/2(B) 
□組合せ検定の実施 
        2/2(B) 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

満点：１４Ｐ(細項目７× 
２Ｐ) 

合計：１５ Ｐ 
１５Ｐ／１４Ｐ＝１.０ 

(１１／１０) 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
  下記のとおり、下位の評価項目である細項目の合計

点がＢ評定の判定基準内（満点×８／１０≦合計点＜

１２／１０）であったため。 
満 点：１４点（小項目７×２点） 
合計点：１５点＝２点×６＋３点 
１５点／１４点＝１.０７（１０.７／１０） 
□全国的な国産鶏の改良推進   ２点（Ｂ） 
□種鶏開発の重点化       ２点（Ｂ) 
□卵用鶏の産卵性改良      ２点（Ｂ） 
□卵用鶏の卵質改良       ２点（Ｂ） 
□肉用鶏の増体性改良      ３点（Ａ） 
□肉用鶏の羽装改良       ２点（Ｂ） 
□組合せ検定の実施       ２点（Ｂ） 
           合 計 点１５点 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（４）-ア 第２ 業務の質の向上 １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （４）鶏  ア 全国的な国産鶏の改良推進 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、鶏の改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号 

 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （ア）全国的な国産

鶏の改良推進を図る

ため、農林水産省、

都道府県、関係団体、

生産者及び学識経験

者との意見・情報交

換において、積極的

に指導的役割を果た

すとともに、都道府

県、関係団体などと

の役割分担の明確化

を図る。 

（ア） 全国的な国産鶏の改良推

進を図るため、センターが農林水

産省、都道府県、関係団体、生産

者及び学識経験者を参集して会議

を開催し、我が国における家畜改

良の方向性に沿ったセンターの業

務のあり方について意見・情報交

換を行い、業務に反映する。また、

農林水産省、都道府県、関係団体

等が開催する家畜改良に関する各

種会議に積極的に参画し、技術的

助言、連携協力を行う等指導的な

役割を果たす。 

ア 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、

全国的な鶏の改良推進に

関する会議を開催し、セン

ターが実施する種鶏の改

良等のあり方について意

見・情報交換を行う。また、

農林水産省、都道府県、関

係団体等が開催する家畜

改良に関する各種会議に

積極的に参画する。 

Ｓ：計画を大きく上回り、

かつ顕著な成果が得られ

た。 
Ａ：計画を上回る成果が得

られた。 
Ｂ：計画どおり順調に実施

された。 
Ｃ：計画どおり実施されず

改善を要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず

当該業務の廃止を含めた

抜本的な改善が必要と認

められる。 

＜主要な業務実績＞ 
 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、全国的な鶏

の改良推進に関する会議を開

催し、センターが実施する種

鶏の改良等のあり方について

意見・情報交換等を行った。

また、関係団体等が開催する

家畜改良に関する各種会議に

積極的に参画し、計画どおり

実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 農林水産省、都道府県、関係団体、生産

者及び学識経験者が参画した改良推進会議

を開催等全国的な国産鶏の改良推進に取り

組んだことから「Ｂ」評定とした。 
 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（４）-イ 第２ 業務の質の向上  １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （４）鶏  イ 種鶏開発の重点化 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、鶏の改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号、第２号 

 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （イ）在来種などと

の交配に適したセン

ター産種鶏の開発に

重点化した改良を進

めるとともに、産卵

性や増体性の向上も

目指す。 

（イ） 在来種等との交配

に適したセンター産種鶏の

開発に取り組み、また、需

要が見込まれない系統を減

らす一方、高い需要のある

系統を増やすことにより、

生体で維持する系統のうち

２系統を縮減する。この場

合、各系統についてイの取

組みにより、飼料利用性に

留意しつつ、産卵性や産肉

性の向上に取り組む。 

イ 在来種等との交配

に適したセンターの種

鶏について、系統数を

維持する。また、各系

統についてウからカの

取組みにより、飼料利

用性に留意しつつ、産

卵性や産肉性の向上に

取り組む。 

Ｓ：計画を大きく上回り、か

つ顕著な成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果が得ら

れた。 
Ｂ：計画どおり順調に実施さ

れた。 
Ｃ：計画どおり実施されず改

善を要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず当

該業務の廃止を含めた抜本

的な改善が必要と認められ

る。 

＜主要な業務実績＞ 
 在来種等との交配に適した

センターの種鶏について、既

に開発した系統数を維持し

た。また、各系統について遺

伝的能力評価技術、遺伝子解

析技術等を活用した取組によ

り、飼料利用性に留意しつつ、

卵用鶏の産卵性や肉用鶏の産

肉性の向上に取り組み、計画

どおり実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり在来種等の交配に適した種鶏の

開発等に取り組んだことから「Ｂ」評定とした。 
 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（４）-ウ 第２ 業務の質の向上  １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （４）鶏  ウ 卵用鶏の産卵性改良 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、鶏の改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号 

 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （ア）卵用鶏の産卵

性を改良する。特に、

主要白玉系統につい

て、センター産種鶏

の後期産卵率の育種

価を概ね５ポイント

改善する。また、主

要赤玉系統について

は、肉斑の発生率の

低減などの卵質を改

善する。 

（ア） 卵用鶏の産卵性を改良する。

特に、主要白玉系統である白色レグホ

ーン種について、１年１サイクルの世

代更新により系統造成を行うととも

に、長期検定手法（検定期間２５～５

９週齢時まで）を活用することによ

り、センター産種鶏の後期産卵率（４

４～５９週齢時の産卵率）の育種価を

概ね５ポイント改善する。また、主要

赤玉系統であるロードアイランドレ

ッド種について、遺伝子解析技術を活

用し、肉斑の発生率の低減のための選

抜を毎年行う。 

ウ 卵用鶏のうち主要白玉

系統（白色レグホーン種）

について、１年１サイクル

の世代更新により系統造成

を行うとともに、長期検定

手法を活用することによ

り、２６年産鶏の後期産卵

率の育種価を２１年産鶏に

比べて概ね５ポイント改善

する。 

Ｓ：計画を大きく上回り、か

つ顕著な成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果が得ら

れた。 
Ｂ：計画どおり順調に実施さ

れた。 
Ｃ：計画どおり実施されず改

善を要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず当

該業務の廃止を含めた抜本

的な改善が必要と認められ

る。 
  

＜主要な業務実績＞ 
 卵用鶏のうち主要白玉系

統（白色レグホーン種）に

ついて、１年１サイクルの

世代更新により系統造成を

行うとともに、長期検定手

法を活用することにより、

後期産卵率の育種価を概ね

５ポイント改善し、計画ど

おり実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり、後期産卵率の育種価の

改善に取り組んだことから「B」評定と

した。 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（４）-エ 第２ 業務の質の向上 １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （４）鶏  エ 卵用鶏の卵質改良 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、鶏の改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号 

 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （ア）卵用鶏の産卵

性を改良する。特

に、主要白玉系統に

ついて、センター産

種鶏の後期産卵率

の育種価を概ね５

ポイント改善する。

また、主要赤玉系統

については、肉斑の

発生率の低減など

の卵質を改善する。 

（ア）卵用鶏の産卵性を改良する。特

に、主要白玉系統である白色レグホー

ン種について、１年１サイクルの世代

更新により系統造成を行うとともに、

長期検定手法（検定期間２５～５９週

齢時まで）を活用することにより、セ

ンター産種鶏の後期産卵率（４４～５

９週齢時の産卵率）の育種価を概ね５

ポイント改善する。また、主要赤玉系

統であるロードアイランドレッド種

について、遺伝子解析技術を活用し、

肉斑の発生率の低減のための選抜を

毎年行う。 

エ 卵用鶏のうち主

要赤玉系統（ロード

アイランドレッド

種）について、肉斑

の発生率の低減のた

め、遺伝子解析技術

を活用するなどによ

り選抜を行う。 

Ｓ：計画を大きく上回

り、かつ顕著な成果が

得られた。 
Ａ：計画を上回る成果が

得られた。 
Ｂ：計画どおり順調に実

施された。 
Ｃ：計画どおり実施され

ず改善を要する。 
Ｄ：計画どおり実施され

ず当該業務の廃止を

含めた抜本的な改善

が必要と認められる。 

＜主要な業務実績＞ 
 卵用鶏のうち主要赤玉系統（ロ

ードアイランドレッド種）につい

て、肉斑の発生率の低減のため、

遺伝子解析技術を活用するなどに

より選抜を行い、計画どおり実施

した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり、肉斑の発生率低減のための選抜

が実施されたことから「B」評定とした。 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（４）-オ 第２ 業務の質の向上 １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （４）鶏  オ 肉用鶏の増体性改良 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、鶏の改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号 

 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ③ 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
一次選抜時 
体重の育種価 

平成 27 年度産鶏にお

いて平成 22 年産鶏に

比して 150ｇ改善 

      予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

  経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 白色コーニ 
ｯシュ種 

同 上 ７５ｇ程度 １４６ｇ 
程度 

２３２ｇ 
程度 

２８５ｇ 
程度 

３０４ｇ

程度 
 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

赤色コーニ 
ｯシュ種 

  同 上 ６０ｇ程度 １３９ｇ 
程度 

２２３ｇ 
程度 

２９２ｇ 
程度 

３３４ｇ

程度 
従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （イ）肉用鶏の増体

性を改良する。特に、

雄として利用される

主要系統について、

一次選抜時体重の育

種価を概ね１５０ｇ

改善する。また、遺

伝子解析技術を活用

して、羽色の固定化

に取り組む。 

（イ）肉用鶏の増体性を改良する。特に、

雄として利用される主要系統である白

色コーニッシュ種について、６週齢の一

次選抜時におけるデータを収集し、遺伝

的能力評価による精度の高い選抜手法

の活用により、一次選抜時体重の育種価

を概ね１５０ｇ改善する。 
 また、雌として利用される主要系統に

ついて、遺伝子解析技術を活用して、羽

色の固定（白色プリマスロック種につい

て他の品種を交配した際にひなの羽色

が必ず交配した他の品種と同じ羽色と

なること）のための選抜を毎年行う。 

オ 肉用鶏のうち主要

雄系統（「はりま」の雄

系（白色コーニッシュ

種）、「たつの」の雄系

（赤色コーニッシュ

種））について、６週齢

の一次選抜時における

データを収集し、遺伝

的能力評価による精度

の高い選抜手法を活用

し、２７年産鶏の一次

選抜時体重の育種価を

２２年産鶏に比べて概

ね１５０ｇ改善する。  

指標＝一次選抜時体重の育種価 
Ｓ：計画の１２０％以上であり、

かつ、特に優れた成果が認めら

れる。 
Ａ：計画の１２０％以上 
Ｂ：計画の１００％以上、１２０％

未満 
Ｃ：計画の８０％以上、１００％

未満 
Ｄ：計画の８０％未満、又は業務

運営の改善等必要な措置が必要

と認められる。 

＜主要な業務実績＞ 
 肉用鶏のうち主要雄系

統である白色コーニッシ

ュ種（「はりま」の雄系）

及び赤色コーニッシュ種

（「たつの」の雄系）につ

いて、６週齢の一次選抜時

におけるデータを収集し、

遺伝的能力評価による精

度の高い選抜手法を活用

し、一次選抜時体重の育種

価を概ね３２０ｇ改善す

るなど、計画を大きく上回

った。 

＜評定と根拠＞ 
「A」 

根拠： 
・育種価を用いて

一次選抜を行い、

白色コーニッシ

ュ種「５４」系統

の平成２７年産

鶏の育種価を、平

成２２年産鶏と

比較して３０４

ｇ改善するとと

もに、赤色コーニ

ッシュ種「５６」

系統の平成２７

年産鶏の育種価

を、平成２２年産

鶏と比較して３

３４ｇ改善した。 

評定 Ａ 
＜評定に至った理由＞ 
 育成段階の発育不全、脚弱の発生等の

様々な技術的課題が発生する肉用鶏の増体

性の改良において、選抜圧の強化、飼養環

境の改善、飼養技術の高度化等を行うこと

により、当初計画の目標値の２倍近い育種

価の改善が見られたことから「Ａ」評定と

した。 
 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（４）-カ 第２ 業務の質の向上 １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （４）鶏 カ 肉用鶏の羽装改良 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、鶏の改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号 

 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （イ）肉用鶏の増体

性を改良する。特に、

雄として利用される

主要系統について、

一次選抜時体重の育

種価を概ね１５０ｇ

改善する。また、遺

伝子解析技術を活用

して、羽色の固定化

に取り組む。 

（イ）肉用鶏の増体性を改良する。特に、

雄として利用される主要系統である白

色コーニッシュ種について、６週齢の一

次選抜時におけるデータを収集し、遺伝

的能力評価による精度の高い選抜手法

の活用により、一次選抜時体重の育種価

を概ね１５０ｇ改善する。 
 また、雌として利用される主要系統に

ついて、遺伝子解析技術を活用して、羽

色の固定（白色プリマスロック種につい

て他の品種を交配した際にひなの羽色

が必ず交配した他の品種と同じ羽色と

なること）のための選抜を毎年行う。 

カ 肉用鶏のうち主要雌

系統（白色プリマスロック

種）について、遺伝子解析

技術を活用し、赤色羽装の

鶏と交配した際、その後代

が必ず赤色となるよう羽

色を固定する。 

Ｓ：計画を大きく上回り、かつ

顕著な成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果が得られ

た。 
Ｂ：計画どおり順調に実施され

た。 
Ｃ：計画どおり実施されず改善

を要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず当該

業務の廃止を含めた抜本的

な改善が必要と認められる。 
  

＜主要な業務実績＞ 
 肉用鶏のうち主要雌系統

（白色プリマスロック種）

について、遺伝子解析技術

を活用し、赤色羽装の鶏と

交配した際、その後代が必

ず赤色となるよう羽色を固

定し、計画どおり実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり、交配・選抜が実施さ

れたことから「Ｂ」評定とした。 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（４）-キ 第２ 業務の質の向上  １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （４）鶏  キ 組合せ検定の実施 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、鶏の改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号 

 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （ウ）多様な品種・

系統を用いた組合せ

評価を行い、地鶏・

銘柄鶏の生産に対す

る支援を行う。 

（ウ） 地鶏・銘柄鶏の生

産を支援するため、多様な

品種・系統を用いた組合せ

検定について、平成２４年

度末までに組合せ検定の実

施のための条件を整備し、

及び都道府県・民間の在来

種の組合せに関するニーズ

を踏まえ、平成２５年度か

らセンターが保有する概ね

９系統の在来種等を利用し

て組合せ検定を行う。 

キ 地鶏・銘柄鶏の生

産を支援するため、セ

ンターが保有する在

来種等を利用して組

合せ検定を行い、育成

成績、産卵成績等を公

表する。 

Ｓ：計画を大きく上回

り、かつ顕著な成果

が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果

が得られた。 
Ｂ：計画どおり順調に

実施された。 
Ｃ：計画どおり実施さ

れず改善を要する。 
Ｄ：計画どおり実施さ

れず当該業務の廃止

を含めた抜本的な改

善が必要と認められ

る。 

＜主要な業務実績＞ 
 地鶏・銘柄鶏の生産を支

援するため、センターが保

有する在来種等を利用して

６組の組合せ検定を行い、

育成成績、産卵成績等を公

表し、計画どおり実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
計画どおり、組合せ検定等が実施されたことから「Ｂ」

評定とした。 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（５） 第２ 業務の質の向上  １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （５）馬 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号、第２号 

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  我が国における

持続的な馬生産を

支援するため、民間

などへの技術や知

識の普及を図ると

ともに、馬の活用方

法の多様化なども

踏まえつつ、農用馬

については、発育や

繁殖性の向上など

の改良を進める。こ

のため、以下の取組

を行う。 
＜以下略＞ 

 我が国における持

続的な馬生産を支援

するため、家畜人工授

精技術や飼養管理技

術に関する技術や知

識の普及に取り組む

とともに、馬の活用方

法の多様化等も踏ま

えつつ、農用馬につい

ては、発育や繁殖性の

向上等の改良を進め

る。 
＜以下略＞ 

（５）馬 
＜以下略＞ 

 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 
 各細項目の評価点数の区分は以

下のとおりとする。 
  Ｓ評価：４点、Ａ評価：３点、

Ｂ評価：２点、Ｃ評価：１点、Ｄ

評価：０点 
Ａ：満点×１２/１０≦合計点 
Ｂ：満点×８/１０≦合計点＜満点

×１２/１０ 
Ｃ：満点×５/１０≦合計点＜満点

×８/１０ 
Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 

□全国的な馬改良の推進 
        2/2(B) 
□農用馬の飼養管理技術 
 及び繁殖技術の向上 
        2/2(B) 
□家畜人工授精技術の普 
 及      2/2(B) 
□農用馬の発育及び繁殖 
 性の向上推進 2/2(B) 
□農用馬の能力評価方法 
 の開発    2/2(B) 
□純粋種農用馬の生産・ 
 供給     2/2(B)  
□日本在来馬の保存支援 
        2/2(B) 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

満点：１４Ｐ(細項

目７×２Ｐ) 
合計：１４Ｐ 
１４Ｐ／１４Ｐ＝

１.０ 
(１０／１０) 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
  下記のとおり、下位の評価項目である細項目の合計点がＢ評定の判定

基準内（満点×８／１０≦合計点＜１２／１０）であったため。 
 満 点：１２点（小項目６×２点） 
 合計点：１２点＝２点×６ 
 １２点／１２点＝１．０（１０／１０） 
□全国的な馬改良の推進            ２点（Ｂ） 
□農用馬の飼養管理技術及び繁殖技術の向上   ２点（Ｂ） 
□家畜人工授精技術の普及           ２点（Ｂ） 
□農用馬の能力評価方法の開発         ２点（Ｂ） 
□純粋種農用馬の生産・供給          ２点（Ｂ） 
□日本在来馬の保存支援            ２点（Ｂ） 
               合 計 点   １２点 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（５）-ア 第２ 業務の質の向上 １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （５）馬  ア 全国的な馬改良の推進 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号 

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （ア） 全国的な

馬の改良推進を

図るため、農林水

産省、都道府県、

関係団体、生産者

及び学識経験者

との意見・情報交

換において、積極

的に指導的役割

を果たすととも

に、都道府県、関

係団体などとの

役割分担の明確

化を図る。 

（ア） 全国的な馬の改良推進

を図るため、センターが農林水

産省、都道府県、関係団体、生

産者及び学識経験者を参集し

て会議を開催し、我が国におけ

る家畜改良の方向性に沿った

センターの業務のあり方につ

いて意見・情報交換を行い、業

務に反映する。また、農林水産

省、都道府県、関係団体等が開

催する家畜改良に関する各種

会議に積極的に参画し、技術的

助言、連携協力を行う等指導的

な役割を果たす。 

ア 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、全国的な馬の改良推

進に関する会議を開催

し、センターが実施する

種畜の作出等のあり方に

ついて意見・情報交換を

行う。また、農林水産省、

都道府県、関係団体等が

開催する家畜改良に関す

る各種会議に積極的に参

画する。 

Ｓ：計画を大きく上回り、

かつ顕著な成果が得ら

れた。 
Ａ：計画を上回る成果が得

られた。 
Ｂ：計画どおり順調に実施

された。 
Ｃ：計画どおり実施されず

改善を要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず

当該業務の廃止を含め

た抜本的な改善が必要

と認められる。 

＜主要な業務実績＞ 
 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、全国的な農用

馬の改良推進に関する

会議を開催し、センタ

ーが実施する種畜の作

出のあり方について意

見・情報交換等を行っ

た。また、関係団体等

が開催する家畜改良に

関する各種会議に積極

的に参画し、計画どお

り実施した 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり、全国的な農用馬の改良推進に関する取組

が実施されたことから「Ｂ」評定とした。 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（５）-イ 第２ 業務の質の向上 １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （５）馬  イ 農用馬の飼養管理技術及び繁殖技術の向上 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号 

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （ イ ） 飼 養 管

理・繁殖技術の

向上を図るとと

もに、当該技術

の民間への普及

に努める。また、

優良種雄馬の広

域利用と改良の

推進のため、人

工授精の普及を

図る。 

（イ）発育ステージに応じた飼料設

計や繁殖性の制御に関係する飼養

管理技術及び家畜人工授精を含む

繁殖技術の向上を図るとともに、研

修会を開催する等により当該技術

の民間への普及を図る。また、優良

種雄馬の広域利用と改良の推進の

ため、家畜改良増殖法に基づく家畜

人工授精師免許（馬）取得のための

講習会及び家畜人工授精師等を対

象に家畜人工授精技術等の技術講

習を行う。 

イ 農用馬につい

て、研修会を開催

するなどにより、

２６年度までに取

りまとめたデータ

をもとに、飼養管

理技術及び繁殖技

術の普及のための

指導を行う。 

Ｓ：計画を大きく上回り、か

つ顕著な成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果が得ら

れた。 
Ｂ：計画どおり順調に実施さ

れた。 
Ｃ：計画どおり実施されず改

善を要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず当

該業務の廃止を含めた抜本

的な改善が必要と認められ

る。  

＜主要な業務実績＞ 
 農用馬について、研修会を開催す

るなどにより、２６年度までに取り

まとめたデータをもとに、飼養管理

技術及び繁殖技術の普及のための

指導を行い、計画どおり実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
計画どおり、取りまとめたデータをもと

に、飼養管理技術等の普及のための指導が

実施されたことから「Ｂ」評定とした。 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（５）-ウ 第２ 業務の質の向上  １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （５）馬  ウ 家畜人工授精技術の普及 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号 

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （イ） 飼養管理・

繁殖技術の向上を

図るとともに、当該

技術の民間への普

及に努める。また、

優良種雄馬の広域

利用と改良の推進

のため、人工授精の

普及を図る。 

（イ） 発育ステージに応じた

飼料設計や繁殖性の制御に関係

する飼養管理技術及び家畜人工

授精を含む繁殖技術の向上を図

るとともに、研修会を開催する

等により当該技術の民間への普

及を図る。また、優良種雄馬の

広域利用と改良の推進のため、

家畜改良増殖法に基づく家畜人

工授精師免許（馬）取得のため

の講習会及び家畜人工授精師等

を対象に家畜人工授精技術等の

技術講習を行う。 

ウ 家畜人工授精

技術学に関する技

術講習を実施す

る。 

Ｓ：計画を大きく上回り、

かつ顕著な成果が得られ

た。 
Ａ：計画を上回る成果が得 
られた。 

Ｂ：計画どおり順調に実施

された。 
Ｃ：計画どおり実施されず

改善を要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず

当該業務の廃止を含めた

抜本的な改善が必要と認

められる。 

＜主要な業務実績＞ 
 家畜人工授精師等を対象

に家畜人工授精技術等に関

する講習会等を行い、計画

どおり実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり、馬の人工授精に係る技術講習会が実

施されたことから「Ｂ」評定とした。 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（５）-エ 第２ 業務の質の向上  １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （５）馬  エ 農用馬の発育及び繁殖性の向上推進 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号 

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  馬の発育や繁殖性

の向上を進めるとと

もに、農用馬につい

て、体型やけん引力

などを用いた能力評

価方法の開発に努め

る。 

 馬の発育や繁殖性

を向上させるため、

農用馬について、発

育値や受胎率データ

を収集する。また、

関係機関と連携し、

体型（体高、胸囲等）

やけん引力等を用い

た能力評価方法の開

発に取り組む。 

エ 農用馬につい

て、２６年度までに

取りまとめたデータ

をもとに、発育や繁

殖能力に関する選抜

基準を検討する。   

Ｓ：計画を大きく上回り、かつ顕

著な成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果が得られ

た。 
Ｂ：計画どおり順調に実施され

た。 
Ｃ：計画どおり実施されず改善を

要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず当該業

務の廃止を含めた抜本的な改

善が必要と認められる。 

＜主要な業務実績＞ 
 農用馬について、２６年度までに

取りまとめたデータをもとに、発育

や繁殖能力に関する選抜基準を検

討し、計画どおり実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施した。 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり、２６年度までに取りまとめたデータを

もとに、発育や繁殖能力に関する選抜基準を検討したこ

とから「Ｂ」評定とした。 
 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（５）-オ 第２ 業務の質の向上 １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （５）馬  オ 純粋種農用馬の生産・供給 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号 

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  純粋種農用馬（ブ

ルトン種・ペルシュ

ロン種）などについ

ては、繁殖能力の向

上を図るとともに、

品種の特性に応じ

た体型となるよう

選抜を行い、種畜な

どの生産・供給を行

う。 

 純粋種農用馬（ブルトン

種・ペルシュロン種）等に

ついては、受胎率やほ育能

力等の繁殖能力の向上を図

るとともに、体型データを

収集し、これら形質に優れ

たものを選抜する。これら

により、品種の特性に優れ

た種畜等の生産・供給を行

う。 

オ 純粋種農用馬

について、受胎率、

ほ育能力及び体型

データを収集し、

取りまとめるとと

もに、これら形質

の優れたものを選

抜し、種畜等の生

産・供給を行う。 

Ｓ：計画を大きく上回り、かつ顕著な成果が得

られた。 
Ａ：計画を上回る成果が得られた。 
Ｂ：計画どおり順調に実施された。 
Ｃ：計画どおり実施されず改善を要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず当該業務の廃止を含

めた抜本的な改善が必要と認められる。 

＜主要な業務実績＞ 
 純粋種農用馬について、

受胎率、ほ育能力及び体型

データを収集し、取りまと

めるとともに、これらの形

質が優れたものを選抜し、

種畜等の生産・供給を行い、

計画どおり実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
計画どおり、農用馬の能力評価方法

を用いて種畜を選抜し、供給を行った

ことから「Ｂ」評定とした。 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（５）-カ 第２ 業務の質の向上 １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （５）馬  カ 日本在来馬の保存支援 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号、第２号 

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 

行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 
 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （イ）日本在来馬につ

いては、ジーンバンク

としての取組のほか、

関係機関・団体などと

協力して、地域におけ

る保存・繁殖などの取

組を支援する。 

（イ）民間等が行う日本在来馬

の保存を支援するため、ジーン

バンクとしての取組のほか、関

係機関・団体等と協力して、地

域における保存・繁殖、技術情

報の提供、技術指導等に積極的

に取り組む。 

カ 民間等が行

う日本在来馬の

保存を支援する

ため、生体や精液

の保存に取り組

む。また、地域に

おける保存・繁殖

に関する会議に

参画するなどに

より、情報提供や

技術指導等を行

う。  

Ｓ：計画を大きく上回り、かつ顕著

な成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果が得られた。 
Ｂ：計画どおり順調に実施された。 
Ｃ：計画どおり実施されず改善を要

する。 
Ｄ：計画どおり実施されず当該業務

の廃止を含めた抜本的な改善が

必要と認められる。 

＜主要な業務実績＞ 
 民間等が行う日本在来馬の

保存を支援するため、日本在

来馬６品種について生体及び

凍結精液による保存に取り組

んだ。また、地域における在

来馬の保存・繁殖に関する会

議に参画し、意見・情報交換

を行うとともに、飼養管理及

び凍結精液製造に関する技術

指導を行い、計画どおり実施

した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施 
した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり、日本在来馬の凍結精液等の保存

し、地域における技術指導等に取り組んだこと

から「Ｂ」評定とした。 
 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（６） 第２ 業務の質の向上 １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （６）めん羊・山羊 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号 

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 

行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 
 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  多様な畜産経営

を支援するため、民

間などにおけるめ

ん羊・山羊の生産の

ための技術や知識

の普及を図るとと

もに、改良の推進を

支援する。このた

め、以下の取組を行

う。 
 ＜以下略＞ 

 多様な畜産経営

を支援するため、

民間等におけるめ

ん羊・山羊の生産

のための技術や知

識の普及を図ると

ともに、改良の推

進を支援する。こ

のため、以下の取

組を行う。 
＜以下略＞ 

（６）めん羊・

山羊 
 ＜以下略＞ 

 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 
 各細項目の評価点数の区分は以下のとおり

とする。 
  Ｓ評価：４点、Ａ評価：３点、Ｂ評価：２点、

Ｃ評価：１点、Ｄ評価：０点 
 
Ａ：満点×１２/１０≦合計点 
Ｂ：満点×８/１０≦合計点＜満点×１２/１０ 
Ｃ：満点×５/１０≦合計点＜満点×８/１０ 
Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 

□民間等への技術支援等 
          2/2(B) 
□繁殖技術及び飼養管理 
 技術の向上    2/2(B) 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

満点：４Ｐ(細項目２×２Ｐ) 
合計：４Ｐ 
４Ｐ／４Ｐ＝１.０(10/10) 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 下記のとおり、 下位の評価項目である細項目の

合計点がＢ評定の判定基準内（満点×8/10≦合計

点＜満点×12/10）であるため。 
 満 点：４点(細項目２×２点) 
 合計点：２点×２＝４点 
 ４点／４点＝１.０（１０／１０） 
  
□民間等への技術支援等    ２点（Ｂ） 
□繁殖技術及び飼養管理  

技術の向上          ２点（Ｂ） 
       合 計 点    ４点 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（６）-ア 第２ 業務の質の向上 １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （６）めん羊・山羊  ア 民間等への技術支援等 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号、第２号 

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 ア 民間などによ

る育種改良を支援

するため、意見・情

報交換を積極的に

行うとともに、必要

に応じて技術的支

援及び家畜などの

育種改良素材の提

供を行う。 

ア 民間等への技術支援

のため、毎年１回以上、

協議会を通じ、飼養管理

技術や近親交配を避ける

ための種畜入手等に関し

て、関係機関、生産者等

との意見・情報交換を実

施するとともに、必要に

応じて技術指導等の技術

的支援及び家畜等の育種

改良素材の提供を行う。 

ア 生産関係者から構成

される協議会を通じ、飼養

管理技術や近親交配を避

けるための種畜入手等に

関して、関係機関、生産者

等との意見・情報交換を実

施する。また、民間等に対

し、必要に応じて技術指導

等の技術的支援及び家畜

等の育種改良素材の提供

を行う。 

Ｓ：計画を大きく上回り、か

つ顕著な成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果が得ら

れた。 
Ｂ：計画どおり順調に実施さ

れた。 
Ｃ：計画どおり実施されず改

善を要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず当

該業務の廃止を含めた抜本

的な改善が必要と認められ

る。 

＜主要な業務実績＞ 
 農林水産省、都道府県、関係団体及

び生産者の参画を得て「山羊改良に関

する情報交換会」を平成２７年１１月

に開催するとともに、生産関係者等か

ら構成される協議会に参画し、飼養管

理技術等に関して関係機関、生産者等

との意見・情報交換を実施した。また、

技術講習会等を開催し、生産者等に対

し技術的支援を行うとともに、育種改

良素材を提供し、計画どおり実施し

た。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり、情報交換、技術講習会、育

種素材の提供が実施されたことから「Ｂ」

評定とした。 
 
 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（６）-イ 第２ 業務の質の向上  １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （６）めん羊・山羊  イ 繁殖技術及び飼養管理技術の向上 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号 

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 イ 家畜人工授精

などの繁殖技術及

び飼養管理技術の

向上を図るととも

に、これらの技術の

民間での普及に努

める。 

イ 家畜改良増殖法

に基づく家畜人工授

精師免許（めん羊又

は山羊）の講習会を

行う。また、家畜人

工授精師等を対象に

家畜人工授精技術研

修会等を行う。さら

に、センター職員が

生産現地に出向き家

畜人工授精等の技術

講習を行う。 

イ 家畜人工授精

師免許（めん羊）

取得のための講習

会を行う。また、 

家畜人工授精技術

等に関する技術講

習を実施する。さ

らに、生産現地に

出向き家畜人工授

精等の技術講習を

行う。 

Ｓ：計画を大きく上回り、

かつ顕著な成果が得られ

た。 
Ａ：計画を上回る成果が得

られた。 
Ｂ：計画どおり順調に実施

された。 
Ｃ：計画どおり実施されず

改善を要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず

当該業務の廃止を含めた

抜本的な改善が必要と認

められる。  

＜主要な業務実績＞ 
家畜人工授精師免許（め

ん羊）取得のための講習会

を行った。また、家畜人工

授精師等を対象に家畜人

工授精技術等に関する技

術講習を実施するととも

に、センター職員が生産現

地に出向き家畜人工授精

技術、飼養管理技術等に関

する技術講習を行い、計画

どおり実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり、技術講習等が実施されたことから「Ｂ」評

定とした。 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（７） 第２ 業務の質の向上  １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （７）家畜の飼養管理の改善 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号 

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （７）家畜の飼

養管理の改善 
 
＜以下略＞ 

（７）家畜の飼

養管理の改善 
 
 ＜以下略＞ 

（７）家畜の飼養

管理の改善 
 
＜以下略＞ 

 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 
 各細項目の評価点数の区分は以下の

とおりとする。 
  Ｓ評価：４点、Ａ評価：３点、Ｂ評価：

２点、Ｃ評価：１点、Ｄ評価：０点 
 
Ａ：満点×１２/１０≦合計点 
Ｂ：満点×８/１０≦合計点＜満点×１２

/１０ 
Ｃ：満点×５/１０≦合計点＜満点×８/
１０ 

Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 

□損耗率の低減、受胎率 
・育成率の向上  2/2(B) 
□生産コストの縮減  

2/2(B) 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

満点：４Ｐ(細項目２×２Ｐ) 
合計：４Ｐ 
４Ｐ／４Ｐ＝１.０(１０／１０) 
 
 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 下記のとおり、 下位の評価項目である細項目の合計点

がＢ評定の判定基準内（満点×8/10≦合計点＜満点×

12/10）であるため。 
 満 点：４点(細項目２×２点) 
 合計点：２点×２＝４点 
 ４点／４点＝１.０（１０／１０） 
  
□損耗率の低減、受胎率・育成率の向上  ２点（Ｂ） 
□生産コストの縮減            ２点（Ｂ） 
             合 計 点    ４点 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（７）-ア 第２ 業務の質の向上  １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （７）家畜の飼養管理の改善  ア 損耗率の低減、受胎率・育成率の向上 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号 

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 ア 長期的にひっ迫基

調の穀物需給にも対応

し得るよう、家畜の飼

料利用性の改善に取り

組むのみならず、改良

された家畜の能力が十

分発揮されるよう、飼

養管理の改善による家

畜の損耗率の低減や、

受胎率、育成率などの

向上に取り組む。 

ア 長期的にひっ迫

基調の穀物需給にも

対応し得るよう、家

畜の飼料利用性の改

善に取り組むのみな

らず、改良された家

畜の能力が十分発揮

されるよう、飼養管

理の改善による家畜

の損耗率の低減、受

胎率や育成率等の向

上について、各牧場

において目標を設定

し、取り組む。 

ア 飼養管理の改善

による家畜の損耗率

の低減、受胎率や育成

率などの向上を図る

ため指標を作成する。

各牧場において目標

を設定し、年度の取り

組み状況及び目標達

成状況を報告する。 

Ｓ：計画を大きく上回

り、かつ顕著な成果

が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果

が得られた。 
Ｂ：計画どおり順調に

実施された。 
Ｃ：計画どおり実施さ

れず改善を要する。 
Ｄ：計画どおり実施さ

れず当該業務の廃止

を含めた抜本的な改

善が必要と認められ

る。  

＜主要な業務実績＞ 
飼養管理改善の指標となる

項目について、各畜種ごとに

設定した目標値を達成するた

め改善に取り組むとともに、

取組状況及び達成状況を報告

した。また、飼養改善に向け

各牧場において技術講習会等

の開催による職員のスキルア

ップを図るなど、計画どおり

実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施した。 
 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 各畜種ごとに設定した目標値を達成するため改善に取り

組むとともに、飼養改善に向け各牧場において技術講習会

等の開催による職員のスキルアップを図るなど、計画どお

りの業務が実施されたことから「Ｂ」評定とした。 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（７）-イ 第２ 業務の質の向上  １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （７）家畜の飼養管理の改善  イ 生産コスト縮減 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号 

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 イ 種畜の生産コス

トを縮減するため、

コストの把握に努め

つつ、引き続き家畜

の飼養管理の効率化

や省力化に努める。 

イ 種畜の生産

コストの縮減を

図るため、経年

比較ができるコ

スト試算を行

い、家畜の飼養

管理の効率化や

省力化を図る。 

イ 種畜の生産

コストの縮減を

図るため、経年比

較ができるコス

ト試算を行い、家

畜の飼養管理の

効率化や省力化

を図る 

Ｓ：計画を大きく上

回り、かつ顕著な

成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成

果が得られた。 
Ｂ：計画どおり順調

に実施された。 
Ｃ：計画どおり実施

されず改善を要す

る。 
Ｄ：計画どおり実施

されず当該業務の

廃止を含めた抜本

的な改善が必要と

認められる。 
  

＜主要な業務実績＞ 
種畜の生産コスト

の把握・分析による経

費縮減を図るため、種

畜の生産コスト試算

を計画どおり順調に

実施した。また、家畜

の飼養管理の効率化

や省力化が図られた。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実

施した。 
 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり、家畜の飼養管理の効率化に向けて種畜の生産コストの試算を実施したこ

とから「Ｂ」評定とした 
＜参考＞ 
・種畜仕向家畜１頭（羽）当たりの生産コストは、畜舎の新設・改修による作業効率の

向上、自動給餌機や大型機械の導入等による省力化等で、家畜疾病対策費の増加や種畜

仕向頭数の変動などにより増加するときはあるものの、すべての種畜において低減傾向

にある。 
・平成２６年度と平成１５年度との比較では、乳用牛（１５年度４，５２４千円→２６

年度２，３７７千円）、肉用牛（同５，２６９千円→同３，０２２千円）、豚（同３９６

千円→同２４０千円）、肉用鶏（同２４千円→同１６千円）、卵用鶏（同２８千円→同２

２千円）となっている。 
・平成２６年度と前年度との比較では、給与支給額抑制期間の終了によって人件費が増

加したため、乳用牛（２５年度２，３０８千円→２６年度２，３７７千円）、肉用牛（同

２，９２５千円→同３，０２２千円）、豚（同１７８千円→同２４０千円）及び卵用鶏

（同１９千円→同２２千円）では増加となっているが、肉用鶏（同１６千円→同１６千

円）では減少している。 
 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（８） 第２ 業務の質の向上 １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （８）家畜伝染性疾病に対するリスク管理の強化 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号 

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

 従事人員数 991 981 972 966 969 

注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （８）家畜伝染

性疾病などの

リスク管理の

強化 

（８）家畜伝染

性疾病などのリ

スク管理の強化 

（８）家畜伝

染性疾病など

のリスク管理

の強化 

 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 
 各細項目の評価点数の区分は以下のとおり

とする。 
  Ｓ評価：４点、Ａ評価：３点、Ｂ評価：２点、

Ｃ評価：１点、Ｄ評価：０点 
 
Ａ：満点×１２/１０≦合計点 
Ｂ：満点×８/１０≦合計点＜満点×１２/１０ 
Ｃ：満点×５/１０≦合計点＜満点×８/１０ 
Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 

□防疫対策の徹底  
1/2(C) 

□保有遺伝資源のリスク 
分散          2/2(B) 

＜評定と根拠＞ 
「C」 

満点：４Ｐ(細項目２×２Ｐ) 
合計：３Ｐ 
３Ｐ／４Ｐ＝０.７５(7.5／10)  

評定 Ｃ 
＜評定に至った理由＞ 
 下記のとおり、 下位の評価項目である細項目の合計点

がＣ評定の判定基準内（満点×5/10≦合計点＜満点

×8/10）であるため。 
 満 点：４点(細項目２×２点) 
 合計点：２点＋１点＝３点 
 ３点／４点＝０．７５（７.５／１０） 
  
□防疫対策の徹底       １点（Ｃ） 
□保有遺伝資源のリスク分散  ２点（Ｂ） 
          合 計 点  ３点 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（８）-ア 第２ 業務の質の向上 １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （８）家畜伝染性疾病に対するリスク管理の強化 ア 防疫対策の徹底 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号 

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  貴重な育種

素材を家畜伝

染性疾病など

により損失し

ないよう、防疫

を徹底する。ま

た、万が一に備

え、複数の牧場

で飼養するな

ど、リスクヘッ

ジを行う。 

ア 防疫対策を

徹底するため、

家畜伝染性疾病

に関する定期的

な検査を実施す

るとともに、防

疫エリアを明確

にし、外部から

家畜伝染性疾病

の要因が侵入し

ないよう、徹底

的な衛生措置を

行う。 

ア 防疫対策を

徹底するため、

家畜伝染性疾病

に関する定期的

な検査を実施す

るとともに、防

疫エリアを明確

にし、外部から

家畜伝染性疾病

の要因が侵入し

ないよう、徹底

的な衛生措置を

行う。 

Ｓ：計画を大きく上回り、かつ

顕著な成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果が得られ

た。 
Ｂ：計画どおり順調に実施され

た。 
Ｃ：計画どおり実施されず改善

を要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず当該

業務の廃止を含めた抜本的

な改善が必要と認められる。 

＜主要な業務実績＞ 
防疫対策を徹底するため、

毎年度の衛生検査計画に沿っ

て家畜伝染病に関する定期的

かつ継続的な検査を実施し

た。防疫エリアについては、

「牧場区域」「飼養管理区域」

「畜舎区域」を明確にし、外

部から家畜伝染性疾病の要因

が侵入しないよう衛生管理を

行った。平成２８年２月に新

冠牧場においてヨーネ病が発

生したことから、関係機関の

指導のもと、まん延防止対策

等の防疫対策の強化を進め

た。 

＜評定と根拠＞ 
「C」 

根拠： 
・新冠牧場においてヨーネ

病の発生があったため。 
＜課題と対応＞ 
・速やかに隔離・殺処分等

の防疫措置を実施した。          
・外部有識者の意見を踏ま

えて、ヨーネ病に感染する

リスクが高い若齢牛の飼養

環境の清浄性確保を強化す

ることとし、清掃・消毒の

徹底に加えて、初乳の加熱

処理時間の延長など、防疫

対策を強化し、清浄化対策

に取り組んだ。 

評定 Ｃ 
＜評定に至った理由＞ 
「外部から家畜伝染性疾病の要因が侵入しないよう、徹底的な衛

生管理を行う」との計画については、新冠牧場におけるヨーネ病の

発生により達成できなかったため「Ｃ」評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
 ヨーネ病の発生を教訓にして、センター全体における防疫体制の

より一層の強化を図ることが必要。 
 
＜その他事項＞ 
・家畜伝染性疾病の患畜を摘発し、速やかに淘汰するなどのまん延

防止措置が行われ、外部に拡大させなかったことは評価に値する。 
・十分な衛生対策を実施していても、北海道内での発生状況を踏ま

えれば、ヨーネ病の侵入を完全阻止することは難しい。初乳の加熱

処理時間を延長する等の衛生管理の強化については、未発生の牧場

であっても出来ることはやるべき。 
（有識者会議委員意見） 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（８）-イ 第２ 業務の質の向上 １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （８）家畜伝染性疾病に対するリスク管理の強化 イ 保有遺伝資源のリスク分散 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号 

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

 従事人員数 991 981 972 966 969 

注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  貴重な育種素材を

家畜伝染性疾病など

により損失しないよ

う、防疫を徹底する。

また、万が一に備え、

複数の牧場で飼養す

るなど、リスクヘッ

ジを行う。 

イ 家畜伝染性疾

病の侵入等により

貴重な遺伝資源を

失うことがないよ

う、必要に応じて

複数の牧場での分

散飼養を行う。 

イ 家畜伝染性疾

病の侵入等により

貴重な遺伝資源を

失うことがないよ

う、必要に応じて

複数の牧場を活用

し、生体等につい

て分散管理する。 

Ｓ：計画を大きく上回り、かつ

顕著な成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果が得られ

た。 
Ｂ：計画どおり順調に実施され

た。 
Ｃ：計画どおり実施されず改善

を要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず当該

業務の廃止を含めた抜本的

な改善が必要と認められる。 

＜主要な業務実績＞ 
家畜伝染性疾病の侵入等によ

り貴重な遺伝資源を失うことが

ないよう、各畜種ごとにリスク分

散を図るため、計画的に生体等を

複数の牧場を活用して分散させ

て管理し、計画どおり実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施した。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり、生体等を複数の牧場を活用して分散

管理が行われたことから「Ｂ」評定とした。 
 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-１-（９） 第２ 業務の質の向上 １ 家畜改良及び飼養管理の改善 （９）家畜の遺伝資源の保存 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号 

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 
行政事業レビューシート事業番号：０１５５ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （９） 家畜の遺伝

資源の保存 
 家畜の多様な育種

改良を進める観点か

ら、遺伝資源の収

集・保存を行うとと

もに、関係機関との

連携を図る。 

（９） 家畜の遺

伝資源の保存 
 家畜の多様な育

種改良を進める観

点から、多様な家

畜の遺伝資源につ

いて、独立行政法

人農業生物資源研

究所等の関係機関

と連携を図りなが

ら、収集・保存及

び特性調査を実施

する。 

（９） 家畜の遺

伝資源の保存 
 独立行政法人農

業生物資源研究所

と連携しつつ、８

場で分担し、遺伝

資源の追加収集６

点、保存９０点、

特性調査１２点程

度を行う。 

Ｓ：計画を大きく上回り、かつ顕

著な成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果が得られた。 
Ｂ：計画どおり順調に実施された。 
Ｃ：計画どおり実施されず改善を

要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず当該業

務の廃止を含めた抜本的な改善

が必要と認められる。 

＜主要な業務実績＞ 
農林水産省関連動植物の

遺伝資源保存に関するセン

ターバンクである国立研究

開発法人農業生物資源研究

所と連携しつつ、８牧場で

分担し、遺伝資源の追加収

集６点、継続保存９０点及

び特性調査１２点を行い、

計画どおり実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 （独）農業生物資源研究所との連携の下、計画ど

おり家畜遺伝資源の保存に取り組んだことから「Ｂ」

評定とした。 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-２ 第２ 業務の質の向上 ２ 飼料作物の増殖に必要な種苗の生産及び供給 
業務に関連する政策・施

策 
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 
当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第３号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

 従事人員数 991 981 972 966 969 

（うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 ２ 飼料作物の増殖に必要な

種苗の生産・供給 
 自給飼料の増産を推進し、

飼料自給率の向上を図るため

には、飼料作物の優良品種の

普及による生産性及び品質の

向上が必要である。このため、

我が国の気候風土に適応し、

高収量性、病害抵抗性、耐倒

伏性などの特徴を持つ飼料作

物の優良品種の普及に必要な

種苗の生産・供給を行うこと

とし、特に、次の業務に重点

をおいて、取組を進めるもの

とする。 

２ 飼料作物の

増殖に必要な種

苗の生産・供給 

２ 飼料作物

の増殖に必要

な 種 苗 の 生

産・供給 

 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：４点、Ａ評価：３点、Ｂ評価：

２点、Ｃ評価：１点、Ｄ評価：０点 
 
Ａ：満点×１２/１０≦合計点 
Ｂ：満点×８/１０≦合計点＜満点× 

１２/１０ 
Ｃ：満点×５/１０≦合計点＜満点× 

８/１０ 
Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 

◇国内育成品種の種苗増 
 殖      2/2(B) 
◇生産量の向上 3/2(B) 
◇飼料用稲種子の安定供 
 給確保    2/2(B) 
◇地域適応性等の検定試 
 験の実施   2/2(B) 
◇奨励品種選定試験結果 
 等の情報提供 2/2(B) 
◇飼料作物の遺伝資源の 
 保存    2/2(B) 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

満点：12Ｐ(小項目 
6×2Ｐ) 

合計：13Ｐ 
13Ｐ／12Ｐ 
＝1.0(11/10) 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
  下記のとおり、評価対象とした下位の評価項目である小

項目の合計点がＢ評定の判定基準内（満点×８／１０≦合

計点＜１２／１０）であったため。 
 満 点：１２点（小項目６×２点） 
 合計点：１２点＝２点×６ 
 １２点／１２点＝１．０（１０／１０） 
 
◇国内育成品種の種苗増殖          ２点（Ｂ） 
◇生産量の向上                 ２点（Ｂ） 
◇飼料用種子の安定供給確保            ２点（Ｂ） 
◇地域適応性等の検定試験            ２点（Ｂ） 
◇奨励品種の選定試験の結果等の情報提供   ２点（Ｂ）                 
◇飼料作物の遺伝資源の保存            ２点（Ｂ） 
          合 計 点      １２点 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-２-（１） 第２ 業務の質の向上 ２ 飼料作物の増殖に必要な種苗の生産及び供給 （１）国内育成品種の種苗増殖 
業務に関連する政策・施

策 
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 
当該事業の実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第３号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  我が国の風土に適

した国内育成品種の

定着を更に進める必

要があるため、新品

種・系統などについ

て、ＯＥＣＤ（経済

協力開発機構）品種

証明制度に基づく要

件に適合した種苗の

増殖を図る。 
  

（１）国内育成品

種の種苗増殖につ

いては、ＯＥＣＤ

（経済協力開発機

構）品種証明制度

等に基づく要件に

適合した生産管理

の下で、新品種・

系統及び需要の高

い品種・系統に重

点化した増殖を行

う。 

（１）高品質な種

苗の生産及び供給

を行うため、ＯＥ

ＣＤ品種証明制度

に基づく要件に適

合した管理の下

で、新品種・系統

及び需要の高い品

種・系統に重点化

した種苗生産を行

う。 

Ｓ：計画を大きく上回り、

かつ顕著な成果が得ら

れた。 
Ａ：計画を上回る成果が得

られた。 
Ｂ：計画どおり順調に実施

された。 
Ｃ：計画どおり実施されず

改善を要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず

当該業務の廃止を含め

た抜本的な改善が必要

と認められる。 
  

＜主要な業務実績＞ 
 ＯＥＣＤ品種証明制度に基

づく要件に適合した、高品質の

種子を新たに１８品種１６ト

ン生産した。 
 飼料作物種苗の増殖対象

品種・系統については、需要調

査等をもとに新たに育成され

た２品種・系統を追加するとと

もに、２品種・系統を削除し、

新品種及びニーズの高い品種

への重点化を図ることにより、

９７品種・系統とするなど、計

画どおり実施した。                 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・ 計画どおり実施した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり、国内育成品種の種苗増殖が実施されたことか

ら「B」評定とした。 
 
 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-２-（２） 第２ 業務の質の向上 ２ 飼料作物の増殖に必要な種苗の生産及び供給 （２）生産量の向上 
業務に関連する政策・施

策 
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 
当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第３号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
単位面積当た

り種子生産量 
従来方法比

５％向上 
 
 

－ 
 

従来方法比

９％向上 
従来方法比

15％向上 
従来方法比

16％向上 
従来方法比

23％向上 
 
(注) 
ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ、

ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ、

えん麦の平均 

 予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 

注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  我が国の風土に適した国

内育成品種の定着を更に進

める必要があるため、新品

種・系統などについて、Ｏ

ＥＣＤ（経済協力開発機構）

品種証明制度に基づく要件

に適合した種苗の増殖を図

る。 
 また、国内育成品種の種

苗増殖において、ほ場の生

産性と精選技術の改善など

により、単位面積当たりの

生産量を５％向上させる。 

（２）国内育成品種の

種苗増殖において、単

位面積当たりの生産

量を中期目標期間中

に５％向上させるた

め、主要草種の栽培管

理及び精選技術等の

改善手法を検討し、実

用性の高いと判断さ

れた手法に取り組む。 

（２）国内育成品種の

種苗の単位面積当たり

の生産量の向上を図る

ため、主要草種の栽培

管理及び精選技術等の

改善手法を取りまとめ

マニュアル化する。 

Ｓ：計画を大きく上回り、

かつ顕著な成果が得られ

た。 
Ａ：計画を上回る成果が得

られた。 
Ｂ：計画どおり順調に実施

された。 
Ｃ：計画どおり実施されず

改善を要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず

当該業務の廃止を含めた

抜本的な改善が必要と認

められる。 
  

＜主要な業務実績＞ 
国内育成品種の種苗増殖に

おける単位面積当たりの生産

量の向上を図るため、主要草

種の栽培管理及び精選技術等

の改善手法を取りまとめてマ

ニュアル化し、改善された栽

培管理技術等により生産量を

６草種の平均で１６％向上さ

せ、計画を大きく上回った。 

＜評定と根拠＞ 
「Ａ」 

根拠： 
・改善された栽培管理技術

等により生産量を６草種

の平均で１６％向上させ、

計画を大きく上回った。                                             

（参考）                   

イタリアンライグラス       
１５％ 

えん麦     ３０％ 
オーチャードグラス    

２２％     
トウモロコシ  １５％    

ソルガム     ７％    

チモシー      ５％ 

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 
 天候などの環境要因の影響を受けやすい種子

生産について、栽培管理及び精選技術等の改善に

より、目標を大きく上回る生産量を安定的に向上

させる手法を取りまとめてマニュアル化したこ

とから「Ａ」評定とした。 
 
＜その他＞ 
 生産量を向上させる改善手法を取りまとめ、マ

ニュアル化したことは評価すべき。 
（有識者会議委員意見） 
 

 
 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-２-（３） 第２ 業務の質の向上 ２ 飼料作物の増殖に必要な種苗の生産及び供給 （３）飼料用稲種子の安定供給確保 

業務に関連する政策・施

策 
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 
当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第３号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  我が国の風土に適し

た国内育成品種の定着

を更に進める必要があ

るため、新品種・系統

などについて、ＯＥＣ

Ｄ（経済協力開発機構）

品種証明制度に基づく

要件に適合した種苗の

増殖を図る。 
 

（３）飼料用稲種子に

ついては、全国におけ

る種子の安定供給を確

保するため、国をはじ

めとする関係機関との

連携を密にし、種子の

生産及び需要等の状況

を把握し、都道府県に

よる生産供給を補完す

る必要のある品種につ

いて、需要に応じた生

産を行う。 

（３）飼料用稲種

子については、国

をはじめとする関

係機関との連携を

密にし、種子の生

産及び需要等の状

況を把握し、都道

府県による生産供

給を補完する必要

のある品種につい

て、需要に応じた

生産を行う。 

Ｓ：計画を大きく上回り、

かつ顕著な成果が得ら

れた。 
Ａ：計画を上回る成果が得

られた。 
Ｂ：計画どおり順調に実施

された。 
Ｃ：計画どおり実施されず

改善を要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず

当該業務の廃止を含め

た抜本的な改善が必要

と認められる。 

＜主要な業務実績＞ 
飼料用稲種子について

は、国をはじめとする関係

機関との連携を密にし、種

子の生産及び需要等の状

況を把握し、都道府県によ

る生産供給を補完する必

要のあった飼料用専用の

５品種について生産を行

うなど、計画どおり実施し

た。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・ 計画どおり実施した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり、飼料用稲種子の供給が実施されたことから

「B」評定とした。 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-２-（４） 第２ 業務の質の向上 ２ 飼料作物の増殖に必要な種苗の生産及び供給 （４）地域適応性等の検定試験の実施 
業務に関連する政策・施

策 
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 
当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第３号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
地域適応性等

の検定試験を

実施する飼料

作物の系統数 

 
 
６０系統 
程度 

  
 
７９系統 

 
 
７６系統 

 
 
６６系統 

 
 
７２系統 

 
 
７５系統 

 予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  地域に適した飼料

作物優良品種の育

成・普及に資するた

め、積極的に地域適

応性などの検定試験

を実施する。また、

奨励品種選定試験結

果データベースの更

新などによる情報提

供や実証展示ほの設

置などを行う。 

（４）地域に適し

た飼料作物優良品

種の育成・普及に

資するため、飼料

作物の育成機関等

との調整を行い、

最大受け入れ可能

な毎年概ね６０系

統の地域適応性等

の検定試験を積極

的に実施する。 

（４）飼料作物の

育成機関等と調整

を行い、６０系統

程度の地域適応性

等の検定試験を実

施し、試験結果を

系統選抜用資料、

品種登録審査用資

料等として育成機

関に提供する。 

指標＝検定試験の実施数 
Ｓ：計画の１１０％以上であ

り、かつ、特に優れた成果

が認められる。 
Ａ：計画の１１０％以上 
Ｂ：計画の９０％以上,110％
未満 

Ｃ：計画の７０％以上、９０％

未満 
Ｄ：計画の７０％未満、又は

業務運営の改善等必要な措

置が必要と認められる。 

＜主要な業務実績＞ 
飼料作物優良品種の育

成・普及に資するため、新

品種育成機関等と草種及

び系統数について調整を

行い、業務の効率化を図り

つつ７５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

提供するなど、計画どおり

実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・指標の６０系統以上に対し、

７５系統の地域適応性等の検

定試験を実施した。 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
 計画上の目標数の２割以上の系統について地域適応性等

の検定試験を実施したが、過去の実績を踏まえれば、比較

的容易に達成できる計画と思料されることから「Ｂ」評定

とした。 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-２-（５） 第２ 業務の質の向上 ２ 飼料作物の増殖に必要な種苗の生産及び供給 （５）奨励品種選定試験結果等の情報提供 
業務に関連する政策・施

策 
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 
当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第３号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  地域に適した飼料作

物優良品種の育成・普及

に資するため、積極的に

地域適応性などの検定

試験を実施する。また、

奨励品種選定試験結果

データベースの更新な

どによる情報提供や実

証展示ほの設置などを

行う。 

（５）都道府県の協力

を得て、毎年、奨励品

種選定試験結果等の

データを入手し、デー

タの確認、整理等を行

い、データベースを更

新して情報提供を行

う。また、育成機関等

と連携して、実証展示

ほの設置又は設置へ

の協力を行う。 

（５）都道府県の協力

を得て、奨励品種選定

試験結果等のデータを

入手、整理し、データ

ベースを更新して情報

提供を行う。また、育

成機関等と連携して、

実証展示ほの設置又は

設置への協力を行う。 

Ｓ：計画を大きく上回り、かつ

顕著な成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果が得られ

た。 
Ｂ：計画どおり順調に実施され

た。 
Ｃ：計画どおり実施されず改善

を要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず当該

業務の廃止を含めた抜本的

な改善が必要と認められる。 
  

＜主要な業務実績＞ 
都道府県等の試験場の協

力を得て、奨励品種選定試

験結果等のデータを入手

し、データの確認、整理等

を行い品種特性情報のデー

タベースを更新し、情報提

供を行った。また、育成機

関等と連携して５９か所の

実証展示ほの設置又は設置

への協力を行うとともに、

品種利用者への現地指導を

行うなど、計画どおり実施

した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
計画どおり、実証展示や現地指導を通じた情報提

供が実施されたことから「B」評定とした。 
 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-２-（６） 第２ 業務の質の向上 ２ 飼料作物の増殖に必要な種苗の生産及び供給 （６）飼料作物の遺伝資源の保存 
業務に関連する政策・施

策 
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 
当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第３号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１５５ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
 

X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 

          予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  様々なニーズに対応可

能な飼料作物の品種開発

を進める観点から、飼料

作物の遺伝資源につい

て、関係機関とも連携し

つつ、栄養体保存などを

行う。 

（６）様々なニーズに

対応可能な飼料作物

の品種開発を進める

観点から、多様な飼料

作物の遺伝資源につ

いて、独立行政法人農

業生物資源研究所等

の関係機関と連携を

図りながら、地域性を

考慮し、関係牧場で分

担して栄養体保存等

を行う。 

（６）飼料作物の遺伝

資源の栄養体保存等に

ついて、独立行政法人

農業生物資源研究所の

調整の下で、地域性を

考慮して関係牧場で分

担し、栄養体保存４０

０系統、種子再増殖１

００系統及び特性調査

１００系統程度に取り

組む。 

Ｓ：計画を大きく上回り、かつ

顕著な成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果が得られ

た。 
Ｂ：計画どおり順調に実施され

た。 
Ｃ：計画どおり実施されず改善

を要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず当該

業務の廃止を含めた抜本的

な改善が必要と認められる。 
  

＜主要な業務実績＞ 
飼料作物の遺伝資源につ

いて、国立研究開発法人農

業生物資源研究所の調整の

下で、栄養体保存４２０系

統、種子再増殖１３０系統

及び特性調査１３０系統そ

れぞれ行うなど、計画どお

り実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・ 計画どおり実施した。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 
農業生物資源研究所との連携の下、計画どおり、

飼料作物の遺伝資源の保存が実施されたことから

「B」評定とした。 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-３ 第２ 業務の質の向上 ３ 飼料作物の種苗の検査 
業務に関連する政策・施

策 
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 
当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第４号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 

 
２．主要な経年データ 
 ① 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 ３  飼料作

物の種苗の

検査 

３  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 
 各小項目の評価点数の区分は以下のとおりとする。 
  Ｓ評価：４点、Ａ評価：３点、Ｂ評価：２点、Ｃ評価：

１点、Ｄ評価：０点 
 
Ａ：満点×１２/１０≦合計点 
Ｂ：満点×８/１０≦合計点＜満点× 
１２/１０ 

Ｃ：満点×５/１０≦合計点＜満点×８/１０ 
Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 

◇ＯＥＣＤ種子制度等に基づく

検査及び証明  
2/2(B) 

◇ＩＳＴＡ（国際種子検査協会）

認定の維持   
2/2(B) 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

満点：４Ｐ(小項目２×２

Ｐ) 
合計：４Ｐ 
４Ｐ／４Ｐ＝１.０(10/10) 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
  下記のとおり、評価対象とした下位の評価項目である小

項目の合計点がＢ評定の判定基準内（満点×８／１０≦合

計点＜１２／１０）であったため。 
 満 点：４点（小項目２×２点） 
 合計点：４点＝２点×２ 
 ４点／４点＝１．０（１０／１０） 
◇ＯＥＣＤ種子制度等に基づく検査及び証明  ２点（Ｂ） 
◇ＩＳＴＡ（国際種子検査協会）認定の維持  ２点（Ｂ） 

              合  計 点   ４点   
 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-３-（１） 第２ 業務の質の向上 ３ 飼料作物の種苗の検査 （１）OECD 種子制度等に基づく検査及び証明 
業務に関連する政策・施

策 
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 
当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第４号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ② 要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 H23 年度 H24 年度 Ｈ25 年度 H26 年度 Ｈ27 年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
検査試料入

手から結果

通知までの

所要日数 

平均５日 
程度 

  
２．６日 

 
２．４日 

 
３．２日 

 
２．２日 

 
３．２日 

 予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  飼料作物の種苗の国際間流通における

品種特性の維持と品質の確保を図るとと

もに、地域に適した飼料作物優良品種の

育成・普及に資するため、ＯＥＣＤ品種

証明制度などに基づく検査及び証明を的

確に実施する。その際、種子純度分析及

び発芽試験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）

を維持する。 また、ＩＳＴＡ（国際種

子検査協会）検査所認定制度を利用し、

高い検査の技術水準を維持する。 

（１） ＯＥＣＤ品種証明

制度等に基づく、海外増殖

用等の飼料作物種苗の検査

及び証明を的確に実施す

る。その際、検査及び事務

処理を効率的に実施して、

種子純度分析及び発芽試験

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）を維持する。 

（１）海外増殖用等の飼料作物種苗について、次の区

分の検査を確実に行う。 
ア ほ場検定                             
   生産ほ場において花粉の汚染源からの隔離が確保

されているか等について検定                           
イ 種子検定                               
    生産された種子について、雑草や他の作物の種子

混入率が基準の範囲内であるか等について検定            
ウ 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                    
 その際、種子純度分析及び発芽試験の検査試料入手

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）を維持する。 

指標＝結果通知までの期間 
Ｓ：計画の 120％以上であり、

かつ、特に優れた成果が認

められる。 
Ａ：計画の 120％以上 
Ｂ：計画の 100％以上、120％

未満 
Ｃ：計画の 80％以上 100％未

満 
Ｄ：計画の 80％未満、又は業

務運営の改善等必要な措置

が必要と認められる。 

＜主要な業務実績＞ 
ＯＥＣＤ品種証明制度

等に基づき、各区分の

検査を実施した。その

際、種子純度分析及び

発芽試験の検査試料の

入手から結果通知まで

に要する期間は平均

３.２日であった。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・検査試料の入手か

ら結果通知までに

要する期間は平均

３.２日であり、計画

の５日以内を維持

した。 

評定 Ｂ 
<評定に至った理由> 
 計画値を大幅に上

回る実績を示してい

るが、計画値の設定水

準が法人の実力を十

分に勘案していると

は言い難いことから

敢えて「Ｂ」評定とし

た。 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-３-（２） 第２ 業務の質の向上 ３ 飼料作物の種苗の検査 （２）ISTA（国際種子検査協会）認定の維持 
業務に関連する政策・施

策 
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 
当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第４号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値） X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  飼料作物の種苗の国

際間流通における品種

特性の維持と品質の確

保を図るとともに、地域

に適した飼料作物優良

品種の育成・普及に資す

るため、ＯＥＣＤ品種証

明制度などに基づく検

査及び証明を的確に実

施する。 
 ＜以下略＞ 

（２）ＩＳＴＡ（国際種子検

査協会）検査所認定基準の要

件を満たすよう、内部監査等

の品質管理活動を実施し、３

年毎に更新されるＩＳＴＡ認

定を維持する。 
 このため、検査結果の信頼

性を確保するため、リングテ

スト（同等の試料を用いて技

能を比較する試験）を行う。 
  ＜以下略＞   

（２） ＩＳＴＡ（国際種子検査協会）検査所認定基

準の要件を満たすよう、品質管理マニュアルに基づく

内部監査、機器導入に伴うマニュアルの改訂等の品質

管理活動を実施するとともに、ＩＳＴＡ認定更新のた

めの査察に適切に対応して、ＩＳＴＡ認定を維持す

る。                        
 また、検査結果の信頼性を確保するため、検査担当

者を対象に、種子検定のリングテストを行い、その結

果に基づいて、技能の平準化のために必要な技術指導

を行う。  
 さらに、発芽検査における不発芽の原因の確認が必

要な場合はテトラゾリウム法による検査を実施する。 
      

Ｓ：計画を大きく上回り、かつ顕

著な成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果が得られ

た。 
Ｂ：計画どおり順調に実施され

た。 
Ｃ：計画どおり実施されず改善を

要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず当該業

務の廃止を含めた抜本的な改

善が必要と認められる。 

＜主要な業務実績＞ 
全２０回にわたる内部監査等所

要の品質管理活動を的確に実施し

た。また、検査担当者を対象に計画

どおりリングテストを実施し、その

結果に基づき、必要な技術指導を行

った。さらに、テトラゾリウム法に

ついて、発芽検査における不発芽の

原因の確認のために実施するなど、

計画どおり実施した 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・ 計画どおり実施

した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり、品質管理

活動等が行われたことか

ら「Ｂ」評定とした。 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-４ 第２ 業務の質の向上 ４ 調査研究 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛生

産の近代化を図るための基本方針 
当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第５号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  家畜の育種改良、飼養管理の改

善などによる特色ある家畜による

多様な畜産経営の振興に資するた

め、生産現場や消費者のニーズも

踏まえ、センターが実施する家畜

の改良や飼養管理などに応用でき

る技術の調査研究に取り組む。業

務の重点化を図るため、研究要素

の強い業務（資源循環型の窒素成

分強化たい肥を用いた飼料作物栽

培に関する調査、食味に関する新

たな理化学分析項目の開発、体細

胞クローン牛の調査）については、

他の研究開発機関に委ねるなど、

役割分担を明確化する。 

 センターは、家畜の育種改良、飼養

管理の改善等を通じて特色ある家畜

による多様な畜産経営の振興に資す

るため、生産現場や消費者のニーズも

踏まえ家畜改良増殖目標を達成すべ

くセンターが実施している家畜の改

良や飼養管理等に応用できる調査研

究に取り組む。 
 具体的には、以下の項目に取り組

み、育種改良関係技術、繁殖関連技術

及び飼養管理関連技術の調査研究で

得られた成果、開発された技術等につ

いて取りまとめを行い、技能平準化の

ための技術指導を行う。 
  ＜以下略＞ 

４ 調査研究 
  ＜以下略＞ 

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：４点、Ａ評価：３点、

Ｂ評価：２点、Ｃ評価：１点、Ｄ

評価：０点 
 
Ａ：満点×１２/１０≦合計点 
Ｂ：満点×８/１０≦合計点＜満点

×１２/１０ 
Ｃ：満点×５/１０≦合計点＜満点

×８/１０ 
Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 

◇育種改良関連技術 
         2/2(B) 
◇繁殖関連技術  2/2(B) 
◇飼養管理関連技術 
        2/2(B) 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

満点：６Ｐ(小項目３

×２Ｐ) 
合計：６Ｐ 
６Ｐ／６Ｐ＝１.０ 

(10／10) 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
  下記のとおり、下位の評価項目で

ある小項目の合計点がＢ評定の判

定基準内（満点×８／１０≦合計点

＜１２／１０）であったため。 
 満 点：６点（小項目３×２点） 
 合計点：６点＝２点×３ 
◇育種改良関連技術 ２点（Ｂ） 
◇繁殖関連技術   ２点（Ｂ） 
◇飼養管理関連技術 ２点（Ｂ） 
    合 計 点 ６点 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-４-（１） 第２ 業務の質の向上 ４ 調査研究 （１）育種改良関連技術 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛生

産の近代化を図るための基本方針 
当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第４号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （１）育種改良関係技術 

 センターが実施する家畜の育種改良を効率的

に進めるため、遺伝子解析技術及び食肉評価手

法の改善を行うとともに、これらから得られる

情報の育種改良への利用について調査研究を行

う。 
 遺伝子解析情報を活用した育種手法について

は、技術の実証を行いつつ、実際に育種集団に

おける選抜に利用可能な水準まで高め、２７年

度中に実用化する。 
 食肉評価手法については、食味に関連した評

価指標の更なる検討と家畜の選抜への利用につ

いて検証を行うとともに、当該評価指標を基に

遺伝子解析に取り組み、指標と関連する遺伝子

を抽出し、選抜への利用に向けた検討を進める。 

（１）育種改良関係

技術 
 センターが実施す

る家畜の育種改良を

効率的に進めるた

め、遺伝子解析技術

及び食肉評価手法の

改善を行うととも

に、これらから得ら

れる情報の育種改良

への利用について調

査研究を行うことと

し、 

（１）育種改良関

係技術 
＜以下略＞ 

 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 
 各細項目の評価点数の区分は以下

のとおりとする。 
Ｓ評価：４点、Ａ評価：３点、Ｂ評価：

２点、Ｃ評価：１点、Ｄ評価：０点 
 
Ａ：満点×１２/１０≦合計点 
Ｂ：満点×８/１０≦合計点＜満点× 

１２/１０ 
Ｃ：満点×５/１０≦合計点＜満点× 

８/１０ 
Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 

□遺伝子解析情報を活用 
した育種手法   2/2(B) 

□食肉の食味に関する 
評価手法        2/2(B) 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

満点：４Ｐ(細項目２×

２Ｐ) 
合計：４Ｐ 
４ Ｐ ／ ４ Ｐ ＝ １ . ０
(10/10) 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
  下記のとおり、評価対象とした

下位の評価項目である細項目の合

計点がＢ評定の判定基準内（満点

×８／１０≦合計点＜１２／１

０）であったため。 
満 点：４点（細項目２×２点） 
合計点：４点＝２点×２ 
４点／４ ＝１.０（１０／１０） 
□遺伝子解析情報を活用 
した育種手法     ２点（Ｂ） 

□食肉の食味に関する評 
価手法          ２点（Ｂ） 

     合 計 点 ４点 
 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-４-（１）-ア 第２ 業務の質の向上 ４ 調査研究 （１）育種改良関連技術  ア 遺伝子解析情報を活用した育種手法 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛生

産の近代化を図るための基本方針 
当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第５号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ③ 要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  センターが実施する家

畜の育種改良を効率的に

進めるため、遺伝子解析

技術及び食肉評価手法の

改善を行うとともに、こ

れらから得られる情報の

育種改良への利用につい

て調査研究を行う。 
 遺伝子解析情報を活用

した育種手法について

は、技術の実証を行いつ

つ、実際に育種集団にお

ける選抜に利用可能な水

準まで高め、２７年度中

に実用化する。 
 

ア 遺伝子解析情報

を活用した育種手法

については、平成２

５年度までに牛の脂

肪酸組成、豚の繁殖

性、鶏の羽色と遺伝

子解析情報との関連

性を調査し、技術の

実証を行いつつ、実

際に育種集団におけ

る選抜に利用可能な

水準まで高め、平成

２７年度中に実用化

する。 

ア 牛の脂肪酸組成につい

て、必要なサンプルを各牧場

から収集するとともに、遺伝

子解析情報を活用して選抜を

行う。 
 豚の繁殖性について、必要

なサンプルを各牧場から収集

するとともに、繁殖性に関係

する遺伝子情報を組み込んだ

選抜の効果を検証する。 
 鶏の羽色について、必要な

サンプルを各牧場から収集す

るとともに、遺伝子解析情報

をもとに選抜を行う。 

Ｓ：計画を大きく上回

り、かつ顕著な成果

が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果

が得られた。 
Ｂ：計画どおり順調に

実施された。 
Ｃ：計画どおり実施さ

れず改善を要する。 
Ｄ：計画どおり実施さ

れず当該業務の廃

止を含めた抜本的

な改善が必要と認

められる。 

＜主要な業務実績＞ 
牛の脂肪酸組成及び豚の繁殖性と牛、豚それぞれの遺伝子解析情報

の関連性及び鶏の羽色と黒色羽装となる遺伝子型との関連性等につ

いて、計画どおり調査した。その結果、牛についてはＦＡＳＮ遺伝子

型が枝肉形質に負の影響を及ぼさずに、牛肉中のオレイン酸割合を高

めることを確認した。また、直接検定候補牛のＦＡＳＮ遺伝子型を判

定し、選抜指標の一つとして活用、実用化した。豚の繁殖性について、

センターの育種集団において有用な遺伝子群を検出し、その遺伝子情

報を加味した選抜を実施しその効果を検証した結果、複数の遺伝子に

おいて効果が認められ、優良型の頻度が増加したことから、遺伝子選

抜の正の効果を確認した。さらに、鶏の羽色について、黒色羽装とな

る遺伝子型を排除しても経済形質への影響がないことを確認しつつ

選抜を行い、白色プリマスロック種の一系統について当該遺伝子型を

固定した。このほか、乳用牛の繁殖性に関連する遺伝子の同定に取り

組み、特定の遺伝子型が受胎率等に影響していること、黒毛和種につ

いてＳＮＰ（一塩基多型）を利用したゲノム育種価評価システム及び

遺伝的多様性分析の有用性、空胎期間に関係する染色体領域を、それ

ぞれ明らかにした。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施

した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり、調査研究

が進展したことから

「Ｂ」評定とした。 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-４-（１）-イ 第２ 業務の質の向上 ４ 調査研究 （１）育種改良関連技術 イ 食肉の食味に関する評価手法 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛生

産の近代化を図るための基本方針 
当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第５号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

 従事人員数 991 981 972 966 969 

注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  センターが実施する家畜の育種改良

を効率的に進めるため、遺伝子解析技

術及び食肉評価手法の改善を行うとと

もに、これらから得られる情報の育種

改良への利用について調査研究を行

う。 
＜中略＞ 

 食肉評価手法については、食味に関

連した評価指標の更なる検討と家畜の

選抜への利用について検証を行うとと

もに、当該評価指標を基に遺伝子解析

に取り組み、指標と関連する遺伝子を

抽出し、選抜への利用に向けた検討を

進める。 

イ 食肉評価手法に

ついては、食味に関連

した評価指標のさら

なる検討と家畜の選

抜への利用について

検証し、平成２５年度

までに食味に関連し

た評価指標を示す。平

成２６年度以降当該

評価指標の改善と遺

伝子解析に取り組み、

指標と関連する遺伝

子を抽出し、選抜への

利用に向けた検討を

進める。 

イ  食味の識別訓

練をした評価者に

よる官能評価等を

継続し、引き続き

食味の評価指標の

改善に取り組む。 
 また、当該指標

に関して、ＤＮＡ

マーカー周辺に存

在する遺伝子を解

析し選抜への利用

を検討する。 

Ｓ：計画を大きく上回

り、かつ顕著な成果

が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果

が得られた。 
Ｂ：計画どおり順調に

実施された。 
Ｃ：計画どおり実施さ

れず改善を要する。 
Ｄ：計画どおり実施さ

れず当該業務の廃

止を含めた抜本的

な改善が必要と認

められる。 

＜主要な業務実績＞ 
平成２７年度においては、食味の評価指標の改善に取り組み、

平成２５年度までに示した食味の評価指標に、牛肉（黒毛和種）

については、香気成分（furaneol 及び 2-acetyl-2-thiazoline）、豚

肉（デュロック種）については、脂肪酸組成の追加の可能性を示

した。鶏肉については、ホワイトロック種はイノシン酸に、ホワ

イトコーニッシュ種及びレッドコーニッシュ種は遊離アミノ酸含

量に、軍鶏系は Tenderness に特徴的な理化学特性を有することを

示した。さらに、牛肉について、和牛らしい風味につながるオレ

イン酸割合と関連する DNA マーカーとして FASN 遺伝子内の

g.841 と g.16024 が候補としてあげられ、選抜における一指標とし

て活用した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施

した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり、調査研

究が進展したことから

「Ｂ」評定とした。 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-４-（２） 第２ 業務の質の向上 ４ 調査研究 （２）繁殖関連技術 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛生

産の近代化を図るための基本方針 
当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第 11 条第１項第５号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ④ 要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （２）繁殖関連

技術 
  ＜以下略＞ 

（２）繁殖関連

技術 
 ＜以下略＞ 

（２）繁殖関連

技術 
 ＜以下略＞ 

 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 
 各細項目の評価点数の区分は以下

のとおりとする。 
  Ｓ評価：４点、Ａ評価：３点、Ｂ評

価：２点、Ｃ評価：１点、Ｄ評価：０

点 
 
Ａ：満点×１２/１０≦合計点 
Ｂ：満点×８/１０≦合計点＜満点×

１２/１０ 
Ｃ：満点×５/１０≦合計点＜満点×

８/１０ 
Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 

□優良な家畜の増殖の実現 
          2/2(B)         
□技術的支援の実施 
         2/2(B) 

 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

満点：４Ｐ(細項目２×２Ｐ) 
合計：４Ｐ 
４Ｐ／４Ｐ＝１.０(１０/１０) 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
  下記のとおり、評価対象とした下位の評価項目である細

項目の合計点がＢ評定の判定基準内（満点×８／１０≦合

計点＜１２／１０）であったため。 
 満 点：４点（細項目２×２点） 
 合計点：４点＝２点×２ 
 ４点／４点＝１．０（１０／１０） 
 
□優良な家畜の増殖の実現       ２点（Ｂ） 
□技術的支援の実施          ２点（Ｂ） 
             合 計 点 ４点 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-４-（２）-ア 第２ 業務の質の向上  ４ 調査研究 （２）繁殖関連技術  ア 優良な家畜の増殖の実現 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛生

産の近代化を図るための基本方針 
当該事業の実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第５号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  優良な家畜の増殖を実現す

るため、家畜受精卵などの新

たな生産技術の検討を行い、

利用性・実用性を実証する。

家畜の生産性向上のため、受

胎率の向上に資する技術の改

善などを行う。また、家畜改

良を効率的に進めるための繁

殖関連技術の普及に向けた技

術的支援を進める。 

ア 優良な家畜

の増殖を実現す

るため、家畜受

精卵等の新たな

生産技術の検討

を行い、利用

性・実用性を実

証することと

し、 
 ＜以下略＞ 
 

ア  優良な家畜

の増殖の実現 
＜以下略＞ 

 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 
 各微項目の評価点数の区分は以下のとおりとす

る。 
  Ｓ評価：４点、Ａ評価：３点、Ｂ評価：２点、Ｃ

評価：１点、Ｄ評価：０点 
 
Ａ：満点×１２/１０≦合計点 
Ｂ：満点×８/１０≦合計点＜満点×１２/１０ 
Ｃ：満点×５/１０≦合計点＜満点×８/１０ 
Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 

△肉用牛  2/2(B) 
△豚    2/2(B) 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

満点：４Ｐ(微項目２×２Ｐ) 
合計：４Ｐ 
４Ｐ／４Ｐ＝１.０(１０/１０) 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
  下記のとおり、評価対象とした下位の評価項

目である微項目の合計点がＢ評定の判定基準

内（満点×８／１０≦合計点＜１２／１０）で

あったため。 
 満 点：４点（微項目２×２点） 
 合計点：４点＝２点×２ 
 ４点／４点＝１．０（１０／１０） 
△肉用牛        ２点（Ｂ） 
△豚          ２点（Ｂ） 
      合 計 点 ４点 
 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-４-（２）-ア-（ア） 第２ 業務の質の向上 ４ 調査研究 （２）繁殖関連技術  ア 優良な家畜の増殖の実現 （ア）肉用牛 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛

生産の近代化を図るための基本方針 
当該事業の実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第５号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  優良な家畜の増殖を実現

するため、家畜受精卵など

の新たな生産技術の検討を

行い、利用性・実用性を実

証する。家畜の生産性向上

のため、受胎率の向上に資

する技術の改善などを行

う。また、家畜改良を効率

的に進めるための繁殖関連

技術の普及に向けた技術的

支援を進める。 

（ア）肉用牛につ

いては、検定精度

の向上に資するた

め、受精卵の割球

分離法を用いた一

卵性双子の繁殖技

術の改善を行い、

平成２７年度まで

に一卵性双子の生

産率を現状から１

０ポイント程度引

き上げる。 

（ア）卵子の保存

方法に取り組み、

保存卵子から作

出した胚の移植

試験を行う。割球

分離に用いる体

外受精卵作出の

ため、卵子成熟方

法に取り組み、移

植試験を行う。ま

た、媒精方法の改

善に取り組む。 

Ｓ：計画を大きく上回り、かつ

顕著な成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果が得られ

た。 
Ｂ：計画どおり順調に実施され

た。 
Ｃ：計画どおり実施されず改善

を要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず当該

業務の廃止を含めた抜本的

な改善が必要と認められる。 
  

＜主要な業務実績＞ 
ＯＰＵ（生体卵子吸引技術）－ＩＶＰ（体外生産技術）を活用

した一卵性双子の生産効率の向上を目的として、①２細胞期受精

卵（胚）の割球を２分離及び培養して作出した割球分離胚の移植

成績及び分娩状況をとりまとめ、一卵性双子の生産率が現状から

１０ポイント向上することを確認し、牛一卵性双子生産のための

初期胚の割球分離技術マニュアルを作成した。②ホルモンや成長

因子の卵子体外成熟培地への添加及び精子処理液への添加が、胚

発生を改善することを確認した。③ガラス化保存後の卵子の生存

性及び胚への発生能が高いガラス化方法を検討し、ガラス化液へ

の添加物質の濃度､平衡方法及び受胎性を明らかにした。以上、

計画どおり実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
計画どおり実施し

た。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり、肉用牛の繁殖

における一卵性双子生産効

率の向上に向けて調査研究

が進展したことから「Ｂ」評

定とした。 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-４-（２）-ア-（イ） 第２ 業務の質の向上 ４ 調査研究 （２）繁殖関連技術  ア 優良な家畜の増殖の実現 （イ）豚 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛

生産の近代化を図るための基本方針 
当該事業の実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第５号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  優良な家畜の増殖を実現す

るため、家畜受精卵などの新

たな生産技術の検討を行い、

利用性・実用性を実証する。

家畜の生産性向上のため、受

胎率の向上に資する技術の改

善などを行う。また、家畜改

良を効率的に進めるための繁

殖関連技術の普及に向けた技

術的支援を進める。 

（イ）豚について

は、生体配布に代

わり受精卵による

配布を促進するた

め、平成２７年度

までに豚受精卵の

凍結技術と非外科

的移植技術を実用

化する。 

（イ） 豚におい

て受精卵による

配布を推進する

ため、非外科的移

植技術に取り組

み、移植方法及び

現場で融解を行

える胚の凍結方

法を試行し、比

較・選定を行う。 

Ｓ：計画を大きく上回り、かつ

顕著な成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果が得られ

た。 
Ｂ：計画どおり順調に実施され

た。 
Ｃ：計画どおり実施されず改善

を要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず当該

業務の廃止を含めた抜本的

な改善が必要と認められる。 

＜主要な業務実績＞ 
豚における非外科的移植技術の向上

のため、移植操作が容易に行える器具を

試作し、胚移植を行ったところ、熟練術

者の受胎率は従来法の外科的移植と同

水準の結果が得られ、実用化技術として

確認された。また、ガラス化胚を現場で

簡易に融解が行える方法を検討して移

植を行った結果、従来法を上回る受胎及

び分娩成績が得られることを明らかに

するなど、計画どおり実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり実用化に向けて調査研究が

進展したことから「Ｂ」評定とした。 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-４-（２）-ウ 第２ 業務の質の向上 ４ 調査研究 （２）繁殖関連技術 イ 技術的支援の実施 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛

生産の近代化を図るための基本方針 
当該事業の実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第５号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  優良な家畜の増殖を実現する

ため、家畜受精卵などの新たな

生産技術の検討を行い、利用

性・実用性を実証する。家畜の

生産性向上のため、受胎率の向

上に資する技術の改善などを行

う。また、家畜改良を効率的に

進めるための繁殖関連技術の普

及に向けた技術的支援を進め

る。 

ウ 家畜改良を

効率的に進める

ため、上記の繁

殖関連技術の普

及に向けた技術

的支援を行う。 

イ 技術的支援の

実施 
 割球分離法を用

いた一卵性双子作

出技術について、

育種牧場に指導を

行う。 
 血液代謝物質等

を指標とした飼養

管理方法につい

て、広く情報提供

するとともに研修

会でマニュアルを

活用した技術講習

を行う。 

Ｓ：計画を大きく上回り、かつ顕著

な成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果が得られた。 
Ｂ：計画どおり順調に実施された。 
Ｃ：計画どおり実施されず改善を要

する。 
Ｄ：計画どおり実施されず当該業務

の廃止を含めた抜本的な改善が

必要と認められる。 

＜主要な業務実績＞ 
割球分離法を用いた一卵性双子

作出技術について、マニュアルを

作成し、育種牧場の技術者に対す

る技術講習会を開催した。また、

血液代謝物質等を指標とした飼養

管理方法について、学術雑誌及び

ホームページで公表を行い、研修

会においてマニュアルを用いた技

術講習会等の開催を行った。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・ 計画どおり実施した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり研修会の開催等の技術支援

が実施されたことから「Ｂ」評定とした。 
 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-４-（３） 第２ 業務の質の向上 ４ 調査研究 （３）飼養管理関連技術 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標・鶏の改良増殖目

標、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針 
当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第５号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （３）飼養管理

関連技術 
  ＜略＞ 

（３）飼養管理

関連技術 
  ＜略＞ 

（３）飼養管理 
関連技術 

  ＜略＞ 

 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 
 各細項目の評価点数の区分は以下のとおりとす

る。 
 Ｓ評価：４点、Ａ評価：３点、Ｂ評価：２点、Ｃ

評価：１点、Ｄ評価：０点 
 
Ａ：満点×１２/１０≦合計点 
Ｂ：満点×８/１０≦合計点＜満点×１２/１０ 
Ｃ：満点×５/１０≦合計点＜満点×８/１０ 
Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 
 

□放牧関連技術の改善 
        2/2(B) 
□飼養管理技術に関する 
 調査等の実施 2/2(B) 
□給与方法の改善 
        2/2(B) 
□技術支援の実施 
       2/2(B) 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

満点：８Ｐ(細項目４×２Ｐ) 
合計：８Ｐ 
８Ｐ／８Ｐ＝１.０(10／10) 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
  下記のとおり、下位の評価項目である細項目の合

計点がＢ評定の判定基準内（満点×８／１０≦合計

点＜１２／１０）であったため。 
 満 点：８点（細項目４×２点） 
 合計点：８点＝２点×４ 
 ８点／８点＝１．０（１０／１０） 
 
□放牧関連技術の改善         ２点（Ｂ） 
□飼養管理技術に関する調査等の実施  ２点（Ｂ） 
□給与方法の改善           ２点（Ｂ） 
□飼養管理技術の普及に向けた技術支援 ２点（Ｂ） 
             合 計 点 ８点 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-４-（３）-ア 第２ 業務の質の向上 ４ 調査研究 （３）飼養管理関連技術  ア 放牧関連技術の改善 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛

生産の近代化を図るための基本方針 
当該事業の実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第５号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  自給飼料基盤に立脚した畜産

の推進を図るため、放牧関連技

術の改善を図る。また、特色あ

る家畜による多様な畜産経営の

支援及び飼料自給率向上などの

ため、飼養管理技術に関する調

査・実証に取り組むとともに、

センターが開発した飼養管理技

術の普及に向けた技術的支援を

進める。 
 また、飼料用米やエコフィー

ドなどの家畜への給与方法の改

善に向けた取組を行う。 

ア 自給飼料基盤に

立脚した畜産の推進

を図るため、褐毛和

種、日本短角種等の

粗放的な放牧関連技

術を活用し、繁殖・

肥育一貫生産技術を

改善する。 

ア 飼養環境の異な

る和牛の調査牛につ

いて、発育性、繁殖

性及び産肉性等の調

査を実施するととも

に繁殖・肥育一貫生

産技術についてとり

まとめ公表する。 

Ｓ：計画を大きく上回り、か

つ顕著な成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果が得ら

れた。 
Ｂ：計画どおり順調に実施さ

れた。 
Ｃ：計画どおり実施されず改

善を要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず当

該業務の廃止を含めた抜本

的な改善が必要と認められ

る。 
 

＜主要な業務実績＞ 
和牛を対象とした放牧関連技術の改善のた

め、飼養環境の異なる黒毛和種、褐毛和種及び

日本短角種について、発育性、繁殖性及び産肉

性等の調査を実施した。また、本調査報告等を

基に、繁殖肥育一貫生産技術についてとりまと

めた内容を日本畜産学会において発表を行う

とともにホームページにて公表した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり調査研究を取りまと

め公表したことから「Ｂ」評定と

した。 
 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-４-（３）-イ 第２ 業務の質の向上 ４ 調査研究 （３）飼養管理関連技術  イ 飼養管理技術に関する調査等の実施 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標・鶏の改良増殖目

標、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針 
当該事業の実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第５号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  自給飼料基盤に立脚した畜産

の推進を図るため、放牧関連技

術の改善を図る。また、特色あ

る家畜による多様な畜産経営の

支援及び飼料自給率向上などの

ため、飼養管理技術に関する調

査・実証に取り組むとともに、

センターが開発した飼養管理技

術の普及に向けた技術的支援を

進める。 
 また、飼料用米やエコフィー

ドなどの家畜への給与方法の改

善に向けた取組を行う。 

イ 特色ある家

畜による多様な

畜産経営の支援

及び飼料自給率

向上等のため、

ブラウンスイス

種の粗飼料利用

性、放牧適性等

の特性調査に取

り組む。 

イ ブラウンス

イス種の特性を

踏まえた飼養管

理技術について

取りまとめ公表

する。 

Ｓ：計画を大きく上回

り、かつ顕著な成果

が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果

が得られた。 
Ｂ：計画どおり順調に

実施された。 
Ｃ：計画どおり実施さ

れず改善を要する。 
Ｄ：計画どおり実施さ

れず当該業務の廃止

を含めた抜本的な改

善が必要と認められ

る。 

＜主要な業務実績＞ 
ブラウンスイス種は、ホルスタイン種と同様に１４ヵ月齢で繁殖

に供用でき、２４ヵ月齢から初産分娩が可能であることが分かった。

乳量はホルスタイン種よりも少ないが、乳成分は顕著に高いことを

確認した。高い近交係数をもつ個体の割合は、ホルスタイン種と比

較して多いことが明らかとなった。子牛への人工哺乳は、全乳強化

哺乳、代用乳強化哺乳、代用乳定量哺乳の順に増体が大きく、飼料

費では全乳強化哺乳、代用乳定量哺乳、代用乳強化哺乳の順に安価

であった。また、放牧下の特性として採食行動による放牧地の利用

性が高く、群の先導性があることを認めた。暑熱期においても増体

の低下が少なく、放牧環境への適応性がホルスタイン種よりも高い

ことが分かった。さらに、ブラウンスイス種は人工授精による受胎

率がホルスタイン種と比較してやや低い傾向にあり、不受胎牛では

発情時間が長く、歩数が少ない傾向にあるなどの特徴を明らかにし

た。これらの成果をマニュアルにとりまとめホームページで公表す

るなど、計画どおり実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり調査研究を取り

まとめ公表したことから「Ｂ」

評定とした。 
 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-４-（３）-ウ 第２ 業務の質の向上 ４ 調査研究 （３）飼養管理関連技術  ウ 給与方法の改善 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標・鶏の改良増殖目

標、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針 
当該事業の実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第５号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  自給飼料基盤に立脚した畜産の推

進を図るため、放牧関連技術の改善

を図る。また、特色ある家畜による

多様な畜産経営の支援及び飼料自給

率向上などのため、飼養管理技術に

関する調査・実証に取り組むととも

に、センターが開発した飼養管理技

術の普及に向けた技術的支援を進め

る。 
 また、飼料用米やエコフィードな

どの家畜への給与方法の改善に向け

た取組を行う。 

ウ 豚、鶏等に飼料

用米やエコフィード

を給与した場合の畜

産物の特性や給与方

法の改善に向けた取

組を行う。 

ウ 飼料用米を活

用した牛の肥育調

査により発育性、

産肉性の取りまと

めを行うととも

に、飼料用米の給

与効果に関する成

果の公表を行う。

豚、鶏等へのエコ

フィードの給与に

よる畜産物の特性

や給与方法を取り

まとめ公表する。 

Ｓ：計画を大きく上回り、かつ顕

著な成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果が得られた。 
Ｂ：計画どおり順調に実施された。 
Ｃ：計画どおり実施されず改善を

要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず当該業

務の廃止を含めた抜本的な改善

が必要と認められる。 

＜主要な業務実績＞ 
飼料用米を活用した牛の肥

育調査により発育性、産肉性

を取りまとめ学術雑誌に投稿

し、豚、鶏等へのエコフィー

ドの給与による畜産物の特性

や給与方法を取りまとめ、ホ

ームページに公表するなど、

計画どおり実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり調査研究をとりまとめ公表し

たことから「Ｂ」評定とした。 
 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-４-（３）-ウ 第２ 業務の質の向上 ４ 調査研究 （３）飼養管理関連技術  エ 技術支援の実施 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標・鶏の改良増殖目

標、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針 
当該事業の実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第５号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
行政事業レビューシート事業番号：０１２８ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  自給飼料基盤に立脚した畜産の推

進を図るため、放牧関連技術の改善

を図る。また、特色ある家畜による

多様な畜産経営の支援及び飼料自給

率向上などのため、飼養管理技術に

関する調査・実証に取り組むととも

に、センターが開発した飼養管理技

術の普及に向けた技術的支援を進め

る。 
 また、飼料用米やエコフィードな

どの家畜への給与方法の改善に向け

た取組を行う。 

エ センターが開発

した上記の飼養管理

技術の普及に向けた

技術的支援を行う。 

エ 開発した上記

の飼養管理技術を

取りまとめる。 
 飼養管理技術の

普及に向けた技術

的支援を進める。 

Ｓ：計画を大きく上回り、かつ顕

著な成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果が得られた。 
Ｂ：計画どおり順調に実施された。 
Ｃ：計画どおり実施されず改善を

要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず当該業

務の廃止を含めた抜本的な改善

が必要と認められる。 

＜主要な業務実績＞ 
放牧関連技術、ブラウンス

イスの飼養管理技術、エコフ

ィードの給与方法等センター

が開発した飼養管理技術の普

及に向けて、技術的支援を実

施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり、センターが開発した飼養管

理技術の普及に向けて、学術誌等への発表

を行うなど技術的支援を実施したことから

「Ｂ」評定とした。 
 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-５ 第２ 業務の質の向上 ５ 講習及び指導 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標・鶏の改良増殖目

標、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針 
当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第５号 

 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 5 講習及び指導 

 調査研究の成

果や長年の歴史

の中で培われて

きた知識や技術

の普及を図り、我

が国畜産の発展

に寄与するため、

以下の取組を行

う。 

5 講習及び指導 
  ＜略＞ 

5 講習及び指導 
＜略＞ 

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：４点、Ａ評価：３点、Ｂ評価：２点、

Ｃ評価：１点、Ｄ評価：０点 
 
Ａ：満点×１２/１０≦合計点 
Ｂ：満点×８/１０≦合計点＜満点× 

１２/１０ 
Ｃ：満点×５/１０≦合計点＜満点× 

８/１０ 
Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 

◇成果等の情報提供 
         2/2(B) 
◇技術の普及指導 
         2/2(B) 
◇海外協力    

 2/2(B) 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

満点：６Ｐ(小項目３×２Ｐ) 
合計：６Ｐ 
６Ｐ／６Ｐ＝１.０(10／10) 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
  下記のとおり、下位の評価項目である小項目の合計

点がＢ評定の判定基準内（満点×８／１０≦合計点＜

１２／１０）であったため。 
 満 点：６点（小項目３×２点） 
 合計点：６点＝２点×３ 
 ６点／６点＝１．０（１０／１０） 
 
◇成果等の情報提供  ２点（Ｂ） 
◇技術の普及指導   ２点（Ｂ) 
◇海外協力      ２点（Ｂ）  
      合 計 点   ６点 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-５-（１） 第２ 業務の質の向上 ５ 講習及び指導 （１）成果等の情報提供 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標・鶏の改良増殖目

標、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針 
当該事業の実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第５号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 
 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
調査研究

に係る学

会等にお

ける成果

情報の提

供 

 
年９０件 
以上 

  
１６７件 

 
１４９件 

 
１６０件 

 
１５３件 

 
１４４件 

 予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （１）成果などの情

報提供 
 ホームページ、学

会、学会誌、業界紙

などを活用し、セン

ターの調査研究の成

果などを提供する。

また、センターが行

った各種調査などの

成果に関する情報を

整理・分析し、提供

する。このような情

報を毎年９０件以上

提供する。 

（１）成果等の情報提

供 
 センターが行った

各種調査等の成果に

関する情報を整理・分

析し、ホームページ、

学会、学会誌、業界紙

等を活用して提供す

る。学会・研究会での

口頭、ポスター発表、

学会報・研究会報への

投稿発表、ホームペー

ジへの掲載等により

毎年９０件以上の情

報を提供する。 

（１）成果等の情報

提供 
 センターが行った

各種調査等の成果に

関する情報を整理・

分析し、ホームペー

ジ、学会、学会誌、

業界紙等を活用して

提供する。学会・研

究会での口頭、ポス

ター発表、学会報・

研究会報への投稿発

表、ホームページへ

の掲載等により９０

件以上の情報を提供

する。 

指標＝情報提供数 
Ｓ：計画の１２０％以上で

あり、かつ、特に優れた

成果が認められる。 
Ａ：計画の１２０％以上 
Ｂ：計画の１００％以上、

１２０％未満 
Ｃ：計画の８０％以上、１

００％未満 
Ｄ：計画の８０％未満、又

は業務運営の改善等必要

な措置が必要と認められ

る。 
 

＜主要な業務実績＞ 
 各種調査等の成果につ

いて、学会・研究会での

口頭、ポスター発表、学

会報・研究会報への投稿

発表、ホームページへの

掲載等により、９０件以

上の情報を提供した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・ 各種調査等の成果について、学会・研

究会での口頭、ポスター発表、学会報・研

究会報への投稿発表、ホームページへの掲

載等により、１４４件の情報提供し、指標

の９０件以上実施した。 
 
 学会等での発表    ５６件 
 学会報等への投稿   １６件 
 業界紙への掲載    ２６件 
 ホームページへの掲載 ４３件 
 報告書の配布      ３件 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
 計画上の件数を５割上回る情報提供を実施

したが、過去の実績を踏まえれば、比較的容易

に達成できる計画と思料されることから「Ｂ」

評定とした。 
 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-５-（２） 第２ 業務の質の向上 ５ 講習及び指導 （２）技術の普及指導 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標・鶏の改良増殖目

標、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針 
当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第５号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （２）技術

の普及指

導 
＜以下略

＞ 

（２）技術の

普及指導 
＜以下略＞ 

（２）家畜の

飼養管理技術

等の普及 
＜以下略＞ 

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 
 各細項目の評価点数の区分は以下の

とおりとする。 
  Ｓ評価：４点、Ａ評価：３点、Ｂ評価：

２点、Ｃ評価：１点、Ｄ評価：０点 
 
Ａ：満点×１２/１０≦合計点 
Ｂ：満点×８/１０≦合計点＜満点×１２

／１０ 
Ｃ：満点×５/１０≦合計点＜満点×８/
１０ 

Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 

□家畜飼養管理技術等の普及  2/2(B)                
□酪農ヘルパー、畜産環境 
保全のための研修        2/2(B)    

□生産現場技術の研修       2/2(B) 
□免許取得講習会の開催      2/2(B) 
□中央畜産技術研修の実施    2/2(B) 
□個別研修の受入            2/2(B) 
□講師の派遣              2/2(B) 
□研修施設の提供            2/2(B) 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

満点：１６Ｐ(細項目 
８×２Ｐ) 

合計：１６Ｐ 
１６Ｐ／１６Ｐ 
＝1.0(10/10) 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
下記のとおり、下位の評価項目である細項目の合計点が B 評定の

判定基準内（満点×8/10≦合計点＜満点×12/10）であるため。 
満 点：１６点(細項目８×２点) 
合計点：１６点＝２点×８ 
１６点／１６点＝１．０(１０/１０) 
□家畜飼養管理技術等の普及                ２点（Ｂ）                
□酪農ヘルパー、畜産環境保全のための研修  ２点（Ｂ）        
□生産現場技術の研修               ２点（Ｂ） 
□免許取得講習会の開催              ２点（Ｂ） 
□中央畜産技術研修の実施            ２点（Ｂ） 
□個別研修の受入                    ２点（Ｂ） 
□講師の派遣                      ２点（Ｂ） 
□研修施設の提供                    ２点（Ｂ） 
               合 計 点 １６点 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-５-（２）-ア 第２ 業務の質の向上  ５ 講習及び指導 （２）技術の普及指導  ア 家畜の飼養管理技術等の普及 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標・鶏の改良増殖目

標、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針 
当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第５号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
技術展示会

への出展回

数 

 
年２４回 
以上 

  
３２回 

 
３２回 

 
３１回 

 
３３回 

 
３６回 

 予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  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

用技術などについて、技

術の実証展示や見学の

受入れなどにより普及

に努める。このため、技

術展示会への出展など

を毎年２４回以上実施

する。 

 政策課題に対応した

家畜の管理技術、飼料

用米も含む飼料の生

産・利用技術、放牧利

用技術等について、畜

産関係者に情報提供す

るための実証展示や見

学の受入を行うととも

に、技術展示会への出

展、場所公開、地域産

業祭での展示等を毎年

２４回以上実施する。 

ア 政策課題に対応

した畜産技術などに

ついて、畜産関係者に

情報提供するため、実

証展示や見学の受け

入れを行うとともに、

技術展示会、場所公開

及び地域産業祭での

展示などを２４回以

上実施する。 

指標＝情報提供数 
Ｓ：計画の１２０％以上であり、かつ、

特に優れた成果が認められる。 
Ａ：計画の１２０％以上 
Ｂ：計画の１００％以上、１２０％未満 
Ｃ：計画の８０％以上、１００％未満 
Ｄ：計画の８０％未満、又は業務運営の

改善等必要な措置が必要と認められ

る。 

＜主要な業務実績＞ 
 政策課題に対応した

畜産技術等について、

実証展示や見学の受入

を行うとともに、技術

展示会、場所公開及び

地域産業祭での展示等

を目標を上回る３６回

実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・畜産技術等について、

実証展示等を３６回行

い、指標の２４回以上

実施した。 
 
 技術展示会  ８回 
 場所公開   ３回 
 地域産業祭 ２５回 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画上における出展回数（年２４回以上）を３

割上回る結果となったが、センターの実力を踏ま

えれば、比較的容易に達成できる計画と思料され

ることから「Ｂ」評定とした。 
 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-５-（２）-イ 第２ 業務の質の向上 ５ 講習及び指導 （２）技術の普及指導  イ 酪農ヘルパー、畜産環境保全のための研修 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標・鶏の改良増殖目

標、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針 
当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第５号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
研修内容を

習得したと

評価される

受講者の割

合 

 
 
８０％以上 

  
 
９０％ 

 
 
９５％ 

 
 
９６％ 

 
 
１００％ 

 
 
９８％ 

 予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  センターが独自に実施する研修な

どについて、酪農ヘルパーや畜産環境

保全のための研修を新たに追加する。

また、畜産新技術、飼料作物優良品種

及びセンターの調査研究の成果を生

産現場に普及させるための研修・講習

などの現場でのニーズの高いものや、

家畜人工授精師などの免許取得のた

めの講習会について、引き続き実施す

るとともに、ニーズの低いものについ

ては見直しを行い、研修などの内容に

ついて重点化を図る。 

（ア）センターの家畜、草

地、施設等のフィールドを

活用して、酪農ヘルパー、

畜産環境保全のための研

修等を追加して行う。これ

らの研修等については、研

修生が即戦力となるため

に十分な知識が必要とな

ることから、修了試験にお

いて習得したと評価する

割合が８０％以上とする。 

イ 酪農ヘルパー研

修、家畜排せつ物処

理研修を開催すると

ともに、その他の研

修等も含めて受講者

を対象に修了試験を

実施し、８０％以上

の者が研修内容を習

得したと評価される

よう効果的に実施す

る。   

指標＝研修内容習得の割合 
Ｓ：計画の１２０％以上で

あり、かつ、特に優れた

成果が認められる。 
Ａ：計画の１２０％以上 
Ｂ：計画の１００％以上、

１２０％未満 
Ｃ：計画の８０％以上、 

１００％未満 
Ｄ：計画の８０％未満、又

は業務運営の改善等必要

な措置が必要と認められ

る。 

＜主要な業務実績＞ 
 酪農ヘルパー研修を

４回、家畜排せつ物処

理研修を９回、その他

の研修を５回開催する

とともに、研修効果測

定のための修了試験を

実施し、研修内容を習

得したと評価された受

講者はいずれの研修に

おいても８０％以上に

達するなど、計画どお

り実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・研修内容を習得した

と評価された受講者は

何れの研修も８０％以

上であった。 
・研修計１８回、２２

９名について効果測定

を実施し、９８％の者

が研修内容について習

得したと評価された。 

評定 Ｂ 
計画上における研修内容の習得率（受講生

の８０％以上）を大きく上回る結果となった

が、センターの実力を踏まえれば、比較的容

易に達成できる計画と思料されることから

「Ｂ」評定とした。 
 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-５-（２）-ウ 第２ 業務の質の向上 ５ 講習及び指導 （２）技術の普及指導  ウ 生産現場技術の研修 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標・鶏の改良増殖目

標、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針 
当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第５号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
生産現場技

術に係る研

修会の開催

回数 

 
年１０回 
以上 

  
２２回 

 
２１回 

 
１７回 

 
１６回 

 
１６回 

 予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  センターが独自に実施する研修

などについて、酪農ヘルパーや畜

産環境保全のための研修を新たに

追加する。また、畜産新技術、飼

料作物優良品種及びセンターの調

査研究の成果を生産現場に普及さ

せるための研修・講習などの現場

でのニーズの高いものや、家畜人

工授精師などの免許取得のための

講習会について、引き続き実施す

るとともに、ニーズの低いものに

ついては見直しを行い、研修など

の内容について重点化を図る。 

（イ） 畜産新技術、飼料作物優

良品種及びセンターの調査研究成

果のうち、生産現場への普及が望

まれる技術等を中心に研修・講習

に関するニーズについて情報収集

を行うとともに、センター以外の

他機関等でも受入可能な内容を対

象とした研修等については見直

し、他機関等に委ねる。こうした

対応によりニーズの高い内容へ重

点化を図り、毎年１０回以上の研

修・講習会を開催する。 

ウ 研修等の計画立

案に当たって、内容

に関する要望及び他

機関等での類似研修

等実施の有無につい

て情報収集を行う。 
  その結果を踏まえ

ニーズの高い内容の

研修・講習へ重点化

を図り、１０回以上

開催する。 

指標＝研修・講習の開催数 
Ｓ：計画の１２０％以上であり、

かつ、特に優れた成果が認めら

れる。 
Ａ：計画の１２０％以上 
Ｂ：計画の１００％以上、１２０％

未満 
Ｃ：計画の８０％以上、１００％

未満 
Ｄ：計画の８０％未満、又は業務

運営の改善等必要な措置が必要

と認められる。 

＜主要な業務実績＞ 
 研修・講習等の計画立

案に当たっては、各種会

合での要望聴取、各種ア

ンケート結果等を検討し

ニーズを把握するととも

に、関係機関・団体等で

の研修等実施予定につい

ても情報収集を行い、ニ

ーズの高い内容の研修・

講習へ重点化を図り、技

術研修会等を１０回以上

開催した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・技術研修会等を計

１６回開催し、指標

の１０回以上開催し

た。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画上における開催回数（年１０回

以上）を６割上回る結果となったが、

センターの実力を踏まえれば、比較的

容易に達成できる計画と思料される

ことから「Ｂ」評定とした。 
 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-５-（２）-エ 第２ 業務の質の向上 ５ 講習及び指導 （２）技術の普及指導 エ 免許取得講習会の開催 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛

生産の近代化を図るための基本方針 
当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第５号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
家畜人工

授精師等

の免許取

得ための

講習会の

開催回数 

 
 
年１回以上 

  
 
年２回 

 
 
年３回 

 
 
年３回 

 
 
年３回 

 
 
年３回 

 予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

 従事人員数 991 981 972 966 969 

注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  センターが独自に実施する研修

などについて、酪農ヘルパーや畜

産環境保全のための研修を新たに

追加する。また、畜産新技術、飼

料作物優良品種及びセンターの調

査研究の成果を生産現場に普及さ

せるための研修・講習などの現場

でのニーズの高いものや、家畜人

工授精師などの免許取得のための

講習会について、引き続き実施す

るとともに、ニーズの低いものに

ついては見直しを行い、研修など

の内容について重点化を図る。 

（ウ） 家畜人工

授精師等の免許

取得のための講

習会を毎年開催

する。 

エ 家畜人工授

精師などの免許

取得のための講

習会を１回以上

開催する。 

指標＝講習会の開催回数 
Ｓ：計画の１２０％以上であり、

かつ、特に優れた成果が認めら

れる。 
Ａ：計画の１２０％以上 
Ｂ：計画の１００％以上、１２０％ 
未満 

Ｃ：計画の８０％以上、１００％ 
未満 

Ｄ：計画の８０％未満、又は業務

運営の改善等必要な措置が必要

と認められる。 

＜主要な業務実績＞ 
 
 家畜人工授精師の免許取得

のため、牛の家畜体外受精卵

移植に関する講習会、豚の家

畜人工授精に関する講習会、

めん羊･山羊の家畜人工授精

に関する講習会を各１回、計

３回開催した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・家畜人工授精に関する講習会

を以下の計３回実施し、指標の

１回以上開催した。 
・牛の家畜体内受精卵移植に関

する講習会 
・家畜人工授精(豚)に関する講習

会 
・家畜人工授精めん羊(山羊)に関

する講習会 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画上における開催回数（年１回以上）

を大きく上回る結果となったが、センタ

ーの実力を踏まえれば、比較的容易に達

成できる計画と思料されることから「Ｂ」

評定とした。 
 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-５-（２）-オ 第２ 業務の質の向上 ５ 講習及び指導 （２）技術の普及指導  オ 中央畜産技術研修の実施 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標・鶏の改良増殖目

標、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針 
当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第５号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
中央畜産

技術研修

における 

研修内容 

の満足度

  

 
 
８０％以上 

  
  

９２％ 

 
 
９２％ 

 
 
９５％ 

 
 

９３％ 

 
 
８９％ 

 予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  農林水産省が計画

を策定する中央畜産

技術研修の適切な実

施に努める。また、

受講生からのアンケ

ート結果に基づき、

研修サービスの向上

に努めるとともに、

受講生の受講ニーズ

の農林水産省への伝

達を行う。 

 農林水産省が計画を策定す

る中央畜産技術研修を適切に

実施するとともに、受講生に対

するアンケート調査により研

修環境についての満足度を調

査し、満足と評価する割合が８

０％以上となるよう研修を行

う。また、農林水産省と連携し

て受講生に対して受講ニーズ

に関するアンケート調査を行

い、その結果を農林水産省に報

告する。 

オ 農林水産省が策定し

た中央畜産技術研修計画

に基づき研修を開催する

とともに、研修環境に対

する満足度を調査し、満

足と評価する割合が調査

項目全体で８０％以上と

なるよう行う。 
  また、農林水産省と連

携して研修内容等に関す

るアンケート調査を行

い、その結果を農林水産

省に報告する。 

指標＝研修環境の満足度 
Ｓ：計画の１２０％以上で

あり、かつ、特に優れた

成果が認められる。 
Ａ：計画の１２０％以上 
Ｂ：計画の１００％以上、

１２０％未満 
Ｃ：計画の８０％以上、 

１００％未満 
Ｄ：計画の８０％未満、又

は業務運営の改善等必

要な措置が必要と認め

られる。 
 

＜主要な業務実績＞ 
 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

修会を２０講座開催し、５５１

名の研修生を受け入れるとと

もに、受講生を対象に研修環境

に関する満足度調査を行い、満

足と評価する割合が全ての項

目で８０％以上となった。ま

た、農林水産省と連携して研修

内容等に関するアンケート調

査を実施し、その結果を農林水

産省に報告するなど、計画どお

り実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・研修環境に関する満足度調査で、

満足と評価する割合が全ての項目

で指標の８０％以上となった。 
・２０講座、５５１名の受講者が

あり、項目全体の満足度は８９％

であった。 
・清掃・整頓  ９９％ 
・食堂・食事  ８０％ 
・スタッフ対応 ９２％ 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画上における研修生の満足度（研

修生８０％以上）上回る結果となった

が目標値の２割以上（９６％以上）で

はないので「Ｂ」評定とした。 
 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-５-（２）-カ 第２ 業務の質の向上 ５ 講習及び指導 （２）技術の普及指導  カ 個別研修の受入れ 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標・鶏の改良増殖目

標、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針 
当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第５号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
個別研修

における 
 研修内容 
 の満足度 

 
 
８０％以上 

  
 
９４％ 

 
 
９９％ 

 
 
９７％ 

 
 
９８％ 

 
 
９６％ 

 予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  畜産関係団体をはじめと

する民間機関、都道府県、

大学などからの個別研修の

実施依頼については、可能

な限りこれを受け入れ、講

師の派遣、施設、家畜の提

供に努める。 
 また、センターの講習に

支障のない範囲で、民間機

関などによる畜産技術研修

会などの開催のために施設

を提供し、施設の有効活用

に努める。 

（ア） 畜産関係団体

をはじめとする民間機

関、都道府県、大学等

からの依頼による個別

の研修生を可能な限り

受け入れ、講師の派遣、

施設、家畜の提供を行

うとともに、研修生に

対して研修内容につい

ての満足度を調査し、

満足と評価する割合が

８０％以上となるよう

研修を行う。 

カ 個別の研修生の

受入については、要

請に基づき可能な限

り対応するととも

に、アンケート調査

により研修内容に対

する満足度を調査

し、満足と評価する

割合が８０％以上と

なるよう行う。 

指標＝研修内容の満足度 
Ｓ：計画の１２０％以上であ

り、かつ、特に優れた成果が

認められる。 
Ａ：計画の１２０％以上 
Ｂ：計画の１００％以上, １２

０％未満 
Ｃ：計画の８０％以上、１０

０％未満 
Ｄ：計画の８０％未満、又は業

務運営の改善等必要な措置

が必要と認められる。 

＜主要な業務実績＞ 
 個別研修は、本所ほか

７牧場において、３３機

関及び個人から要請のあ

った１２１名を対象に実

施し、研修内容に対して

満足と評価する割合が９

６％に達するなど、計画

どおり実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・研修内容に対して満足と評価する割

合が指標の８０％以上となった。 
・８場所で計１２１名の研修を受入れ

た。 
・１２１名(３３機関及び１２個人)を
受入れ、各家畜の飼養管理技術、牛・

豚の受精卵移植技術、遺伝子解析等の

研修を実施した。 
・満足度調査を実施し、満足以上の割

合が９６％であった。 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
 計画上における研修生の満足度（研修生

８０％以上）２割以上上回る結果となった

が、センターの実力を踏まえれば、比較的

容易に達成できる計画と思料されること

から「Ｂ」評定とした。 
 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-５-（２）-キ 第２ 業務の質の向上 ５ 講習及び指導 （２）技術の普及指導  キ 講師の派遣 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標・鶏の改良増殖目

標、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針 
当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第５号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  畜産関係団体をはじめとする

民間機関、都道府県、大学など

からの個別研修の実施依頼につ

いては、可能な限りこれを受け

入れ、講師の派遣、施設、家畜

の提供に努める。 
 また、センターの講習に支障

のない範囲で、民間機関などに

よる畜産技術研修会などの開催

のために施設を提供し、施設の

有効活用に努める。 

（イ） 外部機

関が行う講習会

の開催に当たっ

て、職員の派遣

等の要請があっ

た場合は、積極

的に協力する。 

キ 外部機関が

行う講習会の開

催に当たって、職

員の派遣等の要

請があった場合

は、積極的に協力

する。 

Ｓ：計画を大きく上回り、かつ顕

著な成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果が得られた。 
Ｂ：計画どおり順調に実施された。 
Ｃ：計画どおり実施されず改善を

要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず当該業

務の廃止を含めた抜本的な改善

が必要と認められる。 

＜主要な業務実績＞ 
 外部機関からの要

請を受け、専門的知識

を有する者８６件、延

べ１１０名を講師と

して派遣するなど、計

画どおり実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・計画どおり実施した。 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり、外部機関が行う講習会等への職員の派遣に

対して積極的な対応を行ったことから「B」評定とした。 
 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２-５-（２）-ク 第２ 業務の質の向上 ５ 講習及び指導 （２）技術の普及指導  ク 研修施設の提供 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標・鶏の改良増殖目

標、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針 
当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第５号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１２３ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 
         予算額（千円） 8,682,884  8,967,108  8,532,098  8,493,261  8,745,037 

 決算額（千円） 9,127,037  8,572,227  8,651,460  9,160,191  9,753,970 

 経常費用（千円） 8,923,393  8,388,109  8,227,741  8,675,680  9,078,769 

 経常利益（千円） 8,826,155  8,412,573  8,168,306  8,670,619  9,138,548 

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 8,712,060  8,206,327  7,612,425  7,546,420  7,783,394 

従事人員数 991 981 972 966 969 

 （うち常勤職員） （807） (790) (785) (765) (757) 
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の数値を掲載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  畜産関係団体をはじめ

とする民間機関、都道府

県、大学などからの個別

研修の実施依頼について

は、可能な限りこれを受

け入れ、講師の派遣、施

設、家畜の提供に努める。 
 また、センターの講習

に支障のない範囲で、民

間機関などによる畜産技

術研修会などの開催のた

めに施設を提供し、施設

の有効活用に努める。 

（ウ）民間機関等に対

し、施設の利用可能時

期、利用条件等の情報

提供を行い、可能な範

囲で民間機関主催研

修会等へ施設を提供

する等施設利用率の

向上を図る。 

ク 民間機関等に対し、ホ

ームページ掲載等により

研修施設利用に関する情

報を提示するとともに民

間機関主催研修会等の実

施希望を聴取し、可能な範

囲で施設を提供する。 
  中央畜産研修施設の教

室の年間延べ稼働率を前

年度程度に維持する 

Ｓ：計画を大きく上回

り、かつ顕著な成果

が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果

が得られた。 
Ｂ：計画どおり順調に

実施された。 
Ｃ：計画どおり実施さ

れず改善を要する。 
Ｄ：計画どおり実施さ

れず当該業務の廃止

を含めた抜本的な改

善が必要と認められ

る。 

＜主要な業務実績＞ 
 民間機関等に対し、ホー

ムページに研修施設利用

に関する情報を掲載する

とともに、民間機関主催研

修会等の実施希望を聴取

し、希望のあった団体・機

関に対し研修施設等を提

供して延べ３７４名を受

け入れるとともに、教室の

年間延べ稼働率を前年度

程度に維持するなど、計画

どおり実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
・ 計画どおり実施した。 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
計画どおり、民間機関等が行う研修への研修施設の

提供等に取り組んだことから「B」評定とした。 

 
４．その他参考情報 
 
 
 




