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家畜及び鶏の改良増殖目標見直しの検討について 

 

 

平成 26年 4月 24日 

農林水産省生産局 

畜産部畜産振興課 

 

１ 検討スケジュール  
 
（１） 家畜及び鶏の改良増殖目標（以下「改良目標」）については、畜種

別に研究会を開催し、専門的事項について知見を仰ぎつつ、事務局

にて改正案を作成し、畜産部会に諮る。 

 

（２） 畜種別研究会は以下を基本として別紙１のとおり開催する。 

① 乳用牛／肉用牛／豚／鶏：各３回程度 

② めん山羊／馬：各２回程度 

なお、研究会開催の間にも、事務局を介して委員間の意見交換や

技術的調整・検討等を行うことにより、議論の深度を深めるととも

に、必要に応じて現地視察等を通じた実態把握も行う。 

 

（３） 研究会での検討状況は、随時、畜産部会に報告し、年内を目途に

新改良目標（案）を取りまとめる。 

 

 

２ 畜種別研究会委員  
 

各研究会の委員構成は別紙２のとおりとする。なお、畜産部会におけ

る酪肉近基本方針の検討と整合性を確保するため、畜産部会委員の参画

も依頼する。 



別紙１

研究会 畜産部会

家畜及び鶏の改良増殖目標 酪肉近基本方針

●第1回畜種別研究会（５～6月） ●第1回畜産部会（4月）

　○現行施策の検証：酪肉近基本方針（酪農・乳業／飼
料／環境／消費・安全関係）

　○委員説明：飼料／環境／消費・安全関係

   ○乳用牛：5月中 ●第2回畜産部会（5月頃）

　○現行施策の検証：酪肉近基本方針（食肉関係／その
他重要事項（担い手、生産基盤、輸出、所得、６次産業
化等））

　○委員説明：食肉関係／その他重要事項

   ○肉用牛／豚／鶏：5月～6月中 ●第3回畜産部会（6月頃）

   ○馬／めん山羊：6月中 　○本格的議論：酪農・乳業関係

　【主要論点】めぐる情勢、基本的方向等の検討 ●第4回畜産部会（7月頃）

　○本格的議論：飼料／環境／消費・安全関係

●第2回畜種別研究会（９～１１月） ●第5回畜産部会（8月頃）

　　○乳用牛／肉用牛／豚／鶏：９月中 　○本格的議論：食肉関係

　【主要論点】改良増殖目標（一次案） ●第6回畜産部会（9月頃）

　○本格的議論：その他重要事項

　　○馬／めん山羊：１１月中

　【主要論点】改良増殖目標（案）

●第3回畜種別研究会（１１～１２月）

　　○乳用牛／肉用牛／豚／鶏：１１～１２月

　【主要論点】改良増殖目標（二次案）

●改良増殖目標（案）の意見募集（1～2月）

●改良増殖目標（最終案）の取りまとめ ●畜産部会（3月末～4月頃）

　○答申（酪肉近基本方針、改良増殖目標）

●公表（３月末～４月）

※スケジュールは、今後の議論の状況等に応じて変更される可能性

H27年
１～4月

家畜及び鶏の改良増殖目標に係る検討スケジュール（案）

◎畜種別に研究会を開催

○乳用牛、肉用牛、豚、鶏は、各3回

H26年
４～7月

H26年
８～１２月

○研究会での検討状況については、随時、畜産部会に報告

○馬、めん山羊は、各2回

時期

報告 

適宜、畜産部会を開催し、 

議論を整理 



別紙２ 

家畜及び鶏の改良増殖目標畜種別研究会委員一覧  

                              

※敬称略、五十音順 

※下線は座長候補、「○」印は畜産部会委員 

 

＜乳用牛＞ 

  氏名        所属・役職 

大森 正敏  (独）家畜改良センター新冠牧場 場長 

栗田 純   (一社)日本ホルスタイン登録協会 事務局長 

○近藤 康子  サントリービジネスエキスパート（株）お客様リレーション本部 顧問、

消費生活アドバイザー 

 迫田 潔   （一社）中央酪農会議 専務理事 

鈴木 三義  帯広畜産大学 名誉教授 

田野倉 忠之 全国農業協同組合連合会畜産生産部生産振興課 課長 

 寺脇 良悟    酪農学園大学農食環境学群循環農学類 教授 

引地 聖和   (一社)日本乳業協会企画・広報部 部長 

○廣野 正則  （有）広野牧場 代表取締役 

松尾 誠之    家畜人工授精事業体協議会 代表 

  宮田 大   北海道農政部生産振興局畜産振興課 課長 

守部 公博  (一社)家畜改良事業団 理事 

吉川 広司  (株)十勝家畜人工授精所 代表 

 

 

＜肉用牛＞ 

  氏名         所属・役職 

  青島 正泰  （公社）日本食肉格付協会 専務理事 

 石川 美知子 （有）Ｍ＆Ｉ事務所・生活文化研究所 代表取締役 

 榎本 健蔵   全国農業協同組合連合会畜産総合対策部 部長 

  大田 均    鹿児島県農政部畜産課 課長 

 大山 憲二   神戸大学大学院農学研究科 教授 

  小原 利勝  （公社）岩手県農畜産物価格安定基金協会 専務理事 

  菊地 令    （独）家畜改良センター十勝牧場 場長 

 齊藤 新一  （一社）家畜改良事業団 専務理事 

○那須 眞理子  うちのあか牛てっぽこ 代表 

○野村 哲郎   京都産業大学総合生命科学部生命資源環境学科 教授 

  松永 直行  （株）松永牧場 取締役 

  吉村 豊信  （公社）全国和牛登録協会 専務理事 



 

＜豚＞ 

  氏名          所属・役職 

 石井 和雄  （独）農業・食品産業技術総合研究機構畜産草地研究所家畜育種繁殖研

究領域 上席研究員 

入江 正和   近畿大学生物理工学部食品安全工学科 教授 

  岡部 昌博  （独）家畜改良センター宮崎牧場 場長 

  小川 明彦   生活協同組合連合会コープネット事業連合生鮮調達管理部畜産グルー

プ グループ長 

木下 良智    （財）畜産環境整備機構 理事 

栗田 隆之   愛知県農業総合試験場畜産研究部 主任研究員 

  黒木 勇人  （株）ミヤチク 営業部長 

小礒 孝   （一社）日本養豚協会 常務理事 

坂口 一平   全農畜産サービス（株）執行役員種豚事業部 部長 

○笹﨑 静雄  （株）埼玉種畜牧場サイボクハム 代表取締役社長 

  星 正美      （有）星種豚場 代表取締役 

 

 

＜鶏＞ 

  氏名         所属・役職 

○石澤 直士  （株）ゼンケイ 代表取締役社長 

  加藤 好一   生活クラブ連合会 会長 

 木野 勝敏   愛知県農業総合試験場畜産研究部養鶏研究室 室長 

小松 伸好  （株）小松種鶏場 代表取締役社長 

 佐子 哲也   ＪＡ全農たまご（株） 専務取締役 

 富樫 幸男  （株）ニチレイフレッシュ畜産事業本部 本部長 

  韮澤 圭二郎 （独）農業・食品産業技術総合研究機構畜産草地研究所家畜育種繁殖研

究領域 領域長 

 日比野 義人 （株）後藤孵卵場 代表取締役社長 

  松本 博紀  （独）家畜改良センター兵庫牧場 場長 

山本 達雄   日本ハム・ソーセージ工業協同組合 専務理事 

  山本 満祥  （株）山本養鶏孵化場 代表取締役社長 

 山本 洋一    （独）家畜改良センター岡崎牧場 場長 

 

 

 

 

 



＜馬＞ 

  氏名       所属・役職 

 井上 真    日本中央競馬会 理事 

 柏村 文郎   帯広畜産大学畜産生命科学研究部門 教授 

菊地 令     (独）家畜改良センター十勝牧場 場長 

酒井 俊夫   地方競馬全国協会 理事 

 佐々木 啓文  十勝馬事振興会 会長 

 佐藤 文俊   十勝農業協同組合連合会 専務理事 

塩田 忠       (公財）ジャパン・スタッドブック・インターナショナル 理事 

杉野 繁治  （公社）日本馬事協会 専務理事 

西村 啓二   （公社）日本軽種馬協会 副会長 

 藤田 知己  （公社）全国乗馬倶楽部振興協会乗馬普及部 部長 

 

 

＜めん山羊＞ 

  氏名        所属・役職 

今井 明夫   全国ヤギネットワーク 代表 

加藤 信夫   (独）家畜改良センター茨城牧場長野支場 支場長 

 河野 博英   (独）家畜改良センター十勝牧場業務第二課 課長 

○小谷 あゆみ  フリーアナウンサー、エッセイスト 

田中 智夫   麻布大学獣医学部動物応用科学科 教授 

  羽鳥 和吉   (公社)畜産技術協会 常務理事 

  武藤 浩史  （有）茶路めん羊牧場 代表取締役 

山内 和律   （地独）北海道立総合研究機構畜産試験場家畜研究部中小家畜グループ

主査 
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