
 

 

 

 

独立行政法人家畜改良センターの 

平成 29年度に係る業務の実績に関する評価書 

 

 

         農林水産省 



                    独立行政法人家畜改良センターの平成 29 年度に係る業務実績に関する評価の概要  

 

１．評価対象に関する事項 
法人名 独立行政法人家畜改良センター 
評価対象事業 
年度 

年度評価 平成２９年度（第４期） 
中期目標期間 平成２８～３２年度 

 
２．評価の実施者に関する事項 
主務大臣 農林水産大臣 
 法人所管部局 生産局畜産部 担当課、責任者 畜産振興課長 伏見 啓二 
 評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者 広報評価課長 前田 剛志 
 
３．評価の実施に関する事項 
 
・評価を実施するに当たって、平成３０年７月１３日（金）に農林水産省独立行政法人評価有識者会議家畜改良センター部会を開催し、同部会に所属する４名の外

部有識者委員の意見を聴取した。 
 
・同部会の開催に併せ、理事長、監事、常勤理事及び幹部職員の出席を求め、平成２９年度の業務実績の内容、計画（目標）の達成状況と自己評価の内容等につい

てヒアリングを実施した。 
 
 
４．その他評価に関する重要事項 
 
・特になし。 
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独立行政法人家畜改良センターの平成 29年度に係る業務の実績に関する評価の総合評定 

 
 １．全体の評定 
評定 
（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） Ｂ：全体としておおむね中期計画等における所期の目標を達成していると認められる。 （参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

    Ｂ Ｂ    

評定に至った理由 １ 項目別評価について 

（１）家畜改良センター（以下「センター」という。）業務実績の評価項目は、各業務の内容と中期計画における位置づけに基づき、微項目、細項目、小項目、中項目、大項目

の順で設定されており、その設定と評定結果の分布状況は別紙のとおりである 

（２）なお、大項目や中項目など基本的に下位の評価項目が設定されている評価項目については、参考資料として添付した独立行政法人家畜改良センターの業務実績の評定方法

（平成 27年６月 10日、27生畜第 381号、以下「評定方法」という。）に基づき、原則として下位の評価項目の評定結果を積み上げて評定を行うこととしている。 

 

２ 総合評定について 

（１）センターの総合評価は、評定方法に基づき評価対象とした大項目の評定結果をＳ:４点、Ａ：３点、Ｂ：２点、Ｃ：１点、Ｄ：０点の区分により点数化した上で算出する

「総合評定の基礎」を基本に行うこととしている。 

（２）平成 29年度の業務実績の総合評定については、以下の点を踏まえ「Ｂ」評定とした。 

① 評定方法に基づき算出した総合評定の基礎が下記のとおり、Ｂ評定の判定基準内（満点×８／１０≦合計点＜１２／１０）となったこと。 

 ・満 点・・・・・・８点（評価対象とした大項目 ４×２点） 

  ・合計点・・・・・・８点（別記参照） 

・合計点／満点・・・８／８ 

 

 ＜別記：各大項目の評定結果と合計点＞ 

◎ 国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する目標を達成するために取るべき措置・・・・ ２点(Ｂ評定) 

◎ 業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２点(Ｂ評定) 

◎ 予算、収支計画及び資金計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２点(Ｂ評定） 

◎ その他業務運営に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２点(Ｂ評定) 

                                            合 計 点  ８点   

 

②  全体の評定を行う上で特に考慮すべき事項として、放射線セシウムの移行・吸収調査については、共同研究者の分析が遅れたことが原因ではあるものの、計画どおりに

年度内に調査を完了することができなかったことから、法人の自己評価と同じく「Ｃ」評価とするが、全体の評価を見直すには至らないと判断した。 
 

③ 重要な項目別評定として、有用形質関連遺伝子等の解析に関連する１個の評価項目及び食肉の食味に関する客観的評価手法の開発に関連する２個の評価項目については、

法人の自己評価と同じく「Ａ」評定とした。また、放射性セシウム低減技術等の開発に関する２個の評価項目については、法人の自己評価と同じく「Ｃ」評定とすると判

断したが、この結果に至った要因についてはセンターの過失によるものではないことから、その理由を備考欄に明記することとした。さらに、ＩＳＴＡ検査所としての認

定ステータスの維持に関連する１個の評価項目及びセンターの人材・資源等を活用した外部支援に関連する１個の評価項目については、法人の自己評価は「Ｂ」評定とし

ているが、いずれも計画を上回る成果が得られたものと考え「Ａ」評定とした。以上のとおりの評定とするが、全体の評価を見直すには至らないと判断した。 

 

 ※：平成２６年度以降の評価について、主務大臣の評価結果となり、Ｂ評定が標準。 
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２．法人全体に対する評価 
法人全体の評価 １ 全体の評価について 

（１） 評価の対象とした 188 個の評価項目のうち 186 項目がＢ評定以上（Ａ評定は６項目）と判定され、法人としては、中期計画や年度計画で定めた業務目標を達成している

と認められる。特に、有用形質関連遺伝子等の解析・肉用牛及び外国人の黒毛和種牛肉に対する嗜好性に関する調査では、計画よりも多くのサンプルやデータを収集してお

り評価できる。また、ＩＳＴＡ検査所としての認定ステータスの維持については、前回（３年前）の監査での指摘等を踏まえ、検査体制、記録の整備に力点を置いて体制整

備を行った結果、ＩＳＴＡ監査員より良好な評価を得たことは評価できる。さらに、家畜伝染性疾病の発生した際、県等からの要請を受けて人員を派遣し、防疫対応作業等

の支援を行ったほか、平時より緊急時の連絡体制を整備するとともに緊急対応のための訓練を実施するなど初動防疫の対応や家畜伝染病の防疫措置の早期の完了に大きく貢

献したことは評価できる。 
（２） 一方、放射線セシウムの移行・吸収調査については、共同研究者の分析が遅れたことが原因ではあるものの、計画どおりに年度内に調査を完了することができなかった

ことから、法人の自己評価と同じく「Ｃ」評価とした。 
２ 重要な項目別評定について 
（１）有用形質関連遺伝子等の解析に関連する１個の評価項目（微項目１、詳細は別紙参照）については、法人の自己評価と同じく「Ａ」評定とした。 
（２）食肉の食味に関する客観的評価手法の開発に関連する２個の評価項目（細項目１、微項目１、詳細は別紙参照）については、法人の自己評価と同じく「Ａ」評定とした。 
（３）放射性セシウム低減技術等の開発に関する２個の評価項目（細項目１、微項目１、詳細は別紙参照）については、法人の自己評価と同じく「Ｃ」評定とした。 
（４）ＩＳＴＡ検査所としての認定ステータスの維持に関連する１個の評価項目（小項目１、詳細は別紙参照）ついては、法人の自己評価は「Ｂ」評定であるが、計画を上回る

成果が得られたことから「Ａ」評定とした。 
（５）センターの人材・資源等を活用した外部支援に関連する１個の評価項目（小項目１、詳細は別紙参照）については、法人の自己評価は「Ｂ」評定であるが、計画を上回る

成果が得られたことから「Ａ」評定とした。 

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 
１ 放射性セシウムの移行・吸収調査 

塩化セシウムを供与牛に投与後、血液や臓器等からサンプルを採取し、生体内の塩化セシウムの衰退状況を分析する調査であるが、共同研究相手先である北里大学での分

析装置の納品の遅れと装置を稼働させるための調整に時間を要した。センターから北里大学に対して、再三の進捗状況の確認や督促を行ったものの、年度内に調査を完了す

ることができなかった（本年６月下旬終了）。 

２ ＩＳＴＡ検査所としての認定ステータスの維持 
 長野支場は、ＩＳＴＡ国際種子検査証明書を発行できる権限を有し、日本で唯一、飼料作物種子に特化した検査を実施しており、３年ごとにＩＳＴＡの監査を受け再認定

される必要があるが、平成 30 年２月 23 日付けでＩＳＴＡ認定検査所としての認定ステータスを維持した。今回の監査に向けて、センターでは検査体制の強化、記録の整備、

研修の充実等の体制整備を行った結果、前回（３年前）の監査時よりもＩＳＴＡ監査員から良好な評価を得た。 
３ 緊急時における支援 
   香川県における高病原性鳥インフルエンザ発生の際、防疫対策作業への緊急支援要請を受け、延べ 13 名を派遣した。センターでは、休日や勤務時間外は持ち回り当番制

で緊急連絡体制をとるとともに、疾病発生後の緊急対応のための抜き打ち訓練を年度内に２度実施するなど緊急時の対応が可能となるよう準備し、さらに長期休暇時期（年

末年始及びゴールデンウィーク）においては、緊急支援要請に備えあらかじめ要員を確保し、十分な出動体制を整え対応した。 
 
３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 
項目別評定で指摘した

課題、改善事項 
・有用形質関連遺伝子等の解析に関して、成果が目に見える数値で出ていることについて高く評価する。今後はセンター内の黒毛和種だけでなく品種全体の分布について調査

してもらいたい。 
・外国人の黒毛和種牛肉に対する嗜好性に関連する調査に関して、外国人に対して牛肉香の調査は高度であり困難な面もある。外国人が好む牛肉の柔らかさや脂肪、さらに調

理法などについてアンケートをしてはどうか。 
（有識者会議意見） 

その他改善事項  特になし 

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 
 特になし 

 
４．その他事項 
監事等からの意見 特になし 
その他特記事項 特になし 



総合評定別紙

　　項　　目　　名
大
(◎)

中
(○)

小
(◇)

細
(□)

微
(△) 備　　　　考

◎
第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に
関する目標を達成するためとるべき措置

B

○ １  家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 B

◇ 　（１）　全国的な改良の推進 B

◇ 　（２）　遺伝的能力評価の実施 B

□ 　　　ア　遺伝的能力評価の実施 B

△ 　　　　　（ア）　乳用牛の遺伝的能力評価の実施 B

△ 　　　　　（イ）　ホルスタイン種のゲノミック評価の実施 B

△ 　　　　　（ウ）　肉用牛の枝肉情報の収集・分析の実施 B

△   　　　　（エ）　バークシャー種等の遺伝的能力評価の実施 B

□  　　　イ　遺伝的能力評価手法の改善 B

△ 　　　　　（ア）　乳用牛の遺伝的能力評価手法の改善 B

△ 　　　　　（イ）　肉用牛の遺伝的能力評価手法の改善 B

△ 　　　　　（ウ）　豚の遺伝的能力評価手法の改善 17/16 B

◇ 　（３）　種畜検査の実施 B

□ 　　　ア　種畜検査の実施 B

□ 　　　イ　種畜検査員の確保 B

△ 　（４）　飼養管理の改善等への取組 B

□ 　　　ア　肉用牛繁殖雌牛の増頭対策の支援 B

△ 　　　　　（ア）　代謝プロファイルテストに関する講習会等の実施 B

△ 　　　　　（イ）　代謝プロファイルテストに関するマニュアル作成等の実施 B

△ 　　　　　（ウ）　肉用牛超音波画像診断技術に関する講習会等の実施 B

△ 　　　　　（エ）　放牧を活用した繁殖雌牛の管理に関する講習会等の実施 B

□ 　　　イ　生乳生産基盤強化対策の支援 B

△ 　　　　　（ア）　高度な農場管理技術に関する講習会等の実施 B

△ 　　　　　（イ）　乳用牛超音波画像診断技術に関する講習会等の実施 B

△ 　　　　　（ウ）　搾乳ロボット等の省力化機械を活用した飼養管理技術の情報収集等 B

□ 　　　ウ　家畜防疫の強化及び衛生管理の改善等への取組 B

△ 　　　　　（ア）　防疫対策強化のための情報収集及びその活用 B

△ 　　　　　（イ）　防疫対策の自己点検の実施 B

△ 　　　　　（ウ）　計画的な防疫業務の実施 B

△ 　　　　　（エ）伝染性疾病発生時の体制整備　 B

△ 　　　　　（オ）　国・都道府県の防疫演習への参加 B

△ 　　　　　（カ）　国・大学等の調査・研究への協力 B

△ 　　　　　（キ）　衛生管理の改善等に関する情報提供 B

□ 　　　エ　その他 B

△ 　　　　　（ア）　馬、めん山羊の飼養管理技術に関する講習会等の実施 B

△ 　　　　　（イ）　馬、めん山羊の家畜人工授精に関する講習会の実施 B

△ 　　　　　（ウ）　耕作放棄地対応へのめん山羊の利活用に関する講習会等の実施 B

8/8

8/8

6/6

14/14

6/6

（独）家畜改良センターの平成29年度に係る業務実績に関する項目別評価の分布

○／○の数字は、「下位の評価項目の評定結果を積上げた点数／独立行政法人家畜改良センターの業務実績の評定方法上の満点

8/8

4/4 8/8

6/6

4/4
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　　項　　目　　名
大
(◎)

中
(○)

小
(◇)

細
(□)

微
(△) 備　　　　考

○ ２　畜産物の需給の変化に応じた優良な種畜・種きん等の生産・供給等 B

◇ 　（１）　種畜・種きん等の生産・供給 B

□ 　　　ア　乳用牛 B

△ 　　　　　（ア）　優良な牛群の整備 B

△ 　　　　　（イ）　ドナーの集合検定の実施 B

△ 　　　　　（ウ）　候補種雄牛の作出 B

□ 　　　イ　肉用牛 B

△ 　　　　　（ア）　遺伝的に特徴ある牛群の整備 B

△ 　　　　　（イ）　直接検定の実施 B

△ 　　　　　（ウ）　候補種雄牛の作出 B

△ 　　　　　（エ）　飼料利用性等に係る検定手法の開発 B

△ 　　　　　（オ）　褐毛和種の候補種雄牛の作出 B

□ 　　　ウ　豚 B

△ 　　　　　（ア）　デュロック種の優良種豚群の作出 B

△ 　　　　　（イ）　ランドレース種の優良種豚群の作出 B

△ 　　　　　（ウ）　大ヨークシャー種の種豚等の供給 B

△ 　　　　　（エ）　実験用小型豚の精液、胚の凍結保存 B

□ 　　　エ　鶏 B

△ 　　　　　（ア）　卵用の横斑プリマスロック種の後期産卵率の改善 B

△ 　　　　　（イ）　卵用のロードアイランドレッド種の選抜等の実施 B

△ 　　　　　（ウ）　肉用の白色コーニッシュ種の選抜等の実施 B

△ 　　　　　（エ）　肉用の白色プリマスロック種の選抜等の実施 B

△ 　　　　　（オ）　肉用の白色プリマスロック種の新系統造成に向けた選抜等の実施 B

△ 　　　　　（カ）　国産鶏種に関する組合せ検定の実施 B

□ 　　　オ　馬 B

△ 　　　　　（ア）　ブルトン種等の選抜等の実施 B

△ 　　　　　（イ）　ブルトン種等の種雄馬候補の作出 B

□ 　　　カ　育種素材のリスク分散への取組 B

△ 　　　　　（ア）　乳用牛のリスク分散 B

△ 　　　　　（イ）　黒毛和種のリスク分散 B

△ 　　　　　（ウ）　豚のリスク分散 B

△ 　　　　　（エ）　鶏のリスク分散 B

◇ 　（２）　６次産業化の推進等に対応した育種素材の提供等 B

□ 　　　ア　めん山羊 B

□ 　　　イ　日本短角種 B

□ 　　　ウ　豚 B

□ 　　　エ　鶏 B

□ 　　　オ　技術的支援 B

◇ 　（３）　家畜等の多様な遺伝資源の確保・利用 B

□ 　　　ア　家畜遺伝資源の保存 B

□ 　　　イ　多様な遺伝資源の活用 B

○ ３　飼料の視点での基盤強化のための飼料作物の種苗の生産・供給等 B

◇ 　（１）　飼料作物種苗の生産・供給 B

□ 　　　ア　飼料作物種苗の増殖 B

△ 　　　　　（ア）　OECD品種証明制度に基づく要件に適合した種苗の増殖 B

△ 　　　　　（イ）　生産対象品種・系統の選定 B

□ 　　　イ　飼料用稲種子の生産 B

4/4

4/4 4/4

6/6

12/12

6/6

10/10

8/8

12/12

4/4

8/8

10/10
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　　項　　目　　名
大
(◎)

中
(○)

小
(◇)

細
(□)

微
(△) 備　　　　考

◇ 　（２）　飼料作物優良品種の普及支援 B

□ 　　　ア　地域に適した飼料作物優良品種の育成・普及 B

□ 　　　イ　地域適応性等検定試験の実施 B

□ 　　　ウ　優良品種に係るデータ提供 B

□ 　　　エ　実証展示ほの設置等 B

◇ 　（３）　飼料作物の遺伝資源の保存 B

○ ４　国内開発品種の利用拡大に向けた飼料作物の種苗の検査 Ａ

◇ 　（１）　OECD品種証明制度等に基づく飼料作物の種苗の検査の実施 B

◇ 　（２）　ISTA検査所としての認定ステータスの維持 A

○ ５　調査・研究及び講習・指導 B

◇ 　（１）　調査・研究 B

□ 　　　ア　有用形質関連遺伝子等の解析 B

△ 　　　　　（ア）　乳用牛 B

△ 　　　　　（イ）　肉用牛 A

△ 　　　　　（ウ）　豚 B

△ 　　　　　（エ）　鶏 B

□ 　　　イ　食肉の食味に関する客観的評価手法の開発 A

△ 　　　　　（ア）　新たな食肉のおいしさの指標の検討等 B

△ 　　　　　（イ）　外国人の黒毛和種牛肉に対する嗜好性に関連する調査 A

□ 　　　ウ　豚の胚移植技術の開発 B

△ 　　　　　（ア）　ガラス化胚の融解方法の調査・検討 B

△ 　　　　　（イ）　非外科的移植器具の試作・調査 B

□   　　エ　黒毛和種における短期肥育技術等の開発 B

△ 　　　　　（ア）　短期肥育技術の開発 B

△ 　　　　　（イ）　子牛の早期離乳プログラムの開発 B

△ 　　　　　（ウ）　短期肥育による牛肉の生産コスト低減の実証 B

□   　　オ　放射性セシウム低減技術等の開発 C

△ 　　　　　（ア）　放射性セシウムの移行・吸収調査 C ※共同研究者の分析が遅れたため、結果的にセンターの目標が達成できなかった。

△ 　　　　　（イ）　放射性セシウムを吸収しにくい牧草の探索・調査 B

◇ 　（２）　講習・指導 B

□ 　　　ア　中央畜産技術研修会の開催 B

□  　　 イ  個別研修等の実施　 B

□  　　 ウ　海外技術協力の実施 B

○ ６　家畜改良増殖法等に基づく検査 B

◇ 　（１）　家畜改良増殖法に基づく立入検査等 B

□ 　　　ア　立入検査等の実施 -

□ 　　　イ　検査員の確保 B

◇ 　（２）　種苗法に基づく指定種苗の集取及び検査 B

□ 　　　ア　指定種苗の集取及び検査の実施 B

□ 　　　イ　検査員の確保 B

◇ 　（３）　カルタヘナ法に基づく立入検査等 B

□ 　　　ア　立入検査等の実施 -

□   　　イ 　検査員の確保 B

○ ７　牛トレーサビリティ法に基づく事務等 B

◇ 　（１）　牛トレーサビリティ法に基づく委任事務の実施 B

□ 　　　ア　牛個体識別台帳の記録、保存等　 B

□ 　　　イ　牛個体識別台帳記録の修正・取消 B

□ 　　　ウ　牛個体識別台帳に記録された事項の公表 B

□ 　　　エ　牛個体識別台帳の正確な記録の確保のための届出内容の確認 B

□ 　　　オ　個体識別番号の決定及び通知 B8/8

10/10

6/6

6/6

2/2

4/4

2/2

5/4

4/4

10/10

9/8

5/4

4/4

6/6

3/4

6/6

8/8

3



　　項　　目　　名
大
(◎)

中
(○)

小
(◇)

細
(□)

微
(△) 備　　　　考

◇ 　（２）　利用者ニーズ等を踏まえたシステムの開発・改修等の実施 B
□ 　　　ア　ニーズ調査等の実施 B

□ 　　　イ　開発・改修等の計画的な実施 B

◇ 　（３）　家畜伝染性疾病の発生等に伴う緊急検索への対応 B

◇ 　（４）　牛個体識別に関するデータの活用推進 B

○ ８　その他センターの人材・資源を活用した外部支援 B

◇ 　（１）　緊急時における支援 A

◇ 　（２）　災害等からの復興の支援 B

◇ 　（３）　作業の受託等 B

◎ 第2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 B

○ １　一般管理費等の削減 B

○ ２　調達の合理化 B

○ ３　業務運営の改善 B

◇ 　（１）　情報システム導入・更新時における業務の見直し B

◇ 　（２）　ネット会議システムの活用による業務の効率化 B

◎ 第3 予算、収支計画及び資金計画 B

○ 1　予算

○ ２　収支計画

○ ３　資金計画

○ ４　収支の均衡 B

○ ５　業務運営の効率化を反映した予算の策定と遵守 B

○ ６　自己収入の確保 B

◇ 　（１）　自己収入の確保 B

◇ 　（２）　適切な配布価格の設定 B

○ ７　保有資産の処分 B

◎ 第４　短期借入金の限度額 -

◎ 第５　不要財産等の処分に関する計画 -

◎ 第６　重要な財産の譲渡等の計画 -

◎ 第７ 剰余金の使途 -

4/4

10/10

B

4/4

4/4

7/6

6/6

4



　　項　　目　　名
大
(◎)

中
(○)

小
(◇)

細
(□)

微
(△) 備　　　　考

◎ 第８ その他業務運営に関する事項 B

○ １　ガバナンスの強化 B

◇ 　（１）　内部統制システムの充実・強化 B

□  　　ア　監事監査体制の強化 B

□ 　 　イ　役員会の開催等 B

△ 　　　　　（ア）　定期的な役員会の開催 B

△ 　　　　　（イ）　場長会議、業務検討会等の開催 B

△ 　　　　　（ウ）　ネット会議システムの活用等 B

□  　　ウ 　法令遵守に係る職員教育等の強化 B

□  　　エ 　業務の進行管理 B

△ 　　　　　（ア）　内部統制に関する規程等の見直し B

△ 　　　　　（イ）　業務進捗状況の四半期毎の取りまとめ等業務の進行管理 B

□  　　オ　リスク管理と迅速な対応 B

△ 　　　　　（ア）　リスク対応に関する計画の策定等 B

△ 　　　　　（イ）　緊急時における連絡網の整備等 B

◇ 　（２）　コンプライアンスの推進 B

○ ２　人材の確保・育成 B

◇ 　（１）　人材の確保・育成 B

◇ 　（２）　役職員の給与水準等 B

○ ３　情報公開等の推進 B

◇ 　（１）　情報公開の実施 B

◇ 　（２）　個人情報の取扱い B

○ ４　情報セキュリティ対策の強化 B

◇ 　（１）　情報セキュリティ対策 B

◇ 　（２）　情報セキュリティに関する教育・訓練 B

○ ５　環境対策・安全管理の推進 B

◇ 　（１）　環境対策の推進 B

◇ 　（２）　安全管理の推進 B

□  　　ア　安全衛生施策の実施 B

□ 　 　イ　緊急時の体制等 B

○ ６　施設・整備に関する計画 B

○ ７　積立金の処分に関する事項 B

4/4

10/10

6/6

4/4

4/4

4/4

14/14

4/4

4/4

4/4

4/4

5



1 
 

独立行政法人家畜改良センターの平成 29年度に係る業務の実績に関する評価の項目別評定総括表（その１）           

中期計画（中期目標） 年度評価（※）  

項目別 

調 書 

頁 数 

 

備 考 

 

 中期計画（中期目標） 年度評価（※）  

項目別 

調 書 

頁 数 

 

備  考 

 

 平成

２８

年度 

平成

２９

年度 

平成 

３０ 

年度 

平成

３１

年度 

平成

３２

年度 

  平成

２８

年度 

平成

２９

年度 

平成 

３０ 

年度 

平成

３１

年度 

平成

３２

年度 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項   （エ）放牧を活用した繁殖雌牛の管理に関する

講習会等の実施 
Ｂ Ｂ    ２５ 

 

 第１ 国民に対して提供するサービスそ

の他の業務の質の向上に関する目標を達

成するためとるべき措置 

Ｂ Ｂ    １ 

   イ 生乳生産基盤強化対策の支援 Ｂ Ｂ    ２６  

（ア）高度な農場管理技術に関する講習会等

の実施 
Ｂ Ｂ    ２７ 

 

１  家畜の視点での基盤強化のための家畜

改良及び飼養管理の改善等 
Ｂ Ｂ    ３ 

 （イ）乳用牛超音波画像診断技術に関する

講習会等の実施 
Ｂ Ｂ    ２８ 

 

 
（１）全国的な改良の推進 Ｂ Ｂ    ４ 

   （ウ）搾乳ロボット等の省力化機械を活用

した飼養管理技術の情報収集等 
Ｂ Ｂ    ２９ 

 

 
（２）遺伝的能力評価の実施 Ａ Ｂ    ７ 

   ウ 家畜防疫の強化及び衛生管理の改

善等への取組 
Ｂ Ｂ    ３０ 

 

 
 ア 遺伝的能力評価の実施 Ａ Ｂ    ８ 

   （ア）防疫対策強化のための情報収集及びそ

の活用 
Ｂ Ｂ    ３１ 

 

 （ア）乳用牛の遺伝的能力評価の実施 Ａ Ｂ    ９    （イ）防疫対策の自己点検の実施 Ｂ Ｂ    ３２  

 （イ）ホルスタイン種のゲノミック評価の実

施 
Ａ Ｂ    １０ 

   
（ウ）計画的な防疫業務の実施 Ｂ Ｂ    ３３ 

 

 （ウ）肉用牛の枝肉情報の収集・分析の実施 Ｂ Ｂ    １１    （エ）伝染性疾病発生時の体制整備 Ｂ ―    ―  

 （エ）バークシャー種等の遺伝的能力評価の

実施 
Ｂ Ｂ    １２ 

   
（オ）国・都道府県の防疫演習への参加 Ｂ Ｂ    ３４ 

 

  イ 遺伝的能力評価手法の改善 Ｂ Ｂ    １３    （カ）国・大学等の調査・研究への協力 Ｂ Ｂ    ３５  

 （ア）乳用牛の遺伝的能力評価手法の改善 Ａ Ｂ    １４    （キ）衛生管理の改善等に関する情報提供 Ｂ Ｂ    ３６  

 （イ）肉用牛の遺伝的能力評価手法の改善 Ｂ Ｂ    １５     エ その他 Ｂ Ｂ    ３７  

 
（ウ）豚の遺伝的能力評価手法の改善 Ｂ Ｂ    １６ 

   （ア）馬及びめん山羊の飼養管理技術に関す

る講習会等の実施 
Ｂ Ｂ    ３８ 

 

 
（３）種畜検査の実施 Ｂ Ｂ    １７ 

   （イ）馬及びめん山羊の家畜人工授精に関す

る講習会の実施 
Ｂ Ｂ    ３９ 

 

 
 ア 種畜検査の実施 Ｂ Ｂ    １８ 

   （ウ）耕作放棄地対応へのめん山羊の利活用

に関する講習会等の実施 
Ｂ Ｂ    ４０ 

 

 
 イ 種畜検査員の確保 Ｂ Ｂ    １９ 

   ２ 畜産物の需給の変化に応じた優良な種

畜・種きん等の生産・供給等 
Ｂ Ｂ    ４１ 

 

 （４） 飼養管理の改善等への取組 Ｂ Ｂ    ２０    （１）種畜・種きん等の生産・供給 Ｂ Ｂ    ４２  

  ア 肉用牛繁殖雌牛の増頭対策の支援 Ｂ Ｂ    ２１     ア 乳用牛 Ｂ Ｂ    ４３  

 （ア）代謝プロファイルテストに関する講習

会等の実施 
Ｂ Ｂ    ２２ 

   
（ア）優良な牛群の整備 Ｂ Ｂ    ４４ 

 

 （イ）代謝プロファイルテストに関するマニ

ュアル作成等の実施 
Ｂ Ｂ    ２３ 

   
（イ）ドナーの集合検定の実施 Ｂ Ｂ    ４５ 

 

 （ウ）肉用牛超音波画像診断技術に関する講

習会等の実施 
Ｂ Ｂ    ２４ 

   
（ウ）候補種雄牛の作出 Ｂ Ｂ    ４６ 

 

 ※ 評価については、Ｂ評定が標準。 



2 
 

独立行政法人家畜改良センターの平成 29年度に係る業務の実績に関する評価の項目別評定総括表（その２） 

中期計画（中期目標） 年度評価（※）  

項目別 

調 書 

頁 数 

 

備 考 

 

 中期計画（中期目標） 年度評価（※）  

項目別 

調 書 

頁 数 

 

備  考 

 

 平成

２８

年度 

平成

２９

年度 

平成 

３０ 

年度 

平成

３１

年度 

平成

３２

年度 

  平成

２８

年度 

平成

２９

年度 

平成 

３０ 

年度 

平成

３１

年度 

平成

３２

年度 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項(続き)   （イ）黒毛和種のリスク分散 Ｂ Ｂ    ７０  

 イ 肉用牛 Ｂ Ｂ     ４７    （ウ）豚のリスク分散 Ｂ Ｂ    ７１  

 （ア）遺伝的に特徴ある牛群の整備 Ｂ Ｂ    ４８    （エ）鶏のリスク分散 Ｂ Ｂ    ７２  

 
（イ）直接検定の実施 Ｂ Ｂ    ４９   

 （２）６次産業化の推進等に対応した育種素

材の提供等 
Ｂ Ｂ    ７３ 

 

 （ウ）候補種雄牛の作出 Ｂ Ｂ    ５０     ア めん山羊 Ｂ Ｂ    ７４  

 （エ）飼料利用性等に係る検定手法の開発 Ｂ Ｂ    ５１     イ 日本短角種 Ｂ Ｂ    ７５  

 （オ）褐毛和種の候補種雄牛の作出 Ｂ Ｂ    ５２     ウ 豚 Ｂ Ｂ    ７６  

 ウ 豚 Ｂ Ｂ    ５３     エ 鶏 Ｂ Ｂ    ７７  

 （ア）デュロック種の優良種豚群の作出 Ｂ Ｂ    ５４     オ 技術的支援 Ｂ Ｂ    ７８  

 （イ）ランドレース種の優良種豚群の作出 Ｂ Ｂ    ５５    （３）家畜等の多様な遺伝資源の確保・利用 Ｂ Ｂ    ７９  

 （ウ）大ヨークシャー種の種豚等の供給 Ｂ Ｂ    ５６     ア 家畜遺伝資源の保存 Ｂ Ｂ    ８０  

 （エ）実験用小型豚の精液、胚の凍結保存 Ｂ Ｂ    ５７     イ 多様な遺伝資源の活用 Ｂ Ｂ    ８１  

 
エ 鶏 Ｂ Ｂ    ５８   

 ３ 飼料の視点での基盤強化のための飼料作

物の種苗の生産・供給等 
Ｂ Ｂ    ８２ 

 

 （ア）卵用の横斑プリマスロック種の後期産

卵率の改善 
Ｂ Ｂ    ５９   

 
（１）飼料作物種苗の生産・供給 Ｂ Ｂ    ８３ 

 

 （イ）卵用のロードアイランドレッド種の選

抜等の実施 
Ｂ Ｂ    ６０   

 
 ア 飼料作物種苗の増殖 Ｂ Ｂ    ８４ 

 

 （ウ）肉用の白色コーニッシュ種の選抜等の

実施 
Ｂ Ｂ    ６１   

 （ア）OECD 品種証明制度に基づく要件に適

合した種苗の増殖 
Ｂ Ｂ    ８５ 

 

 （エ）肉用の白色プリマスロック種の選抜等

の実施 
Ｂ Ｂ    ６２   

 
（イ）生産対象品種・系統の選定 Ｂ Ｂ    ８６ 

 

 （オ）肉用の白色プリマスロック種の新系統

造成に向けた選抜等の実施 
Ｂ Ｂ    ６３   

 
 イ 飼料用稲種子の生産 Ｂ Ｂ    ８７ 

 

 （カ）国産鶏種に関する組合せ検定の実施 Ｂ Ｂ    ６４    （２）飼料作物優良品種の普及支援 Ｂ Ｂ    ８８  

 
 オ 馬 Ｂ Ｂ    ６５   

  ア 地域に適した飼料作物優良品種の育

成・普及 
Ｂ Ｂ    ８９ 

 

 （ア）ブルトン種等の選抜等の実施 Ｂ Ｂ    ６６     イ 地域適応性等検定試験の実施 Ｂ Ｂ    ９０  

 （イ）ブルトン種等の種雄馬候補の作出 Ｂ Ｂ    ６７     ウ 優良品種に係るデータ提供 Ｂ Ｂ    ９１  

  カ 育種素材のリスク分散への取組 Ｂ Ｂ    ６８     エ 実証展示ほの設置等 Ｂ Ｂ    ９２  

 （ア）ホルスタイン種のリスク分散 Ｂ Ｂ    ６９    （３）飼料作物の遺伝資源の保存 Ｂ Ｂ    ９３  

※ 評価については、Ｂ評定が標準。 

 



3 
 

独立行政法人家畜改良センターの平成 29年度に係る業務の実績に関する評価の項目別評定総括表（その３） 

中期計画（中期目標） 年度評価（※）  

項目別 

調 書 

頁 数 

 

備  考 

 

 中期計画（中期目標） 年度評価  

項目別

調 書 

頁 数 

 

備 考 

  

 平成

２８

年度 

平成

２９

年度 

平成 

３０ 

年度 

平成

３１

年度 

平成

３２

年度 

  平成

２８

年度 

平成

２９

年度 

平成 

３０ 

年度 

平成

３１

年度 

平成

３２

年度 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項(つづき)   （２）講習・指導 

Ｂ Ｂ    １１７   ４ 国内開発品種の利用拡大に向けた飼料作

物の種苗の検査 
Ｂ Ａ    ９４ 

   

 
 

（１）OECD 品種証明制度等に基づく飼料作

物の種苗の検査の実施 
Ｂ Ｂ    ９５ 

 
ア 中央畜産技術研修会の開催 Ｂ Ｂ    １１８ 

 

 （２）ISTA 検査所としての認定ステータスの

維持 
Ｂ Ａ    ９６ 

   
イ  個別研修等の実施 Ｂ Ｂ    １１９ 

 

 ５ 調査・研究及び講習・指導 Ｂ Ｂ    ９７    ウ 海外技術協力の実施 Ｂ Ｂ    １２０  

 （１）調査・研究 Ｂ Ｂ    ９８    ６ 家畜改良増殖法等に基づく検査 Ｂ Ｂ    １２１  

  ア 有用形質関連遺伝子等の解析 Ｂ Ｂ    ９９    （１）家畜改良増殖法に基づく立入検査等 Ｂ Ｂ    １２２  

 （ア）乳用牛 Ｂ Ｂ    １００    ア 立入検査等の実施 Ｂ －    １２３  

 （イ）肉用牛 Ｂ Ａ    １０１    イ 検査員の確保 Ｂ Ｂ    １２４  

 
（ウ）豚 Ｂ Ｂ    １０２ 

   （２）種苗法に基づく指定種苗の集取及び検

査 
Ｂ Ｂ    １２５ 

 

 （エ）鶏 Ｂ Ｂ    １０３    ア 指定種苗の集取及び検査の実施 Ｂ Ｂ    １２６  

 イ 食肉の食味に関する客観的評価手法の

開発 
Ｂ Ａ    １０４ 

   
イ 検査員の確保 Ｂ Ｂ    １２７ 

 

 （ア）新たな食肉のおいしさの指標の検討等 Ｂ Ｂ    １０５    （３）カルタヘナ法に基づく立入検査等 Ｂ Ｂ    １２８  

 （イ）外国人の黒毛和種牛肉に対する嗜好性

に関連する調査 
Ｂ Ａ    １０６ 

   
 ア 立入検査等の実施 Ｂ －    １２９ 

 

  ウ 豚の胚移植技術の開発 Ａ Ｂ    １０７    イ  検査員の確保 Ｂ Ｂ    １３０  

 （ア）ガラス化胚の融解方法の調査・検討 Ｂ Ｂ    １０８    ７ 牛トレーサビリティ法に基づく事務等 Ｂ Ｂ    １３１  

 
（イ）非外科的移植器具の試作・調査 Ａ Ｂ    １０９ 

   （１）牛トレーサビリティ法に基づく委任事

務の実施 
Ｂ Ｂ    １３２ 

 

   エ 黒毛和種における短期肥育技術等の開

発 
Ｂ Ｂ    １１０ 

   
ア 牛個体識別台帳の記録、保存等  Ｂ Ｂ    １３３ 

 

 （ア）短期肥育技術の開発 Ｂ Ｂ    １１１    イ 牛個体識別台帳記録の修正・取消 Ｂ Ｂ    １３４  

 （イ）子牛の早期離乳プログラムの開発 Ｂ Ｂ    １１２    ウ 牛個体識別台帳に記録された事項の公表 Ｂ Ｂ    １３５  

 （ウ）短期肥育による牛肉の生産コスト低減

の実証 
Ｂ Ｂ    １１３ 

   エ 牛個体識別台帳に係る届出の受理、確認

等 
Ｂ Ｂ    １３６ 

 

  オ 放射性セシウム低減技術等の開発 Ｂ Ｃ    １１４    オ 個体識別番号の決定及び通知 Ｂ Ｂ    １３７  

 
（ア）放射性セシウムの移行・吸収調査 Ｂ Ｃ    １１５ 

※※   （２）利用者ニーズ等を踏まえたシステムの

開発・改修等の実施 
Ｂ Ｂ    １３８ 

 

 （イ）放射性セシウムを吸収しにくい牧草の

探索・調査 
Ｂ Ｂ    １１６ 

   
 ア ニーズ調査等の実施 Ｂ Ｂ    １３９ 

 

※  評価については、Ｂ評定が標準。 

※※ 共同研究者の分析が遅れたため、結果的にセンターの目標が達成できなかった。 
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独立行政法人家畜改良センターの平成 29年度に係る業務の実績に関する評価の項目別評定総括表（その４）                  

中期計画（中期目標） 年度評価（※）  

項目別 

調 書 

頁 数 

 

備  考 

 

 中期計画（中期目標） 年度評価（※）  

項目別 

調  書 

頁 数 

 

備 考 

 

 平成

２８

年度 

平成

２９

年度 

平成 

３０ 

年度 

平成

３１

年度 

平成

３２

年度 

  平成

２８

年度 

平成

２９

年度 

平成 

３０ 

年度 

平成

３１

年度 

平成

３２

年度 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項(つづき)  Ⅳ．その他の事項                         

 イ 開発・改修等の計画的な実施 Ｂ Ｂ    １４０    第８ その他業務運営に関する事項 Ｂ Ｂ    １６６  

 （３）家畜伝染性疾病の発生等に伴う緊急検

索への対応 
Ｂ Ｂ    １４１ 

  
１ ガバナンスの強化 Ｂ Ｂ 

   
１６７ 

 

 （４）牛個体識別に関するデータの活用推進 Ｂ Ｂ    １４２    （１）内部統制システムの充実・強化 Ｂ Ｂ       １６８  

 ８ その他センターの人材・資源を活用した

外部支援 
Ａ Ｂ    １４３ 

    ア 監事監査体制の強化 Ｂ Ｂ 
   

１６９ 
 

 （１）緊急時における支援 Ａ Ａ    １４４    イ 役員会の開催等 Ｂ Ｂ    １７０  

 （２）災害等からの復興の支援 Ａ Ｂ    １４５    （ア）定期的な役員会の開催 Ｂ Ｂ    １７１  

 （３）作業の受託等 Ｂ Ｂ    １４６    (イ）場長会議、業務検討会等の開催 Ｂ Ｂ    １７２  

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項   （ウ）ネット会議システムの活用等 Ｂ Ｂ    １７３    

 第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成

するため取るべき措置 
Ｂ Ｂ    １４７ 

    ウ 法令遵守に係る職員教育等の強化 
Ｂ Ｂ 

   
１７４ 

 

 １ 一般管理費の削減 Ｂ Ｂ    １４８      エ 業務の進行管理 Ｂ Ｂ    １７５  

 ２ 調達の合理化 Ｂ Ｂ    １４９    （ア）内部統制に関する規程等の見直し Ｂ Ｂ    １７６  

 
３ 業務運営の改善 Ｂ Ｂ    １５０ 

   （イ）業務進捗状況の四半期毎の取りまとめ

等業務の進行管理 
Ｂ Ｂ 

   
１７７ 

 

 （１）情報システム導入・更新時における業

務の見直し 
Ｂ Ｂ    １５１ 

     オ リスク管理と迅速な対応 Ｂ Ｂ 
   

１７８ 
 

 （２）ネット会議システムの活用による業務

の効率化 
Ｂ Ｂ    １５２ 

   
（ア）リスク対応に関する計画の策定等 Ｂ Ｂ 

   
１７９ 

 

Ⅲ．財務内容に関する事項   （イ）緊急時における連絡網の整備等 Ｂ Ｂ    １８０    

 第３ 予算、収支計画及び資金計画 Ｂ Ｂ    １５４    （２）コンプライアンスの推進 Ｂ Ｂ    １８１  

 １ 予算 Ｂ Ｂ    １５５    ２ 人材の確保・育成 Ｂ Ｂ    １８２  

 ２ 収支計画 Ｂ Ｂ    １５５    （１）人材の確保・育成 Ｂ Ｂ    １８３  

 ３ 資金計画 Ｂ Ｂ    １５５    （２）役職員の給与水準等 Ｂ Ｂ    １８４  

 ４ 収支の均衡 Ｂ Ｂ    １５６    ３ 情報公開等の推進 Ｂ Ｂ    １８５  

 ５ 業務運営の効率化を反映した予算の策定

と遵守 
Ｂ Ｂ    １５７ 

   
（１）情報公開の実施 Ｂ Ｂ 

   
１８６ 

 

 ６ 自己収入の確保 Ｂ Ｂ    １５８    （２）個人情報の取扱い Ｂ Ｂ    １８７  

 （１）自己収入の確保 Ｂ Ｂ    １５９    ４ 情報セキュリティ対策の強化 Ｂ Ｂ    １８８  

 （２）適切な配布価格の設定 Ｂ Ｂ    １６０    （１）情報セキュリティ対策 Ｂ Ｂ    １８９  

 ７ 保有資産の処分 Ｂ Ｂ    １６１    （２）情報セキュリティに関する教育・訓練 Ｂ Ｂ    １９０  

 第４ 短期借入金の限度額 － －    １６２    ５ 環境対策・安全管理の推進 Ｂ Ｂ    １９１  

 第５ 不要財産等の処分に関する計画 － －    １６３    （１）環境対策の推進 Ｂ Ｂ    １９２  

 第６ 重要な財産の譲渡等の計画 － －    １６４    （２）安全管理の推進 Ｂ Ｂ    １９３  

 第７ 剰余金の使途 － －    １６５     ア 安全衛生施策の実施 Ｂ Ｂ    １９４  

※ 評価については、Ｂ評定が標準。 
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独立行政法人家畜改良センターの平成 29年度に係る業務の実績に関する評価の項目別評定総括表（その５）   

中期計画（中期目標） 年度評価（※）  

項目別 

調 書 

頁 数 

 

備  考 

 

 平成

２８

年度 

平成

２９

年度 

平成 

３０ 

年度 

平成

３１

年度 

平成

３２

年度 

Ⅳ．その他の事項(つづき) 

 イ 緊急時の体制等 Ｂ Ｂ    １９５  

 ６ 施設・設備の整備に関する計画 Ｂ Ｂ    １９６  

 ７ 積立金の処分に関する事項 Ｂ Ｂ    １９７  

※ 評価については、Ｂ評定が標準。 
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                                                 独立行政法人家畜改良センターの平成２９年度に係る業務の実績に関する評価項目別調書 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１ 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置（以下「業務の質の向上」と略記する。） 
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、家畜改良増殖法第３条の４，同

法 35条の２第１項・第３項、種苗法第６３条第１項、遺伝子組換え生物等

の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第３２条第１項・

第３項、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第

２０条、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施

行令第５条 

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：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６８ 

 
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（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   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
         予算額（千円） 8,990,465 9,053,308    

 決算額（千円） 9,593,420 8,907,918    

 経常費用（千円） 8,990,890 8,971,797    

 経常利益（千円） 9,084,042 9,057,596    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 7,403,905 7,445,083    

 従事人員数 954 961    

注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 
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 
 第３ 国民に対して提供

するサービスその他の業

務の質の向上に関する事

項〈以下略〉 

第２ 国民に対して提

供するサービスその他

の業務の質の向上に関

する目標を達成するた

めとるべき措置〈以下

略〉 

第１ 国民に対して提供

するサービスその他の業

務の質の向上に関する目

標を達成するためとるべ

き措置〈以下略〉 

指標＝「中項目の項目数×２」(満
点)に対する「各中項目の点数の

合計値」（合計点）の比率 
 各中項目の評価点数の区分は

以下のとおりとする。 
Ｓ評価：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 
  
 

＜主要な業務実績＞ 
○家畜の視点での基盤強化のための 

家畜改良及び飼養管理の改善等 2/2(B) 
○畜産物の需給の変化に応じた優良な種畜・ 
種きん等の生産・供給等    2/2(B) 

○飼料の視点での基盤強化のための飼料 
作物の種苗の生産・供給等   2/2(B) 

○国内開発品種の利用拡大に向けた 
飼料作物の種苗の検査     2/2(B) 

○調査・研究及び講習・指導   2/2(B) 
○家畜改良増殖法等に基づく検査 2/2(B) 
○牛トレーサビリティ法に基づく 
事務等            2/2(B) 

○その他センターの人材・資源を活用し 
 た外部支援                    2/2(B) 
         

＜評定と根拠＞ 
「B」 

満点：１６Ｐ(中項目８×２Ｐ) 
合計：１６Ｐ 
１６Ｐ／１６Ｐ＝１.０ 
（１０／１０） 

評

定 
B 

＜評定に至った理由＞ 
以下のとおり、下位

の評価項目である中

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)であった

ため。 
満点：16（中項目 8×
2 点） 
合計点：17 点 
=(3 点×1＋2 点×7) 
17 点／16 点= 1.06 
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○家畜の視点での基盤強

化のための家畜改良及び

飼養管理の改善 2 点(B) 
○畜産物の需給の変化に

応じた優良な種畜・種き

ん等の生産・供給等    

2 点(B) 
○飼料の視点での基盤強

化のための飼料作物の種

苗の生産・供給等 2 点(B) 
○国内開発品種の利用拡

大に向けた飼料作物の種

苗の検査    3 点(A) 
○調査・研究及び講習・

指導      2 点(B) 
○家畜改良増殖法等に基

づく検査    2 点(B) 
○牛トレーサビリティ法

に基づく事務等 2 点(B) 
○その他センターの人

材・資源を活用した外部

支援      2 点(B) 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第 1-１ 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 
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、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：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
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（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   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
         予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 279,537 261,220    

 経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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 家畜の視点での

基盤強化のための家

畜改良及び飼養管理

の改善等 
〈以下略〉 

１ 家畜の視点での

基盤強化のための家

畜改良及び飼養管理

の改善等 
〈以下略〉 

１ 家畜の視点での

基盤強化のための家

畜改良及び飼養管理

の改善等 
〈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 
 

◇全国的な改良の推進      2/2(B) 
◇遺伝的能力評価の実施     2/2(B) 
◇種畜検査の実施        2/2(B) 
◇飼養管理の改善等への取組   2/2(B) 

 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

満点：８Ｐ(小項目４×２Ｐ) 
合計：８Ｐ 
８Ｐ／８Ｐ＝１．０ 
（１０／１０） 

評

定 
B 

＜評定に至った理由＞ 
以下のとおり、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＜満

点×12/10)であった

ため。 
満点：8（小項目 4×2
点） 
合計点：8 点 
=(2 点×4) 
8 点／8 点= 1.0 
◇全国的な改良の推進 
               2 点(B) 
◇遺伝的能力評価の実施     

2点(B) 
◇種畜検査の実施        

2点(B) 
◇飼養管理の改善等への

取組      2点(B) 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１-１-（１） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （１）全国的な改良の推進 
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、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：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
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（人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
全国会議の開催回数 １回以上        予算額（千円） 311,851 308,979    

 乳用牛  ３回 ３回     決算額（千円） 277,776 260,578    

肉用牛  ８回 ８回     経常費用（千円）  279,537 261,220    

豚  １回 １回     経常利益（千円） 219,758 221,552    

鶏  ３回 ３回     行政サービス実施コスト（千円） 267,767 244,397    

馬  ４回 ３回     従事人員数 954 961    

めん山羊  ２回 ２回      （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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）家畜改良増

殖目標が示され

ている乳用牛、肉

用牛、豚、鶏、馬

及びめん山羊に

ついて、全国的な

家畜の改良を推

進するため、都道

府県、関係団体、

生産者等との意

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、関係団体等

との役割分担を

図りつつ連携し、

効率的な改良の

推進に努める。こ

のため、各畜種に

ついて、全国的な

改良に関する会

議を毎年度、開催

する。 

（１）全国的な改良の推進 
改良増殖に係る目標が示さ

れている乳用牛、肉用牛、豚、

鶏、馬及びめん山羊について、

全国的な改良を効率的に推進

するため、各畜種について、

都道府県、関係団体、生産者

等との意見・情報交換等を行

う全国的な改良に関する会議

を毎年度、開催する。その際、

中立・公平な立場から全国的

な規模で行う家畜の遺伝的能

力評価結果等も踏まえ、積極

的に指導的役割を果たす。ま

た、我が国における家畜等の

改良の方向性に沿ったセンタ

ーの業務について意見・情報

交換を行い、センターでは、

都道府県や民間では技術面や

コスト面から取り組むことが

難しい新技術を活用した優良

な種畜・種きん等の生産を担

うなど、都道府県、関係団体

等との役割分担を図りつつ連

（１）全国的な改良の

推進 
改良増殖に係る目

標が示されている乳

用牛、肉用牛、豚、鶏、

馬及びめん山羊の各

畜種について、全国的

な改良を効率的に推

進するため、都道府

県、関係団体、生産者

等との意見・情報交換

等を行う全国的な改

良に関する会議を１

回以上開催する。その

際、中立・公平な立場

から全国的な規模で

行う家畜の遺伝的能

力評価結果等も踏ま

え、積極的に指導的役

割を果たす。 
 また、我が国におけ

る家畜等の改良の方

向性に沿ったセンタ

ーの業務について意

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〉 

乳用牛について、全国的な改良を効率的に推進するため、都道府県、関係団体、

生産者等との意見・情報交換等を行う全国的な改良に関する会議を３回開催した。

その際、候補種雄牛を確保するためのガイドライン等後代検定事業の実施に係る事

項について、センターが作成した原案を基に検討を行い、了承を得るなど、積極的

に指導的役割を果たした。また、我が国における家畜等の改良の方向性に沿ったセ

ンターの業務について、都道府県、関係団体、生産者等との意見・情報交換を行い、

センターでは、新技術を活用した優良な種畜等の生産を担うなど、都道府県、関係

団体等の役割分担を図りつつ連携し、効率的な家畜等の改良を推進した。 

併せて、ｅメールなどの活用により事前に会議の論点の明確化を図るなど、会議

の効率的な運営を工夫した。 

加えて、関係団体等が開催する各種会議に積極的に参画し、計画どおり実施した。 

 

肉用牛について、全国的な改良を効率的に推進するため、都道府県、関係団体、

生産者等との意見・情報交換等を行う全国的な改良に関する会議を８回開催した。

その際、センターが実施する遺伝的能力評価や広域的能力評価結果等について説

明、検討を行うなど、積極的に指導的役割を果たした。また、我が国における家畜

等の改良の方向性に沿ったセンターの業務について、都道府県、関係団体、生産者

等との意見・情報交換を行い、センターでは、新技術を活用した優良な種畜等の生

産を担うなど、都道府県、関係団体等の役割分担を図りつつ連携し、効率的な家畜

等の改良を推進した。 

併せて、ｅメールなどの活用により事前に会議の論点の明確化を図るなど、会議

の効率的な運営を工夫した。 

加えて、関係団体等が開催する肉用牛に関する各種会議に積極的に参画した。 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
計画どおり全国的な

改良に関する会議を

各畜種１回以上開催

した。 
乳用牛  ３回 
肉用牛  ８回 
豚    １回 
鶏    ３回 
馬    ３回 
めん山羊 ２回 

評

定 
B 

＜評定に至った

理由＞ 
 計画どおり、

都道府県、関係

団体、生産者等

との意見・情報

交換を行う全国

的な改良に関す

る会議を各畜種

１回以上開催し

たことから「B」

評定とした。 
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携し、効率的な家畜等の改良

を推進する。併せて、ｅメー

ルなどの活用により事前に会

議の論点の明確化を図ること

などにより、会議の効率的な

運営を工夫する。 

見・情報交換を行い、

センターでは、都道府

県や民間では技術面

やコスト面から取り

組むことが難しい新

技術を活用した優良

な種畜・種きん等の生

産を担うなど、都道府

県、関係団体等との役

割分担を図りつつ連

携し、効率的な家畜等

の改良を推進する。 
 併せて、ｅメールな

どの活用により事前

に会議の論点の明確

化を図ることなどに

より、会議の効率的な

運営を工夫する。 
 加えて、関係団体等

が開催する各畜種に

関する各種会議に積

極的に参画する。 
 なお、肉用牛におい

ては、全国的な改良に

関する会議の検討結

果を踏まえ、広域的な

後代検定により選定

された種雄牛につい

て、都道府県間の利用

を推進するため、精液

配布計画の作成等を

行う。 

 

豚について、全国的な改良を効率的に推進するため、都道府県、関係団体、生

産者等との意見・情報交換等を行う全国的な改良に関する会議を１回開催した。

その際、センターが実施している遺伝的能力評価等について課題を提案し検討を

行うなど、積極的に指導的役割を果たした。また、我が国における家畜等の改良

の方向性に沿ったセンターの業務について、都道府県、関係団体、生産者等との

意見・情報交換を行い、センターでは、新技術を活用した優良な種豚等の生産を

担うなど、都道府県、関係団体等との役割分担を図りつつ連携し、効率的な家畜

等の改良を推進した。 

併せて、ｅメールなどの活用により事前に会議の論点の明確化を図るなど、会

議の効率的な運営を工夫した。 

加えて、関係団体等が開催する各種会議に積極的に参画し、計画どおり実施し

た。 

 

鶏について、全国的な改良を効率的に推進するため、都道府県、関係団体、生

産者等との意見・情報交換等を行う全国的な改良に関する会議を３回開催した。

その際、事例報告やパネルディスカッションを実施するなど、積極的に指導的役

割を果たした。また、我が国における家畜等の改良の方向性に沿ったセンターの

業務について、都道府県、関係団体、生産者等との意見・情報交換を行い、セン

ターでは、新技術を活用した優良な種きん等の生産を担うなど、都道府県、関係

団体等との役割分担を図りつつ連携し、効率的な家畜等の改良を推進した。 

併せて、ｅメールなどの活用により事前に会議の論点の明確化を図るなど、会

議の効率的な運営を工夫した。 

加えて、関係団体等が開催する各種会議に積極的に参画し、計画どおり実施し

た。 

 

馬について、全国的な改良を効率的に推進するため、都道府県、関係団体、生

産者等との意見・情報交換等を行う全国的な改良に関する会議を３回開催した。

その際、センターが行う種畜の作出、供給体制等について提示、検討するなど、

積極的に指導的役割を果たした。また、我が国における家畜等の改良の方向性に

沿ったセンターの業務について、都道府県、関係団体、生産者等との意見・情報

交換を行い、センターでは、新技術を活用した優良な種畜等の生産を担うなど、

都道府県、関係団体等との役割分担を図りつつ連携し、効率的な家畜等の改良を

推進した。 

併せて、ｅメール等の活用により事前に会議の論点の明確化を図るなど、会議

の効率的な運営を工夫した。 

加えて、関係団体等が開催する馬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。 

 

めん山羊について、全国的な改良を効率的に推進するため、都道府県、関係団

体、生産者等との意見・情報交換等を行う全国的な改良に関する会議を２回開催

した。その際、種畜供給体制の構築や振興対策について提案するなど、積極的に

指導的役割を果たした。また、我が国における家畜等の改良の方向性に沿ったセ

ンターの業務について、都道府県、関係団体、生産者等との意見・情報交換を行

い、センターでは、新技術を活用した優良な種畜の生産を担うなど、都道府県、

関係団体等との役割分担を図りつつ連携し、効率的な家畜等の改良を推進した。 
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併せて、ｅメールなどの活用により事前に会議の論点の明確化を図るなど、会

議の効率的な運営を工夫した。 

加えて、関係団体等が開催する各種会議に積極的に参画し、計画どおり実施し

た。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１-１-（２） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （２）遺伝的能力評価の実施 
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：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
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（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   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
         予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 279,537 261,220    

 経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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）家畜改良増殖目標においては、

センターが実施する遺伝的能力評価

に基づく総合指数を重視した乳用牛

改良の推進やゲノミック評価を用い

た効率的な種畜の作出のためのモデ

ル的な取組の推進が述べられている。

このため、センターは、乳用牛、肉用

牛及び豚について、中立・公平な立場

から全国的な家畜の改良増殖を効率

的に進めるため、関係機関と連携して

泌乳形質、産肉形質等の必要なデータ

を収集して遺伝的能力評価を行うと

ともに、その結果や遺伝的趨勢を公表

する。 
 また、より精度の高い遺伝的能力評

価を行うため、一塩基多型（以下「Ｓ

ＮＰ」という。）情報を活用した解析

を進めるなど、必要に応じて評価手法

の改善等に取り組む。 
〈以下略〉 

（２）遺伝的能力評価の

実施 
乳用牛、肉用牛及び豚につ

いて、中立・公平な立場から

全国的な家畜の改良増殖を効

率的に進めるため、関係機関

と連携し、次の取組を行う。 
〈以下略〉 

（２）遺伝的能力評

価の実施 
〈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 
 

□遺伝的能力評価の実施 2/2(B)      
□遺伝的能力評価手法の改善  2/2(B)  

 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

根拠： 
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＞ 

以下のとおり、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(満点×８/１
０≦合計点＜満点×１

２ /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 

□遺伝的能力評価 2点(B) 

□遺伝的能力評価の改善 

2点(B) 

 
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１-１-（２）-ア 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （２）遺伝的能力評価の実施 ア 遺伝的能力評価の実施 
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：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
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（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   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
         予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 279,537 261,220    

 経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員掲載 

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 遺伝的能力評

価の実施 
〈以下略〉 

ア 遺伝的能力評

価の実施 
〈以下略〉 

 指標＝「微項目の項目数×４」

（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 

△乳用牛の遺伝的能力評価の実施 2/2(B) 
△ホルスタイン種のゲノミック評価の実施       

2/2(B) 
△肉用牛の遺伝的能力評価の実施 

         2/2(B) 
△バークシャー種等の遺伝的能力評価の 

実施             2/2(B) 

＜評定と根拠＞ 
「B 」 

満点：８Ｐ(微項目４×２Ｐ) 
合計：８Ｐ 
8Ｐ／8Ｐ＝１．０ 
（１０／１０） 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 

 以下のとおり、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(満点×８/１０

≦合計点＜満点×１２/１０) で
あったため。 

 
 満点：8 点（微項目 4×2 点） 
 合計点：8 点=(2 点×4) 
8 点／8 点= 1.0 
△乳用牛能力評価     2 点(B) 
△ﾎﾙｽﾀｲﾝ種ｹﾞﾉﾐｯｸ評価   2 点(B) 
△肉用牛枝肉情報収集・分析 2 点(B) 
△ﾊﾞｰｸｼｬｰ種等の能力評価  2 点(B) 

        
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１-１-（２）-ア-（ア） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （２）遺伝的能力評価の実施 ア 遺伝的能力評価の実施 

（ア）乳用牛の遺伝的能力評価の実施 
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：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
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（人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
公表回数         予算額（千円） 311,851 308,979    

 種雄牛 年２回以上  ２回 ２回     決算額（千円） 277,776 260,578    

雌牛  ４回 ３回     経常費用（千円） 279,537 261,220    

未経産牛  ４回 ３回     経常利益（千円） 219,758 221,552    

        
 

行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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 
  乳用牛（ホルスタイン種及び

ジャージー種）の泌乳形質、

肉用牛（黒毛和種、褐毛和種

（高知系・熊本系）及び日本

短角種）及び豚（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）の産肉形質等の必要なデ

ータを収集して遺伝的能力評

価を行うとともに、その結果

や遺伝的趨勢を各畜種につい

てそれぞれ年４回以上公表す

る。なお、肉用牛における遺

伝的能力評価結果等の公表

は、平成 29 年度から行う。 
 また、ホルスタイン種の検

定済種雄牛及び経産牛のゲノ

ミック評価について、評価手

法の改善を行い、平成 32 年度

末までに開始する。 

（ア）乳用牛の遺伝的能

力評価の実施 
ホルスタイン種の泌乳

形質等について経産牛を

除いては、ゲノミック評

価を含む遺伝的能力評価

を行うとともに、ジャー

ジー種の泌乳形質等につ

いて雌牛の遺伝的能力評

価を行い、その結果や遺

伝的趨勢をそれぞれ年２

回以上公表する。また、

ホルスタイン種の国際能

力評価機関から得られた

年３回の海外種雄牛の泌

乳形質等の遺伝的能力評

価に関する情報を公表す

る。 

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＞ 
ホルスタイン種の泌乳形質

等について、ゲノミック評価を

含む遺伝的能力評価を国内種

雄牛について年２回、経産牛を

含む雌牛について年３回、計年

５回行い、その評価結果や遺伝

的趨勢を公表するとともに、ジ

ャージー種の泌乳形質等につ

いて雌牛の遺伝的能力評価を

年２回行い、その結果や遺伝的

趨勢を公表した。また、ホルス

タイン種の国際能力評価機関

から得られた海外種雄牛の泌

乳形質等の遺伝的能力評価に

関する情報を年３回公表した。 

 
 

＜評定と根拠＞ 
「B 」 

根拠： 
① ホルスタイン種の泌乳形質等について、国内種雄牛

のゲノミック評価を含む遺伝的能力評価を行い、平成

２９年８月２２日及び３０年２月２７日にその評価

結果や遺伝的趨勢を公表した。また、経産牛を含む雌

牛についてゲノミック評価を含む遺伝的能力評価を

行い、２９年８月２２日、１２月１９日及び３０年２

月２７日にその評価結果や遺伝的趨勢を公表した。 

② ジャージー種の泌乳形質について、雌牛の遺伝的能

力評価を行い、２９年９月２７日及び３０年３月１５

日にその結果や遺伝的趨勢を公表した。 

③ ホルスタイン種の国際能力評価機関から得られた

海外種雄牛の泌乳形質等の遺伝的能力評価に関する

情報を２９年４月４日、８月８日及び１２月５日に公

表した。 

評

定 
B 

＜評定に至った理由＞ 
計画どおり取組が実施

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１-１-（２）-ア-（イ） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （２）遺伝的能力評価の実施 ア 遺伝的能力評価の実施 

（イ）ホルスタイン種のゲノミック評価の実施 
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：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
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（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   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
         予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 279,537 261,220    

 経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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 
  乳用牛（ホルスタイン種及びジャ

ージー種）の泌乳形質、肉用牛（黒

毛和種、褐毛和種（高知系・熊本

系）及び日本短角種）及び豚（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）の産肉形質等の必要なデータ

を収集して遺伝的能力評価を行う

とともに、その結果や遺伝的趨勢

を各畜種についてそれぞれ年４回

以上公表する。なお、肉用牛にお

ける遺伝的能力評価結果等の公表

は、平成 29 年度から行う。 
 また、ホルスタイン種の検定済

種雄牛及び経産牛のゲノミック評

価について、評価手法の改善を行

い、平成 32 年度末までに開始す

る。 

（イ）ホルスタイン種のゲノ

ミック評価の実施 
ＳＮＰ情報を持つホルスタ

イン種の経産牛のゲノミック

評価について、評価の試行、

検関係者との調整等を行い、

ゲノミック評価を実施し、そ

の結果や遺伝的趨勢を公表す

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＞ 
ＳＮＰ情報を持つホルスタイン

種の経産牛のゲノミック評価につ

いて、評価の試行、関係者との調整

を行い、ゲノミック評価を実施し、

その結果や遺伝的趨勢を年３回公

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 
 
 
 



11 
 

１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１-１-（２）-ア-（ウ） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （２）遺伝的能力評価の実施 ア 遺伝的能力評価の実施 

（ウ）肉用牛の遺伝的能力評価の実施 
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：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
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（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   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
         予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 279,537 261,220    

 経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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 
  乳用牛（ホルスタイン種及びジャージー種）

の泌乳形質、肉用牛（黒毛和種、褐毛和種

（高知系・熊本系）及び日本短角種）及び

豚（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）の産肉

形質等の必要なデータを収集して遺伝的能

力評価を行うとともに、その結果や遺伝的

趨勢を各畜種についてそれぞれ年４回以上

公表する。なお、肉用牛における遺伝的能

力評価結果等の公表は、平成 29 年度から行

う。 
 また、ホルスタイン種の検定済種雄牛及

び経産牛のゲノミック評価について、評価

手法の改善を行い、平成 32 年度末までに開

始する。 

（ウ）肉用牛の遺伝的能力

評価の実施 
黒毛和種、褐毛和種（高

知系・熊本系）及び日本短

角種の産肉形質等について

遺伝的能力評価を行い、そ

の結果や遺伝的趨勢を品質

ごとに年１回公表する。ま

た、肉用牛枝肉情報全国デ

ータベースを用いて収集し

た枝肉情報を分析し、改良

の基礎情報として関係機関

に提供する。 

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＞ 
黒毛和種、褐毛和種（高知

系・熊本系）及び日本短角種の

産肉形質について遺伝的能力

評価を行い、その結果や遺伝的

趨勢を品種ごとに年１回公表

した。 

また、肉用牛枝肉情報全国デ

ータベースを用いて収集した

枝肉情報を分析し、改良の基礎

情報として、延べ１，５４２，

１１３頭分を関係機関に提供

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１-１-（２）-ア-（エ） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （２）遺伝的能力評価の実施 ア 遺伝的能力評価の実施 

（エ）バークシャー種等の遺伝的能力評価の実施 
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：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
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（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   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
         予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 279,537 261,220    

 経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

（うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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 
  乳用牛（ホルスタイン種及びジ

ャージー種）の泌乳形質、肉用

牛（黒毛和種、褐毛和種（高知

系・熊本系）及び日本短角種）

及び豚（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）の産肉形質

等の必要なデータを収集して遺

伝的能力評価を行うとともに、

その結果や遺伝的趨勢を各畜種

についてそれぞれ年４回以上公

表する。なお、肉用牛における

遺伝的能力評価結果等の公表

は、平成 29 年度から行う。 
 また、ホルスタイン種の検定

済種雄牛及び経産牛のゲノミッ

ク評価について、評価手法の改

善を行い、平成 32 年度末までに

開始する。 

（エ）バークシャー種等の

遺伝的能力評価の実施 
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の産肉

形質等について遺伝的能力

評価を行い、その結果や遺

伝的趨勢を年４回公表す

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

ク種の産肉形質等について遺伝的

能力評価を行い、その結果や遺伝的

趨勢を年４回公表した。 

＜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＞ 
計画どおり遺伝的能力評

価の結果や遺伝的趨勢につ

いて公表されたことから

「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１-１-（２）-イ 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （２）遺伝的能力評価の実施 イ 遺伝的能力評価手法の改善 
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、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：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
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（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   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

         予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 279,537 261,220    

 経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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 遺伝的能力評価手法の改善 

〈以下略〉 
イ 遺伝的能力手法の改善 
 〈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 

△乳用牛の遺伝的能力評価手

法の改善      2/2(B) 
△肉用牛の遺伝的能力評価手

法の改善      2/2(B) 
△豚の遺伝的能力評価手法の 
改善        2/2(B) 

 

＜評定と根拠＞ 
「B 」 

満点：６Ｐ(微項目３×２

Ｐ) 
合計：６Ｐ 
６Ｐ／６Ｐ＝１.０ 
（１０／１０） 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
 以下のとおり、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＜満

点×12/10)であったため。 
 
満点：6 点（微項目 3×2 点） 
合計点：6 点=(2 点×3) 
6 点／6 点= 1.0 
△乳用牛遺伝的能力評価手法

改善        2 点(B) 
△肉用牛遺伝的能力評価手法

改善        2 点(B) 
△豚の遺伝的能力評価手法改

善         2 点(B) 
 
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１-１-（２）-イ-（ア） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （２）遺伝的能力評価の実施 イ 遺伝的能力評価手法の改善 

（ア）乳用牛の遺伝的能力評価手法の改善 
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、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：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
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（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   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
         予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 279,537 261,220    

 経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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 
   乳用牛、肉用牛及び豚につ

いて、より精度の高い遺伝的

能力評価を行うため、学識経

験者等との意見・情報交換を

行いつつ、一塩基多型（以下

「ＳＮＰ」という。）情報を活

用した解析を進めるなど、必

要に応じて評価手法の改善等

に取り組む。 
 

（ア）乳用牛の遺伝的能力

評価手法の改善 
乳用牛について、より精

度の高い遺伝的能力評価を

行うため、遺伝的能力評価

技術に関する検討会を開催

するなどにより学識経験者

等との意見･情報交換を行

いつつ、遺伝的能力評価手

法及び経産牛のゲノミック

評価の公表に向けた手法の

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＞ 
乳用牛について、より精度の

高い遺伝的能力評価を行うた

め、遺伝的能力評価技術に関す

る検討会を開催するなどにより

学識経験者等との意見・情報交

換を行いつつ、遺伝的能力評価

手法及び経産牛のゲノミック評

価の公表に向けた手法の改善に

取り組み、その結果を踏まえて

経産牛のゲノミック評価結果を

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１-１-（２）-イ-（イ） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （２）遺伝的能力評価の実施 イ 遺伝的能力評価手法の改善 

（イ）肉用牛の遺伝的能力評価手法の改善 
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、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：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
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（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   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
         予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 279,537 261,220    

 経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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 
   乳用牛、肉用牛及び

豚について、より精度

の高い遺伝的能力評価

を行うため、学識経験

者等との意見・情報交

換を行いつつ、一塩基

多型（以下「ＳＮＰ」

という。）情報を活用し

た解析を進めるなど、

必要に応じて評価手法

の改善等に取り組む。 
 

（イ）肉用牛の遺伝的

能力評価手法の改善 
肉用牛について、よ

り精度の高い遺伝的

能力評価を行うため、

遺伝的能力評価技術

に関する検討会を開

催するなどにより学

識経験者等との意見･

情報交換を行いつつ、

遺伝的能力評価手法

の改善等に取り組む

ほか、繁殖性等に対す

る新たな評価手法に

ついて検討する。 
 

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＞ 
肉用牛について、より精度の

高い遺伝的能力評価を行うた

め、遺伝的能力評価技術に関す

る検討会を開催するなどによ

り学識経験者等との意見・情報

交換を行いつつ、遺伝的能力評

価手法の改善等に取り組んだ

ほか、繁殖性等に対する新たな

評価手法として分娩難易の遺

伝的能力評価モデルについて

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、遺伝的能力評価技術に関する検討

会を開催し、繁殖基盤強化を図るために重要とな

る繁殖性等に対する新たな評価手法についての検

討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１-１-（２）-イ-（ウ） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （２）遺伝的能力評価の実施 イ 遺伝的能力評価手法の改善 

（ウ）豚の遺伝的能力評価手法の改善 
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、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：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
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（人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準年 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
         予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 279,537 261,220    

 経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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 
   乳用牛、肉用牛及び豚

について、より精度の高

い遺伝的能力評価を行う

ため、学識経験者等との

意見・情報交換を行いつ

つ、一塩基多型（以下「Ｓ

ＮＰ」という。）情報を活

用した解析を進めるな

ど、必要に応じて評価手

法の改善等に取り組む。 
 

（ウ）豚の遺伝的能力評価

手法の改善 
豚について、より精度の

高い遺伝的能力評価を行

うため、遺伝的能力評価技

術に関する検討会を開催

するなどにより学識経験

者等との意見・情報交換を

行いつつ、優良な改良素材

を効率的かつ効果的に利

用することができる改良

体制の構築の推進に対応

した遺伝的能力評価手法

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＞ 
豚について、より精度の高い遺伝的能

力評価を行うため、遺伝的能力評価技術

に関する検討会を開催するなどにより

学識経験者等との意見・情報交換を行い

つつ、優良な改良素材を効率的かつ効果

的に利用することができる改良体制の

構築の推進に対応した遺伝的能力評価

の改善に取り組み、繁殖形質及び産肉形

質の評価結果を公表するとともに、評価

値を（一社）日本養豚協会を通じて国産

純粋豚改良協議会会員に提供した。 

＜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、遺伝的能力評価

技術に関する検討会を開催し、

学識経験者等との意見・情報交

換を行いつつ遺伝的能力評価

手法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１-１-（３） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （３）種畜検査の実施 
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２項第１号 

家畜改良増殖法第３５条の２第１項 
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：０１３４ 
 

 
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（人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準年 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
         予算額（千円） 311,851 308,979    

     決算額（千円） 277,776 260,578    

経常費用（千円）  279,537 261,220    

 経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政サービス実施コスト（千円） 267,767 244,397    

 従事人員数 954 961    

  （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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）種畜検査の実施 

種畜の交配に伴う疾病のま

ん延防止及び優良な種畜の

利用による我が国の家畜の

改良増殖を効果的に推進す

るため、センターは、都道

府県等と連携しつつ、所有

する技術・人材等を活用し

て毎年度、種畜検査を的確

に実施する。 

（３）種畜検査の実施 
 〈以下略〉  

（３）種畜検査の実施 
  〈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 
 

□種畜検査の実施   2/2(B)      
□種畜検査員の確保 

    2/2(B)  
 

＜評定と根拠＞ 
「B 」 

根拠： 
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＞ 
以下のとおり、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 
□種畜検査の実施  2 点(B) 
□種畜検査員の確保 2 点(B) 

 
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１-１-（３）-ア 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （３）種畜検査の実施 ア 種畜検査の実施 
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２項第１号 

家畜改良増殖法第３５条の２第１項 
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：０１３４ 
 

 
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（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   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
         予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 279,537 261,220    

 経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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 
   種畜の交配に伴う疾病のまん延

防止及び優良な種畜の利用による

我が国の家畜の改良増殖を効果的

に推進するため、都道府県等と連

携しつつ、所有する技術・人材等

を活用して毎年度種畜検査を実施

する。また、種畜検査員を 100 名

以上確保することとし、種畜検査

員の確保のための職員に対する講

習を毎年度、１回以上実施すると

ともに、種畜検査員からの照会に

センター本所が速やかに対応する

ことなどにより、種畜検査を的確

に実施する。 
 

ア 種畜検査の実施 
種畜の交配に伴う疾病の

まん延防止及び優良な種畜

の利用による我が国の家畜

の改良増殖を効果的に推進

するため、都道府県等と連

携しつつ、所有する技術・

人材等を活用して、申請の

あった種畜検査を的確に実

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＞ 
都道府県等と連携しつ

つ、所有する技術・人材等

を活用して、申請のあった

５，５２０頭について、家

畜改良増殖法に基づく種

畜検査を実施した。 

＜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、申請のあった種

畜検査を的確に実施したことか

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１-１-（３）-イ 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （３）種畜検査の実施 イ 種畜検査員の確保 
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２項第１号 

家畜改良増殖法第３５条の２第１項 
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：０１３４ 
 

 
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（人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
種畜検査員

の確保数 
100 名以上  １４０名 １３２名     予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 279,537 261,220    

 経常利益（千円） 219,758 221,552    

センター職

員に対す

る講習会

開催数 

1 回以上  １回 １回     行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 
737 737    

注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 
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 
   種畜の交配に伴う疾病

のまん延防止及び優良な

種畜の利用による我が国

の家畜の改良増殖を効果

的に推進するため、都道府

県等と連携しつつ、所有す

る技術・人材等を活用して

毎年度種畜検査を実施す

る。また、種畜検査員を

100名以上確保することと

し、種畜検査員の確保のた

めの職員に対する講習を

毎年度、１回以上実施する

とともに、種畜検査員から

の照会にセンター本所が

速やかに対応することな

どにより、種畜検査を的確

に実施する。 
 

イ 種畜検査員の確保 
種畜検査を的確に実

施するため、種畜検査

員を 100 名以上確保す

ることとし、種畜検査

員の確保のための職員

に対する講習を１回以

上実施するとともに、

種畜検査員から照会が

あった場合には、セン

ター本所が速やかに対

応する。 

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＞ 
種畜検査員を１３２名確保し、種畜検査員

として任命することが見込まれる職員に対

し種畜検査員養成のための研修会を１回実

施した。また、種畜検査員から照会があった

場合には、センター本所が速やかに対応し、

計画どおり実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「B 」 

根拠： 
・種畜検査員を１３２名確

保し、種畜検査員として任

命することが見込まれる職

員に対し種畜検査員養成の

ための研修会を１回実施し

た。 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
  計画上の人数を３割上回る種畜

検査員を確保し、計画通り種畜検査

員養成のための研修会を１回実施

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１-１-（４） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （４）飼養管理の改善等への取組 
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：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
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（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   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
         予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 279,537 261,220    

 経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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）飼養管理の改善等へ

の取組 
和牛の生産拡大や生乳供給

力の向上等に基づく「強み」

のある畜産物生産のために

は、「農場」において、改良

によって得られる優良な家

畜の能力を十分発揮させる

ことが必要である。このた

め、センターは、国内にお

ける家畜の飼養管理の改善

と畜産の発展に寄与するた

め、家畜の快適性にも配慮

しつつ、これまでに培われ

た家畜の飼養管理や家畜防

疫・衛生管理に係る技術、

知見等について、積極的に

情報提供等を行うものとす

る。  
〈以下略〉 

（４）飼養管理の改善等へ

の取組 
国内における家畜の飼養

管理の改善と畜産の発展に

寄与するとともに、畜産に

おける主要な政策課題に対

応するため、家畜の快適性

にも配慮しつつ、これまで

に培われた家畜の飼養管理

や家畜防疫・衛生管理に係

る技術、知見等について、

積極的に情報提供等を行う

ことを目的として、次の取

組を行う。 
〈以下略〉 

（４）飼養管理の改善等へ

の取組 
  〈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 
 

□肉用牛繁殖雌牛の増頭対策

の支援        2/2(B)      
□ 生 乳 生 産 基 盤 強 化 対 策    
の支援           2/2(B) 
□家畜防疫の強化及び衛生管

理の改善等への取組   2/2(B) 
□その他        2/2(B) 
  
  
  

 

＜評定と根拠＞ 
「B 」 

根拠： 
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＞ 
以下のとおり、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 
□肉用牛繁殖雌牛の増頭対策の支援 2 点(B)      
□生乳生産基盤強化対策の支援    2 点(B)
□家畜防疫の強化及び衛生管理の 

改善等への取組          2 点(B) 
□その他              2 点(B) 

 
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１-１-（４）-ア 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （４）飼養管理の改善等への取組 ア 肉用牛繁殖雌牛の増頭対策の支援 
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、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：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
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（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   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
         予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 279,537 261,220    

 経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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 肉用牛繁殖雌牛の増減対策

の支援 
肉用牛繁殖雌牛の増頭対策を

支援するため、１年１産を可能

とする適正な栄養管理に関する

技術の普及に努めることとし、

代謝プロファイルに関する技術

を用いた繁殖雌牛の飼養管理に

関する講習会の開催等を行う。

また、生産コストの低減や飼料

自給率の向上に資する放牧技術

の普及に努めることとし、放牧

を活用した繁殖雌牛の飼養管理

に関する講習会の開催等を行

う。 
〈以下略〉 

ア 肉用牛繁殖雌牛の増減対策の支援 
肉用牛繁殖雌牛の増頭対策を支援する

ため、鳥取牧場が作成した「多頭飼養に

おける黒毛和種繁殖雌牛生産性向上の

ための代謝プロファイルテストを用い

た飼養管理マニュアル」に基づく１年１

産を可能とする繁殖雌牛の適正な飼

養・栄養管理、肉用牛の受胎率向上に資

する牛超音波画像診断技術及び生産コ

スト低減と飼料自給率の向上に資する

放牧を活用した繁殖雌牛の飼養管理に

関する講習会等を毎年度、２回程度開催

する。 
 なお、講習会の開催に当たっては、質

疑応答等により参加者の講習内容の理

解度を把握すること、実技講習のための

教材を十分準備すること等により、講習

内容の理解度の向上に努め、理解度が

80％以上となるよう取り組む。〈以下略〉 

ア 肉用牛繁殖雌

牛の増頭対策の支

援 
   〈以下略〉 

 指標＝「微項目の項目数×2 点」

（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 

△代謝プロファイルテストに

関する講習会等の実施

2/2(B) 
△代謝プロファイルテストに

関する普及体制の整備        

2/2(B) 
△肉用牛超音波画像診断技術

に関する講習会等の実施 
      2/2(B) 

△放牧を活用した繁殖雌牛の

管理に関する講習会等の実

施       
2/2(B) 

 

＜評定と根拠＞ 
「B 」 

満点：８Ｐ(微項目４×２

Ｐ) 
合計：８Ｐ 
８Ｐ／８Ｐ＝１.０ 
(１０/１０) 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
以下のとおり、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＜満点×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 
△代謝ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙﾃｽﾄに関する講

習会等の実施   2 点(B) 
△代謝ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙﾃｽﾄに関する普

及体制の整備   2 点(B) 
△肉用牛超音波画像診断技術

に関する講習会等の実施              
2 点(B) 

△放牧を活用した繁殖雌牛の

管理に関する講習会等の実

施        2 点(B) 
 
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１-１-（４）-ア-（ア） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （４）飼養管理の改善等への取組 ア 肉用牛繁殖雌牛の増頭対策の支援 

（ア）代謝プロファイルテストに関する講習会等の実施 
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、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：０１３４ 
 

 
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（人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
 
講習会の開

催 
 

 
 
１回以上 
 

  
 
３回 

 
 
３回 

    予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 
279,537 261,220    

講習会にお

ける講習内

容の理解度 
 

 
 
８０％以上 
 

 
 
７４％ 

 
 
８８％ 

    経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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）代謝プロファイルテストに関

する講習会等の実施 
平成 28 年度に鳥取牧場が作成し

た普及用マニュアルに基づき、代謝

プロファイルに関する技術を用いた

繁殖雌牛の飼養管理に関する講習会

等について、技術指導者等を対象と

して１回以上開催する。 
 なお、講習会の開催に当たっては、

質疑応答等により参加者の講習内容

の理解度を把握すること、実技講習

のための教材を十分準備すること等

により、講習内容の理解度の向上に

努め、理解度が 80％以上となるよう

取り組む。 

指標＝講習内容の理解度 
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、１

２０％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＞ 
鳥取牧場が作成した「多頭飼養に

おける黒毛和種繁殖雌牛生産性向

上のための代謝プロファイルテス

トを用いた飼養管理マニュアル」に

基づき、代謝プロファイルに関する

技術を用いた繁殖雌牛の飼養管理

に関する講習会等を技術指導者等

を対象として３回開催した。 

また、団体等が開催する講習会等

の講師派遣依頼に対応した。 

講習会の開催に当たっては、事前

に講師とメールや電話等で講習内

容を検討し、質疑応答の時間を十分

設けるなどしてわかりやすい内容

になるよう努めた結果、講習会の理

解度については、参加者８１名のう

ち７１名（８８％）が「よく理解」

又は「ほぼ理解」と回答した。 

＜評定と根拠＞ 
「B 」 

根拠： 
①鳥取牧場が作成した「多頭飼養における黒毛和種繁

殖雌牛生産性向上のための代謝プロファイルテストを

用いた飼養管理マニュアル」に基づき、代謝プロファ

イルに関する技術を用いた繁殖雌牛の飼養管理に関す

る講習会等について、技術指導者等を対象として３回

開催した。 

②また、団体等が開催する講習会等の講師派遣依頼に

対応し、代謝プロファイルに関する講義を９回行った。 

③講習会の開催に当たっては、事前に講師とメールや

電話等で講習内容を検討し、質疑応答の時間を十分設

けるなどしてわかりやすい内容になるよう努めた結

果、講習会の理解度については、参加者８１名のうち

７１名（８８％）が「よく理解」又は「ほぼ理解」と

回答した。 

評

定 
B 

＜評定に至った理由＞ 
 代謝プロファイルテ

ストに関する技術を用

いた繁殖雌牛の飼養管

理に関する講習会等に

ついて計画の１回を大

きく上回る３回開催。ま

た、参加者の理解度は目

標値を上回る 88％であ

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１-１-（４）-ア-（イ） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （４）飼養管理の改善等への取組 ア 肉用牛繁殖雌牛の増頭対策の支援 

（イ）代謝プロファイルテストに関する普及体制の整備 
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：０１３４ 
 

 
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（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   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
         予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 279,537 261,220    

 経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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）代謝プロファイルテスト

に関する普及体制の整備 
（ア）の取組を強化するため、

普及用マニュアルを用いてセ

ンター職員を対象とした技術

研修を実施する。 
 なお、技術研修の実施に当た

っては、ネット会議システムを

活用するなど、効率的な実施に

努める。 

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＞ 
（ア）の取組を強化するため、

センター内における当該技術の

普及・定着を図ることを目的に、

センター職員を対象とした技術

研修をネット会議システムを活

用して行い、計画どおりに実施

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＞ 
 代謝プロファイルテストに関する普及体制

の整備のため、計画どおり普及マニュアルの

作成やセンター内での技術研修を行ったこと

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１-１-（４）-ア-（ウ） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （４）飼養管理の改善等への取組 ア 肉用牛繁殖雌牛の増頭対策の支援 

（ウ）肉用牛超音波画像診断技術に関する講習会等の実施 
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、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：０１３４ 
 

 
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（人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
講習会の開

催 
 
 

 
１回以上 
 

  
４回 

 
３回 

    予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 
279,537 261,220    

講習会にお

ける講習内

容の理解度 

 
８０％以上 
 

 
 
１００％ 

 
 
１００％ 

    経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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）肉用牛超音波画像診断技

術に関する講習会等の実施 
肉用牛の受胎率向上に資す

る牛超音波画像診断技術に関

する講習会等について、技術指

導者等を対象として１回以上

開催する。 
 なお、講習会の開催に当たっ

ては、質疑応答等により参加者

の講習内容の理解度を把握す

ること、実技講習のための教材

を十分準備すること等により、

講習内容の理解度の向上に努

め、理解度が 80％以上となる

よう取り組む。 

指標＝講習内容の理解度 
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、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＞ 
肉用牛の受胎率向上に資する

牛超音波画像診断技術に関する

講習会等について、技術指導者

等を対象として講習会を３回開

催した。 

なお、講習会の開催に当たっ

ては、講師と講習内容や時間配

分の調整を行い、質疑応答の時

間を十分設けるなどしてわかり

やすい内容になるよう努めた結

果、講習会の理解度については、

参加者４８名全員（１００％）

が「よく理解」又は「ほぼ理解」

と回答した。 

＜評定と根拠＞ 
「B 」 

根拠： 
① 妊娠診断や胎子の性判別等を内容とする

牛超音波画像診断技術に関する講習会等

を３回開催した。講習会の開催に当たっ

ては、講師と講習内容や時間配分の調整

を行い、質疑応答の時間を十分設けるな

どしてわかりやすい内容になるよう努め

た。 
② なお、講習会の理解度については、参加

者４８名全員（１００％）が「よく理解」

又は「ほぼ理解」と回答した。 
③ 牛超音波画像診断技術に関する個別研修

を４回受け入れ、計４名の受講者があっ

た。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 超音波画像診断技術に関する

講習会等について計画の１回を

上回る３回開催し、参加者の理

解度についても目標値の 80％を

上回る 100％（計画の 125%）で

あったが、過去の実績やセンタ

ーの実力を踏まえれば容易に達

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１-１-（４）-ア-（エ） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （４）飼養管理の改善等への取組 ア 肉用牛繁殖雌牛の増頭対策の支援 

（エ）放牧を活用した繁殖雌牛の管理に関する講習会等の実施 
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、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：０１３４ 
 

 
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（人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
講習会の開

催 
 

 
１回以上 
 

  
２回 
 

 
２回 
 

    予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 279,537 261,220    

講習会にお

ける講習内

容の理解度 

 
８０％以上 

 
 
８８％ 

 
 
９５％ 

    経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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 
   （エ）放牧を活用した繁

殖雌牛の管理に関する講

習会等の実施 
放牧を活用した繁殖雌

牛の飼養管理に関する講

習会等について、技術指

導者等を対象として１回

以上開催する。 
 なお、講習会の開催に

当たっては、質疑応答等

により参加者の講習内容

の理解度を把握するこ

と、実技講習のための教

材を十分準備すること等

により、講習内容の理解

度の向上に努め、理解度

が80％以上となるよう取

り組む。 

指標＝講習内容の理解度 
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、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＞ 
放牧を活用した繁殖雌牛の飼

養管理に関する講習会等につい

て技術指導者等を対象として２

回開催した。 

なお、講習会の理解度について

は、講習会の開催に当たって質疑

応答の時間を十分設ける、実物の

電気牧柵を用いた実習を取り入

れるなどした結果、アンケートへ

の回答者４０名のうち３８名（９

５％）が「よく理解」又は「ほぼ

理解」と回答した。 

 

 

＜評定と根拠＞ 
「B 」 

根拠： 
① 本所において、ＩＣＴ技術の放牧への活用の課題、耕

作放棄地を活用した繁殖和牛放牧への取組、ニュージ

ーランドにおける放牧を活用した飼養管理を内容とす

る講習会を開催した。講習会の開催に当たっては、理

解を深めるよう質疑応答の時間を十分に確保した。 

② 宮崎牧場（熊本牧場と共催）において、高張力線電気

牧柵を用いた放牧の取組事例や設置方法、バヒアグラ

スやトールフェスクの利用方法に関する講習会を開催

した。開催に当たっては、実物の電気牧柵を用いた実

習を行い、理解度が深まるよう考慮した。 
③ なお、講習会の理解度については、受講者４８名の中

でアンケートへの回答者４０名のうち３８名（９５％）

が「よく理解」又は「ほぼ理解」と回答した。 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
 放牧を活用した繁殖

雌牛の飼養管理に関す

る講習会等について計

画の１回を上回る２回

開催し、参加者の理解

度についても目標値の

80％を上回る 95％で

あったことから「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１-１-（４）-イ 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （４）飼養管理の改善等への取組 イ 生乳生産基盤強化対策の支援 
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、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：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
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（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    H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
  

 
        予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 279,537 261,220    

 経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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 生乳生産基盤強化対策

の支援 
生乳生産基盤強化対策を

支援するため、農場ＨＡＣＣ

Ｐや乳用牛の受胎率向上等

に関する技術講習会等を行

う。また、労働負担の軽減を

図るため、搾乳ロボット等の

省力化機械を活用した飼養

管理技術に関する情報の収

集及び発信を行う。 
〈以下略〉 

イ 生乳生産基盤強化対策の支援 
 生乳生産基盤強化対策を支援するた

め、農場ＨＡＣＣＰ認証農場である岩手

牧場における取組を踏まえた高度な農

場管理技術及び乳用牛の受胎率向上に

資する牛超音波画像診断技術に関する

講習会等を毎年度、２回程度開催する。

また、労働負担の軽減を図るため、搾乳

ロボット等の省力化機械を活用した飼

養管理技術に関する情報を収集し、高泌

乳能力牛における搾乳ロボットの活用

の際の留意点等の情報発信を行う。 
 なお、講習会の開催に当たっては、質

疑応答等により参加者の講習内容の理

解度を把握すること、実技講習のための

教材を十分準備すること等により、講習

内容の理解度の向上に努め、理解度が

80％以上となるよう取り組む。 
〈以下略〉 

イ 生乳生産基盤強

化対策の支援 
 〈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×５／１

０ 

△高度な農場管理技術に関する講習

会等の実施       2/2(B) 
△乳用牛超音波画像診断技術に関す

る講習会等の実施     2/2(B) 
△搾乳ロボット等の省力化機械を活 
用した飼養管理技術の情報収集等

2/2(B) 
 

＜評定と根拠＞ 
「B 」 

満点：６Ｐ(微項目３×

２Ｐ) 
合計：６Ｐ 
６Ｐ／６Ｐ＝１.０ 
(１０/１０) 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
 以下のとおり、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＜満点×12/10)
であったため。 
満点：6 点（微項目 3×2 点） 
合計点：6 点 =(2 点×3) 
6 点／6 点= 1.0 
 
△高度な農場管理技術に関する講

習会等の実施      2 点(B) 
△乳用牛超音波画像診断技術に関

する講習会等の実施  2 点(B) 
△搾乳ロボット等の省力化機械を

活用した飼養管理技術の情報収

集等                 2 点(B) 

 
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１-１-（４）-イ-（ア） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （４）飼養管理の改善等への取組 イ 生乳生産基盤強化対策の支援 

（ア）高度な農場管理技術に関する講習会等の実施 
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、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：０１３４ 
 

 
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（人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
講習会の開

催 
 
 

 

 

１回以上 

  

 

１回 

 

 

１回 

    予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 
279,537 261,220    

 
講習会にお

ける講習内

容の理解度 

 

 

８０％以

上 

 

 

１００％ 

 

 

９２％ 

    経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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）高度な農場管理技術に関す

る講習会等の実施 
農場ＨＡＣＣＰ認証農場である

岩手牧場における取組等を踏まえ

た高度な農場管理技術に関する講

習会等について、技術指導者等を

対象として１回以上開催する。 
 なお、講習会の開催に当たって

は、質疑応答等により参加者の講

習内容の理解度を把握すること、

実技講習のための教材を十分準備

すること等により、講習内容の理

解度の向上に努め、理解度が 80％
以上となるよう取り組む。 

指標＝講習内容の理解度 
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＞ 
農場ＨＡＣＣＰ認証農場である岩手

牧場における取組等を踏まえた高度な

農場管理技術に関する講習会について、

技術指導者等を対象として１回開催し

た。 

なお、講義の際には、ＨＡＣＣＰ農場

の審査を担当している講師から、農場Ｈ

ＡＣＣＰ導入のメリットを図表等を用

いてわかりやすく説明を行うなどによ

り、講習会の理解度については、参加者

１２名中１１名が（９２％）が「よく理

解」又は「ほぼ理解」と回答した。 

 

 

＜評定と根拠＞ 
「B 」 

根拠： 
① 新冠牧場において、家畜保健衛生所や畜産関

係機関の職員を対象として、ＨＡＣＣＰに関する

講習会を行った。 

② 講義の際には、ＨＡＣＣＰ農場の審査を担当

している講師から、農場ＨＡＣＣＰを活用した農

場管理について、農場ＨＡＣＣＰを導入すること

でより安全性の高い畜産物生産への取組や作業

の効率化が図れることを図表等を用いてわかり

やすく説明を行うなどにより、講習会の理解度に

ついては、参加者１２名中１１名が（９２％）が

「よく理解」又は「ほぼ理解」と回答した。 
 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
岩手牧場の取組等を踏

まえた高度な農場管理技

術に関する講習会等につ

いて、計画どおり１回開催

し、参加者の理解度につい

ても目標値の 80％を上回

る 92％であったことから

「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１-１-（４）-イ-（イ） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （４）飼養管理の改善等への取組 イ 生乳生産基盤強化対策の支援 

（イ）乳用牛超音波画像診断技術に関する講習会等の実施 
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、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：０１３４ 
 

 
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（人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
講習会の開

催 
 
 

 
１回以上 
 

  
１回 
 

 
１回 
 

    予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 
279,537 261,220    

講習会にお

ける講習内

容の理解度 

 
８０％以上 

 
 
８６％ 

 
 
１００％ 

    経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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）乳用牛超音波画像診断技

術に関する講習会等の実施 
乳用牛の受胎率向上等に資

する牛超音波画像診断技術に

関する講習会等について、生産

者への技術指導者等を対象と

して、１回以上開催する。 
 なお、講習会の開催に当たっ

ては、質疑応答等により参加者

の講習内容の理解度を把握す

ること、実技講習のための教材

を十分準備すること等により、

講習内容の理解度の向上に努

め、理解度が 80％以上となる

よう取り組む。 

指標＝講習内容の理解度 
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＞ 
乳用牛の受胎率向上等に資する牛超

音波画像診断技術に関する講習会につ

いて、生産者への技術指導者等を対象

として、１回開催した。 

なお、開催に当たっては、超音波画

像をふんだんに用い、質疑応答の時間

を十分設けるなどした結果、講習会の

理解度については、アンケートへの回

答者１３名全員（１００％）が「よく

理解」又は「ほぼ理解」と回答した。 

＜評定と根拠＞ 
「B 」 

根拠： 
① 新冠牧場において、農業共済の獣医師、

農協職員および生産者等を対象として、超音

波画像診断装置を用いた分娩後のフレッシ

ュチェック、早期妊娠診断、胎子性判別等牛

超音波画像診断に関する講習会を行った。 

② 開催に当たっては、超音波画像をふんだ

んに用い、質疑応答の時間を十分設けるなど

した結果、講習会の理解度については、参加

者１８名のうちアンケートを回収した１３

名全員（１００％）が「よく理解」又は「ほ

ぼ理解」と回答した。 
 
 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
 乳用牛の受胎率向上等に資

する牛超音波画像診断技術に

関する講習会について、計画

どおり１回開催し、参加者の

理解度についても目標値の

80％を上回る 100％（計画の

125％）であったが、過去の実

績やセンターの実力を踏まえ

れば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１-１-（４）-イ-（ウ） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （４）飼養管理の改善等への取組 イ 生乳生産基盤強化対策の支援 

（ウ）搾乳ロボット等の省力化機械を活用した飼養管理技術の情報収集等 
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、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：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
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（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   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
         予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 279,537 261,220    

 経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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）搾乳ロボット等

の省力化機械を活用し

た飼養管理技術の情報

収集等 
労働負担の軽減を図

るため、搾乳ロボット

等の省力化機械を活用

した飼養管理技術に関

する情報を収集し、高

泌乳能力牛における搾

乳ロボットの活用の際

の留意点の情報につい

て、ホームページ等を

通じて発信する。 

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＞ 
搾乳ロボット等の省力化機械

を活用した飼養管理技術に関す

る情報収集を行うとともに、搾

乳ロボットに不適合な牛の特徴

など搾乳ロボット活用の際の留

意点等の情報をホームページに

掲載したり外部機関開催の検討

会で紹介するなど、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、搾乳ロボット等の省

力化機械を活用した飼養管理技術

に関する情報収集を実施したこと

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１-１-（４）-ウ 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （４）飼養管理の改善等への取組  

ウ 家畜防疫の強化及び衛生管理の改善等への取組 
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：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
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（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   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
         予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 279,537 261,220    

 経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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 家畜防疫の強化及び衛

生管理の改善等への取組 
センター内における家畜

防疫を強化し、種畜等の安定

的な供給体制を確保すると

ともに、自主検査による早期

の摘発及び的確な初動対応

によりまん延の防止に努め

る。また、国や都道府県が行

う防疫演習への参加・協力、

国や大学が行う調査研究へ

の協力等に取り組みつつ、国

内の大規模・集約的な家畜飼

養における衛生管理の改善

等に資するノウハウ等につ

いて、広く情報を提供する。 
〈以下略〉 

ウ 家畜防疫の強化及び衛生

管理の改善等への取組 
センター内における家畜防

疫を強化し、種畜等の安定的

な供給体制を確保するととも

に、家畜の伝染性疾病の発生

の予防、自主検査による早期

の摘発及び的確な初動対応に

よりまん延の防止に努める。

また、国や都道府県が行う防

疫演習への参加・協力、国や

大学が行う調査研究への協力

等に取り組みつつ、国内の大

規模・集約的な家畜飼養にお

ける衛生管理の改善等に資す

るノウハウ等について、広く

情報を提供するため、次の取

組を行う。〈以下略〉 

ウ 家畜防疫の強化

及び衛生管理の改善

等への取組 
 

 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×１

２/１０ 
Ｃ：満点×５/１０≦合計点＜満点×８

/１０ 
Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 

△防疫対策強化のための情報収集等           

2/2(B) 
△防疫対策の自己点検の実施 

      2/2(B) 
△計画的な防疫業務の実施 

          2/2(B) 
△国・都道府県の防疫演習への参加 

  2/2(B) 
△国・大学等の調査・研究への協力 

  2/2(B) 
△衛生管理の改善等に関する情報 
提供          2/2(B) 

 

＜評定と根拠＞ 
「B 」 

満点：１２Ｐ(微項目６×

２Ｐ) 
合計：１２Ｐ 
１２Ｐ／１２Ｐ＝１.０ 
(１０/１０) 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
以下のとおり、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＜満点×12/10)であったため。 
満点：12 点（微項目 6×2 点） 
合計点：12 点 =(2 点×6) 
12 点／12 点= 1.0 
△防疫対策強化のための情報収

集等          2 点(B) 
△防疫対策の自己点検 2 点(B) 
△計画的な防疫業務   2 点(B) 
△国・都道府県等の防疫演習へ  

の参加       2 点(B) 
△国・大学等の調査・研究への協

力         2 点(B) 
△衛生管理の改善等に関する情

報提供            2 点(B) 

４．その他参考情報 
 



31 
 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１-１-（４）-ウ-（ア） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （４）飼養管理の改善等への取組  

ウ 家畜防疫の強化及び衛生管理の改善等への取組 （ア）防疫対策強化のための情報収集等 
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 

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：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
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（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   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
         予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 279,537 261,220    

 経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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）家畜防疫の強化への取組 

国内外における家畜の伝染性疾

病の発生状況や最新の検査技術等

に関する情報収集に努め、防疫対策

の不断の見直しを行うとともに、発

生の予防、早期摘発及びまん延防止

に向けた取組を強化する。このた

め、家畜伝染性疾病の予防や自主検

査について年度計画を作成し、実施

するとともに、初動対応を含む衛生

管理に関する規程の見直し及び整

備並びに防疫対策の自己点検を行

う。 

（ア）防疫対策強化のための情

報収集等 
会議への出席等により国内

外における家畜の伝染性疾病

の発生状況や最新の検査技術

等に関する情報を収集し、防疫

対策の見直しに活用する。 

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＞ 

会議への出席等により国内外に

おける家畜伝染性疾病の発生状況

や最新の検査技術等に関する情報

を収集し、家畜伝染性疾病に対応す

るための防疫措置の発動や防疫マ

ニュアルの改定等の防疫対策の見

直しに活用した。 

＜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、会議への出席

等により家畜伝染性疾病の

発生状況や最新の検査技術

等に関する情報収集を実施

し、防疫対策の見直しに活用

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１-１-（４）-ウ-（イ） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （４）飼養管理の改善等への取組  

ウ 家畜防疫の強化及び衛生管理の改善等への取組 （イ）防疫対策の自己点検の実施 
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 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：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
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（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   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
         予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 279,537 261,220    

 経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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）防疫対策の

自己点検の実施 
ヨーネ病防疫対

策強化等のこれま

での取組を踏まえ

て重点項目を設定

した上で防疫対策

の自己点検を行

い、ＰＤＣＡサイ

クルに基づく防疫

対策の不断の見直

しを行う。 

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＞ 
ヨーネ病防疫対策強化等の

これまでの取組を踏まえて重

点項目を設定した上で防疫対

策の自己点検を行い、牛床乾燥

対策の見直し、コクシジウム予

防薬投与プログラムの見直し、

カラス対策の改善等ＰＤＣＡ

サイクルに基づく防疫対策の

不断の見直しを行い、計画どお

りに実施した。 

＜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、防疫対策について、自己点検を実施し不

断の見直しを行ったことから「B」評定とした。 

 
４．その他参考情報 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 
 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１-１-（４）-ウ-（ウ） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （４）飼養管理の改善等への取組  

ウ 家畜防疫の強化及び衛生管理の改善等への取組 （ウ）計画的な防疫業務の実施 
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 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：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
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（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   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
         予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 279,537 261,220    

 経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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）計画的な防疫業

務の実施 
ヨーネ病防疫対策

強化等のこれまでの

取組や国内の家畜伝

染性疾病発生状況を

踏まえて家畜伝染性

疾病の発生の予防や

検査に関する年度計

画を作成し、計画的に

防疫業務を実施する。 

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＞  
ヨーネ病防疫対策強化

等のこれまでの取組及び

国内の家畜伝染性疾病発

生状況を踏まえ、センター

業務を実施していく上で

重大な支障となる家畜伝

染性疾病を「独立行政法人

家畜改良センター家畜伝

染性疾病対策基本指針」に

指定疾病として定め、各牧

場・支場毎に予防対策や検

査に関する年度計画を作

成し、計画的に防疫業務を

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、各牧場・支場毎に予防対策や検査に

関する年度計画を作成し、計画的に防疫業務を実施

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１-１-（４）-ウ-（オ） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （４）飼養管理の改善等への取組  

ウ 家畜防疫の強化及び衛生管理の改善等への取組 （オ）国・都道府県の防疫演習への参加 
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：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
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（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   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
         予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 279,537 261,220    

 経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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）衛生管理の改善等への取組 

 国や都道府県が行う防疫演習への参加・

協力、国や大学が行う調査・研究への協力

等の依頼があった場合、防疫面を考慮の上、

通常業務に支障のない範囲で積極的に参加

又は協力する。また、センターにおける野

生動物対策や防疫ゾーンの設定による衛生

管理区域における防疫対策の徹底の取組

等、国内の大規模・集約的な家畜飼養にお

ける衛生管理の改善等に資するノウハウ等

について、広く情報を提供する。 

（エ）国・都道府県の防

疫演習への参加 
国や都道府県が行う防

疫演習への参加又は協力

の依頼があった場合に

は、防疫面を考慮の上、

通常業務に支障のない範

囲で積極的に参加又は協

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＞ 
国や都道府県が行う防疫演

習への参加又は協力を１３件

行い、得られた情報を各牧

場・支場の防疫対策の改善に

役立てた。 

＜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、国や都道府県が

行う防疫演習１３件への参

加・協力を行ったことから「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１-１-（４）-ウ-（カ） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （４）飼養管理の改善等への取組  

ウ 家畜防疫の強化及び衛生管理の改善等への取組 （カ）国・大学等の調査・研究への協力 
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５ 

 
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：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
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（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   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
         予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 279,537 261,220    

 経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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 
   （オ）国・大学等の調査・

研究への協力 
国や大学等が行う調

査・研究への協力等の要

請があった場合には、防

疫面を考慮の上、通常業

務に支障のない範囲で積

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＞ 
試験研究機関や大学等が行う調

査・研究への協力等の要請に応じ、

データや材料の提供等により積極

的に協力した。 

＜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、要請に応じ、試験研究機関

や大学等が行う調査・研究へのデータや材

料等の提供等の協力を行ったことから

「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１-１-（４）-ウ-（キ） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （４）飼養管理の改善等への取組  

ウ 家畜防疫の強化及び衛生管理の改善等への取組 （キ）衛生管理の改善等に関する情報提供 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、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：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
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（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   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
         予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 279,537 261,220    

 経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出ていないため、法人全体の人員を掲載 

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 
   （カ）衛生管理の改善等に関する

情報提供 
センターにおける野生動物対策

や防疫ゾーンの設定による衛生

管理区域における防疫対策の徹

底の取組等、国内の大規模・集

約的な家畜飼養における衛生管

理の改善等に資するノウハウ等

について、センターホームペー

ジや研修、会議等を活用して、

情報の提供を行う。 

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＞ 
センターにおける衛生管理の

紹介、農場ＨＡＣＣＰの取組、豚

舎新設工事に伴う防疫対応、疾病

対策等衛生管理の改善等に資す

るノウハウ等について、ホームペ

ージ、研修会、会議等を活用して、

畜産関係者に対し５５件の情報

提供を行った。 

＜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、センターに

おける防疫対策の徹底の取

組等衛生管理の改善に資す

るノウハウ等について、ホ

ームページ、研修会、会議

等を活用して畜産関係者に

対し情報提供を行ったこと

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１-１-（４）-エ 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （４）飼養管理の改善等への取組  

エ その他 
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：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
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（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   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
         予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 279,537 261,220    

 経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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 
 エ その他 

６次産業化等による畜

産物利用、やすらぎや癒

やし効果の発揮、教育へ

の活用等の多様な利活用

が期待される馬及びめん

山羊について、人工授精

技術の普及・定着をはじ

めとした飼養管理技術の

向上を図るための講習会

等を開催する。また、関

係機関等と連携し、鳥獣

害対策を含む家畜の飼養

に関連する草地や耕作放

棄地の活用技術等につい

て、技術講習会を開催す

るなど、普及に努める。

〈以下略〉 

エ その他 
馬及びめん山羊につい

て、６次産業化等による畜

産物利用に加え、やすらぎ

や癒やし効果の発揮、教育

への活用等の多様な利活

用が期待されることから、

十勝牧場及び長野支場に

おいて、これまでに培った

人工授精技術の普及・定着

をはじめとした飼養管理

技術の向上及び鳥獣害対

策や耕作放棄地対策とし

てのめん山羊の利活用の

普及を図るため、次の取組

を行う。 
〈以下略〉 

エ その他  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 

△馬及びめん山羊の飼養管理技術に関

する講習会等の実施     

2/2(B) 
△馬の家畜人工授精に関する講習会の

実施           2/2(B) 
△耕作放棄地対策等へのめん山羊の利

活用に関する講習会等の実施 
    2/2(B) 

 

＜評定と根拠＞ 
「B 」 

満点：６Ｐ(微項目３×

２Ｐ) 
合計：６Ｐ 
６Ｐ／６Ｐ＝１.０ 
(１０/１０) 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
以下のとおり、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＜満点×12/10)であったた

め。 
満点：6 点（微項目 3×2 点） 
合計点：6 点 =(2 点×3) 
6 点／6 点= 1.0 
 
△馬、めん山羊の飼養管理技術に関する講習会等

の実施             2 点(B) 
△馬の家畜人工授精に関する講習会の実施 

                2 点(B) 
△耕作放棄地対策等へのめん山羊の利活用に関

する講習会等の実施               2 点(B) 

 
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１-１-（４）-エ-（ア） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （４）飼養管理の改善等への取組  

エ その他 （ア）馬及びめん山羊の飼養管理技術に関する講習会等の実施 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、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：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
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（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   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
         予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 279,537 261,220    

 経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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）飼養管理技術の向上への取組 

馬及びめん山羊について、人工授精

技術の普及・定着をはじめとした飼養

管理技術の向上を図るための講習会等

を開催する。特に、家畜人工授精師免

許の取得に係る講習会については毎年

度、１回開催する。なお、免許取得講

習会の開催に当たっては、質疑応答等

により参加者の講習内容の理解度を把

握すること、実技講習のための教材を

十分準備すること等により、講習内容

の理解度の向上に努め、修了試験の合

格率が 80％以上となるよう取り組む。 

（ア）馬及びめん山羊

の飼養管理技術に関す

る講習会等の実施 
馬及びめん山羊につ

いて、人工授精技術の

普及・定着をはじめと

した飼養管理技術の向

上を図るための講習会

等を開催する。 

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＞ 
馬及びめん山羊について、人工授

精技術の普及・定着をはじめとした

飼養管理技術の向上を図るための

講習会等を計画どおり開催し、全体

で２４６名の参加者があった。 

＜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、馬及びめん山

羊について、飼養管理技術の

向上を図るための講習会を

開催したことから「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１-１-（４）-エ-（イ） 
 

第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （４）飼養管理の改善等への取組  
エ その他 （イ）馬及びめん山羊の家畜人工授精に関する講習会の実施 

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：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
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（人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 基準値 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
終了試験の

合格率 
 
 
８０％以上 

  
 
１００％ 

 
 
１００％ 

    予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 279,537 261,220    

 経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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）馬の家畜人工授精に関す

る講習会の実施 
家畜人工授精に関する講習

会(馬）を開催する。 
 なお、家畜人工授精に関する

講習会の開催に当たっては、質

疑応答等により参加者の講習

内容の理解度を把握すること、

実技講習のための教材を十分

準備すること等により、講習内

容の理解度の向上に努め、修了

試験の合格率が 80％以上とな

るよう取り組む。 

指標＝講習内容の理解度 
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、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＞ 
家畜人工授精に関する講習会

（馬）を計画どおり開催した。 

講習会の実施に当たり、補修講

義や模擬試験を行うことにより

理解度の向上に努め、受講者１２

名全員が修了試験に合格した。 

 

＜評定と根拠＞ 
「B 」 

根拠： 
十勝牧場において、馬の人工授精師免許の

取得に係る講習会（「家畜人工授精に関する

講習会（馬）」を開催し、農協等１２名が受

講した。 

講習会の実施に当たり、補修講義や模擬試

験を行うことにより、理解度の向上に努め、

１２名全員が修了試験に合格した。 
 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり、馬について、

家畜人工授精に関する講習

会を開催するとともに、講習

会の修了試験に受験者全員

が合格したことから「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１-１-（４）-エ-（ウ） 
 

第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （４）飼養管理の改善等への取組  
エ その他 （ウ）耕作放棄地対策等へのめん山羊の利活用に関する講習会等の実施 

業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、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：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
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（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   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
         予算額（千円） 311,851 308,979    

 決算額（千円） 277,776 260,578    

 経常費用（千円） 279,537 261,220    

 経常利益（千円） 219,758 221,552    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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）耕作放棄地対策等への利活用の

普及 
国産飼料の利用推進等を図るため、

関係機関等と連携し、鳥獣害対策や耕

作放棄地対策としてのめん山羊の利

活用の普及に必要な草地管理や飼養

管理に関する技術講習会等を毎年度、

１回開催する。 

（ウ）耕作放棄地対

策等へのめん山羊の

利活用に関する講習

会等の実施 
関係機関等と連携

し、鳥獣害対策や耕

作放棄地対策として

のめん山羊の利活用

の普及に必要な草地

管理や飼養管理に関

する技術講習会等に

ついて、１回開催す

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＞ 
関係機関等と連携し、鳥獣害対

策や耕作放棄地対策としてのめん

羊及び山羊の利活用の普及に必要

な草地管理や飼養管理に関する技

術講習会等について、計３回開催

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、鳥獣害対策や耕作放棄地対策と

してのめん山羊の利活用の普及に関する技術

講習会等を開催したことから「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１-２ 
 

第 1 業務の質の向上 ２ 畜産物の需給の変化に応じた優良な種畜・種きん等の生産・供給等 
 

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：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６８ 
 
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（人員に関する情報、法人全体）注 

指標等 達成目標 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
        予算額（千円） 5,517,617 5,752,754    

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466    

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604    

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180    

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798    

従事人員数 954 961    

 （うち常勤職員） 737 737    
注：業務ごとに算出していないため、法人全体の人員を掲載 

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 畜産物の需給変化に応じた優良な種

苗・種きん等の生産・供給等 
〈以下略〉 

２ 畜産物の需給の

変化に応じた優良な

種畜、種きん等の生

産・供給等 
〈以下略〉 

２ 畜産物の需給の変化

に応じた優良な種畜・種き

ん等の生産・供給等 
 〈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 
 

◇種畜・種きん等の生産・供

給        2/2(B) 
◇６次産業化の推進等に対応 

した育種素材の提供等       
2/2(B) 

◇家畜等の多様な遺伝資源の

確保・利用    2/2(B) 
 

＜評定と根拠＞ 
「B」 

満点：６Ｐ(小項目３×２

Ｐ) 
合計：６Ｐ 
６Ｐ／６Ｐ＝１．０ 
（１０／１０） 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
以下のとおり、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＜満点×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 

◇◇種畜・種きん等の生産・供給     

2 点(B) 
◇６次産業化の推進等に対応した

育種素材の提供等    2 点(B) 
◇家畜等の多様な遺伝資源の確

保・利用               2 点(B) 
 
４．その他参考情報 


