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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１-２-（１）-ア 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 （１）種畜・種きん等の生産・供給 ア 乳用牛 

 
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（財務情報及び人員に関する情報）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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 乳用牛、肉用牛、豚 

都道府県は、乳用牛の種畜生産を行っていな

いが、肉用牛・豚については地域ブランドの形成

などの目的で一部の都道府県が種畜の生産・供

給を担っている。また、民間も種畜生産・供給を

担っている。このため、センターは、中立・公平

な立場から全国規模での遺伝的能力評価を実施

するとともに、自らが保有する多様な育種資源、

有用なＳＮＰ情報、繁殖技術等を活用しながら

種畜を生産し、農家への種畜供給を行う都道府

県及び民間にこれを供給する。その際、ホルスタ

イン種の乳量や泌乳持続性、黒毛和種の基礎と

なる４系統群や５希少系統の活用及び増体性を

特に重視することとし、都道府県及び民間によ

る種畜供給が特定の系統等に偏ることとならな

いよう配慮する。また、デュロック種については

増体性をランドレース種については繁殖性を特

に重視することとする。 

 

ア 乳用牛、肉用牛、豚 

乳用牛、肉用牛及び豚について、多様な育種素材、ＳＮＰ検査等で

得られた有用な遺伝子情報、遺伝的能力評価技術、高度な繁殖技術等

を活用しながら種畜を生産し、農家への種畜供給を行う都道府県及び

民間にこれを供給する。 

このため、次の取組を行う。 

（ア）乳用牛 

ホルスタイン種について、乳量や泌乳持続性を特に重視した改良に

取り組むこととし、自らが有する多様な育種素材と国内外から導入す

る多様な育種素材を用い、民間では取り組み難い家畜生体の卵胞卵子

を活用した高度な繁殖技術等を活用しながら、優良な牛群を整備す

る。また、候補種雄牛を作出するためのドナーの集合検定を毎年度、

実施する。 

 これらの取組を通じて、家畜改良増殖目標の育種価目標数値（乳量

６０ｋｇ／年、乳脂肪１．８ｋｇ／年、無脂乳固形分５．０ｋｇ／年、

乳蛋白１．６ｋｇ／年（平成２６年度時点の評価方法に基づく育種価

目標数値））以上の遺伝的能力を有する候補種雄牛や乳器、泌乳持続

性、血統等に特長を持つ候補種雄牛を、ゲノミック評価値も活用し毎

年度、概ね５０頭作出する。 

ア 乳用牛 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 

△優良な牛群の整備     2/2(B) 

△ドナーの集合検定の実施  2/2(B) 

△候補種雄牛の作出     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 
△優良な牛群の整備     2 点(B) 
△ドナーの集合検定の実施 2 点(B) 
△候補種雄牛の作出       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１-２-（１）-ア-（ア） 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 （１）種畜・種きん等の生産・供給 ア 乳用牛 

（ア）優良な牛群の整備 
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 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（財務情報及び人員に関する情報）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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）優良な牛群の整備 
ホルスタイン種について、乳

量や泌乳持続性を特に重視し

た改良に取り組むこととし、自

らが有する多様な育種素材と

国内外から導入する多様な育

種素材を用い、民間では取り組

み難い家畜生体の卵胞卵子を

活用した高度な繁殖技術等を

活用しながら、優良な牛群を整

備する。 

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＞ 

ホルスタイン種について、乳

量や泌乳持続性を特に重視した

改良に取り組むとともに、自ら

が有する多様な育種素材と国内

外から導入する多様な育種素材

を用い、民間では取り組み難い

家畜生体の卵胞卵子を活用した

高度な繁殖技術等を活用しなが

ら、優良な牛群の整備を計画ど

おり実施した。 

＜評定と根拠＞ 

「Ｂ」 

 

① ホルスタイン種について、

乳量や泌乳持続性を特に重視

した改良に取り組むため、国内

外から多様な育種素材として

精液１，１３３本及び受精卵４

００個を導入した。 

 ② 自らが有する多様な育

種素材と国内外から導入した

育種素材を用い、民間では取り

組み難い生体卵胞卵子吸引☆、

体外受精技術等の高度な技術

を活用しつつ、後継牛を３３７

頭作出した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
計画どおり取組が実施され、自己評

価書の「B」との評価結果が妥当であ

ると確認できたため「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-（１）-ア-（イ） 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 （１）種畜・種きん等の生産・供給 ア 乳用牛 

（イ）ドナーの集合検定の実施 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、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（財務情報及び人員に関する情報）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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）ドナーの集合検定

の実施 
ホルスタイン種につい

て、候補種雄牛を作出す

るためのドナーの集合検

定を実施する。 

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＞ 
ホルスタイン種について、

候補種雄牛を作出するための

ドナーの集合検定を計画どお

り実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① 泌乳、体型能力等に優れ、生

涯生産性が高い候補種雄牛を作

出するため、未経産採卵技術を活

用したドナーの集合検定を２９

７頭開始した。 

② 泌乳持続性に優れ、生涯生産

性が高い候補種雄牛を作出する

ため、初産次の泌乳持続性に係る

遺伝的能力評価成績が平均（標準

化育種価が０）以上であったドナ

ーについて、２産次までの集合検

定を２９頭開始した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり取組が実施され、自己

評価書の「B」との評価結果が妥当で

あると確認できたため「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-（１）-ア-（ウ） 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 （１）種畜・種きん等の生産・供給 ア 乳用牛 

（ウ）候補種雄牛の作出 
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（財務情報及び人員に関する情報）（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 
 
候補種雄牛の作出頭

数 
 

 
概ね50頭 

  
５１頭 

 
５１頭 

 
５０頭 

   予算額（千円） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

（うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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）候補種雄牛の作出 
ホルスタイン種について、上記の取組を

通じて、家畜改良増殖目標の育種価目標数

値（乳量６０ｋｇ／年、乳脂肪１．８ｋｇ／

年、無脂乳固形分５．０ｋｇ／年、乳蛋白

１．６ｋｇ／年（平成２６年度時点の評価方

法に基づく育種価目標数値））以上の遺伝的

能力を有する候補種雄牛や乳器、泌乳持続

性、血統等に特長を持つ候補種雄牛を、ゲノ

ミック評価値を活用し概ね５０頭作出す

る。 

指標＝作出頭数 
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＞ 
ホルスタイン種について、

乳量６０ｋｇ／年、乳脂肪１．

８ｋｇ／年、無脂乳固形分５．

０ｋｇ／年、乳蛋白１．６ｋ

ｇ／年以上の遺伝的能力を有

する候補種雄牛や乳器、泌乳

持続性、血統等に特長を持つ

候補種雄牛を、ゲノミック評

価値を活用し５０頭作出し、

計画どおり実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
ホルスタイン種について、上記の取組

により、センターが平成３０年度に作出

した５１頭の候補種雄牛について、年当

りの改良量の平均は、平成２７年度に作

出した候補種雄牛を基準として、乳量８

６．８ｋｇ、乳脂肪６．９ｋｇ、無脂乳

固形分５．２ｋｇ、乳蛋白質４．９ｋｇ

増となり、いずれの形質についても改良

増殖目標に掲げられた年当りの改良量

を上回った。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
計画どおり取組が実施さ

れ、自己評価書の「B」との

評価結果が妥当であると確

認できたため「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-（１）-イ 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 （１）種畜・種きん等の生産・供給 イ 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 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（財務情報及び人員に関する情報）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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）肉用牛 

黒毛和種について、その基礎となる４系統群・５希少

系統の活用や増体性を特に重視した改良に取り組むこと

とし、自らが有する多様な育種素材と新たに導入する多

様な育種素材を用い、遺伝的に特徴ある優良な牛群を整

備する。また、候補種雄牛を作出するため、有用なＳＮ

Ｐ情報や、民間では取り組み難い家畜生体の卵胞卵子を

活用した高度な繁殖技術等を活用するとともに、直接検

定を毎年度、実施する。 
 これらの取組を通じて、遺伝的多様性の確保に配慮し

つつ、増体性等に特長を持つ候補種雄牛を毎年度、概ね

30 頭作出する。 
 さらに、飼料利用性の向上による生産コストの低減を

一層推進する観点から、黒毛和種の肥育牛における飼料

利用性等に係る形質データを収集するとともに、学識経

験者等の参画を得て検討会を毎年度、開催するなどによ

り、検定手法の開発に向けた検討を行う。 
 このほか、褐毛和種について、多様な育種素材の導入

を行うなど遺伝的多様性の確保に配慮しつつ、直接検定

を行い、候補種雄牛を毎年度、１頭以上作出する。 
 

イ 肉用牛 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 

△遺伝的に特徴ある牛群の整備    2/2(B) 
△直接検定の実施          2/2(B) 
△候補種雄牛の作出         2/2(B) 
△飼料利用性等に係る検定手法の開発 3/2(A) 
△褐毛和種の候補種雄牛の作出    2/2(B) 
 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
満点：１０Ｐ（微項目５

×２Ｐ） 
合計：１１Ｐ 
１１Ｐ／１０Ｐ＝１．

１ 
（１１／１０） 

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：10 点（微項目 5×2
点） 
合計点：10 点 =(2 点×5) 
10 点／10 点= 1.0 
△遺伝的に特徴ある牛群の整

備               2 点(B) 
△直接検定の実施   2 点(B) 
△候補種雄牛の作出 2 点(B) 
△飼料利用性等に係る検定手

法の開発    2 点(B) 
△褐毛和種候補種雄牛の作出 
                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１-２-（１）-イ-（ア） 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 （１）種畜・種きん等の生産・供給 イ 肉用牛 

（ア）遺伝的に特徴ある牛群の整備 
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 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（財務情報及び人員に関する情報）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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）遺伝的に特徴ある牛

群の整備 
黒毛和種について、その

基礎となる４系統群・５希

少系統の活用や増体性を特

に重視した改良に取り組む

こととし、自らが有する多

様な育種素材と新たに導入

する多様な育種素材を用

い、遺伝的に特徴ある優良

な牛群を整備する。なお、新

たに導入する雌牛について

は、繁殖性等の能力に関す

る調査を行う。 

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＞ 

黒毛和種について、その基

礎となる４系統群・５希少系

統の活用や増体性を特に重視

した改良に取り組み、自らが

有する多様な育種素材と新た

に導入した多様な育種素材を

用い、遺伝的に特徴ある優良

な牛群の整備を計画どおり実

施した。なお、新たに導入した

雌牛については、繁殖性等の

能力に関する調査を計画どお

り実施した。 

＜評定と根拠＞ 

「Ｂ」 

 

① 育種素材の収集については、黒毛

和種の基礎となる４系統群や５希少系

統に係る遺伝子保有確率、血統等を考

慮し、都道府県、関係団体、農協等か

ら精液２,１４３本、受精卵７５個及び

雌牛１４頭を選定・導入し、計画交配

することにより、遺伝的に特徴ある優

良な牛群を整備した。 

② 新たに導入した雌牛１２頭につい

て、繁殖性等の能力調査を開始した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
計画どおり取組が実施され、

自己評価書の「B」との評価結

果が妥当であると確認できた

ため「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-（１）-イ-（イ） 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 （１）種畜・種きん等の生産・供給 イ 肉用牛 

（イ）直接検定の実施 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、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（財務情報及び人員に関する情報）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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）直接検定の実施 
黒毛和種について、候補種

雄牛を作出するため、有用な

ＳＮＰ情報や、民間では取り

組み難い家畜生体の卵胞卵子

を活用した高度な繁殖技術等

を活用するとともに、直接検

定を実施する。 

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＞ 
黒毛和種について、候補種雄牛を

作出するため、有用なＳＮＰ情報

や、民間では取り組み難い家畜生体

の卵胞卵子を活用した高度な繁殖

技術等を活用するとともに、４３頭

について直接検定を行い、計画どお

り実施した。 

 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① 黒毛和種について、遺伝的多様性の確

保や高い増体性等が期待される４３頭に

ついて直接検定を実施した。 
② 直接検定牛は全頭についてＰＬＡＧ

１遺伝子のＳＮＰ情報を確認した。 
③ 直接検定牛のうち、雄子牛８頭につい

ては、生体卵胞卵子吸引及び体外受精技術

を活用することにより生産した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
計画どおり取組が実施さ

れ、自己評価書の「B」との評

価結果が妥当であると確認

できたため「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-（１）-イ-（ウ） 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 （１）種畜・種きん等の生産・供給 イ 肉用牛 

（ウ）候補種雄牛の作出 
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（財務情報及び人員に関する情報）（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 
 
候補種雄牛

の作出頭数 

 
概ね 30 頭

作出 

  
３８頭 

 
３７頭 

 
３８頭 

   予算額（千円） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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）候補種雄牛の作出 
黒毛和種について、上記の取

組を通じて、遺伝的多様性の確

保に必要な系統の維持に係る

候補種雄牛や増体性等に特長

を持つ候補種雄牛を概ね３０

頭作出する。 

指標＝作出頭数 
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＞ 
黒毛和種について、第１の２の

（１）のイの（ア）及び（イ）の取

組を通じて、遺伝的多様性の確保に

必要な系統の維持に係る候補種雄

牛や増体性等に特長を持つ候補種

雄牛を３８頭作出し、計画どおり実

施した。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① 種畜作出用として生産した雄子牛の中

から、遺伝子保有確率、遺伝的能力評価等

により選抜した遺伝的多様性の確保や増体

性等に特長を持つ３８頭を候補種雄牛とし

て作出した。 
② 遺伝子保有確率及び血統により分類し

た増体性等に特長を持つ鳥取県系統群に属

し、直接検定を実施した９頭は、直接検定

時の１日当たり増体量の平均値が１．１８

ｋｇと平成２９年度全国平均（１．１６ｋ

ｇ）を上回った。 
 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり取組が実施さ

れ、自己評価書の「B」との

評価結果が妥当であると確

認できたため「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-（１）-イ-（エ） 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 （１）種畜・種きん等の生産・供給 イ 肉用牛 

（エ）飼料利用性等に係る検定手法の開発 
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（財務情報及び人員に関する情報）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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）飼料利用性等に係

る検定手法の開発 
黒毛和種について、飼

料利用性の向上による生

産コストの低減を一層推

進する観点から、肥育牛

における飼料利用性等に

係る形質データを収集す

るとともに、学識経験者

等の参画を得て検討会を

開催するなどにより、検

定手法の開発に向けた検

討を行う。 

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＞ 
黒毛和種について、飼料利用

性の向上による生産コストの

低減を一層推進する観点から、

肥育牛９４頭の飼料利用性等

に係る形質データを収集する

とともに、学識経験者等の参画

を得て検討会を開催し、各種デ

ータの分析方法等、検定手法の

開発に向けた検討を行った。さ

らに、新たな評価指標の探索と

して、飼料利用性等の生産性、

第一胃内発酵及び遺伝子型の

関連性を探索する共同研究へ

の研究材料の提供に協力した。 

＜評定と根拠＞ 
「Ａ」 

 
① 平成３０年５月及び１２月に、それぞれ４８頭の肥育調査を開始する

とともに、平成２８年１２月及び平成２９年６月に肥育調査を開始した９

４頭について、平成３１年３月までに調査を終了するなど、飼料利用性等

に係る形質データを収集した。 
② 学識経験者等の参画を得て、「黒毛和種の飼料利用性等の検定手法開

発に係る検討会」を平成３１年２月に開催し、これまでの調査状況を踏ま

え、各種データの分析方法等について検討を行った。 
③ これまでに収集したデータをもとに余剰飼料摂取量の算出を開始し、

その結果について検討を行った。 
④ 新たな評価指標の探索のため、飼料利用性等の生産性、第一胃内発酵

及び遺伝子型の関連性を探索する共同研究の研究材料として、口腔内の反

芻残渣の提供に協力した。 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおりに取組が実施さ

れ、新たな評価指針の探索と

して、研究材料の提供に協力

したところであるが、調査頭

数が少ないことから今後もデ

ータ蓄積が必要とされたこと

から、現時点では十分な成果

が挙がっているとは言い難い

と考えるので「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１-２-（１）-イ-（オ） 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 （１）種畜・種きん等の生産・供給 イ 肉用牛 

（オ）褐毛和種の候補種雄牛の作出 
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（財務情報及び人員に関する情報）（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 
 
候補種雄牛

の作出頭数 

 
１頭以上作

出 

  
３頭 

 
３頭 

 
３頭 

   予算額（千円） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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）褐毛和種の候補種

雄牛の作出 
褐毛和種について、多

様な育種素材の導入を行

うなど遺伝的多様性の確

保に配慮しつつ、直接検

定を行い、候補種雄牛を

１頭以上作出する。 

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、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＞ 
褐毛和種について、多様

な育種素材の導入を行うな

ど遺伝的多様性の確保に配

慮しつつ、直接検定を行い、

候補種雄牛を３頭作出し、

計画どおり実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① 育種素材の導入については、血統等を考慮し、農協

から精液３０本、受精卵６８個及び卵巣３頭分を選定・

導入した。 
② 遺伝的多様性の確保に配慮しつつ、４頭について直

接検定を実施した。 
③ 直接検定を実施した雄子牛のうち、３頭を後代検定

候補種雄牛として熊本県肉用牛改良推進委員会に提示

した。 
④ これら種畜の作出は、褐毛和種の改良を実施する県

が開催する家畜改良に関する会議に参画し、意見・情報

交換を行いながら実施した。 
 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり取組が実施され、

自己評価書の「B」との評価結果

が妥当であると確認できたため

「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-（１）-ウ 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 （１）種畜・種きん等の生産・供給 ウ 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 

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（財務情報及び人員に関する情報）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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）豚 
 豚について、優れた育種素材の導入を行いつつ、

各品種について次の取組を行う。 
 デュロック種については、増体性を特に重視した

改良に取り組むこととし、１日当たり増体量が概ね

１，０３０ｇとなる優良な種豚群を作出する。 
 ランドレース種については、繁殖性を特に重視し

た改良に取り組むこととし、１腹当たり育成頭数が

概ね１１頭となる優良な種豚群を作出する。 
 また、大ヨークシャー種については、第３期中期

目標期間において造成した繁殖性に優れる種豚群

（１腹当たり育成頭数は概ね１０．５頭）を維持し

つつ、種豚等を供給する。 
 実験用小型豚の供給業務については、引き続き民

間への移管に向け、精液や胚の凍結保存に取り組

み、平成３２年度末までに生体でのけい養を中止す

る。 

ウ 豚 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 

△デュロック種の優良種豚群の作

出   3/2(B) 
△ランドレース種の優良種豚群の

作出  2/2(B) 
△大ヨークシャー種の種豚等の供

給   2/2(B) 
△実験用小型豚の精液、胚の凍結

保存  2/2(B) 
 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
満点：８Ｐ（微項目４×２Ｐ） 
合計：９Ｐ 
９Ｐ／８Ｐ＝１.１２ 
（１１．２／１０） 

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（微項目 4×2 点） 
合計点：9 点 =(3 点×1＋2
点×3) 
9 点／8 点= 1.12 
△デュロック種の優良種豚群

の作出     3 点(A) 
△ランドレース種の優良種豚

群の作出    2 点(B) 
△大ヨークシャー種の種豚等

の供給      2 点(B) 
△実験用小型豚の精液、胚の

凍結保存         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１-２-（１）-ウ-（ア） 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 （１）種畜・種きん等の生産・供給 ウ 豚 

（ア）デュロック種の優良種豚群の作出 
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（財務情報及び人員に関する情報）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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）デュロック種の優良種豚群の作

出 

デュロック種について、増体性を特

に重視した改良に取り組むこととし、

１日当たり増体量の優れた育種素材を

導入するとともに、造成した改良用豚

群については、１日当たり増体量が概

ね１，０３０ｇとなる種豚群作出に向

けた交配、選抜を行う。 

また、産肉能力と遺伝子情報との関

連性を調査・解析するための採材を行

うとともに、調査豚においてＰＭＳ（豚

肉脂肪交雑基準）を調査する。 

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、増体性を特に重視

した改良に取り組むため、１日当たり増体量

の優れた育種素材を導入するとともに、造成

した改良用豚群については、１日当たり増体

量が概ね１，０３０ｇとなる種豚群作出に向

けた交配及び産子の一次選抜を行うととも

に、種豚及び精液を供給した。なお、この一

次選抜を行った産子の１日当たり増体量の

平均は１，０９５ｇで、増体能力の向上が図

られるとともに「ユメサクラエース」と同程

度の筋肉内脂肪含量を維持した。 

また、産肉能力と遺伝子情報との関連性を

調査・解析するための採材を行うとともに、

調査豚においてＰＭＳの調査を計画どおり

実施した。 

＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

① １日当たり増体量の優れた育種素材を導入するため、胚移植を雌豚２２頭に実施し１０頭が分娩した。

また、生存産子４１頭（雄１５頭、雌２６頭）から一次選抜を実施し、３０頭（雄９頭、雌２１頭）を選抜

した。一次選抜を行った産子の１日当たり増体量の平均は１，０９５ｇで、増体能力の向上が図られるとと

もに「ユメサクラエース」と同程度の筋肉内脂肪含量を維持した。 

② 改良用豚群の造成に向け、平成２９年度に生産された群の二次選抜を実施し、４６頭（雄１０頭、雌３

６頭）を選抜し、交配を３６頭行った。２８頭が分娩し、生存産子２１７頭（雄１１８頭、雌９９頭）から

一次選抜を実施し、７０頭（雄２６頭、雌４４頭）を選抜した。 

③ 産肉能力と遺伝情報との関連性を調査・解析するための採材を３８腹行った。 

④ 都道府県及び民間からの要請に応じて、「ユメサクラ」、「ユメサクラエース」等のデュロック種につい

て、種豚１２頭、精液３３７本を供給した。 

⑤ ＰＭＳ．Ｎｏ．の向上を目的とした改良ニーズに対応するため、調査豚５３頭に対してＰＭＳ．Ｎｏ．

判定を行った。 

評定 A 
＜評定に至った理由＞ 

計画どおり取組が着実に実施された上

で、選抜した産子が平成 37 年度（令和

７年度）を目標とする家畜改良増殖目標

のデュロッック種の目標値と同じ「１日

当たり増体重 1，030ｇ」を大きく上回る

成果を出したことは評価できる。また、

筋肉内脂肪含有量 5.8％（平均 2～３％）

は、国内で最も優れているユメサクラエ

ースの 6.8％と能力的には最高クラスで

あることから、これまで継続して実施し

てきた成果が結実したものであり、計画

を上回る成果か得られたものとして「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１-２-（１）-ウ-（イ） 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 （１）種畜・種きん等の生産・供給 ウ 豚 

（イ）ランドレース種の優良種豚群の作出 
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（財務情報及び人員に関する情報）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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）ランドレース種の優良種

豚群の作出 
ランドレース種について、造

成した改良用雌豚群をもとに、

１腹当たり育成頭数が概ね 11
頭となる種豚群作出に向けた

交配、選抜を行う。 
また、繁殖能力と遺伝子情報

との関連性を調査・解析するた

めの採材を行うとともに、調査

豚においてＰＭＳを調査する。 
 

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＞ 
ランドレース種につい

て、繁殖性を特に重視し

た改良に取り組むため、

改良用雌豚群をもとに、

１腹当たり育成頭数が概

ね１１頭となる種豚群作

出に向けた交配及び産子

の一次選抜を行うととも

に、種豚及び精液を供給

した。 

また、繁殖能力と遺伝

子情報との関連性を調

査・解析するための採材

を行うとともに、調査豚

においてＰＭＳの調査を

計画どおり実施した。 

 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① 改良養豚群の造成に向け、平成２９年度に生産された第１群

の二次選抜を実施し、７５頭（雄１３頭、雌６２頭）を選抜し、

交配を６１頭行った。４６頭が分娩し、生存産子４８４頭（雄２

３５頭、雌２４９頭）から一次選抜を実施し、１３４頭（雄３２

頭、雌１０２頭）選抜した。さらに、平成２９年に生産された第

２群の二次選抜を実施し、７８頭（雄１２頭、雌６６頭）を選抜

し、交配を６６頭行った。４９頭が分娩し、生存産子５４８頭（雄

２７９頭、雌２６９頭）を得た。 
② 繁殖能力と遺伝子情報との関連性を調査・解析するための採

材を９５腹行った。 
③都道府県及び民間からの要請に応じて、ランドレース種につい

て、種豚１１頭、精液３２７本を供給した。 
④ ＰＭＳ．Ｎｏ．の向上を目的とした改良ニーズに対応するた

め、調査豚１５頭に対してＰＭＳ．Ｎｏ．判定を行った。 
 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり取組が実施され、自

己評価書の「B」との評価結果が妥

当であると確認できたため「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-（１）-ウ-（ウ） 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 （１）種畜・種きん等の生産・供給 ウ 豚 

（ウ）大ヨークシャー種の種豚等の供給 
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：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（財務情報及び人員に関する情報）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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）大ヨークシャー種の種

豚等の供給 
大ヨークシャー種につい

て、第３中期目標期間におい

て造成した繁殖性に優れる種

豚群（１腹当たり育成頭数は

概ね１０．５頭）を繁殖性に

関係する遺伝子情報等を活用

しながら維持しつつ、種豚等

を供給する。 
また、調査豚においてＰＭ

Ｓを調査する。 

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、第３中期目標期間

において造成した繁殖性

に優れる種豚群（１腹当

たり育成頭数は概ね１

０．５頭）を繁殖性に関

係する遺伝子情報等を活

用しながら産子の選抜を

通じて能力を維持しつ

つ、種豚及び精液を供給

した。 

また、調査豚において

ＰＭＳの調査を計画どお

り実施した。 

＜評定と根拠＞ 

「Ｂ」 

 

① 第３中期目標期間に造成した繁殖性に優れる種雌豚の交配を６０頭行

い、５８頭が分娩し、生存産子６２１頭（雄３１６頭、雌３０５頭）を得

た。その育成豚５６３頭（雄２８１頭、雌２８２頭）から体型、血統、繁

殖性に関係する遺伝子情報を活用した一次選抜（雄３６頭、雌１１７頭）

を実施し、さらに、生存産子数の育種価等で二次選抜（雄１１頭、雌５６

頭）を実施し、１腹当たり育成頭数が概ね１０．５頭となる種豚群を維持

した。 

② 都道府県及び民間からの要請に応じて、大ヨークシャー種について、

種豚１３頭、精液３５０本を供給した。 

③ ＰＭＳ．Ｎｏ．の向上を目的とした改良ニーズに対応するため、調査

豚２０頭に対してＰＭＳ．Ｎｏ．判定を行った。 

 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり取組が実施

され、自己評価書の「B」

との評価結果が妥当であ

ると確認できたため「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-（１）-ウ-（エ） 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 （１）種畜・種きん等の生産・供給 ウ 豚 

（エ）実験用小型豚の精液、胚の凍結保存 
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：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（財務情報及び人員に関する情報）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

 従事人員数 954 961 976   

  （うち常勤職員） 737 737 757   

（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 
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）実験用小型豚の

精液、胚の凍結保存 
実験用小型豚につい

て、平成３２年度末ま

での民間への移管に向

け、精液や胚の凍結保

存に取り組む。 

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＞ 
実験用小型豚について、平成３２年

度末までの民間への移管に向け、精液

や胚の凍結保存に取り組み、凍結胚を

７４個作成した。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
実験用小型豚について、

平成３２年度末までの民

間への移管に向け、凍結胚

を７４個（サクラコユキ４

５個、サクラメヒコ・リヘ

ーロ８個、サクラメヒコ・

ペローン２１個）作成し

た。 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
計画どおり取組が実施され、自己

評価書の「B」との評価結果が妥当で

あると確認できたため「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-（１）-エ 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 （１）種畜・種きん等の生産・供給 エ 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 
 

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（財務情報及び人員に関する情報）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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 鶏、馬 

都道府県及び民間は、

センターから供給され

る種鶏を活用して地鶏

生産などのための国産

種鶏の生産・供給を担っ

ている。このため、セン

ターは、有用なＳＮＰ情

報などを活用しながら、

産肉性及び産卵性を重

視した種鶏生産を行い、

都道府県及び民間によ

る国産種鶏供給を支援

する。なお、都道府県及

び民間による種畜供給

が限られている農用馬

についてはけん引能力

を重視した種畜生産・供

給を行う。 
〈以下略〉 

イ 鶏、馬 

鶏について、ＳＮＰ検査等で得られた有用な遺伝子情報等を活用

しながら、産肉性及び産卵性を重視した種きん等の生産を行い、都

道府県及び民間による国産種鶏供給を支援する。 

また、都道府県及び民間による種畜供給が限られる農用馬につい

ては、けん引能力を重視した種畜生産・供給を行う。 

このため、次の取組を行う。 

（ア）鶏 

鶏について、遺伝的能力評価結果に基づく選抜、交配を行いなが

ら、次の取組を行う。 

 国産鶏種のうち、卵用の横斑プリマスロック種（ＸＳ系統）につ

いては、後期産卵率の推定育種価を概ね２％改善し、ロードアイラ

ンドレッド種（ＹＡ系統）については、産卵率等主要形質の改良を

考慮しつつ卵殻強度を高めるための選抜を行う。 

 国産鶏種のうち、肉用の白色コーニッシュ種（６０系統）につい

ては、４週齢時の体重の推定育種価を概ね５０ｇ改善し、白色プリ

マスロック種（３０系統）については、産卵率（３１～３５週齢）

の推定育種価を概ね２％改善する。 

 また、国産鶏種に関する組合せ検定を毎年度、概ね４組実施する。 

 

エ 鶏 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×１２/１
０ 

Ｃ：満点×５/１０≦合

計点＜満点×８/１０ 
Ｄ：合計点≦満点×５

／１０ 

△卵用の横斑プリマスロック種の後期 
産卵率の改善            3/2(B) 

△卵用のロードアイランドレッド種の 
選抜等の実施            2/2(B) 

△肉用の白色コーニッシュ種の選抜等 
の実施               2/2(B) 

△肉用の白色プリマスロック種の選抜 
等の実施              2/2(B) 

△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     2/2(B) 

△国産鶏種に関する組合せ検定の実施  2/2(B) 
 
 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
満点：１２Ｐ（微

項目６×２Ｐ） 
合計：１３Ｐ 
１３Ｐ／１２Ｐ

＝１.０８ 
（１０．８／１

０） 

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：13 点 =(3 点×1＋2 点

×5) 
13 点／12 点= 1.08 
△卵用の横斑ﾌﾟﾘﾏｽﾛｯｸ種の後期産卵

率の改善        3 点(A) 
△卵用のﾛｰﾄﾞｱｲﾗﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞ種の選抜等         

 2 点(B) 
△肉用の白色コーニッシュ種の選抜

等           2 点(B) 
△肉用の白色ﾌﾟﾘﾏｽﾛｯｸ種の選抜等          

2 点(B) 
△肉用の白色ﾌﾟﾘﾏｽﾛｯｸ種の新系統造

成に向けた選抜等    2 点(B) 
△国産鶏種に関する組合せ検定 

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１-２-（１）-エ-（ア） 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 （１）種畜・種きん等の生産・供給 エ 鶏 

（ア）卵用の横斑プリマスロック種の後期産卵率の改善 
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（財務情報及び人員に関する情報）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

 従事人員数 954 961 976   

  （うち常勤職員） 737 737 757   

（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 
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）卵用の横斑プリマスロッ

ク種の後期産卵率の改善 
国産鶏種のうち、卵用の横斑

プリマスロック種（ＸＳ系統）

について、後期産卵率推定育種

価の概ね２％改善に向け、遺伝

的能力評価結果に基づく選抜、

交配を行う。 

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＞ 
国産鶏種のうち、卵用の横斑プリ

マスロック種（ＸＳ系統）について、

遺伝的能力評価結果に基づく選抜、

交配を行った結果、平成２９年鶏の

後期産卵率の育種価は２６年鶏に

比べ６．０２％改善し、順調に遺伝

的能力の向上が図られている。 

＜評定と根拠＞ 
「Ａ」 

 
① 国産鶏種のうち、卵用の横斑プリマスロッ

ク種（ＸＳ系統）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った。なお、世代更新

に当たっては、後期産卵率をはじめとした産卵

率及び卵質に係る育種価を用いて選抜、交配を

行った。 
② 長期検定手法を活用することにより、２９

年鶏の後期産卵データ（４４～５９週齢）を収集

し、後期産卵率の育種価を算出した。この結果、

横斑プリマスロック種（ＸＳ系統）の２９年鶏の

育種価は、２６年鶏に比べ６．０２％改善し、順

調に遺伝的能力の改善が図られている。 

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり取組が着

実に実施した上で、29 年

度の後期産卵率の育種

価は 26 年鶏に比べ

6.02％改善した。このこ

とは昨年度評価対象の

28 年鶏の後期産卵率の

育種価の 26 年鶏のもの

比べた 4.19％改善より

大幅に改善しているこ

とから、計画を大きく上

回る成果が得られたも

のとして「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１-２-（１）-エ-（イ） 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 （１）種畜・種きん等の生産・供給 エ 鶏 

（イ）卵用のロードアイランドレッド種の選抜等の実施 
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（財務情報及び人員に関する情報）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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）卵用のロードアイランドレ

ッド種の選抜等の実施 
国産鶏種のうち、卵用のロード

アイランドレッド種（ＹＡ系統）

について、産卵率等主要形質の改

良を考慮しつつ卵殻強度を高め

るため、遺伝的能力評価結果に基

づく選抜、交配を行う。 

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＞ 

国産鶏種のうち、卵用のロードア

イランドレッド種（ＹＡ系統）につ

いて、遺伝的能力評価結果に基づく

選抜、交配を行った。 

なお、ロードアイランドレッド種

（ＹＡ系統）の平成３０年鶏の卵殻

強度の育種価は２７年鶏に比べ０．

１５kg重/cm2改善した。 

＜評定と根拠＞ 

「Ｂ」 

 

① 国産鶏種のうち、卵用のロードアイ

ランドレッド種（ＹＡ系統）について、１

年１サイクルの世代更新により系統造成

を行った。なお、世代更新に当たっては、

産卵率、卵殻強度、ハウユニットに係る

育種価を用いて選抜、交配を行った。 

② ３０年鶏の卵殻強度データを収集

し、育種価を算出した。この結果、ロード

アイランドレッド種（ＹＡ系統）の３０

年鶏の卵殻強度の育種価は、２７年鶏に

比べ０．１５kg重/cm2改善した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり取組が実施

され、自己評価書の「B」

との評価結果が妥当であ

ると確認できたため「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-（１）-エ-（ウ） 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 （１）種畜・種きん等の生産・供給 エ 鶏 

（ウ）肉用の白色コーニッシュ種の選抜等の実施 
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 

 
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）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

 従事人員数 954 961 976   

（うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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）肉用の白色コーニッシュ種

の選抜等の実施 
国産鶏種のうち、肉用の白色コ

ーニッシュ種（６０系統）につい

て、４週齢時体重推定育種価の概

ね５０ｇ改善に向け、遺伝的能力

評価結果に基づく選抜、交配を行

う。 

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＞ 
国産鶏種のうち、肉用の白色コーニ

ッシュ種（６０系統）について、遺伝

的能力評価結果に基づく選抜、交配を

行った結果、平成３０年鶏の４週齢時

体重の育種価は２８年鶏に比べ２１

ｇ改善した。 

 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① 国産鶏種のうち、肉用

の白色コーニッシュ種（６

０系統）について、３０年

鶏の４週齢時体重のデー

タを収集して育種価を算

出し、選抜、交配を行った。 
② この結果、肉用の白色

コーニッシュ種（６０系

統）の３０年鶏の４週齢時

体重の育種価は、２８年鶏

に比べ２１ｇ改善した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり取組が実施され、自己評

価書の「B」との評価結果が妥当であ

ると確認できたため「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-（１）-エ-（エ） 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 （１）種畜・種きん等の生産・供給 エ 鶏 

（エ）肉用の白色プリマスロック種の選抜等の実施 
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 

 
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）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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）肉用の白色

プリマスロック種

の選抜等の実施 
国 産 鶏 種 の う

ち、肉用の白色プ

リマスロック種

（３０系統）につ

いて、産卵率（３１

～３５週齢）推定

育種価の概ね２％

改善に向け、遺伝

的能力評価結果に

基づく選抜、交配

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＞ 
国産鶏種のうち、肉用の白色

プリマスロック種（３０系統）

について、遺伝的能力評価結果

に基づく選抜、交配を行った結

果、平成３０年鶏の産卵率（３

１～３５週齢）の育種価は２８

年鶏に比べ１．２％改善した。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① 国産鶏種のうち、肉用

の白色プリマスロック種

（３０系統）について、３

０年鶏の産卵率（３１～３

５週齢）データを収集して

育種価を算出し、選抜、交

配を行った。 
② この結果、肉用の白色

プリマスロック種（３０系

統）の３０年鶏の産卵率

（３１～３５週齢）の育種

価は、２８年鶏に比べ１．

２％改善した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり取組が実施され、自己評価書の「B」との評価

結果が妥当であると確認できたため「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-（１）-エ-（オ） 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 （１）種畜・種きん等の生産・供給 エ 鶏 

（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 
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 

 
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）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   

（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 
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）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 
上記の取組に加え、

国産鶏種のうち、肉用

の白色プリマスロック

種について、産肉性等

を改善するため、新た

な系統の造成に向けた

選抜、交配を行う。 

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＞ 
国産鶏種のうち、肉用の白

色プリマスロック種につい

て、遺伝子情報を活用して、

羽色を固定するとともに、産

肉性等を改善するため、新た

な系統の造成に向けた選抜、

交配を行った。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① 国産鶏種のうち、劣性白遺伝子を有する肉用の白

色プリマスロック種（１３３０系統）は、赤色羽装の

鶏と交配すると、その後代の羽装は大部分で赤色とな

るが、まれに黒色となるものが現れる。この原因とし

て、一部の個体が有する黒色拡張遺伝子によることが

判明している。 
② 劣性白遺伝子を有する白色プリマスロック種（１

３３０系統）について、増体能力の向上及び家系数の

維持を考慮しながら、遺伝子解析技術を活用し、黒色

拡張遺伝子を持たない個体のみを選抜し、羽色を固定

した。 
③ この結果、平成３０年鶏について、劣性白で赤色

遺伝子をホモで有する割合は１００％となった。 
 
 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり取組が実

施され、自己評価書の

「B」との評価結果が妥

当であると確認できた

ため「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-（１）-エ-（カ） 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 （１）種畜・種きん等の生産・供給 エ 鶏 

（カ）国産鶏種に関する組合せ検定の実施 
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：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（財務情報及び人員に関する情報）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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）国産鶏種に関する

組合せ検定の実施 
国産鶏種に関する組合

せ検定について、概ね４

組実施するとともに、終

了した組合せ検定結果を

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＞ 
国産鶏種に関して、鶏

改良推進中央協議会等の

会議での要望を考慮の上

決定した、５組の組合せ

検定を行い、育成成績、

産卵成績等を収集、公表

した。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① 平成３０年度はセンターが保有する国産鶏種を利用

して、鶏改良推進中央協議会等の会議での要望を考慮の

上決定した５組の組合せ検定を行った。また、検定実施状

況（途中経過）を同協議会にて報告した。検定については

６４週齢まで実施予定のため、平成３１年６月までデー

タの収集を引き続き行う。 
② 検定が終了した平成２９年度の組み合わせ検定結果

について、鶏改良推進中央協議会に報告するとともに、セ

ンターのホームページで公表した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり取組が実施さ

れ、自己評価書の「B」との評

価結果が妥当であると確認で

きたため「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-（１）-オ 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 （１）種畜・種きん等の生産・供給 オ 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：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（財務情報及び人員に関する情報）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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 
純粋種農用馬であるブ

ルトン種及びペルシュロ

ン種について、けん引能力

を特に重視した改良に取

り組むこととし、人工授精

技術を活用した効率的な

繁殖を行うとともに、繁殖

及び発育ステージに応じ

た飼料設計技術の活用に

より繁殖馬や生産馬の適

切な飼養管理を行いつつ、

けん引能力に関連のある

馬格をもとに種雄馬候補

を毎年度、概ね６頭作出す

る。 

オ 馬 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 

△ブルトン種等の選抜等の実施    2/2(B) 
△ブルトン種等の種雄馬候補の作出  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＞ 
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：4 点（微項目 2×2 点） 
合計点：4 点 =(2 点×2) 
4 点／4 点= 1.0 
△ブルトン種等の選抜等の実施 2 点(B) 
△ブルトン種等の種雄馬候補の作出 

             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１-２-（１）-オ-（ア） 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 （１）種畜・種きん等の生産・供給 オ 馬 

（ア）ブルトン種等の選抜等の実施 
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 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 

 
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）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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）ブルトン種等の

選抜等の実施 
純粋種農用馬である

ブルトン種及びペルシ

ュロン種の雄の１歳馬

について、けん引能力

を特に重視した改良に

取り組むこととし、人

工授精技術を活用した

効率的な繁殖を行うと

ともに、繁殖及び発育

ステージに応じた飼料

設計技術の活用により

繁殖馬や生産馬の適切

な飼養管理を行いつ

つ、けん引能力に関連

のある馬格をもとに３

分の１程度を選抜す

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＞ 
純粋種農用馬であるブルトン種及

びペルシュロン種の雄の１歳馬につ

いて、けん引能力を特に重視した改良

に取り組むこととし、人工授精技術を

活用した効率的な繁殖を行うととも

に、繁殖及び発育ステージに応じた飼

料設計技術の活用により繁殖馬や生

産馬の適切な飼養管理を行いつつ、け

ん引能力に関連のある馬格をもとに、

雄の当歳馬２７頭から１歳馬候補と

して１４頭を選抜した。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① 人工授精技術を活用した効率

的な繁殖を行うため、人工授精用精

液を種雄馬６頭から採取し、採取し

た精液を用いて雌馬８２頭に人工

授精を行い６７頭の受胎を確認し

た。 
② ＮＲＣ飼養標準を用いて繁殖

及び発育ステージに応じた飼料給

与設計を行うことにより繁殖馬や

生産馬の適切な飼養管理を行った。 
③ 馬格の優れた雄の当歳馬が多

く生産されたことから１歳馬候補

として１４頭を選抜した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
計画どおり取組が実施され、自

己評価書の「B」との評価結果が妥

当であると確認できたため「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-（１）-オ-（イ） 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 （１）種畜・種きん等の生産・供給 オ 馬 

（イ）ブルトン種等の種雄馬候補の作出 
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：０１７０ 

 
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）（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 
 種雄馬候補

の作出頭数 
種雄馬候補

を概ね６頭

作出する 

  
８頭 

 
６頭 

 
８頭 

   予算額（千円） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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）ブルトン種等の種雄馬候補の

作出 
純粋種農用馬であるブルトン種

及びペルシュロン種の雄の２歳馬

について、けん引能力を特に重視し

た改良に取り組むこととし、人工授

精技術を活用した効率的な繁殖を

行うとともに、繁殖及び発育ステー

ジに応じた飼料設計技術の活用に

より繁殖馬や生産馬の適切な飼養

管理を行いつつ、けん引能力に関連

のある馬格をもとに種雄馬候補を

概ね６頭作出する。 

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、１１

０％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＞ 
純粋種農用馬であるブル

トン種及びペルシュロン種

の雄の２歳馬について、け

ん引能力を特に重視した改

良に取り組むこととし、人

工授精技術を活用した効率

的な繁殖を行うとともに、

繁殖及び発育ステージに応

じた飼料設計技術の活用に

より繁殖馬や生産馬の適切

な飼養管理を行いつつ、け

ん引能力に関連のある馬格

をもとに、雄の２歳馬から

種雄馬候補として８頭作出

した。また、６頭の２歳馬を

種雄馬として供給した。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① 人工授精技術を活用した効率的な繁殖を行

うため、人工授精用精液を種雄馬６頭から採取

し、採取した精液を用いて雌馬８２頭に人工授精

を行い６７頭の受胎を確認した。 
② ＮＲＣ飼養標準を用いて繁殖及び発育ステ

ージに応じた飼料給与設計を行うことにより繁

殖馬や生産馬の適切な飼養管理を行った。 
③ けん引能力に関連のある馬格と精液性状の

検査結果をもとに、雄の２歳馬から種雄馬候補と

して８頭作出し、そのうち６頭を種雄馬として供

給した。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 
計画どおり取組が実施さ

れ、自己評価書の「B」との評

価結果が妥当であると確認で

きたため「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-（１）-カ 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 （１）種畜・種きん等の生産・供給 カ 育種素材のリスク分散への取組 
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 

 
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）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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 育種素材のリスク分散への取組 
 家畜伝染性疾病の侵入等により貴重

な育種素材を失うことがないよう、乳

用牛、肉用牛（黒毛和種）、豚及び鶏の

主要な育種素材について、複数の牧場

等を活用し、リスク分散に取り組む。こ

のため原則として、乳用牛は新冠牧場

及び岩手牧場、黒毛和種は十勝牧場、奥

羽牧場、鳥取牧場及び宮崎牧場、豚は茨

城牧場及び宮崎牧場、鶏は岡崎牧場及

び兵庫牧場でそれぞれけい養を行う。 

カ 育種素材のリス

ク分散への取組 
家畜伝染性疾病の

侵入等により貴重な

育種素材を失うこと

がないよう、次の取

組を行う。 

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 
 
 

△ホルスタイン種のリスク分散  2/2(B) 
△黒毛和種のリスク分散     2/2(B) 
△豚のリスク分散        2/2(B) 
△鶏のリスク分散        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（微項目 4×2 点） 
合計点：8 点 =(2 点×4) 
8 点／8 点= 1.0 
△ホルスタイン種のリスク分散      

2 点(B) 
△黒毛和種のリスク分散 2 点(B) 
△豚のリスク分散   2 点(B) 
△鶏のリスク分散   2 点(B) 
 

 
４．その他参考情報 
 
 
 



78 
 

１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１-２-（１）-カ-（ア） 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 （１）種畜・種きん等の生産・供給 カ 育種素材のリスク分散への取組 

（ア）ホルスタイン種のリスク分散 
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、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 

 
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）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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）ホルスタイン種のリスク

分散 
ホルスタイン種について、リ

スク分散のため主要な系統を、

原則として新冠牧場及び岩手

牧場の２牧場でけい養を行う。 

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＞ 
ホルスタイン種について、リス

ク分散のため主要な系統を、新冠

牧場及び岩手牧場の２牧場でけ

い養を行った。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① ホルスタイン種について、５系統（チーフ系、エレベー

ション系、アウタンドアウト系、アイバンホー系、ロックマ

ン系）の父系のうち、主要なチーフ系及びエレベーション系

の２系統について、新冠牧場及び岩手牧場の２牧場でけい養

した。 
② 主要２系統を維持できるよう交配計画を作成し、チーフ

系を新冠牧場で６３頭、岩手牧場で７５頭、エレベーション

系を新冠牧場で８８頭、岩手牧場で１１１頭生産した。 

評定 Ｂ 
<評定に至った理由> 
 計画どおり取組が

実施され、自己評価書

の「B」との評価結果

が妥当であると確認

できたため「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-（１）-カ-（イ） 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 （１）種畜・種きん等の生産・供給 カ 育種素材のリスク分散への取組 

（イ）黒毛和種のリスク分散 
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、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 

 
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）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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）黒毛和種のリスク分散 
黒毛和種について、リスク分散の

ため主要な系統を、原則として十勝

牧場、奥羽牧場、鳥取牧場及び宮崎

牧場の４牧場でけい養を行う。 

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＞ 
黒毛和種について、リスク分

散のため主要な系統を、十勝牧

場、奥羽牧場、鳥取牧場及び宮

崎牧場の４牧場でけい養を行

った。 

 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① 黒毛和種について、リスク分散のため主要

な系統を十勝牧場、奥羽牧場、鳥取牧場及び宮

崎牧場の４牧場でけい養した。 
② 主要な系統を４牧場で維持するため、各牧

場で生産された凍結胚を相互に配置した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり取組が実

施され、自己評価書の

「B」との評価結果が妥

当であると確認できた

ため「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-（１）-カ-（ウ） 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 （１）種畜・種きん等の生産・供給 カ 育種素材のリスク分散への取組 

（ウ）豚のリスク分散 
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、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（財務情報及び人員に関する情報）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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）豚のリスク分散 
豚について、リスク分散のた

め主要な品種を、原則として茨

城牧場及び宮崎牧場の２牧場で

けい養を行う。また、リスク分散

を強化するため、凍結胚を作成

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

＞ 
豚について、リ

スク分散のため主

要な品種を、茨城

牧場及び宮崎牧場

の２牧場でけい養

を行った。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① リスク分散のため、主要な品種であるデュロック種及

び大ヨークシャー種について、茨城牧場及び宮崎牧場の２

牧場でけい養を行った。 
 また、ランドレース種については茨城牧場でけい養する

とともに、本所にて、凍結精液及び凍結胚を保管した。 
② リスク分散を強化するため、凍結胚を３２４個（デュロ

ック種７９個、大ヨークシャー種２４５個）作成した。 
また、大ヨークシャー種については茨城牧場で作成した

凍結胚４３個を本所に管理換するとともに、本所にて、１腹

（１５個）に移植した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
計画どおり取組が実施され、自己

評価書の「B」との評価結果が妥当

であると確認できたため「B」評定

とした。 

 
４．その他参考情報 
 
 
 

 



81 
 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１-２-（１）-カ-（エ） 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 （１）種畜・種きん等の生産・供給 カ 育種素材のリスク分散への取組 

（エ）鶏のリスク分散 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、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 

 
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）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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）鶏のリスク分散 
 鶏について、リスク分散の

ため主要な国産鶏種を、原則

として岡崎牧場及び兵庫牧場

の２牧場でけい養を行う。ま

た、リスク分散を強化するた

め、凍結精液を作成する。 

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＞ 

鶏について、リスク分散

のため主要な国産鶏種を、

岡崎牧場及び兵庫牧場の

２牧場でけい養した。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① 鶏について、リスク分散のため主要な国産鶏種を

岡崎牧場及び兵庫牧場の２牧場でけい養した。 
② リスク分散を強化するため、凍結精液生産計画を

策定し、平成３０年度は主要系統のうち、卵用鶏ＬＡ系

統１００本、肉用鶏９８１系統１００本の凍結精液を

作成した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり取組が実施され、自

己評価書の「B」との評価結果が妥

当であると確認できたため「B」評

定とした。 
 

 
４．その他参考情報 
 
 
 



82 
 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１-２-（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 （２）６次産業化の推進等に対応した育種素材の提供等 

 
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：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（財務情報及び人員に関する情報）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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）６次産業化の推進

等に対応した育種素材の

提供等 

 ６次産業化の推進や多

様なニーズに応える国産

畜産物の供給を支援する

ため、国内での種畜の供

給体制が銭弱なめん山羊

や日本短角種をはじめと

した特色ある家畜等につ

いて、種畜の生産・供給業

務を行っている都道府

県・民間からの育種素材

の提供や技術指導等の技

術的支援に関する要請が

あった場合、できる限り

対応する。 

〈以下略〉 

（２）６次産業化の推進等に対応した育種素材

の提供等 
６次産業化の推進や多様な消費者のニーズに

応える国産畜産物の供給を支援するため、国内

での種畜の供給体制が脆弱な以下の家畜等につ

いて、種畜等の生産・供給業務を行っている都道

府県・民間から育種素材の提供や技術指導等の

技術的支援に関する要請に、できる限り対応す

る。このため、めん山羊について、現有のサフォ

ーク種及び日本ザーネン種を維持する。日本短

角種（王将系、蓋世系、雲豊系、春梅系及び南富

系）について、都道府県等の系統保有状況を勘案

し系統数を見直しながら維持する。豚について、

特色ある品種である現有の中ヨークシャー種及

び梅山豚を維持する。鶏について、特色ある品

種・系統である現有の軍鶏、合成軍鶏、横斑プリ

マスロック種、烏骨鶏、アロウカナ種等を維持す

る。 

（２）６次産業化の推進等

に対応した育種素材の提供

等 
国内での種畜の供給体制

が脆弱な家畜等について、

種畜等の生産・供給業務を

行っている都道府県・民間

から育種素材の提供や技術

指導等の技術的支援に関す

る要請に、できる限り対応

するため、次の取組を行う。 

 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 

〈主要な業務実績〉 
□めん山羊    2/2(B) 
□日本短角種   2/2(B) 
□豚       2/2(B) 
□鶏       2/2(B) 
□技術的支援   3/2(A) 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
満点：１０Ｐ（細

項目５×

２Ｐ） 
合計：１１Ｐ 
１１Ｐ／１０Ｐ

＝１．１ 
（１１／１０） 

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：10 点（細項目 5×
2 点） 
合計点：11 点=(3 点×1
＋2 点×4) 
10 点／10 点= 1.0 
□めん山羊      2 点(B) 
□日本短角種     2 点(B) 
□豚             2 点(B) 
□鶏             2 点(B) 
□技術的支援   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１-２-（２）-ア 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 （２）６次産業化の推進等に対応した育種素材の提供等 

ア めん山羊 
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：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（財務情報及び人員に関する情報）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

 従事人員数 954 961 976   

           （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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 めん山羊 
めん山羊につい

て、現有のサフォ

ーク種及び日本ザ

ーネン種を維持す

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＞ 
めん山羊について、現有のサフォーク種及び日

本ザーネン種を維持した。 

＜評定と根拠＞  
「Ｂ」 

 
① めん羊について、繁殖

計画に沿って交配等を着

実に実施するなどして、サ

フォーク種を維持した。 
② 山羊について、繁殖計

画に沿って交配等を着実

に実施するなどして、日本

ザーネン種を維持した。 
③ 関係団体が開催する

めん山羊に関する各種会

議に参画し、技術的助言、

意見・情報交換を行った 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり取組が実

施され、自己評価書の

「B」との評価結果が妥

当であると確認できた

ため「B」評定とした。 

 
４．その他参考情報 
 
 
 

 



84 
 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１-２-（２）-イ 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 （２）６次産業化の推進等に対応した育種素材の提供等 

イ 日本短角種 
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（財務情報及び人員に関する情報）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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 日本短角種 
日本短角種（王将系、蓋世

系、雲豊系、春梅系及び南富

系）について、系統保有状況

について都道府県等と意見・

情報交換を行い、必要に応じ

て系統数を見直しつつ維持す

るとともに、凍結胚を確保す

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＞ 
日本短角種（王将系、蓋世系、雲豊

系、春梅系及び南富系）について、系

統保有状況等について都道府県等と

意見・情報交換を行うとともに、凍結

胚を確保した。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① 都道府県、関係団体及び学識経験者の

参画を得て、「日本短角種の振興に係る意見

交換会」を開催し、日本短角種（王将系、蓋

世系、雲豊系、春梅系及び南富系）について、

系統保有状況、産肉能力検定の実施状況、種

雄牛の供用状況等について意見・情報交換

を行ったほか、センターにおける育種素材

の確保に係る取組について説明を行い、意

見・情報交換を行った。 
② 凍結胚を１２個確保した。 
③ 都道府県、関係団体が開催する日本短

角種に関する各種会議に参画し、技術的助

言、意見・情報交換等を行った。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
  計画どおり取組が実施され、自

己評価書の「B」との評価結果が妥

当であると確認できたため「B」評

定とした。 
 

 

 
４．その他参考情報 
 
 
 



85 
 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１-２-（２）-ウ 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 （２）６次産業化の推進等に対応した育種素材の提供等 

ウ 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（財務情報及び人員に関する情報）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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 豚 
豚について、特色ある

品種である現有の中ヨー

クシャー種及び梅山豚を

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＞ 
豚について、特色ある品種である現

有の中ヨークシャー種及び梅山豚を維

持した。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
豚について、繁殖

計画に沿って交配等

を着実に実施するな

どして、中ヨークシ

ャー種及び梅山豚を

維持した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
計画どおり取組が実施され、

自己評価書の「B」との評価結果

が妥当であると確認できたため

「B」評定とした。 

 
４．その他参考情報 
 
 
 



86 
 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１-２-（２）-エ 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 （２）６次産業化の推進等に対応した育種素材の提供等 

エ 鶏 
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（財務情報及び人員に関する情報）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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 鶏 
鶏について、特

色ある品種・系統

である軍鶏、合成

軍鶏、横斑プリマ

スロック種、烏骨

鶏及びアロウカ

ナ種等を維持す

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＞ 
鶏について、特色ある品種・系統である軍鶏、合成軍鶏、横斑

プリマスロック種、烏骨鶏及びアロウカナ種を維持した。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
特色ある品種・系

統である軍鶏、合成

軍鶏、横斑プリマス

ロック種、烏骨鶏及

びアロウカナ種につ

いて、繁殖計画に沿

って交配等を着実に

実施するなどして維

持した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり取組が実施さ

れ、自己評価書の「B」との

評価結果が妥当であると確

認できたため「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-（２）-オ 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 （２）６次産業化の推進等に対応した育種素材の提供等 

オ 技術的支援 
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（財務情報及び人員に関する情報）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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  技術的支

援 
上記の家畜

等について、種

畜等の生産・供

給業務を行っ

ている都道府

県・民間から育

種素材の提供

や技術指導等

の技術的支援

に関する要請

があった場合

には、できる限

り対応する。 

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＞ 
上記の家畜等について、

種畜等の生産・供給業務を

行っている都道府県・民間

からの育種素材の提供や技

術指導等の技術的支援に関

する要請に、できる限り対

応した。とくに、めん山羊に

ついては、我が国における

稀少な専門機関として、め

ん山羊の飼養農家に対する

技術的な支援のみならず、

草刈り用等に利用する小学

校などの初心者に対する調

達方法や初歩的な飼養衛生

管理について助言し、適切

な管理を促した。 

＜評定と根拠＞ 
「Ａ」 

 
① めん羊について、種畜等の生産・供給業務を行っている大学及び生産者からの要請に応じて、育種素材として、生体７

頭（雌７頭）及び精液１０本を提供した。 
② 山羊について、種畜等の生産・供給業務を行っている都道府県及び生産者からの要請に応じて、育種素材として、生体

３３頭（雄１３頭、雌２０頭）及び精液２４０本を提供した。 
③ めん山羊については、我が国における稀少な専門機関として、めん山羊の飼養農家に対する技術的な支援のみならず、

草刈り用等に利用する小学校などの初心者に対する調達方法や初歩的な飼養衛生管理について助言し、適切な管理を促し

た。 
④ 日本短角種について、種畜等の生産・供給業務を行っている関係団体、大学及び生産者からの要請に応じて、育種素材

として、精液３３９本を提供した。また、都道府県や関係団体が開催する家畜改良等に関する各種会議に参画し、技術的助

言等を行った。 
⑤ 豚（中ヨークシャー種及び梅山豚）について、種畜等の生産・供給業務を行っている都道府県、高校及び生産者からの

要請に応じて、育種素材として、生体１６頭（雄７頭、雌９頭）及び精液２４１本を提供した。 
⑥ 鶏について、種畜等の生産・供給業務を行っている都道府県及び民間からの要請に応じて、育種素材として、種卵１３

９，１０８個、種すう等９，５１２羽を提供した。 

評定 B 
＜評定に至った理

由＞ 
 計画どおり取組

を着実に実施し、特

にめん羊について

の問合せ対応が前

年度比１．２倍に増

加し、関心が高まる

中適切に対応した

ことは評価できる

が、顕著な業績増加

になっているとは

言い難いことから

「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-（３） 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 （３）家畜等の多様な遺伝資源の確保・利用 

 
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 
行政事業レビューシート事業番号：０１７０ 

 
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）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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）家畜等の多様な遺伝資源

の確保・利用 
 消費者の畜産物に対する多様

なニーズに対応するとともに、

我が国固有の遺伝資源である和

牛等について、近交係数の高ま

りの抑制に資する種畜の生産等

を行うためには、多様な遺伝子

を持つ家畜等を確保し利用して

いく必要がある。このため、セ

ンターは、関係機関とも連携し、

家畜の多様な遺伝資源の収集・

確保及び利用に取り組むことと

する。 
〈以下略〉 
 

（３）家畜等の多様な

遺伝資源の確保・利用 
消費者の畜産物に

対する多様なニーズ

に対応するとともに、

我が国固有の遺伝資

源である和牛等につ

いて、近交係数の高ま

りの抑制に資する種

畜の生産等を行うた

めには、多様な遺伝子

を持つ家畜等を確保

し利用していく必要

があることから、次の

取組を行う。 

（３）家畜等の多様な

遺伝資源の確保・利用 
 

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 

〈主要な業務実績〉 
□家畜遺伝資源の保存    2/2(B) 
□多様な遺伝資源の活用  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＞ 
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 
□ 家 畜 遺 伝 資 源 の 保 存           

2 点(B) 
□ 多 様 な 遺 伝 資 源 の 活 用           
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１-２-（３）-ア 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 （３）家畜等の多様な遺伝資源の確保・利用 

ア 家畜遺伝資源の保存 
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：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：０１７０ 

 
２．主要な経年データ 
 ② 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）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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 家畜遺伝資

源の保存 
国立研究開発

法人農業・食品

産業技術総合研

究機構（以下「農

研機構」とい

う。）が行うジー

ンバンク事業に

協力し、家畜遺

伝資源の保存に

取り組む。 

ア 家畜遺伝資源の保存 
国立研究開発法人農業・食

品産業技術総合研究機構（以

下「農研機構」という。）が行

うジーンバンク事業に協力

し、家畜遺伝資源の保存に取

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＞ 

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

ある農研機構遺伝資源

センターと連携しつ

つ、８牧場で分担し、遺

伝資源の新規収集１

点、追加収集６点、継続

保存９２点、及び特性

調査１０点を行い、計

画どおり実施した。 

＜評定と根拠＞ 

「Ｂ」 

 

① 遺伝資源の収集について、新規収集はめん羊１点、追加収集は

めん羊３点、豚１点及び鶏２点の合計６点を実施した。 

② 遺伝資源の継続保存について、牛２４点、馬７点、めん羊１７

点、山羊１９点、豚４点、鶏１７点、及びウサギ４点の合計９２点

の保存を平成２８年度に引き続き実施した。 

③ 特性調査について、山羊１点及び鶏９点の合計１０点を実施し

た。 

④ 農研機構遺伝資源センターからの遺伝資源送付依頼に基づき、

茨城牧場長野支場から東京農工大学に対して山羊生体２頭及び兵庫

県立農業高等学校に対しアンゴラウサギの受精卵６個を送付した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
  計画どおり取組が実施さ

れ、自己評価書の「B」との評

価結果が妥当であると確認で

きたため「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-（３）-イ 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 （３）家畜等の多様な遺伝資源の確保・利用 

イ 多様な遺伝資源の活用 
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 
行政事業レビューシート事業番号：０１７０ 

 
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）（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） 5,517,617 5,752,754 6,031,393   

 決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878   

 経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921   

 経常利益（千円） 6,274,603 6,013,180 6,046,891   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－２にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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 多様な遺伝資源の

活用 
黒毛和種について、

近交係数の高まりを抑

制する種畜生産を行う

ため、遺伝資源の探索

を行い基礎となる４系

統群・５希少系統に関

係する多様な育種素材

を導入し、遺伝的に特

徴ある優良な牛群を整

備する。また、当該牛群

を活用し、増体性等に

特長を持つ候補種雄牛

の作出に取り組む。（再

掲） 

イ 多様な遺伝資源の活

用 
黒毛和種について、近

交係数の高まりを抑制す

る種畜生産を行うため、

遺伝資源の探索を行い、

基礎となる４系統群・５

希少系統に関係する多様

な育種素材を導入し、遺

伝的に特徴ある優良な牛

群を整備する。また、当

該牛群を活用し、遺伝的

多様性の確保に必要な系

統の維持に係る候補種雄

牛や増体性等に特長を持

つ候補種雄牛の作出に取

り組む。（再掲） 

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＞ 

黒毛和種について、近交係

数の高まりを抑制する種畜生

産を行うため、遺伝資源の探

索を行い、基礎となる４系統

群・５希少系統に関係する多

様な育種素材を導入し、遺伝

的に特徴ある優良な牛群を整

備した。また、当該牛群を活

用し、遺伝的多様性の確保に

必要な系統の維持に係る候補

種雄牛や増体性等に特長を持

つ候補種雄牛の作出に取り組

み、計画どおり実施した。（再

掲） 

＜評定と根拠＞ 

「Ｂ」 

 

① 育種素材の収集については、黒毛和種の基礎となる４系統群や５希少系統に

係る遺伝子保有確率、血統等を考慮し、都道府県、関係団体、農協等から精液２,

１４３本、受精卵７５個及び雌牛１４頭を選定・導入し、計画交配することによ

り、遺伝的に特徴ある優良な牛群を整備した。 

② 遺伝的に特徴ある優良な牛群を活用し、種畜作出用として生産した雄子牛の

中から、遺伝子保有確率、遺伝的能力評価等により選抜した遺伝的多様性の確保

や増体性等に特長を持つ３８頭を候補種雄牛として作出した。 

③ 遺伝子保有確率及び血統により分類した増体性等に特長を持つ鳥取県系統群

に属し、直接検定を実施した９頭は、直接検定時の１日当たり増体量の平均値が

１．１８ｋｇであった。（再掲） 

 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理

由＞ 
 計画どおり取組

が実施され、自己

評価書の「B」との

評価結果が妥当で

あると確認できた

ため「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１-３ 第 1 業務の質の向上 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 
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：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１７０ 

 
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）（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） 335,785 377,517 399,302   

 決算額（千円） 373,700 355,934 361,815   

 経常費用（千円） 384,792 365,558 373,692   

 経常利益（千円） 399,588 383,050 386,665   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 331,628 312,179 335,474   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－３にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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 
酪肉基本方針等に示された高品質で低コストな

国産粗飼料の生産・利用の拡大を推進し、飼料自

給率の向上を図るためには、飼料作物の優良品種

の普及による草地改良の推進や水田を活用した良

質な粗飼料の生産・利用の拡大を図ること等が必

要である。具体的には、国土が南北に長い我が国

の多様な気候に適応し、温暖化にも対応した高収

量性、病害抵抗性、耐倒伏性等の特徴を持つ飼料

作物の優良品種の普及に必要な種苗の生産・供給

が安定的に行われることが重要である。このため

センターは、これまでに培った飼料作物種苗の生

産・供給に関する厳格な栽培管理技術や高度な収

穫調製技術を駆使するとともに、豊富な種苗生産

ほ場を活用して原種子の生産・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。 

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 
 

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 
 

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 
 

〈主要な業務実績〉 
◇飼料作物種苗の生産・

供給     2/2(B) 
◇飼料作物優良品種の普

及支援    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：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＞ 
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 
◇飼料作物種苗の生産・供給   

2 点(B) 
◇飼料作物優良品種の普及支

援        2 点(B) 
◇飼料作物の遺伝資源の保存           

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１-３-（１） 第 1 業務の質の向上 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 （１）飼料作物種苗の生産・供給 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、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：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（財務情報及び人員に関する情報）（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） 335,785 377,517 399,302   

 決算額（千円） 373,700 355,934 361,815   

 経常費用（千円） 384,792 365,558 373,692   

 経常利益（千円） 399,588 383,050 386,665   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 331,628 312,179 335,474   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－３にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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）飼料作物種苗の生産・供給 

我が国の多様な気候に適した国内育成

品種の定着をさらに進める必要があるこ

とから、新品種・系統など優良品種の種苗

が安定的に供給されるよう、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。なお、

これら業務を的確に実施するため、栽培

管理技術や収穫調製技術の向上・定着を

図るとともに、国、都道府県、関係団体等

との意見・情報交換を踏まえ、必要に応じ

て生産対象品種・系統の見直しを行うも

のとする。  

また、飼料用稲種子については、都道府

県による生産供給を補完し、全国におけ

る種子の安定供給を確保するため、関係

機関と連携しつつ生産を行う。 

〈以下略〉 

 

（１）飼料作物種苗の

生産・供給 
我が国の多様な気

候に適した国内育成

品種の定着をさらに

進めるため、寒地型、

温地型及び暖地型の

品種について、十勝牧

場、長野支場及び熊本

牧場においてこれま

でに培った飼料作物

種苗の生産・供給に関

する厳格な栽培管理

技術や高度な収穫調

製技術を最大限活用

するとともに、豊富な

種苗生産ほ場を用い

て、次の取組を行う。 

（１）飼料作

物種苗の生

産・供給 
 

 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 

□ 飼 料 作 物 種 苗 の 増 殖   

2/2(B) 
□ 飼 料 用 稲 種 子 の 生 産   
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＞ 
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 
□飼料作物種苗の増殖        2 点(B) 
□飼料用稲種子の生産        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１-３-（１）-ア 第 1 業務の質の向上 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 （１）飼料作物種苗の生産・供給 ア 飼料作物種苗の増殖 
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：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（財務情報及び人員に関する情報）（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） 335,785 377,517 399,302   

 決算額（千円） 373,700 355,934 361,815   

 経常費用（千円） 384,792 365,558 373,692   

 経常利益（千円） 399,588 383,050 386,665   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 331,628 312,179 335,474   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－３にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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 飼料作物種苗の増殖 

飼料作物について、新品種・系統

など優良品種の種苗が海外増殖を

経て国内に安定的に供給されるよ

う、ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）

品種証明制度に基づく要件に適合

した種苗の増殖を行う。なお、これ

ら業務を的確に実施するため、職員

への技術研修の実施等により栽培

管理技術や収穫調製技術の向上・定

着を図る。また、国、都道府県、関

係団体等との意見・情報交換を踏ま

え、必要に応じて生産対象品種・系

統の見直しを行いつつ、毎年度、概

ね９５品種・系統を生産対象とす

る。 
 

ア 飼料作物種苗

の増殖 
 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 

〈主要な業務実績〉 
△ＯＥＣＤ品種証明制度に基づく要件に 
適合した種苗の増殖          2/2(B) 

△生産対象品種・系統の選定       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＞ 
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：4 点（微項目 2×2 点） 
合計点：4 点=(2 点×2) 
4 点／4 点= 1.0 
 
△ＯＥＣＤ品種証明制度に基づく要

件に適合した種苗の増殖   2 点

(B) 
△生産対象品種・系統の選定 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１-３-（１）-ア-（ア） 第 1 業務の質の向上 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 （１）飼料作物種苗の生産・供給 ア 飼料作物種苗の増殖 

（ア）OECD 品種証明制度に基づく要件に適合した種苗の増殖 
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：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（財務情報及び人員に関する情報）（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） 335,785 377,517 399,302   

 決算額（千円） 373,700 355,934 361,815   

 経常費用（千円） 384,792 365,558 373,692   

 経常利益（千円） 399,588 383,050 386,665   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 331,628 312,179 335,474   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－３にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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）ＯＥＣＤ品種証明制

度に基づく要件に適合し

た種苗の増殖 
飼料作物種苗について、

職員への技術研修等によ

り栽培管理技術や収穫調

製技術の向上・定着を図り

つつ、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種苗の増

殖を行い、新たに１４品種１

０．７トンの種苗を生産し、

過年度生産分も含め２０品種

７.５トンの種苗を供給した。

また、職員の技術研修を計画

どおり実施し、栽培管理技術

や収穫調製技術の向上・定着

を図った。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① （国研）農業・食品産業技術総合研究機構等が育成した品種につい

て、当該品種の増殖に求められる最適条件に応じて多様な栽培管理技

術や収穫調製技術を駆使して増殖を行い、ＯＥＣＤ品種証明制度に基

づく要件に適合した高品質の種苗を新たに１３品種４．９トン生産し

た。 
② 海外での二次増殖を経て国内供給を担う実需者等に向けて、過年

度生産分も含め３８品種３.２トンの種苗を供給した。 
③ 職員の技術研修について、計画に沿って、栽培管理・収穫調製の実

務を通じて得られた多様なデータに基づいて、低収量・低品質を招く要

因について認識・理解を深める問題解決指向の研修を実施した。 
 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
計画どおり取組が実施さ

れ、自己評価書の「B」との

評価結果が妥当であると確

認できたため「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１-３-（１）-ア-（イ） 第 1 業務の質の向上 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 （１）飼料作物種苗の生産・供給 ア 飼料作物種苗の増殖 

（イ）生産対象品種・系統の選定 
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：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（財務情報及び人員に関する情報）（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 
生産対象と

なる品種・系

統数 

概ね 95 品

種・系統 
 

  
96 品種・

系統 
 

 
93 品種・ 
系統 
 

 
92 品種・ 
系統 
 

   予算額（千円） 335,785 377,517 399,302   

 決算額（千円） 373,700 355,934 361,815   

 経常費用（千円） 384,792 365,558 373,692   

 経常利益（千円） 399,588 383,050 386,665   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 331,628 312,179 335,474   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－３にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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）生産対象品種・系

統の選定 
飼料作物種苗の生産対

象品種・系統について、

国、都道府県、関係団体

等との意見・情報交換を

踏まえ、必要に応じて見

直しを行いつつ、概ね９

５品種・系統とする。 

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、１

１０％未満 
Ｃ：計画の７０％以上、９

０％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＞ 
飼料作物種苗の生産対象品種・系統

について、国、都道府県、関係団体等

との意見・情報交換を踏まえ、新たに

育成された３品種・系統を追加すると

ともに、旧来の４品種・系統を削除す

るなどの見直しを行い、９２品種・系

統とした。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① 飼料作物種苗の生産対象品種・系統について、国等の行政

部門、農研機構等の育成者、販売を担う実需者等からの情報に

基づき、新たに育成された品種・系統については訴求点となる

特性等に照らした普及の有望性等に着目して、旧来の品種・系

統については近年の流通量等に照らした需要の消長等に着目

して候補を選定し、３品種・系統を追加、４品種・系統を削除

するなどの見直しを行い、９２品種・系統とした。 

② 新たに育成された品種・系統については、夏枯れしにくく

夏季の生産性に優れるペレニアルライグラス「夏ごしペレ」及

び、紫斑点病抵抗性を持つソルガム「九州交７号」の種子親

「JNK-2」及び花粉親「JNK-MS-7A」を追加し、旧来の品種・系

統については、種子流通調査等から近年の流通実績がなく需

要が衰退したと見られる品種・系統を削除した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり取組が実

施され、自己評価書の

「B」との評価結果が

妥当であると確認でき

たため「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１-３-（１）-イ 第 1 業務の質の向上 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 （１）飼料作物種苗の生産・供給 イ 飼料用稲種子の生産 
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：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（財務情報及び人員に関する情報）（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 
生産対象と

なる品種数 
概ね 6 品種

以上 
  

８品種 
 

９品種 
 

７品種 
   予算額（千円） 335,785 377,517 399,302   

 決算額（千円） 373,700 355,934 361,815   

 経常費用（千円） 384,792 365,558 373,692   

 経常利益（千円） 399,588 383,050 386,665   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 331,628 312,179 335,474   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－３にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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 飼料用稲種子の生

産 
 飼料用稲種子につい

て、都道府県による生産

供給を補完し、全国にお

ける種子の安定供給を

確保するため、関係機関

と連携しつつ需要に応

じた生産を行うことと

し、毎年度、概ね６品種

以上を生産対象とする。 

イ 飼料用稲種子の生

産 
 飼料用稲種子につい

て、関係機関と連携し

つつ需要に応じた生産

を行うこととし、生産

対象品種を、概ね６品

種以上とする。 

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、１２

０％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＞ 
飼料用稲種子について、関係機関と連携しつ

つ需要に応じ、７品種２６．９トンの種子を生産

し、計画どおり実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
飼料用稲種子について、都道府県に

よる種子供給体制の補完を担う（一

社）日本草地畜産種子協会等との連携

を通じて得られた需要情報に応じ、飼

料用稲７品種について、５．０ｈａの

採種ほ場を設置し、２６．９トンの種

子を生産した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり取組が実施され、

自己評価書の「B」との評価結果

が妥当であると確認できたため

「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１-３-（２） 第 1 業務の質の向上 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 （２）飼料作物優良品種の普及支援 
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：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（財務情報及び人員に関する情報）（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） 335,785 377,517 399,302   

 決算額（千円） 373,700 355,934 361,815   

 経常費用（千円） 384,792 365,558 373,692   

 経常利益（千円） 399,588 383,050 386,665   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 331,628 312,179 335,474   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－３にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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）飼料作物優良品種の普及

支援 

 飼料自給率の向上や国産飼

料の増産を目指して優良品種

の利用促進による草地改良等

を進めるためには、地域に適し

た飼料作物優良品種の育成・普

及が重要である。このため、セ

ンターは、所有する高度な技術

や豊富な種苗生産基盤を活用

して地域適応性等に関する検

定試験を実施し、優良品種に係

るデータ提供や実証展示ほの

設置等を積極的に行うものと

する。 

〈以下略〉 

 

 

（２）飼料作物優良品種の普及支

援 

地域に適した飼料作物優良品種

の育成・普及を図るため、関係機

関等と連携しつつ、草地管理技術

や飼料生産技術等に関する講習会

の開催等を毎年度、概ね２回行う。

また、精密データの測定手法等の

高度な技術や豊富な種苗生産基盤

を活用し、地域適応性等に関する

検定試験を実施し、優良品種に係

るデータベースを毎年度、更新し

て概ね６００品種のデータを都道

府県等に提供する。さらに、毎年

度、２０か所程度の実証展示ほの

設置及び設置への協力を行う。 

（２）飼

料作物優

良品種の

普及支援 

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 

□地域に適した飼料作物優良品種の育

成・普及  3/2(A) 
□地域適応性等検定試験の実施         

2/2(B) 
□優良品種に係るデータ提供          

2/2(B) 
□実証展示ほの設置等             

2/2(B) 
 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
満点：８Ｐ（細項目４×

２Ｐ） 
合計：９Ｐ 
９Ｐ／８Ｐ＝１.１２ 
（１１．２／１０） 

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 
 
□地域に適した飼料作物優良品種の育

成・普及              2 点(B) 
□地域適応性等検定試験の実施 

2 点(B) 
□優良品種に係るデータ提供  2 点(B) 
□実証展示ほの設置等       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１-３-（２）-ア 第 1 業務の質の向上 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 （２）飼料作物優良品種の普及支援 

ア 地域に適した飼料作物優良品種の育成・普及 
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：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（財務情報及び人員に関する情報）（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

催数 
概ね２回   

５回 
 

８回 
 

９回 
   予算額（千円） 335,785 377,517 399,302   

 決算額（千円） 373,700 355,934 361,815   

 経常費用（千円） 384,792 365,558 373,692   

 経常利益（千円） 399,588 383,050 386,665   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 331,628 312,179 335,474   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－３にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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 地域に適した飼料作物優

良品種の育成・普及 
地域に適した飼料作物優良

品種の育成・普及を図るため、

草地管理技術や飼料生産技術

等について、関係機関等と連

携しつつ、講習会の開催等を

概ね２回行う。 

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＞ 
地域に適した飼料作物優良

品種の育成・普及及び高度な

種子の検査技術の普及を図る

ため、都道府県、農協、関係団

体等の関係機関と連携しつ

つ、草地管理技術、飼料生産

技術及び種子検査技術に関す

る講習会を９回実施し、民間

種苗業者、生産者等に対する

技術の伝達や改善を行った。 

＜評定と根拠＞ 
「Ａ」 

 
① ＩＳＴＡの国際規程に基づく高度な種子の

検査技術の普及を図るため、関係団体と連携し

つつ、民間機関等を対象とした種子検査技術に

関する講習会を長野支場で１回実施した。 

② 地域に適した飼料作物優良品種の育成・普

及を図るため、都道府県、農協、生産者等を対

象とした草地管理技術及び飼料生産技術に関す

る講習会を、十勝牧場で２回、岩手牧場で１

回、長野支場で１回、鳥取牧場で１回、熊本牧

場で１回及び宮崎牧場で２回の計８回実施し

た。 

③ なお、講習会には、都道府県や生産者等か

ら計２５７名の参加があった。 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
民間機関等を対象とした種子検

査技術に関する講習会を長野支場

で実施するなど、計画よりも講習

会を多く開催したことは評価でき

る。しかし、昨年度の開催回数８

回と大きな変更はなく、計画を上

回る成果が得られたとは言えない

ことから、「B」評定とした。 

 
４．その他参考情報 
＜有識者からの意見＞ 
講習会の内容が評価されているにもかかわらず、開催回数がほぼ昨年度と同様であるという理由で、B 評価とすることはマイナスではないか。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１-３-（２）-イ 第 1 業務の質の向上 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 （２）飼料作物優良品種の普及支援 

イ 地域適応性等検定試験の実施 
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：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（財務情報及び人員に関する情報）（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） 335,785 377,517 399,302   

 決算額（千円） 373,700 355,934 361,815   

 経常費用（千円） 384,792 365,558 373,692   

 経常利益（千円） 399,588 383,050 386,665   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 331,628 312,179 335,474   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－３にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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 地域適応性等検定

試験の実施 
精密データの測定手

法等の高度な技術や豊

富な種苗生産基盤を活

用し、育成機関と実施

系統の調整を行い、地

域適応性等検定試験を

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＞ 
飼料作物優良品種の

育成・普及に資するた

め、生育項目等の精密

データ測定手法の評

点、観察及び分析に係

る高度な技術や豊富な

生産基盤を活用し、新

品種育成機関と草種及

び系統数について調整

を行い、６１系統の地

域適応性等検定試験を

実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① 地域適応性等検定試験について、新品種育成機関との間で

草種及び系統数の調整を行い、業務の効率化を図りつつ本所及

び８牧（支）場において、イネ科牧草１８系統、青刈類４３系統

の合計６１系統を対象に実施した。 
② 試験は、生育項目（発芽の良否、病虫害程度、草丈等）及び

収穫項目（生草収量、乾物率等）の精密データの測定等を行い、

緻密な評点法、観察法、統計分析法等の高度な技術を用いた。 
③ また試験の実施にあたっては、適切に肥培管理された豊富

な飼料作物種苗生産基盤を活用した。 
④ 試験結果は、系統選抜及び品種登録審査用の資料として新

品種育成機関に提供した。 
⑤ なお、これらの試験結果等を用いて種苗法に基づき、品種

登録候補等に選定された。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり取組が実

施され、自己評価書の

「B」との評価結果が妥

当であると確認できた

ため「B」評定とした。 

 
４．その他参考情報 
 
 
 



100 
 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１-３-（２）-ウ 第 1 業務の質の向上 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 （２）飼料作物優良品種の普及支援 

ウ 優良品種に係るデータ提供 
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：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（財務情報及び人員に関する情報）（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 
データ提供

品種数 
概ね 600品

種 
  

766 品種 
 

770 品種 
 

760 品種 
   予算額（千円） 335,785 377,517 399,302   

 決算額（千円） 373,700 355,934 361,815   

 経常費用（千円） 384,792 365,558 373,692   

 経常利益（千円） 399,588 383,050 386,665   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 331,628 312,179 335,474   

 従事人員数 954 961 976   

  （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－３にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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 優良品種に係るデ

ータ提供 
優良品種に係るデー

タベースを更新して概

ね６００品種のデータ

を都道府県等に提供す

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＞ 
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、都

道府県、試験研究機関及び

関係団体５６か所に７６

０品種の情報提供を行っ

た。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① 都道府県等の試験場の協力を得て、平成３０年度に

おける奨励品種選定試験等で得られた飼料作物の品種

特性等に関する生育項目や収穫項目等のデータを延べ

８３３品種について収集し、データベースへの入力を行

った。 

② 今回のデータの追加更新により、重複を除く７６０

品種について最新の情報が閲覧可能となり、都道府県、

試験研究機関及び関係団体５６か所に情報の提供を行

った。 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり取組が実施され、

自己評価書の「B」との評価結

果が妥当であると確認できた

ため「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１-３-（２）-エ 第 1 業務の質の向上 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 （２）飼料作物優良品種の普及支援 

エ 実証展示ほの設置等 
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：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（財務情報及び人員に関する情報）（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 
実証展示ほ

の設置数 
20 か所程

度 
  

61 か所 
 

86 か所 
 

62 か所 
   予算額（千円） 335,785 377,517 399,302   

 決算額（千円） 373,700 355,934 361,815   

 経常費用（千円） 384,792 365,558 373,692   

 経常利益（千円） 399,588 383,050 386,665   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 331,628 312,179 335,474   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－３にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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 実証展示ほの設置等 
関係機関等と連携しつ

つ、２０か所程度の実証展

示ほの設置及び設置への協

力を行う。 

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、１

１０％未満 
Ｃ：計画の７０％以上、９

０％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＞ 
育成機関等と連携し

て、公共牧場等に６２か

所の実証展示ほを設置し

た。また、すべての実証

展示ほに品種利用者への

現地指導を行うなど、設

置への協力を行った。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
優良品種を普及するため育成機関、都道府県、

市町村、農協等と協力して実証展示を行う候補

予定ほの選定のための現地調査を実施し、公共

牧場等に６２か所の飼料作物実証展示ほを設置

した。このうち平成３０年度は、新たに２４か所

を設置した。また、すべての実証展示ほに、品種

利用者への肥培管理及び雑草防除等栽培技術の

現地指導を行うなど、設置への協力を行った。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり取組が実施され、自己評

価書の「B」との評価結果が妥当であ

ると確認できたため「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１-３-（３） 第 1 業務の質の向上 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 （３）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：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１７０ 

 
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）（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） 335,785 377,517 399,302   

 決算額（千円） 373,700 355,934 361,815   

 経常費用（千円） 384,792 365,558 373,692   

 経常利益（千円） 399,588 383,050 386,665   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 331,628 312,179 335,474   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－３にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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）飼料作物の遺伝資源

の保存 
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

保存等を行う。 
〈以下略〉 
 
 
 
 
 
 

（３）飼料作物の遺伝

資源の保存 
農研機構が行うジー

ンバンク事業に協力

し、飼料作物の遺伝資

源について、栄養体保

存等に取り組む。 

（３）飼料作物の遺

伝資源の保存 
農研機構が行うジ

ーンバンク事業に協

力し、飼料作物の遺

伝資源について、栄

養体保存等に取り組

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、農研機構の調整

の下で、栄養体保存４２

０系統、種子再増殖１３

０系統及び特性調査１３

０系統にそれぞれ取り組

んだ。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
農林水産関連動植物の遺伝資源保

存に関するセンターバンクである農

研機構の調整の下で、栄養体保存を３

牧場で４２０系統、種子再増殖を３牧

（支）場で１３０系統及び特性調査を

３牧（支）場で１３０系統取り組んだ。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり取組が実施され、自己評価書

の「B」との評価結果が妥当であると確認

できたため「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１-４ 第 1 業務の質の向上 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 
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：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（財務情報及び人員に関する情報）（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） 73,416 75,860 74,507   

 決算額（千円） 66,870 75,203 83,793   

 経常費用（千円） 67,115 74,907 83,739   

 経常利益（千円） 60,911 68,603 73,997   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 64,012 69,581 80,639   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－４にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

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 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 
 酪肉基本方針等を踏まえ、優良品種を

用いた計画的な草地更新・単収向上を推

進するためには、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

確保を図ることにより、我が国の多様な

気候に適応した飼料作物優良品種の育

成・普及することが必要である。このた

めセンターは、ＩＳＴＡ（国際種子検査

協会）検査所として認定される水準にあ

る高度な知識・技術を活用し、ＯＥＣＤ

品種証明制度等に基づく検査及び証明を

的確に実施する。 
〈以下略〉 

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 
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

図ることにより、我が国の多様な気候

に適応した飼料作物優良品種の育成・

普及を図るため、飼料作物の種苗の検

査について、高度な知識・技術を活用

し、ＯＥＣＤ品種証明制度等に基づく

海外増殖用等の飼料作物の種苗の検

査を的確に行い、合格したものについ

て証明書を発行する。その際、種苗の

検査に係る内部監査等の品質管理活

動を実施するなどにより、中期目標期

間を通じてＩＳＴＡ（国際種子検査 
協会）検査所としての認定ステータス

を維持する。 
 

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 
 

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 
 

〈主要な業務実績〉 
◇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       2/2(B) 
◇ＩＳＴＡ検査所としての認定

ステータスの維持              

3/2(A) 
 

＜評定と根拠＞ 
「Ａ」 

 
満点：４Ｐ（小項目２×２

Ｐ） 
合計：５Ｐ 
５Ｐ／４Ｐ＝１．２５ 
（１２．５／１０） 
 

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 A 評定の判定基準

(満点×１２/１０≦合計点)
に達しているため。 
満点：4 点（小項目 2×2
点） 
合計点：4 点=(2 点×2) 
4 点／4 点= 1.0 
 
◇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    2 点(B) 
◇ISTA 検査所としての認定

ステータスの維持 2 点(B) 

４．その他参考情報 
本業務の決算額が予算額を１０％以上上回るが、年度計画の策定時には見込んでいなかった中途退職者が発生したことにより退職手当を支給したためであり、本業務とは無関係である。 
 
 

 


