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独立行政法人家畜改良センターの平成 30年度に係る業務実績に関する評価の概要 
 
１．評価対象に関する事項 
法人名 独立行政法人家畜改良センター 
評価対象事業年

度 
年度評価 平成３０年度（第４期） 
中期目標期間 平成２８～令和２年度 

 
２．評価の実施者に関する事項 
主務大臣 農林水産大臣 
 法人所管部局 生産局畜産部 担当課、責任者 畜産振興課長 犬飼 史郎 
 評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者 広報評価課長 前田 剛志 

 
 
３．評価の実施に関する事項 
 
・評価を実施するに当たって、令和元年７月１２日（金）に農林水産省独立行政法人評価有識者会議家畜改良センター部会を開催し、同部会に所属する４名の外部有識者委員の意見を聴取した。 
 
・同部会の開催に併せ、理事長、監事、常勤理事及び幹部職員の出席を求め、平成３０年度の業務実績の内容、計画（目標）の達成状況と自己評価の内容等についてヒアリングを実施した。 
 
 
 

 
 
４．その他評価に関する重要事項 
 
・特になし。 
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独立行政法人家畜改良センターの平成 30年度に係る業務の実績に関する評価の総合評定 

 
１．全体の評定 
評定 
（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ） 

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

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

B B B   
評定に至った理由 １ 項目別評価について 

（１）家畜改良センター（以下「センター」という。）業務実績の評価項目は、各業務の内容と中期計画における位置づけに基づき、微項目、細項目、小項目、中項目、大項 
目の順で設定されており、その設定と評定結果の分布状況は別紙のとおりである。 

（２）なお、大項目や中項目など基本的に下位の評価項目が設定されている評価項目については、「独立行政法人家畜センターの業務実績の評定方法」（平成 27 年６月 10 日、

27 生畜第 381 号、以下「評定方法」という。）に基づき、原則として下位の評価項目の評定結果を積み上げて評定を行うこととしている。 
 
２ 総合評定について 
（１）センターの総合評定は、評定方法に基づき評価対象とした大項目の評定結果を S：4 点、A：３点、B：２点、C：1 点、D：０点の区分により点数化した上で算出する 

「評価の基礎」を基本に行うこととしている。 
（２）平成 30 年度の業務実績の総合評定については、以下の点を踏まえ「B」評定とした。 

① 評定方法に基づき算出した総合評定の基礎が下記のとおり、B 評定の判定基準内（満点×８/１０≦合計点＜満点×１２/１０）となったこと。 
 ・満点・・・・・・・・・・・・・８点（評価対象とした大項目４×２点） 
 ・合計点・・・・・・・・・・・・８点（別記参照） 
 ・合計点／満点・・・・・・・・・８／８ 
 
＜別記：各大項目の評定結果と合計点＞ 

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

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

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

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

                                               合 計 点  ８点  

② 評価の対象とした 188 個の評価項目のうち 186 項目が B 評定以上であり、そのうち前年度はなかった S 評定が２項目、A 評定は昨年度の６項目から 23 項目に大幅に増

加した。一方 C 評定については、昨年度１項目だったが２項目となった。 

 

 

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

（１）評価の対象とした 190 個の評価項目のうち 188 項目が B 評定以上（S 評定は２項目、A 評定は 26 項目）と判定され、法人としては、中期計画や年度計画で定めた業務 
目標を達成していると認められる。 

（２）昨年度の A 評定とした項目が６項目から 26 項目に増加し、特に、豚の胚移植技術の開発についてのガラス化胚の融解方法の調査・検討及び非外科的移植器具の試作・

調査では養豚農場内での実用性に優れた技術を開発し、マニュアルを 2 年前倒して作成したことは評価できることから S 評定とした。 
（３）一方、家畜防疫の強化及び衛生管理の改善等への取組については、新冠牧場において約２年ぶりに家畜伝染病予防法の家畜伝染病であるヨーネ病が摘発されたことを踏

まえ、牛の摘発・淘汰を進めるとともに清浄化対策の強化を実施しているところであるが、四半期ごとの検査で続けて患畜が発生しており、清浄化に至っていないことか

ら、計画的な防疫業務の実施及び防疫対策の自己点検の実施について計画どおり実施されたとは言い難く、改善を要するものとして C 評定とした。 
 

２ 重要な項目別評定について 
（１）豚の胚移植技術の開発についてのガラス化胚の融解方法の調査・検討及び非外科的移植器具の試作・調査については、法人の自己評価と同じく S 評定とした。 
（２）全国的な改良の推進、遺伝的能力評価の実施（乳用牛、肉用牛）、種畜検査員の確保、高度な農場管理技術に関する講習会等の実施、デュロック種の優良種豚の作出、卵 

用の横斑プリマスロック種の後期産卵率の改善、有用形質関連遺伝子の解析（牛、豚）、子牛の早期離乳プログラムの開発、放射性セシウムの移行・吸収調査、ニーズ調査 
及び GAP 手法等の活用による業務運営の高度化ついては、法人の自己評価と同じく A 評定とした。 

（３）また、飼料利用性等に係る検定手法の開発、技術的支援、地域に適した飼料作物優良品種の育成・普及、ISTA 検査所としての認定ステータスの維持、外国人の黒毛和種

牛肉に関連する調査及び牛個体識別に関するデータの活用推進については、法人の自己評価は A 評定であるが、計画どおり実施されたものの、計画を上回る成果が得ら

れたとは言い難いことから B 評定とした。 
（４）さらに、家畜防疫の強化及び衛生管理の改善等への取組のうち、計画的な防疫業務の実施については、法人の自己評価と同じく C 評定としたが、防疫対策の自己点検の

実施については、ヨーネ病の清浄化に向けて懸命に取り組んでいることは理解するものの成果が見られないことから、法人の自己評価は B 評定であるが、改善を要する

ものとして C 評定とした。 
（５）一方、緊急時における支援について、平成３０年７月豪雨災害及び北海道胆振東部地震発生の際の現地調査員の派遣や岐阜県及び愛知県で発生した豚コレラ防疫対応作

業等への人員派遣をはじめ、これらの緊急支援に備えた連絡体制の整備や訓練の実施など迅速な対応が可能となるよう準備をしたことは評価できることから、法人の自

己評価は B 評定であるが、計画を上回る成果が得られたものとして A 評定とした。 
 
 

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 
特になし 
 

 
３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 
項目別評定で指摘した

課題、改善事項 
法人の自己評価は A 評定としているが、B 評定とした事項について 
（１）飼料利用性等に係る検定手法の開発については、調査頭数が少ないことから今後もデータ蓄積が必要であり、現時点では十分な成果が挙がっているとは言い難い。 
（２）技術的支援については、めん山羊の関心が高まり問合せ対応は前年度比１．２倍に増加したが、その関心が高まった要因が法人の取組によるものとは言い難い。 
（３）地域に適した飼料作物優良品種の育成・普及については、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、講習会を計画よりも多く開 

催したことは評価できるが、昨年度の開催回数の８回を大きく上回ったとは言い難く、このことのみで計画を上回る成果が得られたとは言い難い。 
（４）ISTA 検査所としての認定ステータスの維持については、新しく検査を担うこととなった職員の教育や実施演習を通じた技能習得研修を実施するなど、高位平準化を図り 

ISTA の認証ステータスを維持するために活動したことは評価できるが、目標である「認証ステータスを維持」した事実以上のことを評価できるものではないことから、B 
評定とせざるを得ない。なお、更新時期ではない年度については、単なる「維持」ではなく、更なる技術向上等の年度計画の策定等が必要ではないかと考える。 

（５）外国人の黒毛和種牛肉に対する嗜好性に関する調査については、多くの嗜好性データを取り、その結果を取りまとめたことは評価できるが、昨年度の結果を検証したも 
のに過ぎず、現時点では輸出戦略の推進に寄与する新たな成果があったとは言い難い。なお、次年度に向けて本取組の成果に関する普及・啓発についてよく検討し、次年 
度に評価することとしたい。 

（６）牛個体識別に関するデータの活用推進については、利用者の要望に応じた情報提供件数が対前年度比１４５％であったことは評価できる。しかし、要望されたデータが 
どのように活用され役立ったかの確認ができた上で A 評定となるか B 評定となるかが決まるものと考えており、確認できないのであれば B 評定とせざるを得ないと考え 
る。 
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その他改善事項 特になし 

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 
特になし 
 

 
４．その他事項 
監事等からの意見 特になし 

その他特記事項 有識者からの意見について 
（１）全国的な改良の推進については、全般的に A 評定としても、家畜改良センターの種豚や種鶏が銘柄づくりに貢献し、高い評価を受けたことはこれまでの取組が実用化に 

達したものであることを考えれば、部分的に S 評定と言えるのではないか。 
（２）防疫対策の自己点検の実施について、結果としてヨーネ病の患畜が発生してしまった結果 C 評定とのことだが、やるべきことをやったのであれば、B 評定でもよいので 

はないか。 
（３）地域に適した飼料作物優良品種の育成・普及について、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 評定と 

することはマイナスではないか。 
（４）ISTA 検査所としての認定ステータスの維持について、国内唯一の機関として非常に努力してきており、このステータスを維持するだけでも大変なこととであり、A 評定 

でよいのではないか。 
（５）外国人の黒毛和種牛肉に対する嗜好性に関する調査について、成果を踏まえて具体的な提案をすることで A 評定としてよいと思う。 
（６）非外科的移植器具の試作・調査について、S 評定でよいと考えるが、受胎率は上がっているもののエンブリオに対する子豚の生産効率からいえばまだ３割であることか 

ら、「ただし、今後の子豚の生産効率についてさらに向上を目指す」というような文言を入れた方がよいと思う。 
（７）要望されたデータ提供の成果の例示がないと「A」評価に行き着かないとした場合、データ提供先から「まだ成果をだせない」ということもあるので、シビアすぎではな

いか。 
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独立行政法人家畜改良センターの平成 30年度に係る業務の実績に関する評価の項目別評定総括表（その１）  

                                                                                                                                 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 評価については、Ｂ評定が標準 

平成
２８
年度

平成
２９
年度

平成
３０
年度

平成
３１
年度

平成
３２
年度

Ｂ Ｂ Ｂ 11

Ｂ Ｂ Ａ 12

Ｂ Ｂ Ａ 13

Ａ Ｂ Ａ 17

Ａ Ｂ Ａ 18

（ア）乳用牛の遺伝的能力評価の実施 Ａ Ｂ Ａ 19

（イ）ホルスタイン種のゲノミック評
価の実施

Ａ Ｂ － －

（ウ）肉用牛の枝肉情報の収集・分析
の実施

Ｂ Ｂ － －

（エ）肉用牛の遺伝的能力評価の実施 Ａ 20

（オ）バークシャー種等の遺伝的能力
評価の実施

Ｂ Ｂ Ｂ 21

Ｂ Ｂ Ｂ 22

（ア）乳用牛の遺伝的能力評価手法の
改善

Ａ Ｂ Ｂ 23

（イ）肉用牛の遺伝的能力評価手法の
改善

Ｂ Ｂ Ｂ 24

（ウ）豚の遺伝的能力評価手法の改善 Ｂ Ｂ Ｂ 25

Ｂ Ｂ Ａ 26

Ｂ Ｂ Ｂ 27

備考

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

１  家畜の視点での基盤強化のための家畜改
良及び飼養管理の改善等

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

（１）全国的な改良の推進

（２）遺伝的能力評価の実施

ア　遺伝的能力評価の実施

 イ　遺伝的能力評価手法の改善

（３）種畜検査の実施

ア　種畜検査の実施

中期計画（中期目標） 評価年度（※）
項目別
調　書
頁　数

平成
２８
年度

平成
２９
年度

平成
３０
年度

平成
３１
年度

平成
３２
年度

Ｂ Ｂ Ａ 28

Ｂ Ｂ Ｂ 29

Ｂ Ｂ Ｂ 30

（ア）代謝プロファイルテストに関す
る講習会等の実施

Ｂ Ｂ Ｂ 31

（イ）代謝プロファイルテストに関す
るマニュアル作成等の実施

Ｂ Ｂ － －

（ウ）代謝プロファイルテストに関す
る普及体制の整備

Ｂ 32

（エ）肉用牛超音波画像診断技術に関
する講習会等の実施

Ｂ Ｂ Ｂ 33

（エ）放牧を活用した繁殖雌牛の管理
に関する講習会等の実施

Ｂ Ｂ Ｂ 34

Ｂ Ｂ Ｂ 35

（ア）高度な農場管理技術に関する講
習会等の実施

Ｂ Ｂ Ａ 36

（イ）乳用牛超音波画像診断技術に関
する講習会等の実施

Ｂ Ｂ Ｂ 37

（ウ）搾乳ロボット等の省力化機械を
活用した飼養管理技術の情報収集等

Ｂ Ｂ Ｂ 38

ウ　家畜防疫の強化及び衛生管理の改
善等への取組

Ｂ Ｂ Ｂ 39

（ア）防疫対策強化のための情報収集
及びその活用

Ｂ Ｂ Ｂ 40

（イ）防疫対策の自己点検の実施 Ｂ Ｂ Ｃ 41

（ウ）計画的な防疫業務の実施 Ｂ Ｂ Ｃ 42

（４）　飼養管理の改善等への取組

ア　肉用牛繁殖雌牛の増頭対策の支援

イ　生乳生産基盤強化対策の支援

項目別
調　書
頁　数

備考

中期計画（中期目標） 評価年度（※）

イ　種畜検査員の確保
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独立行政法人家畜改良センターの平成 30年度に係る業務の実績に関する評価の項目別評定総括表（その２） 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 評価については、Ｂ評定が標準。  

平成
２８
年度

平成
２９
年度

平成
３０
年度

平成
３１
年度

平成
３２
年度

（エ）伝染性疾病発生時の体制整備 Ｂ － － －

（オ）国・都道府県の防疫演習への参
加

Ｂ Ｂ Ｂ 43

（カ）国・大学等の調査・研究への協
力

Ｂ Ｂ Ｂ 44

（キ）衛生管理の改善等に関する情報
提供

Ｂ Ｂ Ｂ 45

Ｂ Ｂ Ｂ 46

（ア）馬及びめん山羊の飼養管理技術
に関する講習会等の実施

Ｂ Ｂ Ｂ 47

（イ）馬及びめん山羊の家畜人工授精
に関する講習会の実施

Ｂ Ｂ － －

（ウ）めん山羊の家畜人工授精に関す
る講習会の実施

Ｂ 48

（エ）耕作放棄地対策等へのめん山羊
の利活用に関する講習会等の実施

Ｂ Ｂ Ｂ 49

Ｂ Ｂ Ｂ 50

Ｂ Ｂ Ｂ 51

Ｂ Ｂ Ｂ 52

（ア）優良な牛群の整備 Ｂ Ｂ Ｂ 53

（イ）ドナーの集合検定の実施 Ｂ Ｂ Ｂ 54

（ウ）候補種雄牛の作出 Ｂ Ｂ Ｂ 55

イ　肉用牛 Ｂ Ｂ Ｂ 56

（ア）遺伝的に特徴ある牛群の整備 Ｂ Ｂ Ｂ 57

中期計画（中期目標） 評価年度（※）
項目別
調　書
頁　数

備考

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

エ　その他

ア　乳用牛

（１）種畜・種きん等の生産・供給

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

平成
２８
年度

平成
２９
年度

平成
３０
年度

平成
３１
年度

平成
３２
年度

（イ）直接検定の実施 Ｂ Ｂ Ｂ 58

（ウ）候補種雄牛の作出 Ｂ Ｂ Ｂ 59

（エ）飼料利用性等に係る検定手法の
開発

Ｂ Ｂ Ｂ 60

（オ）褐毛和種の候補種雄牛の作出 Ｂ Ｂ Ｂ 61

ウ　豚 Ｂ Ｂ Ｂ 62

（ア）デュロック種の優良種豚群の作
出

Ｂ Ｂ Ａ 63

（イ）ランドレース種の優良種豚群の
作出

Ｂ Ｂ Ｂ 64

（ウ）大ヨークシャー種の種豚等の供
給

Ｂ Ｂ Ｂ 65

（エ）実験用小型豚の精液、胚の凍結
保存

Ｂ Ｂ Ｂ 66

エ　鶏 Ｂ Ｂ Ｂ 67

（ア）卵用の横斑プリマスロック種の
後期産卵率の改善

Ｂ Ｂ Ａ 68

（イ）卵用のロードアイランドレッド
種の選抜等の実施

Ｂ Ｂ Ｂ 69

（ウ）肉用の白色コーニッシュ種の選
抜等の実施

Ｂ Ｂ Ｂ 70

（エ）肉用の白色プリマスロック種の
選抜等の実施

Ｂ Ｂ Ｂ 71

（オ）肉用の白色プリマスロック種の
新系統造成に向けた選抜等の実施

Ｂ Ｂ Ｂ 72

（カ）国産鶏種に関する組合せ検定の
実施

Ｂ Ｂ Ｂ 73

中期計画（中期目標） 評価年度（※）
項目別
調　書
頁　数

備考
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独立行政法人家畜改良センターの平成 30年度に係る業務の実績に関する評価の項目別評定総括表（その３） 

                           

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  評価については、Ｂ評定が標準。   

 

平成
２８
年度

平成
２９
年度

平成
３０
年度

平成
３１
年度

平成
３２
年度

　オ　馬 Ｂ Ｂ Ｂ 74

（ア）ブルトン種等の選抜等の実施 Ｂ Ｂ Ｂ 75

（イ）ブルトン種等の種雄馬候補の作
出

Ｂ Ｂ Ｂ 76

　カ　育種素材のリスク分散への取組 Ｂ Ｂ Ｂ 77

（ア）ホルスタイン種のリスク分散 Ｂ Ｂ Ｂ 78

（イ）黒毛和種のリスク分散 Ｂ Ｂ Ｂ 79

（ウ）豚のリスク分散 Ｂ Ｂ Ｂ 80

（エ）鶏のリスク分散 Ｂ Ｂ Ｂ 81

（２）６次産業化の推進等に対応した
育種素材の提供等

Ｂ Ｂ Ｂ 82

　ア　めん山羊 Ｂ Ｂ Ｂ 83

　イ　日本短角種 Ｂ Ｂ Ｂ 84

　ウ　豚 Ｂ Ｂ Ｂ 85

　エ　鶏 Ｂ Ｂ Ｂ 86

　オ　技術的支援 Ｂ Ｂ Ｂ 87

（３）家畜等の多様な遺伝資源の確
保・利用

Ｂ Ｂ Ｂ 88

　ア　家畜遺伝資源の保存 Ｂ Ｂ Ｂ 89

　イ　多様な遺伝資源の活用 Ｂ Ｂ Ｂ 90

Ｂ Ｂ Ｂ 91

Ｂ Ｂ Ｂ 92

中期計画（中期目標）

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

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

評価年度（※）
項目別
調　書
頁　数

備考 平成
２８
年度

平成
２９
年度

平成
３０
年度

平成
３１
年度

平成
３２
年度

Ｂ Ｂ Ｂ 93

（ア）OECD品種証明制度に基づく要件
に適合した種苗の増殖

Ｂ Ｂ Ｂ 94

（イ）生産対象品種・系統の選定 Ｂ Ｂ Ｂ 95

Ｂ Ｂ Ｂ 96

Ｂ Ｂ Ｂ 97

Ｂ Ｂ Ｂ 98

Ｂ Ｂ Ｂ 99

Ｂ Ｂ Ｂ 100

Ｂ Ｂ Ｂ 101

Ｂ Ｂ Ｂ 102

Ｂ Ａ Ｂ 103

Ｂ Ｂ Ｂ 104

Ｂ Ａ Ｂ 105

Ｂ Ｂ Ａ 106

Ｂ Ｂ Ａ 107

Ｂ Ｂ Ａ 108

（ア）乳用牛 Ｂ Ｂ Ｂ 109

（イ）肉用牛 Ｂ Ａ Ａ 110

（ウ）豚 Ｂ Ｂ Ａ 111

（エ）鶏 Ｂ Ｂ Ｂ 112

ア　飼料作物種苗の増殖

イ　飼料用稲種子の生産

（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

イ　地域適応性等検定試験の実施

ウ　優良品種に係るデータ提供

（１）調査・研究

ア　有用形質関連遺伝子等の解析

エ　実証展示ほの設置等

（３）飼料作物の遺伝資源の保存

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

（１）OECD品種証明制度等に基づく飼料作
物の種苗の検査の実施

（２）ISTA検査所としての認定ステータス
の維持

５　調査・研究及び講習・指導

中期計画（中期目標） 評価年度（※）
項目別
調　書
頁　数

備考
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独立行政法人家畜改良センターの平成 30年度に係る業務の実績に関する評価の項目別評定総括表（その４）                 

                                                                                            

 

  

 

 

※ 評価については、Ｂ評定が標準。※※ ただし、今後の子豚の生産効率についてさらに向上を目指す。  

平成
２８
年度

平成
２９
年度

平成
３０
年度

平成
３１
年度

平成
３２
年度

ア　中央畜産技術研修会の開催 Ｂ Ｂ Ｂ 127

イ  個別研修等の実施 Ｂ Ｂ Ｂ 128

ウ　海外技術協力の実施 Ｂ Ｂ Ｂ 129

Ｂ Ｂ Ｂ 130

Ｂ Ｂ Ｂ 131

ア　立入検査等の実施 Ｂ － － 132

イ　検査員の確保 Ｂ Ｂ Ｂ 133

Ｂ Ｂ Ｂ 134

ア　指定種苗の集取及び検査の実施 Ｂ Ｂ Ｂ 135

イ　検査員の確保 Ｂ Ｂ Ｂ 136

Ｂ Ｂ Ｂ 137

ア　立入検査等の実施 Ｂ － － 138

イ  検査員の確保 Ｂ Ｂ Ｂ 139

Ｂ Ｂ Ａ 140

Ｂ Ｂ Ｂ 141

ア　牛個体識別台帳の記録、保存等 Ｂ Ｂ Ｂ 142

イ　牛個体識別台帳記録の修正・取消 Ｂ Ｂ Ｂ 143

ウ 牛個体識別台帳に記録された事項の
公表

Ｂ Ｂ Ｂ 144

エ　牛個体識別台帳に係る届出の受
理、確認等

Ｂ Ｂ Ｂ 145

評価年度（※）
項目別
調　書
頁　数

備考

（１）牛トレーサビリティ法に基づく委任
事務の実施

（３）カルタヘナ法に基づく立入検査等

７　牛トレーサビリティ法に基づく事務等

中期計画（中期目標）

６　家畜改良増殖法等に基づく検査

（１）家畜改良増殖法に基づく立入検査等

（２）種苗法に基づく指定種苗の集取及び
検査

平成
２８
年度

平成
２９
年度

平成
３０
年度

平成
３１
年度

平成
３２
年度

Ｂ Ａ Ｂ 113

（ア）新たな食肉のおいしさの指標の
検討等

Ｂ Ｂ Ｂ 114

（イ）外国人の黒毛和種牛肉に対する
嗜好性に関連する調査

Ｂ Ａ Ｂ 115

Ａ Ｂ Ａ 116

（ア）ガラス化胚の融解方法の調査・
検討

Ｂ Ｂ Ｓ 117

（イ）非外科的移植器具の試作・調査 Ａ Ｂ Ｓ 118 ※※

Ｂ Ｂ Ｂ 119

（ア）短期肥育技術の開発 Ｂ Ｂ Ｂ 120

（イ）子牛の早期離乳プログラムの開
発

Ｂ Ｂ Ａ 121

（ウ）短期肥育による牛肉の生産コス
ト低減の実証

Ｂ Ｂ Ｂ 122

Ｂ Ｃ Ａ 123

（ア）放射性セシウムの移行・吸収調
査

Ｂ Ｃ Ａ 124

（イ）放射性セシウムを吸収しにくい
牧草の探索・調査

Ｂ Ｂ Ｂ 125

Ｂ Ｂ Ｂ 126

評価年度（※）
項目別
調　書
頁　数

備考

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

ウ　豚の胚移植技術の開発

（２）講習・指導

オ　放射性セシウム低減技術等の開発

イ　食肉の食味に関する客観的評価手法
の開発

エ　黒毛和種における短期肥育技術等の
開発

中期計画（中期目標）
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独立行政法人家畜改良センターの平成 30年度に係る業務の実績に関する評価の項目別評定総括表（その５）   

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 評価については、Ｂ評定が標準。 

平成

２８
年度

平成

２９
年度

平成

３０
年度

平成

３１
年度

平成

３２
年度

Ａ 162

Ｂ Ｂ Ｂ 163

Ｂ Ｂ Ｂ 164

Ｂ Ｂ Ｂ 165

Ｂ Ｂ Ｂ 166

Ｂ Ｂ Ｂ 167

Ｂ Ｂ Ｂ 168

Ｂ Ｂ Ｂ 169

Ｂ Ｂ Ｂ 170

－ － － 171

－ － － 172

－ － － 173

－ － － 174

Ｂ Ｂ Ｂ 175

Ｂ Ｂ Ｂ 176

１
Ｂ Ｂ Ｂ 177

Ｂ Ｂ Ｂ 178

Ｂ Ｂ Ｂ 179

（３）ＧＡＰ手法等の活用による業務運営

の高度化

３　資金計画

４　収支の均衡

５　業務運営の効率化を反映した予算の策

定と遵守

６　自己収入の確保

Ⅲ．財務内容に関する事項

第３　予算、収支計画及び資金計画

１　予算

２　収支計画

イ　役員会の開催等

中期計画（中期目標） 評価年度（※）
項目別

調　書
頁　数

備考

第７　剰余金の使途

第８ その他業務運営に関する事項

１　ガバナンスの強化

（１）内部統制システムの充実・強化

ア　監事監査体制の強化

（１）自己収入の確保

Ⅳ．その他の事項

（２）適切な配布価格の設定

７　保有資産の処分

第４　短期借入金の限度額

第５　不要財産等の処分に関する計画

第６　重要な財産の譲渡等の計画

平成
２８
年度

平成
２９
年度

平成
３０
年度

平成
３１
年度

平成
３２
年度

オ　個体識別番号の決定及び通知 Ｂ Ｂ Ｂ 146

Ｂ Ｂ Ａ 147

ア　ニーズ調査等の実施 Ｂ Ｂ Ａ 148

イ　開発・改修等の計画的な実施 Ｂ Ｂ Ｂ 149

Ｂ Ｂ Ｂ 150

Ｂ Ｂ Ａ 151

Ａ Ｂ Ｂ 152

Ａ Ａ Ａ 153

Ａ Ｂ Ｂ 154

Ｂ Ｂ Ｂ 155

Ｂ Ｂ Ｂ 156

Ｂ Ｂ Ｂ 157

Ｂ Ｂ Ｂ 158

Ｂ Ｂ Ｂ 159

Ｂ Ｂ Ｂ 160

Ｂ Ｂ Ｂ 161

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項

項目別
調　書
頁　数

備考

中期計画（中期目標） 評価年度（※）

３　業務運営の改善

（１）情報システム導入・更新時における
業務の見直し

（２）ネット会議システムの活用による業
務の効率化

（２）災害等からの復興の支援

（３）作業の受託等

第２　業務運営の効率化に関する目標を達成
するため取るべき措置

１　一般管理費等の削減

２　調達の合理化

８　その他センターの人材・資源を活用した
外部支援

（１）緊急時における支援

（２）利用者ニーズ等を踏まえたシステム
の開発・改修等の実施

（３）家畜伝染性疾病の発生等に伴う緊急
検索への対応

（４）牛個体識別に関するデータの活用推
進

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項（つづき）
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独立行政法人家畜改良センターの平成 30年度に係る業務の実績に関する評価の項目別評定総括表（その６）   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 評価については、Ｂ評定が標準。  

平成
２８
年度

平成
２９
年度

平成
３０
年度

平成
３１
年度

平成
３２
年度

（ア）定期的な役員会の開催 Ｂ Ｂ Ｂ 180

（イ）場長会議、業務検討会等の開催 Ｂ Ｂ － －

（ウ）ネット会議システムの活用等 Ｂ Ｂ Ｂ 181

Ｂ Ｂ Ｂ 182

  エ　業務の進行管理 Ｂ Ｂ Ｂ 183

（ア）内部統制に関する規程等の見直
し

Ｂ Ｂ Ｂ 184

（イ）業務進捗状況の四半期毎の取り
まとめ等業務の進行管理

Ｂ Ｂ Ｂ 185

Ｂ Ｂ Ｂ 186

（ア）リスク対応に関する計画の策定
等

Ｂ Ｂ Ｂ 187

（イ）緊急時における連絡網の体制維
持

Ｂ Ｂ Ｂ 188

Ｂ Ｂ Ｂ 189

Ｂ Ｂ Ｂ 190

Ｂ Ｂ Ｂ 191

Ｂ Ｂ Ｂ 192

Ｂ Ｂ Ｂ 193

Ｂ Ｂ Ｂ 194

Ｂ Ｂ Ｂ 195

Ｂ Ｂ Ｂ 196

Ｂ Ｂ Ｂ 197

（２）役職員の給与水準等

３　情報公開等の推進

（１）情報公開の実施

（２）個人情報の取扱い

ウ　法令遵守に係る職員教育等の強化

オ　リスク管理と迅速な対応

（２）コンプライアンスの推進

中期計画（中期目標） 評価年度（※）
項目別
調　書
頁　数

２　人材の確保・育成

（１）人材の確保・育成

４　情報セキュリティ対策の強化

（１）情報セキュリティ対策

Ⅳ．その他の事項（つづき）

備考 平成
２８
年度

平成
２９
年度

平成
３０
年度

平成
３１
年度

平成
３２
年度

Ｂ Ｂ Ｂ 198

Ｂ Ｂ Ｂ 199

Ｂ Ｂ Ｂ 200

Ｂ 201

Ｂ 202

Ｂ Ｂ Ｂ 203

Ｂ Ｂ Ｂ 204

Ｂ Ｂ Ｂ 205

Ｂ Ｂ Ｂ 206

Ｂ Ｂ Ｂ 207

ア　安全衛生施策の実施

イ　緊急時の体制等

６　施設・設備の整備に関する計画

７　積立金の処分に関する事項

５　環境対策・安全管理の推進

（１）環境対策の推進

ア　良好な作業環境の維持

イ　環境負荷軽減の取組

（２）安全管理の推進

（２）情報セキュリティに関する教育・訓
練

Ⅳ．その他の事項（つづき）

中期計画（中期目標） 評価年度（※）
項目別
調　書
頁　数

備考
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                                                 独立行政法人家畜改良センターの平成３０年度に係る業務の実績に関する評価項目別調書 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１ 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置（以下「業務の質の向上」と略記する。） 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画 
家畜改良増殖目標・鶏の改良増殖目標 
酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針 

 
当該事業実施に係る根拠 

独立行政法人家畜改良センター法第 11条、家畜改良増殖法第３条の４，同

法 35条の２第１項・第３項、種苗法第６３条第１項、遺伝子組換え生物等

の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第３２条第１項・

第３項、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第

２０条、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施

行令第５条 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

行政事業レビューシート事業番号：０１７０ 

※ 平成３１年以降の表記は、新元号「令和」に読み替えることとします（以下、同じ）。 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
         予算額（千円） 8,990,465 9,053,308 9,616､085   

 決算額（千円） 9,593,420 8,907,918 8,931,906   

 経常費用（千円） 8,990,890 8,971,797 9,014,892   

 経常利益（千円） 9,084,042 9,057,596 9,171,717   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 7,403,905 7,445,083 7,530,909   

 従事人員数 954 961 976   

（注）財務情報及び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 
 第 ３  国

民 に 対 し

て 提 供 す

る サ ー ビ

ス そ の 他

の 業 務 の

質 の 向 上

に 関 す る

事項 
〈以下略〉 

第２ 国民

に対して提

供するサー

ビスその他

の業務の質

の向上に関

する目標を

達成するた

めとるべき

措置 

第１ 国民

に対して提

供するサー

ビスその他

の業務の質

の向上に関

する目標を

達成するた

めとるべき

措置 

指標＝「中項目の項目数×２」

（満点）に対する「各中項目の

点数の合計値」（合計点）の比率 
 各中項目の評価点数の区分

は以下のとおりとする。 
Ｓ評価：４点、Ａ評価：３点、

Ｂ評価：２点、Ｃ評価：１点、

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

点×１２/１０ 
Ｃ：満点×５/１０≦合計点＜満

点×８/１０ 
Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 
 

＜主要な業務実績＞ 
○家畜の視点での基盤強化のための家畜改良 
及び飼養管理の改善等          3/2(A) 

○畜産物の需給の変化に応じた優良な種畜・ 
種きん等の生産・供給等         2/2(B) 

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

○国内開発品種の利用拡大に向けた飼料作物 
の種 苗の検査             3/2(A) 

○調査・研究及び講習・指導        3/2(A) 
○家畜改良増殖法等に基づく検査      2/2(B) 
○牛トレーサビリティ法に基づく事務等   3/2(A) 
○その他センターの人材・資源を活用した外 
部支援                  2/2(B) 

         

＜評定と根拠＞ 
「Ａ」 

 
満点：１６Ｐ（中

項目８×２Ｐ） 
合計：２０Ｐ 
２０Ｐ／１６Ｐ

＝１．２５ 
（１２．５／１

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中項目の合計点が B 評定の判定基準内(満点×8/10

≦合計点＜満点×12/10)であったため。 
満点：16（中項目 8×2 点） 
合計点：18 点 
=(3 点×2＋2 点×6) 
18 点／16 点= 1.125 
 
○家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善 3 点(A) 
○畜産物の需給の変化に応じた優良な種畜・種きん等の生産・供給等    2 点(B) 
○飼料の視点での基盤強化のための飼料作物の種苗の生産・供給等 2 点(B) 
○国内開発品種の利用拡大に向けた飼料作物の種苗の検査    2 点(B) 
○調査・研究及び講習・指導      3 点(A) 
○家畜改良増殖法等に基づく検査    2 点(B) 
○牛トレーサビリティ法に基づく事務等 2 点(B) 
○その他センターの人材・資源を活用した外部支援      2 点(B) 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第 1-１ 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛生

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

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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 
         予算額（千円） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

 経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び

飼養管理の改善等 
センターは、酪肉基本方針等を踏まえ、家畜改良増

殖目標及び鶏の改良増殖目標に示された家畜や鶏の

能力等に係る目標達成を支援し、「強み」のある畜産

物生産のための「家畜づくり」を推進する。このよう

な中、家畜改良を効率的に進めていくためには精度の

高い家畜の遺伝的能力評価の実施が不可欠となって

いることから、中立・公平な立場から全国的な規模で

家畜の遺伝的能力を評価し、その結果を公表する。  
これにより、家畜の育種改良に応用して家畜改良を

進展させるとともに、改良によって得られる優良な家

畜の能力を十分発揮させるために必要な飼養管理の

改善等を推進していく。このため、特に次の業務に重

点を置いて、都道府県や民間との役割分担、連携を図

りつつ、保有する多様な育種資源を活用し民間等では

取り組み難い新技術を駆使し、全国的な家畜改良を進

めることとする。 

１ 家畜の視点

での基盤強化の

ための家畜改良

及び飼養管理の

改善等 
 

１ 家畜の視点

での基盤強化の

ための家畜改良

及び飼養管理の

改善等 

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×５／１

０ 
 
 

◇全国的な改良の推進     3/2(A) 
◇遺伝的能力評価の実施    3/2(A) 
◇種畜検査の実施       3/2(A) 
◇飼養管理の改善等への取組  2/2(B) 

 

＜評定と根拠＞ 
「Ａ」 

 
満点：８Ｐ（小項目

４×２Ｐ） 
合計：１１Ｐ 
１１Ｐ／８Ｐ＝１．

３７ 
（１３．７／１０） 

評定  A 
＜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 評定の判定基準内(満点×

12/10≦合計点 )であったた

め。 
満点：8（小項目 4×2 点） 
合計点：11 点 
=(3 点×3＋2 点×1 ) 
11 点／8 点= 1.37 
◇全国的な改良の推進 
                3 点(A) 
◇遺伝的能力評価の実施     

3 点(A ) 
◇種畜検査の実施        

3 点(A ) 
◇飼養管理の改善等への取組      

2 点(B) 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１-１-（１） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （１）全国的な改良の推進 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛生

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

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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 
全国会議の開催回数 １回以上        予算額（千円） 311,851 308,979 271,585   

 乳用牛  ３回 ３回 ３回    決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

肉用牛  ８回 ８回 ８回    経常費用（千円）  279,537 261,220 248,143   

豚  １回 １回 １回    経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

鶏  ３回 ３回 ２回    行政サービス実施コスト（千円） 267,767 244,397 236,707   

馬  ４回 ３回 ３回    従事人員数 954 961 976   

めん山羊  ２回 ２回 ２回     （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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）全国的な改良の

推進 
家畜改良増殖目標

が示されている乳用

牛、肉用牛、豚、鶏、

馬及びめん山羊につ

いて、全国的な家畜の

改良を推進するため、

都道府県、関係団体、

生産者等との意見・情

報交換において積極

的に指導的役割を果

たすとともに、都道府

県、関係団体等との役

割分担を図りつつ連

携し、効率的な改良の

推進に努める。 
このため、各畜種に

ついて、全国的な改良

に関する会議を毎年

度、開催する。 
〈以下略〉 
 

（１）全国的な改良の推進 
改良増殖に係る目標が示されている乳

用牛、肉用牛、豚、鶏、馬及びめん山羊に

ついて、全国的な改良を効率的に推進する

ため、各畜種について、都道府県、関係団

体、生産者等との意見・情報交換等を行う

全国的な改良に関する会議を毎年度、開催

する。その際、中立・公平な立場から全国

的な規模で行う家畜の遺伝的能力評価結

果等も踏まえ、積極的に指導的役割を果た

す。また、我が国における家畜等の改良の

方向性に沿ったセンターの業務について

意見・情報交換を行い、センターでは、都

道府県や民間では技術面やコスト面から

取り組むことが難しい新技術を活用した

優良な種畜・種きん等の生産を担うなど、

都道府県、関係団体等との役割分担を図り

つつ連携し、効率的な家畜等の改良を推進

する。併せて、ｅメールなどの活用により

事前に会議の論点の明確化を図ることな

どにより、会議の効率的な運営を工夫す

る。 

（１）全国的な改良の推進 
改良増殖に係る目標が示されている乳用牛、肉用牛、豚、鶏、

馬及びめん山羊の各畜種について、全国的な改良を効率的に推

進するため、都道府県、関係団体、生産者等との意見・情報交

換等を行う全国的な改良に関する会議を１回以上開催する。そ

の際、中立・公平な立場から全国的な規模で行う家畜の遺伝的

能力評価結果等も踏まえ、積極的に指導的役割を果たす。 
 また、我が国における家畜等の改良の方向性に沿った家畜改

良センター（以下「センター」という。）の業務について意見・

情報交換を行い、センターでは、都道府県や民間では技術面や

コスト面から取り組むことが難しい新技術を活用した優良な種

畜・種きん等の生産を担うなど、都道府県、関係団体等との役

割分担を図りつつ連携し、効率的な家畜等の改良を推進する。 
 併せて、ｅメールなどの活用により事前に会議の論点の明確

化を図ることなどにより、会議の効率的な運営を工夫する。 
 加えて、関係団体等が開催する各畜種に関する各種会議に積

極的に参画する。 
 なお、肉用牛においては、全国的な改良に関する会議の検討

結果を踏まえ、広域的な後代検定により選定された種雄牛につ

いて、都道府県間の利用を推進するため、精液配布計画の作成

等を行う。 

Ｓ：計画の１２０％以

上であり、かつ、特に

優れた成果が認めら

れる 
Ａ：計画の１２０％以 
 上 
Ｂ：計画の１００％以

上、１２０％未満 
Ｃ：計画の８０％以上、

１００％未満 
Ｄ：計画の８０％未満、

又は業務運営の改善

等必要な措置が必要

と認められる 
 

〈主要な業務実績〉 

14 頁～16 頁 
 
 

＜評定と根拠＞ 
「Ａ」 

 
根拠：14 頁～16
頁 
 

評定 A 
＜評定に至った理由＞ 
計画どおり取組を実施し

た上で、ゲノミック評価

技術を用いることによ

り、候補種雄牛の頭数を

減らして後代検定娘牛が

減ったとしても同水準の

改良効果が得られること

を説明し、後代検定に貢

献したこと。また、セン

ター産種豚「ユメサクラ」

の交配により銘柄化した

「京丹波ぽーく」が食肉

産業展で最優秀賞を受賞

するなどこれまで継続し

て実施してきたことが成

果となったものであり、

計画を上回る成果が得ら

れたものものとして「A」

評定とした。 
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 法人の業務実績・自己評価 
業務実績 自己評価 

 乳用牛について、全国的な改良を効率的に推進するため、都道府県、関係団体、

生産者等との意見・情報交換等を行う全国的な改良に関する会議を３回開催し

た。その際、候補種雄牛を評価するための後代検定娘牛確保が課題となっている

ことから、ゲノミック評価技術を用いることにより、候補種雄牛を減頭しても同

程度の改良効果が得られることを説明するなど積極的に指導的役割を果たし後

代検定事業の効率化及び推進に貢献した。 

 また、我が国における家畜等の改良の方向性に沿ったセンターの業務につい

て、都道府県、関係団体、生産者等との意見・情報交換を行い、センターでは、

新技術を活用した優良な種畜等の生産を担うなど、都道府県、関係団体等の役割

分担を図りつつ連携し、効率的な家畜等の改良を推進した。 

 併せて、ｅメールなどの活用により事前に会議の論点の明確化を図るなど、会

議の効率的な運営を工夫した。 

 加えて、関係団体等が開催する各種会議に積極的に参画し、計画どおり実施し

た。 

① 農林水産省、試験研究機関、関係団体等の参画を得て、「全国乳用牛改良技術検討会ワーキンググループ」を開催し、従来の後代検定の制

度を維持し現状の酪農規模に合わせた改良体制のあり方について検討を行った。 

② 農林水産省、試験研究機関、関係団体等の参画を得て開催した「全国乳用牛改良技術検討会」において、体型形質の遺伝的能力評価モデル

の変更及び後代検定の効率化などについて検討し、ゲノミック評価値の公表時期などの調整を行うとともに、高い遺伝的能力が期待できる候補

種雄牛を確保するためのガイドライン等の後代検定事業の実施に係る事項について、センターが作成した原案を基に検討を行い了承を得るな

ど、積極的に指導的役割を果たした。 

③ 農林水産省、都道府県、関係団体及び学識経験者の参画を得て、「全国乳用牛改良推進会議」を開催し、高い遺伝的能力が期待できる候補

種雄牛を確保するためのガイドラインを策定し、後代検定事業に係る候補種雄牛の頭数の変更や調整交配頭数の配分をはじめとする事業実施計

画の作成に当たって、ゲノミック評価技術を用いることにより、候補種雄牛を減頭しても、同水準の改良効果が得られることを説明することに

より、人工授精事業体が行う後代検定事業の効率化及び円滑な推進に貢献した。 

④ なお、これら会議の開催に当たっては、ｅメール等を活用して事前に会議の論点の明確化を図り、情報共有するなど、会議を効率的に運営

できるよう工夫した。 

⑤ 関係団体が開催する「国産種雄牛遺伝子作出検討委員会」等の乳用牛改良に関する各種会議に積極的に参画し、技術的助言、センターが行

う乳用牛改良業務の説明及び意見・情報交換を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

肉用牛について、全国的な改良を効率的に推進するため、都道府県、関係団体、

生産者等との意見・情報交換等を行う全国的な改良に関する会議を８回開催し

た。その際、センターが実施する遺伝的能力評価や広域的能力評価結果等につい

て説明、検討を行うなど、積極的に指導的役割を果たした。 
 また、我が国における家畜等の改良の方向性に沿ったセンターの業務につい

て、都道府県、関係団体、生産者等との意見・情報交換を行い、センターでは、

新技術を活用した優良な種畜等の生産を担うなど、都道府県、関係団体等の役割

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

議の効率的な運営を工夫した。 
 加えて、関係団体等が開催する肉用牛に関する各種会議に積極的に参画した。 
 なお、全国的な改良に関する会議の検討結果を踏まえ、広域的な後代検定によ

り選定された種雄牛について、都道府県間の利用を推進するため、精液配布計画

を作成し、国、都道府県等に通知するなど、計画どおり実施した。 

① 国、関係団体及び学識経験者の参画を得て、「肉用牛評価技術検討会」を開催し、広域後代検定の評価結果について、意見・情報交換を行っ

た。 
② 国、都道府県、関係団体、学識経験者及び生産者の参画を得て、「肉用牛改良専門委員会」及び「肉用牛改良中央協議会」を開催し、広域後

代検定に係る３０年度広域的能力評価結果等について説明を行ったほか、肉用牛の増頭対策等について意見・情報交換を行った。 
③ 上記①及び②のほか、「黒毛和種の飼料利用性等の検定手法開発に係る検討会」を開催するなど、我が国における家畜等の改良の方向性に

沿ったセンターの業務について意見・情報交換を行った。 
④ なお、これら会議の開催に当たっては、ｅメール等を活用して事前に会議の論点の明確化を図り、情報共有するなど、会議を効率的に運営

できるよう工夫した。 
⑤ 関係団体が開催する「肉用牛産肉能力平準化促進事業に係る改良委員会」に参画し、後代検定に係る遺伝的能力評価結果について説明を行

った。その他、都道府県、関係団体等が開催する肉用牛改良に関する各種会議に積極的に参画し、技術的助言、センターが行う肉用牛改良業務

の説明及び意見・情報交換を行った。 
⑥ 平成２９年度に開催した「肉用牛評価技術検討会」、「肉用牛改良専門委員会」及び「肉用牛改良中央協議会」における検討結果を踏まえ、

広域的な後代検定により国が選定した種雄牛（以下「共同利用種雄牛」という。）について、精液配布計画書を作成し、国、都道府県等に通知し

た。また、平成２９年度までに配布された共同利用種雄牛精液の利用状況を把握するための調査を行い、その結果を取りまとめ、国及び精液を

提供した都道府県に報告した。 
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 法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 
 豚について、全国的な改良を効率的に推進するため、都道府県、関係団体、生

産者等との意見・情報交換等を行う全国的な改良に関する会議を１回開催した。

その際、センターが実施している遺伝的能力評価等について課題を提案し検討を

行うなど、積極的に指導的役割を果たした。 
また、我が国における家畜等の改良の方向性に沿ったセンターの業務につい

て、都道府県、関係団体、生産者等との意見・情報交換を行い、センターでは、

新技術を活用した優良な種豚等の生産を担うなど、都道府県、関係団体等との役

割分担を図りつつ連携し、効率的な家畜等の改良を推進した。 
さらに、センターで生産した「ユメサクラ」、「ユメサクラエース」については国

内の種豚農家において活用されるとともに、「ユメサクラ」の交配により銘柄化し

た「京丹波ぽーく」が平成３０年４月に開催された「第４３回食肉産業展２０１

８」で最優秀賞を受賞し、高く評価されるなど銘柄豚づくりにも貢献した。 
併せて、ｅメールなどの活用により事前に会議の論点の明確化を図るなど、会

議の効率的な運営を工夫した。 
加えて、関係団体等が開催する各種会議に積極的に参画し、計画どおり実施し

た。 

① 国、都道府県、関係団体、生産者及び学識経験者の参画を得て、「豚遺伝的能力評価技術検討会」を開催し、センターが実施している遺伝的

能力評価、肢蹄のつなぎ評価、センターの種豚作出のあり方等について検討を行うとともに、意見・情報交換を行った。なお、これら会議の開

催に当たっては、ｅメール等を活用して事前に会議の論点の明確化を図り、情報共有するなど、会議を効率的に運営できるよう工夫した。 
② 試験研究機関が開催する「平成３０年度豚の新育種技術に関する研究会」等の豚改良に関する各種会議に積極的に参画し、技術的助言、セ

ンターが行う豚改良業務の説明及び意見・情報交換を行った。 
③ 国産純粋種豚改良協議会について総会及びワーキンググループ等の会議に参画し、事業を効率的に推進するための指導的な役割を果たし

た。 
④ センターで生産した「ユメサクラ」、「ユメサクラエース」については、国内の種豚農家において活用されるとともに、「ユメサクラ」の交配

により銘柄化した「京丹波ぽーく」が平成３０年４月に開催された「第４３回食肉産業展２０１８」で最優秀賞を受賞し、高く評価されるなど

銘柄豚づくりにも貢献した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鶏について、全国的な改良を効率的に推進するため、都道府県、関係団体、生

産者等との意見・情報交換等を行う全国的な改良に関する会議を２回開催した。

その際、事例報告やパネルディスカッションを実施するなど、積極的に指導的役

割を果たした。 
また、我が国における家畜等の改良の方向性に沿ったセンターの業務につい

て、都道府県、関係団体、生産者等との意見・情報交換を行い、センターでは、

新技術を活用した優良な種きん等の生産を担うなど、都道府県、関係団体等との

役割分担を図りつつ連携し、効率的な家畜等の改良を推進した。 
都道府県で取り組む地鶏生産において、センター産種鶏が全銘柄の約８割に利

用されるなど、全国の地鶏生産に貢献した。 
併せて、ｅメールなどの活用により事前に会議の論点の明確化を図るなど、会

議の効率的な運営を工夫した。 
加えて、関係団体等が開催する各種会議に積極的に参画し、計画どおり実施し

た。 
 
 

① 農林水産省、都道府県、関係団体、民間種鶏場、学識経験者等の参画を得て、「鶏改良推進中央協議会」、「地鶏・国産鶏種普及促進ネットワ

ーク会議」を開催し、国産鶏種の改良情報を提供するとともに、地鶏・銘柄鶏の生産振興のための組合せ検定への取組等について意見・情報交

換等を行った。また、併せて開催された「地鶏銘柄鶏セミナー」において、地鶏・国産鶏種の生産振興状況の報告、地鶏等の今後のあり方に関

する講演、事例紹介等についての意見・情報交換等を行った。地鶏生産については、都道府県の地鶏５２銘柄のうち４０銘柄にセンターの種鶏

が利用されるなど、全国の地鶏生産に貢献した。 
② なお、これら会議の開催に当たっては、ｅメール等を活用して事前に会議の論点の明確化を図り、情報共有するなど、会議を効率的に運営

できるよう工夫した。 
③ 関係団体等が開催する各種会議に積極的に参画し、技術的助言、センターが行う鶏改良業務の説明及び意見・情報交換を行った。 
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 法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 
 馬について、全国的な改良を効率的に推進するため、都道府県、関係団体、生

産者等との意見・情報交換等を行う全国的な改良に関する会議を３回開催した。

その際、センターが行う種畜の作出、供給体制等について提示、検討するなど、

積極的に指導的役割を果たした。 
また、我が国における家畜等の改良の方向性に沿ったセンターの業務につい

て、都道府県、関係団体、生産者等との意見・情報交換を行い、センターでは、

新技術を活用した優良な種畜等の生産を担うなど、都道府県、関係団体等との役

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

の効率的な運営を工夫した。 
加えて、関係団体等が開催する馬に関する各種会議に積極的に参画し、計画ど

おり実施した。 

① 農林水産省、都道府県、関係団体、生産者団体及び農協の参画を得て、「農用馬の改良推進に関する会議」を開催し、ブルトン種及びペルシ

ュロン種における改良並びにセンターが行う種畜の作出、供給体制等について意見・情報交換を行った。なお、これら会議の開催に当たっては、

ｅメール等を活用して事前に会議の論点の明確化を図り、情報共有するなど、会議を効率的に運営できるよう工夫した。 
② 関係団体が開催する「馬能力体系化等推進事業に係る推進委員会及び牽引能力評価ワーキンググループ検討会」及び「農用馬生産振興推進

ブロック会議」の農用馬改良に関する各種会議に積極的に参画し、技術的助言、センターが行う農用馬改良業務の説明及び意見・情報交換を行

った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

めん山羊について、全国的な改良を効率的に推進するため、都道府県、関係団

体、生産者等との意見・情報交換等を行う全国的な改良に関する会議を２回開催

した。その際、種畜供給体制の構築や振興対策について提案するなど、積極的に

指導的役割を果たした。 
また、我が国における家畜等の改良の方向性に沿ったセンターの業務につい

て、都道府県、関係団体、生産者等との意見・情報交換を行い、センターでは、

新技術を活用した優良な種畜の生産を担うなど、都道府県、関係団体等との役割

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

議の効率的な運営を工夫した。 
加えて、関係団体等が開催する各種会議に積極的に参画し、計画どおり実施し

た。 

① めん羊について、（公社）畜産技術協会の参画を得て「めん羊及び山羊の出生確認制度に係る会議」を平成３０年１１月５日に開催し、出

生確認制度と血統登録について意見・情報交換を行った。 
② 山羊について、国、（公社）畜産技術協会、生産者及び学識経験者の参画を得て「山羊改良に関する情報交換会」を平成３１年２月６～７日

に開催し、山羊の振興対策、生産現場の状況等について意見・情報交換を行った。 
③ なお、これら会議の開催に当たっては、ｅメール等を活用して事前に会議の論点の明確化を図り、情報共有するなど、会議を効率的に運営

できるよう工夫した。 
④ めん羊及び山羊について、関係団体、大学等が開催する会議に積極的に参画し、意見・情報交換を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
４．その他参考情報 
＜有識者からの意見＞ 
全般的に A 評定としても、家畜改良センターの種豚や種鶏が銘柄づくりに貢献し、高い評価を受けたことはこれまでの取組が実用化に達したものであることを考えれば、部分的に S 評定と言えるの

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

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛

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

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

 経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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）遺伝的能力評価の実施 

家畜改良増殖目標においては、センターが実施

する遺伝的能力評価に基づく総合指数を重視した

乳用牛改良の推進やゲノミック評価を用いた効率

的な種畜の作出のためのモデル的な取組の推進が

述べられている。 
このため、センターは、乳用牛、肉用牛及び豚に

ついて、中立・公平な立場から全国的な家畜の改良

増殖を効率的に進めるため、関係機関と連携して

泌乳形質、産肉形質等の必要なデータを収集して

遺伝的能力評価を行うとともに、その結果や遺伝

的趨勢を公表する。 
 また、より精度の高い遺伝的能力評価を行うた

め、一塩基多型（以下「ＳＮＰ」という。）情報を

活用した解析を進めるなど、必要に応じて評価手

法の改善等に取り組む。 
〈以下略〉 
 

（２）遺伝的能力

評価の実施 
乳用牛、肉用牛

及び豚について、

中立・公平な立場

から全国的な家

畜の改良増殖を

効率的に進める

ため、関係機関と

連携し、次の取組

を行う。 
 

（２）遺伝的能力

評価の実施 
指標＝「細項目の項目数×２」（満

点）に対する「各細項目の点数の合

計値」（合計点）の比率 

各細項目の評価点数の区分は以

下のとおりとする。 

  Ｓ評価：４点、Ａ評価：３点、Ｂ

評価：２点、Ｃ評価：１点、Ｄ評価：

０点 

 

Ａ：満点×１２/１０≦合計点 

Ｂ：満点×８/１０≦合計点＜満点

×１２/１０ 

Ｃ：満点×５/１０≦合計点＜満点

×８/１０ 

Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 

 

□遺伝的能力評価の実施    3/2(A) 
□遺伝的能力評価手法の改善  2/2(B)  

 

＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

満点：４Ｐ（細項目

２×２Ｐ） 

合計：４Ｐ 

５Ｐ／４Ｐ 

＝１.２５ 

（１２．５／１０） 

評定 A 
＜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A評定の判定基

準(満点×１２/１０≦合

計点)であったため。 

 

満点：4点（細項目 2×2点） 

合計点：5点=3点×１＋2点

×2 

5点／4点= 1.25 

□遺伝的能力評価 3点(A) 

□遺伝的能力評価の改善  

2点(B) 

 
４．その他参考情報 
 
 
 



18 
 

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

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛生

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

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

 経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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 遺伝的能力評価の実施 

乳用牛（ホルスタイン種及びジャ

ージー種）の泌乳形質、肉用牛（黒

毛和種、褐毛和種（高知系・熊本系）

及び日本短角種）及び豚（バークシ

ャー種、ランドレース種、大ヨーク

シャー種及びデュロック種）の産肉

形質等の必要なデータを収集して

遺伝的能力評価を行うとともに、そ

の結果や遺伝的趨勢を各畜種につ

いてそれぞれ年４回以上公表する。

なお、肉用牛における遺伝的能力評

価結果等の公表は、平成２９年度か

ら行う。 
 また、ホルスタイン種の検定済種

雄牛及び経産牛のゲノミック評価

について、評価手法の改善を行い、

平成３２年度末までに開始する。 
 

ア 遺伝的能力

評価の実施 
指標＝「微項目の項目数

×２」（満点）に対する「各

微項目の点数の合計値」

（合計点）の比率 
 各微項目の評価点数の

区分は以下のとおりとす

る。 
  Ｓ評価：４点、Ａ評価：

３点、Ｂ評価：２点、Ｃ評

価：１点、Ｄ評価：０点 
 
Ａ：満点×１２/１０≦合

計点 
Ｂ：満点×８/１０≦合計

点＜満点×１２/１０ 
Ｃ：満点×５/１０≦合計

点＜満点×８/１０ 
Ｄ：合計点≦満点×５／

１０ 
 

△乳用牛の遺伝的能力評価の実施      3/2(A) 
△肉用牛の遺伝的能力評価の実施      3/2(A) 
△バークシャー種等の遺伝的能力評価の実施 2/2(B) 

＜評定と根拠＞ 
「Ａ」 

 
満点：６Ｐ（微項目３×２

Ｐ） 
合計：８Ｐ 
８Ｐ／６Ｐ＝１．３３ 
（１３．３／１０） 

評定 A 
＜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 A 
評定の判定基準(満点×１２/１
０≦合計点) であったため。 

 
 満点：6 点（微項目 3×2 点） 
 合計点：8 点=(3 点×2 点＋2 点

×1) 
8 点／6 点= 1.33 
△乳用牛の遺伝的能力評価 3 点(A) 
△肉用牛の遺伝的能力評価 3 点(A) 
△ﾊﾞｰｸｼｬｰ種等の遺伝的能力評価   

2 点(B) 

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

（ア）乳用牛の遺伝的能力評価の実施 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛生

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

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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 
公表回数         予算額（千円） 311,851 308,979 271,585   

 種雄牛 年２回以上  ２回 ２回 ２回    決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

雌牛  ４回 ３回 ３回    経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

未経産牛  ４回 ３回 ３回    経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

        
 

行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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）乳用牛の遺伝的能力

評価の実施 
ホルスタイン種の泌乳形

質等について、ゲノミック

評価を含む遺伝的能力評価

を行うとともに、ジャージ

ー種の泌乳形質等について

雌牛の遺伝的能力評価を行

い、その結果や遺伝的趨勢

をそれぞれ年２回以上公表

する。また、ホルスタイン種

の国際能力評価機関から得

られた年３回の海外種雄牛

の泌乳形質等の遺伝的能力

評価に関する情報を公表す

る。 
 

Ｓ：計画の１２

０ ％ 以 上 で あ

り、かつ、特に優

れた成果が認め

られる 
Ａ：計画の１２

０％以上 
Ｂ：計画の１０

０％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＞ 

ホルスタイン種の泌乳形質等に

ついて、ゲノミック評価を含む遺伝

的能力評価を行い、国内種雄牛につ

いて年２回、雌牛について年３回、

計年５回その評価結果や遺伝的趨

勢を公表するとともに、ジャージー

種の泌乳形質等について雌牛の遺

伝的能力評価を行い、その結果や遺

伝的趨勢を年２回公表した。また、

ホルスタイン種の国際能力評価機

関から得られた海外種雄牛の泌乳

形質等の遺伝的能力評価に関する

情報を年３回公表した。 

さらに、ゲノミック評価について

は、若雄牛や未経産牛について平成

３０年８月より毎月評価を行い、評

価結果を提供した。 

＜評定と根拠＞ 
「Ａ」 

 
① ホルスタイン種の泌乳形質等について、国内種雄牛のゲノミック評価

を含む遺伝的能力評価を行い、平成３０年８月及び平成３１年２月にその

評価結果や遺伝的趨勢を公表した。また、雌牛についてゲノミック評価を

含む遺伝的能力評価を行い、平成３０年８月、１２月及び平成３１年２月

にその評価結果や遺伝的趨勢を公表した。 
② ジャージー種の泌乳形質について、雌牛の遺伝的能力評価を行い、平

成３０年９月及び平成３１年３月にその結果や遺伝的趨勢を公表した。 
③ ホルスタイン種の国際能力評価機関から得られた海外種雄牛の泌乳

形質等の遺伝的能力評価に関する情報を平成３０年４月、８月及び１２月

に公表した。 
④ 公式評価間に新たにＳＮＰの情報が得られたホルスタイン種若雄牛

及び未経産牛について、３０年８月より中間評価としてのゲノミック評価

を含め毎月評価を行い、評価結果を関係機関を通じ農家に提供した。 

評定 A 
＜評定に至った理由＞ 
計画どおり着実に取組が実

施された上で、新たな取組と

して 30 年 8 月より SNP の情

報が得られたホルスタイン種

若雄牛及び未経産牛につい

て、中間評価としてゲノミッ

ク評価を含め毎月評価を行

い、その評価結果について関

係機関を通じて農家に提供し

たことは、新たな評価体制を

構築したものであり、計画を

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

（イ）肉用牛の遺伝的能力評価の実施 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目

標、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るため

の基本方針 

当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号 
家畜改良増殖法第３条の４ 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 

行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 
 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

 経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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）肉用牛の遺伝的能力評価の実施 

黒毛和種、褐毛和種（高知系・熊本系）

及び日本短角種の産肉形質等について

遺伝的能力評価を行い、その結果や遺

伝的趨勢を品種ごとに年１回公表す

る。 

また、肉用牛枝肉情報全国データベ

ースを用いて収集した枝肉情報を分析

し、改良の基礎情報として関係機関に

提供する。 

さらに、平成２９年度から共同研究

により着手した黒毛和種及び褐毛和種

（熊本系）のゲノミック評価について、

道県からＳＮＰ情報、枝肉情報の提供

を受けて評価を実施し、各道県ごとに

その評価結果を提供する。 

Ｓ：計画を大きく上

回り、かつ顕著な

成果が得られた。 

Ａ：計画を上回る成

果が得られた。 

Ｂ：計画どおり順調

に実施された。 

Ｃ：計画どおり実施

されず改善を要す

る。 

Ｄ：計画どおり実施

されず当該業務の

廃止を含めた抜本

的な改善が必要と

認められる。 

＜主要な業務実績＞ 

黒毛和種、褐毛和種（高知系・熊本系）

及び日本短角種の産肉形質について遺伝

的能力評価を行い、その結果や遺伝的趨

勢を品種ごとに年１回公表した。 

また、肉用牛枝肉情報全国データベー

スを用いて収集した枝肉情報を分析し、

改良の基礎情報として、延べ１，６５５，

７２０頭分を関係機関に提供した。 

さらに、候補種雄牛や繁殖雌牛の早期

選抜に用いることができるよう、黒毛和

種及び褐毛和種（熊本系）のゲノミック

評価について、道県等からＳＮＰ情報、

枝肉情報の提供を受けて年４回評価を実

施し、各道県等ごとにその評価結果を提

供した。 

＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

① 黒毛和種、褐毛和種（高知系・熊本系）及び日本短角種の産肉形質について、平成２９年１２月までに収集し

た情報を用いて遺伝的能力評価を行い、その結果や遺伝的趨勢を平成３０年６月に公表した。 

② 平成３０年度の枝肉情報について、黒毛和種２５２，９５５頭、褐毛和種（高知系）１３３頭、褐毛和種（熊

本系）２，７２８頭、日本短角種９１４頭分を収集し、肉用牛枝肉情報全国データベースの総計は、それぞれ３，

４４５，３５１頭、１，５１２頭、２９，４２７頭、８，４４１頭となった。 

③ 全国団体、都道府県等からの申請に基づき、黒毛和種４２件延べ１，５９７，８６６頭、褐毛和種（高知系）

５件延べ１，６４５頭、褐毛和種（熊本系）９件延べ３７，２７９頭、日本短角種５件延べ１８，９３０頭の枝肉

情報を提供した。 

④ 黒毛和種について、四半期ごとに種雄牛別枝肉情報を集計し、肥育農家にインターネットを通じ提供したほか、

申請のあった肥育農家５７件に対し個別の集計情報をｅメール等で提供した。 

⑤ 黒毛和種について、平成２９年度と畜分の全国集計情報の報告書を肥育農家等に３，９８０部提供するととも

に、その概要をホームページに掲載した。 

⑤ 褐毛和種（熊本系）について、平成２９年度と畜分の全国集計情報の報告書を肥育農家等に２５０部提供した。 

⑥ 各道県において候補種雄牛や繁殖雌牛の早期選抜に活用できるよう、黒毛和種及び褐毛和種（熊本系）のゲノ

ミック評価について、２１道県等の関係機関からＳＮＰ情報及び枝肉情報の提供を受けて年４回延べ１１，９７８

頭の評価を行い、各機関ごとに評価結果を提供した。 

評定 A 

＜評定に至った理由＞ 

計画どおり着実に取組が実施さ

れた上で、黒毛和種及び褐毛和種

（熊本系）のゲノミック評価につ

いては、共同研究に参加する 21 道

県等からの SNP 情報、枝肉情報の

提供を受けて、年４回わたって道

県等ごとにどの結果を提供した。

また、昨年度は、黒毛和種、褐毛和

種（高知系・熊本系）及び日本短角

種の産肉形質について遺伝的趨勢

を品種ごとに１回公表したところ

であるが、ゲノミック評価につい

ては実施しておらず、このことは

新たに評価体制を改善したもので

あり、計画を上回る成果か得られ

たことから「A」評定とした。 

 

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

（ウ）バークシャー種等の遺伝的能力評価の実施 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛生

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

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

 経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

（うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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）バークシャー種等の

遺伝的能力評価の実施 
バークシャー種、ランド

レース種、大ヨークシャー

種及びデュロック種の産肉

形質等について遺伝的能力

評価を行い、その結果や遺

伝的趨勢を年４回公表す

る。 

Ｓ：計画を大きく上回り、

かつ顕著な成果が得ら

れた。 
Ａ：計画を上回る成果が

得られた。 
Ｂ：計画どおり順調に実

施された。 
Ｃ：計画どおり実施され

ず改善を要する。 
Ｄ：計画どおり実施され

ず当該業務の廃止を含

めた抜本的な改善が必

要と認められる。 

＜主要な業務実績＞ 
バークシャー種、ランドレース

種、大ヨークシャー種及びデュロ

ック種の産肉形質等について遺伝

的能力評価を行い、その結果や遺

伝的趨勢を年４回公表した。 

 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① バークシャー種、ランドレース種、大ヨー

クシャー種及びデュロック種について、登記豚

の産肉型質（ＤＧ、ＢＦ、ＥＭ）４９，５７９

頭分、繁殖形質（生産頭数、３週時育成頭数、

３週時一腹総体重）１６２，２６８頭分を活用

して遺伝的能力評価を実施し、評価結果や遺伝

的趨勢を平成３０年４月、７月、１０月及び平

成３１年１月に公表した。 

② 種豚改良を促進するため、種豚生産者が交

配計画に活用できる評価値（個体毎の育種価☆：

農場内評価値、地域内評価値、広域評価値、さ

らにバークシャー種の全国評価値については育

種価の上位ランキング等）を（一社）日本養豚

協会を通じて関係機関に提供した。 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
計画どおり遺伝的能力評

価の結果や遺伝的趨勢につ

いて公表されたことから

「B」評定とした。 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１-１-（２）-イ 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （２）遺伝的能力評価の実施 イ 遺伝的能力評価手法の改善 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛生

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

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

 経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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 遺伝的能力評価手法の改

善 
乳用牛、肉用牛及び豚につい

て、より精度の高い遺伝的能力

評価を行うため、学識経験者等

との意見・情報交換を行いつ

つ、一塩基多型（以下「ＳＮＰ」

という。）情報を活用した解析

を進めるなど、必要に応じて評

価手法の改善等に取り組む。 
 
 
 
 

イ 遺伝的能力手法の改善 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 
 

△乳用牛の遺伝的能力評価手

法の改善  2/2(B) 
△肉用牛の遺伝的能力評価手

法の改善  2/2(B) 
△豚の遺伝的能力評価手法の

改善    2/2(B) 
 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
満点：６Ｐ（微項目３×

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 
△乳用牛遺伝的能力評価手法

改善        2 点(B) 
△肉用牛遺伝的能力評価手法

改善        2 点(B) 
△豚の遺伝的能力評価手法改

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

（ア）乳用牛の遺伝的能力評価手法の改善 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛生

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

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

 経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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）乳用牛の遺伝的能力

評価手法の改善 
乳用牛について、より精

度の高い遺伝的能力評価を

行うため、遺伝的能力評価

技術に関する検討会を開催

するなどにより学識経験者

等との意見･情報交換を行

いつつ、遺伝的能力評価手

法の改善に取り組む。 

Ｓ：計画を大きく上回り、かつ

顕著な成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果が得られ

た。 
Ｂ：計画どおり順調に実施され

た。 
Ｃ：計画どおり実施されず改善

を要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず当該

業務の廃止を含めた抜本的

な改善が必要と認められる。 
  

＜主要な業務実績＞ 
乳用牛について、より精度の

高い遺伝的能力評価を行うた

め、遺伝的能力評価技術に関す

る検討会を開催するなどにより

学識経験者等との意見・情報交

換を行いつつ、遺伝的能力評価

手法の改善に取り組み、その結

果を踏まえて評価結果を公表し

た。 

 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
乳用牛の遺伝的能力評価について、学

識経験者等の参画を得て「乳用牛評価技

術検討会」を開催し、体型形質及び繁殖

形質のモデル変更、ゲノミック評価の信

頼度の変更等について意見・情報交換を

行いつつ、遺伝的能力評価手法の改善に

取り組み、その結果を踏まえて評価結果

を平成３０年１２月及び平成３１年２

月に公表した。 

評定  B 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり取組が実施され

たことから「B」評定とした。 
 

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

（イ）肉用牛の遺伝的能力評価手法の改善 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛生

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

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

 経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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）肉用牛の遺伝的

能力評価手法の改善 
肉用牛について、よ

り精度の高い遺伝的

能力評価を行うため、

遺伝的能力評価技術

に関する検討会を開

催するなどにより学

識経験者等との意見･

情報交換を行いつつ、

遺伝的能力評価手法

の改善等に取り組む

ほか、繁殖性等に対す

る新たな評価手法に

ついて検討する。 
 

 
 

Ｓ：計画を大きく上回り、かつ

顕著な成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果が得られ

た。 
Ｂ：計画どおり順調に実施され

た。 
Ｃ：計画どおり実施されず改善

を要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず当該

業務の廃止を含めた抜本的

な改善が必要と認められる。 

＜主要な業務実績＞ 
肉用牛について、より

精度の高い遺伝的能力評

価を行うため、遺伝的能

力評価技術に関する検討

会を開催するなどにより

学識経験者等との意見・

情報交換を行いつつ、遺

伝的能力評価手法の改善

等に取り組んだほか、繁

殖性等に対する新たな評

価手法として分娩難易の

遺伝的能力評価手法につ

いて検討し、計画どおり

実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① 学識経験者等の参画を得て

「肉用牛評価技術検討会」を開

催し、広域後代検定の評価結果

および次年度以降の評価手法に

ついて意見・情報交換を行い、遺

伝的能力評価手法の改善に取り

組んだ。 
② 繁殖性に対する評価手法に

ついて、将来的なゲノミック評

価の実施を念頭に、分娩難易を

アニマルモデルにより、母と子

の体格を考慮して評価する場合

の評価手法について検討した。 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり、遺伝的能力評価技術に関する検討

会を開催し、繁殖基盤強化を図るために重要とな

る繁殖性等に対する新たな評価手法についての検

討が実施されたことから「B」評定とした。 
 

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

（ウ）豚の遺伝的能力評価手法の改善 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛生

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

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

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

指標等 達成目標 基準年 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
         予算額（千円） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

 経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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）豚の遺伝的能力評価

手法の改善 
豚について、より精度の

高い遺伝的能力評価を行う

ため、遺伝的能力評価技術

に関する検討会を開催する

などにより学識経験者等と

の意見・情報交換を行いつ

つ、優良な改良素材を効率

的かつ効果的に利用するこ

とができる改良体制の構築

の推進に対応した遺伝的能

力評価手法の改善に取り組

む。 
 

Ｓ：計画を大きく上回

り、かつ顕著な成果

が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果

が得られた。 
Ｂ：計画どおり順調に

実施された。 
Ｃ：計画どおり実施さ

れず改善を要する。 
Ｄ：計画どおり実施さ

れず当該業務の廃止

を含めた抜本的な改

善が必要と認められ

る。 
  

＜主要な業務実績＞ 
豚について、より精度の高い

遺伝的能力評価を行うため、遺

伝的能力評価技術に関する検討

会を開催するなどにより学識経

験者等との意見・情報交換を行

いつつ、優良な改良素材を効率

的かつ効果的に利用することが

できる改良体制の構築の推進に

対応した遺伝的能力評価手法の

改善に取り組み、計画どおり実

施した。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① 学識経験者等の参画を得て平成３１年３月に

「豚遺伝的能力評価技術検討会」を開催し、広域評

価の対象農場の拡大について検討するとともに、肢

蹄のつなぎ評価、国産純粋種豚改良協議会の取組、

家畜改良センターの豚改良業務の取組等について意

見・情報交換を行った。 
② 優良な改良素材を効率的かつ効果的に利用する

ために設立された国産純粋種豚改良協議会に参画

し、農場間に血縁のつながりがある豚群を構築する

ことにより評価値の信頼度の向上を図りつつ、新た

に同協議会のデータベースシステムを構築し、遺伝

的能力評価を円滑に行うための調整を行った。 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
計画どおり、遺伝的能力評価

技術に関する検討会を開催し、

学識経験者等との意見・情報交

換を行いつつ遺伝的能力評価

手法の改善に取り組んだこと

から「B」評定とした。 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１-１-（３） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （３）種畜検査の実施 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛生

産の近代化を図るための基本方針 
当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第２項第１号 

家畜改良増殖法第３５条の２第１項 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
 

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

指標等 達成目標 基準年 X１年度 X２年度 X３年度 X４年度 X５年度   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
  

 
 
 
 
 
 

       予算額（千円） 311,851 308,979 271,585   

     決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

経常費用（千円）  279,537 261,220 248,143   

 経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政サービス実施コスト（千円） 267,767 244,397 236,707   

 従事人員数 954 961 976   

  （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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 
Ａ （３）種畜検査の実施 

種畜の交配に伴う疾病の

まん延防止及び優良な種畜

の利用による我が国の家畜

の改良増殖を効果的に推進

するため、センターは、都

道府県等と連携しつつ、所

有する技術・人材等を活用

して毎年度、種畜検査を的

確に実施する。 
〈以下略〉 

（３）種畜検査の実施 
種畜の交配に伴う疾病

のまん延防止及び優良な

種畜の利用による我が国

の家畜の改良増殖を効果

的に推進するため、都道府

県等と連携しつつ、所有す

る技術・人材等を活用して

毎年度種畜検査を実施す

る。また、種畜検査員を１

００名以上確保すること

とし、種畜検査員の確保の

ための職員に対する講習

を毎年度、１回以上実施す

るとともに、種畜検査員か

らの照会にセンター本所

が速やかに対応すること

などにより、種畜検査を的

確に実施する。 

（３）種畜検査の実施 
 

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×８/１
０ 
Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 
 
 
 
 
 

□種畜検査の実施  2/2(B)      
□種畜検査員の確保  3/2(A)  

 

＜評定と根拠＞ 
「Ａ」 

 
満点：４Ｐ（細項目２×２

Ｐ） 
合計：５Ｐ 
５Ｐ／４Ｐ＝１．２５ 
（１２．５／１０） 
 
 
 
 
 
 
 

 

評定 A 
＜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

A 評定の判定基準内(満点×

12/10≦合計点 )であったた

め。 
満点：4 点（細項目 2×2 点） 
合計点：5 点=(3 点×1＋2 点

×1) 
5 点／4 点= 1.25 
□種畜検査の実施  2 点(B) 
□種畜検査員の確保 3 点(A) 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１-１-（３）-ア 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （３）種畜検査の実施 ア 種畜検査の実施 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛生

産の近代化を図るための基本方針 
当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第２項第１号 

家畜改良増殖法第３５条の２第１項 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

 経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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 種畜検査の実施 
種畜の交配に伴う疾病の

まん延防止及び優良な種畜

の利用による我が国の家畜

の改良増殖を効果的に推進

するため、都道府県等と連

携しつつ、所有する技術・人

材等を活用して、種畜検査

を実施し、その結果を農林

水産大臣に報告する。 

Ｓ：計画を大きく上回り、かつ顕著な

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

る。 
Ｄ：計画どおり実施されず当該業務の

廃止を含めた抜本的な改善が必要と

認められる。  

＜主要な業務実績＞ 

都道府県等と連携しつ

つ、所有する技術・人材等

を活用して、申請のあった

５，５４０頭について、家

畜改良増殖法に基づく種

畜検査を実施した。 

＜評定と根拠＞ 

「Ｂ」 

 

平成３０年度の種畜検

査申請頭数は５，５４０頭

であり、この全てについて

衛生検査の実施等都道府

県等と連携し、延べ検査員

数１４７名で種畜検査を

実施した。 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり、申請のあった種

畜検査を的確に実施したことか

ら「B」評定とした。 
 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１-１-（３）-イ 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （３）種畜検査の実施 イ 種畜検査員の確保 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛生

産の近代化を図るための基本方針 
当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第２項第１号 

家畜改良増殖法第３５条の２第１項 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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 
種畜検査員の

確保数 
 

100 名以上  １４０名 １３２名 １３１名    予算額（千円） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

 経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

センター職員

に対する講習

会開催数 

1 回以上  １回 １回 １回 
 

   行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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 種畜検査員の確保 
種畜検査を的確に実

施するため、種畜検査

員を１００名以上確保

することとし、種畜検

査員の確保のための職

員に対する講習を１回

以上実施するととも

に、種畜検査員から照

会があった場合には、

センター本所が速やか

に対応する。 
 

Ｓ：計画の１２０％

以上であり、かつ、

特に優れた成果が

認められる 
Ａ：計画の１２０％

以上 
Ｂ：計画の１００％

以上、１２０％未満 
Ｃ：計画の８０％以

上、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＞ 

種畜検査員を１３１名確

保し、種畜検査員として任

命することが見込まれる職

員に対し種畜検査員養成の

ための研修会を１回実施し

た。また、種畜検査員から照

会があった場合には、セン

ター本所が速やかに対応

し、計画どおり実施した。さ

らに、我が国の人工授精所

における和牛精液の管理状

況に関する現地調査に協力

した。 

＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

① 農林水産省の補助事業において、我が国の人工授精所における和

牛精液の管理状況について、調査が行われたことから、人工授精所にお

ける現地調査に協力した。 

② 種畜検査員として平成３０年度に新たに１５名を任命した。また、

退職及び異動により１６名を免じた。この結果、３０年度末現在の種畜

検査員は１３１名となった。 

③ 平成３１年度に種畜検査員として任命することが見込まれる職員

（１０名）を対象として、種畜検査員養成のための研修会を実施した。 

④ 平成２７年度にセンター本所へ種畜検査員からの照会専用の電話

番号を導入していたため、平成３０年度についても引き続き種畜検査

員からの照会に速やかに対応することができた。 

⑤ 平成２９年度から、遺伝性疾患の遺伝子型検査結果について、飼養

者の同意が得られた種畜については、種畜証明書に記載することとな

ったため、平成３０年度についても引き続き実施した。 

 

評定 A 
＜評定に至った理由＞ 
  計画どおり着実に取組が

実施された上で、当省の補助

事業において、我が国の人工

授精所における和牛精液の

管理状況について調査が行

われた際に、17 か所に種畜

検査員が現地調査に協力し

たことは、30 年度の新たな

取組であり、限られた種畜検

査員で適切にやりくりした

結果（のべ 17 名、のべ 21
日）、遺漏なく実施できたこ

とから、計画を上回る成果が

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

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛生

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

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

 経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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）飼養管理の改善等へ

の取組 
和牛の生産拡大や生乳供

給力の向上等に基づく「強

み」のある畜産物生産のた

めには、「農場」において、

改良によって得られる優良

な家畜の能力を十分発揮さ

せることが必要である。こ

のため、センターは、国内

における家畜の飼養管理の

改善と畜産の発展に寄与す

るため、家畜の快適性にも

配慮しつつ、これまでに培

われた家畜の飼養管理や家

畜防疫・衛生管理に係る技

術、知見等について、積極

的に情報提供等を行うもの

とする。  
 

（４）飼養管理の改善等へ

の取組 
国内における家畜の飼養

管理の改善と畜産の発展に

寄与するとともに、畜産に

おける主要な政策課題に対

応するため、家畜の快適性

にも配慮しつつ、これまで

に培われた家畜の飼養管理

や家畜防疫・衛生管理に係

る技術、知見等について、積

極的に情報提供等を行うこ

とを目的として、次の取組

を行う。 
 

（４）飼養管理

の改善等への取

組 

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×５／１

０ 
 

□肉用牛繁殖雌牛の増頭対策の支援  2/2(B) 
□生乳生産基盤強化対策の支援       2/2(B) 
□家畜防疫の強化及び衛生管理の改 

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

 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
満点：８Ｐ（細項目４

×２Ｐ） 
合計：８Ｐ 
８Ｐ／８Ｐ＝１．０ 
（１０／１０） 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
以下のとおり、下位の評価項目であ

る細項目の合計点が B 評定の判定基準

内(満点×8/10≦合計点＜満点×12/10)
であったため。 
満点：8 点（細項目 4×2 点） 
合計点：8 点=(2 点×4) 
8 点／8 点= 1.0 
□肉用牛繁殖雌牛の増頭対策の支援 2 点(B)      
□生乳生産基盤強化対策の支援    2 点(B)
□家畜防疫の強化及び衛生管理の 

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

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１-１-（４）-ア 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （４）飼養管理の改善等への取組 ア 肉用牛繁殖雌牛の増頭対策の支援 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛生

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

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

 経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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 肉用牛繁殖雌牛の増減対策

の支援 
肉用牛繁殖雌牛の増頭対策を

支援するため、１年１産を可能

とする適正な栄養管理に関する

技術の普及に努めることとし、

代謝プロファイルに関する技術

を用いた繁殖雌牛の飼養管理に

関する講習会の開催等を行う。

また、生産コストの低減や飼料

自給率の向上に資する放牧技術

の普及に努めることとし、放牧

を活用した繁殖雌牛の飼養管理

に関する講習会の開催等を行

う。 
〈以下略〉 

ア 肉用牛繁殖雌牛の増減対策の支援 
肉用牛繁殖雌牛の増頭対策を支援す

るため、鳥取牧場が作成した「多頭飼養

における黒毛和種繁殖雌牛生産性向上

のための代謝プロファイルテストを用

いた飼養管理マニュアル」に基づく１年

１産を可能とする繁殖雌牛の適正な飼

養・栄養管理、肉用牛の受胎率向上に資

する牛超音波画像診断技術及び生産コ

スト低減と飼料自給率の向上に資する

放牧を活用した繁殖雌牛の飼養管理に

関する講習会等を毎年度、２回程度開催

する。 
 なお、講習会の開催に当たっては、質

疑応答等により参加者の講習内容の理

解度を把握すること、実技講習のための

教材を十分準備すること等により、講習

内容の理解度の向上に努め、理解度が８

０％以上となるよう取り組む。 
 
 

ア 肉用牛繁殖雌

牛の増頭対策の支

援 

指標＝「微項目の項目数×2 点」

（満点）に対する「各微項目の点

数の合計値」（合計点）の比率 
 各微項目の評価点数の区分は以

下のとおりとする。 
  Ｓ評価：４点、Ａ評価：３点、Ｂ

評価：２点、Ｃ評価：１点、Ｄ評価：

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

×１２/１０ 
Ｃ：満点×５/１０≦合計点＜満点

×８/１０ 
Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 

△代謝プロファイルテストに

関する講習会等の実施                

2/2(B) 
△代謝プロファイルテストに

関する普及体制の整備                

2/2(B) 
△肉用牛超音波画像診断技術

に関する講習会等の実施               

2/2(B) 
△放牧を活用した繁殖雌牛の

管理に関する講習会等の実

施  
2/2(B)            

 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
満点：８Ｐ（微項目４×２

Ｐ） 
合計：８Ｐ 
８Ｐ／８Ｐ＝１.０ 
（１０／１０） 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
以下のとおり、下位の評価項

目である微項目の合計点が B
評定の判定基準内(満点×8/10
≦合計点＜満点×12/10)であ

ったため。 
満点：8 点（細項目 4×2 点） 
合計点：8 点=(2 点×4) 
8 点／8 点= 1.0 
△代謝ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙﾃｽﾄに関する講

習会等の実施   2 点(B) 
△代謝ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙﾃｽﾄに関する普

及体制の整備   2 点(B) 
△肉用牛超音波画像診断技術

に関する講習会等の実施              
2 点(B) 

△放牧を活用した繁殖雌牛の

管理に関する講習会等の実

施        2 点(B) 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１-１-（４）-ア-（ア） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （４）飼養管理の改善等への取組 ア 肉用牛繁殖雌牛の増頭対策の支援 

（ア）代謝プロファイルテストに関する講習会等の実施 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛生

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

 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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 

 
１回以上 

  
３回 

 
３回 

 
３回 

   予算額（千円） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

講習会にお

ける講習内

容の理解度 
 

８０％以上 ７４％ ８８％ ９７％ 

   経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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）代謝プロファイルテストに関

する講習会等の実施 
平成２８年度に鳥取牧場が作成し

た普及用マニュアルに基づき、代謝

プロファイルに関する技術を用いた

繁殖雌牛の飼養管理に関する講習会

等について、技術指導者等を対象と

して１回以上開催する。 
 なお、講習会の開催に当たっては、

質疑応答等により参加者の講習内容

の理解度を把握すること、実技講習

のための教材を十分準備すること等

により、講習内容の理解度の向上に

努め、理解度が８０％以上となるよ

う取り組む。 
 
 
 
 

指標＝講習内容の理

解度 
Ｓ：計画の１２０％以

上であり、かつ、特

に優れた成果が認

められる 
Ａ：計画の１２０％以

上 
Ｂ：計画の１００％以

上、１２０％未満 
Ｃ：計画の８０％以

上、１００％未満 
Ｄ：計画の８０％未

満、又は業務運営の

改善等必要な措置

が必要と認められ

る 
  

＜主要な業務実績＞ 
鳥取牧場が作成した「多頭飼養における

黒毛和種繁殖雌牛生産性向上のための代謝

プロファイルテストを用いた飼養管理マニ

ュアル」に基づき、代謝プロファイルに関

する技術を用いた繁殖雌牛の飼養管理に関

する講習会等を技術指導者等を対象として

３回開催した。 

また、団体等が開催する講習会等の講師

派遣依頼に対応した。 

講習会の開催に当たっては、事前に講師

とメールや電話等で講習内容を検討し、事

例問題の作成や質疑応答の時間を十分設け

るなどしてわかりやすい内容になるよう努

めた結果、講習会の理解度については、参

加者８６名のうち８３名（９７％）が「よ

く理解」又は「ほぼ理解」と回答した。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① 鳥取牧場が作成した「多頭飼養における黒毛和種

繁殖雌牛生産性向上のための代謝プロファイルテスト

を用いた飼養管理マニュアル」に基づき、代謝プロファ

イルに関する技術を用いた繁殖雌牛の飼養管理に関す

る講習会等について、技術指導者等を対象として３回

開催した。 

② また、団体等が開催する講習会等の講師派遣依頼

に対応し、代謝プロファイルに関する講義を９回行っ

た。 

③ 講習会の開催に当たっては、事前に講師とメール

や電話等で講習内容を検討し、事例問題の作成や質疑

応答の時間を十分設けるなどしてわかりやすい内容に

なるよう努めた結果、講習会の理解度については、参加

者８６名のうち８３名（９７％）が「よく理解」又は「ほ

ぼ理解」と回答した。 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
 代謝プロファイルテ

ストに関する技術を用

いた繁殖雌牛の飼養管

理に関する講習会等に

ついて計画の１回以上

の３回開催。また、参加

者の理解度は目標値

80％以上の 97％（「よく

理解」又は「ほぼ理解」

と回答した参加者）であ

ったことから「B」評定

とした。 
 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１-１-（４）-ア-（イ） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （４）飼養管理の改善等への取組 ア 肉用牛繁殖雌牛の増頭対策の支援 

（イ）代謝プロファイルテストに関する普及体制の整備 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉

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

 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業レビュ

ー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

 経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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）代謝プロファイルテスト

に関する普及体制の整備 
（ア）の取組を強化するた

め、普及用マニュアルを用いて

センター職員を対象とした技

術研修を実施する。 
 なお、技術研修の実施に当た

っては、ネット会議システムを

活用するなど、効率的な実施に

努める。 

Ｓ：計画を大きく上回り、かつ顕

著な成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果が得られ

た。 
Ｂ：計画どおり順調に実施され

た。 
Ｃ：計画どおり実施されず改善を 
要する。 

Ｄ：計画どおり実施されず当該業

務の廃止を含めた抜本的な改

善が必要と認められる。 
  
 
 
 
 
 

＜主要な業務実績＞ 
（ア）の取組を強化するため、

センター内における当該技術の

普及・定着を図ることを目的に、

センター職員を対象とした技術

研修をネット会議システムを活

用して行い、計画どおりに実施

した。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① 各場において繁殖牛

や妊娠牛を用いた代謝プ

ロファイルテストを実施

し、本所の担当職員がその

内容を診断し、診断方法を

伝達するなどによりセン

ター職員の技術向上に努

めた。 

② センター職員を対象

とした技術研修を３月に

ネット会議で開催し、十勝

牧場、鳥取牧場及び宮崎牧

場から取組状況を発表し、

課題や改善点などについ

て意見交換をした。 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
 代謝プロファイルテストの取組を強化する

ため、計画どおり代謝プロファイルテストを

実施し、センター職員を対象とした技術研修

を行ったことから「B」評定とした。 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１-１-（４）-ア-（ウ） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （４）飼養管理の改善等への取組 ア 肉用牛繁殖雌牛の増頭対策の支援 

（ウ）肉用牛超音波画像診断技術に関する講習会等の実施 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛生

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

 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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 
 

 
１回以上 

 

  
４回 

 
３回 ３回 

   予算額（千円） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

講習会にお

ける講習内

容の理解度 

 
８０％以上 

 

 
１００％ 

 
１００％ 

 
１００％ 

   経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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）肉用牛超音波画像診断技術

に関する講習会等の実施 
肉用牛の受胎率向上に資する牛

超音波画像診断技術に関する講習

会等について、技術指導者等を対

象として１回以上開催する。 
 なお、講習会の開催に当たって

は、質疑応答等により参加者の講

習内容の理解度を把握すること、

実技講習のための教材を十分準備

すること等により、講習内容の理

解度の向上に努め、理解度が８

０％以上となるよう取り組む。 
 

指標＝講習内容の理解度 
Ｓ：計画の１２０％以上

であり、かつ、特に優れ

た成果が認められる 
Ａ：計画の１２０％以上 
Ｂ：計画の１００％以上、

１２０％未満 
Ｃ：計画の８０％以上、

１００％未満 
Ｄ：計画の８０％未満、

又は業務運営の改善等

必要な措置が必要と認

められる 
  

＜主要な業務実績＞ 
肉用牛の受胎率向上に資する牛超音

波画像診断技術に関する講習会等につ

いて、技術指導者等を対象として講習

会を３回開催した。 

なお、講習会の開催に当たっては、講

師と講習内容や時間配分の調整を行

い、質疑応答の時間を十分設けるなど

してわかりやすい内容になるよう努め

た結果、講習会の理解度については、

参加者２６名全員（１００％）が「よく

理解」又は「ほぼ理解」と回答した。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① 妊娠診断や胎子の性判別等を内容とす

る牛超音波画像診断技術に関する講習会等

を３回開催した。講習会の開催に当たって

は、講師と講習内容や時間配分の調整を行

い、質疑応答の時間を十分設けるなどしてわ

かりやすい内容になるよう努めた。 

② なお、講習会の理解度については、参加

者２６名全員（１００％）が「よく理解」又

は「ほぼ理解」と回答した。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 肉用牛の受胎率向上に資する

超音波画像診断技術に関する講

習会等について計画の１回以上

の３回開催し、参加者の理解度

についても目標値の 80％以上の

100％（「よく理解」又は「ほぼ理

解」と回答した参加者）であった

ことから「Ｂ」評定とした。 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１-１-（４）-ア-（エ） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （４）飼養管理の改善等への取組 ア 肉用牛繁殖雌牛の増頭対策の支援 

（エ）放牧を活用した繁殖雌牛の管理に関する講習会等の実施 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛生

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

 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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 
 

１回以上 
  

２回 
 

２回 
 

２回 
   予算額（千円） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

講習会にお

ける講習内

容の理解度 

 
８０％以上 

 
８８％ 

 
９５％ 

 
１００％ 

   経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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）放牧を活用した繁殖雌牛

の管理に関する講習会等の実施 
放牧を活用した繁殖雌牛の飼

養管理に関する講習会等につい

て、技術指導者等を対象として

１回以上開催する。 
 なお、講習会の開催に当たっ

ては、質疑応答等により参加者

の講習内容の理解度を把握する

こと、実技講習のための教材を

十分準備すること等により、講

習内容の理解度の向上に努め、

理解度が８０％以上となるよう

取り組む。 

指標＝講習内容の理解度 
Ｓ：計画の１２０％以上

であり、かつ、特に優

れた成果が認められる 
Ａ：計画の１２０％以上 
Ｂ：計画の１００％以上、

１２０％未満 
Ｃ：計画の８０％以上、

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＞ 
放牧を活用した繁殖雌牛の

飼養管理に関する講習会等に

ついて技術指導者等を対象と

して２回開催した。 

なお、講習会の理解度につ

いては、講習会の開催に当た

って質疑応答の時間を十分設

ける、実物の電気牧柵を用い

た実習を取り入れるなどした

結果、アンケートへの回答者

２６名のうち２６名（１０

０％）が「よく理解」又は「ほ

ぼ理解」と回答した。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① 奥羽牧場において、放牧に関わる電気牧柵設置実演研修会を開催し

た。単管を使用した低コストで簡易な電気牧柵設置、入牧前の牧柵補修に

ついて実習し、最新の電気牧柵システムの紹介を行った。また、奥羽牧場

での雪上播種の取り組みと放牧地に適した牧草品種の紹介を行った。 

② 宮崎牧場（熊本牧場と共催）において、高張力線電気牧柵システムの

概要説明とその設置方法について、また、九州における放牧に適した牧草

の紹介に関する講習会を開催した。開催に当たっては、実物の電気牧柵を

用いた実習を行い、理解度が深まるよう考慮した。 

③ なお、講習会の理解度については、受講者２６名の中でアンケートへ

の回答者２６名のうち２６名（１００％）が「よく理解」又は「ほぼ理解」

と回答した。 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
 放牧を活用した繁殖

雌牛の飼養管理に関す

る講習会等について計

画の１回以上の２回開

催し、参加者の理解度

についても目標値の

80％以上の 100％（「よ

く理解」又は「ほぼ理

解」と回答した参加者）

であったことから「B」

評定とした。 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１-１-（４）-イ 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （４）飼養管理の改善等への取組 イ 生乳生産基盤強化対策の支援 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛生

産の近代化を図るための基本方針 
当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号、第２号 

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

 経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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 生乳生産基盤強化対

策の支援 
生乳生産基盤強化対策

を支援するため、農場ＨＡ

ＣＣＰや乳用牛の受胎率

向上等に関する技術講習

会等を行う。また、労働負

担の軽減を図るため、搾乳

ロボット等の省力化機械

を活用した飼養管理技術

に関する情報の収集及び

発信を行う。 
〈以下略〉 

イ 生乳生産基盤強化対策の支援 
 生乳生産基盤強化対策を支援する

ため、農場ＨＡＣＣＰ認証農場であ

る岩手牧場における取組を踏まえた

高度な農場管理技術及び乳用牛の受

胎率向上に資する牛超音波画像診断

技術に関する講習会等を毎年度、２

回程度開催する。また、労働負担の軽

減を図るため、搾乳ロボット等の省

力化機械を活用した飼養管理技術に

関する情報を収集し、高泌乳能力牛

における搾乳ロボットの活用の際の

留意点等の情報発信を行う。 
 なお、講習会の開催に当たっては、

質疑応答等により参加者の講習内容

の理解度を把握すること、実技講習

のための教材を十分準備すること等

により、講習内容の理解度の向上に

努め、理解度が 80％以上となるよう

取り組む。 

イ 生乳生産基盤

強化対策の支援 
 

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 

△高度な農場管理技術に関する講習会 
等の実施              3/2(A) 

△乳用牛超音波画像診断技術に関する 
講習会等の実施           2/2(B) 

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

 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
満点：６Ｐ（微項

目３×２Ｐ） 
合計：７Ｐ 
７Ｐ／６Ｐ＝１．

１６ 
（１１．６／１

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：6 点（微項目 3×2 点） 
合計点：7 点 =(3 点×1＋2 点× 

2) 
7 点／6 点= 1.16 
 
△高度な農場管理技術に関する講習

会等の実施      3 点(A) 
△乳用牛超音波画像診断技術に関す

る講習会等の実施  2 点(B) 
△搾乳ロボット等の省力化機械を活

用した飼養管理技術の情報収集等                          
2 点(B) 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１-１-（４）-イ-（ア） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （４）飼養管理の改善等への取組 イ 生乳生産基盤強化対策の支援 

（ア）高度な農場管理技術に関する講習会等の実施 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛生

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

 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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 
 

 

１回以上 

  

１回 

 

１回 

 

１回 

   予算額（千円） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

講習会にお

ける講習内

容の理解度 

 

８０％以

上 

 

１００％ 

 

９２％ 

 
８７％ 

   経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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）高度な農場管理技術に関す

る講習会等の実施 

 農場ＨＡＣＣＰ認証農場である

岩手牧場における取組等を踏まえ

た高度な農場管理技術に関する講

習会等について、技術指導者等を

対象として１回以上開催する。 

 なお、講習会の開催に当たって

は、質疑応答等により参加者の講

習内容の理解度を把握すること、

実技講習のための教材を十分準備

すること等により、講習内容の理

解度の向上に努め、理解度が８

０％以上となるよう取り組む。 

 

 

指標＝講習内容の理解度 

Ｓ：計画の１２０％以上で

あり、かつ、特に優れた

成果が認められる 

Ａ：計画の１２０％以上 

Ｂ：計画の１００％以上、

１２０％未満 

Ｃ：計画の８０％以上、１

００％未満 

Ｄ：計画の８０％未満、又

は業務運営の改善等必

要な措置が必要と認め

られる 

＜主要な業務実績＞ 

農場ＨＡＣＣＰとＪＧＡＰの認証農場となっている岩手牧

場における取組等を踏まえた高度な農場管理技術に関する講

習会について、技術指導者等を対象として１回開催した。 

なお、講義の際には、講師から、農場ＨＡＣＣＰやＪＧＡ

Ｐ導入のメリット等の紹介、現場では掲示や作業チェック表

等を紹介してわかりやすく説明を行うなどにより、講習会の

理解度については、参加者３９名中３４名（８７％）が「よ

く理解」又は「ほぼ理解」と回答した。認証農場における実

際の高度な管理を情報提供したことにより、前年度（１２名）

から参加者が大幅に増加（３９名）し、参加者からは農場管

理の実際、ＨＡＣＣＰとＪＧＡＰの審査の区分や考え方が参

考になったとの意見があるなど、優れた成果が得られた。 

＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

① 農場ＨＡＣＣＰＪＧＡＰの認証農場となっている岩手牧場において、家畜保健衛生所や

畜産関係者、学生等を対象として、ＨＡＣＣＰ及びＪＧＡＰに関する講習会を行った。 

② 講義の際には、講師から、ＨＡＣＣＰの成り立ちから構築の手順、導入のメリットを、

ＪＧＡＰについては、農場ＨＡＣＣＰ認証との差分審査、フル審査及びＧＡＰ取得チャレン

ジシステムの比較等について説明いただいた。また、現場では、消毒・点検作業の掲示や作

業チェック表について紹介するなどわかりやすく説明を行うことにより、講習会の理解度に

ついては、参加者３９名中３４名（８７％）が「よく理解」又は「ほぼ理解」と回答した。 

③ 認証農場における実際の高度な管理について情報提供したことにより、前年度の１２名

に対し今年度は３９名の多数の参加者に情報を提供することができた。参加者からは農場管

理の実際、ＨＡＣＣＰとＪＧＡＰの審査の区分や考え方が参考になったなどの意見をいただ

いた。 

評定 A 
＜評定に至った理由＞ 
計画どおり着実に取

組を実施した上で、講

習会の開催に当たり、

農場ＨＡＣＣＰ及びＪ

ＧＡＰ認証農場におけ

る実際の管理について

情報提供を行ったこと

により、参加者が前年

度の１２名から３９名

と大幅に増加し、参加

者の理解度も高く、成

果があったことは評価

できることから 「A」

評定とした。 
 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１-１-（４）-イ-（イ） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （４）飼養管理の改善等への取組 イ 生乳生産基盤強化対策の支援 

（イ）乳用牛超音波画像診断技術に関する講習会等の実施 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛生

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

 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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 
 

 
１回以上 

 

  
１回 

 

 
１回 

 

 
１回 

 

   予算額（千円） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

講習会にお

ける講習内

容の理解度 

 
８０％以上 

 
８６％ 

 
１００％ 

 
９２％ 

   経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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）乳用牛超音波画像診断技

術に関する講習会等の実施 
乳用牛の受胎率向上等に資

する牛超音波画像診断技術に

関する講習会等について、生産

者への技術指導者等を対象と

して１回以上開催する。 
 なお、講習会の開催に当たっ

ては、質疑応答等により参加者

の講習内容の理解度を把握す

ること、実技講習のための教材

を十分準備すること等により、

講習内容の理解度の向上に努

め、理解度が８０％以上となる

よう取り組む。 
 
 

指標＝講習内容の理解度 
Ｓ：計画の１２０％以上

であり、かつ、特に優れ

た成果が認められる 
Ａ：計画の１２０％以上 
Ｂ：計画の１００％以上、

１２０％未満 
Ｃ：計画の８０％以上、

１００％未満 
Ｄ：計画の８０％未満、

又は業務運営の改善等

必要な措置が必要と認

められる 
 

＜主要な業務実績＞ 
乳用牛の受胎率向上等に資する牛超

音波画像診断技術に関する講習会につ

いて、生産者への技術指導者等を対象

として、１回開催した。 

なお、開催に当たっては、超音波画像

をふんだんに用い、質疑応答の時間を

十分設けるなどした結果、講習会の理

解度については、１２名中１１名（９

２％）が「よく理解」又は「ほぼ理解」

と回答した。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① 岩手牧場において、超音波画像診断装置

を用いた分娩後のフレッシュチェック、早期

妊娠診断、胎子性判別等牛超音波画像診断に

関する講習会を行った。 

② 開催に当たっては、講師と講習内容や時

間配分の調整を行い、質疑応答の時間を十分

設けるなどしてわかりやすい内容になるよ

う努めた。結果、講習会の理解度は参加者１

２名中１１名（９２％）が「よく理解」又は

「ほぼ理解」と回答した。 
 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
 乳用牛の受胎率向上等に資

する牛超音波画像診断技術に

関する講習会について、計画

どおり１回開催し、参加者の

理解度についても目標値の

80％以上の 92％（「よく理解」

又は「ほぼ理解」と回答した参

加者）であったことから「B」

評定とした。 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１-１-（４）-イ-（ウ） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （４）飼養管理の改善等への取組 イ 生乳生産基盤強化対策の支援 

（ウ）搾乳ロボット等の省力化機械を活用した飼養管理技術の情報収集等 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、酪農及び肉用牛生

産の近代化を図るための基本方針 
当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第１号、第２号 

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

 経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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）搾乳ロボット等

の省力化機械を活用し

た飼養管理技術の情報

収集等 
労働負担の軽減を図

るため、搾乳ロボット

等の省力化機械を活用

した飼養管理技術に関

する情報を収集し、高

泌乳能力牛における搾

乳ロボットの活用の際

の留意点等の情報につ

いて、ホームページ等

を通じて発信する。 
 
 
 

Ｓ：計画を大きく上回り、かつ顕

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

要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず当該業

務の廃止を含めた抜本的な改

善が必要と認められる。 
  

＜主要な業務実績＞ 
搾乳ロボット等の省力化機械

を活用した飼養管理技術に関す

る情報収集を行うとともに、搾

乳ロボットに不適合な牛の特徴

の紹介、哺乳ロボットを活用し

た飼養管理の状況等の情報をホ

ームページに掲載して発信する

など、計画どおり実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① 平成２９年度に新冠牧場に整備した

搾乳ロボットを活用し、引き続き乳量、搾

乳回数、搾乳所要時間、光熱費等のデータ

を収集するとともに、搾乳ロボットにおけ

る不適合牛の事例、北海道胆振東部地震で

の災害時の対応等について新冠牧場ホー

ムページに掲載した。 
② 岩手牧場の哺乳ロボットシステムに

ついて、ホームページを通じて、損耗、労

働時間、発育等のデータの収集状況と併せ

て、メンテナンスの実際、労働時間の短縮

など哺乳ロボットを活用した飼養管理技

術に関する情報を発信した。 

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

ウ 家畜防疫の強化及び衛生管理の改善等への取組 
業務に関連する政策・施

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

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

 経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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 家畜防疫の強化及び衛

生管理の改善等への取組 
センター内における家畜

防疫を強化し、種畜等の安定

的な供給体制を確保すると

ともに、自主検査による早期

の摘発及び的確な初動対応

によりまん延の防止に努め

る。また、国や都道府県が行

う防疫演習への参加・協力、

国や大学が行う調査研究へ

の協力等に取り組みつつ、国

内の大規模・集約的な家畜飼

養における衛生管理の改善

等に資するノウハウ等につ

いて、広く情報を提供する。 
〈以下略〉 

ウ 家畜防疫の強化及び衛生

管理の改善等への取組 
センター内における家畜防

疫を強化し、種畜等の安定的

な供給体制を確保するととも

に、家畜の伝染性疾病の発生

の予防、自主検査による早期

の摘発及び的確な初動対応に

よりまん延の防止に努める。

また、国や都道府県が行う防

疫演習への参加・協力、国や

大学が行う調査研究への協力

等に取り組みつつ、国内の大

規模・集約的な家畜飼養にお

ける衛生管理の改善等に資す

るノウハウ等について、広く

情報を提供するため、次の取

組を行う。 
 

ウ 家畜防疫の強化

及び衛生管理の改善

等への取組 
 

指標＝「微項目の項目数×

２」（満点）に対する「各微

項目の点数の合計値」（合

計点）の比率 
 各微項目の評価点数の

区分は以下のとおりとす

る。 
  Ｓ評価：４点、Ａ評価：

３点、Ｂ評価：２点、Ｃ評

価：１点、Ｄ評価：０点 
 
Ａ：満点×１２/１０≦合計

点 
Ｂ：満点×８/１０≦合計点

＜満点×１２/１０ 
Ｃ：満点×５/１０≦合計点

＜満点×８/１０ 
Ｄ：合計点≦満点×５／１

０ 
 

△防疫対策強化のための情報収集等   2/2(B) 
△防疫対策の自己点検の実施      2/2(B) 
△計画的な防疫業務の実施       1/2(C) 
△国・都道府県の防疫演習への参加   2/2(B) 
△国・大学等の調査・研究への協力   2/2(B) 
△衛生管理の改善等に関する情報提供  2/2(B) 
 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
満点：１２Ｐ（微項目

６×２Ｐ） 
合計：１１Ｐ 
１１Ｐ／１２Ｐ＝

０．９１６ 
（９．１６／１０） 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 

以下のとおり、下位の評価項目であ

る微項目の合計点が B 評定の判定基準

内(満点×8/10≦合計点＜満点×12/10)
であったため。 
満点：12 点（微項目 6×2 点） 
合計点：10 点 =(2 点×4＋1 点×2) 
10 点／12 点= 0.83 
△防疫対策強化のための情報収集等          

2 点(B) 
△防疫対策の自己点検 1 点(C) 
△計画的な防疫業務   1 点(C) 
△国・都道府県等の防疫演習へ  

の参加       2 点(B) 
△国・大学等の調査・研究への協力         

2 点(B) 
△衛生管理の改善等に関する情報提供            

2 点(B) 

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

ウ 家畜防疫の強化及び衛生管理の改善等への取組 （ア）防疫対策強化のための情報収集等 
業務に関連する政策・施

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

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

 経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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）家畜防疫の強化への取

組 
国内外における家畜の伝

染性疾病の発生状況や最新

の検査技術等に関する情報

収集に努め、防疫対策の不断

の見直しを行うとともに、発

生の予防、早期摘発及びまん

延防止に向けた取組を強化

する。このため、家畜伝染性

疾病の予防や自主検査につ

いて年度計画を作成し、実施

するとともに、初動対応を含

む衛生管理に関する規程の

見直し及び整備並びに防疫

対策の自己点検を行う。 
 

（ア）防疫対策強化の

ための情報収集等 
会議への出席等によ

り国内外における家畜

の伝染性疾病の発生状

況や最新の検査技術等

に関する情報を収集

し、防疫対策の見直し

に活用する。 

Ｓ：計画を大きく上回り、か

つ顕著な成果が得られ

た。 
Ａ：計画を上回る成果が得

られた。 
Ｂ：計画どおり順調に実施

された。 
Ｃ：計画どおり実施されず

改善を要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず

当該業務の廃止を含めた

抜本的な改善が必要と認

められる。 

＜主要な業務実績＞ 

会議への出席等に

より国内外における

家畜伝染性疾病の発

生状況や最新の検査

技術等に関する情報

を収集し、家畜伝染

性疾病に対応するた

めの防疫措置の発動

や防疫マニュアルの

改定等の防疫対策の

見直しに活用した。 

＜評定と根拠＞ 

「Ｂ」 

 

① 国や都道府県が開催する防疫に関する会議、学術集

会、研修会、家畜保健衛生所との情報交換等により近隣

諸国や国内の伝染病発生状況、家畜伝染性疾病に関する

学術情報、最新の検査技術等に関する情報を収集した。 

② 収集した情報に基づき、発生した家畜伝染性疾病に

対応するための防疫措置の発動、地域防疫への協力、防

疫マニュアルの改定、職員への注意喚起等の防疫対策の

見直しを実施した。 

③ 例えば、平成３０年８月に中国におけるアフリカ豚

コレラ発生の確認や平成３０年９月以降の豚コレラ発生

及び野生のイノシシからの豚コレラウイルス検出の情報

に基づき、豚を飼育する本所、茨城牧場及び宮崎牧場に

おいて、消毒、移動制限、防疫点検等の防疫措置の発動

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

ウ 家畜防疫の強化及び衛生管理の改善等への取組 （イ）防疫対策の自己点検の実施 
業務に関連する政策・施

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

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

 経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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）防疫対

策の自己点

検の実施 
ヨーネ病

防疫対策強

化等のこれ

までの取組

を踏まえて

重点項目を

設定した上

で防疫対策

の自己点検

を行い、ＰＤ

ＣＡサイク

ルに基づく

防疫対策の

不断の見直

しを行う。 

Ｓ：計画を大きく上

回り、かつ顕著な

成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成

果が得られた。 
Ｂ：計画どおり順調

に実施された。 
Ｃ：計画どおり実施

されず改善を要す

る。 
Ｄ：計画どおり実施

されず当該業務の

廃止を含めた抜本

的な改善が必要と

認められる。 

＜主要な業務実績＞ 
新冠牧場においてヨーネ病患畜

の摘発があったことから、外部有

識者の意見を踏まえ、ＰＤＣＡサ

イクルに基づき、厳冬期の牛舎の

洗浄・消毒の清浄化方法の強化を

行うとともに、一般的に寒冷地の

農場現場で苦心する厳冬期の消毒

方法、野生動物対策等のヨーネ病

清浄化対策に係る情報をホームペ

ージにより発信した。その他の牧

場において、伝染性疾病の侵入防

止対策、サルモネラ清浄化対策、

防疫施設の適正管理、野生動物対

策、子牛の下痢症対策等ＰＤＣＡ

サイクルに基づく防疫対策の不断

の見直しを行い、計画どおりに実

施した。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① ヨーネ病防疫対策強化等のこれまでの取組等を踏まえて、本所・各牧（支）

場ごとに重点項目を決定した上で、防疫対策の自己点検を実施した。また、平成

３０年９月以降、豚コレラ発生及び野生のイノシシからの豚コレラウイルス検出

があったことから、豚を飼育する本所、茨城牧場及び宮崎牧場において追加の自

己点検を実施した。 
② 新冠牧場においてヨーネ病患畜の新たな摘発があったことから、平成３０年

８月に外部有識者を招聘しヨーネ病対策会議を開催し、また、平成３０年１１月

及び平成３１年３月に外部有識者を訪問し、聴取した意見を踏まえ、スチームク

リーナーを使用した牛舎の洗浄・消毒、環境検査結果の活用、親子分離方法の確

認等の清浄化対策の強化を行った。また、一般的に寒冷地の農場現場で苦心する

厳冬期の消毒方法、野生動物対策等のヨーネ病清浄化対策に係る情報をホームペ

ージにより発信した。 
③ 自己点検の結果を踏まえ、伝染性疾病の侵入防止対策、サルモネラ清浄化の

ための超早期離乳の取組、防疫施設の適正管理、野生動物対策、子牛の下痢症対

策等ＰＤＣＡサイクルに基づく防疫対策の不断の見直しを行った。 

評定 C 
＜評定に至った理由＞ 
 新冠牧場において２年ぶりに

ヨーネ病の患畜の新たな摘発が

あったことから、摘発・淘汰を進

めるとともに、牛舎の洗浄・消

毒、環境検査結果の活用、親子分

離方法の確認等清浄化対策の強

化を実施したところであるが、

四半期ごとの検査で続けて患畜

が発生しており、清浄化に至っ

ていないことから、計画どおり

実施されているとは言い難く改

善を要するものであり、「C」評

定とした。 

 
４．その他参考情報 
＜有識者からの意見＞ 
結果としてヨーネ病の患畜が発生してしまった結果 C 評定とのことだが、やるべきことをやったのであれば、B 評定でもよいのではないか。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１-１-（４）-ウ-（ウ） 第 1 業務の質の向上 １ 家畜の視点での基盤強化のための家畜改良及び飼養管理の改善等 （４）飼養管理の改善等への取組  

ウ 家畜防疫の強化及び衛生管理の改善等への取組 （ウ）計画的な防疫業務の実施 
業務に関連する政策・施

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

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

 経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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）計画的な

防疫業務の実施 
ヨーネ病防疫

対策強化等のこ

れまでの取組や

国内の家畜伝染

性疾病発生状況

を踏まえて家畜

伝染性疾病の発

生の予防や検査

に関する年度計

画を作成し、計

画的に防疫業務

を実施する。 

Ｓ：計画を大きく上

回り、かつ顕著な

成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成

果が得られた。 
Ｂ：計画どおり順調

に実施された。 
Ｃ：計画どおり実施

されず改善を要す

る。 
Ｄ：計画どおり実施

されず当該業務の

廃止を含めた抜本

的な改善が必要と

認められる。 
 
 

＜主要な業務実績＞  
新冠牧場においてヨーネ病患畜の摘発

があったことから、外部有識者の意見を踏

まえ、厳冬期の牛舎の洗浄・消毒の清浄化

方法の見直しを行うとともに、一般的に寒

冷地の農場現場で苦心する厳冬期の消毒

方法、野生動物対策等のヨーネ病清浄化対

策に係る情報をホームページにより発信

した。また、これまでの取組及び国内の家

畜伝染性疾病発生状況を踏まえ、センター

業務を実施していく上で重大な支障とな

る家畜伝染性疾病を「独立行政法人家畜改

良センター家畜伝染性疾病対策基本指針」

に指定疾病として定め、本所・各牧（支）

場ごとに予防対策や検査に関する年度計

画を作成し、計画的に防疫業務に取り組

み、計画どおりに実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｃ」 

 
① センター業務を実施していく上で重大な支障となる家畜伝染性疾病

を「独立行政法人家畜改良センター家畜伝染性疾病対策基本指針」にお

いて指定疾病として定めている。 
② ヨーネ病防疫対策強化等の取組及び国内の家畜伝染性疾病発生状況

を踏まえ、本所・各牧（支）場ごとに指定疾病への予防対策や検査、外

部導入家畜の検疫等に関する年度計画を作成し、計画的に実施した。 
③ 新冠牧場においてヨーネ病患畜の新たな摘発があったことから、平

成３０年８月に外部有識者を招聘しヨーネ病対策会議を開催し、また、

平成３０年１１月及び平成３１年３月に外部有識者を訪問し、聴取した

意見を踏まえ、スチームクリーナーを使用した牛舎の洗浄・消毒、環境

検査結果の活用、親子分離方法の確認等の清浄化対策の強化を行った。

また、一般的に寒冷地の農場現場で苦心する厳冬期の消毒方法、野生動

物対策等のヨーネ病清浄化対策に係る情報をホームページにより発信し

た。 

評定 C 
＜評定に至った理由＞ 
 新冠牧場において２年ぶり

にヨーネ病の患畜の新たな摘

発があったことから、摘発・淘

汰を進めるとともに、牛舎の洗

浄・消毒、環境検査結果の活用、

親子分離方法の確認等清浄化

対策の強化を実施したところ

であるが、四半期ごとの検査で

続けて患畜が発生しており、清

浄化に至っていないことから、

計画どおり実施されていると

は言い難く改善を要するもの

であり、「C」評定とした。 

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

ウ 家畜防疫の強化及び衛生管理の改善等への取組 （エ）国・都道府県の防疫演習への参加 
業務に関連する政策・施

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

家畜改良増殖法第３条の４ 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

 経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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）衛生管理の改善等への取組 

 国や都道府県が行う防疫演習

への参加・協力、国や大学が行う

調査・研究への協力等の依頼があ

った場合、防疫面を考慮の上、通

常業務に支障のない範囲で積極

的に参加又は協力する。また、セ

ンターにおける野生動物対策や

防疫ゾーンの設定による衛生管

理区域における防疫対策の徹底

の取組等、国内の大規模・集約的

な家畜飼養における衛生管理の

改善等に資するノウハウ等につ

いて、広く情報を提供する。 
 
 
 

（エ）国・都道府県

の防疫演習への参加 
国や都道府県が行

う防疫演習への参加

又は協力の依頼があ

った場合には、防疫

面を考慮の上、通常

業務に支障のない範

囲で積極的に参加又

は協力する。 

Ｓ：計画を大きく上回り、

かつ顕著な成果が得ら

れた。 
Ａ：計画を上回る成果が得

られた。 
Ｂ：計画どおり順調に実施

された。 
Ｃ：計画どおり実施されず

改善を要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず

当該業務の廃止を含め

た抜本的な改善が必要

と認められる。 
  

＜主要な業務実績＞ 
国や都道府県が行

う防疫演習への参加

又は協力を１４件行

い、得られた情報を本

所・各牧（支）場の防

疫対策の改善に役立

てた。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
国や都道府県が行う防疫演習への参加又は協力は、

本所１件、新冠牧場１件、奥羽牧場１件、岩手牧場１

件、茨城牧場１件、茨城牧場長野支場２件、岡崎牧場

２件、兵庫牧場１件、鳥取牧場１件、熊本牧場１件、

宮崎牧場２件の合計１４件であった。 
防疫演習への参加又は協力により、地域の防疫関係

者と意見・情報交換し得られた情報を本所・各牧（支）

場の防疫対策の改善に役立てた。 

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

ウ 家畜防疫の強化及び衛生管理の改善等への取組 （オ）国・大学等の調査・研究への協力 
業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第５ 

 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

 経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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）国・大学等の調査・

研究への協力 
国や大学等が行う調

査・研究への協力等の要

請があった場合には、防

疫面を考慮の上、通常業

務に支障のない範囲で積

極的に協力する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ｓ：計画を大きく上回り、かつ顕

著な成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成果が得られ

た。 
Ｂ：計画どおり順調に実施され

た。 
Ｃ：計画どおり実施されず改善

を要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず当該

業務の廃止を含めた抜本的な

改善が必要と認められる。 
  

＜主要な業務実績＞ 
試験研究機関や大学等が行う調

査・研究への協力等の要請に応じ、

データや材料の提供等により積極

的に協力した。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
（国研）農業・食品産業

技術総合研究機構動物衛

生研究部門、北里大学、帯

広畜産大学、家畜保健衛生

所等からの調査・研究への

協力等の要請に応じ、ヨー

ネ病スクリーニング遺伝

子検査の実証データ、放射

性セシウムの移行・吸収調

査、重種馬子宮胎盤厚測

定、アルボウイルスの動態

調査等の協力を積極的に

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

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

策 
食料・農業・農村基本計画、鶏の改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第５号 

 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

 経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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）衛生管理の改善等

に関する情報提供 
センターにおける野

生動物対策や防疫ゾー

ンの設定による衛生管

理区域における防疫対

策の徹底の取組等、国内

の大規模・集約的な家畜

飼養における衛生管理

の改善等に資するノウ

ハウ等について、センタ

ーホームページや研修、

会議等を活用して、情報

の提供を行う。 
 
 

Ｓ：計画を大きく上回り、

かつ顕著な成果が得ら

れた。 
Ａ：計画を上回る成果が得

られた。 
Ｂ：計画どおり順調に実施

された。 
Ｃ：計画どおり実施されず

改善を要する。 
Ｄ：計画どおり実施されず

当該業務の廃止を含め

た抜本的な改善が必要

と認められる。 
  

＜主要な業務実績＞ 
センターにおける

衛生管理の紹介、農場

ＨＡＣＣＰの取組、豚

舎新設工事に伴う防

疫対応、疾病対策等衛

生管理の改善等に資

するノウハウ等につ

いて、ホームページ、

研修会、会議等を活用

して、畜産関係者に対

し３５件の情報提供

を行った。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① センターにおける衛生管理、農場ＨＡＣＣＰの取組、豚

舎新設工事に伴う防疫対応、疾病対策等衛生管理の改善等

に資するノウハウ等について、研修会及び会議により２３

件、学術発表・業界誌等により７件、ホームページにより２

件、合計３２件の情報提供を畜産関係者に対し行った。 

② 各牧（支）場のホームページで発信している情報につい

て、本所ホームページで集約的に閲覧できるページを更新

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

エ その他 
業務に関連する政策・施

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

 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

 経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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 その他 

６次産業化等による畜産

物利用、やすらぎや癒やし効

果の発揮、教育への活用等の

多様な利活用が期待される

馬及びめん山羊について、人

工授精技術の普及・定着をは

じめとした飼養管理技術の

向上を図るための講習会等

を開催する。また、関係機関

等と連携し、鳥獣害対策を含

む家畜の飼養に関連する草

地や耕作放棄地の活用技術

等について、技術講習会を開

催するなど、普及に努める。 
〈以下略〉 

 
 

エ その他 
馬及びめん山羊につい

て、６次産業化等による

畜産物利用に加え、やす

らぎや癒やし効果の発

揮、教育への活用等の多

様な利活用が期待される

ことから、十勝牧場及び

長野支場において、これ

までに培った人工授精技

術の普及・定着をはじめ

とした飼養管理技術の向

上及び鳥獣害対策や耕作

放棄地対策としてのめん

山羊の利活用の普及を図

るため、次の取組を行う。 
 

エ その他 指標＝「微項目の項目数×２」

（満点）に対する「各微項目の

点数の合計値」（合計点）の比率 
 各微項目の評価点数の区分

は以下のとおりとする。 
  Ｓ評価：４点、Ａ評価：３点、

Ｂ評価：２点、Ｃ評価：１点、

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

点×１２/１０ 
Ｃ：満点×５/１０≦合計点＜満

点×８/１０ 
Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 

△馬及びめん山羊の飼養管理技術に 
関する講習会等の実施      

2/2(B) 
△めん山羊の家畜人工授精に関する 

講習会の実施          

2/2(B) 
△耕作放棄地対策等へのめん山羊の 
利活用に関する講習会等の実施  

2/2(B) 
 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
満点：６Ｐ（微項目３×

２Ｐ） 
合計：６Ｐ 
６Ｐ／６Ｐ＝１．０ 
（１０／１０） 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
以下のとおり、下位の評価項目である微

項目の合計点が B 評定の判定基準内(満点

×8/10≦合計点＜満点×12/10)であったた

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

等の実施             2 点(B) 
△めん山羊の家畜人工授精に関する講習会の実

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

する講習会等の実施               2 点(B) 

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

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

策 
食料・農業・農村基本計画、鶏の改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第５号 

 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

 経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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）飼養管理技術の向上への

取組 
馬及びめん山羊について、人

工授精技術の普及・定着をはじ

めとした飼養管理技術の向上

を図るための講習会等を開催

する。特に、家畜人工授精師免

許の取得に係る講習会につい

ては毎年度、１回開催する。な

お、免許取得講習会の開催に当

たっては、質疑応答等により参

加者の講習内容の理解度を把

握すること、実技講習のための

教材を十分準備すること等に

より、講習内容の理解度の向上

に努め、修了試験の合格率が８

０％以上となるよう取り組む。 

（ア）馬及び

めん山羊の飼

養管理技術に

関する講習会

等の実施 
馬及びめん

山 羊 に つ い

て、人工授精

技術の普及・

定着をはじめ

とした飼養管

理技術の向上

を図るための

講習会等を開

催する。 

Ｓ：計画を大きく上

回り、かつ顕著な

成果が得られた。 
Ａ：計画を上回る成

果が得られた。 
Ｂ：計画どおり順調

に実施された。 
Ｃ：計画どおり実施

されず改善を要す

る。 
Ｄ：計画どおり実施

されず当該業務の

廃止を含めた抜本

的な改善が必要と

認められる。 

＜主要な業

務実績＞ 
馬及びめ

ん山羊につ

いて、人工授

精技術の普

及・定着をは

じめとした

飼養管理技

術の向上を

図るための

講習会等を

計画どおり

開催し、全体

で２４６名

の参加者が

あった。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① 十勝牧場において、獣医師を対象とした馬に関する技術研修会を３回開催し、合計９名に

対して飼養管理技術及び繁殖技術普及のための指導を行った。また、同研修会に併せて個別研

修を実施し、２名を受け入れた。 
② 十勝牧場において、馬及びめん羊に関する衛生管理技術研修を実施し２４名を受け入れた。 
③ 十勝牧場において、馬飼養臨床実習を開催し、馬の飼養衛生管理に関する実習を実施し１

２名を受け入れた。 
④ 茨城牧場長野支場において、茨城県で開催された山羊サミットで人工授精の実演を実施し、

１２８名の参加者があった。 
⑤ 茨城牧場長野支場において、長崎県で開催されたシバ山羊サミットで人工授精を含む山羊

の飼養管理について講演を実施し、６０名の参加者があった 
⑥ 十勝牧場において、めん羊及び山羊の出生確認資格認定講習会を開催し、出生確認制度及

び運用上の取り扱いについて講義を実施し、５名の参加者があった。                                
⑦ 茨城牧場長野支場において、教員、農家、新規参画企業を対象に除角技術講習会を開催し、

６名の参加者があった。 

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１-１-（４）-エ-（イ） 
 

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

業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、鶏の改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第５号 

 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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 
終了試験の

合格率 
 
 
８０％以上 

  
 
１００％ 

 
 
１００％ 

 
 
１００％ 

   予算額（千円） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

 経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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）めん山羊の家畜人工授精

に関する講習会の実施 
家畜人工授精に関する講習

会（めん羊・山羊）を開催する。 
なお、家畜人工授精に関する

講習会の開催に当たっては、質

疑応答等により参加者の講習

内容の理解度を把握すること、

実技講習のための教材を十分

準備すること等により、講習内

容の理解度の向上に努め、修了

試験の合格率が８０％以上と

なるよう取り組む。 
 
 
 
 

指標＝講習内容の理解度 
Ｓ：計画の１２０％以上で

あり、かつ、特に優れた成

果が認められる 
Ａ：計画の１２０％以上 
Ｂ：計画の１００％以上、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＞ 
家畜人工授精に関する講習会

（めん羊・山羊）を計画どおり開

催した。 

講習会の実施に当たり、補修講

義を行うことにより理解度の向

上に努め、受講者６名全員が修了

試験に合格した。 

 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
十勝牧場において、めん羊及び山羊の人工

授精師免許の取得に係る講習会（「家畜人工

授精に関する講習会」を開催し、民間牧場職

員等６名が受講した。 

講習会の実施に当たり、補修講義を行うこ

とにより理解度の向上に努め、６名全員が修

了試験に合格した。 
 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
 計画どおり取組が実施さ

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１-１-（４）-エ-（ウ） 
 

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

業務に関連する政策・施

策 
食料・農業・農村基本計画、鶏の改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第１１条第１項第５号 

 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（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） 311,851 308,979 271,585   

 決算額（千円） 277,776 260,578 248,659   

 経常費用（千円） 279,537 261,220 248,143   

 経常利益（千円） 219,758 221,552 216,457   

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ（千円） 267,767 244,397 236,707   

従事人員数 954 961 976   

 （うち常勤職員） 737 737 757   
（注）財務情報は、第１－１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）耕作放棄地対策等への利活用の

普及 
国産飼料の利用推進等を図るため、

関係機関等と連携し、鳥獣害対策や耕

作放棄地対策としてのめん山羊の利

活用の普及に必要な草地管理や飼養

管理に関する技術講習会等を毎年度、

１回開催する。 

（ウ）耕作放棄地対

策等へのめん山羊の

利活用に関する講習

会等の実施 
関係機関等と連携

し、鳥獣害対策や耕

作放棄地対策として

のめん山羊の利活用

の普及に必要な草地

管理や飼養管理に関

する技術講習会等に

ついて、１回開催す

る。 
 

 
 
 
 

Ｓ：計画を大きく上回

り、かつ顕著な成果が

得られた。 
Ａ：計画を上回る成果が

得られた。 
Ｂ：計画どおり順調に実

施された。 
Ｃ：計画どおり実施され

ず改善を要する。 
Ｄ：計画どおり実施され

ず当該業務の廃止を

含めた抜本的な改善

が必要と認められる。 

＜主要な業務実

績＞ 
関係機関等と

連携し、鳥獣害対

策や耕作放棄地

対策としてのめ

ん羊及び山羊の

利活用の普及に

必要な草地管理

や飼養管理に関

する技術講習会

等について、計２

回開催した。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① 十勝牧場における家畜人工授精講

習会の飼養管理の講義において、事例

を紹介しながら鳥獣害対策や耕作放棄

地対策としてのめん羊の利活用につい

て説明した。 
② 茨城牧場長野支場においては、長

崎県で開催されたシバ山羊サミットで

鳥獣害対策や耕作放棄地対策としての

山羊の利活用の普及に必要な飼養管理

に関する講演を行った。 

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 
 

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

業務に関連する政策・施

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

 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：０１３４ 
行政事業レビューシート事業番号：０１３９ 

行政事業レビューシート事業番号：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 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度   H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
        予算額（千円） 5,517,617 5,752,754 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 畜産物の需給変化に応じた優良な種苗・

種きん等の生産・供給等 
「家畜改良増殖目標」及び「鶏の改良増殖

目標」に示された目標の達成を支援し、「強

み」のある畜産物生産のための「家畜づくり」

を効率的に推進するためには、 畜産物の需

要に応じた優良な種畜・種きん等の生産・供

給、６次産業化の推進等の多様な畜産経営の

展開を支援するための育種素材の提供、様々

なニーズに対応できるよう家畜の遺伝資源

の収集・保存等を行う必要がある。このため、

センターは、民間では取り組み難い新技術を

駆使するとともに、所有する多様な育種資源

や豊富な飼料生産基盤を活用し、特に次の業

務に重点を置いて、優良な種畜・種きん等の

生産・供給等に取り組むこととする。 

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 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 
 

指標＝「小項目の項目数×２」

（満点）に対する「各小項目の

点数の合計値」（合計点）の比

率 
 各小項目の評価点数の区分

は以下のとおりとする。 
  Ｓ評価：４点、Ａ評価：３点、

Ｂ評価：２点、Ｃ評価：１点、

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

Ｃ：満点×５/１０≦合計点＜ 
満点×８/１０ 

Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 

◇種畜・種きん等の生産・供給     2/2(B) 
◇６次産業化の推進等に対応した育種素 
材の提等              2/2(B) 

◇家畜等の多様な遺伝資源の確保・利用 2/2(B) 
 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
満点：６Ｐ（小項目３

×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 

◇◇種畜・種きん等の生産・供給     

2 点(B) 
◇６次産業化の推進等に対応した育種

素材の提供等    2 点(B) 
◇家畜等の多様な遺伝資源の確保・利

用              2 点(B) 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１-２-（１） 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 

 
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 
 （１）種畜・種きん等の生産・供給 

多様な消費者ニーズに対応した、農場から食卓までを支

える「強み」のある畜産物生産のための「家畜づくり」を

推進するためには、国内における家畜の遺伝的多様性の確

保を図りつつ、優良な種畜・種きん等を効率的に作出する

必要がある。このためセンターは、自らが有する多様な育

種素材、施設、有用なＳＮＰ情報、遺伝的能力評価技術、

繁殖技術等を最大限活用することにより遺伝的改良の加

速化等を図り、民間ではコスト等から生産することが困難

な優良な候補種雄牛をはじめとした種畜・種きん等を生産

することとする。その際、乳用牛にあってはホルスタイン

種の乳量や泌乳持続性を、肉用牛にあっては黒毛和種の基

礎となる４系統群や５希少系統の活用及び増体性を、豚に

あってはデュロック種の増体性及びランドレース種の繁

殖性を、鶏にあっては国産鶏種の産肉性及び産卵性を、馬

にあってはけん引能力を、それぞれ特に重視して取り組む

ものとする。 
 なお、これら種畜等の生産に当たっては、貴重な育種素

材が消失することがないよう、センターの有する施設等を

活用しリスク分散を図ることとする。 

（１）種畜・種きん等の

生産・供給 
 多様な消費者ニーズ

に対応した、農場から

食卓までを支える「強

み」のある畜産物生産

のための「家畜づくり」

を推進することを目的

として、国内における

家畜の遺伝的多様性の

確保を図りつつ、民間

ではコスト等から生産

することが困難な優良

な種畜・種きん等を効

率的に作出するため、

多様な育種素材、施設、

新技術等を最大限活用

しながら、次の取組を

行う。 

（１）種畜・種きん等の生産・供給 
国内における家畜の遺伝的多様性の

確保を図りつつ、民間ではコスト等から

生産することが困難な優良な種畜・種き

ん等を効率的に作出するため、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とともに、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

供給を支援するほか、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・供給を行うこととし、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 

□乳用牛      2/2(B)      
□肉用牛      2/2(B) 
□豚        2/2(B) 
□鶏        2/2(B) 
□馬        2/2(B) 
□育種素材のリスク 
分散への取組   2/2(B) 
 

＜評定と根

拠＞ 
「Ｂ」 

 
満点：１２

Ｐ（細項目

６×２Ｐ） 
合計：１２

Ｐ 
１２Ｐ／１

２Ｐ＝１．

０ 
（１０／１

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：12 点（細項目 6×2
点） 
合計点：12 点=(2 点×6) 
12 点／12 点= 1.0 
□乳用牛    2 点(B) 
□肉用牛    2 点(B) 
□豚      2 点(B) 
□鶏      2 点(B) 
□馬      2 点(B) 
□育種素材のリスク分散 
への取組   2 点(B) 

 
４．その他参考情報 
 


