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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－２－（１）－ウ 第２ 業務の質の向上 

２ 畜産物の需給の変化に応じた優良な種畜・種きん等の生産・供給等 （１）種畜・種きん等の生産・供給 ウ 育種素材のリスク分散への取組 

業務に関連する政策・施策 食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、鶏の改良増速目標 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 重要度：高 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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

２．主要な経年データ 

 ② 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ③ 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

        予算額（千円） 5,517,617 5,752,754 6,031,393 7,413,087  

        決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878 5,555,158  

        経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921 5,568,419  

        経常利益（千円） 738,924 449,577 497,970 424,605  

        行政コスト（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333 9,883,309  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-２の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 
 ウ 育種素材のリスク分

散への取組 

 家畜伝染性疾病の侵入

等により貴重な育種素材

を失うことがないよう、

乳用牛、肉用牛（黒毛和

種）、豚及び鶏の主要な育

種素材について、複数の

牧場等を活用し、リスク

分散に取り組む。このた

め原則として、乳用牛は

新冠牧場及び岩手牧場、

黒毛和種は十勝牧場、奥

羽牧場、鳥取牧場及び宮

崎牧場、豚は茨城牧場及

び宮崎牧場、鶏は岡崎牧

場及び兵庫牧場でそれぞ

れけい養を行う。 

 

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＞ 

育種素材のリスク分散のため、ホ

ルスタイン種については、新冠牧場

及び岩手牧場で、黒毛和種について

は、十勝牧場、奥羽牧場、鳥取牧場

及び宮崎牧場で、センターが有する

育種素材と外部から導入した多様

な育種素材を用いて整備した育種

群のリスク分散の取組について、計

画どおり実施した。 

豚については、茨城牧場、宮崎牧

場及び本所の３牧場でセンターが

有する３品種のリスク分散の取組

について、計画どおり実施した。 

鶏については、岡崎牧場及び兵庫

牧場の２牧場でセンターが有する

主要な国産鶏種のリスク分散の取

組について、計画どおり実施した。 

＜評定と根拠＞ 

「Ｂ」 

① センターが有する多様な育種素材と外部から導入した新たな育種素材を用いて整備し

たホルスタイン種育種牛群について、遺伝的能力や血統等を考慮して、新冠牧場及び岩手

牧場の２牧場でけい養し、２牧場で受精卵を生産するとともに後継牛を 1,265 頭生産し

た。 

 なお、新冠牧場の清浄化を進めるため、家畜の飼養を一時中断せざるを得ない状況にな

ったことから、各場と連携して、新冠牧場産の遺伝資源を活かした更新牛生産を継続して

いる。 

② センターが有する多様な育種素材と外部から導入した新たな育種素材を用いて整備し

た黒毛和種育種牛群について、遺伝的能力や血統等を考慮して、十勝牧場、奥羽牧場、鳥

取牧場及び宮崎牧場の４牧場でけい養し、４牧場で受精卵を生産するとともに後継牛を

1,490頭生産した。 

③ 豚について、デュロック種を茨城牧場及び宮崎牧場で、大ヨークシャー種を茨城牧場、

宮崎牧場及び本所で、ランドレース種を茨城牧場及び本所でけい養し、２牧場で受精卵を

977個作成した。また、豚を飼養していない新冠牧場で受精卵、凍結精液を保管した。 

④ 鶏について、主要な国産鶏種を岡崎牧場及び兵庫牧場の２牧場でけい養し、２牧場で凍

結精液を 743本作成した。 

 

評定    Ｂ 

＜評定に至った理由＞

計画どおり取組が行われ

たので、自己評価書のと

おり「Ｂ」評定とした。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－２－（２） 第２ 業務の質の向上 

２ 畜産物の需給の変化に応じた優良な種畜・種きん等の生産・供給等 （２）６次産業化の推進等に対応した育種素材の提供等 

業務に関連する政策・施策 食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、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 

家畜改良増殖法第３条の４ 

当該項目の重要度、難易度 重要度：高 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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

 

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  ④ 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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

        予算額（千円） 5,517,617 5,752,754 6,031,393 7,413,087  

        決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878 5,555,158  

        経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921 5,568,419  

        経常利益（千円） 738,924 449,577 497,970 424,605  

        行政コスト（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333 9,883,309  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-２の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 
（２）６次産業化の推進等
に対応した育種素材の提
供等 
 ６次産業化の推進や多
様なニーズに応える国産
畜産物の供給を支援する
ため、国内での種畜の供給
体制が銭弱なめん山羊や
日本短角種をはじめとし
た特色ある家畜等につい
て、種畜の生産・供給業務
を行っている都道府県・民
間からの育種素材の提供
や技術指導等の技術的支
援に関する要請があった
場合、できる限り対応す
る。 
〈以下略〉 
 

（２）６次産業化の推進等に対応した
育種素材の提供等 
６次産業化の推進や多様な消費者の

ニーズに応える国産畜産物の供給を支
援するため、国内での種畜の供給体制
が脆弱な以下の家畜等について、種畜
等の生産・供給業務を行っている都道
府県・民間から育種素材の提供や技術
指導等の技術的支援に関する要請に、
できる限り対応する。このため、めん山
羊について、現有のサフォーク種及び
日本ザーネン種を維持する。日本短角
種（王将系、蓋世系、雲豊系、春梅系及
び南富系）について、都道府県等の系統
保有状況を勘案し系統数を見直しなが
ら維持する。豚について、特色ある品種
である現有の中ヨークシャー種及び梅
山豚を維持する。鶏について、特色ある
品種・系統である現有の軍鶏、合成軍
鶏、横斑プリマスロック種、烏骨鶏、ア
ロウカナ種等を維持する。 
 

Ｓ：計画を大きく
上回り、かつ顕
著な成果が得
られた。 

Ａ：計画を上回る
成果が得られ
た。 

Ｂ：計画どおり順
調に実施され
た。 

Ｃ：計画どおり実
施されず改善
を要する。 

Ｄ：計画どおり実
施されず当該
業務の廃止を
含めた抜本的
な改善が必要
と認められる。 

＜主要な業務実績＞ 
めん山羊については、サフォーク種及

び日本ザーネン種の育種群を維持し、育
種素材の提供や技術的支援に関する要
請に対応した。 
日本短角種については、系統保有状況

等について都道府県と意見・情報交換を
行い、系統数を維持し、育種素材の提供
や技術的支援に関する要請に対応した。 
豚については、中ヨークシャー種及び

梅山豚の育種群を維持し、育種素材の提
供要請に対応した。 
鶏について、軍鶏、合成軍鶏、横班プ

リマスロック種、烏骨鶏及びアロウカナ
種の育種群を維持し、育種素材の提供要
請に対応した。 
このように、育種素材の提供や飼養農

家に対する人工授精技術等の飼養管理
業務を通じて得られた情報に基づき技
術的支援を行うなど、計画どおり実施し
た。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① めん山羊について、サフォーク種及びザーネン種を育種素材と
して提供できるよう血統の偏りに配慮しつつ、育種群を維持し、
生体 187頭、精液 1,163本を提供した。また、関係団体が開催す
るめん山羊に関する各種会議に参画し、技術的助言、意見・情報
交換を行うとともに、めん山羊の飼養農家に対する人工授精技術
の講習等の飼養管理に関する技術的支援のみならず、草刈り用等
に利用する小学校などの初心者に対する調達方法や初歩的な飼養
衛生管理について助言し、適切な管理を促した。 

② 日本短角種について、都道府県、関係団体及び学識経験者の参
画を得て「日本短角種の振興にかかる意見交換会」を開催し、種
雄牛の血統情報、センターにおける系統保有状況に関して意見・
情報交換を行った。また、育種素材として提供できるよう系統数
を維持し、精液 2,316 本を提供するとともに、都道府県や関係団
体が開催する改良等に関する各種会議に参画し、技術的助言等行
った。 

③ 豚について、中ヨークシャー種及び梅山豚を育種素材として提
供できるよう血統の偏りに配慮しつつ、育種群を維持し、生体 55
頭及び精液 817本を提供した。 

④ 鶏について、軍鶏、合成軍鶏、横班プリマスロック種及びアロ
ウカナ種を育種素材として提供できるよう血統に配慮しつつ、育
種群を維持し、種卵 445,086個、種すう等 80,362羽を提供した。 

評定   Ｂ 

＜評定に至った理由> 

計画どおり取組が

行われたので、自己

評価書のとおり「Ｂ」

評定とした。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－２－（３） 第２ 業務の質の向上 

２ 畜産物の需給の変化に応じた優良な種畜・種きん等の生産・供給等 （３）家畜等の多様な遺伝資源の確保・利用 

業務に関連する政策・施策 食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 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 重要度：高 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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

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  ⑦ 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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

        予算額（千円） 5,517,617 5,752,754 6,031,393 7,413,087  

        決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878 5,555,158  

        経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921 5,568,419  

        経常利益（千円） 738,924 449,577 497,970 424,605  

        行政コスト（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333 9,883,309  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-２の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 
（３）家畜等の多様な遺伝資源の確保・利用 

 消費者の畜産物に対する多様なニーズに

対応するとともに、我が国固有の遺伝資源で

ある和牛等について、近交係数の高まりの抑

制に資する種畜の生産等を行うためには、多

様な遺伝子を持つ家畜等を確保し利用して

いく必要がある。このため、センターは、関

係機関とも連携し、家畜の多様な遺伝資源の

収集・確保及び利用に取り組むこととする。 

〈以下略〉 

 

 

 

 

 

 

 

（３）家畜等の多様な遺伝資源の確保・利用 

消費者の畜産物に対する多様なニーズに

対応するとともに、我が国固有の遺伝資源で

ある和牛等について、近交係数の高まりの抑

制に資する種畜の生産等を行うためには、多

様な遺伝子を持つ家畜等を確保し利用して

いく必要があることから、次の取組を行う。 

指標＝「細項目の項目数×２」（満点）に対

する「各細項目の点数の合計値」（合計点）

の比率 

 各細項目の評価点数の区分は以下のとお

りとする。 

Ｓ評価：４点、Ａ評価：３点、Ｂ評価：２

点、Ｃ評価：１点、Ｄ評価：０点 

 

Ａ：満点×１２／１０≦合計点 

Ｂ：満点×８／１０≦合計点＜満点×１２

／１０ 

Ｃ：満点×５／１０≦合計点＜満点×８／

１０ 

Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 

〈主要な業務実績〉 

ア 家畜遺伝資源の保存  2/2(B) 

イ 多様な遺伝資源の活用 3/2(A) 

 

＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

満点：４Ｐ（細

項目２×２Ｐ） 

合計：５Ｐ 

 

５Ｐ／４Ｐ＝

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

項目である細項目合計点がＢ

評定の判定基準内 (満点×

8/10≦合計点＜満点×12/10)

であったため。 

満点：4（細項目 2×2点） 

合計点：4点=(2点×2) 

4点／4点= 1.0 

□ 家畜遺伝資源の保存  

2点(B) 

□ 多様な遺伝資源の活用 

2点(B) 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－２－（３）－ア 第２ 業務の質の向上 

２ 畜産物の需給の変化に応じた優良な種畜・種きん等の生産・供給等 （３）家畜等の多様な遺伝資源の確保・利用 ア 家畜遺伝資源の保存 

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

家畜改良増殖法第３条の４ 

当該項目の重要度、難易度 重要度：高 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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

 

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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

        予算額（千円） 5,517,617 5,752,754 6,031,393 7,413,087  

        決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878 5,555,158  

        経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921 5,568,419  

        経常利益（千円） 738,924 449,577 497,970 424,605  

        行政コスト（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333 9,883,309  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-２の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 
 ア 家畜遺伝資源の保存 

国立研究開発法人農業・食品産業技術

総合研究機構（以下「農研機構」という。）

が行うジーンバンク事業に協力し、家畜

遺伝資源の保存に取り組む。 

Ｓ：計画を大きく上回り、かつ顕

著な成果が得られた。 

Ａ：計画を上回る成果が得られ

た。 

Ｂ：計画どおり順調に実施され

た。 

Ｃ：計画どおり実施されず改善を

要する。 

Ｄ：計画どおり実施されず当該業

務の廃止を含めた抜本的な改

善が必要と認められる。 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

農林水産省関連動植物

の遺伝資源保存に関する

センターバンクである農

研機構遺伝資源センター

と連携しつつ、我が国では

飼養管理を行う農場が少

ない馬、めん山羊も含め、

センターならではの得意

分野を活かしつつ、遺伝資

源の新規・保存及び特性調

査を８牧場で分担して効

率的に実施し、遺伝資源を

喪失させることなく、計画

どおり実施した。 

＜評定と根拠＞ 

「Ｂ」 

 

① 農研機構遺伝資源センターと連携

を図りながら、ジーンバンクとして、

馬４点、めん羊２点の新規収集を、ま

た、馬７点、めん羊 12点、豚１点、鶏

７点の追加収集を行い、93点の遺伝資

源（生体、精液、受精卵）を保存した。 

② また、馬２点、山羊４点、鶏 36点の

特性調査を実施した。 

③ 農研機構遺伝資源センターからの

遺伝資源送付依頼に基づき、馬血液、

馬生体、山羊生体、山羊凍結精液、ウ

サギ受精卵を送付した。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

計画どおり取組が行われたの

で、自己評価書のとおり「Ｂ」評

定とした。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－２－（３）－イ 第２ 業務の質の向上 

２ 畜産物の需給の変化に応じた優良な種畜・種きん等の生産・供給等 （３）家畜等の多様な遺伝資源の確保・利用 イ 多様な遺伝資源の活用 

業務に関連する政策・施策 食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 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 重要度：高 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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

候補種雄牛の作出頭数 概ね 30頭  38頭 37頭 38頭 36頭 
 予算額（千円） 5,517,617 5,752,754 6,031,393 7,413,087  

決算額（千円） 6,141,241 5,569,466 5,510,878 5,555,158  

        経常費用（千円） 5,535,679 5,563,604 5,548,921 5,568,419  

        経常利益（千円） 738,924 449,577 497,970 424,605  

        行政コスト（千円） 4,154,668 4,256,798 4,269,333 9,883,309  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-２の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 多様な遺伝資源の活用 

黒毛和種について、近交係数の高まりを

抑制する種畜生産を行うため、遺伝資源の

探索を行い基礎となる４系統群・５希少系

統に関係する多様な育種素材を導入し、遺

伝的に特徴ある優良な牛群を整備する。ま

た、当該牛群を活用し、増体性等に特長を

持つ候補種雄牛の作出に取り組む。 

Ｓ：計画を大きく上回り、か

つ顕著な成果が得られた。 

Ａ：計画を上回る成果が得ら

れた。 

Ｂ：計画どおり順調に実施さ

れた。 

Ｃ：計画どおり実施されず改

善を要する。 

Ｄ：計画どおり実施されず当

該業務の廃止を含めた抜

本的な改善が必要と認め

られる。 

＜主要な業務実績＞ 

黒毛和種について、近

交係数の高まりを抑制す

る種畜生産を行うため、

遺伝資源の探索を行い、

基礎となる４系統群・５

希少系統に関係する多様

な育種素材を導入し、遺

伝的に特徴ある優良な

900 頭規模の牛群を整備

した。また、当該牛群を

活用し、遺伝的多様性の

確保に必要な系統の維持

に係る候補種雄牛や増体

性等に特長を持つ候補種

雄牛を 149 頭（年平均

37.3頭）作出し、目標（年

間 30頭）を２割上回る成

果が得られた。 

＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

① 黒毛和種の基礎となる４系統群・５希少

系統に係る遺伝子保有確率、血統等を考慮

し、自ら有する多様な育種素材に加え、新

たな育種素材（精液 6,953 本、受精卵 391

個及び雌牛 58頭）を導入し、遺伝的に特徴

ある 900 頭規模の雌牛群を整備した。 

② 遺伝的に特徴ある優良な牛群を活用し、

種畜作出用として生産した雄子牛（600 頭

程度）の中から、遺伝子保有確率、遺伝的

能力評価等により選抜した遺伝的多様性

の確保や増体性等に特長を持つ 149頭を候

補種雄牛として作出した。 

③ うち、増体性等に特長を持つ鳥取県系統

群に属する 54 頭は、直接検定時の１日当

たり増体量の平均値が 1.29kgであった。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

毎年度、計画通り多様な育種

素材の導入に取組み、基礎雌牛

群を整備しているが、増体性等

に特長を持つ候補種雄牛の作出

法については、計画通りの成果

であると判断し、「Ｂ」評定とし

た。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－３ 第２ 業務の質の向上 

３ 飼料の視点での基盤強化のための飼料作物の種苗の生産・供給等 

業務に関連する政策・施策 食料・農業・農村基本計画、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本

方針 

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

 

当該項目の重要度、難易度 重要度：高 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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

 

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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

        予算額（千円） 335,785 377,517 399,302   310,824  

        決算額（千円） 373,700 355,934 361,815   309,831  

        経常費用（千円） 384,792 365,558 373,692   320,993  

        経常利益（千円） 14,797 17,491 12,974    17,057  

        行政コスト（千円） 331,628 312,179 335,474   597,429  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-３の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 
３ 飼料の視点での基盤強化のための飼料作物の種苗の生産・供給

等 

酪肉基本方針等に示された高品質で低コストな国産粗飼料の生

産・利用の拡大を推進し、飼料自給率の向上を図るためには、飼料

作物の優良品種の普及による草地改良の推進や水田を活用した良

質な粗飼料の生産・利用の拡大を図ること等が必要である。具体的

には、国土が南北に長い我が国の多様な気候に適応し、温暖化にも

対応した高収量性、病害抵抗性、耐倒伏性等の特徴を持つ飼料作物

の優良品種の普及に必要な種苗の生産・供給が安定的に行われるこ

とが重要である。このためセンターは、これまでに培った飼料作物

種苗の生産・供給に関する厳格な栽培管理技術や高度な収穫調製技

術を駆使するとともに、豊富な種苗生産ほ場を活用して原種子の生

産・供給を行うこととし、特に、次の業務に重点をおいて、取組を

進めるものとする。 

３ 飼料の視点での基盤強化のため

の飼料作物の種苗の生産・供給等 

 

指標＝「小項目の項目数×２」（満

点）に対する「各小項目の点数の

合計値」（合計点）の比率 

 各小項目の評価点数の区分は以

下のとおりとする。 

  Ｓ評価：４点、Ａ評価：３点、Ｂ

評価：２点、Ｃ評価：１点、Ｄ評価：

０点 

 

Ａ：満点×１２／１０≦合計点 

Ｂ：満点×８／１０≦合計点＜満

点×１２／１０ 

Ｃ：満点×５／１０≦合計点＜満

点×８／１０ 

Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 

 

〈主要な業務実績〉 

(１) 飼料作物種苗の生産・ 

供給            

3/2(A) 

(２) 飼料作物優良品種の普 

及支援           

3/2(A) 

(３) 飼料作物の遺伝資源の 

保存            

2/2(B) 

 

＜評定と根拠

＞ 「Ａ」 

 

満点：６Ｐ（小

項 目 ３ × ２

Ｐ） 

合計：８Ｐ 

 

８Ｐ／６Ｐ＝

１．３３ 

（１３．３／

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（小項目 3×2点） 

合計点：6点=(3×2点) 

6点／6点= 1.0 

◇ 飼料作物種苗の生産・

供給       2点(B) 

◇ 飼料作物優良品種の普 

及支援      2点(B) 

◇ 飼料作物の遺伝資源の 

保存       2点(B) 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－３－（１） 第２ 業務の質の向上 

３ 飼料の視点での基盤強化のための飼料作物の種苗の生産・供給等 （１）飼料作物種苗の生産・供給 

業務に関連する政策・施策 食料・農業・農村基本計画、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本

方針 

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

当該項目の重要度、難易度 重要度：高 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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

 

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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

        予算額（千円） 335,785 377,517 399,302   310,824  

        決算額（千円） 373,700 355,934 361,815   309,831  

        経常費用（千円） 384,792 365,558 373,692   320,993  

        経常利益（千円） 14,797 17,491 12､974    17,057  

        行政コスト（千円） 331,628 312,179 335,474   597,429  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-３の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 
（１）飼料作物種苗の生産・供給 

我が国の多様な気候に適した国内育成品種の定着をさ

らに進める必要があることから、新品種・系統など優良品

種の種苗が安定的に供給されるよう、ＯＥＣＤ（経済協力

開発機構）品種証明制度に基づく要件に適合した種苗の増

殖を図る。なお、これら業務を的確に実施するため、栽培

管理技術や収穫調製技術の向上・定着を図るとともに、国、

都道府県、関係団体等との意見・情報交換を踏まえ、必要

に応じて生産対象品種・系統の見直しを行うものとする。  

また、飼料用稲種子については、都道府県による生産供

給を補完し、全国における種子の安定供給を確保するた

め、関係機関と連携しつつ生産を行う。 

〈以下略〉 

（１）飼料作物種苗の生産・供給 

我が国の多様な気候に適した国内育成品種の定

着をさらに進めるため、寒地型、温地型及び暖地型

の品種について、十勝牧場、長野支場及び熊本牧場

においてこれまでに培った飼料作物種苗の生産・供

給に関する厳格な栽培管理技術や高度な収穫調製

技術を最大限活用するとともに、豊富な種苗生産ほ

場を用いて、次の取組を行う。 

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 

 

ア 飼料作物種苗の 

増殖         2/2(B) 

イ 飼料用稲種子の 

生産         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 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合

計点が B 評定の判定基準

内(満点×8/10≦合計点

＜満点×12/10)であった

ため。 

満点：4（細項目 2×2点） 

合計点：4点=(2×2点) 

4点／4点= 1.0 

□ 飼料作物種苗の増殖         

2点(B) 

□ 飼料用稲種子の生産         

2点(B) 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－３－（１）－ア 第２ 業務の質の向上 

３ 飼料の視点での基盤強化のための飼料作物の種苗の生産・供給等 （１）飼料作物種苗の生産・供給 ア 飼料作物種苗の増殖 

業務に関連する政策・施策 食料・農業・農村基本計画、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本

方針 

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

 

当該項目の重要度、難易度 重要度：高 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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

高品質な種苗の生産 －  13,000kg 10,699kg  4,853kg 14,451kg 
 予算額（千円） 335,785 377,517 399,302   310,824  

決算額（千円） 373,700 355,934 361,815   309,831  

海外増殖に必要な種苗

の供給 
－ 

 
 9,490kg  7,500kg  3,180kg  6,076kg 

 経常費用（千円） 384,792 365,558 373,692   320,993  

経常利益（千円） 14,797 17,491 12,974    17,057  

生産対象となる品種・系

統数 

概ね 95 品

種・系統 
 

96品種 

・系統 

93品種 

・系統 

92品種 

・系統 

93品種 

・系統 

 行政コスト（千円） 331,628 312,179 335,474   597,429  

従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-３の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 
 
 
 
 

ア 飼料作物種苗の増
殖 
飼料作物について、

新品種・系統など優良
品種の種苗が海外増殖
を経て国内に安定的に
供給されるよう、ＯＥ
ＣＤ（経済協力開発機
構）品種証明制度に基
づく要件に適合した種
苗の増殖を行う。なお、
これら業務を的確に実
施するため、職員への
技術研修の実施等によ
り栽培管理技術や収穫
調製技術の向上・定着
を図る。また、国、都道
府県、関係団体等との
意見・情報交換を踏ま
え、必要に応じて生産
対象品種・系統の見直
しを行いつつ、毎年度、
概ね 95品種・系統を生
産対象とする。 
 

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＞ 
優先的に増殖すべき耐病性、耐

雪性、越夏性等に優れた新品種及
び今後も市販が継続され、海外増
殖用もと種子が不足する品種を中
心に、ＯＥＣＤ品種証明制度に基
づく要件に適合した高品質な種苗
の増殖を行うとともに、需要に応
じて海外増殖に必要な種苗の供給
を行った。また、場内講習会等、熟
練者によるＯＪＴを実施し、栽培
管理技術や収穫調製技術の向上・
定着を図った。さらに、飼料作物
種苗の生産対象品種・系統につい
て、国、都道府県、関係団体等との
意見・情報交換により新品種の普
及見込みを踏まえ、生産対象品種
の見直しを行いつつ、毎年度、概
ね 95品種・系統を生産対象とし、
計画どおり実施した。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① （国研）農業・食品産業技術総合研究機構等が育成した品種について、
当該品種の増殖に求められる最適条件に応じて多様な栽培管理技術や収
穫調製技術を駆使して増殖を行い、ＯＥＣＤ品種証明制度に基づく要件
に適合した高品質の種苗を今中期目標期間中（令和元年度末まで）に 43.0
トン生産した。 

② 海外での二次増殖を経て国内供給を担う実需者等に向けて、過去生産
分も含め今中期目標期間中（令和元年度末まで）に 26.2トンの種苗を供
給した。 

③ 職員の技術研修について、計画に沿って、栽培管理・収穫調製の実務を
通じて得られた多様なデータや新たな知見に基づいて、高品質な種苗生
産に向けた専門的知識や各種技術の継承、高度化等を図るための場内講
習会等、熟練者によるＯＪＴを実施した。 

④ 飼料作物種苗の生産対象品種・系統について、国等の行政部門、（国研）
農業・食品産業技術総合研究機構等の育成者、販売を担う実需者等からの
情報に基づき見直しを行い、今中期目標期間中（令和元年度末まで）に 18
品種・系統を追加、22品種・系統を削除し、毎年度、概ね 95品種・系統
を生産対象とした。 

 

評定     Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

計画どおり取組が行われたので、自己評価

書のとおり「Ｂ」評定とした。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－３－（１）－イ 第２ 業務の質の向上 

３ 飼料の視点での基盤強化のための飼料作物の種苗の生産・供給等 （１）飼料作物種苗の生産・供給 イ 飼料用稲種子の生産 

業務に関連する政策・施策 食料・農業・農村基本計画、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本

方針 

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

 

当該項目の重要度、難易度 重要度：高 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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

 

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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

飼料用稲種子の生産 －  45,417kg 24,824kg 26,854kg 25,815kg 
 予算額（千円） 335,785 377,517 399,302   310,824  

決算額（千円） 373,700 355,934 361,815   309,831  

生産対象となる品種数 
概ね６品種

以上 
 ８品種 ９品種 ７品種 ９品種 

 経常費用（千円） 384,792 365,558 373,692   320,993  

経常利益（千円） 14,797 17,491 12,974    17,057  

        行政コスト（千円） 331,628 312,179 335,474   597,429  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-３の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

イ 飼料用稲種子の生

産 

飼料用稲種子につい

て、都道府県による生

産供給を補完し、全国

における種子の安定供

給を確保するため、関

係機関と連携しつつ需

要に応じた生産を行う

こととし、毎年度、概ね

６品種以上を生産対象

とする。 

指標＝生産対象となる品

種数 

Ｓ：計画の１２０％以上

であり、かつ、特に優れ

た成果が認められる 

Ａ：計画の１２０％以上 

Ｂ：計画の１００％以上、

１２０％未満 

Ｃ：計画の８０％以上、

１００％未満 

Ｄ：計画の８０％未満、

又は業務運営の改善等

必要な措置が必要と認

められる 

＜主要な業務実績＞ 

飼料用稲種子について、都道府県による

生産供給を補完するため、飼料価値が高い

ものの新品種のため栽培技術が確立してい

ない品種等、生産対象として需要に応じた

種子を毎年度、目標６品種を上回って生産

し、計画の 120％以上（各年度の平均）の実

施となった。 

とくに、飼料用稲の極短穂種については、

耐倒伏性に優れ、かつサイレージの発酵品

質に優れるものの、採種が難しいという課

題があり、穂を大型化させる栽培管理の工

夫を行いながら種子増殖を行ったことで、

飼料用稲の栽培農家に供給するための十分

量を確保することができた。 

 

＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

① 飼料用稲種子について、都道府県による種子供給体

制の補完を担う（一社）日本草地畜産種子協会等との

連携を通じて得られた需要情報に応じ、飼料価値が高

いものの新品種のため栽培技術が確立していない極

短穂品種等、毎年度、６品種以上を生産対象として、

今中期目標期間中（令和元年度末まで）に 122.9トン

の種子を生産した。 

② 耐倒伏性に優れ、かつサイレージの発酵品質に優れ

る極短穂の飼料用稲新品種については、採種が難しい

ことから、遅植え栽培や低い密度の栽培により、穂を

大型化させる工夫を行いながら種子増殖に取り組み、

これまでのセンターにおける極短穂品種の増殖実績

が評価され、令和元年度は、３品種の増殖を行い、飼

料用稲の栽培農家に供給するための十分量を確保す

ることができた。 

評定    Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

飼料用稲種子について

は、全国における種子の安

定供給を確保するため、関

係機関と連携して毎年度６

品種以上の生産が行われて

いる。元年度の極短穂品種

の増殖実績は評価できる

が、中期目標期間に見込ま

れる評価としては、「Ｂ」評

定とした。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－３－（２） 第２ 業務の質の向上 

３ 飼料の視点での基盤強化のための飼料作物の種苗の生産・供給等 （２）飼料作物優良品種の普及支援 

業務に関連する政策・施策 食料・農業・農村基本計画、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本

方針 

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

 

当該項目の重要度、難易度 重要度：高 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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

草地管理技術や飼料生産技術等に関する講習会 予算額（千円） 335,785 377,517 399,302 310,824  

講習会の開催数 概ね２回  ５回 ８回 ９回 11回  決算額（千円） 373,700 355,934 361,815 309,831  

地域適応性等に関する検定試験の実施 経常費用（千円） 384,792 365,558 373,692 320,993  

実施系統数 －  78系統 59系統 61系統 55系統  経常利益（千円） 14,797 17,491 12,974 17,057  

優良品種に係るデータ提供 行政コスト（千円） 331,628 312,179 335,474 597,429  

データ提供品種数 概ね 600 品種  766品種 770品種 760品種 723品種  従事人員数 954 961 976 975  

実証展示ほの設置 （うち常勤職員） 737 737 757 758  

実証展示ほの設置数 20 か所程度  61か所 86か所 62か所 60か所  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-３の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指

標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 
（２）飼料作物優
良品種の普及支
援 
 飼料自給率の
向上や国産飼料
の増産を目指し
て優良品種の利
用促進による草
地改良等を進め
るためには、地域
に適した飼料作
物優良品種の育
成・普及が重要で
ある。このため、
センターは、所有
する高度な技術
や豊富な種苗生
産基盤を活用し
て地域適応性等
に関する検定試
験を実施し、優良
品種に係るデー
タ提供や実証展
示ほの設置等を
積極的に行うも
のとする。 
〈以下略〉 

（２）飼料作物優良
品種の普及支援 
地域に適した飼料

作物優良品種の育
成・普及を図るため、
関係機関等と連携し
つつ、草地管理技術
や飼料生産技術等に
関する講習会の開催
等を毎年度、概ね２
回行う。また、精密
データの測定手法等
の高度な技術や豊富
な種苗生産基盤を活
用し、地域適応性等
に関する検定試験を
実施し、優良品種に
係るデータベースを
毎年度、更新して概
ね 600 品種のデータ
を都道府県等に提供
する。さらに、毎年
度、20か所程度の実
証展示ほの設置及び
設置への協力を行
う。 
 

Ｓ：計画を大
きく上回
り、かつ顕
著な成果
が得られ
た。 

Ａ：計画を上
回る成果
が得られ
た。 

Ｂ：計画どお
り順調に
実施され
た。 

Ｃ：計画どお
り実施さ
れず改善
を要する。 

Ｄ：計画どお
り実施さ
れず当該
業務の廃
止を含め
た抜本的
な改善が
必要と認
められる。 

＜主要な業務実績＞ 
地域に適した飼料作物優良品種の育成・普及

及び高度な種子の検査技術の普及を図るため、
都道府県、農協、関係団体等の関係機関と連携し
つつ、草地管理技術や新たな知見に基づく飼料
生産技術等に関する講習会の目標回数を超えて
精力的に開催した。また、生育項目等の精密デー
タ測定手法の評点及び分析等に係る高度な技術
や豊富な生産基盤を活用し、地域適応性等検定
試験を実施するととともに、目標を超え３千件
以上の多くの優良品種に係る品種特性情報のデ
ータベースを更新し、都道府県、試験研究機関及
び関係団体等に品種の情報提供を行った。さら
に、育成機関等と連携して、耐病性や環境適応性
の高い新品種等について、早期に普及させるた
め、公共牧場等に実証展示ほを設置するととも
に、品種利用者への現地指導を行うなど、設置へ
の協力を行った。 
とくに、流通種子の販売等に必要な種子検査

技術に関する講習会や飼料作物新品種の実証展
示ほを用いた飼料生産技術の講習会を実施し、
民間種苗業者、生産者等から、貴重な技術情報で
あるとして高い評価を得るとともに、飼料作物
新品種の普及状況を踏まえ、夏枯れしにくいオ
ーチャードグラス新品種を登録するに至ったこ
とから、計画を上回る成果が得られた。 
 
 
 

＜評定と根拠＞ 
「Ａ」 

① 都道府県等の関係機関と連携しつつ、各地で課題となっている草地管理技
術や新たな知見に基づく飼料生産技術に加え、国際規程に基づく高度な種子
検査技術の普及を図るための講習会を今中期目標期間中（令和元年度末まで）
に 33回開催し、生産者や民間種苗会社等の参加者から高い評価を得た。 

②  都道府県、試験研究機関及び関係団体等に品種の情報提供を行うため、 
（１）緻密な評点法、観察法、統計分析法等の高度な技術を経験が少ない職員に

習得させ、検定技術の高位平準化を図りつつ、今中期目標期間中（令和元年
度末まで）に延べ 253 系統の地域適応性等検定試験を実施し、優良品種に
かかるデータを収集した。 

（２）都道府県等の試験場の協力を得て、奨励品種選定試験結果等のデータを入
手し、データの確認、整理等を行い今中期目標期間中（令和元年度末まで）、
毎年 600 品種の目標を上回って、延べ 3,019 品種の品種特性情報のデータ
ベースを更新した。 
 なお、これらの中には、センターが（国研）農業・食品産業技術総合研究
機構と連携し、育種から評価まで係わったオーチャードグラス「那改１号」
に関するデータも含まれているなど、地域の気候風土に適した品種の開発
に貢献した。 

③ 優良品種を普及するため育成機関、都道府県、市町村、農協等と協力して、
市販されている優良な品種及び耐病性や環境適応性の高い新品種等につい
て、早期に普及させるため、今中期目標期間中（令和元年度末まで）に延べ 269
か所の実証展示ほを設置するとともに、設置した実証展示ほを用いて、品種利
用者への技術指導や講習会を開催し、参加者からは、アンケート結果から貴重
な技術情報であるとして高い評価を得た 

評定   Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

草地管理や飼料生産技術等に関

する講習会については、計画を上回

る回数開催されている。また、地域

適合性等検定試験を実施し、計画を

上回る件数の品種特性情報のデー

タベースを更新し、情報提供を行っ

ている。実証展示ほの設置について

も計画を達成している。「那改１号」

の取組は評価できるが、優良品種の

普及支援に関する自己評価結果か

ら、計画通りの成果が得られたとし

て、中期目標期間に見込まれる評価

としては、「Ｂ」評定とした。   
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－３－（３） 第２ 業務の質の向上 

３ 飼料の視点での基盤強化のための飼料作物の種苗の生産・供給等 （３）飼料作物の遺伝資源の保存 

業務に関連する政策・施策 食料・農業・農村基本計画、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本

方針 

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

 

当該項目の重要度、難易度 重要度：高 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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

飼料作物の遺伝資源に

かかる栄養体保存 
－ 

 
420系統 420系統 420系統 420系統 

 予算額（千円） 335,785 377,517 399,302   310,824  

決算額（千円） 373,700 355,934 361,815   309,831  

        経常費用（千円） 384,792 365,558 373,692   320,993  

        経常利益（千円） 14,797 17,491 12,974    17,057  

        行政コスト（千円） 331,628 312,179 335,474   597,429  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-３の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 
（３）飼料作物の遺伝資源の保存 

様々なニーズに対応可能な飼料作物

の品種開発を進める観点から、飼料作物

の遺伝資源について、関係機関とも連携

しつつ、栄養体保存等を行う。 

〈以下略〉 

 

（３）飼料作物の遺伝資源の保存 

農研機構が行うジーンバンク事業に

協力し、飼料作物の遺伝資源について、

栄養体保存等に取り組む。 

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＞ 

多様な飼料作物の遺

伝資源について、（国

研）農業・食品産業技術

総合研究機構の調整の

下で、地域性を考慮し

関係牧場で分担して毎

年度 420 系統の栄養体

保存に取り組み、遺伝

資源を喪失させること

なく計画どおり実施し

た。 

＜評定と根拠＞ 

「Ｂ」 

 

農林水産関連動植物の遺伝資源保存に関

するセンターバンクである（国研）農業・食

品産業技術総合研究機構の調整の下で、地域

性を考慮し、十勝、長野、熊本及び宮崎の各

牧場で分担して今中期目標期間を通じて、他

品種との交雑を防ぐための開花前刈取、雑草

や他品種のほ場への侵入を防ぐための頻繁

な除草作業等により遺伝資源を喪失させる

ことのないよう管理を徹底し、毎年度 420系

統の栄養体保存を行った。また、種子再増殖

及び特性調査も併せて実施した。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

計画どおり取組が行われ

たので、自己評価書のとおり

「Ｂ」評定とした。 

 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－４ 第２ 業務の質の向上 ４ 国内開発品種の利用拡大に向けた飼料作物の種苗の検査 

業務に関連する政策・施策 食料・農業・農村基本計画、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第 11 条第１項第４号 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビ

ュー 

行政事業レビューシート事業番号：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

ＯＥＣＤ品種証明制度等に基づく検査 予算額（千円） 73,416 75,860 74,507 75,537  

ほ場検定 －  82件 72件 58件 58件  決算額（千円） 66,870 75,203 83,793 86,349  

種子検定 －  155件 107件 80件 84件  経常費用（千円） 67,115 74,907 83,739 90,440  

事後検定 －  56件 56件 41件 45件  経常利益（千円） -6,204 -6,305 -10,742 -2,507  

        行政コスト（千円） 64,012 69,581 80,639 178,454  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-４の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指

標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 
４ 国内開発品種
の利用拡大に向け
た飼料作物の種苗
の検査 
 酪肉基本方針等
を踏まえ、優良品種
を用いた計画的な
草地更新・単収向上
を推進するために
は、飼料作物の種苗
の国際間流通にお
ける品種特性の維
持と品質の確保を
図ることにより、我
が国の多様な気候
に適応した飼料作
物優良品種の育成・
普及することが必
要である。このため
センターは、ＩＳＴ
Ａ（国際種子検査協
会）検査所として認
定される水準にあ
る高度な知識・技術
を活用し、ＯＥＣＤ
品種証明制度等に
基づく検査及び証
明を的確に実施す
る。〈以下略〉 

４ 国内開発品種の
利用拡大に向けた飼
料作物の種苗の検査 
飼料作物の種苗の

国際間流通における
品種特性の維持と品
質の確保を図ること
により、我が国の多様
な気候に適応した飼
料作物優良品種の育
成・普及を図るため、
飼料作物の種苗の検
査について、高度な知
識・技術を活用し、Ｏ
ＥＣＤ品種証明制度
等に基づく海外増殖
用等の飼料作物の種
苗の検査を的確に行
い、合格したものにつ
いて証明書を発行す
る。その際、種苗の検
査に係る内部監査等
の品質管理活動を実
施するなどにより、中
期目標期間を通じて
ＩＳＴＡ（国際種子検
査協会）検査所として
の認定ステータスを
維持する。 

Ｓ：計画を大
きく上回
り、かつ顕
著な成果
が得られ
た。 

Ａ：計画を上
回る成果
が得られ
た。 

Ｂ：計画どお
り順調に
実施され
た。 

Ｃ：計画どお
り実施さ
れず改善
を要する。 

Ｄ：計画どお
り実施さ
れず当該
業務の廃
止を含め
た抜本的
な改善が
必要と認
められる。 

＜主要な業務実績＞ 
ＯＥＣＤ品種証明制度等に基づき、海

外増殖用等に供される飼料作物種苗に
ついて、国内で最も多くの品種の検査を
行う認定検査所として、高い検査技術を
用いて的確に行い、合格したものについ
て証明書を発行した。また、農林水産省
の要請に応じてＯＥＣＤ品種証明制度
の年次総会へ職員を派遣し、制度の改定
等に係る決議に参加するとともに、制度
の改訂を踏まえて、関連規程の見直しを
行った。また、種苗の検査に係る内部監
査、マネージメントレビュー、技能試験
等の品質管理活動等の実施、ＩＳＴＡ査
察への的確な対応等により、今中期目標
期間を通じてＩＳＴＡ検査所としての
認定ステータスを維持した。 
特に、ＩＳＴＡ認定検査所としてのセ

ンターの検査技術レベルは、ＩＳＴＡ認
定検査所に課せられた技能試験におい
て、令和元年度には全ての検査項目で最
良の評価を得ることができ、世界的にも
トップクラスの水準となったことから、
計画を上回る成果が得られた。 
 

＜評定と根拠＞ 
「Ａ」 

 
① 海外増殖用等の飼料作物の種苗の検査について、ＯＥＣＤ品種証明制
度等に基づき、今中期目標期間中（令和元年度末まで）にほ場検定 270
件、種子検定 426 件及び事後検定 198 件を実施するとともに、合格した
種苗について依頼に応じて証明書を発行した。また、農林水産省の要請
に応じてＯＥＣＤ品種証明制度の年次総会へ職員を派遣し、制度の改定
等に係る決議に参加するとともに、制度の改訂を踏まえて、他品種との
交雑を防ぐための種苗生産ほ場におけるソルガムの隔離距離の変更や種
子袋に添付する証明書への重量表記の追加等の飼料作物種子品種証明実
施要領及び種苗生産検定要領の改正を行った。 

② テレビ会議システムを利用した効率化、外部組織が主催するセミナー
等に参加して内部監査員の質の向上を図るなど、内部監査体制を強化す
るとともに、マネージメントレビューの議論等を踏まえた品質システム
の必要な変更及び改善に取り組んだ。 

③ 新規の検査担当職員に対する技能習得研修、既検査担当職員に対する
技能確認検査等により種子検査技術の高位平準化を図るなどにより、Ｉ
ＳＴＡ認定検査所に課せられた年３回の技能試験において、純度分析、
発芽試験、異種子の同定、テトラゾリウム検査等延べ 37の検査項目の７
割を超える項目で最良の評価を得るとともに、令和元年度は延べ 11の検
査項目の全てで最良の評価を得ることができ、この評価は、世界で 143機
関が認定されているＩＳＴＡ認定検査所の上位８％に相当し、世界中の
民間種苗会社を含めたＩＳＴＡ検査所の中でもトップクラスの水準とな
った。 

④ 平成 29年度に実施されたＩＳＴＡの査察に対して、証拠書類の提示や
検査の実演を行い、長野支場の検査所としての適切性が確認されたこと
から、長野支場のＩＳＴＡ認定が維持された。 

 

評定    Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

ＩＳＴＡの認証ステータスを維持するた

め、新しく検査を担うこととなった職員に

対しての教育や、実施演習を通じた技能修

得研修など、これまでのＩＳＴＡ査察にお

いて評価されている種子検査技術の高位平

準化に取組み、証明書の発行に必須である

種子の品質検査については、世界中の民間

種苗会社を含めた認定検査所 143 カ所の中

でも上位８％以内のトップクラスの成績で

認定され、計画を上回る成果であり「Ａ」評

定とした。 

 

４．その他参考情報 

第２－４の事業にかかる決算額が予算額を 10%以上上回るが、これは主として、年度計画の策定時に見込んでいなかった退職者の発生等に伴い、人件費の支払額が増加したためである。 

なお、この要因については、業務目標の達成に影響を及ぼしておらず、法人全体にも特段の影響を与えていない。 



  

53 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－５ 第２ 業務の質の向上 

５ 調査・研究及び講習・指導 

業務に関連する政策・施策 食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、鶏の改良増殖目標、酪農及

び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針 

当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第 11 条第１項第５号 

 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビ

ュー 

行政事業レビューシート事業番号：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

        予算額（千円） 1,115,258 981,505 1,113,460   918,784  

        決算額（千円） 1,043,560 1,019,038 1,032,654   935,004  

        経常費用（千円） 1,047,913 1,043,515 1,093,550   949,003  

        経常利益（千円） -213,169 -119,729 -127,664   -97,292  

        行政コスト（千円） 918,035 925,870 976,498 1,684,413  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-５の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ５ 調査・研究及び講習・指導 

センターは、政策実施機関として、家畜の育種改良、飼養管理の

改善等による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」や和牛の

生産拡大、生乳供給力の向上、豚の生産能力の向上、輸出も視野に

入れた畜産物のブランド化による高付加価値化等の行政課題の解

決や自らが行う家畜改良・飼養管理の改善にも寄与する技術の調

査・研究に取り組むとともに、国、都道府県、団体等の依頼に基づ

き実施する講習・指導を通じて技術の普及に取り組むこととし、特

に次の業務に重点をおいて、取組を進めるものとする。 

 

 

 

 

５ 調査・研究及び講習・指導 指標＝「小項目の項目数×２」（満

点）に対する「各小項目の点数の合

計値」（合計点）の比率 

 各小項目の評価点数の区分は以

下のとおりとする。 

  Ｓ評価：４点、Ａ評価：３点、Ｂ

評価：２点、Ｃ評価：１点、Ｄ評価：

０点 

 

Ａ：満点×１２／１０≦合計点 

Ｂ：満点×８／１０≦合計点＜満

点×１２／１０ 

Ｃ：満点×５／１０≦合計点＜満

点×８／１０ 

Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 

 

 

〈主要な業務実績〉 

(１) 調査・研究 3/2(A) 

(２) 講習・指導 3/2(A) 

 

＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

満点：４Ｐ（小項目

２×２Ｐ） 

合計：６Ｐ 

 

６Ｐ／４Ｐ＝１．５ 

（１５／１０） 

 

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（小項目 2×2 点） 

合計点：5 点=(3 点×1+2 点×

1) 

5 点／4 点= 1.25 

 

◇ 調査・研究 3 点(A)  

◇ 講習・指導 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２－５－（１） 第２ 業務の質の向上 

５ 調査・研究及び講習・指導 （１）調査・研究 

業務に関連する政策・施策 食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、鶏の改良増殖目標、酪農及

び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針 

当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第 11 条第１項第５号 

 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビ

ュー 

行政事業レビューシート事業番号：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

 

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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

        予算額（千円） 1,115,258 981,505 1,113,460   918,784  

        決算額（千円） 1,043,560 1,019,038 1,032,654   935,004  

        経常費用（千円） 1,047,913 1,043,515 1,093,550   949,003  

        経常利益（千円） -213,169 -119,729 -127,664   -97,292  

        行政コスト（千円） 918,035 925,870 976,498 1,684,413  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-５の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 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）調査・研究 

調査・研究については、センターが実施

する家畜の改良等に応用できる技術や行

政課題と密接に関係する調査・研究課題に

重点化し、以下の課題等に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）調査・研究 

調査・研究については、センターが実施

する家畜の改良等に応用できる技術や行

政課題と密接に関係する調査・研究課題に

重点化し、次の取組を行う。 

 

指標＝「細項目の項目数×２」

（満点）に対する「細項目の点

数の合計値」（合計点）の比率 

 各細項目の評価点数の区分

は以下のとおりとする。 

  Ｓ評価：４点、Ａ評価：３点、

Ｂ評価：２点、Ｃ評価：１点、

Ｄ評価：０点 

 

Ａ：満点×１２／１０≦合計

点 

Ｂ：満点×８／１０≦合計点

＜満点×１２／１０ 

Ｃ：満点×５／１０≦合計点

＜満点×８／１０ 

Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 

 

 

〈主要な業務実績〉 

ア 有用形質関連遺伝子等の解析 3/2(A) 

イ 食肉の食味に関する客観的評 

価手法の開発         3/2(A) 

ウ 豚の胚移植技術の開発    3/2(A) 

エ 黒毛和種における短期肥育技 

術等の開発            2/2(B) 

オ 放射性セシウム低減技術等の 

開発             3/2(A) 

＜評定と根

拠＞ 

「Ａ」 

 

満点：１０Ｐ

（細項目５

×２Ｐ） 

合計：１４Ｐ 

 

１４Ｐ／１

０Ｐ＝１．４ 

（１４／１

０） 

 

 

 

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：10（細項目 2×2 点） 

合計点：14 点=(3 点×4+2 点×1) 

14 点／10 点= 1.4 

□ 有用形質関連遺伝子等の解析 

 3点(A) 

□ 食肉の食味に関する客観的評価手

法の開発         3点(A) 

□ 豚の胚移植技術の開発    

 3点(A) 

□ 黒毛和種における短期肥育技 

術等の開発          2点(B) 

□ 放射性セシウム低減技術等の開発            

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２－５－（１）－ア 第２ 業務の質の向上 

５ 調査・研究及び講習・指導 （１）調査・研究 ア 有用形質関連遺伝子等の解析 

業務に関連する政策・施策 食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、鶏の改良増殖目標、酪農及

び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針 

当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第 11 条第１項第５号 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビ

ュー 

行政事業レビューシート事業番号：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

        予算額（千円） 1,115,258 981,505 1,113,460   918,784  

        決算額（千円） 1,043,560 1,019,038 1,032,654   935,004  

        経常費用（千円） 1,047,913 1,043,515 1,093,550   949,003  

        経常利益（千円） -213,169 -119,729 -127,664   -97,292  

        行政コスト（千円） 918,035 925,870 976,498 1,684,413  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-５の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 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 有用形質関連遺伝子等の解析 

センターが実施するゲノム情報を活用し

た家畜の育種改良を効率的に進めるため、

センターの育種改良集団を用いて有用形質

に係る遺伝子解析を行い、得られる遺伝子

情報を育種改良に利用する。その際、乳用

牛については繁殖関連遺伝子の解析を、肉

用牛については牛肉の食味や飼料利用性に

関連する遺伝子の解析を、豚についてはラ

ンドレース種の繁殖能力及びデュロック種

の産肉能力に関連する遺伝子の解析を、鶏

については羽色に関連する遺伝子の解析を

重点的に行う。 

〈以下略〉 

 

 

 

ア 有用形質関連遺伝子等の解析 

ゲノム情報を活用した家畜の育種改良を効率的に

進めるため、保有する育種集団を用いて有用形質に

係る遺伝子解析を行い、各畜種について次の取組を

行うことにより、得られる遺伝子情報を育種改良に

利用する。 

指標＝「微項目の項目数×２」

（満点）に対する「各微項目の

点数の合計値」（合計点）の比率 

 各微項目の評価点数の区分は

以下のとおりとする。 

  Ｓ評価：４点、Ａ評価：３点、

Ｂ評価：２点、Ｃ評価：１点、

Ｄ評価：０点 

 

Ａ：満点×１２／１０≦合計点 

Ｂ：満点×８／１０≦合計点＜

満点×１２／１０ 

Ｃ：満点×５／１０≦合計点＜

満点×８／１０ 

Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 

〈主要な業務実績〉 

(ア) 乳用牛 2/2(B) 

(イ) 肉用牛 3/2(A) 

(ウ) 豚   3/2(A) 

(エ) 鶏   2/2(B) 

 

 

＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

満点：８Ｐ（微項目

４×２Ｐ） 

合計：１０Ｐ 

 

１０Ｐ／８Ｐ＝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

ある微項目合計点が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（微項目 4×2 点） 

合計点：10 点=(3 点×2+2 点×2) 

10 点／8 点= 1.25 

 

△ 乳用牛 2点(B) 

△ 肉用牛 3点(A) 

△ 豚   3点(A) 

△ 鶏   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２－５－（１）－ア－（ア） 第２ 業務の質の向上 

５ 調査・研究及び講習・指導 （１）調査・研究 ア 有用形質関連遺伝子等の解析 （ア）乳用牛 

業務に関連する政策・施策 食料・農業・農村基本計画、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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

２．主要な経年データ 

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

指標等 達成目標 基準値 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

サンプル収集数 200 頭程度  212頭 210頭 289頭 265頭 
 予算額（千円） 1,115,258 981,505 1,113,460   918,784  

決算額（千円） 1,043,560 1,019,038 1,032,654   935,004  

        経常費用（千円） 1,047,913 1,043,515 1,093,550   949,003  

        経常利益（千円） -213,169 -119,729 -127,664   -97,292  

        行政コスト（千円） 918,035 925,870 976,498 1,684,413  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-５の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 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 
ホルスタイン種の

繁殖性に関連する遺
伝子の解析を重点的
に行うこととし、繁殖
性と遺伝子情報との
関連性について、概ね
1,000 頭のデータを用
いて調査・解析し、改
良への利用について
検討する。 

指標＝サンプル収集数 
Ｓ：計画の１１０％以上

であり、かつ、特に優
れた成果が認められる 

Ａ：計画の１１０％以上 
Ｂ：計画の９０％以上、

１１０％未満 
Ｃ：計画の７０％以上、

９０％未満 
Ｄ：計画の７０％未満、

又は業務運営の改善等
必要な措置が必要と認
められる 

 
  

＜主要な業務実績＞ 
計画の概ね 1,000 頭に対し 1,200 頭のサンプ

ルを収集し、計画の 110％以上の収集を実行し
た。また、これらを用いて繁殖成績と遺伝子解析
情報との関連性を調査し、繁殖形質と関連があ
る遺伝子を明らかにした。特定遺伝子について
は種畜選抜時の参考情報として利用し、計画ど
おりの成果が得られた。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
ホルスタイン種の繁殖性について、難産率に関連する新たな遺伝子

を、機能解析を行った上で同定した。ホルスタイン種の繁殖性のうち受
胎率、繁殖能力指数及び難産率関連遺伝子について、家畜改良センター
繋養の約 1,200 頭の遺伝子型を調査した。上記の遺伝子のうち受胎率
関連遺伝子５種（CTTNBP2NL、SETD6、PKP2、CANCB2及び UNC5C）及び繁
殖能力指数関連遺伝子について、未経産受胎率、初産受胎率及び空胎日
数のゲノミック評価値との関連を調査した結果、受胎率関連遺伝子
CTTNBP2NL と初産受胎率、PKP2 と初産受胎率及び空胎日数、CANCB2 と
未経産受胎率、初産受胎率及び空胎日数並びに UNC5C と初産受胎率に
おいて、有意な関連が認められた。これら４遺伝子について主に総合指
数（ＮＴＰ）に用いられている 22形質のゲノミック評価値との関連を
調査したところ、CTTNBP2NL は 14 形質（乳脂量、乳タンパク質量等）
において正の関連が示唆されたため、種畜選抜時の参考情報として利
用した。 
 
 
 
 
 

評定    Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

計画どおり取組が行われ、サンプ

ル数は計画以上に収集されている

が、繁殖形質と関連ある遺伝子の解

明については、計画どおりの成果で

あり、自己評価書のとおり「Ｂ」評定

とした。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－５－（１）－ア－（イ） 第２ 業務の質の向上 

５ 調査・研究及び講習・指導 （１）調査・研究 ア 有用形質関連遺伝子等の解析 （イ）肉用牛 

業務に関連する政策・施策 食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

 

２．主要な経年データ 

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

指標等 達成目標 基準値 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

サンプル収集数 

理化学特性データ 

50頭程度 
 58頭 125頭 145頭 76頭 

 予算額（千円） 1,115,258 981,505 1,113,460 918,784  

決算額（千円） 1,043,560 1,019,038 1,032,654 935,004  

飼料利用性データ 

80頭程度 

 
142頭 96頭 96頭 96頭 

 経常費用（千円） 1,047,913 1,043,515 1,093,550 949,003  

経常利益（千円） -213,169 -119,729 -127,664 -97,292  

 （達成目標は、令和元年度の達成目標です。） 行政コスト（千円） 918,035 925,870 976,498 1,684,413  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-５の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  （イ）肉用牛 
黒毛和種におけ

る牛肉の食味や飼
料利用性に関連す
る遺伝子の解析を
重点的に行うこと
とし、牛肉の食味
に関連する遺伝子
の解析について、
概ね 200頭のデー
タを用いて調査・
解析し、改良への
利用について検討
する。また、飼料
利用性と遺伝子情
報との関連性につ
いて、概ね 400頭
のデータを用いて
調査・解析し、関
連する遺伝子領域
を探索する。 
 

指標＝サンプル収集数 
Ｓ：計画の１１０％以上

であり、かつ、特に優
れた成果が認められる 

Ａ：計画の１１０％以上 
Ｂ：計画の９０％以上、

１１０％未満 
Ｃ：計画の７０％以上、

９０％未満 
Ｄ：計画の７０％未満、

又は業務運営の改善等
必要な措置が必要と認
められる 

 
  

＜主要な業務実績＞ 
牛肉の食味について計画

の概ね 200 頭に対し 500 頭
のサンプルを、飼料利用性
について計画の概ね 400 頭
に対し 480 頭のサンプルを
収集し、計画の 110％以上を
実行した。また、それぞれ遺
伝子解析情報との関連性を
調査し、牛肉の食味関連遺
伝子（イノシン酸、タウリ
ン）について遺伝子マーカ
ーとして利用可能であるこ
とを明らかにしたことに加
え、イノシン酸関連遺伝子
については判定方法を特許
登録した。さらに今中期中
に改良への利用を開始する
など、計画を上回る成果が
得られた。 

＜評定と根拠＞ 
「Ａ」 
 

牛肉の理化学特性データを有する黒毛和種 500 頭のサンプル
を収集し、牛肉中イノシン酸及びタウリン含量に強く関連のあ
る NT5E 遺伝子及び SLC6A6 遺伝子と表型値の関連を調査した。
その結果、両遺伝子とも優良ホモ型、ヘテロ型、非優良ホモ型の
順で表型値が有意に高い値となった。さらに、両遺伝子が枝肉形
質に及ぼす影響について調査した結果、両遺伝子とも枝肉形質
への影響は認められず、NT5E遺伝子はイノシン酸含量を、SLC6A6
遺伝子はタウリン含量を高めるマーカーとして利用可能である
ことを明らかにした。NT5E 遺伝子の型判定方法は令和２年３月
30 日に特許登録した。これら両遺伝子について、令和２年度か
ら直接検定候補牛の選抜指標の一つとして利用を開始した。 
肉用牛の飼料利用性形質について、間接検定集団 4,578 頭の

記録を用いて飼料利用性形質に関するゲノムワイド関連解析及
びパスウェイ解析を行った。また、奥羽牧場の肥育牛集団 461頭
の記録を用いてゲノムワイド関連解析を行った（これまでのと
ころ有意なＳＮＰは検出されていない）。 
 
 

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、目標以上のサンプルを集め、

牛肉中のイノシン酸及びタウリン含量に強く関連のある SNP 遺

伝子型と表型値の関係について、両者において優良ホモ型の表型

値は、ヘテロ型及び非優良ホモ型よりも優位に高い値であったこ

とを解明した。また、枝肉形質への影響については負の影響はな

いことを明らかにするとともに遺伝子型判定方法について特許

登録をしたこと、直接検定候補牛の選抜指標の１つとして利用す

ることとなったことから、計画を上回る成果であり「Ａ」評定と

した。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－５－（１）－ア－（ウ） 第２ 業務の質の向上 

５ 調査・研究及び講習・指導 （１）調査・研究 ア 有用形質関連遺伝子等の解析 （ウ）豚 

業務に関連する政策・施策 食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

２．主要な経年データ 

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

指標等 達成目標 基準値 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

サンプル収集数 

繁殖能力 

150頭程度 
 62頭 164頭 192頭   145頭 

 予算額（千円） 1,115,258 981,505 1,113,460 918,784  

決算額（千円） 1,043,560 1,019,038 1,032,654 935,004  

産肉能力 

200頭程度 

 
230頭 200頭 309頭   200頭 

 経常費用（千円） 1,047,913 1,043,515 1,093,550 949,003  

経常利益（千円） -213,169 -119,729 -127,664 -97,292  

 （達成目標は、令和元年度の達成目標です。） 行政コスト（千円） 918,035 925,870 976,498 1,684,413  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-５の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 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 

ランドレース種にお

ける繁殖能力と遺伝子

情報及びデュロック種

における産肉能力と遺

伝子情報との関連性に

ついて、それぞれ概ね

600頭及び概ね900頭の

データを用いて調査・

解析し、関連する遺伝

子領域を探索する。 

指標＝サンプル収集数 

Ｓ：計画の１１０％以上で

あり、かつ、特に優れた

成果が認められる 

Ａ：計画の１１０％以上 

Ｂ：計画の９０％以上、１

１０％未満 

Ｃ：計画の７０％以上、９

０％未満 

Ｄ：計画の７０％未満、又

は業務運営の改善等必

要な措置が必要と認め

られる 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

ランドレース種について計画の概ね

600 頭に対し 600 頭を、デュロック種に

ついて計画の概ね 900頭に対し 900頭の

サンプルを収集するなど、計画どおりの

収集を実行した。また、それぞれ遺伝子

解析情報との関連性を調査したところ、

繁殖成績との関連が示唆される遺伝子、

一日平均増体重と有意な関連がある遺

伝子、筋肉内脂肪含量と有意な関連があ

る遺伝子を確認するなど、今後の種畜選

抜利用に向けての有益な情報を得てお

り、計画を上回る成果が得られた。 

＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

ランドレース種の繁殖能力を改良するため、約 600頭のサ

ンプルを収集、繁殖関連遺伝子を調査し、繁殖成績との関連

を解析した。その結果、繁殖成績との関連が示唆される一部

の繁殖関連遺伝子を確認した。また、デュロック種の産肉能

力を改良するため、約 900頭のサンプルを収集、成長関連遺

伝子を調査し、一日平均増体重との関連を解析した。その結

果、一日平均増体重と有意な関連がある成長関連遺伝子

（MC4R等）を確認した。その他、筋肉内脂肪含量と有意な関

連がある４遺伝子を確認した。そのうち３遺伝子については

優良ホモ型の頭数割合が増加傾向にあることを確認した。今

後の種豚改良においてこれら遺伝子の選抜指標としての利

用可能性を確認できた。 

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、ランド

レース種における繁殖関連遺伝子と繁殖

性の関係を調査し、繁殖成績との関連のあ

る遺伝子を確認した。デュロック種におい

て成長関連遺伝子と一日平均増体重との

関連を解析し一日平均増体重と有意に関

連のある遺伝子を確認した。また、筋肉内

脂肪含量と関連のある遺伝子を確認した。

これらの遺伝子は今後の育種改良におけ

る選抜指標としての利用の可能性を示唆

するもので、計画を上回る成果であり「Ａ」

評定とした。 

 

４．その他参考情報 

 

 

 

 



  

59 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－５－（１）－ア－（エ） 第２ 業務の質の向上 

５ 調査・研究及び講習・指導 （１）調査・研究 ア 有用形質関連遺伝子等の解析 （エ）鶏 

業務に関連する政策・施策 食料・農業・農村基本計画、鶏の改良増殖目標 当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第 11 条第１項第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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

２．主要な経年データ 

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

指標等 達成目標 基準値 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

サンプル収集数 約 300羽  479羽 540羽 493羽   339羽 
 予算額（千円） 1,115,258 981,505 1,113,460 918,784  

決算額（千円） 1,043,560 1,019,038 1,032,654 935,004  

 （達成目標は、令和元年度の達成目標です。） 経常費用（千円） 1,047,913 1,043,515 1,093,550 949,003  

        経常利益（千円） -213,169 -119,729 -127,664 -97,292  

        行政コスト（千円） 918,035 925,870 976,498 1,684,413  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-５の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 
 

（エ）鶏 

軍鶏系種における羽色と遺

伝子情報との関連性につい

て、概ね 2,000 羽のデータを

用いて調査・解析し、好まし

くない遺伝子型を探索すると

ともに、経済形質との関連を

検討する。 

指標＝サンプル収集数 

Ｓ：計画の１１０％以上であ

り、かつ、特に優れた成果が

認められる 

Ａ：計画の１１０％以上 

Ｂ：計画の９０％以上、１１

０％未満 

Ｃ：計画の７０％以上、９０％

未満 

Ｄ：計画の７０％未満、又は業

務運営の改善等必要な措置

が必要と認められる 

 

  

＜主要な業務実績＞ 

計画の概ね2,000羽に対

し2,100羽のサンプルを収

集し、概ね計画どおりの収

集を実行した。また、業界

的に羽色に関するニーズ

が高いことから、羽色パタ

ーンと黒色、赤褐色羽装に

関わる遺伝子を調査し、好

ましくない黒色羽装とな

る遺伝子型が軍鶏系種 834

系統に存在しないことや、

当該遺伝子は産肉性等の

経済形質に影響を与えな

いことを明らかにするな

ど、計画どおりの成果が得

られた。 

 

＜評定と根拠＞ 

「Ｂ」 

 

鶏の羽色について、必要なサンプルを鶏育種牧場から収集し、羽色関連

遺伝子である MC1R 遺伝子の頻度を調査した。黒色や赤褐色羽装に影響を

与える MC1R 遺伝子は、地鶏固有の羽色を発現させるために重要な遺伝子

の一つであり、遺伝子と羽色、経済形質（体重及び産卵率）との関連性に

ついて、軍鶏系種 834 系統の平成 28 年～令和２年産鶏５世代にわたる約

2,100 羽のサンプルを用いて調査した。その結果、834 系統においては黒

色羽装となるＥタイプは排除されており、褐色や赤褐色羽装と関連するｅ

タイプを保有していた。MC1R遺伝子の一塩基多型の組み合わせ（ハプロタ

イプ）について調査した結果、二つのハプロタイプで構成されており、こ

れらのハプロタイプによる多少の羽装の違いは見られるものの、経済形質

への負の影響は無いことが確認された。以上のことから、834系統にとっ

て好ましくない MC1R 遺伝子の黒色因子が排除されていることを遺伝子解

析により明らかにし、黒色羽装鶏は見られなくなったということで、834

系統の羽装を統一することができた。 

 

評定    Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

計画どおり取組が行われ、サン

プル数は計画以上に収集されてい

るが、遺伝子解析の結果としては、

計画どおりの成果が得られたとし

て、自己評価書のとおり「Ｂ」評

定とした。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－５－（１）－イ 第２ 業務の質の向上 

５ 調査・研究及び講習・指導 （１）調査・研究 イ 食肉の食味に関する客観的評価手法の開発 

業務に関連する政策・施策 食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

２．主要な経年データ 

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

指標等 達成目標 基準値 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

        予算額（千円） 1,115,258 981,505 1,113,460   918,784  

        決算額（千円） 1,043,560 1,019,038 1,032,654   935,004  

        経常費用（千円） 1,047,913 1,043,515 1,093,550   949,003  

        経常利益（千円） -213,169 -119,729 -127,664   -97,292  

        行政コスト（千円） 918,035 925,870 976,498 1,684,413  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-５の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 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 食肉の食味に関する客観的評価手法の開

発 

多様化する消費者のニーズに対応したおい

しい食肉を生産するため、新たなおいしさの

指標の検討と、簡易な分析方法の開発により、

家畜の選抜への利用に向けて取り組む。また、

輸出拡大の観点を踏まえ、外国人の黒毛和牛

肉に対する嗜好性に関連する調査を行い、今

後の輸出拡大先として最も期待される欧米人

の味覚も意識した官能評価を実施する。 

〈以下略〉 

 

 

 

 

 

 

イ 食肉の食味に関する客観的評価手法の開

発 

多様化する消費者のニーズに対応した家畜

改良やおいしい食肉生産を推進するため、第３

期中期目標期間における取組を踏まえつつ、新

たなおいしさの指標の家畜の選抜への利用や、

輸出拡大に向けた外国人の黒毛和牛肉に対す

る嗜好性を把握するため、次の取組を行う。 

指標＝「微項目の項目数×２」（満

点）に対する「各微項目の点数の合

計値」（合計点）の比率 

 各微項目の評価点数の区分は以

下のとおりとする。 

  Ｓ評価：４点、Ａ評価：３点、Ｂ

評価：２点、Ｃ評価：１点、Ｄ評価：

０点 

 

Ａ：満点×１２／１０≦合計点 

Ｂ：満点×８／１０≦合計点＜満点

×１２／１０ 

Ｃ：満点×５／１０≦合計点＜満点

×８／１０ 

Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 

〈主要な業務実績〉 

(ア) 新たな食肉のおいしさの指標の

検討等         3/2(A) 

(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  4/2(S) 

      

 

 

＜評定と根拠

＞ 

「Ａ」 

 

満点：４Ｐ（微

項 目 ２ × ２

Ｐ） 

合計：７Ｐ 

 

７Ｐ／４Ｐ＝

１．７５ 

（１７．５／

１０） 

 

評定    Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

以下のとおり、下位の評価項

目である微項目合計点が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（微項目 2×2点） 

合計点：7点=(4点×1+3点×1) 

7点／4点= 1.75 

△ 新たな食肉のおいしさの指

標の検討等     3点(A) 

△ 外国人の黒毛和種牛肉に対

する嗜好性に関連する調査 

      4点(S) 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－５－（１）－イ－（ア） 第２ 業務の質の向上 

５ 調査・研究及び講習・指導 （１）調査・研究 イ 食肉の食味に関する客観的評価手法の開発 （ア）新たな食肉のおいしさの指標の検討等 

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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

        予算額（千円） 1,115,258 981,505 1,113,460   918,784  

        決算額（千円） 1,043,560 1,019,038 1,032,654   935,004  

        経常費用（千円） 1,047,913 1,043,515 1,093,550   949,003  

        経常利益（千円） -213,169 -119,729 -127,664   -97,292  

        行政コスト（千円） 918,035 925,870 976,498 1,684,413  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-５の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 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）新たな食肉のお

いしさの指標の検討
等 
食味に関連する官

能評価と理化学分析
の関連性について、特
に風味を重視して調
査し、新たなおいしさ
の指標に関する検討
を行うとともに、食肉
成分の簡易測定装置
を用いた調査を行い、
食肉のおいしさに関
連する簡易な分析方
法を開発する。これら
の結果を踏まえ、家畜
の選抜への利用につ
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＞ 
牛肉における新たなおいしさの指標につ

いては、黒毛和牛肉で強い「甘い香り」は不
飽和脂肪酸の酸化物が関与していることが
分かった。また、官能評価における「うま
味」は「多汁性」、「好ましい香り（甘い、脂
っぽい）」及び粗脂肪含量が高いほど強く感
じやすく、グルタミン酸やイノシン酸など
の水溶性呈味物質だけでなく、脂肪に由来
する要因も関与していることが示された。 
また、「多汁性」は和牛肉では脂肪の量と

質も重要であり、脂肪質（脂肪酸組成）の簡
易測定装置による迅速評価はすでに成功
し、普及しているが、粗脂肪含量において
も、社会実装の目安となる 0.8 以上の相関
係数が得られる簡易測定装置を用いた分析
方法を開発した。本方法により、脂肪交雑
の改良においてＢＭＳとは異なる客観的な
数値として粗脂肪含量の把握が可能とな
り、家畜の選抜利用への環境を作り出す等、
計画を上回る成果が得られた。 
豚肉においては、新たなおいしさの指標

として、（公社）日本食肉格付協会と共同で
ＰＭＳ（豚脂肪交雑基準）を策定し、普及さ
せるとともに、粗脂肪含量及び脂肪酸組成
が有力候補となることが分かり、これらを
相関係数 0.8 以上の高い精度で簡易に分析
する方法を開発し、家畜の選抜利用への環
境を作り出す等、計画を上回る成果が得ら
れた。 

＜評定と根拠＞ 
「Ａ」 

 
牛肉については、新たなおいしさの指標として、黒毛和牛肉で強い「甘い香

り」は不飽和脂肪酸の酸化物が関与していることが分かった。また、官能評価
における「うま味」は「多汁性」、「好ましい香り（甘い、脂っぽい）」及び
粗脂肪含量が高いほど強く感じやすく、グルタミン酸やイノシン酸などの水溶
性呈味物質だけでなく、脂肪に由来する要因も関与していることが示された。
牛肉における簡易な分析方法の開発に向けては、簡易測定装置（近赤外光ファ
イバー装置）による検量線を作成し、一般成分の光学推定値と理化学実測値の
相関係数は水分含量 0.88、粗脂肪含量 0.88、粗タンパク質含量 0.84と高い数
値を得た。社会実装の目安は相関係数 0.8以上であるため、枝肉段階で簡易に
分析する方法を開発できた。脂肪交雑基準（ＢＭＳ Ｎｏ.）はＮｏ.12まで判
定されるが、本開発により、脂肪交雑の改良においてＢＭＳとは異なる客観的
な数値として粗脂肪含量の把握が可能となり、家畜の選抜利用への環境を作り
出すことが期待される。 

また、豚肉については、新たなおいしさの指標として、（公社）日本食肉格
付協会と共同でＰＭＳ（豚脂肪交雑基準）を策定し、普及させるとともに、粗
脂肪含量及び脂肪酸組成が有力候補となることが明らかとなった。豚肉におけ
る簡易な分析方法の開発に向けては、一般成分（水分含量、粗脂肪含量、粗タ
ンパク質含量）に対する簡易測定装置による検量線を作成し、一般成分の光学
推定値と理化学実測値の相関係数は水分含量 0.83、粗脂肪含量 0.92、粗タン
パク質含量 0.73 と高い数値が得られ、水分含量と粗脂肪含量は社会実装の目
安である相関係数 0.8以上であるため、枝肉段階で簡易に分析する方法を開発
できた。簡易測定装置による皮下脂肪内層の脂肪酸組成の光学推定値と理化学
実測値との相関係数は、検体数はまだ少ないがオレイン酸 0.86、リノール酸
0.90、飽和脂肪酸 0.93 と良好な数値が得られ、実用可能性が高いことが示さ
れた。前述したように、豚肉の新たなおいしさの指標の有力候補として明らか
にした粗脂肪含量及び脂肪酸組成を、枝肉段階で簡易に分析する方法を開発で
きたことは、計画を上回る成果である。 

 

評定    Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

牛肉・豚肉について、官能評価と理化

学評価の関連性を調査し、牛肉につい

ては、甘い香りは不飽和脂肪酸の酸化

物が関与していることを発見したほ

か、不飽和脂肪酸等新たなおいしさの

指標の検討、枝肉における脂肪交雑の

簡易判定法が開発され、新たな粗脂肪

含量の把握が可能となった。豚肉につ

いて民間と共同でおいしさの指標とし

て新たな基準（ＰＭＳ)を作出したほ

か、これらの成果を家畜の選抜への利

用に向けた取組も進めた。これらは、

計画を上回る成果であり「Ａ」評定と

した。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－５－（１）－イ－（イ） 第２ 業務の質の向上 

５ 調査・研究及び講習・指導 （１）調査・研究 イ 食肉の食味に関する客観的評価手法の開発 （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 

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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

        予算額（千円） 1,115,258 981,505 1,113,460   918,784  

        決算額（千円） 1,043,560 1,019,038 1,032,654   935,004  

        経常費用（千円） 1,047,913 1,043,515 1,093,550   949,003  

        経常利益（千円） -213,169 -119,729 -127,664   -97,292  

        行政コスト（千円） 918,035 925,870 976,498 1,684,413  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-５の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 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）外国人の黒毛和種牛

肉に対する嗜好性に関連す
る調査 
欧米人等の外国人の黒毛

和牛肉に対する嗜好性の調
査及び官能評価を実施し、
早期にとりまとめを行う。 
 

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＞ 
欧米人等の外国人の黒毛和牛肉に対する嗜好

性調査及び官能評価を実施し、その結果を令和
元年度に論文として取りまとめ、商業誌への投
稿（５件）や講演等（２件）を通じて広報した。
さらに、国の輸出戦略に貢献するため、日本畜産
物輸出促進協議会と緊密に情報交換し、その成
果を同協議会主催の牛肉輸出部会定時総会にお
いて講演した。また、日本農業新聞（2020年１
月 29日、１面）等のメディアにも大きく取り上
げられた。これらの情報発信の結果、中国市場へ
の輸出を計画している商社や（独）日本貿易振興
機構（ＪＥＴＲＯ）等からも問い合わせがあり、
情報を提供した。以上のとおり、情報発信に努
め、学術的かつ社会的にも強い関心が寄せられ
るなど、計画を大きく上回り、かつ顕著な成果が
得られた。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｓ」 

 
平成 30 年度までに欧米人等の外国人の黒毛和牛

肉に対する嗜好性調査及び官能評価を実施し、合計
81ヵ国、1,454名のデータが得られ、そのうち１つ
の国で 35 名以上の回答者数が得られた 16 ヵ国の
1,013名分のデータについて、論文として取りまと
め、肉用牛研究会報に発表した。さらに畜産コンサ
ルタント（2020年１月号）に記事を投稿し、掲載さ
れた。また、調査に当たっては日本畜産物輸出促進
協議会の協力を得るとともに、その成果を同協議会
主催の牛肉輸出部会定時総会において講演した。 
外国人の黒毛和種牛肉に対する嗜好性を調査し

た研究は前例がなく、調査結果を公表したところ
様々な機関から問い合わせがあり、日本食糧新聞
（2019年 11月 18日１面）及び日本農業新聞（2020
年１月 29日１面）等のメディアにも取り上げられ、
中国市場への輸出を計画している商社や（独）日本
貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）等からの問い合わせが
あり強い関心が寄せられるなど、計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得られた。 

評定    Ｓ 

＜評定に至った理由＞ 

欧米人等の外国人の和牛肉に対

する嗜好性の調査により、各国に

おける牛肉の嗜好性の違いが示さ

れるとともに、結果を商業誌や講

演等を通じて広報した。外国人の

黒毛和種牛肉に対する嗜好性を調

査した研究は前例がなく、メディ

アからも注目され、情報提供を行

うなど、計画を大きく上回り、か

つ顕著な成果が得られたことか

ら、「Ｓ」評定とした。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－５－（１）－ウ 第２ 業務の質の向上 

５ 調査・研究及び講習・指導 （１）調査・研究 ウ 豚の胚移植技術の開発 

業務に関連する政策・施策 食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

 

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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

        予算額（千円） 1,115,258 981,505 1,113,460   918,784  

        決算額（千円） 1,043,560 1,019,038 1,032,654   935,004  

        経常費用（千円） 1,047,913 1,043,515 1,093,550   949,003  

        経常利益（千円） -213,169 -119,729 -127,664   -97,292  

        行政コスト（千円） 918,035 925,870 976,498 1,684,413  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-５の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 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 豚の胚移植技術の開発 

豚の改良を効率的に進める上では、疾病リスクを

低減するため、胚を利用した優良種畜等の産子生産

が望ましいが、生産現場ではその技術が確立されて

いないことから、生産現場でも利用可能な豚胚のガ

ラス化保存技術等を活用した胚移植技術等の開発

に取り組む。 

〈以下略〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 豚の胚移植技術の開発 

 豚の改良を効率的に進める上で有効

な疾病リスクを低減した優良種豚等の

産子生産を実現するため、生産現場で

も利用可能な豚胚のガラス化保存技術

等を活用した胚移植技術等の確立に向

けて、次の取組を行う。 

指標＝「微項目の項目数×２」（満

点）に対する「各微項目の点数の合

計値」（合計点）の比率 

 各微項目の評価点数の区分は以

下のとおりとする。 

  Ｓ評価：４点、Ａ評価：３点、Ｂ

評価：２点、Ｃ評価：１点、Ｄ評価：

０点 

 

Ａ：満点×１２／１０≦合計点 

Ｂ：満点×８／１０≦合計点＜満点

×１２／１０ 

Ｃ：満点×５／１０≦合計点＜満点

×８／１０ 

Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 

 

 

〈主要な業務実績〉 

(ア) ガラス化胚の融解方法 

の調査・検討         4/2(S) 

(イ) 非外科的移植器具の試 

作・調査          4/2(S) 

 

＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

満点：４Ｐ（微項

目２×２Ｐ） 

合計：８Ｐ 

 

８Ｐ／４Ｐ＝２．

０ 

（２０／１０） 

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（微項目 2×2点） 

合計点：8点=(4点×2) 

8点／4点= 2.0 

 

△ ガラス化胚の融解方法 

の調査・検討    4点(S) 

△ 非外科的移植器具の試作・調

査           4点(S) 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－５－（１）－ウ－（ア） 第２ 業務の質の向上 

５ 調査・研究及び講習・指導 （１）調査・研究 ウ 豚の胚移植技術の開発 （ア）ガラス化胚の融解方法の調査・検討 

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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

 

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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

        予算額（千円） 1,115,258 981,505 1,113,460   918,784  

        決算額（千円） 1,043,560 1,019,038 1,032,654   935,004  

        経常費用（千円） 1,047,913 1,043,515 1,093,550   949,003  

        経常利益（千円） -213,169 -119,729 -127,664   -97,292  

        行政コスト（千円） 918,035 925,870 976,498 1,684,413  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-５の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 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）ガラス化胚の

融解方法の調査・検

討 

生産現場でも利用

可能な豚胚のガラス

化保存技術を開発

し、当該技術の利用

により豚を生産す

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＞ 

一般的な豚ガラス化胚移植は、胚を

実験室の顕微鏡下で融解し、手術室で

外科移植されているが、平成 30年度ま

でに実験室等の設備の無い生産現場に

おいてもガラス化胚の融解から移植が

可能となる非外科移植技術を確立し

た。 

さらに、より生産現場での実用化を

進めるため、寒冷時（18℃以下）の豚舎

内においても移植を可能にする保温法

を開発し、冬季における移植で世界初

となる子豚生産を実証することによ

り、様々な環境下にある生産現場でも

対応できる一連の技術を開発する等、

計画を大きく上回り、かつ顕著な成果

が得られた。 

＜評定と根拠＞ 

「Ｓ」 

 

① 特別な設備や技術を必要とせず、生産現場で簡単にガラ

ス化胚を融解し、移植できる方法を新規に開発し、社会実装

に必要な適用条件（融解方法の簡易化、融解液の温度、量お

よび保温方法等）を明らかにした。 

② 本法を用いることにより、寒冷時（18℃以下）の豚舎にお

いても、高い受胎率（100％（5/5 頭））を実現し、かつ子

豚が得られた。寒冷時の豚舎における非外科移植よる子豚

生産の成功は世界初の成果である。 

③ 本法はこれまでに無い画期的な手法であり、本中期計画

すべての年度で外部評価委員から期待された以上の成果を

上げたと高い評価がなされた。 

④ 本法の生産現場における実証成果は高く評価され、日本

胚移植技術研究会（令和元年８月）において奨励賞を受賞し

た。 

 

評定    Ｓ 

＜評定に至った理由＞ 

豚ガラス化胚について、特別な設備や施設を

必要とせず、生産現場で簡単に移植できる方法

を開発し、情報を提供して育種改良に大きく貢

献する技術を開発したとともに、学会のみなら

ず、生産現場からも高い評価を受けるなど、計画

を大きく上回り、かつ顕著な成果が得られてた

ことから「Ｓ」評定とした。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－５－（１）－ウ－（イ） 第２ 業務の質の向上 

５ 調査・研究及び講習・指導 （１）調査・研究 ウ 豚の胚移植技術の開発 （イ）非外科的移植器具の試作・調査 

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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

        予算額（千円） 1,115,258 981,505 1,113,460   918,784  

        決算額（千円） 1,043,560 1,019,038 1,032,654   935,004  

        経常費用（千円） 1,047,913 1,043,515 1,093,550   949,003  

        経常利益（千円） -213,169 -119,729 -127,664   -97,292  

        行政コスト（千円） 918,035 925,870 976,498 1,684,413  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-５の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 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）非外科的移植器

具の試作・調査 
融解後の胚の非外科

的移植技術を開発し、
当該技術により豚を生
産する。 

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＞ 
従来の移植器具では挿入が困

難な未経産豚にも利用可能で、
更に移植操作の簡易化を図った
非外科移植器具を平成 29年度に
開発し、特許を取得するという
顕著な実績を得た。 
当該移植器具を用いて、現場

でガラス化胚を融解する方法を
組み合わせた移植試験を行った
結果、高い子豚生産率を得た。こ
れにより、生産現場でも利用可
能なガラス化胚非外科移植技術
体系を確立した。技術の普及に
向けたマニュアルは予定より２
年早く平成 30年度に作成し、開
発移植器具の市販化と併せて多
数の機関に技術の普及が行われ
たことは、計画を大きく上回り、
かつ顕著な成果が得られた。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｓ」 
 

① 経産豚と比較して頸管が狭く、従来の移植器具では挿入が困難な未経産豚にも容易かつ
確実に非外科的移植を行える子宮体部移植用器具の開発に取り組み、29年度に民間畜産資
材業者とともに子宮体部非外科移植器具を開発し、特許を取得した（特許第 6620279号）。 

② 生産現場で簡易にガラス化豚胚を融解できる方法と開発した移植器具を用いた子宮体
部への非外科移植を組み合わせた結果、熟練した技術が必要とされる従来の子宮角深部へ
の非外科移植と同等以上の高い子豚生産率（21.2％）（生産子豚数／すべての受胚豚へ移
植した胚数）が得られ、当技術体系の有効性を実証した（参考：子豚生産率に係る他の論
文報告では、従来の子宮角深部への非外科移植：7.1～17.3％である）。 

  15 個前後という少数のガラス化胚を用いた非外科移植において上記の子豚生産率を達
成したことは、世界的にも稀である。 

③ 愛知県および佐賀県の養豚農場において当開発器具および技術を用いた実証試験が行
われ、子豚の生産（胚移植による種豚の導入）に成功した。これにより生体による種豚導
入と比較して家畜防疫上有益であるだけでなく、５～８割のコスト削減が実証され、当該
委託事業の外部評議員会において生産農家への貢献が高く評価され、本中期計画すべての
年度においても外部評価委員から期待された以上の成果を上げたと高い評価がなされた。 

④ 生産現場でも利用可能なガラス化胚非外科移植技術体系を確立し、技術の普及に向けた
マニュアルを平成 30年度には作成し、養豚学会、Fatty Pig International conference
（国際研究集会）だけでなく、愛知県、埼玉県、愛媛県、高知県、佐賀県、熊本県、種豚
企業、全農および養豚農家に配布するとともにホームページに掲載して普及を図った。こ
の結果、豚熱等の家畜防疫対策が期待され、民間種豚企業を含めた研修希望が増加し、技
術の伝達及び普及に貢献した。 

 

評定    Ｓ 

＜評定に至った理由＞ 

豚の胚移植は、外科的手術によるこ

とが一般的であったが、経産豚と比較

して頸管が狭く、従来の移植器具では

挿入が困難な未経産豚にも容易かつ確

実に非外科的移植を行える子宮体部移

植用器具を開発し、生産現場で簡易に

ガラス化豚胚を融解できる方法と組み

合わせ、熟練した技術が必要とされる

従来の子宮角深部への非外科移植と同

等以上の高い子豚生産率が得られるこ

とを実証した。また、開発した移植器

具での特許の取得、器具の市販化、技

術普及にも取り組んでおり、計画を大

きく上回り、かつ顕著な成果が得られ

たことから「Ｓ」評定とした。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－５－（１）－エ 第２ 業務の質の向上 

５ 調査・研究及び講習・指導 （１）調査・研究 エ 黒毛和種における短期肥育技術等の開発 

業務に関連する政策・施策 食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

        予算額（千円） 1,115,258 981,505 1,113,460   918,784  

        決算額（千円） 1,043,560 1,019,038 1,032,654   935,004  

        経常費用（千円） 1,047,913 1,043,515 1,093,550   949,003  

        経常利益（千円） -213,169 -119,729 -127,664   -97,292  

        行政コスト（千円） 918,035 925,870 976,498 1,684,413  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-５の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 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 黒毛和種における短期肥育技術等の開発 

家畜改良増殖目標に掲げる肉用牛の肥育期

間の短縮や飼料利用性の向上の実現に資する

ため、肉用牛生産の飼養管理技術の高度化等に

より、早期に十分な体重に達し、現状と同程度

の脂肪交雑が入る黒毛和種における短期肥育

技術等の開発に取り組む。その際、短期肥育に

向けた飼養技術の改善、１年１産の実現に向け

た子牛の早期離乳プログラムの開発に取り組

み、肥育期間短縮による牛肉の生産コスト低減

を実証するとともに、肉質の特性評価を行い、

消費者や食肉流通業者の短期肥育に対する理

解醸成のための情報提供を行う。 

〈以下略〉 

エ 黒毛和種における

短期肥育技術等の開発 

早期に十分な体重に

達し、現状と同程度の

脂肪交雑が入る黒毛和

種における短期肥育技

術等の開発に取り組む

とともに、当該技術の

普及を図るため、次の

取組を行う。 

指標＝「微項目の項目数×２」（満点）に対する

「各微項目の点数の合計値」（合計点）の比率 

 各微項目の評価点数の区分は以下のとおりと

する。 

  Ｓ評価：４点、Ａ評価：３点、Ｂ評価：２点、

Ｃ評価：１点、Ｄ評価：０点 

 

Ａ：満点×１２／１０≦合計点 

Ｂ：満点×８／１０≦合計点＜満点×１２／１

０ 

Ｃ：満点×５／１０≦合計点＜満点×８／１０ 

Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 

 

 

 

 

 

 

 

(ア) 短期肥育技術の開発  2/2(B) 

(イ) 子牛の早期離乳プログ 

ラムの開発       2/2(B) 

(ウ) 短期肥育による牛肉の 

生産コスト低減の実証  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（微項目 3×2点） 

合計点：6点=(2点×3) 

6点／6点= 1.0 

△ 短期肥育技術の開発    2点(B) 

△ 子牛の早期離乳プログ 

ラムの開発       2点(B) 

△ 短期肥育による牛肉の 

生産コスト低減の実証  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２－５－（１）－エ－（ア） 第２ 業務の質の向上 

５ 調査・研究及び講習・指導 （１）調査・研究 エ 黒毛和種における短期肥育技術等の開発 （ア）短期肥育技術の開発 

業務に関連する政策・施策 食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

        予算額（千円） 1,115,258 981,505 1,113,460   918,784  

        決算額（千円） 1,043,560 1,019,038 1,032,654   935,004  

        経常費用（千円） 1,047,913 1,043,515 1,093,550   949,003  

        経常利益（千円） -213,169 -119,729 -127,664   -97,292  

        行政コスト（千円） 918,035 925,870 976,498 1,684,413  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-５の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 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）短期肥育技術の開発 

短期肥育に向けた飼養技術
の改善を行い、平成 32年度末
までに出荷月齢 24～26 か月
齢において、枝肉重量を概ね
480kg 以上とする短期肥育技
術を開発する。また、肉質の
特性評価を行い、消費者や食
肉流通業者の短期肥育に対す
る理解醸成のための情報提供
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＞ 
短期肥育技術を開発するため、

飼養技術の改善（高ＴＤＮ飼料給
与）を行い飼料摂取量等について
調査を実施し、18か月間の短期肥
育牛（10頭）において平均枝肉重
量が 513.5kg（26か月齢）となり、
計画の 480㎏を大きく上回った。 
また、短期区と慣行区における

牛肉の理化学分析結果について水
分、粗脂肪、粗蛋白割合等での有
意差が見られないなどの結果が得
られた。 
このほか、生産者に向けた短期

肥育技術の手引書の作成及び肉質
特性に関する情報提供を令和２年
度中に行い消費者や食肉流通業者
の理解情勢に努める予定である。 
以上のことから、計画どおり順

調に実施された。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① 平成 27 年に改訂された家畜改良増殖目標では、10 年後の目標出荷月齢
を 24～26 ヶ月に短縮することとしているが、現時点でも肥育期間は 29～
30ヶ月の慣行肥育が多勢を占めている。一方、子牛価格が高騰する中、生
産コスト低減のため肥育期間を短縮する飼養管理技術が求められているこ
とから、８か月齢から 26か月齢までの 18 か月肥育を実現させる試みを行
った。 

② 全国和牛登録協会刊行の黒毛和種正常発育曲線（平成 16年４月版）の上
限値に合わせた高ＴＤＮ飼料給与による短期区と慣行区を設け、短期区
12kg/day、慣行区 10kg/dayの給与上限を設けた給与プログラムとした。 

③ 肥育期の飼料摂取量や体重、体高、体長、胸囲を一か月毎に測定し、Ｄ
Ｇも算出するとともに、牛肉の理化学特性及び官能特性を調査した。 

④ 短期区（10 頭）の 26.0 か月齢での平均枝肉重量は 513.5kg となり計画
の 480kgを大きく上回り、ロース面積は、59.2 ㎠、バラ厚 8.3㎝、皮下脂
肪厚 2.7 ㎝であり、慣行区（４頭）との有意差は見られず、良好な結果が
得られた。 

⑤ 肉の理化学分析として、各試験区における胸最長筋の水分、粗脂肪、粗
蛋白、遠心保水力、加熱損失割合及び剪断力価を分析した結果において有
意差は見られなかった。 

⑥ 短期肥育に向けた高ＴＤＮ肥育技術に関する短期肥育の手引き書の作成
とともに、肉の理化学分析や官能特性の結果に関する情報の提供を令和２
年度中に行い、消費者や食肉流通業者の理解情勢に努める計画である。 

 

評定    Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

計画どおり取組が行われたので、

自己評価書のとおり「Ｂ」評定とし

た。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－５－（１）－エ－（イ） 第２ 業務の質の向上 

５ 調査・研究及び講習・指導 （１）調査・研究 エ 黒毛和種における短期肥育技術等の開発 （イ）子牛の早期離乳プログラムの開発 

業務に関連する政策・施策 食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

        予算額（千円） 1,115,258 981,505 1,113,460   918,784  

        決算額（千円） 1,043,560 1,019,038 1,032,654   935,004  

        経常費用（千円） 1,047,913 1,043,515 1,093,550   949,003  

        経常利益（千円） -213,169 -119,729 -127,664   -97,292  

        行政コスト（千円） 918,035 925,870 976,498 1,684,413  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-５の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 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）子牛の早期離

乳プログラムの開
発 
１年１産の実現

に向けた子牛の飼
養技術の改善を行
い、平成 32 年度末
までに８か月齢時
の体重を概ね 270kg
以上とする子牛の
早期離乳プログラ
ムを開発する。 

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＞ 
子牛の早期離乳プログラムを開

発するため、哺乳期の飼養管理が
育成期の発育に及ぼす影響を調査
し、和牛繁殖農家での手やりでも
実施可能な方法として、生後３週
目から哺乳用ミルクの濃度を 1.5
倍とし、生後 70日目に離乳して８
か月齢まで育成した結果、計画
（270kg）を上回る平均 284.4kg（５
頭）となる結果が得られた。この結
果を取りまとめ、70 日齢での早期
離乳プログラムに関する手引書を
令和２年度中に作成し情報提供を
行う予定である。 
以上のことから、計画どおりの

成果が得られた。 

＜評定と根拠＞ 
「Ｂ」 

 
① １日最大哺乳量について、６ℓ区と 12ℓ区を設けて 90日齢まで哺乳とし、

８か月齢時までの発育性について調査した結果、12ℓ区平均体重 304.6kg（８
頭）、6ℓ区平均体重 293.4kg（８頭）であり、12ℓ区は優れていた。 

② 上記試験は、哺乳ロボットを用いた試験区であったことから、和牛繁殖農
家での手やりでの人工哺育を想定し、哺乳用ミルクの濃度を 1.5倍濃度とな
るよう、通常濃度である対象区 170ｇ/Ｌと試験区 255ｇ/Ｌをそれぞれ６Ｌ
給与する試験区に５頭ずつ設定し、哺乳期間も通常の 90日齢までから 70日
齢までに短縮し体測を実施した結果、通常の 1.5倍濃度となるミルクを給与
した試験区の増体が有意に高い結果であった。 

③ １か月毎に体重、体高、体長及び胸囲を測定し比較したところ、生時の体
重に差は無かったが、１か月齢から７か月齢まで試験区が優位に大きく推移
し、８か月齢時体重の平均値は 284.4kg（５頭）と計画の 270kgを上回り、
育成期の飼養期間を従来の９か月齢より１か月短縮しても育成時の増体を
向上させる可能性が示唆された。 

④ この結果を取りまとめ、70 日齢での早期離乳プログラムの手引書を令和
２年度中に作成し、ホームページによる情報提供を行う計画である。 

 
 

評定    Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

計画どおり取組が行われたので、自己

評価書のとおり「Ｂ」評定とした。 

 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－５－（１）－エ－（ウ） 第２ 業務の質の向上 

５ 調査・研究及び講習・指導 （１）調査・研究 エ 黒毛和種における短期肥育技術等の開発 （ウ）短期肥育による牛肉の生産コスト低減の実証 

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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

        予算額（千円） 1,115,258 981,505 1,113,460   918,784  

        決算額（千円） 1,043,560 1,019,038 1,032,654   935,004  

        経常費用（千円） 1,047,913 1,043,515 1,093,550   949,003  

        経常利益（千円） -213,169 -119,729 -127,664   -97,292  

        行政コスト（千円） 918,035 925,870 976,498 1,684,413  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-５の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 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）短期肥育による牛肉の生産コ

スト低減の実証 

出荷月齢24～26か月齢とした場合

の肥育期間の短縮による牛肉の生産

コストを調査し、一般的な肥育方法

に比べて生産費が低減されることを

実証する。 

Ｓ：計画を大きく上回り、かつ顕

著な成果が得られた。 

Ａ：計画を上回る成果が得られ

た。 

Ｂ：計画どおり順調に実施され

た。 

Ｃ：計画どおり実施されず改善

を要する。 

Ｄ：計画どおり実施されず当該

業務の廃止を含めた抜本的な

改善が必要と認められる。 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

短期肥育及び慣行肥育のそれぞれにお

いて、哺育、育成及び肥育のすべてのステ

ージで給与した飼料データを収集して飼

料費を算出し、出荷が終了した調査牛のデ

ータを用いて生産コストとして試算した。 

肥育期間の飼料費は１頭当たり 24,698

円の削減となり、枝肉１kg 当たり飼料費

では 72.8円の生産コスト削減となった。 

以上のことから、計画どおり順調に成果

が得られた。 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

「Ｂ」 

 

① 短期肥育区（10頭）と慣行肥育区（４

頭）のそれぞれにおける哺育、育成及

び肥育期間中の飼料摂取量を取りま

とめて飼料費平均を（慣行区：469,348

円、短期区 444,650 円）算出した結果、

短期肥育区の飼料費が１頭当たり

24,698円削減された（▲5.3％）。 

② 枝肉１㎏当たりの飼料費では、短期

肥育区（26.0か月齢）での平均枝肉重

量（10頭）は 513.5kg、慣行区（29.0

か月）での平均枝肉重量（4 頭）は

500.0kgの結果から、短期肥育区 865.9

円/kg、慣行区 938.7円/kgとなり、短

期肥育区において 72.8円/kgの生産コ

スト削減となった（▲7.8％）。 

 

評定    Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

計画どおり取組が行われたので、自己評価

書のとおり「Ｂ」評定とした。 

 

 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－５－（１）－オ 第２ 業務の質の向上 

５ 調査・研究及び講習・指導 （１）調査・研究 オ 放射性セシウム低減技術等の開発 

業務に関連する政策・施策 食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

        予算額（千円） 1,115,258 981,505 1,113,460   918,784  

        決算額（千円） 1,043,560 1,019,038 1,032,654   935,004  

        経常費用（千円） 1,047,913 1,043,515 1,093,550   949,003  

        経常利益（千円） -213,169 -119,729 -127,664   -97,292  

        行政コスト（千円） 918,035 925,870 976,498 1,684,413  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-５の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 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 放射性セシウム低減技術等の開発 

東京電力福島第一原子力発電所事故に

より影響を受けた被災地の畜産の復興を

支援するため、大学等の関係機関と連携を

図りつつ、放射性セシウムの低減技術等の

開発に取り組む。その際、飼養実態に即し

た清浄な飼料による「飼い直し」期間の設

定や放射性セシウムを吸収しにくい牧草

の調査に取り組む。 

〈略〉 

 

 

 

 

 

オ 放射性セシウム低減技術等の開発 

東京電力福島第一原子力発電所事故に

より影響を受けた被災地の畜産の復興を

支援するため、次の取組を行う。 

指標＝「微項目の項目数×２」（満点）

に対する「各微項目の点数の合計値」

（合計点）の比率 

 各微項目の評価点数の区分は以下

のとおりとする。 

  Ｓ評価：４点、Ａ評価：３点、Ｂ評

価：２点、Ｃ評価：１点、Ｄ評価：０

点 

 

Ａ：満点×１２／１０≦合計点 

Ｂ：満点×８／１０≦合計点＜満点×

１２／１０ 

Ｃ：満点×５／１０≦合計点＜満点×

８／１０ 

Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 

 

 

 

 

(ア) 放射性セシウムの移行・ 

吸収調査          3/2(A) 

(イ) 放射性セシウムを吸収し 

にくい牧草の探索・調査   3/2(A) 

 

＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

満点：４Ｐ（微項目

２×２Ｐ） 

合計：６Ｐ 

 

６Ｐ／４Ｐ＝１．

５ 

（１５／１０） 

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（微項目 2×2点） 

合計点：6点=(3点×2) 

6点／4点= 1.5 

 

△ 放射性セシウムの移行・ 

吸収調査     3点(A) 

△ 放射性セシウムを吸収し 

にくい牧草の探索・調査   

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２－５－（１）－オ－（ア） 第２ 業務の質の向上 

５ 調査・研究及び講習・指導 （１）調査・研究 オ 放射性セシウム低減技術等の開発 （ア）放射性セシウムの移行・吸収調査 

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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

        予算額（千円） 1,115,258 981,505 1,113,460   918,784  

        決算額（千円） 1,043,560 1,019,038 1,032,654   935,004  

        経常費用（千円） 1,047,913 1,043,515 1,093,550   949,003  

        経常利益（千円） -213,169 -119,729 -127,664   -97,292  

        行政コスト（千円） 918,035 925,870 976,498 1,684,413  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-５の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 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）放射性セシウ

ムの移行・吸収調査 
牧草から家畜（肉

用牛）への放射性セ
シウムの移行・吸収
動態を調査し、牛生
体内の放射性セシウ
ムの減衰期間に基づ
く、適切な「飼い直
し」期間を設定する。 

Ｓ：計画を大きく上
回り、かつ顕著な
成果が得られた。 

Ａ：計画を上回る成
果が得られた。 

Ｂ：計画どおり順調
に実施された。 

Ｃ：計画どおり実施
されず改善を要す
る。 

Ｄ：計画どおり実施
されず当該業務の
廃止を含めた抜本
的な改善が必要と
認められる。 

 
 

＜主要な業務実績＞ 
放射性セシウムの牛体内の生物

学的半減期について調査した結
果、血液、尿、筋肉及び臓器等の減
衰データから牛体内での生物学的
半減期は、従来の知見では 60日程
度とされていたが、本調査により
30日程度であることが明らかとな
った。 
加えて、血液に対し尿の方が筋

肉中セシウム濃度を推定する際の
ばらつきが小さいことも明らかと
なり、採材が容易な尿を用いた生
物学的半減期の推定方法が有効で
あることが確認できた。 
以上のとおり、適切な飼い直し

期間を設定するに当たって重要な
成果が得られており、令和２年度
中に取りまとめ情報提供を行う予
定である。 
以上のことから、計画を上回る

成果が得られた。 

＜評定と根拠＞ 
「Ａ」 

① 牛肉中に分布した放射性物質は、清浄な飼料に切り替えて飼い直しを行えば、徐々に排泄されて
いき、濃度も減少していく。放射性セシウムの場合、牛肉の生物学的半減期は 60 日程度といわれ
ている。しかしながら、清浄な飼料を給与後の牛体内の減衰に関する正確なデータがないため、生
物学的半減期を長めに設定し、清浄飼料での飼い直しを実施している現状がある。そこで、飼い直
し期間の短縮による畜産農家の負担軽減を目的とし、我が国の飼養実態に即したより精度の高い合
理的な放射性セシウムの生物学的半減期を設定するための科学的知見の収集・蓄積を行った。 

② 肉用牛（黒毛和種）雌牛 10 頭に対し清浄飼料での飼い直しによるセシウムの生体内の移行・吸
収動態及び減衰状況を確認するため、放射性セシウムと科学的に同じ元素である放射線を放出しな
い安定同位体セシウム(塩化セシウム：ＣｓＣｌ）を供試牛に投与し、飼い直し期間中の血液、尿、
直腸便並びに解体時の筋肉（咬筋、最長筋、大腰筋、大腿筋、ネック）及び臓器（心臓、肝臓、腎
臓）のサンプルを採取した。 

③ 採取したサンプルは、北里大学（共同研究機関）においてセシウムの測定・分析を実施し、血液、
血漿、血球、尿、直腸便、筋肉及び臓器の総合的な分析結果により、新たに血液、尿、筋肉及び臓
器等の減衰データとこれらの関連について知見が得られ、分析結果から牛体内での安定セシウムの
生物学的半減期は 30日程度と推定された。 

④ さらに、筋肉中セシウム濃度を推定する際に、血液に対し尿を比較対象として用いるとばらつき
が小さく、生体試料を用いて筋肉中セシウム濃度を推定するには、容易に採材可能な尿を用いるこ
とが適切な推定に重要であることが示唆された。 

⑤ 放射性セシウムの減衰期間に関する結果を令和２年度中に取りまとめ、飼い直し期間や筋肉内セ
シウム濃度の推定に関する情報の提供を行う計画である。 
 

評定    Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

放射性セシウムの半減

期が約30日であることを

明らかにしたこと、筋肉

中セシウム濃度を推定す

る際に尿を用いると血液

よりもばらつきが少なく

推定できることを確認し

たことは、計画を上回る

成果であり「Ａ」評定とし

た。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－５－（１）－オ－（イ） 第２ 業務の質の向上 

５ 調査・研究及び講習・指導 （１）調査・研究 オ 放射性セシウム低減技術等の開発 （イ）放射性セシウムを吸収しにくい牧草の探索・調査 

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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

 

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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

        予算額（千円） 1,115,258 981,505 1,113,460   918,784  

        決算額（千円） 1,043,560 1,019,038 1,032,654   935,004  

        経常費用（千円） 1,047,913 1,043,515 1,093,550   949,003  

        経常利益（千円） -213,169 -119,729 -127,664   -97,292  

        行政コスト（千円） 918,035 925,870 976,498 1,684,413  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-５の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 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）放射

性セシウム
を吸収しに
くい牧草の
探索・調査 
福島県に

おいて栽培
可能な牧草
を栽培し、
放射性セシ
ウムを吸収
しにくい牧
草の探索や
その特性の
調査に取り
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＞ 
放射性セシウム低吸収

草種を探索するためイネ
科牧草８草種 15 品種を調
査した結果、トールフェス
クが最も放射性セシウム
を吸収しにくい特性があ
ることを確認した。 
また、トールフェスクは

オーチャードグラスに比
べ、カリウム増肥を行わず
に放射性セシウム濃度を
低く抑える結果を得たこ
とから、福島県などの原発
被災地域におけるカリウ
ム増肥の代替対策として
有効と示唆された。 
さらに、トールフェスク

の草地造成手法について
播種時期を早める等の普
及を促す有効な新たな知
見を複数得ることができ
たことから、農家向けのト
ールフェスク採草地利用
マニュアルを令和２年度
中に作成し情報提供を行
う予定である。 
以上のことから、全体と

して計画を上回る成果が
得られた。 

＜評定と根拠＞ 
「Ａ」 

 
① 適切な耕うん処理を行い、適量のカリウムを施用することで、土壌中放射性セシウムの牧草への移行を低く抑
えることができるとされている。カリウムの施肥は、土壌中陽イオン状態の放射性セシウムに対して、カリウム
の濃度を相対的に高くすることで、放射性セシウムが牧草に吸収される割合を低下させる目的で行われる。しか
しながら、カリウムの増肥は、牧草ミネラルのバランスを崩し、グラステタニー症や乳熱の発生割合を高める恐
れがあるため、過度なカリウム施肥は問題となることがある。 

② このため、放射性セシウムを吸収しにくい草種を探索するため、イネ科牧草８草種 15品種について、牧草中の
放射性セシウム濃度及び土壌から牧草への放射性セシウムの移行係数を調査した結果、トールフェスクが最も適
していることを確認した。 

③ トールフェスク「品種：ウシブエ」と放射性セシウムの移行係数が高かったオーチャードグラス「品種：まき
ばたろう」を、異なるカリウム施肥レベルで栽培し、放射性セシウムの吸収抑制の違いの実証やトールフェスク
の収穫作業工程中の土壌混入が、牧草ロールの放射性セシウム濃度に及ぼす影響などについても調査を行った。 

④ さらに、トールフェスクとオーチャードグラスの２草種について、それぞれ高カリウム施肥と標準カリウム施
肥の試験区を配置した実験圃場を設け、土壌と牧草の放射性セシウム濃度及び牧草のカリウム濃度を調査した。
１番草および２番草で、放射性セシウム移行低減の効果は、草種によるものとカリウム施肥レベルによるものが
認められ、交互作用は認められなかった。また、牧草カリウム濃度は、高カリウム施肥区で標準カリウム施肥区
よりも有意に高くなった。このことから、トールフェスクは牧草のカリウム濃度を高めずに放射性セシウム濃度
を低く抑えられ、放射性セシウム低吸収草種として有望だと考えられた。 

⑤ 採草地としての草地造成について、トールフェスクはオーチャードグラスに比べ、一か月程度早い８月下旬に
播種を行うように計画して、耕起前の除草剤散布、耕起後に雑草を発芽させて除草剤散布した翌日に播種を行う
とともに、発芽約２か月後に選択的除草剤散布を行うことにより、良好な定着を実証することができた。 

⑥ 放射性セシウムの吸収移行係数の低いトールフェスクに関する特性をとりまとめ、原発被災地における営農支
援の一助として、作付け方法や肥培管理などの採草地利用マニュアルを令和２年度中に作成し、情報提供を行う
計画である。 

⑦ 加えて、地域に適した飼料作物優良品種の育成・普及を図るため、令和元年度より福島県と連携し、県内の酪
農家（１戸）において、カリウム増肥の不要なトールフェスクの実証展示圃場を設置し、肥培管理及び雑草防除
等栽培技術の現地指導を行っているところである。 

 

評定    Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

放射性セシウムを吸収しにくい

牧草として、トールフェスクが有

効であることを示唆し、その特性、

栽培方法を実証して、とりまとめ

を行ったほか、実証ほ場の設置と

現地指導まで進めたことは、計画

を上回る成果であり「Ａ」評定と

した。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－５－（２） 第２ 業務の質の向上 

５ 調査・研究及び講習・指導 （２）講習・指導 

業務に関連する政策・施策 食料・農業・農村基本計画、家畜改良増殖目標、鶏の改良増殖目標、酪農及

び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針 

当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第 11 条第１項第５号 

 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビ

ュー 

行政事業レビューシート事業番号：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

 

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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

中央畜産技術研修会の実施 予算額（千円） 1,115,258 981,505 1,113,460 918,784  

受講者数 －  560名 625名 617名 650名  決算額（千円） 1,043,560 1,019,038 1,032,654 935,004  

研修内容の理解度 80％以上  80％ 88％ 90％ 85％  経常費用（千円） 1,047,913 1,043,515 1,093,550 949,003  

個別研修の実施 経常利益（千円） -213,169 -119,729 -127,664 -97,292  

受講者数 －  106名 94名 112名 90名  行政コスト（千円） 918,035 925,870 976,498 1,684,413  

研修内容の理解度 80％以上  98％ 93％ 96％ 99％  従事人員数 954 961 976 975  

海外技術協力の研修の実施 （うち常勤職員） 737 737 757 758  

受講者数 －  65名 59名 31名 32名  

（うち滞在型の受講者） －  13名 20名 20名 12名  

研修内容の理解度 80％以上  100％ 100％ 100％ 100％  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-５の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 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）講習・指導 

 講習・指導について、

研究機関等で開発され

た技術を生産現場に普

及するため、国、都道府

県、団体等からの依頼に

基づき実施する中央畜

産技術研修会、個別研

修、海外技術協力等の研

修について、可能な限り

実施するものとする。な

お、これら研修等の実施

に当たっては、研修内容

の充実に努めるものと

する。 

〈以下略〉 

 

（２）講習・指導 

研究機関等で開発された技術を生産

現場に普及するため、国、都道府県、団

体等からの依頼に基づき実施する中央

畜産技術研修会、個別研修、海外技術協

力等の研修について可能な限り実施す

る。なお、これら研修等の実施に当たっ

ては、研修内容の充実に努めるととも

に、受講者が理解し易いよう講師の選定

やカリキュラムを工夫することなどに

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＝中央畜産技術研修・

個別研修・海外技術協力の

研修における研修内容の理

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＞ 

農林水産省が策定した計画に基づき中央畜産技術研修会については毎年度 20回以上の

講座を実施し、計 2,656名（約 660名／年）を受け入れた。農林水産省と連携して、毎年

度得られた受講生の意見・希望等を翌年度に反映することを繰り返し研修内容の改善を

行っており、毎年度、受講者（聴講を除く）の理解度は、目標とする 80％以上の結果が

得られた。 

都道府県、団体等からの依頼に基づく個別研修については、計 404名を受け入れた。研

修内容の充実化や受講者の技術水準に応じた実施内容とするなどの工夫を繰り返し、受

講者の理解度は、目標を上回って、毎年度 93％以上、平均 97％の高い結果が得られた。 

このほか、団体等が開催する研修については、研修施設の提供等を行い、計 109 件、

3,799名を受け入れた。 

また、（独）国際協力機構等からの依頼に基づく海外技術協力の研修を毎年度実施し、

48 か国から計 187 名を受け入れた。中でも、海外各国の中堅行政官を対象に行う政策立

案型研修は、３か月にも及ぶ滞在型研修であり、カリキュラムの充実化に努めるととも

に、受講者の理解度に応じたカリキュラム編成を工夫するなど精力的に取り組んでおり、

受講者の理解度は、毎年度、100％の結果を得るなど、目標を大きく上回る成果が得られ

た。 

以上のとおり、毎年度、各種研修で理解度目標を達成しており、特に個別研修や海外技

術協力研修は、目標の 120％以上を達成するなど、計画を上回る成果を得た。 

＜評定と

根拠＞ 

（次頁） 

評定   Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

海外研修、個別研修

の理解度については、

目標数値に対し 120％

を超えている年もある

が、中央畜産研修も含

めた満足度について

は、４年間では 88％と

目標の 80％の 110％の

達成度であり、Ａ評価

の基準である 120％を

超えていないことから

中期目標期間に見込ま

れる評価としては「Ｂ」

評定とした。 
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 中期目標 中期計画 主な評価指標等 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 

 
（前頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前頁） （前頁） （前頁） ＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

① 農林水産省が策定した中央畜産技術研修計画に基づき中央畜産技術研修会を毎年

度 20回又は 21回開催し、第４期中期目標期間（ただし、令和元年度末まで。以下同

じ。）に 2,656名を受け入れた。 

 中央畜産技術研修会においては、前年度の研修内容に関するアンケート調査の結果

を農林水産省で開催する中央畜産技術研修会推進会議のカリキュラム検討に活用し、

講義日程や講義内容の変更など改善を行い実施した。 

 中央畜産技術研修会研修後のアンケート調査の結果、中期目標期間で受講者（聴講

を除く）2,452名のうち 2,102 名が「よく理解」又は「ほぼ理解」と回答し、理解度

は、平成 28 年度が 80％、平成 29 年度が 88％、平成 30 年度が 90％、令和元年度が

85％と、すべての年度において理解度 80％以上（平均 86％）となった。 

② センターが都道府県、団体等の依頼に基づいて技術研修の内容を設定する個別研修

については、毎年度 40回以上実施し、中期目標期間に 404名を受け入れた。 

 個別研修の実施にあたっては、座学だけでなく実習も積極的に行うとともに、受講

者の技術水準に応じた研修内容とするなど工夫しており、研修後のアンケート調査

は、４年間で受講者 404名のうち 390名が「よく理解」又は「ほぼ理解」と回答し、

年度別では、平成 28年度が 98％、平成 29 年度が 93％、平成 30年度が 96％、令和元

年度が 99％と、すべての年度において理解度 93％以上（平均 97％）となった。 

③ このほか、団体等が開催する研修については、本所及び牧場において研修施設の提

供等を行い、中期目標期間に 109回 3,799 名を受け入れた。 

④ （独）国際協力機構（ＪＩＣＡ）等からの依頼に基づき海外技術協力の研修を実施

し、中期目標期間に滞在型は 12 件 65 名（22 か国）、視察型が 14 件 122 名（38 か

国）を受け入れた。 

 特に、３か月の長期にわたる滞在型の研修については、開発途上地域で不足してい

る政策の立案及び実施管理能力を有する人材を育成するため、各国の中堅行政官を主

対象に、「畜産開発計画担当行政官の政策立案実施管理能力向上（中堅行政官）」コ

ースとして、前身コースも含め平成 26 年度から毎年実施しており、ＪＩＣＡが各国

から聴取した要望等を踏まえ、家畜管理衛生（牛トレーサビリティ、農場ＨＡＣＣＰ

等）、ジェンダー主流の開発アプローチ、地球環境変動に関する講義を順次増やした

ほか、実習や現場訪問の機会を多く取り入れるなど、毎年度拡充を図ってカリキュラ

ムの充実化に努めるとともに、事前に収集した受講者の情報や中間報告会での受講者

の理解度に応じたカリキュラム編成とするよう工夫した。 

 これらの取組は、各国の受講者やＪＩＣＡより好評を得ており、研修後のアンケー

ト調査では、すべての年度において受講者全員が、研修全体について「よく理解でき

た」と回答し、理解度 100％となった。 

 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－６ 第２ 業務の質の向上 

６ 家畜改良増殖法等に基づく検査 

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、第２号、第３号 

家畜改良増殖法第 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 

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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

 

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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

        予算額（千円） 56,553 67,620 54,547    54,206  

        決算額（千円） 61,932 53,476 56,826    60,328  

        経常費用（千円） 60,368 52,927 54,098    58,637  

        経常利益（千円） -13,939 -11,530 -10,884   -12,639  

        行政コスト（千円） 61,603 53,575 54,988   106,758  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-６の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 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 

 ６ 家畜改良増殖法等に基づく検査 

家畜改良増殖法、種苗法及びカルタヘナ法に規定

する検査等について、事務実施機関として中立・公

正な立場にあるセンターが、その有する家畜の改良

増殖、飼料作物種苗の生産等に関する技術・知見・

人材を活用し、これら検査等を的確に実施し、法の

適切な執行に貢献する。 

 

６ 家畜改良増殖法等に基づく検査 

 

 

 

指標＝「小項目の項目数×２」（満点）

に対する「各小項目の点数の合計値」

（合計点）の比率 

 各小項目の評価点数の区分は以下の

とおりとする。 

  Ｓ評価：４点、Ａ評価：３点、Ｂ評価：

２点、Ｃ評価：１点、Ｄ評価：０点 

 

Ａ：満点×１２／１０≦合計点 

Ｂ：満点×８／１０≦合計点＜満点×

１２／１０ 

Ｃ：満点×５／１０≦合計点＜満点×

８／１０ 

Ｄ：合計点≦満点×５／１０ 

 

 

(１) 家畜改良増殖法に基づく 

立入検査等         2/2(B) 

(２) 種苗法に基づく指定種苗 

の集取及び検査       2/2(B) 

(３) カルタヘナ法に基づく立 

入検査等          2/2(B) 

 

＜評定と根

拠＞ 

「Ｂ」 

 

満点：６Ｐ

（小項目３

×２Ｐ） 

合計：６Ｐ 

 

６Ｐ／６Ｐ

＝１．０ 

（１０／１

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

である小項目合計点が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（小項目 3×2 点） 

合計点：6 点=(2 点×3) 

6 点／6 点= 1.0 

◇ 家畜改良増殖法に基づく立

入検査等      2点(B) 

◇ 種苗法に基づく指定種苗の

集取及び検査    2点(B) 

◇ カルタヘナ法に基づく立入

検査等       2点(B) 

 

４．その他参考情報 

第２－６の事業にかかる決算額が予算額を 10％以上上回るが、これは主として、業務基盤の充実を図るため、年度計画の策定時に見込んでいなかった機器（固定資産）を購入したためである。 

なお、この要因については、業務目標の達成に影響を及ぼしておらず、法人全体にも特段の影響を与えていない。 

 



  

76 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－６－（１） 第２ 業務の質の向上 

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 

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、第２号、第３号 

家畜改良増殖法第 35 条の２第１項、第３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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

 

２．主要な経年データ 

 ② 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ① 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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

家畜改良増殖法に基づく

検査員の確保数 
概ね 20名  23名 24名 24名 25名 

 予算額（千円） 56,553 67,620 54,547    54,206  

決算額（千円） 61,932 53,476 56,826    60,328  

職員に対する講習回数 １回以上  １回 １回 １回 １回 
 経常費用（千円） 60,368 52,927 54,098    58,637  

経常利益（千円） -13,939 -11,530 -10,884   -12,639  

        行政コスト（千円） 61,603 53,575 54,988   106,758  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-６の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 
（１）家畜改良増殖

法に基づく立入検査

等 

家畜改良増殖法第

35 条の２第１項の規

定に基づき、同条第

２項の農林水産大臣

の指示に従い、立入

り、質問、検査及び収

去を的確に実施す

る。 

〈以下略〉 

 

（１）家畜改良増殖法に基づ

く立入検査等 

 家畜改良増殖法第 35 条の

２第１項の規定に基づき、同

条第２項の農林水産大臣の指

示に従い、立入り、質問、検査

及び収去が的確に実施できる

よう、立入検査等の実施に必

要な能力等を有する職員を概

ね 20名確保するとともに、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。 

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＞ 

今中期目標期間中に、家畜改良増殖法第 35 条の２第２

項の農林水産大臣の指示はなかった。 

農林水産大臣の指示に従い、立入り、質問、検査及び収

去を的確に実施するため、家畜の改良増殖業務に携わった

経験年数等を基に立入検査等の実施に必要な能力等を有

する職員を年平均 24名確保し、計画どおり実施した。 

センターは、全国有数の種畜を飼養する組織であり、家

畜の改良増殖業務に携わる職員に対して、熟練職員による

ＯＪＴが普段の家畜飼養管理や繁殖管理の業務を通じて

常に行われ、また、組織内検定を行い一定の知識・技能水

準を満たした職員を認定するなど、技術の高位平準化を積

極的に実行しており、検査員の技術レベルも常に高く維持

できている。 

 

 

＜評定と根拠＞ 

「Ｂ」 

 

① 本中期目標期間中（ただし、令和元年度

末現在）、家畜改良増殖法第 35条の２第２

項の農林水産大臣の指示はなかった。 

② 立入検査等に実施に必要な能力等を有

する職員について、各牧場に少なくとも１

名確保できるよう、技術、見識及び経験に

優れた種畜検査員を、毎年 23名以上（年平

均 24名）確保するとともに、検査員の確保

のための職員に対する講習会を毎年１回

開催した。 

 

評定    Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

計画どおり取組が行われたので、自

己評価書のとおり「Ｂ」評定とした。 

 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－６－（２） 第２ 業務の質の向上 

６ 家畜改良増殖法等に基づく検査 （２）種苗法に基づく指定種苗の集取及び検査 

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２号 

種苗法第 63 条第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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

 

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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

種苗法に基づく指定種苗の集取及び検査        予算額（千円） 56,553 67,620 54,547 54,206  

 検査業者数 －  63業者 59業者 75業者 74業者  決算額（千円） 61,932 53,476 56,826 60,328  

集取点数 －  1,092点 1,122点 1,374点 1,317点  経常費用（千円） 60,368 52,927 54,098 58,637  

種苗法に基づく検査員

の確保数 
概ね 10名  13名 14名 14名 14名 

 経常利益（千円） -13,939 -11,530 -10,884 -12,639  

行政コスト（千円） 61,603 53,575 54,988 106,758  

職員に対する講習回数 １回以上  １回 １回 １回 １回 
 従事人員数 954 961 976 975  

（うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-６の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 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）種苗法に基づ

く指定種苗の集取及

び検査 

種苗法第 63条第１

項の規定に基づき、

同条第２項の農林水

産大臣の指示に従

い、指定種苗の集取

及び検査を的確に実

施する。 

〈以下略〉 

 

 

 

（２）種苗法に基づく指定種苗の

集取及び検査 

種苗法第 63 条第１項の規定に

基づき、同条第２項の農林水産大

臣の指示に従い、指定種苗の集取

及び検査を的確に実施できるよ

う、指定種苗の集取及び検査に必

要な能力等を有する職員を概ね 10

名確保するとともに、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。 

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＞ 

検査員確保のため職員に

対する講習を年１回以上実

施するとともに、毎年、10名

を上回る優秀な技能を有し

た検査員を任命し、計画ど

おり実施するとともに、種

苗法第 63条第２項の農林水

産大臣の指示に従い、指定

種苗の集取及び検査を実施

し、同条第３項に基づき農

林水産大臣に報告した。 

 

＜評定と根拠＞ 

「Ｂ」 

 

① 農林水産大臣の指示に従い、今中期目標期間中（令和元

年度末まで）延べ 271業者の 4,905 点の指定種苗について

集取及び検査を実施し、検査の結果を農林水産大臣へ報告

した。また、不適と認められた場合には業者に改善報告さ

せた。 

② 種苗増殖及び種苗検査の業務に携わった経験年数等を

基に検査員確保のため職員に対する講習を年１回以上実

施するとともに、今中期目標期間中（令和元年度末まで）

を通じて立入検査等に必要な能力を有する検査員を 10 名

以上任命した。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

計画どおり取組が行われたので、自

己評価書のとおり「Ｂ」評定とした。 

 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－６－（３） 第２ 業務の質の向上 

６ 家畜改良増殖法等に基づく検査 （３）カルタヘナ法に基づく立入検査等 

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２項第３号 

遺伝子組換え生物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 

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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

カルタヘナ法に基づく

検査員の確保数 
概ね 10名  12名 11名 14名 13名 

 予算額（千円） 56,553 67,620 54,547    54,206  

決算額（千円） 61,932 53,476 56,826    60,328  

職員に対する講習回数 １回以上  １回 １回 １回 １回 
 経常費用（千円） 60,368 52,927 54,098    58,637  

経常利益（千円） -13,939 -11,530 -10,884   -12,639  

        行政コスト（千円） 61,603 53,575 54,988   106,758  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-６の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 
（３）カルタヘナ法に

基づく立入検査等 

カルタヘナ法第 32

条第１項の規定に基づ

き、同条第２項の農林

水産大臣の指示に従

い、立入り、質問、検査

及び収去を的確に実施

する。 

〈以下略〉 

 

（３）カルタヘナ法に基づく立入検査等 

カルタヘナ法第 32条の規定に基づき、

同条第２項の農林水産大臣の指示に従

い、立入り、質問、検査及び収去を的確

に実施できるよう、立入検査等の実施に

必要な能力等を有する職員を概ね 10 名

確保するとともに、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。 

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＞ 

今期間中、カルタヘナ法第 32条

第２項に基づく農林水産大臣の指

示はなかった。 

 遺伝子組み換え生物等の使用等

の規制による生物の多様性の確保

に関する法律に基づく立入検査等

に必要な能力を有する検査員の確

保のため職員に対する講習を年１

回以上実施するとともに、検査員

を 10名以上任命した。 

また、消費・安全局からの協力依

頼により、未承認遺伝子組換え生

物等の検査技術の妥当性確認試験

を毎年度実施し、検査の正確性に

ついて結果を報告するなど、計画

どおり実施した。 

＜評定と根拠＞ 

「Ｂ」 

 

① カルタヘナ法第32条第２項に基づく農林水産大臣の

指示はなかった。 

② 検査員確保のため職員に対する講習を年１回以上実

施するとともに、今中期目標期間中（令和元年度末ま

で）を通じて立入検査等に必要な能力を有する検査員

を毎年 10名以上（年平均 12.5名）任命した。 

③ 遺伝子組換え種子検査についてもＩＳＴＡ認定ステ

ータスを維持するとともに、英国民間企業が実施する

混入されている遺伝子組み換え種子を特定する検査に

参加し、検査技術の向上のための取組を実施した。 

④ また、消費・安全局からの協力依頼により、未承認遺

伝子組換え生物等の検査技術の妥当性確認試験を毎年

度実施し、検査の正確性について結果を報告した。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

計画どおり取組が行われたので、自

己評価書のとおり「Ｂ」評定とした。 

 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－７ 第２ 業務の質の向上 

７ 牛トレーサビリティ法に基づく事務等 

業務に関連する政策・施策 食料・農業・農村基本計画、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本

方針 

当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第 11 条第２項第４号、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、同法施行令第５条 

当該項目の重要度、難易度 重要度：高 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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

        予算額（千円） 237,603 238,408 289,419   273,353  

        決算額（千円） 237,782 210,272 269,889   260,611  

        経常費用（千円） 239,891 223,427 234,887   280,262  

        経常利益（千円） -59,248 -46,005 -22,139   -52,339  

        行政コスト（千円） 216,213 199,054 206,174   460,116  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-７の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 
７ 牛トレーサビリティ法に基づく事務

等 

牛トレーサビリティ法に規定する牛の

個体識別のための情報の適正な管理及び

伝達に係る事務等について、事務実施機関

として中立・公正な立場にあるセンター

が、その有する関連技術・知見・人材を活

用し、これら事務等を的確に実施し、法の

適正な執行に貢献する。その際、牛個体識

別台帳に記録・保存している情報は重要な

情報であり、かつ、個人情報を含むことか

ら、情報セキュリティ対策を一層強化しな

がら適切に実施する。 

 

 

 

 

７ 牛トレーサビリティ法に基づく事務

等 

牛トレーサビリティ法に規定する牛の

個体識別のための情報の適正な管理及び

伝達に係る事務等について、情報セキュリ

ティ対策を一層強化しながら適切に実施

するため、次の取組を行う。 

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 

(１) 牛トレーサビリティ法に基づく 

委任事務の実施       2/2(B) 

(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  3/2(A) 

(３) 家畜伝染性疾病の発生等に伴う 

緊急検索への対応       2/2(B) 

(４) 牛個体識別に関するデータの活 

用推進            3/2(A) 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

満点：８Ｐ（小

項目４×２Ｐ） 

合計：１０Ｐ 

 

１０Ｐ／８Ｐ＝

１．２５ 

（１２．５／１

０） 

 

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：10点=(3点×2+2点×2) 

10点／8点= 1.25 

◇ 牛トレーサビリティ法に基づく 

委任事務の実施       2点(B) 

◇ 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点(A) 

◇ 家畜伝染性疾病の発生等に伴う 

緊急検索への対応       2点(B) 

◇ 牛個体識別に関するデータの活 

用推進            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２－７－（１） 第２ 業務の質の向上 

７ 牛トレーサビリティ法に基づく事務等 （１）牛トレーサビリティ法に基づく委任事務の実施 

業務に関連する政策・施策 食料・農業・農村基本計画、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４号、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、同法施行令第５条 

当該項目の重要度、難易度 重要度：高 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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

 

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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

届出受理件数 －  1,073万件 1,081万件 1,103万件 1,083万件  予算額（千円） 237,603 238,408 289,419   273,353  

牛個体識別台帳への記録件数 －  1,045万件 1,041万件 1,053万件 1,048万件  決算額（千円） 237,782 210,272 269,889   260,611  

保存頭数 －  125万頭 124万頭 126万頭 125万頭  経常費用（千円） 239,891 223,427 234,887   280,262  

修正請求に係る修正件数及び職権通知に係る対応件数 －  81千件 70千件 73千件 68千件  経常利益（千円） -59,248 -46,005 -22,139   -52,339  

インターネットによる検索件数（平日１日平均） －  129千頭 135千頭 138千頭 146千頭  行政コスト（千円） 216,213 199,054 206,174   460,116  

決定及び通知（出生牛） －  126万頭 124万頭 125万頭 127万頭  従事人員数 954 961 976 975  

決定及び通知（輸入牛） －  10千頭 14千頭 16千頭 18千頭  （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-７の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 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）牛トレーサビリティ法に

基づく委任事務の実施 

牛トレーサビリティ法第 20

条及び同法施行令（平成 15年政

令第 300 号）第５条規定に基づ

き、牛個体識別台帳の作成・記

録、公表等に関する農林水産大

臣からの委任事務を的確に実施

する。 

〈以下略〉 

（１）牛トレーサビリティ法に

基づく委任事務の実施 

牛トレーサビリティ法第 20

条及び同法施行令（平成 15 年

政令第 300号）第５条の規定に

基づき、農林水産大臣から委任

された牛個体識別台帳の作成、

記録及び保存、牛個体識別台帳

の記録の修正・取消、牛個体識

別台帳に記録された事項の公

表、届出の受理及び個体識別番

号の決定・通知に関する事務を

的確に実施する。 

Ｓ：計画を大きく上回

り、かつ顕著な成果

が得られた。 

Ａ：計画を上回る成果

が得られた。 

Ｂ：計画どおり順調に

実施された。 

Ｃ：計画どおり実施さ

れず改善を要する。 

Ｄ：計画どおり実施さ

れず当該業務の廃止

を含めた抜本的な改

善が必要と認められ

る。 

＜主要な業務実績＞ 

牛トレーサビリティ法第 20条及び同法施行令第５条の規定に基づき、農林水

産大臣から委任された牛個体識別台帳の作成、記録及び保存、牛個体識別台帳の

記録の修正・取消、牛個体識別台帳に記録された事項の公表、届出の受理及び個

体識別番号の決定・通知に関する事務を的確に実施した。 

また、と畜に関する届出内容のエラー情報（牛個体識別台帳に記録できなかっ

た届出に関する情報）については、円滑な牛肉流通に資するため、センター自ら

が、すみやかに牛の管理者及びと畜者等に事実確認を行い、その解消を図った。 

 都道府県を通じた牛の管理者等からの急を要する耳標の送付要望に対応する

ため、都道府県の依頼を受け、都道府県内で耳標の管理者変更を実施した。離農

管理者等の耳標についても、都道府県内での調整により、有効利用を図った。 

次年度に使用する耳標について、毎年耳標の規格が適正であることを確認す

る審査を実施（新規耳標６件を含む）するとともに、耳標審査の合格後３年に１

度実施することになっているフォローアップのための立会検査を実施した。特

に、令和元年度においては、耳標の不正使用に対応するため、新たな仕様に基づ

く耳標の実証試験等に積極的に取り組むとともに、この新耳標が規格にあって

いるかどうかの審査を実施し、その結果を関係者に提示するなど、仕様審査や評

価に当たり中心的役割を果たした。 

 このように計画どおり実施した。 

 

 

 

（次頁） 

 

 

評定   Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

計画どおり取組が行われたの

で、自己評価書のとおり「Ｂ」評定

とした。 
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中期目標 中期計画 主な評価指標等 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 

 
（前頁） （前頁） （前頁） （前頁） ＜評定と根拠＞ 

「Ｂ」 

 

 牛トレーサビリティ法に基づく委任事務として、以下の事務を実施

した。 

① 年平均約 1,085万件の届出を受理し、1,046万件の情報を牛個体識

別台帳に記録し、年平均約 125 万頭の牛の死亡及びとさつ情報を保

存した（令和２年３月末の保存頭数：累計約 2,268万頭）。また、年

平均約７万３千件の記録の修正・取消を実施した。 

② 牛個体識別台帳に記録した事項について、インターネットを用い

て公表し、１日平均約 13万６千頭の検索があった。 

③ 出生牛年平均約 126 万頭、輸入牛年平均約１万５千頭について、

個体識別番号の通知を実施した。 

 

 牛トレーサビリティ制度が円滑に運営されるよう、以下の事務を実

施した。 

① 通常、届出に関するエラーチェックは農林水産省地方農政局等に

おいて実施され、牛の管理者等へ確認・指導が行われているが、と畜

場への搬入やと畜の届出内容に関するエラー情報（牛個体識別台帳

に記録できなかった届出に関する情報）については、円滑な牛肉の流

通に資するため、センター自らが、すみやかに牛の管理者及びと畜者

等に事実確認を行い、その解消を年平均約 1,400頭実施した。 

② 都道府県を通じた牛の管理者等からの急を要する耳標の送付要望

に対応するため、都道府県内の耳標の管理者変更を年平均約４千件

（約 12万頭）実施した。また、離農管理者等の耳標についても、都

道府県内での調整により、有効利用を図った。 

③ 次年度に使用する耳標については、毎年度審査を実施しているが、

今中期目標期間内には、新規耳標について６件の申請があり、センタ

ーの牧場でのフィールド試験や、個体識別部での立会検査を実施し、

その試験・検査結果等を踏まえ、関係機関と連携・協議を行うととも

に耳標審査委員会を開催し、審査結果を取りまとめ、農林水産省に報

告した。また、耳標審査の合格後３年に１度行うことになっているフ

ォローアップのための立会検査を４件実施し、配付耳標の性能確認

をした。 

④ 令和元年度においては、耳標の不正使用に対応するため、新たな仕

様に基づく耳標の実証試験に係る検討委員会の委員選考や、検討委

員会への出席（２回）、と体の耳への装着等実証試験に参加するなど、

不正使用に対応する新規耳標の仕様審査や評価に当たり中心的な役

割を果たした。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－７－（２） 第２ 業務の質の向上 

７ 牛トレーサビリティ法に基づく事務等 （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 

業務に関連する政策・施策 食料・農業・農村基本計画、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本

方針 

当該事業実施に係る根拠 独立行政法人家畜改良センター法第 11 条第２項第４号、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、同法施行令第５条 

当該項目の重要度、難易度 重要度：高 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：０１４５ 

行政事業レビューシート事業番号：０１６５ 

 

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 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度  Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 

（Ｈ31年度） 

Ｒ２年度 

        予算額（千円） 237,603 238,408 289,419   273,353  

        決算額（千円） 237,782 210,272 269,889   260,611  

        経常費用（千円） 239,891 223,427 234,887   280,262  

        経常利益（千円） -59,248 -46,005 -22,139   -52,339  

        行政コスト（千円） 216,213 199,054 206,174   460,116  

        従事人員数 954 961 976 975  

        （うち常勤職員） 737 737 757 758  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第２-７の事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。また、H28-H30年度の行政コストの欄は、行政サービス実施コストを記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 主な評価指標等 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）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 

牛個体識別システムの利用者の利

便性等を高めるため、生産者、流通業

者等のニーズ等を把握し、計画的に調

査やシステムの開発・改修等を行う。

また、システムの開発・改修等に当た

っては、特に情報セキュリティ対策を

一層強化するものとする。 

〈以下略〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 

牛個体識別システムの利用者の利

便性等を高めるため、システムの開

発・改修等について、生産者、流通業

者等のニーズ等を踏まえた中長期的

な計画を新たに策定し、計画的に実施

する。なお、利便性向上に向けたニー

ズ調査を毎年度、実施する。また、シ

ステムの開発・改修等に当たっては、

情報セキュリティ対策を一層強化す

る。 

Ｓ：計画を大きく上回り、

かつ顕著な成果が得ら

れた。 

Ａ：計画を上回る成果が得

られた。 

Ｂ：計画どおり順調に実施

された。 

Ｃ：計画どおり実施されず

改善を要する。 

Ｄ：計画どおり実施されず

当該業務の廃止を含め

た抜本的な改善が必要

と認められる。 

＜主要な業務実績＞ 

牛個体識別システム利用者の利便性等を高めるため、生産者、流通業者

等のニーズ等を踏まえた中長期的なシステムの開発・改修計画を新たに策

定した。利便性向上に向けたニーズ調査を必要とする情報提供やトレサ業

務にかかるシステム改修等について５件、サーバシステム改修等について

５件、合わせて 10件を計画的に実施した。 

システムの開発・改修等に当たっては、最新版のプログラム言語を用い

るなど情報セキュリティ対策の強化を行い、ニーズ調査はシステム改修計

画にあわせて調査対象を変更し、実施した。 

とくに、「ＲＯシステム（農林水産省地方農政局各拠点の職員がトレサ

業務で農家情報等を確認するシステム）の再開発」については、情報セキ

ュリティの強化と牛トレサ業務の効率化を目的とし、その利用者である地

方農政局等各拠点の担当職員の意見を最大限くみ取って開発を行った。シ

ステム仕様の企画立案やデモモデルの試行、システム運用前の説明会など

機会をとらえ、数度にわたり、利用者から意見を聴取し、システムの利便

性を繰り返し高め、完成させた。情報セキュリティの強化はもとより、操

作性や応答性が大変よくなったと利用者から高い評価を得ており、計画を

上回る評価が得られた。 

 

 

 

 

（次頁） 評定  Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

利用者ニーズ等を踏まえた

システムの開発・改修等の実

施について、特にＲＯシステ

ムの再開発については、利用

者の意見を最大限に反映し、

利便性を高めるとともに、テ

スト段階、運用開始時にも利

用者に説明、意見を聴取し対

応したほか、要望に沿った機

能追加、機能改善にも対応す

るなど利用者からの高評価も

得ており、計画を上回る成果

であり「Ａ」評定とした。 
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 中期目標 中期計画 主な評価指標等 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 

 
（前頁） （前頁） （前頁） （前頁） ＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

① 牛個体識別システムの利用者の利便性を高めるため、システムの開発・改修等について、中

長期的な計画を新たに策定し、この計画に従い、システムの開発・改修等を行うに当たっては

利便性を向上させるため、生産者や流通業者等のニーズ等を把握して改修を進めることとし、

アンケートを実施し、要望をとりまとめ、改修への反映、参考とした。今中期目標期間中には、

利用者のニーズ調査を踏まえた開発案件として「情報提供システム」、「牛の月齢確認システ

ム」、「届出Ｗｅｂシステム移設」、「新情報提供システム」、「ＲＯシステム（農林水産省

地方農政局各拠点の職員がトレサ業務で農家情報等を確認するシステム）の再構築」の５件、

サーバシステムの改修等の開発改修案件として「牛個体識別台帳電算システムの再構築業務」、

「英語検索システム」、「新台帳ＤＢサーバ等へのプログラム移行」、「新台帳 DBへの端末用

業務プログラム移行」、「新台帳ＤＢへの届出情報取込」の５件、合わせて 10件の開発改修を

実施した。 

また、システムの開発・改修に当たっては、最新版のプログラム言語を用いる等情報セキュ

リティ対策の強化を行って実施した。 

② 利便性向上に向けたニーズ調査は、対象とするシステム開発・改修に合わせて調査対象を変

更し、都道府県の試験場や、農協・大学（1,135件）、都道府県の家畜保健衛生所（167か所）、

食肉市場（125か所）、全国農業共済組合（ＮＯＳＡI：306か所）などに実施し、アンケート

の意見を踏まえ、表示機能の追加や提供形式の変更、対象以外の情報の提供等を、情報セキュ

リティ対策を強化したシステムの開発・改修に反映させるとともに今後の改修の参考とした。 

③ とくに、「ＲＯシステムの再開発」については、情報セキュリティの強化と牛トレサ業務の

効率化を目的とし、その利用者である地方農政局等各拠点の担当職員の意見を最大限くみ取っ

て開発を行った。具体的には、業務の効率化につながる改修とするため、システム仕様の企画

立案時だけでなく、デモモデルのテスト使用後に関係者に意見を聴取するとともに、本格的な

システム運用前にも、関係者への研修や説明会の機会に意見を聞き取り、システムの利便性を

繰り返し高め、現場の意見を幅広く取り入れ完成させた。専用回線からＷｅｂ環境への変更に

よる情報セキュリティの強化のほか、農家情報を共有できる農家メモ欄の新設や電話番号の複

数登録対応等、要望に添った機能追加や改善により操作性や応答性が大変よくなったと利用者

から高い評価を得た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 
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