
※評価　　　Ａ：計画以上の成果が見られる、　Ｂ：計画通りの成果が見られる、Ｃ：計画どおりの成果が見られない

事業名 事業実施主体 事業概要 事業費（円） 評価 所見

1

地産地消推進活動支援
事業
（地産地消普及促進事
業）

(社)全国農業改良普及
支援協会

　地産地消及び地域特産物についての情報の収集・調査・
分析等を行い、成果検討会を開催する。また、産地育成を
支援するための地域特産物の産地育成の指導者となる人材
の登録等を行う。

3,848,668円
（うち国費

3,848,668円）
B

　地産地消活動事例を収集・調査・分析し、地産地消推進フォーラムや
ホームページ（4月～7月のアクセス数1,700件）、EK-SYSTEM（事業実施主
体のホームページで農業改良普及事業に携わる普及職員が、より効果的・
効率的に活動するための技術・経営情報等を提供するサイト）　を利用し
情報提供を行った。また22名の地域特産物マイスターの認定・登録、地域
特産物セミナーを開催し、地産地消活動等の普及につながったと考えられ
る。

2

地産地消推進活動支援
事業
（地産地消情報提供事
業）

(社)農山漁村文化協会

　地産地消の取組を推進するため、地産地消の情報の収集
及び提供等について検討するとともに、インターネットを
活用した情報提供や情報交換の体制整備によって地産地消
についての理解の促進及び地産地消活動の支援を行う。

4,214,000円
（うち国費

4,213,000円）
A

　直売所運営に役立つ事例紹介コーナーの新設、マップの登録情報の絞り
込み機能の追加などホームページ内容の充実を効率的に図り、より多くの
者に地産地消に関する情報提供を行い、地産地消の理解の促進や活動支援
につながったことは高く評価できる。

3

地産地消推進活動支援
事業
（地産地消人材育成事
業）

(社)全国農業改良普及
支援協会

　地産地消活動を円滑に推進するため、生産と実需の知識
を有し、関係者を束ねるリーダーシップを持った人材を育
成する講習会を開催する。

1,967,146円
（うち国費

1,894,000円）
B

　講習会参加者は計画の人数（50名）に達し、充実した内容の講習が行わ
れるとともに、効果検証のためのアンケート結果では、大部分の受講生が
高い評価をしており、地産地消や関係者との調整に関する知識を有し現場
で活躍できる人材の育成につながったと考えられる。

4

地産地消推進活動支援
事業
（地産地消経営高度化
事業）

(財)都市農山漁村交流
活性化機構

　全国からモデル的な直売所を選定し、アドバイザーを活
用した直売所の経営改善・高度化実証を行い、その内容や
ノウハウを講習会の開催やマニュアル作成により全国に普
及することにより、直売所を中心とした地産地消の推進を
図る。

10,921,019円
（うち国費

10,114,996円）
A

　経営課題を有する販売所の経営改善に実際に効果をあげるとともに、
「直売所経営改善講習会」の開催、「直売所経営改善マニュアル」の作
成・配布及び当該マニュアルをテレビや新聞など全国のメディアも活用し
つつ積極的に紹介を行うことにより、検証結果やノウハウを全国的に広く
普及することで、直売所を核とする地産地消の推進につながったことは高
く評価できる。

5
花きを暮らしに取り込
む活動等推進事業

(財)日本花普及センター

　花きを暮らしに取り込む活動等の推進のため、①花のあ
るライフスタイルの提案、②花きによる生活向上のモデル
的取組の普及、③花きの生産・出荷者と小売業者等との連
携強化の促進等を行う

21,550,238円
（うち国費

21,472,000円）
B

　当初の計画及び予算に沿って事業を実施し、設定した成果目標を達成し
ていることから、花きを暮らしに取り込む活動等の推進に寄与したと考え
られる。
本事業は、平成21年度をもって終了したが、事業実施主体には、これまで
の事業の実績や成果、花きをめぐる情勢等を踏まえて、花きのある暮らし
の実現に向けた、今後の更なる積極的な取組を期待している。

6

農林水産知的財産発
掘・活用促進事業
(農林水産知的財産の流
通手法の開発)

(社)農林水産技術情報
協会

（１）学識経験者、知的財産の専門家、民間企業等の関係
者で構成する事業運営委員会を開催する。
（２）農林水産業の現場技術のうち開発者に流通意欲があ
る事例を収集し、技術移転に関するモデル実証事業を行
う。
（３）現場で開発された技術・ノウハウ等の開発者による
知財の管理の実態を調査し、その取扱いについて類型化を
行い、適切な管理手法等を検討する。
（４）（２）及び（３）の結果を事業運営委員会に報告す
るとともに、現場の知的財産を流通させる方法及び適切な
管理を行う手法についてのマニュアルを作成し、関係機関
への情報提供を行う。

14,738,566円
（うち国費

14,738,566円）
B

　事業計画に即し事業運営委員会を設置して、現場で開発された技術につ
いて他者への技術移転の実証を行い、現場の特許技術・ノウハウ等の管理
手法の検討も行い、これらに基づき、現場の知的財産を流通させる方法及
び適切な管理を行う手法についてのマニュアルを作成している。
また、行政・普及・研究組織及び農業生産法人で本マニュアルが認知され
ており、計画通りの成果がみられる。

7

農林水産知的財産発
掘・活用促進事業
(農林水産知的財産の活
用・管理システムの検
討)

(社)農林水産技術情報
協会

（１）知的財産専門家による検討委員会を開催し、農林水
産業者や零細な食品事業者が保有する知的財産の信託制度
による活用方法を検討する。
（２）検討委員会での検討の素材にするため、知的財産の
集合管理の成功例、その他活用例を収集するとともに、
ニーズの把握を行う。
（３）検討結果をホームページ等へ掲載が可能な報告書を
作成する。

6,518,406円
（うち国費

6,518,406円）
B

　知的財産専門家による検討委員会を設置し、知的財産の集合管理の成功
例及び活用事例を収集し、現場で開発された技術の流通手法として知的財
産の信託制度等の活用について検討を行い、その検討結果が報告書にまと
められており、計画通りの成果がみられる。

平成21年度農業競争力強化対策民間団体事業評価結果一覧



事業名 事業実施主体 事業概要 事業費（円） 評価 所見

8

農林水産知的財産発
掘・活用促進事業
(農林水産知的財産情報
の集積・提供)

(社)農林水産技術情報
協会

（１）農林水産分野の知的財産に関わる大学及び公的研究
機関や企業等からなる任意団体「農林水産知的財産ネット
ワーク」の事務局を務める。
（２）農林水産知的財産関係の総合的情報の積極的な発信
と会員間での情報交換ができるホームページ（ポータルサ
イト）を運営する。ホームページの運営については、農林
水産知的財産ネットワーク運営委員会を開催し、助言を得
る。
（３）農林水産分野の知的財産情報を集積及び提供するた
め、次の調査・システムの改良を行い、ホームページで提
供する。
①植物新品種の利用許諾の可否等や特許等の活用事例調査
②品種情報と特許情報を一元的に検索できるシステム
(aff-chizaiサーチ）を改良

26,434,458円
（うち国費

26,434,458円）
B

　事業計画に即し、農林水産分野の知的財産情報の提供を受ける体制の整
備や品種と特許情報を一元的に検索できるシステムの改良を行った。ま
た、特許の活用事例、植物新品種利用許諾情報等の調査を行い、これらの
情報をHPにより提供する等農林水産知的財産の集積・提供が図られてい
る。
　このことにより、会員数が２２４機関に達し、ポータルサイトのアクセ
ス数が２５，０００件に達している。
　以上のように、計画通りの成果がみられる。
　なお、今後の課題として本事業による取組が現場にどこまで浸透してい
るかについても検証することが望ましい。

9
農林水産物等知的財産
保護強化推進事業

トムソン・ロイター・
プロフェッショナル
(株)

　海外商標問題に関心を有する地方自治体や農林水産関係
団体の参加により設立された「農林水産知的財産保護コン
ソーシアム」の事務局として、以下の活動を行う。
（１）中国・台湾における商標出願の共同監視
（２）日本産、日本ブランドの模倣品・偽装品に関する海
外現地調査
（３）地方相談会の実施（弁護士等、知的財産権の専門家
を派遣）

21,366,519円
（うち国費

21,363,000円）
B

　事業計画に基づき総会及び幹事会が開催され、会員からの要望に応じる
形で海外現地調査を実施し、その結果、海外で我が国の模倣品・偽装品が
販売されている実態を把握している。
　また、会員の求めに応じて地方相談会を実施しており、農林水産業に携
わる者が、商標の重要性や知的財産権を侵害された際の対処法等の知見を
得ている。
　本事業により得られた情報・知見により、利害関係者による異議申立て
の提起や政府間での模倣品・偽装品の取締の要請等を行った。
　さらに、会員数は、平成21年度事業開始時には５５団体であったが、平
成21年度事業終了時には７５団体となった。
　以上のとおり、計画通りの成果がみられる。

10

農林水産分野知的財産
人材育成総合事業
（農林水産分野におけ
る知的財産に係る人材
育成）

(社)農林水産先端技術
産業振興センター

　農林水産分野全体にわたる知的財産の創造・保護・活用
を戦略的に推進する上での基盤作りのため、昨年度事業に
おいて策定した「知的財産人材育成基本方針」に基づき、
以下により農林水産分野での人材育成を行う。
（１）事業検討委員会を開催し、人材育成の基本的な考え
方、職種別の役割、今年度研修の方針及び研修内容、教本
の内容についての検討を行い、研修結果及び効果の分析を
行う。
（２）地方公共団体の行政担当者、農協の営農指導員、関
連企業等向けの研修会の実施。

11,160,175円
（うち国費

11,160,175円）
B

　都道府県、関連企業、農業生産関係者向けに計6カ所9日間の研修が実施
され、合計276名の参加を得た。理解度テストの結果、受講者の7割が知的
財産の基本的事項について概ね理解しており、一定の研修効果があったも
のと考えられる。また、昨年度策定した「知的財産人材育成基本方針」に
基づき教本が作成された。教本は研修受講者に配布されるとともにＨＰで
公表され、研修終了後にも一通りの勉強ができる様にすることで、農林水
産関係者の知的財産に関する知識の向上等が図られた。予算についても各
取組毎に適正に執行されている。よって、計画どおりの成果が達成された
と判断できる。

11

農林水産分野知的財産
人材育成総合事業
（普及指導員向けの専
門研修の実施等）

(社)全国農業改良普及
支援協会

　普及指導員を対象に、知的財産の概念、育成者権を中心
とした権利取得や権利侵害に関する専門研修を実施するほ
か、普及指導員が商標権等を活用した普及活動をする際の
ポイント等をまとめた事例集（「普及組織による商標・地
域団体商標活用事例集」）を作成する。また、「知的財産
相談窓口」をHP上に設置し、普及指導員からの質問に対し
日本弁理士会等の協力を得て回答する等の支援を行う。

10,381,712円
（うち国費

10,381,712円）
B

　計画に即し、専門研修が全国4カ所で3日間にわたり開催され、合計134
名の参加を得た。また、「普及組織による商標・地域団体商標活用事例
集」が作成され、普及組織等に配布するとともに、HPに公表された。HP上
に「知的財産相談窓口」が設置され、普及指導員からの質問に対応した。
予算についても、各取組毎に適正に執行されている。よって、計画通りの
成果が達成されたと判断される。

12

畜産生産基盤育成強化
対策推進事業
（畜産経営の担い手育
成に向けた経営支援の
推進等）

(社)中央畜産会

①指導用資料の作成、専門家の派遣等
②生産・経営情報中央データベースの構築等
③産地リーダー養成研修会・経営者交流会の開催等

137,198,868円
（うち国費

137,198,868円）
B

　畜産経営を取り巻く環境が厳しい中で、畜産経営支援指導者のニーズに
沿った指導用資料の作成、配布、畜産経営診断に利活用できる情報を迅速
かつ適切に提供出来る体制の充実、地域のリーダーに対する能力向上研修
会等、畜産経営の改善を図るために都道府県段階で行う畜産経営指導活動
に対する支援を実施したことは評価できる。

13

畜産生産基盤育成強化
対策推進事業
（畜産経営の担い手育
成に向けた情報提供・
消費者との交流の推進

(社)中央畜産会

①畜産情報ネットワーク（LIN）を活用した、畜産関係情
報の収集、蓄積、作成、提供等
②生産者と消費者の情報交流体制の改善に対する意見の調
査等

67,066,433円
（うち国費

67,066,433円）
B

　畜産情報ネットワークの内容をジャンル別に充実させ、国のドメインか
らLIN独自のドメインに移行して利用アクセス件数を維持しつつ、情報検
索機能機能について強化を行いアクセス数を20％上伸させたことは評価で
きる。また、調査を通じて収集した意見を反映させ、有益な情報提供を
図ったことも評価できる。

14

畜産生産基盤育成強化
対策推進事業
(畜舎建築に係る関連基
準の検討）

(社)中央畜産会

　畜舎建築に係る関連基準等に関する検討会の開催、畜舎
等建築部材の構造強度等の調査、畜舎等の構造等に関する
実態調査及び指導資料等の作成を行う。

15,394,726円
(うち国費

15,394,726円)
B

　畜舎等の建築コストを低減するため、畜舎・堆肥舎の積雪加重等の緩和
に向けた各種の調査実験や畜舎等の構造等に関する実態調査を実施すると
ともに、得られた成果をもとに指導資料を作成し、関係団体に配布するな
ど、事業の目的はおおむね達成している。
　今後、畜産農家における活用がより一層期待される。
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15

畜産生産基盤育成強化
対策推進事業
（畜産経営の担い手育
成に向けた経営継承促
進等）

全国農業協同組合中央
会

　担い手の経営改善に向けた基礎的な経営・財務管理指
導、円滑な経営継承を行うための経営・財務等に係る特別
相談活動、経営を中止する畜産経営を継承する新規就農者
が早期の経営安定を図るための経営・技術指導

101,286,909円
（うち国費

58,188,000円）
B

　中央段階において農家の個別診断を行う畜産経営診断士に対してフォ
ローアップ研修会を実施し、直近の畜産情勢や税制等についての情報の共
有化を図ったこと、地域段階において経営改善に関する個別巡回活動を行
い、きめ細かな指導を行うことができたことは評価できる。また、初期投
資の負担が大きい畜産の経営継承者に対し、きめ細かな支援を実施し円滑
な継承を支援したことも評価できる。

16 飼料対策推進事業
(社)日本草地畜産種子
協会

　飼料自給率の向上に向けた自給飼料の増産を推進するた
め、飼料増産の啓発のための会議の開催や飼料生産利用技
術の確立・普及、高能力品種の育成・普及、公共牧場の効
率的利用を推進するための会議の開催及び調査・指導等を
行う事業

64,686,157円
（うち国費

64,686,157円）
B

　飼料増産に向けて、各種会議の開催や現地指導等を実施しており、総合
的な取組が展開されている。
　当該事業等により、飼料増産の技術的・行政的な推進環境が整ったこと
により、畜産農家においては飼料自給率の向上や、自給飼料に立脚した安
定的な畜産経営の確立に向けた取組が拡大し、平成21年度には青刈りとう
もろこし（1,500ha増）や飼料用稲（WCS・飼料米、3,600ha増）の作付面
積及び水田における放牧頭数が8,669頭（267頭増）にそれぞれ増加した
(比較は対平成20年度)。

17
家畜改良増殖対策推進
事業
(乳用牛改良体制強化）

(社)家畜改良事業団

　畜産物の生産コストの低減や品質向上を図るため、産
乳・産肉能力等について、能力検定等による高能力種畜の
作出・利用の推進及び繁殖性の改善指導のための取組を実
施。

154,906,000円
（うち国費

154,906,000円）
B

　推進協議会や研修会の開催等を通じ、牛群検定や後代検定の普及が図ら
れているほか、和牛の血縁構造の解析や豚改良にかかる遺伝的能力評価に
係る検討などにより技術面からのサポートもなされており、計画通りの成
果が見られている。

18

家畜改良増殖対策推進
事業
(肉用牛繁殖雌牛調査指
導)

(社)中央畜産会

　肉用牛繁殖雌牛の繁殖能力向上のために、
①繁殖雌牛群の能力向上等に必要な情報の分析、提供を円
滑に図るための委員会の開催し、生産及び経営に関する分
析情報の活用に関する検討
②後代検定基準等に従い、全国の繁殖雌牛の能力に関する
情報処理、都道府県に対する情報提供
を実施した。

3,478,350円
（うち国費

3,478,350円）
B

　委員会での意見をもとに、繁殖雌牛群の能力向上等のデータ精度、デー
タ提供に関する検討が行われている。
肉用牛繁殖牛飼養経営（493戸）の肉用牛繁殖雌牛（11,109頭）を対象と
した情報の蓄積し、分析処理した結果を各県畜産協会へ情報提供を実施し
ている。
これらの取り組みが計画に即した予算執行とともに適正に実施されている
ものと考える。

19
畜産新技術実用化対策
推進事業

(社)畜産技術協会

①和牛有用遺伝子の解明促進のために、和牛の優れた形質
の客観的評価指標の開発及び、この指標に基づいた遺伝子
の特定、機能解析を行うとともに、これにより得られた遺
伝子情報に関する特許の出願を行う。また、和牛の優れた
特徴に関する遺伝子特許の効率的活用等を推進するための
協議会の開催を行う。
②DNA育種技術開発のために、DNA解析技術を活用した家畜
の育種手法の開発及びその利用を図るための経済形質等に
関与するDNAマーカー等の特定、情報の収集分析、会議の
開催及び技術者の養成を行う。

340,129,567円
（うち国費

340,127,000円）
A

①和牛有用遺伝子の解明促進における、黒毛和種牛肉の理化学特性等の確
認、ゲノムワイド関連解析による繁殖性・飼料効率の関連候補となるSNP
の検出、協議会の開催を通じた特許の和牛パテントライブラリーへの登録
等、②DNA育種技術開発における、枝肉重量に関するゲノムワイド関連解
析による特定領域での有意な関連の検出等の成果は高く評価できる。
　今後は、和牛パテントライブラリーを通じた和牛知的財産の戦略的活用
の促進が期待される。

20

畜産新技術実用化対策
推進事業
(電子標識による個体識
別システムの有効活用)

(社)家畜改良事業団

　牛個体識別システムで利用するのに最適な電子標識の選
択、統一すべき規格等の調査・検討を行い、生産現場等で
実際に利用可能かフィールド実証調査を実施。
　また、全国で電子標識を利用するためのシステム等を開
発・運用し、生産者の牛の飼養管理等の効率化に資すると
ともに、消費者への飼養管理情報等の効率的な提供を推
進。

169,872,000円
（うち国費

169,872,000円）
B

　平成20年度の成果も踏まえ、有識者による検討委員会等を開催し、電子
標識に係る現地調査、フィールド実証調査等を実施し、読み取り精度の向
上を図る取組並びに家畜市場及びとちく場等において電子標識の利用可能
性調査を実施し、計画に沿った成果が得られた。

21 生乳流通対策推進事業 (社)中央酪農会議

１　生乳需給見通しの策定
　生乳需給予測モデルの開発及び生乳生産者団体等に対す
る生乳需給見通し等の情報提供の実施。
２　生乳検査体制の整備
　統一的検査マニュアルの作成に向けた検討及び検査技術
の向上と平準化を図るための研修会の実施。

48,615,809円
（うち国費

24,307,903円）
B

　生乳需給見通しの策定、生乳検査体制の整備ともに、予算の適正な執行
のもと、計画に即した取組が行われ、一定の成果が得られたものと考え
る。
　本成果を適切に活用し、生乳の安定的な供給及びより精度の高い生乳検
査の実施が図られることが期待される。

22
やさい・くだもの栄養
成分情報提供推進事業

(財)食生活情報サービスセンター

　青果物の栄養成分表示のガイドラインの策定により栄養
成分等に特徴のある生産の展開と消費者の求める情報の提
供を推進するため、検討委員会の開催、栄養成分の調査、
意向調査及び実態調査、モデル的取組の推進及び効果検証
等を行う。

47,458,831円
（うち国費

47,458,831円）
B

　必要な栄養成分等の分析調査と品種や産地による変動の検証、表示の検
討が検討委員会において行われた。また、実効性のあるガイドライン策定
のため、ガイドラインの利用者となる農協の意向・実態調査及び量販店店
頭での試行表示とその効果検証等を行った上で、ガイドラインを策定して
いる。報告書、マニュアルの印刷費について、更なるコスト削減の検討の
余地があるものの、計画どおりの成果はあったものと考えられる。
　なお、今後行政部局において本事業の成果の活用方法を検討することが
望ましい。
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23
いぐさ・畳表産地改革
推進事業

(財)日本特産農産物協
会

　いぐさ・畳表等に関して生産者及び実需者等が参加する
会議を開催するとともに、国内外における情報収集及び調
査分析を通じて、国産及び外国産畳表の生産状況並びに国
内の需要量を把握する。また、需要拡大を図るため消費者
に対し畳の機能性についての情報提供等の啓発活動等を行
う。

6,473,000円
（うち国費

6,473,000円）
B

　需給動向調査については、国内外の需給動向を的確に調査・分析してい
る。その結果については、日中農産物貿易協議会、いぐさの作付計画の策
定、育成者権の保護に関する中国との協議等に活用されているところであ
る。
　需要拡大については、モニター調査による消費者の生の声の把握を行う
とともに、「いぐさ・畳の将来展望検討会」を開催し、畳の品質向上、需
要拡大対策について検討した。また、当該検討結果を纏めたパンフレット
を作成し、建築士業界を中心に配布（3,500部）したところ、国産畳表の
優れた効能を消費者にPRしたいとの多くの反響が寄せられる等、効果が認
められる。
　さらに、前年の評価委員会からの指摘を踏まえ、国産畳表の品質の高さ
及び外国産畳表との差別化を図るため、きめ細かさ、機能性及び香り等の
具体的なデータをホームページ等で提示し、国産畳表の需要喚起を図る効
果的な取組を行っている。
　畳表の需要量としては新設住宅着工戸数の減少等により低下しているも
のの、これらの取組の結果、国産畳表の生産は一般品から銘柄品へと置き
換わり、銘柄品の生産数量は順調に増加、国産畳表と外国産との差別化が
図られ、また、国産畳表のシェアは横ばいを維持しており、計画通りの成
果が見られる。

24
エコフィード推進対策
事業

(社)中央畜産会

①　畜産農家がエコフィードを安心かつ安定的に利用でき
るよう、エコフィードを給与して生産された畜産物に対す
る表示認証を検討。
②　全国的な食品残さの処理の実態や畜産業におけるエコ
フィードの利用意向等について調査を実施。

6,530,069円
（うち国費

6,530,069円）
B

・　エコフィード利用畜産物認証制度の骨子が決定されるとともに、食品
残さ飼料化施設におけるエコフィードの製造状況並びに畜産農家における
エコフィードの利用意向を把握することができた。本事業も含めた推進策
により、エコフィードの利用量は、着実に増加（H15：82千TDNｔ→H21：
254千TDNｔ）しているところである。
・　これらの内容は、計画通りに実施されており、予算の執行も適正に実
施されているものと考える。

25

和牛精液等流通管理体
制構築推進事業
（地域段階のモデル構
築）

(株)十勝家畜人工授精所

　和牛の遺伝資源の保護・活用することを目的とし、和牛
精液ストロー等の流通管理の厳格化を図る体制を拡大する
ため、
①和牛精液等流通管理厳格化のための協議会開催
②和牛精液等流通管理システムの導入効果の実態調査
③地域システムの普及活動
④地域システムの改修
⑤地域システムの成果取りまとめ
を実施した。

4,496,000円
（うち国費

4,496,000円）
B

　同事業で家畜改良事業団が取り組んでいる全国システムとの連携を行う
ための検討協議会、地域内のバーコード印刷凍結精液等の流通実態調査を
行い、地域システムの構築を推進している。さらに地域システムと全国シ
ステムに報告できるデータ項目の拡充等、汎用性の高い地域システムの構
築に取り組めている。また、関係団体への地域システムの普及活動も行っ
ている。
これらの取り組みが計画に即した予算執行とともに適正に実施されている
ものと考える。

26

和牛精液等流通管理体
制構築推進事業
（地域段階のモデル構
築）

国立大学法人　京都大学

　和牛の遺伝資源の保護・活用することを目的とし、和牛
精液ストロー等の流通管理の厳格化を図る体制を拡大する
ため、
①無線ICタグを利用した地域におけるモデル体制の拡大の
ための協議会の開催
②和牛精液等流通管理システムの導入効果の実態調査
③同事業で（社）家畜改良事業団が取り組んでいる全国シ
ステムへのストロー等の生産・使用情報のフィードバック
システムとの連携
④地域システムの普及活動
を実施した。

7,001,526円
（うち国費

7,000,000円）
B

　地域システムにおける和牛凍結精液等の流通管理体制について協議会が
開催され、地域システムの改修によりスムーズな流通管理が行われた。ま
た、モデル地域と同事業で家畜改良事業団が取り組んでいる全国システム
との連動についての確認、地域システムの普及活動も行われ、地域システ
ムの範囲の拡大に取り組めている。
これらの取組みが計画に即した予算執行とともに適性に実施されているも
のと考えられる。

27

和牛精液等流通管理体
制構築推進事業
（全国的な普及のため
の取組）

(社)家畜改良事業団

　和牛の遺伝資源の保護・活用することを目的とし、和牛
精液ストロー等の流通管理の厳格化を図る体制を拡大する
ため、
①全国推進会議の開催
②全国システム互換性等調査
③全国システム検討会の開催
④全国システムの開発等
を実施した。

90,270,000円
（うち国費

90,270,000 円）
B

　地域における互換性調査の結果を整理し、全国システムの開発等を行
い、WEB画面を通じてユーザが簡易的に情報を報告・閲覧や精液生産、使
用情報の入力作業の簡略化されている。また、人工受精時の情報等をより
幅広く収集し、データベースに蓄積することが可能となり、全国システム
の構築に取り組めている。
これらの取り組みが計画に即した予算執行とともに適正に実施されている
ものと考える。
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28
飼料用米農薬安全確保
事業

全国農業協同組合連合会

　籾米についての農薬の使用や飼料中の残留にかかる基準
の策定等に必要な知見について、農業関係団体等が行う籾
米等の農薬残留及びこれらを給与した場合についての畜産
物中の農薬残留試験等に対し支援。

615,238,697円
（うち国費

615,238,697円）
B

　飼料用米への農薬の使用については、農薬残留に係る知見がなかったた
め、生産現場において農薬残留の低減措置を講ずることにより、安全確保
が図っているところである。
　当該事業により、飼料用米への使用が見込まれる農薬成分に係る農薬残
留に係る知見が得られた。これを活用して農林水産省では平成22年9月に
「飼料として使用する籾米への農薬の使用について」を一部改正し、17の
農薬成分について残留低減措置が解除されたところ。このことにより、今
後、飼料用米生産の安全確保に基づく円滑な生産拡大が期待される。
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