
平成２８年度畜産振興事業について 

 

日本中央競馬会では、日本中央競馬会法第１９条第４項の規定に基づき、農

林水産大臣の認可を受け、本会の剰余金を活用して、畜産の振興に資すること

を目的とする事業に助成を行う法人に対して、資金を交付しています。 

 

平成２８年度の畜産振興事業については、東日本大震災などの激甚災害によ

る被災地の畜産復興、重要な家畜疾病の防疫関連対策を図る事業等のほか、畜

産現場における女性および障がい者の参画・活躍推進を図る事業等を事業テー

マのうち重点的に対応する事項と定め、公募を実施し、被災地産畜産物に関す

る情報提供・理解醸成を図る事業や、国内で流行している家畜疾病の防疫体制

の強化を図る事業、調査・実証展示により畜産物の高付加価値化等のための生

産・流通システムの高度化を図る事業等を採択しました。 

 

・日本中央競馬会法（昭和２９年７月１日 法律第２０５号）（抄） 

第１９条第４項 

競馬会は、第１項及び第２項に掲げる業務のほか、農林水産省令で定めると

ころにより、あらかじめ農林水産大臣の認可を受けて、次に掲げる事業（第３

６条第１項において「畜産振興事業等」という。）であつて農林水産省令で定め

るものについて助成することを業務とする法人に対し、当該助成に必要な資金

の全部又は一部に充てるため、交付金を交付する業務（これに附帯する業務を

含む。）を行うことができる。 

 

（１）畜産の経営又は技術の指導の事業、肉用牛の生産の合理化のための事業

その他の畜産の振興に資するための事業 

 

（２）農村地域における良好な生活環境を確保するための施設の整備その他の

営農環境の確保を図るための事業又は農林畜水産業に関する研究開発に係

る事業であつて畜産の振興に資すると認められるもの 

 

 

平成２８年度の畜産振興事業の資金については、公益財団法人全国競馬・畜

産振興会へ交付金を交付し、同会を通じて事業実施主体に対し、助成が行われ

ます。 



１．堆肥施用による被災地の畑地・水田の地力回復等効果の持続性追跡調査事業 

  [事業の内容] 

東日本大震災被災地の耕種農家において、堆肥施用に対する不安が解消さ

れず未だに堆肥利用が進んでいないことからその促進を図るため、天地返

しを行った畑地への堆肥施用による地力回復及び放射性セシウム移行抑制

効果の持続性について追跡調査を行い、効果の再確認及び実証を行う事業。 

 

  [事業実施主体] 

一般財団法人 畜産環境整備機構 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度から２年間以内 

 

  [交付金の額] 

  ３０，０６４千円 

 

 

２．被災地産畜産物に関する情報提供・理解醸成事業 

  [事業の内容] 

東日本大震災の影響を受けた地域（以下､当該事業において「被災地」とい

う。）の畜産物の消費回復を支援するため、首都圏におけるシンポジウムの

開催、福島県の畜産業復興のための消費者意識全国調査、農業祭等におけ

る被災地産食肉の情報提供及び試食・販売支援等を実施し、被災地の畜産

物に係る理解醸成等を図る事業。 

 

  [事業実施主体] 

公益財団法人 日本食肉消費総合センター 

国立大学法人 東京大学 

全国食肉事業協同組合連合会 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度 

 

  [交付金の額] 

  ７４，４３９千円 

 



３．被曝牛での多発疾患の原因究明に関する研究事業 

  [事業の内容] 

東京電力福島第一原子力発電所の放射性物質放出事故（以下、「原発事故」

という。）に伴い被曝し、５年を経過した牛において白血病の疾患が目立ち

始めていることから、被曝との関連を検討するとともに、原因の究明を行

う事業。 

 

  [事業実施主体] 

国立大学法人 岩手大学 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度 

 

  [交付金の額] 

  ２３，５８９千円 

 

 

４．乗馬等を通じた被災地支援（馬とのふれあい）事業 

  [事業の内容] 

被災地の馬事産業復興を支援するため、震災等の激甚災害で被災した学童

や地域住民を対象とした馬を活用したふれあい活動等を行う事業。 

 

  [事業実施主体] 

公益社団法人 全国乗馬倶楽部振興協会 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度 

 

  [交付金の額] 

  １９，０３１千円 

 

 



５．耕起困難草地等利用再開技術確立調査事業 

  [事業の内容] 

原発事故の放射性物質汚染により利用自粛となった草地のうち、利用再開

が遅れている放牧地や除染困難な耕起困難牧草地及び野草地といった条件

不利草地について、利用再開の支障となっている課題解決のための技術を

確立する事業。 

 

  [事業実施主体] 

一般社団法人 日本草地畜産種子協会 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度から３年間以内 

 

  [交付金の額] 

  ６３，１６７千円 

 

 

６．女性向け養蜂具の調査研究事業 

  [事業の内容] 

養蜂業を女性の活躍する場として拡大していくため、女性向け小型軽量の

巣箱の開発とミツバチ飼育の実証調査を行うとともに、連絡協議会を開催

し、女性向け養蜂具の普及と女性養蜂家支援について意見交換を行う事業。 

 

  [事業実施主体] 

一般社団法人 トウヨウミツバチ協会 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度 

 

  [交付金の額] 

  １１，７４６千円 

 

 



７．畜産物の汚染防止対策強化事業 

  [事業の内容] 

畜産物の汚染防止対策を強化するため、食中毒の原因として重要なカンピ

ロバクターについて、養鶏場での細菌叢動態の解明と汚染源・経路を特定

し汚染防止法を開発するとともに、これまで有効な対策が講じられていな

い家畜の慢性感染症である豚の抗酸菌症と家畜のトキソプラズマ症につい

て、両病原体の農場内外における循環と被害の因果関係を実証する事業。 

 

  [事業実施主体] 

国立大学法人 東京大学 

国立大学法人 岐阜大学 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度から２年間以内 

 

  [交付金の額] 

  ５５，１３０千円 

 

 

８．オリンピック・パラリンピック東京大会における食品テロ防止対策事業 

  [事業の内容] 

２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会において食品テロが発

生した場合、深刻な影響を及ぼす恐れがあることから、食品を提供する事

業者が行うべき食品テロ防止対策及びこれら事業者への指導支援を行う事

業。 

 

  [事業実施主体] 

公立大学法人 奈良県立医科大学 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度から３年間以内 

 

  [交付金の額] 

  ７７，５４１千円 

 



９．草牛の飼養管理マニュアル適応性実証調査研究事業 

  [事業の内容] 

高品質・低コストな国産自給飼料を利用した肉用牛生産への転換、肉用子

牛の出荷月齢早期化等の推進のため、これまでに実施した事業において作

成した飼養管理マニュアルの適応性等検証のための実証展示調査を実施す

るとともに、草牛（子牛・育成期段階で粗飼料（乾物重量）３０％を給与

した子牛）の生産地域農家群でのフィールド適応性調査等を実施する事業。 

 

  [事業実施主体] 

一般社団法人 全国肉用牛振興基金協会 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度から３年間以内 

 

  [交付金の額] 

  １０３，８１１千円 

 

 

１０．和牛ＣＢＳ定着技術調査事業 

  [事業の内容] 

地域におけるキャトル・ブリーディング・ステーション等外部支援組織（以

下、「ＣＢＳ」という。）の普及定着を促進し飼育管理の軽労化を図るため、

ＣＢＳ運営に必要な管理技術等手引書の作成及び滞在型教育プログラムを

実施する事業。 

 

  [事業実施主体] 

公益社団法人 畜産技術協会 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度から３年間以内 

 

  [交付金の額] 

  １６，６２０千円 

 

 



１１．遺伝情報活用育種改良促進事業 

  [事業の内容] 

ＤＮＡ情報を活用したより精度の高い効率的な種畜選抜の手法を検討する

とともに、我が国で独自に開発されてきた有用な遺伝統計理論・技術を、

将来に向けて持続発展的に活用可能な形態で整備することにより、遺伝情

報を活用したゲノム育種を促進する事業。 

 

  [事業実施主体] 

公益社団法人 全国和牛登録協会 
国立大学法人 京都大学 

 

  [事業実施期間] 

平成２８年度から３年間以内 

 

  [交付金の額] 

  ９５，７２８千円 

 

 

１２．めん山羊の多様な利活用推進・体制整備事業 

  [事業の内容] 

めん羊・山羊において、種畜導入が困難なことや知識不足の飼養管理等が

課題となっていることから、めん羊・山羊の供給モデルを構築して流通促

進を図るとともに、飼養管理技術の周知及び管理者育成を行う事業。 

 

  [事業実施主体] 

公益社団法人 畜産技術協会 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度から３年間以内 

 

  [交付金の額] 

  １８，１４０千円 

 

 

 



１３．黒毛和牛の魅力創出技術の構築事業 

  [事業の内容] 

和牛では比較的低需要部位にあたる赤身部分の肉質に及ぼす遺伝的形質で

ある適度な脂肪交雑（微小サシ）に着目し、黒毛和牛の赤身に高頻度で生

じる微小サシの測定技術の構築を進め、国産畜産物の輸出戦略に沿って神

戸とサンフランシスコにおいて、事業成果のＰＲを行う事業。 

 

  [事業実施主体] 

国立大学法人 神戸大学 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度 

 

  [交付金の額] 

  ３，６４６千円 

 

 

１４．放牧技術活用推進事業 

  [事業の内容] 

放牧技術を活用した酪農の維持・発展及び畜産物の高付加価値化を図るた

め、移動式搾乳機による放牧転換技術の実用展開のために必要な実証や改

善を行うとともに、放牧畜産基準認証制度を利用した放牧畜産物の６次産

業化や放牧及び放牧畜産物の消費者への理解醸成と啓発等を行う事業。 

 

  [事業実施主体] 

公益財団法人 農村更生協会 

一般社団法人 日本草地畜産種子協会 

 

  [事業実施期間] 

平成２８年度から３年間以内 

 

  [交付金の額] 

  １５０，５６７千円 

 

 



１５．先進技術立脚型酪農経営支援事業 

  [事業の内容] 

近年我が国でも普及が進んでいる搾乳ロボットによって、牛の観察不足に

よる繁殖悪化等が懸念されることから、搾乳ロボットの適切な飼養管理マ

ニュアルを作成するとともに、粗飼料と濃厚飼料等を混合して給与飼料と

して調整する地域組織（ＴＭＲセンター）と連携し、毎日の泌乳データの

飼料設計への反映実証を行う事業。 

 

  [事業実施主体] 

乳用牛群検定全国協議会 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度から３年間以内 

 

  [交付金の額] 

  ７１，２７５千円 

 

 

１６．飼料稲給与畜産物認証基準作成事業 

  [事業の内容] 

国産飼料に立脚した畜産への転換を推進するため、飼料稲（飼料用米及び

稲ＷＣＳ）を給与して生産された畜産物の認証を行い、飼料稲給与畜産物

の高付加価値化と消費拡大等により飼料稲の普及を図る事業。 

 

  [事業実施主体] 

一般社団法人 日本草地畜産種子協会 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度から３年間以内 

 

  [交付金の額] 

  ２０，３３３千円 

 

 

 



１７．持続的な畜産経営確立のための環境対策等調査事業 

  [事業の内容] 

持続的で安定的な畜産経営を確立するため、畜産排水の規制強化に対応し

た高能率処理施設等の導入とその活用、設備投資の軽減を図るための中古

機械の活用とその耐用年数の延長等に関する先進事例調査・分析等を行い、

これら機械・施設等の導入への不安解消・利用延長に資する事業。 

 

  [事業実施主体] 

一般財団法人 畜産環境整備機構 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度から３年間以内 

 

  [交付金の額] 

  ７６，１９０千円 

 

 

１８．不受胎牛の早期判別と分娩間隔短縮事業 

  [事業の内容] 

繁殖牛とくに乳用牛の分娩間隔の延長による生産性の低下があることから、

分娩間隔短縮のために不受胎牛の早期発見法の開発を行う事業。 

 

  [事業実施主体] 

国立大学法人 東京大学 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度から３年間以内 

 

  [交付金の額] 

  ７１，１００千円 

 

 

 



１９．馬防疫強化対策事業 

  [事業の内容] 

馬の感染症等の防疫対策の強化を目的として、馬動脈炎ウイルス検査に有

用なタンパク質抗原の産業利用体制の確立、馬インフルエンザ等の伝染性

疾病のワクチン予防接種の推進、多様化している馬の飼養衛生管理に必要

な感染症の知識習得や衛生管理に関する実態調査等を行う事業。 

 

  [事業実施主体] 

一般財団法人 日本生物科学研究所 

公益社団法人 全国乗馬倶楽部振興協会 

公益社団法人 中央畜産会 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度 

 

  [交付金の額] 

  ２２４，３６８千円 

 

 

２０．引退馬を快適で健康的に飼養するための事業 

  [事業の内容] 

競馬や乗馬に貢献した引退馬をより快適で健康的に飼養するため、飼養状

況、健康状態及び防疫状況を調査し、適切な飼養管理法及び防疫指導を行

うとともに、引退馬の各種生理基準値を明らかにする事業。 

 

  [事業実施主体] 

国立大学法人 鹿児島大学 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度から３年間以内 

 

  [交付金の額] 

  １４，１３２千円 

 

 

 



２１．家畜疾病の防疫体制強化促進事業 

  [事業の内容] 

家畜疾病の防疫体制を強化するため、アジア諸国で家畜の診療防疫業務に

従事する臨床獣医師の臨床実習、豚流行性下痢再発防止のための重点的な

防疫措置、国において見直し予定の「飼養衛生管理基準」施行後の迅速か

つ的確な普及啓発、牛白血病清浄化のための高度感染牛の感染拡大防止及

び集中管理による発症リスク評価等の解明や低度感染牛と非感染牛のみの

農場における防除対策徹底による感染伝播リスクと農場の経済性評価等を

実施する事業。 

 

  [事業実施主体] 

公益社団法人 日本獣医師会 

公益社団法人 中央畜産会 

国立大学法人 岩手大学 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度から３年間以内 

 

  [交付金の額] 

  ７５５，６６０千円 

 

２２．飼料の品質改善対策事業 

  [事業の内容] 

飼料用米の利用促進及び飼料自給率の向上のため、国内で流通している配

合飼料に用いられている又は今後利用が想定される飼料用米について、そ

の成分組成及び家畜・家禽における栄養価を測定する事業。 

 

  [事業実施主体] 

一般社団法人 日本科学飼料協会 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度から３年間以内 

 

  [交付金の額] 

  ２７，０５１千円 



２３．酪農経営支援組織経営向上推進事業 

  [事業の内容] 

酪農経営を支える酪農ヘルパーの安定的な人材確保とその定着化のため、

ヘルパー利用組合の経営向上に資する情報の調査及び提供を行うとともに、

経営者等に対して経営セミナー等を通じた情報提供を行う事業。 

 

  [事業実施主体] 

一般社団法人 酪農ヘルパー全国協会 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度から３年間以内 

 

  [交付金の額] 

  １２，１７３千円 

 

 

２４．腰補助用装置導入モデル検証事業 

  [事業の内容] 

持続的な酪農経営の実現を図るため、腰補助用装置を酪農家の搾乳作業に

導入し、作業従事者の身体的負担の低減効果を検証・調査する事業。 

 

  [事業実施主体] 

福島県酪農業協同組合 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度 

 

  [交付金の額] 

  ３，４５１千円 

 

 

 



２５．馬能力検定体系化等推進事業 

  [事業の内容] 

将来に向け体系化された馬能力評価法の確立を目指し、ＢＬＵＰ法アニマ

ルモデルを活用した能力評価手法を有効に活用していくため、検定員の養

成・確保のための研修会の開催を行うとともに、牽引能力、肥育能力の評

価手法の調査検討、馬能力検定システムの開発及び公表を行う事業。 

 

  [事業実施主体] 

公益社団法人 日本馬事協会 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度から３年間以内 

 

  [交付金の額] 

  ３０，３１９千円 

 

 

２６．肉用牛の生産性向上支援技術開発モデル事業 

  [事業の内容] 

生産性と品質の高い合理的な肉用牛生産を構築していくため、遺伝的能力

や子牛生産の目的等を総合的に加味し、最適な種雄牛を選択する交配牛選

定システムを開発するとともに、優良繁殖牛群整備の実証を行う事業。 

 

  [事業実施主体] 

一般社団法人 家畜改良事業団 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度から３年間以内 

 

  [交付金の額] 

  ４８，８６３千円 

 

 

 



２７．牛繁殖成績向上事業 

  [事業の内容] 

家畜人工授精現場技術者の意識及び技術向上と優良技術共有のため、過去

の受胎率向上対策事業の対象になった一部地域で、顕著な受胎率成績の向

上が見られたことからその要因を調査し分析するとともに、優良技術発表

会を主催し、特に優れた技術について、分析結果とともに取りまとめ、繁

殖成績向上のための優良技術集として配布する事業。 

 

  [事業実施主体] 

一般社団法人 日本家畜人工授精師協会 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度 

 

  [交付金の額] 

  ２，９３９千円 

 

 

２８．乳母豚を利用した子豚管理技術開発事業 

  [事業の内容] 

多産系母豚群の能力を最大限に生かす補助技術として、非妊娠豚を用いた

人為的泌乳制御モデル（乳母豚）を応用した新しい子豚の飼養管理技術の

開発を行う事業。 

 

  [事業実施主体] 

学校法人 麻布獣医学園・麻布大学 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度から３年間以内 

 

  [交付金の額] 

  １３，２００千円 

 

 

 



２９．銃による野生シカ捕獲における肉質改善事業 

  [事業の内容] 

鳥獣被害防止の観点から捕獲されたエゾシカを食肉として活用するため、

銃によるエゾシカ捕獲の際の狙撃部位の違いや銃の口径の違いが捕獲個体

の肉質や味覚に及ぼす影響を明らかにするとともに、シカ肉生産マニュア

ルを作成する事業。 

 

  [事業実施主体] 

一般社団法人 エゾシカ協会 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度 

 

  [交付金の額] 

  ３，５１５千円 

 

 

３０．地鶏銘柄鶏振興緊急対策事業 

  [事業の内容] 

地鶏銘柄鶏の振興を目的として、生産者間の連携強化による安定的出荷体

制の確立、高品質鶏としての特性の科学的解明、需用者との情報交換の緊

密化及び調理方法の提案・普及など総合的な地鶏銘柄鶏の振興を図る事業。 

 

  [事業実施主体] 

一般社団法人 日本食鳥協会 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度から３年間以内 

 

  [交付金の額] 

  ６６，５５７千円 

 

 

 



３１．牛受胎能力向上技術開発事業 

  [事業の内容] 

乳・肉用牛の受胎率改善及び生産性向上のため、種雄牛の受胎性に関連す

る因子の遺伝子検査や活性測定等による種雄牛の繁殖性推定法を確立する

とともに、受胎性を向上させる有効物質開発に応用できる遺伝子産物等の

有効性の検証を行う事業。 

 

  [事業実施主体] 

一般社団法人 家畜改良事業団 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度から３年間以内 

 

  [交付金の額] 

  ５１，８３７千円 

 

 

３２．南部駒によるシバ草原の再生等に関する研究事業 

  [事業の内容] 

南部駒の維持と安比シバ草原の再生保全のため、南部駒の放牧実験を行い

植生調査等で効果の測定や南部駒飼養者の飼養に係る実態及び放牧意向に

ついてアンケート調査を行うとともに、南部駒と安比シバ草原等を活用し

たホーストレッキングについての可能性の検討及びホーストレッキングガ

イドの育成を行う事業。 

 

  [事業実施主体] 

公立大学法人 岩手県立大学 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度から３年間以内 

 

  [交付金の額] 

  ５，３３１千円 



３３．ノゼマ病予防混合飼料実証事業 

  [事業の内容] 

世界的な蜜蜂不足の原因の一つとされているノゼマ微胞子虫による疾病

（通称ノゼマ病）を予防するため、口蹄疫等への抗ウイルス作用を示し、

ノゼマ微胞子虫への抑制効果も示しているカシス果実抽出物を用いた粉末

混合飼料の使用に向けた基盤試験を行う事業。 

 

  [事業実施主体] 

学校法人 京都産業大学 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度 

 

  [交付金の額] 

  １１，３０５千円 

 

 

３４．子牛生産性向上推進事業 

  [事業の内容] 

乳・肉用種の子牛生産性向上のため、生産性低下を引き起こすおそれのあ

る新たな原因遺伝子の効率的検査法の開発、生産現場での先天性異常情報

収集及び遺伝子解析を実施し、既存の遺伝子不良と併せて国内種畜等の検

査を行い生産性への影響を確認するとともに、得られた知見を遺伝的不良

形質専門委員会へ情報提供する事業。 

 

  [事業実施主体] 

一般社団法人 家畜改良事業団 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度から３年間以内 

 

  [交付金の額] 

  ９０，４７０千円 

 

 



３５．バイオマーカー解析技術を活用した肉用牛枝肉形質の生体評価手法の確立事業 

  [事業の内容] 

肉用牛の生産性向上と肥育農家経営の安定化を図るため、バイオマーカー

（生体由来物質）タンパク質を利用した肥育期間中に肉用牛の枝肉形質を

生体評価する手法を確立する事業。 

 

  [事業実施主体] 

学校法人 近畿大学 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度から３年間以内 

 

  [交付金の額] 

  ７８，７４４千円 

 

 

３６．熊本地震被災牧野復旧実証事業 

  [事業の内容] 

熊本地震により被害を受けた採草放牧地（「被災牧野」という。）について

低廉かつ迅速な復旧を図るため、コスト低減に着目した復旧技術に関する

計画を策定し、その技術の実証と普及により、地域の肉用牛及び酪農の生

産基盤を回復する事業。 

 

  [事業実施主体] 

公益社団法人 熊本県畜産協会 

 

  [事業実施期間] 

  平成２８年度から３年間以内 

 

  [交付金の額] 

  ９１，９７３千円 

 


