
事　　　業　　　名 事業実施主体 事業費 実施期間

映像を活用した畜産経営高度化技術普及事業
公益社団法人
中央畜産会

42百万円
（42百万円）

平成29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　A

　インターネット及びBS・CSグリーンチャンネル放送を通じて各地に留まる優れた畜産物生産や経営管理技
術等情報を全国的かつ継続的に提供することができた。また、畜産専門誌等に広告を掲載するとともに、第
１１回全国和牛能力共進会会場や生産者や関係団体等が参集する各種研修会でも上映及びRPチラシの配
布等を行い、普及を図るなど、効率的・効果的な事業実施に努め、当初計画通りに事業を行うことができた。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 畜産経営の収益性を高め、かつ女性や障がい者の活躍の場を広げ生産性の向上を図るとともに農畜産
物の輸出促進を図るためには、各地域に留まる優れた畜産物生産・経営技術等の全国的な共有が今まさに
必要であることから、インターネット及びBS・CSグリーンチャンネル放送を通じてそれらの優れた取り組みを
わかりやすい映像情報として生産者はもとより消費者に提供する。

　  映像情報を36本制作し、開設した専用ホームページ上に公開した。また、DVD付成果報告書を500部作成
し、関係機関等に配布し、これらの普及・広報活動の結果、「がんばる！畜産」のWebサイト全体のページ
ビュー数は約１万7000回に上った。中間成果指標については、｢映像情報を視聴して、経営の高度化技術等
の内容を理解し、参考になったとする視聴者の割合50％｣を目標値としていたが、実績値は43.8％であった。
　 これは、アンケート対象者のうち畜産関係者が全体の4.3％に留まったこと、アンケート調査対象に生産者
のみを意識して制作した映像情報が含まれたこと等が理由だと考える。本事業の実施により、最終成果指標
である｢乳用牛、肉用牛、養豚および採卵鶏経営における飼養頭羽数に占める大規模層のシェアの割合｣の
平成28年比20%の拡大については、乳用牛で大規模層のシェアが減少しているほかは順調に大規模層の
シェアが伸びている。本事業で制作した映像情報のより一層の普及に加え、生産基盤の強化を目的とした各
種事業の実施により、目標値の達成が見込まれる。

　 本事業では、国の施策の内容や制度の仕組みの正しい情報伝達に努めるとともに、各地で実際に行われ
ている先進的な取り組み・優良事例を紹介することで、課題の解決方法や具体的な対応策を示唆できるもの
となっている。映像情報の企画・制作に当たっては農林水産省や関係団体と連携しており、その内容は、省
力化機械の導入による畜産現場での働き方改革、障がい者や女性等多様な担い手の活躍推進、自給飼料
生産やエコフィード利用の取り組み、消費者への啓蒙等、幅広いもので、いずれの情報の質、量ともに優れ
ており、高く評価できる。
　 情報提供はインターネットとBS・CSグリーンチャンネル放送で行っており、幅広い視聴者を取り込む努力を
行っている。なお、このように正確で分かりやすい映像情報を制作し、生産者、関係者はもとより消費者に対
し情報提供することは大変意義のあることであり、今後の継続を強く期待したい。
（映像を活用した畜産経営高度化技術普及事業推進委員会）
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

馬伝染性疾病防疫推進対策事業
公益社団法人
中央畜産会

２９０百万円
（１５０百万円）

平成２９年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

 

総合評価　　　　B
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 競馬開催及び馬生産振興上において、その影響が極めて大きい馬インフルエンザ、馬鼻肺炎の発生予防を徹底す
るとともに、生産者、馬飼育者等が一体となった予防接種体制を構築することが緊急の課題となっている。
　 そのため、国の家畜防疫関連施策を補完する形で本事業を実施し、当初計画通りの事業費規模で概ね予定した事
業成果を上げることができた。また、本事業の実施により、地域における自衛防疫の実施体制が強化され、防疫意
識の高揚と醸成が図られてきていることから、より効果的な防疫措置の推進が一層期待できる。このことから、競
馬施行を始めとする我が国の安定的な馬事及び畜産の振興に寄与していることから総合評価をＢとした。

　 平成30年3月12日に開催された平成29年度第2回生産地等馬伝染性疾病防疫強化推進委員会において、事務局より
上記のとおり本事業の実施状況の報告及び事業の効率性、有効性等自己評価結果に関する説明を受けたところ、本
委員会としては、検討の結果、本自己評価結果の内容は妥当であると認めた。
　 我が国における馬インフルエンザ及び日本脳炎は、29年度において発生報告がなく、また破傷風は低位の発生で
あることから、本事業の実施により防疫水準が保持され、発生防止の一助になっているものと推察された。
 　また、馬インフルエンザの発生が常在化している欧米、欧州等との国際交流が進展して侵入リスクが非常に高い
こと等を考慮すると、現在の接種率を更に向上することが肝要と思慮された。
　 馬鼻肺炎による流産は、平成29年に34頭と前年度の発生より減少が見られるが、近年の本病による流産の発生状
況（平成24年48頭、25年46頭、26年54頭、27年42頭、28年59頭、）からみても、本病の集団的かつ、大規模な発生
は認められていないため、ワクチン接種の効果があったものと推察された。
 　競馬および馬術振興に当たり、近年の欧州等の国際交流の進展により、伝染病の侵入が高まってきている状況か
ら、今後とも、生産地等における地域の発生予防等防疫対策の強化が求められている中、本事業の継続的かつ的確
な実施が望まれる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生産地等馬伝染性疾病防疫強化推進委員会）

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 馬の伝染性疾病の中で特に馬インフルエンザと馬鼻肺炎については、競馬事業ばかりでなく馬関係事業を推進す
る上で、極めて影響が大きいことから、その発生予防を徹底することが重要であり、そのためには生産者、馬飼育
者等と一体となった予防接種体制を全国的に維持構築することが必要である。
　 このため、馬インフルエンザの発生予防については、馬インフルエンザワクチンを37道府県で1歳以上の農用馬
や乗用馬等7,600頭の接種を計画し、また、馬鼻肺炎の発生予防については、馬鼻肺炎ワクチンを北海道他8県にお
ける繁殖牝馬について延べ18,799頭の接種を計画実施することにより、ワクチネーションによる生産者段階等での
効率的な馬伝染性疾病の防疫推進を図り、我が国の安定的な競馬施行と馬事の振興に資することを目的とする。

　 直接指標の成果として、本事業の円滑な推進を図るため、学術経験者等からなる中央段階で推進委員会を年2
回、また、事業を実施した全国37団体において地域における防疫推進会議を延べ61回開催した。　馬インフルエン
ザワクチンの接種は、37道府県において、農用馬、乗用馬等を対象に5,807頭（86.4％）、馬鼻肺炎ワクチンの接種
は、９道県において延べ15,061頭（80.1％）に実施した。
　 中間指標として設定した「馬ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ発生時の発症率の低減」40％については、全国における発生を認めず、ま
た、「馬鼻肺炎による流産発生頭数の低減(種付馬1,000頭当たり)」5頭以下については、29年度3.5頭の発生となっ
た。
　 最終成果指標の達成見込みは、馬インフルエンザについては、現在発生は認めておらず、当初予定した接種目標
を維持向上することにより、本病低減の達成は十分可能であると思考された。一方、馬鼻肺炎については、近年の
発生頭数の増加傾向を考慮しても、的確な予防接種による免疫力の向上、並びに一層の飼養衛生管理を徹底するこ
とにより達成可能な水準であると思考された。
　 以上のことから、これら伝染性疾病に対するワクチン接種を定期的、かつ組織的に全国規模で実施したことによ
り、我が国の安定的な馬事及び畜産の振興に寄与したものと思考された。

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

馬飼養衛生管理特別対策事業
公益社団法人
中央畜産会

39百万円
（34百万円）

平成29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

 　本委員会としては、本自己評価結果の内容は妥当であると認めた。
　 我が国における馬飼育形態は極めて多岐に亘り、それらに応じた飼養衛生体制の強化が必要であり、また、国際化の進展に
より馬インフルエンザ等海外悪性伝染病の侵入リスクが高いことから、これらの海外悪性伝染病の病性鑑定技術研修、地域に
おける馬獣医療技術向上研修の確保、維持が特に必要と思考された。
 　さらに、地域における馬関係者で構成する地域馬飼養衛生管理体制整備委員会の開催、馬飼養衛生管理技術に関する地
方講習会の開催、更に地域馬獣医療に関する実態調査、臨床実習を実施することにより、総合的な馬獣医療体制の構築、維
持が図られ、疾病の発生防止の一助になっているものと推察された。
　 今後とも、多岐化している地域馬の飼養衛生管理、国際化に対応した悪性伝染性疾病等防疫対策の強化が求められている
中、本事業の継続的かつ的確な実施が望まれる。(馬飼養衛生管理特別対策推進中央委員会）
  

JRA畜産振興事業　自己評価票

 　我が国の馬は、競走馬以外に農用、乗用等の他、ポニーなどの馬も相当数が飼養されている。これらの馬の飼養形態は、そ
の用途が多岐、多様であり、それぞれの飼養環境に応じた適正的確な飼養衛生管理が求められていることから、地域の馬獣医
療を担う獣医師の衛生管理技術の向上を図る必要がある一方、馬の生産、流通、競技会等の国際化の進展により馬インフル
エンザ等海外悪性伝染病の侵入、流行の危険性が高い水準にある等により、早期診断、病性鑑定の技術水準を確立、保持し、
競走馬以外の馬の飼養衛生管理についての総合的な馬自衛防疫体制の確立を緊急に図り、もって我が国の安定的な馬産業
の施行と馬事の振興に資する。

    地域での馬獣医療を担う獣医師の衛生管理技術の向上を図るため、馬飼養衛生管理技術講習会を1回開催して馬飼養管
理衛生テキスト作成等に関する検討を行うとともに、全国事業推進会議を1回開催して事業推進を図り、更に海外悪性伝染病に
対応できる馬病性鑑定能力を備えた技術者を養成する馬飼養衛生管理技術講習会を1回開催し、また馬診療等実践的な診
療、診断技術を取得する馬飼養臨床実習を1回開催して、地域における悪性伝染病の鑑定技術、早期診断技術の修得、および
馬臨床診断、診療技術の普及、啓発を図ることにより、地域の馬獣医療体制の向上を図ることができた。
 　また、馬飼養管理衛生テキスト等４冊(馬伝染性子宮炎(第3版補訂版)､馬のゲタウイルス感染症(第2版)､馬のハンドブック（馬
を知る）、平成29年度馬感染症研究会講演要旨集)を作成して馬関係者へ普及、啓発し、更に、馬の移動、ワクチン接種等の記
録を記載する馬の健康手帳を11,000部(競走馬用8,514 部、農用馬等用1,520部)作成して競走馬、農用馬等に配布し、総体的な
馬飼養衛生体制整備を図ることができ、地域における馬感染症等防疫対策に寄与できたものと思慮された。

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い

 

総合評価　　　　B
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

 　競馬、乗馬等施行のみならず馬関係事業の推進上、その影響が極めて大きい馬感染症の発生予防を徹底するとともに、生
産者、馬飼育者等が一体となった予防接種体制を構築することが緊急の課題となっている。そのため、国の家畜防疫関連施策
を補完する形で本事業を36都道府県(前年より7県増)で実施し、ほぼ当初計画に基づく事業費規模で概ね予定した事業成果を
上げることができた。また、本事業の実施により、地域における自衛防疫の実施体制が強化され、防疫意識の高揚と醸成が図
られたことから、より効果的な防疫措置の推進が一層期待できると思慮されたことから、競馬施行を始めとする我が国の安定的
な馬事及び畜産の振興に寄与していることから総合評価をＢとした。
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

家畜疾病、自然災害緊急支援体制整備事業 畜産経営支援協議会
198百万円

（198百万円）
平成29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　A
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 海外悪性伝染病の侵入リスクが高まっており、これらの家畜伝染病や、台風被害や地震等の大規模自然
災害が発生した際の初動対応に必要な機材・資材を国や都道府県の備蓄状況も鑑みて早急に選定し、購
入・備蓄した。これにより家畜疾病や自然災害が発生した際の畜産経営への被害を最小限にとどめる体制を
地域バランスを考慮して全国15カ所に整備したことから、事業の目標を達成し、高い成果をあげたことによ
り、総合評価をAとした。

JRA畜産振興事業　自己評価票

   口蹄疫等の家畜伝染性疾病や台風や地震等の大規模災害が発生した際の初動対応に必要な緊急用機
材・資材の購入・備蓄・運搬を支援し、当該地域の家畜衛生の改善、引いては、畜産経営の向上に資するこ
とを目的とする事業である。

　 国の防疫用、自然災害支援用機材・資材の備蓄を補完するため、独立行政法人家畜改良センター等の15
カ所に、家畜伝染性疾病、自然災害発生時における家畜への初動対応に必要な機材・資材を適切に備蓄し
た。必要な機材・資材の選定にあたっては、外部専門家の適切な助言、指導を受け、当初の目標（直接指
標）の項目・数量を予算の範囲内で見直し、防疫措置並びに自然災害発生時の復興体制の充実が図られ
た。また、備蓄場所15カ所と保管契約を締結し、機材・資材の納品時並びに年度末に保管状況・在庫確認を
実施し、適切な保管がおこなわれていること確認したことから、最終成果指標で掲げている通り、平成31年度
時点でも引き続き15カ所すべてに家畜疾病・自然災害支援用機材・資材を備蓄することは実現可能である。

　 我が国の畜産にとって甚大な被害を及ぼす家畜伝染性疾病や大規模自然災害発生時の初動防疫対応に
当たっては、国や都道府県のみでなく、畜産関連団体職員や診療獣医師等民間レベルの協力が期待されて
いる。しかしながら国や県による防疫用機材・資材の備蓄は、国、県による防疫作業に優先使用されるため、
民間協力者の自主的な防疫作業に必要な機材・資材は十分とはいえない。本事業は、これらの機材・資材を
整備するとともに、国や都道府県の備蓄品以外で必要と思われる機材・資材を外部専門家の助言・指導によ
りリスト化し、地域のバランスを考慮して整備していることから高く評価できる。（緊急支援体制整備事業推進
委員会）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

畜産分野における地球温暖化緩和技術の調査普
及事業

一般財団法人
畜産環境整備機構

５百万円
（5百万円）

平成29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　Ａ
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 国際的にもまた国内でも地球温暖化対策が重要視される中で、畜産分野の温室効果ガスの排出と制御に
ついて、当初目標どおり最新のデータを盛り込んだ体系的なレビュー報告書を作成し配布することができた。
平成14年以来の報告書となるので、温室効果ガスの排出と制御について重要な報告書となるものと考える。
温暖化緩和策の実施と生産システムの向上の両立を図ることは簡単ではないので、すぐに普及技術となる
かどうかは判断が難しいが、一石を投じる報告書にはなるものと考える。以上から、当初目標を達成し、高い
成果をあげたと考える。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 温室効果ガスによる地球温暖化について平成29年に「農林水産省地球温暖化対策計画」が決定され、畜
産分野からの温室効果ガスの排出削減が求められている。畜産分野からの平成26年温室効果ガス排出量
は、家畜ふん尿処理・利用由来が690万トン、消化管内発酵由来が720万トンだが、温暖化緩和技術の報告
書は平成14年以来出ていない。そこで、本事業は畜産分野における温暖化緩和技術の新しい知見を整理し
た技術レビュー報告書を取りまとめることよって、温暖化緩和策の実施と生産システムの向上の両立を図り、
畜産業の健全な振興と温暖化対策の現場での普及・推進に資することを目的とする事業である。

　 畜産分野における代表的な温室効果ガスとしてメタンと一酸化二窒素の2種類を取り上げた。2種類のガス
の排出と制御について、平成12年頃から最近までの多数の知見をとりまとめたレビュー報告書を2,000部印
刷し、農林水産省関係部局、農研機構、都道府県、公益法人、農協法人などに送付した。報告書の内容に
ついて説明会を実施し、回収アンケートで理解度100％の結果を得た。最終成果指標の目標値については、
レビュー報告書から得られた温室効果ガス削減率が改善飼料で20％、堆肥化処理改善で80％、汚水処理技
術改善で60％であり、さらに土壌の炭素蓄積を勘案すると、目標値に近い削減が達成できると考えられる。

　 当初目標通り畜産分野のメタンと一酸化二窒素について、各分野の専門家により最新のデータが盛り込
まれ、充実したレビュー報告書が作成された。報告書は、計画通りに、3月の事業推進委員会で討議され、規
定部数が印刷・配布された。家畜飼養、排せつ物の処理・施用に及ぶ畜産分野のGHG排出と削減策の全体
像が良く分かる内容であり、この分野の一括した報告書は久しく手にしていなかったが、斯界の専門家による
レビューは今後、役に立つものと大いに期待される。
（畜産分野における地球温暖化緩和技術の調査普及事業推進委員会）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

　乗用馬防疫推進事業
公益社団法人

全国乗馬倶楽部振興協会
63百万円

（33百万円）
平成29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 海外では馬関係業界に大きな影響を与える馬伝染性疾病が発生している状況において、軽種馬等の輸入増加、乗用馬
及び競走用馬を中心とした国際交流の活性化等といった背景により、海外からの馬伝染性疾病の進入機会は増加してい
る。
　 乗馬クラブ等施設において普及用に使われる乗用馬は競技用馬と違い、施設外に出ることは少ないが、競技用馬と同
一の厩舎で繋養されることが多い。また、同施設内において、競走用馬の調整調教を行う等、乗用馬、競技用馬及び競走
用馬の動線がクロスするところもある。したがって、乗用馬等が馬伝染性疾病に感染した場合、乗用馬、競技用馬、そして
競走用馬へと急速且つ広範囲に感染が広がる恐れがある。
　 本事業は、乗用馬に対し馬伝染性疾病の予防措置としてのワクチン接種等を的確に実施することを推進し、また、接種
馬確認作業を行うことにより、馬インフルエンザ等馬伝染性疾病を水際で阻止し、万が一発生が確認された場合において
も馬関係業界全体に及ぼす影響を最小限且つ迅速に抑えるための防疫体制の推進を図り、もって、わが国の安定的な競
馬施行と馬事振興に資することを目的とした事業である。

　 学識経験者からなる乗用馬防疫推進委員会を年2回開催し、防疫計画の作出並びに事業達成評価を実施した。乗馬ク
ラブ等施設における登録乗用馬4，844頭に所定のワクチン接種等を行った結果、軽種馬防疫協議会発表において馬イン
フルエンザ等の発生を認めなかった。また、予防ワクチン等を接種した乗用馬の接種馬確認作業を会員である20地区で行
うと共に、ワクチン接種時期及び接種間隔についての指導等を実施することにより、防疫体制の目的、必要性・重要性等
を周知することができた。
　 引き続き、軽種馬防疫協議会の推奨するワクチンプログラムに沿ったワクチン接種を的確に実施することにより、馬イン
フルエンザ等の馬伝染性疾病の発生を予防できる見込みであり、効率的な防疫体制の推進を図り、わが国の安定的な馬
関係事業の振興に寄与したものと考える。

　  平成30年3月9日に開催された平成30年度第2回乗用馬防疫推進委員会において、本事業の実施状況の報告を受け、
ワクチン接種等対象となっている馬伝染性疾病の発症報告例がなかったことから、本事業の実施により防疫水準が保持さ
れ、また、発生防止につながっていることが考察された。本事業では、予防接種としては馬インフルエンザ、日本脳炎及び
破傷風ワクチンの接種を対象にしているが、過去の事例からも競馬の健全な開催に多大な支障を及ぼすと考えられる馬
インフルエンザの防遏を主眼とすべきであると考えられるため、ワクチンプログラムの中で、特に馬インフルエンザ予防ワク
チンについて、獣医師も含め乗馬クラブ等施設において適正な時期と間隔で接種することが肝要であると思料する。
　  競馬施行を初めとするわが国の安定的な馬関係事業の振興に寄与するため、本事業の目的について受益者への理解
の醸造と、より確度の高いレベルでの本事業の成果を期待し、本事業の継続的且つ的確な実施を望む。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（乗用馬防疫推進委員会）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い

　

総合評価　　　A
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 本事業により、馬インフルエンザ等馬伝染性疾病の発生を予防できていることは、競馬施行を初めとするわが国の安定
的な馬関係事業の振興に寄与しているものと考察できる。
　 しかしながら、疾病予防のためのワクチン接種は、病原菌を媒介する蚊等の発生の時期を考慮して最大限の効果を得、
また、一定レベルの抗体価を維持するための接種時期と間隔等が重要となってくるが、一部の乗馬クラブ等施設ではその
ワクチンプログラムの仕組みと意義を完全に理解できているとは言えない状況にあった。
　接種率は100％であるが、今以上に、推奨される接種時期及び間隔等の周知を徹底させるための仕組み作りが確たる防
疫体制には必要と思われることから、総合評価はAとした。
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

被災地産食肉消費回復支援事業
公益財団法人

日本食肉消費総合センター
35百万円

（35百万円）
平成２９年度

【事業概要】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　Ａ
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 悪天候に見舞われシンポジウム参加者が減少したが、福島県産食肉の購入意欲の向上、マネキン派遣に
よる小売店での販売増加がみられ、当初目標を達成し高い成果を上げることができた。

　　　　　　JRA畜産振興事業　自己評価票  　　　　　　　　

 　東日本大震災被災地の畜産の復旧・復興状況には格差が生じており、原発事故の風評被害を受けている
福島県産食肉の価格水準は低迷しているため、正しい知識を普及して理解醸成を図る必要がある。
　 このため、①福島県産食肉の安全・栄養を訴求するシンポジウムを開催し、その成果を新聞・DVD等を通じ
て広く消費者に伝えること、②福島県産食肉の試食・販売イベントを開催し、その美味しさを消費者に実感して
もらうこと、③食肉小売店にマネキンを派遣して福島県産食肉の試食・販売フェアを開催することで、風評被害
による不安を払拭して消費者の福島県産食肉購買意欲を高め、その価格水準が回復することを目的とする事
業である。

【事業成果等】
① ・有楽町朝日ホールでシンポジウムを１回開催した。当日は大型台風が東京を通過する悪天候にも拘わら
ず360人の参加者があった（会場定員500人）。シンポジウムの内容を全面広告（全15段）として掲載した新聞
は626万世帯に配達された。また、内容を20分に編集したＤＶＤを制作してインターネットで動画配信した。
・御台場で試食・即売イベントを1回開催した。約2千人が試食し、即売会では用意した72Kgを完売した。
・マネキンを派遣して福島県産食肉フェアを開催した食肉小売店は首都圏と福島県の32店舗となった。
②・シンポジウム参加者へのアンケート調査で、「福島県産食肉を積極的に食べて応援したいですか」との問
に対して「応援したい」と答えた者は2ポイント増の85％になった（中間目標は5ポイント増加）。
・マネキン派遣期間中の福島県産食肉の売上は前週比でほぼ倍増した（中間目標は30ポイント増加）。
③福島県産牛肉の価格が4年後には東京市場全銘柄平均価格に近づくことを目標としており、単年度で見る
価格差は開いているが（8.7％）、趨勢的に縮小していく傾向にある。

○シンポジウムは福島県の生産者の生の声を直接首都圏の消費者に届けるまたとない機会を提供した。料
理家を交えてのプログラムによって、食肉に関する思いを会場の消費者と共有することができた。
○繰り返し安全性を強調することにより、消費者の福島県産食肉への抵抗感を減少させた。マネキン派遣実
施店にはその後の福島県産食肉販売状況について追跡調査が必要。
○安全性と美味しさを訴えてきたこの事業には確かな効果が感じられた。内容とパターンを変えて、安全性と
美味しさの訴求を継続してゆくべき。生産している県民にも消費者の健康にも良い事業である。
○福島県産は和牛を1万数千頭出荷しているので、一割近い価格差により10億円くらいの損害を被っている。
原発事故以来、県産食肉は他県に棚を奪われ、需要のメインは業務用に固定されて品質のよいものを低価
格で買われている。現状を変えるためにマネキン派遣による小売り支援を是非続けて欲しい。消費者への情
報提供は是非継続して欲しい。　　　　　　　　　　(平成30年2月7日開催　第２回事業推進委員会より)

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

福島県の畜産業復興のための消費者調査とリスコ
ミ事業自己評価結果等報告書

国立大学法人
東京大学大学院農学

生命科学研究科

１０百万円
（１０百万円）

平成２９年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　S
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 当初計画にあった目標は、ほぼ全て計画通り実施されており、また、当初予定以上の活動も実施されてお
り、全て投入資源の範囲内で効率よく実施されたと見なされ、この事業の達成度は高いと考えられる。今後
は、インターネット上に公開している情報と配布した報告書が、さらに広く活用されていくことが大いに期待さ
れる。加えて、事業推進委員会委員からも特に高い評価を得たことから、総合評価Sとした。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 東日本大震災と原子力発電所事故の影響で、消費者の福島県畜産物に対する評価は依然として低い。そ
こで広く消費者に情報を伝達し理解醸成を促すために、全国の消費者における被災地畜産物の放射線汚染
に対する知識や評価に関する意識調査を実施し、平成23年度から実施してきた調査成績との経年的比較を
行い、今後重点的に提供していく情報の特定や提供方法を解析するとともに、ウェブの情報提供ツール改善
やサイエンスカフェを開催し、消費者への理解醸成を諮ることを目的とする事業である。

　 平成23年度以来継続して調査した国内の消費者の意識の変遷を参考に、設問を設定し12月にインター
ネットを利用した調査を実施した。さらに、ウェブ上での情報提供では、食の安全クイズ全てのジャンルの英
訳を完了し、海外への情報発信の強化、音声読み上げ機能と文字サイズ変更機能を付加し、バリアフリー化
を進めたことで、アクセス数は順調に増加している。サイエンスカフェは合計７回開催し、事業の概要を解説
した報告書を作成して関係各所に配布した。これらの活動で消費者の理解醸成が進むと期待される。

　 時間経過と共に食品の放射性物質汚染を過度に怖がる消費者が減っている一方で、リスクに関して無関
心な消費者が最も風評に翻弄されることを示した点は、高く評価できる。、また、7年間の調査で消費者意識
の変化を明らかにした点は有意義である。継続的に開催してきたサイエンスカフェの情報発信も充実してお
り、さらなる情報発信と消費者意識調査の継続が望まれる。情報発信では、丁寧な説明が被災地畜産物の
利用の増加につながっており、これをモデルに消費者の知識向上への体験が広まることを期待する。加え
て、動画による広報が正しい認知を促すことを示した点は画期的で、今後の情報提供の参考として重要な情
報となりえる。（福島県畜産業復興のための消費者調査及びリスコミ事業推進委員会）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

被災地復興支援酪農体験事業
一般社団法人
中央酪農会議

４百万円
（４百万円）

平成２９年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　Ｓ
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 直接指標について、計画していた事業を実施し、中間成果指標について成果が目標を大きく上回ったこと
から、上記の評価であると判断した。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 東日本大震災に伴う原子力発電所事故以降、定期的な放射性物質検査及び検査結果の公表が行われて
いるが、福島県内での福島県産生乳の生産量・消費量が低迷している。また、地震の影響等により児童が動
物とふれあう機会が減少している。震災による生乳生産基盤と消費の低迷の回復を図るためには、酪農家等
と消費者との直接的な結びつきによる理解醸成活動を実施し、児童をはじめとした消費者からの理解を得る
ことによって生産者の気概を高め、震災により打撃を受けた生乳生産基盤の回復を図る必要がある。
　 このような状況を踏まえ、福島県及び熊本県で被災した児童等に対する乳牛等のふれあい体験を実施す
ることで、酪農への理解を醸成するとともに被災した県内酪農の復興を目的とする事業である。

(１）直接指標
　福島県及び熊本県内の小学校における児童及び教師を対象とした酪農体験会を、２回実施した。
（２）中間成果指標
　体験児童への酪農体験の学習効果を検証するため実施したアンケート調査での酪農に対する理解度は目
標値が８０％であったのに対し、福島県での体験では９８％、熊本県での体験では９２％であった。
（３）最終成果指標の見込み
　生乳生産基盤の回復を図るため、農林水産省において策定された平成３７年度における生乳生産量目標
（平成２７年比約１０１．６％）を目標値とした。福島県及び熊本県における生乳生産量について、前年度に比
べ減少しているが、本事業を継続することにより３７年の目標値に近づくものと考えられる。

■生乳生産量は酪農家戸数に直結しており酪農家の減少は単純には回復出来ないが、本事業により酪農体
験に指導者として参加した酪農家の気概を高めることで生乳生産量の維持や増加に繋がると考えられる。
■参加した子ども達の酪農への理解が深まり、将来酪農家や従業員が増えるという期待が持てるのではない
か。
■本事業を続けていくためには、被災地で求められるニーズを意識することが重要。被災地で何が求めてい
るか把握し、酪農の理解醸成も付随していくように活動をすべきである。
■アンケートについては、体験の前後で個人の特定をしていないため意識の変化は比較出来ていないが、そ
れが出来れば更に高度な分析が出来るのではないか。
（第２回検討委員会[平成３０年３月２８日開催]）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

被災地食肉需要拡大復興支援事業 全国食肉事業協同組合連合会
41百万円

（33百万円）
平成２9年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　Ｂ
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 各地で開催される農業祭等催事に首都圏、近畿圏、各地競馬場、道府県15県において43回参加し、アンケー
ト調査では23,276枚回収、年度目標値を達成する事が出来た。うち、91.8％の者が「被災地産食肉を食べて応援
する」という回答が得られ目標値の85％に達成、さらに昨年の数字を上回る事ができた。また、消費者及び学校
給食従事者等が生産地、流通施設、食肉小売販売店を視察する産地交流会を岩手県他４県で7回実施する事が
でき、放射性物質についての講習会については、福島県で2回実施した。これらの事項を総合して、概ね達成で
きたことから総合評価をＢとした。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 東日本大震災とその後に発生した放射性物質汚染牛肉の風評被害により、食肉の需要が減少、さらに2016年
には熊本大震災が発生。被災地の食肉生産と食肉需要については、一定の回復はしているものの、福島県で
は、風評被害を完全に払拭できていないのが現状である。
 　このことから、各地で開催される農業祭等催事に出展し、被災地産食肉の情報提供、試食・販売及びアンケー
ト調査を実施するとともに、消費者、学校給食従事者等を募り「産地交流会」「放射性物質についての講習会」を
実施し、被災地等食肉についての現場の状況や放射性物質について正しい知識を身につけるなど理解醸成を
図り、風評被害の払拭及び被災地の復興支援を目的とする事業である。

　 被災地産食肉に対する理解醸成を図るため、各地で開催される農業祭等催事に首都圏（神奈川県）、近畿圏
（大阪府）、各地競馬場（福島、新潟、東京、中山、小倉）、北海道他15県で43回参加し、アンケート調査を実施し
た。「『食べて応援しよう！』被災地食肉試食販売キャンペーン」アンケート調査では、23,276枚回収、うち91.8％の
者が被災地産食肉を食べて応援すると回答した。また、消費者・学校給食従事者等が被災地の生産地・食肉の
流通施設等を視察する産地交流会を岩手県他4県で7回実施、生産者・学校給食従事者等を集い放射性物質に
ついての講習会は福島県で2回実施した。
　 これら事業は、被災地産食肉等に対する理解醸成を図るための有効な手段であり、消費者及び生産者、学校
給食従事者等の理解が得られた事で、国産食肉・被災地食肉の一層の生産基盤強化と需要拡大につながって
いくと期待される。

　 いまだに生産量が減少傾向にある国産牛肉の卸売価格は、東京都中央卸売市場の黒毛和種去勢牛の「福島県産
牛肉A4価格」の平均が、「東京市場全銘柄A4価格」の平均の91.3％となり、昨年の93.2％の数字と比べるとやや後退
気味であり、震災前の水準（「福島県産食肉の市場価格差(牛肉価格A4)」98.0％)に回復するには、いまだに続いてい
る風評被害と合わせて総合的に判断すると、かなり時間がかかると予想される。
　 被災地産食肉の生産基盤強化と需要の早期回復のためには、一般消費者に対して被災地産食肉についての情報
提供とともに試食・販売を実施し理解してもらうことが重要で、１年に１度各地で農業祭に参加実施し、定着の傾向が
あった。今年度は、首都圏(神奈川)、近畿圏(大阪)、各地競馬場(福島、新潟、東京、中山、小倉)、北海道他15県にお
いて43回参加し、消費者に対して情報提供、試食及び販売を実施。また、消費者、学校給食従事者等に被災地の生産
地、食肉の流通施設等及び食肉専門小売店を視察する産地交流会を岩手県他4県及び今年度初めての実施の熊本
県で合計7回実施したことは、食肉に対する理解醸成を図るための有効な手段であったと思われる。
　 ２９年度から新しい取り組みの「放射性物質に関する講習会」は、２回実施した福島県以外では、講師派遣等困難が
生じ実施不可能となった。
　 東日本大震災から７年となるが、いまだに風評もあり価格等が震災前の状況に戻っていないのが現状である。７年も
たっている中で流通の構造が固定化してしまったのではないかと推測し、これらを改善し、根強く残った影響を払拭して
いく事で生産者の意欲も向上し、福島県の復興に結びついて行くのではないかと考えられる。地道ではあったが、この
7年間の事業の成果は有意義なものだった。(国産食肉理解醸成食育推進事業評価委員会）
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

国産食肉理解醸成食育推進事業 全国食肉事業協同組合連合会
31百万円

（31百万円） 平成29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　Ｂ
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 全国各地において、出前講座・研究会（17回：参加者633人）、食肉料理セミナー（45回：参加者1,143人）、体験
交流会（8回：参加者256人）を開催した。出前講座・研究会でのアンケート調査では、６３３枚の回収があり年度目
標値の達成は出来たが、国産食肉が「安全安心」であるとの回答が77％となり、中間成果指標の目標値を達成
することは出来なかった。また、今年度に作成した食育教材に対しては、食育関係者や関係団体等から高い評価
を受けることが出来た。これらの事項をおおむね達成できたことから、総合評価をＢとした。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 近年の食生活をめぐる環境の変化に対して、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむとともに、
日本の畜産、特に重要なタンパク供給源である国内食肉産業に対する国民の理解や信頼を高めることにより、国産食肉の消
費拡大にも資することが重要である。とりわけ、我が国の恵まれた食料事情から、安全な食肉が手軽に手に入ることを当然と
する風潮の中、「どのようにして家畜が生まれ、育てられ、そして食肉として食卓に届くまで」の過程に併せ、国産食肉の安全
性、健康面の効用等に関する理解醸成を図る資料・教材を作成するとともに、出前講座・研修会、料理セミナー、体験交流会
等の実施を通じて、学童はもとより一般消費者の理解、さらに「命の大切さ」、「命をいただくことの大切さ」等の情操を高めるこ
とにより、出前講座・講習会に参加した８０％の者が国産食肉に対して安心安全と感じること及び安全、安心な日本の畜産、と
りわけ食肉生産の理解の醸成と国産食肉の需要拡大に資することを目標とする事業です。

　 国産食肉の安全性、健康面の効用等に関する理解醸成を図るため、食育教材を作成するとともに、全国で出前講座・研修
会を17開催、食育料理セミナーを45開催、体験交流会を8開催の実施をし、出前講座・研修会でアンケート調査を行った。アン
ケート調査では、633枚の回答があり、77％のものが、国産食肉を安全安心と回答した。また、食育の教材については、食育
の関係者などの関心も高く、多くの問い合わせがあった。当事業の実施を通じて、学童はもとより一般消費者の理解醸成が図
られた。今後については、学識経験者や専門家等の意見を取り入れ教材等を作成するとともに、それらを活用し本事業を実
施することで、国産食肉の安全性、健康面の効用等の理解の醸成を図るとともに、国産食肉の需要拡大につなげていく事が
期待される。

　 現在、食肉の安全性に対する不安は根強くみられている。これは、輸入品については、従来から不安視されている抗生物
質やホルモン剤等の使用基準への不安が根強いものと思われるが、国産品については、東日本大震災による放射能汚染や
O―157発生の影響が大きい。特に、国内外のBSEの発生を含めたこれらの事故・事件の対象となっている牛肉については一
人当たり消費量は顕著な落ち込みがみられ、未だ回復基調にも至っていない。牛肉の消費低迷の要因には、安全性だけで
はなく、直近での国産牛肉の価格高騰も大きくかかわっているが、安全に対する信頼回復と国内生産・流通・消費のバランス
回復は、今何かしなければ将来においてはさらに難しくなるものと懸念される。
　 今、消費者への安全に対する信頼を回復し、国産食肉の消費を回復するためには、現在では残念ながら農畜産業も含め
た食べ物の生産の現場から日常生活が乖離してしまっている消費者や子供たちに対して、粘り強く食ベ物に関する教育（食
育）を行っていくことも重要なことである。このためにはいろいろな手法が考えられるが、今回の手法である学識経験者や専門
家等の意見を取り入れた食育教材等を作成し、それらを活用し全国で開催される出前講座・研修会、料理セミナー、体験交流
会等を具体的に実施することが、国産食肉に対する理解醸成を図るための手法の中で、相対的に即効性が高くより有効な手
段であると思われる。
　 今後についても、作成をした教材等を有効に活用し、より多く出前講座・研修会、料理セミナー、体験交流会等を実施し、一
般消費者や学校給食関係者など広く参加してもらい食肉の安全性や健康面での効用等に対する理解醸成を継続して図るこ
とが重要である。（被災地食肉需要拡大復興支援事業評価委員会）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体 事業費 実施期間

鶏卵及び加工卵流通実態調査事業
一般社団法人
日本養鶏協会

1百万円
（１百万円） 平成29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　Ａ
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 今回の鶏卵選別包装施設及び加工卵製造事業所を対象とした実態調査の実施により、大まかではあるが
国産鶏卵の流通実態を明らかにするとともに、その調査結果を鶏卵生産者へ情報提供を行ったことにより、
鶏卵の需給動向に見合った生産の推進等に必要な基礎資料としての活用が期待できる。
　 また、所要経費の節減合理化に努めた結果、当初予定よりも少ない経費で、当初目標を全て達成し成果を
上げることができたことから総合評価をＡとした。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 今後、国際競争に耐えうる国内の鶏卵産業の安定的な維持・発展を期すためには、国内における鶏卵の
流通実態を早急に把握し、鶏卵需給に与える影響や課題に対して迅速かつ的確に対応することが極めて重
要となっている。このため、鶏卵選別包装施設及び加工卵製造事業所を対象として、鶏卵及び加工卵の流通
実態を調査・分析するとともに、その結果を鶏卵生産者へ情報提供し、鶏卵の需給動向に見合った生産・流
通を推進することにより、生産流通コストの低減及び経営基盤の強化を図り、もって消費者への鶏卵の安定
供給と国際競争にも耐えうる採卵鶏生産者の経営安定並びに卵価の安定を目的とする事業である。

　 全国の鶏卵選別包装施設（413か所）及び加工卵製造事業所（78か所）を対象として、鶏卵及び加工卵の
流通実態を調査・分析し、その結果を報告書（400部）として取り纏め鶏卵生産者等へ情報提供した。
　 今回のアンケート調査の実施により、大まかではあるが国産鶏卵の流通実態が明らかにすることができた
ことに加え、鶏卵生産者等への調査結果について情報提供を行ったことにより、鶏卵の需給動向に見合った
生産の維持等に必要な基礎資料としての活用が期待できる。
　 また、鶏卵価格は、近年、低下傾向で推移しているものの、鶏卵の需給動向に見合った生産・流通を推進
することにより、鶏卵価格の回復・安定が見込まれることから、最終成果目標の達成は可能と見込まれる。

　 今回の実態調査の実施により、顧客からの多様なニーズに対応した流通体制の整備・合理化を図るため、
近年、増加傾向にある鶏卵の包装のみを行うパッキングセンターの実態及び単身者の増加、高齢化などに
伴い、鶏卵の需要が伸びているコンビニエンスストアへの供給実態などが把握できたことは意義があった。
　 一方、国際競争に対抗できる国内鶏卵産業の安定的な維持・発展を期するためには、国内における鶏卵
の流通実態を把握することが重要と考えられることから、今後も国内鶏卵の流通に関する情報の収集、分析
を安定的に実施していく必要がある。
　 なお、今後、アンケート調査の実施に当たっては、回収率を高める工夫が必要である。
（鶏卵及び加工卵流通実態調査事業推進委員会）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

子実とうもろこしの供給システムに関する調査研究事業 津別町農業協同組合
１百万円

（１百万円）
平成29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　A
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 国内飼料自給率が低迷する中で、これまで価格面のみの評価しか行われてこなかった子実とうもろこしが、
安全性などの品質の良さが畜産農家で評価されており、それらを供給する農家においても、様々な効果から輪
作作物として定着していることが明らかになった。子実とうもろこしは国の自給率向上のための有望な作物にな
ることが明らかになった。また本成果は飼料政策を推進するための基礎資料となるものと思われる。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 北海道の道央地域を中心に子実とうもろこしの栽培が急速に伸びている。
　 このため、子実とうもろこしの栽培農家のアンケート、コスト調査、流通、利用者及び有機イアコーン調査の生
産農家に加え実需者（養鶏農家）の調査を行い、結果を指導機関、団体などに配布することで、北海道におけ
る子実とうもろこしの普及を図ることを目的とした事業である。

　 調査結果報告書を指導機関等に200部を送付した。子実とうもろこしの栽培面積増加率は、中間成果指標
20％に対し実績値は48％であった。そのため、飼料自給率の最終成果指標40％に大きく貢献することが分
かった。コストは買取価格に比べ高くなっているが、国からの交付金によってカバーされていた。また、小麦など
に比べ収益性が低いものの、子実とうもろこしの栽培効果が多数存在し、輪作作物として定着していることが分
かった。

　 子実とうもろこしの栽培実態が明らかになり、増収技術の課題が明らかになった。より増収効果のある作条
施肥の比率が低く、全層施肥の比率が高いが作業性の問題が存在する。また、多収技術（ﾂｲﾝﾛｰ）は作付規
模が小さいことから普及が遅れており、今後、機械の共同利用やコントラクターの活用により普及とコスト削減
が可能となる。
　 子実とうもろこしは、北海道においては病害虫の発生がほとんど見られないことから安全な農産物として食用
としての需要が高まることが予想される。また、品質の良さから実需者の養鶏農家の生産物（卵）に高い評価が
出ており、飼料としての需要増が見込まれる。（子実とうもろこしの供給システムに関する調査研究事業推進委
員会）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

花粉交配用小型生物分解性巣箱巣脾実用実証事業
一般社団法人

養蜂産業振興会
20百万円

（16百万円）
平成29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】
　 効果的な実証試験が実施でき、ハウス等における花粉交配用蜜蜂の衛生対策･環境対策・リサイクル対策･
輸送対策に大きな効果が見込まれる花粉交配用小型新素材巣箱巣脾の実用化が実証できた。その実証調査
により、問題なく実用的に使用されることが確立され、取扱管理マニュアルが作成されたので、直接指標及び中
間指標は達成された。
　 事業に参加した花粉交配用蜜蜂販売業者や養蜂家には好評であり、ベニヤやボール箱からの転換を検討さ
れているので、普及は当初を上回ると見込まれるので、最終成果指標値の達成は十分に見込めるものである。
　 なお、当初事業計画において二本柱の一つとされていた生物分解性巣箱の実用実証については、価格、重
量等を理由として第1回推進委員会において早々に実施が断念された。生物分解性プラスチックが抱えるこれ
らの課題は、27年度事業においても既に指摘されていたところであり、当初の事業計画策定において慎重さを
欠いたことは否めないことから、総合評価はＢとせざるを得ない。

総合評価　　　　Ｂ

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 平成27年度JRA事業において作成された画期的新素材生物分解性巣脾は、衛生面及び環境面の効果が実
証され、現在養蜂家に普及しつつある。
　 平成29年度は、ハウス等における花粉交配用蜜蜂の衛生対策･環境対策・リサイクル(再利用)対策･輸送対
策に大きな効果が見込まれる花粉交配用新素材巣箱巣脾の実用実証を行い、取扱管理マニュアルを作成す
る。
　 最終的には、飼養される花粉交配用蜜蜂の巣箱巣脾の50％に花粉交配用新素材巣箱巣脾を普及させ、花
粉交配用蜜蜂の安定的維持増殖がなされ、花粉交配用蜜蜂の安定的供給がなされることを目的とする事業で
ある。

　 今回の事業実施において、大手花粉交配用蜜蜂販売業者の協力を得て、共同研究先の京都産業大学によ
る実証調査の現地調査・指導を受け、効果的な実証試験を実施し、ハウス等における花粉交配用蜜蜂の衛生
対策･環境対策・リサイクル対策･輸送対策に大きな効果が見込まれる花粉交配用小型新素材巣箱巣脾の実
用化を実証した。その実証調査により、問題なく実用的に使用されることを確立するとともに、取扱管理マニュ
アルを作成した。
　 事業に参加した大手花粉交配用蜜蜂販売業者や養蜂家には好評であり、ベニヤやボール箱からの転換を
検討されており、普及は当初目標を上回ると見込まれる。

　平成27年度に作成された生物分解性巣脾は、養蜂家から衛生面及び環境面の効果だけでなく、蜂児の育成
や数も良いと評価され始めている。
　今回、ハウス等における花粉交配用蜜蜂用に小型のものを作成し、従来の生物分解性巣脾と比較して衛生
対策・環境対策・リサイクル対策・輸送対策が同等以上であることを証明し、花粉交配用小型蜜蜂用として実用
化できることを実証できたことは評価できる。(事業実施委員会）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

酪農後継者育成推進事業 全国酪農青年女性会議
６百万円

（４百万円）
平成２９年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　B
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　 Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

    この事業を行うことにより、酪農後継者の経営継承、新規就農者の意欲喚起を図り、酪農生産基盤の維持
拡大を目的とし活動に取り組んだ。中間目標で設定した酪農発表大会参加者の発表大会満足度と発表内容
理解度については目標値を上回り、当日多くの若手後継者が参加していたことを加味すると目標はほぼ達成
できたと評価できるが、直接目標については動員数の部分で目標値を下回ったこと、また最終目標において
も、２９年度の時点では生乳生産量は減少したままであるが、本事業において発表大会に参加した若手後継
者、学生が今後経営継承や新規就農することで、我が国の酪農生産基盤回復、拡大のために貢献すること
が期待できる。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 酪農家の高齢化、後継者不足による離農により酪農生産基盤の弱体化が加速していることから、今後の生
産基盤の維持、拡大のため、全国酪農青年女性会議が開催する「全国酪農発表大会」において、全国各地
の優良かつ先進的な経営事例や取組の発表を通じて、酪農後継者や新規就農希望者への情報提供を行うと
共に、全国の酪農後継者の交流を通して、後継者育成を図るものとする。

　 事業実施主体が開催する全国酪農発表大会において各地の優良経営事例を発表。発表内容の理解度、
大会自体の満足度については、大会当日に参加者を対象としたアンケートを実施、集計の結果、理解度、満
足度共に設定した目標値を上回る結果となった。参加者５３７名のうち約半数近くが若手後継者であり、また
農業大学、高校から３０名が参加、アンケートの結果、参加者の殆どが発表大会の理解度、満足度が高かっ
た。また学生については参加者の半数以上が新規就農に興味を持っているという結果となり、本事業の目的
である若手後継者、新規就農希望者の育成についてはおおむね達成できた。

　 発表大会に多くの若手が参加したこと、また発表内容についても、女性の経営参画、労働力軽減への取
組、自給飼料基盤活用による低コスト経営の実践など、国が示している指針に沿った内容であったことは評
価できるが、更にもう一歩踏み込んだ取り組み（セミナー、研修会開催等）にも今後取り組んでいくべきであ
る。
(第３回事業推進委員会）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体 事業費 実施期間

ダチョウ防疫強化対策事業 日本オーストリッチ事業協同組合
３百万円

（２百万円）
平成29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　Ｂ
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 本事業の必要性・緊急性、国の施策との関連、及び成果の普及性・波及性は十分に高いものと考えられ
総合評価Ａとすることも妥当であると考えられたが、成果指標目標の一部不達成、事業成果に更なる課題を
残している点、実施体制には課題が見受けられた点等を鑑みて総合評価をＢとした。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 家畜伝染病予防法に定める飼養衛生管理基準に基づく防疫強化は国の重要課題である。日本におけるダチョウは
家畜伝染病予防法の対象動物となっているが、家畜としての飼育管理技術の水準もいまだ黎明期にある実情におい
て、ダチョウ農場の防疫意識と実施体制については実地確認の必要性があり、ダチョウ農場に見合った防疫体制の強
化は緊急的に不可欠であると考えられる。その為本事業において、ダチョウ農場防疫指導事業を行い、ダチョウ農場に
おける防疫体制の実態調査と現地指導を行った。併せてダチョウ農場防疫マニュアルを作成し、配布・ＷＥＢページに
公開した。

　 事業推進委員会において選定した9件のダチョウ飼育農場に対して防疫体制の実態調査を行い、平行して飼養衛生
管理基準とバイオセキュリティに関する先進的な知見に基づいた衛生指導を行った。ダチョウ農場における防疫体制の
実態調査結果と、現地指導の内容を取りまとめ「ダチョウ農場防疫マニュアル」を300部作成し、日本オーストリッチ協議
会に加盟する全国のダチョウ飼育農場、家禽関係メディアも含めた関係者、ダチョウ飼育農場および各地の家畜保健
衛生所にダチョウ農場の為の防疫マニュアルを配布（225部）し、また事業主体のＷＥＢホームページに「ダチョウ農場防
疫マニュアル」を公開した。本事業の実施により9件のダチョウ飼育農場において防疫体制の見直し強化が行われ、本
事業で実施したダチョウ農場防疫マニュアル配布によりＨ34年度までに60件のダチョウ農場で防疫体制の見直し強化
が図られる事を期する。
　

 　ダチョウ飼養者がより具体的な防疫管理手法を導入するには、今回の「ダチョウ農場防疫マニュアル」に基
づいた現地指導が、今後必要となる。防疫マニュアルを送付した家畜保健衛生所との連携で、農場の立地条
件に即した、より具体的な衛生対策を広く普及することが望まれる。
(ダチョウ防疫強化対策事業事業推進委員会）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額） 実施期間

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

一般財団法人
畜産環境整備機構

２７百万円
（２７百万円）

平成28～29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　Ａ
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 セシウムで汚染された農地の除染対策としての天地返し後、堆肥施用で地力回復させた農地において、その
後の土壌中のセシウムの動向や生産物への影響の情報提供は緊急性か高く、重要な対策となっている。本事
業で①土壌のセシウム濃度は経年的に減少し、天地返し5年後には50～75％に減少すること、②施肥基準に準
拠した堆肥施用により地力が維持されること、③堆肥施用により土壌の交換性加里含量を高め、飼料作物への
セシウムの移行を抑制できたこと、④堆肥施用により、水稲の生産物中のセシウム濃度が低減可能であること
等は、暫定許容値以下の堆肥の利用に大きく貢献するものであり、当初目的を達成し、高い成果を上げた。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 農地の除染対策として天地返しが行われ、地力回復には家畜排せつ物堆肥の施用が有効であることや、水
田への堆肥施用は生産物へのセシウム移行の抑制効果を実証した。しかし、セシウムに対する不安から暫定
許容値（400ベクレル/kg現物）以下の堆肥であっても耕種農家での利用が減少している。そのため、堆肥施用
で地力が回復した畑地において、地力の維持状況、土壌中のセシウムの動向及び作物への移行抑制効果の
持続性及び水田への堆肥施用による生産物へのセシウムの移行抑制効果の持続性を追跡調査し、耕種農家
が堆肥利用に対する不安を解消するとともに、堆肥利用の促進を図ることを目的とする事業である。

　 天地返し後、牛ふん堆肥の多量施用で地力を回復させた農地において、①土壌のセシウム濃度は無堆肥区
に比べて高くなる傾向はあったが堆肥による影響ではないこと、②野菜（10品目）のセシウム濃度は非常に低
く、堆肥区と無堆肥区で差はないこと、③飼料作物（2品種）では、堆肥施用により土壌中の交換性加里含量が
高まり、土壌からのセシウムの吸収を抑制できたこと、④水田への堆肥施用は水稲の生産物のセシウム濃度を
低下させる効果が見られた。これらの成果をパンフレット2,000部及びデータ集500部としてとりまとめて印刷し、
生産者等の関係者に配布した。

　 地力回復後の農地において、セシウムが及ぼす影響について具体的情報が不足している状況の中で、①耕
作した土壌のセシウム濃度は、経年的に低下し、天地返し5年後には50～75％に減少すること、②施肥基準に
準拠した堆肥施用と土壌診断に基づく施肥対応によって地力が維持され、野菜へのセシウムの移行も抑制でき
たことは高く評価される。また、水稲では、③暫定許容値を超えない堆肥施用により、生産物中のセシウム濃度
を低減可能であることを追跡調査でも実証したことは高く評価される。これらの成果は、堆肥の流通に苦慮して
いる畜産農家にとって朗報であり、貴重な成果が得られたと高く評価したい。（地力追跡事業推進委員会）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

畜産物の汚染防止対策強化事業（メタゲノム解析に
よるカンピロバクター汚染防止法開発事業）

国立大学法人
東京大学大学院

農学生命科学研究科

３０百万円
（３０百万円）

平成28～29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　S
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 当初計画にあった目標は、ほぼ全て実施されており、また、当初予定されていなかった収集試料数の増加
も、必要と見なされたものについては、投入資源の範囲内で効率よく実施されたと見なされ、この事業の達成度
は高いと考えられる。今後は、ホームページ上で公開した情報と関係者に配布した報告書とが、さらに広く活用
されていくことが期待される。加えて、事業推進委員会委員からも特に高く評価する意見を得ていることからS評
価とした。

JRA畜産振興事業　自己評価票（研究開発事業）

　 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の鶏への汚染源・経路
等は未だ不明であることから、鶏の成長各段階での腸内及び鶏舎内外環境試料に対し、PCRとメタゲノム解析
を実施し、養鶏場では細菌叢動態を解明するとともに、汚染源・経路を特定し、カンピロバクター汚染防止法を
開発することを目的とする事業である。

　 本事業では、養鶏場環境試料及び鶏糞便等の試料を合計624検体収集し、これらの全てについてカンピロバ
クター汚染の有無をPCRにより検査した。さらに、このうち267検体についてメタゲノム解析により細菌叢組成を
明らかにした。さらに、8検体については、全遺伝子配列を決定し、そこに存在する病原遺伝子や薬剤耐性遺伝
子の組成を明らかにした。
　 これらの成績から、鶏へのカンピロバクター汚染は、幼弱期から成長期までのいつでも起こること、空舎期間
は清浄化できていること、糞便細菌叢は成長とともに変化し、カンピロバクターの定着と細菌叢との間に関連が
あると推定されること、鶏舎内作業用長靴は、消毒槽を経てもカンピロバクターが検出されることが分かった。こ
れらの成績を参照して、今後養鶏場関係者と協議し、養鶏場内での鶏への汚染防止法について提案できる見
通しとなった。

　 鶏舎内への汚染が鶏の幼弱な時期から成長する時期のいずれでも起こったことを示した成績は価値が高
い。また、メタゲノム解析結果とカンピロバクター汚染の有無との関連づけについては初めての試みであり、殆
どの項目で予定数あるいは予定数を上回る解析を完了している。さらに、細菌叢構成の変化が定着性に関与
することを示唆する結果が得られており、カンピロバクターの鶏舎への侵入経路についても今後の制御の助け
となりうる興味深い結果が得られている。特に、エサに含まれている抗菌薬が食鳥の便中に含まれるカンピロ
バクターに影響を与えている可能性であり、今後このことを検証することで、新たな対応が見出せる可能性があ
る。
（メタゲノム解析によるカンピロバクター汚染防止法開発推進委員会）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

遺伝情報活用育種改良促進事業
（畜産領域における遺伝統計基盤整備事業）

国立大学法人
京都大学

大学院農学研究科

18百万円
（18百万円）

平成28～29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　A
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 本事業によって開発された、国産系IT技術に基づく家畜ゲノミック評価システム「mpGBLUP」は、既存の
ssGBLUPプログラムとの演算比較において十分遜色のない性能を示し、今後、わが国畜産における様々な
家畜改良事業の発展、ならびに我が国の遺伝統計学の基礎的研究の発展に資することが大いに期待され
る。また当初目標もほぼすべて達成できた。しかし本システムのさらなる改善点がいくつか残っていることか
ら評価をAとした。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 我が国畜産物の国際的競争力を将来にわたって高めつつ、他国による干渉等によって不利益をこうむら
ないようにするために、我が国の遺伝統計研究に基づく国産系IT技術による家畜改良を進めていく視点が重
要となる。本事業は、安価な計算機資源で実働可能な家畜ゲノミック評価システムを開発し、我が国畜産の
発展に資することを目的とする事業である。

　 64bit 日本語 Fortranコンパイラを用いて、64bit数値計算コンピュータプログラムシステム（MultiPlex
Genomic BLUP: mpGBLUPシステム）を開発した。同システムは市販の安価なPC上（Windows, Mac, Linux）で
動作する。64bi技術に基づきメモリ拡張限界等はほぼハード性能にのみ依存する。検証のためのパイロット
データとして鳥取県和牛記録を用い、既存のssGBLUPプログラムとの比較を行い、同システムの有効性を検
証した。同システムは、従来の血縁情報のみに基づいて遺伝的評価を行うBLUP理論はもとより、ゲノム情報
と形質情報からSNP効果を推定して家畜改良に利用するGBLUP理論、さらには血統情報とゲノム情報と形
質情報とを統合活用するssGBLUP理論にも対応している。本事業の成果並びに同システムの概要を解説し
た報告書を作成し、関係各所に配布した。

　 国内系IT技術に基づくゲノミック評価システムが本事業によって完成したことで、従来はブラックボックスで
あった計算手順を明らかにできるようになったことは大きな成果である。複雑なプログラミングコードの実装
が行われており、完成自体を高く評価したい。和牛の実データを用いたデバッグ検算作業を実施し、信頼度
の高いシステムが完成した。プログラム性能の限界調査を行い、運用や普及方策について今後さらに検討を
すすめ、育種改良現場での活用を通して、プログラム内容を今後もさらに高めていくことを期待する。また、
大学等での高度専門教育の目的にも活用されることを期待する。
(畜産領域における遺伝統計基盤整備事業)

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

畜産物の汚染防止対策強化事業
（家畜慢性感染症の循環実証に基づく対策強化事業）

国立大学法人
岐阜大学

26百万円
（26百万円）

平成28～29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　A
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 獣医領域、野生動物生態学と全国でも極めて珍しい、複数分野からなる学術グループと地方自治体が有機的に
連携し、重要ではあるものの有効な対策のとられてこなかった豚の抗酸菌症と家畜のトキソプラズマ症という家畜
の慢性感染症対策を講じる、挑戦的な事業であった。それぞれの病原体の循環動態を科学的に明らかにし着実
かつ波及効果の極めて高い成果をだすことができた。環境〜野生動物〜家畜の間での微生物循環を明らかにす
ることで、“家畜生産性の向上”“畜産物の安全性確保”に貢献できた。加えて、ワンヘルス的視点から公衆衛生分
野への波及効果もある成果が得られた。

JRA畜産振興事業　自己評価票（研究開発事業）

　 家畜の生産性に影響を及ぼす病原体の中で、長期にわたって経済的被害を生じる慢性感染症の病原体に対し
ては、被害の実態が顕在化しづらく、摘発が困難で対策が遅れている。このような感染症に対しては、摘発を中心
とした対策は非現実的であり、家畜生産の場への病原体の侵入を防ぐこと、すなわち家畜と農場周辺の環境との
間を循環する病原体の挙動を明らかにすることが対策に繋がる。このような感染症として、本事業では豚の抗酸菌
症と家畜のトキソプラズマ症を対象として、それぞれの感染源、汚染経路を明らかにし、感染防止のための衛生対
策を提言することを目的とする事業である。

・豚抗酸菌症については、集団発生農場において原因菌の遺伝子型を調査した結果、敷料として使用されている
おが粉が感染源である可能性が示唆された。
・トキソプラズマ症については、原因となる原虫（ネオスポラ）のモデルとなる住肉胞子虫を対象として調査した結
果、住肉胞子虫を含んだ犬の糞便に汚染された農場が多いことから、糞便が感染源である可能性が強く示唆され
た。
・これら成果を報告書にとりまとめ、家畜衛生従事者、獣医畜産系学生を対象とした家畜衛生ハンドブック、ジビエ
処理衛生ハンドブックの発行、家畜感染症疫学フォーラムを開催し成果の普及に努めた。成果の啓発により、豚抗
酸菌症による廃棄率の減少、豚におけるトキソプラズマ陽性率の減少を達成できる見込みである。

・本事業では、野生動物の生態から最新の分子疫学を専門にする研究者が一体となり有機的な研究体制を構築
して科学的価値の高い成果が生み出されつつある。今後の研究発展が大いに期待される。（事業推進委員会）
・家畜感染症のベクターとして、農場に出没する野生動物の問題が指摘されて久しいが、実際に接触リスクを評価
し、地方獣医行政に取り入れる方法を示したことは評価できる。（事業推進委員会）
・本事業は4人のPIで構成され、緊密な連携で計画通り進捗し、当初の目標を十分に達成している。とりわけ、啓蒙
活動に直ちに使用できる冊子体の作成は本事業の特筆すべき成果である。生産者にも是非一読していただきた
い。（事業推進委員会）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

畜産現場における女性の活躍推進事業
（畜産経営における女子力発揮推進事業）

公益社団法人
中央畜産会

78百万円
（78百万円）

平成27～29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　B
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 職場等環境整備、キャリアアップ、ワーク・ライフ・バランスの各視点から畜産女性を取り巻く課題の抽出を
行い対応策を取りまとめ提言等を行うことができた。また、地域における新たな女性リーダーの育成とグルー
プ化を図ることができた。
　 以上のとおり、当初計画を踏まえ予定どおり事業を実施することができたことは当初目標を達成し成果をあ
げることができたと言える。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 わが国の畜産において、今後、６次産業化など多様化する畜産経営の担い手として女性の能力発揮が期
待されている。
　 そこで、畜産に携わる女性が能力を発揮できるようにするために職場等の環境整備やキャリアアップ、ワー
ク・ライフ・バランスの各視点で課題と対応方向等をマニュアル化するとともに、地域リーダーの育成やネット
ワーク活動の推進を図る。
　 これにより、畜産経営における女子力発揮に向けた取り組みの全国への普及、畜産経営者、経営支援に
携わる組織、男性が共に課題に向き合う環境づくりを目的とする事業である。

　 畜産女性を取り巻く課題と対応策を取りまとめたマニュアルを2,150部作成、新たな地域リーダー育成に向
けた勉強会等を全国15県で222回開催、畜産女性等を参集した全国交流会を全国2か所で開催し、その内容
の普及を図った。
　 これらの取り組みにより、全国15県で畜産女性による将来の地域リーダーグループをつくり、地域リーダー
の育成に向けたネットワーク活動の強化を図った。
　 以上の取り組みの波及効果として、将来的には、将来の地域リーダーグループが20設立されることが見込
まれる。

　 畜産における重要な担い手である女性の能力を今まで以上に発揮させていくことは、畜産経営における人
材の確保、経営の収益力の強化に大きく関係することであり、本事業で作成したマニュアルにより畜産女性を
取り巻く課題と対応策を明確化したことは畜産女性の働きやすい環境づくりを促すきっかけとなり経営に与え
る効果が期待できる。
　 また、15県で取り組んだ新たな地域リーダー育成により畜産女性による将来の地域リーダーグループがつ
くられたことにより、今後の畜産女性ネットワーク活動の進展が期待できる。　　　（女子力発揮検討委員会）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

畜産現場における障がい者の参画推進支援事業 畜産経営支援協議会
51百万円

（51百万円）
平成27～29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　A
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 取り組み内容とその成果は、畜産分野における担い手不足が深刻化する中で、必要性・緊急性が高く、障が
い者の自立支援と共生社会の形成に向けて重要な国の施策の補完性も高い。しかも妥当な資源投入により、
当初目標を十分に達成し、一部の内容については当初目標を上回る高い成果をあげた。５および４評価が同
数であり、総合評価の評価基準に照らしＡ評価とした。

JRA畜産振興事業　自己評価票

   深刻化する担い手不足を背景に’農福連携’に注目が集まる中、耕種に比べて畜産現場では、取組事例な
どの情報が極めて少ない。
   そこで、実態把握のアンケート調査と取組事例調査に基づき、障がい者の参画推進のための事例集・手引
書を作成し、シンポジウムや研修会を開催する。
　将来、新たに畜産経営体での障がい者の雇用を実現させるために、畜産分野と福祉分野とのマッチングを支
援することにより、畜産現場において障がい者の参画を推進する。

   畜産経営体や特別支援学校、福祉施設合わせて396件のアンケート調査を実施し、30事例の取組事例調査
を行った。それに基づいて畜産現場における障がい者の参画推進のための事例集と手引書を作成し、関係各
所に配布して、５ブロックでシンポジウムを開催するとともに、畜産分野と福祉分野を一堂に集めた研修会を５
県で開催した。これらを通して、畜産現場の見学会や体験就労など畜産分野と障がい者のマッチングを５地区
で実現した。
    今後も丁寧に継続的な取組を行うことにより、新たに障がい者を雇用する畜産経営体が出現することが見
込まれる。

   本事業の目標は畜産・障がい者福祉・特別支援教育の異なる分野間の情報共有を図るとともに、畜産分野
での障がい者の就労環境を実現することである。3年間の取り組みでは上述の事業成果にかかる諸過程をス
トーリー性をもって、直面する課題を克服しながら着実に進めることで、畜産分野と障がい者のマッチングを初
めて軌道にのせ、畜産現場における障がい者の参画について確実な見通しを得たことが、きわめて高く評価さ
れた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（畜産現場における障がい者の参画推進委員会）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

生産段階における防疫強化対策事業
（自衛防疫体制強化推進事業）

家畜衛生対策推進協議会
168百万円

（168百万円)
平成27～29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 これまでの自衛防疫対策の推進（地域自衛防疫強化特別対策事業）により、自衛防疫体制の再構築が図られ、特に生
産者の取組みによる防疫演習等を通じ、平成26年4月に熊本県で発生した鳥インフルエンザの早期発見・通報、適切な初
動防疫においても大きく寄与した。これらの初動自衛防疫活動の取組み手法等の成果を地域全体に拡大し、より広い関係
機関との連携により、防疫体制を地域に定着させることが重要となっている。
 　また、発生が増加している牛白血病については、農場の飼養管理状況等に応じた的確な防疫対策の有用性を検証し、
本病の清浄化を推進する上で確認された有効策を防疫措置として取り入れ、新たに淘汰措置も加えた生産者による取組
みを検証し、清浄化の進展を図ることが課題となっている。
 　近年、乳量確保上重要な問題となっている牛マイコプラズマ性乳房炎については、新技術の手法を用いた検査方法によ
り感染牛の早期摘発を行い、飼養衛生管理の充実等を図り自主的な防疫対策の有効性・有用性を検証し、本病の清浄化
を進め、経済的な損失を防止することが緊要な課題となっている。
 　さらに、地域の自衛防疫団体が、その防疫措置の基礎となる飼養衛生管理基準の徹底を図り、関係機関と協力して国
家防疫とともに重要な防疫活動の一方を担って防疫対策の取組みを推進することが、新たに生ずる各種の伝染性疾病に
対応する上での今後更に充実すべき課題となっている。
 　このため、具体的な初動防疫措置及び生産地で緊急的に求められている慢性感染症清浄化支援対策の実施を通じ、地
域の生産者の自主防疫活動を推進することで地域防疫体制の再構築を推進し、伝染性疾病の発生予防等の防疫措置の
徹底に努め、もって我が国の畜産の振興に資する。

・地域自衛防疫強化推進会議の開催は全47団体で、目標値の282回に対し271回開催した。
・地域自衛防疫のための防疫演習等の開催は、全47団体で、目標値の399回に対し485回開催した。また、大型機材の利
用、島嶼部での実施、発生時協力協定を締結した機材施設業者の参加など演習内容の拡充が進んだ。
・牛白血病の発生・拡大防止措置実施のモデル農場数については、目標値の90農場に対し、119農場であった。
・モデル農場における牛白血病抗体陽性率は基準値44%を対策の実施による陽性率の低減（清浄化推進実証モデル農場
は15％以下、対策推進中核農場構築モデル農場は25％以下）を中間成果指標とした。衛生対策を実施し、陽生牛の摘発
淘汰の進んだ農場では、目標値を下回る陽生率、の低減が見られたが、生乳の増産が求められたこと、育成牛価格の高
騰等により、摘発後の淘汰、陰性牛の導入が滞る状況となったため、29年度の実績値は41.4%であり、平均的な、罹患率
（陽性率）の低減は目標値に至らなかった。このことから、本病の短期間での清浄化は困難なため、中長期的な視点から
の計画的かつ継続的な対策が求められる。
・牛マイコプラズマ性乳房炎の衛生対策実施団体数については、目標値の33団体に対し、29団体であった。
・「飼養衛生管理基準の徹底・啓発資料は、当初計画の乳用牛飼養農家等向けとして20,000部の作成を予定していたとこ
ろ、18,400部を作成し、配付した。養豚養鶏農家向け10,000部の作成を予定していたところ、計26,800部作成し配付した。

・地域自衛防疫体制強化推進対策については、地域の自衛防疫を推進するため、全国47団体において地域自衛防疫強
化推進会議が開催され、畜産農家の初動防疫活動の有効な方策、地域特定疾病対策の啓発・普及等地域自衛防疫強化
推進のための方策等の検討が行われた。
・地域自衛防疫活動推進対策の推進については、全国47団体において、畜産農家の初動防疫活動が有効に機能する体
制の整備推進を行うため、各地で生産者段階での防疫演習が実施され、地域の自衛防疫活動の強化が図られた。
・牛白血病対策については、17道県のモデル農場において、牛白血病の発生・拡大防止の具体的な衛生管理対策を実施
したことは、防疫対策の知識の向上、普及・啓発、本病の清浄化対策に役立つものであり、評価できる。生乳の生産計画、
育成牛価格の高騰等により、摘発後の淘汰、陰性牛の導入が滞る状況があったことから、本病の清浄化に向けての具体
的な対策の励行と継続的な普及支援体制が必要である。
・牛マイコプラズマ性乳房炎の衛生対策については、検査・調査から本病発生についての疫学成績が得られたことから、今
後の継続的な普及支援体制につなげることが重要である。
・生産段階における地域の自衛防疫活動の強化が求められている中、地域の衛生状況を踏まえつつ、重要疾病を対象と
したモデル的な防疫対策の取組み及び地域での自衛防疫の充実に向けた効果的な対策を継続して実施していくことを強く
望みたい。　　　　　　　　　　　　　                                           　　（自衛防疫強化推進委員会）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い

　

総合評価　　　B
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 本事業の目的達成のため、事業は年度別実施計画に基づき適切に実施された。これにより、地域における自衛防疫体
制の再構築への取組みの拠点の構築が図られ、特に生産者の取組みによる防疫演習等を通じ、自衛防疫活動とその体
制の再構築に対しての認識が高まったことは、評価される。
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

海外実用畜産技術等活用推進事業
公益社団法人
畜産技術協会

10百万円
（9百万円）

平成27～29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　A
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 本事業を3年間実施した結果、直接指標については全てクリアーし、中間成果指標も目標値70以上に対し実
績は97と極めて高い成果を得ている。また最終目標である最終成果指標（畜産関係機関・団体や専門誌が有
効性を認めた実用技術等の数が5以上）については、検討会委員による現時点の評価として9つ全てが該当す
るとの高い評価を受けている。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 国際化の進展の中、我が国の畜産振興を図っていくためには、経営の効率化等が必須の課題となっている
ため、海外の畜産分野の実用技術等の導入・普及を通じて飼養管理の効率化や収益性の向上を図ることが必
要不可欠な状況となっている。
　 このため本事業では、調査員を海外派遣し実用畜産技術や遺伝資源に関する情報を収集分析し、その結果
をホームページへの掲載、報告書の配布、セミナーでの紹介を通じて情報を発信・提供し我が国の畜産振興を
図ることを目的として事業を実施した。

　 ３年間で延べ９カ国、９つの技術・情報等を調査分析し、ホームページに掲載、報告書の配布を行うとともに
３回のセミナーで６つの技術・情報を発表した。
　 このセミナーで出席者に「発表のあった技術情報等が我が国の畜産経営体の体質強化有効であるかどう
か」アンケート調査したところ、３年間平均で97.0％の有効であるとの高い回答があった。
　 これらを踏まえ、最終成果指標とされている有効性を認められた技術等の数を事業推進検討委員会最終回
で委員にアンケート調査すると、9つ全ての技術等が有効と評価を受けた。

　 事業推進検討委員会の最終回に本事業の３年間の総括を聞いたところ、飼養管理技術等9区分27技術・情
報の中から重要性・緊急性から９つを選び３年間で調査・分析し、その結果をホームページに掲載、報告書の
配布、セミナー開催等を通じて普及を図っていることに高い評価を受けた。なお、９つの中には生産者等の関
心が高くすぐ反応があるもの（EUにおける飼料添加抗生物質無使用の家畜飼養技術等）と反対に反応が出て
くるのに時間のかかるもの（ヤギ活用による地域振興策等）があるので、ホームページ掲載は当面継続してい
くべきとの意見があった。（海外実用畜産技術等活用推進事業平成29年度第2回検討委員会）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

ICT活用小規模繁殖管理体系実証調査事業
公益社団法人
畜産技術協会

9百万円
（9百万円）

平成27～29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　Ａ
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 本事業でのモデル農家は稲作との複合で17頭前後の繁殖牛を複数の牛舎でつなぎ飼いする典型的な小
規模繁殖農家である。このような経営において、簡易発情発見装置導入で機器機能による直接的効果に加
え、繁殖成績改善意欲向上という間接的な効果も加わることで、また、機器に頼りきりでなく、行動観察と組み
合わせることで、繁殖が改善することを実証したこと、また、普及効果も大きいことからＡ評価に値する。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 わが国の和牛繁殖経営は少頭数飼養が多いことから、近年発著しいICT機器をこれら小規模繁殖経営に
取り入れ、ICT機器を活用した和牛繁殖管理体系の確立を目指す。そこで、3戸の小規模のモデル農場に簡
易タイプの発情発見装置を導入し、継続して繁殖データを収集・分析することにより、小規模繁殖経営におけ
る繁殖管理体系の改善効果の検証を行い、また、技術セミナー等により新たな繁殖管理体系について普及啓
発を行うことを目的とする事業である。

　 3実証モデル農場は複数の牛舎で17頭前後の繁殖雌牛を、つなぎ飼いし、運動にも出すことがある、稲作と
の複合経営である。簡易発情発見装置導入により、3農場とも、行動が数値で見れるのでわかりやすい、多忙
な時期も発情観察が可能など、機器機能による直接効果に加え、発情牛を重点的に見る、飼養管理にも気を
配るようになったなど間接的な効果も加わり、分娩間隔を短縮することができた。これらについては、3農場の
ICT活用の実証展示、技術セミナー、パンフレット作成、普及啓発のための展示等を実施した。

 　 ３実証農場は、本機器に発情発見に使える、導入してよかった等の高い評価を与えていることから、実証
効果は大きく影響力のある事業である。
まわりの農家に意識を広げたことも評価の対象にしてもよい。
実証した地域は県北で畜産が伸びている地域である。この地域で実証したことにより今後畜産が伸びると思
われる。
　（ 第2回ICT活用小規模繁殖管理体系実証調査事業検討委員会）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

牛肉のおいしさ分析・評価事業
（牛肉のおいしさ総合評価指標開発事業）

  一般社団法人
  家畜改良事業団

80百万円
（59百万円）

平成27～29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　A
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 牛肉の分析型官能評価と理化学分析に基づいて牛肉の知覚特性をマップ化し、そこに専門家が出した言葉を
ワードクラウドの手法で重ねて、視覚的にわかりやすく、かつ客観性が担保された総合的な評価指標をイメージ化し
たことは、生産・流通・消費の各段階のニーズに応えるものである。牛肉のおいしさの客観的な表現は、牛肉の品質
向上と国内消費拡大のみならず、海外市場の開拓にも有用である。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 日本の牛肉産業は、国内外との競争にさらされており、おいしさを掲げた産地銘柄強化に取り組んでいる。牛肉
のおいしさを消費者へ正確にわかりやすく伝えることは、牛肉の消費拡大と経営強化にとって緊急の課題となってい
る。そこで、牛肉の成分分析、分析型官能評価、専門家による評価を総合して牛肉のおいしさ総合評価指標を開発
するとともに、消費者型嗜好調査と流通肉の理化学分析に基づく食味特性評価を行って指標の妥当性を検証する。
本事業は、牛肉のおいしさ総合評価指標を開発し、それを消費および生産段階で活用するための課題・留意点を検
討し、もって国内の牛肉生産の発展に資することを目的とする事業である。

・分析型官能評価、理化学分析、および専門家による評価を胸最長筋210検体について実施し、消費者型嗜好性調
査を１０回７０５人を対象として実施し、流通肉の理化学分析を９００検体について実施し、現地調査を10ヵ所で実施
した。
・以上の調査・分析に基づき、以下により、牛肉の成分から牛肉のおいしさに関する主観的評価を推定・明示する
「牛肉のおいしさ総合評価指標」を作成した。
①水分やタンパク質、脂肪酸などの牛肉の「成分」と、うま味や香り、食感等に関する人間の評価（官能評価）との相
関関係を分析し、「成分」から「分析型官能評価」を推定する推定式を作成した。
②推定した「官能評価」結果を、視覚的に分かりやすくするため三次元マップで表示した。
③マップで表示された様々な牛肉ごとの「官能評価」結果を、ワードクラウドによるおいしさに関する専門家の主観的
評価と結びつけて表示した。
・ 開発した牛肉のおいしさ総合評価指標は、５ヵ所の生産組織等で指標の利用が開始され、うち３ヵ所で指標を適
用して数値が判明した。自らが生産した牛肉の食味特性を知りたいという生産者や産地のニーズは強いことから、
取り組み組織等の最終的な目標は達成可能である。

・開発された指標は、客観的で視覚的にもわかりやすく、国内消費拡大や海外市場開拓にとって有用である。
・牛肉の知覚特性マップにワードクラウドによる言葉の表現を重ねるというのはきわめて新規性が高い。
・理化学分析値に基づいて知覚特性マップ上の位置と食味特性表現を推定する方法は独創的である。
・全国の生産組織等がこの指標を活用することによりマップがより充実し、日本ブランドが強まると期待される。
・広く理解してもらうためには、より簡明にすることが必要である。
・牛肉の生産管理に生かすために、情報発信の工夫が必要である。
（事業推進検討委員会）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

ゲノム情報活用育種改良推進事業
（肉用牛ゲノミック評価検討事業）

一般社団法人
家畜改良事業団

110百万円
（88百万円）

平成27～29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　A
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 ゲノミック評価技術の評価精度等において高い評価を評価技術検証委員会で得られ、さらに県、団体、大規模経営体に
普及拡大がなされており和牛の新たな改良技術として利用できることが確認された。よって総合評価Ａとした。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 国際化が進展する中、牛肉の国際競争力を強化しつつ、国民に合理的な価格で良質な牛肉を安定的に提供していくた
めには、肉用牛の生産性を飛躍的に高めていく必要がある。このため、家畜改良増殖目標においても、産肉能力や繁殖性
等の有用形質に係るSNP情報を活用した遺伝的能力評価手法の確立の必要性・重要性が謳われている。
　 このうち産肉能力のゲノミック評価については、これまでの取組により実用化の目途がついたことから、データの蓄積に
より正確度の向上を図りつつ、種雄牛造成や優良雌牛群の整備等への応用の検証を行い、実際の改良現場等での活用
の道を早急に確立する必要がある。　また、「家畜改良増殖目標」でその重要性が謳われている飼料利用性や繁殖能力に
ついても、ゲノミック評価の新たな対象形質として評価手法の開発に取り組む必要がある。しかしながら、飼料利用性につ
いては、表型値（飼料採食量など）のデータを正確かつ大量に収集することが困難である。このような飼料利用性の改良に
取り組むためには、飼料利用性との相関が高い発育関連形質（日齢枝肉重量等の発育能力）に着目し、可能な限り大量の
データ・DNAサンプルの収集を行い、早急にゲノミック評価手法の開発に取り組む必要がある。さらに、繁殖性については、
牛の受胎率低下が問題になっている中、雌牛側からのアプローチに加えて、種雄牛側からのアプローチが必要である。
よって本事業では、肉用牛の生産性の向上を目的に、生産性に係るこれらのゲノミック評価手法の開発に取り組んだ。

　 産肉性６形質のゲノミック評価については肥育牛データを追加する事により、精度向上を確認できた。このことによりH28
年度調整交配からの現場検定において予備選抜を実施し、候補種雄牛を40頭／年から30頭／年に絞り込むことが出来
た。また、H30.1.11に開催した専門家による評価技術検証委員会において、この事業におけるゲノミック評価技術は評価精
度を含め、候補種雄牛の予備選抜や検定済種雄牛の選抜、さらには繁殖雌牛、特に若雌牛の能力評価に有効であると高
い評価の答申を得るに至った。
　 受精卵活用候補種雄牛作出事業においては、群馬県管内および三重県管内において、ゲノミック評価により優秀な雌牛
27頭を選抜、採卵を実施し214個卵を得た。そのうち生産された候補雄子牛15頭のうち8頭を候補種雄牛とするに至った。
発育関連情報収集分析事業においては発育関連形質のゲノミック評価のための肥育牛について8,563頭のSNP情報およ
び表現型の蓄積を行い、それを用いた基礎的分析を実施、学会等で報告した。
　 繁殖関連形質収集分析事業においては当団種雄牛および協力県（宮崎県、山形県）の種雄牛を対象に、雄牛側からの
受胎性改善を図るためのゲノミック評価手法の開発に向けて242頭の凍結精液品質検査を実施し、SNP情報や表型値等の
蓄積を行った。また蓄積データを用いて種雄牛における精液特性の基礎的分析を踏まえ、種雄牛の繁殖性についてゲノ
ミック評価の有用性を学術論文で報告した。

　 H30.1.11に開催した専門家による評価技術検証委員会において、この事業におけるゲノミック評価技術は評価精度を含め、候補種雄
牛の予備選抜や検定済種雄牛の選抜、さらには繁殖雌牛、特に若雌牛の能力評価に有効であるとの高い評価の答申を得るに至り、マ
スコミ等に広く情報を発信。結果、育種改良に取り組む県や大規模経営体からのssGBLUP法によるゲノミック評価の依頼の増大、さらに
は新たな県単事業等の取り組みの動きも加速され和牛の新たな改良技術としての利用・認知度は急速な高まりを見せている。
　 よって国内の繁殖基盤の強化あるいは敏速で的確な産地形成等に資することが見込まれるなど当初想定を大きく上回る普及性・波及
性が見込まれる。
（肉用牛ゲノミック評価検討事業委員会）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

新技術活用効率的後代検定システム構築事業
（若齢種雄牛の性選別精液生産に係る精液処理技術開発）

一般社団法人
家畜改良事業団

41百万円
（30百万円）

平成27～29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　A
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 若齢種雄牛の性選別精液の合格率の向上を図るための条件を明らかにするとともに、低精子濃度精液の「遠
心濃縮法」や、遠隔地に繋養されている若齢種雄牛精液の「最適輸送方法」を開発したことにより、精子の生産効
率の向上を図る手法を開発し、さらに、「最適輸送方法」に関する成果について、1件の特許出願を成し遂げたこと
から総合評価をＡとした。

JRA畜産振興事業　自己評価票（研究開発事業）

　 わが国の乳用牛の交配においては、性選別精液を活用することで、後継牛の確保及び経済価値の低い乳雄
子牛の生産抑制に寄与されつつあり、酪農家の経済的安定が図られているところである。一方、乳用牛の後代検
定においては、性選別精液が実現していない。性選別精液を用いた後代検定での効率的な調整交配を実現させ
るために、若齢種雄牛に特有の不十分な精子濃度等への適切な対処及び遠隔地に繋養されている候補種雄牛
の原精液の輸送に伴う生産効率の低下への対処等の技術開発等を実施し、乳用種雄牛の後代検定の効率化を
図り、わが国畜産の振興に寄与するものとする。

　 若齢種雄牛の性選別精液は、体重、新鮮度等一定の条件の下であれば、精子運動性でみた合格率を通常の
成牛に比べて70％以上確保できることが明らかになった。
　 若齢種雄牛の精液は精子濃度が低いことから染色性が悪く、ＸＹ精子の選別が困難である。このため、遠心分
離法による低精子濃度精液の濃縮法を開発した。
　 若齢種雄牛の性選別精液を輸送する場合、精子の死滅割合が多くなり品質が落ちてくるため、精液の輸送方
法として、精液を輸送保護液とガス充填法を組み合わせた輸送法を開発した。
　 これらの新たに開発した手法を組み合わせることにより、若齢種雄牛の性選別精液の生産効率の向上が図ら
れた。

る。

（新技術活用効率的後代検定システム推進検討会）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

酪農における子牛生産情報システム構築事業 乳用牛群検定全国協議会
78百万円

(67百万円)
平成27～29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　A

　 事業の目標はすべて達成している。子牛の哺育、育成について、死産、流産、早期死亡、分娩事故、体高測定といった
本事業の情報が、農家の酪農経営の技術改善に役立つものと期待できる。また、乳用後継牛、交雑種、ＥＴ和牛生産の予
測についても一定の成果を上げている。

JRA畜産振興事業　自己評価票（研究開発事業）

　 国は酪農生産基盤の強化を図るため、性選別精液や和牛受精卵等の最新の繁殖技術を活用し、搾乳牛の確保と併せ
肉用牛資源の拡大を図る施策を講じている。しかし、乳用牛が生産する子牛は限られており、最新の繁殖技術の全国的な
利用状況等を関係者に情報提供しなければ、初妊牛や交雑種等の需給に混乱を生じる恐れがある。このため関係者等に
子牛の生産関連情報を提供する仕組を構築し乳牛の合理的な子牛生産構造の形成に資する。

①　乳用牛群検定等で報告されている種付けに関する情報をもとに、８ヶ月先までに乳用牛から出生する子牛の頭数をメ
ス、オス及び交雑種に分けて予測するシステムを構築することで、計画的な後継牛の確保に役立てることができるように
なった。
②　従来に比べて詳細な子牛の分娩事故や種付けの情報が農家や技術指導員等に対して提供されることで、自らの経営
改善や哺育技術指導等がより的確に行えるようになった。

　 酪農業において喫緊の課題となっている生産基盤の弱体化のひとつである後継牛不足に対し「子牛」という観点から取り
組んだ意義は大きい。子牛の哺育、育成について、死産、流産、早期死亡、分娩事故といった情報が、農家の技術指標と
なり得ることを示した。また、各農家での交雑種生産やＥＴによる和牛生産なども、本事業を通してその実態を知り得ること
となった。
　 とりわけ、乳用後継牛、交雑種、ＥＴ和牛別の子牛生産予測を試みていることは評価できる。この情報により、我が国の
子牛生産の動向を９カ月先まで見通せることとなった。これは、現在問題となっている初妊牛の高騰を安定化させるひとつ
のきっかけになり得るものである。できれば、１年２年先まで予測できれるようにして頂きたい。
　 今後は作成したシステムの利用促進をはかることが重要となる。本事業は牛群検定事業と連携がはかられていることか
ら、牛群検定をベースに利活用が進むことが期待できる。各目標値においても十分に達成されており、実施体制は適正で、
牛群検定と連携をはかることで、経費の節減にも取り組んでおり、事業の達成度も十分であり、総合的に満足できるもので
ある。
　　（酪農における子牛生産情報システム構築事業推進委員会）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

稲麦二毛作普及促進・農薬安全性調査事業
一般社団法人

日本草地畜産種子協会
１１９百万円

（　９５百万円）
平成27～29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　A
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 本事業において、各種新技術を取り入れた稲麦二毛作体系を全国5ヶ所で実証する等により、その普及促進を図っ
たこと、及び飼料用稲麦農薬安全性調査において農薬の安全性を確認し適用農薬整備への道筋を明確にし、一定の
知見が得られたことにより総合評価をＡとした。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　
　 本事業は、国産粗飼料を確保するため、利用率が低下している水田裏作を活用し、飼料用麦と飼料用稲専用品種
を用いた耕畜連携による多肥栽培や麦立毛間稲直播、麦不耕起播種等の各種新技術を取り入れた稲麦二毛作体系
を実規模で実証し普及促進を図るとともに、飼料用稲麦に対する農薬の安全性を確認することで、水田利用飼料二毛
作生産技術をより確実なものとすることを目的とする。

① 　飼料用稲麦栽培実証調査を5ヶ所で実施、現地検討会を4回開催、パンフレット1,000部を印刷し関係者に配布し
て普及・啓発に努めた。二毛作体系については、栽培管理等の改善を加えた結果、稲麦を合わせた乾物収量を4地区
において年々増加することができたことにより、二毛作体系の有効性を確認した。
　 平成28年産の「水田における飼料用青刈り麦類の栽培面積」が5,050haと公表され最終成果指標は前倒しで達成し
たことを確認した。
② 　早期収穫飼料用稲の残留農薬分析をする農薬数15種類、残留試験調査区数96区、飼料用麦の残留農薬分析
をする農薬数10種類、残留試験調査区数68区で農薬残留データを収集し、農薬の安全性について十分な評価を行っ
た。

①　 飼料用稲麦二毛作体系の実証展示調査において、排水不良の条件等の要因で二毛作導入当初には、増収効
果が得られなかった地域はあったものの、その低収要因を迅速に改善するための対策を指導しながら、各地域に新
たな品種の導入や家畜堆肥を活用した栽培体系を確実に実証し、翌年以降は各地区とも増収を達成して、普及につ
なげるための技術指標として非常に多くのデータを収集した実績は大きい。
 　さらに、生産現場の指導員等が活用し易い「飼料用稲麦二毛作技術パンフレット」を作成し、反省点および改善点と
して整理したうえで、各関係者あてに配布したこと、現地実証展示圃場現地検討会を通じて、稲の直播技術や麦の不
耕起栽培等を関係者に紹介したことは、今後の生産現場での活用が大いに期待されるため、高く評価できる。
② 　飼料用稲麦二毛作雑草防除確立調査を通じた適用農薬の効果を明らかにしたこと及び飼料用稲麦の残留農薬
安全性調査を通じ、農薬の安全性を確認し適用農薬整備への道筋を明確にし、一定の知見が得られたことは極めて
高く評価できる。（稲麦二毛作生産安定化・普及促進調査推進委員会）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

堆肥利用の困難な馬ふんの燃焼利用調査事業
一般財団法人

畜産環境整備機構
４３百万円

（４３百万円）
平成27～29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　A
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた

　 当初の目標である馬ふんの燃焼利用について、馬ふんを安全に燃焼させるための必要な前処理法や燃焼
時に溶融物の発生を少なくし、ダイオキシン類等の発生を抑制する燃焼条件を把握でき、燃焼エネルギーの利
用及び燃焼灰の農業への利用も可能であることが判明した。また、敷料としてウッドシェーブのほうが稲ワラよ
り有利であるという知見は、今後の馬ふん処理システムならびに馬の飼養管理システム全体を考える場合に大
変重要な示唆を与えことができた。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 馬ふんは、原発事故の影響等から耕種農家等での堆肥利用が進まない状況から燃焼利用の検討が必要で
あるが、焼却時のダイオキシン等燃焼ガス発生量や燃焼灰成分は未調査であることから、燃焼ガスや燃焼灰
の成分等を調査し最適燃焼条件を明らかにする。2種類の敷料を混合した馬ふんをペレット化しロータリーキル
ン式燃焼炉で燃焼試験を行い、ダイオキシン類を含む燃焼ガスの成分、発生量を測定するとともに、燃焼灰の
有害重金属、肥料成分等を測定し、燃焼時、燃焼物の安全性を調査する。本事業は、馬ふんを安全に燃焼さ
せ、発生した燃焼エネルギー及び燃焼灰の利用を図ることを目的とする事業である。

　 稲わら混合馬ふん堆肥とウッドシェーブ混合馬ふんをペレット化し、ロータリーキルン式燃焼炉で燃焼温度を
変えながら燃焼試験を行い、ダイオキシン類を含む燃焼ガス成分、燃焼灰成分を測定し、馬ふんペレットが溶
融しにくくダイオキシン類の発生の少ない最適燃焼条件を把握するとともに燃焼熱による利用可能エネルギー
を推定した。また、燃焼灰の有害重金属が少なく肥料成分が多いことを確認した。本成果を馬ふん燃焼利用マ
ニュアルとして取りまとめ、関係者に配付した。マニュアルに関する説明を公益社団法人全国乗馬倶楽部振興
会地区会長会議で行い、参加者のアンケート調査による理解度は100％であった。

　 馬ふん燃焼の際の排ガス成分が排出規準値以内に収まること、また、燃焼灰が安全に農業利用できること
を明らかにした。特殊な材料を種々の工夫をこらして自燃による燃焼を可能にし、安全な燃焼条件を正確に把
握できたことは高く評価できる。敷料別にペレット化や溶融防止の条件を明らかにするとともに、利用可能な燃
焼熱エネルギー量を明らかにするとともに適合する燃焼炉構造を提案するなど、当初の目標を超えて非常に高
い成果を上げた。最終的に燃焼させることで馬糞を処理するとすれば、敷料としてウッドシェーブのほうが稲ワ
ラより有利であるという知見は、今後の馬ふん処理システムならびに馬の飼養管理システム全体を考える場合
に大変重要な示唆を与えるものと判断される。（事業推進委員会）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

硝酸性窒素等規制強化対応高度浄化処理技術開
発普及事業

一般財団法人
畜産環境整備機構

１３０万円
（８５百万円）

平成27～29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　A
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた

　 当初目標である既設汚水処理施設向けの新たな膜分離技術の開発とその性能把握が達成された。これに
加えて、１）膜分離活性汚泥法の管理に活用できる汚泥濃度簡易モニターの開発、２）古紙を利用した脱窒法
の開発、３）窒素除去向上の観点からの汚水性状のコントロール方法の提示、等の目標を上回る成果も得た。
さらに、技術説明会を実施し、新聞への紹介記事の掲載、畜産関連専門誌への記事掲載、農水省主催シンポ
ジウムでの技術紹介などが予定されており活発な普及活動がなされている。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 多くの畜産汚水処理施設は、設置から約20年経過し老朽化が進み、維持管理負担が増しつつある。一方、
水質汚濁の苦情防止と硝酸性窒素等への規制対応の両面で、水質の一層の安定化と高度化が重要である。
水質の安定化・高度化に効果的な膜分離法を既設施設に容易に導入可能にする技術の開発を目的とし、本
事業では、既設汚水処理施設の外壁に円筒型膜ユニットを設置し、浄化微生物と処理水を分離する方式の実
用化に取り組む。既設施設本体はそのままで、膜ユニットを取付けるだけで処理水質の安定化と高度化するこ
とを目的とする事業である。

　 畜産汚水に対する膜の分離能の解明と、病原微生物除去能確認を平膜と中空糸膜の2種類について行っ
た。次に、平膜方式1か所と中空糸膜方式2か所の計3か所で外付け膜方式の実証試験を行った。この実証試
験の成果、および付随的に得られた各種成果を、汚水処理全般の技術解説をも含めて取りまとめ、汚水処理
マニュアルとして製作し、農家および関係機関に配布した。このマニュアルに関する説明を日本養豚協会青年
部会生産経営セミナーで行い、参加者のアンケート調査により理解度は95％であった。

　 事業計画の内容は達成されている。今後の窒素対応の改善方向が示唆されるとともに、新たな脱窒技術も
呈示されており、目標を上回る成果が得られており、今後のさらなる研究開発に期待したい。ランニングコスト
および状況に合わせた適正な維持管理技術の把握に関しては今後の課題として残る。マニュアルは、窒素対
応技術に重点をおきつつ、リンや色度対策技術なども含めて汚水処理技術全体が網羅されており高い成果を
あげた。今後、より具体的な実施マニュアルにするなどの拡張が期待される。

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

豚流行性下痢ワクチン等開発事業
（豚流行性下痢ワクチン開発基盤整備事業）

公益社団法人
日本動物用医薬品協会

45百万円
（45百万円）

平成２７～２９年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　A
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 PEDの流行株に対応したワクチン開発基盤のため、ワクチン製造に有効な消化酵素非依存株を作出したこと、ワ
クチン効果を的確に判断するための乳汁免疫の測定方法を確立したことは、事業の直接達成目標をほぼ全て達成
し、成果をあげたことからＡ評価とした。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 豚流行性下痢（PED）が、2013年に7年ぶりに確認された後、短期間のうちに日本全国へ感染が拡大した。疾病
の防疫には、PEDワクチンによる母豚の免疫力をより増強させ、母豚の健康を維持し、高度の乳汁免疫により初生
豚をPEDウイルス感染から防御して死亡率を低減させる必要がある。このため、PEDウイルスの流行株を用いた母
豚用ワクチンを開発・研究することが急務となっている。
　 野外流行株は、その増殖にトリプシン等の消化酵素を要求するため、ワクチン製造用のウイルス株を開発するこ
とは容易ではないことから、本事業では、豚流行性下痢ウイルス株・細胞株の選定、ウイルス株の消化酵素非依存
性への馴化を実施し、消化酵素非依存豚流行性下痢ウイルス株の作出を行い、馴化株の豚における安全性試
験、母豚における乳汁免疫の確認試験等を実施してワクチン製造用候補ウイルス株の開発を行う事業である。

　 直接指標とした「ウイルス株・細胞株の選択」では、委託先２社でそれぞれ、ウイルス２株と培養細胞１株を選別
した。「馴化のための継代試験」では、ウイルス4株を65代以上継代し、消化酵素非依存性ウイルス株を作出した。
「作出株による安全性の確認試験」では、委託先で順化株を1株選択し、豚における安全性の確認試験を実施し、
既存ワクチンウイルス株と同等の安全性を確認した。「IgA等抗体測定法の確立」では、酵素抗体法による測定方
法と中和試験法が実施可能であることを確認した。「乳汁免疫の確認試験」では、母豚の乳汁中や血清中のIｇA抗
体を酵素抗体法によって測定し、作出したワクチン候補株が母豚の免疫に有効であることを確認した。

　 事業開始当初における本事業の緊急性は間違いなく最大級のものであったが、現在の流行状況を鑑みると緊急
性の低下は否めない。それでも、今後の再流行の可能性を含め、大きな必要性ならびに国の施策との関連性を備
えた事業であったと評価できる。「新たなPEDワクチンの開発基盤を整備すること」を目的とした本事業において、既
存のPEDワクチンの製造・販売を手掛ける国内２社のワクチンメーカーが、本事業費を有効に活用しながら年間の
事業期間内にそれぞれの生ワクチン候補株を樹立し、その安全性やワクチン効果の試験を実施したこと、また、IgA
抗体測定法についても測定法の基礎を確立したことは、いずれも十分な評価に値する。本事業終了後においても、
接種方法やアジュバント添加等の検討を含めた追加試験を重ねることで、安定的な養豚生産に貢献する新規PED
ワクチンが現場に供給されることを期待する。（豚流行性下痢ワクチン開発基盤整備事業推進委員会）

　 0

1

2

3

4

5
必要性・緊急性

国の施策との関連

投入した資源の

妥当性

事業計画・実施体制の

妥当性

事業の達成度

事業成果の普及性・

波及性



事業名 事業実施主体
事業費

（うち助成金）
実施期間

牛肉のおいしさ分析・評価事業
（牛肉のうま味成分解析指標化調査研究事業）

　一般社団法人
　全国肉用牛振興基金協会

９３百万円
（９３百万円）

平成２７～２９年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部専門家等によるコメント】

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 牛肉に対する消費者ニーズの変化や多様化に即応し、肉用牛の生産・流通を促進するためには、、適度な脂肪交雑の
牛肉等の生産、肉のアミノ酸組成や締まり・きめ等、牛肉の美味しさ評価に関する科学的知見の蓄積を進め、「おいしさ」に
関する新たな指標化項目や評価手法の確立を推進することが重要となっている。また、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種畜の作出を推進することも重要となっている。
　 本事業では、牛肉の美味しさ要素のうち消費者が食べて美味しいと感じる「牛肉のうま味」の主要成分要素の解析と総
合評価及びうま味成分の簡易測定評価手法の確立と指標化に向けた取組、出荷月齢によるうま味成分等の特長分析に
係る取組やモモ肉系赤身牛肉のうち、モモ抜けする系統等の遺伝的効果・影響を分析し、枝肉全体の価値向上等を図る
取組等を行う。
　 事業の成果目標については、「中間成果指標」として、①牛肉の主要なうま味成分の解明、②牛肉のうま味に関する情
報の消費者への提供、③モモ肉部位に特長のある系統の活用等を目標として設定するとともに、「直接指標」として、①お
いしさに関するセミナーの開催、②嗜好型官能評価の実施、③普及啓発用資料の作成・配布等を目標として設定する。

　全国から４１７千人の肉牛関係者・消費者等が集まり盛大に開催された第１１回全国和牛能力共進会の場を利用して、美
味しさに関するセミナーの開催、美味しさに関する嗜好型官能試験の実施、牛肉のうま味等の普及啓発用資料の作成・配
布等を行うことにより、牛肉のうま味・おいしさについて幅広く情報発信できたことから、これらの実施による波及効果は大
きなものがあった。
　３年間の事業実施により、牛肉のうま味に寄与する成分の特性等が解析されたこと、若齢肥育牛肉の成分特性等につい
て貴重なデータを収集・分析できたこと、うま味等に係る情報発信等の取組も行われたこと、モモ抜けに着目した取組も行
われていること等から、事業の一部（牛肉のうま味成分を簡易に測定する手法の開発）を除いて、当初設定した目標をほぼ
達成することができた。
　今後においても、うま味等に係る情報発信の取組、モモ抜けに着目した家畜改良への取組等が加速すると思われる。

　 本事業の実施によって、牛肉のうま味に寄与する成分の特性等が解析されたこと、若齢肥育牛肉の成分特性等につい
て貴重なデータを収集・分析できたこと等から、事業の一部（牛肉のうま味成分を簡易に測定する手法の開発）を除いて、
当初設定した目標をほぼ達成することができたものと考える。
　 特に、直接指標である美味しさに関するセミナーの開催、美味しさに関する嗜好型官能試験の実施、牛肉のうま味等の
普及啓発用資料の作成・配布等については、第１１回宮城全共の場を利用して、牛肉のうま味・美味しさについて幅広く情
報発信できたことから、これらの実施による波及効果は大きなものがあったものと考える。
　 今後は、これまでに実施してきた事業成果等をベースに、更なるデータの蓄積・分析を推進するとともに、牛肉のうま味
に最も関与している主要成分要素の総合的な評価手法の確立、モモ抜けに係る系統や種雄牛等による遺伝的効果・影響
の分析等を実施し、その成果を消費者、生産者等に情報発信していくことが重要と考える。
(牛肉のうま味成分検討委員会、うま味成分指標化検討部会)

　　

　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果あげた

【総合評価の概要】
　 牛肉のうまみ成分検討委員会における評価結果の検証において、当初設定した目標をほぼ達成したこと、及び本事業
の必要性・　緊急性、国の施策との関連、投入資源の妥当性および事業の達成度等に関する評価の理由が、事業成果を
考慮した場合、妥当な自己評価であるとの承認を得たことにより、総合評価をＢ評価とした。

総合評価　　　　Ｂ
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事　　　業　　　名 事業実施主体 事業費 実施期間

馬の流通に係る調教技術向上推進事業
公益社団法人

全国乗馬倶楽部振興協会
10百万円

（ 9百万円）
平成27～29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　Ａ
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 この事業による馬の育成調教技術向上の成果として、付加価値の高い馬を上場する事ができ、平均売却
金額の向上が見られた。今後、指導者的立場となり生産の知識及び調教技術を地域に広め、乗用場市場の
活性化を図り、購買参加者の確保、上場馬の売却率及び平均売却金額の向上が十分可能となったと評価し
た。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 地域において養成された指導者的立場の人材を活用し、地域で生産された馬に対し、より付加価値を向上
させるための事業を実施する。地域で養成された指導者的立場の人材の下で、各地域より選抜された１５頭
（各年）に３ヶ月程度の馴致調教を実践し、より付加価値を向上させることで、乗用馬市場における流通推進
を図り、国産乗用馬の生産を振興すると共に多面的な利活用を推進することを目的とする事業である。

　 ３年間で遠野・十勝・根釧の３地区から選抜された１５頭（各年）を育成調教した。マーケティング講座にお
いても当初の予定通り３地区で開催した。上場頭数については怪我等による欠場もあり中間成果指標を若干
下回るものであった。最終成果目標である乗用馬市場における購買参加者、上場頭数に対する売却率、平
均売却金額は、地域指導者のこれからの努力により目標どおりの達成が十分見込まれるものである。

　 新種牡馬の影響も有り、馬の質がよくなり調教技術も向上している。その反面、売却率や価格が上がらな
かった。これは日程や曜日等様々な要因が考えられるが、結局は購買者登録の人数が少ないことが大きな
要因と考えられる。良い質の馬に、良い調教がなされ付加価値も高いと感じている。外部の専門家からの意
見を取り入れる等してマーケティングを見直し、今以上に売却率や購買率向上の施策を検討する必要があ
る。また、生産者の高齢化も目立ち、若手が少ないのであれば若手生産者が乗用馬生産に取り組める環境
も必要である。また、短期間では調教技術向上の結果を出すことが難しいので、今後も継続して事業を実施
し更なる育成技術の向上を図る必要がある。（馬の流通に係る育成調教技術向上推進委員会）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額)
実施期間

孵化場経営改善推進事業
一般社団法人

日本種鶏孵卵協会
10百万円
（9百万円）

平成27～29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　Ａ
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 ひなえ付羽数や出荷羽数の動向について適時的確に把握していくことは重要であり、本事業によって、ひな
羽数予測システムが改善されることは意義深い。また、昨今の孵化場経営が置かれた厳しい情勢を鑑みれ
ば、本事業により生産費算定システムが構築されたことは今後における孵化場経営の改善に大きなツールに
なることから今後の普及に期待できる。種鶏孵卵技術研修は、最新の種鶏孵卵技術が研修生に伝授され、種
鶏孵卵業全体の技術力向上と高度化した技術や情報に関する理解の程度が平準化されることから、最終的
には揃った優良ひなの生産が期待できるようになる。以上のことから、本事業は、短期間、低コストで幅広い
テーマについてまとめ上げることが出来ており、今後における養鶏振興に寄与するところ大なるものがあると
みられる。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 種鶏孵卵業を取り巻く情勢は、非常に厳しく、予断を許さないが、種鶏孵化場がなくなって一番困るのは生
産者であり、その結果として良質な鶏卵鶏肉の安定供給に支障が発生する可能性がある。ただ、その対応策
を検討するための基礎資料が十分ではないという問題があり、孵化場経営実態調査、ひな羽数予測システム
改善及び生産費算定システム構築を行い基礎情報を整備する仕組みを確立するとともに、種鶏孵卵業の技
術水準向上と平準化のために技術研修を行い養鶏振興に資すること目的としている。

　 本事業では、①種鶏孵化場における経営状況に関するアンケート調査の実施、②現地調査の実施、③素ひ
な羽数予測システム改善委員会の開催、④素ひなえ付羽数孵化場調査、⑤生産費算定システム委員会の開
催、⑥種鶏孵卵技術研修会の開催を行った。これらの中で特に、素ひな羽数予測システム改善委員会におい
て予測システムを改善することにより予測精度の向上を図り、生産費算定システム委員会においては、ヒナ生
産費の算定システムが構築され、各種鶏孵化業者の経営改善に大きく役立つとみられる。その結果として、ヒ
ナ価格の安定と良質ヒナの安定供給に寄与するものとみられる。

　 本事業の成果として得られた生産費算定システムの構築により、直近の飼料価格やエネルギーコストなど
を踏まえた生産費の把握が可能となることから種鶏孵卵業者自らがひな価格の損益分岐点を計算して現状を
訴えることが可能になり、特にこれまでそうした取り組みも行ってこなかった小規模孵化場の経営改善にとって
大きなツールとなり得ることから、最終的には、ひな価格の安定と供給の安定が期待できる。
　 また、ひな羽数予測システムの改善では、適時的確なひな羽数の予測が可能となり、種鶏孵卵業者による
ひなの需給調整が的確かつ円滑に行われることから、鶏卵鶏肉価格の安定に大きく寄与するものとみられ
る。
　  更に、種鶏孵卵技術研修により、最新の種鶏孵卵技術の伝授が行われることにより、種鶏孵卵業全体にお
ける技術力向上が図られ、高度化した技術や情報に関して理解の度合いが平準化されることから、揃った優
良ひなの生産が期待できる。
　 以上、本事業で得られた成果により、種鶏孵卵場の経営改善につながり、養鶏農家の生産資材である素ひ
なの良質化と供給・価格の安定につながるとみられる（孵化場経営改善推進事業事業推進委員会）。

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

難防除雑草ハルガヤの有効防除技術確立事業
国立大学法人

北海道大学北方生物圏
フィールド科学センター

12百万円
（12百万円）

平成27～29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　S
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 大学、地域の試験場および普及機関と協働により、科学的根拠に基づいた難防除雑草ハルガヤの防除技術
として、①埋土種子対策の輪作、②播種当年に種子を結実させず適期に播種床処理する更新法、③競合力が
強くアレロパシー感受性の低い草種の選択及び適切な施肥による維持管理が確立できた。本成果は、北海道
農業試験会議（成績会議）に「指導参考」として提案し、普及性が高いと認められた。その後、各種研修会、ホー
ムページを通じて成果の発信を行っている。

JRA畜産振興事業　自己評価票（研究開発事業）

　 北海道では、難防除雑草のハルガヤ（スイートバーナルグラス）により、一部の草地で甚大な植生悪化が起
きている。そのため、収量および品質の低下を引き起こし、生乳生産量低下や酪農家の経営悪化を招く一因と
なっている。ハルガヤは生育や繁殖、発芽等に関する研究知見が乏しいため、これらの特性解明など基礎的な
試験と、併せて防除技術の検討及び現地調査から、その有効な防除技術を確立することを目的とする。

　 北海道中央地域で１０％の草地で１０％以上のハルガヤが侵入し、草地の生産性低下の被害を観察してい
る。そこで、１０年後には、１０％以上のハルガヤが侵入している草地を無にすることを最終目標指標に設定し
た。
　 ハルガヤの防除に必要な基礎的情報である生育、繁殖、発芽などに関する特性やアレロパシー効果を解明
し学会で発表した。ハルガヤの有効な防除技術の確立と現地の農家ほ場での実証調査を行い、北海道農業試
験会議（成績会議）に「指導参考」として提案し、普及性が高いと認められた。北海道自給飼料改善協議会セミ
ナーおよび各地で開催された研修会等で報告し、防除に関するリーフレットが配布されるとともに道総研ホーム
ページに掲載されている。本技術が、今後着実に普及していくことが予想され、１０年後には、１０％以上のハル
ガヤが侵入している草地を無にする目標値に届くことが期待できる。

　 大学、地域の試験場および普及機関と協働により防除技術が確立できた点は高く評価できる。科学的根拠
に基づいている点で説得力がある。現場で確立できた防除技術について、ハルガヤの発芽特性やアレロパ
シー物質であるクマリンなどの研究知見に基づいているので、農家になぜ防除できるのか説明しやすい。ハル
ガヤの雑草害は各地で現在顕在しているので、本技術による防除効果を､今後注視していく必要がある。

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い

　 0

1

2

3

4

5
必要性・緊急性

国の施策との関連

新規性・先導性

投入した資源の

妥当性

事業計画・実施体制の

妥当性

事業の達成度

事業成果の普及性・

波及性



事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

シカ慢性消耗病の防疫・監視体制強化事業
国立大学法人
北海道大学

２３百万円
（２３百万円）

平成27～29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　B

　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

 　シカ科動物の検査数が平成29年度時点で、当初目標値に到達していないが、それ以外は目標が達成済みあるいは、最終年度までに達成できる見込
みが明確であること、および、CWDを早期に発見し感染拡大を防止するための技術確立が計画通り進んだことから、当初目的はほぼ達成したと判断す
る。

JRA畜産振興事業　自己評価票（研究開発事業）

１．事業の必要性・目的
　 鹿科動物の慢性消耗病（CWD）は、北米で感染が拡大し問題となっている。わが国ではCWDの発生はないが、防疫・監視体制の整備は必要である。
本事業では、高感度CWDプリオン検出技術を開発し、侵入防止、および早期発見による拡大防止に資する体制を整備することを目的とした。

２．事業内容
①CWDの検査体制の整備、およびRT-QuIC法を用いてCWDのモニタリングを進めた。
②スクレイピー、非定型BSE病原体がCWDの発生源となる可能性を検討した。
③高感度にCWDプリオンを検出するPMCA法の確立、および輸入乾牧草等の検査を行った。
④CWDの人への感染リスクを推定するための伝達試験を実施した。
⑤CWDの侵入防止と早期発見のための啓発活動を進めた。

３．成果目標
　 シカ科動物を対象とするCWDモニタリングに必要な技術を確立する。また、輸入乾草等や副次品のCWDプリオン汚染検査法を確立して、動植物検疫
への応用を目指す。これらにより、国内へのCWD プリオンの侵入防止対策、および早期発見・迅速対応による拡大防止策を実現するための体制整備を
目的とする事業である。

１．直接指標
①CWD啓発用のリーフレットを作成し、自治体、シカ肉加工業、狩猟団体関係など計177事業所に送付した。
②各種動物の組換えPrPを用いてRT-QuIC反応によるCWD検出精度と感度を精査した結果、シカ組換えPrPを用いることで、CWD検査法として実用可
能なRT-QuIC法が実施可能となった。そこで、本事業で確立したＣＷＤ検査用のRT-QuIC法を用いて、シカ科動物140検体の検査を実施した。平成29年
度に設定した目標値（600件）には到達していない。
最終年度（平成31年度）に目標が達成できるよう補助期間終了後も継続して検査を実施する。
③乾牧草にCWDを添加した擬似試料から、メタルビーズによる夾雑物の除去とCWDプリオンの濃縮を行った後にPMCA法を実施することで、乾牧草に存
在する微量のCWDプリオンを検出可能なPMCA法を確立した。本事業で確立した高感度PMCA法を用いて、輸入乾牧草6検体の検査を実施した。目標
値を20件としていたが、当初想定していたよりも、技術的に難しい検査であったことから、ある程度目標は達成できたと判断する。
④シカプリオン蛋白質発現マウスを用いて7種の動物プリオン株、ヒトプリオン蛋白質発現マウスを用いて3種のCWDプリオン株、の伝達試験を実施して
いる。潜伏期が長く、経過観察中のマウスもいるが、最終年度（平成31年度）には当初目標は達成できる見通しが立っている。
２．中間成果指標
①RT-QuIC法が開発されていること
　成果：開発済みである。
②高感度PMCA法が確立されていること
　成果：開発済みである。
③6種のプリオン株の伝達実験が実施されていること
　成果：7種の動物プリオンの伝達試験を開始しており、予定した接種試験は実施中である。潜伏期が長いため、一部は経過観察中である。
④2種のCWDプリオン接の伝達実験が実施されていること
　成果：CWDプリオン3株を接種して経過を観察している。計画通りに進んでいるが、潜伏期が長いため、一部は経過観察中であるが、これまでのところ
伝達が確認された例はない。
３．最終成果指標の見込み
①CWDモニタリングを実施する体制（採材マニュアルから検査までの流れ）は構築できており、最終年度に設定した平成31年度にむけて検査実施地域と
検査件数を増やす。
②平成29年度までに、輸入乾牧草のCWD汚染検査を実施可能な体制を構築した。
③国内に存在する他種動物プリオン病の病原体がCWDの発生源となる可能性を推定する科学的知見は、現在経過観察中の伝達試験の全てが終了す
る平成31年度に得られる。
④CWDのヒトへの伝達リスクを推定する科学的知見は、現在経過観察中の伝達試験の全てが終了する平成31年度に得られる。

・CWDモニタリング用のRT-QuIC法、乾牧草検査用の高感度PMCA法を確立できたことは評価できる。行政の協力を取り付け、しかるべき検査機関に技
術移転を行うべきであり、技術移転を行う事ができれば目標以上の評価となる。
・遺伝子改変マウスを用いる実験は、長期間の観察期間を有するため終了していないが、予定していた接種実験は現在進行中であるので実験自体は
順調に進んでいると評価できる。接種は終わっているため、２、３年後には推定に必要な知見が得られることを期待する。動物実験に事故はつきもので
あるが、最も研究が進んでいない。
・CWDの検査数は目標に達していない。検体の採取には困難が予想されるが、30年度内の達成に期待したい。また、検査例数よりも検査体制の構築を
望みたい。
・リーフレットの配付による啓発活動は、目標を達成したと判断できる。
(シカ慢性消耗病の防疫・監視体制強化事業推進委員会）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

地域における担い手育成事業
（和牛を育てよう！チャレンジ支援事業）

一般社団法人
岡山県畜産協会

５百万円
（２百万円）

平成27～29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　Ａ
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 生産基盤強化を目的に新規就農の確保と担い手の育成を行うため、和牛入門講座や和牛未来塾を開催
し、就農希望者の発掘、関係機関との連携や地域の生産者の協力を得る中で、知識・経験の継承を進めるこ
とができた。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 近年の和牛繁殖経営は、担い手の高齢化による後継者不足から戸数・頭数とも減少し、生産基盤が弱体
化している。
　 さらに、和子牛頭数の減少は、価格の高騰を招き、肥育農家の経営が圧迫するなど畜産全体への影響が
危惧されていることから、繁殖和牛の増頭につなげるべく、新規就農者の発掘を図り、他産業あるいは畜産
他部門からの積極的な参入を求めて意欲と技術に富む担い手を育成するため、知識・技術を習得するため
の講義や牧場実習を行い、新規参入者が参入しやすい環境を整え、繁殖農家の増加・和子牛の増頭を目指
し、生産基盤の強化を図り、国際社会に打ち勝つ競争力の強化を図ることを目的とする事業である。

　 和牛繁殖経営の生産基盤強化を行うため、基礎知識と基本的な飼養管理技術の習得のための座学及び
実習を６回、県内の牧場実習を４５回、既に参入して１０年以内の者を対象に技術知識のスキルアップのため
の講座＜和牛未来塾＞を９回実施した。その結果、具体的な準備を進め、確実に就農を視野にいれた受講
生は１０名にのぼり、未来塾塾生による増頭は、１０１頭となった。
　 さらに、将来的に就農に意欲を見せている受講生は、２０名となったことから、さらなる新規就農者の増加
が見込まれる。

　 和牛入門講座については、農家実習まで行い、５名の就農予定者を輩出していることは成果のある講座で
あると評価する。ただ、実習内容については、受講生の参加動機や現状を考慮し、検討することが課題であ
る。
　 また、就農後の経営面あるいは地域との関わり等について、継続的な支援体制の構築が必要と考える。
　 和牛未来塾については、年々、参加人数も増加しており、生産者のニーズにあった内容により活発な意見
交換が行われた点について評価できる。興味深い研修内容であったことから、もう少し聴講を拡げてもよかっ
たのではないか。さらに、ワークショップの実施や視察研修など、コミュニケーションの場として踏み込んだ取
り組みを行うことも必要である。
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

乳製品の安全性・品質向上事業
（ファーム乳製品安全性・品質確保支援事業）

公益財団法人
日本乳業技術協会

5７百万円
(55百万円)

平成27～29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　A
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 本事業の実施によって、6次産業化に取り組む酪農家が、製品等の検査、工房の環境調査等を通じて、乳
製品の安全性、品質の安定性、表示の正確性等の重要性を十分に認識し、6次産業化の取り組みを継続し
ようという意欲を高めることができ、当初の目標が達成された。参加希望が多く自己資金の充当が必要と
なったこと、事業の成果をより広く普及させる工夫が期待されるとされたことから、総合評価は「Ａ」とした。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 酪農家の6次産業化の取組が進められ成功例が増える一方で、安全で品質の優れた製品を開発・製造
し、新たな成分表示等も適切に行って販売し、消費者の信頼を得られるようにするための対策が急がれてい
る。本事業は、酪農家が自ら行うことが難しい微生物や成分の検査、工房の環境調査等を実施することによ
り、6次産業化に取り組む酪農家が、おいしさや独自のこだわり等だけでなく乳製品の安全性、品質の安定
性、表示の正確性等が重要であることを十分に認識し、取り組みを継続できるよう支援することを目的とする
事業である。

　 6次産業化に取り組む酪農家131戸が参加し、原料や製品の検査によって品質や安全性を確認し、さらに
工房の環境調査に27戸、研修会に20戸が参加して改善等に取り組んだ（目標値：120戸、24戸、20戸）。ま
た、これら製品等の検査、環境調査の結果、研修資料等を取りまとめ、それをＨＰに公開し参考に供した。参
加酪農家へのアンケート調査の結果、乳製品の安全性、品質の安定性、表示の正確性等の重要性を9.4割
の酪農家が認識し、8.5割が乳製品の製造・販売を継続する意向を持っていた（目標値：9割以上、7割以
上）。6次産業化に取り組む酪農家数は、平成29年4月時点で307件（目標値：29年度308件）となり、最終成果
指標の目標値とした6次産業化に取り組む酪農家数の国の目標500件を、更なる施策の推進等によって達成
することが期待できる。

　 HACCPへの対応が求められるなど酪農家にとって乳製品の安全性と品質向上が一層求められる中で、そ
れらの確保は極めて重要であり、必要性・緊急性が非常に高く、酪農家からの期待の高い事業であった。本
事業の実施によって、酪農家の安全・安心に対する意識が高まり、6次産業化の取組を継続する意欲の向上
につながったものと評価した。さらに取組を継続することに不安を持つ酪農家に対し、積極的な支援と本事業
の成果をより広く普及するための工夫が必要であり、事業の継続が強く望まれる。（ファーム乳製品安全性・
品質確保推進委員会）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

乳製品の安全性・品質向上事業
（ナチュラルチーズ製造技術研修会等開催事業）

一般財団法人
蔵王酪農センター

18百万円
（17百万円）

平成27～29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　Ａ

　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

小中企業や工房の者への技術レベルアップ、初心者のナチュラルチーズ製造に対する理解向上などの成果が認められる。また、研修受講経
験者の中には、既に起業した者や、既存品を改良した者もいると聞く。
　 当事業は、中間成果指標・直接指標に設定した目標を充分達成して、高い成果を挙げることができた。

JRA畜産振興事業　自己評価票

近年、ナチュラルチーズの製造・販売に興味を持つ者が増加しているが、それらについて体系的に学べる機会に乏しく、当財団の研修会の
ニーズは非常に高い。また、国内のチーズ生産者や酪農家の中には、全国各地でそれぞれのネットワークを形成して情報共有している事例もあ
るが、製造技術のみならず販売チャネルや成功事例などを全国的に受発信する機会に乏しく、これをテーマとするシンポジウム開催に期待が寄
せられている。

一方、現在国内には200を超えるチーズ工場・工房が存在しているが、食品衛生に関する知識・経験に乏しい生産者も少なくないことから、衛生
管理・品質管理のレベルアップが求められており、その対策が急がれる。

本事業は、ナチュラルチーズ製造に対する理解と技術を深め、また製品への安全・安心への意識を向上させる、新規工房立ち上げや新商品
の開発へと導くことで国産ナチュラルチーズの製造技術の普及及び品質向上を図り、畜産振興の一助とすることを目的とする事業である。

1.　直接成果指標
①　ナチュラルチーズ製造技術基礎研修会：年2回ずつ実施
②　ナチュラルチーズ製造技術専門研修会：年2回ずつ実施
③　国産ナチュラルチーズシンポジウム：年1回ずつ実施
2.　中間成果指標
①　ナチュラルチーズ製造技術研修会受講者評価（理解度・満足度）：基礎研修92%・専門研修91%（目標値70%）
②　国産ナチュラルチーズシンポジウム参加者評価（理解度・満足度）：88%（目標値70%）
③　当事業の受講者・参加者が製造するナチュラルチーズの品質事故告知数：0件（目標値0件）
3.　最終成果指標（目標値）
①　当事業の受講者・参加者によるチーズ製造所の新規開設数：3件
②　当事業の受講者・参加者によるナチュラルチーズの新規販売品目数：15品目（既存品の改良を含む）
③　当事業の受講者・参加者が製造するナチュラルチーズの品質事故告知数：0件

・基礎研修会と専門研修会に加えて、これまで5回の全国的な規模でのナチュラルチーズシンポジウムの開催（当事業で3回、それ以前に2回）を
成功させたことも、他に例を見ず、極めて高く評価できる。これまでの累積の受講者数は1,811名（のべ人数）にものぼり、我が国のチーズ研修事
業の牽引役となっていることも厳然たる事実として、高評価につながる。
・畜産物の安全確保の成果目標である「当事業の受講者・参加者が製造するナチュラルチーズの品質事故告知数」の目標値0に対し、実績値は0
であり、目標を充分に達成できたと評価する。
・ナチュラルチーズ製造の研修は、各地の要請によりときどき行われているが、充分ではない。座学講義、実習の施設、交流のできる宿舎を一括
した研修場所は、蔵王酪農センターをおいて他にない。ナチュラルチーズ製造のほとんどを網羅した、総合的なナチュラルチーズ研修ができるの
は蔵王酪農センターにおいてのみである。
・本研修に対する受講姿勢は、毎回真摯に、そして必死に学び取ろうという意欲が高い人が多いと感じる。チーズ製造を始めてまだ期間が短い人
や、今後1～2年くらいで新たにチーズ製造を始める方もおり、また家族経営など小規模事業者が多いことから、研修から戻って身近に製造技術
等について相談できる人が少ないと考えられ、このような製造技術習得の機会が彼らにとって非常に貴重だと思われる。
（ナチュラルチーズ製造技術研修会等推進委員会）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

牛護蹄衛生調査普及推進事業
公益社団法人

日本装削蹄協会
62百万円

（47百万円）
平成27～29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　A

　 本事業の主軸である蹄病発生状況調査では、削蹄師、農家、獣医師との連携で効率よく情報を収集でき、こ
れまで獣医師によって調査されたことのある顕在化蹄病変だけでなく、削蹄中でしか見つけることのできない潜
在的蹄病変をも含む膨大なデータが処理され、家畜の長命連産にも寄与するであろう興味深い知見が得られ
た。それだけでなく、削蹄の重要性を畜産農家に伝える講習会、次世代の削蹄業務を担う新規牛削蹄師を養
成する講習会、すでに認定牛削蹄師の資格を取得した現役牛削蹄師の技術向上を目的とした講習会に加え
て、削蹄技術研鑽の場となる競技大会開催の全てで高い評価を得られた。このことから、本事業を通して得ら
れるであろう護蹄管理技術の向上は、乳用牛の安定的な生乳生産性や肉用牛の肥育効率などに大きく貢献す
ると予測される事から、総合評価をAとした。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 牛の生産能力の低下を防ぐとともに供用期間をなるべく延長させるには病傷事故を防ぐ必要がある。牛の病
傷事故のなかで蹄病の占める割合は比較的多いことから、蹄病の予防は生産性の向上に大きく貢献するとい
える。そこで、牛削蹄師の協力のもと、全国規模で、統一した基準にて乳用牛を対象に蹄病発生状況を調査し
た。また、削蹄作業については、経営規模が大きいほど外部委託の割合が高い状況であり、その担い手である
牛削蹄師の役割は今後とも重要となっている。
　 このため、新規の牛削蹄師を確保するための講習会を開催するとともに、現役の牛削蹄師に対しては、日々
牛に接し蹄を見ることから家畜伝染病の予防、経営の大型化に対応した削蹄、経営者のフットケアに対する支
援等に関する知識・研鑽の場として各種講習会を提供するとともに、牛削蹄技術向上のための競技大会を開催
した。

　 蹄病発生状況調査は2年間で66農場（本調査）と目標値を上回り、蹄病ごとの発生率などの得られた成果は
小冊子にまとめられ、関係各位に配布できた。また、3年間で牛護蹄衛生普及講習会、牛削蹄師技術向上講習
会、全国牛削蹄競技大会の実施回数もそれぞれ目標を達成した。さらに、新規牛削蹄師養成講習会は目標値
18回に対して22回と大きく上回った。また、事業終了時の実績値としては、削蹄師の蹄病記録の重要性の理解
度が90％、牛護蹄衛生普及講習会受講者の満足度が97％、新規牛削蹄師養成講習会受講者の理解度が
89％および牛削蹄師技術向上講習会受講者の満足度が97％とそれぞれ目標値を大きく上回った。これらの成
績から、最終成果指標である牛削蹄師の蹄病記録フォーム導入割合、新規牛削蹄師養成講習会受講者の認
定登録者割合および牛削蹄技術の平準化・維持の各見込み値は、これまでの努力を継続して行えば達成でき
ると考えられた。（牛護蹄衛生調査普及推進委員会）

　 牛護蹄衛生普及推進を目的とした本事業において、全国規模での蹄病発生調査農家戸数（予備調査10農
場、本調査33農場×2年間）、蹄病発生に関与する要因解析、そこから見出した蹄病の特徴等が、数値化して
提示されており、取りまとめ成果が理解しやすく、多くの点で評価された。特に本事業を構成している牛護蹄衛
生普及講習会、新規牛削蹄師養成講習会、牛削蹄師技術向上講習会、全国牛削蹄競技大会の計画時の目標
値に対し、実績値は上まわり、事業成果が高く評価された。また、護蹄衛生の普及推進を目指す上で、生産現
場において、牛削蹄師が獣医師と連携を緊密にするため、引き続き各種講習会の実施や牛削蹄競技会の開催
が必要で、それにより牛削蹄師の質向上と蹄病発生予防への普及が期待された。
　いずれにしても牛削蹄師が専門分野や関連分野の知識と技術を向上し、その高位平準化に向けて取り組む
こと、また同時に関連職域の専門家や団体と連携し、牛蹄病の低減を目指す必要があり、本事業の継続実施
が強く望まれる。

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

牛肉のおいしさ分析・評価事業
（牛枝肉格付の機械化に関する研究開発事業）

一般社団法人
ミート・イメージ　ジャパン

７８百万円
（６１百万円）

平成２７～２９年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　Ａ
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 世界にも例を見ない全く新しい撮影装置が完成し、さらには完全自動による画像解析システムの構築に至っ
た。この開発の成果について、平成２９年度に学会発表を実施し、さらには業界紙に特集として掲載された。地方
の公設畜産試験場からの問い合わせが複数なされるに至っている。これらのことより、本事業は当初目標をほぼ
達成し、高い成果を上げたと判断した。

JRA畜産振興事業　自己評価票（研究開発事業）

　 牛枝肉格付は公正な牛肉の流通のために必要であり、公益社団法人日本食肉格付協会の格付員により実施
されている。目合わせ等によりトレーニングは実施しているものの、脂肪交雑の評価には個人の主観がぬぐいき
れない。また、脂肪交雑をより詳細に評価し、コザシについて育種改良を実施するためにも、画像解析による格
付、データの蓄積が必要である。我が国を流通する狭い切開面で格付をする牛枝肉を対象とした撮影システム
を開発、解析値の自動算出システムを構築することにより、格付の機械化により、牛肉の流通、商取引のさらな
る適正化・合理化につなげることを目的とした事業である。

　 わが国を流通する狭い格付切開面の牛枝肉に対して、画像解析に適する画像の撮影を可能とした撮影装置
を開発した。また、ロース芯自動抽出アルゴリズムを完成させ、枝肉冷蔵庫内でロース芯を撮影した後、５から１
０秒で解析値の表示を可能とした。本事業の成果は、公益社団法人日本食肉格付協会と連携することにより、将
来の牛枝肉格付の補助ツールとなることが期待される。また、本解析システムの普及により脂肪交雑の形状(い
わゆる小ザシ等）やロース芯周辺の無駄な脂の量といった詳細な数値化も可能となり、これまでより効率的にわ
が国の肉用牛改良が実施できる環境が整いつつある。

・格付の機械化というタイトルについて非常に期待しており、格付の中でもまずはロース芯面積が機械化によって
簡便に計測できる日が非常に近いのではという感触を受けている。今後の精度の確認などにより、実用化を目
指すことを希望する。
・全国のと畜場でこのシステムが寄与することは意義のあることである。次の事業を希望する。誰もがこのシステ
ムの恩恵を受けることができるようになり、肉牛産業が振興することを期待する。など、現場での応用について大
きく期待される事業となった。（コメントは開発・精度検証合同委員会：平成３０年１月）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体 事業費 実施期間

豚インフルエンザワクチン株の評価系の確立事業
国立大学法人

鳥取大学
117百万円

（117百万円）
平成27～29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　A
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

 　当初の直接目標をほぼ計画通り達成していること、また特に畜産振興事業としての重要性すなわち養豚業界へ
の貢献度や畜産分野でのレギュラトリーサイエンスを推進する国の施策と密接に関連している点、さらには本事業
に対する国内動物用ワクチン製造会社等の関心度の高さから、その成果の普及性、波及性が高く見込まれる点
により、自己評価としての総合評価をランク「A」とさせていただいた。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 本事業では、国内の豚インフルエンザウイルス（SIV）流行株を把握するための仕組みを構築するとともに、流行
株を用いた現行ワクチンの有効性の評価及び新しいワクチン株の選定に資する実験系の確立を目的としている。
本事業は、将来的に豚インフルエンザワクチンにおいても、鳥、馬インフルエンザワクチンと同等の製造株選定シ
ステムの構築につながることが期待でき、現行では国の施策で対応できていない部分を補完するものである。流
行株の抗原性に合わせたワクチン製造システムの構築が実現されれば、国内ワクチン株の更新につながり、より
効果の期待できるワクチンが市場に供給されることになる。すなわち本事業は国内の豚インフルエンザワクチンの
接種率を上げることによって、養豚農家の生産性の向上に貢献することを目的とする事業である。

　 第１に、我が国で初めて全国レベルの疫学調査体制が構築された。分離・収集された国内流行株の解析から、
少なくとも６種類の異なる遺伝型のSIVが現在、国内で流行しており、大規模農場においては浸潤率がより高いこ
とが明らかとなった。また抗原性解析の結果からは、古典的豚Ｈ１ウイルスとヒト由来H3N2亜型SIVは現行の国産
ワクチン製造株との交差性が極めて低いことが判明した。
　 第２に、本事業の２つ目の目的である新たなワクチン株の選定に資する実験系の確立では、SPF豚を用い、ネ
ブライザーによるウイルス接種法によって、感染後２〜５日目のウイルス排泄量を確認する手法が最も自然感染
条件に近似し、かつ安定した結果が得られる感染効果判定法であることが明らかとなった。
　 この手法を用いて、現行ワクチンの有効性を評価する実験を行った結果、近年流行している古典的Ｈ１SIVに対
する国産ワクチンの効果は限定的であることが判明した。すなわち、流行株の抗原性を反映したワクチン株の製
造の見直しが必要であるという結論に至った。
　 以上の成績を取りまとめ、最終的には、豚インフルエンザワクチン株の選定も、鳥や馬インフルエンザワクチン
株と同様に、流行株の抗原性に応じた変更の手法が取れるようなシステムの構築を、動物用インフルエンザワク
チン株選定委員会（農林水産省）に向けて提案させて頂く計画である。

　 当初の計画の通り、全国の関係機関を通じてSIV流行株の収集体制を確立し、近年の国内流行状況を詳細に
明らかにしたこと、またそれら国内流行株を用いてワクチン接種による防御試験のためのSIVの豚への影響を評
価する系を確立したことで、それぞれの直接目標を上回る成果が得られたことは高く評価される。
　 一方で、通常、SPF豚を用いた感染防御試験（ワクチン効果実験）を数多くの組み合わせで実施することは困難
なため、その前段階として、鳥や馬インフルエンザワクチンの製造株選定システムと同様に、豚インフルエンザワク
チンについても、免疫血清による交差HI試験によって、候補株の絞り込みを行うことが必要と考えられるが、その
際の判定基準についても、本事業で提案すべきだったのではないか。もしそのために追加実験が必要な場合に
は、是非それらを今後の継続課題として実施していただきたい。（平成29年度第2回事業推進委員会）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

機能微生物による蜜源植物増殖総合研究事業
一般社団法人
日本養蜂協会

１１百万円
（１０百万円）

平成27～29年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

総合評価　　　　Ｂ
　　Ｓ：当初目標を大きく上回り、非常に高い成果をあげた　　　　　　　Ｃ：当初目標の一部は達成できなかったが、一定の成果が認められた
　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ：当初目標の達成は不十分であり、成果をあげたとは言い難い
　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた

　 当初より計画していた①食害等に対するレンゲ等の抵抗性の強化試験、②害虫を駆除する益虫の効率的
培養方法の開発試験、③低温性メタリジウム菌による害虫の殺滅試験に関しては、全て計画どおり行われて
おり、十分な事業計画及び実施体制により事業が実施されたものと判断した。また、事業報告書を作成し、養
蜂関係者及び行政等に配布し、さらに当協会ホームページにも掲載することにより、本事業の成果が今後さ
らに広く活用されていくことが期待される。以上により、総合評価としては、当初目標をほぼ達成し、成果をあ
げた事業であると評価しBとした。

JRA畜産振興事業　自己評価票（研究開発事業）

　 多くの蜜源植物は、安価でかつ安易な植栽、繁殖方法であるため、その成長や抵抗性増進検討への取り
組みがなされておらず、マメ科植物を食害する害虫を防除する善玉微生物や益虫の研究においては、現場で
の簡便な増殖方法が確立されていない状況にあり、近年害虫の食害によってその植栽地域が激減している。
加えて近年は養蜂を始める人が急増し、蜜源植物の保護・増殖が必要とされている為、その対策が急務と
なっていた。
　 本事業では、機能微生物を用いて、蜜源植物の成長促進と病害生物に対する抵抗性の増進をはかり、さら
にマメ科の蜜源植物を食害する害虫を殺滅する微生物及び害虫を駆除する益虫の増殖方法を検討し、蜜源
植物の確保と増殖を促進して、養蜂産業の安定化をはかることを目的とする事業である。

　 本事業では、機能微生物を利用した①食害等に対するレンゲ等の抵抗性の強化試験、②害虫を駆除する
益虫の効率的培養方法の開発試験、③低温性メタリジウム菌による害虫の殺滅試験を実施し、事業成果を
機能微生物による蜜源植物増殖総合研究事業報告会の開催に加え、機能微生物による蜜源植物増殖総合
研究事業報告書を作成して当協会のホームページへ掲載し、養蜂家及び行政機関等へ普及を図った。
　 今後、マメ科植物を食害する害虫が広がっている農家で、機能微生物・益虫等が使用されることにより、蜜
源植物が保護増殖され、蜂蜜の安定生産等に資することが期待される。

　 この事業では、微生物の採用により、蜜源植物（レンゲ）の生長・開花の増進、害虫被害防止の効果が得ら
れている。研究開始の初期においては、微生物生態学の基本に立ち返り、土壌組成と植物の栄養摂取過程
を検討し、土壌主成分が微生物であり、また、植物への栄養はその大半が微生物を経由して供給されるとい
う事象に着眼するに至っている。そして、この基本的知見に従って土壌の微生物組成を適切に変換したため
に、上記の成果が得られたことは明白である。（機能微生物による蜜源植物増殖総合研究事業委員会）

視点別評価　　５：非常に高い　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い

　 0

1

2

3

4

5
必要性・緊急性

国の施策との関連

新規性・先導性

投入した資源の

妥当性

事業計画・実施体制の

妥当性

事業の達成度

事業成果の普及性・

波及性


