
事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

乗馬等を通じた被災地支援（馬とのふれあい）事業
（公益社団法人）

全国乗馬倶楽部振興協会
1８百万円
（1８百万円）

平成２８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

　国内でも有数の馬産業地域である東北地方や北関東地域など激甚災害被災地等で馬を活用したふれあい活
動を実施したことは、被災した人々の心を癒すことに十分貢献したと考える。また、委員会にて設定した的確な
事業計画によって、目標値に対し、多くの乗馬施設から事業参加があり目標値どおり実施がなされたことからＳ
評価とした。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　近年日本各地で大規模な地震や台風などによる激甚災害が発生し、特に平成２３年３月１１日に発生した東日
本大震災により、東北地方と関東地方の沿岸部は壊滅的な被害が発生し、これにより、被災地周辺の馬産地域
の馬関係産業にも様々な影響を与え、同様に、被災地の住民並びにその子供達にも大きな心の傷を負わせた。
また、27年９月には、北関東で大規模な洪水が発生し、大きな被害が出た。
　このため、被災地の住民の心と体のケアのため、乗馬施設・教育機関・福祉団体等と協力し、馬のぬくもりなど
で心を癒し元気をもたらすふれあい活動を行い、被災地の子供達を明るく元気にし、心身の健全な発展に寄与
することを目標とする事業である。

①東北・関東地区など２３乗馬施設が、６３件の馬とのふれあいを実施し、都市部の1件において、同事業の実
施状況を展示した。なお、都市部の1箇所では馬とのふれあいも実施し畜産の理解促進を図った。
②この事業により、被災した市民や子供達に勇気を与えられた事を実感できたことから、さらに多くの乗馬施設
が参加し、件数の増加が期待できる。参加した多くの子供達や保護者達からも喜びの声や次年度以降も継続し
て欲しいといった感謝や要望の手紙が送られており、本事業が有意義だったことが確認された。

　子供用ヘルメットのサイズが少ないが、事故防止を考えると他のものを使用してもよいのではないか。
今後も更に活発な事業展開に期待する。（馬とのふれあい推進委員会）
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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

被災地産畜産物に関する情報提供・理解醸成事業
(福島県の畜産業復興のための消費者意識全国調査事業)

(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２８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

　東日本大震災の影響を受けた地域の畜産物の消費回復を支援するため、被災地の畜産物に係る理解醸成
等を図ることを目的として、事業の効率的かつ円滑な推進と自己評価結果の検証等を行う有識者会議の開催、
畜産物の放射性物質汚染に関する消費者の理解と意識調査および放射性物質に関するリスクコミュニケーショ
ンを実施し、被災地畜産物の理解醸成を促進し、卸売価格と消費の回復を目指すことを目的とした事業であ
る。

　平成23年度から平成27年度までに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について、昨年度実施できなかった動画に
対する英語ナレーションや食の安全クイズ英語版も作成し、海外へも情報提供を開始した。そして、一般消費者
対象のサイエンスカフェを合計８回開催した。これらの事業成果を踏まえ、事業の概要を解説した報告書を作成
し、関係各所に配布した。

　依然として根強い畜産業における風評被害対策として、地道な調査と的確な分析を基に、国民に対して正確
で適切な情報提供を行うことで、福島県の畜産業復興のために精力的、継続的な活動を続けている食の安全
研究センターの活動に敬意を表したい。また、サイエンスカフェは参加者からも高い評価を得ており、取り扱う
テーマの広がりもあって、食の安全に関する国民の理解醸成の場となっている。消費者へ的確な情報を提供す
ることは平常時から必要で，今回の事業でのサイエンスカフェやHPでのクイズは今後の一つの有り方を示すも
ので，官でも民でもないアカデミアだからこそ意義がある。今後も継続的な調査活動を期待したい。
                                              （福島県の畜産業復興のための消費者意識全国調査事業推進委員会）
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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

被災地産畜産物に関する情報提供・理解醸成事業
（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

２９百万円
（２９百万円）

平成２８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

　原発事故の記憶の風化によりシンポジウム参加者が減少しているが、福島県産食肉の購入意欲の向上、卸
売価格の上昇等について当初目標をほぼ達成し着実に成果を上げることができた。

　　　　　　JRA畜産振興事業　自己評価票  　　　　　　　　

① 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。
②福島県の畜産物に関する正しい知識を普及して理解醸成を図る必要があることから、 福島県産食肉の安全・栄
養・美味しさを訴求するシンポジウムを開催して、その成果を新聞・ＤＶＤ等を通じて広く消費者に伝えた。また、シン
ポジウム会場の周辺において福島県産ブランド食肉の試食・即売イベントを実施とした。
③消費者の福島県産食肉の購買意欲を高め、その市場価格を全国平均価格に近づけることを目標とした。
④このように風評被害による不安を払拭して購買意欲を高め、価格回復の支援を目的とする事業である。

① 計画どおり、東京国際フォーラムのホールでシンポジウムを１回開催し、500人の定員に対し447人の参加者が
あった。同日、東京国際フォーラムの地上広場において開催したイベントでは、福島県産食肉を、約1,800人が試食
し、即売会のために用意した食肉98Kgは完売した。その内容を新聞全国紙の朝刊に全面広告（全１５段）として１回
掲載し、670万世帯(昨年度は394万世帯)に配達された。同時にその内容を20分に編集したＤＶＤを制作してインター
ネットなどで動画配信した。
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83％であり、中間成果指標とした5％増加を達成しており、福島県産食肉の安全・安心
への理解醸成を図る本シンポジウムの趣旨は参加者に十分伝り、成果が挙がった。
③ 福島県産牛肉価格が東京市場全平均に近づくことを目標とし、前年の92％から94％へ差を縮めた。

○ 平成２８年度事業は当初目標をほぼ達成し、成果を上げることができたものと評価する。
○ 福島県産牛肉の卸売価格と全国平均価格の差は着実に縮まってきているので、震災前の水準に回復するまで
価格回復支援事業を継続する必要がある。
○ 福島県産牛肉の卸売価格向上に直接的に寄与する対策として食肉量販店等で開催する福島県産食肉販売フェ
アを支援することが有効である。
○ シンポジウムの参加者数は減少傾向にあるので、増加させるための工夫が必要である。そのためには、
　　・より広く、給食関係者、管理栄養士関係団体、学生に広告を行い、動員を図るべきである。
　　・より多くの人に福島県産の食肉の品質を体感して貰うために、イベント日数を増やすことが望ましい。
○ 被災県の支援という同じ目的で、活動している機関と一層の連携を図り、相乗効果を発揮すべきである。
                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成29年1月25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

被災地産畜産物に関する情報提供･理解醸成事業
（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
４２百万円

（３４百万円）
平成２８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44回参加し、アンケート
調査では22,974枚回収、年度目標値を達成する事が出来た。うち、82％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には達成できなかったが、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。被災
地産食肉に対する理解醸成を図ることができた。これらの事項が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、食肉の需要が減少した。各地で開
催される農業祭等催事に出展し、食肉に対する理解醸成を図ってきたが、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、農業祭等催事に参加した91％の者が被災地畜産物への購買意欲を示すこと及び消費者、学校給食従事
者等に対して被災地の生産地や流通施設を視察してもらう産地交流会を実施することにより被災県産食肉の理
解醸成を図り、風評被害を払拭すること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44回参加し、同時にアンケート調査を
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、調査用紙を22,974枚
回収、うち81.5％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県で7回実施した。今後、このような事業を継
続的に実施する事は、被災地産食肉に対する理解醸成を図るための有効な手段であり一般消費者の理解が得
られれば今後、国産食肉・被災地食肉の生産基盤強化と需要拡大につながっていく事が期待される。

　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」の平均は、「東京市場全銘柄A4価格」の平均の93.2％と一定の回復は見られるものの、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、まだまだ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度の農業祭ではあるが、かなり定着してきた傾向がある。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44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県で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。今後
については、これまで以上に食肉に対する理解醸成を図り、風評被害を払拭するために、できるだけ多くの場で農業祭
等催事に参加して全国展開をしていき、また、アンケ－ト調査については、具体的な意見を記入する欄を追加する事も
有効ではないかと思われる。生産地（牧場等）、食肉の流通施設等（加工施設、放射性物質検査機関）及び食肉小売
専門店を視察する産地交流会についは、一般消費者、学校給食従事者等に参加してもらい、引き続き被災地食肉に
ついての安心・安全性を理解してもらうことが重要である。
                                                                                      　(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

　 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

(うち助成額)
実施期間

被曝牛での多発疾患の原因究明に関する研究事業
(国立大学法人)

岩手大学
２４百万円

（２４百万円）
平成28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　　　　Ｃ
　　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

 大型哺乳類における低線量持続被ばくの影響評価は世界的に類を見ない。福島原発事故以後、長期的に被ばく
牛を観察してきたが、これまでは資金難もあって検査項目も限られ、異常を見いだすことはなかった。被ばくに関し
ては“影響がない”ことも結論の一つであるが、今回、多くの検査を行えたことで、何に異常が出てくるのかが見えて
きた。放射線性白血病と牛ウイルス性白血病の識別に関しては、膨大なデータ解析の途中であるため、現時点で
は成果として示せなかったが、結果が出次第、まとめる予定である。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　原発事故被災地域で発生している牛の白血病がウイルス性のものであるか放射線被曝によるものであるか、被
曝による免疫抑制等による発症なのかを識別することは、日本の畜産の維持および食の安全にとって必須のもの
である。
　そこで白血病牛の摘発検査、病理解剖による白血病発症牛の病理組織学的解析、生体における放射線障害の
解析、遺伝子における放射線障害の解析、腫瘍遺伝子の網羅的解析等を実施した。
　これらの解析により、低線量持続被ばく牛に発生している白血病の原因を明らかにし、牛白血病の新たな分類指
針を作成することを目的とする事業である。

　異型リンパ球増加、血清LDHの第2・3分画増加、チミジンキナーゼ増加を指標とした白血病診断に基づいた解剖
はすべて誤診であり、白血病の発症前診断の困難さが浮き彫りになった。白血病発症牛の病理組織学的解析が実
施できたのは発症した4頭のみであった。放射線障害の解析では、リンパ球表面抗原の解析による免疫機能低下
が認められた。マイクロアレイによる遺伝子発現動態の解析では異常を認めなかった。対象地域3頭、非汚染地域7
頭の白血病発症牛に対して腫瘍遺伝子の網羅的解析を実施し、現在、データ解析中である。現段階で、牛の低線
量持続被ばくは免疫能低下を引き起こすことが明らかとなり、これが白血病多発の誘引となっている可能性が示唆
された。

　特定地域の放射能汚染状況と牛への影響を、6年間にわたり継続的に観測して得られた知見は他に類を見ない
ため、将来の原子力利用の方向性を検討する上で貴重な資料になる。研究成果はマスコミや世論の期待に左右さ
れずに、データに基づく客観性を追求している。今回は中間報告であり、結論を導き出すには至っていない。研究分
担者の専門性に基づいた研究は個別に結論付けるだけに留まらず、相互の研究成果を十分検討して、環境と生態
系へ示唆する提言ができるように一層の努力を期待する。（外部有識者委員会）

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

女性向け養蜂具の調査研究事業
（一般社団法人）

トウヨウミツバチ協会
１２百万円

（１２百万円）
平成２８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
　

　蜂蜜の国産自給率７％の養蜂業界にとって担い手確保は重要な課題であり、女性の活躍支援は必要かつ
緊急なテーマであった。蜜蜂の衛生管理を含めた指導者育成は国の施策であり、それを女性に特化し飼育事
例集やDVDを使用しての講習会開催は、国の施策と密接に関連しており高い補完性があった。事業実施では
小型巣箱を予定通り24組製作し、7箇所、8人で実証飼育を実施したことは、目標を上回る成果である。また現
地検討会講習会に46名の女性参加者を得たことで、最終目標である女性養蜂家の育成数50名も目標通り達
成が見込めるものである。以上、当初目標を達成し、高い評価を上げたことから総合評価をAとする。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　我が国の蜂蜜自給率は、わずか７％である。このため消費者からも国産蜂蜜を求める声が多く上がってい
る。新たな養蜂業の担い手として女性の活躍が期待されるが、そのためには女性でも扱いやすい養蜂具の開
発や蜜蜂飼育技術の確立が課題となっている。この事業では、女性でも扱いやすい小型軽量巣箱の開発と
その巣箱を利用した実証飼育調査、飼育事例集・DVD作成、および講習会を実施し、女性養蜂家の育成を
行った。小型で軽量の巣箱を利用した蜜蜂飼育方式を実施する女性養蜂家を50名規模で育成し、蜂蜜の収
量アップと品質向上を実現し養蜂業において女性の活躍支援に貢献することを目的とする事業である。

　この事業では、実証飼育のためのモデル巣箱を24組製作、女性養蜂家による小型巣箱の実証飼育7箇所、
現地講習会6回開催、実証事例紹介DVD200枚作成・配布、女性養蜂家支援連絡協議会3回開催を成果とし
て実施した。また、講習会への女性養蜂家46名の参加者を得て、理解度調査アンケートでも９６％とした。ま
た、労働生産性の向上も認められた。以上のことから最終目標である小型巣箱を利用した女性蜜蜂飼育者50
名の育成及び養蜂現場での労働生産性の向上割合９％は実現可能である。さらに蜂蜜品質の向上と付加価
値を付けた販売を目指していきたい。

　男性中心であった養蜂現場において、女性養蜂家を育成するという取り組みは養蜂業界全体に貢献するも
のである。蜜・花粉源の確保は重要なテーマであるが花づくりは女性の参画が得やすいうえ、女性らしい配慮
で品質の向上や容器の工夫により、付加価値販売も期待できる。また、病気やダニの問題がある中、単年度
中に巣箱の製作から実証飼育調査を実施し、蜂蜜収穫もできたことは大いに評価できる。また、現地検討会
講習会で合計46名の女性参加者を得たこと、さらにテキストやDVDを使った講義も重要であるが、実際の養
蜂現場を体験しながら指導したことは大いに評価できる。
                                                                                     （養蜂具調査研究推進事業推進委員会）

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

銃による野生シカ捕獲における肉質改善事業
(一般社団法人)
エゾシカ協会

４百万円
（３百万円）

平成２８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

　激増する野生鳥獣害被害については、被害管理だけではなく捕獲した個体のより効果的な利活用が
求められる中で、本事業における達成目標である中間成果指標（おいしいシカ肉生産マニュアルの作成
とシカ肉等級分けガイドラインの作成）については、それぞれの目標値を達成した。且つ、本事業で掲げ
た目標が達成されたことにより、より良質な肉を得るための銃猟法の理解と実施に向け大きな前進をし
たと捉えており高く評価できるものと考えられる。
　達成指標において当初目標を達成し、高い成果をあげたものと考えているが、捕獲頭数は統計処理に
耐えうる数値であるものの、当初の目標より低かったことから達成度を３，総合評価をＢとした。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　この本事業では、エゾシカの銃による捕獲を例にとり、エサで誘引したシカを100ｍ前後の距離から、
狙撃部位（頭部・頸部および胸部）および銃の口径（口径6㎜および7.62㎜）を変えて捕獲し、狙撃時のス
トレス・疲労の程度（血中コルチゾール、筋グリコーゲン含量）、死後変化（pH・枝肉温度の推移）、肉の
味覚・風味（味覚センサー等）、残存血液の程度を明らかにする。この結果はエゾシカ食肉事業協同組
合のエゾシカ肉等級分けに活用すると共に、「おいしいシカ肉生産マニュアル」、「シカ肉等級分けガイド
ライン」として一般に公表する。

　本事業で作成した「おいしいシカ肉生産マニュアル」は、シカ肉生産を目指す狩猟者・駆除者が直面す
る、より良い肉を得るためには、どの口径の銃を使用するか、どこを狙うべきかについて、肉のタンパク
質化学および味覚センサーによる検査を含めた官能検査で答えたものであり、口径差および頭頸部・バ
イタルゾーン着弾による肉質の差異はないことを示した成果は大きい。さらに、捕獲以後の伝統的な畜
産手法による筋肉の死後硬直と解硬の処理が肉質に大きく影響することを指摘した点は、これまで我が
国の野生獣肉処理にはなかった知見である。このマニュアルの配布で、狩猟者・駆除担当者が捕獲した
エゾシカ肉の利活用をより実践し易くしたことにより、利活用におけるシカ肉質向上に貢献した。また、
「シカ肉等級ガイドラインーその確立に向けた基礎知識」では、マニュアルで示したタンパク質化学およ
び官能検査結果を基礎として踏まえ、牛肉･豚肉の等級付けと比較しながら、野生獣肉であるエゾシカ
肉の等級について、畜肉とは異なる等級のガイドラインを例示した成果は大きい。これらにより、認証を
受けたシカ肉処理施設を対象に普及啓発に取り組んだことから、シカ肉の利活用の普及と消費促進が
一層進んだものと考えている。

　全国的な野生鳥獣害の急増に対して様々な取り組みが進んでいる中で、さらに捕獲した個体の積極
的な利活用が求められている。国会議員を中心として結成されたジビエ議連も、料理方法や一時処理
車の普及など積極的に取り組んでいるが、捕獲方法と肉質に関する知見は研究機関も含めてほとんど
行われておらず、捕獲方法のマニュアルや等級分けガイドラインなども明確なものはない。その点で、本
事業は正しく時宜を得た取り組みであったと考えられる。

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

黒毛和牛の魅力創出技術の構築事業
(国立大学法人)

神戸大学
５百万円

（４百万円）
平成２８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

　この事業は、「簡易蛍光染色法」の実用性を検証すること等により、微小サシを検出する技術をより発展さ
せたもので、国産和牛の魅力のPRに向けた産官学の取り組みの例として、今後の進展に大いに期待が持
てる。また、和牛の幅広い魅力を掘り起こし、実需者に啓蒙するだけでなく、国内外に積極的にPRを行う強
固な協力体制を構築することができた。以上、限られた期間内で当初の目標を達成し、高い成果をあげたこ
とから、総合評価をA評価とした。

JRA畜産振興事業　自己評価票（研究開発事業）

　近年の赤身牛肉嗜好、輸入飼料の高騰、子牛の供給不足などを背景に、わが国の牛肉の実需者の取り
巻く経済環境は厳しく、黒毛和牛の海外輸出戦略に沿った国産牛肉の科学的根拠の収集および黒毛和牛
の魅力を国内外に広く訴求する体制作りが求められている。
 この事業では、黒毛和牛の低需要な部位である赤身部分の適度な脂肪交雑（微小サシ）に着目し、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米国において、
事業成果のＰＲを行うことを目的とする事業である。

　微小サシ実証試験事業として、黒毛和牛の赤身部分の組織切片分析試験(40頭)、蛍光染色分析試験(80
検体)を実施し、マイクロCT装置による微小サシの３Ｄモデル化、美味しさに関する食味評価試験を進め、日
本畜産学会で事業成果報告を行った。また、国内外に向けた事業の情報発信の場を、国内(4回)と米国カリ
フォルニア州(1回)で設け、畜産関係者と強固な協力体制の構築を図ると共に、実需者に向けた事業成果物
の配布、宣材の提供を行った。今後も継続的に事業成果の普及を進めることで、科学的根拠に基づく黒毛
和牛の魅力の訴求に効果が期待される。

　和牛を取り巻く厳しい環境の中で、国産和牛の魅力を掘り起こし、国内外にPRするには、より一層の創意
工夫が必要である。本事業で開発した微小サシ分析技術については、和牛の赤身の特徴PR、肉質評価指
標などへの活用を期待する一方で、国産和牛の魅力をもっと世界に伝えるためには、産官学による継続的
な取り組みが求められる。(黒毛和牛魅力創出技術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

牛繁殖成績向上事業
（一般社団法人）

日本家畜人工授精師協会
４百万円

（３百万円）
平成２８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】

　本事業の成果指標は、直接指標、中間成果指標ともに、すべて目標を達成し、高い成果を上げることがで
きた。調査報告及び優良技術発表会の発表は、演題も多く内容も充実していた。牛繁殖成績向上優良技術
集は、家畜人工授精師3,792名に配布され、このあと有益な活用が期待できる。

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

　

JRA畜産振興事業　自己評価票

　この事業は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、過去に受胎率向上
の対象になった一部地域で最近顕著な受胎率成績の向上が見られたことから、その要因を分析すると
ともに、優良技術発表会を開催し、特に優れた技術について、分析結果とともに取りまとめ牛繁殖成
績向上のための優良技術集として家畜人工授精師に配布することを目的とする事業である。

直接指標①～④は、すべて目標を達成できた。
①現地調査・検討会　　　　1回
②優良技術発表会の開催　　1回
③優良技術集検討委員会　 １回
④優良技術集　　　　　4,000部
中間成果指標も、次の3点すべて目標を達成し、高い評価を得た。
・牛繁殖成績向上要因分析事業で取上げた「その後の受胎率向上」について調査結果を優良技術発表
会で報告し、出席した家畜人工授精師にアンケート調査し、その取組みの有効性を検証した。その結
果は評価するという回答が97%(74/76)と関心が非常に高かった。
・牛繁殖成績向上優良技術発表等事業における優良技術発表会は、平成29年2月15日に港区東新橋の
ヤクルトホールで開催され、発表演題14題、調査報告1題と充実し、参加者も360名と多く好評であっ
た。
　本事業における優良技術発表会について大会に出席した家畜人工授精師にアンケート調査し、その
取組みの有効性を検証した。その結果は評価するという回答が98%(75/76)と関心が非常に高かった。
・牛繁殖成績向上優良技術発表等事業における牛繁殖成績向上優良技術集の作成について大会に出席
した家畜人工授精師にアンケート調査し、その取組みの有効性を検証した。その結果は評価するとい
う回答が98%(65/66)と関心が非常に高かった。

  牛繁殖成績向上事業として実施した事業の成果指標の実績値は、直接指標及び中間成果指標ともに目標
値を達成しており、本事業に対するアンケート調査でも高評価が得られ期待の大きいことが分かった。 牛の
生産基盤が弱体化している中にあって、牛繁殖基盤強化の取り組みは評価できる。牛繁殖成績向上優良技
術集を3,792名に配布したことは、非常に大きな意義がある。近年、関連学会、研究会は、学術的な発表が主
流を占め、現場の貴重な知見に関して意見交換を行える場は、当優良技術発表会くらいである。非常に貴重
な発表会である。(牛繁殖成績向上推進委員会)
　

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
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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

平成28年度腰補助用装置導入モデル検証事業 福島県酪農業協同組合
３百万円

（３百万円）
平成２８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

　中間達成指標における、補助装置の「普及への期待度」については目標を達成できなかったが、メディア等
を利用して広く普及・啓発する等で改善は見込める。また、それ以外の中間成果指標および直接指標は概ね
達成できているため総合評価をＢとした。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　現在、酪農家戸数の減少により生産基盤の維持が困難になりつつある。酪農家の後継者確保だけでなく、
後継者不在の高齢酪農家に対する支援も課題として挙げられる。
　そこで、バケットミルカー昇降機および身体装着型の補助具からなる、腰補助用装置を開発し、現地試験を
もって搾乳作業における身体的負担の低減効果を検証し、装置自体や活用法の改良調整を検討した。
　この装置を普及させることで、より持続的な酪農経営の実現を図ることを目的とする事業である。

　2戸の農家で試験を実施し、導入効果検討会を3回開催した。
　試験後、対象農家に回答頂いたアンケート結果を分析したところ、装置導入による満足度は92.2％、装置の
普及に対する期待度は62.5％となった。
　開発コストの高さや設置条件が限定されるものの、装置の改良を重ねた上で、メディアやホームページ掲載
等により普及・啓発を図ることで、最終目標の達成を目指したい。

　研究報告によると、搾乳作業における蹲踞（そんきょ）からの直立は大きな労働負担になるとされている。こ
のことから、搾乳作業時に姿勢変化を補助する機械等の使用は、作業の負担軽減に繋がると思われ、一定の
成果が得られたと評価できる。
　装置の作業性や、普及に関わるコスト面については、課題が残るものの、改善は可能と思われる。
                                                        （腰補助用装置導入モデル検証事業 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

馬防疫強化対策事業
（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

２２９百万円
（１２８百万円）

平成２８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

　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。
　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35道府県で1歳以上の農用馬や乗用馬等6,359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7県における繁殖牝馬について延べ17,940頭の接種を計画実施
することにより、馬インフルエンザは発生時の発症率を40％以下、馬鼻肺炎は、流産発生頭数を1,000頭当たり5頭以下を成果目標にワク
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
を目的とする事業である。

　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35団体において地域における防疫推進会議を延べ54回開催した。　馬インフルエンザワクチンの接種は、35道府県において、農用
馬、乗用馬等を対象に5,397頭（84.9％）、馬鼻肺炎ワクチンの接種は、９道県において延べ14,890頭（83.0％）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、28年度6.2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る。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る。
　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する。

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

 

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

 　競馬事業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、ほぼ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29年3月6日に開催された平成28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、日本脳炎及び破傷風の発生は、28年度の発生報告がないことから、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
種率を維持・向上させることが肝要と思考された。
　馬鼻肺炎による流産は、平成28年に59頭の発生が見られるものの、最近の流産の発生状況（平成22年52頭、平成23年18頭、24年48
頭、25年46頭、26年54頭、27年42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。
　競馬振興に当たり、近年の欧州等の国際交流の進展から、伝染病の侵入リスクが高まってきている状況を踏まえると、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）
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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

馬防疫強化対策事業（馬飼養衛生管理特別対策事業）
（公益社団法人）

　中央畜産会
２９百万円

（２５百万円）
平成２８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

　 国内の飼育馬は、極めて多岐、多様な飼養形態で飼育されている状況にある。このため、馬飼養衛生管理基準に基づいた
衛生管理を行うには、地域での馬獣医療を担う獣医師の馬飼養衛生管理技術の向上を図り、馬疾病の基礎臨床診断技術向
上のための先進地獣医療技術の習得研修を緊急に図る必要がある。
   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、日本脳炎、破傷風等家畜伝染病の侵入、流行
の危険性が高い水準にあることから、地域における馬自衛防疫体制の整備強化が必要となっている。このため、海外悪性伝染
病などの病性鑑定技術実習を行い、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ことを目的
とする事業である。

   国内の飼育馬は、極めて多岐、多様な飼養形態で飼育されている馬について、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、馬病性鑑定技術者15名を確保するとともに、馬診療等実践的な獣医知識等に係る馬飼養臨床実習受
講者11名を育成して馬飼養衛生体制整備強化を図ったこと。また、馬飼養管理衛生テキスト等４冊(馬の真菌症(第2版)、馬の
ウエストナイル感染症(第2版)、馬パラチフス(第3版補訂版)､馬感染症研究会講演要旨集)作成して馬関係者へ普及し、更に、
馬の移動、ワクチン接種等記録する馬の健康手帳を10,000部 作成して競走馬、農用馬等関係団体等に普及:啓発したことか
ら、海外悪性伝染病等に対応した早期診断、病性鑑定の技術水準を高め、競走馬以外の馬についての飼養衛生管理向上の
ための総合的な馬自衛防疫体制の強化が図られたものと推定された。
   また、国は家畜伝染病予防法に基づいた飼養衛生管理基準（馬編）を公表しており、馬飼養農家はこれを遵守することが求
められていることから、本事業により飼養衛生管理体制を整えることで、国の施策を推進支援に寄与でき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

 

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

 　競馬事業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
形で本事業を実施し、ほぼ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、馬臨床診断技術の実施体制が強化されるとともに、馬疾病等テキストの普及・啓発により防疫意
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図られたものと思考された。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29年3月10日に開催された平成28年度第2回馬飼養衛生管理特別対策事業推進中央委員会において、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
を図られ、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、疾病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。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（馬飼養衛生管理特別対策推進中央委員会）
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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

生産地等における馬防疫強化対策事業
（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

６２百万円
（３２百万円）

平成２８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

　この事業により、インフルエンザ等馬感染症の発生が防げていることは､すべての馬関係産業等が円滑に
実施されることにつながっていること、及び20地区すべてで予防ワクチン等接種した乗用馬の実馬確認が行
われたことから、Ｓ評価とした。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　乗馬の普及用に使われる乗用馬は競技馬と違い、乗馬クラブ外に出ることは少ないが、競技馬と同一の厩
舎に置かれることが多く、そのため、乗用馬が病気に感染した場合、乗用馬から競技馬へ、競技馬から全国
へと雪なだれ式に伝染病が広まる可能性が考慮されることから、乗用馬に対し定期的な馬インフルエンザワ
クチン及び三種混合ワクチン等の接種を行い、乗用馬の馬感染症の防疫体制の確立を図り、わが国の馬
事・畜産を振興する。
　このため、乗用馬に対してのワクチン接種を実施することにより馬感染症発症の防止すること及び接種馬
の実馬確認を行うことを目的とした事業である。

　乗馬施設で登録された馬4，753頭にワクチン接種を行った結果、軽種馬防疫協議会発表の馬インフルエン
ザの発生が見られないこと、及び予防ワクチン等を接種した乗用馬の実馬確認作業を20地区で行った。
　引き続き、軽種馬防疫協議会のワクチンプログラムに従ったワクチン接種を実施することにより、馬インフ
ルエンザの発生も予防できる見込みである。

　馬インフルエンザを含め、感染症を防ぐためにはこの事業は重要であり、今後も引き続き実施する必要が
ある。
また、この事業の対象馬は、乗馬クラブ所有の馬だけであるので、乗馬クラブで預かっている馬（個人所有
馬）や、この事業での助成対象ではなくさらに競技会などに出場しない馬が予防接種を受けているか実態を
調査する必要があるのではないか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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
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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

馬防疫強化対策事業
（馬感染症検査用抗原の供給体制確立事業）

(一般財団法人)
日本生物科学研究所

４百万円
（３百万円）

平成２８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

 　本事業の馬ウイルス性動脈炎の診断用抗原の動物検疫の場面で切望されていることから必要性・緊急性
は非常に高く、海外伝染病という重要な家畜疾病の防疫という観点から国の施策と合致している。妥当な資
源で事業を実施し、事業計画に無駄等はなく確実な成果を予定どおり上げ、実施体制は十分に機能してい
た。今後、最終成果目標である診断用抗原の安定的な供給についても、目標どおりの達成が十分見込める。
事業成果の普及性・波及性では、少なくとも当初予定どおりの普及性・波及性は見込まれ、さらに海外での馬
ウイルス性動脈炎の新たな抗体検査方法として受け入れられる可能性も想定できる分野である。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　本事業は、遺伝子組換え技術で開発され、馬ウイルス性動脈炎の抗体検査に有用と評価されたタンパク質
抗原を馬輸出入検疫へ産業利用するためにカルタヘナ法に基づく申請と承認取得並びに当該抗原の供給を
目的とした。抗原供給は動物検疫の場面で切望されており、現在の中和試験の労務負担等を大幅に軽減す
る。本事業では、申請に必要な（１）組換え体不活化確認試験法の確立と（２）組換え体遺伝的安定性試験を
実施し、（３）申請書を作成した。さらに抗原製造の安定性を（４）試作製造により確認した。本事業は、遺伝子
組換え技術で開発された診断用抗原を動物検疫で実用化することを目的とする事業である。

　本事業では、カルタヘナ法に基づく第二種使用等拡散防止措置の確認申請をし、承認取得を目指した。申
請に必要な試験成績を得るために（１）組換え体不活化確認試験法の確立と（２）組換え体遺伝的安定性試験
を実施し、さらに遺伝子組換え微生物の増殖性に関する試験を追加してその成績を得ることができ、これらの
成績を含めた（３）申請書を作成した。さらに抗原供給の安定性を（４）試作製造により確認した。本事業では、
最終的に遺伝子組換え技術で開発された診断用タンパク質抗原を動物検疫の場面へ供給することを目的と
しており、平成30年度中に達成する見込みである。

　本事業では、遺伝子組換え技術で開発された馬ウイルス性動脈炎の診断に有用な抗原を産業上の利用を
するために、当初計画に追加して必要性が判明した試験を機敏に実施し、「第二種使用等拡散防止措置確認
申請書（案）」を完成させ、事業の直接目標を達成したことが評価される。本事業の診断用抗原は動物検疫の
場面では早急な供給を切に望まれているものである。事業終了後、速やかに拡散防止措置確認を申請して
承認を取得し、抗原を供給することによって検疫での労務負担を大幅に軽減することで社会に貢献することを
強く望む。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（馬感染症検査用抗原供給体制確立事業推進委員会）

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

家畜疾病の防疫体制支援強化促進事業
（豚流行性下痢（PED）まん延防止体制支援促進事業）

（公益社団法人）
中央畜産会

８５百万円
（８５百万円）

平成２８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

　本事業は、本病の発生が事業開始後に劇的に減少したことの影響を受け、事業実施計画を大幅に見直す
こととした。見直した事業計画は一部を除いて、ほぼ効率的・効果的に実施され、見直し後の規模に相応した
効果を確保することができ、また中間指標も達成したことから、総合評価をB評価とした。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　国内で7年ぶりとなる本病の発生が平成25年10月にあり、その後平成29年2月までに39道県で発生1,206
件、発症頭数1,755,931頭、死亡頭数532,682頭の被害が発生している。そこで国が策定したPED防疫マニュ
アルに基づき、獣医師による母豚への効果的な予防接種の推進や衛生巡回指導、畜舎等の消毒の指導な
どの防疫措置を実施するとともに、畜産関係団体、農場等で構成される自衛防疫組織を活用した防疫体制を
強化することで、哺乳豚の死亡等の低減、PEDのまん延・再流行の防止を目的とする事業である。

　都道府県段階においてPEDまん延防止の取組推進のための対策検討のために、PED地域まん延防止支援
対策会議を実施した。また、予防接種の適正実施と飼養衛生管理の指導のための農場巡回指導を実施する
とともに、発生経験農場について感染確認検査を実施することで地域におけるPEDまん延防止を図った。こ
れにより平成26年には866戸あった発生農家が平成28年度には87戸に減少した。
　本事業の実施により得られた成果からは、平成31年度の最終成果指標とした発生農家80戸以下の目標達
成の見込みは十分にあると考えられる。

　本事業取組み後にPEDの発生が急激に減少した。本事業は世界における本病の動勢を踏まえて大きな規
模で構築した。疾病の流行予測は種々の要素を勘案することから、様々な困難があるが、今回の流行は幸
いに減少傾向で推移した。
　こうした状況のもと、これまで家畜衛生を担ってきた地域の獣医師などにより組織されてきた自衛防疫組織
等を活用して事業を実施したが、当初の目標には届かなかった。
　現状の養豚の場合は、種畜の導入先、飼料の購入先、出荷先などが区々であることから、地理的又は疫学
的に近接な関連を念頭においたこれまでにはなかった防疫活動が必要となっている。
　さらに、養豚農場の衛生管理・防疫対応を担う獣医師についても、地域の自衛防疫活動に従事している獣
医師の他、県域を越えて結びついた農場を管理する獣医師など、獣医師の活動形態・範囲等が多様化して
きている。
　そのため今後は、当該事業で対応したPEDのような疾病に対応するため、上述の状況も勘案し地域を越え
ての素豚供給農場、屠場情報などの疫学関連情報を共有した防疫対策を実施することができるような、農場
及び防疫関係者などによる疾病防疫プラットフォームの創設なども視野に入れた、効率的効果的な対応事業
への取組みが必要であると考える。　　（PEDまん延防止体制支援対策検討委員会）

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

ノゼマ病予防混合飼料実証事業
（学校法人）

京都産業大学
１４百万円

（１１百万円）
平成２８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

　ミツバチ不足の原因であるノゼマ病に対する対策は世界的にも急務な問題である。そのため今回のカシス
を使用することで予防できる可能性が示唆された。ミツバチの安定的な生産を進めることは、過去に問題に
なったミツバチ不足の問題解決という施策にも非常に関連している。試験への予算配分および事業計画の遂
行も予定通りに進めることができ、当初の期待されていた事業計画を達成することができた。またパンフレット
を作成配布および適宜使用講習会を開催することで事業成果を普及波及することが可能であるため総合評
価をAとした。

JRA畜産振興事業　自己評価票（研究開発事業）

　ミツバチのノゼマ病は日本だけでなく世界各地でのミツバチの死滅原因の１つとなっており大きな問題となっ
ている。しかしながら、その予防方法は確立されていないことから養蜂にとっては大きな課題である。 カシス
には抗ウイルス等の作用があることは既に知られており、一部の家畜の混合飼料として利用されている。ミツ
バチのノゼマ病及びミツバチの免疫機能向上への効果の確認とその使用方法を確立するため、カシス混合飼
料の投与による実証試験を行う。

　カシス混合飼料を投与することで、①抗菌ペプチドの発現量が増加するとの結果が得られた。これは、カシ
ス混合飼料が、免疫遺伝子の発現増加効果、更には免疫機能の向上効果を有する可能性を示唆するものと
考えられる。また、②ノゼマ微胞子感染個体数の割合が減少するとの結果が得られた。これは、カシス混合飼
料が、ノゼマ病の増殖を抑制する効果を有する可能性を示唆するものと考えられる。またそれらの結果につ
いてまとめたパンフレットを作成した。カシスを混合飼料として利用することで、ミツバチの安定的な生産による
供給不足問題の解決およびノゼマ病に対する予防が実現できる可能性がある。

　現在、ミツバチ不足問題の１つの原因になっているノゼマ病の対策は世界的に見ても早急な対策が望まれ
ている課題である。今回、抗ノゼマやミツバチ免疫機能の向上を実証試験により確認することができた点は非
常に評価できる。さらにこれらの実証結果をもとに現場で速やかに利用できる体制を構築することで、国内の
ミツバチ衛生管理が向上し、ミツバチの安定供給の実現が可能となった。

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

食肉処理施設再編整備基本計画策定
に係るマニュアル作成事業

（公益財団法人）
日本食肉生産技術

開発センター

５百万円
（５百万円）

平成２7～２８年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者によるコメント】

【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

 　食肉処理施設の再編整備については、全国に約２００箇所設置されており、処理規模が小さく、施設が老
朽化し、経営に問題を抱えている所が多い。この事業により作成したマニュアルを活用することにより再編整
備が進み、食肉処理施設数が適正なものとなり、安定的、持続的に経営が行われることに寄与するものと評
価し総合評価はＡとした。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　現在200箇所程度設置されている食肉処理施設は、施設が老朽化してきており経営に問題を抱えているも
のが多く食肉流通の近代化、効率化を図るためには食肉処理施設の統廃合を伴う再編整備が緊急の課題と
なっている。
　このため、委員会を開催し、再編整備計画の策定に必要な事業計画の策定方法、施設のレイアウトの手
順、財務計画の作成方法についてのマニュアルを作成し、研修会を開催することにより食肉処理施設の再編
整備の効率的な推進を図ることを目的とする事業である。

１　委員会を開催し、食肉処理施設への現地調査を踏まえ食肉処理施設の再編整備計画の策定に関するマ
ニュアルと研修会用の手引書を作成し、2回に分けて研修会を開催した。
２　マニュアル及び手引書については、3箇所でこれに基づいて再編整備計画が実施されているほか、3箇所
で施設整備が行われている。
３　食肉処理施設は、家畜の飼養頭数が減少傾向で推移する中で、畜産の国際化の進展、HACCPの義務化
等大変厳しい情勢となっており、マニュアルについての問い合わせが多くなっている。

１　これまで食肉処理施設再編整備基本計画に関するマニュアルが無く、今回、損益計算書、リスク分析、及
び投資の妥当性に関する財務計画の作成方法も織り込んであるのは大いに評価できる。。
２　現時点では、一気に食肉処理施設の再編整備が進まないのが実態であるが、食肉処理施設の事業内容
を見直し、外部環境に対応できる枠組みを構築する方法により経営の存続を図る手法が求められている等、
今後食肉処理施設の健全な発展に必要な資料となっている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（食肉処理施設再編整備基本計画策定に係るマニュアル作成委員会）

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

草地飼料畑の管理実態調査事業
（国立大学法人）
北海道大学大学院
農学研究院

７百万円
（７百万円）

平成２７～２８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

　これまで情報が極めて少なかった草地飼料畑の管理実態に関する情報が整備され、国の温室効果ガス等の
見積り精度の向上とともに、草地飼料畑の適切な管理が生産性維持と温室効果ガス排出抑制に寄与すること
への認知度が一段と向上することが期待される。本調査は、草地の温暖化対策を研究するグループが自主的
に実施したもので、充分な準備期間を経て、３つの直接指標を上回る規模の調査に基づく報告書が公表されて
おり、事業計画・実施体制、投入した資源、事業の達成度は、概ね妥当と判断される。

JRA畜産振興事業　自己評価票（研究開発事業）

　この事業は、適切な堆肥の利用と計画的な草地更新により、温室効果ガス抑制と飼料の収量改善を図るた
め、特定の地域および全国の畜産農家を対象に、草地飼料畑における堆肥・化学肥料の利用状況や草地更
新の頻度・更新方法等についての実態調査を行い、堆肥利用と草地更新を促進するための基礎的な統計資
料として取りまとめ、公表を行うことを目的とする事業である。

　草地飼料畑の管理実態の予備調査５０戸、全国調査１０００戸、調査報告書配布５０冊の直接指標に対し、予
備調査１８４戸、全国調査１８０８戸、調査報告書配布２５７冊を実施した。また、事業終了時における調査報告
書の公表により、中間成果指標である温室効果ガス抑制のベースライン１件を達成した。今後、農水省関係部
局、温室効果ガス取りまとめ機関等で調査報告書を利用いただくことで、温室効果ガスインベントリへの反映１
件を達成できる見込みである。

　調査報告書を畜産および環境政策を担当する行政部局で利用していただくとともに、調査結果を科学論文と
して公表し、畜産や温暖化対策等の研究者に草地飼料畑の管理実態のベースラインとして、認知してもらうこ
とが大切である。また、当該事業の成果を基礎に、農林水産省における事業化など、次のアクティビティーに発
展させることが期待される。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２８年度第３回推進委員会)

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に関する事業
（一般社団法人）

農山漁村女性・生活
活動支援協会

４４百万円
（４４百万円）

平成２７～２８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

　 本事業は、畜産物の生産だけでなく加工、販売、交流体験など６次産業化に向かう畜産経営において女性の活躍が一
層重要になる中で、その経営発展の方策を明らかにした。初年度に優良事例を調査し、消費者ニーズで把握したこと等
を、２年度目に６件の実証調査事例農家の実際の畜産経営に取り入れ実践したことを、セミナーやSNSで情報発信してお
り、各取組みが大変有機的につながり、多くの畜産経営に対して、女性参画の有益な手がかりを与えたためである。

　本事業の必要性・目的は、畜産経営の担い手として期待される女性の能力を発揮するために必要な環境整備やキャリ
アアップのための課題と対応方向等を明らかにし、リーダー育成やネットワーク活動を推進し、畜産現場での女性の活躍
推進を図ることである。
　そのため、推進委員会開催、事例調査、アンケート調査、セミナー開催、情報発信などを行った。事業の成果目標は、消
費者ニーズを捉えるためのアンケートと優良経営事例調査を初年度に行い、その成果と専門家の知見を２年目の実証的
畜産経営対象事例に取り入れ、経営発展成果を把握した。更に本事業の取組みをSNSやセミナーで普及啓発すると共に
多様なネットワーク創生につなげることを目的とする事業である。

① 本事業の直接指標成果の優良事例調査を36件、実証的調査を6件、消費者アンケート1,032名の回答、実証的調査農
家の利用者アンケート501名、セミナーの5か所開催は全て達成した。
②中間成果指標の女性の参画の実態及び効果に関する理解度は、セミナー実施５会場の配票調査で94％と目標達成し
た。また、実証的調査の６事例中４事例で前年度同月比で収入額の増加が５％上昇し目標達成した。
③ 最終成果指標見込みについては、本事業を通じて経営上の課題、消費者ニーズの把握、自身の経営や販売商品の強
みの認識が明らかになったことなどから最終成果指標の年間収入額の増加割合10％、多様なネットワークの1以上の構
築は達成する見込みである。

・畜産をしている若い女性が、このようなセミナーに出て畜産女性としての一体感を感じやる気を出せることが重要だ。
・セミナーでのパネルディスカッションに登壇した人々が、世代も異なり多様な立場の話が聞けて大変よかった。
・女性の集まりの中で、夫婦での参加、男性の参加があったのも良い。
・実証調査事例農家６件に共通する特徴は少数派であること。経営が特徴的であり、ある意味孤立している。本事業で支
援することで、それが逆に生きて自信を与えた面があったのが良かった。本事業は、よい事業だったのではないかと考え
る。
・今後、本事業成果の普及啓発として、中央畜産会の29年度事業で成果発表等することを実現させたい。

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体制支援強化事業
（農場HACCP認証支援地域強化促進事業）

（公益社団法人）
中央畜産会

１１７百万円
(１１７百万円)

平成２７～２８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】

　　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

　食の安全についての社会の関心は高く、生産段階での安全への取組みは喫緊の課題である。国も政策目標とし
て、農場HACCPへの取組みを進めることを公表している。これらに基づいて実施した本事業は、農場HACCP構築指
導を効率的かつ効果的に行うことができた。事業の目標については、概ね達成したことから総合評価はBとした。

　

JRA畜産振興事業　自己評価票

　近年における「食の安全・安心」に対する国民の関心が高まるなか、畜産物の一層の安全性の向上と消費者の信
頼確保を図るため、健康な家畜・畜産物の生産を目的とした農場HACCP方式の畜産農家へのさらなる普及・推進が
求められている。
　国が平成30年度までに取組農場10,000戸、認証農場500戸を目標とした政策目標が公表されたことから多くの農場
からの認証要望が想定される。
　こうしたなかで、特にHACCP構築の最終段階における、HACCP取組効果判定改善を図るための内部検証を中心と
した、重点的なシステム構築の取組体制を充実し、これまでに構築した農場での取組上の課題抽出及び改善等の成
果を基礎として、高まりつつある農場の要請に応え得る指導体制を整備し、各地域での農場立地に沿った実証展示
的、段階的な取組を支援し、農場HACCP認証普及定着を図り、畜産の振興と安全な畜産物の提供に資する。

「全国農場HACCP認証推進会議」は、計画数2回に対し2回、「認証評価検討委員会」は、計画数4回に対し4回、「認
証システム普及啓発」計画2回に対し2会場で2回実施した。地域委託事業の「普及協議会開催」は、計画152回に対し
136回。「取組促進活動回数」計画152回に対し157回実施した。「構築指導意見交換」は計画152回に対し153回実施
した。及び「構築指導農家戸数」は計画168件に対し224件で実施した。畜種内訳は、乳牛54件、肉牛35件、豚87件、
採卵37件、ﾌﾞﾛｲﾗｰ11件であった。

  本事業の実績については、大半の事業項目の数値が達成されており、「認証評価検討委員会」においては農場委
員等からの農場HACCP実施状況、課題、意見、要請の採取が行われており、取組上の課題抽出及び改善等が示さ
れ、今後の認証運用に資するものがあった。「認証システム普及啓発」にあっては、消費者に対する啓発、消費者意
見の聴取にたいして、効果があるものと思われた。
　一方、地域レベルでの「普及推進協議会」の開催数において未達成が見られた。しかしながら、当初の目標の内
「各地域での農場立地に沿った実証展示的、段階的な取組を支援」において、構築指導対象農場件数等が計画を上
回ったことから、地域の農場で農場HACCPに取り組みが増加した証左であり、農場HACCPの普及推進に対する事業
効果は確保されたものと評価することができた。
　農場HACCP認証農場は現在103農場（3月末）、推進指定農場は226（3月末）であり、国の政策目標では、平成30年
までに農場HACCP取組農家戸数が10,000戸、認証農家が500戸と定めている。この目標に近づけるために認証事業
の評価、構築指導等は欠くことのできないものであり、今後も本事業と同様な体制での強い支援を継続していくことが
認証審査体制の充実のために肝要である。
                                                                                            （農場HACCP認証支援地域強化促進委員会）

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

豚流行性下痢ワクチン等開発事業
（豚流行性下痢抗原検出用診断薬開発事業）

（公益社団法人）
日本動物用医薬品協会

３７百万円
（３７百万円）

平成２７～２８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

　豚流行性下痢（PED）に対する臨床現場で利用できる診断薬が存在せず、その開発の必要性と緊急性があっ
た。
この事業では、PEDの病因ウイルスを特定するため特異性が高く、迅速かつ容易な判定を可能とする型の診断
薬を開発するため、野外流行株を用いた抗体の作製、支持膜の検討、二次標識抗体の検討を行い、これらを組
み合わせた診断薬キットとしての有効性を検討して、試作キットを製造し動物用体外診断用医薬品の製造販売
承認申請に必要な資料の整備がほぼ準備されたことから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、早期診断が重要であるが、PEDに対する臨床現場で利用できる診断薬が存在せず、国の家畜衛
生総合対策の政策目標である「家畜の伝染性疾病等の発生予防・まん延防止対策の徹底」とも関連し、その開
発の必要性と緊急性があった。
　このため、この事業では、PEDの病因ウイルスを特定するため特異性が高く、迅速かつ容易な判定を可能とす
る型の診断薬を開発するため、野外流行株を用いた抗体の作製、支持膜の検討、二次標識抗体の検討を行い、
これらを組み合わせた診断薬キットとしての有効性を検討して、試作キットを製造し、医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の第23条の２の５の規定による動物用体外診断用医薬品の製造
販売承認申請に必要な資料の整備を行う事業である。

　直接指標とした「抗血清作製用ウイルス株の選択」では、ウイルス１株を選別した。「PEDウイルス抗血清の作
製」では、モノクローナル抗体を４種類作製し、キット用として1種を選別した。「標識２次抗体の作製」、「支持膜の
調査」、「剤型の検討」、「野外株検出確認試験」、「規格検査方法の策定」、「性能の検討」は、それぞれ目標値
の1件を達成した。「試作キットの製造」では、目標値の３キットを製造し、３キットについて「保存安定性試験」を開
始した。「試作キットの臨床試験」は、PED発生の２農場で試験を実施し、保存安定性試験の結果を除き、製造販
売承認申請に必要な資料の整備がほぼ終了した。

・本事業で開発されたイムノクロマト法は、国のPED対策を補完するわが国初の関係者待望のペンサイドキット
（飼育現場で利用できるキット）であり、当初目標であった平成30年の製造販売承認申請についてもこれに１年
前倒しで漕ぎつけるなど、事業の達成度は計画を上回るものと評価できる。
・ウイルス学的観点から見て、タンパク質の発現量が多く遺伝子変異に対する許容性も低いNP抗原を標的とす
るのは妥当で、結果的にはNP抗原に対する優れたモノクローナル抗体が樹立されたことで、事業成果としては
十分と言える。
・良いNP抗体が製造され、実験感染豚材料での検討は十分で妥当性が高い。今後、異なる遺伝型のPEDV株や
デルタコロナウイルスとの鑑別等、検討されたい。
・2年間の事業にもかかわらず、パイロットタイプの作製まで進んでおり、予定以上の成果が上がっており評価で
きます。

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

新たな指標細菌による畜産物汚染検出法開発事業
（国立大学法人）
東京大学大学院

農学生命科学研究科

３１百万円
（３１百万円）

平成27～28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、配布した報告書とホームページ上に公開する情報が、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）

　細菌性直中毒の発生を防止し、安全な食肉を提供するため、生産農場から小売段階までの各段階における共通
した指標細菌を設定し、それによる汚染源及び汚染ルートの迅速な検出・同定法を開発することを目的とし、事業
の円滑な推進と新たな指標細菌による畜産物汚染検出法開発等に関する検討を行う有識者検討会議の開催、
フードチェーンにおける汚染実態調査及び汚染菌検出手法の確立、及び汚染原因菌の解析と汚染環境の特定に
取り組み、新たな指標細菌による畜産物汚染検出法を開発する事業である。

　豚の唾液、農場環境、フードチェーンの各工程（と畜から小売）から合計1,653検体の試料を収集し、これら全てに
ついて遺伝子検査による豚レンサ球菌の検出と定量を実施した。さらに、これらのうち、豚レンサ球菌陽性及び陰
性検体合計127検体について、16S rRNA遺伝子増幅産物によるメタゲノム配列決定と配列情報処理を行った。ま
た、4検体については、全ゲノム配列メタゲノム解析も実施した。その結果、豚肉への汚染について、豚レンサ球菌
を指標細菌として利用することが可能であることを示し、さらに市販豚肉の汚染が豚だ液または豚内臓肉を汚染源
とする可能性があることを示す成績を得た。

　短期間に４箇所の農場を含む目標数を上回る試料を収集し、検出限界に配慮したqPCR解析・アンプリコン解析・
メタゲノム解析を実施し、汚染ルートと指標菌の系統的なデータを得たことは評価できる。さらに、唾液が豚レンサ
球菌(S. suis )の常在菌である可能性を見出し、S. suis自身が指標菌になり得る発見は特質に値する。本研究成果
は、今後S. suis 以外の指標菌も含めて畜産物による食中毒の防止に資することを確信している。

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

生産地等における馬防疫強化対策事業
（馬伝染性子宮炎自衛防疫事業）

（公益社団法人）
日本軽種馬協会

２０百万円
（２０百万円）

平成27～28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

　世界各国で依然としてCEMが確認されているなか、国内において国の機関である動物検疫所が水際で
防御していることに加えて、自衛防疫としてのCEMの検査による監視体制が維持され、また、侵入防止及
び蔓延防止に対し効率良く機能して、本事業の最大の目標である清浄性が保たれていること。
　また、　実際の症例を経験した獣医師が少なくなっている現状において、CEMのDVD及びマニュアルは生
産地の獣医師及び軽種馬生産者への啓発に役立つものが作製できたこと。
　以上のことから、軽種馬の生産を守り、経済的損失の防止及び競走馬資源の安定的供給に寄与すると
いう目的を十分に果たしていると判断した。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　日本では家畜伝染病予防法で監視（届出）伝染病に指定されている馬伝染性子宮炎（以下「CEM」とい
う。）は、1980年に大流行し軽種馬生産に深刻な被害をもたらしたが、清浄化事業を展開した結果、2010年
に清浄化が確認されている。しかしながら、世界各国では現在も発生及び蔓延が確認されていることから、
清浄性の継続は必要である。そのため、海外からの輸入繁殖牝馬と国内繁殖初供用牝馬に対するPCR検
査によるCEMの侵入防止並びに子宮内膜炎等のCEMが疑われる繁殖牝馬を中心とした調査・監視のため
のPCR検査によるCEMの蔓延防止に取り組み、国の機関である動物検疫所が水際で防御していることに
加えて、自衛防疫としての検査体制の維持及び高リスク群に的を絞った検査監視体制の継続により、軽種
馬の生産を守り、経済的損失及び競走馬資源の安定的供給を維持し、軽種馬生産の安定的発展を図るこ
とを目的とする事業である。

　CEMの侵入防止及び蔓延防止に係る検査対象馬の全頭に対しPCR検査を実施し、その検査結果は全馬
陰性であり、本事業の最大の目標である清浄性は保たれている。
　なお、今後も防疫の監視体制を継続することにより、繁殖牝馬のCEM検査陽性馬の発生を認めることは
なく引き続き清浄性が保たれると見込んでいる。
　また、CEMのDVD及びマニュアルを作製し、生産地の獣医師及び軽種馬生産者並びに関係各所に配付
し啓発活動を行った。
　本事業は、CEMの清浄性の継続により、軽種馬の生産を守り、経済的損失の防止及び競走馬資源の安
定的供給に寄与するという目的を果たしている。

　法定伝染病は国の施策として対応しているが、監視伝染病が清浄化されるのは珍しく、民間の力を借り
てCEMが清浄化されていることは業績として価値があり、CEMの清浄性の維持に重要な役割を果たしてい
ると評価する。
　日本国内においてはCEMの清浄性が保たれているが、世界各国では現在でも発生・蔓延が確認されて
いる状況では、清浄性の継続には防疫の監視体制の維持は必要であると考える。
　実際の症例を経験した獣医師が少なくなっている現状では、各地の獣医師及び生産者等に対して作製し
たDVD及びマニュアルを有効活用した講習会を開催して啓発していくことが必要である。
（以上、馬伝染性子宮炎の防疫に関する推進委員会委員より）

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

ゲノム情報活用育種改良推進事業
（豚改良へのゲノム情報の活用高度化事業）

（公益社団法人）
農林水産・食品産業

技術振興協会

７７百万円
（６１百万円）

平成２７～２８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

   国産豚の品質を向上させ、輸入豚肉と対抗するために、ゲノム情報を活用して豚肉の品質を向上させていく
技術の開発が求められている。複数の豚集団を用いて、ゲノム配列と肉質の関連を解析して、豚改良に有効な
遺伝子変異を見つけ出し、実際の豚改良の加速化に貢献できる技術の開発を目指した本事業は、国内の豚３
集団482頭のDNAを解析し、脂肪交雑割合の改善に貢献できるDNAマーカーを開発し、実際の養豚に利用でき
るようセット化したことは評価できる。

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・目的等：多様化している消費者ニーズに対応するために、高い品質と安全性に加えて高付
加価値を持つ国産豚肉が必要となってきている。そのためには、より効率的な育種改良手法が求められてい
る。本事業は複数の豚品種内集団においてDNA多型と筋肉内脂肪割合と保水性の肉質形質との関連を解析
することで、国内飼養豚の肉質改良などに有効なDNAマーカーセットの提供を目指した。
② 実際に取組んだ事業内容等：豚のdbSNP等のデータベース情報をもとに、筋肉内脂肪割合と保水性の２種
類の肉質形質について、それぞれ115箇所と76箇所の多型検索候補領域の選定を行った。それらを基に脂肪
交雑割合に関しては３養豚集団482頭について、ジェノタイピングと形質値の関連を解析し、６領域に関連性の
高いSNPを検出した。また保水性に関してはボーノポーク222頭について同様な解析を行い、保水性に対して相
加性のあるSNPを検出した。複数集団において筋肉内脂肪交雑の改良に有効な３マーカーを１セットとして作成
した。
③ 事業の成果目標：既存のデータベースを活用して情報抽出を行う肉質関連形質数２、筋肉内脂肪割合の形
質値を持つ国内飼養豚でジェノタイピングを行う領域数50箇所、ジェノタイピングデータと形質との関連性を解
析する領域数10箇所、多型と形質の関連解析により筋肉内脂肪割合への増加寄与率が上位となった３マー
カーのセット化１。
④ゲノム情報を活用することによって、国産豚の肉質等の改良を加速化するDNA技術の開発を行うことを目的
とする事業である。

①事業の実施により直接もたらされた成果（直接指標）：筋肉内脂肪割合の形質値を持つ国内飼養豚でジェノタ
イピングを行う領域数115箇所、ジェノタイピングデータと形質との関連性を解析する領域数17箇所、豚ゲノム情
報活用高度化のためのセミナーの開催１回。
② 事業終了時に達成した成果（中間成果指標）：　既存のデータベース情報を活用して情報抽出を行う肉質形
質数２。多型と形質の関連解析により筋肉内脂肪割合への増加寄与率が上位となった３マーカーのセット化１。
主要商用品種のうちデュロック種における筋肉内脂肪割合の増加期待値、世代あたり0.1％以上。
③ 事業の実施により最終的に得られる成果（最終成果指標の見込み）：三元交雑豚における筋肉内脂肪割合
は現行の3％程度より、１世代あたり0.1％増加させることが期待でき、現状から１％増加させるという35年度の
目標値は達成可能である。

   計画通りの進捗状況で、予想通りの成果が得られたことから、推進検討委員からは、自己評価結果Bは妥当
とされた。また、保水性や脂肪交雑などについては筋収縮に重要な遺伝子、リアノジン受容体（RyR）などが関
係している可能性もあるが、今回の成果のように改良効果が小さくても遺伝子の小さい効果を積み上げること
により保水性や肉質が改良されていくことが重要である旨の指摘があった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（豚ゲノム情報活用高度化推進検討委員会）

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

地域畜産基盤維持継続緊急対策事業
（公益社団法人）
中央畜産会

６６百万円
（５３百万円）

平成２６～２８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

　肉用牛・養豚経営におけるベンチマーク手法を取り入れた経営技術指導は、地域集団の技術レベルの引き上
げによる離農率を抑制し、さらに「Cattleinfo」を活用した肉用牛経営への指導を継続しており、事業成果の普及
性・波及性は高いものと認められる。
　このことから、「当初目標を大きく上回り、非常に高い成果を上げることができた」として、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、地域内の肉用牛及び養豚経営に対し、技術レベルの把握、他経営との比較、技術差の原因を究
明・改善する相互研鑽等の自主的な取り組みを支援するとともに、専門機関によるサポートを実施することにより
経営技術の改善向上を図り、地域の畜産基盤の維持に資することを目的とする事業である。

・全国23道府県でのべ1,359戸の農家のベンチマーキングを行い、その結果を基に個別支援を524戸、集団支援
を1,359戸で実施した。
・ベンチマーク手法を取り入れた経営技術指導により、肉用牛肥育経営においては枝肉歩留率、養豚経営にお
いては、出荷枝肉重量、離乳後事故率及び農場FCR（飼料要求率）で60％以上の農家で改善するなど地域集団
の技術レベルの引き上げに寄与したと言える。
・これにより、畜産生産基盤の崩壊と地域社会・経済へ与える影響を最小限に食い止め、波及効果として肉用牛
及び養豚の飼養戸数の減少率を減らす（肉用牛の場合、対前年減少率が平成25年の6.0％から平成28年では
4.6％に減少。養豚の場合、対前年減少率が平成25年の4.6％から4.23％（2か年の減少農家戸数から算出）に減
少）ことで、地域畜産生産基盤の維持に寄与することが考えられる。

・地域内の肉用牛及び養豚経営の減少に歯止めをかけ、地域畜産生産基盤の維持を図るため、戸別経営の技
術レベルの把握、他経営との比較、技術差の原因を究明・改善するためのベンチマーク手法による個別・集団支
援を実施し、相互研鑽等の自主的な取り組みを支援するとともに、専門機関によるサポートを実施することにより
経営技術の改善向上を図り、地域の畜産基盤の維持に成果を収めたといえる。
・肉用牛の肥育経営においては、もと畜費や飼料費の高騰という特殊な経済状況の中で、ベンチマーク手法を取
り入れた経営技術指導は地域集団の技術レベルの引き上げに寄与したと言える。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（地域畜産基盤維持継続緊急対策事業推進委員会）

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

初生ひな鑑別師養成・鑑別技術強化対策事業
（公益社団法人）
畜産技術協会

１３百万円
（１２百万円）

平成２６～２８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

　全て目標は達成しているが、目標値を大きく上回ってはいない。そのため総合評価をBとした。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　初生ひな鑑別師の高齢化が進み（60才以上が60%、70才以上が25%）、円滑な世代交代が求められているが、鑑別
師の養成にかなりの期間と費用がかかるため、必要な鑑別師の確保が困難な状況にある。海外からも鑑別師の派
遣要請があるが、養成の遅れ等により貴重な就業機会を韓国等に奪われる状況にあるので、緊急な対応が求めら
れている。また、鶏の育種改良により羽毛鑑別が普及し、肛門鑑別は原種鶏でのみ行われていることから、既存鑑
別師は肛門鑑別を行う機会が乏しくなり、技術の弱体化が懸念されているため、肛門鑑別技術を研鑽する場を設
け、技術の継承と強化を図ることが必要となっている。
　外部の有識者からなる「事業推進委員会」において、各年度の事業実施計画を検討し、不備な点を修正しながら、
事業を推進するとともに、各年度の成果を検討・評価して目標を達成できるよう事業の進捗管理を行った。鑑別技術
を習得するための鑑別師養成講習会並びに鑑別技術の強化を図るための研鑽会を年に1回ずつ開催し、海外斡旋
鑑別師の資格を取得するための指導を年に2回行った。また、中間成果指標を達成するための具体的内容である直
接目標を以下の通り立てた。
①講修を修了する者の数が26年度から28年度までの合計が15人以上
②現地指導回数は26年度から28年度までの合計が6回以上
③鑑別技術の研鑽会回数は26年度から28年度までの合計が3回
　そして、最終的には、10年間に30人の後継者を確保するため、海外派遣鑑別資格取得者、年3人以上を目的とす
る事業である。

　講習生に対し、初生ひな鑑別に必要な知識・技能を付与するための講習会を年1回開催した。数3年間で3回、修了
者数3年間で15人。講習修了後、孵化場等で実習中の研修生が、高等考査に速やかに合格するための指導を養成
所等にて年2回行った。指導回数3年間で6回、海外斡旋鑑別師資格取得者3年間で9人。肛門鑑別技術の着実な継
承を図るため、国内外で活動する鑑別師が年1回一堂に会し、ひな鑑別技術の研鑽と情報交換を行った。3年間で3
回、平均鑑別率　97.0％。
　最終成果目標である10年間に30人の後継者を確保するため、年3人以上の海外派遣鑑別資格取得者の確保もこ
の3年間は順調に達成できている。このままいけば、10年間で30人の後継者の確保ができ、技術の継承もスムーズ
に行えるのではないかとした。

　初生ひなの肛門鑑別は、原種鶏や種鶏の世界では引き続き高い精度が求められている一方で、国内鑑別師の高
齢化が進んでおり、将来的な鑑別技術水準の低下が懸念されるところ。
　鑑別の精度は、ひなの生産コストにも大きく影響することから、熟練した鑑別師の確保と、技術力の向上は、安定
的な養鶏産業の発展に必要不可欠な課題となっており、初生ひな鑑別師養成・鑑別技術強化対策事業の意義は大
きく、本事業で達成された事業成果は、大きく評価できるものとなっている。ただ、鑑別師の養成と技術水準の向上
は一朝一夕には望めないことから、更なる事業の継続に向けて不断の努力を期待したい。
　中長期計画に基づいた初生ひな鑑別師の後継者育成と、技術強化が喫緊の課題であり、本事業において、３年間
にわたって展開された。厳しい社会情勢の中、鑑別師の養成は、掲げた目標値を十分に満たす成果であり、現地指
導により、効果的な教育展開がなされた。鑑別技術の研鑽会における肛門鑑別技術は、高水準を維持している。
　肛門鑑別の減少、適合した鑑別用ひなの確保の困難性等、環境に厳しさが増す中にあって、直接指標、中間指標
ともに目標値をクリアしたことは非常に評価できる。今後とも、わが国で開発された技術の伝承と発展のため、さらな
る関係者の努力に期待している。
　個人的には養鶏産業界（種鶏孵卵業界、食卵食肉食品業界など）になくてはならないことは理解できますがこの事
業の産業界における必然性、貢献度が社会的にどのくらい高く評価されるかどうかは確信がもてない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（初生ひな鑑別師養成・鑑別技術強化対策事業推進委員会）

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

　 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

（うち助成額）
実施期間

自給飼料増産のための品種・技術活用促進事業
（飼料用稲生産安定化促進事業）

（一般社団法人）
日本草地畜産種子協会

７８百万円
（６２百万円）

平成２６～２８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

　本事業で作成した、飼料用稲種子の生産に係る生産基準２種類は、種子生産現場で活用中であること、また、乾田直播
等による低コストで単収806kgを達成した作付け技術等本事業で実証された各種技術は、今後、栽培農家に広く普及させ
得る技術であることから、事業成果の普及性及び波及性はかなり高いものと認められる。また、国による各種支援策と連
携して最終成果指標を上回る飼料用米作付面積91,169ヘクタールを達成したことにより総合評価に至った。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　水田の飼料生産基盤を利活用した飼料用米の作付拡大と安定した高品質の飼料生産が求められていることから、本事
業では、高品質飼料用稲種子の安定的生産のための生産基準の作成、高品質の種子生産技術を確立するための諸課
題に対応するための調査、飼料用米生産利用コストの低減を図るための実証圃における実証調査及び飼料用米栽培技
術普及定着のためのシンポジウム等の開催を実施した。それらの結果を総合して、飼料用稲種子生産基準２種類（流通
種子用、原種子用）の作成、実証圃における飼料用米１０アール当り収量８００ｋｇ及び最終的に飼料用米作付面積88,000
ヘクタールの達成を目的とする事業である。

　飼料用稲種子生産基準作成のための実態調査箇所数、高品質種子生産利用技術を確立するための実証件数（稲こうじ
病対策、休眠打破方法、採種技術確立）、コスト低減のための実証件数（立毛乾燥対策、多肥栽培、漏生籾対策）、飼料
用米技術の普及向上を図るためのシンポジウム及び技術検討会開催回数の直接指標全てを達成した。また、飼料用米
生産利用コスト低減のための現地技術実証試験における単収及び飼料用稲種子生産に係る生産基準作成の中間成果
指標を全て達成した。これらの成果と国による各種支援策を総合し、最終成果指標を上回る飼料用米作付面積91,169ha
を達成することができた。

　本事業で取り組んだ、高品質の種子生産技術の確立や低コスト・省力栽培を目指した家畜糞尿等を利用した技術調査
は、国産自給飼料の栽培・利用を加速するため、必要性･緊急性は極めて高かったと考える。事業成果については、ま
ず、種子生産基準は種子生産現場ですぐに活用できるマニュアルを作成したこと、生産現場で求められている稲こうじ病
対策等の飼料用稲特有の具体的問題を取り上げ、目的とした各技術において、一定の方向性を見出し、飼料稲生産現場
に貴重な情報を提供することができたと考える。また、乾田直播による単収806kgを達成した作付け技術は栽培農家に広く
普及できる技術であるし、本事業が各地で行ったシンポジウムや技術検討会は、その“キャラバン的効果”により各方面の
取り組み意欲を励起し、「飼料用米の生産・給与技術パンフレット」や「飼料用米の生産技術」ＤＶＤを行政機関、指導者及
び生産者等に配付したことは事業成果の普及性及び波及性がかなり高いと認められる。従って、当初の目標を達成したと
いう自己評価は妥当であると考える。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（飼料用稲生産安定化推進委員会）

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
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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

アニマルウエルフェア飼養管理評価法確立事業
（公益社団法人）
日本馬事協会

１１百万円
（　９百万円）

平成２６～２８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

　アニマルウエルフェアの考え方に対応した馬の飼養管理については、国際的な潮流により実用化に向けた取
組が求められる中で、本事業における達成目標である中間成果指標【セミナー参加者の理解度（目標値８０％
のところを結果は１００％）と直接指標（AW飼養管理評価法の指針の作成（目標値１式のところを結果は１式）、
国際化に対応した飼養管理指針の英文化（目標値１式のところを結果は１式）、セミナーの開催数（目標値４カ
所のところを結果は４カ所）】については、それぞれの目標値を達成した。且つ、本事業で掲げた目標が達成さ
れたことにより、アニマルウエルフェアの考え方に対応した飼養管理の理解の醸成と実勢に向け大きな前進を
したと捉えており高く評価できるものと考えられるが、今回、ＯＩＥで採択されたことを検討できなかったことを踏
まえ、総合評価をＢとした。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　この事業は、馬のウェルフェアに配慮した飼養技術の調査並びにウェルフェアレベルの評価法を作成すること
により、ＡＷの向上を図り生産性に影響を与えない我が国に適した普及性のある飼養管理技術を確立する。
また、平成22年度に策定した「ＡＷの考え方に対応した馬の飼養管理指針」を英文化し、国際的なＡＷへの取
組みの進展に対応することにより、今後のＡＷの推進を図ることを目的とする事業である。

　アニマルウエルフェアの考え方に対応した馬の飼養管理については、国際的な潮流により実用化に向けた取
組が求められる中で、本事業における達成目標である直接指標【（AW飼養管理評価法の指針の作成（目標値
１式のところを結果は１式）、国際化に対応した飼養管理指針の英訳版の作成（目標値１式のところを結果は１
式）、セミナーの開催数（目標値４カ所のところを結果は４カ所）】と中間成果指標【セミナー参加者の理解度（目
標値８０％のところを結果は１００％）】については、それぞれの目標値を達成した。

　先進国を中心として国際的に取り組みが進んでいるアニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理は、
我が国でも早急に導入が求められ、平成22年度に「アニマルウェルフェアに対応した馬の飼養管理指針」が作
成されたが、農業団体指導員及び生産農家自らが農場における馬のウェルフェアレベルを簡便に評価すること
を可能とする「AW飼養管理評価法の指針」が作成されたことは、正しく時宜を得た取り組みであったと考えられ
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

馬の多様な利活用推進検討事業
（公益社団法人）

全国乗馬倶楽部振興協会
１１百万円
（　９百万円）

平成２６～２８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

　近年馬の活用に対し、多角的な活用が広がりを見せ、特に馬を福祉等の活動に活用し生活の質の向上を図
り、観光や教育分野で活用し地域の活性化や振興策にも寄与するといった活動の広がりが見られつつあるが
それぞれ独自に活動しているのが現状である。
今後馬の利活用を一層促進するためには、それぞれの分野で取り組まれていた活動の連携を図り、活動内容
の情報の共有化、課題の整理をするとともに、多様なニーズを把握し、需要にあった馬の生産・供給ができる体
制整備が必要だと考えられる。
そのため、馬を用いた観光・地域振興、治療・ホースセラピー等各分野における活用状況に関する実態調査に
取り組むとともに、各分野の関係者における情報交換を行い、馬事振興を図る上での課題・隘路があるのかを
検討する事業である。

　馬の多様な利活用を推進検討するため、全国で事例調査を実施した。この調査を行ったうち、優良事例と認
められる活動について医療・福祉分野、教育分野、観光・地域振興分野に分け、乗馬に親しむことによる生活
の質の向上のほか、癒やしや治療効果の期待、さらに馬や馬事文化を資源として活用している例など事例集を
作成し配布した。

　本調査の結果、地域行政機関、教育機関、各種の法人などを中心となって、市民も交えた創意工夫と努力に
より、独自性の高いユニークな利活用の取り組みが広範囲になされており、各分野において大きな社会的成果
を上げていることがわかった。
教育、福祉、観光という切り口で馬事を全国規模で調査したことはかつてなかったのではないだろうか。競技や
純スポーツにおける馬術に比して、日の当たらないとされている分野に敢えてピントを絞った調査にしたこと自
体、意義深いものである。実際に調査を行ってみると、予想を大きく上回る様々なニーズが顧客から現場に寄
せられていることがわかった。その現場から彼らの活動をバックアップする“中央組織の不在”を強く訴えられた
のである。かかる声にどう答えていくのかが喫緊の課題である。今回の調査が、調査のための調査としてお蔵
入りせぬよう、今後に生かしてこそ、各地方の様々な現場の人々の労に報いることができる。

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

　

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

　過去にこのような調査がなされていなかったため、地域行政機関、教育機関、各種の法人などを中心となっ
て、市民も交えた創意工夫と努力により、独自性の高いユニークな利活用の取り組みが広範囲になされてお
り、各分野において大きな社会的成果を上げていることがわかったことは、大変有意義であった。
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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

肉用牛の多様な遺伝的経済形質活用調査研究事業
（一般社団法人）

全国肉用牛振興基金協会
　６２百万円
　（４９百万円）

平成２６～２８年度

【事業概要】

【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

　従来の脂肪交雑重視の牛肉生産から、消費者が食べて美味しいと感じる「美味しさ」評価に着目した多様な形質の肉用牛改良を行い、
脂肪酸組成や肉の締まり・きめ等、脂肪の質以外の特徴的な形質の美味しさ評価に関する見える化（数値化・基準化）を推進し、消費者
ニーズに応えた多様な牛肉生産を推進することが緊急の課題となっている。また、将来的にも多様な消費者ニーズに応え、安定した牛肉
生産を確保する上からも、遺伝的特長を有する多様な育種資源を確保・利用することが課題となっている。
　本事業では、牛肉の美味しさ形質のうちの脂肪の質評価のための「オレイン酸」含量の指標化に用いた食肉脂質測定装置を利用し、美
味しさ要因の一つである牛肉の成熟度（軟らかさ）の数値化・基準化を図るための調査研究を行うとともに、遺伝的特長を有する多様な
系統集団の遺伝的能力の分析・評価を通じて和牛の系統再構築のための取り組みを行い、我が国畜産の持続的な振興に資する。

【事業成果等】
　「オレイン酸和牛ブランド発表会の開催」の実績値については、平成２７及び２８年度、神奈川県川崎市で開催された「畜産フードフェア」
において、オレイン酸和牛ブランド推進３県と協働して発表会を２回開催。研究成果としては、食肉脂質測定装置を活用した牛肉の成熟
度（軟らかさ）の指標化を図るための統一検量線を作成するとともに、特長系統の遺伝子情報（ＳＮＰ情報）に基づく、系統分類を行い、そ
れら事業成果を「特長系統集団の遺伝能力及び牛肉の成熟度評価手法に関する報告書」及び「特長系統集団の遺伝能力及び牛肉の成
熟度評価手法に関する普及啓発パンフレット」として作成した。報告書等の配布は、目標部数を作成して都道府県、都道府県肉用牛関係
団体等に配布し、目標値を達成。「オレイン酸和牛ブランド化等普及啓発用パンフレットの作成・配布」については、当初目標部数（500
部）を上回る部数となったが、これは事業初年度（26年度）の「オレイン酸和牛ブランド発表会」が、諸般の事情から未開催となることを受
け、ブランド推進３県と当協会が、県内外の畜産関係イベントで増刷したパンフレットを参加者に配布し、普及啓発に努めたことによる。
　「特長系統集団の遺伝能力及び牛肉の成熟度評価手法に関する合同セミナーの開催」については、平成28年2月仙台市において、肉
用牛関係者等を対象として開催し、目標値を達成した。

　遺伝的経済形質活用委員会、美味しさ形質指標化検討部会及び和牛の遺伝的能力検討部会としては、当初設定した目
標である、特長系統集団の遺伝能力や牛肉の成熟度評価手法に関するセミナーの開催、オレイン酸和牛ブランド発表会の
開催やオレイン酸和牛ブランド化普及啓発用パンフレットの作成・配布、特長系統集団の遺伝能力に関する普及啓発パンフ
レットの作成・配布等の実績を踏まえ、本事業は、当初設定目標をほぼ達成し、成果を上げたものと考える。
　今後は、牛肉の成熟度（軟らかさ）指標化に向けて測定サンプルの蓄積と測定精度の改善・向上、美味しさ形質や特長系
統の種牛能力等に関するデータの蓄積・管理と活用方法の検討及び特長系統の実証展示を通じ、肉用牛関係者への普及
啓発を図ることが重要。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（遺伝的経済形質活用委員会）

　　

　　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】
　遺伝的経済形質活用委員会における評価結果の検証において、当初設定した直接指標等を達成したこと、「必要性・緊急
性」及び「事業の達成度」の視点別評価が、全て「４」以上であること、「国の施策との関連」や「投入資源の妥当性」等の評
価理由についても、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Ａ評価とした。

総合評価　　　　A
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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



事　　　業　　　名 事業実施主体
事業費

（うち助成額）
実施期間

効率的な乳用牛飼養管理システム開発事業 乳用牛群検定全国協議会
９０百万円
（７２百万円）

平成２６～２８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

　事業の目標はすべて達成している。また、飼料効果という酪農業にとって最も大切な指標を牛群検定デ－タから実際に示すこ
とが出来た意義は大きい。事業としてはモデル実施を主目的とした事業であるが、一般農家への利活用促進の取組が行われて
いないことは不十分であった。

JRA畜産振興事業　自己評価票（研究開発事業）

①我が国の酪農経営は、世界的な穀物市況や為替レ－ト等の影響により飼料価格が高騰し経営を直撃している現況にある。ま
た、穀物需給の逼迫に伴い、国内自給飼料である飼料米等の需要が増すことが予想され、その給与にあたっては過食による反
芻胃内の発酵が酸性にかたよるル－メンアシド－シス等の周産期病の発生が懸念されるところとなっている。また、近年の多頭
化とフリ－スト－ル等の普及により群飼いが一般化する中で、各乳牛個体の採食量を把握することが困難となり、繋留式の酪農
経営においても残飼や盗食等により正確な採食量の把握は困難となっている。
②一方、我が国の乳牛の約６０％が加入している乳用牛群検定においては、各乳牛個体毎の乳量、乳成分、繁殖等の酪農経
営上の重要なデ－タを各農家から毎月収集し、分析結果を毎月農家に情報提供しているところであるが、飼料関連情報はデ－
タ収集の難しさから濃厚飼料給与量に限られ、前述の通り残飼や盗食、群飼いといったことから十分な情報分析はできていな
い。そこで、本事業では、各地で行われるようになったＴＭＲセンタ－等と新たな連携を図り、給与飼料の詳細なデ－タを取得す
る。また、近年、乳用牛群検定においてボディコンディションスコアやＭＵＮといった新しい検定デ－タの取得、疾病情報等との連
携が可能となっていることから、新たに取得する給与飼料の詳細デ－タと一体的に分析し、各乳牛個体毎に適正な飼養管理が
行われているかを推測するシステムの構築を図る。
③分析結果を情報提供することで、効率的な飼料給与と飼養管理の適正化に資するものとする。また、遺伝的に高能力な牛が
必ずしも適切な飼養管理下にあるとは限らず、生産現場で能力を発揮しきれていない乳牛が増えていることから、次世代の後
継牛生産のための情報としても利用し、飼料効率の良い後継牛の生産を促進するものとする。以上を目的とする事業である。

①　飼料の設計は、乳量と体重から計算するのが基本である。本事業において、体重を推定できるようになったことにより、正し
い飼料設計が可能となった。このことから、適切な飼養管理が進み、１頭あたりの生産量増産および周産期病の発生低減も期
待される。直接成果としては、そのために必要とするシステムを作成した。
②　体重を推定することで、最大乾物摂取量を推定できる。このことは中間成果指標にあげたTMRセンタ－と連携することで残
飼料（食べ残し）の把握につながり、酪農における最大支出である飼料費の大幅な削減が期待される。推定最大乾物摂取量
は、これまでにない新しい飼養管理情報である。飼料１ｋｇで何キロの生乳が生産できるかが飼料効率である。酪農における経
済効率を考える場合最も重要なものであり、概念として古くから存在する。しかし、これまでは大学や試験場といった精緻な管理
が可能な施設のみの考え方であった。本事業において飼料効率の概念を一般酪農家に導入できたこのとの意味は大きい。今
後は飼料効率の良い牛作りが進むことが期待できる。
③　どんなに良い新技術でも、一般的にはその普及啓発がなかなか進まない事例が多い。しかし、本事業は全国の６０％の乳
牛が参加する牛群検定事業と連携して事業を進めていることから、普及啓発が極めてスム－ズである。

　酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針で取り上げられている飼料基盤の改善の指標となる飼料効率を示した
意義は高い。これまで一般酪農家の飼料効率が示されることはなかったので、今後の飼養管理面への活用が期待できる。この
ことは単純に無駄飼料の削減のみならず、生乳生産の増産、周産期病の低減、長命連産、ベストパフォ－マンスの実現など
様々な効果が期待できる。また、最近では乳量を確保出来れば、牛体は小さい方が良いとの議論も行われており、飼料効率と
いう新しい概念による遺伝的改良へ応用が可能であると考えられる。
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。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（効率的な乳用牛飼養管理システム開発事業推進委員会）

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

生産段階における防疫体制支援強化事業
（産業動物危機対応獣医療確保特別対策事業）

（公益社団法人）
中央畜産会

１２０百万円
（１２0百万円）

平成２６～２８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

　直接指標として、新規獣医師等基礎臨床診療技術研修開催(年間1回開催×３年間＝３回開催：受講者３０名/年×３年間＝９０
名）、特定疾病損耗防止対策普及資料作成３０，０００部、危機管理対策強化講習会の開催(年間４回開催×３年間＝１２回開催：受
講者３０名×４回/年×３年間＝３６０名）、防疫支援実習の開催(年間２回開催×３年間＝６回開催：受講者２５名×２回/年×３年間
＝１５０名）、第一次診療臨床技術強化講習会(年間２回開催×３年間＝６回開催：受講者２５名×２回/年×３年間＝１５０名）の開
催はすべて達成し、中間成果目標である特定疾病等に対応できる獣医師を養成する研修等を３年間実施して中堅産業動物診療獣
医師７５０名に対して受講者数１，１８９名を達成したことから、事業成果はほぼ達成することができたものと思料する。

　本事業の実績については、事業項目の数値がほぼ達成されており、中央推進企画委員会としては、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。
　 近隣地域で緊迫している口蹄疫、アフリカ豚コレラや豚コレラ等の防疫に万全を期するため、引き続き診断・防疫支援体制に必要
不可欠な産業動物診療獣医師の基盤となる新規獣医師の基礎臨床診療技術早期習得及び臨床現場で家畜伝染性疾病等に即応
できる臨床診療技術水準の確保を図る必要がある。
　また、近年薬剤耐性をめぐる情勢は国際的な問題となっており、内閣府のキャンペーンにより人と動物等の保健衛生の一体的な
推進（ワンヘルスアプローチ）が提唱される等、産業動物分野でも大きな関心を持って取り組まなければならない状況にある。このよ
うな状況に対処するためには、飼養衛生管理基準の遵守を徹底するとともに飼養環境の整備を進めることで家畜の疾病発生率低
下を実現し、抗菌剤使用量の削減さらにはアニマルウエルフェアの改善に結びつける必要がある。
　そのためには、今後もこれらに関する情報を発信し、第一次診療及び初期防疫措置を担う中堅産業動物診療獣医師に対する高
度臨床診療技術の習得及び防疫措置等支援体制を強化し、防疫水準の向上、維持に努めていくことが必要である。

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

　

　平成２２年の口蹄疫発生から６年が経過し、生産者及び関係者の危機感が薄れつつある。しかしながら、韓国、中国等近隣諸国
では口蹄疫が発生しており、観光をはじめとする経済交流が益々盛んになり人的交流・物流が増加しており、これらの地域からウイ
ルスが持ち込まれる危険性は排除できない。本事業では、緊迫している海外悪性伝染病の防疫支援強化に不可欠な新規獣医師
の基礎臨床診療技術の早期習得と第一次診療及び初期防疫措置を担う中堅産業動物診療獣医師に対する臨床診療技術の習得
及び防疫措置支援の充実を図る。このため、特定疾病等に対処できる獣医師を養成する研修等を３年間実施して中堅産業動物診
療獣医師７５０名を確保することを目的とする。
　本事業は、万が一これら海外家畜伝染病等が侵入、発生した際の緊急防疫を支援できる民間産業動物獣医師の育成・確保を図
り、我が国の畜産振興に資することを目的とする事業である。

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

　事業概要のとおりの状況下において、国の家畜防疫関連対策を補完する形で本事業を実施し、当初計画通りの事業規模で概ね
予定通りの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、有事における迅速かつ効果的な情報発信体制が県畜産協
会等の12県団体にネットワークとして構築され、情報の共有、防疫や衛生意識の高揚と醸成、更に成果普及資料の作成、配布によ
り全国的な波及効果も期待される。
　以上により、我が国の安定的な畜産の振興に寄与した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

生産段階における防疫強化支援事業
（馬インフルエンザ等防疫強化特別対策事業）

（公益社団法人）
中央畜産会

２１０百万円
（１３６百万円）

平成２６～２８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

   本事業の実施により、在来馬（木曽馬、対州馬、御崎馬及びトカラ馬）の馬伝染性貧血の検査は、当該飼養管理地域において
それぞれ、平成26年度296頭（①飼養頭数332頭に対し、②本事業での検査頭数209頭、③県条例等に伴う検査頭数87頭）、平
成27年度322頭（①同366頭、②同322頭、②同0頭）、平成28年度286頭（同①376頭、同②286頭、同③0頭）、合計904頭（同①
1,074頭、同②817頭、③87頭）、79.8％（904/1,133（目標値）×100）の達成率で概ね事業成果が達成された。
　平成28年度の事業終了時における在来馬の検査結果は、実施された馬がすべて陰性となった。
　本事業の実施により、3年間の調査期間の中で確実に1回は検査が実施され、かつその全てで陰性が確認されたこと、都道府
県条例等による検査成績において全て陰性であったことから、各地域で飼養されている在来馬について馬伝染性貧血ウイルス
感染馬は存在しないと推察された。
　今後の本病の清浄性の維持については、地域における本病に対する検査体制が確実に確保・維持されることが重要である。

　 平成23年3月に宮崎県都井岬において18年ぶりに馬伝染性貧血の陽性馬が確認され、本ウイルスの存在が明らかになった
が 、清浄性の確認が十分になされていない在来馬の木曽馬、対州馬、御崎馬及びトカラ馬についてその清浄性を確認すること
ができたことは、家畜防疫上極めて重要であり 、本事業の実施は時宜を得たものであった。
　さらに、ほぼ当初計画額の事業費枠内で、当初計画された検査目標を達成し、期待された成果を上げたことから、本事業は効
率的に遂行されたと考えられる。 また、有効性については、事業実施6団体における飼養馬の採血検査等実施体制の構築、検
査実施後の事業成果の把握と情報の共有化、また、地域での家畜伝染病防止措置等の防疫体制の確保等が図られてきている
ことから、事業成果の普及性及び波及性は 高いものと思料する。
　在来馬における本病の清浄性が確認されたことにより、対外的に我が国の本病清浄化認知につながることが期待されるととも
に、地域における本病に対する今後の検査体制の確保・維持を望むものである。
（生産地等馬伝染性疾病防疫強化推進検討委員会・在来馬等馬伝染性貧血清浄化検討部会）
（在来馬等馬伝染性貧血清浄化技術検討専門部会及び生産地等馬伝染性疾病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

　

　 本事業は、馬防疫検討会（馬伝染性貧血清浄度評価専門会議）で喫緊の課題とされた馬伝染性貧血の清浄性確認のため在
来野生馬をも含めた馬伝染性貧血の清浄性確認を目的とした。
　そのため、清浄性の確認が十分になされていない在来馬の木曽馬、対州馬、御崎馬及びトカラ馬について、馬伝染性貧血検
査を平成26年度から28年度までの3年間、長野県、山梨県、岐阜県、長崎県、宮崎県及び鹿児島県、自衛防疫団体等の協力を
得て、各地域の飼養場所において採血を行い、抗体検査を実施することとし、その調査の結果、馬伝染性貧血の陽性頭数がゼ
ロであることの確認を得ることにより、我が国における馬伝染性貧血の清浄性の確認を行い、生産段階での効果的な馬防疫措
置の推進を図り、もって我が国の安定的な競馬施行と畜産の振興に資することを目的とする事業である。

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

　投入した資源の妥当性について3の評価であり、その他の項目については全て４の評価であること、本事業の実施により我が
国の馬伝性貧血の清浄性が確認されたこと、その検査体制の確保も実施されていること、更には効果的な防疫措置の推進が一
層期待されることから、競馬施行をはじ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たものと思料し、総合評価を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

生産段階における防疫強化対策事業
（農場HACCP認証審査体制基盤緊急整備事業）

（公益社団法人）
中央畜産会

１０４百万円
(１０４百万円)

平成２６～２８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

　食の安全についての社会の関心は高く、生産段階での安全への取組みは喫緊の課題である。国も政策目標として、
農場HACCPへの取組みを進めることを公表している。これらに基づいて実施した本事業は、審査員養成研修等を効率
的かつ効果的に行うことができた。事業の目標については、すべて達成することができたことから総合評価はＢとし
た。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　近年における「食の安全・安心」に対する国民の関心が高まるなか、畜産物の一層の安全性の向上と消費者の信頼
確保を図るため、健康な家畜・畜産物の生産を目的とした農場HACCP方式の畜産農家へのさらなる普及・推進が求め
られている。
農場HACCP認証体制を定着させるためには、審査体制のより一層の充実・強化と審査員の審査力量の維持・向上を
図ることが必要である。
　また国が平成30年度までに取組農場10,000戸、認証農場500戸を目標とした政策目標が公表されたことから多くの
農場からの認証要望が想定される。
　このように農場HACCP取組み農場の増加及び審査業務量の増大が見込まれる既認証農場の維持審査に必要な審
査員を確保するための審査員、主任審査員及び審査員等研修講師の養成を図ることを目的とした事業である。

　審査員養成研修は、計画18回、216名に対して実績18回、324名であった。主任審査員養成研修は、計画30回90名
に対して実績62回、95名であった。審査員等研修講師養成研修は、計画18回、108名に対して実績31回、109名であっ
た。審査員力量向上研修は、計画6回、168名に対して7回、266名であった。認証制度普及用パンフレットは、計画
5,000部に対して47,000部を作成・配布した。農場HACCP取組み先進事例集は、計画250部に対して1,500部を作成・配
布した。地域認証のモデル検証は、計画10県協会に対して11県協会で実施した。
  また、達成指標である審査員の登録者数は、計画65名に対して127名であり、主任審査員の登録者数は、計画27名
に対して27名であった。

  本事業の実績については事業項目の数値がすべて達成されており、当初の目標とした事業効果は確保されたものと
評価することができた。農場HACCPについては、平成21年8月に「農場HACCP認証基準」が農水省から公表され、現
段階では約100農場となっている。それに対して、国の政策目標では、平成30年までに農場HACCP取組農家戸数が
10,000戸、認証農家が500戸と定めている。この目標に近づけるために審査員の養成等は欠くことのできないものであ
り、①審査員の人員確保、②主任審査員の人員確保、③審査員の力量の維持・向上及び④研修講師の養成について
は、今後も本事業と同様な体制での支援を継続していくことが認証審査体制の充実のために肝要である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（農場HACCP認証審査体制基盤緊急整備事業支援体制推進委員会）

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

野生獣衛生体制整備緊急対策事業 家畜衛生対策推進協議会
108百万円

（108百万円）
平成２６～２８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】

　野生獣による家畜への伝染病の伝播拡散や人畜共通感染症の浸潤等、家畜飼養衛生管理上の危害の防止を図る
ことを目的とする。そのため、家畜衛生分野、野生獣分野、公衆衛生分野等の関係機関、組織を一堂に会した情報発
信体制を地域に構築・整備するとともに、これら野生獣特に被害原因の主となるイノシシ及びシカの衛生実態調査及
びその結果や家畜衛生管理に関する情報の普及促進を図る。事業の成果目標は、県畜産協会等事業実施12県団体
に地域衛生技術連絡協議会を設立する。また、イノシシ、シカの衛生疾病検査を行いその浸潤状況を把握し、家畜衛
生情報として共有と発信を行い、もって畜産経営の健全な発展に資することを目的とする事業である。

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

　事業概要のとおりの状況下において、国の家畜防疫関連対策を補完する形で本事業を実施し、当初計画通りの事
業規模で概ね予定通りの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、有事における迅速かつ効果的
な情報発信体制が県畜産協会等の12県団体にネットワークとして構築され、情報の共有、防疫や衛生意識の高揚と
醸成、更に成果普及資料の作成、配布により全国的な波及効果も期待される。
　以上により、我が国の安定的な畜産の振興に寄与し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

　直接指標として、事業を一部委託した県畜産協会等の12県団体において地域衛生技術連絡協議会を113回開催し
てネットワークの整備、構築を推進した。また、野生獣の衛生実態をシカ333回、イノシシ484回調査した。更に、野生獣
の衛生状況等の普及資料を2,300部作成し、ネットワークの構築や疾病浸潤状況等について全国47都道府県、畜産協
会等に配布した。
　中間成果指標として、地域衛生技術連絡協議会を12県団体に設立し、シカ、イノシシの衛生実態調査を実施した。検
査成績等については、協議会の構成員が共有するとともに各種講習会の開催等により広く情報の発信を行った。
　最終成果指標の見込みについては、野生獣の衛生状況等普及資料を広く関係機関、組織等に配布することから、今
後、特に野生獣による農作物被害の大きい全国の都道府県において取り組みが開始されるものと思料する。

　本事業の実績については、事業項目の数値がほぼ達成されており、中央推進企画委員会としては、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。
　 事業実施の必要性については、中山間地域における耕作放棄地の拡大に伴いイノシシ、シカを中心とする野生獣
の畜舎等への接近や侵入、また、牛、豚の放牧地における接触なども見られることから、獣畜共通の伝染病浸潤の危
険性が高まっており、また、畜産農家の危機意識も低い状況にある。これらの状況から、家畜衛生分野、野生獣分野
等の関係機関が一堂に会するネットワークを構築して、情報の収集伝達、共有及び野生獣の疾病検査等について協
力体制を整備することが喫緊の課題となっており、時機を得たものと思料する。
　 効率性については、地域衛生技術連絡協議会の開催、衛生検査の実施、成果普及資料の作成等、予定の成果を
上げていることから、ほぼ達成したものと思料する。
　 有効性については、事業実施12県団体における地域衛生技術連絡協議会の構築や衛生検査成績により疾病浸潤
状況の把握と情報の共有化、また、講習会の開催や成果普及資料の配布等による疾病関係の啓発等を実施している
ことから、事業成果の普及と波及性が高いものと思料する。
　しかし、改善提案にも記載されているように、3年間の事業を終了するに当たり積み残した重要案件もあることから、
今後とも、本事業の継続的かつ的確な実施が望まれる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中央推進企画委員会）

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

被災地における馬の飼養管理・防疫指導事業
（国立大学法人）

鹿児島大学
１５百万円

（１５百万円）
平成２６～２８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

　事業の必要性•緊急性および事業の達成度も高く、国の施索を補完する観点からも当初目標を達成し、高い成果
をあげ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

　本事業では、東日本大震災被災地で飼養される馬の飼養状況、健康状態及び防疫状況を十分に調査した上で、
適切な飼養管理指導及び防疫指導を行うとともに、当該馬の放射線被曝の原因を究明• 排除し、より快適で健康
的な飼養環境を提供することを目的とした。
　被災地で飼養される馬の飼養管理状況及び健康状態の把握調査ならびに防疫指導を計6回（年2回を3年間）行
うとともに、被災地で飼養される馬の放射線被曝原因究明調査及び排除指導を計6回（年2回を3年間）行った。さら
に、馬の飼養･管理・防疫マニュアルを本学ホームページに掲載した。
　本事業の実施により, 被災地で飼養される馬は快適な環境で健康的に飼養されるようになり、監視伝染病への罹
患もなかった。
　これにより、被災地における人と動物との共存体制の復興に役立て、我が国の畜産振興に資することを目的とす
る事業である。

　本事業では，被災地で飼養される馬の飼養管理状況、健康状態把握調査及び防疫指導ならびに放射線被曝原
因究明調査•排除指導をそれぞれ6回（2回/年）実施した。また、馬の飼養･管理・防疫マニュアルを本学ホームペー
ジに掲載した。
　被災地で飼養される馬の飼養管理指導及び家畜疾病等の防疫指導ならびに放射線被曝原因究明調査•排除指
導を春季及び秋季にそれぞれ50件以上実施し実績報告書により報告した。
　被災地における馬飼養者の衛生管理に対する認識が本事業の実施により向上しており、現時点での監視伝染
病の発生は報告されていない。今後も継続的な指導を実施する予定であることから、最終成果指標の目標値の達
成は十分に可能であると思われる。

　本事業を遂行していく上で設置した被災地馬資源確保推進委員会の委員からは、成果等について以下のような
意見があった。
① 被災地で飼養される馬の飼養状況が明らかになったことは、動物愛護の観点からも高く評価できる。
② 被災地で飼養される馬の健康状態、血液検査結果等が明らかになったことは、科学的な面からも高く評価でき
る。
③ 被災地の馬の防疫指導を実施し、結果的に監視伝染病が発生していないことは、国内の防疫を維持する観点
からも高く評価できる。
④ 放射線被曝原因究明調査及び排除指導を実施したことは、被災地飼養馬の健康維持の観点からも高く評価で
きる。
⑤馬の飼養•管理•防疫マニュアルをホームページ上に公表したことは，被災地のみならず，他の地域の馬の飼養•
管理•防疫マニュアルとしても有益な情報であることから高く評価できる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（被災地馬資源確保推進委員会）

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

地域特性を生かした牛ゲノム選抜手法確立事業
（公益社団法人）
畜産技術協会

１１３百万円
（　９１百万円）

平成２６～２８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

　目標値を上回るサンプル及びデータを入手し、分析手法を検討することで得られたゲノム育種価はBLUP法に
よる従来の育種価と高い相関を示したことから、本事業で用いた手法はすでに実用性が高いと考えられる。す
でにゲノム育種価評価値情報を種雄牛選抜時の参考情報として用いる機関もあり、事業成果の普及性は高い
と認められ、波及性も高いことが期待される。よってA評価とした。

JRA畜産振興事業　自己評価票（研究開発事業）

　産肉性等の育種目標を設定している6地域について、約1万頭の産肉性表型値の付いたDNAサンプルを収集
し、これらSNP情報を得た。このデータを元にゲノム育種価予測式を作成し、地域で供用されている種雄牛等の
SNP情報を得、作成したゲノム育種価予測式からゲノム育種価を求めた。求めたゲノム育種価とBLUP法による
育種価との相関性が高くなるように予測式の改善を重ねた。

　基礎集団（レファレンス集団）及び検証集団（種雄牛）のサンプル収集数については目標数値を上回る成果が
あった。
　ゲノム育種価評価法としてGBLUP法、ベイズ法等を検討し、得られた産肉性のゲノム育種価はBLUP法によ
る従来の育種価と高い相関を示し、実用性の高い手法の確立ができた。
　ゲノム育種価評価値情報を種雄牛選抜時の参考情報として6カ所の機関（鳥取県、島根県、広島県、北海
道、宮城県、沖縄県）が取り入れており、本事業の中間成果指標を達成した。これ以外の機関でも同様の取り
組みが計画されている。

　短期間で高い成果を挙げたことを高く評価したい。
　実用性が高いと期待される手法が開発された。実際の現場で使用するためには、従来の選抜手法と並行し
て実施するのか、組み合わせるのか、置き換えるのかなど、広い議論が必要。
　この技術を現場で生かす努力をしなければ、手法の開発だけで終ってしまい、技術開発と現場との乖離（セク
ショナリズム）に陥る恐れがある。
　和牛生産を取り巻く状況を鑑み、産肉性にとどまらず、飼料利用性等の形質にも応用されることを期待した
い。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 第２回牛ゲノム選抜手法検討委員会）

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

自給飼料増産のための品種・技術活用促進事業
（高栄養牧草環境耐性品種開発・利用体系確立事業）

（一般社団法人）
日本草地畜産種子協会

１２０百万円
（　９６百万円）

平成２６～２８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

　本事業は、越冬性や耐病性の強化を図った新品種を育成･普及することにより反収向上と作付け拡大による飼料増
産に寄与するものであり、牧草類で最も高栄養なライグラス類について、最大の酪農地帯である北海道東部および府
県で最大の作付け面積を有する九州に適応できる新品種を開発し、普及定着を促進する本事業の必要性･緊急性は
極めて高かった。イタリアンライグラス及びペレニアルライグラス各1品種の品種登録出願を行うとともに、それぞれ、よ
り高い耐病性・越冬性を有する後続系統を育成したことにより、当初の目標を達成した。出願品種の流通種子生産も
順調に進み、種苗会社への売り渡しも成約していることから、最終目標達成についても一定の目処が得られている。

JRA畜産振興事業　自己評価票（研究開発事業）

　牧草の中でライグラス類は嗜好性や栄養価に優れるが、イタリアンライグラスは九州等温暖地で年内刈りのための
早播きを行う場合には、いもち病の被害を受けやすい。そのためいもち病抵抗性品種の育成が急務となっている。ま
たペレニアルライグラスは越冬性が低く、北海道では栽培地域が限定されるため、厳寒地域である北海道東部等でも
越冬可能な品種が求められている。イタリアンライグラスでは、いもち病抵抗性品種｢はやまき18｣を育成して品種登録
出願すると共に、南九州において実証試験を行い実用性を確認した。また、更にいもち病抵抗性が優れる系統及び低
硝酸態窒素含量の特性を兼備した系統育成を進めた。ペレニアルライグラスでは、高越冬性品種｢道東1号｣を育成し
て品種登録出願を行うと共に、北海道において実証試験を実施し、実用性を確認した。更に、より高度な越冬性を示す
新系統の育成を進めた。本事業は、高度いもち病抵抗性イタリアンライグラス品種及び高越冬性ペレニアルライグラス
各１品種の育成を中間成果目標とし、これら新品種の育成及び普及促進により飼料自給率向上に資することを目的と
して実施した事業である。

　① 事業の実施により直接もたらされた成果（直接指標）
いもち病抵抗性イタリアンライグラスの育成では、病害検定2系統1カ所、生産力検定1系統1カ所、現地実証試験1系統
2カ所、硝酸態窒素低蓄積系統を1系統育成、高越冬性ペレニアルライグラスの育成では、生産力検定1系統3カ所、耐
凍性検定1系統1カ所、現地実証試験1系統4カ所、高越冬性の新系統育成数１系統であり、有望系統を育成すると共
に、十分な評価を行った。
　② 事業終了時に達成した成果（中間成果指標）
いもち病抵抗性のイタリアンライグラス１品種及び気象条件の厳しい地域でも越冬可能なペレニアルライグラス１品種
を育成して品種登録出願し、目標を達成した。
　③ 事業の実施により最終的に得られる成果（最終成果指標の見込み）
育成したいもち病抵抗性イタリアンライグラス及び高越冬性ペレニアルライグラス各1品種の海外増殖による流通種子
生産も進み、種苗会社への売り渡しも成約していることから、平成32年度における種子販売数量を各10トンとした最終
目標は達成する見込みである。

国産飼料の安定確保のため、病害や環境ストレス等に耐性を示す高栄養で多収な牧草品種の開発とその利用技術
の確立は重要である。本事業では、既存品種に比べ高いいもち病抵抗性をもつイタリアンライグラス新品種「はやまき
18」及び越冬性に優れたペレニアルライグラス新品種｢道東1号｣が育成されており、目標を達成したと考える。
｢はやまき18｣については、今後利用方法の確立や農家への情報提供が必要である。さらに、いもち病抵抗性遺伝子を
もつ新系統が育成されており、今後育種母材としての活用も期待できる。また、｢道東1号｣は北海道での要望が高く、
普及性は高いと思われる。越冬性を強化した後続の新系統も育成されており、将来的に道東地域でのペレニアルライ
グラスの普及促進が期待できる。更なる実証の積み重ねに期待したい。
今後は農家への普及活動や、更に改良を進めた優良品種を育成するために、育種の継続が重要である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高栄養牧草環境耐性品種開発・利用体系確立事業推進委員会）

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

自給飼料増産のための品種・技術活用促進事業
（とうもろこしすす紋病抵抗性遺伝子確定事業）

（一般社団法人）
日本草地畜産種子協会

４４百万円
（３５百万円）

平成２６～２８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

　とうもろこしの重要病害であるすす紋病に対する抵抗性品種の選定･育成に寄与する技術開発を行う本事業の必
要性･緊急性は高かった。抵抗性遺伝子Ｈｔ１についての高精度マーカーを開発したことは世界的に新規性が有り、
これにより育種母材や品種について抵抗性遺伝子保有の有無を迅速･短期間に判定することを可能としたことによ
り高い先導性もあった。適正な予算執行を図りつつ、外部有識者からの適切なアドバイスを受けながら事業を進展
させ、当初の目標であるすす紋病抵抗性遺伝子Ht1の有無を判別できるマーカーを開発したことにより高い成果を
あげることができた。また、種苗会社から判別検査の要望が寄せられ、事業実施主体において検査実施に向けた
態勢を整えていることから、成果の普及性は高い。

JRA畜産振興事業　自己評価票（研究開発事業）

　飼料用とうもろこしのすす紋病は減収をもたらす重要病害であるため、抵抗性品種の速やかな育成・判別が求められている。
本事業では、すす紋病抵抗性品種の育種・選定の効率化を図るため、抵抗性遺伝子Ht1の高精度マーカーを開発した。
連鎖解析により遺伝子存在領域を430から57Kbまで近接化した後、領域中の10遺伝子の全塩基配列の特徴から１遺伝子を当
該候補遺伝子とし、準同質遺伝子系統を含む多数系統の保有遺伝子情報や接種検定結果と当該遺伝子領域の塩基配列の
比較により、当該遺伝子が目標遺伝子であることの確認を進めると共に、対立遺伝子との塩基配列の差異等から遺伝子を同
定できるPCRマーカーを開発した。
本事業は、中間成果指標をすす紋病抵抗性遺伝子Ht1の有無を判別できる１マーカーを開発することとし、最終的に開発マー
カーを用いたすす紋病抵抗性遺伝子有無の判別検査を実施して、我が国のとうもろこし優良品種の開発・普及を迅速化するこ
とにより飼料自給率の向上に資することを目的とする事業である。

① 実施した事業の実施により直接もたらされた成果（直接指標）
すす紋病抵抗性遺伝子Ht1の全塩基配列解読までに700個のマーカーを使用し、すす紋病抵抗性遺伝子Ht1の絞り込み範囲を
33遺伝子の範囲内から目標値の1遺伝子に絞り込んだ。
② 事業終了時に達成した成果（中間成果指標）
すす紋病抵抗性遺伝子Ht1の有無を判別可能な１マーカーを開発し、目標を達成した。
③ 事業の実施により最終的に得られる成果（最終成果指標の見込み）
国内の飼料用トウモロコシ育種機関・販売会社の計８機関の過半数において本技術の利用を見込んでいるが、既に2機関から
具体的な申し込み方法に関する問い合わせがあることから、達成可能と見込まれる。

　とうもろこしのすす紋病は減収やサイレージ品質の低下をもたらす重要病害であり、近年北海道や東北を中心に
発生が増加しているため、本事業の必要性と緊急性は高く、国の施策にも同調する内容であった。本事業におい
て、すす紋病抵抗性遺伝子Ht1として特徴的な配列を持つ１遺伝子を特定し、当該遺伝子の有無が判定可能な
PCRマーカーの開発に成功したことにより、目標は十分に達成された。また、外部専門家の意見を反映させて計画
が実施されており研究実施体制も問題ない。すす紋病抵抗性新品種の開発にはこの技術の有効性が高いため、
実施主体において育種機関等からの要望に応じてこの遺伝子の有無を検査する態勢を整えたことで成果の普及
が期待出来る。今後はこのマーカーを活用した選抜の進展に加え、Ht1以外の抵抗性遺伝子への対応等を期待し
たい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（抵抗性遺伝子確定推進委員会）

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

BMP(最適管理手法)活用
畜産悪臭苦情軽減技術開発普及事業

（一般財団法人）
畜産環境整備機構

７１百万円
（５６百万円）

平成２６～２８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

　畜舎内部のダスト除去技術、低コストのバイオフィルター、遮蔽壁等の悪臭防止技術の開発等を行うととも
に、現場で利用されている脱臭資材については標準的な実験方法で裏付けデータを蓄積した。また、わが国独
自の気象条件等を踏まえた日本型の悪臭防止のBMPを策定した。以上の成果は悪臭苦情軽減に大きく貢献
するものであり、当初目的を達成し、高い成果をあげたことから、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）

   畜産の生産現場と一般住民の居住場所の近接化や国民の環境問題への関心が高まる中、畜産の悪臭苦
情が深刻化しており、畜産に対する苦情の５５％(特に養豚が６０％で最も深刻)を占めている。こうした苦情か
ら、各地で畜産が廃業や移転等を迫られる事態が発生しており、畜産経営の存続・発展のためには、悪臭問
題の解決が急務となっている。このため、特に悪臭問題が深刻化している養豚を対象として、畜舎内部のダス
ト除去技術、低コストのバイオフィルター等の悪臭防止技術の開発等を行うとともに、米国やカナダ等で行われ
ている悪臭防止のためのＢＭＰ(最適管理手法)を参考にしつつ、わが国独自の気象条件等を踏まえた日本型
の悪臭防止のＢＭＰ（最適管理手法）を策定・普及し、悪臭問題の解決を図り、畜産振興に資することを目的と
する。

　畜舎等から発生する臭気を防止するために、①畜舎内のダストを植物油のミスト噴霧で1/3に低減し、②畜舎
換気の臭気を2種類の材料を用いたバイオフィルターで低減するとともに、③軒高さの遮へい壁を畜舎から棟
高さ分離れた位置に設置することでダストと臭気の拡散を抑制する技術を開発し、④30種類の微生物資材の
臭気低減効果を調査した。これらの開発した技術を活用し、米国の代表的なBMP(最適管理手法）を参考にし
つつ、わが国独自の気象条件等を踏まえた日本型の悪臭防止のＢＭＰ（最適管理手法）を策定した。これらの
成果については、2000部を印刷配布するとともに説明会において説明し十分な理解を得た。

　① ダスト除去技術は、国内ではあまり検討されてこなかったので貴重な成果であり、今後もデータの集積
が、② バイオフィルター技術では、フィルター効果の持続性と実用化、開放豚舎への適用、豚舎の空調と合わ
せた検討が、③ 脱臭資材の効果判定では、30件と多くの資材を測定し効果のある資材がほとんどないことを
証明できたことを大きく評価し、微生物剤の飼料添加の効果測定が、④ 遮蔽壁などの臭気・粉塵への効果が
あることから、実用的な対策が、⑤ BMPでは、様々な経営環境に対応できる具体的な対策など、事例収集も含
め一層のバージョンアップが、それぞれ望まれる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（BMP活用事業推進委員会）

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

高能力乳用牛選抜システム開発事業
（一般社団法人）
家畜改良事業団

５１２百万円
（４０３百万円）

平成２２～２８年度

【事業概要】

【事業成果等】

・直接指標としたＳＮＰ遺伝子解析については、目標値1,500検体に対して、1,560検体の収集を行った。

・リーフレットの発行回数部数については、3回69,000部発行した。(目標値3回合計51,000部)

【外部有識者等によるコメント】

【総合評価の概要】

(高能力乳用牛選抜システム開発事業推進検討会)

 　本事業ではＳＮＰデータ及び娘牛データの収集、ＳＮＰ能力評価による候補種雄牛の選定等において、当初目標をほぼ達成し、成果を上げ
ることができたことから、総合評価をＢ評価とした。

JRA畜産振興事業　自己評価票

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

　　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

総合評価　　　　B

①国産種雄牛造成においてＳＮＰ解析技術を活用した遺伝的能力評価手法を開発・実用化し育種改良のスピードアップを図ることで、優良な乳用牛群を造
成し、生産性向上を推進していくことが本事業の目的であり、事業開始当初にはすでにゲノミック評価は欧米の一部の国では利用され始めていたことから、
国産遺伝資源を活用した種雄牛造成、候補種雄牛の遺伝的能力データ収集及びゲノミック評価の手法確立・検証を行う本事業の必要性・緊急性は高かっ
た。

②日本のゲノミック評価確立に向けて専門委員会で手法の確立・検証を行い、推進委員会では事業計画及び事業への取組状況について意見を頂いた。ゲ
ノミック評価を取り入れた酪農家の事例調査、最新の乳牛改良技術としてのゲノミック評価を活用するための普及・啓発を目的としたリーフレットの配布、国
内遺伝子資源を活用した国産候補種雄牛の造成、候補種雄牛娘牛の遺伝的能力データの収集等を行った。

③事業の成果目標は、後代検定事業における候補種雄牛の全兄弟割合０％へ低減、ＳＮＰ遺伝子能力評価による候補種雄牛の選定実施を100％とする中
間成果指標を達成し、経産牛１頭あたり乳量9,000㎏と選抜種雄牛の乳量の推定育種価2,900㎏の最終成果指標を目指すものであった。

④本事業は乳用牛の泌乳、体型等の形質に関する遺伝子とＳＮＰ（一塩基多型）の関連性を明らかにし、候補種雄牛の遺伝的能力評価手法を開発するとと
もに、これらの候補種雄牛の選抜に用いられる候補種雄牛娘牛の泌乳データの収集・評価を行うことにより、国産乳用種雄牛の育種改良のスピードアップを
図り、もって畜産の振興に資することを目的とする事業である。

・検定娘牛のＳＮＰ情報の収集については、平成22年度事業（22後検）の検定娘牛9,646頭、平成23年度事業（23後検）の検定娘牛9,239頭、合計で18,885頭
の解析用データを収集し、種雄牛の遺伝評価の計算に利用した。(目標値18,870頭)

・中間成果指標とした候補種雄牛の全兄弟割合の低減については、基準値とした平成20年度の候補種雄牛に占める全兄弟の割合は8.6%(=16/185頭)で
あったが、平成28年度（28後検）では5.00%(=8/160頭)となった。

・ＳＮＰ遺伝子能力評価による候補種雄牛選定については、平成22年度以後の後代検定にエントリ－する全ての候補種雄牛についてＳＮＰの検査を行い、
(独)家畜改良センターが行うゲノミック評価により一次選抜された後に後代検定にかけられた。

・最終成果指標の経産牛１頭当たり年間生産量（全国）見込みについては、平成27年の実測値は8,511㎏でほぼ推定値(8,642㎏)と同様の値となっており、こ
のまま最終成果指標の目標値(9,000㎏)に近づくものと思われる。

・選抜種雄牛の乳量の推定育種価については、モデル式の変更等により年当たりの改良量が小さめに是正された。そのため、誕生年別のデータについて同
様の考え方で一次回帰を当てはめるたところ、同時期の年当たりの改良量は78㎏、平成元年を0とおいた推定育種価は、平成20年が1,482㎏、平成32年が
2,418㎏となり、平成28年の推定値は2,106㎏となった。

　事前の自主的な取組によりリファレンス集団のＳＮＰデータ収集に着手し、さらに本事業でＳＮＰデータの収集を行い、欧米諸国に遅れをとる
ことなくゲノミック評価を実用化できた。このことから、必要性・緊急性は「非常に高かった」として良い。

　ゲノミック評価が実用化されたことにより、様々な問題が分かりはじめてきた。ゲノミック評価の残された課題をどう解決していくのか。今後も
国内遺伝資源を利用した改良を推進するためには、牛群検定とＳＮＰ情報収集は不可欠となる。

　直接指標となる「ＳＮＰ遺伝子解析件数」、「リーフレットの作成」、「娘牛データの収集件数」ともに概ね当初予定どおりの成果が達成できた
のであれば、評価点４ではなく３が妥当ではないか。

　ゲノミック評価の手法確立から検証、さらに普及までタイムリーな事業でその流れは良かった。ＳＮＰ検査の普及を含めて、酪農家の意識を
改良に向け続ける必要があり、各種の媒体を利用して普及・啓発することが重要ではないか。

　実用化されたとはいっても、ゲノミック評価には様々な可能性があるが、不安な点や分からない所もある。手放しで走るのではなく、今後も
データ収集を行い、質・量を高めてモニタリングを続けていかなくてはならない。

　海外でゲノミック評価が実用化され、当初は国内酪農家の間でもゲノミック評価への過大な期待があった。そうした中で７年前からのゲノミック評価
への取組は先見の明があった。
　作出される候補種雄牛の組み合わせとしてヤング－ヤングの偏り、評価値の変動等課題も見えてきた。この事業の成果も取り入れながら、
（独）家畜改良センターでは2017-2月にゲノミック評価を実用化できた。

本事業の実施結果については、概ね目標を達成しており、乳用牛改良のスピードを上げることに寄与できたと考えている。今後、後継事業等
があれば、生産基盤の回復も視野に入れた取組への発展を期待している。
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