
事業名 事業実施主体 事業費 実施期間

民間活力を活用した畜産技術開発事業
（民間活力による畜産生産技術研究開発推進事業）

（社）畜産技術協会 382百万円 平成19～23年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

視点別評価　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い

　　　　　　　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果あげた
　　　　　　　　Ｃ：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

総合評価　　　　Ｂ

　

JRA畜産振興事業　自己評価票

　畜産業においてこれまで主に国公立の試験場や大学が担ってきた技術開発を、将来の技術革新のために民間企業で蓄
積された技術シーズやノウハウの活用を図ることが必要である。
　実用化、商品化を図るとともに新規需要を掘り起こし、普及に結びつけることを条件として、技術シーズを持ち開発能力を
備えた民間企業等が行う研究開発に支援し、研究成果や調査結果を公表するほか、学術シンポジウム等の開催及び支援
を行う。
　事業の達成目標としては、①畜産に応用可能な技術シーズを持ち、開発能力を備えた民間企業等が行う研究開発に支
援し、これまでにない新しい技術が実用化あるいは商品化される、②このような異分野を含む民間の研究開発力を活用す
ることで、未利用資源等の有効活用や畜産物の品質の向上と安全性の確保、あるいは環境負荷の低減などに関わる畜産
生産技術の開発が加速化する、③わが国の消費者を対象に、事業成果の公表等を行うことで、わが国の畜産業や国産畜
産物に対する理解と信頼性を高め、消費を拡大させる。
　技術革新のために異分野も含めた民間企業で蓄積された技術シーズやノウハウの活用を図る技術開発の成果が実用
化し、商品化を図るとともに新規需要を掘り起こし、普及に結びつけることを目的とした事業である。

　未利用資源等の有効活用や畜産物の品質の向上と安全性の確保、あるいは環境負荷の低減などに関わる畜産生産技
術について、応用可能な技術シーズを持ち、開発能力を備えた民間企業等を対象に研究開発課題と調査課題を公募し、
毎年各３課題を選定し、支援した。研究開発事業の研究成果や調査事業の調査結果を公表するほか、学術シンポジウム
等の開催及び支援を行うことに加え、メールマガジンの発行や技術セミナーを開催した。
　事業の成果としては、研究開発課題７課題、調査課題６課題を実施し、報告書の発行、成果発表会を開催した。公募課
題の審査、進捗状況の評価等を学識経験者で構成した推進委員会により行い、公正な事業推進を図った。畜産技術の普
及・啓発を図るためシンポジウムとセミナーを毎年５回開催した。一般消費者や技術者等を含め幅広い不特定多数を対象
に、インターネットを利用して技術情報の提供を行った。また、消費者団体、一般消費者、畜産団体に向けて、畜産に関す
る様々な情報を提供するため、情報収集を行いリーフレットを９種類合計26,000部作成配布した。
　この事業の成果により、畜産分野において喫緊の課題となっている畜産物に係わる安全・安心の確保や、畜産の生産性
向上、畜産を起因とする環境負荷の低減等への的確な対応が可能になり、我が国畜産業の安定的発展に寄与することが
期待される。

　事業全体として、民間に埋もれているシーズを発掘する役割は果たせている。民間、特に中小企業だけに任せていたら
上手く行かなかったものを大学、独法、公設試験場などが関わって良い形に仕上がっている。また、当初の目的が発展し
て面白い成果も得られている。
　実施した課題の全てが上手く行くことは無いと思われ、非常にわかりやすく見通しがあるもの、上手く行かなかったものが
あるが、消化性の高いソルガム品種、畜産排水の燐と色を効率的に取り除く排水処理技術、焼酎麹による食品残さの飼料
生産技術、堆肥のセメント製造用燃料化技術、二酸化炭素を冷媒とする脱フロン型冷熱併給システムなど数年内に普及の
期待できる成果が得られている。
　達成目標は十分達成されており、実施体制は適正であり、事業の達成度についても満足できるものである。
(民間活力を活用した畜産技術開発事業促進検討委員会)
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事業名 事業実施主体 事業費 実施期間

民間活力を活用した畜産技術開発事業
（民間活力による家畜衛生等技術研究開発推進事業）

(財)畜産生物科学安
全研究所

164百万円 平成19～23年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

JRA畜産振興事業　自己評価票

　動物用医薬品等の技術開発については、ポジティブリスト制度などの基準の変更に対して的確且つ迅速な対
応が必要である。そのため、民間活力を活用した家畜衛生技術等の研究開発を促進し、迅速かつ的確に畜産
現場で実用を図る必要がある。このことから、学識経験者等からなる委員会を設置し、民間企業等が持つ畜産
分野へ利用可能な技術を募集し、応募課題の審査や事業評価並びに課題への支援及びシンポジウムによる成
果の公表を行い、その技術の実用化に向けた開発の推進を図り、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。

　民間から応募のあった6課題*が採択され、それぞれの課題について民間活力による家畜衛生等技術研究開
発推進事業による家畜衛生等技術開発・調査の支援を行った。また、その技術等の活用及び国民への幅広い
理解促進に向けて、平成20年度から23年度までに、毎年度2回合計8回のシンポジウムを開催した。各課題につ
いては、支援終了後も課題担当者によりその技術の開発実用化に向けての作業が進められることとなっており、
最終成果目標は達成するとものと思われる。
　*採択課題①豚コレラ清浄性維持確認のための調査に必要なペスチウイルスの抗体識別技術の開発、②組換えウシイ
ンターフェロン－τを用いたウシにおける疾病の予防・治療法の検討、③鶏サルモネラ症に対するTh1免疫誘導型新規粘
膜ワクチン、④抗菌剤に頼らない「イムノバイオティック飼料添加物」の開発戦略、⑤ルーメン留置型ｐHメーターの開発及
び乳牛のルーメンアシドーシス関連疾病防除の応用、⑥Eimeria brunettiによる鶏コクシジウム症の予防法の確立

　本事業の支援により技術開発が実施された6課題は、いずれも疾病防除及び畜産物の安全性確保にとって重
要であり、そのうち５課題についてはほぼ計画どおり実施され、近々に実用化される見込みである（いずれも畜
産振興に大きく貢献することが期待される）。残りの１課題は斬新な技術開発を目的としたもので、早期の実用
化には至らないと見込まれるが、実用化に向けての有意な知見が蓄積されたことは評価できる。なお、本事業で
得られた成果は適宜にシンポジウム等により公開され、シンポジウムには毎回その分野の専門家が多く参加者
し、本事業で取り組んだ技術開発課題への関心が極めて高いことをうかがわせた。（家畜衛生等技術開発検討
委員会）

視点別評価　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い

　　　　　　　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果あげた
　　　　　　　　Ｃ：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

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

牛ＤＮＡ解析技術を活用した家畜育種等推進事業
（肉用牛DNA育種検証事業）

（社）畜産技術協会 854百万円 平成20～23年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】　　

視点別評価　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い

　　　　　　　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果あげた
　　　　　　　　Ｃ：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

総合評価　　　　A

　

JRA畜産振興事業　自己評価票

①　我が国の肉用牛生産を持続するためには、肉質や増体等の経済形質の向上を目指した育種改良推進が不可欠である。
一方、ＤＮＡ解析研究の成果により肉用牛の脂肪交雑や増体量等に係わる遺伝子がいくつか同定され世界的に研究開発の競
争が激化していることから、我が国での成果達成を加速化する必要があった。

②　本事業の取り組みにより、新たに脂肪交雑を向上させる効果のある遺伝子1個、枝肉重量を向上させる効果のある遺伝子
を2個同定した。
③　これまで明らかとなった枝肉重量遺伝子3個で表型分散の約20％を説明し、全て優良型を有する場合と不良型を有する場
合では、57kgもの重量差が生じていた(平均重量463ｋｇ）。特にＣＷ２遺伝子については効果が大きく出現頻度も高くないため、
生産現場においてこれを指標として枝肉重量の向上を図ることにより改良が大いに進展することが期待される。

　小規模な陣容で次世代型シーケンサーなど最新の解析機器を自ら解析システムを構築しつつ活用し、わずか４年で改良効
果が期待される確実な遺伝子を明らかにしたことは大いに評価できる。
　ＴＰＰ加盟問題など我が国畜産の国際競争力の維持向上が課題となっている中で、脂肪交雑、枝肉重量等に関与する遺伝
子領域を明らかにするなど和牛の特色をより鮮明にし、今後の和牛生産の進むべき道を考慮する上でも重要な意味を持つ事
業成果が得られた。
　中間成果指標・直接指標を達成するのみならず、出現頻度が低く今後の和牛改良に大きな効果が見込まれる遺伝子を発見
するなど十分な成果が得られた。
　本事業で明らかとなった遺伝子、特にＣＷ２については既に複数県の牛群の調査において改良への効果が確認されており、
検査の簡易化等により今後の生産現場での活用が期待される。
　今後は、改良増殖目標の上で重要性が増している繁殖性、飼料の利用性等の追求に取り組んで欲しい。生産現場での実
践・実証に取り組んで欲しい。また、最近３年間を見ても家畜のゲノム研究は急速に進展しており、国際的に孤立しないようにし
なければならない。研究成果を持たない者は国際コンソーシアムにも参加できない。
　さらに、脂肪交雑に関するＭ２のように今回の事業でも解明できていないものもある。動物遺伝研は研究所なのだから、うまく
いかなくてもこのような困難な課題に挑戦してもらいたい。例えばヒトでは日本人のゲノム参照配列ができている。和牛のブリー
ディング集団のバイオバンクを構築し、和牛の遺伝的なバックグラウンドの調査等を行ってはどうか。
　（DNA育種技術検証委員会）

②　脂肪交雑や枝肉重量に係わる経済形質遺伝子の同定を加速化するとともに、これまでに同定された遺伝子の特性解明及
び複数の経済形質遺伝子の相互作用による機能の発現効果を検証し、ＤＮＡ育種への早期導入を図った。
③　事業の成果目標：わが国の代表的な肉用牛である黒毛和種の脂肪交雑及び枝肉重量に影響する経済形質責任遺伝子を
同定し、遺伝子型情報を得ることにより、種雄牛や繁殖雌牛の正確な選抜が可能となり、これを利用した選抜が実施に移され
ることなどを目的とする事業である。

①　黒毛和種牛において、遺伝子を追求するため120個のﾏｰｶｰを開発し、相関解析を行うため1，156件の検体を調査し、脂肪
交雑を向上させる遺伝子１個、枝肉重量を増加させる遺伝子2個を同定した。明らかになった経済形質遺伝子を中心に、複数
の経済形質遺伝子の優良型を保有する場合の効果を単独で保有する場合の効果と比較検証するため2,036件の検体を調査、
機能を細胞・実験動物等各レベルで追求した。また、現況の2個の経済形質遺伝子の他、新たな遺伝子3個（脂肪交雑1個、枝
肉重量2個）を含め5件の特許を申請し、さらにシンポジウム等を14回実施した。
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事業名 事業実施主体 事業費 実施期間

畜産経営改善支援・体制整備事業
（畜産経営支援組織連携強化事業）

（社）中央畜産会 96百万円 平成21～23年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

視点別評価　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い

　　　　　　　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果あげた
　　　　　　　　Ｃ：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

総合評価　　　　Ｂ

　

JRA畜産振興事業　自己評価票

　日常作業を請け負うなど畜産の生産現場を支える畜産経営支援組織は、畜産経営の多様なニーズへの対応
や組織間連携による事務の効率化など組織連携・強化を行う必要性が高まってきている。
　このため、本事業では、畜産経営支援組織間の連携や提供する請負作業等サービス業務の拡充などに必要
な、関係者間の検討等調整活動、諸規程の整備、作業員の技術向上研修、新たに導入する請負作業の試行的
実施と定着化等を支援し、畜産経営支援組織の運営強化・拡充を図った。
　これにより、将来にわたり、畜産を取り巻く諸情勢の変化にも柔軟に対応しながら地域の畜産経営の持続的発
展を支えることのできる畜産経営支援組織の育成に資することを目的とした事業である。

　本事業を通じて20ヵ所で畜産経営支援組織が組織の運営強化・拡充に取り組み、その成果を事例集等を通じ
て普及した。
　この20ヵ所では、108の畜産経営支援組織が本事業を通じて連携し組織の運営強化・拡充を図った。
　将来的には、本事業を通じて連携した108組織の取り組みの普及・波及により、全国の畜産経営支援組織間の
連携が促進されることを期待する。

　畜産を取り巻く情勢は、飼料価格の高騰や畜産戸数の減少など様々な課題が山積していることに加え、防疫
上の問題など当初想定外の問題が発生するなど状況は刻一刻と変化している。
　このような中、畜産経営を支える畜産経営支援組織が、畜産の置かれているその時々の状況の変化に応じて
組織体制やサービス業務の内容の見直し等に時限的に取り組んでいける事業が必要である。
　本事業は、畜産経営支援組織の実情や直面する課題を踏まえ組織の運営強化・拡充を支援することによって
事業成果をあげた。
　今後、同様の事業の必要性は、より高まっていくものと考える。
　（畜産経営改善支援・体制整備事業 中央推進委員会）

0

1

2

3

4
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 実施期間

畜産経営改善支援・体制整備事業
（動産担保融資活用体制整備事業）

（社）中央畜産会 121百万円 平成21～23年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

視点別評価　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い

　　　　　　　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた
　　　　　　　　Ｃ：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

総合評価　　　　Ｂ

　

JRA畜産振興事業　自己評価票

・日常的に多額の運転資金を必要とする畜産経営において、家畜を担保とした資金確保手法（畜産ABL）
の活用・定着化を支援することにより経営を持続的に発展させていくことは極めて重要である。
　このため、畜産ABL活用に係る体制を整備するため、融資機関が求めるモニタリングに迅速に対応でき
るシステムの開発及び道府県畜産協会の支援体制の整備を図り、畜産ABLの推進を図ることを目的とす
る事業である。

・動産担保融資モニタリングシステムを構築し、７モデル県において試行実施した。
・融資機関に向けた畜産経営評価指標を作成した。
・動産担保融資を活用した資金調達に関する説明会を4回、研修会を3回開催し計296人が参加した。
・「畜産における動産担保融資活用普及・推進のための支援事例集」を５００部作成・配布を行った。
・取組成果普及用のＤＶＤを３００枚作成・配布を行った。
・以上、畜産経営の継続発展に不可欠な経営資金を円滑かつ安定的に調達する上で、近年、金融機関、
畜産経営者の双方から注目されている畜産ABLを活用・利用していくために必要な体制整備にかかる本
事業の成果は、今後の畜産ＡＢＬ定着に極めて大きな役割を果たすものである。

・本事業において構築した、「動産担保融資モニタリングシステム」の意義と有用性は、本システムの利用
を通して、モニタリングデータ提供に係る畜産農家へのサポートを行うとともに、経営内容確認や経営支援
等金融機関からの要請へ適切に応えるなど、畜産ＡＢＬ活用支援体制の整備を図る効果的なツールとし
て大きいものと考える。
・依然として引き続く配合飼料価格の高止まりや、宮崎県における口蹄疫など家畜伝染病の発生、東日本
大震災の発生などによる危機的状況を畜産経営が乗り切るためにも必要とする資金の安定的な調達の
重要性はさらに増しており、本事業の事業成果の普及により畜産における動産担保融資の活用促進に大
いに寄与したと考える。　（動産担保融資活用推進委員会）
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事業名 事業実施主体 事業費 実施期間

畜舎等建築利用効率化・畜産生産技術等開発事業
（畜舎等建築・利用効率化推進事業）

（社）中央畜産会 101百万円 平成21～23年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

視点別評価　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い

　　　　　　　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果あげた
　　　　　　　　Ｃ：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

総合評価　　　　Ｂ

　

JRA畜産振興事業　自己評価票

　我が国の畜産を取り巻く環境は、飼料価格の高騰により生産コストが上昇し収益性が低下するなど、大変厳
しい状況に加え、原油価格の高騰等による燃料価格や農業用資材価格の上昇等から、畜舎の設計・建築や
畜産施設の維持管理等についても一層のコスト削減を図ることが必要となっている。
　このため、中央において畜舎建築等に係る相談窓口を設置するとともに、地域において情報交換会の開催
等のサポート体制を整備し、建築基準緩和の周知による畜舎建築の低コスト化を図る。
　また、畜舎建築の低コスト化のためのDVD等を制作して普及推進を図るとともに、太陽光発電による新エネ
ルギー等に関する調査実験により、新技術に関する理解促進することを目的とする事業である。

　本事業により、使用することが難しかった、軽量鉄骨等の薄い鋼材による畜舎建築について、国土交通大臣
の認定を取得することで、容易に使用することを可能にした。
　畜産経営における負債の多くは施設整備による長期借入金であることから、本事業による畜舎建築の低コ
スト化は、畜産経営の安定化に資することができたと考える。
　このことは、大臣認定システムの説明会に、300名を超える多くの方の出席をいただいたことや、3ヵ月という
短期間で、同ホームページのアクセス数が10万件を超えるなど、多くの者から期待されていることを感じた。
　また、このことは、今後の事業成果の普及という点においても、効果的であったと思われる。
　一方、本事業においては、新エネルギーとして、太陽光発電の畜舎への導入に係る調査検討を取りまとめる
ことができた。
　新エネルギーについては、期待が高い一方で、不明な点も多いことから、今回の調査研究を通じて、普及促
進に資することができたと考える。

① 大臣認定システムを取得することで、これまで築いてきた畜舎建築に係る建築基準緩和措置の効果を、十
分に得られるようになり、畜舎建築の低コストに資することができたことは評価できる。
② 地方での情報交換会の開催や、システム説明会を通じて、多くの方に畜舎建築に係る基準緩和の理解を
進められる取り組みは、畜産経営の経営コスト改善のために、引き続き重要である。
（畜舎等建築・利用効率化推進委員会）
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事業名 事業実施主体 事業費 実施期間

畜舎等建築利用効率化・畜産生産技術等開発事業
(飼料化機械改良実証事業)

（財）畜産近代化リー
ス協会

85百万円 平成21～23年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

視点別評価　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い

　

総合評価　　　　B
　　　　　　　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた
　　　　　　　　Ｃ：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

JRA畜産振興事業　自己評価票

　　我が国の食料自給率の低さは、現在及び将来にわたる国民への食料の安定供給の大きな不安要因となって
おり、畜産にとっても飼料価格や原油価格の高騰等によるコストの増大を招いている。
　　このような環境下にあって、平成27年度に飼料自給率を35％（TDN換算）にまで向上させるとともに、国民に安
全・安心な畜産物の供給を図るためには、中間生産資材である飼料の安全性を確保しつつ、低コストでかつ効率
的・効果的な飼料の生産・調整等を可能とする機械の開発が極めて重要であり、また緊急な課題と言える。
　　本事業は、民間企業の技術を活用して、粗飼料の生産、濃厚飼料の製造及び給与に係る作業の省力化のた
めの機械を実用化し、これを広く普及させることにより、飼料生産コストの低減による畜産経営の体質の強化を図
り、我が国畜産の振興に資することを目的とする事業である。

　　濃厚飼料製造省力化に資する機械(食品残さリキッド飼料製造装置)及び濃厚飼料給与省力化に資する機械
(国産リキッドフィーディングシステム)の開発並びにこれら開発した飼料化機械のＰＲを行った。
　　まず、食品残さリキッド飼料製造装置の開発では、主要機械である湿式多段破砕装置及び加熱殺菌冷却装置
により、従前の装置に比較し消費電力量を湿式多段破砕装置では1/10に、加熱殺菌冷却装置では1/2に削減す
ることができた。また、多くの労力を要する食品残さ原料の破砕装置の清掃時間について、湿式多段破砕装置で
は1時間から0.5時間に短縮することができた。これらにより、飼料製造コストを28%程度低減することができた。
　　また、国産リキッドフィーディングシステムの開発では、開発した飼料給与管理中央制御システム（リキッド
フィードシステム）により、飼料給与量と補助飼料の混合調整等について、一元的管理による随時の変更調整を
可能としたオートメーション化により、飼料混合調整等労働時間を1/2に効率化（3時間/日を1.5時間/日に短縮）
することができた。以上の効果は、飼料給与コストの基準値を19%程度低減（1日8時間当たり1.5時間低減）させる
ことができた。
　　これらの開発機械の普及により、国内の食品残さを利用した食品リサイクルを促進し、廃棄食材の無駄を軽減
することで、飼料自給率、ひいては食料自給率の一助となるものと考える。
　　なお、当初計画していた粗飼料生産省力化機械（粗飼料生産省力化機械の飼料生産コストの低減に資する機
械）の開発については、開発メーカーが見つからず、事業実施計画変更の承認を受け、やむなく開発課題から取
り下げたものである。

　　食品残さリキッド飼料製造装置は、エコフィード認証制度に対応したシステムであり、また作業環境の快適性を
向上させており完成度、実用度が高く、食品リサイクル・国内のエコフィードの普及に貢献できるものと期待され
る。
　　国産リキッドフィーディングシステムは、大規模養豚経営を想定した外国製品と異なり、リキッドフィードを始め
ようとする国内の養豚農家の個々のニーズにあった低コストで簡単な使いやすいシステムを提供できるもので、
完成度、実用性とも高く、部品も国内製で賄われており、早急な修理、部品交換にも対応できる養豚農家を意識し
た製品になっている。
　　また、いずれの機械も、既存施設の置換えという課題にうまく対応できており、商品化において既存施設の更
新の際のセールスポイントにもなり評価できる。（飼料化機械改良実証調査研究委員会）
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事　 業 　名 事業実施主体 事業費 実施期間

国産飼料生産・利用拡大調査研究事業
（飼料生産流通拡大調査研究事業）

 (社)日本草地畜産種子協会 289百万円  平成21～23年度

総合評価　　Ａ

Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた
Ｃ：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

稲発酵粗飼料等に利用可能な農薬については、事業期間中に設置した１０３試験区から得られた分析データをもとに県等から要望の
あった農薬を含む２６種類の農薬を特定することができたことは、栽培農家にとって大変有益であったと思われる。また、稲発酵粗飼料
農薬濃度の動態調査試験では、供試農薬のほとんどの成分値が飼料保存期間中に減衰しなかったという貴重な知見を得ることができ
た。さらに、全国３か所に設置した高収量・低コスト生産技術実証調査圃場における試験では、家畜ふん尿を肥料として施肥した場合の
生産性についての試験を実施し当初の目標値を上回る単収2.7トンを実現することができた。実証レベルで実施したことにより試験圃場
が設置してある近隣の農家はもとより、他県の普及関係者から高い評価を得ることができたことは達成指標には現れない大きな成果で
あった。また、「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に対するアンケート評価については、９４％がＡ（大変役に立つ）又はＢ（役に
立つ）の高い評価であった。また、パンフレット「ＷＣＳ用イネ育苗のポイント」に対するアンケート評価については、９４％がＡ（大変役に
立つ）又はＢ（役に立つ）の高い評価が得られた。

【外部有識者等によるコメント】

①　農薬残留性試験を実施し、結果をマニュアルに追加掲載するなどして、生産者や指導者に周知したことは高く評価できる。
②　乳汁移行試験は，精密な研究管理下で実施し、有効な結果を導き出しており評価できる。
③ 貯蔵中の農薬濃度の動態変化について得られた結果は、これまで知られていない稲WCS植物体内における農薬の消長を幅広い
種類について明らかにし、そのデータを提供した点で高く評価できる。
④ ４地域において、農家段階で多収栽培が可能となる条件について実証した例はこれまでになく、また、家畜堆肥を用いた多肥栽培
により、単位面積当たり収量の目標値を上回る成績が達成され、その成果を「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」提示したことは
高く評価できる。今後、多収条件が適用される条件を地域・年次変動を考慮して幅広く検証することができれば利用農家にとってさらに
有用な知見が提供できると思われる。今後の波及性を大いに期待したい。
⑤ 流通基準が策定されたことにより、栽培管理や収穫調製時における必要な情報の項目やラベルに記載する内容が統一され、それ
らのサイレージが商品として位置づけられた意義は大きく、成果が直ちに活用可能な内容であり，極めて時宜に適している。
⑥ 稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル、パンフレット、普及啓発用リーフレット及びＤＶＤにより、地域の技術指導者を通じ畜産農
家及び耕種農家に新しい技術が浸透し、更なる作付け拡大も期待される。
（飼料用稲生産・利用拡大推進委員）

視点別評価　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

【事業概要】

「食料・農業・農村基本計画」に定める飼料自給率の向上を達成するために、官民が一体となった飼料増産運動を推進しているところ
であり、飼料自給率向上につながる取組として、飼料用稲の作付拡大、国産粗飼料の生産・流通の円滑化の推進が必要となっている。
また、国産の飼料については、自家利用やごく限られた地域内での利用が主流であったが、今後は国内の飼料流通が増加することが
見込まれ、その品質、安全性、コスト低減の確保が重要となっている。特に、消費者の食の安全・安心への関心の高まりから飼料の安
全性確保を通じた畜産物の安全性の確保が求められている。この中で、近年生産が増加している飼料用稲については、今後、水田地
帯から畜産地帯への広域流通飼料となることも期待されており、生産段階においては、安全性・品質の確保や一層の生産コスト削減の
ため、利用可能な農薬の拡大や収量の向上が課題となっている。さらに、流通段階においては、稲発酵粗飼料をはじめとする粗飼料の
広域流通の拡大にあたり、客観的品質評価が緊急に解決すべき課題となっている。従って、本事業は、これらの課題を解決し、もって畜
産の振興に資することを目的とする。

【事業成果等】
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事業名 事業実施主体 事業費 実施期間

   国産飼料生産・利用拡大調査研究事業
　 (牛の粗飼料利用性調査研究事業のうち肉用牛
   粗飼料利用性査研究事業)

（社）全国肉用牛振興基金協会 ４９百万円     平成２１～２３年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

JRA畜産振興事業　自己評価票

　 世界的な飼料価格の高騰と激化する国際競争に対応するため、これまでの濃厚飼料や購入飼料主体の飼養
管理方式から、放牧等粗飼料生産基盤に立脚した飼養管理方式への転換を進め、生産コストの低減等による経
営の安定を図るために必要なモデル農場の設置・実証展示、生産技術や生産物の流通・販売の実態、肉用牛の
粗飼料利用性に関する実態調査や生産費調査等を実施し、その成果を放牧を主体とした粗飼料多給型繁殖経営
推進のための飼養管理マニュアルやＤＶＤとして作成し、研修会の開催等を通じて普及啓発することを目的とした
事業である。

　モデル農場は、当初計画３ヶ所の繁殖経営設置を、繁殖・肥育一貫経営の経営効果も検証するため４ヶ所設置
とし、生産費調査や飼養技術改善等の実証展示を実施。肉用牛粗飼料利用性調査は、全国的な放牧に関する動
向を把握するため500戸から1,000戸に拡大して実施し、全国的な動向を把握。当初計画では２回の研修会開催予
定としていたが、放射性セシウム問題の発生により東北での研修会開催を中止せざるを得なくなり１回開催となっ
た。事業成果等を反映したマニュアル・ＤＶＤ作成については、計画通り実施。中間成果指標の子牛生産コスト低
減割合（15％）については、全てのモデル農場で達成された。今後は、マニュアル等を利用した勉強会等を通じ
て、放牧を主体とした粗飼料多給型繁殖経営への転換を図ろうとする担い手農家（人）の育成が期待される。

　肉用牛粗飼料利用推進委員会及び飼養管理技術向上対策検討専門部会としては、中間成果指標や直接指標
の達成状況を踏まえれば、当初目標をほぼ達成し、成果を上げたものと判断される。本事業での現地調査等を通
じ、放牧方式による飼養管理技術体系は舎飼い方式に比べて異なるものであり、より専門的かつ熟練した繁殖技
術、子牛育成技術、衛生管理等が必要である。このようなことから、今後、真に放牧を主体とした粗飼料多給型繁
殖経営への移行を円滑に進めるためには、事業で作成したマニュアル等を利活用して担い手農家（人）を育成す
るための取組を継続することが重要である。(肉用牛粗飼料利用性調査研究推進委員会)

視点別評価　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い

　　　　　　　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた
　　　　　　　　Ｃ：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

総合評価　　　　Ｂ

　 0

1

2

3

4
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 実施期間

国産飼料生産・利用拡大調査研究事業
（牛の粗飼料利用性調査研究事業うち乳用牛粗飼料利
用性調査研究事業）

（社）日本ホルスタイ
ン登録協会

43百万円 平成21～23年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

JRA畜産振興事業　自己評価票

  世界的な飼料価格の高騰等に対応するため、乳用牛においても、濃厚飼料主体の飼養管理から粗飼料基盤に
立脚した飼養管理方式への転換により、生産コストの低減を図ることが重要であり、急務であったことから、乳用牛
放牧実態調査やアンケート調査を実施して、放牧乳用牛と経営状況、放牧酪農に対する認識などを把握し、その
調査結果に基づいて放牧適性牛作出のための「乳用牛群改良システム」を構築・普及し、より効率的な放牧酪農
経営への側面的な支援を行うことと、また調査結果を基にリーフレットやＤＶＤの制作・配布、放牧推進用パネルの
制作・展示などを行い、さらに、それらを使った放牧研修会を開催するなどして、放牧の普及啓発に努めることを目
的とした事業である。

  ①放牧主体型飼養管理方式実施モデル地域を６ヶ所、②乳用牛放牧農家実態調査件数50件、③乳用牛群改良
交配システムの開発・配布、③放牧主体型飼養管理方式転換促進ＤＶＤ作成・配布、④放牧主体型飼養管理方式
転換促進リーフレット作成・配布を設定したが、概ね計画どおり実施することができた。中間成果指標として設定し
た「モデル地域における生乳生産コスト低減割合」は、調査した放牧牧場と全国平均との生乳１㎏（実搾乳量）にお
ける比較では、15.8％軽減されていることが確認できた。なお、将来的展望としては、本事業で開発した乳用牛群
改良交配システムを配布することにより放牧に向いた牛への改良が進み、経営の効率化がより進むものと期待さ
れる。

  ①乳用牛においては放牧主体型飼養管理方式を導入している経営体の実態やモデル的取り組みの推進ととも
に乳用牛群の改良システムの開発を行うことで、これらの利用管理方式の普及推進を図ることからも必要性の高
い事業であったと考えられるが、平成22年４月の口蹄疫発生、23年３月の東日本大震災により２年度にわたり事業
計画の大幅な変更を余儀なくされたことが惜しまれる。但し、計画変更に応じて助成額を減額し、投入した資源は
妥当だったと考える。②達成目標や達成指標については上記【事業成果等】の通りであり、計画変更後の事業は
概ね実施されたものと判断される。③実施体制等については、本委員会及び乳用牛粗飼料利用性調査研究委員
会により事業の把握、確認及び指導ができたものと、さらに肉用牛及び乳用牛共同の委員会を設置して大所高所
からの事業の把握、確認及び指導を実施できたものと判断される。④本事業は、事業主体が改良団体と云うことか
ら、改良面からの放牧支援ということを第１にしたものであり、放牧酪農の推進という観点からすれば、本事業だけ
では十分たり得ないことは明白である。従って、今後放牧推進にあたっては、施設整備、草地管理、飼養管理、乳
牛改良などそれぞれの分野を得意とする団体が連携して行うことが望ましいと考える。（乳用牛粗飼料利用性調査
推進委員会）

視点別評価　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い

　　　　　　　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果あげた
　　　　　　　　Ｃ：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

総合評価　　　　Ｂ

　 0

1

2

3

4
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 実施期間

国産飼料生産・利用拡大調査研究事業
（エコフィード利用安全推進事業）

（社）日本動物用医薬品協
会

32百万円 平成21～23年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

JRA畜産振興事業　自己評価票

　当事業は、食料・農業・農村基本計画で掲げる自給率向上目標、食品循環資源の再生利用等の促進に関す
る法律に基づく目標の達成に向けて、国が実施しているエコフィードを推進するエコフィード緊急増産対策事業、
食品残渣飼料化対策推進事業等を補完するため、飼料添加型抗菌剤とエコフィードに関しての適切な使用方
法は、確立されていなかったので、飼料添加型抗菌剤の効力が発揮できず、疾病による損耗防止、事故率の低
減への支障、薬剤耐性菌発現の温床となる可能性が有ったため、必要性・緊急性は強かった。このため、抗菌
活性等確認試験を行いその結果等からマニュアル作成、映像情報、講習会開催及びエコフィード対応情報検索
システム等を作成し普及啓発を行い、飼料添加型抗菌剤の添付文書にエコフィードへの添加に関する注意事項
の記載意思の有無を抗菌剤製造所社へ確認することを目的とする事業である。

　エコフィードの利用安全を推進するため、エコフィードの実態調査を20件行い、抗菌活性確認試験を279件行っ
た。この結果をマニュアル及び映像情報のDVDとして作成し、家畜保健衛生所等400カ所に配布した。さらに講
習会を2回(東京、大阪)開催し、エコフィードの適切な普及啓発に貢献した。これにより飼料添加型抗菌剤の添
付文書記載率が89%となり、目標を上回った。今後、これらの結果をさらに浸透化させ、エコフィードの利用が向
上し、利用実績が期待される。

　本事業は、適切な抗菌剤の使用に関する情報を社会に提供ことであり、極めて重要なものと認識する。
本事業ではエコフィード中における抗菌薬の安定性を評価した。その結果に基づいて、抗菌薬の適切な使用に
かかわる指導を行い、またインターネットを介した情報の提供のシステムを確立した。ただ、抗菌薬の飼料添加
剤のエコフィードに用いた場合の有用性に関しては、さらなる試験を追加することによって、より確実な評価が可
能となると思われる。すなわち本事業では、代表的な数種のエコフィードに抗菌薬を添加し、抗菌薬濃度の経時
変化からその安定性を評価している。この試験系に加え、動物を用いたバイオアベイラビリティー試験を実施す
れば、より確実な評価が出来たものと推察される。（エコフィード利用安全推進事業推進委員会）

視点別評価　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い

　　　　　　　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果あげた
　　　　　　　　Ｃ：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

総合評価　　　　Ｂ

　 0

1

2

3

4
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 実施期間

アニマルウェルフェア飼養管理確立推進事業 (公社)日本馬事協会 23百万円 平成21～23年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

JRA畜産振興事業　自己評価票

　ＥＵ等の諸外国では、市民等の要請に対応してアニマルウェルフェア（家畜の快適性に配慮した飼養管理）に関する基準
やガイドライン等が作成され、広く取り組まれている。
 しかし、我が国では、漸く平成１７年度から国が勉強会を開催して検討を始め、畜産技術協会が馬以外の「アニマルウェル
フェアに対応した飼養管理指針」を作成し、取組を始めた。
 このため、我が国の馬業界にあってもアニマルウェルフェアの考え方を定着させるため、日本馬事協会が馬について本事
業を行うこととなった。
 平成２１年度から３年間で、専門家からなる各種の委員会等を設け、内外の文献調査、国内の現地調査、「馬のアニマル
ウェルフェアに対応した飼養管理指針」の作成、セミナー等による指針等の普及啓発を行い、現地での取組を推進した。

　先進諸国で既に取り組まれているアニマルウェルフェアの考え方に対応した馬の飼養管理方法を速やかに我が国にも導
入することが求められている中で、分かり易く内容が充実した飼養管理指針を策定するとともに、その指針のポイントをまと
めた分かりやすいリーフレットを作成し、これを用いて全国の主要な馬の生産地でセミナー等を通じて指針の普及・啓発に
取組み、多くの参加者にその趣旨と内容を理解してもらうことが出来たことから、本事業で目標としたことは充分達成できた
ものと考えられる。
　具体的には、中間成果指標（セミナー、勉強会参加者の理解度（目標値８０％のところを結果は１００％）)と直接指標（アン
ケート調査の件数（目標値２５０戸のところを結果は２６８戸）、現地及び比較調査個所数（それぞれ目標値４カ所のところを
結果は５カ所）、飼養管理指針の作成（目標値１式のところを結果は１式）、セミナー及び現地勉強会の開催数（それぞれ目
標値４カ所のところを結果は４カ所）、普及啓発冊子の作成（目標値１式のところを結果は１式））については、いづれも目標
値以上を達成し、当初の目的は達成できたものと考えられる。

　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は、我が国でも早急に導入が求められており、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。
　海外の動向、国内の飼養管理実態等を十分に踏まえて、必要な事項を網羅した分かりやすい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、今後、これを着実に生産現場に普及させていくことが重要である。特に、生産現
場は、さまざまな飼養形態、在来馬や農用馬等の多様な馬種等があり、わずか一年という短期間の普及啓発期間では、必
ずしも十分とは言い難い面もあり、今後とも着実な普及・定着に向けて継続的に取り組んでいく必要がある。
　また、ＥＵ諸国等では、個々の飼養者のアニマルウェルフェアの取り組み状況をスコアリングすることになっており、今後と
もアニマルウェルフェアの取り組みについては、継続的に注意を払っていく必要があると思われる。
　更に、今後、国産馬の輸出等も考えられ、我が国の取り組みを海外に説明できるように英文による指針を作成することな
ども重要であり、今後の課題として残されている。（事業推進委員会）

視点別評価　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い

　　　　　　　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果あげた
　　　　　　　　Ｃ：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

総合評価　　　　B

　 0

1

2

3

4
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 実施期間

家畜衛生体制強化推進事業
（馬インフルエンザ等自衛防疫推進事業）

（社）中央畜産会 71百万円 平成21～23年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

JRA畜産振興事業　自己評価票　

　平成19年に36年ぶりに馬インフルエンザの発生が確認されたが、競走馬以外の農用馬や乗用馬などにつ
いては、本病の発生対策が不十分であるため、未だ清浄化に至っていない。そのため、乗用馬、農用馬等の
馬インフルエンザワクチン接種の支援及び本病をはじめとする流行性疾病の発生予防・侵入防止のための普
及・啓発等により馬インフルエンザ等の清浄化の促進を図るとともに、家畜の伝染性疾病により生ずる経済的
損失に対する必要な対策の検討を行い、畜産の振興に資することを目的とする事業である。

　馬インフルエンザの予防接種頭数については13,438頭であり目標の8割を達成した。馬インフルエンザ等の
流行性疾病の防疫に関する普及啓発の資料の作成配布についてはパンフレット等11種類約29万部、ＤＶＤ
1000部を作成配布し、併せて「海外疾病情報」を合計18回配布及びＨＰへの掲載を行った。経済的損失モデ
ルの検討ではオーエスキー病について侵入要因の評価、経済分析を行った。併せてサーコウイルス感染症、
ＰＲＲSについても調査分析を行った。事業の実施により農用馬及び乗用馬等への馬インフルエンザの予防接
種が一般化するとともに、所有者への自衛防疫の重要性の理解が図られ、農用馬、乗用馬等の流行性の疾
病について、その防疫体制の充実が図られた。

　我が国で36年ぶりに発生した、馬インフルエンザが終息しない時期に立ち上げた事業であったことから、事
業を実施するなかで抗体検査から予防接種に重点をおいて実施することとなった。予防接種について事業実
施以前のほぼ倍となる目標値の約8割の接種率が確保され、防疫水準の大幅な改善が図られたことは評価
できる。また流行性疾病の普及啓発の資料については、口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の防疫につい
て時宜を得た知識普及等の対応ができたことは評価できる。経済的損失のモデル評価についての有効な活
用を期待する。
(馬インフルエンザ清浄化等推進技術検討委員会)

視点別評価　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い

Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた
Ｃ：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

総合評価　　　　B

　 0

1

2

3

4
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

（注）



事業名 事業実施主体 事業費 実施期間

家畜衛生体制強化推進事業
（現代新疾病等用動物用医薬品実用化推進事業）

(財)畜産生物科学安
全研究所

199百万円 平成21～23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

　地球温暖化に伴う疾病媒介昆虫の生息域の変化あるいは世界的な交易や交流の活発化により新たな脅威と
なる新興・再興疾病を含む現代新疾病等の発生に対応し、家畜衛生の向上と畜産経営の安定に資するために
は、現代新疾病等に有効な動物用医薬品の実用化が急務となる。本事業では学識経験者等からなる委員会を
設置し、実用化候補動物用医薬品を選定し、製造販売承認申請に必要な農林水産省への承認相談を7件、有
効性や安全性等評価のための試験を実施し、製造販売メーカーによる製造販売承認の取得を促進させることを
目的とする事業である。

　推進委員会において事業終了後３年以内に医薬品の承認申請が出来る見込の案件を8品目の実用化候補医
薬品を選定した。有効性や安全性を評価するため安全性試験、残留試験、臨床試験等16試験を事業期間中に
開始した。8品目中3品目について農林水産省に動物用医薬品承認相談を行い、回答を得た。申請から承認取
得まで時間を要することから承認取得目標年次（最終成果指標達成年次）を平成26年としたが、既に8品目のう
ちの1品目は承認申請がなされ、現在農林水産省において審査中である。なお、審査中の動物用医薬品を含め
評価成績を２４年７月からホームページに順次公表する。また、残る7品目の医薬品についても製造販売予定者
が農林水産省に承認申請するよう研究所は指導しており、本研究所成果は、当該医薬品の承認申請に活用さ
れ、家畜衛生対策に寄与する動物用医薬品が実用化されると見込まれる。
　なお、最終成果指標の達成に大きく影響するものではないものの、中間成果指標として設定した農林水産省へ
の承認相談及び回答受理件数が目標値に達しなかったこと、製造販売予定企業の秘密保持の問題から事業終
了時までにホームページ等への成果の公表ができなかったこと、事業で実施した試験について委員会で事業終
了後の追加検証の必要が求められたことを考慮して自己評価を行った。

　近年、畜産動物においても新興・再興感染症の流行が大きな問題となっている。そのため、動物用医薬品が未
開発の疾病に対し、その迅速な開発は重要である。本事業は、動物用ワクチン、治療薬、診断薬の実用化促進
を目指すもので、意義がある。本事業の成果（試験結果）は、当該医薬品の承認申請に活用され、家畜衛生対
策に寄与するものと評価する。なお、評価品目の中には、早急の供給が待ち望まれているものもある。（現代新
疾病等用動物用医薬品実用化推進委員会）

視点別評価　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い

　　　　　　　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果あげた
　　　　　　　　Ｃ：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

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

家畜衛生体制強化推進事業
（養鶏飼養環境改善技術推進事業）

 （社）日本養鶏協会　  75百万円 平成21～23年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

視点別評価　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い

　　　　　　　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果あげた
　　　　　　　　Ｃ：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

総合評価　　　　Ｂ

　

JRA畜産振興事業　自己評価票

　我が国の畜産を巡る情勢は、地球温暖化等の急激な環境変化、飼料価格の高騰、新興・再興感染症等の発生
など厳しさを増しており、適切な衛生対策等により生産性の向上を図ることが重要である。このため採卵養鶏にお
けるワクモ寄生による産卵率・卵質等の低下、肉用鶏では大腸菌症感染による食鶏処理場での廃棄、種鶏・ふ卵
段階での安価で殺菌効果の高い消毒法の確立等の問題解決に向けて検討を進めるとともに、対策技術研修会の
開催、マニュアルの作成、配布等を通じて、対策技術を実施する農場の増加を目的とする事業である。

　①卵用鶏ワクモ対策マニュアル、肉用鶏大腸菌症対策マニュアルを各2,500部作成、配布した。また、ワクモ対策
技術、慢性疾病対策技術及び種鶏・ふ卵衛生管理技術に関する研修会を延19回実施し、1,325名の参加を得た。
② 研修参加者のうち農場従事者を対象としたアンケート調査では、研修内容を実施する農家数（事業体）の割合
は「ワクモ対策」68.2％、「慢性疾病対策」56.4％、「種鶏・ふ卵衛生対策」85.0％で、目標値の60％をほぼ達成した。
③研修受講者（家畜保健衛生所職員等を含む）の85％が「日常業務に取入れられる事があった」と回答しており、
波及的効果は大きいものと期待される。

　今回の事業成果の結果より、採卵養鶏、肉用鶏飼育、種鶏・ふ卵段階の各生産現場で抱える課題解決に向け
て、当初予定した成果目標はほぼ達成されているものと考える。特に、生産現場へのアンケート調査及び現地調
査の結果、委託試験成績等が研修内容やマニュアル作成に活用され、生きた情報の発信に結びついている。ただ
し、肉用鶏主産地での不測の事態（高病原性鳥インフルエンザの発生、東日本大震災）もあって、肉用鶏慢性疾病
対策技術研修会が6回にとどまった。日本食鳥協会と連携してブロイラー農場に対して研修会の周知に努めている
が、更なる実行方策が必要であった。（養鶏飼養環境改善技術推進事業推進委員会）
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事業名 事業実施主体 事業費 実施期間

農場飼養衛生管理認証体制整備事業 (社)中央畜産会 43百万円 平成21～23年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

JRA畜産振興事業　自己評価票

　食品の安全性に対する消費者の不安が高じている中、畜産物の安全・安心を確保するため、農場の生産段階にお
ける飼養衛生管理の徹底が重要であり、高度な衛生管理方式であるＨＡＣＣＰを畜産農家に普及・推進することが重
要である。
   この畜産農家におけるHACCP（農場HACCP）の普及・推進に当たっては、消費者等第三者からの信頼が不可欠で
あることから、認証基準を策定したところであり、今後、認証体制を整備し、普及・推進することが、農場HACCPを普
及・推進していく上で重要となる。
　本事業は、審査員の養成等による審査員の資質向上、認証農場になるまでを収録した映像資料の作成・配布、認
証制度等に関するアンケートによる改善点のフィードバック等により、認証機関の審査基準を一定以上とするととも
に、認証制度の農場への普及を適切に実施していくことにより、農場HACCPの普及・推進を通じた畜産物の安全性
のより一層の向上と消費者の信頼確保を図り、ひいては、我が国畜産の振興に資することを目的とする事業である。

・農場HACCP認証基準に基づく認証の適正化を推進するため、「審査ガイドライン」を作成し、審査レベルの平準化を
図った。また、「審査員養 成研修会」を7回開催し、受講者数は延べ110名、研修後の審査員試験合格者数は108名で
あった。
・審査員試験合格者については、平成23年12月より農場HACCP審査員の登録を開始し、3月末現在の登録審査員数
は37名となっている。これにより、農場HACCP認証審査の実施体制が整備された。
・審査基準のレベルを平準化するため､主任審査員等による審査員養成支援会議を開催し、文書審査、現地審査、評
価方法、不適合の取扱い等について協議した。
・農場HACCP認証に取り組んでいる畜産農家（酪農、肉牛、養豚、採卵鶏）を取材し、収録した映像資料をもとに認証
制度普及用DVD5,000枚を作成し、全国の家畜保健衛生所等へ配布した。
・全国40都道府県畜産主務課、関係家畜保健衛生所の協力を得て、認証HACCPに取り組んでいる畜産農家及び一
般畜産農家を対象に4，598件のアンケートを実施し、その結果を整理、分析した。
・認証制度普及用パンフレット5,000部を作成し、各都道府県畜産主務課、畜産協会等へ配布した。

　 農場HACCP審査員の養成数及び審査員養成研修会の参加者数については、目標値を下回ったが、農場HACCP
認証基準の公表が遅れたことによる事業実施期間の短縮に伴う実際の稼働期間を考慮に入れると､やむを得ないも
のと判断される。
　本事業の実施により、農場HACCP認証体制が整備され、我が国において農場HACCP認証が開始されることとなっ
たことは高く評価される。今後とも認証制度の農場への普及を適切に実施していくことにより、農場HACCPの普及・推
進を通じた畜産物の安全性のより一層の向上と消費者の信頼確保を図り、畜産経営の安定とひいては、我が国畜産
の振興に寄与することが大いに期待される。(農場飼養衛生管理認証体制整備事業推進委員会）

視点別評価　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い

　　　　　　　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果あげた
　　　　　　　　Ｃ：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

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

畜産における新規就業者の確保・定着促進事業 （社）中央畜産会 61百万円 平成22～23年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

視点別評価　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い

　　　　　　　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果あげた
　　　　　　　　Ｃ：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

総合評価　　　　Ｂ

　

JRA畜産振興事業　自己評価票

　最近の急激な景気悪化等により、雇用の確保が我が国の重要な政策課題とされ、平成21年10月、政府の緊急
対策本部において、農林水産分野は、雇用創出分野の1つとして位置付けられ、農業でも法人等において実践
研修等を通じて雇用につなげる活動の強化を図ることとしている。このような中、畜産分野は、他の農業分野より
も法人化が進み雇用の受け皿として期待されているところである。しかしながら、畜産分野は、他の農業分野に
比べての就業希望は少なく、さらに、離職者率が高い状況にあることから、畜産における就業者の確保と定着を
図ることが重要な課題となっている。
　このため、畜産分野への就業の促進を図るため、畜産業における雇用状況に関する調査、就業相談会等にお
ける畜産業に関する情報提供その他畜産業における就業者の確保及び定着を促進するための支援等を行うこ
とを目的とする畜産における新規就業者の確保・定着促進事業を実施し、もって畜産の振興に資するものとす
る。

　本事業を畜産法人への新規就業を促進した地域の農業高校・大学校において、事業実施前（H20）の畜産法人
への就業率が５９％増加した。
　また、就業後の定着率についても、同地域においては９３％と、他産業における定着率７０％と比較しても、高
い定着率を実現することができた。
　さらに、これらの活動を踏まえて、畜産の雇用に関する調査報告書をまとめることで、未実施の地域等における
畜産の担い手の確保促進に資することができた。

　本事業により、担い手の候補者である農業高校・大学校生の意向調査、畜産の法人に就職した若手労働者の
意見の収集、経営主の意向調査、さらに現地調査も踏まえて、総合的に畜産の担い手に関する調査・分析を実
施することができたことは、極めて貴重であり、今後の畜産の担い手確保の検討に資することができたと考える。
（畜産における新規就業者の確保・定着促進事業 中央推進委員会）
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事業名 事業実施主体 事業費 実施期間

家畜生産・技術情報普及推進事業 （社）中央畜産会 144百万円 平成22～23年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

視点別評価　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い

　　　　　　　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた
　　　　　　　　Ｃ：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

総合評価　　　　Ｂ

　

JRA畜産振興事業　自己評価票

　昨今の我が国の畜産をめぐる情勢に的確に対応していくためには、新しく策定される「酪肉基本方針」等の施策
に関する情報や合理的な生産技術、優良な経営管理技術、先進的な取組事例等について、分かりやすい映像情
報として提供することが有効であり、かつ重要である。
　このため、これらの情報を映像番組として制作し、グリーンチャンネルアグリネット等を通じて提供することによ
り、畜産の振興に資する。

　本事業は、飼料価格の高騰や国際化の進展など畜産をめぐる情勢が厳しさを増す中、関係機関・団体と連携し、
畜産振興施策の推進に貢献した。
　具体的には、施策の方向に即し、自給飼料の生産拡大、生産性の向上、地域資源の有効活用、畜産への理解
醸成等に関する情報を分かりやすい映像番組を提供したほか、22年4月に発生した口蹄疫や23年3月の東日本大
震災で被害のあった畜産主産地の復興の姿を全国に伝える番組やこれらの地域の活性化にもつながる番組の制
作・提供し、緊急的かつ時宜にあった番組づくりも行った。
　これらの制作・提供を通じた情報提供の結果として、視聴状況調査では、参考になったという意見が94％を占め
ており、有効かつ分かりやすい情報提供に資することができた。

・農林水産省や関係団体と連携し、飼料増産、生産性向上、資源循環、防疫・衛生、経営の多角化の推進等、国
の施策に即した情報提供を実施している。また、22年4月に発生した口蹄疫や23年3月の東日本大震災で被害の
あった畜産主産地の復興の姿を全国に伝える番組やこれらの地域の活性化にもつながる番組も制作かつ提供し
ており、時宜を得ている。
・情報提供は、映像番組の制作・放映を通じて実施することで、生産者にも支援者にも分かりやすいものとしてい
る。また、番組の企画・制作にあたっても、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・優良事例を交えた構成により、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。
・さらには、制作した番組情報の一部についてDVD化し関係機関・団体に配布したほか、中央・地方の支援関係機
関が畜産振興施策を推進する際にも活用されていること、他の情報ネットワークや専門雑誌等にも取り上げられる
等、波及効果があったことなど、当初予定の成果指標を達成したことは評価される。（事業推進委員会）
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事業名 事業実施主体 事業費 実施期間

口蹄疫防除緊急支援体制整備事業 　畜産経営支援協議会 51百万円 平成23年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】 

視点別評価　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い

　　　　　　　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果あげた
　　　　　　　　Ｃ：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

総合評価　　　B

　

JRA畜産振興事業　自己評価票

　
　 口蹄疫等の初動防疫対応に当たり、国の備蓄対象外の防疫資材を備蓄することにより、国による防疫資材
の備蓄を補完する形で、口蹄疫等の家畜伝染病の防疫における初動対応支援に必要な機材・資材の備蓄体
制を整備し、今後の家畜衛生対策の向上と我が国畜産の振興に資することを目的とする事業である。

　
　 推進協議会で選定された家畜疾病緊急対策用資材（発電機、動力噴霧器等の重器、着替え用テント等の軽
器及び頭絡等の消耗品）を購入し、備蓄場所の家畜改良センター（本所、十勝牧場、宮崎牧場、茨城牧場長野
支場、鳥取牧場）に備蓄したため、全国的な家畜疾病緊急対策用資材の備蓄体制が整備された。

　 家畜改良センターにおいて、国等が対応していない口蹄疫等の防疫のための防疫資材を保管することによ
り、国の防疫資材備蓄の補完体制が整備され、我が国防疫体制の充実が図られた。（口蹄疫防除緊急支援体
制整備事業推進協議会）
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事業名 事業実施主体 事業費 実施期間

牛受胎率向上特別対策事業
(社)日本家畜人工授
精師協会

6百万円 平成23年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

JRA畜産振興事業　自己評価票

 本事業は、近年、特に乳用牛における繁殖成績が著しく低下し、酪農経営に大きな影響を及ぼしていること
から、受胎率を向上させるため、1) 家畜人工授精師の農家指導力向上に資するための家畜栄養管理講習会
を開催、2) 今後、その利用が期待される性判別精液の利用等について、現場で問題となっていることを把握
する実態調査、3) 全国にその優秀な技術が普及啓蒙される優良事例発表全国大会の開催を行うものであ
る。これらの事業は、繁殖性向上に貢献することから事業の必要性・緊急性は非常に強かった。

・　家畜栄養管理技術習得推進事業: 　家畜栄養管理講習会を 9/28～9/30岡山(西日本)、10/12～10/14東
京(東日本)、11/16～11/18 帯広(北海道)の日程で受講者を全国60名を募集した。家畜人工授精師が多忙な
ため、その受講者は45名(計画比75%)と計画より少なかったが、活発な議論が行われ受講者からはこれまでに
ない講習会であったとの評価を受けた。講習会修了後のアンケート調査では、取り組み、内容とも目標値の満
足度を超える100%で、「授精後の参考になる」も97.7%と今後も同様な取り組みを求める期待が高かった。
・ 性判別精液の利用と受精卵移植推進事業:   性判別精液の利用等状況調査と優良事例実態調査について
ブロックの代表を対象にアンケート調査を行ったところ、取組み、内容は目標値を超え、それぞれ満足度100%
と評価が高かった。
・　優良事例発表全国大会開催事業:   優良事例発表全国大会は、平成24年2月15日(水)東京ヤクルトホール
で開催し、326名(計画比93%)の参加があり、11課題(計画比84.6%)の発表と特別講演を行った。参加者数、発
表課題数とも計画より少なかったが、これは東日本大震災が影響した。発表会終了後のアンケート調査では、
取組み、内容とも目標値の満足度を超え、それぞれ100%、98.1%と評価が高かった。

　 牛受胎率向上特別対策事業として実施した３つの事業の成果指標の実績値は、目標値を達成しており、本
事業に対するアンケート調査と実態調査により第一線で活躍する家畜人工授精技術者の意向を捉え、牛受胎
率向上に向けた今後の課題を分析し、対処するための貴重なデータを得ることができたことを高く評価する。
現地調査の結果において、家畜人工授精技術者は牛受胎率向上のためには家畜栄養管理の向上に向けて
積極的に取り組む必要があると認識していることが示されたことから、農家指導のための家畜栄養管理技術
習得事業を継続して推進することが望まれる。　牛受胎率向上に係る事業を円滑かつ効率的に進めて行くた
めには、日本家畜人工授精師協会と都府県家畜人工授精師協会、そして家畜人工授精技術者が情報を共有
し、三位一体となって連携できる体制を構築していく必要がある。(事業推進委員会)

視点別評価　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い

　　　　　　　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果をあげた
　　　　　　　　Ｃ：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

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

被災地粗飼料生産利用緊急対策事業
（社）日本草地畜産種
子協会

447百万円 平成23年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

視点別評価　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い

　

総合評価　　　　A
　　　　　　　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果あげた
　　　　　　　　Ｃ：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

JRA畜産振興事業　自己評価票

　東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故の影響を受けた畜産経営体への粗飼料の確保及び円滑な
供給に資するため、震災等に伴い利用できなくなった粗飼料に替わる代替粗飼料の円滑な供給及び粗飼料
の前倒し輸入を促進する関係10団体への支援、福島県、栃木県等16ヶ所における土壌、飼料作物等の計325
検体に係る放射性物質濃度のモニタリング調査、放射性物質汚染稲わら等の放射線量軽減調査として汚染
稲わら及び堆肥30ヶ所の一時保管実証、並びに牛及びめん羊30頭を使った家畜・畜産物への放射性物質の
影響調査結果等の情報提供を通じ、被災農家への粗飼料の安定供給を目的とする事業である。

・「粗飼料緊急対策推進委員会」と「連絡調整会議」により、事業の効率的推進を図った。
・３研究施設で17ヶ所の土壌（245検体)と飼料作物(354検体)の放射性物質濃度のモニタリング調査、土壌か
ら飼料作物への放射性物質の移行調査を実施し行政機関等に情報提供を行った。
・放射性物質汚染稲わら等の放射線量軽減調査として福島県、栃木県及び群馬県において、稲わら20ヶ所、
堆肥18ヶ所の一時保管実証を行った。
・２研究施設で牛13頭及びめん羊32頭を使った家畜・畜産物への放射性物質の影響調査を行った。
・緊急保管分粗飼料としてｽﾄｯｸﾎﾟｲﾝﾄへ搬送された約220ﾄﾝの牧草等の輸送費及びその他被災農家等への
緊急搬送粗飼料約500ﾄﾝの輸送費用を助成した。
・被災地の粗飼料不足を回避するため、前倒し輸入促進を支援し昨年実績を約27,400ﾄﾝ上回って輸入され
た。
・代替粗飼料確保円滑化のため国産粗飼料の緊急輸送や輸入粗飼料の前倒し輸入促進の事業等に、13団
体の参画を得て被災地への代替粗飼料供給態勢の構築に寄与した。
・東日本大震災や原発事故等への広範囲な対応に必要な緊急性の高い事業を関係機関・団体との連携の
下、具体的には福島県と栃木県における放射性物質の影響調査委託4機関、国産粗飼料の緊急輸送8団体
720ﾄﾝ及び前倒し輸入促進4団体27千ﾄﾝ、生産者団体支援1団体により被災農家への粗飼料の安定供給に寄
与した。

○東日本大震災による福島原発事故に対する緊急対策として実施された事業であるとの性格上、準備期間
や放射能に対する知見が少ない中で、短期間に当初計画以上の実績を挙げていることは評価すべきである。
○被災地の畜産農家の粗飼料不足に対する本事業の緊急性は高く、事業により被災農家の営農意欲を継続
することができた。さらに、土壌から植物体への放射性物質の移行係数及び家畜の内部被ばくの減衰・放射
性物質の影響が調査により明らかになれば、畜産物の安全・安心に繋がり畜産振興に資することができる。
○本事業の必要性、緊急性は非常に強く、国の施策との関連も非常に強いものとなっており、事業を実施した
意義は大きい。また、被災した畜産農家の負担軽減や放射性物質汚染に関する知見の収集にも大きく貢献し
ていると考えられる。（粗飼料緊急対策推進委員会）
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事業名 事業実施主体 事業費 実施期間

良質粗飼料広域供給・流通緊急対策事業 （社）宮城県農業公社 18百万円 平成23年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

視点別評価　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い

　　　　　　　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果あげた
　　　　　　　　Ｃ：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

総合評価　　　　Ｂ

　

JRA畜産振興事業　自己評価票

　東日本大震災により宮城県内の飼料供給基地が被災したため、畜産農家の飼料供給不足となり、家畜の飼
養管理に大きく影響を受けた。今回の震災で、輸入粗飼料に頼らない「良質かつ安全・安心な自給粗飼料」の
確保や低コストな畜産物生産が重要な課題であると再認識させられた。このような状況から水田を活用した稲
発酵粗飼料の作付けを行い、栄養価・嗜好性が高い国産粗飼料生産・利用する体系の強化に取り組み、本県
の稲発酵粗飼料収穫作業面積の１／３程度を農業公社で担うとともに、生産物を県内外の畜産農家に配布す
る広域流通を確立しながら、被災地の畜産農家経営の復旧・復興を支援するため、転作田及び遊休農地等を
活用した稲発酵粗飼料の増産の取り組みを緊急的に増強・推進を目的とする事業である。

　今回実施した事業内容について、良質粗飼料増産を目指し汎用型収穫機の整備を行い、高品質の粗飼料生
産と被災地の畜産農家が安心して給与できるよう、生産物の一時集積ストックヤードを確保し、ブルーシートを
敷き品質確保に努めながら供給を実施した。稲発酵粗飼料収穫作業は３４２．５ｈａを行い、生産物の稲発酵粗
飼料２１，８００個（ロール）を畜産農家へ供給とともに稲わら収集作業２５．３ｈａを実施した。今後は、自給粗飼
料供給システムと品質確保を先導的に行い、広域流通のネットワークの充実を行うことにより利用の拡大を図
る。さらには、稲発酵粗飼料は「牧草の代替飼料」としての役割を担うことが期待される。

　中間成果指標や直接指標の達成状況から東日本大震災に伴う飼料供給不足に対応した事業として取り組み
当初目標をほぼ達成し、成果を上げたと判断される。本事業での現地調査等を通し、事業開始後、原発事故に
よる放射性核種汚染、流通粗飼料への風評被害と言った極めて困難な中、その安全性を確認しながら、パンフ
レットを作成して飼料の入手が困難な地域に対して、積極的に良質粗飼料を供給する体制を推進した。今後
は、これまで以上に供給体制を強化しながら継続することが重要である。(連絡調整委員会）
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事業名 事業実施主体 事業費 実施期間

民間グループ被災畜産農家救援活動事業
①被災地畜産農家救援活動事業
②被災地畜産物に係るシンポジウム開催等事業
③被災地牛肉に係る販売促進事業

畜産経営支援協議会
(社)日本食肉消費総合センター
全国食肉事業協同組合連合会

100百万円
19百万円
15百万円

平成23年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

JRA畜産振興事業　自己評価票

　東日本大震災による甚大な被害から一日でも早い被災地域畜産の復旧・復興を支援するため、国や県による基
幹的復旧・復興対策を補完するものとして、民間レベルでのきめ細かな支援等の事業を畜産関係者及び関係団体
と連携・協力して次のとおり実施した。
　①　被災畜産農家への人的な支援と併せて畜産経営への支援対策を実施する生産者団体への支援
　②　家畜・畜産物と放射線に関する正しい知識を普及するなど、被災地の家畜・畜産物に関する理解醸成
　③　首都圏及び被災県等で、被災地畜産物の需要回復に係るキャンペーンの実施（被災地畜産物の需要回復
推進、被災地畜産物に係るシンポジウム開催等、被災地牛肉に係る販売促進）

　①　被災畜産農家への人的支援事業において、専門家等の人的派遣の実施、放射線計測器等の貸与、原発事
故賠償に係る事務への人的支援、福島県相馬地域に係留される馬へのワクチン接種等の支援及び被災県畜産
協会への委託事業（復興相談会等の開催、畜産技術者の派遣等）を通じて、被災畜産農家の支援を行った。
　②　家畜・畜産物と放射線に関する正しい知識の普及・理解醸成のためのリーフレット等を26,500部作成し、消費
者等に配布するとともに被災地の畜産物の安全性をＰＲした。また、酪農体験ふれあい活動を通じて、被災地学童
の心を癒した。
　③　首都圏及び被災県で合計22ヶ所、被災地畜産物の需要回復に係るキャンペーンを実施し、被災地畜産物の
安全性をＰＲした。また、被災地復興支援のためのシンポジウムを首都圏で2回開催し、被災地畜産物の安全性を
ＰＲするとともに「食べて応援しよう」を消費者に呼びかけた。併せて、東北12県の357食肉小売店において被災牛
肉に係る販売促進を実施し、消費者に「食べて応援しよう」と呼びかけるとともに被災地牛肉の安全性をＰＲした。

　①　本事業は、畜産経営支援協議会を中心として、中央の畜産関係団体及び被災県の畜産協会と連携・協力
し、被災地の畜産再建・復興に向けて被災畜産農家を組織的に支援したものと評価できる。
　②　県・地域により畜産の再建・復興に係る事情が異なるため、被災地における自主的な取り組み・要望を対象
としたが、当初は国の復興に向けた取り組みが固まらず混乱がつづき、具体的な支援要請があがってこない時期
もあった。今後は、支援要請の把握方法や支援の働きかけに工夫が必要。
　③　大震災発生後１年が経過し、被災地の畜産再建・復興は軌道に乗りつつあるが、原発事故の問題を抱える
福島県においては、まだ途についたばかりである。今後、支援の中心は福島県に比重を移すものと考えられるの
で、中長期的視点に立った福島県畜産の再建・復興のための支援計画や効率的な支援体制の整備が望まれる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（被災畜産農家救援活動推進委員会）

視点別評価　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い

　　　　　　　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果あげた
　　　　　　　　Ｃ：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

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

畜産物に対する放射性物質の安全に関する調査事業
国立大学法人
東京大学大学院
農学生命研究科

17百万円 平成23年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

視点別評価　　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

　平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震による東京電力福島第一原子力発電所事故は、被災地
(特に福島県）の畜産物に対して一般消費者等にネガティブなイメージを与え、これが被災地畜産物の価格低下等
を引き起こす大きな要因となっている。このことは畜産業関係者の事業意欲の減退につながり、被災地の畜産の
活性化及び復旧・復興を大きく妨げかねない。被災地の畜産物に対する理解を得るには、正しい情報の把握と理
解を促すための適切な情報整理と伝達手段が不可欠である。そこで、本事業では、①本分野に関して科学的判
断がなされた情報の収集・解析（文献調査）、②消費者とのリスクコミュニケーションを行うためのツール等の作成
に取り組み、被災地の畜産物の風評被害による畜産物価格等への影響を軽減し、被災地の畜産業の活性化及
び復旧・復興に資することを目的とする事業である。

　畜産物中の放射性物質に関する文献調査を実施し、報告書として取りまとめた。また、10月と2月に全国の消費
者を対象として被災地の畜産物に関する購買行動について調査するとともに、1回目のアンケートでは畜産物中
の放射性物質に対する消費者の意識等について、2回目では消費者の情報源等について調査を実施し、牛肉中
の7つのハザードついては腸管出血性大腸菌が最も高く認知され、放射性物質に対するリスクは相対的に高く評
価されていなかったが、女性や年齢層の高いグループではリスクを高く評価する傾向や食品の安全性に対して懸
念する傾向が確認された。更に、1月と3月には100人規模のシンポジウムを開催し、11月と12月には各年代毎の5
グループによるフォーカスグループミーティングを開催した。これらの事業成果を踏まえ、3月には東京大学食の安
全研究センターより、畜産物中の放射性物質に関する情報提供を行ったところである。今後は、4月以降の食品中
の放射性物質の新基準値も踏まえ、広く消費者に情報を伝達し理解醸成を促すためには、コミュニケーションツー
ルの更なる改善と継続した普及が必要と考える。

・当初実施計画に照らして、いずれも十分達成されたと判断でき、特に文献調査では「畜産物と放射能汚染」に重
点を置いた他に類の無い資料が作成でき、消費者の放射能に対する情報不足を十分に補う資料を作成できたと
判断できる。本事業は喫緊の課題に十分対応し、高い評価を与えられる。
・本事業では放射性物質と食品安全についてのデジタル教材を作成し、それを用いて消費者の放射性物質汚染
食品に対する意識の変化と放射性物質の食品汚染に関する消費者の理解度、食品生産者への影響などについ
ても調査した。いずれの項目についても十分な成果があがっており、当初の目的は達成されたと考えられる。（検
証評価委員会）

総合評価　　　　A
　　　　　　　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果あげた
　　　　　　　　Ｃ：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
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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 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
（公社）
全国乗馬倶楽部振興協会 11百万円 平成23年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

②この事業実施により、10乗馬施設が20件の事業を行う目標を十分に達成出来た。

③この事業により、被災した市民や子ども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。但し、津波・原発事故・風評被害により乗馬施設の閉鎖や地域外への撤
退も考えられることから、実施出来る乗馬施設の動向を注視したい。

JRA畜産振興事業　自己評価票

この事業は、馬への理解醸成を図るため、東日本大震災で被災した学童等を対象とした馬（馬及びポニー）を活
用したふれあい活動を行う事業である。

①東北・北関東・千葉地区の14乗馬施設が、24件の馬とのふれあいを実施し、都市部の2箇所において、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。

　東北地方では馬の生産が古くから行われ、今でも乗用馬や農用馬の産地であることから住民は馬に対して親
近感を持っており、今回の被災地支援に馬を活用した事業は効果が高いのではないかと当初から推測されてい
た。実際にこの事業を実施して、被災した馬関係者が直接被災地域の子どもを含めた市民と馬を介してふれあ
うことにより、多くの被災者に復興の勇気を与える事を実感出来たことは、被災地域における畜産進行が図られ
たとともに、被災地域の市民に対して畜産への理解の醸成に有効な事業であったと評価出来る。東北地域の復
興は、単年度で終わらない事から、本事業が次年度以降も継続して実施されることが望まれる。(馬とのふれあ
い委員会)

視点別評価　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い

　　　　Ａ：当初目標を達成し、高い成果をあげた　　　　Ｂ：当初目標をほぼ達成し、成果あげた
　　　　Ｃ：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

総合評価　　　　Ａ
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