
事業名 事業実施主体 事業費 実施期間

乳用牛改良体制強化対策事業 (社)家畜改良事業団 ５１７百万円  平成18～24年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

・酪農家を牛群検定に新規に参加させる牛群検定の試行については、農家戸数が減少する中で効果があった。
・検定員養成研修会は、検定員になって３，４年目の若い検定員の研修を行い、牛群検定の機能や役割、データ利用に関
する基本が学習出来て有効であった。
・後代検定データの精度確保については、対象となる１８後検と１９後検とも計画を大幅に上回る１万頭以上のデータ収集
となった。
・検定簡易化検討会によりＡＴ法が確立をされたことは、農家の新たな取り組みに結びつける方法であったので、牛群検定
の普及拡大に大きく貢献した。
・高さ、胸幅、深さなどの線形形質から体型得点に係わる体貌、肢蹄、乳器などの得率を推定する体型審査手法の見直し
については、審査委員が携帯するハンディパソコンにシステムを組み込むことによって、評価の精度を高めるとともに、審
査時間の短縮など審査の効率化を図ることができた。
・この事業は牛群検定の普及率の向上、後代検定に係わるデータの収集、検定娘牛の確保、候補種雄牛比率の向上等と
多肢にわたる事業内容であったが、国内の乳牛改良体制の強化に貢献し、作出された検定済種雄牛の高度利用などを含
めて普及効果は大きいものがあった。
(乳用牛改良体制強化対策事業推進検討会)

JRA畜産振興事業　自己評価票

　平成１５年より種雄牛の国際評価に参加し、乳用牛改良の国際競争に参入したところであるが、我が国における乳
用牛改良体制の強化が課題とされており、その解決のために、(1)効率的かつ安定的な改良体制の構築、(2)生涯生
産性に係る総合的な指標等の開発、(3)候補種雄牛の国産比率の向上、(4)牛群検定の更なる普及や後代検定に係
るデータの収集の充実強化、(5)検定娘牛の確保等の事業を推進した。
　事業の成果目標としては、①後代検定娘牛の確保や検定データの精度確保等による評価値の信頼度の向上②改
良集団である牛群検定の実施率向上③種雄牛の国際評価に対応した遺伝的改良量(乳量)を設定した。
　我が国における乳用牛の改良体制の強化に資するため、遺伝的能力を踏まえた適切な精液の利用、国内遺伝資
源を活用した乳用牛改良の推進、牛群検定の実施率の向上及び牛群検定並びに後代検定の一体的な推進等を行
うことを目的とする事業である。

　直接成果指標としては、(1)海外種雄牛の遺伝的能力データの収集回数(現状４回→実績３回)、(2)適切な精液利用
に係るリーフレットの発行回数(実績２回)、(3)人工授精情報についての報告書作成配布部数(実績2,000部)、(4)人工
授精情報の提供回数(現状４回→実績４回)、(5)ＡＩ事業体の連携により作出された国産候補種雄牛頭数(現状１１頭
→実績１１頭)、(6)牛群検定実施率向上のための研修会の実施回数(現状２回→実績２回)、(7)牛群検定実施率向上
のための研修会の参加者数(現状１６２人→実績２１１人)、(8)牛群検定を試行した未参加農家の戸数(現状１３３戸
→実績１５２戸)、(9)牛群検定情報を活用した取組事例の紹介回数(実績１)、(10)検定娘牛確保モデル実証地域数
(現状１地域→実績３地域)となった。
　中間成果指標は、①後代検定の精度(雄牛の評価値の信頼度)(現状８３％→実績８８％)、②牛群検定の全経産牛
頭数に対する実施率(現状５４％→実績５９％)、③種雄牛の年当たり遺伝的改良量(乳量)(現状１５２㎏→実績１４４
㎏)となった。
　種雄牛の年当たり遺伝的改良量(乳量144㎏)については、目標値(157㎏)を8%ほど下回る値となったが、海外の主
要国(CAN:74㎏、NLD:75㎏、USA:76㎏;インターブル国際評価資料による)と比較して高い遺伝的改良量が得られ、
国際評価に対応した遺伝的改良量という視点においては事業目的に沿った成果が得られている。

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

畜舎等建築利用効率化・畜産生産技術等開発事業
（生産コスト低減畜産生産技術開発推進事業）

（社）畜産技術協会 179百万円 平成21～24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

　わが国の畜産生産は、配合飼料や輸入乾草等購入飼料への依存が高く、ＢＳＥ、口蹄疫などの発生やバイオ燃料
などの普及により飼料価格が高騰している。そのため、飼料の自給率を向上することが必要である。飼料イネ、麦、野
草など地域資源を活かした自給飼料の生産と家畜の飼養管理、衛生管理等の技術など新たな技術開発に取り組ん
だ。自給飼料を中心としたTMR生産、飼養管理、野草等の未利用な地域資源の利用技術、添加物利用による生産性
の向上等に取り組み、飼料の自給率を向上させるだけでなく、低コスト、高品質な畜産物生産を達成することを目標と
する事業である。

　事業の成果としては、飼料の自給率を向上を図るため飼料イネ、麦、野草など地域資源や飼料添加物を活用した畜
産の生産性向上、生産コスト低減を目指した技術について研究開発課題６課題を実施し、開発技術の普及のための
研究成果発表会の開催、報告書の発行、DVDを作成を行った。
　公募課題の審査、進捗状況の評価等を学術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・情報提供を進めるためシンポジウムを12回、一般消費者や技術者、畜産団体に向けて畜産全般
に係る技術情報を調査・収集してリーフレットの発行（16回、48,000部）、メールマガジン（3,175件）の発信により提供し
た。
　この事業の成果により、飼料イネ、麦、野草など地域資源を活用した自給飼料の普及や添加物利用による生産性向
上に寄与することが期待される。

　事業全体として、現場で解決すべき問題点についてターゲットを絞った技術開発を進めており、現場で役立つ技術開
発を行ったことが事業の特徴である。他の事業では学術的な内容で現場との結びつきが薄い開発事業が多い中で、
現場に役立つ成果が得られている。
　二糖類の乳生産技術については普及性が大きく、ビートパルプの哺乳牛への利用については北海道地域での活用
が期待でき、河川敷の野草の活用については、原発事故による試験の中断もあったが、実用的なマニュアルを作り、
その活用が期待され、コントラクター育成については、具体的に設立が予定されているなど、得られた成果の普及性、
波及性が大きいと評価できる。
　達成目標は十分達成されており、実施体制は適正で、事業の達成度についても満足できるものである。
（技術開発普及推進委員会）
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事業名 事業実施主体 事業費 実施期間

めん山羊利活用活性化事業 （社）畜産技術協会 10百万円 平成22～24年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

　　　　　　　　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

　我が国のめん山羊の振興を図るため、種畜の供給に関する情報の提供、めん羊におけるスクレイピー（プリ
オン病）発生の防止、めん山羊の利点を活かした耕作放棄地等の未利用地における多用途利用を推進するこ
とが必要となっている。
　そこで、スクレイピー抵抗性遺伝子の判定技術を利用した検査を実施し、農家における種雄羊のスクレイピー
抵抗性遺伝子の保有率を向上させることを目指すとともに、耕作放棄地等におけるめん山羊の飼養管理に関
する問題点の調査・検討を行い、耕作放棄地等でのめん山羊を利用するためのマニュアルを作成・配布するこ
とで、めん山羊の振興を図り、飼養頭数の維持・増加を目指すことを目的とする事業である。

　スクレイピー抵抗性遺伝子保有検査（ＰｒＰ検査）を全国の種雄羊788頭で実施し、その結果新規供給種雄羊
のＰｒＰ遺伝子ホモ保有割合は71.9％となり（H19年、推定9％）、これらの結果を含めた種畜供給に関する情報
をＨＰ及び季刊誌で提供した。
　耕作放棄地等におけるめん山羊利活用の実態調査を実施し、その結果をもとに「山羊とめん羊を用いた除草
管理のためのマニュアル」を1,800部作成・配布し、説明会を5回開催した。
　本事業の成果により、ＰｒＰ抵抗性遺伝子を持つ種雄羊の選抜が進み、耕作放棄地等の未利用地におけるめ
ん山羊の活用が注目されたことから、今後のめん山羊の生産振興につながり、国内のめん山羊飼養頭数の増
加につながることが期待される。

・めん山羊の特色を活用し、耕作放棄地等の活用、地域の特色ある畜産の創出、畦畔や里山における景観維
持や鳥獣害対策としての利活用が期待されている。
・本事業により、我が国のスクレイピーへの抵抗性遺伝子保有割合を高められたこと、除草管理のためのマ
ニュアルが作成されたことは、めん山羊の利点をさらに向上させ、更なる利活用の推進となる。
・今後の更なるめん山羊の有効な利活用、生産性の向上を図るためには、優良な種畜の供給体制の整備が重
要な課題となっている。
（めん山羊利活用推進検討委員会）

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

飼料自給率向上品種開発・品種識別研究開発
事業

（一社）日本草地畜産種子協会 481百万円  平成22～24年度

ＪＲＡ畜産振興事業　自己評価票

【事業概要】
飼料自給率向上には、飼料作物の生産性及び作付け拡大が必要で、高能力品種の開発・保護強化が重要である。このため

に、これまでの研究蓄積をふまえ、ＤＮＡマーカーの活用等により育種効率を高め、耐病性に優れた放牧用イタリアンライグ
ラス、北海道等草地酪農地帯の牧草生産の安定化と放牧面積の拡大につながる越冬性の高いペレニアルライグラス及び多収
性・耐病性に優れた晩播・二期作用及び高油脂・高栄養とうもろこし品種を育成する。また、育成者権の保護強化に資するた
め、栽培面積の多いイタリアンライグラス品種識別技術の拡充強化を図る。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。
【事業成果等】

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

ＤＮＡマーカー利用等により選抜したイタリアンライグラス及びとうもろこしの有望系統について、東北から九州地域にお
ける地域適応性選定及び病虫害抵抗性検定を実施し、イタリアンライグラスでは、いもち病抵抗性１品種及びいもち病・冠さ
び病抵抗性１品種を開発し、とうもろこしでは、 耐倒伏性の優れた高栄養多収１品種及び南方さび病及びごま葉枯病等の耐
病性に優れた二期作用１品種を開発し、種苗登録出願を行った。道東向けペレニアルライグラスについては、現地圃場におけ
る選抜及び育成系統の生産力検定を実施し、越冬性に優れる有望系統を選定した。また、イタリアンライグラスの品種識別に
ついては、 国内流通２６品種間での識別性を可能とするＳＳＲマーカーを開発し特許出願を行った。さらに、ＳＮＰマー
カーの開発・選抜に着手し、９品種間の識別を可能とするＳＮＰマーカーを開発した。

【外部有識者等によるコメント】

① イタリアンライグラスにおいては、冠さび病およびいもち病は地球温暖化に伴い、発生が増加している重要病害である。
そのため抵抗性品種の育成が強く望まれていたところであり、本事業で育成した品種は貴重である。育成した品種が普及する
ことを望む。
② イタリアンライグラスのいもち病抵抗性をマーカー選抜によって一定水準で付与したことは、圃場での選抜が難しいとさ
れている形質であるので、高く評価できる。
③　ペレニアルライグラスの北海道における越冬性評価では雪腐病との関連をさらに検討して欲しい。
④ とうもろこしにおいては、ハイオイル選抜マーカーを活用した育種手法は本事業で確立されたと思う。今後、耐病性や耐
倒伏性、二期作適性といった他の育種目標との関連でどのような育種を行うのか、育種初期段階での徹底した議論が望まれ
る。
⑤ とうもろこしにおいては、育成した親品種を民間会社等育種・流通に関わる機関に提供するとの視点から、一定の評価が
できる系統が育成されたと考える。
⑥ とうもろこし高油脂品種の特徴をどう売り出すか、という方針を整理する必要はあるが、推定ＴＤＮではなく詳細な品質
特性を調べることで何か新たな優点が得られるかもしれないので検討をお願いしたい。また、親自殖系統についてもＰＲする
ことで民間から親としての利用のオファーが期待できそうなので、検討いただきたい。
⑦ 品種識別ＳＳＲマーカーについては、技術が一定程度できあがったことを何らかの方法でアピールすることで、抑止効果
的なことも期待できる。ＳＮＰマーカーについては多くのデータが得られており新たな選抜マーカーの開発にもつながるもの
であり、新たな予算で検討を進めることができれば今後期待できる。
（技術開発推進検討委員会）

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

高肥料成分たい肥調製・利用技術開発普及事業
（財）畜産環境整備機
構

125百万円 平成22～24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

　従来のたい肥は窒素成分に重点が置かれ、リン酸、カリの供給資材としての活用については十分検討され
てこなかった。たい肥の利用拡大及び有限なリン酸、カリ資源の節減を図るためには、たい肥中のリン酸、カリ
の効率的な利用技術や調製・貯蔵技術が重要である。そこで、たい肥中のリン酸、カリの肥効率を簡易に評
価する方法を開発し、肥効率に基づいた施肥設計システムを開発し、マニュアルを作成・普及する。また、た
い肥焼却灰等を利用した高肥料成分たい肥の調製・貯蔵技術を開発し、それに関するマニュアルを作成・普
及することで、たい肥の利用拡大を図ることを目的とする。

　簡易評価法（く溶性リン酸法）によってリン酸、カリの肥効率を正確に推定し、熊本県と埼玉県の2ヶ所におい
て、肥効率を考慮した施肥設計に基づいて、メロン、キャベツ、トマト、小麦などの実証栽培を行った結果、品
質、収量ともに化学肥料と同等であった。将来的には有限なリン酸、カリ資源の保全が展望できる。施肥設計
及び高肥料成分たい肥調製・貯蔵技術のマニュアルを1,000部製作し、都道府県普及センター等に配付した。
説明会は受講者数43名で、理解度は100％であった。施肥設計の提供件数（ホームページ・アクセス件数）は
130件あり、高肥料成分たい肥利用による肥料コスト低減割合は40％であった。

　たい肥のリン酸・カリの肥効率を簡易に推定できる方法を開発したことは実用的であり、牛・豚・鶏の畜種及
び副資材の有無を問わず正確に推定できることが高く評価された。また、その推定値が栽培実証試験の結果
と一致する検証もなされており、当初の目標以上の成果をあげている。課題として都道府県の通常の分析で
は、く溶性リン酸法がまだ行われていないことがあげられた。また、調製・貯蔵のコスト評価などの課題も指摘
されたが、マニュアルの修正とともにウェブサイトでの対応が可能とされた。
（高肥料成分たい肥調製・利用技術開発普及事業推進委員会）
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事　　　業　　　名 事業実施主体 事業費 実施期間

家畜排せつ物の低コストエネルギー・副産物利用技
術開発普及事業

（財）畜産環境整備機
構

103百万円 平成22～24年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

　　　　　　　　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

　家畜排せつ物法の新たな基本方針のポイントのひとつに、メタン発酵処理等によるエネルギー利用があり、
バイオマスニッポン総合戦略の中でも家畜排せつ物等の廃棄物系バイオマスのエネルギー利用は重要な位
置付けとなっている。メタン発酵処理によるエネルギー利用を推進するためには、副産物である消化液の低コ
ストな利用拡大が喫緊の課題である。そのためには消化液の減容化・改質などによって、野菜等への利用を
拡大する必要がある。また、たい肥発酵熱エネルギー回収・利用技術は未確立である。以上、消化液の低コ
ストな利用拡大とたい肥発酵熱利用技術の開発を目的とする事業である。

　消化液の濃縮による減容化技術は浄化処理の46％に低コスト化され、当初の予定以上の成果を得ることが
できた。消化液を濃縮・改質した有機資材を用いて、野菜6品目の実証栽培した結果、ジャガイモ以外につい
ては有効であることを示すことができた。野菜への施用技術マニュアルを500部印刷し、普及指導機関に配布
するとともに、説明会を開催し92％の理解度を得た。たい肥の発酵熱エネルギー回収・利用技術については、
クロスパイル式熱交換機及びヒートポンプを用いて、副資材の消費量を30％低減することができた。将来的に
は、家畜排せつ物等のバイオマスエネルギー利用に展望を見出すことができる。

　消化液の濃縮及び液肥化調製技術を確立し、処理コストを46％に低減化したことは高く評価された。消化液
施用による野菜の実証栽培は高く評価され、とくにジャガイモの栽培に注意する結果は重要であった。技術的
には、より効率化・簡素化を図ることが必要であり、普及に当たっては各現場の様々な条件整備が伴うので、
機器の腐食問題など留意点を整理する必要がある。
（家畜排せつ物の低コストエネルギー・副産物利用技術開発普及事業推進委員会）

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

馬能力向上推進事業
（馬能力評価の調査・検討事業）

(公社)日本馬事協会 ３１百万円 平成22～24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

　国内生産馬の質の向上が図られつつあるものの、馬の能力評価について明確な指標がないのが現状であ
り、更に血統情報、競技成績等の情報は一元化されておらず、生産や流通に活かされていない状況にあった。
　今後、国内優良馬の安定的生産・供給、それぞれの用途に合った馬の生産体制を整備し、生産馬の質の向
上とあわせて、需用者への積極的な情報提供による流通の活性化が必要である。
　このため、競走馬以外の国内生産馬の遺伝的能力評価について調査・検討するとともに、馬の個体情報の
統一化を図り、血統、競技成績等の情報を生産、流通に活用できるようにするため、日本馬事協会が馬の能力
評価方法の検討を行い、馬の能力評価におけるプロトタイプ作成を目的とする事業である。

　先進諸国で既に取り組まれている馬の能力評価結果による改良が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、馬関連団体の個体情報の一元化が実施されたこと、馬の能力評価方法のプロトタイプが作成
されたことについては、今後の競走馬以外の馬の生産に向け、極めて意義深く有効なことを実施することが出
来た。
  具体的には、中間成果指標（プロトタイプの評価頭数（目標値50頭に対し実績は、農用馬631頭、乗用馬2,079
頭）、（統一情報アクセス数（目標値1,000件に対し実績は2,348件）と直接指標（馬能力向上推進委員会の開催
（目標値４回に対し実績は４回）、国内生産馬能力評価方法検討委員会（それぞれ目標値７回に対し実績は８
回）、馬事関連団体連携委員会の開催（目標値８回に対し実績は８回）、海外における能力評価方法情報収集
国数（それぞれ目標値2ヶ国に対し実績は３ヶ国）、馬能力に関する国内実態調査（目標値100件に対し実績は
207件）、能力評価方法プロトタイプの作成（それぞれ目標値1式に対し実績は2式）、馬個体情報一元化システ
ムの連携（目標値2件に対し実績は4件））については、いづれも目標値以上を達成した。

　馬の生産の先進諸国で既に取り組まれている馬の能力評価結果による改良が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、馬関連団体の個体情報の一元化が実施されたこと、馬の能力評価方法のプロト
タイプが作成されたことについては、時宜を得た取り組みであったと考えられる。
  また、プロトタイプの改善事項についても、本事業で作成されたプロトタイプを改修及び改善していくことで、我
が国における馬の改良増殖に極めて有効な手段となることが見込まれるものが作成されたことは、非常に意義
深く目標を大幅に達成できたことは大いに評価できる。
  なお、今後、データの正確性の検証及び充実を図る必要があるが、今回、データを用いた能力評価について
は、プロトタイプであるものの非常に優れたものが作成されており、このプロトタイプをより完成度の高いものに
し、最終成果目標である能力評価値を公表するためには、データの充実及び正確性の検証を図りつつ、実馬
における検定方法の確立が必要不可欠であると思料される。
（馬能力向上推進委員会）

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　　　　A
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事　　　業　　　名 事業実施主体 事業費 実施期間

馬能力向上推進事業
（馬育成調教技術普及事業）

（公社）全国乗馬倶楽部振興
協会

10百万円 平成22～24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

　近年、乗馬人口の増加に伴い、乗用馬の頭数増加と資質向上が強く望まれており、国際大会で活躍す
る国内産乗用馬が現れる等徐々に対策が功を奏し始めているが、需要にはまだまだ追い付かず、これ
からも需要に応じた生産体制及び流通機構の整備を継続する事が不可欠である。このためには、生産
から流通までの間における課題の抽出と対策の検討、生産馬の資質を充分に開花させるための育成技
術者の養成、並びに生産者を含めた一般市民への「育成・調教技術」に対する理解の醸成を目的とした
事業である。

　①　講習会への参加者数46名（目標45名）、報告会へ参加者数95名（目標120名）であり、最終成果指
標に掲げる　　乗用馬市場における上場頭数に対する売却率66％（基準値64％、最終目標値73％）は、
基準値を2％を上回り、報告会への参加人数を除いては、目標値以上を達成している。
　②　育成調教技術向上講習会の理解度が80.4％（目標値80％）とし、目標を十分に達成できた。
　③　本事業が実施されたことにより、国内産乗用馬の主産地である遠野・十勝・根釧地域に馬育成に
関する基礎技術及び基本的知識を有する者が一定人数（37名：46人の講習会参加者のうち90点以上取
得者80.4％）確保された事で、馬育成調教技術の普及が図られ、生産馬の資質向上にもその効果が波
及している。

　育成技術向上の為の講習会は、この3年間を通して各生産団体から推薦された者を受講対象者として
実施してきたが、年度毎に受講者のほとんどが入れ替わっていることから、馬の育成技術向上のための
基礎的知識を啓蒙する段階で止まってしまっている。昨今の乗用馬市場で生産馬を購買しようとする
ユーザーのニーズは年々多様化しており、馬の育成技術もそれに対応する必要性から一層複雑化して
いる状況を鑑み、今後は馬の育成技術にもより高度化が求められてくる、このようなことから国産馬の生
産地域内に育成段階を指導できるリーダー的人材を養成する必要がある。
（馬能力向上推進委員会）

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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実施期間

【事業概要】

①わが国の肉用牛を取り巻く生産環境は厳しく、飼料価格の高騰や国際情勢を踏まえると、繁殖性や飼料の利用

　性に優れた種畜の利用による生産性の向上が必要途されるところである。

②このため、肉用牛繁殖牛の繁殖記録より繁殖能力の評価手法の開発や選抜指標としての有効性の検討を行う

　とともに、直接検定、後代検定等を利用し、飼料の利用性に関する調査を行い、選抜手法の有効性について検

　討し、これらの成果をもとに、啓発・普及を行い、第１０回全国和牛能力共進会で実証展示に取り組む。

③成果目標として、４歳以上の繁殖雌牛データ２０万頭、新規登録牛等体型特徴調査２２千頭、研修会開催５回、

　選抜指標利用県数５県、直接検定９００頭、間接検定６００頭、双子（分割卵）検定４０頭を取り上げた。

④以上、繁殖能力や飼料効率に係わる遺伝的能力の改良に係る情報収集と評価手法の開発並びに選抜手法と

　しての有効性を検討、実証展示し、今後の肉用牛の生産性に資することを目的とした事業である。

【事業成果等】

　は８１４頭（達成率９０％）に留まった。

　明らかとなり、第１０回全共の実証展示を踏まえ、選抜指標としての有効性が期待される。

　期待される。

　高く評価できる。

（繁殖性・飼料効率等改良推進検討委員会）

必要性・緊急性 4

国の施策との関連 4

投入した資源の妥当性 4

事業計画・実施体制の妥当性 4

事業の達成度 3

事業成果の普及性・波及性 4

　第１０回全共実証展示候補１，２８３頭を加え２２千頭の目標は達成。この頭数より、雌牛２８５頭と若雄牛２０頭

　配布し、事業ＰＲに努めた。間接検定４，２５５頭、双子（分割卵）検定４６頭のデータ収集で目標達成はしたもの

・ わが国を取り巻く諸情勢を考えると、肉用牛においては、生産効率に関して遺伝的能力の向上を図ることが極

　を選抜し、長崎会場で実証展示し成果を検証した。繁殖能力向上推進研修会は５回開催し合計４４７名の参集

　者を得た。さらに、第１０回全共長崎会場内で開催期間中展示コーナーを開設し、パネル展示・パンフレットを

（肉用牛繁殖性・飼料効率等改良推進事業）

・ 昨今の農業をめぐる社会情勢を勘案すると、和牛を用いた牛肉生産は、いっそうの効率化が求められている。

　めて重要である。中でも、繁殖能力の改善は経営改善に直結する必須の項目であり、このことに正面から地道に

　取り組んだ本事業は、わが国の肉用牛産業を振興する上で高く評価できる。本事業は、当初目標をほぼ達成し、

②種雄牛の選抜指標に繁殖性を利用した県数は目標５県に対して４県に留まったが、飼料効率を利用した県数は

　目標５県から７県に拡大した。

③将来展望、繁殖性、飼料利用性とともに選抜指標として検討した子牛生産指数、余剰飼料摂取量の有効性が

　特に、事業成果の普及と波及性において、高い成果を上げていることから、今後、成果が広く展開していくものと

平成22～24年度63百万円(公社)全国和牛登録協会

①４歳以上の繁殖雌牛データは、２カ年で２０１，１５９頭データ蓄積、新審査標準試行実施頭数は２１，５３１頭、

肉用牛の繁殖性・飼料効率等改良推進事業

ＪＲＡ畜産振興事業　自己評価票

事業名 事業実施主体 事業費

　　　　　　　　 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

　の、間接検定は家畜改良事業団、双子検定は家畜改良センターより既存データの一部提供を受けた。直接検定

　なかでも、生産費の多くを占める飼料費の低減は、最重要課題であり、本事業では収集が極めて困難である余

　剰飼料摂取量に関する貴重なデータを多数得た。このデータは、遺伝的影響力の強い種雄牛候補のものであり、

　遺伝的変異の存在をはじめ多くの知見が得られたことは、今後の余剰飼料摂取量の活用に大きな期待がもて、

【外部有識者等によるコメント】

　　　　　　　　 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

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 
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事　　　業　　　名 事業実施主体 事業費 実施期間

護蹄管理向上連携強化推進事業 (公社)日本装削蹄協会 63百万円 平成22～24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

 削蹄による農家の生産性向上と経済効果の関連を定量的に示したデータが乏しいこと、また、蹄病の発生
予防と適切な治療のためには現場における牛削蹄師と獣医師との連携が重要であるが、削蹄時の蹄の状
況が獣医師に適切に提供されていない等の課題が明らかとなっている。本事業は、酪農及び肉用牛の生産
における適正な護蹄管理による生産性の向上を図るため、削蹄効果の検証、護蹄管理における牛削蹄師と
獣医師との連携の強化及び削蹄講習会等を開催することで、より適正な削蹄による護蹄管理の定着による
運動器病の減少をめざし、生産者に対する護蹄管理の普及、牛削蹄師の確保と技術の維持・向上をもって
酪農・肉牛経営の安定に資することを目的とする事業である。

①護蹄管理モデルの成果の公表については、口蹄疫発生や福島原発の影響により関係雑誌への掲載が
当初の設定時期より遅れたが、最終的に4誌に投稿した。
②新規牛削蹄師を対象とする牛の飼養形態等の変化に対応した電動削蹄器等を用いた削蹄技術及び獣医
師との連携に必要な削蹄記録方法等を習得するための講習会を開催した。また、牛削蹄師の技術の維持･
向上を図るため、ブロック予選会及び全国牛削蹄競技大会を開催したが、全国牛削蹄競技大会について
は、口蹄疫の発生により平成22年度は開催できなかった。
③削蹄前後の産乳データ、代謝プロファイル等を指標にした削蹄効果の検証や、削蹄記録等を用いた牛削
蹄師と獣医師との連携による護蹄管理の取組をモデル的に実施し、それらの結果等を活用した護蹄管理の
普及のための講習会を開催した。
④今後は、農家に対する護蹄管理の普及を引続き推進し、本事業で得られたモデル農場の事例も加えると
ともに、護蹄管理の良し悪しについての事例を映像等による分かり易い教材を利用して行うことが必要と考
えられる。

①蹄病の予防・治療には牛削蹄師と獣医師との連携が重要である。関係者間による取組み事例を紹介する
とともに蹄病の記録を共有する電子機器の開発など日本装削蹄協会には引続き推進役を期待する。
②牛削蹄技術者の養成については、引き続き受講希望に積極的に対応するとともに、農家等への護蹄管理
の普及に際しては、飼養管理面での関係者の協力を得ることが重要である。
③牛削蹄競技大会については、参加者の入替えなどもあり必ずしも得点が直線的に増えていくものではな
い。むしろ、参加を目指して日々努力することが技術の向上に重要であるので、継続して実施することを期
待する。
（護蹄管理事業検討委員会）

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

豚ゲノム育種手法高度化事業
（公社）農林水産・食
品産業技術振興協会

177百万円 平成22～24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　

　食肉の中で、年間一人当たり消費量が最も多い豚肉の国内生産基盤の強化は、国民食生活の安定確保
の観点から極めて重要かつ緊急な課題であり、厳しい国際競争の中でわが国の養豚を展開する上では、高
品質で特徴ある実用系統を短期間の造成で安定的に確保する研究開発が必要である。そこで、豚ゲノム上
のSNP(一塩基多型）を網羅的に解析可能なSNPアレイを用いて、豚の肉質等の生産形質と密接に関連する
ゲノム領域を詳細に解析を行った。この新しいゲノム解析手法を取り入れた育種研究により、遺伝的に特徴
ある実用系統造成の加速化を図り、畜産振興に資することを目的とする事業である。

　育種系統内における１世代当たりの飼料要求率の遺伝的改良値については、育種系統内における１世代
当たりの飼料要求率の遺伝的改良0.01程度に対して0.0198が得られ、当初の目標値を達成できた。SNPを
組み合わせたDNAマーカー判別キットに関しては、事業当初から新たな網羅的解析手法を取り入れ、種豚精
液の供給において我が国で大きなシェアを占める民間企業と共同研究を行うことで、正確に記録された背脂
肪厚や生時体重など計27の形質値に対し、豚集団を大規模に解析することができたため、SNPを利用した豚
の育種マーカーを10個開発することができた。これらの解析について、シンポジウム等で情報提供したとこ
ろ、系統造成等の関係者から、豚の選抜マーカーとして活用の要望や新規の育種法への期待が寄せられる
などの反響があった。今後、本事業により得た成果は論文や報告書等で提供し、技術者や生産者がゲノム
育種の理解を深め活用するための基盤情報として、有効活用されることが期待される。

　3年間という短い研究期間において、新規の解析技術を使い、多くの頭数を解析されて育種マーカー作製と
いう目標を達成しているため、国内の養豚産業振興の面から高く評価できる。良いマーカーがいくつかあるた
め、積極的な発信を期待している。また、本事業では止雄として一般に使用されるデュロック種を主に解析し
ているが、効果のある遺伝子マーカーについて、他の品種でも上位性効果があるかなどの可能性を考えな
がら、更なる研究を展開していただきたい。
（豚ゲノム育種推進検討委員会）

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

牛有用ゲノム解析手法確立事業 （社）畜産技術協会 58百万円 平成23～24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

　我が国畜産の国際競争力強化を図る上で生産性の向上が重要であるが、約１０％の子牛損耗など大きな経
済的損失が生じている。この状況に対処するため、遺伝的不良因子のDNA診断による制御が重要である。遺
伝的不良因子のほとんどはエクソン領域の変異であることから、エクソン領域の変異を効率的に探査する全エ
クソンキャプチャー法が適用できれば、遺伝的不良因子を明らかにする有力な手段になると期待される。
　ウシの全エクソンキャプチャー法を開発し、子牛損耗の主な原因である子牛虚弱のゲノム解析に適用する。
虚弱に関わる不良因子をSNPマーカーでマッピングし、次世代シーケンサーでエクソン領域を解読し、タンパク
質における有害な変異を探索する。
　「ウシ全エクソンキャプチャー法」の適用により、酪農及び肉用牛生産の生産性向上を阻害又は促進する遺
伝的因子が迅速に診断され、その結果が選抜等に使用される。
　本事業は、ゲノム解析の手法を効率的にすることで遺伝的不良因子の解明を迅速に行い、その結果が選抜
に使用されることを目的とする事業である。

　ウシの子牛損耗を引き起こす遺伝的不良因子を迅速に解明するため、ウシ全エクソンキャプチャー法を開発
し、虚弱を引き起こす遺伝的な要因の解明に適用した。そのため、表型値のあるDNAサンプル4,000検体を収
集した。
　エクソン領域だけを次世代シーケンサーで解読する全エクソンキャプチャー法を遺伝的不良因子の解明に適
用することで、虚弱子牛発生の原因となっている不良因子の原因変異を解明した。全エクソンキャプチャー法
の適用により、DNA解析手法は改善され、より迅速な変異の解明が期待できる。
　全エクソンキャプチャー法の適用により解析用ツールは効率的になったので、解析対象の症例についてさら
に詳細な診断情報と血統情報が伴うことで、選抜の対策が進み、子牛の損耗率が下がると期待できる。
　本事業で発見した遺伝子に原因するIARS異常症は、平成25年4月10日に肉牛に係る遺伝性疾患として農林
水産省から公表された。

　直接指標は達成しており、これまでヒトに適応されていた全エクソンキャプチャー法の牛へ適応できることを明
らかにしたことは科学的な面から高く評価できる。また、全エクソンキャプチャー法を利用することにより、牛の
DNA解析手法は改善され、迅速な変異の解明が可能となり、牛の遺伝病の新しい遺伝子解析手法として高く
評価できる。本手法は、経済形質についても応用が期待でき、広く牛の遺伝病の解析手法として、発展性もあ
る。
　子牛虚弱症の原因遺伝子としてIARS遺伝子を見つけたことは、世界的にオリジナリティーの高い成果であ
る。IARS遺伝子が原因の子牛虚弱は、重篤なものであり、現実に適用すると和牛の２分の１にも影響を持つと
考えられることから、肉用牛の生産現場においてその遺伝子診断の有用性は極めて高い。IARS遺伝子診断の
開発が、生産現場における経済効果を著しく改善することも考えられ、本事業成果は高く評価できる。今後、遺
伝病診断技術が、生産現場で大きく普及する期待がある。
　また、ホルスタイン種においても、子牛損耗は問題となっており、さらに遺伝子診断の検討を進めて欲しい。
（解析手法確立検討委員会）
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事　　　業　　　名 事業実施主体 事業費 実施期間

畜産排水中の硝酸性窒素低減技術開発普及事業
（財）畜産環境整備機
構

61百万円 平成23～24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

　硝酸性窒素等については、100mg/L以下の一律排水基準値に対し、平成25年6月末までは畜産農業は
900mg/Lの暫定基準値が適用されているが、より厳しい基準に改定される可能性があり、対応技術の開発・
普及が喫緊の課題となっている。そこで、畜産農家自らが現状の処理施設の硝酸性窒素等の低減能力が、
適正であるかを判断できる推定法を作成するとともに、施設の稼働状況を簡易に判定するキットを開発するこ
とによって、適正な運転管理を可能とする方法を開発し、排水の水質を改善することを目的とする事業であ
る。

　畜産農家の汚水浄化処理施設が適正に稼働しているかどうかを容易に判定するソフトウエアの開発、処理
水の硝酸性窒素等の濃度を簡易に測定できるキットの開発、「畜産農家のための汚水浄化処理施設窒素対
応管理マニュアル」等を製作し、農家及び関係機関への配布した。判定ソフトウエアを収録したCD-ROMを製
作し希望者に配付するとともに、管理マニュアルはDVD配付及びインターネット上で公開し、技術の普及を
図った。簡易測定キットの試作品を100戸の畜産農家に配布し、アンケート等により86％が満足であると利便
性の検証を得た。将来的には一律基準を達成できる技術を展望する。

　条件が錯綜している現場の条件を整理し、窒素排出量推定ソフトを開発し、それに基づくマニュルを作成し
たことは高く評価できる。さらに、プログラムの変数の取り方などを実際の現場で検証し、確実性や応用性を
高める必要がある。窒素成分を形態別に測定できる簡易測定キットを開発しマニュアルを作成したことは評価
できるが、測定キットの精度がやや不十分であり、より信頼性の高い測定キットを完成させる必要がある。
（畜産排水中の硝酸性窒素低減技術開発普及事業推進委員会）
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事　　　業　　　名 事業実施主体 事業費 実施期間

口蹄疫等伝染病防疫システム構築事業 食肉生産技術研究組合 162百万円 平成23～24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　

　口蹄疫等が発生した場合におけるまん延防止のためには、発生地での患畜等の速やかな殺処分、埋却等が最も
有効な防疫対策とされており、また、家畜のと畜・解体を行なう食肉処理施設は、口蹄疫等のまん延防止を図る上
での危機管理拠点となることから、患畜等の搬入防止対策と患畜等が搬入された場合の適切な対応のための食肉
処理施設向けのマニュアル等の作成が急務とされている。
　このため、移動式の牛及び豚の緊急処理処置を開発し、食肉処理施設の口蹄疫等対応マニュアルの作成するこ
とと併せて口蹄疫等の防疫に対応した食肉処理施設の防疫システムのモデルを設計する等により防疫システムの
普及を図る事業として取り組んだ。
　事業の成果目標として、装置の開発、口蹄疫等対応マニュアルの作成、口蹄疫等伝染病防疫システムの普及等
を掲げて実施した口蹄疫等伝染病のまん延防止対策の強化を目的とした事業である。

１．本事業により開発した牛及び豚の殺処分処置は、アニマルウエルフェアに即したものであり、処理能力は目的と
した性能を備えている。この装置はトラックに積載し発生現場への移動が可能であり、現地での設置が簡易であるこ
と、操作が自動化されていることから、操作には特に訓練を受ける必要がない等当初の目的を達成したものと考え
ている。
２．食肉処理施設の口蹄疫等伝染病対応基本マニュアルについては、食肉処理施設における防疫マニュアル作成
の指針とできる基本マニュアルとして、その基本項目、内容等について検討を行い、現地調査を実施し、食肉処理
施設の実態に即したマニュアルとなるように作成したものであり、食肉処理施設の口蹄疫等防疫体制の強化に貢献
するものと考えている。
３．防疫システムの効率的普及推進を図るため、同基本マニュアル及び防疫体制が整備されモデルとなる食肉処理
施設における口蹄疫等伝染病の防疫対策の実施状況を一体のものとして印刷製本し、食肉処理施設、食品衛生検
査所、家畜保健所、県、関係企業等の出席を得て、東日本と西日本二か所の会場で開催した「食肉処理施設にお
ける口蹄疫等伝染病防疫セミナー」で使用した他、全国の食肉処理施設、県畜産課等関係先に配布した。
４．同セミナー開催における県畜産課等関係者の出席状況等から、移動式家畜殺処分装置の必要度については全
国の55％の県において、食肉処理施設の口蹄疫等防疫体制の整備の必要性認識度については全国の85％の県
において認識しているものと評価される。また、食肉処理施設の防疫体制の構築については、食肉処理施設のみで
は完結できず、行政、取引先等との連携が重要であり、この事業により作成した口蹄疫等伝染病対応基本マニュア
ルが連携強化の糸口となったものと考えている。

　当委員会は、口蹄疫等伝染病防疫システム構築事業達成目標等報告書(案)における自己評価の評価項目につ
いて、事業効果の普及性・波及性を除く項目について４評価とし、普及性・波及性については牛、豚の移動式緊急処
理のため開発した装置が高価なものとなり導入する者の負担が大きく４評価には躊躇するとする事務局の考え方を
了承する。
本装置の導入が見込まれる先としては、都道府県、地方公共団体等が考えられるが、県等がこの装置を導入する
場合には、口蹄疫等の重大伝染病への備えの必要性は議論の余地はないとしても、毎年発生するようなものでもな
いことから、不幸にして万一発生した場合の備えのためとして、多額の導入経費と維持経費を予算計上することの
説明は苦しい。また、隣県との協調による共同購入も実質的には不可能に近いものと考えられる。
本装置の普及のためには、導入が見込まれる県等に対する導入が見込まれる県等への国による補助等の支援措
置が不可欠であると考えられる。
（口蹄疫等伝染病防疫システム構築推進委員会）

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

地鶏銘柄鶏生産振興推進事業 （一社）日本食鳥協会 10百万円 平成23～24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　　　　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

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

  全国地鶏銘柄鶏生産振興委員会を開催し、事業の効率的な推進を検討するとともに、具体的に①全国各地
における地鶏銘柄鶏の生産流通実態調査、②地鶏銘柄鶏の生産事例調査、③生産事例等の報告及び販売発
方法等の紹介を内容とするシンポジウムを開催を実施する。
　こうした取組みを通じて、今後の地鶏銘柄鶏の流通販売促進の方向を明示するとともに地鶏銘柄鶏の良さを
普させつつ、地鶏銘柄鶏の生産振興を推進することを目的とする事業である。

　全国各地の地鶏銘柄鶏の生産流通実態を明確にし、地鶏銘柄鶏の良さの普及浸透や、今後の流通販売の
方向性を明示することにより生産振興を推進するため、生産流通実態調査や生産事例調査を行い、産地形成
に関する成立要件を解明し、今後の地鶏銘柄鶏生産振興の発展の契機になった。各調査報告書「全国地鶏銘
柄鶏ガイドブック」及び「地鶏銘柄鶏生産事例集」を作成・配布することにより、広く関係者から消費者に対し地
鶏銘柄鶏の情報提供を行うことができた。また地鶏銘柄鶏の生産状況、各地域の取組みの優良事例の紹介を
おこなった全国規模の地鶏銘柄鶏シンポジウムは、地鶏関係者に対し全国を結んだ情報の交換や今後の生産
振興の推進が意見交換された。

　地鶏銘柄鶏の生産振興は、各地域の畜産振興や雇用の確保の面で重要であり、また、国の施策（鶏の改良
増殖目標）を補完するものであった。地鶏等を振興するためは、種鶏の確保、種卵の供給等都道府県の役割
は需要であり、生産規模によっては、県を超えて連携して取り組む必要があることが、実態調査、シンポジウム
の意見交換会でわかり課題となった。今後は生産地も相互に連携をとり相互発展を図る全国的な仕組み作り
が求められる。
　(全国地鶏銘柄鶏生産振興推進委員会）
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事　　　業　　　名 事業実施主体 事業費 実施期間

種鶏安定供給対策事業 （社）日本種鶏孵卵協会 9百万円 平成23～24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　

　 高病原性鳥インフルエンザは種鶏場においても発生が見られ、特定家畜伝染病防疫指針に基づき、種鶏の
殺処分や移動制限措置等が講じられ大きな混乱や経済的損失が生じた。このため、種鶏場・ふ卵場への影響
を最小限にして事業再開できるよう防疫対応マニュアルを作成し普及啓もうを図る必要があった。また、鶏卵・
鶏肉の需給安定を図るための指標として、鶏素ひなのふ化・え付け動向を公表する必要があった。
  そこで、高病原性・低病原性鳥インフルエンザ防疫対応マニュアル（種鶏場・ふ卵場）作成のため専門的知識
を有する委員により、現地調査及び衛生実態のアンケート調査をもとに防疫対応マニュアルを作成し、研修会を
開催した。このことによって、養鶏農家の生産資材である素ひなの安定供給と価格安定につながることを目的と
する事業である。

　高病原性・低病原性鳥インフルエンザ防疫対応マニュアルをもとに全国６ヶ所の会場において現地研修会を
開催し、244名の参加者を得,参加者を通じ高病原性・低病原性鳥インフルエンザの防疫強化等衛生管理知識
の普及が図られた。鶏ひなふ化・え付け動向の把握は重要な統計データとして、鶏卵・鶏肉の需給安定の指標
として成果を果たした。初生ひなの雌雄鑑別技術の向上を目指す取り組みについては雌雄鑑別競技会の開催
を通じて、鑑別率の平均が８９．９％に向上した。

①　種鶏場・ふ卵場向けの高病原性・低病原性鳥インフルエンザ防疫対応マニュアルの作成は、家畜伝染病予
防法の改正に伴う防疫指針に基づく種鶏場・ふ卵場での衛生管理体制の強化の取組みに有効であった。また、
現地研修会は、より高度なリスク管理が求められる種鶏場・ふ卵場の危機管理体制の見直し、普及に有効に活
用され、現場で業務に携わる者の参加は評価される。
②　鶏ひなふ化・え付け調査は鶏卵・鶏肉の需給安定対策に寄与するものと評価でき、毎月の速報値の公表に
より養鶏関係者に広く活用されており評価される。
③　鑑別競技会の開催は鑑別師の肛門鑑別技術能力の向上を目指す取り組みとして評価され、特に種鶏に於
いて重要であり評価される。
(種鶏安定供給対策事業推進委員会)

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　　　　A
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事業名 事業実施主体 事業費 実施期間

放射性物質家畜影響調査事業
国立大学法人東京大学
大学院農学生命科学研
究科

17百万円 平成23～24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、原発事故により影響を受けた地域で生産される低濃度の放射性物質の被ばくを受けた家畜について、それから生産さ
れる畜産物に対する風評による価格低下の解消を平成２９年度までに行うことを最終成果目標とし、原発事故後約１５週間もの長期
にわたって飼養管理、衛生管理がいきとどいてなかった警戒地域内で生き残った種豚とその第２世代の家畜繁殖学、生化学、動物
行動学等の特性を科学的に評価し、これらが一般の家畜と比べて異常がないことを確認し、その結果を提言の形でとりまとめて畜産
関係機関に周知するとともに学会やセミナーでの講演を通じて消費者にも通知して、被災地域の風評被害の軽減、払拭を行って畜
産の再興に資することを目的とする事業である。

　原発事故による影響を受ける前の平成２１年度の福島県内の畜産物価格（和牛去勢（Ａ４）の平均価格：１,４９１円/kg）と東京中央
卸売市場の平均価格（福島県産を除く全国平均が１,６８１円/kg）との価格差（１９０円/kg）と、平成２９年度の福島県内の畜産物価格
と東京中央卸売市場の平均価格との価格差とが同等となることを最終成果指標とし、それを達成するために本事業で得た福島原発
事故により低濃度の放射性物質の被ばくを受けた家畜についての科学的提言を各都道府県畜産関係団体等１００機関へ周知する
ことを中間成果指標として事業を遂行した。直接指標として、原発の２０キロ圏内で約１５週間もの長期間繋養されていた原種豚につ
いて、平成２１年度の時点では知見がなかったので「健康評価」、「生殖機能評価」および「放射線量調査」を項目として設定して各々
「体重、体尺、飼料摂取量、血液検査、行動調査」、「超音波画像診断、血中生殖ホルモン測定、精子活性検査、繁殖行動調査」およ
び「飼舎空間、飼料、飲料水、糞尿の放射線量測定」について平成２４年度の目標値を各々４５頭（当代２５頭、次世代２０頭）、４５頭
（当代２５頭、次世代２０頭）で評価および各４回調査することと設定して取りかかった。実績として、各々１０４頭（当代２２頭、次世代
８２頭）、１０４頭（当代２２頭、次世代８２頭）で評価および各４回調査し、供試した１０４頭での健常性を確認するとともに放射線量が
バックグラウンドレベルであることを確かめた。また本事業が終了した平成２５年現在では未だ最終目標達成がいかほど適えられた
のか未定であるが、平成２１年度に福島１,４９２円/kgであったものが、Ｈ２５年２月末現在１,７６１円/kgへと上昇しており、最終成果
指標が達成される可能性が高いと考えられる。これらの最終、中間、直接指標および成果について、農林水産省、福島県、東京食
肉市場などのホームページ、農業新聞などの関連専門新聞の食肉流通統計情報など、学術雑誌などから情報を収集するとともに、
事業の費用対効果、事業の内容、実績、成果などを検証するために外部機関の専門家による委員会を適時開催して多面的に放射
性物質家畜影響調査事業の成果を検証し、達成目標の確認を行った。併せて、事業計画の修正なども含めて推進案策定と事業の
総合的評価を行った。さらに成果を学会、セミナーでの講演や科学的低減を取り纏めた冊子等を通じて国内の畜産関係者や消費者
等に広く情報提供し、消費者の理解の醸成に資する成果を得られたので、本事業の成果は被災地における畜産業の再興に貢献す
ることが期待される。

　原発事故後約１５週間もの長期にわたって飼養管理、衛生管理がいきとどいてなかった警戒地域内で生き残った種豚とその第２世
代合わせて１０４頭（親２２頭、仔８２頭）を放射性物質家畜影響調査事業に供し、高い精度で、低い線量の放射性物質汚染を受けた
家畜における被ばくの影響を学会、セミナーでの講演や冊子を通じて国内の畜産関係者や消費者等に情報提供したことによって消
費者の理解の醸成に資する成果をえることができ、被災地における畜産業の再興に資するという本事業の当初の目標を達すること
ができた。故に、総合的に高く評価できる。当初の目標に加えて（１）第２世代が健常に第３世代を生産できることを確認することおよ
び（２）被災地のみならず我が国の高品質な畜産物の安全性を広報して輸出を亢進することとなるという視点から本事業の成果を海
外にも発信することが望まれる。
（放射性物質家畜影響調査推進委員会）

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　　　　A
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事業名 事業実施主体 事業費 実施期間

明日への道標　地域畜産災害再生支援事業 （社）中央畜産会 34百万円 平成24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

　多くの畜産経営及び畜産関連産業に多大な被害をもたらした東日本大震災からの一刻も早い再生・復興
は、国産畜産物の安定供給に不可欠となっている。
　一方で、畜産は過去にも多くの自然災害や口蹄疫・鳥インフルエンザ等疾病の被害に見舞われ、甚大な損
失を生じたが、関係者が一丸となって復興や再建を果たしてきた。これらの取り組みには、震災の被災地域で
抱える課題の解決や効果的な対策にとって非常に有用な事例が多く、これらの事例の取り組みを被災地の生
産者をはじめ畜産関係者に速やかに提供することが必要である。
　このため、事業を実施し、これまでの災害等から復興・再建を果たした取り組みとともに、東日本大震災被災
地域で復興・地域活性化に努める事例を含めて広く収集し、地域畜産再生の道標となる適切な情報を発信
し、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、災害発生時における畜産経営の対応状況、復興・再生に向けて参考となるプロセス等の調査
を計画件数以上の事例に対して実施した。これまでの災害等から復興・再建を果たした取り組みとともに、東
日本大震災被災地域で復興・地域活性化に努める事例、そのほか復興・再生の模範となる事例を含めて広く
収集し、事例集の作成・配布、インターネット配信のほか、特に普及性の高い取り組みは、話題提供者として
招集して地域畜産再生フォーラムを開催し、情報発信した。
　情報発信の成果を把握するために、地域畜産再生フォーラムで実施したアンケート結果では、回答者の
98％が「参考になる」と回答した。特に、東日本被災地域の出席者を対象に集計したところ、全員が「参考にな
る」と回答し、「とても参考になる」も83％と８割を超えた。このことから、事業の必要性は高く、有効であったと
いえる。
　また、地域畜産再生フォーラムの内容は、事業での情報発信はもとより業界誌等で広く発信されており、さら
に今後は事例集に掲載した事例内容の再録など、事業終了後も本事業の成果を活用した被災地支援に向け
た活動が期待される。

・本事業では、これまでの災害等から復興・再建を果たした取り組みとともに、東日本大震災被災地域で復
興・地域活性化に努める事例、そのほか復興・再生の模範となる事例を含めて広く収集し、今後の東日本被
災地域の地域畜産再生の道標（みちしるべ）となるよう、適切に情報発信した。
・中間成果指標としたアンケート結果で当初想定した以上の高評価を得た。特に東日本被災地域の畜産経営
者、支援関係者等からの評価が高かったことは注目すべきである。
・さらに業界誌による関心も非常に高いことが示されており、このことは、事業終了後も、本事業で発信された
事例情報等が継続して利用されることを意味している。
・以上のことから最終成果指標の達成に向けて十分に達成できるものであると確信している。
（地域畜産再生支援推進委員会）
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事　　　　　業　　　　　名 事業実施主体 事　業　費 実施期間

    民間グループ被災畜産農家救援活動事業
(民間グループ被災畜産農家救援活動推進事業） 畜産経営支援協議会 １２７百万円 ２４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畜産の復旧・復興を支援するため、国や地方公共団体に
よる復旧・復興対策を補完するものとして、民間団体によるきめ細かな取組を県畜産協会や畜産関係団体と連携・
協力し次のとおり実施した。
①　被災畜産農家への人材派遣等の人的支援や肉用牛肥育農家への原発事故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　首都圏等及び被災県において、被災地畜産物の需要回復に係るキャンペーンの実施
　これらの取組を通じて、被災地における畜産農家の減少割合や畜産物価格（牛肉価格/A3）を震災発生前の水準に
回復させることを最終の成果目標とするもので、被災地畜産の復旧・復興を目的とした事業である。

①　被災畜産農家への人的支援事業において、ワクチン接種等をはじめとした専門家等の人材派遣の実施、生体
　での放射線量計測に必要な放射線計測機器の貸与、損害賠償事務への支援及び被災３県畜産協会への復興相談
　会開催等の業務委託を通じて被災畜産農家への支援を行った。このほか、肉用牛肥育農家への原発事故対策を
　実施する15道県畜産協会への支援等を行った。
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を23，000部作成配布し、
　被災地畜産物の安全性をＰＲした。このほか、酪農体験ふれあい活動を通じて、被災地学童の心を癒す取組み
　並びに消費者等を対象に牛乳乳製品に係るWEBや雑誌等による情報提供を行った。
③　首都圏等及び被災県の24ヵ所において、被災地畜産物の需要回復に係るキャンペーンを実施し、畜産物の安
　全性をＰＲした。このほか、平成25年3月、郡山市において地元畜産関係団体との連携の下に「食べて応援し
　よう！東日本大震災復興支援畜産ﾌｪｱinこおりやま」を開催し、低迷する被災地畜産物の消費拡大を働きかけ
　た。
　これらの取組を通じて、相談活動等の支援を実施した畜産農家の経営継続・再建割合をはじめとした中間成果
指標を達成することができた。今後、これらの取組を引き続き推進し、被災地畜産の復旧・復興を支援すること
が重要である。

①　本事業は、畜産経営支援協議会を中心として、被災県の畜産協会及び畜産関係団体と連携・協力して、効率的
　に実施されており、被災地畜産の復旧・復興に重要な役割をはたしていることから、一定の評価ができる。
②　今後は、放射性物質による汚染被害への取組が中心になると見込まれることから、県畜産協会や畜産関係団
　体との連携はもとより、地方公共団体との連絡・調整をも十分とり取組むことが特に重要である。
③　また、復旧・復興への支援に当たっては、原発事故により甚大な被害を受け、未だ深刻な状況にある福島県に
　軸足を置き取組みを行うことが重要である。
（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

民間グループ被災畜産農家救援活動事業
（被災地等食肉理解醸成促進事業）

(財)日本食肉消費総合
センター

４５百万円 ２４年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

　　　　　　　　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　　　

　

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

　被災地産食肉については、福島第一原発事故以来長期にわたり需要が落ち込み、価格低迷も著しい状況が続いてい
る。このため、当事業は、被災地産食肉理解醸成推進委員会等により検討を行い、シンポジウム等を開催し、ＷＥＢを用
いた被災地産食肉販売支援のキャンペーンを行い、国産食肉輸出先関係者を招聘することにより、東日本大震災被災
地の畜産農家の復興支援及び被災地の畜産物に関する正しい知識の普及並びに理解醸成を図ることを目的とする事
業である。

(1)被災地産食肉理解醸成推進委員会開催等事業

   学識経験者等から成る被災地産食肉理解醸成推進委員会を開催し、効率的かつ円滑な事業の推進に関する検討及

び当該事業の達成目標等の自己評価結果の検証等を行った。また、専門部会を開催し、シンポジウム開催等の実施計

画及び国産食肉の輸出先関係者の招聘に係る検討を行った。

(2)シンポジウム等開催事業

　 被災地産食肉の安全性、畜産経営及び産地食肉ブランドの復興への取組状況等に係るシンポジウムを2回開催し、

同会場内で被災地食肉の即売会を開催した。また、首都圏イベント催事会場において被災農家による現地報告会及び

被災地食肉の試食販売会を2回実施した。

(3)被災地産食肉販売支援事業

　　ＷＥＢを用いて「食べて応援しようキャンペーン」を2回実施し、被災地食肉ブフンド情報を発信するとともに、放射性物

質と食肉の安全性に関する情報の提供を実施した。

(4)国産食肉輸出先関係者招聘事業

　 食肉の輸出先国の拡大を図るためメキシコ合衆国獣医官を国内に招聘し、原発事故への対応に関する理解酸成、国

内の輸出認定施設 (食肉処理施設等)の視察、意見交換等を実施した。

・これらの結果、シンポジウム、イベント、キャンペーン参加者の被災地食肉購入意欲割合は83％となり、被災地産食肉

の理解醸成に有効であった。

・被災地等の食肉理解醸成を目的に①シンポジウム等開催事業、②パンフレット等作成事業、③WEB活用販売支援事
業、④国産食肉輸出先関係者招聘事業を実施したが、国産食肉輸出先関係者招聘事業においてメキシコ合衆国1カ国
招聘に止まったものの、全体として事業目標は達成したと評価できる。
・国産食肉輸出先関係者招聘事業は、輸出解禁は政府間交渉の進捗に左右され、事業実施主体として招聘国及び招聘
時期をコントロールできないという事情があったことは理解できる。また、メキシコ合衆国招聘については、外国人を相手
に年度末調査という日程の中で効率的に事業を実施し、年度内に完了した努力と実施方法は評価できる。
・震災後２年が経過したが、原発事故の問題を抱える福島県産農畜産物では忌避傾向が続くなど、被災県の復興状況
は異なることから、被災地産食肉の理解醸成には各県の状況を踏まえたきめ細かな展開が必要である。
（被災地等食肉理解醸成促進事業推進委員会）
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事　　　業　　　名 事業実施主体 事業費 実施期間

民間グループ被災畜産農家救援活動事業
（被災地食肉需要拡大支援事業）

全国食肉事業協同組合連合会 ２３百万円 平成２４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

　東日本大震災及び東京電力福島原子力発電所事故の影響により、食肉の消費が減少。このため、消費者に
対して被災地を原産地とした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に出展し、東北産
食肉の情報提供、試食及び販売を実施することにより、農業祭等催事に参加した75％の者が被災地畜産物へ
の購買意欲を示すことを目的とする事業である。

　被災地を原産地とした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に東北等12県で24回
出展し、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7，914枚回収、うち82.0％の者が被災地の食肉を食べて応援すると回答、購買意
欲を見せた。今後、このような事業を継続することにより、消費者に対してして被災地の畜産物に対する安全性
や放射線に関する正しい知識など、食肉に対する理解醸成を図ることができると思われる。

　東日本大震災及び東京電力福島原子力発電所事故の影響により、食肉の消費が減少。各地で開催される農
業祭等催事に参加し、「『食べて応援しよう！』被災地食肉試食販売キャンペーン」を実施、消費者に食肉に対
する購買意欲をもってもらえるように印刷物等による東北産食肉に関する情報提供、試食及び販売を実施した
ことは、食肉に対する理解醸成を図るための有効な事業であったと評価でき必要性は、非常に強い。
　このことから、今後は、これまで以上に被災地の畜産物に対する安全性や放射線に関する正しい知識など、
食肉に対する理解醸成を図るために、本事業を次年度以降も継続して実施することが重要である。
（被災地食肉需要拡大支援事業評価委員会）
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事業名 事業実施主体 事業費 実施期間

　軽種馬生産地馬鼻肺炎予防接種及び地域自主
　防疫活動強化緊急対策事業

 家畜衛生対策推進協議会 　98百万円 　平成24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

　近年、O１５７、サルモネラ等による食中毒や口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、馬インフルエンザなどが発生しており、生産段階
における自主防疫活動の強化が求められている。特にサルモネラ症の場合などでは、生乳の出荷停止、成牛の死亡等酪農経営に
著しい被害をもたらしている。また、馬インフルエンザの発生は、馬産地での被害とともに競馬開催を大きく脅かす存在となっており、
馬鼻肺炎は、生産地に常在化し毎年流産が発生しており、ワクチン接種の徹底が必要となっている。このような中で、これら防疫対策
を通じて地域自主防疫を緊急に再構築することが不可欠となっている。
　サルモネラ症等の発生防止対策においては、石灰乳塗布による定期的な畜舎消毒の実施が極めて有効であるが、多大な労力を要
すること等から畜産現場における導入が進んでいないのが現状であり、作業チームの結成による自主防疫活動での取組が喫緊の課
題となっている。また、馬インフルエンザの発生予防対策においては、乗用馬、農用馬等においては、なお防疫意識が低く、予防対策
が遅れ、競走馬への波及が懸念されており、これら乗用馬等へのワクチン接種の徹底・強化が強く求められている。さらに経済的損
失が大きい馬鼻肺炎による流産の防止のためには、ワクチン接種の徹底が重要である。
　このため、牛サルモネラ症等の発生予防のための地域ぐるみでの石灰消毒の実施、乗用馬等に対する馬インフルエンザのワクチ
ン接種、軽種馬の繁殖牝馬に対する馬鼻肺炎のワクチン接種を推進し、自主防疫活動の重要性についての普及啓発などの取組を
行い、地域での防疫体制を再構築することにより、伝染性疾病の発生予防など防疫措置の徹底に努め、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。

・サルモネラ症発生予防等対策事業において、サルモネラ症発生予防等のため、全国7道県の13地区において、地区検討会を延べ
  15回開催するとともに、同地区において石灰乳塗布機を導入し、農家グループによる畜舎の巡回消毒を延べ168回実施した。
・馬インフルエンザワクチン接種推進事業については、32都道府県において、競走馬以外の乗用馬等を対象に3,868頭に馬インフル
  エンザワクチン接種を実施した。
・馬鼻肺炎ワクチン接種推進事業については、7道県の軽種馬の繁殖牝馬延べ16,972頭に馬鼻肺炎ワクチン接種を実施した。
・全国6道県において、繁殖牝馬防疫推進検討会を延べ8回開催した。
・地域自主防疫活動普及・啓発事業については、全国42道府県において、地域自主防疫推進会議を延べ85回開催した。
・本事業の円滑な推進方策及び自主防疫体制の検討等を行うため、全国推進会議を開催した。
・農場バイオセキュリティー向上に係るパンフレット2万部を作成し、都道府県及び各県畜産協会等へ配布した。
・畜産農家（酪農）を取材し、収録した映像資料をもとに乳用牛の飼養衛生管理基準の普及用DVD500枚を作成し、都道府県及び
  各県畜産協会等へ配布した。

・サルモネラ症発生予防対策のため、農家グループによる共同作業により地域ぐるみの畜舎の石灰乳塗布消毒が実施され、自主
  防疫活動の取り組みが推進した。
・我が国における馬インフルエンザの発生は、平成21年以降報告されていないことから、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たものと推察される。
・馬鼻肺炎による流産は、種付馬1,000頭当たり5頭（48/9,333(2012年種付頭数）となったが、最近の馬流産の発生状況（21年47頭、
  22年52頭、23年18頭）から本病の集団的な発生は認められておらず、比較的平穏に推移しているため、ワクチン接種の効果が
  あったものと考えられる。
・地域自主防疫活動普及・啓発事業については、地域の自主防疫を推進するため、全国42道府県において地域自主防疫推進会議
  が開催され、飼養衛生管理基準の自主点検、地域ネッワークの再構築など地域の自主防疫活動の強化が図られた。
・自主防疫活動普及・啓発資料について、農場バイオセキュリティー向上に係るパンフレット、普及映像資料(DVD)を作成、配布した
  ことは、防疫対策の知識の向上、普及に役立つものであり、評価できる。
・今後とも、生産段階における地域の自主防疫活動の強化が求められている中、本事業の継続的な実施が望まれる。
（自主防疫活動推進委員会）

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

被災地粗飼料生産利用円滑化緊急対策事業 （社）日本草地畜産種子協会 １５６百万円 平成２４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団体や国産粗飼料の広域流通体制作りへの支援、更に牧草種子の安定供給を図るため
の緊急輸入と幅広い分野にわたる粗飼料供給のセーフティネット構築に寄与する。
　放射能汚染の軽減対策に係る調査研究部門では、福島県及び栃木県における土壌、飼料作物等の放射性物
質濃度のモニタリング調査及び除染技術の検証並びに除染効果の要因分析や畦畔草の安全性評価と広範囲に
及ぶ汚染軽減対策調査を実施する。
  また、汚染牧草のすき込みや石礫対策のための先行的な実証調査を行う被災地域の団体へ機械導入等の助
成を行うとともに、高濃度汚染稲わらの隔離一時保管処理の確認及び家畜・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21ヶ所の土壌（708検体)と飼料作物等(1,537検体)のｻﾝﾌﾟﾙを採集し、放射性物質濃度のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
調査、除染技術の研究や実証に伴う土壌から飼料作物への放射性物質の移行調査等を実施し、行政機関等に
情報提供を行った。
・除染効果の検証として各県からの提供ﾃﾞｰﾀ及び採集した土壌(105検体)と牧草等(181検体)を分析して効果的な
草地除染のため留意点を取りまとめた。
・粗飼料としての畦畔草の安全性を評価するため各県からの提供ﾃﾞｰﾀの解析及び18ヶ所の土壌分析を行った。
・高濃度汚染稲わらの隔離一時保管処理実証調査として保管状況のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ調査を行った。
・放牧めん羊を使って家畜・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93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130ﾄﾝの輸送費用を助成した。
・代替粗飼料広域流通支援会議を開催し、被災地へ北海道産粗飼料37.6ﾄﾝの試験輸送を実施した。
・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4,186ﾄﾝ上回って輸入された。
・平成24～25年度の牧草地除染に必要な牧草種子の安定供給のため75ﾄﾝの緊急輸入を行った。
・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、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9団体、前倒し輸入促進2団体、牧草種子緊急確保3団
体並びに代替粗飼料広域流通支援会議に5団体の協力を得て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り、２年目を迎えてもなお困難
な状況にある畜産農家の支えとして本事業の果たす役割は大きく、粗飼料不足に対応したｾ-ﾌﾃｨﾈｯﾄ構築の一翼
を担って、被災農家の営農意欲の確保に一定の成果を挙げている。
○土壌から牧草等への放射性物質の影響が調査により明らかになり、今後の草地除染等への応用が期待できる
が、生産現場における困難を解決するにはまだまだ多くの時間と問題の解明が必要であり、引き続き汚染軽減に
取り組むことが必要である。
○本事業の必要性、緊急性は高く、国の施策との関連も強いものとなっており、事業を実施した意義は大きい。放
射性物質汚染対策に関する知見が限られる中で、被災地域の粗飼料生産等の復旧に向けた様々な課題に対応
した取り組みが実施された。
（粗飼料緊急対策推進委員会）

視点別評価　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い

　

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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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 10百万円 平成24年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

　被災地の復興が本格化するのはこれからで、大型工事等が開始されると地域の生活環境は一段と喧騒を増す
事が予想される。馬との関わりの深い地域での、馬とのふれあい活動の有効性は高く、その様な環境下で生活し
なければならない子ども達が一時的ではあるにせよ、体を精一杯に使い、笑顔を発現される活動を提供する事は
子ども達の発育・発達に大きく寄与するものと思料する。行政機関・教育機関等の地元団体との協力体制を取れ
た事は非常に有意義であり、子供達の外出制限も出ていた中、招致型として新しい馬との活用方法を見出されて
いる。本事業については協会の組織を十分に活用でき、スピード感ある事業が図られていた。
（馬とのふれあい推進委員会）

②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。参加した多くの子供達や保護者からも喜びの声や感謝の手紙が送られて
おり、本事業が有意義だったことが確認出来た。

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、東日本大震災及び福島原子力発電所の事故は、東北及び関東の各地に甚大
な被害をもたらした。特に東北地方では、国内でも有数な馬事産業地域として知られているが、この震災等の影
響により大きな被害を受けている。被災地の市民並びに学童達も、この震災等により心に大きな傷を負った。こ
のため、被災地の乗馬施設が被災者と馬とのふれあいの機会を提供し、被災した人々の心を癒すとともに、被災
地の馬事産業の復興を支援する事を目標とする事業である。

①北海道・東北・北関東・千葉地区の20乗馬施設が、29件の馬とのふれあいを実施し、うち都市部の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
り、目標を十分に達成する事が出来た。

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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事業名 事業実施主体 事業費 実施期間

放射性物質汚染と畜産物の安全に関する調査事業
国立大学法人東京大
学大学院農学生命科
学研究科

16百万円 平成24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　　　　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

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。これ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リスクに対する消費者の認知度とそ
れが消費行動に及ぼす影響の調査、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改善、③シン
ポジウム・サイエンスカフェ等の開催に取り組み、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。

　12月と2月に全国の消費者を対象として種々のリスクに対する認知度と消費行動、放射性物質に関する理解度を
調査するとともに、生産者・農家の実態調査も行った。また、被災地の生産者に登壇戴き、現地の実態について情
報提供してもらうシンポジウム・パネルディスカッションと、専門家を招いて最新の研究成果を紹介戴くシンポジウム
をそれぞれ開催した。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、シンポジウムの内
容を詳しく解説した専門的内容の冊子と、放射性物質と畜産物の安全に関する情報提供のための一般消費者向け
パンフレットを発行し、関係各所に配布した。放射性物質に関する消費者の知識は、時間と共に薄れていく傾向に
あることが判明したことから、今後も、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、特に一般消費者向けのパンフレットは、親しみや
すいイラストを掲載して、自然に消費者の興味を促しながら情報提供ができる素晴らしい資料が作成できたと思え
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の作成、一般消費者向けのパンフレットに加えて、専
門的な報告書も作成するなど、様々な層の消費者に対して情報発信することが可能となる活動である。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）
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