
事業名 事業実施主体 事業費 実施期間

民間産業動物獣医師防疫支援体制確立対策事業 （公社）中央畜産会 114百万円 平成23～25年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等】

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

JRA畜産振興事業　自己評価票

　平成２２年４月の宮崎県で発生した口蹄疫は未曾有な被害であり、その口蹄疫対策検証委員会の検証の結果において、民
間産業動物獣医師による海外家畜伝染病の早期発見と迅速な防疫措置の重要性が指摘されたことから、発生時における防
疫措置の支援体制を構築するため、産業動物診療獣医師の基盤となる新規獣医師に対し、その診断治療等臨床基礎技術の
早期習得に加え、海外伝染病等に関する集合研修により防疫支援体制の基盤強化を図るとともに、民間診療獣医師に対して
は口蹄疫等危機管理対策セミナー及び防疫支援等技術研修を行い、万が一、海外家畜伝染病の発生時における早期発見、
防疫支援について実践的な知識･技術を備えた民間産業動物獣医師の支援体制の確立を図ることを目標とする事業である。

　口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等家畜伝染病の発生の予防、早期の通報、迅速な初動等に重点を置いて家畜防疫体
制の強化を図るため、平成２３年４月に家畜伝染病予防法の一部改正が施行され、併せて同年１０月に家畜衛生飼養基準に
基づく衛生管理区域の設置が家畜飼育者に義務づけされた。
　特に口蹄疫に係る特定症状を示す家畜の通知義務を法的に義務づけ、異常家畜の早期発見・通報、発生時における迅速な
防疫措置の強化が緊要とされるとともに、家畜飼育者の衛生管理区域の設置を義務付けしてウイルス等の侵入防止の強化が
図られている。
　このため、新規獣医師148(予定90名)名への臨床基礎技術の早期習得、並びに口蹄疫等危機管理対策セミナー458名(同
360名)及び防疫支援等技術研修203名(同150名)に加え、口蹄疫等家畜伝染病の病性、消毒等防疫対策に関するパンフレット
による普及・啓発は、国が行う家畜伝染病の防疫関連施策を補完するものである。

　平成２３年度から実施した本事業は、口蹄疫等海外悪性伝染病が一旦発生すると未曾有な被害となることから、産業動物診
療獣医師の基盤となる新規獣医師に対し、その診断治療等臨床基礎技術の早期習得に加え、海外伝染病等に関する集合研
修により防疫支援体制の基盤強化を図るとともに、民間診療獣医師に対しては口蹄疫等危機管理対策セミナー及び防疫支援
等技術研修を行い、万が一、海外家畜伝染病の発生時における早期発見、防疫支援について実践的な知識･技術を備えた民
間産業動物獣医師の支援体制の確立を図ったことは高く評価する。
　しかし、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に適切に対処し、これら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の早期習
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とともに、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。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（民間獣医師防疫支援対策委員会）

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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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に対応した飼
養管理技術確立事業

(公社)畜産技術協会、国立大学法人北海道大
学、国立大学法人東北大学、国立大学法人信
州大学、学校法人麻布獣医学園麻布大学

22百万円
平成
23～25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

　

JRA畜産振興事業　自己評価票

　アニマルウェルフェア(ＡＷ)は、ＥＵや米国の一部の州等で既存の飼養管理方式の変更を余儀なくされる厳しい基
準が作成され、国際機関でも、ＡＷに関する検討が行われるなど、海外ではＡＷに関する取組が急速に進み、我が
国でもＡＷへの対応や推進の必要性が取り上げられ、消費者や流通業者等に注目され始めている。
　このような状況に対応するため、ＡＷの考えを取り入れた先進的な飼養管理や優良経営農家の飼養管理技術の
中からＡＷに対応した事例を収集するとともに、ＡＷに対応した飼養管理技術等についての試験研究を行なうこと
で、ＡＷの向上が期待され、我が国に適した普及性のある飼養管理技術を確立することで、今後のＡＷの推進を図
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。

　ＡＷに関する事例収集調査（15件）やＡＷに対応した飼養管理技術の確立に必要な試験研究（6件）を実施し、そ
の結果等を取りまとめることで日常の飼養管理の中で比較的容易にＡＷの向上につながる飼養管理技術の具体
的事例等を整理して、5畜種（乳用牛、肉用牛、豚、採卵鶏、ブロイラー）の「ＡＷの向上を図り生産性に影響を与え
ない飼養管理技術」（5件）を示し、パンフレット（4,000部）として配布した。
　また、ＡＷに対応した飼養管理技術等研修会（6回）を開催し、生産者や畜産関係者等に対しＡＷの普及を行った
ことで、生産者団体等によるＡＷに対応した飼養管理技術の検討（6件）やＡＷに対応した飼養管理技術を導入した
実践農場（9件）等が現れ、今後のＡＷの推進や対応を行う上で大きな成果があった。
　本事業により、ＡＷの向上につながる飼養管理技術の具体的事例等が畜産関係者や生産者に示されたことで、
ＡＷの考え方やＡＷへの対応についての理解が深まり、今後の更なるＡＷの普及や、畜産業界としてのＡＷへの対
応が促進されることが期待される。

・本事業で開催された研修会は生産者や畜産関係者等に対するＡＷ普及の面で中心的な役割を担い、その結果、
様々なところでＡＷという言葉を耳にするようになり、少しずつ生産者等の中でＡＷの意識が広がってきた。
・基本的なＡＷの向上のために必要な日常の管理の充実や、生産現場で実行できる事例等が提案されたパンフ
レットは、生産現場に即した内容で今後の普及推進のために有用なものである。また、大学等で取り組んできた試
験研究のような科学的知見の収集も今後更に重要になる。（アニマルウェルフェアに対応した飼養管理技術確立事
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
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事業名 事業実施主体 実績費 実施期間

種雄牛側からの生産効率向上技術開発事業 （一社）家畜改良事業団 89百万円 平成23～25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

　酪農肉用牛の生産性向上を図る上で繁殖成績の改善が重要であるが、近年、受胎率が低下傾向で推移してい
ることに加え、受胎後流死産を引き起こす遺伝性疾患も存在している。種雄牛側から生産効率を向上させるため
に、種雄牛の造精能力早期評価、凍結精液の受精能新評価及び長時間受精可能精液の生産のための技術開発
に取り組むとともに、今日なお多数の保因牛が存在する遺伝性疾患について候補牛等のモニタリング調査とその
結果の公表を行い、我が国畜産に資することを目的とした事業である。

①種雄牛の造精機能を血中ＩＧＦ－１および陰嚢周囲長と体重の測定値から予測する手法を確立した。
②高い推進力を有する精子（エリート精子）の割合およびその数と受胎率の間に相関があることを明らかにし、低
受胎種雄牛を事前に排除できる方法が確立でき、これまでにない受精能評価法を確立することができた（特許出願
中）。
③卵黄より安価で保存性に優れ、病原ウィルス等の心配がない大豆レシチンを用いた希釈液を開発した（特許出
願中）。
④遺伝性疾患について候補牛等のモニタリング調査を行い、その情報を公開することにより生産者の損失を未然
に防ぐことに繫がった。
　これらの技術開発により新しい精子の受精能評価技術開発および凍結精液生産技術の開発が図れ、遺伝性疾
患について候補牛等のモニタリング調査とその結果の公表を行うことで我が国の畜産に資することができた。

・ 卵黄を使わない大豆レシチン希釈液を開発したことは、国内は元より開発途上国で大きな問題となっている鳥イ
ンフルエンザ対策としての凍結精液の生産にも役立つものである。
・ エリート精子検査法は、低受胎種雄牛を早い段階で排除できる方法であり、独創的な方法であり、高く評価でき
る。
・ エリート精子検査法および大豆レシチン希釈液の２つの特許を申請できたことは、この事業の大きな成果であ
る。
・遺伝性疾患モニタリング事業が果たした役割は、検査が継続されることで遺伝子頻度が把握され、結果が公表さ
れることによって遺伝性疾患の遺伝子頻度の低下に貢献している。
　　　　　　　　　　　　　　（牛精子受精能向上技術開発推進検討会、高遺伝子頻度遺伝性疾患事業専門委員会）

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

優良乳用後継牛生産システム高度化事業
乳用牛群検定全国協
議会

３６百万円
平成23

～25年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

　事業開始した平成23年度においては分娩難易などの繁殖性や体型をより重視した種雄牛が選定され、その
結果、牛乳の生産コスト低減の要となる泌乳能力の改良が停滞することが危惧され、酪農家に種雄牛の選定
について新たな情報提供を行う必要があった。
そこで、生産現場で実際に行われている人工授精について、酪農家ごとに具体的な事例に基づいて集計・分
析し、結果を当該酪農家等に周知する等を行った。これらの取り組みにより、適正な後継牛生産を図り、年当
たりの遺伝的改良量を予測値（PA）において、現状値より15％向上させることを目的とする事業である。

① 異なる飼養環境がおよぼす泌乳能力等への影響に関して検討した。泌乳能力では遺伝的に優れた種雄牛
の娘牛が、異なる飼養環境下でも高能力となる結果であった。
② 農家が利用しやすい情報等の農家の意識調査については、検定農家から全国で4097戸44％の回答が
あった。結果としては、牛群検定情報（本事業の次世代診断情報を含む）については、解説を求める回答が多
く、関心が高いことがわかった。
③ 情報提供システムとしては、授精結果による次世代診断情報を開発した。また、関連システムとして総合診
断、交配種雄牛情報、調整交配情報など、インタ－ネットによるものを開発した。
④ 情報提供についても、授精結果による次世代遺伝能力は１０回、次世代泌乳能力については２７回提供す
ることができた。しかし、③にあげたとおり、インタ－ネットによる情報提供を求める声が多くあった。インタ－
ネットでの情報提供は、次世代診断情報10回、交配種雄牛情報18回、調整交配情報5回のデ－タ更新を行
い、検定農家の求める情報提供を行った。
⑤ 本事業においては、次世代診断情報等により、適正な後継牛生産を図ることを目標にしていることから、中
間成果としては、遺伝的改良量を平成22年度に対して+10％を目標としたところ、遺伝的改良量が1029→1358
であり、+32％と目標を大きく上廻り、最終目標値まで達成できた。これは本事業での取り組みが検定農家に
良く理解された結果であると考えられる。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　後代検定により作出された優良な種雄牛の利用促進は、これまでも各種事業において呼びかけてきた経緯
がある。しかし、本事業のように我が国の約半数の農家（頭数では約６０％）が参加する牛群検定において、
各農家戸々のデ－タに基づいたものは初めてであり評価できる。特に、本事業で作成した交配種雄牛情報は
次世代の後継牛をシミュレ－ション出来るものであり期待以上の成果といえる。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が、酪農関連の新聞や雑誌などに取り上げられるなど、大きな関心を呼ん
でおり、今後の展開においても期待できる。
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。
　　（優良乳用後継牛生産システム高度化事業推進委員会）

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　　　　A
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事業名 事業実施主体 事業費 実施期間

乳用牛の飼養管理技術改善システム開発事業
乳用牛群検定全国協
議会

65百万円
平成23

～25年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

　誤った飼養管理による周産期病を牛群検定による乳成分等の異常などから素早く察知し、早期発見、疾病
予防に利用する。このためには、疾病情報などを広く収集し、牛群検定による乳量、乳成分などとの関連性を
調査研究するとともに、分析結果を牛群検定システムに取り込むことで、周産期病を中心として多発する疾病
を予防し、乳牛の生産寿命の確保、高品質牛乳の生産等による酪農の生産性向上を図ることを目的とする事
業である。

① 疾病等情報収集については、県実施主体や検定組合、共済組合等の理解を得ながら３３の検定組合の賛
同を得て進めることができた。
② 疾病等デ－タ収集等システムは、共済組合等から疾病デ－タをインタ－ネット介して収集するシステムであ
る。疾病予防システムは、検定デ－タに周産期病などの傾向が見られたときに注意喚起するシステムである。
解析システムは、疾病と検定デ－タの関係を分析したシステムである。
③ 予防診断マニュアルは、検定組合関係に16,000部、都道府県関係に1,000部、人工授精関係に1,000部、高
校大学関係に1,000部、関係団体に1,000部配布した。実績報告は200部を都道府県92部、県団体46部、関係
団体62部に配布した。
④ 中間成果指標にあげた平均除籍月齢では70.72→70.98月齢と、僅かながらも延長させることができた。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　牛群検定デ－タと疾病を連携をはかることは検定農家のみならず、酪農を指導する立場からも極めて重要な
事業だったと言える。これまでの牛群検定では獣医師授精師との連携がはかれていなかったことを考え合わ
せれば非常に大きな一歩となるものである。とりわけ、農業共済組合との連携システムは、獣医師による診療
現場での牛群検定利活用にもつながる応用性の高いものであり、周産期病等の予防、衛生指導への波及も
期待できるものである。       また、検定成績表のカラ－化なども、周産期病の原因となる検定デ－タの異常値
の把握には欠かすことの出来ないものである。
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。（乳用牛の飼養管理技術改善
システム開発事業推進委員会）

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

資源循環型畜産技術開発・普及促進事業 （一社）日本草地畜産種子協会 ７４百万円
平成２３～
２５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

  平成２２年に策定された「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」において、資源循環型で環境
負荷軽減に資する自給飼料生産基盤に立脚した酪農及び肉用牛生産への転換を図ることとされている。
　しかしながら、昭和６３年以降購入飼料への依存が続いてきたため、近年の穀物価格高騰により経営が圧迫さ
れるとともに、自給飼料生産利用の有利性についての認識不足、自給飼料生産拡大のための指導者不足、開発
された技術情報等の地域への浸透不足等が、地域における自給飼料生産利用拡大への取組みの大きなネック
となっている。
　これらの状況を踏まえ、現在の輸入飼料に依存した畜産から自給飼料基盤に立脚した資源循環型畜産への転
換の速やかな実現に向け、都府県における搾乳牛放牧技術の開発を行い、これら関連技術の展示、研修指導に
より低コストで資源循環型畜産である放牧の一層の推進を図るとともに、専門技術指導者等への研修、技術情報
の発信、普及啓発資料の作成配布、飼料基盤に立脚した畜産経営の啓発等を一体的に実施し資源循環型自給
飼料生産利用の推進を目的とする事業である。

　直接成果としては、(1)栃木県酪農家の飼料畑で、牧草出穂前のｽｰﾀﾞﾝｸﾞﾗｽ放牧と秋播ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽによる冬
季放牧の実証調査を行った。(2)前記牧場で93名の参加者による搾乳牛放牧現地研修会を開催し、府県における
搾乳牛放牧の事例について講演を行い、関係機関等への放牧技術の普及を図った。(3)搾乳牛放牧技術普及の
ための手引書「都府県型搾乳牛放牧の手引き」を取りまとめて、関係機関・団体等へ配布した。(4)肉用牛放牧指
導者研修会を３年間で３回開催し（熊本県２回、愛媛県１回）、地域の肉用牛放牧指導者延べ88名に牧柵の設置
等の実技を中心とした放牧研修を実施した。また、牛乳生産コストの低減効果の高い搾乳牛放牧を推進するた
め、北海道の３町を対象に３年間３回延べ161名に専門的な技術と知見を有する放牧指導者による講義及び実技
指導等を実施した。併せて、地域における公共草地等の有効活用による自給飼料生産拡大を図るため、公共牧
場等の管理者延べ58名を対象に３年間で３回の研修会を開催した。(5)放牧の推進を図るため、放牧指導者によ
る放牧経営技術、飼料生産技術の現地指導及び普及啓発活動を、全国の18市町村に対し３年間で延べ22回
行った。(6)沖縄県石垣市において全国129名の参加者による放牧サミットを開催し、放牧による肉用牛の低コスト
生産についての講演、事例発表及び現地研修を行い、資源循環型畜産の普及を図った。(7)放牧畜産基準認証
申請の累計件数が42件となった。
　直接成果の実施による中間成果としては、(1)都府県型搾乳牛放牧の実証調査として、栃木県において飼料畑
放牧の導入を延べ２ケ月間実施した。(2)３年間延べ９回実施された肉用牛放牧指導者等研修会における参加者
の理解度は99％であった。(3)放牧畜産実践牧場として認証された牧場数は累計で35牧場となった。
　事業成果はほぼ達成されており、放牧認証による放牧酪農牛乳の販売が始まるなど、資源循環型畜産技術の
今後の普及促進が期待できる。

・都府県における搾乳牛放牧の実現性を見出したものであり、今後の資源循環型畜産振興の一助となる事業で
ある。
・本事業による資源循環型畜産技術の実践や普及促進活動について、今後も継続する支援体制が望まれる。
・本事業での成果は、その普及性・波及性を含め当初目標を達成したものと評価でき、自己評価も妥当である。
・本事業による新技術の実証や「都府県型搾乳牛放牧の手引き」の刊行等、今後の活用が期待できる。
（資源循環型畜産技術開発・普及推進委員会）

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

防疫用ワクチン備蓄システム高度化推進事業 （公社）日本動物用医薬品協会 46百万円 平成23～25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

　鳥インフルエンザはH5N1亜型の多様なウイルスの感染被害が中国、東南アジアなどで収束してお
らず、野鳥からウイルスも分離されている。一旦、発生すると養鶏産業等に甚大な被害を与える。
また、馬インフルエンザは市販ワクチンに含まれていない型の発生が最近、欧州で報告されてい
る。流行予測に迅速に対応できるワクチン製造体制の整備とワクチン備蓄体制を構築することが急
務となっている。本事業は、備蓄のために、発育鶏卵を用いた感染尿膜腔液を超遠心等で濃縮した
不活化原液(濃縮不活化原液）の長期間保存での安全性・有効性及び保管施設を確認し、鳥インフル
エンザワクチン原液と馬インフルエンザワクチン原液による備蓄及び保管システムを確立すること
を目的とする事業である。

①鳥インフルエンザワクチン２株及び馬インフルエンザワクチン1株の濃縮不活化原液を製造・保管
し、製造時と長期間保存後の安定性及び有効性･安全性を検証した。また、保管に必要な施設要件等
を検証した。
②供試した鳥インフルエンザH5N1亜型Vac-1及びVac-3株、馬インフルエンザH3N8亜型茨城株の濃縮
不活化原液は、いずれの株も事業期間内の平成26年2月までに安定性及び有効性･安全性が確認され
た。また、保管設備についても現状の設備が活用可能であることが確認された。
③ワクチン株の濃縮不活化原液の長期保存性が確認されたことから、本事業の目的である「防疫用
ワクチン備蓄及び保管システムの高度化のための民間施設活用型の長期保存システムの確立は可能
と思われる。ただし、現状ではインフルエンザ専用製造施設がないので、備蓄するには製造時期等
の調整が必要であるが、今後、省力的、経済的な有用な製造保管体制の構築は可能と思われる。

　鳥インフルエンザ及び馬インフルエンザワクチンの濃縮不活化原液の長期保存の可能性と保存に
必要な施設要件等を検討した結果から、濃縮不活化原液の長期保存での安定性及び有効性・安全性
が確認された。また、濃縮不活化原液の保管施設については、現状の施設の有効利用が確認され
た。以上のことから本事業は、畜産振興事業として必要性・緊急性が非常に高く、国の防疫用ワク
チン備蓄施策と密接に関連しており、投入した資金には、妥当性がある。また、事業計画及び実施
体制は概ね妥当であり、当初予定を達成できたことからその有効性は高い。濃縮不活化原液の長期
保存及び保存施設は現状の製造体制を利用できることから、本事業の成果は普及性があり他のワク
チン製造への波及性が見込まれる。（防疫用ワクチン備蓄高度化推進員会）

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

馬人工授精普及定着化事業 (公社)日本馬事協会 １１百万円 平成23～25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

　この事業は、今まで取り組んできた人工授精技術の馬生産への導入の総仕上げの事業とし、能力の
優れた種雄馬の凍結精液を時期、場所の制約を受けることなく利用することによって、優良な子馬の
生産を行うことにより、凍結精液による人工授精技術の優れた点を理解してもらい、生産現場に着実
に普及定着させることを目標とする。このため、優良種雄馬の凍結精液の製造・保管と高受胎率を確
保するための人工授精技術の手法をまとめたＤＶＤを作成し、これらを用いながら巡回指導を行い、
普及定着を図ることを目的とする事業である。

　人工授精の早期普及・定着化が求められる中で、普及定着化に向けた人工授精技術の普及映像及び
現場指導を通じて、人工授精の必要性の理解の醸成が図られたことは、極めて意義深く有効な事業を
実施することが出来た。
具体的には、中間成果指標【（精液配布本数（目標値800本に対し実績は1,343本）】と直接指標【優
良種雄馬の精液製造（目標値５頭に対し実績は５頭）、普及定着化に向けた映像（目標値１式に対し
実績は１式）、普及定着のための巡回指導の開催（目標値２回に対し実績は２回）、情報提供リーフ
レット（目標値１式に対し実績は１式）、優良種雄馬の精液製造本数（目標値1,600本に対し実績は
1,625本）】については、それぞれの目標値を達成することが出来た。

　馬飼養者の高齢化、馬産地における指導的生産者の減少に伴う飼養管理技術、特に繁殖に関わる技
術の伝承が十分に行えない状況の中、本事業によって、人工授精の普及、定着化が図られたことにつ
いては、時宜を得た取り組みであったと考えられる。
また、優良種雄馬を借上げ、未調教の馬を擬牝台に乗駕させ、短時間において採精を行えるよう調教
し、凍結精液を製造・配布する体制が整備されたことは、今後の改良増殖を推進していく上では、極
めて有効な手段となることが将来的に見込まれるものであり、非常に意義深く目標を達成できたこと
は大いに評価できる。
しかしながら、今後、輸入凍結精液が平成25年12月に家畜衛生条件の締結されたことに伴い、海外か
らの優良馬の精液が導入されることが見込まれることを考えると、人工授精における受胎率の向上、
獣医師及び人工授精師の授精技術の更なる向上が必要不可欠であることはもちろんのこと、生産現場
における繁殖雌馬飼養者の積極的な人工授精の取組みを推進していくための支援対策を講じることも
必要と考えられる。
(馬人工授精普及定着化推進委員会)

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

多様な牛肉生産体制確立支援調査研究事業 （一社）全国肉用牛振興基金協会 87百万円 平成２３～２５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

　国の酪農・肉用牛生産近代化基本方針及び家畜改良目標」（２２年度公表）で、従来の脂肪交雑中心の牛肉生産か
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進め、消費者ニーズに応え
た多様な牛肉生産を推進することとした。また、消費者ニーズに応えた牛肉生産を図る上で、遺伝的多様性を確保する
ことが重要であることから、特色ある系統集団を活用して和牛の系統再構築を図ることが必要とした。事業では、牛肉の
脂質を中心とした美味しさ評価の基準化等を図るとともに、遺伝的情報分析による系統再構築等に関する取組を行い、
事業成果を公開セミナーの開催、一般消費者を対象とした食味官能試験、パンフレットの作成配布等を通じて普及啓発
をすることを目的とした事業である。

　直接指標の美味しさや系統再構築に関する研修会の開催は、当初目標の１回実施、美味しさの一般消費者対象の官
能食味試験を４回行い、当初目標（800名）を上回る868名分の調査表を回収、普及啓発パンフレットは、当初目標２種類
各３千部を作成・配布、報告書は、当初目標３種類1,000部を作成配布した。中間成果指標の美味しさ評価確立による消
費者への情報提供は、当初目標７県に対し５県に留まったが、肉用牛改良への活用は、当初目標１０県に対し１６県と
なった。また、牛肉の脂質を中心とした美味しさ評価基準の標準化（指標化）を図るため、全国統一検量線を作成すると
ともに、併せて表示方法の提案のための検討を行った。美味しさや系統再構築に関する研修会の理解度は、当初目標
（消費者５０％以上、畜産関係者６０％以上）を上回る７６％、７９％の理解度を得た。今後、美味しさ評価基準の普及啓
発と他の美味しさ要因の調査研究の推進、集団や地域範囲を広げた遺伝的情報分析データの拡大・蓄積による遺伝的
多様性を維持した特長系統による系統再構築が必要。

　牛肉の脂質を中心とした美味しさ評価基準の標準化が図られたこと及びこの基準の普及を図る上で必要な表示方法
が提案されたこと、系統再構築における遺伝的情報分析により、地域又は特定の系統に特長的な遺伝構造の存在が確
認されたこと等の実績を踏まえ、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、他の美味しさに影響を与える要因の指標化を図り、真に牛肉の美味しさを総合評価する手法の調査研究が必
要と思料される。系統再構築については、より多くの集団や地域を対象とした遺伝的情報分析を行い、和牛の遺伝的多
様性の確保に資することが重要。
〔多様な牛肉生産体制検討委員会、牛肉の脂肪の質評価基準の標準化検討部会、和牛の系統再構築検討部会、牛肉
の美味しさ表示方法検討専門委員会〕

　　

　　　　　　　　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
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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

視点別評価 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 実施期間

ダチョウ自給粗飼料利用体系確立推進事業
日本オーストリッチ事
業協同組合

11百万円 平成23～25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

ダチョウ生産は、地域自給飼料型畜産の可能性と食肉需要の多様化等を背景に平成10年頃より急進しダ
チョウ肉等の生産物は外食産業や地域特産品等として一定の需要が確保されてきたが、事業者の技術不足
から廃業等によりその数は激減し、需要に応えられる安定的且つ安価な供給が出来ていない実態にある。ま
た、草食動物であるダチョウは粗飼料を多給することが必要であるが、飼養事業者にとってその調達と利用
がなかなか進められていないことも課題に挙げられ、全国の自給可能な粗飼料分布調査を行い、主要地域
の意欲ある事業者に情報を提供し、更に実践指導を行うことで自給粗飼料の利用を促進させ、生産費の軽
減化と安定的且つ計画性のある生産出荷が出来るよう自給粗飼料利用体系を作成し普及することによって、
低迷する実態から脱却し、需要に応えられる生産基盤の構築を目指すことでダチョウ生産の振興に資するこ
とを目的とする事業である。

①全国の粗飼料分布調査を実施し、選抜した意欲ある主要事業者にその当該地域情報を提供し、実践に繋
がる指導を行い、更にダチョウにとって利用可能な粗飼料原料とそうでないものがあることが海外先進情報
によって明らかとなったことも踏まえ、利用体系「飼養給餌管理実践マニュアル」を作成し、それを基に更に踏
み込んだ対象農場に対する現地指導会等の開催を行った。
②本事業実施により、選抜した対象地域の事業者（山形1、新潟1、茨城1、静岡1、広島1、鹿児島2）らの7か
所の実践的取組みが開始されたことで、中間成果指標は達成された。
③実践開始された取組事例の成果を基に実践マニュアルの普及と活用が促進され、積極的にダチョウ生産
を畜産業レベルにおいて取組もうとする事業者が増えることが見込まれ、脆弱化した現在の生産体制から本
格的な生産基盤体制構築に向かっていくことが期待される。

本事業の実施はオーストリッチ飼育事業者へ効果は充分にあたったと認められる。生産者の激減などの要
因により本事業の目標を充分に達成するのは困難であったかに思えたが、認められるべき成果はでており総
合評価Bと評価するに充分である。                                （ダチョウ自給粗飼料利用体系確立推進事業推
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
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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

農場HACCP認証体制強化特別対策事業
（公社）中央畜産会 59百万円 平成24～25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　

　安全・安心な畜産物の供給にあたって、生産から消費に至る一貫したHACCP方式の導入が求められてお
り、これまで畜産関係者が努力を重ねてきた、農場HACCP認証が開始された。
　この認証の取り組みは我が国で初めてのものであり、審査員の養成体制は十分に確立されておらず、審査
員の養成を早急に加速化し、技能の向上のための体制の確立及び認証の基本となる審査水準の確保の推
進を図ることが喫緊の課題となっている。
　そのため、その普及に不可欠な審査員の確保のための審査員養成研修、審査員の審査技能の向上のた
めの審査員力量向上研修、審査実務経験を活用しての主任審査員養成支援研修及び審査員等研修講師養
成研修を実施した。これにより審査員及び主任審査員を確保し、その審査力量の維持向上を図ることができ
た。本事業は、農場HACCP認証水準の維持を支援し、もって農場HACCP認証体制の強化と認証の普及を図
り、畜産農家の飼養衛生管理の向上と、消費者への安全な畜産物の供給に資することを目的とした事業で
ある。

　　審査員養成研修では、目標値144人実績値161人、主任審査員養成支援目標値60人実績値72人、審査
員力量向上会議目標値112人実績値135人でありいずれも目標値を上回る実績であった。審査員等研修講
師養成についても、目標値72人のところ実績値71人で目標の98.6％でありほぼ目標値を達成することができ
た。
　なお、中間成果指標の審査員登録人数については、目標値90人のところ実績値80人、主任審査員の目標
値38人のところ実績値22人であった。
　いずれの事業においても当初の目標をほぼ達成することができたことから、農場HACCP認証体制の礎とな
る基礎的な人員は確保することができた。

　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、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、その後平成23年3月にこの基準に基づいた農場認証を目指して農場HACCP認証協議会が設
立された。農場HACCP認証協議会は平成23年11月には農場を認証する機関を認定し、同年12月には認証
機関による認証審査の受付が開始され翌平成24年4月には14の農場が認証された。
　その後も認証農場は増加しており、現段階では31農場となっている。さらに平成25年末には国の政策目標
は、平成30年までの農場HACCP取組農家戸数が10,000戸、認証農家が500戸と設定されたところである。こ
の達成のためには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、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
のために重要である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（農場HACCP認証体制特別対策支援基盤強化推進委員会）

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
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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

初生ひな鑑別師確保安定化対策事業 (公社)畜産技術協会 7百万円 平成24～25年度

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

【事業概要】

　初生ひなの雌雄鑑別は、養鶏産業の生産性の維持向上を図る上で重要な役割を果たしているが、原種・原々種鶏の鑑別に不可欠な
肛門鑑別は高度な技術であり、その基本を習得するためには相当の研鑽が求められ、かつ正確度の向上に更に数年の努力が必要で
ある。一方、初生ひな鑑別師の高齢化が進み、国内で作業に従事する鑑別師は60歳代が最も多く、4人に1人は70歳を超えている。ま
た近年は技術を習得しようとする者が少ないため、鑑別技術が円滑に継承されず、鑑別師が不足する事態を招来しかねない情勢となっ
ている。このため、初生ひな鑑別師の養成及び初生ひな鑑別技術についての理解醸成を推進し、初生ひな雌雄鑑別技術の着実な継承
を図ることが必要となっている。

　そこで、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。研修会の確実な開催及び研修修了後の
研鑽を経て高等鑑別師の資格を取得する者の数(２４年度から25年度までの合計が6人以上)を内容とする中間成果指標及び中間指標
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たてた。
　　①研修を修了する者の数が24年度から25年度までの合計が10人以上であること。
　　②研修会受講を希望する者の数が24年度から25年度までの合計が16人以上あること。
　　③資料を配布する高校等の数が24年度から25年度までの合計が400校以上であること。
　そして、最終的には、今後、我が国の養鶏産業において現状程度の生産活動が継続されるとして、現在活動中の鑑別師の年齢構成
から、当面する10年間に必要と考えられる後継者数30人（3人/年）を確保することを目的とする事業である。

 初生雛鑑別師は我が国の種鶏孵卵業にとって大変重要な要素であり、その養成確保は必要不可欠であることから、本
事業の意義は大きく、得られた成果も優れた指導者のもとで充実した研修が実施され、難関と言われる高等鑑別師の資
格を数多くの若者が合格取得しており、本事業目標の達成状況は高く評価できる
推進委員会では、初生雛鑑別師の後継者を確保するため、広報活動を含めた具体的な対策案が提案された。その結
果、従来に比べて志望者が増加したことから、目標が達成されたと考えられる。対応策が的確かつ迅速であったためと考
えられる。今後は長期にわたる対策が求められる。
現状、羽鑑別を行っている孵化場が多い中、鑑別師研修修了者がH23～H25に年々増加しているのは良い結果だと思い
ます。今後は、鑑別師になった者の働く場所の確保等があれば（国内）尚良いと思いますが、現状、難しい課題だと感じ
ます。
鑑別技術は我が国で開発された独自技術であるが、その後の時代的技術の変遷により、鑑別師は極めて高齢化し、技
術的継代が危惧される現況となっている。当該技術は我が国のみならず世界的にも確保継代されなければならない養鶏
の基幹的技術である。このため、本事業の役割及び成果には評価すべき点が大となっている。
（初生ひな鑑別師確保安定化対策事業推進委員会）

　結果、中間成果指標及び直接指標に掲げた目標数値を全て大幅に達成することができた。特に24年度から25年度まで
2年間で、最終成果目標の10年間で30人のうち、既に取得している7人に加え9人が取得し、半数以上の16人の資格取得
を達成した。これは今後の後継者確保を目指すうえで大いに期待できる。

【外部有識者によるコメント】

【事業成果等】
　平成24年度は、受講希望者9名に対し、選考試験を行い、7名を合格とした。研修生に対し、初生ひな鑑別に必要な知
識・技能を付与するための研修会を4月～8月までの5ヶ月間開催した。内、4名が既に高等鑑別師考査に合格している。
また、初生雛鑑別技術の重要性・作業内容等についてパンフレット、展示パネル等を作成し、高校生等に対する啓蒙活
動を行った。（農業高等学校,実業学校305通、47都道府県）

　平成25年度は、受講希望者15名に対し、選考試験を行い、8名を合格とした。研修生に対し、初生ひな鑑別に必要な知
識・技能を付与するための研修会を4月～8月までの5ヶ月間開催した。内、5名が既に高等鑑別師考査に合格している。
また、初生雛鑑別技術の重要性・作業内容等についてパンフレットを作成し、高校生等に対する啓蒙活動を行った。（農
業高等学校,実業学校,農業系大学・短期大学,農業大学校計407通、47と道府県）
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事業名 事業実施主体 事業費 実施期間

牛ゲノム情報利用促進事業 （公社）畜産技術協会 44百万円 平成24～25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、牛の経済形質等に係るゲノム情報の蓄積が進み、これまでの事業からもゲノム情報の活用が有効で
ある明快な成果が得られており、生産現場での活用が望まれている。一方、遺伝資源の多様性確保の観点か
らは、特定のDNAマーカーを指標として選抜淘汰を行うことが、多様性の減少を加速させる懸念があり、サンプ
ル採取等の煩雑さと併せて、ゲノム解析成果の活用が進まない要因の一つとなっている。そこで、有用経済形
質等に係るDNAマーカーの一括判定法を開発するとともに、多様性の検討に不可欠な個体間の遺伝的な距離
を複数のSNP遺伝子型情報を利用して的確に把握する手法を確立し、これを種雄牛の選抜や交配計画の作成
時に活用することで、効果的に育種改良を進めるための一連の手法開発を目的とする事業である。

　和牛の有用経済形質等に係るDNAマーカーの一括判定を開発するため、複数の有用形質等に関する一括
判定の検討を合せて1,194頭で試行した。また、SNP遺伝子型情報から作成するゲノム関係行列を用いた遺伝
的距離の測定方法を実用化するための検討を、合せて720頭で試行した。その結果、遺伝的多様性を確保しつ
つ効率的に経済形質の改良を進める上で必要となる、一連の手法の簡便化と技術の体系化を図ることができ
た。和牛の遺伝的多様性を確保しつつ改良を効率的に進めることを可能にする本事業の成果は、すでに多くの
地域と組織で活用されつつある。今後は、牛ゲノム情報の活用が浸透していない生産現場においても、本事業
の成果の普及と波及に力を入れていく必要がある。

　SNP遺伝子型情報から作成するゲノム関係行列を利用して、「血縁係数」の補完として具体的に活用し、多様
性を把握する方法を確立した本事業は、極めて先導性が高く新規性に富むものであった。本事業の成果は、事
業終了時点で、多くの地域においてSNPを利用した遺伝的多様性の評価を取り入れた育種が活用されつつあ
る。今後、成果の展示等を積極的に行うことで、事業成果が一般的に普及されるようになることが期待される
（牛ゲノム情報利用促進委員会）。

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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新規性・先導性

投入した資源の妥当性事業計画・実施体制の妥当性

事業の達成度

事業成果の普及性・波及性



事　　　業　　　名 事業実施主体 事業費 実施期間

　酪農経営支援要員確保実証事業 （一社）酪農ヘルパー全国協会 32百万円 平成24～25年度

【事業概要】

【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

JRA畜産振興事業　自己評価票

 ア　酪農経営は、毎日の搾乳、飼養管理など早朝から夜間まで作業があるとともに周年拘束性が強いため、年間労働時間は長く、かつ
休日確保も難しいといった特徴がある。また、主たる従事者が、病気や怪我等により作業から離脱せざるを得ない場合には、経営の存続
そのものが困難となり、廃業に至るといった場合もある。
このため、突発事故の発生や休日取得などの場合に、酪農家の飼養管理等の代行を行う酪農ヘルパーは、酪農生産基盤の維持に欠か
すことができない。
イ　酪農作業は、搾乳、栄養管理、繁殖管理、衛生・健康管理、施設・機械管理など多岐にわたるとともに、また、これらの作業は牛舎や
飼料給与システムの違い、あるいは経営者の考え方によっても様々に変わっており、酪農ヘルパーにはどのようなシステムにも速やかに
適応し、作業を適切に実行できる技術力が求められているところ。
ウ　酪農ヘルパーとして必要な知識の習得、技術力の向上を図り、酪農生産基盤の維持のために、ヘルパー経験者の新規就農・経営継
承を円滑に進める必要がある。
エ　このため、ヘルパー要員の技術・資質向上実証セミナーの実施、新規就農希望者の効率的な就農支援手法を開発し、ゆとりある酪
農経営の実現と担い手確保を促進するため、経験年数等に応じたヘルパー要員の技術・資質向上実証研修、新規就農希望者の効率的
な就農支援手法を開発することを目的とする事業である。

・　酪農家が酪農ヘルパーに求める資質等に関する利用事例の調査（５回）を行うとともに、酪農ヘルパー要員の養成を行うための技術・
資質向上マニュアルを策定し、１，３０８部作成した。また、技術・資質向上マニュアルを初任者、中堅者を対象に２０回開催し２３３人の参
加があった。研修会終了後のアンケート調査では研修の内容への理解度は７０％であった。
・　酪農ヘルパーへの就業相談窓口は全国で１６件設置され、酪農ヘルパーに就業を希望する未就職者・学生等を対象に酪農ヘルパー
就業地域、仕事内容、待遇等に係る情報提供も行った。
・　酪農ヘルパー経験者の酪農経営への就農、定着状況等調査（５回）、就農経営移譲調査（６回）を行い、酪農ヘルパー経験者の酪農
経営への新規就農又は経営継承希望者に対する仲介・引き合わせ状況等を基に就農支援手法を開発し６５４部配布した。
このような取組みをつうじて、酪農ヘルパーとしての必要な知識の習得、技術・資質の向上が図られ、酪農ヘルパー経験者の新規就農・
経営継承が進められることが期待される。

 
【外部有識者等によるコメント】
　①　要員確保はヘルパーのみならず、酪農の担い手確保に繋がり、今後ますます重要になってくると思われることから、本事業の成功
と継続が重要になってくる。ヘルパーの定着や新規就農の隘路になっている要員の究明について、今回は明確になったとは言えないこと
から、今後退職者を含めた綿密な調査が希望される。マニュアルについては、セミナーで実際に使われているテキストの改定を含め、今
回の知見を踏まえてより具体化する必要がある。
　②　酪農生産基盤の維持を図るためには、全国に家族経営型の酪農が多く存立する必要がある。それを支えるヘルパー組織の安定・
存続が不可欠である。要員の定着率向上や技術・資質向上等各種啓発活動の継続的実施が必要である。さらには酪農家が経営者とし
て適切な人材、マネジメント力を養うための啓発活動等の施策も検討願いたい。
　③　支援要員確保の観点から現状把握は役立った。また、先進事例を全国の利用組合に周知出来たことは評価される。今回の事業で
今後の活用が期待される。
　④　全国の移動相談窓口での相談内容を分析し今後に生かしていくことが重要。この事業を通じた酪農ヘルパーが抱える課題を解決
し、酪農家の意識改革も必要ではと感じる。
(酪農経営支援要員確保実証事業推進委員会）

視点別評価　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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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

被災地における馬の飼養管理調査及び防疫指導
事業

国立大学法人　鹿児
島大学

8百万円
平成24～25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　

　東日本大震災の被災地における馬の飼養状況、健康状態及び防疫状況については殆ど情報がなかった
ため、それらを理解するための調査が必要であった。そこで、馬の飼養状況及び健康状態の調査を実施する
とともに、伝染病の発生を防ぐための管理•防疫指導を実施した。これにより、被災地の馬の飼養環境及び健
康状態を良好に維持し、馬資源の確保に資することを目的とする事業である。

 本事業では，被災地の馬の飼養管理状況及び健康状態の把握調査を飼養馬60頭について行うとともに防
疫指導を実施し、被災地で飼養される馬の飼養･管理・防疫マニュアルを本学ホームページに掲載することを
直接成果指標とした。本事業の実施により、被災地で飼養される馬の飼養管理改善及び家畜疾病等の防疫
指導が計3回（それぞれ70, 78, 60頭）実施された。これにより、被災地で飼養される馬の飼養管理が改善され
るとともに、監視伝染病の発生も認められなかった。本事業で得られた知見は、「東日本大震災被災地で飼
養される馬の飼養•管理•防疫マニュアル」として本学ホームページに掲載されていることから、本事業の成果
は被災地における馬の健康維持に貢献することが期待される。

　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。また、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。さらに、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。本事業により得られた知見は、 「東日本大震災被災地で飼養される馬の飼養•管理•防疫マニュアル」としてホー
ムページ上に公表されており，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　　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

生産段階における防疫強化対策事業
（生産地等馬伝染性疾病防疫強化特別対策事業）  公益社団法人中央畜産会 　82百万円 　平成25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

馬防疫上大きな課題である馬インフルエンザは、自主的予防が進められているが、農用馬等では、その発生に伴う被害は農用馬だ
けにとどまらず競馬開催をも大きく脅かす存在として懸念されており、引き続き農用馬等についての予防接種による接種率の維持が不
可欠なものとなっている。また、馬産地での経済的損失が大きい馬鼻肺炎についても、経営環境の悪化の中での予防接種率の維持が
難しい状況におかれている。加えて、近年、人畜共通伝染病でもあるウエストナイルウイルス感染症が北アメリカを中心として人での被
害の拡大を伴いつつ、馬での発生が拡大し、死亡馬も増大している。

このような中で、乗用馬、農用馬等飼養での防疫意識及び競走馬生産地における生産性阻害に対する伝染性疾病への防疫意識の
向上や予防接種体制を維持するとともに、ウエストナイルウイルス感染症等新たに侵入する恐れの高い新興感染症についての知識の
習得、基本的防疫措置の理解と徹底を図ることにより、農用馬等飼養地域及び競走馬生産地等における馬防疫対策を維持・強化する
ことが不可欠となっている。

このため、農用馬、乗用馬等に対する馬インフルエンザのワクチン接種率及び軽種馬の繁殖牝馬に対する馬鼻肺炎のワクチン接種
率を維持するとともに、緊急に警告する必要性が生じているウエストナイルウイルス感染症等新興感染症についての最新の知見等の
広範な普及・啓発に取り組み、馬伝染性疾病の発生予防等効果的な防疫措置の推進を図り、我が国の安定的な競馬施行と畜産振興
に資すことを目的とした事業である。

・地域馬伝染性疾病防疫強化推進対策事業については、全国28道府県において、農用馬等を対象とした馬インフルエンザワクチン接
種及び軽種馬の繁殖牝馬を対象とした馬鼻肺炎ワクチン接種の推進方策等を検討するため、地域防疫推進会議を延べ39回開催し
た。
・馬インフルエンザワクチン接種推進対策事業については、32道府県において、競走馬以外の乗用馬、農用馬等を対象に4,339頭に馬
インフルエンザワクチン接種を実施した。
・馬インフルエンザ発生時の発症率の低減は、競走馬以外の乗用馬等において定期的に予防接種を実施した場合、発生時の発症率
を40％以下に抑えられるものとし40％以下としたが、事業実施期間内に馬インフルエンザの発生報告は認められなかったことから、本
病の防疫水準が保持されているものと考えられた。
・馬鼻肺炎ワクチン接種推進事業については、8道県において、軽種馬の繁殖牝馬延べ17,803頭に馬鼻肺炎ワクチン接種を実施した。
・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)」は、馬鼻肺炎による流産の発生を種付馬1,000頭当たり4頭以下の目標
に対し、4.9頭（46頭/9,322頭(2013年種付頭数）となったが、最近の馬流産の発生頭数から本病の集団的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。
・新興感染症防疫強化特別対策事業については、ウエストナイルウイルス感染症について、農用馬、乗用馬等の馬飼養農家を対象に
防疫意識の向上、発生時の対応について、効率的に普及・啓発を行うための映像資料（DVD）「ウエストナイルウイルス感染症を防ぐた
めに」を500枚作成し、都道府県等へ配付した。

・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4.9頭（46頭/9,322頭(2013年種付頭数）となったが、最近の馬流産の発生状況（平成22
年52頭、23年18頭、24年48頭、25年46頭）から本病の集団的かつ、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。
・ウエストナイルウイルス感染症防疫対策啓発普及映像資料（DVD）「ウエストナイルウイルス感染症を防ぐために」を作成、配付したこ
とは新興感染症に対する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馬伝染性疾病の発生予防等防疫対策の強化が求められている中、本事業の継続的な実施が望
まれる。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　（生産地等馬伝染性疾病防疫強化推進検討会）

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

    民間グループ被災畜産農家支援活動事業
(民間グループ被災畜産農家支援活動事業） 畜産経営支援協議会 ９１百万円 平成２５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興を支援するため、国や地方公共団体によ
る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などへ
の支援
②　被災地の牛乳乳製品などに関する理解を醸成するための情報提供
③　首都圏等及び被災県において、被災地畜産物の消費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、馬の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、汚染堆肥の処分に係る損害賠償請求への支援及び被災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
への支援や、乳製品製造技術研修会に取組む生産者団体への支援等を行った。
　
②　被災地の牛乳乳製品などに関する理解の醸成を図るため、消費者等を対象にWEBや小冊子（79,740部）によ
り情報提供を行うとともに、被災地畜産物の安全性をPRするためのリーフレットを10，000部作成配布した。
　
③　首都圏等及び被災県の17ヵ所において、被災地畜産物の消費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26年1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！ふくしま畜産フェア2014」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や風評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下の被災
地において、重点的に取組むことが重要である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（被災畜産農家支援活動推進委員会）

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

民間グループ被災畜産農家支援活動事業
　（被災地産食肉理解醸成消費回復支援事業）

（公財）日本食肉
消費総合センター

47百万円 平成25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　　　

　

JRA畜産振興事業　自己評価票

　被災地産畜産物の消費低迷への対策として、（１）放射性物質についての食肉の安全性に関する正しい知識を普及し生

産情報を消費者に伝えるシンポジウム、イベントの開催及び（２）WEB活用販売支援の取組、により被災地産食肉の理解

醸成と消費回復の支援を目的とする事業である。

(1)　シンポジウム等開催事業
　 ①　シンポジウムの開催
　首都圏（東京、横浜）において、食べて応援しよう「福島県産食肉シンポジウム」を２回、「岩手県、宮城県県産食肉シン
ポジウム」を１回開催した。専門家、県の行政担当者、生産者により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ついて講演、パネルディスカッションを行い、同会場内で被災地食肉の即売会を開催した。

　②　イベントの開催
　首都圏（東京，横浜）で、食べて応援しよう「福島県産食肉イベント」を２回、「岩手県産・宮城県産食肉イベント」を１回開
催した。イベント催事会場において被災農家による現地報告会を開催し、被災地産食肉（牛肉、豚肉、鶏肉）の試食会と
即売会等を実施した。

　③　被災地支援・理解醸成資材の作成
　事業冊子「食肉のすべてを知って納得」を 5,000冊、リーフレット「福島県産牛肉の安全性はこのようにして守られていま
す」を30,000部、福島県が実施している徹底した放射性物質検査を紹介する展示用パネルを2種類×5セットを制作し、シ
ンポジウム、イベントの会場で配布、展示した。

(2)　被災地産食肉販売支援事業
　「食べて応援しよう」キャンペーンサイトに被災地食肉ブラ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。

・平成25年度事業の直接評価指標として定めた全ての事業は予定どおり実施されており、中間成果指標として定めた、消
費者の被災地産食肉の購入意欲向上にも効果を挙げたことから、本年度の事業目的は達成できた。

・本年度は、被災県として岩手、宮城、福島の3県を対象としたが、各県の復興状況を考慮すれば、今後は風評被害の続
いている福島県に資源を集中すべきである。

・その場合、「検査した福島県産食肉しか出荷していません」というディフェンシブな説明より「全ての福島県産食肉は安全
です」といったアグレッシブな働きかけが必要である。　　　　　　　　　（被災地産食肉理解醸成消費回復支援推進委員会）

視点別評価　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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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支援活動事業
（民間グループ被災畜産農家救援活動事業）

全国食肉事業協同組合連合会 ３９百万円 平成２５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

　東日本大震災及び東京電力福島原子力発電所事故の影響により、食肉（食肉加工品、副生物を含む）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とともに東北地方産
食肉の放射性物質等の風評被害を払拭するため、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、販売及びアンケート調査を実施することにより、農業祭等催事に参加した85％の者が被災地産畜産
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催事に東北14県で40
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12，214枚回収、うち85.4％の者が被災地の食肉を食べて応援すると回答、応援及
び購買意欲を見せた。今後、このような事業を継続的に実施することにより、よりいっそう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。

　平成25年度は、日本のBSE規制緩和もあって米国産牛肉の輸入増が続いている。
　一方で、生産量が伸びていない国産牛肉の卸価格は未だ相対的に安価で取引されており被災5県の牛飼養
頭数等生産基盤も震災前に戻っていない。
　一般消費者に理解を求めるには、農業祭等催事に参加してﾊﾟﾈﾙやﾁﾗｼ等での情報提供をするとともに、先ず
は被災地の食肉を食べてもらうことが一番で、各地の催事で160万人以上の消費者に情報提供、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手段であり必要性は非常に強い。
　食肉の場合、他の生鮮食品(魚・農産物)と違って、加工・卸・小売の流通業者が一体となって取り組むことが必
要であることから国産食肉・被災地食肉の生産基盤強化と需要拡大のためには、今後とも国産食肉を多く扱っ
ている各県の卸・食肉専門店が、被災5県の生産者と協力して、地元の農業祭等催事に参加することが求めら
れる。
　さらに、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るために、被災地で復興しつつある商店
街での祭事開催や、首都圏及び近畿圏など他の地域で開催される農業祭等催事に参加するなど、全国展開を
していくことが重要である。   　　　　　　　　　　　　 （民間グループ被災畜産農家救援活動事業評価委員会）

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推進調査等事業 （一社）日本草地畜産種子協会 ９６百万円 平成２５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

　本事業は、東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故の発生に伴い発生した粗飼料不足等に対応し、営
農継続への移行を目的に実施される草地除染における課題に対応するため実施するものである。
　そのため、事業内容としては、放射能汚染草地等における土壌、飼料作物等の放射性物質濃度の定点調査
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
を実施した。
　また、除染の困難な傾斜草地を対象に、無線トラクターによる除染効果を実証するため、機械導入等の助成
及び高濃度汚染地域における家畜・畜産物への放射性物質の影響調査等を通じ、除染に関する基礎情報収集
を行った。
　さらに、被災各県における草地除染に伴う牧草種子の安定供給を図るため、種子の緊急輸入を行った。

・放射能汚染草地等の汚染軽減対策に係る調査研究については、福島県及び栃木県の２ヵ所における土壌、
飼料作物等の放射性物質濃度の定点調査を実施した。
・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
施し、その成果は除染対策に結びついた。
・傾斜草地を対象に無線トラクターによる除染を先行的に実証するため、被災３県の各１団体、計３団体へ機械
導入等の助成を行った。
・汚染牧草減容化事業については、地元調整が難しく取り止めることとなった。
・高濃度汚染地域における家畜・畜産物への放射性物質の影響調査等を通じ、除染に関する基礎情報収集を
行った。
・除染草地での牧草種子の安定供給を図るため、除染の実施状況に応じ種子の調達を行った。しかし、除染面
積の大幅な減少により、中間指標である被災県３ヵ所（県）への種子供給については必要なくなったが、輸入量
も当初計画の1/4と大幅に減らし、種子の安定供給に備えるセーフティネット構築に貢献できた。

　本事業は、被災地における情勢の変化に応じて事業内容の追加・縮減を余儀なくされた面があったが、農林
水産省をはじめ被災各県との連携のもとで進められ、その成果及び普及性、波及性とも非常に有意義なものと
認められることから本事業がねらいとしている被災地域における畜産経営継続のためのセーフティーネットは確
保された。
　特に、放射能測定調査等の成果は非常に貴重なものであり、その成果を出来るだけ早く現場へ戻し、議論と
普及を行うことが今後より大切である。また、事故発生から３年経過した状況の中で、放射性物質等の発現状
況は一定でなく複雑になっており、こうした調査事業は継続して実施されることを期待したい。
(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
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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

21百万円 平成25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３０年度までに行うことを最終成果目標とし、世界的にも知見がない馬の体
内における放射性セシウムの動態に関する調査を行って食肉の安全性を担保できる実証的知見をえること、および低濃度の放射
性物質の被ばくを受けた家畜とその後代について、家畜繁殖学、生化学、動物行動学等の面から各種調査を行うとともに、次世代
の生産にも異常がないことを確認し、これらの成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ものである。

　原発事故による影響を受ける前の平成２４年度の福島県内の畜産物価格（和牛去勢（Ａ４）の平均価格：１,４９２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１,７７３円/kg）との価格差（２８１円/kg）と、平成３０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、福島原発事故によって汚染した飼料由来の放射性セシウムを
給与した馬における動態の科学的知見が平成２４年度の時点ではなかったので、「飼料由来放射性物質の動態測定」、「臨床学的
健常性評価（体尺・飼料摂取量・血液検査等）」および「放射線モニタリング（環境線量測定、飲料水等の放射線量測定）」を設定し
て各々６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、馬６頭に福島原発事故に由来する放射性セシウ
ムを含む飼料を8週間給与した後、含まない飼料に切り替えると、８週間後には馬体内濃度は検出限界となることを確認した。畜
舎、飼料と飲料水、糞尿の放射性核種は規制値以下であった。これらの調査結果を冊子に取り纏めて畜産関係機関に対し周知さ
せた。
　併せて、原発の２０キロ圏内で１００日間以上もの長期間繋養されていた原種豚について、平成２４年度の時点では知見がなかっ
たので「臨床学的健常性評価」、「生殖機能評価（ホルモン測定、仔生産等）」および「放射線モニタリング（環境線量測定、飼料、飲
料水、糞尿等の放射線量測定）」を項目として設定して平成２４年度の目標値を各々２０頭、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、親世代と第二世代の健常性をモニタリングするとともに、第二世代５頭から第三世代２２頭を
生産し、健常性評価（体尺、健康状態の診断、免疫機能検査、ストレス計測、行動異常観察等）、生殖機能評価（生殖器超音波画
像診断、血中ホルモン測定、精子活性検査、異常精子率測定、雌性周期確認等）にて確認した。すなわち親世代の救出種豚と第
二世代、第三世代を合わせて１２６頭を事業に供することで精度高く評価できた。飼育舎空間線量と飼料、飲料水、糞尿の放射性
核種は規制値以下であった。
　本事業が終了した平成２５年度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２４年度の和牛去勢
(A4)の平均価格は福島１,４９２円/kgであったものが、Ｈ２６年３月２８日現在１,８７３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知見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。

　世界的にも知見がない馬の体内における放射性セシウムの動態に関する調査を行って食肉の安全性を担保できる実証的知見を
得たこと、原発事故後１００日以上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
第二世代および第三世代合わせて１２６頭（親２２頭、第二世代８２頭、第三世代２２頭）を放射性物質家畜影響調査事業に供して
高い精度で、低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、可能な限り親
世代、第二世代、第三世代の健常性を長期にわたって確認することで、被災地のみならず我が国の高品質な畜産物の安全性を実
証して輸出を亢進することに貢献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

畜産物の安全に関するリスクコミュニケーション事業

国立大学法人
東京大学大学院
農学生命科学研究
科

14百万円 平成25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

　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による放
射性物質汚染等の畜産物に潜在する危害因子に対する消費者のリスク認識を調査し、被災地畜産物の消費回
復に向けた理解醸成を促進することを目的とした。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事業の円滑な推進
と畜産物と放射性物質に係るリスクコミュニケーションツールの改善等に関する検討を行う有識者検討会議の
開催、②様々な危害因子に対する消費者のリスク認知度と被災地の実態に対する理解度の調査、③情報提供
のためのシンポジウム・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、9月に生産者・農家の実態調査、11月に首都圏の消費者を直接被災地へ連れていき実
態を見学してもらうバスツアーを行った。また、被災地から避難してきた豚や被災地の農産物への放射性物質
汚染の影響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を2月に開催した。さらに、放射性
物質汚染、BSE、食中毒の危害因子それぞれに関するクイズを作成し、広く一般の人々が利用できるようウェブ
上で公開した。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、本事業およびシンポ
ジウムの内容を詳しく解説した報告書を発行し、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。

・畜産物に潜在する危害因子に対する消費者のリスク認知について簡潔明快に調査分析されており、ホーム
ページでの情報公開や産学官民が一同に会する集会等を定期的に開催して、農場から食卓までの広範な階層
で効率的に理解を向上させたものと評価する。
・事業開始から３年を経て、着実に実施内容、分析結果として成果が出ていると思われる。また、事業全体にわ
たりその質が高くなっていると認識される。このような、事業と・調査等は、継続的に行うことが重要であり、後世
の財産となるので、形を変えて、是非、継続していただきたい。食の安全センターは、放射線に限らず、関連する
危険可能性因子について情報発信することが求められているので、放射線と他の因子と比較するのは、極めて
適切な選択であると思われる。（畜産物の安全に関するリスクコミュニケーション事業推進委員会）

視点別評価　　４：高い　　３：やや高い　　２：やや低い　　１：低い
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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 12百万円 平成25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ことを目的とする事業である。

①東北・北関東・千葉・埼玉地区の19乗馬施設が、35件の馬とのふれあいを実施し、都市部の1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。
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。

  被災から三年が経過し、福島県内を除く被災各健では震災瓦礫の処理が終了し、復興に向けた本格的な
工事が始まっている。このような動きの中で子ども達を取り巻く生活環境は喧騒の度を一層強めている。馬と
のふれあい活動の有効性は高く、そのような環境下で生活をしいられる子ども達が馬とのふれあいによって
興じる、心身への影響は子ども達の発育・発達に大きく寄与するものと思料される。行政機関、教育機関等
の地元の団体との協力体制をとっていることは非常に有意義である。(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
ポリネーター利用実態等調査事業 （一社）日本養蜂協会 3百万円 平成25年度

【事業概要】

【事業成果等】

【外部有識者等によるコメント】

　

（ポリネーター利用実態等調査事業推進委員会）

　ポリネーター利用実態等調査委員会では、日蜂協会員を対象としたアンケート調査を実施し、蜜蜂の農業
生産に対する貢献度が算出された。また、養蜂家生産費調査部会においては、九州と東海の養蜂家の現地
調査を行うことにより養蜂家生産費調査が可能であるということがわかった。以上の実施成果について、ポリ
ネーター利用実態等調査報告書を作成し、関係者等へ配布を行った。さらに、日蜂協総会前日にポリネー
ター利用実態等調査の報告会の開催、ポリネーター利用実態等調査報告書のホームページ掲載をも行わ
れ、花粉交配用蜜蜂の無駄な利用や消耗を防止し、より安定した花粉交配用蜜蜂の供給が行われることに
活用されるようにするため、行政及び花粉交配用蜜蜂関連の養蜂家や農業関係者等に本事業の成果が利
用され、普及・波及されることが今後期待される。

JRA畜産振興事業　自己評価票

　蜜蜂は、園芸作物等のポリネーターとして農業生産にとって非常に重要な働きをしている。しかしながら、
蜜蜂が農業生産にどの位貢献しているかという資料は、平成11年に日本養蜂はちみつ協会が実施した推計
しかない。そのため、ポリネーション利用実態等調査事業において、ポリネーション利用実態の調査を実施す
る必要があった。また、国内での蜜蜂の供給源である養蜂家の経営を安定させ養蜂家の経営を指導するた
めには、養蜂家の生産費を知ることが重要なので、併せて養蜂家生産費調査を実施する必要があった。当
事業は、そのような状況を受けて、ポリネーター利用実態等調査事業としてポリネーター利用実態の調査と
養蜂家生産費調査を行い、花粉交配用蜜蜂の安定供給、生産費に基づく的確な養蜂家経営への指導を目
的とする事業である。

　ポリネーター利用実態等調査については、平成11年度の調査から、環境・状況が大きく変化したことを踏ま
えて、改めてポリネーターの利用実態を調査したことは意義があった。一方、今回の調査では、農業生産上
の花粉交配におけるミツバチの貢献度（貢献額）が、平成11年度の調査時に比較して低めとされたが、ミツ
バチ以外の自然のポリネーターが激減している現状では、ミツバチに頼らざるを得ない状況はますます顕著
になってきている。
　養蜂家生産費調査については、養蜂家の生産活動を生産費から把握することは初めての試みで、なお検
討すべき課題が多いが、例えば生産活動をモデル化（類型化）して取り組めば、対象の客観性が増し、動向
の把握にも役立つであろう。事例を増やすことが不可欠であるので、継続して調査を実施する必要がある。

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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