
▼凍結精液・受精卵の生産・配布 平成 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元 2

●S40～　      優良種雄牛精液の長期保管と県間交流業務

  ●S46～　    乳用牛改良組織整備事業

    ●S49～　  検定済種雄牛精液配布

　 ●S49～     黒毛和種種雄牛の繁養、精液配布

　　　●S58～家畜改良増殖法一部改正（輸入精液の斡旋）

　　　　　　　●H19～   雌雄産み分け用選別精液配布       

　　　　●H3～ 体外受精卵の配布

　　　　　　　●H18～　雌雄産み分け用選別精液を使用した受精卵の配布　

●H4　　　　  肉用牛優良受精卵利用促進事業

●H3～4　　   体外受精卵活用肉用牛増殖緊急対策事業

●H5～7　　　優良受精卵活用体制整備事業

　●H8～12　 　受精卵利用肉用牛繁殖基盤強化事業

　　●H13～15 　 先進繁殖技術確立事業

　　　●H16～18　  性判別体外受精卵等利用体制確立事業

　　　　●H19～21　  雌雄判別受精卵等効率活用推進事業

▼検定済種雄牛の作出
●H2～22　　乳用種雄牛後代検定推進事業

   ●H23～         乳用種雄牛後代検定事業

●H27～30    次世代型高能力乳用牛作出モデル事業 　

●H22～28    高能力乳用牛選抜システム開発事業

●H24～26    高泌乳持続性乳用種雄牛利用促進事業

●H20～26    国産種雄牛生産強化推進事業

●H18～24　 乳用牛改良体制強化対策事業

●H16～23    乳用牛改良国際化対応総合推進対策事業

●H9～13      乳用牛生涯生産性向上技術研究開発事業

   ●H14～21    乳用牛体型能力向上等対策事業

●H9～20      乳用種雄牛後代検定システム高度化事業

●H20～22    乳用牛国際競争力強化促進事業

●S46～58    優良乳用種雄牛選抜事業

　●S59～H1    優良乳用種雄牛選抜高度化事業

●S59～H1    乳用牛群総合改良推進事業

●H1～5      　高品質生乳生産種雄牛選抜奨励事業

●H5～13       乳用種雄牛後代検定強化促進事業

●H5～6　　　総合的遺伝能力評価基礎情報整備事業

●H7～8 　　  乳用牛総合的経済形質改良促進事業　

●S55～          肉用牛産肉能力平準化促進事業

●H30～　　　肉用牛ゲノム情報活用推進事業

●H28～30　 肉用牛の生産性向上支援技術開発モデル事業

   ●H27～29　 肉用牛ゲノミック評価検討事業

●H24～26　 SNP活用効率的肉用牛生産技術開発事業

●H22～24     肉用牛検定システム高度化事業

●H11～13     肉用牛広域後代検定推進事業

　●H14～22 　 肉用牛改良増殖推進事業

●H22　　　　肉用牛改良増殖強化対策事業

●H4～12　    優良和牛精液安定確保対策事業

   ●H13～15     優良種雄牛安定確保対策事業

   　●H16～18     地域肉用牛振興対策事業

　　   ●H19～22     肉用牛繁殖基盤強化対策事業

●H5～10　　優良肉用牛資源有効活用促進事業

   ●H11～14　 肉用牛生産基盤安定推進事業

●H6～10　　交雑種肉用牛品質向上対策事業

●H9～15　　肉用種雄牛能力評価精度調査改善事業

事業沿革　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



▼情報収集と提供 平成 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元 2

●S49～58　 乳用牛群改良推進事業

　●S59～H1　 乳用牛群総合改良推進事業

　　●H2～22　　乳用牛群検定普及定着化事業

　　　●H23～　　  乳用牛群検定推進事業

●H11～15　牛群改良推進体制再編整備支援事業

　●H16～17　乳用牛改良国際化対応総合推進対策事業

　　●H18～21　乳用牛改良体制強化対策事業

　　●H18～　　  乳用牛改良対策事業

●H25～27   牛群検定システム高度化支援事業

　●H28～29      乳用牛能力向上事業

　　●H30～　　 乳用牛改良増殖推進事業

●R1～         地域の生産体制強化事業

●R1～         乳用牛ゲノミック情報利活用促進事業

●H27         乳用牛の繁殖・飼養・衛生管理技術の改善推進事業

　●H28～        畜産・酪農生産力強化対策事業（家畜生産性向上対策）

●H17～21　乳用牛改良体制強化事業

●H19～21　乳用牛群乳質改善モデル事業

●H15　　　  緊急酪農生産基盤改善支援対策事業

　●H16～20　酪農生産基盤改善支援対策事業

　　●H21　　　  酪農生産基盤強化緊急対策事業

　　　●H22　　     多様な酪農経営実現支援事業

●H22　　 　 乳用牛群検定手法高度化事業

●S61～H1    牛群検定オンライン化事業

●H2～11　   乳用牛検定情報処理システム化推進事業

●H7～9　　  効率的乳用牛検定推進事業

●H4～8　 　 生乳生産予測モデル作成事業

　●H9～10 　  生乳生産動向調査事業

●H7～14　   乳成分改善モデル事業

●H10　　　  優良乳用後継牛生産促進対策事業

   ●H11　　 　 乳用雌牛選択的利用安定化事業

　　●H12～13   優良乳用牛群整備促進事業

●H7～9　　  新搾乳システム定着化推進事業

●H8～10　   大規模繁殖管理技術向上対策事業

　●H11～15    大規模酪農繁殖ほ育システム定着化事業

●H8～10　   乳用牛生産等動向緊急調査事業

●H9～14　   自動搾乳システム実用化推進事業

　●H15～16    自動搾乳システム普及定着化事業

●H10～13    大規模酪農能力検定システム定着化事業

　●H14～18　 大規模酪農経営新技術普及推進事業

●S54～61　 肉用牛集団育種推進事業

　●S62～H8　 肉用牛群改良基地育成事業

　　●H9～10　　肉用牛改良効率向上推進対策事業

●S56～60　 肉用牛生産効率改善事業

　●S61～H5　 肉用牛生産経営技術改善事業

　　●H6～10 　  肉用牛群資質向上対策事業

●H4～8　　  地方特定品種種雄牛効率選抜事業

   ●H9 　　　　 地方特定品種種雄牛効率選抜高度利用事業

　　●H10～15 　優良種雄牛効率選抜高度利用事業

       　●H16～18　 肉用牛改良増殖強化対策事業

●H4～8  　　受精卵活用育種モデル事業

●H8～10　   高品質肉用牛群作出モデル事業

●H10～12    肉用牛等能力評価体制強化対策事業

　●H13   　　   肉用牛繁殖牛等能力評価推進事業

●H14～22    豚改良増殖推進事業

●S57～H6 　肉豚生産性向上特別対策事業

　●H7～9　　   豚生産基盤強化対策事業
▼



▼情報収集と提供 平成 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元 2

●H13　　　   家畜個体識別システム緊急整備事業

　●H14～　　　家畜個体識別システム定着化事業

●S62～H19  家畜改良体制整備事業 

　●H20～         家畜改良体制運営事業

●H9～13　　家畜個体識別システム研究開発事業

　●H14～19　 家畜個体識別情報活用促進事業

　　●H20～21 　電子標識による牛個体識別システム有効活用事業

　　　●H22　　   　畜産新技術実用化対策推進事業

　　　　●H23～25、29 　家畜個体識別システム利活用促進事業

　　　　　●H30　　 　牛の個体識別情報活用の効率化・高度化対策事業

　　　　　　●Ｒ1～ 　 　畜産経営体生産向上対策事業

●H19～23    和牛精液等流通管理体制構築推進事業

   ●H25～26    肉用牛･遺伝的能力評価推進事業(※H24肉用牛検定システム高度化事業）

　   ●H27～        遺伝的能力評価の推進事業

　   ●H26～28  　 和牛遺伝資源の有効活用対策事業

●H28～　　   畜産・酪農生産力強化対策事業（繁殖性等向上対策）

●H20～21　牛個体識別台帳電算システムに係る運用支援請負業務

●H15～19   家畜個体識別システム運営事業

   ●H20 　　　 牛個体識別台帳電算システムに係る報告受付システム等提供

      ●H21  　      牛個体識別台帳電算システムに係る生産報告等の分析及び調査業務

●H8～15     畜産情報センターシステム推進事業

　●H16～18　畜産総合情報システム再編整備事業

●H13～16　担い手集中経営支援体制整備事業

　●H17～21　畜産生産基盤育成強化対策推進事業

●H22  　　　畜産経営活性化サポート事業

●H6～12   　畜産関係団体情報提供体制整備事業

　●H13～14    畜産情報ネットワーク推進事業

●H12～18 　新酪肉基本方針等啓発普及事業

▼遺伝子型検査と繁殖技術の研究開発 平成 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元 2

●S53～H15  血液型検査業務

　●H9～ 　 　　遺伝子型検査業務

●H62～        牛リンパ球抗原検査事業 

●S53～　　　人工授精技術研究

●S56～　　　受精卵移植技術研究

●S58～　　　体外受精技術研究

●S63～　　   性判別技術研究

●H9～15　　家畜遺伝子解析技術利用推進事業

　●H16～17 　家畜遺伝子解析技術活用事業

      ●H18～19　 優良後継牛確保体制整備支援事業 

　　　●H20～22    優良後継牛確保・有効活用技術開発推進事業

　　　　●H25～27    優良牛安定確保推進対策事業

●H28～30    子牛生産性向上推進事業

　●Ｒ1～        　遺伝子型を利用した子牛損耗等防止対策事業

●H28～30    牛受胎能力向上技術開発事業

　●Ｒ1～        　繁殖エリート種雄牛作出技術開発事業

●H27～29     新技術活用効率的後代検定システム構築事業

●H30～     　 若齢種雄牛精液の高度生産技術開発事業

●H28～         革新的技術開発・緊急展開事業（先導プロジェクト・和牛肉）

●H28～         革新的技術開発・緊急展開事業（先導プロジェクト・豚肉質改良）

●H29～R1    乳肉用牛増頭等生産システム高度化推進事業
　●R２～    　　肉用牛の高度生産体系確立・普及事業 　

●H23～25    新たな農林水産政策を推進する実用化技術開発事業
▼



▼遺伝子型検査と繁殖技術の研究開発 平成 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元 2

●H21～　　　食味成分分析技術研究

●H27～29    牛肉のおいしさ総合評価指標開発事業

●H30～     　 牛肉のおいしさ評価技術高度化研究開発事業

●H1～21   　イージーブリード応用試験

●H2～21　　胚移植、ES細胞関連技術研究

●H6～7　  　牛精子分別技術実用化促進事業

　●H8～12　   精子分別雌雄産み分け実用化促進事業

　　●H13～15    精子分別による雌雄産み分けの実用化事業

　　　●H16～18　精子分別技術の効率的利用体制の整備事業

　　　　●H19～21　雌雄判別受精卵等効率活用推進事業

●H20～22   大家畜繁殖性向上対策事業

　●H23～25    種雄牛側からの生産効率向上技術開発事業

　　●H26～27 　種雄牛繁殖能力評価技術開発活用事業

●H5～9　　  家畜改良技術推進体制強化事業

●H14～15    肉用遺伝資源活用体制整備事業

●H7～11　　DNA育種基盤整備事業

●H6～12　   家畜DNA育種手法実用化事業

　●H12～13　DNA育種基盤確立事業

●H18　　　  知識集約型産業創造対策事業

●H2～6　     素牛生産新技術実用化確立事業 

▼畜産新技術の促進 平成 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元 2

●H15～21,24～25,27～　牛肉トレーサビリティ委託事業

●S61～H2　畜産新技術実用化促進特別対策事業

●H2～7　　  畜産バイテク実用化技術開発促進事業

　●H8～10　   高度畜産新技術実用化促進事業

　　●H11～18 　受精卵移植普及定着化事業

　　　●H19～21　 雌雄判別受精卵等効率活用推進事業

●H15～20   体細胞クローン技術安定化・体系化事業

▼繁殖効率の向上 平成 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元 2

●H8　　     　繁殖効率改善実証展示事業

●H9～10　　肉用牛効率生産体系普及定着化事業

▼優良育種資源の確保 平成 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元 2

●H8～13　　優良育種資源確保対策事業

　●H14～18　 肉用牛特定形質遺伝資源確保対策事業

▼乳用牛群検定全国協議会（事務局：家畜改良事業団） 平成 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元 2

●H23～H29　家畜改良推進事業

　●H30　　　 　畜産生産能力・体制強化推進事業

　　●Ｒ１～　　  　畜産生産力・体制強化対策事業

●Ｒ２～      　酪農における飼養管理改善対策事業

●H23～25   乳用牛の飼養管理技術改善システム開発事業

●H23～25   優良乳用後継牛生産システム高度化事業

●H26～28   効率的な乳用牛飼養管理システム開発事業

●H27～29    酪農における子牛生産情報システム構築事業

●H28～30　先進技術立脚型酪農経営支援事業

●H29～Ｒ１ 乳用牛群飼養管理技術向上対策事業

●H30　　　  酪農経営支援に関する調査検討事業


