
平成３０年度 

事業概況報告書

自 平成 30 年  1 月  1 日

至 平成 30 年 12 月 31 日

公益財団法人 全国競馬・畜産振興会



Ⅰ 法人の概況

１．設立年月日

平成 ３年１０月２２日  財団法人設立

   平成２５年 ８月 １日  公益財団法人設立

２．定款に定める目的

振興会は、国及び地方公共団体等の畜産振興施策と相まって、民間におけ

る自主的な畜産振興に資するための事業並びに営農環境の確保を図るため

の事業、農林畜水産業に関する研究開発に係る事業及び競馬の健全な発展

を図るための事業であって畜産の振興に資すると認められるものについて

の助成及び調査研究等を行うことにより我が国の畜産業の発展に寄与する

ことを目的とする。

３．定款に定める事業内容

（１）次に掲げる事業に対する助成

 イ 畜産の経営又は技術の指導の事業

 ロ 肉用牛の生産の合理化のための事業

 ハ 生乳の生産の合理化のための事業

 ニ 家畜衛生の向上のための事業

 ホ 畜産の技術の研究開発に係る事業

 ヘ 畜産に係る公害の防止及び自然環境の保全のための事業

 ト 農村地域における良好な生活環境を確保するための施設の整備その他

の営農環境の確保を図るための事業又は農林畜水産業に関する研究開発

に係る事業であって畜産の振興に資すると認められるもの

 チ 競馬の健全な発展を図るための事業であって畜産の振興に資すると認

められるもの

（２）民間における畜産振興のための取組みに関する情報の提供

（３）畜産振興施策に関する調査研究

（４）その他振興会の目的を達成するために必要な事業

４．所管官庁に関する事項

内閣府 大臣官房 公益法人行政担当室

５．主たる事務所の所在地

東京都港区新橋四丁目５番４号
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６．役員に関する事項

（平成３０年１２月３１日現在）

役 職 氏 名 勤 務 就任年月日

退任年月日

（本年度退任者及び

退任年月日）

会 長 齊藤 茂 常 勤 平成 29 年 3 月 31 日

常務理事 江口 洋一郎 常 勤 平成 27 年 3 月 11 日

理 事 内田 齊 非常勤 平成 19 年 10 月 22 日

理 事 大井 俊雄 非常勤 平成 25 年 8 月 1 日

理 事 大野 良三 非常勤 平成 29 年 3 月 15 日

理 事 小西 敏之 非常勤 平成 29 年 3 月 31 日

監 事 佐藤 博 非常勤 平成 27 年 10 月 1 日

監 事 平野 浩章 非常勤 平成 30 年 3 月 14 日 小沼 秀樹

平成 30 年 3 月 14 日

７．評議員に関する事項

（平成３０年１２月３１日現在）

氏 名 就任年月日
退任年月日

（本年度退任者及び退任年月日）

有吉 正徳 平成 25 年 8 月 1 日

岡本 金彌 平成 25 年 8 月 1 日

北池  隆 平成 30 年 12 月 5 日 清家 英貴

平成 30 年 12 月 5 日

福井 紳弥 平成 28 年 4 月 12 日

松本 有幸 平成 25 年 8 月 1 日

山﨑 毅紀 平成 29 年 3 月 15 日

８．職員に関する事項

                   （平成３０年１２月３１日現在）

職員数 今期増減

男  子  ５名 ０名

女  子  ４名 ０名

合  計  ９名 ０名
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 職員は 9 名で、組織別人員は次のとおりである。

総  務  課 ２名 

総務部 
総務部長 

経 理 課 １名 

競馬振興課 １名 

  業務部 
業務部長 

畜産振興課 ２名 

調査役 

監査室 
※ 監査室長は常務理事の事務取扱 
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Ⅱ 事業の実施状況 

第１ 公益目的事業 

１．民間における畜産振興事業等への助成、業務監査及び評価 

   振興会は、次の①～⑨に掲げる事業について日本中央競馬会畜産振興事

業に係る交付金交付法人（以下「特定法人」という。）として助成業務等を

行った。 

①  畜産の経営又は技術の指導の事業 

②  肉用牛の生産の合理化のための事業 

③  生乳の生産の合理化のための事業 

④  家畜衛生の向上のための事業 

⑤  畜産の技術の研究開発に係る事業 

⑥  畜産に係る公害の防止及び自然環境の保全のための事業 

⑦  農村地域における良好な生活環境を確保するための施設の整備その        

他の営農環境の確保を図るための事業又は農林畜水産業に関する研究開

発に係る事業であって畜産の振興に資すると認められるもの 

⑧  競馬の健全な発展を図るための事業であって畜産の振興に資すると認

められるもの 

⑨  その他振興会の目的を達成するために必要な事業 

平成３０年度新規事業の公募については、平成２９年１０月３０日から 

１２月２１日の期間に受付け、６５件３７億２千３百万円が採択された。ま

た、平成３０年７月２日から７月１３日までの期間に第２回公募を行い、１

件約７千７百万円の事業が採択されたため、平成３０年度の新規事業は合計

で６６件３８億円となっている。これらそれぞれの事業に対し、実施要領等

に基づき適切に事業が実施されるよう事業主体を支援し、実施計画に基づき

助成金を交付した。 

平成２９年度までに採択された継続事業については、進捗状況の報告を 

求めるとともに事業の達成目標等を確認し、所要の助成金を交付した。変更

を要する場合には、事情を聴取確認し、関係機関と協議のうえ適切に対応し

た。 

終期を迎えた事業については、実施成果の報告を事業主体に求めてとり 

まとめるとともに、主な事業について畜産振興事業の適正性を確保するため

の業務監査を行った。全ての終了事業について成果の自己評価を求め、これ

らをとりまとめて日本中央競馬会に報告した。 

なお、平成３０年度における助成対象事業の概要は別表の通りである。 
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２．振興会が行う調査研究等 

     これまでに助成した畜産振興事業のうち、特に成果が優れ、普及性が高

い取組み事例や試験研究について、畜産業界のみならず広く国民一般を対

象として調査研究発表会を平成３０年１０月４日に東京大学農学部弥生講

堂一条ホールで開催した。その際、発表にかかる成果集２００部とパンフレ

ット５００部を発行し、無償で配布するとともに、振興会ホームページにも

同じ内容を掲載して、成果の概要等の普及に努めた。また、国等における畜

産振興施策等に関する調査を行い、振興会の事業全体の適切な実施に資す

るための基礎資料等として活用した。 
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別紙：助成金の交付計画（概要）

１．公益目的事業（畜産振興事業）

（１）新規事業 （単位：年度、千円）

　　　事　　　業　　　名 事 業 2018年度

［事　業　主　体］　 期 間 交付額（総額）

1 福島県産食肉風評被害対策販売支援事業 2018 10,810 1号 イ

［(公財)日本食肉消費総合センター］

2 被災地復興支援酪農体験事業 2018 5,433 1号 イ

［(一社)中央酪農会議］

3 被災地めん羊放牧推進調査研究事業 2018-2019 52,034 1号 イ

［(一社)日本草地畜産種子協会］ (２年) (89,009)
4 ＡＩ,ＩｏＴ等活用畜産先進モデル調査事業 2018-2019 7,386 1号 イ

［(公社)畜産技術協会］ (２年) (14,772)
5 スマート畜産調査普及事業 2018-2019 8,867 1号 イ

［(一社)全日本畜産経営者協会］ (２年) (18,417)
6 新型巣箱を利用した養蜂環境の調査研究事業 2018-2019 22,115 1号 イ

［(一社)トウヨウミツバチ協会］ (２年) (37,580)
7 酪農ヘルパー業務適正化・効率化事業 2018-2019 7,972 1号 ハ

［(一社)酪農ヘルパー全国協会］ (２年) (12,393)
8 畜舎汚水の発生・浄化における軽労型窒素低減シス 2018-2020 26,727 1号 ヘ

テムの開発・普及事業 ［(一財)畜産環境整備機構］ (３年) (79,605)
9 馬飼養農場における飼養管理技術革新事業 2018-2020 40,452 1号 ホ

［国立大学法人鹿児島大学］ (３年) (120,263)
10 養蜂経営における女性の貢献調査事業 2018 5,022 1号 イ

［(公社)国際農林業協働協会］

11 畜産女性経営者育成強化事業 2018-2020 30,271 1号 イ

　　　　　［(公社)中央畜産会］ (３年) (93,599)
12 未来の畜産女子育成プロジェクト事業 2018 19,537 1号 イ

［(公社)国際農業者交流協会］

13 畜産現場における障がい者雇用促進支援事業 2018-2020 21,312 1号 イ

［(公社)中央畜産会］ (３年) (58,342)
14 薬剤耐性(ＡＭＲ)に配慮した牛肺炎に対する抗菌薬 2018-2020 6,913 1号 ニ

療法確立事業　 　　　［国立大学法人鹿児島大学］ (３年) (17,389)
15 ジビエ理解醸成による畜産物の生産環境保全・安全 2018 30,970 1号 イ

確保推進事業   ［(公財)日本食肉消費総合センター］

16 牛白血病感染・発症抵抗性牛の指標開発事業 2018-2020 26,400 1号 ホ

［国立大学法人東京大学］ (３年) (67,320)
17 生乳と乳製品の安全性・信頼確保支援事業 2018-2020 26,811 1号 ハ

［(公財)日本乳業技術協会］ (３年) (70,625)

研究開発

経営支援

経営支援

経営支援

経営支援

家畜衛生

研究開発

酪農支援

経営支援

№

経営支援

経営支援

経営支援

酪農支援

畜産環境

定款4条1
項の分類

経営支援

経営支援

経営支援
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　　　事　　　業　　　名 事 業 2018年度

［事　業　主　体］　 期 間 交付額（総額）
№

定款4条1
項の分類

18 国産食肉理解醸成食育推進事業 2018-2020 82,845 1号 イ

［全国食肉事業協同組合連合会］ (３年) (250,188)
19 新たな指標細菌による食肉汚染防止法有効性評価 2018-2019 12,210 1号 ホ

事業　　　　　　　　 　［国立大学法人東京大学］ (２年) (23,207)
20 養鶏場のカンピロバクター汚染に関わる野生動物 2018-2019 15,103 1号 ホ

調査事業　　　　　　   ［国立大学法人東京大学］ (２年) (28,892)
21 子実用とうもろこし等農薬安全性調査事業 2018-2020 34,818 1号 イ

　　　［(一社)日本草地畜産種子協会］ (３年) (104,401)
22 豚枝肉脂質判定技術開発調査事業 2018-2020 11,458 1号 イ

　　　　 ［(公社)日本食肉格付協会］ (３年) (26,013)
23 ジャージー牛の乳肉製品プレミアム化事業 2018-2019 6,734 1号 ホ

［国立大学法人岡山大学］ (２年) (12,433)
24 食肉処理施設の施設整備基準作成事業 2018-2019 3,232 1号 イ

［(公財)日本食肉生産技術開発センター］ (２年) (5,945)
25 酪農乳業産業史を活用した競争力強化事業 2018-2019 41,600 1号 ハ

　　　　　　　［(一社)Ｊミルク］ (２年) (86,765)
26 牛肉のうま味成分高付加価値化推進調査研究事業　　2018-2020 20,225 1号 ロ

［(一社)全国肉用牛振興基金協会］ (３年) (66,423)
27 Ｗａｇｙｕ肉生産・流通等実態調査事業 2018-2020 6,410 1号 ロ

［(公社)畜産技術協会］ (３年) (19,230)
28 ＥＵ及び国内の山羊チーズ生産消費実態調査事業 2018-2019 10,162 1号 イ

［(公社)畜産技術協会］ (２年) (21,063)
29 牛の反芻咀嚼解析による牛群評価法研究事業 2018-2019 34,155 1号 ホ

［国立大学法人岩手大学］ (２年) (52,855)
30 畜産の高度化に向けた映像情報提供事業 2018-2020 42,892 1号 イ

［(公社)中央畜産会］ (３年) (128,116)
31 黒毛和牛の魅力創出技術の構築事業 2018 3,928 1号 ロ

［国立大学法人神戸大学］

32 生乳の異常風味発生に対する対策事業 2018-2020 9,712 1号 ホ

［国立大学法人北海道大学］ (３年) (19,073)
33 哺乳子牛と搾乳牛のトレーサビリティの高度化事業 2018-2020 35,250 1号 ホ

［学校法人東京理科大学］ (３年) (105,750)
34 交雑種による肉用牛生産基盤拡大実証事業 2018-2019 19,589 1号 ロ

［(公社)畜産技術協会］ (２年) (40,396)
35 ブタの精液・受精卵の高度保存技術開発事業 2018-2020 33,840 1号 ホ

［国立大学法人鹿児島大学］ (３年) (101,520)
36 豚の抗病性向上手法開発事業 2018-2020 27,731 1号 ホ

［国立大学法人東北大学］ (３年) (77,977)

研究開発

肉牛支援

研究開発

研究開発

研究開発

経営支援

技術支援

研究開発

経営支援

酪農振興

肉牛支援

肉牛支援

経営支援

研究開発

経営支援

肉牛支援

研究開発

経営支援

研究開発
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　　　事　　　業　　　名 事 業 2018年度

［事　業　主　体］　 期 間 交付額（総額）
№

定款4条1
項の分類

37 腸内環境改善による畜産物の高付加価値化事業 2018-2020 3,143 1号 ホ

［国立大学法人千葉大学］ (３年) (10,107)
38 製紙副産物を活用した馬関節炎治療薬の開発事業 2018-2020 23,851 1号 ホ

［国立大学法人北海道大学］ (３年) (71,941)
39 免疫去勢による国産豚国際競争力強化事業 2018-2020 26,252 1号 ホ

［国立大学法人宮崎大学］ (３年) (78,756)
40 家畜下痢症の感染抑制のための事業 2018-2020 13,280 1号 ホ

［国立大学法人帯広畜産大学］ (３年) (37,801)
41 馬飼養衛生管理特別対策事業 2018 43,649 1号 ニ

［(公社)中央畜産会］

42 馬伝染性疾病防疫推進対策事業 2018 191,087 1号 ニ

［(公社)中央畜産会］

43 地域自衛防疫取組促進対策事業 2018 227,585 1号 ニ

［家畜衛生対策推進協議会］

44 家畜疾病、自然災害緊急支援体制確保事業 2018-2020 16,117 1号 ニ

［畜産経営支援協議会］ (３年) (48,855)
45 地鶏の鳥インフルエンザウイルス感受性研究事業 2018-2020 21,445 1号 ホ

［国立大学法人鹿児島大学］ (３年) (64,695)
46 家畜感染症検査における精度管理体制確立のための 2018-2020 4,183 1号 ニ

基盤整備事業　　 　［(一財)生物科学安全研究所］ (３年) (17,302)
47 アジア地域臨床獣医師等総合研修事業 2018-2020 67,337 1号 ニ

［(公社)日本獣医師会］ (３年) (322,716)
48 乗用馬防疫推進事業 2018 30,472 1号 ニ

［(公社)全国乗馬倶楽部振興協会］

49 北海道東部地域の土壌凍結地帯におけるペレニアル 2018-2020 3,833 1号 ホ

ライグラスによる草地簡易更新技術確立事業 (３年) (11,667)
［国立大学法人北海道大学］

50 有機子実とうもろこしの栽培法確立と調査分析研究 2018-2020 1,346 1号 イ

事業　　　　　　　　 　　［津別町農業協同組合］ (３年) (3,587)
51 和牛の担い手高度化支援強化事業 2018-2020 2,520 1号 イ

［(一社)岡山県畜産協会］ (３年) (7,576)
52 孵化場体質強化推進事業 2018-2020 3,706 1号 イ

［(一社)日本種鶏孵卵協会］ (３年) (11,265)
53 肉用牛ゲノム情報活用推進事業 2018-2020 29,111 1号 ロ

［(一社)家畜改良事業団］ (３年) (88,149)
54 人工授精普及定着化事業 2018-2020 12,787 1号 イ

［(公社)日本馬事協会］ (３年) (46,844)

研究開発

家畜衛生

経営支援

経営支援

肉牛支援

経営支援

家畜衛生

家畜衛生

研究開発

経営支援

家畜衛生

家畜衛生

家畜衛生

研究開発

家畜衛生

研究開発

研究開発

研究開発
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　　　事　　　業　　　名 事 業 2018年度

［事　業　主　体］　 期 間 交付額（総額）
№

定款4条1
項の分類

55 精子発現遺伝子による雌雄産み分け法開発事業 2018-2020 34,320 1号 ホ

［国立大学法人広島大学］ (３年) (95,040)
56 牛肉のおいしさ評価技術高度化研究開発事業 2018-2020 20,051 1号 ホ

［(一社)家畜改良事業団］ (３年) (62,319)
57 若齢種雄牛精液の高度生産技術開発事業 2018-2020 13,810 1号 ホ

［(一社)家畜改良事業団］ (３年) (45,641)
58 酪農経営支援に関する調査検討事業 2018 20,093 1号 ハ

［乳用牛群検定全国協議会］

59 早期牛乳房炎の診断技術開発事業 2018-2020 13,130 1号 ホ

［国立大学法人東京大学］ (３年) (35,964)
60 ＭＨＣ領域内の疾患責任遺伝子診断技術開発事業 2018-2019 33,690 1号 ホ

［国立大学法人東京農工大学］ (２年) (71,872)
61 蜜蜂に対するウイルス感染等実態調査事業 2018 3,545 1号 ニ

［(一社)日本養蜂協会］

62 国産長期熟成生ハム普及性及び実態調査事業 2018 7,122 1号 イ

［(一社)国産生ハム普及協会］

63 乳牛削蹄技術安定化事業 2018-2020 18,036 1号 ニ

［(公社)日本装削蹄協会］ (３年) (52,398)
64 乳用牛供用期間延長のための新規技術開発事業 2018-2020 28,603 1号 ホ

［学校法人東京農業大学］ (３年) (75,751)
65 馬の流通に係る若手後継者の育成調教技術向上推進 2018-2020 3,150 1号 イ

事業　　　　 　［(公社)全国乗馬倶楽部振興協会］ (３年) (9,450)
66 みつばち腐蛆病予防薬活用等調査研究事業 2018-2019 46,323 1号 ニ

［(一社)日本養蜂協会、（一財）生物科学安全研究所］ (２年) (76,924)
１-(1)．公益目的事業（公１　畜産振興事業） 交付

新規事業　　計 66件 への助成交付金

3,800,736 千円）（日本中央競馬会から新たに交付される預り補助金

研究開発

家畜衛生

家畜衛生

研究開発

技術指導

研究開発

1,764,503千円:事業主体

研究開発

酪農支援

研究開発

研究開発

家畜衛生

経営支援
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（２）前年度からの継続事業 （単位：年度、千円）

　　　事　　　業　　　名 事 業 2018年度

［事　業　主　体］　 期 間 交付額

1 耕起困難草地等利用再開技術確立調査事業 2016-2018 18,899 1号 イ

［(一社)日本草地畜産種子協会］

2 オリンピック・パラリンピック東京大会における食 2016-2018 29,702 1号 イ

品テロ防止対策事業　［公立大学法人奈良県立医科大学］

3 草牛の飼養管理マニュアル適応性実証調査研究事業 2016-2018 33,243 1号 ロ

［(一社)全国肉用牛振興基金協会］

4 和牛ＣＢＳ定着技術調査事業 2016-2018 5,540 1号 ロ

［(公社)畜産技術協会］

5 肉用牛のＤＮＡ情報による生産性評価事業 2016-2018 19,331 1号 ロ

［(公社)全国和牛登録協会］

6 めん山羊の多様な利活用推進・体制整備事業 2016-2018 6,074 1号 イ

［(公社)畜産技術協会］

7 移動式搾乳機(マイクロモバイルミルキングパーラー 2016-2018 21,353 1号 イ

mMMP)活用実証事業　　　 ［(公財)農村更生協会］

8 放牧活用高付加価値畜産物生産促進事業 2016-2018 29,105 1号 イ

［(一社)日本草地畜産種子協会］

9 先進技術立脚型酪農経営支援事業 2016-2018 23,123 1号 ハ

［乳用牛群検定全国協議会］

10 飼料稲給与畜産物認証基準作成事業 2016-2018 7,333 1号 イ

  　　　　 　［(一社)日本草地畜産種子協会］

11 持続的な畜産経営確立のための環境対策等調査事業 2016-2018 13,059 1号 ヘ

　　　 　　　　［(一財)畜産環境整備機構］

12 不受胎牛の早期判別と分娩間隔短縮事業 2016-2018 23,700 1号 ホ

　　　　　　　 ［国立大学法人東京大学］

13 引退馬を快適で健康的に飼養するための事業 2016-2018 4,446 1号 ニ

［国立大学法人鹿児島大学］

14 アジア地域臨床獣医師等総合研修事業 2016-2018 90,562 1号 ニ

［(公社)日本獣医師会］

15 飼養衛生管理基準等緊急啓発普及促進事業 2016-2018 25,999 1号 ニ

［(公社)中央畜産会］

16 黒毛和種における牛白血病清浄化モデル開発事業 2016-2018 40,423 1号 ニ

［国立大学法人岩手大学］

17 飼料の品質改善対策事業 2016-2018 9,017 1号 イ

［(一社)日本科学飼料協会］

18 酪農経営支援組織経営向上推進事業 2016-2018 4,287 1号 ハ

［(一社)酪農ヘルパー全国協会］

家畜衛生

酪農支援

№

肉牛支援

技術支援

経営支援

技術支援

経営支援

定款4条1
項の分類

技術支援

肉牛支援

肉牛支援

酪農支援

経営支援

畜産環境

研究開発

家畜衛生

家畜衛生

家畜衛生

経営支援
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　　　事　　　業　　　名 事 業 2018年度

［事　業　主　体］　 期 間 交付額
№

定款4条1
項の分類

19 馬能力検定体系化等推進事業 2016-2018 7,680 1号 イ

［(公社)日本馬事協会］

20 肉用牛の生産性向上支援技術開発モデル事業 2016-2018 15,393 1号 ロ

［(一社)家畜改良事業団］

21 乳母豚を利用した子豚管理技術開発事業 2016-2018 4,500 1号 ホ

［学校法人麻布獣医学園麻布大学］

22 地鶏銘柄鶏振興緊急対策事業 2016-2018 19,529 1号 イ

［(一社)日本食鳥協会］

23 牛受胎能力向上技術開発事業 2016-2018 15,666 1号 ホ

［(一社)家畜改良事業団］

24 南部駒によるシバ草原の再生等に関する研究事業 2016-2018 1,318 1号 ヘ

［公立大学法人岩手県立大学］

25 子牛生産性向上推進事業 2016-2018 31,035
［(一社)家畜改良事業団］

26 バイオマーカー解析技術を活用した肉用牛枝肉形質 2016-2018 26,301 1号 ホ

の生体評価手法の確立事業　［学校法人近畿大学］

27 熊本地震被災牧野復旧実証事業 2016-2018 45,679 1号 イ

　　　　　　　　　　 ［(公社)熊本県畜産協会］

28 被災地で飼養される馬の福祉向上事業 2017-2018 5,070 1号 ニ

［国立大学法人鹿児島大学］

29 障がい者が参画する養蜂環境の調査研究事業 2017-2018 13,424 1号 イ

［(一社)トウヨウミツバチ協会］

30 国産飼料稲の安全に資する管理手法調査事業 2017-2018 4,788 1号 イ

［国立大学法人岐阜大学］

31 飼料原料リスク管理高度化事業 2017-2018 17,663 1号 イ

［協同組合日本飼料工業会］

32 食肉処理施設ＨＡＣＣＰシステム普及事業 2017-2019 4,266 1号 イ

［(公財)日本食肉生産技術開発センター］

33 日本版畜産ＧＡＰ普及促進に関する実証事業 2017-2019 36,029 1号 イ

［(公社)畜産技術協会、道東あさひ農業協同組合］

34 食肉流通ＨＡＣＣＰシステム普及推進事業 2017-2019 91,806 1号 イ

　　　［全国食肉事業協同組合連合会］

35 薬剤耐性対策普及啓発促進事業 2017-2018 5,317 1号 ニ

［(公社)中央畜産会］

36 農場ＨＡＣＣＰ取組体制緊急強化事業 2017-2018 111,109 1号 ニ

［(公社)中央畜産会］

37 乳温遠隔監視システムによる生乳安全衛生管理実証 2017-2019 18,704 1号 ハ

調査事業　　　　　　［十勝農業協同組合連合会］

経営支援

経営支援

家畜衛生

家畜衛生

酪農支援

技術支援

経営支援

研究開発

経営支援

研究開発

畜産環境

生産改善

研究開発

経営支援

家畜衛生

経営支援

技術支援

経営支援

1号ロ、ハ

肉牛支援
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　　　事　　　業　　　名 事業 2018年度
［事　業　主　体］　 期間 交付額

№
定款4条1
項の分類

38 シェフと支える放牧牛肉生産体系確立事業 2017-2019 18,564 1号 ロ

   ［(一社)全日本・食学会］

39 画像解析を用いた総合指数による和牛改良事業 2017-2019 26,960 1号 ロ

［国立大学法人帯広畜産大学］

40 和牛の遺伝的多様性等活用調査研究事業 2017-2019 38,245 1号 ロ

［(一社)全国肉用牛振興基金協会］

41 肉用牛取引実態調査事業 2017-2018 4,484 1号 ロ

            ［(一社)全国肉用牛振興基金協会］

42 乳用牛ＤＮＡ情報による長命連産性向上事業 2017-2019 57,429 1号 ホ

 　［(一社)日本ホルスタイン登録協会］

43 和牛の地域特性活用ゲノム選抜手法普及事業 2017-2019 40,223 1号 ロ

　　　 　　　　［(公社)畜産技術協会］

44 採卵鶏のＡＷに関する実証調査事業 2017-2019 18,109 1号 イ

　　 ［(公社)畜産技術協会］

45 酪農労働力セーフティネット強化事業 2017-2018 14,545 1号 ハ

［(一社)酪農ヘルパー全国協会］

46 酪農経営・労働条件実態調査事業 2017-2018 6,825 1号 ハ

［(一社)中央酪農会議］

47 乳用牛群飼養管理技術向上対策事業 2017-2019 43,287 1号 ハ

　　　　　　　［乳用牛群検定全国協議会］

48 乳肉用牛増頭等生産システム高度化推進事業 2017-2019 73,978
　［(一社)家畜改良事業団］

49 とうもろこしすす紋病抵抗性遺伝子集積促進技術 2017-2019 17,609 1号 ホ

開発事業     　 ［(一社)日本草地畜産種子協会］

50 飼料用稲高度生産・利用促進事業 2017-2019 17,826 1号 イ

［(一社)日本草地畜産種子協会］

51 新需要対応牧草品種開発・普及促進事業 2017-2019 38,999 1号 ホ

　　　　［(一社)日本草地畜産種子協会］

52 ＡＷに配慮した家畜輸送等指針作成事業 2017-2018 4,230 1号 イ

［(公社)畜産技術協会］

53 高機能型異種堆肥造粒物の調製・混合利用技術の 2017-2019 26,148 1号 ヘ

開発普及事業     　 ［(一財)畜産環境整備機構］

54 日本型悪臭防止最適管理手法を用いた畜産悪臭 2017-2019 27,980 1号 ヘ

苦情軽減技術開発普及事業［(一財)畜産環境整備機構］

55 豚肉の理化学特性解析と飼料による高品質化事業 2017-2018 4,000 1号 イ

［国立大学法人新潟大学］

56 馬伝染性子宮炎自衛防疫普及事業 2017-2019 11,986 1号 ニ

［(公社)日本軽種馬協会］

研究開発

経営支援

畜産環境

畜産環境

技術支援

家畜衛生

酪農支援

酪農支援

酪農支援

酪肉支援

技術支援

経営支援

研究開発

1号ロ、ハ

肉牛支援

肉牛支援

肉牛支援

肉牛支援

研究開発

肉牛支援
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　　　事　　　業　　　名 事業 2018年度
［事　業　主　体］　 期間 交付額

№
定款4条1
項の分類

57 野生獣衛生体制整備推進確立対策事業 2017-2019 54,592 1号 ニ

［家畜衛生対策推進協議会］

58 家畜の呼吸器疾患制御のための事業 2017-2019 8,019 1号 ホ

［国立大学法人東京大学］

59 地域豚疾病緊急対策推進事業 2017-2019 97,410 1号 ニ

［(公社)中央畜産会］

60 臨床獣医師感染症等対策強化推進事業 2017-2019 47,576 1号 ニ

［(公社)中央畜産会］

61 牛繁殖基盤強化技術向上事業 2017-2019 3,179
［(一社)日本家畜人工授精師協会］

62 和子牛増頭経営の普及性に関する調査事業 2017-2018 3,772 1号 ロ

［(公財)日本食肉消費総合センター］

63 Ｘ線三次元画像処理装置の研究開発事業 2017-2018 22,809 1号 ホ

［食肉生産技術研究組合］

64 種鶏孵卵場防疫対策強化事業 2017-2019 3,371 1号 ニ

［(一社)日本種鶏孵卵協会］

65 初生ひな鑑別師養成・鑑別技術安定化及び新技術 2017-2019 3,870 1号 イ

情報収集事業　       　 ［(公社)畜産技術協会］

66 在来馬等の里山での活用に向けた育成事業 2017-2018 4,556 1号 イ

［(一社)馬搬振興会］

67 和牛のゲノム情報強化事業 2017-2019 29,927 1号 ホ

［国立大学法人東京大学］

68 乳牛の低受胎対策新規技術開発事業 2017-2019 7,886 1号 ホ

［国立大学法人北海道大学］

69 障がい者乗用馬ならびに在来馬の生産法確立事業 2017-2019 22,936 1号 イ

［国立大学法人帯広畜産大学］

70 畜産被害軽減のための野生害獣個体数抑制技術開発 2017-2019 17,614 1号 ホ

事業　　　　　　  ［国立大学法人東京農工大学］

１-(2)．公益目的事業（公１　畜産振興事業） 交付

継続事業　　計 70件
１．公益目的事業（公１　畜産振興事業） 交付

136件

研究開発

技術支援

研究開発

3,463,920千円１-(1)　＋　１-(2) 2018年度助成交付金　小計

経営支援

研究開発

家畜衛生

技術支援

研究開発

1,699,417千円

家畜衛生

研究開発

家畜衛生

家畜衛生

酪肉支援

肉牛支援

1号ロ，ハ
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第２　収益事業等のうち、その他の事業

　次に掲げる事業について、事業実施要領、法令等に基づき所要の手続きを

行うとともに、事業実施計画に基づき下表のとおり助成金を交付した。

１.　軽種馬生産育成強化対策事業
　軽種馬の生産育成経営にかかる経営環境の改善を図るため、低利資金を

融通する融資機関に対し利子補給を行う事業の実施主体である公益社団法人

日本軽種馬協会及び公益社団法人競走馬育成協会に助成金を交付した。

（単位：年度、千円）

　　　事　　　業　　　名 事業 2018年度
［事　業　主　体］　 期間 交付額

他 軽種馬生産育成強化対策事業 1号 チ

1 ［(公社)日本軽種馬協会、（公社）競走馬育成協会］
1991～ 35,194

№
定款4条1
項の分類

馬産振興
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第３ 理事会等に関する事項 

１．理事会 

理事会を次のとおり開催し、それぞれ記載の案件が審議のうえ、議決さ

れた。 

第１回 平成３０年２月２６日 

第１号議案 平成２９年度事業概況報告（案）及び平成２９年度収支 

決算（案）について 

第２号議案 監事の候補者の推薦（案）について 

第３号議案 平成３０年度第１回評議員会の招集（案）について 

第２回 平成３０年４月２日 

第１号議案 平成３０年度事業計画の変更（案）について 

第２号議案 平成３０年度第２回評議員会の招集（案）について 

報 告 事 項 理事の職務の執行状況報告について 

第３回 平成３０年５月２５日（書面による意思表示） 

第１号議案 公益財団法人全国競馬・畜産振興会役員及び評議員の報

酬等並びに費用の支給に関する規程の一部改正（案）に

ついて 

第２号議案 公益財団法人全国競馬・畜産振興会役員慰労金支給規程

の一部改正（案）について 

第３号議案 平成３０年度第３回評議員会の招集（案）について 

第４回 平成３０年８月１日（書面による意思表示） 

     第１号議案 平成３０年度第２回日本中央競馬会畜産振興事業公募に

よる事業計画の変更（案）について 

    第２号議案 平成３０年度第４回評議員会の招集（案）について 

第５回 平成３０年１１月２２日 

     第１号議案 ２０１９年度事業計画（案）及び２０１９年度収支予算 

（案）について 

第２号議案 公益財団法人全国競馬・畜産振興会職員給与規程の一部

改正（案）について 

    第３号議案 評議員候補者の推薦（案）について 

    第４号議案 平成３０年度第５回評議員会の招集（案）について 

報 告 事 項 理事の職務の執行状況報告について 
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２．評議員会 

評議員会を次のとおり開催し、それぞれ記載の案件が審議のうえ、議

決された。 

第１回 平成３０年３月１４日 

報 告 事 項 平成２９年度事業概況報告について 

第１号議案 平成２９年度収支決算（案）について 

第２号議案  監事の選任について 

第２回 平成３０年４月１０日 

    第１号議案 平成３０年度事業計画の変更（案）について 

   第３回 平成３０年６月５日（書面による意思表示） 

第１号議案 公益財団法人全国競馬・畜産振興会役員及び評議員の報

酬等並びに費用の支給に関する規程の一部改正（案）に

ついて 

第２号議案 公益財団法人全国競馬・畜産振興会役員慰労金支給規程

の一部改正（案）について 

第４回 平成３０年８月６日（書面による意思表示） 

    第１号議案 平成３０年度第２回日本中央競馬会畜産振興事業公募に

よる事業計画の変更（案）について     

第５回 平成３０年１２月５日 

    第１号議案 ２０１９年度事業計画（案）及び２０１９年度収支予算 

（案）について 

    第２号議案 評議員の選任について 
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Ⅲ 附属明細書の省略 

  この事業概況報告書には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

施行規則」第３４条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足す

る重要な事項」に該当する項目はないため、省略した。 
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