( ＾ ▽ ＾ ) ／ 和牛 業界 最高の無料情報誌を目指します！！
 平成 29 年
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～広島牛振興協議会 会長 水永 祐治～
祐治～

あけましておめでとうございます。謹ん
で新年のごあいさつを申しあげます。
平成 29 年の年頭にあたり会員の方々を
はじめ，生産者，ＪＡ，関係機関の皆様か
ら旧年中に賜りました御支援，御協力に対
し厚くお礼申しあげます。
さて，改めて昨年を振り返って見ますと，
4 月にはＧ７外相会合が広島で開催され，5
月にはオバマ大統領が現職の米国大統領と
して初めて被爆地広島を訪問し，世界の目
が広島に集った年となりました。また，何

と言っても県民にとっては“広島東洋カープの 25 年ぶりリーグ優
勝”が記憶に新しいところではないかと思います。
日本一こそ逃したもののカープの活躍は，多くの方々に夢と感動
を与え，全国的にもカープ女子をはじめ絶大な人気を博しました。
広島東洋カープはオーナー企業を持たない唯一の市民球団として認
識され，厳しい経営の中でも他球団からスター選手を引き抜く事な
く，自ら人材を発掘し，育てた選手が活躍した事で 25 年ぶりの栄
冠を掴むことが出来たというサクセスストーリーが，若い人達をは
じめ多くの方々に共感（自分の人生と重ね合わせ）をもたらし，大

 日本一への道すじ

パート４

きな感動が生まれたのだと感じております。
このことは，平成 24 年から取り組んでいる本県の和牛振興にお
いても共通する点があると思われます。全国的にみても生産基盤の
小さな本県が，脂肪交雑偏重時代の中で，先人から繋がれてきた偉
大な歴史と伝統を誇る“自県の血統（広島血統）
”に着目し，県独自
（新たな広島和牛）の改良に取り組みの舵を切った事が，他県には
ない貴重な遺伝資源となる広島和牛として，全国から注目を集める
事に繋がっているものと思います。
また，本年 9 月には，これまでの取り組みを全国へ発信する場と
して，5 年に 1 度の和牛のオリンピック“第 11 回全国和牛能力共
進会”が宮城県で開催されます。宮城大会では，広島和牛の躍進は
勿論の事，全国の皆さんへ“広島和牛の魅力を再発見”していただ
ける場となるよう，生産者をはじめ，関係者，関係機関が一体とな
って広島和牛の魅力をＰＲしていきたいと考えておりますので，本
年も旧年に倍する御指導と御協力を賜りますようお願いいたすとと
もに，皆様の御健勝とますますの御発展をお祈り申しあげ新年のご
挨拶といたします。

広島牛振興協議会
会長 水永 祐治

～宮城全共は
宮城全共は今年開催です！～
今年開催です！～【あと 235 日】

平成 29 年に入り，いよいよ全共イヤーとなりました。
今回紹介する４区（系統雌牛群）は，最終比較審査で 14 ヶ月齢以上の雌牛 4
頭を一群として，地域における特色ある系統の再構築をめざし，将来にわたって
育種・改良事業を進めて行く体制づくりとその成果の実証展示を目的とした出品
区です。
この出品区は，和牛の歴史と独自の血統が無ければ出品することができないた
め，今回は 14 県から出品予定ですが，1 から 9 区の中で最も参加県が少なく，
それだけ厳しい出品条件であるともいえます。
広島県では，前回の全共以降，全国的に似かよった血統から脱却し，広島血統
に着目した系統再構築と牛肉ブランド化に向けた取組みを展開しており，福島県
で昭和 57 年に開催された第 4 回福島全共で日本一になった「第３神竜の４」を
利用した種雄牛づくりから物語をスタートさせました。この取組で「烏帽子」が
誕生しており，比婆牛の基礎を築いた雌系統（よこたや系）との交配によって，
４区の候補牛が誕生しています。
候補牛の多くは，受精卵によって，乳
用牛に移植・生産され，現在，庄原市内
の和牛生産者に管理委託され，大切に育
てられています。
第４区特色評価項目
『肋張り，肩付，体の品位』
出品県毎に，出品する系統雌牛の体型上の特徴
となる部位をあらかじめ設定し，斉一性が整って
いるかどうか最終審査において評価される。

H28 年 3 月～5 月生れの「烏帽子」産子。肋
の張り，背の強さなど斉一性が高い。
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「烏帽子」号
性別 雄 生年月日 H25.9.2 生まれ
血統 第 3 神竜の 4－9 中丸－第 3 神竜の 4
広島血統の再構築を実現すべく，広島系の牛づくりを
進めるため，昨今の高い肉質能力と広島系の遺伝子をよ
り濃く持った種雄牛の必要性から作出された。全農ひろ
しまの実験牧場で誕生し，現在は，畜産技術センターで
調教訓練が行われている。
「烏帽子」の父「第 3 神竜の 4」は，父「第 31 青滝」
母「第 3 しんりゅう」から S55.7.1 に神石郡神石町永野
（現神石高原町永野）で誕生した。昭和後半から平成初
期にかけ，比婆牛の系統と神石牛の系統の良い形質を受
け継いだ「広島牛」の代表的種雄牛として県内はもとよ
り日本全国の和牛改良に貢献した。
その産子の「烏帽子」は，今後，後代の肉質能力を解
析しつつ，育種・改良事業への活用が期待される。

「烏帽子」右写真
（H28 年 7 月撮影）
発育ランク A+
（H28 年 12 月現在）
食べ物に好き嫌いは
なく，性質は極めて
温順。広島牛の気質
を受け継ぐ。
広島県

広島県畜産課 TEL（082）513-3598



平成 29 年度はこれで行きます！

～広島県候補種雄牛の交配に御協力お願いします～
広島県候補種雄牛の交配に御協力お願いします～

平成 29 年４月から予定されている，広島県候補種雄牛の調整交配の対象牛が決定し，「豊神山」
「花勝百合」の２頭が選抜されました。
平成 29 年１月 6 日（金）に畜産技術センター（庄原市七塚町）で団体や県の関係者が参加する選抜委員会が開催され，発育，増体，
飼料利用能力や体型の特徴などを調査（直接検定）した結果と実際に４頭の候補種雄牛を観察し，慎重な審議の結果，２頭が選ばれました。
2 頭の詳細は次のとおりです。な調整交配は，
「豊神山」が４月から，
「花勝百合」が５月から予定されておりますので，みなさまの御理解
と御協力をお願いします。
血
名

生年月日

号

豊神山
花勝百合

検定終了時

推定能力(期待)
性

父

母の父

母方祖父

体高ﾗﾝｸ

増体

BMS

枝肉重量

H27.4.10 神石高原町笹尾

美津百合

糸福(鹿児島)

平茂勝

A

1.1kg/日

8.9

452kg

H27.11.17

美津百合

勝白

福栄

A+

1.3kg/日

9.2

465kg

神石高原町時安

はなかつゆり

「豊神山」

とよかみやま



統

出生地

母「ふくこ」の
母系は神石郡
で長年にわた
り飼養されて
きた横利系神
石牛。体型が抜
群に優れる。



最新技術と経営発展で革新する

平成 28 年 12 月 12 日（月）に畜産技術センター研究成果発表
会が県立みよし公園カルチャーセンター（三次市）で開催されまし
た。当日は，県内の生産者や関係団体担当者など約 80 名が参加す
る中，和牛経営の法人化と受精卵による和牛増産の取組事例発表，
飼料イネを活用した TMR 飼料による牛肉生産の研究発表などが行
われました。
当日参加した生産者などとの総合討論では，「広島血統和牛のブ
ランドづくりには，科学的な裏付けに基づいた差別化の必要性」や
「TMR 飼料の普及定着に向けたしくみづくりの必要性」など貴重
な意見もありました。
また，参加者のアンケートによれ
ば，経営の法人化の事例発表が参考
になったとし，その具体的なメリッ
トや手順を示して欲しいなど，法人
化の必要性を持った経営者が比較的
多いこともうかがえる結果となって
います。
事例発表の様子

「花勝百合」
母「はなひら」
の全きょうだ
が BMS11，枝肉
重 量 648kg( 去
勢)となるな
ど，母系の枝肉
能力が抜群。

質

体型が抜群(体の伸び・幅に富
み，体上線が強く均称が良い)
母「はなひら」の枝肉成績(BMS,
枝肉重量)が抜群！

【お願い】
和牛子牛生産者の皆さま方におかれま
しては，4 月から予定されている，候補種
雄牛の交配に御協力よろしくお願いしま
す。
広島和牛を歴史に残る名牛に築き上げ
るため，種雄牛造成の取組に御理解と御
協力よろしくお願いします。

2020 東京オリ・パラはビッグチャンス？

①

2020 年（Ｈ32）に東京オリンピック・パラリンピック(オリ・
パラ)が開催されることは，御存知のことと思いますが，その経済効
果や訪日外国人数などがどのように推測されているか，ご存知でし
ょうか？驚くような予測がされています。東京のみにとどまらず，
広島にもその影響や効果が大きく期待されており，宿泊，食事の安
定供給も求められ，広島和牛も輸出することなくグローバルなブラ
ンドに向上させるチャンスともいえます。
観光客数は，平成 25 年の東京オリ・パラ開催地決定以降急増し
ており，全国の訪日客数は約 2 千万人（Ｈ27）で前年より約 5 割
増加，オリ・パラ開催年には，3,300 万人を予測する調査機関もあ
ります。同様に広島は約 166 万人（Ｈ27）と約 6 割増加とこれま
でにない増加率となっています。一人当りの消費額も増加していま
す。中国人観光客の旺盛な消費行動（爆買い）が話題になっていま
したが，比較的シェアの高い飲食費においては，食料品の品質，ブ
ランド力，安全性等に関する認知度をさらに高めることが求められ
ているといえます。

(^o^)／
(^o^)／

参加者募集中！
参加者募集中！

（広島県より）～広島和牛の知名度アップと結婚したい若者の出会いの場づくりのコラボレーションイベント！
広島和牛の知名度アップと結婚したい若者の出会いの場づくりのコラボレーションイベント！

広島県では，新たな少子化対策の一環として，結婚を希望する独身男女に出会いの場を提供するための取組みを行っています。
今回，２月９日の「お肉の日」に広島和牛を楽しみながら，新たな出会いのチャンスをつかんでいただくため，広島市内のレストラン４店舗で次
のとおりイベントを企画し，参加者を絶賛募集中です。結婚を希望する若者はこの機会を逃さないでくださいね！
☞ 開催日

平成 29 年２月９日（木）

☞ 参加者決定方法
☞ 開催場所

☞ 募集締切

平成 29 年１月 29 日（日）

☞ 申込

抽選

【店舗名】

【場

所】

【時

間】

【募集人数】 【参加費】

①

広島市中区大手町

19 時～21 時 30 分

男女各 21 名

5,000 円

②

広島市中区三川町

18 時 30 分～21 時

男女各 18 名

4,500 円

③大手町トレス

広島市中区大手町

19 時～21 時 30 分

男女各 14 名

5,000 円

④さこん本店

広島市中区流川

19 時～21 時 30 分

男女各 16 名

10,000 円

☞ お問合せ

ひろしま出会いサポートセンター
電話：082-511-1216

〒730-8511 広島市中区基町 10-52

メールアドレス：info@hirosapo.jp

広島県子育て・少子化対策課内

「お肉（H29
「お肉（H29）の年」の「お肉の日（
H29）の年」の「お肉の日（2
）の年」の「お肉の日（2 月 9 日）」を素敵な
」を素敵な記念日に！
素敵な記念日に！

お知らせ（^o^）広島和牛 NEWS が Web で閲覧可能になりました⇒「広島和牛 NEWS」で検索！
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広島県

広島県畜産課 TEL（082）513-3598

次回は，３月１⽇発⾏予定！

