ひとりひとりが，新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行いましょう
広島県は，現在，「緊急事態宣言発令中」です。
県民の皆様には，①生活に必要な買い物を含め，外出の削減，②緊急事態宣言地域とまん延防止等重点措置地域との往来を最大限自粛，③
店でも家でも外でも，飲食時は飛沫防止や換気など，感染防止対策の徹底などをお願いしています。今後，緊急事態宣言が解除された後も，ひとり
ひとりが感染拡大防止を意識して対策を行いましょう。詳しい情報は，広島県のホームページから「新型コロナウイルス感染症」で検索してください。

 比婆牛の価値向上 ～ 比婆牛の魅力探求フェア参加店舗からの声 ～
令和３年７月 26 日（月）から令和３年８月 22 日（日）の期間，県内高級飲食店 10
店舗で比婆牛を使用したコースメニューの営業実証が行われました。営業実証に参加
された店舗の方からの感想をご紹介します。
一人目は，「Nakado．（ナカド）」のオーナー兼シェフの中土征爾さん。比婆牛を使
った感想としては，
「脂がさらっとしていて，さっぱりしている。赤身のうま味が特徴。」
とのことでした。営業実証スタート当初は，スライスして出汁と県産焼きナスを添えて
提供されていたそうですが，お客様から「10 品ある中で和牛スライスは重い」という
反応があり，改良を加え，ミンチ状にして提供したりと期間中もいろいろと試行錯誤さ
れたそうです。今後の展開としては，「脂を売りにするよりも，赤身で売った方がヘル
シーなイメージでよいのでは」というご意見や「和牛オリンピック連覇や地理的表示保
護制度に登録されたという情報があまり消費者に届いていないのではないか？ＰＲが
オーナーの中土シェフと期間中に提供された比婆牛料理。
県産ハーブを添え，燻製された塩との組み合わせは最高で
す！

【Nakado.（ナカド）】広島市中区堀川町 4-18 胡子 GRIT5F 営業時間 昼 12～14 時，夜 18～20 時
定休日 不定休（２日前までに，ホームページから事前予約をお願いします。
）

足りないかも。」といったご意見をいただきました。
二人目は，
「肉割烹まさ㐂（まさき）」の店主の平賀正樹さん。比婆牛を使った感想
としては，
「いつも使っている和牛肉とは違うなと感じた。比婆牛の脂は見た目からの
想像よりもあっさりしており，この質ならステーキとかでも結構量が食べられるので
はないかと感じた。150ｇでも食べられるのではないかと思う。」とのことでした。
平賀さんは以前も比婆牛を使われたことがあるそうで，その時も同じように感じられ
たそうです。また，期間中に来られたお客様は，比婆牛をご存じでない方も多かった
ようで，説明をするとお客様からは「そんな高級な和牛なんですね」という反応があ
り，興味を持っていただいたようだったとのお話もありました。
今後のブランド力向上の取組に貴重な情報ですね。
店主の平賀さんと期間中に提供された比婆牛料理。世羅のテ
ィーファクトリー玄さんの番茶との組み合わせは斬新です！

【肉割烹まさ㐂（まさき）】広島市南区段原１丁目 6－9 営業時間 昼 12～15 時，夜 18～20 時
定休日 日曜日（ランチは月曜日休み）電話 082-569-5553（事前予約をお願いします）

≪広島県産和牛宿泊キャンペーン日程変更≫広島和牛 News No.56 に掲載した記事の内容に変更がありました。再掲させていただきます。

広島県産和牛宿泊キャンペーンスタート！～広島県民限定！お得な「すき焼き食べ放題プラン」～
令和３年９月 18 日（土）から 10 月 31 日（日）まで，県内６宿泊施設において，広島県民限定の「広
島和牛宿泊キャンペーン」が実施されています。コロナ禍で厳しい経済状況に陥っている畜産業界及び旅行
業界（飲食店，ホテル）を応援するため，ＪＡグループの農協観光がキャンペーンを企画されました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じた中で，広島和牛の美味しさと各宿泊施設のロケーショ
ンをこの機会に楽しんでみてはいかがでしょうか。
≪広島県産和牛宿泊キャンペーン≫
◆期間：令和３年９月 18 日（土）～10 月 31 日（日）（30 日（土）宿泊分まで対象）
◆対象施設：【廿日市】安芸グランドホテル，ホテルみや離宮
【福山】景勝館

漣亭，ホテル鷗風亭

各旅館の料理長渾身の「広島和牛メニ
ュー」が提供されます！

【竹原】ホテル賀茂川荘
【尾道】旅館つつ井
◆内容：広島県内宿泊施設（6 施設）に宿泊し，すき焼き 90 分食べ放題！
◆代金：9,980 円～22,980 円（税込

大人 1 名：2 名～3 名以上 1 室利用時）

◆お問い合わせ：㈱農協観光山陽統括支店
お詫びと訂正

担当：福原

℡082-243-6289

先月号の広島和牛 News No.56 にて「広島県畜産共進会夏季枝肉の部」の結果に誤記がありました。謹んで訂正いたします。
表 裕壮氏出品 「ゆりさちざくら（百合幸-美国桜）」
【修正後】枝肉重量 515kg 【修正前】枝肉重量 368kg
発行 広島牛振興協議会 編集・監修 広島県
問合せ 広島県畜産課 TEL（082）513-3598

 広島和牛増頭対策の取組方針決定！ ～ 令和３年度広島牛振興協議会の総会開催 ～
令和３年７月９日（金），広島牛振興協議会の総会が書面議決により開催され，今年度の広島和牛増頭対策等が決定されました。これら
の取組については農協等を通じて，申請・交付等が行われることとなります。
●育種牛認定

●保留

●子牛導入

助成条件

導入後の
繁殖頭数

対象
月齢

助成単価

増頭なら

7 0 ,0 0 0 円以内

維持でも

3 0 ,0 0 0 円以内

助成条件

12ケ月
未満

父牛

助成単価

対象月齢

25,000円以内

12ケ月以上
15ケ月以内

父牛
BMS育種価が
平均以上

母牛

どちかのBMS育種価
が平均以上

※導入事業の繁殖頭数は令和３年４月１日を期首，令和４年３月
31日を期末としてカウントします。

New!

広島県種雄牛造成に
利用したもの

高等登録を受検したもの

6,500円以内

●導入
助成条件
助成単価

New!
50,000円以内

父牛

その他

広島県有種雄牛

上記子牛導入事業の助成対象及
び全農広島県本部が実施する「直
営牧場繁殖雌牛等分譲事業」に
基づき助成対象となった繁殖素牛

県の最新育種価でBMS育種価
が1.0σ 以上

上記の保留事業の対象となり，父牛が広島県雄種雄牛の場合，
追加助成を行う。

20,000円以内

育種価（BMS）条件の参考値
（2020年後期育種価供用雌牛の値）

平均

1.0σ

1.49

1.91

助成単価

育種専門部会が広島県育種牛
として認定

50,000円以内

●生産性・技術向上
事業内容

実施時期

寄生虫の駆虫（ｲﾍﾞﾙﾒｸﾁﾝ製材）

生産検査時

繁殖カレンダーの配布

１２月

●後代検定推進
助成対象

助成単価

対象父牛

子牛市場から導入した後
代検定用子牛

20,000円

照茂山
野村立

●子牛出荷
助成条件
助成単価
父牛

●指定交配

New!

県の最新育種価でMUFAの数値が平均以上

10,000円以内

助成対象

助成対象
母又は母方祖母

●放牧

助成単価

種雄牛造成指定交配

10,000円

系統再構築交配推進※

1,000円

※系統再構築交配推進の助成内容等
・広島県有種雄牛の和牛繁殖牛への交配。
・１回交配につき1,000円助成。同一雌牛２回まで。
・授精証明書（ストロー，精液証明書添付）をＪＡを経由して申請

育種価（MUFA）条件の参考値
（2020年後期育種価の値）

平均

1.0σ

63.58

4.96

●保留・導入
助成条件
助成単価

75,000円以内

対象月齢

保留
12ケ月以上
15ケ月以内

父牛

母牛

県の最新育種価でBMS育種価が
平均以上

県の最新育種価でMUFA育種
価が1.0σ 以上，
BMS育種価が平均以上

導入
12ケ月未満

育種価（BMS）条件の参考値
（2020年後期育種価供用雌牛の値）

平均

1.0σ

1.49

1.91

事業内容

助成内容

放牧キットの貸し出し

６セットの貸し出し

電気牧柵購入助成

上限25,000円/セット

放牧牛のレンタル助成

上限50,000円/セット

放牧牛の購入助成

上限25,000円

 雇用に関する制度を学ぼう！～ 畜産経営体のための雇用管理セミナー開催 ～
持続性の高い畜産経営体の発展支援のため，規模拡大する際の課題の１つである「雇
用」に関して，下記のとおりセミナーが開催されます！
『人を雇いたいけど，何を整備すればよいの？』『人を雇っているけど，長く働いても
らうのはどうすればよいの？』等，少しでも雇用に関して疑問がある方はお気軽にご参加
ください！
日時

令和３年 10 月 19 日（火）10：30～12：00

方法

県内４箇所のサテライト会場より，ZOOM にて実施します。
※次のいずれかの会場へ直接お越しください。
【広島】 広島市中央卸売市場食肉市場 ２階会議室
【東広島】東広島庁舎 101 会議室
【福山】 福山庁舎第１庁舎 142 会議室
【庄原】 庄原庁舎第１庁舎第４会議室

申込

締切

申込書を FAX・メールにより広島県庁畜産課に提出してください。
申込書は，広島県ＨＰから入手可能です。 右の QR コードから
【広島県畜産課連絡先】
ＨＰをご覧いただけ
ます。
FAX：082-228-0396
メールアドレス ：nouchikusan@pref.hiroshima.lg.jp
令和３年 10 月８日（金）

インスタグラム，フェイスブックで広島和牛の話題を世界中に発信中！フォロー・いいね！お願いします！!(^^)!
インスタグラム

右の QR コードからご覧いただけま
す。iPhone の場合，標準ｶﾒﾗｱﾌﾟﾘを
かざすだけで読取り可能です！

フェイスブック
ンスタグラム

広島和牛 NEWS は Web で閲覧できます！！⇒「広島和牛 NEWS」で検索！
右の QR コードから広島和牛 NEWS ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰをご覧いただけます。iPhone の場合，標準ｶﾒﾗｱﾌﾟﾘをかざすだけで読取り可能です。

発行 広島牛振興協議会 編集・監修 広島県
問合せ 広島県畜産課 TEL（082）513-3598

次回は，
令和３年１１月８日発行予定！

