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 新年を迎えて 全共 Year! ～ 広島牛振興協議会 会長 水永 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。令和 4 年の年頭にあたり会員の
皆様，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，昨年を振り返りますと，一昨年に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた年ではなか
ったかと思います。現在も，変異株の感染拡大により予断を許さない状況が続いておりますが，一日も早くコロ
ナが収束し，日常が取り戻せることを願うばかりです。明るい話題としては東京オリンピック・パラリンピック
が１年遅れではありますが開催できたことや広島選出の総理大臣が誕生したことなどがあげられるのではない
かと思います。しかしながら，依然として自然災害は頻発しており，コロナ禍の影響から海外依存度の高い生産
資材の高止まり等も重なり，農業を取り巻く環境は厳しさを増しているのではないかと推察しております。特に
畜産業界においては，穀物および原油価格の高騰による配合飼料価格への影響により，生産者の負担は更に拡大
しております。一方，新型コロナウイルスの感染拡大によりインバウンド需要，外食需要は低迷したものの，国
からの支援対策や輸出の拡大などにより，枝肉価格，子牛価格ともに安定した価格で推移し，輸出の拡大に対応
会長 水永祐治
できる生産基盤の体制強化に向けた様々な増頭支援対策により，和牛の飼養頭数は増加傾向にあります。
本協議会といたしましても，広島牛振興を推し進めるため各種増頭支援や ICT 機器の導入による生産性の向上，広島和牛の価値向上に
つながる取り組みを更に前進させてまいりたいと考えております。今年はいよいよ５年に１度の“和牛のオリンピック”第１２回全国和牛
能力共進会が鹿児島県で開催されます。開催テーマは「和牛新時代 地域かがやく和牛力」です。鹿児島大会では，伝統産地として再び和
牛産地としての輝きが取り戻せるよう，生産者をはじめ，広島県，関係者，関係機関と力を合わせながら，全共対策ならびに広島和牛の付
加価値向上対策に努めてまいりますので，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を申しあげるとともに，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

 第１２回全国和牛能力共進会の概要

～ 最終比較審査まで，あと２５３日 ～

令和 4 年 10 月６日（木）から 10 月 10 日（祝・月）「第 12 回全国和牛能力共進会鹿児島大会」（主催
公益社団法人全国和牛登録協会）が開催されます。この大会は，全国の優秀な和牛を一堂に集めて，改良の成
果やその優秀性を競う大会です。
鹿児島大会の開催テーマは，
「和牛新時代 地域かがやく和牛力」。今回の特徴として，種牛については，系
統再構築の取組など各地域の特色ある牛づくりをさらに充実させ，系統の特色を遺伝的に固定することなどを
目指すこととしています。肉牛については，食味性の向上に重点を置き，「脂肪の質」の改良体制の構築を促
し，適度な脂肪含量が期待される“コザシ”
（交雑脂肪の形状）を考慮した評価を追究することとしています。
最終比較審査まで，あと 253 日です。鹿児島県大会の開催，楽しみですね。

第 12 回全共鹿児島大会ロゴマーク
（承認番号 No.18）

≪第 12 回全国和牛能力共進会の概要≫
開催テーマ 「和牛新時代 地域かがやく和牛力」
テーマに込められた想い 新たな和牛肉の価値観の醸成と種牛性の一層の改良，地域の育種素材の発掘による魅力ある
和牛集団の構築と担い手の育成による生産基盤の強化で地域の輝きを磨く。
最終審査 会期 令和４年（2022 年）10 月 6 日（木）～令和４年 10 月 10 日（祝・月）
会場 種牛の部 鹿児島県霧島市牧園地区
肉牛の部 鹿児島県南九州市知覧町（株）JA 食肉かごしま南薩工場
出品頭数 種牛の部・高校及び農業大学校の部 290 頭
肉牛の部 169 頭
〔出品の区分〕
部
出 品 区
生後月齢※
生年月日
主な特徴等
第１区（若雄）
15～23 ヵ月未満 2020.11.7～2021.7.6 地域の特色を備えていること
第２区（若雌の１）
14～17 ヵ月未満 2021. 5.7～2021.8.6 出品は個人の単品
17～20 ヵ月未満 2021. 2.7～2021.5.6 出品は個人の単品
種 第３区（若雌の２）
第４区（繁殖雌牛群）
３産以上
3 代以上県内生産（3 頭 1 群）
牛
第５区（高等登録群）
14 ヵ月以上
2021. 8.6 以前
直系 3 代 3 頭 1 群
第６区（総合評価群）
種牛群
14～24 ヵ月未満 2020.10.7～2021.5.6 両親とも自県内生まれ（4 頭 1 群）
肉牛群
24 ヵ月未満
2020.10.7 以降
両親とも自県内生まれ（3 頭 1 群）
肉
2020.10.7 以降
脂肪の質の育種価必須（3 頭 1 群）
牛 第７区（脂肪の質評価群） 24 ヵ月未満
第８区（去勢肥育牛）
24 ヵ月未満
2020.10.7 以降
出品は個人の単品（1 頭）
高校及び農業大学校
特別区
14～20 ヵ月
2021. 2.7～2021.8.6
※月齢は最終審査初日（令和 4 年 10 月 6 日）で起算。

開催会場位置図
（第 12 回全共鹿児島大会 HP より引用）

種牛会場は，霧島高原に位置しま
す。鹿児島まで新幹線が開通してお
り，広島からのアクセスが良くなっ
ています。

大学校を新規追加
マスコットキャラクター
かごしママ
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 第１２回全共に向けた広島県内の取組概要
第 12 回全共鹿児島大会に向けた広島県の取組を紹介します。
〈広島県取組テーマ〉「広島血統再構築の深化（発展）と和牛肉の新たな価値観の創造」
種牛：第 11 回全共から繋がる血統再構築のストーリーを，第 12 回全共ではさらに深化させ，本県の取り組みを全国に発信する。
肉牛：第 11 全共の実績（第７区 MUFA 平均値全国１位）を第 12 回においても継続的に全国
に PR できるよう，脂肪交雑を一定量確保し，かつ脂肪の質に重点をおいた取り組みとする。
第 10 回長崎全共(H24)直後から始まった約 10 年間の血統再構築の成果の発揮をめざします。
≪本県の出品予定頭数と交配父牛等の一覧≫
出品区

出品頭数

父牛

種牛１頭

立烏帽子

２区，３区（若雌）

種牛各１頭

県有種雄牛

４区（繁殖雌牛群）

種牛３頭

烏帽子，３柴沖茂

５区（高等登録群）

種牛３頭

県有種雄牛を推奨

１区（若雄）

取組方針

種牛４頭
６区（総合評価）

広島県が代表する基幹種雄牛候補として広島血統再
構築の姿を展示
広島血統再構築の取組等を展示
第 10 回，第 11 回から継承する広島血統再構築の取組
を展示
広島県の改良基盤の強化と展示
広島血統再構築における育種素材を展示

立烏帽子
肉牛３頭

広島血統再構築の改良の成果を展示
新たな牛肉の価値とひろしまブランドの価値を融合

７区（脂肪の質）

肉牛３頭

芳乃照

８区（単品）

肉牛１頭

沖茂神竜

広島県の肥育技術と種雄牛能力の高さを展示

特別区（高校及び大学校）

種牛１頭

県有種雄牛

将来の広島和牛を担う人材育成と技術の継承

した姿を展示

１区（若雄）候補の「立烏帽子」産子
（撮影日 令和３年 12 月）
発育はＡランク，体の伸びや体上線の強さな
どの美点を有しており，現在，育成調教中で
す。
〔血統〕
父 立烏帽子（-烏帽子-第３神竜の４）
母 じんよし３０３
母方祖父 安福久
母方曾祖父 勝忠平

 丑年から寅年へ！～ 令和 4 年広島牛特産化促進対策協議会の初競り開催 ～
令和４年１月５日（水）広島食肉市場にて広島牛特産化促進対策協議会の初競りが開催されました。
行われました。上物率（４等級以上の割合）は 94％と，昨年の上物率 81％を大きく上回り，高品質
な枝肉が多く出品されていました。また，１キロ当たりの平均単価は 2,589 円，最高値は 2,920 円
でした。最高値の牛は，東広島市金川牧場さん出品の牛で枝肉重量 420kg，BMSNo.9，ロース芯面
積 68cm2 と，各部位のバランスが良く，筋肉や適度な脂肪が詰まった枝肉でした！
新年のあいさつでは，広島食肉市場株式会社の築道社長より「新型コロナウイルス感染症の影響によ
る先行きの不透明さがある一方で，中国を始め世界的に和牛需要は高まりつつある。生産と消費をつな
ぐ食肉市場では，多様化する消費者ニーズに留意しつつ，地域の食肉流通の安定と再生産の確保につな
げていきたい。」と今後の流通や消費を意識した内容となっていました。
今年は全共イヤー！生産者と消費者をつなぐ大イベントとして広島和牛の大成が期待されます。

≪家畜を飼養・管理している皆様へ≫ 広島県からのお知らせ
◆家畜伝染病予防法に基づき，「定期報告書」を最寄りの畜産事務所に提出してください。
◆提出期限は，毎年４月１５日となっています。
◆提出資料は，毎年２月１日時点の家畜の飼養状況・衛生管理基準のチェック表・農場平面図等です。様式の変更があります。資料は，広島県ホー
ムページからダウンロードが可能です。広島県ホームページで「家畜伝染病予防法に基づく定期報告について」で検索してください。
◆提出は，郵送またはファクシミリでお願いします。
畜産事務所名
電話番号／ＦＡＸ
管
轄
西部畜産事務所 (082)423-2441／(082)424-1826 広島市，竹原市，東広島市，安芸高田市，熊野町，安芸太田町，北広島町ほか
東部畜産事務所 (084)921-1311／(084)921-1229 三原市，尾道市，福山市，府中市，世羅町，神石高原町
北部畜産事務所 (0824)72-2015／(0824)72-7334 三次市，庄原市
☆詳しくは，広島県ホームページで「飼養衛生管理基準」で検索，または，最寄りの畜産事務所にお問い合わせください。

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４年３月９日発行予定！

