 第 12 回全国和牛能力共進会まであと 1,184
1,184 日 ～ 第 12 回鹿児島全共の基本方針決定
回鹿児島全共の基本方針決定 ～
令和元年６月 17 日（月）
，第 12 回全国和牛能力共進会広島県対策協議会役員会が開催され，第 12 回全国和牛能力共進会の本県取組
テーマや交配種雄牛など基本方針が決定しました。
第 12 回全国和牛能力共進会 本県取組テーマ決定！交配種雄牛決定！
本県取組テーマ決定！交配種雄牛決定！

『広島血統再構築の深化（発展）と和牛肉の新たな価値の創造』
広島血統再構築の深化（発展）と和牛肉の新たな価値の創造』
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，本県の取組を全国に発信する。
肉牛：第 11 回全共の実績（第７区 MUFA 平均値全国第１位）を第 12 回においても継続的に全国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組とする。

出品区

種牛の部
第１区（若雄）
第２区（若雌の１）
第３区（若雌の２）
第４区（繁殖雌牛群）
第５区（高等登録群）

父牛
単品
単品
単品
群出品
群出品

第６区（総合評価群） 群出品
肉牛の部
第７区（脂肪の質評価群） 群出品
第８区（去勢肥育牛） 単品
高校及び農業大学校の部
特別区（※出品は現在調整中）

取組方針

立烏帽子 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
県有種雄牛 広島血統再構築の取組等を展示
烏帽子
３柴沖茂 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
県有種雄牛 広島県の改良基盤を強化と展示
を推奨
立烏帽子 広島血統再構築における育種素材を展示
広島血統再構築の改良の成果を展示
芳乃照
沖茂神竜
―

平成31年１月
令和元年６月
令和元年６月
令和元年６月～
令和元年７月
令和元年12月

スケジュール案

全和より出品区の提示
専門委員会で協議
役員会・対策協議会出品区案の提示
改良組合への意向調査
出品区の意向調査（全和登）
出品区の申込み

新たな牛肉の価値とひろしまブランドの価値を融合させた姿を展示
広島県の肥育技術と種雄牛能力の高さを展示

担い手の育成

令和元年６月 25 日（火），広島市中央卸売市場食肉市場（広島市西区）において，全農広島県本部主催
のもと，ひろしま牛枝肉研究会が開催されました。当日は 11 頭が出品され，日ごろの肥育技術や広島和牛
の品質を多くの参加者と確認し，情報提供及び情報共有を行いました。
また，「農場 HACCP の必要性と基礎知識」について株式会社アスコ附属研究所の二村直史さんから講演い
ただきました。二村さんは実際に静岡県や長野県の畜産現場で農場 HACCP の取得に取り組まれており，「農
場 HACCP は取組んだ方がいい」と力説。豊富な現場経験からくるわかりやすい講演でした。
【講演要旨】・毎日行っている作業を誰でもできるように全て文書化する。
・従業員育成につながる。・取り組むことにより農場全体の衛生レベルが上がる。 「農場 HACCP の必要性と基礎知識」講演に聞き入る参加者の皆さん
☆令和元年第１回ひろしま牛枝肉研究会開催☆
令和元年第１回ひろしま牛枝肉研究会開催☆

 比婆牛串焼きあります！！ ～ MAZDA スタジアム合同特産品販売 ～
令和元年６月７日（金）
，MAZDA スタジアムではソフ
トバンク戦が開催されました。同日，地域交流イベント
として「日南・由宇・庄原合同特産品販売」が開催され
ました。カープにゆかりのある３市町が年に 1 度大集合
するイベントであり，庄原市から「庄原うまいもん」ブ
ースが出店されていました。ここでは，
「比婆牛串焼き」
が販売され，香りもよく，噛みしめるほどに味わい深く，
まさに広島和牛「比婆牛」を味わえる好機となりました。
また，比婆牛を 10 名の観戦者へ抽選プレゼントも実
施されており，電光掲示板に，「比婆牛当選者 129」と
表示がされました。
「い～肉（１２９）
」，奇跡の番号です。
今後も広島和牛を知ってもらうよう，多種多様なイベ
ントで PR 活動を継続していきます。

発⾏

MAZDA スタジアムの「サンちゃん 比婆牛串焼き！！炭で炙って，ジ 比婆牛の抽選があり，なんと当選
広場」には，「庄原うまいもん」の ューシーで噛みしめれば噛みしめ 者は129！！でした。すごい偶然？
ブースが設置され，比婆牛の焼け るほどうま味が溢れます。
奇跡ですか？「い～肉」が当選番
号でした。
るいい香りです。
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 広島和牛の取組方針決定！ ～ 令和元年度広島牛振興協議会等の総会開催
令和元年度広島牛振興協議会等の総会開催 ～
令和元年６月 17 日（月）に広島牛振興協議会は，今年度の総会を開催し，今年度の広島和牛増頭対策等を決定しました。農協等を通
じて，申請・交付等が行われることとなります。

●子牛導入

●成牛導入

●保留

助成条件
導入後の 助成単価 対象
導入後の 助成単価 対象月齢
繁殖頭数
月齢 父牛 母牛
繁殖頭数
増頭なら 70,000円以上 12ケ月 どちかのBMS育種価 増頭もしくは
12ケ月以上
15,000円以内
維持なら
96ケ月未満
未満
が平均以上
維持でも 30,000円以内
※導入事業の繁殖頭数は平成31年４月１日を期首，令和２年３月31日を期末としてカウントします。

助成単価
25,000円以内

Ｎｅｗ

20,000円以内

●育種牛認定

助成対象
育種専門部会が広島県育種牛
として認定

助成単価
30,000円以内

事業内容
寄生虫の駆虫（ｲﾍﾞﾙﾒｸﾁﾝ製材）
繁殖カレンダーの配布

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。

育種価（BMS）条件の参考値
（2018年前期育種価供用雌牛の値）

実施時期
生産検査時
１２月

平均

●後代検定推進

1.27

1.0σ

助成対象
助成単価
子牛市場から導入した後 20,000円
代検定用子牛

1.58

対象父牛
大柴１
福梶大柴

●放牧

●指定交配
助成対象
種雄牛造成指定交配
系統再構築交配推進※

●生産性・技術向上

助成条件
父牛
母又は母方祖母
BMS育種価が 県の最新育種価で
平均以上
12ケ月以上
15ケ月以内 広島県種雄牛造成に BMS育種価が
1.0σ以上
利用したもの
対象月齢

助成単価

事業内容
放牧キットの貸し出し
電気牧柵購入助成
放牧牛のレンタル助成
放牧牛の購入助成

10,000円
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

助成内容
６セット の貸し出し
上限25,000円/セット
上限50,000円/セット
上限25,000円/セット

 マリアージュの探求 ～ 広島和牛×県産ワイン ～
６月下旬，広島市内のフランス料理店「ル・
トリスケル」で県産赤ワイン４種と広島血統
和牛「元就」を使ったフランス料理との組み
合わせ探求を行いました。
シェフの勇崎元浩氏には，６月初旬から広
島和牛を使った料理を試行錯誤していただ
き，３品調理していただきました。
モモを使った冷製タルタルは，口の中に広
がる和牛の脂が甘く感じられました。リブロ
ースの冷製しゃぶしゃぶは，県産夏野菜との
組み合わせが最高でした。冷製ということも
あり，脂の味をしっかり感じることができる
料理でした。温製モモローストは，モモらし
い食感もあり，最も高評化の料理でした。ど
の料理も今回準備した赤ワインとはマッチし
ており，広島和牛がより一層多くのフランス
料理店で取扱われることが期待されます。

和牛肉情報：広島血統和牛「元就」 去勢 28 か月齢，血統：茂波竜‐白清 85 の３‐平茂勝
等級 Ａ５，ＢＭＳ ８，MUFA 69.4％，使用部位：リブロース・ウチモモ

左写真①：モモ肉を使った冷製タルタルをズッキーニの器で提供
中央写真②：リブロースの冷製しゃぶしゃぶ フランスのクスクス仕立て 県産夏野菜（ブロッコリー・カリフラワー・
キヌサヤ・インゲン・桑の実）と一緒に
右写真③：温製モモロースト ポムピューレ（滑らかなマッシュポテト）とともに
①は，瀬戸内醸造所赤ワインとの組み合わせ ②・③，はＴＯＭＯＥワインメルローとの組み合わせがとても良いです。

【ル・トリスケル（Le Triskel）】
☆所 在：広島市中区幟町５‐17 第 3 沖川ビル 2Ｆ ☆電話（082）511-5031 ☆営業時間：ランチ 11 時 45 分-15 時 ディナー17 時 45 分-22 時
☆定休日：日曜日
☆主なメニュー ランチ 2,500～7,500 円 ディナー9,500～18,000 円（要相談）コースもありますので，事前に御確認のうえ，御予約ください。
※広島和牛を利用したメニューを希望する場合は，あらかじめ電話等で御確認・御相談ください。
平成 30 年 7 月豪雨災害により被害を受けられたみなさまの復興を願っています。
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！

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。
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次回は，８月 21 ⽇発⾏予定！

