 ３
３連覇！
連覇！！（有）野山牧場
（有）野山牧場
（有）野山牧場が最優秀賞
が最優秀賞
が最優秀賞！
！ ～ 広島県畜産共進会（冬季枝肉の部） ～
令和元年 12 月３
３日（火）
日（火），広島市中央卸売市場食肉市場（広島
市西区）で，第 95 回広島県畜産共進会冬季枝肉の部が盛大に開催
回広島県畜産共進会冬季枝肉の部が盛大に開催
されました。当日は，地域の選定審査を経て選りすぐられた 30 頭
（参考出品４頭含む）が出品され，日ごろの肥育技術や広島和牛の
（参考出品４頭含む）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ました。
最優秀賞を受賞したのは（有）野山牧場の出品牛で，落札単価
4,160
60 円/kg
/kg，枝肉重量
，枝肉重量 625 ㎏で，枝肉価格が 260 万円（税抜

き）と高額で取引されました。（有）野山牧場の山本武代表取締役
き）と高額で取引されました。
（有）野山牧場の山本武代表取締役
からは，
は，「昨年の冬季枝肉の部，今年の夏季枝肉の部
「昨年の冬季枝肉の部，今年の夏季枝肉の部に続き，
，今年の夏季枝肉の部に続き，３回
に続き，
連続の受賞は非常に嬉しいです。関係者の皆さんへの感謝の気持ち
の受賞は非常に嬉しいです。関係者の皆さんへの感謝の気持ち

です。頑張ってきた甲斐がありました。
です。頑張ってきた甲斐がありました。今後も
頑張ってきた甲斐がありました。今後も精進してきます。
精進してきます。」
と喜びの言葉とともに
喜びの言葉とともに今後の意気込み
喜びの言葉とともに今後の
意気込みを伺うことができました。
を伺うことができました。

最優秀 MUFA 賞は，山岡治さんと庄
賞は，山岡治さんと庄原農業協同組合西城肥育セ
原農業協同組合西城肥育セ
最優秀賞を受賞した枝肉です。
。綺麗です
綺麗です
３連覇の
の(有)野山牧場
野山牧場会長の山本利隆さ
会長の山本利隆さ 最優秀賞を受賞した枝肉
最高品質の広島和牛です。
ん（左），
，代表取締役の山本武（右）さん。
代表取締役の山本武（右）さん。 ね。最高品質の広島和牛です。
ンターの出品牛が受賞されました。
ンターの出品牛が受賞されました。MUFA
MUFA 値はそれぞれ
値はそれぞれ 69.40，
69.40
出品者

血

統

性別

等級

BMS
No

枝肉重量
(kg)

父

母の父

MUFA値
(%)

落札単価

東広島市安芸津町

去

A5

12

625.0

諒太郎

美国桜

58.90

4,160円/kg

馬上 幸治

安芸郡熊野町

去

A5

11

529.0

百合白清2

安福久

59.45

3,180円/kg

優秀賞３席

髙岡 勝己

神石郡神石高原町

雌

A5

12

498.0

美津百合

糸福（鹿児島）

63.70

2,820円/kg

優秀賞４席

菅野 哲自

東広島市豊栄町

去

A5

12

551.4

百合白清2

美津福

64.45

2,750円/kg

これからクリスマス・年末年始と家族・親戚
これからクリスマス・年末年始と家族
年末年始と家族 親戚・友人・仕
友人・仕

優秀賞５席

（株）久井牧場

三原市久井町

雌

A5

11

526.2

諒太郎

安福久

60.30

2,700円/kg

事仲間などと様々なシーンでおもてなしの食材
事仲間などと様々なシーンでおもてなし
おもてなしの食材として
として多く

山岡 治

安芸高田市美土里町

雌

A4

6

462.8

美津照重

安福久

69.40

2,340円/kg

庄原農業協同組合
西城肥育センター

の方に広島和牛を愉しんでいただけることでしょう。
の方に広島和牛を愉しんでいただけることでしょう。

庄原市西本町

去

A4

6

525.6

美国桜

勝白

68.05

2,470円/kg

賞

氏名（敬称略）

住所

最優秀賞

（有）野山牧場

優秀賞２席

最優秀MUFA賞

68.05 と高く，
と高く，脂の口溶けの良さをつい想像し，
脂の口溶けの良さをつい想像し，「食べて
みたい！！」と思ってしまいます 。
みたい！！」と思ってしまいますね。
入賞牛は，無駄な脂肪の少ない，美しい最高品質の広島
入賞牛は，無駄な脂肪の少ない，美しい
無駄な脂肪の少ない，美しい最高品質の広島
和牛でした。
和牛でした。

 雇用管理の基礎知識をおさえよう ～ 広島和牛経営の人材確保と人材育成セミナー開催 ～

橋本特別社会保険労務士から人材確保や人材育成
についての講演をいただきました。参加者の皆さ
んは熱心に聴講されていました。

令和元年 11 月 19 日（火）及び 26 日（火），広島食肉市場管理棟２階会議室において，
県主催の
県主催の広島県内の和牛経営者を対象とした「広島和牛経営の人材確保と人材育成セミナー」
広島県内の和牛経営者を対象とした「広島和牛経営の人材確保と人材育成セミナー」
が開催され
が開催されました。
ました。生産者及び関係機関あわせて約
生産者及び関係機関あわせて約 40 名の方が参加されました。
名の方が参加されました。講師の特定
されました。講師の特定
社会保険労務士の橋本さんから，「
「人材を定着させるために知ってほしい労務管理の理解」と
人材を定着させるために知ってほしい労務管理の理解」と
いうテーマで
いうテーマで２回にわたる講演
２回にわたる講演をいただきました。
２回にわたる講演をいただきました。
第１回目は，人材の雇用と定着の考え方など，どうすれば長く働いてもらえるかといった経
第１回目は，人材の雇用と定着の考え方など，どうすれば長く働いてもらえるか
どうすれば長く働いてもらえるかといった経
営者意識の醸成に繋がる内容が中心となっていました。また，経営者に持っ
営者意識の醸成に繋がる内容が中心となっていました。また，
となっていました。また，経営者に持ってほしい「労働時
経営者に持ってほしい「労働時
「採用」の
間」，
「賃金」，
「社会保障」，
「採用」のポイント
ポイント
ポイント説明もありました。さらに，
もありました。さらに，農業・畜産業は作
もありました。さらに，農業・畜産業は
農業・畜産業は
業等の特殊性により
業等の特殊性により「労働時間・休憩・休日」に関する規定から除外
「労働時間・休憩・休日」に関する規定から除外されているが，人材確保
「労働時間・休憩・休日」に関する規定から除外されて
いるが，人材確保
は他産業と競合するため，法律では適用除外であっても全適用前提で雇用環境整備をするのが
良い
良いとのことでした。
とのことでした。第 2 回目は，自社の魅力の再発見に繋がる広島和牛の特徴探しなどの
とのことでした。第
グループワーク中心に
グループワーク中心に進められ
進められました。自社・広島和牛の特徴ややる気のある有能な人材を集
進められました。
自社・広島和牛の特徴ややる気のある有能な人材を集
めるための会社の特徴を盛り込んだ求人票を グループで意見交換しながら作成していまし
めるための会社の特徴を盛り込んだ求人票を，グループで意見交換しながら作成
グループで意見交換しながら作成 していまし
た。
た。今後とも継続的に広島和牛経営の発展をサポートする
今後とも継続的に広島和牛経営の発展をサポートする研修の開催が期待されます。
今後とも継続的に広島和牛経営の発展をサポートする研修の開催が期待されます。

≪令和元年度家畜商講習会開催のお知らせ≫
家畜商免許取得には，講習会の受講が必要です
家畜商免許取得には，講習会の受講が必要です。家畜商免許の取得を希望される方は，
。家畜商免許の取得を希望される方は，以下を参考に申込みをしてください。
。家畜商免許の取得を希望される方は，以下を参考に
以下を参考に申込みをしてください。
日
時 令和２年１月 20 日（月）及び 21 日（火）２日間
両日とも９時～ 時まで（講習会当日の受付時間は，８時
両日とも９時～17
時まで（講習会当日の受付時間は，８時 40 分～９時）
場
所 広島県庁本館３階 303 会議室
会議室（広島市中区基町
（広島市中区基町 10-52）
）
受付期間 令和元年 12 月 16 日（月）～12
日（月）～12 月 27 日（金）（郵送の場合は，令和元年 12 月 27 日（金）
（金）消印有効）
消印有効）
提出場所 広島県農林水産局畜産課（
広島県農林水産局畜産課（広島市中区基町
広島市中区基町 10--52 本館４階）
提出方法 郵送または持参（どちらでも可能）
受 講 料 3,300 円
講習内容 家畜の取引に関する法令，家畜の品種と特徴・疾病等
（
☆受講手続の方法や受講申込書は，広島県のホームページに掲載されています。
（申込書は
申込書はダウンロード可能
ダウンロード可能です
ダウンロード可能です）
詳しくは，広島県のホームページから
詳しくは，広島県のホームページから「家畜商講習会」
で検索してください。
で検索してください。
「家畜商講習会」
「家畜商講習会」で検索してください
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
082）513
513-3598
3598

 クリスマスシーズン広島和牛を召しあがれ！！ ～ カープ道×和牛とワイン Fuoco（フォーコ）～
Fuoco（フォーコ）～
令和元年 11 月 25 日（月），広島ホームテレビの「カープ
広島ホームテレビの「カープ
広島ホームテレビの「カープ道」
道」
と「ひろしま県民テレビ」
「ひろしま県民テレビ」
「ひろしま県民テレビ」のコラボレーション企画
のコラボレーション企画
のコラボレーション企画で「広島和
で「広島和
牛」をＰＲ
牛」をＰＲすることとなり，
こととなり，
こととなり，広島市内で
広島市内で
広島市内で広島牛を取り扱われて
広島牛を取り扱われて
いる「和牛とワイン Fuoco（フォーコ）
Fuoco（フォーコ）」
」への
の取材がありまし
取材がありまし
た。
。タレント
タレントの中島尚樹さんが生徒となり，県畜産課の力本さ
の中島尚樹さんが生徒となり，県畜産課の力本さ
んが講師として広島和牛について
んが講師として広島和牛について特別講義を行
特別講義を行
特別講義を行い，中島さんに
中島さんに
広島和牛を知ってもらい PR していただ
していただきました。
きました。もち
もちろん，
ろん，
広島和牛を味わってもらうため，
広島和牛を味わってもらうため，店長の
の廣本貴志
貴志さんがお店自
さんがお店自
焼。広島牛リブロースを卵のエス
慢の広島牛メニュー「
慢の広島牛メニュー「Fuoco
Fuoco 焼」と「希少部位盛り合わせ」を Fuoco 焼。広島牛リブロースを卵のエス
プーマと一緒にいただきます！
プーマと一緒にいただきます！
目の前で焼いて
目の前で焼いて提供
提供してくださいました
くださいました
くださいました，
中
中島さんからは「ひろしま県民テレビとのコラボレーション
島さんからは「ひろしま県民テレビとのコラボレーション
企画 はじまって一番幸せな授業
企画がはじまって
一番幸せな授業
一番幸せな授業です」とのコメントをいただ
です」とのコメントをいただ
き，広島牛を食べた感想は「美味しい，美味しいな。脂が。
広島牛を食べた感想は「美味しい，美味しいな。脂が。」
「本
当に甘い。口の中に入れたとたん
当に甘い。口の中に入れたとたんに溶けていきます。
溶けていきます。」「赤身の
部分が美味しい」と広島牛を絶賛
部分が美味しい」と広島牛を絶賛！！！
！！！
テレビを通じて，
テレビを通じて，広島和牛のことを広く知っていただき，美
広島和牛のことを広く知っていただき，美
味しさを PR する良い機会
する良い機会となりました。
となりました。
となりました。12
月 11 日（水）深
夜に放送 されたので
夜に放送されたので
されたのですが
すが，ご覧になられた方
ご覧になられた方
ご覧になられた方はいかがでした
はいかがでした
タレントの中島尚樹さん
タレント 中島尚樹さん（左），県畜産課
か？今後も，様々な場を活用し，
か？今後も，様々な場を活用し，広島和牛ファンを増やしてい
広島和牛ファンを増やしてい
の
の力本さん
力本さん（中央），フォーコ店長の
フォーコ店長の廣本
く PR 活動を行っていきます
活動を行っていきます。
貴志
貴志さん（右）の３ショット
さん（右）の３ショット
さん（右）の３ショット！
【和牛とワイン
和牛とワイン Fuoco（フォーコ）
Fuoco（フォーコ）】

撮影風景。お店の外観から提供された広
撮影風景。
お店の外観から提供された広
島牛，かなり時間をかけて，丁寧に撮影
島牛，かなり時間をかけて，丁寧に撮影
されていました。

【カープ道
カープ道×ひろしま県民テレビ
×ひろしま県民テレビ】広島ホームテレビで放送されているカー
×ひろしま県民テレビ 広島ホームテレビで放送されているカー

☆所 在 地：広島県広島市
地：広島県広島市中区立町６‐３ＡＰＥＸビルＢ
中区立町６‐３ＡＰＥＸビルＢ
中区立町６‐３ＡＰＥＸビルＢ１階
１階

プ学習番組「カープ道」と「ひろしま県民テレビ」のコラボレーション番組。

☆営業時間：
☆営業時間：ランチ
ランチ

11 時 30 分～
～15 時（ラストオーダー
（ラストオーダー
（ラストオーダー14
14 時 30 分）

県の取組に関する様々な講師が登場し，生徒の中島尚樹さんと特別講義を行
県の取組に関する様々な講師が登場し，生徒の中島尚樹さんと
生徒の中島尚樹さんと特別講義を行

ディナー 時 30 分～22
ディナー17
分～ 時 30 分（ラストオーダー
分（ラストオーダー22
22 時）

います。月１回程度
います。月１回程度 水曜日深夜０時 45 分～50
分～ 分（予定）広島ホームテレビ
（予定）広島ホームテレビ

☆電話： (082)240
(082)240-1929



※電話で
電話での御予約をお願
御予約をお願
御予約をお願いします
します。

広島牛の希少部位盛り合わせ。６種類の
ソースがさらに旨味を際立たてます。

☆定休日：
☆定休日：不定休

で放送中。過去の放送は県ホームページでご覧いただけます
で放送中 過去の放送は県ホームページでご覧いただけます。
過去の放送は県ホームページでご覧いただけます

交配に御協力お願いします
に御協力お願いします ～ 第 12 回全
回全国和牛能力
国和牛能力共進会
国和牛能力 進会「肉牛の部」交配
「肉牛の部」交配開始です
「肉牛の部」交配開始
です！
！ ～

第 12 回全共「肉牛の部」出品に向けた交配がスタートします。交配種雄牛３頭
回全共「肉牛の部」出品に向けた交配がスタートします。交配種雄牛３ 頭の詳細は次のとおりです。
の詳細は次のとおりです。交配期間は
の詳細は次のとおりです。交配
期間は，令和元年
令和元年 12 月
27 日から令和 2 年
年１月末まで
月末までとなっております。
となっております。
となっております。みなさまの御理解と御協力をお願いします。
みなさまの御理解と御協力をお願いします。
◎交 配 期 間 令和元年12月27日から令和２年１月末まで
◎産子の取り扱い 生産された子牛は，農家巡回を行い，出品要件の確認と発育調査により出品候補牛を選定。
雄の場合：【候補牛】約７ヶ月令で肥育農家へ販売
【その他】子牛市場出荷
雌の場合：保留（第６区種牛の部候補の可能性あり）または子牛市場出荷
◎協力費等
◎交配推奨雌牛
交

配

3,000円/頭

分

娩

15,000円/頭

精液代金

2,000円/頭

芳乃照

「気高系」「糸系」

沖茂神竜
たて え ぼ し

育種価資格要件があるため
対象牛リストを通知します

立烏帽子

大きい雌牛へ交配

「気高系」「土井系-気高系」「糸系」

よ し の てる

おきしげしんりゅう

第６区（総合評価群）
第６区（総合評価群）立 烏帽子

第７区（
区（脂肪の質評価群
脂肪の質評価群 芳乃 照
脂肪の質評価群）芳乃

第８区（去勢肥育牛） 茂 神 竜
第８区（去勢肥育牛）沖

烏帽子－百合茂－安福久
広島血統再構築を担う岩田系直系種雄牛
第 11 回全共１区優等賞獲得

田安照－美津福－９中丸
抜群の脂肪交雑育種価！！
MUFA の高い枝肉多数！！

沖茂金波 平茂勝－
沖茂金波－平茂勝
－第３神竜の４
第３神竜の４
広島系の流れを色濃く受け継ぐ波系
広島系の流れを色濃く受け継ぐ波系種雄牛
系の流れを色濃く受け継ぐ波系種雄牛
大きいロース芯面積が魅力！

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
NEWS」で検索︕
」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
ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰをご覧いただけます。
をご覧いただけます。
をご覧いただけます。iPhone の場合，標準
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。
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
513-3598
3598

次回は，１月 29 ⽇発⾏予定︕
次回は，１

