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( ＾ ▽ ＾ ) ／広島和牛最高の無料情報誌を目指します！！
／広島和牛 最高の無料情報誌を目指します！！

デザイン，内容は，今後の紙面充実
のため，変更する場合があります。

 いちばんが決まりました！

～ 広島県畜産共進会 ～

平成 27 年 10 月 27 日（火）に三次家畜市場で，第 91 回広島県畜産共進会（肉用種種畜の部）が開催されました。子牛の部 24 頭，
成牛の部 22 頭の合計 46 頭が出品され，繁殖雌牛の改良の進度の確認と飼養管理技術の研
鑽が図られました。
出品された６か月齢から 24 か月齢までの広島県産和牛は，地域の共進会などから勝ち抜
いてきた優秀な繁殖用雌牛です。
当日は，出品者，生産者や関係団体等多くの参加者の中で，厳格な審査が行われました。
審査に当たった，公益社団法人全国和牛登録協会の穴田事務局長は，
「平成 29 年に宮城
県で開催される全国和牛能力共進会まで２年を切った。全国でその共進会に向けて準備が進
められているが，広島県においても，品位に富み，体の均称が整い，これから求められる種
牛性を持った出品牛を総合首席とした。今回，広島県有種雄牛の娘が総合首席となったこと
は，地域の特色ある血統として大きな意義がある。これを機により一層，県有種雄牛を活用
して種牛性を高めていただき，宮城（全共）での活躍を期待する。」と，参加した皆さんに
貴重なメッセージを送る講評となりました。
これまで，全国で，和牛肉の安定供給のため，肉用種としての改良（増体や早熟）が進め
られ，血統の偏りや種牛性（子牛生産能力）の低下が懸念されています。今後，世界の高級
肉ブランドとして発展していくためには，産肉性と種牛性が均衡した改良が求められます。
広島県には，全国の種牛性を高めていくチカラを秘めた血統があり，全国へ発信していく使
命があります。
引き続き，広島血統の増産に向け，総力を挙げてまい進することが求められています。
【主な成績】
賞
名 号
血統（父-母）
出品者（住所 氏名）
総合首席 ゆめしば
3 柴沖茂-ゆめたかの 8 庄原市高野町 牧原 利光
成牛
２席
ふくよこたや 21 美津百合-ふくよこたや 62 庄原市東城町 立川 道和
３席
ゆりみつ
美津照重-ゆりはる
神石高原町
横溝 知二
首席
はつたね 42 の 2 隆之国-はつたね 34 の 2
庄原市比和町 菅田 イサノ
子牛
２席
かつみつてる 8 百合茂-かつみつてる 庄原市東城町 立川 和幸
安福久-ゆりこ 8
庄原市東城町 沖野 徳則
３席
ゆりこ 84

子牛の部首席の「はつたね 42 の 2」の展示説明の様子。

（敬称略）

厳正な審査の様子。会場は，広島牛，元就，比婆牛，
神石牛ののぼりが立てられ，活気に満ちていました。

 和牛の販売と戦略

～ 枝肉の高騰が及ぼす消費への影響 ～

前回の NEWS では，和牛子牛，交雑種子牛，乳用種子牛と肉用子牛の全品種の価格が高騰していることをお伝えしましたが，国内の和
牛肉価格（卸売価格）の高騰も続いています。特に，最高品質の A5 等級と下位クラスの A4，A3 等級との価格差が縮まる傾向も見受け
られます。
同時期の小売価格は，和牛肉の卸売価格ほど上昇しておらず，仕入価格が十分に転嫁されていない実態が想像されます。このまま卸売価
和牛肉の卸売価格（円/kg）
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格が上昇すれば，経費を回収できない小売の
一部では，和牛肉の取扱を控えるなど影響が
出ることも想定されます。
一方で，県内量販店食肉バイヤー（仕入れ
担当）への聞取りでは，「一定の顧客が獲得
できたブランド牛は，安定供給の継続により，
一定量の販売量が確保できる。」との話があ
り，競合他社より強いブランド牛の販売は，
量販店にとって必要な戦略と言えます。
より一層，ブランド牛生産の強化や牛肉の
安定供給が求められているといえます。

食品価格動向調査（冷蔵ロース，全国 470 店舗，税込）



フードフェスティバル

～ 79 万 3 千人の来場で盛大に開催 ～

平成 27 年 10 月 17 日（土）
，18 日（日）の 2 日間にわたり，広島城周辺を中心に開催された「ひろしまフードフェスティバル」は，
両日とも晴天に恵まれ，約 80 万人が訪れ賑わいました。このイベントに毎年恒例の広島牛モモの丸焼き（広島牛特産化促進対策協議会）
が出展され，大盛況のうちに早期完売しました。
今年で 11 回目となる，広島の食の祭典は，ゴールデンウィークに開催される広島の平和と花の祭典「ひろしまフラワーフェスティバル」
とともに，広島の秋の一大イベントとして定着してきました。
広島牛モモもの丸焼きもしっかり定着し，
「いつもこれ（モモの丸
焼き）を楽しみに来ょーるんよー！（^o^）なんでいっつもこんな
に美味しいんかねー」
「おっ！広島牛じゃぁ！食べたいのー！」と訪
れる多くの方から，地元の和牛肉として大きな期待を背負っている
ことを感じることができます。
長年の取組で，モモの丸焼きが定着し，
『広島牛』の名称が浸透し
て来たようです。
今後とも，広島牛は，適度に霜降りの入ったサーロインなどの高
級部位から，あっさりと柔らかくて食べやすいモモなど，さまざま
な部位を皆様の御希望に沿った形で提供し，さらに消費拡大を続け
ていくことが期待されます。

モモ肉は，部分肉名で‘うちもも’‘しんたま’‘らんいち’‘そともも’な
どに分類され，ヒレ肉のようにきめ細かく過度な脂肪が無い柔らかい部位や，
サーロインに近い部位では，最高の霜降りステーキとして食べれる箇所など， 子どもたちからパワーをもらっていま 広島牛モモの丸焼きは，フードフェステ
牛肉の宝石箱と言えます。
す。
ィバルで人気のブースです。


和牛オリンピックに向けて

～ 第 11 回全国和牛能力共進会宮城大会 ～

平成 29 年９月に宮城県で開催される『第 11 回全国和牛能力共進会宮城大会』のマスコットキャラクターが決定し，宮城県ではこの大
これから時々
会を盛大に開催する準備が本格化しました！

登場するから
よろしくね！

大会まで２年を切って，開催県の宮城県では，マスコットキャラクター（右イラスト）が決定，９月に
は盛大に決起大会を開催し，日本一獲得に向けた取組が進められています。
今回の大会では，後継者の確保と育成を目的に，
「高校生の部」が設けられ，全国から 10 頭の出品枠で
競われることとなっています。
広島県では，種牛の部は，今後，1 区（若雄）や４区（系統雌牛群）
の出品候補牛が続々と誕生を控えています。
肉牛の部では，これまで出品希望者による枝肉調査会（プレ全共）が
開催され，最後に開催された 10 月の調査会では，肉質等級が全て上物
（4 等級以上）というレベルの高い結果となっています。
今後，本番に出品される子牛の巡回選抜が 12 月から行われ，全共出
品対象肥育経営体を選定の上，来年３月に予定されている斡旋会で繁殖
経営から肥育経営へ子牛が引き渡される予定となり。宮城全共に向けた
活動が活発になってまいります。



【宮城全共の概要】
会期

H29 年 9 月 7 日～11 日

場所

「夢メッセみやぎ」ほか
（宮城県仙台市宮城野区）

参加頭数

517 頭

来場者数

約 39 万人

内容等

5 年に一度，全国から選抜

された和牛が一堂に会し和牛の
改良の成果を競う品評会。

全共宮城大会マスコットキャラクター
牛政宗（うしまさむね）
承認番号 9 号

広島和牛関連
広島和牛関連のトピック
関連のトピック

～広島県産和牛ブランド推進会議より～

日時 11 月 21 日（土）22 日（日）10 時から
場所 広島グリーンアリーナ（広島市中区）
内容 “住まいる博 2015”内
～広島県民に新しい贅沢を提案～

問合せ 広島県畜産課（TEL(082)513-3598）

～広島牛特産化促進対策協議会より～

広島牛
ホームページ
11 月 1 日リニューアル！

～和牛実践力をＵＰしよう！～
（広島県より）

◆農業技術大学校の平成 28 年度学生募集のお知らせ◆
一般入試（前期）の願書受付が始まります！

願書受付期間 平成 27 年 11 月 17 日（火）～
12 月７日（月）必着
★リンク等を設定のＨＰ開設者の皆様は，新たに
設定等をお願いします。休止中の間，ご迷惑を
おかけしました。
問合せ 広島牛特産化促進対策協議会
（TEL(082)291-0122）

✓大型特殊，家畜人工授精師，家畜商の資格取得可能
✓卒業生は，農場など採用実績多数
✓安い学費と寮完備
✓専門士（短大卒同学歴）取得可能
問合せ 広島県立農業技術大学校(TEL(0824)72-0094)

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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次回は，12 月 10 ⽇発⾏予定！

