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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。

新年あいさつ

～ 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。謹んで新春のごあいさつを申しあげます。
平成２８年の年頭にあたり，会員の方々をはじめ，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，厚くお礼を申しあげます。
近年，我が国の肉牛生産を取り巻く環境は日豪ＥＰＡやＴＰＰ大筋合意など劇的な変化を見せています。
こうした中で本県の和牛振興施策においては，平成２５年１１月に広島県と全農広島県本部が中心とな
り，市町，関係団体等と連携し，先人の方々が築き上げられてきた広島県にしかない，偉大な歴史・伝統
を価値に換える取組として，広島血統和牛“元就”のブランドを立ち上げました。平成２７年にはその効
果（価値評価）も徐々にではありますが，枝肉価格，子牛価格にも表れてきております。その大きな要因
の一つは，和牛消費の推定５５％占める小売・量販店で広島血統ブランド牛肉が扱われ始めたことです。
あるスーパーでは，広島血統和牛が地産地消の証になると高評価をいただいております。
血統は歴史・伝統の証明でもあり，現代和牛のルーツの一つでもある広島血統は，本県のみならず日本
の財産ともいえます。全国的に血統が似通い，将来の和牛改良に不安が残る昨今において，
比婆牛や神石牛など希少血統の復活は，本県和牛事業の大きな価値（武器）として貢献し

広島牛振興協議会 会長 水永 祐治

てくれるとともに，日本の和牛業界においても称賛される取組であると考えております。
元就ブランドは広島血統和牛の価値向上はもちろんのこと，御協力をいただいている毛
利報公会（代表：毛利元敦氏）や関係機関と連携し，本県輩出の偉人でもあり，多くの足
跡・歴史的建造物を残された毛利元就公を多くの皆さんに知っていただく取組と合わせて
展開することで，観光振興にも貢献できる新たな和牛ブランドになると期待しております。
毛利元就公の名言にある“百万一心”ではありませんが，県内和牛生産者をはじめ関係
者，関係機関が目標を共有し取組むことで思いは成就するものと考えておりますので，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いたしますとともに，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あいさつといたします。
【毛利家への年末挨拶（毛利博物館にて）
】
広島牛振興協議会

 広島和牛の販売拡大情報

会長

正面左：水永会長 （全農広島本部長）
中 央：毛利会長 （毛利報公会）
正面右：山﨑事務局長（毛利奉賛会）

水永 祐治

～ 広島血統が注目を浴びる ～

広島血統和牛肉（『元就』『比婆牛』『神石牛』）の販売拡大の取組状況をまとめました。
和牛肉の過半は，スーパー（量販店）などで精肉として販売されており，歴史と伝統のある広島和牛血統の特徴を付加価値として県内
のスーパーで定番商品として販売拡大を進め，県内消費者の消費拡大に取組んでいます。同時に増大する外国人観光客や高級レストラン
での取扱機会を増やし，ブランド力の向上も進めています。
昨年４月以降の県内スーパーにおける広島血統和牛の取扱状況は，下表のとおりで
円/kg 【広島血統和牛の枝肉価格の比較】
すが，６店舗から 10 店舗に増加しています。
2,600
最近は，広島血統和牛は，その他の県産和牛価格より高値で取引されており，需要
の強さを感じることができます。
2,500
さらに広島血統和牛の生産拡大が求められていると言えます。

広島血統
その他

2,400

【広島血統和牛の販売，出荷，枝肉価格の推移】
項目
単位 Ｈ27年4月 5月 6月 7月

広島血統取扱量販店数
広島血統出荷頭数
広島血統枝肉価格
その他県産和牛枝肉価格
広島県畜産課調べ

店
頭
円/kg
円/kg

8月

9月

10月

11月

12月

2,300
2,200

6

6

9

11

11

11

7

10

10

39

44

29

43

35

28

35

42

75

2,220 2,280 2,240 2,260 2,230 2,150 2,260 2,390 2,530
2,190 2,160 2,120 2,200 2,210 2,180 2,240 2,360 2,490
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国のＴＰＰ対策
国のＴＰＰ対策大型補正
対策大型補正予算案
大型補正予算案情報
予算案情報

～ 補助付きリース，クラスター事業等 ～

農林水産省は，平成 27 年 12 月に，平成 27 年度補正予算案，平成 28 年度当初予算案等を発表しました。ＴＰＰの大筋合意を受けて
加速する畜産物のグローバル社会の中で，将来にわたって意欲ある農林漁業者が希望を持って経営に取組み，確実に再生産が可能となるよ
う，万全の措置を講じることとしています。
特に，補正で 2 分の 1 補助付き機械リース（クラスターリース）や施設整備 2 分の 1 補助（クラスターハード）は，600 億円を超え
る大型予算と基金化による複数年度の事業実施を可能とするなど弾力的な運用を目指しています。
（右表，下図参照）
主な事業は次のとおりです。
【クラスタ―関連予算の変遷】
【畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（平成 27 年度補正 予算額 609 億円）
】
平成 26 年補正
201 億円
① 施設整備事業（クラスターハード）
：畜産クラスター計画に位置付けられた中心的な経営体に対し，
平成 27 年度当初
75 億年
収益力強化や畜産環境問題への対応に必要な施設整備，家畜導入を支援。
平成 27 年度補正 609 億円
・対象：法人化計画を有する個別経営等 ・補助率 1/2 以内
② 機械導入事業（クラスターリース）
：畜産クラスター計画に位置付けられた中心的な経営体に対し，
収益力の強化等に必要な機械のリース導入を支援。
クラスターリース（補助付き機械リ
・対象：個別経営等 ・補助率 1/2 以内
ース）については，３月までに要望
【肉用牛経営安定対策の補完事業（平成 28 年度当初（ALIC 事業） 予算額 34.4 億円）】
調査等が行われる見込みです。情報
・優良な繁殖雌牛を増頭した中核的な繁殖農家に対し，増頭 1 頭当たり 8 万円（高能力牛は 10 万円） 収集に努めてください。
を助成。
（育種価要件あり）増頭の取組を拡大するため，対象者の要件を緩和。
（注意）予定は前後する場合があります。
・繁殖雌牛増頭のための簡易牛舎の整備に支援。市町酪肉
≪クラスターハード・リースの概要≫
近代化計画が必要。補助率 1/2 以内。
【
“畜産クラスター”ってなんかいの？】

中心的経営体に位置付けられた畜産農家をはじめ，地域の関
係事業者が連携・結集し地域ぐるみで高収益型の畜産を実現す
るための体制で将来ビジョンに向けた活動を展開します。この
畜産クラスターの構築は全国的に推進されています。
・全国で 566 の畜産クラスター協議会が設立。中四国は 50。
・協議会の地域の範囲は，4 割が市町村エリア。
・事務局は，市町村 3 割，農協 4 割。
・既存の推進体制を活用してクラスター事業の申請事務などが
行われている事例が多いようです。（平成 27 年 9 月現在）
クラスター事業の活用には，畜産クラスター協議会の設立・
体制整備とその協議会が畜産クラスター計画を作成する必要
があります。


平成 28 年度後代検定の交配牛決定

～広島血統和牛の種雄牛づくり～

平成 28 年 4 月から始まる広島血統和牛の調整交配用候補種雄牛が決定しました。平成 27 年 12 月 18 日（金）に畜産技術センター
（庄原市七塚町）で，全農ひろしま，広島県職員が参集して開催された選抜委員会において，直接検定の終了した現畜を確認し，成績等
をもとに慎重に協議した結果，
「茂波竜」と「黒笹波」が選抜されました。皆様の御協力よろしくお願いします。

茂波竜（しげなみりゅう）

生年月日
産地

H26.3.25

黒笹波（くろささなみ）

生年月日

庄原市比和町

遺伝病

8 項目正常

好きな食べ物
性格

産地

性格

気高系の雌

交配期間

〇気高系など増体系の若い雌牛への交配が適しています。

【血統】

【遺伝子保有確率】第 21 深川

【遺伝子保有確率】

13.9
【直接検定成績】DG1.17kg

7.8
補正体重 436kg

平成 28 年５月１日～８月 31 日予定

〇糸系など増体系の若い雌牛への交配が適しています。

【血統】沖茂金波 - 茂波(事) - 初代 14（父-母方祖父-母方曽祖父）
第 2 横利

沖茂金波 – 勝白 – 美津福（父-母方祖父-母方曽祖父）
第 21 深川

6.7

12.9

発育ランク A-

【直接検定成績】ＤＧ1.04kg

広島牛振興協議会

問合せ

編集・監修

広島県

広島県畜産課 TEL（082）513-3598

第 38 の 1 岩田
7.2

補正体重 411kg

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！

発⾏

糸系の雌

体幅・伸びに富んだ本牛
は，肉質とあわせて肉量
の改良も期待できます。

平成 28 年４月１日～７月 31 日予定

第 38 の 1 岩田

チモシー

のんびり屋

タイプ

母は，産子 5 頭が BMS 平
均 8.8 の実績を持つ高能
力雌牛です。波系の希少
血統です。

交配期間

8 項目正常

好きな食べ物

人なつっこい

タイプ

神石高原町

遺伝病

全部

H26.8.17

第 2 横利
2.7
発育ランク A-

次回は，3 月 1 ⽇発⾏予定！

