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いつも当団メールマガジンをご覧いただきありがとうございます。クリ
スマスを前にして、東京も急に冷え込んできました。皆さま、お体ご安
全にお過ごしいただければ幸いです。では、今年最後（１２月号）のメ
ルマガをお届けいたしますのでご覧ください。なお、皆さま、良いお年
をお迎えください。
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
◆全国優良畜産経営管理技術発表会で“小野ファーム”に最優秀賞の栄冠！
◇
去る１１月２６日、令和３年度全国優良畜産経営管理技術発表会（主催：（公社）
中央畜産会）が開催され、最優秀賞４点、優秀賞４点の８点が選考・表彰され、
神奈川県 株式会社小野ファームが、最優秀賞 農林水産大臣賞を受賞されま
した。受賞された発表概要は下記のとおりです。
表題：「都市の中での乳肉複合による多角経営 」－ゲノミック評価の活用による
肉用牛生産の取り組み－
小野ファームでは、酪農と肉用牛繁殖肥育一貫、乳製品の製造販売加工、堆
肥の生産販売、焼肉店経営の５部門と多角的な経営をされ、その中で、当団の
ゲノミック評価を活用した肉用繁殖牛の評価、受精卵移植を利用した酪農、酪
農家との連携による素牛生産、Ｇ－Ｅｖａを活用したゲノミック評価の利用等によ
り、優秀な繁殖牛の効率的確保と受精卵技術利用による素牛生産で実績を上
げられています。今後については、性選別精液を活用した受精卵移植によっ
て肥育経営の自家産率を８割にする目標で更なるアップを目指して行く方向性
を示されました。
小野ファーム様には、最優秀賞の受賞、おめでとうございます。なお、このこと
については、２０２２年３月号でご紹介する予定です。

種┃雄┃牛┃情┃報┃
━┛━┛━┛━┛━┛
◇ゲノミックヤングサイアーの紹介◇
当団では検定済種雄牛の他にその成績を遙かに凌ぐ、特徴ある下記７頭の
ゲノミックヤングサイアーを販売しています。ご興味をお持ちになられた

方は、お近くの種雄牛センターまでお問い合わせください。
ＪＰ５Ｈ５９２０５ ロングウエイ ジエブ ジーナ ＥＴ
ＧＮＴＰ＋３，０３７ ジエブ×アルタモレノ×レイサ－
○ＧＮＴＰは検定済種雄牛を凌ぐゲノミックヤングサイアーの中でもダン
トツでトップの種雄牛登場！生産性と体型改良の両方の魅力を持ち、特に
産乳能力の改良は魅力的。
ＪＰ５Ｈ５９２５９ フラーリツシユ モーゼ ＥＴ
ＧＮＴＰ＋２，８９０ ジエブ×アルタモレノ×レイサ－
○特長はゲノミックヤングサイアーＮo１のジーナを優る機能的な体型、
乳
器の改良が魅力！
ＪＰ５Ｈ６０２４９ ハツピークロス フアイン ＥＴ
ＧＮＴＰ＋２，８４３ へーグー×モデステイー×アルタスプリング
○国内であまり使われていないヘーグーの息牛。尻台の改良に最適！
ＪＰ５Ｈ６００３９ セン-ミヤ ＬＳ フクキチ ＥＴ
（Ａ２Ａ２保因）
ＧＮＴＰ＋２，７９６ アルタモントーヤ×ジエダイ×キングボーイ
○母系は北米で活躍中の「オーマンナオミ」ファミリー、機能的な体型・
肢蹄と高い乳代効果が特長！
ＪＰ５Ｈ５８８６６ ロツクヘルス ＰＦ メイスター ＥＴ
ＧＮＴＰ＋２，６３２ ＪＣスター×コマンダー×マツセイ
○「シヨトルメイ」ファミリーから検定済種雄牛プレジデントを超える純
国産の超新星！
ＪＰ５Ｈ５９４５６ ピーク アルタアクター ジヤブラ ＥＴ
（Ａ２Ａ２保因）
ＧＮＴＰ＋２，５７８ アルタアクター×アルタモレノ×ジヤビアー
○
「ミスアメリカ」
ファミリーから国内唯一のアルタアクター息牛の誕生。
産乳成分の改良、暑熱耐性の改良に！
ＪＰ５Ｈ５９１４９ ネザーランドＴ クリード アチーバー ＥＴ
（Ａ２Ａ２保因）
ＧＮＴＰ＋２，１７９ アチーバー×ジエダイ×キングボーイ
○世界的に著名な「コスモポリタン」ファミリーから国内初のアチーバー
息牛。全米でＮo３の全姉妹もおり、期待の高まる種雄牛！乳成分率と疾病
繁殖成分の改良に特化。
◆ハイレベルな共励会にて当団種雄牛産子大活躍！◆
１２月８日に東京都中央卸売市場食肉市場にて開催された第２１回全国中
核和牛生産者枝肉共励会で当団種雄牛産子が大活躍しました。北海道から

鹿児島県までの９道県、９出荷団体より去勢４１頭、雌４５頭の計８６頭
が出品され、格付等級は４・５率１００％とハイレベルな共励会でした。
その中で、秋忠平（去勢 最優秀賞）と光福久（雌 最優秀賞）が頂点に
輝きました。なお、褒賞１４点のうち８点が当団種雄牛産子と素晴らしい
成績を収めました。
当団種雄牛の入賞成績概要は以下のとおりです。入賞されました皆様おめ
でとうございます。
＜入賞者名及び成績概要＞ ※No.は上場番号
最優秀賞（去勢）：山口県 （株）萩牧場 秋忠平×芳之国×安福久
ＢＭＳ12、枝肉重量 645kg、ロース芯 110cm2、バラ厚 10.2cm
最優秀賞（雌）：群馬県 増田畜産 光福久×百合茂×福之国
ＢＭＳ12、枝肉重量 440kg、ロース芯 82cm2、バラ厚 7.5cm
優秀賞（去勢）：島根県 （株）松永牧場 美津照重×安福久×勝 21
ＢＭＳ12、枝肉重量 595kg、ロース芯 97cm2、バラ厚 10.8cm
優秀賞（雌）：山形県 姫城中川ファーム 福之姫×美津照重×糸福
ＢＭＳ12、枝肉重量 498kg、ロース芯 71cm2、バラ厚 8.8cm
優秀賞（雌）：鳥取県 （株）田村畜産 福増×安福久×福桜（宮崎）
ＢＭＳ12、枝肉重量 478kg、ロース芯 98cm2、バラ厚 8.0cm
優良賞（去勢）：栃木県 磯博樹様 秋忠平×美国桜×安福久
ＢＭＳ12、枝肉重量 651kg、ロース芯 112cm2、バラ厚 8.9cm
優良賞（去勢）：栃木県 森修一様 美津照重×百合茂×安福久
ＢＭＳ12、枝肉重量 509kg、ロース芯 107cm2、バラ厚 9.4cm
優良賞（雌）：島根県 （株）松永牧場 光福久×菊花国×勝忠平
ＢＭＳ11、枝肉重量 427kg、ロース芯 63cm2、バラ厚 7.8cm
http://liaj.lin.gr.jp/index.php/detail/data/p/9980085766

体┃外┃受┃精┃卵┃情┃報┃
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
◆年末年始のお知らせ◆
今年も一年、格別のご愛顧を賜りまして厚くお礼申し上げます。なお、年
末年始の新鮮卵発送について、年末の発送は１２月２４日(金)移植分まで
となります。また、年始は１月１３(木)移植分より発送を開始いたします
ので、ご承知おきください。
◆新鮮卵輸送計画◆

令和４年２月４日までの新鮮胚移植計画は下記のとおりです。また、家畜
バイテクセンターＨＰに令和４年２月４日（金）までの新鮮卵輸送計画を
更新しています。１月１１日（火）１月１２日（水）１月１８日（火）移
植分の発送はありませんのでご注意ください。
１月１３日（木）～ １月１４日（金）移植：福之姫
１月１９日（水）～ １月２１日（金）移植：茂晴花ＳＹ
１月２５日（火）～ １月２８日（金）移植：美津金幸ＳＹ
２月 １日（火）～ ２月 ４日（金）移植：愛之国ＳＹ
新鮮卵輸送計画表
http://liaj.or.jp/ivf/menu/shin.html

牛┃群┃検┃定┃関┃係┃
━┛━┛━┛━┛━┛━┛
◇令和３年度 お試し検定を募集中！◇
牛群検定を６カ月間無料体験できる、お試し検定を実施しています！６カ月
間の検定経費を補助しますので、ぜひご利用ください！！興味のある方はお
近くの牛群検定組合または事業実施主体までお問い合せください。またご不
明な点は当団でも承ります。
http://liaj.lin.gr.jp/japanese/kentei/kentei_info.html
◇牛群検定通信（検定成績表の裏面）を更新しました◇
Ｎｏ．１４０ 令和３年１２月号 記事
冬季は給水の温度に注意しましょう。冷水では、ルーメン内微生物の働きを
始めとした様々な生産性が低下します。温水給与には費用も掛かりますが、
乳量が増え繁殖も良くなると言われています。
http://liaj.lin.gr.jp/uploads/gyukentusin140.pdf
◇増刊牛群検定通信を更新しました◇
増刊牛群検定通信 Ｎｏ．１３１ 令和３年１２月号 主な記事
除籍理由を正しく報告しましょう。除籍理由は、牛群の健康状態を知ること
のできる重要な情報です。除籍理由とその具体例、混乱することの多い部分
、成績表のチェック方法を説明しています。
http://liaj.lin.gr.jp/uploads/zoukan131.pdf
◇検定員の方々へのお知らせを更新しました◇
検定員の方々へのお知らせ Ｎｏ．１２２ 令和３年１２月号主な記事
除籍理由「死亡」報告に注意しましょう。「なぜ死亡したか？」を農家に聞
いて、当てはまる除籍理由を報告してください。

※他、増刊牛群検定通信と同じ記事
http://liaj.lin.gr.jp/uploads/osirase122.pdf

遺┃伝┃子┃の┃は┃な┃し┃
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
◆令和３年度肉用牛生産高度化推進情報交換会を開催◆
１２月２日に標記会議を高崎市で開催し、２２都府県４０人が参加されま
した。会議では、長野県、三重県、茨城県など１０県から、肉用牛ゲノミ
ック評価の取組状況と脂肪酸組成についての取組状況の報告がありまし
た。脂肪酸組成に関しては、各都府県それぞれの取組状況やブランド化に
向けての実験などについて活発に意見交換が行われ、今後の改良に向けて
大変参考になるとの意見もありました。また、肉用牛ゲノミック評価の今
後の展開にも大きな関心が寄せられていました。昨年よりも規模を拡大し
て行われた会議でしたが、閉会時には「来年度も開催してほしい」との要
望の声が相次ぐほどの盛況な会議となりました。

肉┃牛┃ト┃ピ┃ッ┃ク┃ス┃
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
◆最近の国産牛肉の消費動向と枝肉相場について◆
最近の情勢（１０、１１月）について報告します。
【生産量】①１０月のと畜頭数前年比は、和牛 94.0％、交雑 101.6％と和
牛は前年比減、交雑は前年比増でした。②１１月は、農場での在庫頭数減
を反映し和牛・乳牛及び交雑とも前年比減（それぞれ速報 92.0％、95.6％）
の生産量でした。
【消費量】①１０月家計消費（牛肉）は、前年対比は金額 99.4%、数量 87.3％
と金額・数量ともに前年減、②１０月小売り売上（牛肉）は外出自粛によ
る内食潜在需要あるも売上まちまち（輸入は相場高で低調、国産は好調）
、
③１０月の外食焼肉は緊急事態宣言・まん延防止が解除になり、前年比
96.7％とようやく回復基調となりつつあります。
【牛肉輸出量】１０月も好調でした。全体の金額は 43 億 5,688 万円（前
年同月比 113.2％）で数量 646t（同 100.1％）でした。輸出量が多い（輸
出計に占める割合）のは香港 21％、米国 18％、カンボジア 13％、台湾 12％
でした。なかでも数量伸長著しいのは、米国（前年同月比 134％）でした
（財務省貿易統計）
。
【枝肉相場（東京）
】１１月は高相場も、コロナ感染減少傾向、輸出堅調、
品薄等でもちあいでした。和牛去勢では、税抜きの加重平均価格で A５
（2,532 円/kg、前月比 102.1％、前年比 99.9％）
、A４（2,294 円/kg、前月
比 106.7％、前年比 99.3％）
、A３（2,079 円/kg、前月比 105.7％、前年比
98.1％）
、A２（1,786 円/kg、前月比 110.1％、前年比 96.2％）となってい
ます（食肉流通統計）
。主な相場影響要因は（プラス）
：輸出好調、鍋物相
場、生産頭数減、
（マイナス）
：回復途上の飲食店需要、コロナ禍・IT 化で

の所得低迷による需要減退、昨年巣籠り需要の反動等です。
【１２月の見通し】季節要因で鍋物シーズン、出荷頭数減での品薄で相場
は上向きつつあります。生産量も農場在庫頭減少により１１月は落込みま
した。alic によると１２月は和牛及び交雑種で出荷頭数がでわずかに上回
ると予想されることから、さまざまな要因（プラス：輸出好調、飲食業の
コロナ規制緩和、鍋物相場、マイナス：回復途上の飲食店需要、コロナ禍・
IT 化での所得低迷による需要減退）を睨んだもちあい相場展開と考えられ
ます。
（冨谷）

事┃業┃関┃係┃
━┛━┛━┛━┛
◇２０２１後検（前期）調整交配（乳牛）◇
２０２１後検前期の交配期間は令和４年２月までとなっています。期間内
の交配について、皆様のご協力をお願いいたします。
◆３０現検（前期）枝肉調査終了！（肉牛）◆
３０年度前期候補種雄牛の現場後代検定調査牛のすべての枝肉調査が終了し
ました。このあと、選抜に向けて成績の集計およびゲノミック評価を利用した遺
伝的能力評価を行い、令和４年２月上旬に選抜を予定しています。種雄牛別の
枝肉成績については、ホームページに掲載しています。
http://liaj.lin.gr.jp/uploads/n30-1f_gaiyo.pdf
◆Ｒ０２現検（後期）遺伝子型検査（親子判定）（肉牛）◆
令和２年度後期候補種雄牛の現場後代検定調査牛について、関係者の皆様
におかれましては、遺伝子型検査（親子判定）は購買までに確実に実施するよ
うよろしくお願いいたします。併せて、検定調査牛の日齢に見合った発育をす
るよう良好な育成管理をよろしくお願いいたします。また、雄子牛の去勢は、生
後４カ月齢までに確実に実施するようよろしくお願いいたします。
（令和２年度後期候補種雄牛名簿）
http://liaj.lin.gr.jp/uploads/nr02-2r_sire.pdf
◆３０現検（後期）枝肉調査中（肉牛）◆
３０年度後期候補種雄牛の現場後代検定調査牛の枝肉調査が令和３年１１月よ
り開始しました。このあと、令和４年４月末まで全国各地で調査牛の枝肉調査を
実施します。種雄牛別の枝肉成績については、ホームページに掲載していま
す。
http://liaj.lin.gr.jp/uploads/n30-2r_gaiyo.pdf
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