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各事業における奨励金単価 
 

 

 

単 価 要 件 具 体 例 

８万円/頭 

①「枝肉重量の育種価が上位 1/2（B以上）」 
 

又は、 
 
②「その他の育種価のうち2つ以上が上位1/2
（B以上）」 

「－」は、C以下又は判明していないもの。 

 

 

 

枝肉 

重量 

ﾛｰｽ芯 

面積 
皮下脂肪 脂肪交雑 奨励金 

B － － － 8万円 

－ － B B 8万円 

－ A A A 8万円 

B A － － 10万円 

10万円/頭 

①「枝肉重量の育種価が上位 1/2（B以上）」 
 

かつ、 
 

②「その他の形質の育種価の 1 つ以上が上位
1/2（B以上）」 

 

 

 

 

単 価 要 件 具 体 例 

４万円/頭 

【父牛又は母牛の育種価】 
「6形質（枝肉重量、ロース芯面積、バラ厚、

皮下脂肪厚、歩留基準値、脂肪交雑）」のいずれ
か１つの育種価が上位 1/2（B以上）であり、
かつ長野県が推奨する雌牛（※）であること。 
 
※ 28年度以降の採択基準は「枝肉重量の育種価が上位1/2以上以内」 

 

「－」は、C以下又は判明していないもの。 

 

枝肉 

重量 
ﾛｰｽ芯 
面積 皮下脂肪 脂肪交雑 奨励金 

B － － － 4万円 

B － A  4万円 

B A A － 5万円 

－ A A A － 

５万円/頭 

【父牛又は母牛の育種価】 
「6形質（枝肉重量、ロース芯面積、バラ厚、

皮下脂肪厚、歩留基準値、脂肪交雑）」のいずれ
か 2つ以上の育種価が上位 1/2（B以上）であ
り、かつ長野県が推奨する雌牛（※）であるこ
と。 
 

※ 28年度以降の採択基準は「枝肉重量の育種価が上位1/2以上以内」 

 

○（期待）育種価評価 
Ｈ：1/8 以上、Ａ：1/4 以上、1/8 以下 B：1/2
以上（平均）、1/4以下  C：1/2以下 

○（期待）育種価評価 
Ｈ：1/8 以上、Ａ：1/4 以上、1/8 以下 B：1/2
以上（平均）、1/4以下  C：1/2以下 

中核的担い手育成増頭推進 

優良繁殖雌牛導入支援 

４万円 

事業対象 

肉専用種繁殖雌牛  

５万円 
事業対象 

（別紙３） 

肉専用種繁殖雌牛  

8 万円  

事業対象  

10 万円 

事業対象 
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単 価 血統要件 除外する血統 

6万円/頭 

①利用上位以外の種雄牛由来の繁殖雌牛 
 
全国の利用数が上位の種雄牛以外の種雄牛を
父牛に持つ繁殖雌牛 
 
 

 

全国の利用数が多い次の種雄牛（15頭）を父牛に持つ繁殖雌牛を除外（毎年更新）。 

種雄牛名号 登録番号 種雄牛名号 登録番号 種雄牛名号 登録番号 

勝早桜５ 黒 14289 華春福 黒原 4756 美国桜 黒原 5204 

金太郎 3 黒原 5271 秀幸福 黒原 5406 美津照重 黒 13968 

耕富士 黒原 5400 福之姫 黒原 5689 喜亀忠 黒原 5136 

幸紀雄 黒原 5297 福増 黒原 5273 諒太郎 黒原 5605 

華忠良 黒原 5564 満天白清 黒 15024 若百合 黒原 5553 
 

9万円/頭 

②希少系統の種雄牛由来の繁殖雌牛 
 
栄光、藤良、熊波、岩田、城崎の系統（※）の種
雄牛を父牛に持つ繁殖雌牛 
 
 
※ 系統は「父系による分類」とする。 

ただし、「父系による分類」で目的とする繁殖牛の導入が困難な【城

崎系】は、始祖牛である「奥城土井」又は「城清」の遺伝子を保有

する確率が 5％以上の種雄牛を父に持つ繁殖牛であることを要件

とする。 

遺伝子保有確率により「城崎系」の対象となる種雄牛の例 

宮弘波、北奥道、北前宮、宮奥城、石富照、北谷松、石義丸、宮喜、

宮菊城、北森宮 

 

全国の利用数が多い種雄牛（上記①・15頭）を父牛に持つ繁殖雌牛に加え、繁殖雌牛の父牛と

しての利用が多い次の種雄牛（34頭）を父牛に持つ繁殖雌牛を除外（毎年更新）。 

 

栄光系（21頭） 

種雄牛名号 登録番号 種雄牛名号 登録番号 種雄牛名号 登録番号 

勝忠平 黒原 3800 忠富士 黒原 4369 百合茂 黒原 4086 

勝早桜５ 黒 14289 直太郎 黒原 5313 百合白清 2 黒原 5361 

勝平正 黒原 4349 白鵬85の3 黒原 5360 喜亀忠 黒原 5136 

金幸 黒原 2865 秀幸福 黒原 5406 諒太郎 黒原 5605 

金太郎 3 黒原 5271 平茂勝 黒原 2441 若百合 黒原 5553 

耕富士 黒原 5400 福華 1 黒 14279   

幸紀雄 黒原 5297 美津百合 黒原 4990   

茂勝栄 黒 13487 安茂勝 黒原 4006   

 

藤良系（11頭） 

種雄牛名号 登録番号 種雄牛名号 登録番号 種雄牛名号 登録番号 

北福波 黒原 3793 秀正実 黒原 5401 美国桜 黒原 5204 

第 1花国 黒 12510 平茂晴 黒原 3712 美穂国 黒原 4617 

隆之国 黒 13809 福之国 黒原 3491 芳之国 黒 14203 

花国安福 黒原 4899 福之姫 黒原 5689   

 

熊波系（2頭） 

種雄牛名号 登録番号 種雄牛名号 登録番号 

茂洋 黒原 4257 好平茂 黒原 5151 

 

 

 

 

遺伝的多様性に配慮した改良基盤確保 


