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岡山県が最初に畜産技術者を採用したのは何時頃であろうか？ 

浅羽 昌次(岡山県職員ＯＢ) 

 来年は卒寿(９０歳)を迎えようという老体が、

まさか畜産だよりの原稿を頼まれようとは夢想だ

にしなかったことである。平素何かとご厄介にな

っている畜産協会からの依頼とあれば無下に断る

わけにもゆかず、昔話でも書いて責任を果たした

いと思い、駄文を呈した次第である。 

                                                  

 現在の県畜産課(出先を含め)は百数十名の技術

者を抱え、県畜産振興のため日夜ご努力いただい

ているが、県が最初に畜産技術者を採用したのは

何時頃であろうか・・・・。 

                      

 県を退職後、私はこんな素朴な疑問を抱き余暇

を利用しては、図書館通いを始めたのである。新

聞、古文書など手当たり次第見ていると実に面白

く約７～８年の長きにわたって、県、岡山市の図

書館を初め、津山市、倉敷市の図書館、果ては町

立図書館にも２～３カ所足を運び、必要な資料は

コピーして持ち帰った。私の目的であった畜産技

術者の採用については、次の様な経過を辿ってい

ることが判明、その一端を紹介してみたい。                      

 明治１９年、時の農務省は明治１９年１２月、

吉田同省次官名で「獣医採用について」各府県知

事あて次の内訓をしている。 

                                   

 「明治２０年１月１日ヨリ施行スヘキ当省令第

１１号獣類伝染病予防規則発布ノ主旨タル獣類ノ

伝染病ヲ予防撲滅シテ其生命ヲ完セシメ、以テ国

家ノ一財産ヲ保護スルニ在ルコト今更ヲ俟タサル

儀ニシテ、之カ目的ヲ達セントスルニハ、固ヨリ

適当ノ獣医ヲ要セサルヘカラス。殊ニ人体ニ伝染

スヘキ獣類伝染病予防規則ノ実施及ヒ乳肉ノ善悪

良否ヲ検定スル等ノ事ハ人ノ衛生上ニ関シ最緊要

ニシテ一層ノ注意ヲ加ヘサルノミナラサルノ儀ニ

付、此際其庁ニ於テモ可成適当ノ獣医を採用シ獣

医に関スル諸般ノ事務ヲ担当セシムベシ。此旨内

訓ス」とある。(農務顛末)これは同年６月、「獣類

伝染病予防規則」が公布され、規則に獣医師の仕

事が予防規則、同心得に大きく示されており、獣

類伝染病予防のためには獣医師を必要としていた。 

 

 また、岡山県においても県議会議員大森馬之助

(上道郡選出)は、明治 26 年 11―12 月定例県議会

において県知事に対して次の獣医師設置を口頭建

議を行っている。「県下全体ニ於イテ獣医ノ欠乏セ

ルコト甚ダシク飼育農家ハ不安ノ状態ニアリ、故

ニ県知事ハ速ヤカニ之ガ救済ノ方法ヲ講ジ、獣医

奨励ノ方針ヲ採ランコトヲ望ム」(岡山県会史)。 

 この頃、県内農家には和牛が役牛として必ず１

―２頭は飼育されており、農家の宝として可愛が

られていた時代である。 

 

 こうした経緯を経て岡山県は明治 28 年 4 月、

初めて秋山直三(埼玉県)、橋本 正(和気郡)の獣医

師 2 名を採用している。 

 秋山直三については 4月 28 日の中国民報は「非

職農科大学助手 秋山直三氏は本官の侭にて岡山

県雇、月給 35 円を給せられ、第 5 課農務掛勤務

を命じられたり」と報じているが、橋本 正につ

いては記事が見当たあらず不明であるが、4 月に

採用されたものと推測される。 

 

 さらに、5 月 7 日の新聞紙上には、秋山、橋本

両名は警察部兼務を命じられていることを報じて

いる。これが、岡山県の畜産技術者を採用した最

初で、当時、農商務掛における担当業務は、家畜

改良、防疫、獣医教育、畜産保護。また、警察部

での業務は屠殺検査の監督、牛乳検査であった。

(畜産一班) 

 

 秋山、橋本両氏の主たる業績を挙げれば、第１

に農事講習所の開設であろう。講習所は同 30 年 4

月開校、農科、獣医科、水産科、林科が設置され、

修業年限 2 カ年。獣医科を卒業すれば獣医師国家

試験を受ける資格が付与され、試験に合格すれば

初めて獣医師の免除が下付される制度であった。
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なお、秋山は講習所開設と同時に同所主任教員と

して赴任し 2 カ年後、再び県に復帰、畜産行政に

励んだ。 

 

 また、明治 28 年には岡山県の畜牛改良方針を

定め、県内の畜牛を(１)力役用を主とし肉用を兼

ねるもの。(２)肉用を主とし力役及び乳用を兼ね

るもの。(３)乳用に供するものと３区分して主産

地を定め、牛種を選定し、この方針に沿って県外

の先進地に出向き、県購買として畜牛の導入を行

い、一方では「産牛奨励規定」を定め、種牡牛の

検査、その他畜牛品評会、同共進会の開催を奨励

し、入賞牛には多額の賞金(１０―３０円)を交付

し、農家の畜牛の改良意欲の高揚を図った。なに

しろ清酒１升１８銭位の時代、１０―３０円の賞

金は大金で、その効果は大なるものがあったと想

像される。 

 

 こうした業績に対して明治 35 年、当時の岡山

県畜産会は秋山、橋本両氏に感謝状と共に金牌(秋

山)、銀牌(橋本)を贈り謝意を表している。 

 次いで 37 年には岡山県種畜場を設置、自らは

同場長として整備運営に努め、同年種雄牛として

和牛 3 頭、ホルスタイン種牛 2 頭、エアシャー種

牛 3頭(2頭は輸入)4,200万円の巨費を投じて導入

している。なにしろ国家公務員の初任給が 50 円

(値段の風俗史)の時代、4,200 万円の種畜購入費は

相当物議を醸したことであろう。 

 

発足当時の岡山県岡山種畜場職員 

場 長 

 

岡山県種畜場技師 

岡山県種畜場技手 

嘱託 

岡山県種畜場書記 

県種畜場技兼書記 

牧夫 

秋山直三 

阿部精一 

橋本 正 

村上由之 

清水源次郎 

不明 

(参考)  明治 37 年度岡山県種畜場費 

給料  504 円      種畜購入費  4,140 円 

修繕費  80 円      緒雇費     407 円 300 厘 

賄費   62 円 050 厘  雑費         110 円 748 厘 

旅費  820 円 270 厘  図書費        45 円 

恵費    9 円 040 厘  印刷費        45 円 

備品費 250 円 631 厘  通信運搬費 1,092 円 325 厘 

合計  8,333 円 426 厘 

 

岡山県在住約 12 年間、数々の功績を残して明治

41 年 5 月、愛知県技師として転出。残った橋本正

も大正 10 年、岡山県種畜場千屋分場が開設され

ると初代同分場長に就任、施設の整備、充実を図

り、大正 12 年 4 月、定年退職された。 

 

発足当時の千屋分場職員 

分場長 岡山県産業技師 

岡山県産業技手 

岡山県産業主事補 

県産業技手兼牧夫 

牧夫 

橋本 正 

太田 愛 

山崎 算悟 

佐野 民三郎 

大枝 徳太郎 

大枝 喬 

 

秋山技師は愛知県に転出され、後任は愛知県から

谷口助之進技師(M41･5･15)が主任官として来県、

河瀬盤治郎技師(T2･3･31)、綱島助次郎技師(T2･

3･31)、大西季彰(T12･4･19)、片山省三技師(S15･

4･18)と異動が頻々と行われ、７代目、中島周蔵技

師(S15･3･31)の時代に県の機構改革により、蚕糸

課と共に畜産課が誕生(S15･4･8)、中山技師はそ

のまま初代課長に就任。創設当時の畜産課は係も

なく、僅か 24 名のこじんまりした課であった。 

 畜産課創設当時、示された事務分掌は次のとお

り。(1)畜産組合その他畜産団体に対する事項。(2)

家畜保険に関する事項。(3)家畜市場に関する事項。

(4)獣医師及び蹄鉄工に関する事項。(5)有畜農業に

関する事項。(6)家畜飼料に関する事項。(7)家畜家

禽の改良に関する事項。(8)家畜家禽の検定登録に

関する事項。(9)畜産品の生産に関する事項。 (10)

家畜衛生に関する事項。(11)畜牛結核予防に関す

る事項。(12)馬事及び牧野に関する事項。(13)種

畜場に関する事項。(14)その他畜産に関する事項
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等で、秋山、橋本両氏が県採用時に比較してみて

随分業務が増えている。 

 

明治から大正、昭和、平成と時代も変わり畜産

業務も大幅に増加、それに従って畜産技術者も増

員されたのは当然のことである。種畜場の設置、

牛疫、気腫疽を初め各種家畜伝染病の流行など、

その度ごとに人員が増加し、畜産課設置の年は出

先も含めて 55 名であった。当時の職員は何れも

既に他界されているが、秋山、橋本両氏を初め歴

代諸先輩のご努力により、今日の岡山県畜産の緒

が築かれたのである。我々、畜産の道を歩む者、

常にこうした諸先輩のご努力に対して敬意を表す

ると共に一層の精進を誓わねばなるまい。 

 

 

 

創設当初の県畜産課職員(24 名) 

      (昭和 15 年岡山県職員録) 

注：畜産課以外に岡山種畜場 8 名、千屋種畜場 4 名、郡駐在職員

19 名がいたが、氏名は省略した。 

 

職    名 氏     名 

課長 

課員 

地方農林技師 

地方農林主事 

地方農林技師 

属 

岡山県技手 

農林技手 

防疫獣医 

  雇 

雇獣医 

家畜防疫委員 

中島周蔵 

神宝恒二 

石原太右衛門、秋山鹿太郎、村上邦夫、土井賢市、川西達太郎 

高畑輝雄 

井谷一二、柏瀬 豊 

田野忠兵衛、入江隆吾、安藤秀夫、岸本三郎、戸倉繁基 

太田 稔 

吉田 茂 

宇野 仁、瀬島源喜、平松 巌 

高谷美次、藤本一二、水島清二、吉田正四 


