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　最近、北海道の初妊牛価格が高騰する中、
乳用後継牛の確保は必至です。各農家が預
託して育成したいと考えた場合、県内公共
育成牧場の現状はどうなっているのでしょ
うか。本稿では公共育成牧場の現状につい
て、これまでに本県で実施されてきた支援
策とともに紹介します。
　公共育成牧場は地域における畜産振興の
拠点であり、飼育規模の拡大、低コスト経
営、施設・機械投資負担の軽減及び後継牛
の育成を図る上で極めて重要なことから行
政もその設置及び運営を支援してきました。
　これまでに、各地に公共育成牧場が設置
され、昭和59年に本県でとりまとめた「お
かやまの畜産」によりますと、当時17牧場
が稼働していました（下図参照）。

　しかし平成28年度に実施した公共牧場実
態調査では、平成28年 7月 1日現在で公共
育成牧場として運営中の牧場は 6牧場で、
そのうち1牧場は平成29年 3月に受け入れ

を中止しています。したがって、現在、育
成牛を預託できる牧場は次の5牧場のみと
なっています。その5牧場は新見市花見公
共牧場、蒜山酪農育成牧場、鏡野町富公共
育成牧場、高梁市大池山育成牧場、鏡野町
恩原高原公共育成牧場で、乳用種の受入可
能頭数に限っていいますと、高梁市大池山
育成牧場が130頭（ホルスタイン種）、蒜山
酪農育成牧場が150頭（ジャージー種）と
なっています。
　これまでに数々の公共育成牧場が廃止又
は休止した大きな理由は、預託頭数及び利
用者の減少により採算性がとれなくなった
ことでした。現在休止中ではあるが、何
とか草地資源を無駄にしないために、牧場
の有効利用ができないかと画策している牧
場関係者もあり、遠方でもよい又は夏季だ
けの放牧でも利用したいという意向があれ
ば、ご一報くださればと思います。
　次に県の公共育成牧場に係る施策を紹介
します。本県では、昭和48年度に公共育成
牧場の運営改善対策に対する事業が設置さ
れました。この事業は運営改善計画を樹立
した牧場の運営改善を図るため、借入金利
子相当額を助成する事業でした（60年度終
了）。昭和48年度は18牧場の計画を承認し
事業が実施されています。さらに、昭和49
年度には前述の計画が承認されている公共
育成牧場において、育成管理合理化施設（給
餌・給水施設、電牧施設、衛生管理施設、
施設の修理改造等）の整備費を補助する事
業が追加され（61年度終了）、6牧場が事
業を実施しています。6牧場のうち2牧場
は現在でも稼働している大池山育成牧場と
恩原高原公共育成牧場でした。過去の施策
が功を奏したことから、現に経営を継続し
ている牧場があるのはうれしい事です。

岡山県における公共育成牧場に対する施策について
岡山県農林水産部畜産課
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　昭和51年度には事業内容が拡充され、牧
草等の増産を図り自給率向上による経営改
善を推進するため、牧草等増産対策事業が
追加されました。この事業は周年放牧を行
う牧場に 1 haあたり4,500円を定額で奨励
金として交付するものでした（55年度で終
了）。
　昭和59年度には血統能力の優れた乳用雌
牛の買上費の一部等に対する奨励金を交付
する優良乳用基礎牛育成奨励事業が新設さ
れました（61年度終了）。
　昭和62年度、これまでの事業が一旦終了
しましたが、公共育成牧場の預託頭数は
年々減少し、経営を圧迫している状況でし
た。そこで新たな事業として共同哺育が可
能な牧場を対象に、全乳哺育により優良な
肥育素牛を育成するための施設、機械等に
助成する事業が新設されました。また、同
時に公共育成牧場の家畜ふん尿の適正な処
理対策が立ち遅れていたことから、糞尿処
理施設及び機械に対し助成する事業が新設
されました。いずれの事業も平成元年度で
終了しています。
　平成6年度から、優良精液や受精卵移植、
放牧のための衛生対策、農家と牧場間の輸
送経費、大型機械導入に対する補助を行う
公共育成牧場活性化対策事業が新たに立ち
上げられ、平成11年度まで実施されました。
　平成12年度からは公共育成牧場の再編・
機能分担を推進するため、公共育成牧場
再編促進対策事業が実施され、再編整備に
伴う既存の簡易施設等の移動設置経費の補
助、地域内及び広域的に預託頭数を確保す
るための家畜輸送経費の助成、広域利用を
促進するために預託料金の差額等の助成、
牧場再編のための協議会の設立、活動費へ
助成を行っています。
　平成18年度からは発情発見用資材購入費
の補助、放牧疾病予防に係る経費の助成、
土壌改良・肥料・種子等の購入に対する経
費を助成する公共育成牧場利用拡大対策事

業が実施されました。本事業はさらに内容
を充実させ、平成20年度から現在まで「み
んなの牧場へ」ステップアップ事業が実施
されています。
　公共育成牧場に対する事業は県費だけで
はありません。昭和40年代半ばから平成 4
年度まで公共育成牧場で放牧される雌牛に
対し、放牧促進のため、地方競馬全国協会
の助成を受け県費と併せて乳用雌牛の集団
放牧育成に要する管理費を助成する事業が
実施されました。この事業は平成5年度か
ら牧場経営改善施設整備費、牧場経営改善
推進費、その他事業実施に必要な施設及び
設備費に助成する事業として平成16年度ま
で実施されました。
　このように、本県では様々な切り口で公
共育成牧場の運営を支援してきました。他
の都府県と同様に、農家戸数と飼養頭数の
減少が、公共育成牧場での預託頭数と利
用者の減少に影響していることはいうまで
もありませんが、現在、稼働中の牧場が 5
牧場となっていることは非常に残念でなり
ません。冒頭にも述べましたが、公共育成
牧場は地域における畜産振興の拠点である
ため、今後も「みんなの牧場へ」ステップ
アップ事業により支援していきたいと思い
ます。

【「みんなの牧場へ」ステップアップ事業】
公共育成牧場機能強化（補助率1/2以内）
○機能強化の推進
　推進会議の開催、検討会への参加
　農家への広報に係る経費
○効率的生産施設等の整備及び機能強化
　施設等の整備・改修、草地整備
　衛生対策の向上
○農家への新たな支援サービス
　預託対象牛等の拡大、預託牛の運搬
　預託牛付加価値の向上
○牧場の持つ資源等を生かした地域貢献
　�遊休農地等の農作業受託、食育の場の提供
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1　えっ！ジャージー牛肉？
　真庭市蒜山地域は、日本屈指のジャー
ジー牛の産地です。この地域にジャージー
牛が導入されたのは、1954年（昭和29年）、
63年前です。現在、乳用牛、肥育牛合わせ
て約2,000頭のジャージー牛が飼育されて
います。
　蒜山ジャージー牛乳やヨーグルト、チー
ズなどはよくご存知だと思いますが、実
は、ジャージー牛肉も特有の風味とコクが
あり、とっても美味!!とは言っても、日本
国内でも飼育頭数の少ないジャージー牛、
しかも、食肉として扱うのはとても難しい
のです。だから、日頃、この希少性の高い
ジャージー牛肉をお店で目にする機会は、
ほとんどないと思います。

2　蒜山ジャージー牛肉の美味しさPoint

PointⅠ  オレイン酸が多い！

　オレイン酸は、オリーブ油などに多く含
まれる一価不飽和脂肪酸で、肉の香り、脂
の口どけなどに影響する旨味成分です。ま
た、コレステロール値を下げる働きがある
など、健康につながる成分として知られて
います。

PointⅡ  ヘム鉄が多い！

　日常で不足しがちな鉄分、酸素を運搬す
る役割を持つ重要なミネラルです。蒜山
ジャージー牛肉には、鉄分の中でも、特に
吸収が良いと言われているヘム鉄が多く含
まれています。貧血になる人が多い女性に
は、オススメです。

PointⅢ  赤身で、ヘルシー！？

　蒜山ジャージー牛肉は、脂肪分が少ない
赤身の多いお肉です。肉の旨みをしっかり
味わえます。

3　蒜山ジャージー牛肉料理はいかが。
　蒜山ジャージー牛肉の美味しさを伝える
ために、ジャージー牛肉料理を蒜山エリア3
施設、湯原エリア 4施設で提供しています。
　一つ、ご紹介します。ひるぜんジャー
ジーランドで提供しているのが、「ジャー
ジー牛肉の ごろっと ミートクリームパス
タ ゴーダチーズのせ」です。岡山を代表
するシェフとして県内外から注目されて
いるristorante�Teradaの寺田真紀夫オー
ナーシェフ監修です。蒜山ジャージー牛肉
100％のプレミアムミートソース。旨みいっ
ぱいの粗挽き牛肉に、ジャージー牛のゴー
ダチーズ、生クリームを加えたリッチな味
わいのパスタです。
　他の料理も真庭でしか食べられない１品

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

です。

4　蒜山WakuWakuスタンプラリー　
　真庭限定！蒜山ジャージー牛肉料理を食
べ歩くスタンプラリーを実施しています。
詳しくは、次のページをご覧ください。

　ジャージー牛肉を、蒜山の新たな魅力と
して発信していきたいと思っています。
　美味しいジャージー牛肉を召し上がり
に、是非、真庭にお越しください。スタンプ
ラリーへの御参加もお待ちしております。

〔県民局だより〕

真庭限定！蒜山ジャージー牛肉料理を召し上がれ。
美作県民局畜産第二班
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　平成28年度、高病原性鳥インフルエンザ
（H 5 N 6亜型）は、家きんで12事例の発生、
野鳥で218事例のウイルス検出がありまし
た。国の疫学調査報告書によると、発生農
場周辺では雑木林があるなど、野鳥やネズ
ミ等の小動物の生息に適した環境が存在す
る農場が多く、また、カモ類等の野鳥が飛
来する可能性がある池や川が近くにある農
場がほとんどでした。このため、家きんに
おける発生は、ウイルスに感染した野鳥が
農場周辺に飛来し、農場周辺の環境中のウ

イルスが増加することで、家きん舎へのウ
イルス侵入の機会や量が増えていたと考え
られています。
　今年度、近隣の国に目を向けると中国で
はH 7 N 9が、台湾ではH 5 N 8、H 5 N 2が、
また、韓国では 6月にH 5 N 8の発生があ
る等様々な亜型の高病原性鳥インフルエン
ザの発生が見られています。
　そこで、日本への渡り鳥の飛来シーズン
までに飼養衛生管理基準を再確認し、その
徹底を図ることが重要となります。

〔家保のページ〕

高病原性鳥インフルエンザ対策
〜シーズン前に再確認を〜

高梁家畜保健衛生所

農林水産省ＨＰより
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　昨年度の発生を踏まえた確認のポイント
は、「人・車両、野鳥を含む野生動物を介
したウイルスの農場内及び家きん舎内への
侵入の防止」です。

【人・車両の消毒の徹底】
①人や車両が農場内や家きん舎内へウイル
スを持ちこむリスクが高いことを改めて
認識する。
②車両は農場の出入口で入念に消毒する。

車両の消毒

③衛生管理区域専用の衣服及び靴並びに家
きん舎ごとの専用長靴の使用、家きん舎
出入り時の手指及び長靴の消毒を徹底す
る。
④踏込消毒槽等の消毒液を定期的又は汚れ
た時に交換する。

【家きん舎に野生動物を近づけない】
①家きん舎周辺の整理・整頓（草刈り、樹
木の枝の剪定、不要物の片付け等）によ
り、野生動物の隠れ場所を作らない。
②家きんの死体は速やかに処理する。

【家きん舎内への野生動物の侵入防止】
①開放家きん舎では、野鳥等の小型の野生
動物の侵入防止のため網目の細かい防鳥
ネットを設置し、破れがあった場合は速
やかに修繕する。
②ウインドウレス家きん舎では、家きん舎
の壁、除糞ベルト、集卵ベルト等に野生

動物の侵入可能な箇所がないか確認し、
金網の設置等の対策を実施する。

除糞ベルトの金網設置

③家きん舎の排水口に鉄格子等を設置する。

排水口へ金網の設置

　これらの予防対策は、毎日の作業の中で
確実に実施し、実施の記録を行うことでよ
り習慣付けるといった取組も重要です。
　また、国の疫学調査報告書の中で、野鳥
飛来防止対策として、ため池等に忌避テー
プを張るなど水辺のリスクを減らす取り組
みも紹介されています。このようにシーズ
ン前に予防対策を実施し、発生を未然に防
ぎましょう。

忌避テープの設置



7

　今年度より西部家畜診療所から西部家畜
診療所新見支所に転勤となりました渡邉で
す。皆様、とても暑い日が続いていますが
お変わりないでしょうか。今まで、新人の
頃の話やしょうもない話をしましたが、今
回は少し真面目な話をさせていただきます。
　お話させていただくのは肝蛭症について
です。肝蛭症は、その名前の通り蛭が肝臓
や胆管に寄生することによって引き起こさ
れる病気です。一昔前は、一般的に見られ
た病気でしたが、発生件数が減っていき、
一部治療薬も生産中止になりました。それ
が、ここ最近全国的に発生件数が増加傾向
にあります。
　原因としてまず飼料として肝蛭の感染経
路である稲わらの利用が増えたことにあり
ます。そしてもう一つの理由が水質の改善
です。水質が原因というと、意外に思われ
るかもしれません。理由は、肝蛭症の感染
様式にあります。肝蛭が牛に感染するため
には、中間宿主というものに一度感染する
必要があります。この中間宿主となれるの
は、ヒメモノアラガイとコシダカヒメモノ
アラガイです。聞きなれない名前かもしれ
ませんが、水田等で一般的にみられる巻貝
の一種です。ちなみに下の写真は、実際に
僕が農家さんで見つけたヒメモノアラガイ
です。

　この貝達、一時期農薬等の影響で生息数
が減少しました。しかし、近年環境保全意

識の向上に伴い生息数が増えました。そし
て、肝蛭症が増加傾向となったわけです。
　症状は寄生数や感染部位によって様々で
すが、外見からわかる症状として、慢性的
な下痢、顕著な被毛削剛、そして急激な削
痩があります。また重度に寄生した場合は、
死亡する例も報告されています。診断方法
は、糞便中からの虫卵の検出です。そして、
肝蛭症は人間にも感染する人獣共通感染症
です。
　肝蛭の感染は、肝蛭の子虫が稲わらに付
着して、それを牛が採食することにより起
こります。子虫は、稲わらを発酵させるこ
とより死滅するので稲わらをサイレージに
してから給与することが感染予防につなが
ります。また、堆肥を環境中にまく場合も
しっかり発酵させてからまくのが理想的で
す。サイレージにするのが難しい場合、長
期間稲わらを乾燥させることにより感染力
を低下させることができるので、しっかり
乾燥させてから給餌してください。目安と
して最低4ヶ月以上乾燥させる方法が推奨
されています。案外、気をつけなくてはい
けないのが水田に生えている生草を、つい
農作業のついでにとってあげてしまうこと
です。気持ちはわかりますが・・。
　ということで、皆様が飼養状況をいま一
度確認してみるきっかけになれば嬉しいで
す。ちなみに、奈良公園の鹿の肝蛭感染
率は、90％ほどあるそうです。ちょっと怖
い・・・。

　最後になりましたが、いつも優しく接し
てくださる皆様にこの場をお借りして感謝
申し上げます。

〔共済連だより〕

家畜診療日誌
西部家畜診療所新見支所　渡邉　卓彌
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　酪農経営において、搾乳は大事な“収穫”
作業である反面、1日の作業の半分を占め
るとも言われる負担の大きな作業です。こ
の搾乳作業について、現在最も省力化が進
められたシステムといえるのが「搾乳ロ
ボット」です。
　畜産クラスター事業、楽酪事業といった
補助制度が登場して、搾乳ロボット導入を
具体的にイメージし始めている経営も多い
と思われます。そこで、県内農場を中心に
当研究所で行った搾乳ロボット導入事例調
査からわかった導入効果と普及課題につい
て紹介しますので、導入を検討する際の参
考にしていただきたいと思います。

【導入効果1　乳量が増える】
　搾乳ロボットの効果として一般的に知ら
れていることに「個体乳量の増加」があり
ます。搾乳ロボットでは自由搾乳なので、
ほぼ例外なく搾乳回数が増えるためです。
一般的には10％前後、事例によって 5～
20％程度の幅の乳量増加があるとされてお
り、当研究所でも、繋ぎ飼いで1日 2回搾
乳を実施していた導入前に比べて、導入後
には搾乳回数が2.9回に増えたことで乳量
は約10％増加の31.2kgとなりました。
　この点については当所以外の農場でも同
様の感覚をもっていましたが、導入前に期
待していた効果はあくまで負担軽減であ
り、乳量の増加は導入後の副次的な効果と
考えておいた方がよさそうです。

【導入効果2　したいときに作業できる】
　では、負担軽減の効果がどれくらいある
のか見てみましょう。表1は、搾乳ロボッ
ト導入による朝夕の搾乳を含めた作業時間
の変化を調べたものです。
　導入後の飼養規模は、ロボットの許容頭
数にあわせて縮小したり、既存牛舎の併用

で頭数を増加させたり様々なようでした
が、作業にかかる時間を分析すると、いず
れの農場でも搾乳牛1頭あたりに要する作
業時間が短縮しており、これによって生じ
た余力を自給飼料の生産や、飼養規模の拡
大などにつなげている事例がありました。
　ただ、1日の作業量に関しては導入前後
であまり変化を感じないとの声も聞かれて
います。これは、給餌や除糞など通常の飼
養管理の他にも、機器メンテナンス、搾乳
データの確認といったロボット導入によっ
て発生する作業があるためです。また、搾
乳に関しても完全にノータッチになるわけ
ではなく、搾乳回数が少ない牛の追い込み
等で日によってはかなり時間がかかってし
まうこともあります。このため、数字では
作業量が減っているようでも、実感につな
がっていない面があるものと思われます。
　むしろ、調査の中で最も効果が大きいと
感じられたのは、作業量ではなく時間帯の
変化です。各農場とも朝の作業を30分～ 1
時間遅く始めたり、夕方の作業を1時間30
分～ 2時間早めに終えたりするなど、朝夕
の作業間隔を12時間にこだわる必要がなく
なることで作業時間帯を柔軟に変化させ、
時間的なゆとりを得ているようでした。作
業時間帯が変わることで「家族揃って食事
ができるようになった」という他業種では
当たり前にも聞こえることが実現できた農
場もあり、ゆとりという面では大きな満足
感を得られているようでした。

【導入後の課題1　トラブルが発生する】
　一方、円滑な運用に向けたいくつかの課
題も見つかっています。1点目が動作トラ
ブルの発生です。
　平成25年度のトラブル発生日数を調べた
ところ、最も少ない農場でも年間42日、月

〔技術のページ〕

搾乳ロボット導入効果と普及に向けた課題
畜産研究所　飼養技術研究室
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平均3.5日以上はトラブルが発生していた
ことがわかりました。発生時間も決まって
おらず、22時以降の深夜時間帯にも例外な
く発生していました。
　農場側で復旧できないトラブルはメンテ
ナンス業者にお願いすることになります
が、当時の調査では業者への依頼は年間15
～26日、作業時間は平均で概ね1時間程度
を要していました。実際の復旧時間は、こ
れに業者が農場に到着するまでの時間も加
わりますが、復旧までの時間が長くなるほ
ど搾乳時間の減少、つまりロボット稼働率
の低下を招くことになり、深夜の発生や業
者への依頼が必要な重度な内容が続く場合
には、精神的にも肉体的にも農場側に大き
な負担がかかってきてしまいます。
　搾乳ロボットはコンピュータ制御のう
え、可動部分も多いことから、システム上
のエラーや消耗部品の破損といった動作ト
ラブルの発生は避けられません。また、ト
ラブルの内容もロボット個々で異なるた
め、これをしていれば大丈夫といったこと
も言いにくいのが実状です。このため、日々
の観察により早い段階で異常に気づくこ
と、また、異常を感じた段階で些細なこと
でもメンテナンス業者に連絡して対応を協
議するなど、大きなトラブルの発生を未然
に防ぐことは重要であると考えられます。
また、トラブルの発生を前提とすれば、メ
ンテナンス業者と農場の距離は近い方が望
ましく、しっかりとしたメンテナンス体制
を含めて、トラブルへの対応方法は機械導
入時の検討材料として重要な項目になると
思われます。

【導入後の課題2　管理者は誰なのか】
　課題の2点目は農場内で誰がロボットの
管理をするのか、になります。
　搾乳ロボット導入農場では、日々のロ
ボット管理をほぼ1人で行う事例が結構見
受けられます。
　この背景には搾乳作業の自動化により、
日常的な飼養管理作業が 1人でも可能に
なっていることがありますが、一方で搾乳
ロボットでは搾乳、健康状態等のデータ確
認にPC操作が必要なこと、また、機器の
取り扱いや搾乳補助にも日常的な作業経験
と専門的な知識が必要となることがあると
考えられ、担当者以外が搾乳ロボットの管
理を敬遠しがちになる面もあるように思わ
れました。
　搾乳ロボットは、機械あるいは管理の特
殊性から疑問点を相談できる人が限られ、
現状では管理者が孤立感を受けやすいシス
テムであると言えます。特に通常管理に加
えてランダムに発生する動作トラブルへの
対応までを1人で行おうとすると、その負
担は大きなものとなります。導入前に搾乳
ロボットでの管理内容及び複数名での作業
分担の必要性について認識し、負担を分散
させるための体制を農場内で十分に整理、
検討しておく必要があると思われます。
　以上のように、搾乳ロボットは省力化の
実現に有効な手段である一方、運用面での
課題も残されていることがわかりました。
導入前には施設面の検討事項が山のように
あり、運用面を見落としがちになりそうで
すが、今回例示した内容の事前検討を十分
に行い、機械導入を最大限のメリットにつ
なげていただきたいと思います。（田辺裕司）�

表1　搾乳ロボット導入による作業時間の変化
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１　はじめに
　養豚業におけるコスト削減や生産性向上
の取組等の実態把握・分析を通じて養豚経
営の体質強化を目的に、平成27年度におい
て6年ぶりに全国養豚農業実態調査が行わ
れました。これに合わせて、本県では調査
項目を独自に増やし実態把握の強化を図り
ました。結果のとりまとめから1年余りが
経ちますが、昨今、EUとのEPA大枠合意
を受け、国内養豚の先行きは更に不透明と
なっており、本稿では改めて調査結果を概
観するとともに、同時期に策定された「岡
山県養豚振興計画」を念頭に本県養豚の将
来的課題について考えます。
　なお、特に文中において断りがない場合
の調査結果は、全国調査のものです。

２　調査の結果
（1）調査の方法について
　全国調査については、4,154件の養豚生
産者に調査票を配布し、うち回答のあった
885件を集計しました。県内については13
件に配布、うち10件の回答を集計しました。
調査内容については、経営形態や後継者の
有無、種豚頭数、肉豚の出荷状況、事故率

等に加え、輸出や環境対策、アニマルウェ
ルフェア等の最近の話題についても調査対
象としています。これに加え、岡山県の調
査では品種別の出荷状況や養豚振興に対す
る要望事項などの項目を追加しました。

（2）経営環境について
　全国的な経営概況について、個人経営と
法人経営の割合は概ね 4：6で、前回、21
年の調査結果と比較して数字が逆転し、法
人経営の割合が高くなりました。岡山県で
はその割合は 3：7であり、全国と比較し
て法人の割合の高い地域といえます。また、
経営タイプについては、一貫経営が86％で
あり、前回と比べて6ポイント増えました。
後継者については、確保が課題となってい
るとの回答は 4分の 1しかなく、「決まっ
ている」「経営者が若い」「会社等後継者と
関係がない」等の回答から、後継者確保に
課題を抱えている経営は少なくなっていま
す。特に本県では農場責任者の平均年齢
が54.1歳と、全国平均の56.4歳よりも若く、
後継者確保は比較的順調であることがうか
がえます（表1）。
　肉豚の出荷頭数（表2）は、平均で1農

〔特　集〕

全国養豚農業実態調査の結果と岡山県養豚の課題
（一社）岡山県畜産協会

表1　農場責任者の年齢の分布（％）

表2　年間肉豚出荷規模の分布（％）
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場あたり7,467.7頭であり、20,000頭以上出
荷している農場の割合は全体の8.6％と少
ないですが、出荷頭数の合計では53％を占
めており、大規模経営に支えられた生産構
造となっています。また、母豚数が1,000
頭以上の経営のうちおよそ半数が規模拡大
を希望しており、今後さらに大規模経営か
らの出荷が増加すると予想されます。これ
まで増頭してきた理由では、地域により差
があるものの「計画していた豚舎が完成」
29.1％、「 1頭当たりの収益性が低下した
ので収入を守るため」が17.3％でした。本
県では、肉豚出荷頭数が20,000頭を超える
経営こそありませんが、4,000から19,999頭
の経営体が54.6％を占める一方で、その10
分の 1の生産規模の経営体も36.4%あり、2
極化しています。
　人工授精の実施状況については、約7割
が何らかの形で人工授精を行っており、 2
割が人工授精のみで繁殖を管理していま
す。特に母豚数が増えると実施率も高くな
り、1,000頭以上の経営では6割以上が人工
授精のみと答えています。加えて、現在、
人工授精を実施しているかいないかに拘わ
らず、人工授精を増やす意向が実施農場で
26.7%、未実施農場で43%に上り、今後実
施農場が増えると予想されます。

（3）生産性について
　表3に母豚の繁殖成績を示します。全国

調査は純粋種を含めたすべての品種の平均
ですが、岡山県については交雑種の平均と
なっています。全国の成績については、哺
乳開始頭数及び離乳頭数は平成21年調査と
比べて向上していますが、受胎率及び分娩
率、分娩回数は変わりませんでした。一方
で、岡山県は交雑種に限定した成績ながら、
哺乳開始頭数が10.4頭と全国平均の11.0頭
と比べて少ない結果でした。その他の成績
については概ね同様の結果でした。
　表4に肉豚の出荷状況を示します。全国
調査では、出荷日齢は184.7日で21年度の調
査と比べて8.2日短縮しました。一方で、出
荷体重は114.1kg、枝肉重量は74.8kgと21年
度より増加しており、肥育技術の向上がう
かがえる結果となりました。岡山県の成績
では、出荷日齢が181.4日とさらに短縮され、
枝肉重量75.1kg、上物率55.6％という比較
的良好な成績でした。

（4）アニマルウェルフェア等の取組について
　農場におけるアニマルウェルフェアの取
組については、「飼養管理に考え方を採用」
「具体的に検討中」と回答して取組を始め
ている農場があわせて20.4%でしたが、一
方で「特に考えていない」が54.3%であり、
全体として取組は進んでいない状況であ
り、農場により温度差があるように思われ
ます。
　輸出については、販売先からのものを含

表3　母豚の繁殖成績

表4　肉豚の出荷状況
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め既に2.7%が取り組んでおり、「準備中」、
「機会があれば輸出」が10.5％あり、輸出に
対する意欲もうかがえる結果でした。

３　本県養豚の課題
　岡山県では、平成28年 3月に「岡山県養
豚振興計画」（以下、「計画」と記載）を策
定し、平成37年度を目途に目標を定め、達
成に向けた課題と取組方針を示していま
す。特に、肉豚の出荷頭数について26年度
を基準に130％増の81,500頭にする計画であ
り、そのために①規模拡大等による生産コ
ストの低減や②ブランド化等による販売力
の強化、③優良種豚の活用、④飼養衛生管
理水準の向上、⑤国内由来飼料の利用の増
進などを進めることとしています。
　とりわけ、増頭対策については、今回の
調査結果より大規模農場で増頭意欲が高い
こと、これまでの増頭は施設整備が大きな
きっかけとなっていることから、今後につ
いても生産拡大や生産性向上につながる施
設整備への支援が有効な手段の一つと考え
られます。
　また、岡山県は生産性の指標である哺乳
開始頭数が少ないことから、増頭や生産性
の向上を図るためには改善の必要性が高い
と考えます。現在、「計画」では11.4頭を目
標としていますが、37年度にこだわらず早
期の達成を期して、優良母豚の導入や人工
授精を含めた繁殖・分娩管理技術の高度化
を積極的に進める必要があります。特に、
人工授精については受精用精液の需要が増
加すると考えられますので、県内の需要動
向を把握し、民間を含めた供給体制の整備
が求められます。
　巷では、東京オリンピックでの食材調達
基準を満たすGAP認証に注目が集まって
います。豚肉の品質管理について、「計画」
では農場HACCPをもとにした飼養衛生
管理の向上を進めることとしていますが、
農場HACCPとGAPの異なる点の一つに
アニマルウェルフェアの評価があります。

アニマルウェルフェアとは、（公社）畜産
技術協会「アニマルウェルフェアの考え
方に対応した豚の飼養管理指針」によれ
ば「快適性に配慮した家畜の飼養管理」と
定義され、家畜を健康的に飼うことによ
り、その能力を引き出し生産性の向上につ
なげることを目的にしています。EUなど
の生産現場では既に先進的に取り組まれて
おり、EPAの大枠合意など、豚肉の輸入
環境が整う中で、オリンピックという近視
眼的な対応ではなく、将来の畜産、養豚産
業を見据えて着実に取り組むべき課題の一
つです。しかし、今回の調査結果から生産
現場ではその重要性があまり認識されてい
ません。先ずはアニマルウェルフェアの啓
発を通じて、早急に生産者の取組意欲の醸
成を図るべきと考えます。

４　むすびに
　本県における養豚の生産額は26億円で農
業生産額の2%程度と少ないですが、豚肉
は食肉消費の約4割を占める重要な品目で
す。また、今回の調査では国内の養豚は生
産意欲が高いことが示されており、消費者
の嗜好にあった豚肉生産や国産指向を念頭
に、国内消費を支える重要産業として適切
に支援し、振興を図る必要があります。
　当協会としては、事務局を担当している
養豚振興協会の事業も活用し、県内生産者
の要望をもとに飼養管理技術の高度化や優
良母豚の導入、畜産クラスター事業による
施設整備などの支援を引き続き行ってまい
ります。�
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　私は父の酪農経営を引き継ぎ、経産牛を
28頭、育成牛を14頭飼育しています。引き
継いだとは言え両親はまだ現役で父は畑仕
事を主にやっています。
　就農以来、繁殖の向上に力を入れてきま
した。朝夕は数分ですが必ず見回り観察を
しています。就農当初はなかなか種が付か
ず苦戦しましたが、多くの方からアドバイ
スをもらい、なんとか1年間の目標分娩頭
数を確保しています。しかし、夏場は受胎
どころか牛の健康維持も難しい季節です。
天気予報で「猛暑」と言われればしょうが
ないと思いますが「今年の夏の暑さは平年
並みです」という予報が発表されると何か
ほっとします。でも平年並みの暑さは暑い
です。そこで3年前、扇風機10台を 4台増
設して14台にしました。また今年は屋根に
遮熱塗料を塗りました。これで少しでも牛
が楽になればと思っています。

塗布後の屋根

　就農して2, 3年経った頃、乳量に対する
目標ができました。増頭する予定はなく、
今の施設でバルク乳を増やそうと思うと個
体乳量を増やすしかないと思いました。そ
こで給与飼料のメニューを変更し、交配も
乳量タイプの種雄牛を選んで交配してい
ます。また受精卵移植も活用しています。

飼養管理と牛群改良、自分も改良して更な
るレベルアップを目指しています。
　今後については、作業効率と時間短縮を
考えています。両親も少しずつ動けなくな
ると思いますが、今の規模は維持していき
たいとおもいます。今年、分娩監視カメラ
を設置しました。今までは分娩が気になる
時には夜中でも牛舎に見回りに行っていま
したが、家にいても、外出していてもスマ
ホでチェックできます。体力的にも精神的
にも楽になると思います。

　作業時間や効率を考えるのにはもう一つ
理由があります。それは家族と過ごす時間
を作ることです。子供は長女、長男、二女、
三女と4人います。毎月ヘルパーを利用し
休みを作っていますが、それぞれに大きく
なり家族そろっての外出はなくなりまし
た。夜だけでもと思いますが、なかなか早
く仕事が終わりません。飼料給与、搾乳な
ど毎日必要な作業ですが、時間短縮できる
よう改善していきたいと思っています。
　おわりに、私は就農当初からおからくを
はじめ関係機関の方々には大変お世話に
なってきました。また地元の仲間とも刺激
を受け合い、助け合い、良い関係が作れて
います。これからもお互いを高め合って楽
しく仲間と酪農が出来ればと思っています。

〔畜産現場の声〕

今までと今後
津山市　山本　智也 
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　今回、フォーベルネット参加のきっかけ
となった現地視察について書きたいと思い
ます。
　平成27年11月 9日から10日の 2日間、中
央畜産会主催による「全国縦断いきいき
ネットワーク」に参加し、畜産情報誌によ
く掲載されている三重県・加藤牧場へ視察
に行きました。
　岡山県からは、事務局と生産者3名の参
加でした。“若手育成”少し不安はありま
したが・・・。参加者3名とは、接点があ
り、話も弾み、あっという間に三重県に到
着。集合場所で参加者全員と挨拶、自己紹
介をし、ホッと一安心しました。
　加藤牧場の経営概要は、黒毛和種肥育一
貫経営、肥育牛743頭、繁殖雌牛335頭、地
元の耕種農家の理解と協力を得て堆肥と稲
わら等を交換することで粗飼料は100％地
元産としています。また、おからを発酵し
長期保存させ、安定給与していました。こ
のことにより、以前より食い止まりなく、
2割程度飼料効率があがったそうです。
　しかし、紆余曲折、大打撃をうけ、経営
困難になった時期もあったそうですが、あの
経験があったからこそ、“今がある”と自信
にあふれた説明に聞き入ってしまいました。

　奥様も新生仔牛の哺育期間には苦労さ
れ、機械導入することにより、飼育管理が

統一する工夫と連携を徹底し、安定管理が
できたそうです。
　牧場に到着して感じた点
　・ハエがいない
　・臭いがない
　・ストレスのない環境作り
　分娩は、牛温恵・監視カメラ設置
　疾病はワクチネーションで予防

　視察終了後、各畜産業界の女性の立場か
ら思いを語り、畜産関係者の方の寸劇を交
えながら、家庭での役割、今後の取り組み、
成功・失敗談を話し、いろいろな管理術を
試されていたことを聞けて、とても充実し、
参考になりました。

　今後もこのような取り組み・研修会等を
地域だけでなく、県全体で活動できれば、
畜産女性のさらなる発展・向上につながる
と思います。
　最後に、このような活動に参加させてい
ただき、ありがとうございました。

〔畜産女性の声〕

全国畜産縦断いきいきネットワーク
現地視察に参加して

新極　早苗（おかやまフォーベルネット会員）
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　私は、子供のころからの無類の畜産物好
きです。その理由は、美味しいからという
一言に尽きます。若かりし頃には1日に肉
200～300g、鶏卵 5個、牛乳 1 Lくらいを
日常的に飲食していました（管理栄養士
としてはあるまじき食習慣ですが・・・）。
一方で、魚屋の息子でありながら、魚は嫌
いでした。現在は、40歳も過ぎて健康診断
の結果から糖尿病、脂質異常症などの生活
習慣病の心配が出てきて、栄養のバランス
を考えて魚や野菜もしっかり摂るように心
がけるようになりましたが、スーパーで買
い物する時や飲食店で料理を選ぶときに、
肉や鶏卵の方ばかりを食べたくなってしま
います。やはり心から美味しいと思うもの
を我慢するというのは難しいと思いまし
た。誤解されないように補足しておきます
と、肉や鶏卵は体に悪いように思われがち
ですが、食べ過ぎが体に良くないのであっ
て、肉魚を食べずに魚だけを食べるのも栄
養のバランスが偏ってしまうので体に良く
ありません。ですので、肉や鶏卵もそれな
りに食べてはいます。
　私は、15年くらい前から畜産物（特に肉）
を選ぶ際は価格が高かろうと国産の物を選
ぶようにしています。それまでは、原産国
がどこであっても安ければいいと考えてい
ました。この考えが変わったきっかけは、
国産肉の方が美味しいからというのもあり
ますが、一番は2003年のBSE問題で米国
からの輸入が停止されたことです。この時
に、大好物だった某チェーン店の牛丼を食
べられなくなったことに強いショックを受
けたのと同時に、食の安全性に対する危機
意識を強く持つようになりました。近年で
は、中国やブラジルでの食肉不正事件など
もありましたが、薬漬けの鶏肉であったり、
腐敗した鶏肉を市場に流通されていたのを
知り、なおさら恐ろしくなりました。2003

年当時の私は、病院の管理栄養士として勤
務しており、患者様から「ここの給食で使
用している肉は輸入物？」「国産の肉でな
ければ食べない」などという声がよく聞か
れるようになり、食に対する不安が高まっ
ているのだなと感じました。そこで勤めて
いた病院の給食では出来るだけ国産の食材
を使用する方針になりました。当然のごと
く、食材費が高騰し、食材費のやりくりに
かなり苦戦することになったのですが、多
くの患者様に食事が美味しくなったといわ
れてうれしかったことをよく覚えていま
す。栄養には自然治癒力を高め病気の治療
効果を高める効果がありますが、どれだけ
栄養価の高い食事を提供しても、患者様に
食べてもらわなければ栄養管理はできませ
ん。また、栄養をしっかり摂っていても心
が満たされなければ、患者様の病気の治り
が遅くなります。栄養面だけを考えるだけ
でなく安全かつおいしい食事を提供するこ
とが、患者様の栄養をサポートし、患者様
の心を満たすための管理栄養士としての 1
つの使命と私は考えています。そして、そ
の食事作りには、国産の畜産物が欠かせま
せん。ただ、近年、肉の小売価格が高騰し
てきており、特に牛肉はなかなか手を出し
づらくなってきています。難しいとは思う
のですが、もう少し安くなってくれればい
いなと思う今日この頃です。
　最後に、テレビ番組などで畜産農家の現
状を見る機会がありますが、安全かつおい
しい畜産物を我々に供給していただいてい
る畜産農家の方々のご努力とご苦労は、並
大抵のものでないと思いつつ大変感謝し
ております。これからも畜産農家の方々に
は、我々に安全かつおいしい畜産物を提供
いただき、食の安全と豊かな食生活を支え
ていただけますよう心よりお願い申し上げ
ます。

〔消費者の声〕

栄養管理に欠かせない国産の畜産物
美作大学生活科学部食物学科　管理栄養士　芳野　憲司
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　我が国においてヤギは、幻とまではいか
なくてもマイナーな家畜となっていました。
　ところが近年、我が国において草刈り？
としての特性が見直され、更には、とても
人懐っこく、人を見るとすぐそばによって
来る愛くるしさからも飼育される方が増え
てきています。　
　ところでヤギの品種は、現在世界中で
216種類あると言われており、現在でもア
ジアやアフリカにおいては飼養頭数が増え
ており、重要な畜種となっています。
　ヤギと言うと漢字で山羊＝やま（に居る）
ひつじ＝と書くように高い場所がやたら好
きな習性がある動物なのは良く知られてい
ます。
　野生のヤギは切り立った崖を登ったり、
足場の悪い岩場にたたずんだりした所を見
ることがあると思います。
　そのような中で家畜化が進んだヤギは、
平地でも飼うことができるようになりまし
たが、いまだに野生の性質は失われておら
ず、土を盛ったり台を作ったりすると、喜
んで登っていきます。
　このような性質から、ヤギは野生のころ、
山岳地帯を中心に棲息していました。山岳
地帯の気候の多くは寒くて冷たく、野生動
物が生育するのにはかなり厳しい自然条件
となっていますが、この厳しい自然環境の
中で、ヤギは多くの優れた特性を身につけ
ました。
　特に比較的選り好みしないで何でも食
べ、笹でも食べるなど、粗悪なエサで飼う
ことができます。逆に好物なのが、柿・び
わ・柳などの木の葉で、時には木の皮も食
べたりしますので注意が必要です。
　これらのことから、低品質な牧草や草で
も生存が可能であるというたくましさがヤ
ギには備わっています。
　また環境の変化にも適応しやすく、丈夫
で人にもすぐに慣れるので、とても飼いや
すい動物となっています。それでも、健康

に育てるためにはそれなりの配慮が必要と
なります。
　ヤギは本来厳しい環境下で生活していた
ため、病気になりにくい動物ですが、健康
を維持していくためには飼育される方の注
意が必要となります。
　注意しなくてはならない点として
①�牛と同じく反すう動物であるため、牛の配
合飼料を給与するだけでなく、必ず草など
の粗飼料が必要です。同じ場所に繋ぎっぱ
なしで草などがない状況は止めて下さい。
②�ヤギにとって毒となる植物があります。
特にアセビ・ツツジ・シキビ等のツツジ
科、その他の常緑樹、ワラビ、水仙等は
毒性がありますので食べさせないように
して下さい。
③�ヤギは湿気を嫌いますので、飼育環境は
常に乾燥状態を心がけて下さい。
④�ロープで繋ぎ飼いの場合、ロープを脚や
首などにからめやすく、巻き付くことで
重大な事故を起こしやすいので注意が必
要です。
⑤�疾病で気をつけなければならないのが、
蚊を媒介とするフィラリアで起こる腰麻
痺（腰抜け）や、寄生虫（身体の中及び
外部寄生虫）による病気となります。
　以上のような注意が必要となりますが、
いかに早く異常を見つけるかが重要となる
ため日頃からの観察を心がけてください。
　また、ヤギは家畜伝染病予防法の対象家
畜となるため、飼養する場合は飼養衛生管
理基準を守ることが義務づけられています。
　ヤギを飼われる場合は最寄りの家畜保健
衛生所にご連絡ください。
　ヤギは、人を見ると寄ってきますが、野
生をなくしてはいません。人から触られる
のはあまり好きではないので、威嚇のポー
ズをとったり頭突きをしたりします。
　そこがなかなかペットにならないところ
でもありますが、逆に人間にとって魅力な
のかもしれません。

〔Q＆Aコーナー〕
＜山羊！＞

（一社）岡山県畜産協会



岡山市場豚枝肉市況一覧表 価格は消費税込み：単位－円

2016年4月

2016年5月

2016年6月

2016年7月

2016年8月

2016年9月

2016年10月

2016年11月

2016年12月

2017年1月

2017年2月

2017年3月

2017年4月

2017年5月

2017年6月

2017年7月

504

602

641

557

540

550

499

522

522

523

512

527

510

530

575

597

491

576

611

528

531

543

479

506
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493

512

514

496

523

568

598

499

534

576

503

537

548

490

497

513

488

513

521

519

556

584

616

上
月

中 並
コ　メ　ン　ト

肉豚

上価格＠500円中心で安定

高値で推移

高値で推移

上価格＠550円前後で安定

上価格＠550円前後で安定

上価格＠550円前後で安定

上価格＠500円前後で安定

上価格＠522円やや低下

上価格＠520円中心で安定

上価格＠520円中心で安定

上価格＠510円中心で安定

上価格＠520円中心で安定

上価格＠520円中心で安定

上価格＠530円中心でやや上昇

高値で推移

高値で推移

岡山市場牛枝肉市況一覧表 全農岡山県本部畜産部価格は消費税込み：単位－円

2016年4月

2016年5月

2016年6月

2016年7月

2016年8月

2016年9月

2016年10月

2016年11月

2016年12月

2017年1月

2017年2月

2017年3月

2017年4月

2017年5月

2017年6月

2017年7月

3,005

2,841

2,888

3,004

2,820

2,976

2,895

2,859

3,010

2,947

2,937

2,890

2,904

2,879

2,843

2,814

2,828

2,750

2,693

2,734

2,676

2,714

2,659

2,629

2,741

2,799

2,632

2,631

2,675

2,579

2,501

2,518

2,522

2,560

2,498

2,451

2,458

2,430

2,169

2,382

2,489

2,592

2,521

2,379

2,386

2,177

2,116

2,115

2,106

1,875

2,021

1,950

1,918

1,888

1,971

2,037

1,902

1,944

1,950

1,844

1,946

1,788

1,801

1,794

1,780

1,807

1,727

1,783

1,775

1,807

1,741

1,687

1,751

1,714

1,719

1,589

1,618

1,560

1,559

1,507

1,501

1,548

1,558

1,510

1,508

1,506

1,542

1,456

1,488

1,480

1,436

1,359

1,499

1,305

1,213

1,322

1,155

1,004

1,062

1,119

1,121

1,107

1,097

1,116

1,115

1,101

1,108

1,091

1,070

1,058

1,126

1,108

1,109

1,114

1,068

1,092

1,096

Ａ-5
月

Ａ-4 Ａ-3 Ａ-2 Ｂ-4 Ｂ-3 Ｂ-2 Ｂ-3
和牛去勢 F１去勢 乳牛去勢

Ｂ-2
コ　メ　ン　ト

（和牛・交雑・ホルス）
高値で推移
（和牛・交雑・ホルス）
高値で推移・価格高で動きは悪い
（和牛・交雑・ホルス）
高値で推移・価格高で動きは悪い
（和牛・交雑・ホルス）
高値で推移・価格高で動きは悪い
（和牛・交雑・ホルス）
高値で推移・価格高で動きは悪い
（和牛・交雑・ホルス）
高値で推移・価格高で動きは悪い
（和牛・交雑・ホルス）
動きがよくなく多少の低価格傾向
（和牛・交雑・ホルス）
多少の低価格傾向
（和牛・交雑・ホルス）
高値で推移・価格高
（和牛・交雑・ホルス）
高値で推移・価格高で動きは悪い
（和牛・交雑・ホルス）
高値で推移
（和牛・交雑・ホルス）
高値で推移
（和牛・交雑・ホルス）
高値で推移
（和牛・交雑）
やや低価格で推移
（和牛・交雑）
やや低価格で推移
（和牛・交雑）
やや低価格で推移
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18



残暑お見舞い申し上げます
●JAグループの一員として、「安全で安心な飼料」の製造販売を通じて畜産経営の

発展と豊かな食文化の創造に貢献します。

●商品の品質を大切にし、JAグループの信頼と「お客様の満足の向上」を目指します。

当社は「心」を大切にし、安全で安心な畜産物を提供
するために生産者と消費者の「架け橋」となります。

JA西日本くみあい飼料㈱中国支店
〒700-0826　岡 山 市 北 区 磨 屋 町 9 - 1 8
TEL 086（234）6896　　FAX 086（212）3786
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残暑お見舞い
申し上げます

安全・安心な肉用牛・肉豚・鶏卵の生産農場

岡山JA畜産グループ

残暑お見舞い申し上げます

新見市哲多町田淵１６２６番地の１

岡山JA畜産株式会社 代表取締役 石原　正敬

新見市哲多町田淵１６２６番地１

有限会社 哲多和牛牧場 代表取締役 荒嶋  弥寿夫
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残暑お見舞い申し上げます

岡 山 県 孵 卵 協 会
会長　山　上　祐一郎

残暑お見舞い申し上げます

役　員　一　同
会長　安　原　健　二

残暑お見舞い申し上げます

岡山県養豚振興協会
会長  石原　正敬

事務局　岡山市北区磨屋町９－１８　岡山県農業会館
　　　　（一社）岡山県畜産協会内　（０８６）２３４－５９８１

残暑お見舞い申し上げます
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残暑お見舞い申し上げます

西日本興農株式会社
〒708-0841　津山市川崎86-1

TEL 0868-26-1180　FAX 0868-26-6836

畜産機械器具、資材取扱
残暑お見舞い申し上げます

代表取締役　柿 本 平 三

残暑お見舞い申し上げます

代表理事組合長  真田　善弘

おかやま酪農業協同組合
代表理事組合長 東山　基

　　〃　 専　務 吉原謙一
〒708‒0841　津山市川崎94‒1

TEL（0868）26‒1101　FAX（0868）26‒6763

残暑お見舞い申し上げます
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会長  春名　章宏
役職員一同

残暑お見舞い申しあげます

残暑お見舞い申し上げます

残暑お見舞い申し上げます

残暑お見舞い申し上げます

会長理事  青江　伯夫
〒７００－０８２６　岡山市北区磨屋町９番１８の４０１号（岡山県農業会館）
ＴＥＬ（０８６）２２２－３２1８　　ＦＡＸ（０８６）２２６－３４４３

農家のための優良保証機関
岡山県農業信用基金協会

理事長  髙田　勉
役職員一同

〒７００－０９７３　岡山市北区下中野３５０－１０３
ＴＥＬ（０８６）２４１－４７３３　　ＦＡＸ（０８６）２４１－４７２２

（一社）岡山県配合飼料価格安定基金協会

会長  狩谷 和宏
　　　役員一同

岡山県家畜人工授精師協会

公益社団法人 岡山県獣医師会

〒700-0973　岡山市北区下中野350̶103
TEL （086）243－1879 FAX （086）241－8543 http://www.oka-vet.or.jp/

畜産経営の安定に寄与する

暑い夏が過ぎれば、受胎率向上のチャンスです！
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残暑お見舞い申し上げます

残暑お見舞い申し上げます
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死亡牛・死亡豚他の処理

廃食油

医療廃棄物

有機性汚泥

動植物性残渣

取扱品目

岸化学グループ
株式会社　正和

岡山本社 〒712-8055　岡山県倉敷市南畝1丁目13番1号

広島事業所 〒738-0513　広島県佐伯区湯来町大字伏谷字今山137番58

福山事業所 〒729-3102　広島県福山市新市町相方1089-19

鳥取事業所 〒680-0906　鳥取県鳥取市港町51番地

津山事業所 〒708-1544　岡山県久米郡美咲町周佐1377-4

TEL 086（450）3807
FAX 086（450）4008
TEL 0829（40）5177
FAX 0829（40）5178
TEL 0847（54）2007
FAX 0847（54）2008
TEL 0857（50）1736
FAX 0857（50）1738
TEL 0868（62）1232
FAX 0868（62）1233

代表取締役　岸　小三郎

残暑お見舞い申し上げます

残暑お見舞い申し上げます
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残暑お見舞い申し上げます

残暑お見舞い申し上げます
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高 知 競 馬 開 催 案 内
　地方競馬の収益金の一部は国内の畜産振興に役立てられています。

開催日
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土

○
○

○
○

ナイター 
ナイター

ナイター
ナイター

備　考 開催日 備　考 開催日 備　考 開催日 備　考
 9　月

17
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日
月
火
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金
土
日
月
火
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木
金
土

○
○

○

○

ナイター
ナイター

ナイター

ナイター

１
２
３
４
５
６
７
８
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14
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１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16

日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月

○

○
○

○
○

ナイター

ナイター
ナイター

ナイター
ナイター

10　月

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火

○
○

○
○

ナイター
ナイター

ナイター
ナイター

ナイター（15：30～20：50） ナイター（15：30～20：50）

　岡山県馬事畜産振興協議会（事務局　岡山県
畜産協会）は、平成29年 7 月22日（土）、高知競馬
場において、「岡山県ももたろう特別競走」を開催し
ました。今年は協議会員6名が参加し、先着300名
に蒜山ジャージーヨーグルトを配布しました。レース
は、第 6 Rサラ系800mで、牝 3 才、セブンハーバー
号（馬主　松本　啓、騎手　中田　啓）が勝利し、
馬主や騎手の皆さんにおかやま和牛肉を贈呈した
ところ、こちらも大変喜んで頂きました。

ホ ッ ト ニ ュ ー ス

発行人　樋口義男　　　編集人  柴田範彦  
発行所　一般社団法人  岡山県畜産協会
〒７００－０８２６  岡山市北区磨屋町９－１８  岡山県農業会館５階
TEL０８６－２２２－８５７５　　FAX ０８６－２３４－６０３１
印刷所  　ノーイン株式会社

岡山畜産便り　８月号（夏季号）
第６８巻　第５号（通巻６７０号）
平成２９年８月２５日発行  
定価２５０円 （消費税・送料含）

　連日猛暑が続いている。この暑さを癒してくれる食べ物と言
えば、やはりアイスクリームだろう。ある調査によると、『好きな
デザート』の人気ナンバー 1 はアイスクリームだという。最近は
量より質が重視され、1 回の購入額は年々増加しており、2016
年の1 回の購入平均額は314円だったとか。
　人気に伴ってアイスクリームの消費量はここ10年で25％も
伸びている。アイスクリームには生乳が使用されることから、
我が国の酪農にとっても、大変ありがたい話である。
　県内でも酪農家自らが地域の特産物をトッピングした特色
あるアイスクリームを作り、直販するケースが増えている。我が
家の近くでも、瀬戸内海が一望できる小高い場所で、酪農家
が手作りするジェラートアイスの店が賑わっている。「さっぱりし
て、生乳の風味とコクが有り大変美味しい！」と、遠く京阪神か
らもたくさんの人が訪れ、休日ともなれば長蛇の列である。こ
れぞ 6 次産業化。
　小生もアイスクリーム片手に、「生乳の消費拡大につながる
妙案は他に無いものか？」と考えを巡らしてみたりする。（N・S）

あとがき
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津山市　　山本　智也さん（乳用牛）
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岡山県における公共育成牧場に対する施策について　
　　　岡山県農林水産部畜産課

〔県民局だより〕
　真庭限定！蒜山ジャージー牛肉料理を召し上がれ。
　　　美作県民局畜産第二班

〔家保のページ〕
　高病原性鳥インフルエンザ対策
　～シーズン前に再確認を～
　　　高梁家畜保健衛生所

〔共済連だより〕
　家畜診療日誌
　　　西部家畜診療所新見支所　渡邉　卓彌

〔技術のページ〕
　搾乳ロボット導入効果と普及に向けた課題
　　　岡山県農林水産総合センター
　　　畜産研究所飼養技術研究室

〔特集〕
　全国養豚農業実態調査の結果と岡山県養豚の課題
　　　（一社）岡山県畜産協会
〔畜産現場の声〕
　今までと今後
　　　津山市　山本　智也
〔畜産女性の声〕
　全国畜産縦断いきいきネットワーク
　現地視察に参加して
　　　新極　早苗（おかやまフォーベルネット会員）
〔消費者の声〕
　栄養管理に欠かせない国産の畜産物
　　　美作大学　生活科学部食物学科　
　　　管理栄養士　芳野 憲司
〔Q＆Aコーナー〕
　＜山羊！＞
　　　（一社）岡山県畜産協会
枝肉市況　
　　　全農岡山県本部畜産部
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残暑お見舞い申し上げます

残暑お見舞い申し上げます

取扱品目のあらまし

株式会社 ジュウチク

動物用ワクチン・血清類一切，獣医畜産用薬品全般
家畜・家禽の飼料添加剤各種，獣医畜産用器具機械類
衛生材料（ガーゼ・脱脂綿・繃帯・その他）
土壌関係検査測定器具・試薬

岡山市北区奉還町4-4-11 岡獣ビル内 TEL 086-214-2288
FAX 086-214-2287


