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岡山県の肉用牛振興施策について
岡山県農林水産部畜産課
単に肉用牛振興施策と題しましたが、今
回は、本県がこれまで実施した生産振興施
策の変遷について紹介します。
岡山県では、戦後の好調な食肉需要の伸
びに伴い、昭和29年には肉用牛の飼養頭数
が11万 7 千頭となり、昭和34年に ｢肉畜振
興要網｣ を定めて、肉畜（肉牛、肉豚）の
増産とともに肉畜及び食肉の取引の近代化
を図りました。この要綱の制定に伴い、農
業協同組合が行う素畜導入事業に対する利
子補給や飼料生産基盤の整備、優良牛の保
留、牛衡器の設置、共同出荷に対する補助
事業等が予算措置されました。
その後、経済成長とともに農業の機械化
が進展する一方で、牛の価格の低迷等によ
り、飼育頭数は急激に減少し、昭和40年に
は約 6 万 8 千頭、飼養戸数が47,900戸とな
りました。
こうした状況に対して、昭和41年に国が
積極的な肉畜振興施策を打ち出したことか
ら、本県においても肉用資源の維持増大と
肉用牛飼育による北部農山村地域の農業振
興を図り、和牛振興を計画的かつ積極的に
推進するため、和牛の改良地域・増殖地域
などを指定した「岡山県肉用牛振興要綱」
を定めました。この要綱に基づき肉用牛振
興地域を中心として、肉用牛導入時の購入
費助成や雌子牛の貸付事業などの強化、県
営草地改良事業や団体営草地改良事業によ
る山林原野開発など飼料基盤の整備・拡充、
子牛価格安定制度の樹立等が重点施策とし
て実施され、規模の拡大を通じた経営の近
代化を推進しました。
この要綱による指定地域は昭和47年に内
容の一部が変更され、当初とやや異なり子
牛生産を主体とする地域と肥育を主体とす
る地域とを分割して指定することとなりま
した。子牛を生産する地域は、現在の新見

市、津山市及び真庭市など県北地域を指定
し、新規事業として「肉用牛育種集団整備
促進事業」を予算措置し、優良雌子牛の保
留を奨励するとともに、農協が事業主体と
なって従来から実施していた雌子牛の貸付
事業を拡充し、成雌牛も貸付対象に加え、
繁殖雌牛の確保と増強を図りました。
また、昭和49年には肉用牛の保留促進と
高齢者等の生活安定に資するため、1 ～ 2
頭を飼養する小規模農家等で、高齢者又は
女性等が繁殖雌牛を導入又は保留する場合
に奨励金を交付する「高齢者等福祉畜産対
策特別事業」などが実施されました。本事
業はすぐ後に、国の補助事業（家畜特別導
入事業）として実施され、市町村に高齢者
対策畜産ファンドを設置し、繁殖用雌子牛
を購入し一定年齢以上の高齢者又は出稼ぎ
農家等に 5 年間無償で貸しつけるという支
援対策でした。この対策は平成17年度まで
実施されましたが、事業終了により平成18
年度からは単県事業として、県と市町村費
分の基金を運用し事業がなされましたが、
平成27年度には終了しました。
一方、
「岡山県肉用牛振興要綱」による
肥育を主体とする地域は、岡山市、和気町、
赤磐市、総社市、笠岡市、矢掛町などの県
南地域を指定しました。肥育に係る事業で
は、農協等を中心とした地域ぐるみの一貫
経営を推進するため、昭和47年、
「肉用牛
生産団地育成事業」を新たに予算措置し肥
育施設や中核農家共同利用施設の整備を支
援しました。また、同年、乳用雄子牛の全
面利用を促進するため、哺育施設の設置を
支援する「乳用雄子牛利用促進事業」を予
算措置するとともに価格安定事業を立ち上
げました。
その後、昭和50年には飼養頭数43,800頭、
飼養戸数15,100戸となり、肉用牛の生産増
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強と牛肉の安定供給を図るため、県では昭
和55年に「岡山県肉用牛生産振興方針」を

検討がなされたことです。本戦略では、低
コスト施設の整備、放牧等を利用した規模

策定しました。本方針では地域複合農業に
おける肉用牛の重要性や中国山地等の自然

拡大などによる生産基盤強化対策、乳牛へ
の受精卵移植による生産頭数拡大対策、ヘ

と草資源の活用等の観点から、繁殖・肥育
経営の規模拡大、子牛生産から肥育までの

ルパー組織の整備や哺育・育成分業体制の
構築による担い手対策を重点としました。

一貫経営の推進、草地の造成・改良及び水
田利用再編対策関連等による自給飼料の生
産拡大、規模の拡大に伴う環境保全及び伝

詳細は本誌2005年 3 月号をご覧ください。
この戦略の実施にあたり、遊休農地の草
資源を活用し肉用牛放牧の実施と景観保全

染病等疾病の発生予防、山地等を活用した

のため、電気牧柵や給水施設等の導入を支

放牧飼育体系の確立等の基本方針を定めま
した。
この方針の実施にあたり、肉用牛繁殖農

援した「モー大丈夫！放牧でいきいき遊休
農地活用事業」が平成16年に予算措置され、
同時に、繁殖農家・酪農家・哺育農家の相

家の経営規模拡大を図り、経営安定に資す
ることを目的に、畜舎等の整備に要する経
費を支援する「肉用牛規模拡大促進特別事

互の連携を構築し、乳牛への受精卵移植に
よる和牛生産頭数拡大を図るため、受精卵
採取や移植に係る経費を支援した「おかや

業」が昭和55年に予算措置されました。こ
の事業は平成 8 年に一部内容を変更し「肉
用牛生産条件特別整備事業」となり、現在
でも本県で肉用牛生産に意欲を燃やす生産
者を支援する事業としています。
しかし、平成 3 年度には牛肉の自由化が
決定され、平成13年には国内でBSEが発生
し、子牛価格や枝肉価格の下落による影響
から小規模農家等が次々と経営を中止し、
飼養頭数及び飼養戸数が減少、平成16年に

ま和牛増頭ネットワークモデル事業」が予
算措置されました。

は約 3 万 6 千頭、飼養戸数949戸となりま
した。一方で、中山間地域での農業経営の
担い手不足、耕作放棄地の増大が顕著な問

牛増頭対策など、肉用牛生産の根幹はこれ
までと同様に重視しています。一方で、耕
畜連携や地域特産品の活用など地域的な取

題となってきたことなどから、土地基盤に
立脚した肉用牛経営が中山間地域の活性化

組が活発化するなか、関係者が普段の取引
関係を超えて、共通の目標をもって、継続

に欠かせない産業であることが改めて認識
されました。
こうした中、国の増頭対策の推進を受け

的に連携・協力を図ることが重要となって
います。このことから、近年の新たな取組
として、畜産農家だけでなく、関係者が連

て、本県では平成16年に肉用牛繁殖経営の
安定と拡大をテーマとした岡山県肉用牛振

携・協力し地域全体で畜産の収益力を向上
させる畜産クラスターの取組を、本県では

興プロジェクト会議を設置し「岡山県肉用
牛振興戦略」を策定しました。本戦略の特

強力に支援しています。これまでに、県内
で17協議会が設置され、うち13協議会が肉

徴は、県下 9 振興局（現在の県民局）単位
にも地域肉用牛振興プロジェクト会議を設

用牛振興に係る活動を実施しています。本
県では今後も協議会の活動を支援していく

置し、地域の実情に即した検討内容を県戦
略に盛り込んだこと、産学官の委員による

こととしていますので、御理解・御協力を
賜りますよう、よろしくお願いします。

現在、本県の肉用牛振興施策は平成28年
2 月に策定した「岡山県酪農・肉用牛生産
近代化計画」を基本としています。本計画
では新規就農者確保や外部支援組織を活用
した担い手対策、放牧や水田を活用した生
産基盤対策、省力化機械導入による労働負
担軽減対策、受精卵移植技術を活用した和
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〔県民局だより〕

備中局管内の乳用牛預託育成牧場
備中県民局畜産第一班
１ はじめに
近年、酪農家戸数は減少していますが、

冬は 5 ℃も違う冷涼な場所にあります。昭
和46年に市直営で開牧し、その後畜産公社

メガファーム、ギガファームの増加により
初妊牛価格は高値で推移しています。また

が運営し、平成11年度からはJAびほく管
内の酪農家が中心となった大池山育成牧場

北海道預託も大人気で順番待ちになってい
ます。

利用組合が運営しています。
放牧地47ha、採草地18ha、高梁市内外の

備中県民局管内には現在 2 か所の公共育
成牧場がありますが、1 か所は平成31年 3
月末で預託を終了します。一方、新たに民

預託牛約140頭を 2 名の常勤スタッフで管
理しています。放牧地の管理など、人手が
必要なときは組合員が集まって協力してい

間で預託を開始した牧場もありますので、
それぞれご紹介します。

ます。
哺育～種付け前までは広金さんによるき
め細かな管理、 1 歳齢以降の牛は藤井牧場
長が発情発見・種付を行い、退牧まで管理

２ 公共育成牧場
（1）矢掛町公共育成牧場（矢掛町）
矢掛町公共育成牧場は昭和47年開牧以
来、46年に渡り約12,000頭の乳用育成牛を
受託してきました。場内の放牧地や牧草、
稲ＷＣＳ等自給飼料を活用して丈夫な乳牛
を育ててきましたが、残念ながら平成31年
3 月をもって預託業務を終了することにな
りました。
長い間ありがとうございました。

します。農家がETを希望する場合は民間
の岡山ETクリニックが発情の同期化・移
植を行い、繁殖成績は良好です。
県民局では「みんなの牧場へ！ステップ
アップ事業」を通じて大池山育成牧場の機
能強化を支援しています。内容は衛生対策
としてマダニの駆除薬、粗飼料増産のため
の種子や肥料、梱包資材、牧柵や施設の整
備等の補助です。
高梁家保では血液検査を定期的に実施
し、疾病の予防・早期発見に努めています。
また高梁市は施設運営費や施設整備の支
援、共済連家畜診療所はワクチン接種や診
療、おからく、全酪連も体測や飼料給与指
導、検討会の開催等、関係機関一体となり
支援しています。
しかし牧場長に聞くと、
「開場から46年
経過しており、施設や機械のあちこちに老
朽化した個所が見られ、修繕にも時間を取
られる。更に今年は 7 月豪雨で給水設備が
流され、しばらくは水を運搬する日々。そ

（2）大池山育成牧場（高梁市）
大池山育成牧場は高梁市の北西部に位置
する大池山にあり、夏は全国ニュースに出
るほどの暑さとなる高梁市街に比べて 3 ℃、

の後も土砂崩れがあり、復旧作業に追われ
大変忙しい。もっと預託数を増やしたいが、
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人員や飼養施設に限りがあることがネック
になっている。現在も預託の順番待ちが多
く、
「待機児童」問題が起きている・・・。
ゆくゆくは 1 棟で哺育から退牧まで管理で
きるような牛舎を増築したい。
」とのこと
でした。
県内で数少ない貴重な育成牧場であり、
管内酪農家の経営安定のためにも、関係機
関でも様々な形で支援に取り組む必要があ
ります。
現在は、代表取締役である藤原完治さん
をはじめ、場長の三宅さんと従業員 3 名で
管理を行っています。
「いろいろな人が集
う、みんなの拠り所となる場所にしたい。
」
とのことです。ゆくゆくは、ゲノム評価も
取り入れ、高能力な牛を残したり、哺乳ロ
ボットを導入する構想もあります。
入牧は約 3 か月齢からですが、哺乳部門
がスタートすれば、生後 1 週間から受け入
れする予定です。
さあ、あなたの牛も預けてみませんか？
３ 民間の育成牧場
～スターブライトＦ・Ｆ（井原市）
～
平成29年、乳用妊娠牛、初妊牛価格の高
騰や、県内の育成牧場が閉鎖する中で、
「誰
かがやらないと！」との思いで設立された
スターブライトＦ・Ｆ。耕作放棄地を利用
して牧草を作ることもでき、牛舎を建てる
土地が井原市美星町にちょうど見つかり、
様々なタイミングや周囲の方の想いが一
致してスタートすることになりました。こ
の牧場は、現在、250頭規模の牛舎に和牛
４ おわりに

も含めて170頭程が預託されています。今
年度の冬には、牛舎がもう一棟建設され、

県民局では今後も育成牧場を支援してい

450頭規模にまで拡大する予定です。

きます。それぞれ特色のある育成牧場を活

斜めになった柵を設置し、牧草を牛房に

用して、皆様の経営にお役立ていただけれ

ひっぱりこまないようにするなど、連動ス

ばと思います。

タンチョンに慣れさせる工夫もしていま
す。飼料はスーダンやチモシー、アルファ
ルファなどの購入乾草と県内産のロール牧
草も与えています。
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〔家保のページ〕

豚コレラが２６年ぶりに国内発生！
中国ではアフリカ豚コレラが続発中！
！
高梁家畜保健衛生所
○豚コレラの国内発生！
平成30年 9 月 9 日、岐阜県の養豚農場に

食欲不振、うずくまりといった一般的な症
状で始まります。さらに結膜炎、リンパ節
腫脹、呼吸障害、便秘に次ぐ下痢がみられ、

おいて、我が国では、平成 4 年以来26年ぶ
りとなる豚コレラの発生が確認されました。

後躯麻痺や運動失調、四肢の激しい痙縮等
神経症状が現れます。最終的には起立困難

今回、感染確定前に発生農場からと畜場
に豚が出荷されていたことや死亡した豚が

となり、急性経過の場合には 1 日以内に死
亡します。慢性経過の場合にはこうした症
状を繰り返し半数が 1 ヶ月以内に死亡する

共同堆肥場に運ばれていたこと等で感染の
拡大が危惧されました。これまでのところ、

とされています。

これらの疫学関連農場や発生農場を中心と
した半径10kmの搬出制限区域内の農場で
の感染は現在までのところ確認されていま
せんが、発生農場周辺で死亡した野生いの
ししから豚コレラウイルス遺伝子が検出さ
れ、全国的にも一気に緊張が高まっています。
ここで豚コレラについておさらいしてお
きましょう。
【対象動物】豚及びいのししが感受性動物
で、季節や性別に関係なくすべての発育段
階において発症します。
【感染経路】感染は罹患動物との直接接触

写真②：豚コレラの臨床症状

本県は岐阜県と距離では離れています
が、決して対岸の火事ではありません。今

の他、鼻汁や排泄物の飛沫・付着物を介し
た間接接触により起こります。一旦畜舎に
侵入すると瞬く間に拡がります。

一度、次の事項に重点を置き、飼養衛生管
理の確認を行ってください。
①衛生管理区域に出入りする人・車両・物
品等は消毒等を行い、ウイルス等病原体
の侵入防止対策を行う。
②家畜、人、物の出入りを記録し、保管する。
③衛生管理区域専用の衣服、靴の設置と使
用を徹底する。
④飼養豚の毎日の健康観察により、異常豚
の早期発見、早期通報を行う。
⑤肉及び肉製品を含み又は含む可能性のあ
る食品残さを給与する場合は、事前に摂
氏70℃以上で30分間以上、又は摂氏80℃
以上で 3 分間以上加熱処理を行う。

写真①：豚コレラの臨床症状

【臨床症状】高病原性株の感染では100％の
死亡率で、典型的な臨床症状はなく、発熱、
5

⑥給餌、給水施設、飼料保管場所への野生
動物の侵入、飼養豚と野生動物との接触
を防止する。
⑦死亡豚の処理までの間、野生動物に荒ら
されないように適切に保管する。
また、畜産関係者は、本病を含め、口蹄
疫や高病原性鳥インフルエンザ、後述のア
フリカ豚コレラ等悪性伝染病の発生地域へ
の渡航を自粛するとともに、ウイルスを伝
播する可能性のある人・物を農場に近づけ
ないようにしましょう。

染性を失わないとの報告もあります。その
ため、本病が世界的に感染拡大しているの
は、国際便の船舶や航空機から出た汚染塵
芥を適正に加熱処理しないまま豚に給餌し
たことが原因と考えられています。
我が国では悪性伝染病の発生地域からの
動物及びそれに由来する肉の輸入を原則と
して禁止しています。これに伴い、発生国
からの肉製品等の持ち込みは、機内食を含
め固く禁じられています。
【臨床症状】発熱、皮下出血など豚コレラ
と似た症状を呈しますが、原因ウイルスは
異なります。ウイルスの病原性の強さによ
り、病状は多岐にわたり、甚急性型から慢
性型等と死亡率100％となるものから顕著
な症状を示さないものまであります。
なお、豚コレラと違い、有効なワクチン
はありません。
アフリカ豚コレラも前述の豚コレラ同様
飼養衛生管理の再確認を行っていただき、
畜産関係者一同、疾病の侵入防止に取り組
んでいただきますようお願いします。
（両疾病の感染経路、症状等及び写真の出典
は国立研究開発法人農業・食品産業技術総
合研究機構動物衛生研究部門ホームページ）

○中国でアフリカ豚コレラが続発中
平成19年にロシアで発生が確認され、
徐々に発生地域が拡大していたアフリカ豚
コレラが、本年 8 月中国で確認されました。
【対象動物】豚やいのしし等のいのしし科
動物に感染し、家畜の豚に高い病原性を示
します。
【感染経路】感染した豚やいのししと直接
接触する以外にダニによる伝播がありま
す。また、アフリカ豚コレラウイルスは肉
加工品、冷蔵肉や凍結肉、豚肉加工品の中
で長期間感染性を持つことが知られてお
り、燻製や塩漬けハムの中で300日以上感
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出典 農林水産省ホームページ

【共済連だより】

家畜診療日誌
西部基幹家畜診療所
子牛の下痢症でお困りの農家さんでクリ
プトスポリジウムという名前を聞いたこと
がないでしょうか。以前はクリプトスポリ
ジウムの検査は難しくあまり実施していな
かったのですが、昨年から家畜診療所で簡
単に検査できるようになりましたので、こ
れはクリプトスポリジウムによる下痢です
ねと言われることが増えてきているのでは
ないかと思います。クリプトスポリジウム
は子牛に下痢を引き起こす病原体なのです
が、かなりやっかいな病原体です。原虫と
いう寄生虫の一種ですが、牛だけでなく人
にも下痢を引き起こす人獣共通感染症の病
原体であり、獣医学部の学生が感染したり
しています。子牛の症状は黄色水様下痢や
白色粘性下痢を呈し、しばしば血液、粘液、
胆汁、未消化乳などが混入します。下痢に
伴って食欲減退、発熱、元気消失、沈鬱、
脱水、発育遅延が起こります。重度の脱水
症状を呈すると死亡することもあります。
さらに毒素原性大腸菌やロタウイルスなど
の他の病原体が混合感染すると、さらに死
亡率が増加します。治療ですが、今のとこ
ろクリプトスポリジウムに効く駆虫薬はあ
りません。そのため 2 次感染防止のために
抗菌剤投与、脱水改善のための補液、生菌
剤や止瀉薬の投与が行われていますが、効
果的な治療法がないのが現状です。岡山県
でのクリプトスポリジウムの浸潤状況です
が、下痢を発症した子牛の糞便63検体を検
査したところ16検体からクリプトスポリジ
ウムが検出され、検出率は25.4％でした。
4 頭に 1 頭の割合でクリプトスポリジウム
による下痢が発症していました。農場で
の検出率は、20農場中 6 農場（30％）で陽
性でした。 1 農場につき 5 検体以上検査し
た農場では 4 農場中 4 農場で検出されまし
た。検査回数が多い農場では100％検出さ

水戸

康明

れたことから、下痢が頻発する農場はクリ
プトスポリジウムが原因となっている可能
性が高いと思います。クリプトスポリジウム
が検出された牛の初診日齢は 1 ～ 10日齢の
割合が 1 番高く
（75％）
、ほとんどの牛（94％）
は20日齢以下で発症しており、生後間もな
い若齢の哺乳牛で発症していました。診療
回数は 6～10回診療している割合が一番高
く、なかには 1 ヶ月以上診療している牛も
いました。平均診療回数は12回であり、
クリプトスポリジウムによる下痢症は、他
の病原体による下痢症の診療回数より多
く、治癒までに時間がかかっていました。
クリプトスポリジウムは、子牛の腸管に寄
生し増殖します。また、腸管内で再感染を
起こしますので、糞便には大量のオーシス
トが排出されます。排出されたオーシスト
を口の中にいれた子牛が感染し、下痢症を
発症します。クリプトスポリジウムオーシ
ストは、乾燥や熱に弱いとされています
が、一般的な消毒薬では完全に殺滅するこ
とができませんので環境中から完全に排除
することは難しいです。クリプトスポリジ
ウムに対する予防対策ですが、まずは環境
中のオーシスト数を減少させることが重要
です。室温 4 時間の乾燥で99％は死滅し、
70℃以上の高温だと容易に死滅するとされ
ています。感染子牛からオーシストが大量
に排出されますので子牛牛舎はオールイ
ン・オールアウトとし、ハッチの熱湯によ
る消毒や乾燥の実施や牛床などの石灰乳の
塗布が有効と報告されています。また、生
後20日齢以内で発症する牛がほとんどです
ので、受動免疫も重要と考えられます。し
かしながら、ワクチンは開発されていませ
ん。新生子牛に抗Cr鶏卵黄抗体（IgY）を
投与することも対策のひとつになると思わ
れます。
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〔技術のページ〕

ＩＣＴによる繁殖管理について
岡山県農林水産総合センター

畜産研究所

生産性向上研究グループ

岡山県では、和牛の増頭を図るため、和
牛繁殖経営の新規参入や規模拡大を推進し
ています。
和牛繁殖経営では、授精・分娩と子牛育
成技術が主要な技術ですが、新規参入者や
大規模経営では、技術的ハードルが高いと
言われています。
そこで、畜産研究所では、授精・分娩・
育成技術の簡便化と省力化を図るため、県

写真1 牛舎の看視カメラ配置

内に先駆けて様々なI CT機器を導入し、
試験的に活用しています。
今回は、I CTを活用した繁殖管理と子
牛育成管理について紹介します。
１ 牛用看視カメラ
（商品名：養牛カメラ）
インターネット環境の改善や防犯・監視
カメラの高性能化により多機能の看視カメ
ラが商品化されています。

写真2 パソコン上の遠隔カメラ画像

当研究所では、牛の状態を遠隔地から看

２ 膣内温度センサ

視できるように、分娩房へ 3 台、哺育牛舎

（商品名：モバイル牛温恵）

に 2 台、繁殖牛舎に 2 台を設置しています
（写真 1 ）
。パソコンやスマートフォン、タ

現在、分娩予知に体温計、万歩計など種々

ブレット端末を用いて、インターネット経

のセンサが開発されていますが、当研究所

由の動画により看視が可能です（写真 2 ）
。

では、膣内温度の変化で、分娩を予知する

哺育子牛の活動状況や繁殖雌牛の分娩状況

センサを活用しています（写真 3 ）
。

などを看視することにより、治療、介助の
迅速な判断や管理者間での情報共有が行え
ます。
特に夜間の分娩時には、立ち会う職員が
1 名でもスマートフォンやパソコンの画像
を他の職員が見ながら、分娩介助のタイミ
ングや方法などを相談して対応することが
できます。
写真3 膣内温度センサ部分
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本年度、分娩予定牛32頭にセンサを取り

ようになっています。また、飲乳後はミル

付けた結果、26頭（81.3％）で約 1 日前に

クホースや乳首が自動洗浄され、清潔に保

「準備の通報メール」があり、全頭（100％）で、

たれています。

破水や娩出時に膣内温度センサ（写真 3 ）

この哺乳ロボットで哺乳した子牛は、 9

が脱落し、
「分娩開始の通報メール」があ

月末現在まで 5 頭（うち雌 3 頭、雄 2 頭）

りました。

が離乳し、離乳時には全頭が平均以上の発

通報メールがあった分娩には、職員がで

育でした。

きるだけ立ち会い、 9 月末現在まで分娩時

また、パソコンの専用ソフトにより各子

の事故はありませんでした。

牛の哺乳量をグラフで確認でき（写真 5 ）
、
さらに、スマートフォンからも子牛の飲乳

３ 哺乳ロボット

量が確認できます。これにより、順調に哺

（商品名：カーフフィーダー）

乳できているかどうかを複数の職員が毎日

子牛に自動で哺乳をするロボットについ

確認し、食欲不振等でミルクを飲んでいな

ては、10年以上前から県内に導入事例があ

い牛の早期発見、早期対策、治療につなげ

り、畜産研究所でも利用していました。し

ています。

かし、和牛繁殖農家ではなかなか普及が進
んでいません。その理由としては、機械を
必要とする大規模和牛繁殖経営が少ないと
いう事もありますが、哺育期の群飼育での
疾病対策や、スターターと粗飼料の給与管
理が難しいという事が大きな理由としてあ
げれます。
当研究所では、I CT対応型の和牛哺育
牛舎を整備し、和牛専用哺乳ロボットを昨

写真5 子牛の哺乳量グラフ

年度末に導入しました（写真 4 ）
。
I CTの活用は、労働の省力化とデータ
の画像化、数値化による状況分析の簡易化
などメリットが大きいです。
今後もさらなる技術開発が進み、和牛繁
殖経営への活用により、新規参入や大規模
化が進むことを期待しています。
（川口泰治）

写真4 哺乳ロボットで哺乳する子牛

和牛専用哺乳ロボットでは、代用乳の給
与は 1 日 4 回に設定しています。子牛の哺
乳を確実にするため、哺乳時には、後ろの
扉が閉まり、他の子牛の盗乳や悪戯を防ぐ
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〔共済フレッシュさんの声〕
西部基幹家畜診療所

守屋ひか理

はじめ近隣県のNOSAI 臨床実習にも行か
せて頂き、臨床現場でのイメージが膨らん
だこと、また最近は多くの女性獣医師も活
躍している事からやはり将来は牛の臨床を
やろうと決め、地元である岡山県での就職
を選びました。現在はようやく 2 年目に突
入し、恐縮ながら担当の農場も持たせて頂
き、日々奮闘しております。
実際に就職してみて思ったことですが、
牛を診て治療するに当たりやらなければな
らないこと、考えなければならないこと
がたくさんあるんだということに気づきま
した。なぜ牛が体調不良を示しているか考
えるのはもちろんですが、例えば繋ぎでな
い農場では自分で牛を捕まえないといけな
い、注射するにはどうしたら一番やりやす
いのか、手術をする際にはどこでどのよう
に牛を保定するのか、どう回ったら一番効
率が良いのか、そして何よりもどうするの
が畜主にとっても牛にとってもベストな選
択肢となりうるのかなど、ひとつ診療に行
くにしてもこれだけたくさんのことを頭で
イメージして行わなければならないのだと
思い知らされ、自分の不甲斐なさに何度も
落胆したものです。今でもできないことや
失敗は付き物ですが、それを無駄にしない
ように敗因を生かし、私を受け入れて下さ
る農家さんや色々と相談に乗って下さる先
輩の先生方に何らかの形で恩返しできたら
と思いながら頑張っております。時に厳し
く指導されることもありますが、それは私
が間違った方向へ進まないように一生懸命
軌道修正しようとして下さっている証であ
り、日々周りの先生方には感謝しております。
まだまだ不勉強な部分があり、あいつに
任せて大丈夫なんだろうか、と思われてい
る部分も大いにあると思いますが、いつの
日かあいつに任せたいと思われるような
診療ができるよう努力し、今後の診療にお
いて私と関わって下さるすべての方々との
コミュニケーションに更に磨きをかけて頑
張っていきたいです。今後ともよろしくお
願いいたします。

皆さんこんにちは。私はNOSAI 岡山西
部基幹家畜診療所に勤務している守屋ひか
理と申します。出身は岡山県ですが、幼稚
園から高校卒業するまでは高知県で過ご
し、その後岡山に戻り浪人生活を経て鳥取
大学を卒業後、地元岡山県での就職となり
現在に至ります。私は小柄であり、見た目
も頼りないせいか農家さんに何で大動物の
診療をしようと思ったの？とよく聞かれま
す。そもそも獣医になろうと思ったきっか
けは、動物が大好きで動物の命を助ける仕
事がしたいという単純な気持ちからでし
た。私は大学に入るまではまともに牛に
触った経験がなく、入学して間もない頃は
牛に対する抵抗感はとても大きかったのを
覚えています。糞尿の量は多いし、蹴られ
たら痛そうだし、何より体が大きいから暴
れられたりしたら大変なことになりそうだ
し、私には牛を扱うなんて無理だと思い、
やっぱり将来は小動物臨床にしようかな
と、低学年の頃ぼんやり考えていました。
しかし、研究室選びに迷っていた頃、あえ
て苦手意識のある牛に関わることができる
研究室に入ってみて、もし面白いと感じた
ら将来は大動物臨床の現場で働こう、無理
だと思ったら小動物の道を選ぼうと決意し
ました。研究室では大学の農場で飼養して
いる和牛の繁殖管理や体調管理などを行っ
ていました。当時は直検もまともにできず、
腕がすぐにだるくなって心が折れたもので
したが、牛に対する抵抗感は徐々に薄れて
いきました。長期休暇を利用し、岡山県を
10

〔畜産現場の声〕

うちにしかできない卵を
（有）
新見ポートリーファーム

加地

哲・久一

兄弟で養鶏を営む新見ポートリーファー
ムの加地哲さんと加地久一さんにお話を伺

平飼いを始めた当初は、巣外卵の多さや
斃死で苦労があったそうですが、その分、

いました。
同社では、ケージ飼い 4 万 6 千羽に加え、

初めて巣箱の中で卵を産んでくれた時はと
ても嬉しかったと話されていました。毎回、

平飼いで 4 万羽を飼養しています。2020年
の東京オリンピックの食材等にアニマル

導入する鶏のクセが違うため、今でも入れ
てからアウトするまで試行錯誤している、

ウェルフェア（家畜の快適性に配慮した飼
養管理）を求める動きにあり、大手メーカー
にできないことをしようと、 2 年前から平

とのことでした。
こだわり
新見市は過疎化が進んでいますが、空気

飼いを始められました。国内でも事例が少
なく、自分たちで試行錯誤しながらノウハ
ウを確立していったそうです。
平飼いを始めて…

と水が綺麗で鶏にとっては恵まれた自然環
境です。その土地で一羽一羽愛情をもって
世話をすることが健康な鶏、ひいては美味
しい卵につながっているそうです。ケージ

加地さんは、平飼いは基本的に不衛生な
飼い方、という思いがあり、鶏糞が網目か
ら地面に落ちる高床式の鶏舎を採用されま
した。鶏糞が床にたまらず、常に乾燥して
いるため、
目立った鶏病は発症していません。

飼いに比べ、 2 ～ 3 倍の労力が掛かります
が、よく観察して鶏を大切にすることがポ
イントになるとのことです。鶏卵の味には
鶏の食べたものが反映されますが、同社で
はこだわりのエサと平飼いで育った健康な
鶏の 2 つが掛け合わさり、より一層美味し
い卵となっています。

網目状の床から
県内ではＪＡ直売所で販売されています

また、衛生対策には基本をしっかりとい
う姿勢で取組まれており、車輌消毒や外部
からの来場制限など、徹底されています。
開放鶏舎ではありますが、金網で野生動物
の侵入対策も万全でした。
おがくずを敷いた地面に落ちます
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今後の展望

販売面では、卵の宅配や、強制換羽をし
ていない平飼いをウリにした親鶏の食肉販

もっと多くの人に自分たちの卵を食べて

売を計画されています。

ほしい、そのために「他の卵とは違う」と
思ってもらえるようなものを作っていかな

さらに将来の夢として自社GPセンター

いと、という想いを持っておられ、消費者

や 6 次化など、やりたいことは尽きないよ

に近いサイドでの生産を考えていらっしゃ

うです。

います。

〔ホットニュース〕

平成30年度おかやまフォーベルネット総会・
研修会が開催されました！
！
（一社）
岡山県畜産協会
平成30年 9 月26日
（水）小田郡矢掛町にある矢掛屋にて、おかやまフォーベルネット総会・
研修会が開催されました。 7 月豪雨により被災された会員の方もいらっしゃいましたが、
当日、元気に参加され、会員・関係機関など計14名の参加となりました。
総会終了後、
「マインドマップを使ってあなたらしい暮らしを実現しよう！」と題し、マー
ケティングコンサルタントの佐道先生をお迎えして研修会を行いました。
「マインドマップ」
とは、
「頭脳を有効に活用するためのノート術」で、毎日忙しい女性経営者の日常生活に大
いに役に立つ思考ツールです。参加者からは、
「短い時間で多くのことを書くことができた」
「すごく集中できた」
「子供の教育にも役立ちそう」との意見があげられました。
次に、
「私たちの牧場を紹介します」コーナーでは、会員 4 名～末澤未央氏（肉用牛）
、
平野博子氏（酪農）
、藤井美佐氏（養鶏）
、黒籔早苗氏（養豚）～の牧場・鶏舎・豚舎を写
真で紹介していただきました。それぞれ畜種は違いますが、堆肥の扱いやえさの種類、施
設の構造など、活発な質疑応答が行われ、最後に、
「どの畜種でも、子育てととても似てい
るので、女性ならではの細やかな視線は、
畜産業に向いている」と意見が一致しまし
た。末澤代表の提案により、今回初めての
取り組みでしたが、大変興味深いコーナー
となり、今後も継続していくこととなりま
した。
おかやまフォーベルネットでは、会員を
募集しています。今後も楽しく役立つ研修
会としていきますので、ご参加をお待ちし
ています！
！
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〔消費者の声〕

心身の健康に欠かせない「食肉の役割」
ノートルダム清心女子大学

人間生活学部食品栄養学科

准教授

小山

洋子

「和食」は「健康食」
？！
「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録

で作られないため、食事として取り入れな
ければなりません。できれば食品中に不足

され、世界的に「和食＝健康食」ブームと
なってきました。ここでいう「和食」は食

しがちなアミノ酸が多く含まれる食品を摂
りたいものですが、それをバランスよく含

材の多様性や調理方法、食事のバランスだ
けではなく、日本人の伝統的な食文化が、

んでいる代表選手が「肉」です。ただ「肉」
の種類（牛、豚、鶏など）によって、微妙

自然の恵みである「食」を分け合い、食の
時間を共にすることで絆を深めてきたこと
も高く評価されています。これ以降、アメ

にアミノ酸含量が違いますので、やはり他
の動物性食品とうまく組み合わせて食べる
ことは大切です。

リカをはじめとする先進諸国では、肉より
も魚を多く取り入れた「和食」が肥満防止
につながり、とても健康的な食事として捉
えられたようです。これでは、
「肉」が人

心身の健康にも「肉」が効く？
！
最近、
「うつ病にセロトニンが効く」と
よく聞きます。何とも興味深い話です。

間の体を蝕んでいる元凶のようであまりに
も気の毒な話ですね。
長寿には「肉」が効く？
！
100歳を超えた「センチナリアン（百寿
者）
」を対象とした栄養調査の結果を見た
ことがあります。そこで目を引いたのは、
日本人一般の平均よりもセンチナリアンの
方が動物性たんぱく質を多く摂取していた

セロトニンは人間の感情を支配している
神経伝達物質ですが、人の体で生成されな
いため、原料となるトリプトファンを食事
から摂る必要があります。このトリプト
ファンはアミノ酸の一種で食肉に多く含ま
れています。試験などの一大イベントが終
わった時やストレスを感じた時などに、無
性に「肉」が食べたくなるのも理にかなっ
ているのかもしれません。また、食肉を調

ことです。また別の栄養調査でも、長寿地
域として知られる沖縄県では、国民の平均
と比較して魚介類よりも肉類の摂取割合が

理すると人の嗜好性を高めるとも言われま
す。例えば、焼き肉などのように、おいし
そうな焦げの香りと色、ジューシー感あふ

高いとの結果が得られていました。さらに、

れるテクスチャー、噛むほどに旨味が出る

緑黄色野菜の摂取量が多い、食塩量が少な
い、など沖縄県の食生活自体が長寿につな
がるものであったことも見逃せない点だと

など、人の持つ快感を大いに刺激すること
によって食欲が満たされ、精神的満足にも
つながるからではないかと思います。
また豚肉に多く含まれるビタミンB 1 は、

思います。
動物性たんぱく質は、肉、魚、卵、牛乳・

疲労回復や記憶力の低下防止、情緒の安定
などにも役立つ効果が期待されています。
特に、豚もも肉には成人が 1 日に必要とさ

乳製品などから摂ることができます。たん
ぱく質は「アミノ酸」で作られていますが、
特に体内で合成されないものを「必須アミ

れる量の 7 割近くが含まれています。豚肉
の生姜焼きで疲労回復をするのもいいかも
しれません。

ノ酸」といいます。これは人間の体や健康
を支える上で重要なのにも関わらず、体内
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一方、食肉はコレステロールや脂肪がた
まりやすいという理由から、敬遠されるこ
ともよく聞きます。しかしコレステロール
増加は、エネルギーを過剰に摂り過ぎるこ
とが第一の原因です。つまり、体の中で消
費しきれなくなるほど食べると血中にコレ
ステロールが溜まり、それがやがて悪玉コ
レステロールとなり肥満や生活習慣病の原
因となってしまう訳です。
「過ぎたるは及ばざるがごとし」
！
ストレス社会といわれる現代において
は、
「和食」に適度に肉料理も取り入れた
「健康食」で心身共に元気に過ごしたいも
のです。ちょっとした調理法の工夫や、大
勢で食べるなど、日々の食事を楽しむこと
も大切ですね。

取扱品目のあらまし
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

株式会社 ジュウチク
岡山市北区奉還町4-4-11 岡獣ビル内

TEL 086-214-2288
FAX 086-214-2287
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〔Ｑ＆Ａコーナー〕

岡山県養蜂組合連合会の取組について
（一社）岡山県畜産協会
岡山県養蜂組合連合会（以下：組合）の
会長であり、ご自身でも養蜂・直売を行っ
ている鈴木康正氏に、養蜂の現状と今後の
岡山県養蜂について伺いました。
Ｑ 岡山県の養蜂家戸数の動向はいかがで
すか？
Ａ 現在の組合員数は80名で、飼育群数は
約 4 千群数です。養蜂振興法の改正で一
時期戸数は増えたものの、近年は横ばい
傾向です。
 直売所でも蜂蜜が高値で販売されるよ
うになり、定年退職後に稲作の傍ら、養
蜂を始める人が増えたように感じます。
一方で、養蜂専業の人は十数戸ほどです。
Ｑ 蜂蜜の景気はどうですか？
Ａ 昔から何度か小さな蜂蜜ブームが起
こっており、今は第 4 期ブームのためす
こし良い、という状況です。前回の第 3
期ブームで価格が高騰したのに加え、国
産蜂蜜の需要が高く、現在も価格は上昇
傾向にあります。価格が高くなりすぎる
ことには懸念があります。
Ｑ 採蜜植物の面積が減少しているイメージ
があるのですが、実際はいかがでしょうか？
Ａ 百花蜜用の自然の植物は減っていない
と思います。採蜜できる谷の雑木も増え
ています。
 レンゲについては農家と契約して作付
けしてもらっています。アルファルファタ
コゾウムシの食害で一時減少したものの、
今は対策が進んだことで回復しています。
Ｑ 岡山県の養蜂の課題は何でしょうか？
Ａ やはり、後継者不足はあります。幸い
専業でやっているところでは、跡を継ぎ
たいという後継者がいますが、新規で始
めたいという若い人はほとんどいません。
 また、猛暑、厳寒といった異常気象も
問題です。夏は暑さに対応するために働
くので蜂の寿命が短くなってしまいま
す。逆に、温暖化の影響で採蜜期間が長
15

くなったという利点もあります。飼養サ
イクルの変化への対応が必要となります
が、生産量が増えれば所得も上がります。
 数年前に話題になりましたが、ネオニ
コチノイド系農薬の問題も残っていま
す。農薬の使用に関しては耕作農家と養
蜂家で情報共有が必要です。
 あとは、病虫害もあります。最近は飼
養管理が難しくなった、と感じます。抗
生物質の使用ができなくなり、病虫害が
発生する前に防ぐという方に注力してい
ます。その一つとして選抜・交配による
強い蜂づくりを共同で行っています。異
なる養蜂家の蜂を交配させ、優良な女王
蜂が作出できたら、県内の養蜂家に配り
ます。これは近親交配を防ぐことにもつ
ながります。
Ｑ 今後はどのような取組が必要だと思わ
れますか？
Ａ 猛暑の際は、避暑地の情報提供があれ
ば良いと思います。転飼を伴う養蜂の場
合は、土地の調整が重要で、大規模と小
規模両者の養蜂家を考慮した適正配置が
必要です。
Ｑ 養蜂を組み入れた耕畜連携について考
えをお聞かせ下さい。
Ａ 採蜜植物にはレンゲが一番なのです
が、普通の稲作では、私達が採蜜を行う
前にレンゲごと田起ししてしまいます。
一方、飼料稲は晩生が多いため、レンゲ
の際蜜期間を確保でき、養蜂家にとって
は良き存在です。飼料稲の作付面積の拡
大には、転作奨励金や飼料稲の価格が大
きな誘因だと思います。
Ｑ 岡山県の養蜂の展望を教えて下さい。
Ａ 消費の仕方に夢があるようにしていき
たいと思っています。蜂蜜を売って終わり
ではなく、他業界と連携しながら、蜂蜜で
生活を豊かにしていけるよう、食べ方やラ
イフスタイルのあり方を発信していきます。

〔お知らせ〕

牛ウイルス性下痢･粘膜病のＰＩ牛とう汰に
助成金が支払われます！
（一社）
岡山県畜産協会

家畜衛生部

牛ウイルス性下痢・粘膜病（BVD−MD）は、牛ウイルス性下痢ウイルスによる感染症で、
全国で年間約400頭の発生が報告され、近年増加傾向にあり、生産性を低下させる重大な疾
病として問題となっております。
ウイルスに感染すると、発熱や呼吸器症状、下痢等を発症しますが、妊娠牛では流産や
異常産子（虚弱、盲目、旋回運動等）を分娩する可能性があります（急性感染）
。また、生
まれた子牛は生涯にわたってBVDウイルスを大量に排出しつづける持続感染牛（P I牛）
となることがあります。P I牛は生きている限り感染源となり、牛群全体の生産性を下げる
原因となるほか、P I牛から生まれた子牛は必ずP I牛となります。
主な対策は、①定期的な検査によるP I牛の摘発とう汰、②ワクチン接種による農場内の
感染拡大防止、③導入牛検査によるウイルスの持込み防止です。
岡山県でも本年度から乳用牛を対象に、BVD−MD検査が実施されており、摘発された
P I牛は農場内の感染拡大を防ぐために、早期に自主とう汰されます。

○P I牛とう汰助成金を受け取るには
P I牛を自主とう汰する場合には、
（一社）岡山県畜産協会を通じて、国、県のとう汰助
成金が支払われます。
助成金額は、県、市町村、農業団体の 3 者によって評価された金額（95万円以内）の約
8 割（国：評価額の 1／3 以内、県：評価額の 2／15以内）です。
P I牛又はP I牛の産子であることが判明した場合は、速やかに畜産協会に「P I牛とう汰
申請書」を提出して承認を受けると共に、1 ヶ月以内のとう汰（家畜保健衛生所での病性鑑
定殺）を行った後に、助成金の交付申請をして下さい。
※申請用紙を含め、申請手続きについては家畜保健衛生所にご相談下さい。
【とう汰助成金の交付対象牛の条件】
次の
（1）
又は（2）
の要件を満たすこと。
（1）P I牛確認日（判定日）から 1 ヶ月以内に自主的にとう汰した牛
（2）P I牛の産子であって、P I牛の産子であるとの連絡があった日から 1 ヶ月以内に自主的
にとう汰した牛。
※ 3 月にP I牛であることが判明した場合、又はP I牛の産子であることの連絡を受けた
場合は、 3 月末までにとう汰することが条件です。
【手続きの流れ（概略）
】
③ P I 牛とう汰承認書

④ P I 牛の評価

場

⑤ とう汰の実施
（病性鑑定殺）

② P I 牛とう汰申請書

⑥ とう汰助成金の交付申請
⑦ とう汰助成金の支払い
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岡山県畜産協会

農

家畜保健衛生所

① P I 牛摘発の連絡

〔ホットニュース〕

第58回岡山県農林漁業近代化表彰受賞
～有限会社 羽出木総合農場～
美作県民局畜産第一班
岡山県と
（株）
山陽新聞社が主催する第58
回岡山県農林漁業近代化表彰・授賞式が10
月23日に岡山県庁で開催され，津山市の有
限会社羽出木総合農場（代表取締役 山縣
正敏氏）が受賞されました。
（有）
羽出木総合農場は、久米南町羽出木
にフリーバーン牛舎を整備し、省力的な通
勤型酪農に取り組んでいます。平成20年に
は、ゆとりある経営を活かし、生産から加
工・販売を自社で行う 6 次産業化に取り組
み、県北初の牧場直営のジェラート製造販
売店を開業しました。経営の改革と 6 次産
業化への取組みが高く評価され今回の受賞
となりました。
１ （有）
羽出木総合農場のあゆみ
昭和29年、代表の正敏氏の父親が酪農を
始め、昭和43年に正敏氏が就農しました。
当初は津山市内に牧場がありましたが、都
市化の進む津山から昭和58年に久米南町羽
出木に移転し、同時に会社（当該法人）の
設立、山間地で家畜衛生に配慮しながら規
模拡大を進め、通勤型酪農による経営を確
立しました。平成13年にはフリーバーン牛
舎を整備し、頭数は一時90頭を搾乳するま
でになりましたが、現在は80頭程度に抑え
ており、十分な観察の実施や牛群の長寿命
化、自家育成等に注力することで経営の改
善を図ることができました。この冬には、
搾乳ロボットの整備を計画しており、今後、
さらにゆとりのある酪農経営を目指してい
く予定です。
２ ６次産業化へ
3 代目の泰介氏が就農してからは、自家
製の牛乳を消費者に提供したい思いが強く
なり、平成20年には牧場直営のジェラート
店「LATTE」
（ラッテ）を開業しました。
自農場の生乳を加工・販売するため、定
期的に乳汁の検査を行い、乳質改善や食品
は

で

ぎ

の安全性向上について積極的に取り組んで
います。
３ 地域への貢献
「LATTE」では、管理栄養士の免許を
有する泰介氏の奥さん（加与さん）が店長
となり、ジェラートのメニューには、地元
の野菜・果物を活用した商品の開発・販売
をしています。店舗はグリーンヒルズ津山
グラスハウスが近く、特に夏場のプール客
が多く訪れ、様々なイベントを行うなど津
山地域の活性化につながっています。

やまがた

まさとし

か

よ

毎朝、新鮮な牛乳を運び込む泰介さんと加与さん

一方、農場では、中国四国酪農大学校の
実習生をこれまで70人近く受け入れ、担い
手育成にも貢献されています。また、耕畜
連携にも積極的に取り組み、約10ha分の稲
WCSを利用し、循環型農業を実現してい
ます。
ゆとりある酪農経営への改革や生乳生産
から加工・販売、地域資源の活用など、多
くの取組が受賞へとつながりました。

たいすけ

正敏さん
（右から2人目）
と就農当時の泰介さん
（中央）
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生乳集荷の
「安全・安心」
な輸送業務に取り組んでおります。
株式会社 きびじ酪農運輸
本

社

阿曽事務所

代表取締役

青江

一三

〒７１９－１１５６ 総社市門田７０－１ TEL
（０８６６）
９３－８７９０
〒７１９－１１０３ 総社市西阿曽前田１９３－４
TEL
（０８６６）
９９－８３００
FAX
（０８６６）
９９－８３０１
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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
１ 木
２ 金
３ 土 ○
４ 日 ○
５ 月
６ 火
７ 水
８ 木
９ 金
10 土 ○
11 日 ○
12 月
13 火
14 水
15 木
16 金

11
考

12 月
備 考
開催日
備 考
開催日
備 考
１ 土 ○ ナイター
17 月
ナイター
２ 日 ○ ナイター
18 火
ナイター
３ 月
19 水
４ 火
20 木
５ 水
21 金
６ 木
22 土
23 日
天皇誕生日
勤労感謝の日 ７ 金
ナイター
８ 土 ○ ナイター
24 月
ナイター
９ 日 ○ ナイター
25 火
10 月
26 水
11 火
27 木
12 水
28 金 ○ ナイター
13 木
29 土
14 金
30 日 ○ ナイター
15 土 ○ ナイター
31 月 ○ 薄暮
ナイター
（15：30～20：50）16 日 ○ ナイター ナイター
（15：30～20：50）

月
備
開催日
17 土 ○
18 日 ○
文化の日 ナイター 19 月
ナイター
20 火
21 水
22 木
23 金
24 土 ○
25 日 ○
ナイター
26 月
ナイター
27 火
28 水
29 木
30 金

ホ ッ ト ニ ュ ー ス
平成30年12月 1 日
（土）
に、
中国地区畜産協会共催「福山競馬記念特別競走」
（中国 5 県
の畜産協会で構成、本年度担当県－岡山県）
を高知競馬場において開催しますのでご来場
下さい。
勝利者には、
おかやま和牛肉を贈呈し、称えることにしています。

あとがき
この夏甲子園では全国的にも数少ない農業高校（ちなみに
全国で298校）が強豪校を次々と倒し、戦後はじめて決勝戦に
進んだ。
しかもレギュラーは皆秋田県出身者、
それも 3 地区の
中学からお互い誘い合って進学したとのこと。驚きである。試合
の日は町から人が消えたというのも頷ける。
その金足農高には「 3 つの教育方針」がある。
『 1、寝てい
て人を起こすことなかれ。
つまり自分から率先して行動する自主
の精神を育てる。』
『 2 、勤労を尊び、汗することを厭わぬ心を
養う。』
『 3、自他の生命を尊重し、
自然の営みに感謝する豊か
な心を育てる。』 野球部の選手たちも、学業だけでなく作物を
育て家畜を世話する中でこうした精神を育んだのであろう。
全員野球にそれを見ることができた。金足農高の頑張りはかつ
て 3 K（きつい、
きたない、
きけん）
といわれた農業に対する見方
を少し変えてくれたように思う。
岡山県にも農業を専門学科にもつ高校が 8 校あり、
食品、
環境、
園芸、
造園、
畜産、
農業土木といった分野でそれぞれ学んでいる。
地域、
日本の農業を支える人材として期待したい。
（NS）
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