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中家畜現畜視察談 
 

 筆者は７月下旬より８月上旬にかけて，緬羊，山羊

購買を兼ねて愛知県，福島県，長野県等の中家畜事情

を視察したので，その状況について説明し御参考に供

したいと思います。 

 

養豚事情視察 

 ７月31日愛知県安城市役所のＴ氏の案内により，東

海道線安城駅より約２里離れたＴ部落に着いたのは

午後２時頃であった。 

 Ｔ部落は著名な養豚地帯で，これらの養豚事情を実

地に見聞したのでその概要を述べる。 

 即ちＴ部落は，田，400町歩，畑40町歩で稲作が为

体である。１戸当耕作反別は1.1町で富農が多く，家

畜は豚の外和牛，250頭，乳牛，131頭が飼われている。

畑，及び採草地が尐なく養豚立地としては適地である

とはお世辞にも言えないこの地帯に何故養豚が栄え

たか，同部落の養豚組合長ｉ氏に聞いて見た。 

一．昭和19年まではこの部落は，養鶏が盛んで養鶏愛

知の１分子として，名実共にその声価があった。当時

豚の飼育頭数は僅かに36頭で一部の農家に飼育せら

れていたが，終戦当時の飼料不足に禍され，養鶏から

養豚に切替える農家が次第に増え，同時に仔豚の価格

が昭和19年に30円，昭和20年に300円，昭和21年に

3,000円，昭和23年には６～7,000円と逐年価格が暴騰

し，これに勢を得て飛躍的に増加が図られて来た。 

二．養豚組合の組織的活動 

 養豚に志す人々を会員に養豚組合を組織し組合長

のｉ氏を中心とした同志的の結合により，生産，育成，

肥育，販売等の一連の事業が組合員の鞏固なる団結の

下に行われ，他の商人等の介入は全然許されず，総べ

てが組合員自身の力で処理されている。（Ｔ部落の民

情が良く協力的で，この団結の力が養豚の今日ある礎

を築いたともいう） 

 組合の経営は総べて豚の売買歩合金によるもので，

売買歩合金仔豚100分の２，肉豚100分の３を徴収し組

合の運営資金に充てられている。 

三．指導態勢の確立 

 終戦直後安城市より，優良豚の預托を受け市役所技

術員や農業会技術員の適切なる指導により改良，増殖

が図られて来たが，「同じ手間をかけ同じ飼料を費す

なら優良豚を飼う方が有利である」として競って優良

豚を求め，登録の実施，種雄の選択が行われた。又，

昭和24年に県より原種豚組合の指定を受け優良豚の

育成，繁殖を図った。 

四．飼料 

 既述のとおりＴ部落は稲作地帯で，畑が尐ないため，

畑作よりの飼料は殆んど望がなく自給飼料として僅

かに麦３割で残り７割は購入飼料（味噌粕，ビートパ

ルプ，配合飼料，乾燥澱粉粕等）で将来飼料の自給化

を一層促進する様努力しているという。中でもイモヌ

カ飼料，草の粉砕による雑草養豚（又は牧草）飼料用

南瓜の栽培等が考えられ，特に飼料用南瓜は現に一部

に栽培せられている。これは飼料価値が高く反当

1,000貫以上で貯蔵が長く，豚の飼料として有能であ

るという。 

五．飼養管理 

 部落の何処へ行っても豚舎が見られ，然もその殆ん

どが改造，新築せられている。換気通風が宜しく，床

はコンクリートが殆んどでその中で悠然と横臥し仔

豚に乳を呑ませている状景は実に頼母しい。水浴場が

ないのが欠陥ではあるが，水道のホースにより涼味を

与える。巡回した数軒の農家は母豚が３頭乃至５頭で

それに哺乳仔豚が群がっている。 

 運動も毎日行われて居り为として追運動である。道

路を初め部落の総べてが豚の運動場で筆者の眼前の

道路は豚の糞と足跡がありありと見られた。分娩前後

は老人や子供の看視の故か豚舎の通路に長椅子があ

り，丸で人間の子供の守をするような周到さで愛畜心

のほどが伺われる。種付は総べて人工授精で優良なる

種雄４頭を集中管理し，人工授精師３名が担当してい

る。授精料１頭分（50㏄）が1,000円，組合外1,200円

である。 
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六．販売対策 

 肉豚は県内需要の外は，三重県，滋賀県，京都方面

への移出が多く，種豚は岡山，香川，石川，熊本，大

分，京都，和歌山方面への移出が多く，定期的に開催

せられる市場で，せり売りにより販売の有利性が促さ

れている。現在立相場，63匁～65匁，枝肉相場，98匁

程度。 

七．その他 

 Ｔ部落では母豚１頭が年２回（春秋）に分娩し，平

均１回10頭で年２回20頭で本年の仔豚価格平均3,600

円，年間７万2,000円の粗収入となる。或１農家の名

誉高等登録母豚が１腹12頭の生産により，７万2,400

円を収めたという驚異的なものもある。豚一生の中７

腹，８腹生産が普通で長いものでは16産の生産をさせ

た例もあるという。 

 以上Ｔ部落の養豚事情について説明したがＴ部落

の養豚が今日あらしめた原因を，要約して見ると 

 第一に組合員各位の自覚は勿論のこと，協調性，団

結の力による処が大きい。 

 第二に組合員相互に競走意識が強く，優良豚の飼育，

施設の改善，技術の向上等良い意味での競争が効果を

もたらした。 

 第三に市当局，県当局並に農協等と密接なる連繋を

保ち，指導者に人材を得て居ること。 

 第四に組合員各位は研究心に富み，月に１回定例会

議，研究会が開催せられ技術の向上経営の改善の資と

する。 

 第五に販売対策が自为的に行われ，然もその成果が

良いので組合員は安心して養豚ができる。 

 第六に同じ労力で同じ飼料でやるなら，優良豚を，

と組合員の自覚の下に改良が行われた。 

 

緬羊せり市場開設状況 

 ８月４日より７日まで，福島県Ｎ市場の仔緬羊せり

売状況について購買を兼ねて状況視察をした。Ｎ市場

は福島県においては著名な緬羊の生産地帯で入場頭

数も多く１日約300頭がせり売せられて居る。購買客

は全国各地より参集し，せり売が一段と活況を呈した

が，それだけに別紙の如く，相当高値を呼んだ，Ｎ市

場のせり売状況について感想を述べれば， 

一．時間的観念が旺盛である。 

 開市時刻が厳重で，定刻に必ず開かれたことは，購

買客の一員として好感が持てた。 

二．秩序が正しい。 

 せり市に入場する緬羊は，予め連名簿が印刷せられ，

耳標番号がせり番号で１番から規律正しく順序良く

途切れないように入場が続いて行くので実に気持が

良かった。 

三．事前に簡単な共進会を開く。 

 せり直前（約１時間前）に共進会を開き，等級をつ

け優級緬羊に対し標識を附け且これを表彰した。斯く

することにより，緬羊の価値が判明すると共に有利に

販売も出来るし一般農家への刺激にもなる。 

四．婦女子の進出が目ざましい。 

 緬羊を牽付けて来た農家の人々の中に，婦人や子供

が多い。緬羊を飼うのは婦女子の担当であろう。そし

て又売買される仔緬羊のせり状況を終始丹念に見つ

めている。 

 第２日目のせり場内での仔緬羊の出し入れは若い

二人の娘さんが汗にまみれて，次々と出入りする仔緬

羊の綱をとり，数百頭をあざやかに整理していた。或

中年の御婦人の飼育する仔緬羊が今せりの審判が降

されている。これを凝っと見つめている当の御本人の

真摯な容姿を横目で盗み見て破顔，笑顔とその複雑な

容姿が婦人と緬羊との結びつきと美しいまでに見て

とったのは筆者だけではなかったらしい。 

五．購買客特に県外の顧客に対する扱いは丁重で，優

先的に席を譲り，立すいの余地もなく蒸しかえる様な

場内で悠々と購買ができたことは旅人である我々に

せめてもの幸いであった。又購買緬羊は購買者毎の羊

舎に収容して開設者側の手により管理された。 

六．せり台は一段と高く設置し，せり人の発音は清澄

で活気があり一言々々が明確で最後のせり落しが慎

重であった。 

 

山羊購買状況 

 引続いて７日山羊購買のため長崎県のＫ郡に到着

した。有名な浅間連峯や軽井沢を遥かに眺めＫ郡，Ｔ
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技師の案内で郡内７ヶ所を巡回した。流石は山羊の産

地，大規模で飼育している農家では１軒で２，30頭位

の集団的飼育が行われている処が相当にある。然しこ

れは専業ではないらしい。山羊舎も特設なもので広さ

は１坪に１頭で，床はコンクリート又は三和土が多く

土間の場合には山羊舎の一隅に長さ５尺，巾２尺，高

さ５寸程度の板座敷を特設し山羊の高所を好む特性

を生かし併せて腐蹄の防止や体の汚れを防ぐという

意味。 

 当地方の飼い方としては，樹葉を可成り利用し樹葉

で飼う飼い方が最上であるという。即ち栗，樫，楢，

アカシヤ等食べられる樹葉は総べて之を与え，半乾き

程度にしてから給与している。運動は毎日夜行われて

居り，人が自転車で山羊を牽運動するが決して駆足は

しない並足である。駆足で運動すると，繋を弱め肢勢

が崩れるという。成る可くバラス（小石）のある処の

運動が一層良いといわれる。 

 山羊の経済性からして最近では当才種付が行われ

明２才の春には搾乳せられる。長野県の気温からして

10月中，下旬に種付して３月中，下旬に分娩させるの

が理想であるとのこと。又発育は明２才の春頃から

愈々旺盛となるといわれその時分の飼育管理が重要

である。 

 種雄乃至登録には特に意が注がれ，系統繁殖を重用

視され，系統譜が各々明らかにされている。 

 以上が視察談の大要であるが，「スペース」がない

ので極めて簡単に概要だけを説明申上げた次第です。

完 

（昭32．８．20，Ｓ.Ｗ記） 

 

仔緬羊市場成績（32．８．７） 

県名 市場名 開催 
月日 

入場頭数 
牝 １ 頭 の 価 格 牡 １ 頭 の 価 格 

摘 要 
最 高 最 低 平 均 最 高 最 低 平 均 

福島 

猪苗代 ７/30 68/40 9,000 900 3,650 3,200 1,500 2,430  

〃 ７/31 62/49 10,800 900 4,096 4,500 1,600 3,023  

本 宮 ８/１ 153/98 13,000 2,700 5,854 10,000 1,000 3,184  

〃 ８/２ 157/11 16,000 2,200 5,518 9,400 1,200 2,939  

滝 根 ８/３ 295/86 10,500 2,400 6,212 6,500 800 2,375  

二本松 ８/３ 225/203 16,000 600 6,541 19,100 600 3,966  

〃 ８/４ 243/18 18,100 500 6,966 18,300 300 3,876  

大 越 ８/５ 775/61 15,100 1,800 6,707 12,000 600 3,045  

山形 新 庄 ７/31 82 5,700 1,500 2,995 5,000 1,000 2,248  

宮城 

佐 沼 ７/30 167/155 13,200 1,500 4,465 11,100 800 2,087  

石 越 ７/31 60/18 5,800 1,300 3,756 4,000 1,300 2,196  

岩ヶ崎 ８/１  54/401 9,700 2,100 5,426 4,400 800 2,582  

白 石 ８/２  44/141 4,900 1,000 2,428 3,800 400 1,624  

岐阜 

岐 阜 ７/29 113/107 10,100 1,200 3,786 5,800 1,300 2,784  

八 幡 ７/30 121/143 10,000 800 3,702 5,000 500 1,807  

太 田 ７/31  62/683 7,100 700 3,255 4,100 600 1,710  

古 川 
８/１ 
 ～２  85/325 23,500 1,000 6,460 9,600 300 2,262  

奈良 
吉 野 ８/１ 52/11 8,100 1,300 3,902 5,500 1,500 2,545 登 記 

〃 ８/１ 30/54 4,500 1,000 2,513 3,200 800 1,650 無登記 

 


