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時  報 
岡山県草地協会の設立 
 秋の草の週間をひかえて、去る７月 23日午前９時

30 分から岡山市の鶴見寮で、草地改良を行つている

市町村や農協の関係者が集まり、草地造成普及啓蒙

協議会を開いた。 

 この会合では、県の草資源増産計画について協議

したほか、さらにこの計画に基いて積極的に優良牧

草を導入して草地の造成・改良・飼料作物の増産、

その利用を高度に行うことを目的に、「岡山県草地協

会」の設立が協議され、また同時に協会規約につい

ても審議を行って設立が承認された。 

 会員としては、昭和 28 年から 35 年度にかけて草

地の造成改良や飼料作物の増産を行う市町村農協が

加わり結成され、今後はこの協会が中心となって普

及啓蒙運動や、技術指導を活発に行って、県下草資

源の増産に拍車をかけることになった。 

 なお草地協会規約は次のとおり。 

 

岡山県草地協会規約 

（昭和 35年７月 23日制定） 

 

第１章 総則 

（名 称） 

第１条 本会は、岡山県草地協会と称する。 

（目 的） 

第２条 本会は自給飼料を確保するため草地の造成

改良及び飼料作物の増産並びにその利用の

高度化を図り、草地農業の振興と経営の安

定向上に寄与することを目的とする。 

（事務所） 

第３条 本会の事務所は岡山県農林畜産課内に置く。 

但し、普及の徹底を期するための農林行政

区域毎に支部を置くことができる。 

 

第２章 事業 

（事 業） 

第４条 本会は、第２条の目的を達成するために次

の事業を行う。 

（１） 草地の造成改良及び飼料作物の増産利用に

関する普及並びに啓蒙宣伝 

（２） 草地の造成改良及び草地管理並びに飼料作

物の栽培飼料の加工、貯蔵に関する技術指導 

（３） 自給飼料に関する調査研究 

（４） 自給飼料に関する講習講話会及び講習会の

開催 

（５） 自給飼料の生産、加工、貯蔵等に必要な機械、

器具、肥料（石灰質資材、草地肥料）及び種

子の共同購入の斡旋 

（６） 会員相互の連絡協調、その他本会の目的達成

に必要な事業 

 

第３章 会員 

（会 員） 

第５条 本会は左の者を会員として構成する。 

（１） 普通会員 普通会員とは草地の造成及び飼

料作物の増産並びにその利用を行う団体市

町村 

（２） 特別会員 特別会員とは草地の造成改良及

び飼料作物の増産利用に関する試験研究を

行なう者及び学識経験者であって役員会に

おいて推せんされたものとする。 

（３） 賛助会員 賛助会員とは、本会の趣旨に賛同

してこの事業に協賛する者及び団体であっ

て役員会において推せんされた者とする。 

 

（加 入） 

第６条 本会の普通会員に加入しようとする者はそ

の都度加入申込書（別記様式による）を提

出するものとする。 

（脱 退） 

第７条 本会の普通会員は左の事項に該当するとき

はこの会を脱退又は資格を失うものとする。 

（１） 本人の意志による場合 

（２） 本人の死亡又は解散の場合 

（３） 会費未納の場合 

２ 前項第１号により脱退しようとするときは別記

様式による脱退届を会長あてに提出するものと

する。 

（会 費） 

第８条 普通会員の会費負担金は通常総会において

これを定める。 

２ 負担金は毎年通常総会終了後１ヶ月以内に納入
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しなければならない。ただし新に入会する者はそ

の都度納入するものとする。 

 

第４章 役員及び職員 

（役員の定款及び選任） 

第９条 本会に役員として会長１名、副会長２名、

理事５名、監事３名を置く。 

２ 理事及び監事は会員の中から総会において選任

する。 

３ 会長、副会長は理事の互選による。 

（任 期） 

第 10条 役員は名誉職として任期は２年とする。た

だし重圧を妨げない。 

２ 補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。 

３ 役員は任期終了といえども後任者就任に至るま

ではその職務を行うものとする。 

４ 役員は任期中であっても総会の決議によって解

任することができる。 

（役員の職務） 

第１０条 会長はこの会を代表し業務を処理する。 

２ 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその

職務を代理する。 

３ 理事は会務を掌理する。 

４ 監事は業務の執行及び経理の状況を監査する。 

（顧 問） 

第 12条 本会に顧問を置くことができる。 

第 13条 本会に職員若干を置くことができる。 

２ 職員は会長これを任免する。 

 

第５章 会議 

（会 議） 

第 14条 会議は総会理事会に分ける。 

（総 会） 

第１５条 総会は通常総会と臨時総会とする。 

２ 通常総会は毎年度１回４月に招集する。 

３ 臨時総会は会長又は理事が必要と認めたとき及 

び会員の２分の１以上の申出があったとき招集

する。 

（招 集） 

第１６条 理事会及び総会は会長これを招集する。 

２ 理事会及び総会は開催の日から５日（総会の場

合は 10日）前までに会議の目的たる事項、日時

及び場所を役員、会員に通知するものとする。 

（議 長） 

第１７条 総会の議長は総会において普通会員の中

から普通会員が選任する。 

（議決） 

第１８条 総会においてはあらかじめ通知した事項

について議決することができる。ただし出

席した普通会員の過半数の同意があると

きはこの限りでない。 

（成立） 

第１９条 総会の議決は出席した普通会員の過半数

でこれを決し可否同数の時は議長が決め

る。 

（決議承認事項） 

第２０条 左の事項は総会の決議を経なければなら

ない。 

（１） 役員の選任及び補選 

（２） 会務運営及び事業実施方針の決定 

（３） 負担金徴収額の決定 

（４） 規約の変更 

（５） 会員の除名 

（６） 解散 

２ 事業報告及び収支決算は総会の承認を受けなけ

ればならない。 

（議事録） 

第２１条 議長は総会の議事について議事録を作成

するものとする。 

２ 前項の議事録には議事の経過の要領及びその結

果を記載し議長及び出席した普通会員２名が書

名捺印するものとする。 

（理事会） 

第２２条 理事会は理事を以って組織し理事会の議

事は、出席理事の過半数で決し可否同数の

ときは議長の決するところによる。 

 

第６章 会計 

（会計年度） 

第２３条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり

翌３月 31日をもって終る。 

（会 費） 

第２４条 本会の経費は左の収入をもってあてる。 

（１） 会員の負担金 

（２） 寄附金 

（３） 補助金、助成金 
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（４） 雑収入（会費の返却） 

第２５条 すでに納入した負担金その他金品は一切

返却しないものとする。 

（預 金） 

第２６条 本会の現金は郵便局又理事会で決めた金

融機関に預入れるものとする。 

（収支決算書の提出備付） 

第２７条 会長は通常総会の開催の日から１週間前

までに収支決算書を監事に提出し、かつこ

れを主たる事務所に備えて置かなければ

ならない。 

附 則 

第２８条 この規則は昭和 35年 7月 23日より実施す

る。 

第２９条 創立当初の役員の任期は第 12 条の規定に

かかわらず昭和 35年 7月 23日より起算し

た年限とする。 

第３０条 初年度に限り本会成立の日より昭和 36 年

３月 31日迄を以って１事業年度とする。 

 

役 員 

会 長 佐藤 峯一郎（新庄村長） 

副会長 菅野  保男（賀陽町長） 

    今田   淳（和気町長） 

理 事 草野  八治（一宮町長） 

    定兼  正皓（水島酪農組合長） 

    宮本   武（大佐町長） 

    杉山  朊一（旭町長） 

監 事 久次  太郎（吉永農協組合長） 

    大山  文雄（井原市長） 

    水島 計次郎（美作町長） 

顧 問 荒木  栄悦 岡山県農林部長 

    蔵知   毅 岡山県畜産課長 

    惣津  律士 〃  監事事務局長 

    堀    慧 岡山大学農部長 

    須藤   浩 岡山大学教授 

 

県酪連で乳牛導入斡旋要領きめる 
 岡山県酪連では、昭和 34年２月発足以来、県の酪

農振興計画に従って乳牛導入斡旋を行って乳牛頭数

の増加と県下の酪農家の便宜を計ってきたが、去る

６月初め新しく乳牛導入斡旋要領を定め、これによ

って斡旋の細部的な取り決めをはっきりさせ、また

事故牛の補償をも考慮することとし、さらに積極的

に導入斡旋に努めることになった。 

 また現在、酪農協、一般農協から、有畜農家創設

用その他で約200数十頭の導入斡旋申込があるので、

この要領によって今秋北海道購買を行うことにして

いる。 

乳牛導入斡旋要領 

（岡山県酪農業協同組合連合会） 

（目 的） 

１、本会は本県の酪農振興計画に従って乳牛の

増殖計画を達成し、併せて乳牛の賃質を改

良するため、優秀な乳牛の導入斡旋を行う。 

（調査と募集） 

２、前項の斡旋を行う場合はこの要領によって

行う。 

３、本会が導入斡旋を計画するときは予め各地

の乳牛の市況を調査し、最も適当なる購買

地及び時期を決定する。 

４、前項の計画を決定したるときは、関係機関

に通報して広く購買希望者を募集するもの

とする。 

（申込） 

５、購買希望者は所属する本会会員、又は農業

協同組合市町村その他酪農関係機関を通じ

て様式１の申込書を本会に提出するものと

する。 

６、購入牛は購入後において解約することがで

きない。 

（購買の方法） 

７、本会は購買に際して購買地の信用ある機関

を利用し公正なる取引を行う。 

８、県外における購買牛は発送前に法の定める

健

康

検

査

を

行

い

、

こ

れ

に
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合格したものを購買する。 

（乳牛代金、輸送費、斡旋料等） 

９、購買依頼者は購買係員が導入のため購買地

に出発する前に乳牛購買代金と県外にあっ

ては輸送費等の予定金額を本会に預託する

ものとする。 

10、購入牛の輸送に要する費用（輸送保険料等

を含む）はすべて購買者の負担とする。 

11、本会の斡旋手数料は次の通りとする。 

  県外 乳牛購入価格の 100分の３ 

（事故牛の補償） 

12、購買牛に事故の発生したときは、次の要領

により処理する。 

イ、購買牛の事故が発送前に発見された時は代

替牛を選定購買する。 

ロ、購買牛に異性双子、生殖器畸形及び治療不

能の生殖器発育不全等による繁殖障害等の

発見されたときは、当該牛の牛代金輸送費

及び１日当50円で計算した飼養手当金の合

計額から当該牛の処分代金を差し引いた額

を補償する。 

ハ、本会が輸送し、その原因で輸送保険が適応

しない疾病負傷等のあった場合はその事情

と程度を勘案して補償金を支払う。 

  購買者が輸送を行った場合は本会はその責

を負わない。 

ニ、妊娠牛が輸送中流産した場合は、妊娠月数

その他を参酌して補償金を支払う。 

  但しその補償額は金２万円以内とする。 

ホ、購買牛が引渡時において疾病又は負傷して

いる場合は、その治療費を本会が負担する。 

  治療の見込のないものは引渡しを中止し、

本会が処理する。 

  引渡後において疾病又は負傷したものにつ

いては本会はその責を負わない。 

 

県経済連 
養豚繁殖集団を設置 

岡山県経済連では、

同連でさきに作って

いる畜産綜合振興５

ヵ年計画にもとづい

て、県下 12 地区に養

豚繁殖集団を設置す

ることにしている。 

これは、県下各地に

農協を単位として優

良な繁殖仔豚を集団的に導入して、豚の生産基地を

育てようとするもので。去る６月初め神奈川県から

登録仔豚雄９頭、雌 53頭を導入し、加茂川町円城農

協始め各単協に貸付を終り順調に発育している。 

そして昭和 35年度を第１年次として、さらに生産

された仔豚をその地区で肥育或は繁殖して、計画的

に優良仔豚の増産と、肉豚の系統機関による共同出

荷を行うことにしている。 

各単協への貸付先は次のとおりである 

 
新しくきまった鶏卵の品質標準 

 畜産生産物中の王座を占める鶏卵の商品価値を高

めるとともに、輸出の振興を図ることを目的に、鶏
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卵輸出振興協議会ではこの春以来、各方面の意見を

聞いて、鶏卵の品質標準及び格付けについて検討し

ていたが、この程次のとおり決定したので、関係各

方面へ連絡して、品質改善の目的達成のため協力を

要請した。 

 なお、この標準の適用にあたって 

１、この品質標準及び格付けは、農林省の規格

規定までの暫定措置として自主的に定めた

ものである。 

２、実施に必要な全国的組織等は差当り作らず、

既存の組合又は地域団体等において自発的

に適用実施するよう指導推進するものとす

る。 

３、県または団体等において鶏卵の格付出荷を

行うモデル組合の育成助長策を講ずること

が望ましい。 

４、品質標準および格付の実際については説明

会等により指導の徹底を期するようにした

い。 

の点に考慮を払うよう望んでいる。 

鶏卵重量区分標準 

大玉１個 60瓦以上 70瓦未満 

中玉 〃 50 〃   60  〃 

小玉 〃 44 〃   50  〃 

極小玉〃 37 〃   44  〃 

（註）37瓦未満および 70瓦以上のものは格外とする。 

 

有畜農創設事業 
資金の運営について 

（畜産課） 

 農林省では、この事業の末端での資金取扱事務を

合理化するため、事務処理要領の一部を改正し、去

る６月 16、17日岡山市で開催された有畜農家創設事

業のブロック説明会（７月号既報）での連絡によっ

て、とりあえず本年度は次の要領で事業を行うこと

になりました。 

 事業を実施されている農協は、これらの重要な改

正点に特に留意して円滑な事務処理をお願いします。 

 なお補助金の計算方法その他にも若干変更される

点もありますが、これらについては国の要綱が決定

次第あらためて具体的内容を通達する予定です。 

１、家畜の導入について 

（ア） 乳牛 

 昭和 34 年度及び 35 年度の酪農経営改善計画樹

立市町村で、市乳用原料乳の生産を行っている

市町村に重点的に割り当てるものとする。 

（イ） 役肉用牛 

 役肉用牛の飼養頭数は近年減尐の傾向にあるの

で、優良雌牛の導入を重点的に考慮するものと

する。 

（ウ） ジャージー種乳牛 

  国の計画に従って割当を行うものとする。 

２、資金貸付条件 

 昭和 35年度新規事業は、償還期限の限度は従来

どおりとするが、有畜農家創設特別措置法施行

令第１条に規定する元利均等年賦償還によらず、

元金均等年賦償還の貸付条件によるものとする。 

  農協が借入資金を農家に転貸する場合の貸付条

件は、その資金の借入条件と同一とすること。 

 また、利子補給補助金については、繰上償還金

額および償還計画に対する延滞金についての補

助は行われないことになった。 

３、補助金の交付について 

  昭和 35 年度新規事業の補助金交付要綱は別途、

国から通知されるが、利子補給補助金は年１回

第４半期に交付することとなる。 

  なお過年度分実施事業の補助金についても年１

回交付とするよう改正される予定であるので、

上半期の申請はしばらく保留すること。
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４、平均購買単価と平均融資単価 

 本年度の家畜別の単価は次のとおりとする。 

家畜の種

類 
乳 牛 

役肉用

牛 

輸入ジャージー

種乳牛 

平均購買 

単  価 

円 

92,857 

円 

45,714 

円 

52,000 

平均融資 

単  価 
65,000 32,000 36,400 

 


