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時 報 
◎飼料の公定規格を改正 
 農林省家畜別に合理化をはかる 

 農林省ではこのほど飼料の公定規格の追加および

変更を行なうことにし、さる４月 17日付けでこれを

告示、６月２日から実施に移すことになっています。 

 飼料の公定規格は昭和 31年に「飼料の品質改善に

関する法律」にもとづいて制定され、33 年６月の一

部改正を経て、流通飼料の品質保持の基準となって

いました。しかし最近の家畜栄養学の進展、飼料技

術の進歩や飼養形態が変化していること、飼料の需

要が急速にふえてきていることから、さらに飼料の

利用効率を高め飼料の需給を円滑にしようとするた

めのもので、改正はつぎのような点がその主なもの

となっています。 

１、若肉鶏用配合飼料の公定規格の設定 

 最近のブロイラー生産の発展から新たに「若肉鶏

肥育用配合飼料」の公定規格が設定されたもので、

産卵鶏用のひなのぬきおすを利用するわが国のブロ

イラー飼育の実態に合わせ、中すうに相当する期間

に限定している。 

 成分量は従来の「中すう育成用配合飼料」に比較

して粗たん白質の最小量を引き上げ、粗せん維およ

び粗灰分の最大量を引下げて、粗たん白質およびカ

ロリーを高めることに主眼がおかれている。 

２、魚荒かす粉末の公定規格の設定 

 魚粉は従来「魚かす粉末」および「干魚粉末」の

二種類の公定規格が設定されていたが、最近の水産

加工業の進展にともない、魚荒かすの生産量が増加

しているので、あらたに「魚荒かす粉末」の規格を

設けて、優良な魚荒かす粉末の普及を期する。 

３、大麦ぬかおよびはだか麦ぬかの公定規格設定 

 流通量の多い混合麦ぬかについて、あらたに「大

麦混合ぬか」および「はだか麦混合ぬか」の公定規

格も設定して品質の改善をはかる。 

 この規格の設定は、その品質を左右する最大要因

である粗繊維・粗灰分および水分の含有量について

規制することとし、その成分量は大麦 56.5％、はだ

か麦 66.5％の精麦歩留りのときに生産される混合麦

ぬかの含有成分を基準としている。 

４、養鶏用の各種配合飼料の公定規格改正 

 たん白質飼料の無駄をさけ、カロリーの含有量を

高めることを目的に、養鶏用各種資料のうち「中す

う育成用配合飼料」および「成鶏飼育用配合飼料」

の粗たん白質の最小量を引き下げ、「幼すう育成用配

合飼料」「大すう育成用配合飼料」および「成鶏飼育

用混合飼料」の粗繊維の最大量を引き下げた。 

 

５、幼令牛、若令牛の育成および乳牛飼育用配合飼

料の公定規格改正 

 草によるたん白質摂取量との関係を考慮し、配合

飼料の粗たん白質の最小量を引き下げ、かつカロリ

ーの含有量を高め、栄養の均衡と、飼料効率を高め

るよう原則として粗繊維の最大量が引き下げられた。 

 また粗脂肪は最近の搾油技術の進歩による油粕類

の粗脂肪含有量の低下を考えて改正された。 

 飼料の種類名については、一般的に使用されてい

る用語に統一するため「幼犢を「幼令牛」に「大犢」

を「若令牛」にそれぞれ改め、また幼令牛および若

令牛の月令区分はそれぞれ飼料との関係を考慮して

いる。 

６、養豚用の各種配合飼料の公定規格改正 

カロリーの含有量を高めるため、粗たん白質の最尐

量を引き下げるとともに粗繊維の最大量を引き下げ

た。 

 「若豚育成用」、「成種豚飼育用配合飼料」の粗灰

分の最大量の改正は、配合用原料の使用範囲の拡大

が考慮されている。 

 以上が改正点の主なものですが、今回の改正では、

とくにたん白質飼料の有効適切な使用を促がし、過

剰なたん白質による障碍をさけるため、配合飼料に

ついてたん白質の使用目標としての上限が定められ

たことが重要な点で、このほか現在農林省では自給

飼料の利用効率を高めるため、自給飼料と組み合わ

せて基礎的に使う混合飼料の規格設定についても検

討をすすめています。 
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７、肉質および内臓質フィッシュソリュブル吸着飼

料の公定規格改正 

 最近では肉質および内臓質に区分して製造されな

くなっていることから、新たに一本化した「フィッ

シュソリュブル吸着飼料」を設けた。また吸着原料

の使用範囲を拡げ飼料資源の活用をはかるため粗繊

維・粗灰分の最大量を引き上げた。 

 

◎県畜産関係新陣容 
 ４月人事異動による 
 さる４月１日付の県職員人事異動で畜産関係にも

かなりの動きがありました。 

 岡山市網浜に設置の県営食肉市場や蒜山原の酪農

大学、成羽町の酪農経営改善指導所のほか、県種豚

場などあたらしい機構への発令もありつぎのような

新陣容となりました。 

 

畜産課職員一覧表 

（課長）蔵知 毅 

（課長補佐）花房清人 

管 理 係 

（主事）成本盛隆、妹尾弘、宮地道雄、（主事補）山

崎信義＝国体、久保田めぐみ、野口泰嗣、吉田睦、（運

転手）長谷川竜、大崎芳蔵 

畜 政 係 

（係長）今本香豆彦、（技師）三村剛、片山秋坪、石

田正之 

酪 農 係 

（係長）上原茂喜、（技師）永井仁、竹内秀雄＝兹酪

連、岩井敏一、高橋彰 

草 地 係 

（係長）中島大二、（技師）難波文、浅羽昌次、諏訪

一男、石原和夫 

畜 産 係 

（係長）田辺十三雄、（技師）森谷昇一、嘉寿頼栄、

岡本孝哉、堤兹利 

衛 生 係 

（係長）石井敏雄、（技師）藤原若彦、大月太郎、石

井達男、（主事補）蓬郷良恵 

団 体 職 員 

白髭暢子、芦野誉子、安達美智江 

種 豚 場 

（係長）多田昌男 

人口受精所 

（所長）小島雅之、（技師）湯浅進一、（牧夫）榎本

進、（人工授精師）伊原正人、徳山弘之、（雇傭）延

原昭 

大阪経済事務所 

（農林主査）題府優 

養鶏試験場 

（場長）出口孝吉 

（庶務課長）物部善雄、（業務課長）大西務、（研究

主任）川崎晃 

（主事）遠藤志郎、（技師）岩本敏雄、植月昌彦、青

山寔、（主事補）浪速祥、（技師補）内藤昭章、上野

満弘、松井修、（小使）中島浪子、（牧夫）糸島誠治、

難波寿、瀬尾勲、海野慶一、田中薫、井川孝允、窪 

剛、寺島勉、柴田正晴、（運転手）大倉喜八郎、（臨

牧夫）鳥山弘子、奥原千枝子 

酪農試験場 

（場長）小沢宣雄、（庶務課長）山本正基、（業務課

長）清須秀徳 

（主事）重歳博史、（技師）小谷洵一、岸川良吉、三

宅律太、守屋典彦、河田治茂、吉田幸正、（主事補）

辻禎子、高森茂樹、（技師補）二宮一郎、古市比天司、

北川久、（人工）坂本登、津高馨、和田信良、松本泰

信、磯山旭輝、（牧夫）三谷祐造、田村剛、青野英夫、

秋葉清己、清水十四男、豊田毅、頼実茂、米田秀一、

大谷次郎、植木昇、原田憲一、（運転手）下山定夫、

（炊事）小林フサ、（用務員）小林泰治 
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和牛試験場 

（場長）林正夫（庶務課長）村上寿典、（業務課長）瀬島源喜 

（技師）赤木昭典、梶並嘉芳、三代伍郎、馬場克之、（技師補）古市充利、大

本勲、（人工）北田豊、川西昭一、（筆生）吉田弘子、（運転手）徳森和義（牧

夫）山本米雄、山本忠八、池田節夫、池田貞良、柴田正治、田中資淵、上田

好美、山上忠之、上田光政、梶並幹展、池田春陽 

食 肉 市 場 

（場長）片山登喜夫、（総務課長）林馨、（業務課長）渡辺明喜 

（主事）下田久雄、（技師）逸見荘、（主事補）坪井一男、景山信義、伍賀正

弘、（用務員）智片久子、（臨時）浜野友義、山中治郎、花田末博 

県営育成場 

（牧夫）常守実 

酪農経営改善指導所 

（技師）原 滋、（牧夫）神田仁 

酪農大学校 

（校長）惣津律士 

（総務課長）田中正志、（教務課長）花尾省治、（飼養研究主任）竹原宏、（経

営研究主任）神野一夫、（飼料研究主任）三秋尚、（衛生研究所長）花房猛 

（主事）近藤登一、（技師）松井英太郎、広友元一、（主事補）小谷哲夫、（技

師補）河内英之、石坂早夫、天野省治、（人工）谷名光朗、山草平、（炊事夫）

伊藤幸、戸田道子（牧夫）池田勝、重康紀男 
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岡山県乳牛育成場、岡山県営と畜場、
岡山県営食肉市場の設置条例、 
岡山県指定種豚場設置要綱制定 
 

 大規模草地改良事業を行なった蒜山原三木ヶ原団

地に、本年度乳牛育成場が、また岡山市網浜に設置

の県営と畜場および食肉市場が近く完成、まもなく

業務を開始することになっているが、設置の条例が

つぎのように公布された。 

 また豚の合理的改良繁殖をはかるため、岡山県指

定種豚場設置者に対して必要な助成などを行なう設

置要綱が定められた。 

岡山県条例第 16号 

  岡山県乳牛育成場条例 

（目的及び設置） 

第１条 乳牛の育成を行ない、もって酪農経営の合

理化に資するため、岡山県乳牛育成場（以下「育成

場」という。）を真庭郡川上村に設置する。 

（職員） 

第２条 育成場に場長その他必要な職員を置く。 

（使用料） 

第３条 育成場に乳牛を預託しようとする者は、別

表に定める額の使用量を納付しなければならない。

ただし、別表により難いと認められるものについて

は、知事が別に定める。 

（その他） 

第４条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事

が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、昭和 37年４月１日から施行する。 

 

岡山県条例第 17号 

  岡山県営と畜場条例 

（目的及び設置） 

第１条 食用に供するために行なう獣畜の処理の適

正化を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与

するため、岡山県営と畜場（以下「と畜場」という。）

を岡山市に設置する。 

（許可） 

第２条 と畜場の設置を使用して、獣畜のと殺及び

解体を行なおうとする者は、知事の許可を受けなけ

ればならない。 

（使用料） 

第３条 前条の許可を受け

て施設を使用する者は、別表

に定める額の使用料を納付

しなければならない。 

２ 前項の使用料の納付は、

相当額の岡山県収入証紙に

よるものとする。 

（職員） 

第４条 と畜場に場長その他必要な職員を置く。 

（その他） 

第５条 この条例に定めるもののほ

か、と畜場の管理に関し必要な事項

は、知事が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、昭和 37年４月１日か

ら施行する。 

 

岡山県条例第 18号 

岡山県営食肉市場条例 

（目的及び設置） 

第１条 食肉取引の合理化と円滑化

を図るため、岡山県営食肉市場（以

下「市場」という。）を岡山市に設置

する。 

（取扱品目） 

第２条 市場において取り扱う物品

は、牛、馬、豚めん羊及びやぎの枝肉とする 

（売買の方法） 

第３条 市場において行なう売買は、せり売りの方

法による。ただし、知事が別に定める場合は、入札

売り、定価売り又は相対売りの方法によることがで

きる。 

（卸売人） 

第４条 卸売人になろうとする者は、知事の許可を

受けなければならない。 

（保証金） 

第５条 卸売人は、許可を受けた日から 30日以内に

知事が別に定める額の保証金を納付しなければなら

ない。 
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（受託契約準則） 

第６条 卸売人は、肉畜及び枝肉の受託契約準則を

定めて知事の承認を受けなければならない。 

（売買参加者） 

第７条 売買参加者になろうとする者は、知事の許

可を受けなければならない。 

（使用料） 

第８条 卸売人及び売買参加者が市場の設備を使用

しようとするときは、別表第一に定める額の使用料

を納付しなければならない。 

２ 市場の冷蔵庫を使用しようとする者は、別表第

二に定める額の使用料を納付しなければならない。 

３ 既納の使用料は、還付しない。 

（許可の取消し等） 

第９条 知事は、卸売人又は売買参加者が次の各号

の一に該当するときは、許可を取り消し、又は市場

内における業務の停止を命ずることができる。 

１ 使用料その他市場に関する県への納付金を滞納

したとき。 

２ 業務に関し、不正な行為があったとき。 

３ 市場の業務又は市場内における他人の業務を妨

害したとき。 

４ 前各号のほか、知事が市場の管理上必要がある

と認めたとき。 

（職員） 

第 10 条 市場に場長その外必要な職員を置く。 

（その他） 

第 11 条 この条例に定めるもののほか、市場

の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、昭和 37 年４月１日から施行す

る。 

 

岡山県告示第 293号 

 岡山県指定種豚場設置要綱 

（趣旨） 

第１条 知事は、豚の合理的改良繁殖を図り、

養豚経営の基盤を確立するため、県内の優良な

種豚を生産販売する養豚施設をこの要綱の定

めるところにより、岡山県指定種豚場（以下「指

定種豚場」という。）に指定して必要な助成を

行なうものとする。 

（選定基準） 

第２条 指定種豚場は、次の各号に掲げる要件を具

備していなければならない。 

 １、血統が明確で品種の特徴をそなえた優良種豚

10 頭以上を飼育し、又は将来飼育する見込みが

あると認められるもので、生産子豚の販売を目

的とするもの 

 ２、自給飼料の生産が充分で、飼料の需給が安定

しており、子豚生産費の低減に努めるもの 

 ３、施設の構造が豚の生産と育成に適合し、衛生

的であると認められるもの 

 ４、施設の管理者が、豚の改良意欲がおう盛で、

相当の知識、技能を有しかつ、その地域の養豚

振興について積極的な指導力を有すると認めら

れる者であること。 

（申 請） 

第３条 指定種豚場の指定を受けようとする者は、

毎年２月末日までに別記様式第１号による申請書を

知事に提出しなければならない。 

２、前項の申請書には、当該市町村長の推せん書を

添付しなければならない。 

（助 成） 

第４条 知事は、指定種豚場に対して、次の助成を
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行なうことがある。 

 １、ランドレース種豚の譲渡 

 ２、種雄豚の貸付け 

 ３、養豚施設に対する補助及び融資のあっ旋 

 ４、種豚の飼育管理についての指導 

 ５、生産種豚の販売あっ旋 

（管理者の遵守事項） 

第５条 指定種豚場の管理者（以下「管理者」とい

う。）は、豚の生産及び販売にあたっては、次の各

号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 １、種豚は日本種豚登録協会に種豚登録をして、

純粋繁殖を行ない、生産子豚については、極力

同協会の産子検定及び産肉能力検定を受ける

こと。 

 ２、生産子豚のうち、種豚として育成又は販売す

るものは、日本種豚登録協会に子豚登記をする

こと。 

 ３、ランドレース種の生産子豚のうち、肉豚とし

て販売する雄は去勢をすること。 

 ４、家畜伝染病予防法（昭和 26年法律第 166号）

に基づく予防注射を受ける等伝染病の予防措

置を講ずること。 

（報告等） 

第６条 管理者は、譲渡を受けたランドレース種豚

が分べんしたときは、10 日以内に別記様式第２号

による分べん報告書を知事に提出しなければなら

ない。 

第７条 管理者は、譲渡を受けたランドレース種豚

及びその種豚から生産された豚を他人に譲渡しよ

うとするときは、あらかじめ、届け出て知事の承認

を得なければならない。 

第８条 管理者は、譲渡を受けたランドレース種豚

が盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があ

ったときは、５日以内に別記様式第３号による事故

報告書を知事に提出しなければならない。 

第９条 管理者は、種豚場の業務を廃止したときは、

その旨を知事に報告しなければならない。 

（指導監督） 

第 10 条 知事は、管理者に対し、養豚の飼育管理

その他必要と認める事項を指示し、又は報告を求め

ることができる。 

（指定の取消し） 

第 11条 知事は、管理者がこの要綱に違反したとき

は、指定種豚場の指定を取り消すことができる。 

（書類の経由） 

第 12 条 この要綱により、知事に提出する書類は、

すべて所轄農林事務所を経由しなければならない。 


