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タツ年の畜産展望 （下）
ムード畜産から希望のもてる畜産にする年にあたって

新

春

放

談

あまり金をかけずにしかも自然野草ではなく、改
良して利用するという改良牧野の方式が必要じゃ
あないかと思います。
惣津

そこには生産計画というものが必要です。牧

野利用といっても、従来の牧野で、ある程度放牧
して牛をだすとそう肥らないんですよ。だから舎
飼い一点張りで出した方が儲けは多いですね。
牛の飼育形態をどうもってくるか、トドのつまり
は乳牛とか鶏と違ってそのものずばりが肉になっ
出

席

てくるのだから、もう尐し考えようがあるという

者

惣

津

律 士（岡山県酪農連合会長）

三

宅

忠 雄（岡山県総合畜産連合会長）

出

口

孝 吉（岡山県畜産課長）

掘

慧（岡山大学農学部長）

山

本

小野

徹 雄（岡山県農業共済連会長）

もんでしょう。
掘

その場合、和牛問題はもともと経済性の問題に

なっているんです。そこで利益の面からみて、一
番利益のある方法をえらんでいったらいいんじゃ
ないかと思うんですが。

登 志 男（岡山県養鶏農協組合参事）
司会 千

原

英

之（県畜産会管理普及課長）

集約和牛地帯を育成せよ
惣津

つまりね、和牛飼育農家というものは、経済

―先月号に引続き今月号では問題をしぼって、畜

観念が非常に乏しく、乳牛飼養農家より経営のや

産のアイ路である和牛問題消費流通問題そして予防

り方が 10 年は遅れとりますよ。そこのところを余

衛生問題を掘り下げて考えていただきましょう。―

程考えなきゃあいけませんね。
和牛は絶対生産していかなきゃあいけないのだ

和牛の飼料基盤の確立を

から、彼等農民に経済ベースにあう生産方式を指

惣津

導することが必要です。私が畜産課長の最後の時、

一番の問題は肉畜ですが皆さんは今後の和牛

政策を一対どうお考えになっておりますか？

酪農が成功したのは集約酪農地域を作ったからだ

和牛は昔から無策の策だといわれており、

といろいろ考えて、やはり和牛も集約的に進める

色々問題はありましょうがそれでもやはり策はあ

べきと思い、阿哲を和牛集約地帯に指定して、県、

ると思います。

町村、農協が補助金を出し合って指導員もおき、

出口

先号で三宅畜連会長がおっしゃったように肥育

草地改良も行い、経済基盤も飼育基盤も確立して

しようにも素牛がいない、即ち和牛の使役地帯が

和牛を振興しようとしたのです。次に真庭、苫田

なくなったわけです。この問題に対してもやはり

と指定していこうと思ったのですが、しかし私は

政策でもって中間地帯の造成が必要と思います。

それをやり始めて飛び出してしまったのです。や

子牛生産の点でもそう減尐はしていないと思いま

はり生産地帯を強固なものにするには県が予算を

すが、これら和牛問題の対策としては、まず飼料

とってやらなきゃあいかんですよ。

基盤を確立することです。

この和牛を従来のようにほうっておいて、つまり

ところが乳牛でやっているような草地造成です

中国山脈の山の上に放り投げておいたんじゃいか

とそうとう金がかかり、和牛ではペイしません。

んですよ。今では飼育形態そのものから変えにゃ
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あだめですね。例えば、稲刈りの始まる秋、農繁

重要であるというところからも生産から流通にい

期の前に処分したらいいのに、それをある所によ

たるルートを国としても和牛の対策をもっと政策

ると面倒だからすぐ山に放りあげて、今度おりた

的に取上げてもらいたいです。

時に処分する習慣があるんですよ。おりた時には

家畜の振興法がありますが、これは後進性のも

牛はハセのホツですよ。それで和牛は儲かりませ

のに対する振興法があって、昔からたくさんある

んというんですよ……（笑）
、こんな習慣がまだあ

ものに振興法というものはない……（笑）ところ

るんだから余程それを分析して、このようにした

が和牛は数がおるだけで、ほんとうの科学的振興

ら儲かりますよと、今までの指導観念を変えてか

はなかったですよ。

からないといけませんよ。これが指導者の努めで
す。

そこで非常に遅れとるので、産地が結束して国
の政策に反映させなきゃあならないというので、
従来あった中国和牛協会を解消しまして全国和牛

科学的和牛振興が必要

協会を昨年の８月末に設立したのです。そこで本

掘

県でも小枝代議士が全国和牛協会の会長というこ

私は和牛については、全くしろうとなんですが、
聞くところによりますと登録制度は肉畜に重点が

とで、これから新政策を打出して大いにやろうと

移ってきていますね。ですが品種的なものは今の

いうところです。

ままでいいんですか？何か考える必要があるんじ
ゃないですか？
三宅

いろいろ言われております。例えば国が、も

肉の農村消費を拡大
惣津

こんどミート・センター

っと質の悪いものでもいいから沢山肉のとれるも

が華々しく店開きましたね。

のがいいということで、試験的に十勝にヘアーホ

あれをちょっと説明してくだ

ードを岩手にアバーデンを入れて研究しておりま

さい。

す。その時岡山県ではどうするかという問題も出
ました。

三宅

これはたいへん意義ある

ものです。先年、岡山県は全

しかし、今の生産基盤とか草地なりの飼料の現

国に先がけて食肉市場を建設

状からいえば、そう規模の大きなものでも困る、

して、生産者が加わって価格

それより今の和牛の優秀性を伸ばしたほうがより

安定につとめており、同時に

効果的ではないかということだったんです。現在

農村向けの消費宣伝をやって

の段階ではそうだろうと私も思います。

おります。

出口

確かに肉の合理的生産という面から言えば、

最近は農家の所得も多くな

外国種が入るかも知れません。だけど岡山県の牧

り、肉の消費欲求もあるので

野生産体制からいいますと、まず無理だと思うん

すが、今までは加工肉はよく

ですね。

入っていましたが精肉はあま

掘

和牛政策は単に岡山県だけでなく全国的な問題

り入ってなかったので、農村

ですね。家畜単位の半分以上は和牛が占めており

供給にのり出したわけです。

ますからね。

規模は小さいが国内でも珍し

そして先ほどからのお話では和牛はもう手のつ

い施設です。まあ、農村から

けようがないかのようですね。僕はもちろん酪農、

もたいへん喜ばれており、肉

豚、鶏に力をいれるのは結構だと思いますが、そ

畜の価格維持という点にテコ

れにしても国も県ももっと和牛に関心を持つべき

入れとなっておりますよ。業

じゃあないかと思うんですが。

界の問題もありましたが、お

三宅

そこでまあ、最近肉需要の観点から、肉畜が

互いに畜産の振興、農村の食
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生活の改善に共につくしてゆこうという考えなん

くれ、９円でやります、とこうなった……（笑）

です。

だから流通機構の改善といっても、要するに商売
組織にもメスをあてにゃあいかん。ただ我々が政

困るのは小売機構の非近代性
―商売組織にメスを―
惣津

府に向って生産乳価の安定を要求するだけでなく、
そのカゲにかくれてあまい利益を吸っとるものを

さっき山本会長さんも指摘されたんですが、

池田首相は一貫した政策をやろうというのだから

適正な利益でやるように調整を政府に強硬に要請
しないといかんですね。

お手並みを拝見したいわけですが、農林省が比較

今のままでは人の金儲けの為に政府は税金をつ

的我々に利益のある政策をやっても他の省がそれ

ぎこんでいるようなものですよ。価格政策にはも

を理解してくれないんですね。

う尐し政府も本気になり、また集団消費にももっ

酪農にしても、酪農振興法があっていろいろや

と力を入れにゃいかんと思うね。

っているんですよ。ところが片一方はね、脱脂粉
乳を８万５千ｔも輸入してんでしょう。これを生

粉卵時代に備えて

乳に直すと 450 万石で昨年の国内生産量が 1,200

小野

万石そこそこだから約 1/3 に当るわけで、諸経費
を含めての金額は 40 億円にもな
るんですよ。
このあいだ森永乳業の社長に
あったらもう酪農は自由化され
たではないか、これ以上の粉乳

養鶏の場合は、今皆さんがおっしゃった問題

は全て現在の問題でなくて将来の問題なのです。
鶏卵はここ数年消費者に
していて、需

とどく価格は安定

給関係はうまくいっており、一番

に自由化されましたが、洗卵の場合は心配する事
はないと思います。
ところが加工卵になると非常に遅れております。

は入らないし、バターもどんど

製菓工場などでも、現在では洗卵を一つ一つわっ

ん下り、現在半ポンド 160 円だ

て使う時代ではなく省力的になると、粉卵をおそ

からもう外国バターは来ないだ

らく使い出すでしょう。これは量からして莫大な

ろう、まあおかしな政策をやっ

ものです。こういうものが今後洗卵の価格を圧迫

とるものだ、といっとたですよ。

してくると大変です。

山本

学校給食で中学生に牛乳

現在ではそう感じられないが加工品の侵入を考

を飲ませる場合、一合につき政

えますと、近い将来に危険が迫っております。今

府が３円補助、本人が６円負担

までのようにほっとかれていよいよ困ってしまっ

で９円のものが、市販に出ると

てからではおしましです。そこで今にしてなんら

同じ会社のものが 18 円なんです

かの手を打ってほしいと我々は要望するわけです

ね。……（笑）

よ。

またおかしな例があるんです
よ。私の町で給食をする事にな

惣津 消費促進は鶏卵のほうではどうなんですか？
小野

現在のところ業者自らが宣伝を若干やってお

り、折角町内に牛乳屋が居るの

ります。消費のほうも順調に伸びており、おそら

だから、ひとつ９円でやってく

く今年は年間一人当りの鶏卵消費量は 150 個をオ

れんかと言ったらいくらまけて

ーバーするでしょう。だから洗卵に関しては今の

も 13 円がギリギリの線でそれよ

ところ大丈夫でしょう。

り下げるとウチはつぶれますい

しかし、養鶏も団地造成とか規模拡大で産業化、

うんですよ。それじゃ仕方がな

専業化がどんどん進んでおり、この勢いでゆけば

いから他の乳業会社と契約する

消費宣伝も平行してやらないと将来に問題があり

ぞといったら、チョット待って

ましょうね。
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掘

産業として発達すれば消費宣伝はつきものです

荷の線に乗り易いだろうと思いますね。

ね。
小野

ブロイラーもアメリカから冷凍チキンが入っ

ておりますが、たくさん使用する場合は規格が統

今年の最大の課題

多頭羽経営に則した環境衛生に全力を!!

一されているので喜ばれますが、しかし一般家庭

―これからの畜産は多頭羽化され規格の揃ったもの

ではやはりある程度高級料理用として味のよいも

を大量生産する方向に向っておりますが、そうなる

のが歓迎されています。しかしこれからは安くた

と山本会長、小野参事からお話のありましたように

くさん手に入るものではなくてはだめですね。

衛生の問題が大変重要になってくると思うのです。

また流通面でも鶏卵の場合は御承知のように全販

今までの日本の家畜衛生の行政は世界一と言われて

連、県経済連のルートで共同出荷が順調です。し

おりましたが、養鶏にしてもこれからは万の単位で

かし問題はブロイラーです。ここ数年来急激に伸

す。そうなると今後は役に立たなくなるでしょう。

びて来たものですから、流通機構の整備というよ

これに対して農林省も根本的に考えを改め、立法化

り新しく作らねばならないのだから、生産者も消

も行い、緊急に動き始めると聞いているのですが。

費者もこれに関心を持ち、今、良い機構を作る必

結局さきほどからのお話の中の技術問題はこの衛

要があります。今の機構では生体取引が主で、こ

生に集約されるのではないですか？そこでこの点を

れは業者によってどうにでもなるんですな。これ

もう尐し先に進めていただきたいのです。掘先生は

をト体規格を価格の中心にしていただきたい。そ

衛生が御専門でいらっしゃいますが！

うすると生産農家が人為的な操作で被害をうける

掘

ことは比較的尐なくなります。
全販連が努力して下さってはいますが今の全販
連のやり方は食鳥業者と同じやり方、あるいは生
産農家から集めたものを業者に売るにすぎない、

家畜衛生の主眼は日本では伝染病の予防制圧に

あるのです。しかし産業的に発達する畜産では家
畜を対象にした衛生ばかりでなく、飼養技術的な
衛生面も十分考えねばなりませんね。
米作技

術とともに伝染病に対する技術も進ん

ある程度採算を考えればこれも止むを得ないでし

でおりますが、多頭羽飼育の技術はまだまだで、

ょうが、全国組織の全販さんですから将来の流通

これの進歩がないとこれから衛生をやっていく上

機構確立の為に努力していただきたいと思うんで

で困ると思うのです。

すがね。

出口

多頭羽化されると、栄養も含めての環境の改

今までのお話の中にだいぶ流通の問題も出てお

善が問題となります。もう一つ、国外からもどん

り、読者に大変興味あることと思います。そこで

どん家畜が入って来ますが、これに対して検疫に

ひとつ流通問題のしめくくりを課長にお願いしま

よる横の防圧も必要となりますね。

す。
出口

いろいろ対策を立ててもやはり病気は出ますか
これからやらねばならぬことは流通問題でし

ら、抵抗性のある家畜、家禽の育成をしないとだ

ょうね。これには難しい問題もあり、先ず古い流

めです。日本の家畜は個体能力は優れていますが、

通機構と新しい機構の衝突があります。ある機関

抵抗性、抗病性に欠けており、アメリカヒナの侵

を通して共同出荷を進める態勢をとった場合にも

入もそこをねらって入ったわけですね。

他の機構もあり、古いものは縮小して欲しいわけ

小野

鶏の場合には、今、課長さんのいわれた抵抗

ですが、そうすることには大きな犠牲がいります。

性育種、予防、治療の問題もありますが、

それには出来るだけ新しい機構を早くレールに乗

一つストレスの問題があります。この被害が非常

せることですね。

に大きいんですね。

価格を安定させるための事業団の買上げにして
も、共同出荷されたもの、規格の統一されたもの
を買上げの対象にするというふうにすれば共同出

もう

これには広い意味の環境の改善も必要でしょう
が、やはり抵抗性品種の育成が必要です。
―私の聞いたところによりますと家畜衛生の組
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織を大変革するそうです。その説明によると家畜

掘

困難なことでしょうが、それをおやりになると

衛生に関する、上からみた技術指導を経営指導に

たいへん治療効果が上るでしょう。ぜひとも頑張

まで伸ばしていき、環境の整備に地盤を置いた行

って下さい。

政方針をだしております。
掘

それは結構なことですね。やはり環境を整備し
ていかないと多頭羽化は出来ないと思います。ま

山本

特に南部の水田酪農地帯では、運動場は一つ

もありませんからね。
出口

保健所の問題ですが、もう現在では診療など

たこれからは家畜ばかりでなく人の衛生とも関連

やる時代ではありません。これは５ヶ年計画ぐら

が出てくるわけですね。

いでやめようと思っております。南部はよろしい

―昭和 39 年の畜産の課題は衛生問題になりそう
ですね。
掘

が、しかし県北ではもう尐し受入れ態勢が整って
からということですね。

これは国や県がいったから、誰かがいったから
といって出来るようななま易しいものじゃないで

畜産で経営を打開するド根性を!!

すよ。全員が早く技術を確立するよう努力しなけ

―ところで最後に、皆さんにひとこと今年望まれる

ればいけませんね。

ことをおっしゃって下さいませんか。
小野

これからの養鶏はますます産業的、専業的に

家畜病院の設立を

なりましょうが、養鶏界なり指導的立場の方にお

山本

今、衛生管理の問題が出ておりますが、課長

願いしたいのですが、この方向に伸ばすことは結

さん、保健所ですね、あれを本来の目的のように

構ですが、しかし、今まである副業的養鶏も無視

使っていただきたい。これだけ衛生管理がやかま

せずに指導していただき、養鶏全体の発展につく

しゅういわれとんのに、保健所の職員が一生懸命

していただきたいと希望します。

診療しょうるのは何事かといいたいんですわ。そ

山本

もう何も話すことはありませんが皆さんから

れに農業共済は私方に全部まかせてくれるよう、

いろんないい話が出ているのだから、これをとり

徐々に開放してもらいたいですね。

まとめて畜産会長の名で、拝啓池田勇人殿と直訴

それから家畜保健のうちで、酪農で憂慮される
のは繁殖障害の問題で、40％がかかっております。

していただきたいですなあ……。（笑）
出口

私はね、自由化、資金、技術などの問題をひ

ひとたび繁殖障害が出ると４、５頭飼っとる人で

かえ、いま農家の方は畜産に打ち込んでいいかど

も乳代は消えてしまうんですよ。それに搾乳牛の

うか迷っていると思うんですよ。そこで指導者の

せわに忙しいもんで、障害牛を特殊な管理をしな

方にも責任をもって指導していただくと同時に、

いから３ヶ月で治るものが５ヶ月も６ヵ月もかか

農家の方も畜産で経営を打開するのだというド根

る。

性をもって、現状にぶち当っていただきたいと思

そこで私方で家畜病院を設けて、繁殖障害の牛
だけを一ヶ所にあずかって治療する、もちろん有

うのですね。
三宅

私はムード畜産から地についた生産から消費

料ですが、農家からは乳代を差引いた足らずを撤

へと一貫した肉畜対策に、微力ながら努力したい

収する、これで農家は搾乳牛の飼養だけになるの

と、こう思っております。

だから、たいへん助かると思うのです。

惣津

私はね、今の畜産はあまりにもアメリカ的色

町村でも設立に賛成してくれているんですが、

彩が強すぎると思うんですよ。日本の場合いくら

問題は運動場です。繁殖障害には運動が不可欠だ

面積を拡げても 10 町歩にもならんですからね。日

というのに、この土地に一番困るんです。そこで

本独自の畜産を育て上げなければいかんですよ。

県にこの運動場の費用だけでも出していただけた

そうすれば自由化にも対処出来ます。

ら、他の運営費は私方でまかなってゆけるのだか
ら、ぜひともこれはお願いしたいわけです。

それにね、農村は三チャン化しておりますが、
それでも農村に残って農業をやろうというものが
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いるのだから、こういう人々にね、できるだけ希
望が持てるような畜産にと、努力しようと思って
いるのです。
―どうも長時間にわたり、ありがとうございまし
た。

（完）

