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はじめに

• 酪農教育サービスの経済的自立化に向けた

経営的条件を明らかにすることが、本研究の

課題である。

• 体験サービス活動の実績、価格条件、自立

指向を考慮した経営活動としての経営資源

活用の効率性評価を行い、経営資源活用の

現状を解析する。

• 自立的経営活動としての試算モデルを提示

する。

• 今後の支援課題を展望する。
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データ

• 郵送法により、酪農教育ファーム活動に関す

る意識調査（2009年10月～12月）257全認

証牧場にアンケート調査を実施し、204件回

収。2010年に補足聞き取り調査で補完

• 受入実績（2006～2009年度）ほか乳量、飼

養頭数規模：中央酪農会議提供

• 酪農教育ファームに対する経営調査(4牧場）

2010年11月～12月実施
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方法

• 体験サービスの価格条件・メニューについて分

析

• 受入実績の年次変化・月別・受入団体ごとに自

立化指向との関連について統計的分析

• 体験サービス活動の経営効率性評価

DEA（包絡面分析）分析による効率性評価

確率的フロンティアモデルに生産要素の評価

• 経営調査を踏まえた、試算経営モデルの提示
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受け入れ実績の年次変化
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表１ 酪農教育ファーム受け入れ実績の推移 単位：人

年度
上期

（4月-9月）
下期

(10月-3月)
上期シェア

(%)
年間計 2003年度比

2003 162,484 63,392 71.9 225,876 1.00 

2004 254,542 89,600 74.0 344,142 1.52 

2005 調査なし

2006 421,855 133,285 76.0 555,140 2.46 

2007 465,593 225,114 67.4 690,707 3.06 

2008 473,220 232,348 67.1 705,568 3.12 

2009 662,629 216,600 75.4 879,229 3.89 

資料：中央酪農会議調べ。

新たな酪農活動の市場としての可能性大きい



体験サービスの料金賦課状況
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表2 体験メニュ－の実施状況(個別メニュー１）

体験項目 実施数 予約有り
予約実施
率(%)

料金徴収
有り

料金徴収
割合(%)

酪農家の話 185 185 100.0 61 33.0 
搾乳 156 130 83.3 92 59.0 
給餌 154 121 78.6 61 39.6 
ほ乳 143 119 83.2 64 44.8 

畜舎清掃 112 86 35.0 35 31.3 
ブラッシング 95 75 78.9 34 35.8 
圃場作業 68 51 75.0 19 27.9 
場内見学 183 122 66.7 42 23.0 

乗馬 33 19 57.6 24 72.7 
バター作り 133 107 80.5 104 78.2 
チーズ作り 37 32 86.5 29 78.4 

アイスクリーム作り 54 75 138.9 42 77.8 
ハムソーセージ作り 68 13 19.1 19 27.9 

羊の毛刈り 15 9 60.0 5 33.3 
注：資料は、酪農教育ファームへのアンケート調査結果(2009年10月～12月実施）、サンプル数204．

食体験で高い料金徴収率



7

表3 体験メニュ－の実施状況(セットメニュー１）

体験項目 実施数 予約有り
予約実施
率(%)

料金徴収
有り

料金徴収
割合(%)

1セットメニュー 101 92 91.1 85 84.2 

２セットメニュー 48 42 87.5 42 87.5 

3セットメニュー 26 22 84.6 21 80.8 

4セットメニュー 6 5 83.3 5 83.3 

5セットメニュー 1 1 100.0 1 100.0 

体験サービスの料金賦課状況２

セットメニューで高い料金徴収率



体験メニューの料金水準(客単価)１
表 体験メニューの実施状況（個別メニュー２）

体験項目
料金(円）

平均 最大 最小

酪農家の話 278.8 530 0

搾乳 585.8 1,500 0

給餌 318.5 525 100

ほ乳 424.6 1,000 100

畜舎清掃 403.8 500 300

ブラッシング 382.8 530 200

圃場作業 605.0 1,000 315

場内見学 435.0 800 300

乗馬 723.3 12,000 200

バター作り 500.9 1,600 100

チーズ作り 899.2 5,000 200

アイスクリーム作り 743.7 1,575 250

ハムソーセージ作り 1,567.0 5,000 500

羊の毛刈り 486.3 600 315
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体験メニューの料金水準(客単価)２
表 体験メニュ－の実施状況(セットメニュー２）

体験項目
料金(円）

平均 最大 最小

1セットメニュー 1,227.5 5,000 300

２セットメニュー 1,287.9 3,000 250

3セットメニュー 1,374.8 5,250 150

4セットメニュー 1,050 2,000 150

5セットメニュー 1,500 1,500 1,500

9
セットメニューで高い客単価
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受入実績と自立化指向性

• 年次間での受け入れ実績比較では、受け入れ

実績の増加により、有意差が生じている。

• しかし、各年次の受け入れ実績と自立化指向

との間に統計的関連性はみられなかった。

• 同様に、各年次の月別受け入れ実績と訪問団

体別の実績の変動係数についても、有意な差

はなかった。

• また、交牧連会員(地域交流牧場全国連絡会）

の有無の違いによる、受け入れ実績の差につ

いても、有意差はなかった。
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DEA(包絡効率性分析）による経

営効率性評価

• 酪農教育ファームは、酪農生産を本業として

いる点が、他の観光牧場と異なる点である。

• したがって、経営効率性は、酪農生産を含め

て評価する必要がある。

• ここでは、４投入要素（酪農生産労働力、体

験サービス労働力、乳牛飼養頭数、飼料作

経営面積）で、2出力（乳量、体験活動成果）

モデルで、経営効率性を評価した。
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技術非効率性
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図2 効率的生産フロンティアと技術効率性（規模に関して収穫可変）15



DEAモデルの概要

• DEAモデルは、経営体の効率評価に広範に

適用されている。

• 本研究で採用するのは、ＳＢＭ（Slack Based
Measure)モデルで、経営資源の余剰による技

術非効率性を最小化することを目的として効

率性を評価する。

• 受入実績として、最大価格収入、最小価格収

入、受入人数の3つのケースを想定する。

• 自立化指向有りと無しの2グループ間の効率

性の違いを明らかにする。 16



表 DEAによる効率性の検定結果 (ｔ検定）

モデル
規模の
経済性

出力
項目１

出力項目２

効率性
検定
結果

自立化指向

非該当(108) 該当(96)

ＳBM 一定 乳量 最低料金収入 0.1089 0.3342 N***

ＳＢM 一定 乳量 最大料金収入 0.1129 0.2028 E***

ＳＢM 可変 乳量 最低料金収入 0.1630 0.3383 E***

SBM 可変 乳量 最大料金収入 0.1693 0.3002 E**

SBM 一定 乳量 受入人数 0.1154 0.2084 N**

SBM 可変 乳量 受入人数 0.1815 0.2953 E**

注：サンプル数は204（回答牧場のみ)。***は、1%有意、N=等分散、N=不等
分散を示す。

17自立化指向で経営効率性に有意な違いあるも、全体に低い効率性



確率的フロンティア生産関数

• ここでは、確率的フロンティア生産関数

（stochastic production function)により、

技術非効率の要因を明らかにする。

• 酪農生産部門と体験サービス部門について、

それぞれ、確率的フロンティア生産関数を計

測し、投入要素の貢献度を評価するとともに、

技術非効率の要因を明らかにする。
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表37 体験収入決定モデルの計測結果（CD型生産関数）－体験受け入れ実績・収入－

被説明変数 受入人数 最大価格評価収入 最小価格評価収入

説明変数 パラメータ パラメータ パラメータ

体験担当労働力 *** ** **
経営飼料面積 ns ns ns
乳牛飼育頭数 ns ns ns
家族経営 -*** -*** -**

自立化指向有り *** *** ***
経営部門数 *** ** ns

セットメニュー提供 *** ns +
交牧連会員 ns ns ns

食/農村文化体験メニュー数 *** *** +
定数項 *** *** ***

修正済決定係数 0.3187 0.208 0.1745
規模の経済性 1.0 1.0 1.0
サンプル数 159 93 93

注：資料と統計的表示記号は、表5と同じ。
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• 投入要素として、労働のみが有意に作用、規模の経済性は一定
• 自立化指向は、受入人数、収入ベースでも共に正の効果

• 経営部門数と食・農村文化体験メニュー数は、受入人数、最大価格評価収入で
正の効果

• セットメニューは、受入人数ベースで正の効果
• 家族経営は、負の効果



表38 体験収入決定モデルの計測結果（確率的フロンティア生産関数）－乳量－
被説明変数 乳量 乳量 乳量
説明変数 パラメータ パラメータ パラメータ

体験担当労働力 *** *** ***
経営飼料面積 *** *** ***
乳牛飼育頭数 *** *** ***

定数項 3.9201*** 3.9201*** 3.9201***
非効率性要因（Z)

家族経営(yes=1，no=0) -*** -** -**
セットメニュー提供(yes=1，no=0) -* - -

交牧連会員(yes=1，no=0) ns - ns
食/農村文化体験メニュー数 - ** **

定数項 *** ** **
対数尤度比 -156.1610 -155.1812 -155.0991

Wald カイ2乗検定結果 *** *** ***
規模の経済性 <1 <1 <1
サンプル数 159 159 159

注：資料と統計的表示記号は、表5と同じ。
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• 規模の不経済の存在
• 家族経営、セットメニュー提供は、効率性を高める効果
• 食・農村文化体験メニュー数は、乳量生産には非効率要因



小括

• 経営効率性の評価から、自立化指向の有無

が体験サービス活動の効率性を規定してい

ることが判明した。

• 他方で、食文化体験メニューは、体験サービ

スの効率性を向上するが、乳量生産には非

効率要因として、作用している。

• 交牧連ネットワークは、自立化志向の形成に

は作用していても、経営の効率性には作用し

ていない。
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経済性モデル試算

• 経営活動調査(4牧場）を踏まえた、体験交流

サービス活動への投資に対する損益分岐点

試算

• 投資額1千万円と３千万円の二つのケースで

試算

• 投資額の上昇による損益分岐点の上昇
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＜総額1000万円追加投資する場合＞

資金内訳 費用概算（年額）

うち7０0万円借入 利子率3% 210,000円
うち3０0万円出資

投資内訳 建物500万円 償却22年 204,545円
機器装置300万円 償却8年 337,500円
備品200万円

試算の条件
・総額1000万円を教育ファーム部門に追加投資する。
・借入700万円(利率3%)、自己資金300万円として、財務指標は同水準に維持。
・投資内訳は休憩所、キッチン・諸設備、備品などと考える。
・固定資本・借入に比例する部分を除いて事例と同じ金額か比率とする
・備品・消耗品費は売上の1%と見積もる
・牧場の資源を利用するので、変動費率は非常に低い。
・顧客の保険料と広告宣伝費は見積もっていない。

・計算上、固定費は1,737,645円、損益分岐点は2,400,063円となる
・売上規模440万円程度で年120万円の専従者給与が実現する。





＜総額3000万円追加投資する場合＞

資金内訳 費用概算（年額）
うち2000万円借入 利子率3% 600,000円
うち1000万円出資
投資内訳 建物1500万円 償却22年 613,636円
機器装置500万円 償却8年 1,125,000円
車両等300万円 償却5年 540,000円
備品200万円

試算の条件

・総額3000万円を教育ファーム部門に追加投資する。

・借入2000万円(利率3%)、自己資金1000万円として、財務指標は同水準に維持。

・投資内訳は建物、キッチン、アイス設備、遊具・備品などと考える。

・固定資本・借入に比例する部分を除いて事例と同じ金額か比率とする

・備品・消耗品費は売上の1%と見積もる

・牧場の資源を利用するので、変動費率は低い。

・事例を参考に保険料を売上の2%と広告宣伝費を同1%と見積もった。

・計算上、固定費は5,620,045円、損益分岐点は8,632,941円となる

・売上規模1200万円程度で年240万円の専従者給与が実現する。





小括

• 本格的な投資を教育ファーム部門に行うにあ

たって、最も留意すべきことは、追加投資を

合理的な範囲に設定することである。

• 融資をうけるためには財務指標を悪化させな

い範囲にとどめるように、自己資金と負債の

バランスを考慮すべき。

• 追加投資を行う場合でも、段階的に既存の資

源と組み合わせながら、無理なく外部からの

調達をできるだけ抑えることを意識してプラン

ニングを行った方がよい。 28



むすび

• 経営効率性を評価した結果、自立化指向を

有する経営では、経営効率性が高いことが明

らかとなった。

• しかし、現状では全体として平均の経営効率

性は高いとは言い難い。

• 他方で、効率的経営活動を実施している経営

も存在している。

• このことは、経営資源の有効利用を図る余地

がかなり大きいことを示している。
29



むすび２

• モデル試算から、酪農経営全体として、施設

投資をできる限り抑えて、経営資源利用の効

率性を高めることを前提条件として、自立化

が可能となることが示された。

• 酪農教育ファームの活動もこの観点から、展

開することが必要となる。

• したがって、経営政策の観点から、経営活動

としての酪農教育ファーム活動に関するマネ

ジメント能力の向上をはかる支援策が今後必

要である。 30
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