
第 2章 酪農教育ファームと地域農業－ジェラートが結ぶ地域ネットワーク－ 

 
吉田 義明 

 
本章では、まず酪農教育経営がアイスクリーム店を開業することをとおして、地域の農

業者との結びつきを強めていく事例をとりあげて、酪農教育ファームと地域農業との結び

つきについて考えてみたい。酪農経営の多くは稲藁と堆肥の相互提供をとおして地域農業

と結びついている場合が多い。いわゆる耕畜連携によく見られる形態である。しかしここ

で取り上げる事例は、そのレベルを超えた地域ネットワークを実現している。まず A 牧場

の場合には、アイスクリームなどを提供する喫茶店として開業したログハウスを地域交流

の拠点として活用しており、地域農業者との人的交流をより濃密に行うことにより、堆肥

供給というもの
．．

のレベルにとどまるのではなく、堆肥供給先の農家とイベントを共同して

行うなどの地域活性化に資する成果を生み出している。また本章で中心的に取り上げる B
牧場の場合には、後述するようにジェラート・アイスクリームを製造販売するプロセスに

地域農業の様々な要素を凝縮している。これは畜産と耕種農業の結合としては片付けられ

ない経営的特徴を持っているように思う。 
A 牧場や B 牧場に限らず、普通の酪農経営からスタートして、目標を持って酪農教育フ

ァームづくりを行い、各々の夢に基づいて経営的にステップアップしながら自己実現を企

っていく、その道筋には個別経営と地域農業あるいは農業を超えた地域社会との結びつき

が様々な形でみられるのである。事例に則して、まずその点についてみていくことにする。 
  

（１） 人とものでつなぐ地域ネットワーク 

＜A 牧場の場合＞ 酪農教育ファームと地域循環型農業 －地域の交流拠点として 
 A 牧場は秩父の山間に位置する酪農経営である。1986 年に現経営者が就農し、その時点

とその数年後に堆肥舎の整備を行い、後述する地域循環型農業の核としての機能をはたし

てきた。現在は乳牛 50頭と育成牛 20頭、さらにホルスタイン雄の肥育牛 50頭という経営

である。この酪農経営の特徴はミルキングパーラーを併設したフリーバーン牛舎を備えて

いることだろう。 

ここでの酪農教育ファームは米国から輸入したというログハウスを中心に運営されてい

る。そして同時にログハウスは地域農業者の交流拠点としても機能しているのである。こ

こで注目したいのは堆肥舎とフリーバーン牛舎とログハウスの導入順序である。現経営者

は就農時に欧州の環境保全型農業を視察して問題意識をもったという。飼料畑を持たない

経営で頭数が増えたこともあり、就農後まもなく堆肥舎の整備を行い、地域への堆肥供給

を始めている。山間傾斜地で地味の悪い地域なので、この酪農経営からの良質堆肥の供給

がこの地域の 100ha に及ぶ施設園芸を支えているといってよい。このような地域循環型農

業の核としての役割を果たすようになると、次いで就農 6年目にログハウスの建設を行い、
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アイスクリームの製造販売と堆肥供給農家の野菜販売をはじめている。同時に酪農教育フ

ァームの認定を受け、主に小中学生を年間 2000人以上受け入れて食育活動を中心に活動し

ている。この活動により食物の安全への理解の深まりが、近年のフリーバーン牛舎の導入

につながったようにも思われる。さらに近年では地域の園芸農家と共同して、近隣のテー

マパークでイベントを行うなど、人的ネットワークの面でも地域農業の核としての役割を

担っている。 
したがって、このログハウスが果たしている役割を単なる店舗として考えるのは過小評

価である。この経営者を中心とした地域の交流拠点としてログハウスは機能しており、さ

らに酪農教育ファームの活動をとおして、教育拠点としても機能して地域農業とこの酪農

経営を支えていることに注目したい。アイスクリーム屋さんとしての経営評価を行うこと

は簡単だが、それが必ずしもこのログハウスの投資価値すべてを表しているとはいえない

のである 
 

＜B 牧場の場合＞  ジェラートが結ぶ地域ネットワーク 
現在の酪農経営から出発して、酪農教育ファーム、そしてさらに大きな夢を実現させて

いくためには、いくつかの段階を経て、様々な経験を積み重ね、また一定数のリピーター

を確保しながら、無理のないように目標に向かっていく。それが一番安全な道筋である。

実は都心から 1 時間ほどの通勤圏に位置する B 牧場はこのプロセスを飛び越えるように、

大きな投資を行って、後継者夫婦（現経営主夫婦）のジェラート屋という夢に一直線に近

づいた事例である。いきなり大きな財務負担が必要なプランニングを行うためには相当綿

密なマーケティングが必要であったし、またその実現可能性について資金確保から年間を

とおした損益予測まで十分に検討しなければならなかった。この評価は後段で行うことに

して、B 牧場の後継者 B さんが思い描いた夢とその実現のプロセスについて紹介しておき

たい。 
B さんは牧場を継ぐにあたって、都市近郊で酪農をやる意味をなかなか見いだせなかった

そうだ。しかしある日、近くの保育園で酪農について話をしたことをきっかけに、人と農

場がこれだけ近い環境はどこにもない。近くにいる人たちを石田牧場のファンにできれば、

それはすごい強みになるのではないかと考えたそうである。それが現在の酪農教育ファー

ムの活動へとつながり、またその活動をとおして「お客さんの顔が見えはじめた」という。

ジェラート屋を開業した後も、ほぼ開店前と同じペースで教育ファームの活動を行ってい

る。一般的なプログラムは無料で、小学校は市内 10 校中 7 校、幼稚園保育園 3 校（所）、

職場体験のプログラムとして実施している中学校は市内 4校中 3校で、その他に 4，5家族

で実施する乳搾り、給餌などが組み込まれたプログラムがあり、この参加費は 500 円で現

在ではジェラートの割引券がもらえる。B さんは「教育ファームはマーケティング」という。

たしかに、数家族まとめて受け入れ、また市内の学校の大半を受け入れられるのは、都市

近郊に立地する B 牧場ならではといえよう。北海道の酪農地帯や山間地域では、まず人を
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集めるのに苦心しなければならない。酪農教育ファームとして認証され、その取り組みが

近隣にひろく認知されていることで、口コミによる宣伝効果を期待できる環境が整ってお

り、このことが開業への布石となっていたのである。 

  
写真１ 材料を提供する農業者のプロフィール   
 

 
写真２ みかん、いちご、緑茶のジェラートに地域農業者の名前がみえる 
 
ジェラート価格はシングルサイズ 300 円、ダブルサイズ 350 円、ミニサイズ 250 円など

となっている。通常のジェラートメニューと生産者の名前を冠にしたメニューがおよそ

半々の割合で並んでいた。店舗販売の他にインターネットで通信販売を受け付けているが、

これはまだ全体の売り上げの 5％程度だという。現在Ｂさんの奥さんがジェラート専従とな

っており、常時スタッフ 2 名が製造を担い、平日 1 名、週末には 3 名が売り場に立ってい

る。Ｂさんは手伝い程度だが、ミーティングには参加し、パートやアルバイトの採用も行

うなど、経営の要を担っている。スタッフは溌剌として働いており、とても良いムードで

ある。はじめはいとこ
．．．

や友人の妹に働いてもらったが、現在ではタウンワークでも募集は
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容易であるという。製造スタッフ 2 名については、当初は代わりがいなかったが、現在で

は奥さんが製造にも入るようになってきた。また今年短大を卒業するアルバイトには正社

員となってもらうつもりだという。Ｂさんは、経営者としての質を高めるために開店準備

期間の 1 年で 100 冊以上の本を読破したそうである。その努力が報われるかどうかは今後

にかかっているのではあるが、少なくともその成果を垣間見ることができた。それはスタ

ッフの自主性を引き出していることである。経営理念にすなおに共感できるような人を採

用するという方針もあるが、何よりも店で働くことをスタッフ個人の夢のステップとして

位置づけられるように、将来の希望にあわせてスタッフに権限をあたえてモチベーション

を引き出している。例えば、管理栄養士をめざしているスタッフに店のジェラートの栄養

成分を調べて、健康的な面をアピールしてもらった。監修○○○という文字が誇らしげに

みえる。また文章を書くのが好きなスタッフには店のブログを書いてもらっている。店の

仕事をとおして、地域への貢献さらには自分の成長を実感してもらうことができているこ

とを強く感じることができる 
さて、ではジェラートに込められた思いとはどのようなものだったのだろう。「めぐり」

がＢさんの考え方のキーワードである。Ｂ牧場→消費者→地元農家→消費者→Ｂ牧場を相

互にむすぶ「めぐり」がジェラート屋の経営哲学となっている。この「めぐり」を媒介す

るものが、食のめぐりと命のめぐりをむすぶおいしい牛乳、地元農家から供給される安全

でおいしい季節の野菜。そこには季節のめぐりと人と人とをむすぶ信頼のめぐりがある。

そして消費者はそれを享受しつつ、農家と酪農家と結ばれるという地域活性化のめぐりを

イメージしていると思われる。そこには酪農教育ファームのコンセプトも大きく関わって

いる。Ｂさんがジェラートに着目したのは、それが様々な食材と牛乳をむすぶものだから

である。一方で食品加工を学んだ奥さんがやりがいを感じる仕事を創り、他方では地域農

業の若い担い手たちの農産物を材料として、人のつながりをジェラートの中に凝縮できる

ことが魅力だったのである。 
 

（２） 大型投資のリスクと酪農経営の合理化について 

次にこの魅力的なジェラート屋開業について、仮想経営 C 牧場の財務諸表試算分析に基

づいて、可能性とリスクを検討してみよう。次ページ以下に、この経営の貸借対照表と損

益計算書を掲げてある。まず表１で 2009 年度期末の貸借対照表をみてみよう。2010年現在

この経営はおおむね搾乳牛 40～50頭規模で、専従者 2名のごく標準的な酪農経営を想定し

ている。2009 年度末のバランスシートを簡単に評価しておくと、短期の支払い能力の指標

である流動比率が 71%程度、資本固定比率はおよそ 20%でいずれも非常に低い値をしめして

いる。教科書的に言えば、流動比率は 200%程度必要だし、資本固定比率が 100%、自己資本

比率は 50%以上あるのが好ましい。流動比率が低いということは短期の支払い能力に問題が

あるということである。また資本固定比率が 100%以上ならば、固定資産を債務に頼らず賄

っていることを意味するので資金繰りのめどがつきやすいのだが、この水準では、負債を
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一括償還することになれば主要設備を保持しつづけることができない。全体の財務バラン

スを評価するための自己資本比率については、未処分利益込みで 13.7%であり、耕種農家や

一般の中小企業経営としてみた場合には安全な財務体質とはいえないだろう。 

以上のように、この酪農経営の財務評価は決して高いものではない。一般的にみれば、

これ以上負債を積み上げると財務上の安全性がいっそう損なわれることになる。民間金融

機関ならば、よほどの担保があるか、信用のある連帯保証人でもいない限りは、債務の積

み増しは認めないだろう。おそらく財務上の安全性を損なわない程度に自己資金も出資し

なければ資金確保はスムーズにいかないはずである。 
前項でみたチャレンジのように、酪農教育ファームをベースとして、本来の酪農主業の

経営から主業に相当する投資を行い、その部門に経営の重点を移していくケースを試算ベ

ースで検討してみよう。これは実在するいくつかの酪農教育ファームのデータの一部を切

り出して、適宜組み合わせることによって仮想経営Ｃ牧場を設定し、その財務評価を行い

ながら、投資にともなうリスクを明らかにする目的で行う。簡単に言えば、一定の投資額

に対して、どの程度の売上があれば採算がとれるのかという、おおまかな試算である。酪

農教育ファームを発展させ、経営の副部門として位置づける場合には、これまでの年間受

け入れ実績やリピーターの存在が重要である。酪農部門の経営資産に匹敵するほどの追加

投資を行うとすれば、これまでの経験や個人客を中心にしたリピーターに頼ることはでき

ない。売り上げ目標を達成するためには、新たなマーケティングと宣伝活動で多くの顧客

を新たに獲得しなければならないからである。また酪農と両立することが重要であり、そ

のための人材確保と労務管理も重要である。 
酪農教育ファームへ酪農経営資産の 30％程度の追加投資を行う場合と 100％に近い額の

追加投資を行う場合とでは全く異なる経営者能力が求められる。前者は「酪農家」として

の経営能力が何よりも大切であるが、後者では「起業家」あるいは「企業家」としての能

力が必要とされよう。数十年かけて築いてきた酪農部門に匹敵する投資を行うということ

は、新たな事業に失敗すれば、失うものも大きいということである。追加投資部分を整理

するだけで足りなければ、酪農部門に影響が及ぶことになりかねない。そのような場合に、

前述した財務諸指標で安全性を確保することの意味が問われる。資本固定比率が 100％を確

保できていれば、負債を整理しても固定資本部分は自己資本でカバーできる。したがって

撤退戦略も立てやすいのである。ただし、「家計から繰り入れるから大丈夫」という考え方

もたしかにあるだろう。また、可能であるなら個々の経営固有の優位性なども数値に置き

換えて評価することが必要だろう。経営のパフォーマンスを財務諸表だけからは必ずしも

判断できない面があることは断っておきたい。 
さて、表１の経営に追加投資を行い、ジェラート店を開業するものとする。開業後の貸

借対照表が次ページの表２である。負債の大きさが眼を射るが、その前に総資本規模を見

て欲しい。4 千万円規模の酪農経営から、7 千万円規模の複合経営へと転換したのである。

したがって経営者としても質的転換が求められる。前項のＢさんの努力は当然なのである。 
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表１ 貸借対照表 2009 年度末 単位：円 

借方 金額 貸方 金額 

現金・預金 1,800,000  短期借入金 14,400,000  

売掛金・未収金 3,600,000  買掛金・未払金 2,800,000  

棚卸資産 6,800,000  
  

    
流動資産計 12,200,000  流動負債計 17,200,000  

    

    
土地 

 
長期借入金 16,500,000  

建物 1,100,000  
  

構築物 3,300,000  固定負債計 16,500,000  

機器装置 1,300,000  
  

車両運搬具 700,000  資本金 6,000,000  

器具・備品 50,000  準備金 
 

乳牛 12,300,000  繰越金        △830,000 

外部出資 120,000  
  

保険積立金 8,000,000  当期未処分利益 200,000  

固定資産計 26,870,000  
  

繰延資産 
 

資本計 5,370,000  

    
資産合計 39,070,000  負債・資本計 39,070,000  

*これらのデータは実態調査に基づいて複数の経営から仮想経営を構築したものである。 

 

次に個々の指標についてみていくことにする。表１と表２を比較して、大きく変化した

のは固定資本と固定負債である。3000 万円規模の追加投資が建物、付属設備、機械装置類

に仕向けられ、それが長期負債によりまかなわれたことがうかがえる。それにともない自

己資本比率が著しく低下している。またそれに加えて繰越金の名目で 300 万円余が計上さ

れている。多くの場合、この種の繰越金は過去の赤字分であって、現在の税法では数年以

内に黒字が出た時点で、相殺して黒字分を減額することによって税額を抑えることができ

る。つまり経営が軌道にのれば消滅することになるのである。したがって問題は、それま

で支払利息の負担に経営が耐えていけるかという問題と、黒字転換に向けた今後の経営戦

略の当否であろう。データに限界があるので詳細な分析はできないが、次に損益計算書の

分析を行うことにする。 
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表２ 貸借対照表 2011 年度末 単位：円 

借方 金額 貸方 金額 

現金・預金 4,300,000  短期借入金 14,400,000  

売掛金・未収金 3,300,000  買掛金・未払金 5,400,000  

棚卸資産 5,800,000  
  

    
流動資産計 13,400,000  流動負債計 16,700,000  

    

    
建物           12,700,000 長期借入金 51,000,000  

建物付属設備 5,200,000  
  

構築物 4,800,000  固定負債計 51,000,000  

機器装置 17,100,000  
  

車両運搬具 690,000  資本金 6,000,000  

器具・備品 230,000  準備金 
 

乳牛 10,100,000  繰越金        △3,190,000 

外部出資 120,000  
  

保険積立金 3,800,000  当期未処分利益 △2,100,000  

固定資産計 54,740,000  
  

繰延資産              270,000 資本計 710,000  

    
資産合計 68,410,000  負債・資本計 68,410,000  

＊これらのデータは実態調査に基づいて複数の経営から仮想経営を構築したものである。 

 

Ｃ牧場の 2009 年度損益計算書（表 3）と 2011 年度損益計算書（表 4）から、追加投資による

変化をみて、目に付く点は乳牛振替高が 27%も減少していることである。しかしその一方で生

乳売上は 11%余りしか減少していない。追加投資によって新たにジェラート屋を設けたことによ

り、酪農部門の効率化を図ったのである。ジェラート部門の収支はどうであろうか。参照したい

ずれの牧場からも元帳の提供をうけていないので、推測するしかないが、ジェラート部門と関

係があり、開業前と開業後でめだった変化がみられる主な科目は次のとおりである。動力光熱

費、加工仕入高、給料手当、厚生費、事務運営費、修繕費、賃借料、宣伝広告費、研修会議

費、雑費、支払利息。これらの差額を積算すると 21,630,000円で加工品売上高 22,600,000円

を下回っており、震災や不況の影響があったことを考慮すれば、実質赤字とはいえ 1 年目とし

てはたいへん良いスタートをきったと評価して良いように思われる。 
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表３ 損益計算書 2009 年度 
  

単位：円 

費用 
 

金額 収益 
 

金額 

当期生産原価計 
 

24,300,000  売上合計 
 

45,930,000  

 
期首棚卸高 7,300,000  

 
生乳売上金額 42,500,000  

 
飼料費 17,400,000  

 
子牛売上高 3,000,000  

 
預託料 5,000,000  

 
堆肥売上高   430,000 

 
農薬衛生費 2,400,000  

   

 
飼養雑費 2,800,000  

  
  

 
動力光熱費 800,000  

   

 
運送費 900,000  

   

 
雇人費          営業外収入計 

 
2,830,000  

 
登録・種付料 800,000  

 
受取共済金 1,280,000  

 
乳牛振替高 -6,300,000  

 
雑収入 1,450,000  

 
期末棚卸高 -6,800,000  

 
乳牛処分益 100,000  

一般管理費計 
 

22,980,000  
  

  

 
給料手当 10,200,000  

   

 
事務運営費 300,000  

   

 
租税公課 1,000,000  

   

 
修繕費 1,400,000  

   

 
農業共済掛金 1,100,000  

   

 
賃借料 500,000  

   

 
減価償却費 4,000,000  

   

 
接待交際費 30,000  

   

 
研修費   

   

 
販売諸費 2,660,000  

   

 
諸会費 420,000  

   

 
雑費 370,000  

   
営業外費用計 

 
2,280,000 

   

 
支払利息 80,000  

   

 
乳牛処分損   2,200,000 

   
当期利益 

 
200,000  

   

 
合計 48,760,000  

 
合計 48,760,000  

*これらのデータは実態調査に基づいて複数の経営から仮想経営を構築したものである。 

 

  

82 
 



表 4 損益計算書 2011 年度 
  

単位：円 

費用 
 

金額 収益 
 

金額 

当期生産原価計 
 

32,500,000  売上合計 
 

62,000,000  

 
期首棚卸高 5,550,000  

 
生乳売上金額 37,750,000  

 
飼料費 19,400,000  

 
子牛売上高 1,350,000  

 
預託料 3,450,000  

 
堆肥売上高   300,000 

 
農薬衛生費 1,800,000  

 
加工品売上高 22,600,000 

 
飼養雑費 2,750,000  

   

 
動力光熱費 2,000,000  

  
  

 
運送費 1,000,000  

   

 
雇人費 

 
営業外収入計 

 
5,900,000  

 
登録・種付料 500,000  

 
受取共済金 1,900,000  

 
加工仕入高 6,450,000  

 
雑収入 3,050,000  

 
乳牛振替高 -4,600,000  

 
乳牛処分益 100,000  

 
期末棚卸高 -5,800,000 

 
有価証券処分益 850,000  

一般管理費計 
 

35,800,000  
   

 
給料手当 17,400,000  

   

 
厚生費 100,000  

   

 
事務運営費 1,200,000  

   

 
租税公課 150,000  

   

 
修繕費 2,000,000  

   

 
保険共済掛金 500,000  

   

 
賃借料 1,300,000  

   

 
宣伝・広告費 700,000  

   

 
減価償却費 7,400,000  

   

 
接待交際費 50,000  

   

 
販売諸費 2,300,000  

   

 
研修諸会費 600,000  

   

 
雑費 2,100,000  

   
営業外費用計 

 
1,650,000 

   

 
支払利息 850,000  

   

 
乳牛処分損   750,000 

   

 
固定資産処分損 50,000  

   
当期利益 

  
当期損失 

 
2,050,000 

 
合計 69,950,000  

 
合計 69,950,000  

*これらのデータは実態調査に基づいて複数の経営から仮想経営を構築したものである。
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図１ ジェラート部門の損益分岐点 

 

表５ 損益分岐点推計値                               

単位：円 

 
 

 ごく粗い推計にすぎないが、損益分岐点を求めてみた。図によれば、2011 年度の売上高

付近が損益分岐点にあたり、4000万円程度の売上げで 1300万円程度の利益が見込め、十分

な経営者報酬を確保できる水準に到達すると試算できる。今後の中期的戦略を考えるとす

れば、ネット通販の拡大を手始めに、飲食店への卸しを行う、さらに 2 号店の開設をめざ

すなどが考えられる。しかし財務基盤がきわめてもろいものだけに、積極策をとることに

は大きなリスクも伴うことを覚悟しなければならない。それにひきかえ、パンなどの別の

加工品の製造販売は、既に店舗があるだけに、さほど大きな追加投資は必要なく、ジェラ

ートの売上げにも相乗効果を生むことが考えられるので、安全性も高く、また投資効果も
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総費用 18,033,982 19,510,973 20,987,965 22,464,956 23,941,947 25,418,938 26,895,929
固定費 15,080,000 15,080,000 15,080,000 15,080,000 15,080,000 15,080,000 15,080,000
変動費 2,953,982 4,430,973 5,907,965 7,384,956 8,861,947 10,338,938 11,815,929
損益高 -8,033,982 -4,510,973 -987,965 2,535,044 6,058,053 9,581,062 13,104,071
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良いように思われる。いくつかの実例をみて感じるのは、田舎のおいしいパン屋さんは固

定客の比率が非常に高く、経営的に安定していることである。季節性のあるアイスクリー

ム類とのマッチングも良い。 

現在のビジネススタイルを大きく変えた場合には、さらなる追加投資や従業員、営業担

当社員などの追加雇用が必要になるので、この試算からは大きく外れてしまうことになる。

そして何よりも、地域を超えたビジネスに重点を移せば、消費者や仲間の顔がみえなくな

るかもしれない。そうなれば消費者と仲間をジェラート屋に導いてくれている地域のつな

がりが希薄になり、愛着と協力が得られなくなってしまうことになりかねない。 

コストであるべき給与支払い分の一部が家族従業者への給与として、家族の所得となる

家族経営の強みを活かして、息長く経営を持続していくのか、消費税が上がり、またＴＰ

Ｐの影響が出始める前に一気に拡大を目指すのか。また、そのような経営拡大をめざすこ

とが、経営の基礎である酪農経営にどのような影響をもたらすのか。これは多くの酪農教

育ファームが直面している問題でもある。いままで以上に、慎重なフィジビリティスタデ

ィが求められるだろう。 

 

 
写真３ 野菜・果実などの副材料の魅力を強調したお洒落なジェラート －イタリアにて 
やっぱりチャレンジしてみたくなりますね！ 
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