
酪農教育ファーム活動が制度化されて10年以上が経過する。
＂いのちの大切さ

＂

を知ってもらい＂食育

＂

に効果をもたらすそ
の活動は教育界から高い評価を得ている。半面、活動を担う認
証牧場は全国で約300にとどまり、停滞感は否めない。酪農

に理解を深めてもらうための教育ファーム活動は「いかに持続
するか」が新たな課題となってきた。前号に引き続き＂継続

＂

を
キーワードに酪農教育ファームの今後を考える。

　酪農家の自己認識にも大きな違い

—酪農教育ファーム活動が制度化されて
10年以上が経過し、次世代への継承が課題の
一つになっています。酪農教育ファーム活動
を行う後継者世代はどのような意識を持って
いるのでしょうか。

大江　言われたように＂世代交代

＂

がテーマ
の一つになると考え昨年、（一社）中央酪農会
議（中酪）から委託を受けて共同で調査を行い
ました。
調査は特に酪農教育ファーム活動で中核を
担っている家族経営酪農の後継者世代に焦点
を当て、一般酪農家の後継者と酪農教育ファ
ームの後継者を比較しました。後継者の皆さ
んがどのような考えを持っているかを明らか
にすることは酪農教育ファームの展開にとっ
て重要なポイントです。
調査結果の一例を紹介すると、多角的な経
営・活動を実施している牧場の割合について
一般の後継者と酪農教育ファームに参加する
後継者とで比較しました。すると酪農教育
ファーム活動を行う後継者の方が多くの項目
で高い傾向にあることが分かりました（表）。
酪農家の持つアイデンティティー（酪農家
であることの認識）の違いが経営行動を規定
しているのではないかと考えています。
2012年度は83万人ほどが酪農教育ファー
ムのサービスを受けていますが、酪農教育
ファームに参加する酪農家は、残念ながら今
でも全酪農家の1.5％程度にとどまっていま
す。そこで浸透しない理由をアイデンティ
ティーに注目して考えてみました。
一般の酪農家の伝統的なアイデン
ティティーは生乳生産で、社会的な役
割を果たしています。さらに生産に加
えて酪農教育ファームのような新しい
活動に取り組むときは、少しアイデン
ティティーの視野を広げる必要があり
ます。実はこのプラスアルファの違い
は大きいのです。
アイデンティティーの違いは、経営
の在り方を大きく規定します。酪農家
は自営業なので個人の考えで経営の在

活発だということも分かりました。牧場で提
供する体験メニューを見ると、ボランティア
で行っている人は、餌やりやボロ出し、搾乳
体験など日常の酪農作業を個別のメニューで
提供しています。一方お金を取っている人は、
個別メニューを組み合わせ食の体験に至るま
でをセットで提供しているケースが多いので
す。五感を使って、牛舎のにおいをかぎ、牛
に触り、牛の声を聞く、仕上げとして最後に
舌で味わうことは高い教育効果をもたらしま
す。お金を取っている事例の多くはサービス
が洗練されており経済的な自立も考えている

り方を決めるのは大いに結構ですが、自らの
アイデンティティーをもう少し広げる必要も
あるのではないでしょうか。その点、調査結
果から酪農教育ファームの後継者にアイデン
ティティーの広がりが見られることが分かり
ました。私はそれを「拡大アイデンティティ
ー」と定義しています。
拡大アイデンティティーを持つ酪農家の特
徴を調べると、海外経験がある人のほか特に
経営者能力の向上を目指したマネジメント研
修を受けた人や、交牧連（地域交流牧場全国
連絡会）への早期参加、酪農教育ファームの
認証を早期に取得した人などが広いアイデン
ティティーを持つ傾向にあります。
—酪農家のアイデンティティーを測る指標
とはどのようなものでしょうか。

大江　酪農教育ファームでは、サービスの
提供の対価として来場者から体験料をいただ
いている事例があり、この有無が大きな基準
になると考えました。
酪農教育ファーム活動を行う酪農家の中
で、お金を取っている人と取っていない人を
比較しました（図）。お金を取っている人の「一
部」と「全て」を合わせると50％以上になりま
した。お金を取るということは、自分が社会
的サービスを提供する経済的な活動を行って
いるという考え方ができ、教育的活動は経済
活動の一つに位置付けられていると受け止め
られます。一方、ボランティア（無償）で酪農
教育ファーム活動をやっている人はそうは思
っていません。「無料のサービスで生産活動
の余暇に行っている」との意識です。
さらに、お金を取っている人の活動の方が
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酪農教育ファーム活動について社会科学的な視点で研究と情報発信を続けている千葉大学大学院
園芸学研究科教授の大江靖雄さん（59）。酪農教育ファーム認証牧場の後継者の活動や経営意識につ
いて調査を行った大江さんに、今後の活動に向けた提言や次世代に引き継ぐための課題を聞きました。

社会学習を受け持つ以上、対価を取る方向で
　　有料サービスに肯定的な次世代が活動を継承する契機に

表　多角的な経営・活動を実施している牧場の割合

注１）就農後継者を対象にしたアンケート結果による
　２）アンケートの実施は2012年９～12月
出典：酪農教育ファーム認証牧場における後継者の経営意識と行動に関する調査研究報告書
　　　（（一社）中央酪農会議、2013）
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図　体験メニューの料金設定の有無
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と思われます。

　教育効果は酪農家自身にも及ぶ

—経済的自立にはサービスの有料化が必要
との意見がありますが、酪農家間でもさまざ
まな議論があります。

大江　有料化にはいろいろな議論があり、
「わが家はボランティアでいく」と言う人も結
構います。しかし、提供したサービスへの正
当な対価をいただくのは、当たり前のことで
す。酪農教育ファーム活動は事前準備を含め
て時間的コストもかかります。サービスへの
対価を社会的に評価してもらうことは、活動
を一層社会的に認知させていくことにつなが
るのではないでしょうか。
お父さんの代（初代）は、ボランティアでよ
かったかもしれません。しかし次代に引き継
ぎ活動を継続していくのに、ずっとボラン
ティアのままでよいのでしょうか。新しい可
能性を追求して経済的に自立することも考え
ていくべきではないのか、と私は言っていま
す。世代の継承を考えると、お金をいただく
方向しかないと思います。
お金をいただくことをタブー視する風潮は
強いのですが、それを変えていく必要もあり
ます。酪農生産にプラスフルファのことをし
てもよいのです。それが拡大アイデンティ
ティーです。視野を少し広げることで、酪農
の新しい可能性も見えてきます。
また、後継者世代や女性はハングリーで、
サービスの対価としてお金をいただくことに
肯定的です。そうした人たちがネットワーク
に加わることで、さらなる発展につながると
期待しています。
—酪農家は日常の作業に追われています。

エネルギーがある人でないと酪農教育ファー
ム活動はできないとの見方もあります。

大江　とりわけ意識の高い酪農家が酪農教
育ファーム活動に参加しています。「一部の
エリート酪農家がやっている」という見方も
あるかもしれません。
しかし酪農教育ファーム活動は、酪農が社
会に寄与する新しい役割となりつつありま
す。さらにサービスを提供する側も視野が広
がることで自らのアイデンティティーも変わ
ります。それが酪農教育ファームの強みであ
り教育効果と言えるのです。
酪農教育ファームは、消費者の皆さんへの
教育を行うと同時に、実は酪農家自身の教育
もしているのです。この生産者への教育効果
は非常に大きいものがあります。さらにネッ
トワークの中でお互いに学ぶ社会的な学習効
果も大きく、酪農教育ファーム活動はそうし
た場も提供しています。酪農家自身も成長し
ていることが素晴らしいことなのです。
今、農業や酪農は一般社会から衰退産業と
の見方をされがちですが、酪農教育ファーム
活動は農業・酪農を肯定的な見方に変える大

国の酪農家と経験や理念、そして悩みを共有
して前に進んできたのが、酪農教育ファーム
10年の歴史です。
今までの酪農教育ファームは素晴らしい活
動で、酪農経営の革新（イノベーション）の旗
手的な部分を担いながら新しい活力を次々と
生み出して発展してきました。
今後どういうサービスを提供するかは課題
で、今のままでずっとよいということはあり
ません。社会が変わるとニーズも変わるので、
新しい酪農の本質を伝えられるようなサービ
スを常に研究する必要があります。　
酪農教育ファームは日本が世界に誇れる先
進的な制度で、その存在をもっともっと社会
に発信すべきです。活動で構築されたネット
ワークが人をつくり、新たな活動を生み出し
ています。
酪農教育ファームの持つ可能性と教育的効
果は非常に大きく、酪農家自身の視野も広が
ります。活動に参加する若い方が増えて、ネ
ットワークをどんどん広げて新しいエネルギ
ーを生みだし、酪農界の新たな変革者として
活躍されることを期待します。

 【聞き手・斎藤　丈士／写真・大瀧　真登】

きな力になり、その機会を与えてくれます。
実は酪農教育ファーム活動を行っている酪
農家は一般酪農家に比べ後継者がいる割合が
高いことが分かっています。親が面白いこと
をやっていれば、自分もやってみたいと思う
のではないでしょうか。親が満足している姿
を見て子どもは育つのです。

　酪農教育ファーム活動は酪農界の革新担う

—酪農教育ファーム活動を通じて酪農家同
士の交流が広がり、酪農界に新たな活力を与
えてきました。

大江　酪農教育ファームがすごいところ
は、中酪と酪農家とが手弁当で始めた活動だ
ということです。行政などからの補助があっ
たわけではなく、「酪農の社会的使命を知っ
てほしい」という思いが原点となり活動の中
で構築されたネットワークは、そのような意
識の醸成に寄与しています。
私は酪農家のネットワークについて「社会
的な学習機能」を持つと言っています。集落
における旧来型の地縁的ネットワークとは異
なるオープンなものです。同じ志を持った全

継続を力に!  酪農教育ファーム活動のこれから②継続を力に!  酪農教育ファーム活動のこれから②

※認証牧場は「場」、ファシリテーターは「人」の認証です。両方合わせて認証ができますし、ファシリテーターのみの認証も可能です

認証までの手順（平成25年度スケジュール）

お申し込み方法

認証牧場

ファシリテーター

認証研修会（予定） 会場
日時

札幌
平成26年１月16～17日

東京
平成26年１月30～31日

大阪
平成26年２月20～21日

認証制度に関して詳しく知りたい方は、
(一社)中央酪農会議業務部（佐藤・星井）
にお問い合わせください。

（一社）中央酪農会議　〒101－0047 東京都千代田区内神田１丁目１番12号  コープビル９階
　　　　　　　　   Tel（03）3219－2611 　Fax（03）3219－2622
　　　　　　　　   http://www.dairy.co.jp/edf/

１泊２日

牧場認証書類審査
12月現地審査書類提出

ファシリテーター
認証

認証研修会受講
１～２月

書類審査
12月書類提出

認証牧場認証申請書、ファシリテーター認証申請書に必要事項をご記入の上、お申し込みください。
※申請書類に関しては、酪農教育ファームホームページからダウンロードしていただくか、事務局まで
お問い合わせください

　（一社）中央酪農会議は、酪農教育ファーム活動に役立つ各種ツールを認証牧場に提供しています。

　この他、「手洗い大作戦」「酪農体験学習マニュアル」
など、パンフレット、小冊子などを用意しています。

認証牧場向け支援ツール

人間と牛とのかかわり／牛乳がとどくまで／牛乳からでき
るさまざまな製品／牛のからだ／牛の一生／牧場の仕事／
牧場でのやくそく

牛の胃袋パネル子牛の子宮内パネル

タペストリー

牛乳のできるまで牧場のしごと牛のからだ牛の一生

紙芝居
（７種類）


