
農場見学の受け入れ、出前授業への対応についてのアンケート結果 

家畜とのふれあいを進めるためには、畜産生産者の協力なしには実施できません。三重県畜

産協会では、平成 18 年度に実施したアンケートをもとに、平成 19 年度に農場見学の受け入れ

や出前授業の実施について、関係する畜産生産者の意向を調査いたしました。 

ここでは見学等を希望される際の参考のために、アンケート結果の概要のみを記載します。 

詳細な情報については個人情報を含みますので、ここには掲載していません。この情報をも

とに見学等を希望される場合は、当協会へお問い合わせをお願いします。希望内容を整理し、

該当する農場の紹介ができる場合は、改めてご連絡させていただきます。 

なお、ここに掲載する情報は、平成19年 8 月現在のものであり、農場の都合によりこの内容

が変更されることもありますのでご了承下さい。 

また、実際の見学等に当たっては、日程等が決定した後でも、家畜の健康状態や周辺地域で

の疾病の発生などの諸状況により、急きょお断りをせざるを得ないことも考えられますので併

せてご了承下さい。 

【見学にあたっての注意点】 

(1)ふれあい区域以外には入らないようにしましょう。 

(2)許可なく動物に触れないようにしましょう。 

(3)口移しでエサを与えることはやめましょう。 

(4)飼い主や係員の注意をまもりましょう。 

(5)家畜や動物に触れた後は、石けんで十分に手を洗いましょう。 

見学等に当たっては、感謝の気持ちを忘れずに、マナーを守って下さい。 

【三重県畜産協会問合せ先等】 

電話 059-213-7512 FAX 059-221-0109 E-Mail info@mie.lin.go.jp 

 

農場見学の受け入れについてのアンケート結果 

＊この内容以外にも、1 回当たりの対応可能時間、対応可能な時期、対応可能な実施内容等に

ついても回答をいただいています。 

№ 畜種 市町 

1 回の受

入可能

人数 

対応可能な

時間帯 
見学受入対象 その他のコメント 

1 酪農 松阪 20 11～12 

13～14 

保育園、幼稚園児、小学生  

2 酪農 松阪 2 13～15 保育園、幼稚園児   

3 酪農 多気 4 11～12 

16～17 

一般消費者 受け入れはやや難しい 

4 酪農 大紀 50 6～21 搾乳

見学したいな

ら 7：30～9：

30 18：30～

20：30 牛舎

を見学するな

らいつでもよ

い。 

保育園、幼稚園児、小学生、 

中学生以上の学生、 

一般消費者、顧客 

  



5 酪農 鈴鹿 20 9～11 

14～16 

保育園、幼稚園児、小学生   

6 酪農 亀山      1 日 3 回搾乳を実施して

おり、見学者の受け入れ

は困難である。 

7 酪農 御浜 10 名程

度、引率

者がい

れば 25

名程度

まで 

11～12 保育園、幼稚園児、小学生、 

中学生以上の学生 

幼稚園児・小学生に関し

ては、クラス単位の人数

程度。一般の方について

は事前に見学目的・人数

を制限させていただいて

おります。 

8 肉牛 いなべ 20 10～12 

13～15 

保育園、幼稚園児、 

一般消費者 

  

9 肉牛 いなべ 10 10～12 

15～17 

保育園、幼稚園児、小学生、

中学生以上の学生、 

一般消費者 

牛を愛し、まじめな人だけ

を受け入れたい。 

10 肉牛 いなべ 10 10～12 特にこだわらない   

11 肉牛 四日市 20 10～12 

13～15 

小学生、中学生以上の学生、 

一般消費者、顧客 

  

12 肉牛 津 20 9～15 小学生、中学生以上の学生、 

一般消費者 

 

13 肉牛 伊賀 20 10～11 

14～15 

保育園、幼稚園児、小学生、

中学生以上の学生、 

一般消費者 

  

14 肉牛 伊賀 10 10～12 

13～14 

保育園、幼稚園児、 

小学生、中学生以上の学生 

Q8 については毎年、中学

生 2～3 名が 3 日間、高校

生 2～3 名が 3 日間、体験

学習で来られます。 

15 肉牛 津 10 10～15 保育園、幼稚園児、小学生、 

中学生以上の学生、 

一般消費者、顧客 

  

16 肉牛 松阪 40 11～15 保育園、幼稚園児、小学生、 

中学生以上の学生、 

一般消費者、顧客 

  

17 肉牛 津 10 13～14 保育園、幼稚園児、中学生以

上の学生、一般消費者、顧客 

  

18 肉牛 伊賀 10 10～11 小学生 同地区の小学生のみを

対象に考えています。 



19 養豚 四日市 3 13～15 保育園、幼稚園児、小学生、 

中学生以上の学生、 

一般消費者、顧客 

2～3 人程度の人数であ

れば畜舎内見学はＯＫだ

が、多数の場合は外から

見学のみ。 

20 養豚 亀山 3 10～12 

14～16 

保育園、幼稚園児、小学生、 

中学生以上の学生、 

一般消費者、顧客 

  

21 養豚 亀山 10 10～12 

13～15 

小学生、中学生以上の学生  

22 養豚 津 10 13～15   豚にストレスを与えるの

で、見学用の窓を作りた

いと思っている。 

23 養豚 伊賀 5 10～12 

14～16 

小学生、中学生以上の学生、 

一般消費者 

  

24 養鶏 松阪 90 9～10 小学生、中学生以上の学生、 

一般消費者、顧客 

  

25 養鶏 紀北 20 10～12 

14～16 

保育園、幼稚園児、小学生、 

中学生以上の学生、 

一般消費者、顧客 

国内でインフルエンザ発

生時期は、無理だと思い

ます。 

26 養鶏 多気 50 9～16 小学生、一般消費者、顧客 鶏舎の見学については、

鶏舎形式の都合上、サー

ビスルームからのぞく程

度しか不可能。作業体験

はオール機械化の為でき

ません。 

27 養鶏 紀北 8 13～14 保育園、幼稚園児、顧客   

 

 

出前授業への対応についてのアンケート結果 

№ 畜種 市町 
出前授業 

実施の可否 
お話しできる内容 

1 酪農 松阪 不可  

2 酪農 松阪 可能 農場の紹介、家畜の説明、日常の仕事のようす 

3 酪農 多気 どちらとも言えない 農場の紹介、家畜の説明、日常の仕事のようす、 

こだわりの生産 

4 酪農 大紀 可能 農場の紹介、家畜の説明、日常の仕事のようす、料理レシピ 

5 酪農 鈴鹿 可能 農場の紹介、家畜の説明、日常の仕事のようす、環境保全 

6 酪農 亀山 不可   

7 酪農 御浜 どちらとも言えない 農場の紹介、日常の仕事のようす、環境保全 



8 肉牛 いなべ 不可   

9 肉牛 いなべ 可能 農場の紹介、家畜の説明、環境保全 

10 肉牛 いなべ     

11 肉牛 四日市 可能 農場の紹介、家畜の説明、日常の仕事のようす、 

栄養バランス、こだわりの生産、環境保全 

12 肉牛 津 可能 家畜の説明、こだわりの生産 

13 肉牛 伊賀 可能 農場の紹介、家畜の説明、日常の仕事のようす、 

こだわりの生産 

14 肉牛 伊賀 可能 農場の紹介、家畜の説明、環境保全 

15 肉牛 津 可能 農場の紹介、家畜の説明、日常の仕事のようす、 

こだわりの生産、環境保全 

16 肉牛 松阪 可能 家畜の説明、日常の仕事のようす 

17 肉牛 津 不可   

18 肉牛 伊賀 不可   

19 養豚 四日市     

20 養豚 亀山 どちらとも言えない 農場の紹介、家畜の説明、日常の仕事のようす、 

料理レシピ 

21 養豚 亀山 どちらとも言えない 農場の紹介、家畜の説明、日常の仕事のようす、 

こだわりの生産、料理レシピ 

22 養豚 津 不可   

23 養豚 伊賀 どちらとも言えない 農場の紹介、家畜の説明、日常の仕事のようす 

24 養鶏 松阪 可能 農場の紹介、家畜の説明、日常の仕事のようす、 

こだわりの生産、環境保全 

25 養鶏 紀北 どちらとも言えない 流通・加工、こだわりの生産 

26 養鶏 多気 可能 農場の紹介、家畜の説明、栄養バランス、流通・加工、 

こだわりの生産 

27 養鶏 紀北 不可   

 


