
1 

 

 

 

 

 

交流活動における感染症防疫 

マニュアル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年３月 

一般社団法人中央酪農会議 

地域交流牧場全国連絡会 

 

 

資料ＮＯ．１の別紙⑤ 



2 

 

  



3 

 

はじめに 

 

平成 22 年 4 月 20 日、宮崎県都農町の繁殖牛生産農家において、国内では 10

年ぶりとなる家畜の伝染病「口蹄疫」が発生しました。その後、感染は牛から

豚に拡大し、発生件数は 292例、殺処分頭数は約 21万頭に達しました。 

こうした中で、国は感染拡大を防止するため、発生農場から半径 10ｋｍ以内

の全ての牛・豚に「ワクチン」を接種し、殺処分することを決定しました。こ

の結果、患畜・疑似患畜とあわせて約 29万頭の家畜が処分されるという我国の

畜産史上類をみない大きな災害となりました。 

 このような甚大な被害をもたらした口蹄疫も、関係者による懸命の防疫対策 

や国による「ワクチン」接種により沈静化の方向に向かい、7 月 27 日に家畜の

移動・搬出制限措置の解除、8 月 27 日に宮崎県による「終息宣言」が発出され

ました。 

 社団法人中央酪農会議（2013 年度より一般社団法人に移行）及び地域交流牧

場全国連絡会は、牧場などでの消費者交流活動を通じて、酪農の理解醸成を促

進する活動を支援・実施してきましたが、口蹄疫の発生を踏まえ、今後の消費

者交流活動を適切に実施していくため、平成 22年 8月、本マニュアルを作成し

ました。 

 さて、このたび本マニュアルの作成から 11年が経過し、令和３年に改正され

た飼養衛生管理基準の内容等を踏まえ、本マニュアルを改訂いたしました。口

蹄疫などの感染症が人や車などを媒介として感染する可能性があることから、

今後の消費者交流活動を適切に実施していくため、改めて、牧場での日常的な

安全・衛生対策に加え、交流活動時の防疫対策を盛り込んだ本マニュアルを順

守いただきますようお願いいたします。 

 最後になりましたが、本マニュアルの作成にあたり、千葉県農業共済組合 

北部家畜診療所 所長 永井淳氏に多大なるご協力を賜りましたことに、心より

感謝申し上げます。 

 

令 和 ４ 年 ３ 月 

一般社団法人中央酪農会議 

酪農教育ファーム推進委員会 

地域交流牧場全国連絡会 
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Ⅰ．本マニュアルの目的について 

 

「感染症対策」と言っても、動物にのみ罹患するもの、人と動物ともに罹患

する共通感染症、主に人が罹患する３つについて対策が必要です。 

 

１．動物のみ罹患する感染症は、家畜の所有者が守るべき基準としてその遵

守が義務づけられている、「飼養衛生管理基準」（農林水産省）¹⁾が示

されています。 

 

２．共通感染症については、「動物展示施設における人と動物の共通感染症

対策ガイドライン」（厚生労働省）²⁾³⁾などに基づき取り組んでいま

す。 

 

３．主に人が罹患する感染症については、様々ありますが、今取り組むべき

は新型コロナウイルス感染症です。「新型コロナウイルスを想定した消

費者交流活動に係る感染予防ガイドライン」⁴⁾を示しています。 

 

上記３つの内、「飼養衛生管理基準」の内容を中心に、このマニュアルは

書かれています。 

家畜伝染病の発生予防及びまん延防止のためには、「飼養衛生管理基準」

に示される「衛生管理区域」への必要のないものの立入りを制限することが

重要です。しかし、動物の見学、ふれあい体験等を目的とすることとは相反

するため、立入りを制限することは出来ません。 

このことを踏まえ、特に動物（家畜）とのふれあい活動を実施する上での

感染症対策の実施すべき要点をまとめ、マニュアルを改訂することとしまし

た。 

詳細についてはそれぞれの参考資料をご覧ください。 
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Ⅱ．観光牧場等における病原体の持込み及び持出しを防止するための規則の作 

成について 

 

令和２年に改正された「飼養衛生管理基準」において、交流活動をする上

での影響が大きい点は、今まで牛飼養農場では設定されていなかった、衛生

管理区域専用の長靴、衣類の準備と使用が義務付けられたことです。 

しかし、実際入場者全員分の長靴、衣類を準備することは困難です。そこ

で各農場において、「観光牧場等における病原体の持込み及び持出しを防止

するための規則」（以下「規則」という）を作成し、適切なものであると家

畜防疫員から確認を得ることと、入場者に防疫対策の周知協力を求めること

等で、入場者に対する措置に代えて差し支えないとされています。 

各農場での具体的な規則の作成については、農林水産省の HP で「飼養衛生

管理基準遵守指導の手引き」⁵⁾を参照してください。 
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Ⅲ．具体的な防疫対策 

 

１．交流の参加者名簿を作る 

 

「規則」を作成すれば、農場への出入りの記録は不要とされていますが、

参加者名簿を作り、海外渡航歴や畜産施設への立入りの有無を聞くことで

次のような対策を取ることができます。 

①１週間以内に海外渡航歴がある場合、入場を断る。 

②１週間以内に国内の畜産施設等への立ち入りを確認した場合は、特に

丁寧な対策を行う。 

 

２．「動物と接触する区域」と「動物と接触のない区域」を明確に区別する 

 

「動物と接触する区域」とは、飼養衛生管理基準の「衛生管理区域」全

てではなく、「衛生管理区域」の中を、来場者が入場可能な区域（ふれあ

い広場、見学可能な畜舎等家畜と接触する場所を含むエリア。以下「入場

可能区域」という）と、関係者以外立入禁止区域（ふれあいに供しない家

畜の飼養エリア。以下「立入禁止区域」という）に分けたときの「入場可

能区域」を指します。「動物と接触する区域」の出入口は看板等ではっき

りと示します。 

また、入場可能区域で飼養する家畜と、立入禁止区域で飼養する家畜は

直接接触しないよう飼養場所を明確に分ける必要があります。 

 

農     場 

衛生管理区域外 衛生管理区域 

動物と接触のない区域 
動物と接触する区域 

立入禁止区域 
入場可能区域 

 

補 足  

ふれあい等で使用した家畜は、1 週間以上他の家畜から隔離し飼養の後、

異状のないことを確認してからふれあいに供しない群に戻すことができま

す。 
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３．入場者に協力を依頼をする 

 

（１）口頭、場内放送、パンフレット、ウェブサイト等により、家畜の伝染性

疾病の発生予防のための措置を実施している旨を周知します。 

 

（２）原則、海外から入国又は帰国後 1 週間以内での入場を拒否している旨を

周知します。 

 

（３）入場可能区域では、立て看板等により、靴の消毒および手指の洗浄・消

毒の実施並びに肉製品を含む食品の持込禁止を依頼する旨を周知します。 

 

（４）立入禁止区域では、立て看板等により部外者の立入を禁止する旨を周知

します。 

 

補 足 

（１）「動物と接触する区域」からの入退出は、石鹸・流水による手洗いを

行います。 

①手洗い施設を設置する必要があります。 

②手洗いは、動物から人に罹患する共通感染症の対策にも有効です。共通感

染症の多くは、直接接触か糞口感染です。 

③手洗い方法は、参考資料６）をご覧ください。  

 

（２）入退出の際、動物の体液や糞尿による汚染も可能な限り防止します。 

①区域内専用の衣服や靴、ブーツカバー等を用意できない場合は、踏み込み

槽等を用いて適宜消毒させます。 

②踏み込み消毒槽に消石灰の粉を使っている農場もみられますが、短時間で

は効果がないので 10％消石灰液を用いる必要があります。 

③逆性石鹸系（パコマ等）は口蹄疫には効果がありません。塩素系を用いて

下さい。⁷⁾ 

（３）「動物と接触する区域」内では飲食を禁止します。 
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４．車両対策 

 

（１）来場者用の駐車場は、衛生管理区域外に設置します。 

 

（２）衛生管理区域内にやむを得ず入場する車両は、動力噴霧器により消毒し

ます。退場時も同様です。 

 

補 足 

衛生管理区域内に入場した車から、人が下りる場合は、ブーツカバーを使

用することが大切です。ブーツカバーを用いない場合は、車内における交差

汚染を防止するための措置、例えば区域内専用の車載マットの用意や、車両

のアクセル、ブレーキペダル等の消毒が必要となります。 

 

 

５．施設管理者は、感染症の発生状況等の情報の収集に努め、従業員および来

場者に必要な情報を共有する。 

 

（１）家畜保健衛生所から提供される情報は必ず確認する必要があります。 

 

補 足 

農林水産省のウェブサイトを閲覧していたとしても、家畜保健衛生所から

の情報は必ず確認しなければいけません。 

 

 

（２）家畜の伝染病の発生状況は、以下ウェブサイトで確認できます。 

 

■農林水産省ホームページ 家畜の病気を防ぐために

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/index.html 

 

（３）人畜共通感染症は、以下ウェブサイトで情報が得られます。 

 

■厚生労働省ホームページ 人畜共通感染症の最新情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenko

u/kekkaku-kansenshou18/index.html 
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６．その他 

 

（１）来場者が牧場内で病原微生物を「広がらせない」方法として、来場者    

の動線が一方向となるような構造にするか、誘導のための標識を設置する 

ことも大切です。併せて、要所に踏み込み消毒槽を置きます。 

 

（２）搾乳体験前後は、改めて手洗いをさせましょう。 

 

 

７．おわりに 

 

農場ごとに飼養衛生管理状況は異なります。日頃から、家畜防疫員と連

絡を取り合い、農場の状況を踏まえた改善策を行う事が大切です。 
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＜参考資料＞ 

 

１）～７）は本文中で肩カッコにて引用があります。８）は畜産現場におけ

る消毒法が書かれていますので一読をお勧めします。 

 

１）飼養衛生管理基準（農林水産省） 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_shiyou/attach/pdf/

index-179.pdf 

 

２）動物展示施設における人と動物の共通感染症対策ガイドライン２００３ 

（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-

Kenkoukyoku/0000155021.pdf 

 

３）動物展示施設における人と動物の共通感染症対策ガイドライン２００３ 

追補版 ふれあい動物施設等における衛生管理に関するガイドライン 

（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-

Kenkoukyoku/0000155022.pdf 
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４）新型コロナウイルスを想定した消費者交流活動に係る感染予防ガイドライン 

（（一社）中央酪農会議）  

※HPへの掲載はしておりませんので、本マニュアル巻末に掲載いたします。 

 

５）飼養衛生管理基準遵守指導の手引き（農林水産省） 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_shiyou/attach/pdf/

index-102.pdf 

 

６）手洗いリーフレット（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593494.pdf 

 

７）畜産分野の消毒ハンドブック 

（（公社）中央畜産会） 

http://jlia.lin.gr.jp/eiseis/pdf/disinfect_handbook.pdf 

 

８）畜産農場バイオセキュリティ強化マニュアル（（公社）中央畜産会） 

http://jlia.lin.gr.jp/eiseis/pdf/biosecurity.pdf 

 

  



13 

 

  



- 14 - 

 

新型コロナウイルスを想定した 

消費者交流活動に係る感染予防ガイドライン 

令和２年６月１１日 

一般社団法人中央酪農会議 

地域交流牧場全国連絡会 

  

本ガイドラインは、新型コロナウイルスの感染が収束しない状況の中、消費者との

交流活動を行う酪農教育ファーム認証牧場や地域交流牧場全国連絡会の会員等が、来

場者や牧場関係者等を、新型コロナウイルスから守りつつ、活動を実施していくにあ

たっての一つの目安として作成いたしました。 

つきましては、本ガイドラインを踏まえ、牧場毎に、牧場の状況に即した具体的な

感染予防対策を実施していただきたくお願いいたします。 

なお、本ガイドラインは、今後、国から新たな考え方が示された場合等には、随

時、内容を変更・修正していくことといたします。 

 

 

Ⅰ．消費者交流活動における感染予防対策の基本的な考え方 

  

消費者交流活動を行う際には、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針

（新型コロナウイルス感染症対策本部）に記される、「三つの密（①密閉空間[＝換気

の悪い密閉空間]、②密集場所[＝多くの人が密集]、③密接場面[＝互いに手を伸ばし

たら届く距離における会話や発声]）」の回避や、「マスクの着用」「手洗いなどの手

指衛生」、「発熱や風邪症状など体調不良の者に参加をご遠慮いただく」などといっ

た基本的な対策を実施する。 

 

 

Ⅱ．消費者交流活動における感染予防対策について 

 

１．酪農家、家族、従業員等への対策 

（１）体温測定と記録を行う。 

（２）以下のいずれかに該当する場合には、自宅待機を徹底する。 

①発熱などの症状がある場合 

②新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合 

③過去 14日以内に、政府から入国制限又は入国後の観察期間が必要とされている

国、地域等への渡航者や当該国、地域等の在住者との濃厚接触がある場合 

（３）以下のいずれかに該当する場合の、保健所への問い合わせ。 
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①息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがあ

る場合 

②重症化しやすい方（高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器困難（COPD 等）の基礎疾患が

ある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方）や妊婦の

方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 

③①②以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合（4日以上続く場

合や、解熱剤を飲み続けなければならない方も） 

（４）マスクの着用、咳エチケットを徹底する。 

（５）人との間隔はできるだけ２メートルを目安に（最低１メートル）、適切な距離を確

保するよう努める。 

（６）手洗い、手指の消毒を徹底する。（始業前後、トイレ使用後、畜舎等の畜産関連施

設等への入退場時、交流体験の前後、等） 

（７）衛生管理区及び畜舎への入退場時に、靴底消毒を行う。 

（８）ごみ（特に鼻水や唾液がついたもの）は、ビニール袋に入れて密閉して縛り、ごみ

を回収するときはマスクや手袋を着用する。マスク、手袋を取った後は、手洗いと手

指の消毒を行う。 

（９）従業員の新型コロナウイルス感染症の検査の状況、診断結果等について速やかに報

告を受けるなどの適切な情報収集体制を構築する。 

（10）牛舎等の関連施設等への部外者の立ち入りを最小限にする。 

（11）酪農・畜産関係者による会議・行事等の開催において「開催の必要性についての検

討」「開催する場合の、三密回避のための感染防止対策」を実施する。 

（12）複数の従業員等の接触機会の低減等を図るための感染防止策を実施する。 

 例）・可能な限り作業毎に人員を固定し、他の作業従事者との接触する機会を作らない 

・搾乳等複数の従事者が同時に作業する際、必要な人員に絞り、一定の距離を確保 

・作業に必要な器具については、可能な限り共用を回避 

・従事者が集まる場所における、マスク着用、十分な換気、近距離での接触を避け

る 

・担当者との連絡は、メールやホワイトボードなどを活用 

・休憩（食事を含む）は、時間や場所をずらして取得し、こまめに消毒を実施 

 

２．体験者（来場者）への対策 

（１）万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取り扱いに注意しながら、体験者

（来場者）の名前・連絡先を適正に収集する。 

（２）入場時に検温と健康状況等の聞き取りを実施。発熱や軽度であっても咳・咽頭痛な

どの症状のある人に対しては丁寧に説明の上、入場（参加）を遠慮してもらう。 

（３）人との間隔はできるだけ２メートルを目安に（最低１メートル）、適切な距離を確
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保するよう呼びかける。 

（４）マスクの着用、咳エチケットを促す。 

（５）手洗い、手指の消毒を徹底する。（牛舎等の畜産関連施設等への入退場時、体験の

前後、トイレ使用後、等） 

（６）衛生管理区及び畜舎への入退場時、靴底消毒を行う。 

（７）ごみ（特に鼻水や唾液がついたもの）は、指定のゴミ箱（ゴミ袋）に捨てるよう促

す。 

（８）施設や道具等にむやみに触れないように促す。 

（９）高齢者、持病のある方や妊婦については、感染した場合の重症化リスクが高いこと

から、体験等の受け入れに際し、より慎重で徹底した対応を検討する。  

 

３．牧場や施設等の対策 

（１）体験を実施する場所や体験者（来場者）が滞留する場所における「対人距離(でき

るだけ２メートルを目安に(最低１メートル))が確保できる人数」を把握し、それを

超える人数の受け入れをしない。（観光牧場等にあっては、必要に応じて入場制限等

を実施） 

（２）体験を実施する場所や体験者（来場者）が滞留する場所において、足元に目印を設

置するなど工夫を行い、体験者（来場者）同士の距離を確保する。 

（３）牧場や施設等の入口には、手指消毒用アルコールを設置する。 

（４）衛生管理区及び畜舎の入口には、手洗い施設を設置する。液状または泡状の石け

ん、ペーパータオル、ゴミ箱（ゴミ袋）、手指消毒用アルコールを準備する。 

（５）人と人が対面する場所は、アクリル板、ビニールカーテンなどで遮蔽する。 

（６）他人と共用する物品や、手が頻繁に触れる箇所を工夫して減らし、最低限にする。 

（７）通常の清掃に加えて、消毒用アルコールや薄めた家庭用塩素系漂白剤を用いて、特

に、ドアノブ、スイッチ、手すり、テーブル、椅子、エレベーターの押しボタン、ト

イレの流水レバー、便座等、人がよく触れるところの拭き取り清掃を徹底する。 

（８）室内での体験は、２つの窓を同時に開けるなど、換気を徹底する。 

（９）トイレを流すときは蓋を閉めて流すよう注意書きを表示する。 

（10）トイレのハンドドライヤーは止め、共通のタオルは禁止し、ペーパータオルを設置

する。 

（11）パンフレット等の配布物は手渡しで配布せず、据置き方式にする。 

（12）地域の生活圏において、緊急事態宣言が発出される等、地域での感染拡大の可能性

が報告された場合の自粛等の対応について検討をしておく。 
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（参考） 

１．新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和２年５月２５日変更）（新型

コロナウイルス感染症対策本部） 

２．「新しい生活様式」の実践例（厚生労働省） 

３．畜産事業者に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基

本的なガイドライン（令和２年５月２２日改正）（農林水産省） 

４．ふれあい牧場危機管理ガイドブック（ふれあい牧場協議会） 

以上 

 

を基本とす 


