
　JA全農長野八ヶ岳牧場は、八ヶ岳山麓275haの土地で、約450頭の
乳牛を飼養しています。
　当牧場は、乳牛の育成と搾乳を主体とした「生産牧場」であり、観光を目
的とはしておりませんが、乳牛に触れるなど牛乳を生産している実際の現
場を体験していただき学習の場としたいと考えています。また、牧場のご案
内は、いままで農家の皆さんを指導してきた営農指導員等がインストラク
ターとして体験指導や生産現場のお話しをします。
　教育ファームの基本理念に基づき「自然・食べ物・生命を感じ、これらを
大切にする心が育まれる」ことを目的に、生産牧場でしかできない体験を通
して、酪農の「たのしさ」「おもしろさ」も感じていただきたいと
考えています。



体験内容 各メニュー
30～35分

前 後

搾乳体験・健康観察A

手搾り体験、乳牛の健康管
理、乳牛のからだなどの説明
をします。（屋内）

子牛とのふれあい・牧場見学　C

●ミニ牧場で子牛とふれあう（子牛に指を吸わせてみる）（屋内・屋外）
●ミルカー（搾乳機器）の実演
●放牧地、牛舎、施設を回りながら牧場の仕事の説明をします（屋外）
※子牛の健康状態、牧場の作業状況によって内容を一部変更する場合もあります。

乳牛の管理B

エサやりの体験、230頭の搾
乳牛舎の見学、牛の観察、飼
養管理など説明をします。（屋
内、屋外）　　

生命の誕生と牛乳が飲めるまでD

生命（子牛）の誕生、牛乳の生産、流通、販売、乳製品の説明をビデオ、
器具、機材、パネルを使って説明します。

※雨天の場合は内容を変更することがあります。ご了承願います。
※時間に余裕がある場合は、放牧地での自由時間をとります。（牧草の生育時期及び雨天時中止）
※安全な体験を進めるため衛生管理の改善を進めています。動物に触れた時ごとに「手洗い
　の時間」を設けます。
　先生方からもご指導をお願いいたします。（手洗い方法　別紙のとおり）
※天候や人数によりますが全ての体験（上記Ａ～Ｄ）を行いますと2時間30分程度になります。

●プログラムは、ご希望の時間と体験内容（上記A～D）を調整して、作成します。
　体験可能時間は午前9時00分から午後4時までとなります。

●できるだけ、ご希望に沿ったプログラムとしますが、時間にゆとりを持った計画をお勧
めします。

　なお、2時間未満のプログラムの場合は、体験メニューを3つ以内にさせていただくこ
ともあります。

●人数に応じてグループに分かれ、インストラクターと一緒に牧場内を移動しながら体験
をします。

　1グループ20～40名（クラスごと）を目安としてください。

●当日の天候や状況により、時間や内容を変更する場合がありますのであらかじめご了承
願います。

開始時間の15分前を目安にご来場ください。まずトイレをすませ、トイ
レ後の手洗いをしっかりしてください。

　 牧場の概要説明　　 注意事項　　 インストラクターの紹介
長靴の履き替え、両手ゴム手袋着用

グループ（クラス）毎に、担当のインストラクターと共に体験開始。
（4メニュー約2時間30分）
動物に触れたら手洗いとペーパータオルで手拭をします。
体験終了後、長靴の履き替え、ゴム手袋の取り外しての手洗いとペー
パータオルで手拭をします。

全体で集まり、質問や感想を伺い、まとめの話。

解散時、お土産として体験者全員に牛乳サブレをお渡しします。
体験後にお食事の場合は、牧草地等指定の場所で食事をすることがで
きます。なお、食事前の手洗いはしっかり行ってください。
※ゴミは必ず持ち帰り願います。　　

集　合

体験活動

閉　会

解　散

オリエンテーション

当 日の流れ

1 2 3
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●体験中は長靴に履き替え、両手にゴム手袋をしていただきます。長靴、ゴム手袋は牧場で
用意します。

●衣類が汚れた場合は、牧場で着替えをしてください。また、脱いだ衣類は、ほかの衣類と
別のビニール袋に入れて早めに洗濯をしてください。（予備用の衣類をご用意くださ
い。）

●帽子、汚れてもよい服で動きやすいものでお願いします。また標高が高く、夏でも天候に
より肌寒い日がありますので、必ず長袖の上着をご用意ください。

●アレルギー、虫刺され等については、薬など必要に応じて準備をお願いします。長袖・長ズボ
ンの着用をお勧めします。（マスクを希望される場合は用意いたします。）

●場内の安全には十分配慮しておりますが、当日も車両等が往来しますので、安全に関し
て、先生方からもご注意いただくようお願いいたします。また、指定場所以外への立ち入
りはしないでください。

●牧場衛生：海外で口蹄疫が発生しています。来場の際、海外渡航暦1週間以内の方は申し
出てください。

●ハンドタオル又はハンカチ
　（ペーパータオルは牧場にあります。）　

●カッパ　

●水筒　

●敷物 
　（昼食を牧場で食べる場合）

●予備用の衣類

※ゴム手袋使用の注意事項　　
体験中にゴム手袋が破れたり、ゴム手袋の中に水が入ってしまった場合は、取替えをしますので申し出てください。

●昼食の場所として牧草地等を提供
していますが、天候の悪い場合は、
バスの中や他の場所の準備をお願
いします。また、弁当等はこちらで
は手配しておりませんので、必要な
場合は手配願います。

●牧場内には売店、自販機などの販
売施設はありませんのでご了承願
います。

１．体験料金について

２．料金支払いについて

　体験者お一人1,500円（税込）です。原則
10名以上の団体体験となります。
　同行の先生方からは体験料はいただきません。

　当日請求書を発行いたしますので、後日の送
金処理でお願いします。現金扱いは行いません
のでご了承願います。送金に際しての手数料は
恐れ入りますが貴校・団体にて負担下さるよう
お願いします。

以下の持ち物に関しては、牧場では用意
しませんのでご了承願います。

１．仮予約＜まずは仮予約から＞

２．本予約

　日程が決まりましたら、電話で仮予約をすることができます。（仮予約は平成29年1月か
ら受付を開始）例年5～9月の体験はたいへん混み合いますので、早めにご連絡ください。他
団体と重なり定員オーバーの場合は、お受けできない場合もあります。
　事務所が不在の場合は、携帯電話に転送されますので電話を切らずにお待ちください。
（又は携帯電話に直接電話ください。）

　別紙「申込書」または、「JA全農長野」ホームページより申込書をダウンロードの上、FAX
にてご返送ください。団体名の“ふりがな”は必ずご記入願います。下見・実地踏査でご来
場の際は必ず事前にご連絡ください。より良い体験とするため、是非、打ち合わせの時間を
設けたいと思います。また、体験日が近くなりましたら、当日の時間割等（プログラム）につ
いて詳細な打ち合わせを電話・FAX等で行います。

学校名（担当者名）、希望日時、学年、人数（生徒、引率）、クラス数、電話番号、ＦＡＸ番号

必要事項

服 装 等 雨 天の場合

お 申し込み

持 ち物

昼 食について 体 験料金

●原則として雨天でも決行します。体験
内容によっては実施できないものも
あります。

●徒歩でご来場の際は道中　　　　　
くれぐれも安全にご注意ください。

●台風など荒天の場合は、宿泊施設等
への出張も可能です。（内容は、酪農、
乳牛、牛乳のお話しなどになります。
搾乳デモ（ミルカー実演）など体験も
検討します。料金は要相談。）
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お問い合わせ先

※業務の都合で事務所に不在の場合でも、必ず携帯電話に転送されますので、切らずにお待ちください。
　又は携帯電話に直接電話ください。作業中で出られない場合もありますのでご了承願います。

ＪＡ全農長野八ヶ岳牧場
〒384-1305　長野県南佐久郡南牧村野辺山原2257

ＴＥＬ 0267-98-2231  ＦＡＸ 0267-98-5161　携帯 090-5518-9761
ふれあいファーム担当  小椋・塩原

おぐら しおはら

体験スケジュール
学 校 名 ○○○小中学校

体 験 日 ○月○日

体験時間 9：30～12：00

体験者数（引率） 90名（7）

学 年 3年生

昼 食 あり

往 路 バス

復 路 バス

グループ数×平均人数 3組×30名

両手ゴム手袋（当牧場で使用している薄手の搾乳手袋）着用、長靴への履き
替えなど余裕をもたせるため、体験開始１５分前を目安にお集まりください。

原則として「体験ごとに手洗いの時間」（５分程度）を設けます。
※手洗いのご指導をお願いいたします。

体験時間

  9:30 ～  9：35

  9:35 ～10：10

10：10 ～10：45

10:45 ～11：20

11：20 ～11：55

11：55 ～12：00

オリエンテーション

生命の誕生と牛乳について

搾乳・健康管理

子牛とのふれあい

乳牛の管理

閉　会

オリエンテーション

乳牛の管理

生命の誕生と牛乳について

搾乳・健康管理

子牛とのふれあい

閉　会

オリエンテーション

子牛とのふれあい

乳牛の管理

生命の誕生と牛乳について

搾乳・健康管理

閉　会

0:05

0:35

0:35

0:35

0:35

0:05

2:30

グループ1 グループ2 グループ3

場 所

清里駅

野辺山駅

鉄道最高地点

美し森山

清泉寮

自然ふれあい
センター

滝沢牧場

ヤツレン牛乳工場

少年自然の家

141 号線

清里の森

学校寮入り口

大門川

八ヶ岳牧場

至 韮崎・甲府

至 佐久

長野県

山梨県
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両手ゴム手袋（当牧場で使用している薄手の搾乳手袋）着用、長靴への履き
替えなど余裕をもたせるため、体験開始１５分前を目安にお集まりください。

原則として「体験ごとに手洗いの時間」（５分程度）を設けます。
※手洗いのご指導をお願いいたします。

体験時間

  9:30 ～  9：35

  9:35 ～10：10

10：10 ～10：45

10:45 ～11：20

11：20 ～11：55

11：55 ～12：00

オリエンテーション

生命の誕生と牛乳について

搾乳・健康管理

子牛とのふれあい

乳牛の管理

閉　会

オリエンテーション

乳牛の管理

生命の誕生と牛乳について

搾乳・健康管理

子牛とのふれあい

閉　会

オリエンテーション

子牛とのふれあい

乳牛の管理

生命の誕生と牛乳について

搾乳・健康管理

閉　会

0:05

0:35

0:35

0:35

0:35

0:05

2:30

グループ1 グループ2 グループ3

場 所

清里駅

野辺山駅

鉄道最高地点

美し森山

清泉寮

自然ふれあい
センター

滝沢牧場

ヤツレン牛乳工場

少年自然の家

141 号線

清里の森

学校寮入り口

大門川

八ヶ岳牧場

至 韮崎・甲府

至 佐久

長野県

山梨県
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　体験中は終始、ゴム手袋を体験者に着用していただき、素手で動物に触れることのないようにし
ています。（ゴム手袋は牧場で用意します。）
　また、体験中にゴム手袋が破れたり、中に多くの水が入った場合は交換します。

1 ゴム手袋の着用

　動物に触れた後は、出入り口を明確にして手洗い場への誘導をします。

2 手洗い場への誘導と動線の明示 

　駐車場と搾乳体験室（2 箇所）の計 3 箇所の手洗い場があります。コック１箇所のシャワー
式とし、吐水・止水はインストラクターが行い、体験者が蛇口に触れることなく手洗いをするこ
とができます。
　また、雨天でも手洗い時間が確保できるように、手洗い場には屋根を設置しています。 

3 手洗い場

　洗浄、殺菌効果の高い逆性石鹸（洗浄成分入り）を使用し、ペーパータオルで手を拭いてもら
います。

4 手洗い方法 

①衛生管理を徹底しており、特に体験に使用する牛は十分に健康状態を確認し、体調がすぐれな
　い牛は体験に使用しません。
②また、体験に使用する牛は事前に検査し陰性を確認しています。

5 体験に使用する牛の管理 

　牧場の水道水は、標高1600ｍ地点に井戸を掘って地下水を汲み上げています。水質は軟水で
PH8.5のアルカリ性の水です。
　

（１）殺菌
　紫外線殺菌機を通して紫外線による殺菌をし、さらに塩素添加して1tのサージタンクに貯水して
滅菌処理を行った後に、各手洗い場にその水を供給しています。

（２）排水関係施設および設備は定期的に衛生点検を行っています。

（３）水質検査     
　①水道法および食品衛生法の検査項目に準じて外部機関による検査を行っています。 
　②水道水の残留塩素濃度検査は、外部機関による検査の他に、「ふれあいファーム」開催当日に牧
　　場で残留塩素濃度を測定しています。
　

6 水道水の管理 

「八ヶ岳牧場ふれあいファーム」の衛生管理
～安全に楽しく体験してもらうために～

正しい手洗い
流水で手をぬらし石けん液を適量手の平に取り出す。（2～7まで30秒）

両手のひらをよくこすり合わせ、よく泡立たせる 手の甲をもう片方の手の平でもみ洗う（両手）

指を組んで両手の指の間をもみ洗う 指先をもう片方の手の平でもみ洗う（両手）

親指をもう片方の手でにぎりもみ洗う（両手） 両手首までていねいにもみ洗う

石けんが十分落ちるまで、こすりあわせてい
たのと同じ時間（30秒）をかけて流水ですすぐ

ペーパータオルでよく拭き取り、十分に乾燥
させる

1

2 3

4 5

6 7

8 9
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八ヶ岳牧場ふれあいファーム申込書

ＪＡ全農長野八ヶ岳牧場　宛て

〒384-1305　長野県南佐久郡南牧村野辺山原2257
TEL 0267-98-2231　FAX 0267-98-5161　
携 帯 090-5518-9761

ＪＡ全農長野八ヶ岳牧場

申込日　　平成　　　年　　　月　　　日　　

訪問形態
□移動教室　　　□職業体験　　　□子ども会活動　　　　　　　　　　　　　　　　　

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

人数 体験者　　　　　名＋ 引率者　　　　　名＝　　　　　名

学年・年齢

体験希望日 平成　 　　　年　　　　　月　　　　　日　（　　　　　）

時　　　　　分　　　　～　　　　　時　　　　　分

昼食は牧場で　○印→　　食べる　　・　  食べない

希望時間　　　　　　時 　　　分 ～　　　　時　 　　分　（　 　　　分間）　　

（「食べる」場合は弁当等ご持参願います。）

（来場予定　　　　時　　　　分）　　　　（出発予定　　　　時　　　　分）

体験希望時間

昼食について

ご来場について
往路　：　　バス　・　徒歩　・　その他(　　　　　　　　　　　　　)　

復路　：　　バス　・　徒歩　・　その他(　　　　　　　　　　　　　)  

宿泊は　　月　　日～  　泊　・　体験は　 初日　 中日　 最終日　

その他希望事項・
特記事項など

体験希望内容
○印

A搾乳体験・健康管理  　　    　　B 乳牛の管理　   　 

C子牛とのふれあい・牧場見学　 　D生命の誕生と牛乳が飲めるまで

連絡先

〒

住所

TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ

担当者

体験時間と異なる場合
ご記入ください→

体験グループ数×平均人数 組（クラス）　×　　　　　　　人

学校名・団体名
フリガナ

フリガナ

TEL

コピーしてお使い下さい

当日の緊急連絡先
(携帯電話等)

ふれあいファーム担当：小椋、塩原まで
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