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受入体制
●受入人員／20名～最大300名程度
●所要時間／約90分～180分（競技の内容、人数により変動）
●体験期間／５月～１０月（それ以外は応相談）
●体験場所／十勝管内の屋外広場（帯広市内から車で２０～６０分）

※雨天時は体育館又は室内会場で、屋内用競技
会場候補：サホロリゾート敷地 幕別町スマイルパーク

鹿追町うりまく道の駅 帯広市川西町とかち大平原交流センター

●保険加入（料金に含まれる）

農業運動会
アグリンピック

農業のことを体を使って学び，
楽しむ運動会

農家さんが普段行っている農作
業や作物・農業資材を
使った競技をチーム対抗で
競う

体験のポイント

●今までにない新しい形で農業の魅力や価値を体験

●仲間と協力し競技に挑むことで主体性や協調性を育む

●農業や地域の価値に触れる競技を大人数でも楽しめる！

事前提出物
事前に下記の提出をお願い致します
（体験日の1週間前までにメールかFAX）
●競技参加者名簿
（氏名、性別、生年月日）
●競技の出走メンバー順リスト

※実施の場合

服装とお願い
●服装・持ち物
動きやすく汚れても良い格好、運動靴
軍手、タオル、飲み物、上靴（雨天用時）
●お願い
競技の準備片付け等、お手伝いをお願いをお
願いする場合があります。ご協力お願い致し

ます。
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2022年
アグリン
ピック
受入実績

〈期間〉2022年5月～10月

〈人数〉1３団体 1946名（前年7団体 770名）

〈参加団体〉
・道内中学校の研修旅行、修学旅行
・関西、広島の高校修学旅行
・企業の社員旅行（Booking.com）

中学生

（道内）
23%

高校生

（道外）
70%

高校生

（道内）
3%

企業
4% コロナ影響も緩和され

道外（大阪、兵庫、滋

賀、広島）の高校の受

入れが増えた
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プラン紹介
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スペシャルプラン 〈全員参加3種目・選抜1種目〉

4競技に加え、優勝チームに豪華景品がつくスペシャルプラン

●優勝チームへの景品例：十勝の銘菓ひとりひとつ/十勝ワイン

●景品はご要望に合わせて準備します

スタンダードプラン 〈全員参加3種目・選抜1種目〉景品缶バッジ付き

代表選抜競技など多くの競技を楽しめるプラン

●選抜競技はチームの代表や先生など、事前に選出していただきます

●全員参加の3種目はお好きな競技を選択できます

エコノミープラン 〈全員参加3種目〉景品缶バッジ付き

全員参加の3種目で競う基本プラン

●平等に全員が参加できます

●全員参加の3種目はお好きな競技を選択できます
※道産子プラン…麦稈ロール転がし を除いた競技3種目の道内学生向けプランも
あります

miniアグリンピックプラン 〈全員参加２種目〉景品缶バッジ付き

人気の2競技で競う100名以上(3クラス）、教育旅行限定のプラン

●人気の競技「じゃがいもを運べ！」と「麦稈ロール転がしリレー」を行います

●時間に余裕がある場合はボーナス競技「ながぐつ飛ばし」も行います

参加する人数と
競技数によって
所要時間が
変わります

景品として
オリジナル
缶バッジ
が付きます
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競技の紹介

麦稈ロール
転がしリレー

屋外のみ

＊収穫後の小麦の茎を丸めた「麦稈
（ばっかん）ロール」を大玉に見立
てて転がす競技

＊小麦は十勝農業において欠かすこ
とのできない作物。小麦粉になるの
はもちろん、人より牛の多いこの地
域で麦稈ロールは牛の寝藁（ねわ
ら）に使われます

＊十勝の夏の広大な畑にコロコロと
転がっている姿は十勝ならではの景
色です。実際に触れて転がして、十
勝を感じよう！

競技人数 ＊ 全員
競技回数＊ 2～10回
（クラス数、チーム人数で変動 各
チーム40名6クラスの場合は6回）
ルール
＊1チーム30名以上はチームをABに
グループ分けする
＊２名でひとつの麦稈を転がし直線
コースを行き来するリレー形式で行う
＊安全管理上1レース2グループで行う
順位の判定 ＊ タイムの早い順に得点
ABグループに分けた場合はABの合計
タイムで順位を決める

ばっかん

動く
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競技の紹介

動く 雨天OK

＊日本一の生産量を誇る北海道の
じゃがいも。十勝でもたくさんの
じゃがいもを全国に届けています。

＊十勝の畑から食卓にのぼるまでを
イメージし、箱一杯のじゃがいもを
落とさないように全員でゴールまで
運びます。

＊チームの団結力が勝敗を分ける
チームビルディングにもピッタリの
競技です。

競技人数 ＊ 全員
競技回数 ＊１～４回
1度のレースは最大5組まで参加可
ルール
＊チーム毎に全員が1列に並び、箱一
杯のじゃがいもを落とさないように
運ぶ。隣に渡して先頭まで走りまた
受け取りを繰り返し、バケツリレー
の要領でゴールまで運ぶ
＊チーム人数が30名以上の場合は
ABとグループ分けをして競技はAと
B分けて行う
順位の判定 ＊全チームにスタート。
ゴールした順に得点が入る

じゃがいもを
運べ！
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競技の紹介

ロックで
バター早作り

雨天OK

＊生クリームを入れた容器をひたす
ら振り続けると、ある時急に液体と
固形に分離されます。その固形部分
がバターです。

＊振る作業は意外な重労働ですが、
皆で協力しロックな音楽に合わせノ
リノリで振ればあっという間に完
成！？どこのチームが1番早くバター
を作ることができるか競争です。

＊出来上がったバターはもちろん皆
で召し上がることが出来ます。

競技人数 ＊ 全員
競技回数 ＊１～２回
ルール ＊10名～２０名程度でグ
ループを作り、一定の時間ごとに交
代で生クリームの入った容器を振る。
「○○しながら容器を振る」のお題
付き。
順位の判定 ＊全チーム一斉にスター
ト。出来たら審判に見せる。完成順
に得点が入る

動く
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競技の紹介

農機具
トリセツ

雨天OK

＊農業で使われる道具、見たことは
あっても実際の使い方を実は知らな
いことも

＊昔の道具ならもっとよくわからな
い…？そんな農業で使われる道具の
使い方をチーム全員の知恵を振り絞
り、答えを導き出します

＊ヒントカードを利用し
〇〇を〇〇する道具！と意見を出し
合い考えてもらいます。

競技人数 ＊ 全員

ルール ＊抽選で決めた農機具をどう
使うか考える。
〇〇を〇〇する道具の〇〇に何が入
るかヒントカードを使ってチームみ
んなで考える

順位の判定 ＊各チームの発表後審判
が判定し正解したチームに得点

考える
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競技の紹介

酪農
カルタ

雨天OK

＊十勝の女性酪農家団体「豊栄会」
が制作した手作りカルタを活用しま
す

＊カルタもA3サイズでダイナミック
にカルタを楽しめるように工夫して
います

＊酪農あるある満載で、楽しく牛の
こと、酪農家のことを知ることがで
きます

競技人数 ＊ 全員
ルール
＊ひとり2回～4回ほど順番が回る

ように各チーム2～4名で絵札を取り
合います
＊コースの端に並び、読み札が読ま

れたら合図でコース中央にばらまか
れた絵札を取りに走ります
順位の判定
＊1札〇〇点、もしくはたくさん
取ったチームから順位をつけて得点
が入る

動く
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競技の紹介

農業障害物
競争

雨天OK

＊畑作コース、酪農コースなど複数
のコースを用意。

＊農作業着に早着替え、種を植える、
わらを集める箱に詰める、重い道具
の運搬など、実際に行う農作業+障害
物競争ならではのお決まりの障害を
盛り込み、ゴールを目指します。

＊チーム代表が争う、応援にも熱の
入る競技です。

競技人数 ＊各チームから選抜で1～
2名選出

ルール ＊各チーム代表が農作業や農
業資材を活用した４～５つの障害を
クリアしていく

順位の判定 ＊全員一斉にスタート。
ゴールした順に得点が入る。

走る

※雨天の場合は畑ではなくプランター等を用意



11

競技の紹介

長靴飛ばし

雨天OK

＊時間調整で行うお手軽ボーナス競技
競技数の少ないプランに付け足して
盛り上げるに最適です

＊とにかく1番遠くに長靴を飛ばした
チームに得点が入るシンプルなルール

＊チーム代表が争う、応援にも熱の入
り盛り上がる競技です

競技人数 ＊各チームから選抜で1～
2名選出

ルール ＊各チーム代表がひとりずつ
長靴をとばしていき、1番遠くに飛
ばしたチームに得点が入る

順位の判定 ＊遠くに飛ばした上位3
チームに得点が入る

動く
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競技の紹介

農業ウルトラ
クイズ

室内のみ

＊雨天時の際に行う目玉競技「農業
ウルトラクイズ」は農業に関する簡
単な問題から、専門的な問題を「畑
ガイド」が出題します

＊農業の知識をわかりやすい解説を
交えながら、楽しく進めていくクイ
ズは新たな知識を深めることもでき
ます

＊勝ち抜きで最後まで残った人は、
運動会のヒーロー間違いなしです！

競技人数 ＊ 全員

ルール ＊農業に関する問題（2択）
に答える。予選、決勝を行う。敗者
復活を行うなど不正解者も楽しめる
内容で盛り上げる。

順位の判定 ＊スタートは全員、最終
問題まで残っていた人数に応じてに
チームに得点

考える
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競技の紹介

人間ばん馬
レース

室外のみ

＊十勝の開墾を担ってきた「ばん
馬」は体も大きく、とっても力持ち。

＊いったいどのくらいのパワーがあ
るのか、重たいソリをひいて、馬の
力を体感します。

＊鹿追町での開催は実際のレースで
使用するゲートからスタートする
本格的なレースを体験できます

＊さらに本物の馬との勝負も行えま
す（オプション）

競技人数 ＊ 全員

ルール ＊重りを乗せたソリをひっぱ
り競争。重さのハンデはそりを引っ
張る人数によって調整。
基本は騎手1名走者は７～8名
＊予選はチーム毎、決勝は馬と対決
＊会場によってはリレー形式で行う

順位の判定 ＊2～３チームずつ競技
をし予選を行う。タイムもしくは順
位で決勝チームを選出し馬と対決
※予選から馬との対決も可能

引っ張る

オプション競技



プログラム例

40人×６チーム
(赤、青、黄、緑、橙、紫)

エコノミープラン
・全員参加競技3種目
・ボーナス競技

長靴飛ばしも実施
・3時間
・各チームA,Bと2グループに

分けて競技を実施
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9：20

じゃがいもを運べ
全4レース

赤青黄A、B
緑橙紫A、B

9：00 START

開会式・ラジオ体操

12：00 FINISH

閉会式・表彰式

長靴飛ばし
各チーム代表

10：30

麦稈ロール転がしリレー
全6レース

赤青A、黄緑A…と
2チームずつレースを行う

10：50

ロックでバター早作り
全2レース

①6チームのA
②6チームのB

9：50 賞状はお持ち帰り
トロフィーは
ペナントに名が
刻まれます



いただきます
カンパニー

プログラムに関しての予約・お問い合わせ先

TEL 0155-29-4821

Mail info@itadakimasu-company.com

HP https://itadakimasu-company.com/

https://obihiro-farmtrip.com/

15

十勝でしかできない新しい農業体験です 是非ご検討ください


