
令和４年度 帯広市・帯広畜産大学連携事業 

障がい者乗馬体験事業 参加者募集要項 

 

帯広畜産大学では、帯広市と連携し、障がいを持つ方々を対象に乗馬体験や馬との触れ合い

体験を実施いたします。参加を希望される方は、本要項をよくご確認いただき、別紙申込書

にご記入の上お申し込みください。 

 

１．目 的 

 本事業では、乗馬や馬とのふれあいを経験していただくことで、運動による健康の増進と、

乗馬経験を通じた生活の質（QOL）の向上を目的として実施します。 

 

２．募集対象 

 帯広市内在住または帯広市内の施設を利用している自立座位が可能な身体障がい、知的・

精神障がい、発達障がいを持つ小学１年生以上の方 

 

３．募集人数 

 定員３名 

 ※申込多数の場合、参加回数の少ない方を優先に選考を行います。 

 ※感染症対策のため、付き添いの方は、参加者１名につき１名のみとします。 

 

４．実施内容 

 馬とのふれあいを中心に、ブラシがけや乗馬、可能な場合はエサやりを体験します。 

 ①みんなであいさつ 

 ②馬とふれあい体験 

 ③馬のブラシかけ体験 

 ④乗馬体験（馬や参加者の体調などで実施できない場合があります） 

 ⑤馬のエサやり体験（馬の体調によってできない場合があります） 

 

５．実施場所 

 帯広畜産大学 サブパドック（別紙１「構内案内図」を参照してください） 

 

６．参加料 

 無料 

 

７．実施日程 

 令和４年６月～１０月（全１０回予定）。詳細は別紙３「開催日程一覧」をご参照下さい。 

 ※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、実施を中止する場合があります。 

  



８．申込方法 

 別紙２「乗馬体験申込書」に必要事項をご記入の上、郵送、メール、FAXのいずれかによ

り下記までお申込み下さい。 

 

 〒080-8555 帯広市稲田町西 2線 11番地 

  帯広畜産大学 国際・地域連携課 地域連携係 宛 

  FAX：0155-49-5229  E-mail：syogai@obihiro.ac.jp 

 ※各回の申込期間については、別紙３「開催日程一覧」をご確認ください。 

  

９．申込結果のお知らせ 

 別紙３「開催日程一覧」に記載された「結果お知らせ（予定）」に記載された期日までに、

該当回の参加の可否についてご連絡いたします。 

 

１０．服装、持ち物について 

  ① 運動しやすく汚れてもいい服装、長ズボン、運動靴 

  ② 手袋または軍手 

  ③ 水筒など水分補給できるもの 

  ④ マスク（感染症対策のため必ず着用してください。） 

 ※当日は備え付けのヘルメット、プロテクターを着用していただきます。 

 ※ヘルメットやプロテクターに加えマスクの着用により、汗もかきやすいため水分や汗

ふきタオル等をご持参ください。 

 ※当日は、入口で検温及び手指のアルコール消毒をしていただきますので、ご協力をお願

いいたします。（アルコール消毒が使用できない方は、石けんで手洗いをしていただきま

すので、当日スタッフにお伝えください。） 

 

１１．申込に関する注意 

（１）乗馬体験の参加条件について 

 以下の条件に一つでも当てはまる方は、乗馬体験に参加いただけません。 

 なお、①～③に該当する方については、馬とのふれあい体験のみでの参加は可能です。 

 ①担当医師またはリハビリ担当者から運動の許可が出ていない方 

②発作の持病のある方 

 ③体重が７０ｋｇ以上の方 

 ④乗馬体験実施日時点で海外から帰国後１週間以内の方（家畜防疫のため） 

 ⑤海外から入国された方で、乗馬体験実施日までに国の定める待機期間が解除されてい

ない方 

 ⑥乗馬体験実施日及び実施日前１０日間以内に３７．５℃以上の発熱（又は体温が平熱よ

り１℃以上高い場合）もしくは咳や咽頭痛などの風邪症状がある方 

 ⑦乗馬体験実施日までに新型コロナウイルス感染症の感染者となられた方又は濃厚接触

者となられた方で、北海道が定める感染者の療養期間、濃厚接触者の待機期間が解除さ

れていない方 

※参加者の方の障がいの程度や実施日のスタッフの配置によって、７０ｋｇ未満の方で



も乗馬をお断りすることがありますのでご了承ください。 

 

（２）引率者について 

  馬は繊細な動物ですので、お子さんが大きな声を出したり、急に走り出したりすると安

全にご参加いただけません。必ず引率の方が付き添っていただき、事業の安全確保と円

滑な実施にご協力ください。なお、引率者とスタッフだけでは、事業を安全に実施でき

ないと判断した場合は、ご相談のうえ参加をお断りさせていただく可能性があります

のでご了承下さい。 

 

（３）開催中止の可能性について 

   本事業では、参加する教職員・学生の健康管理や使用道具の消毒作業など様々な感染

症対策を講じておりますが、以下の場合は急遽開催を中止することがございますので

ご了承ください。 

  ①帯広畜産大学の新型コロナウイルス感染症対応活動基準により、学外者の入構が禁

止された場合 

  ②体調不良等により、乗馬会を開催できるスタッフ人員が確保できない場合 

   中止が決定次第、参加者の皆様に速やかにご連絡いたします。なお、中止した場合は

実施日を振り替えて開催することはいたしませんのでご了承ください。 

 

１２．個人情報の取扱いについて 

本事業で得られる個人情報は、「独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律」

および本学の個人情報管理に関する諸規程に基づき適切に管理するとともに、本事業の実

施運営にのみ利用します。 

 

１３．お問い合わせ 

帯広畜産大学 国際・地域連携課 地域連携係 担当 坂本、松本 

電話：0155-49-5235・5236  メール：syogai@obihiro.ac.jp 

 

  



車いす用駐車場（2台） 受付：馬介在活動室

駐車スペース

正門から
お入りください

帯広畜産大学 構内案内図 別紙１



   月  日実施乗馬体験申込書  

      ※参加希望日を上にご記入ください※    記入日：R   年   月   日  

申 

込 

者 

（
保
護
者
・
施
設
職
員
な
ど
） 

■団体名（個人申込の場合は不要） 

■氏名 ■参加者との関係 

■住所 

■電話番号     （     ） ■FAX番号    （     ） 

■メールアドレス 

■当日の緊急連絡先（携帯電話）     （     ）        

■申込結果の連絡方法      電話  ・  FAX  ・  メール 
  

当
日
の
引
率
者 

■団体名（申込み団体と同じ場合は不要） ■引率者数 

※参加者の安全管理ができ 

る人数でお越し下さい。 

  

 

        人 

■引率代表氏名 

 

■参加者との関係 

■電話番号 

（     ） 

■当日の緊急連絡先（引率者携帯電話） 

       （     ） 

参 

加 

者 

■氏名（ふりがな） ■ニックネーム 

 

■住所 

 

■性別 

   男 ・ 女 

■年齢  小・中・高 

   歳 （  年生）  

■身長 

       ｃｍ  

■体重 

       ｋｇ 

■乗馬経験  

なし ・ あり （   ）回程度 

■動物アレルギー 

   なし ・ あり 

どちらかに○を記入してください↓ 

■自立について    できる・できない   

■座位について    とれる・とれない 

■コミュニケーション とれる・とれない 

■留意事項（障がい名、動物アレルギーの有無およびその程度）※自閉症、こだわりなど、安全管理のためできるだけ詳細に            

※参加者に乗馬や馬とのふれあいを安全に楽しんでいただくために、詳細にご記入下さい   

                                            

                                            

ふれあい体験のみをご希望の方は右のボックスに✔チェックをしてください→□ 

■下記の事項に間違いなければ、右の確認欄に✔（チェック）をしてください。 

◎発作の持病はありません。 

◎担当医師もしくはリハビリ担当者から運動を禁止されていません。 

■確認欄 

 

※
事
務
局

記
入 

受付 NO  受付日 

  月  日 

参加／申込／（ｷｬﾝｾﾙ） 

  ／  ／（  ） 

結果 

参加・不参加 

通知日 

月  日 

主催：帯広市・帯広畜産大学 事務局（国際・地域連携課）：電話 0155-49-5236 FAX 0155-49-5229 

ID 

別紙２ 



 

開催日程一覧 

 

 

 実施日時 定員 申込期間 
結果お知らせ 

（予定） 

第１回 
2022年 6月 8日（水） 

10：30～12：00 
3名 5/19～5/26 6/2 

第２回 
2022年 6月 25日（土） 

10：30～12：00 
3名 6/3～6/10 6/17 

第３回 
2022年 7月 6日（水） 

10：30～12：00 
3名 6/16～6/23 6/30 

第４回 
2022年 7月 20日（水） 

10：30～12：00 
3名 6/30～7/7 7/14 

第５回 
2022年 8月 10日（水） 

10：30～12：00 
3名 7/21～7/28 8/4 

第６回 
2022年 8月 31日（水） 

10：30～12：00 
3名 8/10～8/18 8/25 

第７回 
2022年 9月 14日（水） 

10：30～12：00 
3名 8/25～9/1 9/8 

第８回 
2022年 9月 28日（水） 

10：30～12：00 
3名 9/8～9/15 9/22 

第９回 
2022年 10月 15日（土） 

10：30～12：00 
3名 9/23～9/30 10/7 

第１０回 
2022年 10月 19日（水） 

10：30～12：00 
3名 9/29～10/6 10/13 

 

※諸事情により日程が中止または変更になる場合があります。 

 

 

別紙３ 
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