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実施報告書



第８回畜大ふれあいフェスティバル実施概要

■事業名称 第８回畜大ふれあいフェスティバル

■事業目的 帯広畜産大学及び管内高等学校等による日ごろの活動を発表するとともに、帯広畜産大

学が行っている教育・研究・社会貢献の取り組みについて、大学生と楽しみながら学ん

でいただくことで、市民の生涯学習の場となることを目的とします。

■開催日時 平成３０年１２月８日（土） １０：００～１５：００

■会 場 とかちプラザ（帯広市西４条南１３丁目）

■主催・共催 主催／国立大学法人帯広畜産大学 共催／帯広市教育委員会

■実施内容 【基調講演】

基調講演・帯広市民大学講座

「帯広畜産大学の取組みとこれから」帯広畜産大学 理事・副学長 井上 昇

【体験コーナー】

出展者：帯広畜産大学、帯広農業高校、帯広柏葉高校

全１４ブースが出展

【ステージイベント】

畜大マンドリンサークルミニライブ、北海道150年ＰＲイベント

【試食コーナー】

出展者：帯広畜産大学

全３ブース（畜大牛乳、十勝マンガリッツァブタのドライソーセージなど）

【展示コーナー】

出展者：帯広畜産大学、帯広柏葉高校、帯広三条高校

全７ブース

※各コーナーの詳細はチラシをご参照ください。

■来場者数 延べ６，０２９名※集計方法：各ブースで確認した来場者数の合算

■広報活動 ○雑誌・新聞等

広報おびひろ、十勝毎日新聞、北海道新聞、月刊Ｃｈａｉ、しゅん

道新デリバリ、週間fit、公共施設等へのチラシ、ポスターの掲示

○ラジオ、テレビ等

NHK、OCTV、FM-JAGA等

○インターネット

帯広畜産大学HP・Facebook、帯広市HP・Facebook等

①北海道150年PRブース - ⑨味わおう！畜大牛乳 480 ⑰進学相談 3

②発酵ドライソーセージ 200 ⑩ステージイベント 180 ⑱色々な温度計 276

③アニマルウェルフェア 474 ⑪ポスター発表 109 ⑲農家体験 90

④ダチョウの卵の殻 480 ⑫野生動物と仲良く暮らす 100 ⑳DNAを取り出そう 102

⑤マンドリンってなんだろ 232 ⑬木であそぼう 208 ㉑食品安全の豆知識 46

⑥畜大生と科学であそぼう 212 ⑭目で見てきれいな化学 107 ㉒蹄鉄リース・馬術部 554

⑦イヌホネ、博物館 644 ⑮ふれフェス写真展 371 ㉓寄生虫を観察してみよう 338

⑧しぼろう！畜大牛乳 139 ⑯基調講演・ミニ講座 213 ㉔動物のお医者さん体験 471
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第８回畜大ふれあいフェスティバル アンケート結果

■来場者の男女比

女性 272（56％）

男性 189（39％）

無記入 21（5％）

■来場者の年齢構成

0～9才

10代

30代

40代

20代

60代

0～9才 260（54％） 60代 18（4％）

10代 61（13） 70代 16（3％）

30代 42（9％） 50代 10（2％）

40代 41（9％） 無記入 13（3％）

20代 21（4％）

■居住地

帯広 359（74％） 本別 3

音更 34（7％） 東京都 2

幕別 25（5％） 士幌 1

芽室 20（4％） 北見 1

新得 6（1％） 釧路 1

池田 3 白老 1

大樹 3 函館 1

石狩 3 無記入 16（3%）

恵庭 3

■同行者

家族と 358（74％）

友達と 52（11％）

一人で 22（5％）

その他 20（4％）

イベント出展者 12（2％）

家族、友達と 4（1％）

無記入 14（3％）

帯広

音更

幕別

芽室

女性男性

家族と

一人で

友達と

その他

有効アンケート数：482件



第８回畜大ふれあいフェスティバル アンケート結果

■イベントは楽しかったか

とても楽しかった 308（64％）

楽しかった 155（32％）

楽しくなかった 3（1％）

つまらなかった 1（1％）

無記入 15（3％）

■一番楽しかったブース（上位10ブース）

ブ ー ス 名 得票数

㉔動物のお医者さん体験（松井基純教授） 66

⑬木と遊ぼう、木でつくろう（帯広農業高校） 65

⑭目で見てきれいな化学反応を見よう（帯広柏葉高校） 41

⑫野生生物と仲良く暮らす方法（農業共生圏高度専門家育成事業） 31

㉓寄生虫を観察してみよう（原虫病研究センター） 30

⑨味わおう！畜大牛乳（畜産フィールド科学センター） 28

②発酵ドライソーセージ「ソシソン」（村西研究室） 27

⑥畜大生と科学であそぼう！（畜大SVA） 24

㉒幸運の蹄鉄リースづくり・ちくだい馬術部へようこそ（うまぶ・馬術部） 24

⑳DNAを取り出そう（小嶋道之教授） 23

とても
楽しかった

楽しかった

2 4 1 3 1 4 1 2 2 3 9 2 6 2 2 2 0（ブース番号）

全515票



第８回畜大ふれあいフェスティバル アンケート結果

■畜大や学生がどのようなことをしているかがわかったか

よくわかった 196（41％）

わかった 217（45％）

あまりわからなかった 43（9％）

全然わからなかった 10（2％）

無記入 16（3％）

■イベントに直すところはあるか

ない 408（85％）

ある 35（7％）

無記入 39（8％）

直すところがあると答えた方の意見

・混雑するブースは並び方を検討した方が良い。
・要予約かどうか見た目でわかるよう地図に書いて
あったらいい。

・ゴミ回収箱を外側においてほしい。
・スタンプラリーのスタンプ押した紙は持ち帰りたい。
・ネットにもう少し詳しい情報があると助かる。

ない

ある

わかった

よくわかった

■来年も畜大ふれあいフェスティバルに来てくれるか

来たい 311（65％）

ほかに予定がなければ来たい 148（31％）

あまり来たくない 5（1％）

もう来ない 4（1％）

無記入 14（3％）
来たい

ほかに予定
がなければ
来たい



第８回畜大ふれあいフェスティバル アンケート結果

■何からイベント等の情報を得るか（複数回答）

新聞 198

フリーペーパー 91

インターネット 40

SNS 25

その他 118

無記入 64

新聞

フリー
ペーパー

その他

インター
ネット

SNS

・フリーペーパー（しゅん、Chai、道新のフリーペーパー）
・インターネット（大学HP、勝毎電子版など）
・SNS（Facebook、twitter、FM-JAGAなど）
・その他（チラシ、ポスター、学童で、家族や知人から、学校・幼稚園・保育所で、

町内会で、など）



第8回畜大ふれあいフェスティバル アンケート結果

■畜大ふれあいフェスティバルの主な感想

●いろんなものがあって面白かった。特にアイスがおいしかった。

●ふだんはできないことを体験できて、嬉しかったです！

●今年初めて来ました。とても勉強になる、大人も子供も楽しいイベントでした。
試食、試飲した商品を買って応援します！

●たのしすぎておとまりしたい

●すごい楽しいけどもっといろいろなものをだしてほしいです。

●子どもが動物のお医者さんになりたいと言っていて、せがまれて連れてきました。
保育園でもポスターを見て「フェスに行きたい」と言っていたお子さんが多くいました。

●子どもも楽しめるものがあり良かった。

●とても楽しかった。色々なことが分かった。早くこの学校に入りたいです。

●子どもたちが普段見ないもの（ダニとか）にすごく興味を示してたことに驚いた。

●たのしかった。来年もあったら来たいです。

●学生さんや先生方がとても親切で楽しくまなんだり体験できました。
中には貴重な体験などあり、とても良いフェスティバルと思いました。

●体験することが多くて良かった。

●開放的でフレンドリーで楽しかったです。

●他の学校（高校）参加も良かった。

●とても楽しかった。娘はお医者さんのブースもとても楽しんでいました。

●液体の色が変わるのが不思議だった。イヌと牛の心ぞうの場所を初めて知った。

●試食ができたのが良かった。説明を詳しくしてくれてよかった。

●牛乳がおいしかったし、高校生ブースもすごかった。

●小さい子でもできることがもっとあると嬉しいです。でも今回も前回も楽しませてもらいました。

●DNAを紙で作ったのがたのしかったです。

●馬のお医者さんになりたいと言っていた小2の娘が、この大学に入りたい！と言ったので良かった。

●とても楽しく参加できました。初めてでしたが見どころも多く、あっという間に時間が過ぎました。

●大学が身近に感じます。

●畜大に興味を持ちました。子供に入ってもらいたいです。

●日本で三番目で東大、北大に次ぐ大学で素晴らしい研究をしていることを誇りに思います。





食を支え、くらしを守る。

国立大学法人帯広畜産大学

国際・地域連携課 地域連携係

電 話：0155-49-5776/5377

E-mail：syogai@obihiro.co.jp


