
 
 
 
 
 
 
 
 

枝幸町ハッピーロマンの会では、農業⻘年のパートナー対策として酪農体験希望⼥性を
受け⼊れています。 
北海道に住みたいけど、農業って・・・酪農ってどんな仕事だろう？私にできるかな？
農業⻘年はどんな⼈がいるのかな？農家の⽣活ってどんなだろう？ 
そんな疑問を抱いているのなら、ほんの少しだけ農家の仕事や⽣活を体験してみません
か。新しい世界が広がって、何か⾒つかるかもしれませんよ。 

この体験希望⼥性の受け⼊れは、農業⻘年との結婚を最終的な⽬標としていますので、
以下のきまりごとがあります。 

体験希望者条件 

１ 独⾝⼥性（未成年不可） 
２ 農業⻘年との前向きな出会い（結婚）を希望している⽅ 
３ 農業体験等に積極的に取り組める⽅ 
  ●農業体験：⼦⽜の哺乳・給餌・搾乳・⽜舎の清掃・トラクター試乗・農作業機械操作など 
  ●オプション体験：ゴルフ・パークゴルフ・スノーモービル・⼭菜採り・乳製品加⼯・海産物

加⼯・当町イベント参加・体験談を聞く・地域の⽅たちとの交流など 
４ 農業⻘年たちとの交流会に参加できる⽅ 
  ●滞在中に１回は会⾷形式で交流会を開催します 
  ●写真付きプロフィールの提出 
５ 体験期間は 2 泊 3 ⽇または 3 泊 4 ⽇を基本とします 
  ●道内在住者に限り 1 泊 2 ⽇も可能な場合があります 
  ●４泊以上の体験については、要相談 
６ ⾷事については、原則⾃⼰負担になります（会⾷形式の交流会は事務局負担） 
７ 以下の内容について充分理解してくれる⽅ 



 
 

 
 

旅費の一部助成について 

１ 来町経費（交通費往復：⾶⾏機、ＪＲ、バス、船等）の半額を助成します 
２ 旅費の⼀部助成の基点は、オホーツク紋別空港・紋別バスターミナル・ＪＲ⾳威⼦

府駅・枝幸バスターミナルとします 
３ 基点から当町までの送迎は事務局で⾏います 
４ ⾃宅から出発空港、駅、乗り場までの交通費は⾃⼰負担とします 
５ 旅費の⼀部助成は、道外在住者：45,000 円・道内在住者：15,000 円を上限としま

す 
６ 来町に要するチケット等は、体験希望者で⼿配してください 
７ チケット等⼿配の際は、往復分を購⼊してください 
８ 旅費の⼀部助成⾦は、チケット購⼊領収書を提出後、来町時に現⾦にて⽀払います 
９ ⾃家⽤⾞利⽤の場合は、公共交通機関利⽤に換算して往復分の半額を助成します 
10 旅費の⼀部助成を受けられるのは、原則 1 ⼈ 1 回のみです 

宿舎について 

１ 宗⾕南農業協同組合の協⼒により、担い⼿宿泊研修センターを利⽤することができ 
ます 

  ●⾷事は各⾃負担（⾃炊可能） 
  ●施設設備：個室（ベッド、寝具⼀式、クローゼット）・バス、トイレ共同・冷蔵庫・洗濯機・

乾燥機・電⼦レンジ・炊飯器・調理器具⼀式・⾷器類⼀式 
２ 宿泊研修センターにないもの 
  ●⻭ブラシ・⻭みがき・ボディソープ・シャンプー・コンディショナー・パジャマ・バスタオ

ル・フェイスタオル・ドライヤー 
３ 退去時は各⾃清掃のこと 
４ 希望により農家に宿泊（ファームステイ）することも可能なときがあります 
５ 宿泊研修センターに空きがない場合、また、農家に宿泊できない場合は、町内の宿

泊施設を利⽤することになります 

農業体験について 

１ 体験に必要な作業服・⻑靴・軍⼿・タオル等は貸与します 
２ 宿泊研修センターから体験場所までの送迎は事務局で⾏います 



 
 

 
 

体験費用について 

１ 宿泊研修センターに宿泊する場合は、１⽇ 1,000 円を負担願います 
  ●費⽤内訳：当町までの送迎、体験場所への送迎、作業服当貸与、体験先への謝礼など 
２ 農家に宿泊（ファームステイ）する場合は、１⽇ 2,000 円を負担願います 
  ●費⽤内訳：上記費⽤のほか、宿泊代（⾷事含む）になります 
３ 町内の宿泊施設を利⽤する場合は、宿泊料の 7 割相当額を負担願います 
  ●１⽇ 3,600 円 5500 円程度  部屋タイプ、朝⾷の有無により異なる  

交流会形式による受け入れについて 

１ ３名以上５名以下の団体での体験希望については、「交流会」形式で受け⼊れする
ことができます。交流会形式では、宿泊及び⾷事（朝⾷を除く）にかかる費⽤は事
務局で負担します 

２ 旅費の⼀部助成は、先に記載しているとおり 
３ 宿泊場所については、先に記載しているとおり 
４ 参加費は次のとおり 
  ●２泊３⽇：４，０００円 
  ●３泊４⽇：５，０００円 
  ●４泊以上：１泊ごとに＋１，０００円 
  ●ファームステイの場合は、ファームステイ１泊につき１，０００円増額 
  ●町内の宿泊施設を利⽤する場合は、１泊につき宿泊料の７割相当額増額 
５ 基本的に参加⼥性全員が同内容の体験メニューで実施します 
６ 条件が合えば、他市町村と合同の交流会開催も可能です 

その他 

１ 体験メニューについては、可能な限り⼥性の希望を聞き⼊れ考えます 
２ 体験メニューによっては、実費をいただくことがあります 
３ 体験は早朝から夜までと普段の⽣活と⼤きく異なるので、体調管理に気をつけてく

ださい 
４ ⼈数、時期によっては希望する体験ができないときがあります 
５ 体験中のけが等の保障のため、障害保険等の加⼊をお勧めします 
６ 農業体験は、農家さんのご厚意により実施していますので、常識のある⾏動をお願

いします 

次のページからは、実際に行った酪農体験スケジュール例をいくつか掲載しています

ので、参考にしてください 



　＊上湧別ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ公園

枝幸発 紋別空港着 紋別市発 日の出岬温泉発 　　混んでいると思うけ

1日目 飛行機着 温泉着
宿舎着 　日の出岬温泉で夕食

紋別近郊観光＆昼食 日の出岬温泉 　を取るので宿舎着が

　＊昼食　＊上湧別ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ公園 ・夕食 　少し遅めになります。

※交流会の買い物に

宿舎発 一郎牧場発 宿舎発 次郎牧場発 三郎牧場発 　付き合ってください。

２日目 一郎牧場着 宿舎着 次郎牧場着 三郎牧場着 宿舎着

搾乳体験 自由時間 次郎牧場見学 搾乳体験 自由時間 交流会
（シャワー・食事） ・町内ﾌﾟﾁ観光　・買い物　・昼食　・お昼寝 交流会参加青年　　４人

宿舎発

３日目 枝幸ﾌｧｰﾑ着

枝幸ファーム搾乳ほか体験 自由時間 ＊最後の夜なので

・昼食－枝幸ファーム主催バーベキュー ※地域の方たちとの交流あり ○山菜採りができるかも ﾆｭｰ幸林？ 枝幸の味を食べに出かけましょう！

＊滝上芝桜公園に行って

宿舎発 芝桜公園着 ﾊｰﾌﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ発 13：30飛行機発 　みよう！

４日目 ﾊｰﾌﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ着 紋別空港着 枝幸着

宿舎 滝上 ﾊｰﾌﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ
掃除 芝桜公園 で昼食

あれも！これも！よくばりパターン

日　　程 4 5 6 7 8 9 10 11 18 19 20 備　　　考12 13 14 15 16

19:50

17

5:20 8:00 13:50 15:50 18:20

11:00 12:40 16:50

　ど行ってみよう！
12:50 18:00 20:50

5:50 8:30 14:30 16:20 18:40

10:30 12:40 15:40

5:30

5:50

8:10 9:40 11:50

※飛行機の発着時刻は当時のものなので、現在の時刻とは異なります。



　＊上湧別ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ公園

枝幸発 紋別空港着 紋別市発 日の出岬温泉発 　　混んでいると思うけ

１日目 飛行機着 温泉着
宿舎着 　日の出岬温泉で夕食

紋別近郊観光＆昼食 日の出岬温泉 　を取るので宿舎着が

　＊昼食　＊上湧別ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ公園 ・夕食 　少し遅めになります。

※交流会の買い物に

宿舎発 牧場発 宿舎発 牧場発 牧場発 　付き合ってください。

2日目 牧場着 宿舎着 牧場着 牧場着 宿舎着 ※愛子さん旭川駅到着

（五郎さん迎え）

搾乳体験 自由時間 牧場見学 搾乳体験 自由時間 交流会
・町内ﾌﾟﾁ観光　・買い物　・昼食　・お昼寝 交流会参加青年　　４人

宿舎発 浜頓別発 ○○さん宅発

3日目 △△ファーム着 ○○さん宅着 宿舎着

大規模農場見学 観光 昼食 道外から嫁いだ女性 天然温泉 自由時間
・搾乳ロボット等 ・クッチャロ湖・砂金掘り体験 ファームレストラン 　 との会話 ニュー幸林

＊滝上芝桜公園に行って

宿舎発 芝桜公園着 ﾊｰﾌﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ発 13：30飛行機発 　みよう！

4日目 ﾊｰﾌﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ着 紋別空港着 枝幸着

宿舎 滝上 ﾊｰﾌﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ
掃除 芝桜公園 で昼食

交流会（道外在住　友子さん　夢子さん　愛子さん）

日　　程 4 5 6 7 8 9 10 11 18 19 20 備　　　考12 13 14 15 16

19:50

17

5:20 8:00 13:50 15:50 18:20

11:00 12:40 16:50

　ど行ってみよう！
12:50 18:00 20:50

5:50 8:30 14:30 16:20 18:40

5:15 12:50 15:30

5:50 14:00

10:30 12:40 15:40

16:10

8:10 9:40 11:50

※飛行機の発着時刻は当時のものなので、現在の時刻とは異なります。



音威子府駅着 宿舎発 一男牧場発 　旭川発　9：12

1日目 旭川駅発 枝幸着 一男牧場着 宿舎着
交流会参加青年

自由時間 　自由時間 3人

・施設案内　　・買い物　　・その他 ・入浴、洗濯

・ｽﾉｰﾓｰﾋﾞﾙは乙忠部地区

宿舎発 太郎牧場発 宿舎発 次郎牧場発

2日目 太郎牧場着 乙忠部着 次郎牧場着 宿舎着 ・朝の搾乳体験後、太郎

　くんが乙忠部へ

自由時間
・入浴、洗濯

宿舎発 酪農会社発 宿舎発 音威子府駅発 　旭川着17：33

3日目 酪農会社着 宿舎着 音威子府駅着 旭川駅着

とことん体験パターン

日　　程 4 5 6 7 8 9 10 11 18 19 20 備　　　考

10:35 15:30 18:00

12 13 14 15 16 17

19:00

　スーパー宗谷１号
9:12 11:50 16:00 18:30

搾乳体験 　交流会

5:15 10:00 15:50

5:20 12:00 14:30 15:46

19:40

搾乳体験　　（シャワー・食事） スノーモービルで遊ぼう！！ 休憩 搾乳体験

6:00 10:30 16:30

哺乳・搾乳体験・その他　（シャワー） 帰り仕度・宿舎清掃

　特急サロベツ
5:45 12:30 15:40 17:33

※ＪＲの発着時刻は当時のものなので、現在の時刻とは異なります。



　宿泊場所（枝幸町）

13:05 14:30 16:00 ・宿泊センター

1日目 紋別空港着 紋別発 枝幸着 【参加青年】

3人

　次郎牧場で

6:00 6:30 11:30 12:00 　　　ファームステイ

2日目 宿舎発 一郎牧場着 一郎牧場発 次郎牧場着 ・朝の搾乳（一郎牧場）

・一郎牧場でｼｬﾜｰ、朝食

・12時頃次郎牧場へ～

　　（一郎氏送り）

・青年たちも次郎牧場集合！

10:00 12:00 飛行機発

3日目 次郎牧場出発 紋別着

ファームステイパターン

日　　程 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

はじめまして！
枝幸町へ～

自由時間
～休憩・入浴・買い物など～

交流会
・昼 食 

18 19 20 備　　　考17

13:45

紋別空港着

移動
一郎牧場にて搾乳体験
（シャワー・朝食）

移動
ファームステイ

夕方の搾乳まで青年たちと遊ぶ

ファームステイ 紋別市へ～ 昼食

13:00

※飛行機の発着時刻は当時のものなので、現在の時刻とは異なります。



　宿泊場所（●●町）

・ホテル●●

１日目

　宿泊場所（枝幸町）

・酪農研修センター

２日目 ＊辻牧場

　関元さん・中山さん

＊坂東牧場

　畑田さん・花岡さん

＊ヨシダファーム　森さん

　宿泊場所（枝幸町）

・酪農研修センター

３日目

　交流会場

・酪農研修センター

　宿泊場所（枝幸町）

・酪農研修センター

４日目

　交流会場

・町内居酒屋

飛行機発

５日目 　※稚内空港飛行機発

　　13：45　

花岡さん、中山さんまたね^＾

＊酪農体験は夕方のみにしたので、早起きしなくてもよいですよ。
＊お風呂は、宿舎にもありますが、１人ずつ入ることになるので時間がかかるかと思います。町内に天然温泉があります。送迎するので利用してください。

※　スケジュールについては、変更になる場合がありますのでご了承願います。

自由時間 途中プチ観光しながら、紋別市内で昼食

7:00 9:30 13:00 13:45

宿舎発 紋別空港着

自由時間
（お風呂）

交流会

自由時間
（朝食・洗濯など）

未定です・・・町内観光やら牧場見学やら買い物やら 支度 移動 酪農体験 移動 自由時間
（お風呂）

交流会

はじめまして

挨拶まわり
宿舎へ

（食糧等買物等）
食事会

（打ち合わせ等）

自由時間
（朝食・洗濯など）

乳製品加工実習 支度 移動 酪農体験 移動

（●●町）

○○空港着～●●町で交流（明日の夕方まで）

12 13 14 15 16 17 18 19 20

合同交流会パターン

日　　程 4 5 6 7 8 9 10 11 備　　　考

酪女会主催でティラミスを作る予定

です。町内の若い世代の女性達の

研修グループで、子供たちも参加し

てにぎやかに開催するようです。

青年たちが案内してくれます！！

北海道土産の定番は紋別空港にもいくつ

か売っています。ロイズのポテチや六花亭

のマルセイ、きのとやの農學校クッキーなど。

青年が同行するかもです。

＜乳製品加工実習＞

○枝豆とチーズのまぜご飯 ○チーズ春巻

○ふわふわがんも ○スコーン ○ティラミス

※予定メニューです。

※飛行機の発着時刻は当時のものなので、現在の時刻とは異なります。

枝幸町での体験に向
けて、夕食を兼ねて
事務局と打合せをし
ましょう！

宿舎の大広間で地味
めに交流会を開催し
ます。この日は早め
に切り上げます。

この日の交流会は町
内の居酒屋さんで開
催します。二次会以降
は参加者にお任せし
ます。時間の許す限り
交流してください。


