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2018年度活動終了のごあいさつ
　2018年度で13年目となりました「帯広まちなか歩行者天国 (オビヒロホコテン)」は、6月17日から9月9日までの毎週
日曜日（8/12除く）全12回を開催いたしました。本年度も、帯広の中心市街地の道路空間を活用し、来街者・イベント参
加者・ボランティアの皆様が一体となり、にぎわいと交流を通し多くの方々にまちなかの魅力を感じて頂くことができまし
た。当ホコテンを創り支えて頂きました皆様に、心より厚く感謝申し上げます。
　今年も昨年に引き続き「Walk Happy Obihiro」のテーマを掲げ、歩いてゆったり過ごすまちなかの楽しみ方を発信す
ることで、来街者の回遊性の向上を目指しました。調査では一定の集客力が評価され、今後もホコテンは中心市街地にお
いて重要な取り組みだと考えております。
　これからも、多くの皆様と連携し、帯広の中心市街地のまちづくりへ取り組んで参りたいと存じます。皆様へは、より一
層のご支援・ご協力をお願い申し上げますとともに、2018 年度の活動終了のごあいさつとさせて頂きます。

帯広まちなか歩行者天国実行委員会
実行委員長　　細 川　吉 博

2018年度 トピックス

［来場者数・参加イベント数は例年並み
ボランティア数の減少が課題　イベント参加者の高い協働意識］
●初回の寒さ、数回の雨天、最終日の大規模停電などの影響により昨年比で若干の来場者数減・参加イベント数減となったが、その分
　を差し引けばいずれも例年並みであったと推測される。
●ボランティア参加者数は昨年比74％と減少。来年度への課題となった。
●ボランティア減による作業人員の不足に対しては、イベント参加者への呼びかけにより設営撤収作業に積極的な協力が得られ、ホコテ
　ンでの市民の協働意識の高さがうかがわれた。

［ホコテンエリア内は過去5年間で2番目の多さ　集客力は毎年増加傾向］
（帯広商工会議所による市中心部2018年歩行者通行量調査　7/6（金）・8（日） 市中心部18地点）

●本年実施された歩行者通行量調査の結果、ホコテンエリアの通行量は9,914人と、前年を10％上回った。過去5年間と比較すると、
2015 年のスポーツ大会の影響による大幅増を除き、最も多い通行量となっており、増加傾向にある。調査を実施した帯広商工会議所で
は「ホコテンには一定の集客力がある」と評価している。

［大規模停電直後・最終日の開催にホコテンの定着と期待が見られた］
●9/6の平成30年北海道胆振東部地震と大規模停電の直後、実行委員会では最終日9/9開催の是非について検討した結果、地域の元
　気とコミュニティの重要性の発信を行うため開催を決定。大小7イベントのキャンセル及び小雨の中での開催となったが、大幅な来場
　者数減とはならなかった。市民にとってホコテンが定着し期待を持たれていることが見られた。

市民がつくり 市民が楽しみ 市民が支えるオビヒロホコテン
オビヒロホコテンは、市民ボランティアからなる実行委員会の運営による、市民参加型の
帯広の中心市街地活性化の取り組みです。イベント参加・ボランティアスタッフ・協賛
募集中！一緒に帯広のまちなかににぎわいと交流をつくりましょう‼

主催：帯広まちなか歩行者天国実行委員会
事務局：〒080-0011 帯広市西1条南8丁目20 広小路3区
TEL/FAX:0155-23-4510  E-mail:office@hokoten.net hokoten.net
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協賛および協力企業・団体の皆様

オビヒロホコテン2018は、以下の多くの皆様などのご協賛・ご協力により開催されました
［ご協賛企業・団体］ ※一部ご希望により掲載しないものがあります
帯広信用金庫　十勝毎日新聞社　北海道新聞帯広支社
おびひろ自動車学校　（一財）帯広市文化スポーツ振興財団　川田工業㈱　小林歯科医院　さわい内科循環器科クリニック
㈱食創　十勝信用組合　萩原建設工業㈱　（医）博愛会　㈱藤丸　（医）宝来中央歯科・タウン歯科　㈱満寿屋商店
宮坂建設工業㈱　㈱山本忠信商店
（医社）新井病院　㈲オックス　㈱小原時計店　帯広銀行協会　北の屋台 北の起業広場（協）　商工中金帯広支店　㈱ズコーシャ
㈱ダイイチ　大昭電気工業㈱　ダスキンオビヒロ㈱　デザイン工房・金澤　㈱土井組　ハラデンキ㈱　㈱まつもと薬局　㈱米澤通商
YSヤマショウ㈱
㈲アドサイン　㈲いせきビル　㈱受川　ウサミ木工㈱シェルシェ　㈱エヌシーおびひろ　縁側サミット　㈱オカモトホールディングス
㈱奥原商会　㈱帯広公益社　㈱帯広公害防止技術センター　帯広ヤクルト販売㈱　三晃堂音響部　三洋興熱㈱　 ㈱新生 帯広支社
㈱曽我　大同出版紙業㈱　（税）竹川会計事務所　つがやす歯科医院　十勝ガーデンズホテル　十勝清水コスモスファーム
十勝バス㈱　TRAD㈱　㈱日専連ジェミス　東北海道いすゞ自動車㈱　㈱藤森商会　フローモーション　㈱平和園　㈲北斗光輝
㈱北海道エコシス　㈲丸江えぐちストアー　㈱丸勝　㈱マルゴ文具店　宮本商産㈱　㈱谷津設計

［主なご協力企業・団体］
北海道開発局　十勝総合振興局　北海道警察　北海道警察釧路方面本部　帯広警察署　帯広市　帯広消防署　帯広保健所
十勝地区バス協会　十勝バス㈱　北海道拓殖バス㈱　十勝地区ハイヤー協会　㈳十勝地区トラック協会　帯広商工会議所
帯広市商店街振興組合連合会　帯広平原通商店街振興組合　帯広広小路商店街振興組合　NC帯劇駐車場　帯広モータープール
ふじまるビル㈱　マルキチパーキング　北海産業㈱　笹谷建設㈱　㈱谷保商店　帯広信用金庫　ミドリ写真館　中山金物店
ニュースクリップ　らーめんみすゞ　日曜喫茶館　杏華　EasyDiner7026　たいやき工房広小路店　ダスキン北一やまざき
あるふあの会　帯広NPO28サポートセンター　帯広若鳶会　ミカバトンクラブ　JazzSpot B♭M7　きものを楽しむ会「さ・く・ら」
㈳YOSAKOIソーラン祭り組織委員会十勝支部　帯広地区吹奏楽連盟　超学校祭　帯広市老人クラブ連合会　帯広畜産大学
帯広大谷短期大学　帯広農業高等学校　帯広南商業高等学校　帯広緑陽高等学校　音更高等学校　更別農業高等学校
帯広北高等学校　星槎国際高等学校帯広学習センター　十勝毎日新聞社　北海道新聞帯広支社　NHK帯広放送局
㈱帯広シティーケーブル　㈱エフエムおびひろ　㈱おびひろ市民ラジオ　ほか



帯広市西2条平原通南8・9丁目＋広小路1・2区 一帯

6/17→9/9毎週日曜日開催 ※8/12 除く

歩行者専用道路実施時間 9:30→17:00 イベント開催時間 1 1 :00→16:00

合計来場者数（参加者等含む）

約 109,000人
※実行委員会推計

参加イベント・グループ数
延べ202件

※実行委員会実施イベントを除く
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6/1 7●日
オープニング

6/24●日
WALK HAPPY SUNDAY

7/1●日
まちなかJAZZな一日

7/8●日
十勝YOSAKOIソーラン祭り

7/15●日
ENJOY! HOKOTEN SUMMER!

7/22●日
オープン・ザ・ポリス

7/29●日
のりもの大集合！／超学校祭

8/5●日
ホコテン盆踊り

8/19●日
フラワーブラスフェスティバル

8/26●日
まちなかゆったりな一日

9/2●日
ホコテン秋まつり

9/9●日
フィナーレ

天気：曇／最高気温：13.8℃
来場者数：10,000人
開催イベント・グループ：
○オープニングパレード○オープニングセレモ
ニー（ホコテン初め／くす玉割り）●帯広若鳶
会○ばん馬馬車●ミカ・バトンクラブ●ハーラ
ウ・ハワイフラ・オ・ホークーラニ○みんなでお
どろう！Y.M.C.A●快適な暮らし・健康な毎日
●おもちゃ病院○ベイブレードホコテンスタ
ジアム○遊びコーナー○路上アート○しゃぼ
ん玉○ぬりえ○缶バッジづくり○ホコテンメル
カード（●Fleuve●きゃら屋●ミニミニくう●
オッペン化粧品●木・Do・愛・楽）●明るい選
挙推進協議会PR●カッパ座友の会PR

天気：曇のち雨／最高気温：27.1℃
来場者数：6,000人
開催イベント・グループ：
●帯広市図書館移動図書館バス○ベイブレー
ドホコテンスタジアム●おもちゃ病院○遊び
コーナー○路上アート○しゃぼん玉○ぬりえ
○缶バッジづくり○ホコテンメルカード
（●Fleuve●きゃら屋●ミニミニくう●木・
Do・愛・楽）●平原まつり記録映像●北海道
薬物乱用防止指導員十勝地区協議会PR

天気：雨／最高気温：23.2℃
来場者数：5,000人
※雨天のため広小路会場のみで開催

開催イベント・グループ：
●アモール・デ・ラ・ムジカ●JAZZな一日（●ま
くべつジュニアジャズスクール●広尾サンタラ
ンドジャズスクール●帯広畜産大学ジャズ研
究会●十勝J-HORNS）●交通安全広場●お
もちゃ病院○ベイブレードホコテンスタジアム 
ザ・バトル○ぬりえ○缶バッジづくり○ホコテ
ンメルカード（●Fleuve●きゃら屋●木・
Do・愛・楽）

天気：晴／最高気温：20.9℃
来場者数：13,000人
開催イベント・グループ：
●十勝YOSAKOIソーラン祭り（●tokachi紅
●Excla!matioN●むらむらむらあず●[Sin]
●天翔童●札幌大学Laféte●十勝港ソー乱舞
●魅天釧縲●高島小学校スポーツ少年団●ミ
ナオ・ドーレくしろ●心～s i n ～釧路学生魂
●北海道大学”縁”●夜桜金魚とまこまい
JAPAN●テスク＆祭人●天嵩～A m a t a ～
●東京農業大学「農天揆」●梦拳～ＳＵＺＡ
ＫＵ～●井原水産＆北星学園●北鼓童＆名寄
市立大学）●うまい！十勝を再発見（●4店）
○ベイブレード○ホコテンメルカード（●5店）ほか

天気：曇のち晴／最高気温：23.4℃
来場者数：12,000人
※広小路七夕まつり・ビアフェスタ開催中

開催イベント・グループ：
●音更高校ダンス部●バトンとダンスで綴る
七夕祭り●アートファクトリーダンススタジオ
●春日ゆうじミニコンサート○ホコテン盆踊
り●ボーイスカウトを体験して「がき大将」にな
ろう！●夏休み 楽しく学ぼう交通ルール●交
通安全広場●オビヒロホコテン★ミニ四駆グ
ランプリ2018●レモネードでハイチを助けよ
う！●おもちゃ病院○ベイブレード○ホコテン
メルカード（●5店）●全国B型肝炎訴訟北海
道原告団PR●帯広音楽鑑賞協会PR ほか

天気：曇／最高気温：27.4℃
来場者数：13,000人
開催イベント・グループ：
○のりもの大集合！（●照明車●パトカー●道路清
掃車・大型ロータリー車・除雪トラック●屈折はしご
車・ポンプ車●給水車●ごみ収集車●クレーン車●
教習二輪車・四輪車●レストアクラウン・新型クラウ
ン ほか）●超学校祭（インデアンテーマソング・ジャ
イアンリサイタル・なりきり高校生・SNSプロフ撮影
会・超学校祭café）●高橋道場空手演武●ram'a 
tone アカペラLIVE ●建築士と作ろう木工作・茶道
体験●測量体験●大谷短大B級グルメまつり●農業
農村整備PR●税金について学ぼう！●日本赤十字社
PR●親子フラワーアレンジメント●帯農マルシェ
●ワンコイン占い●帯広音楽鑑賞協会PR ほか

天気：曇のち晴／最高気温：30.5℃
来場者数：11,000人
開催イベント・グループ：
●オープン・ザ・ポリス2018（情報通信車・投
光車・指揮官車の展示、各業務紹介ブース、パ
トカーの展示と乗車体験、制服着用体験、被害
者支援チャリティバザー、警察官採用説明会、
白バイデモンストレーション走行、北海道警察
音楽隊＆カラーガード隊ほか）●第68回
社会を明るくする運動 パレード●ram'a tone 
アカペラLIVE●交通安全広場●快適な暮ら
し、健康な毎日●街の建物を描こう！●帯広南
商業高校美術部 似顔絵コーナー・作品展示
●パリ祭IN広小路2018●おもちゃ病院 ほか

天気：小雨／最高気温：18.0℃
来場者数：9,000人
開催イベント・グループ：
●帯広北高校 北高祭市中パレード●オビヒロ
ホコテン★ミニ四駆グランプリ2018●帯広市
図書館移動図書館バス●おもちゃ病院○ベイ
ブレードホコテンスタジアム○遊びコーナー
○路上アート○しゃぼん玉○ぬりえ○缶バッ
ジづくり○ホコテンメルカード（●骨盤調整体
験施術会・健康相談会●Fleuve●きゃら屋
●ミニミニくう●木・Do・愛・楽）

天気：雨／最高気温：19.6℃
来場者数：8,000人
開催イベント・グループ：
●バスの日 in ホコテン2018（路線バス・貸切
バス展示、記念写真コーナー、スタンプラリー、
バス機材などの販売）●インデアンテーマソン
グ●芽室エアロビクスサークル●チーム大吉
●ram'a tone アカペラLIVE●高橋道場空手
演武●帯広若鳶会はしご乗り○クロージング
イベント○御礼のお菓子配り●お片付けス
イッチ押します●歩行者天国で街の建物を描
こう!!●だがしや楽校ほっかいどう●おもちゃ
病院○ホコテンメルカード（●5店） ほか
9/6 H30北海道胆振東部地震～大規模停電後
チビッコあつまれ！読み聞かせ広場、
体力測定会、防災マスターなど7件中止

天気：晴／最高気温：24.6℃
来場者数：7,000人
※とかちマルシェ開催中

開催イベント・グループ：
●帯広市老人クラブ連合会（ダンス部・ダンス
こぶし会発表会、将棋部将棋体験）●タンス
に眠っている着物ファションショー●食育・木
育広場by十勝総合振興局●もしも北海道お
びひろ2018●帯広市図書館移動図書館バス
●クイック整体・痛み予防相談●太陽光発
電・蓄電池PR●オビヒロホコテン★ミニ四駆
グランプリ2018●おもちゃ病院○ホコテンメ
ルカード（●6店）●帯広音楽鑑賞協会PR
○ベイブレードホコテンスタジアム ほか

天気：晴／最高気温：27.5℃
来場者数：6,000人
開催イベント・グループ：
●JOYFIT Dance School●帯広バトントワ
ラーズ●ram'a tone アカペラLIVE●めざせ世
界大会！世界最高齢ヒップホップチーム●うわ
さの阿波踊りを体験してみよう！○ホコテンベ
イブレード ザ・バトル 2～大人げなき！戦い～
●青空の下でふまねっと●太陽光発電・蓄電
池PR●平原まつり記録映像●おもちゃ病院
○遊びコーナー○路上アート○しゃぼん玉○
ぬりえ○缶バッジづくり○ホコテンメルカード
（●Fleuve●きゃら屋●ミニミニくう●木・
Do・愛・楽）●帯広音楽鑑賞協会PR

天気：曇のち雨／最高気温：22.7℃
来場者数：9,000人
開催イベント・グループ：
●フラワーブラスフェスティバル（●翔陽中学
校●西陵中学校●帯広第五中学校●帯広第八
中学校●帯広大谷高等学校●大空中学校
●帯広青少年吹奏楽団●帯広第二中学校●十
勝ウィンドシンフォニー●吹奏楽団 ポコ ア ポ
コ●帯広南商業高等学校●帯広北高等学校
●帯広第一中学校●緑園中学校●芽室高等
学校●帯広三条高等学校）●道新ぶんぶん号
●太陽光発電・蓄電池PR●あすぱらのおはな
し会＆工作教室●おもちゃ病院○ベイブレー
ド○ホコテンメルカード（●5店）

●参加イベント・グループ ○実行委員会実施イベント




