
スマイル元年

2019 帯広まちなか歩行者天国 活動報告

2019 年度活動終了のごあいさつ
　令和元年度の帯広まちなか歩行者天国は、「スマイル元年」をテーマに、6月23日から9月15日までの毎週日
曜日、全 13 回の開催を終了いたしました。平成18年から始まり今年度まで14年間、これまでオビヒロホコテン
が継続できているのは、ひとえに多くの皆様のおかげと厚く感謝申し上げます。
　皆様から寄せられるイベントコンテンツ、ボランティアによる運営、ご協賛・ご協力など、市民が力を合わせ
行われる当事業は「市民がつくり、市民が楽しみ、市民が支える」地域のまちづくりイベントとして、全国的に
見ても独特のスタイルです。これからもこのオビヒロホコテンという貴重な取り組み、人と人とのふれあいと交流
による地域コミュニティ創出を通じ、まちなかの活性化を目指してゆきたいと思います。
　新たな時代へと踏み出した今、皆様へは今後ともより一層のご支援・ご協力をお願い申し上げますとともに
2019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



スマイル元年

帯広市西2条平原通南8・9丁目＋広小路1・2区 一帯

6/23→ 9/15 毎週日曜日開催
　　　　　　　　　　　　　　　　全13回 （6/17 は悪天候のため中止）
歩行者専用道路実施時間 9:30→17:00
イベント開催時間 11:00→16:00

合計来場者数（参加者等含む）

約 126,000人
昨年比 115%　※実行委員会推計

参加イベント・グループ数
延べ214 件

昨年比 106%
※実行委員会実施イベントを除く

参加ボランティア数
延べ463 人

昨年比 227%

6/23●日
SMILE, BE HAPPY!

6/30●日
まちなかJAZZな一日

7/7●日
十勝YOSAKOIソーラン祭り

7/14●日
ENJOY! HOKOTEN SUMMER!

8/4●日
ホコテン七夕まつり／こども建設体験ランド

8/11●日
ホコテン盆踊り／とかち夏空大道芸フェスティバル

9/1●日
チビッコあつまれ！読み聞かせ広場

9/8●日
ホコテン秋まつり

天気：曇のち晴／最高気温：21.1℃
来場者数：6,000人
開催イベント・グループ： ●ハワイフラ・オ・
ホークーラニ●メムロエアロビクスチーム●ア
モール・デ・ラ・ムジカ○みんなでいっしょ
に「パプリカ」ダンス●再エネ・省エネと災害・
停電対応グッズご紹介／バルーンアート●おも
ちゃ病院○ホコテンメルカード（●Fleuve●
きゃら屋●ミニミニくう●木・Do・愛・楽）
○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○缶バッジづ
くり○ぬりえコーナー　ほか

天気：雨のち曇／最高気温：16.1℃
来場者数：5,000人
開催イベント・グループ： ●まちなか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●Swing 
Ring Quartetto ●畜大ジャズ研究会 ●十勝
J-HORNS）  ●ママとコとかち チョークアー
ト・らくがきコーナー  ●街の建物を描こう！
●ホコテンボードゲームカフェ  ●再エネ・省
エネと災害・停電対応グッズご紹介／バルー
ンアート●おもちゃ病院○ホコテンメルカード
○ベイブレードホコテンスタジアム ほか

天気：曇のち晴／最高気温：23.1℃
来場者数：12,000人
開催イベント・グループ：●十勝YOSAKOIソーラ
ン祭り（●十勝港ソー乱舞●Lafête●ミナオ・ドー
レくしろ●天翔童●魅天釧縲●農天揆●紫仁●迅
●高島小学校スポーツ少年団●梦拳●tokachi 紅
●倭奏●Excla!matioN●井原水産＆北星学園●縁
●いなせ系暁会活頗組●心●Re:Birth●テスク＆
祭人●[Sin]●さぁさみんなでどっこいしょ●むらむ
らむらあず）●うまい！十勝を再発見(4店)●第69
回 社会を明るくする運動 パレード●交通安全広場
●再エネ・省エネと災害・停電対応グッズ ほか

天気：雨のち曇／最高気温：18.2℃
来場者数：5,000人
開催イベント・グループ：●音更高校ダンス部
●北海道理学療法士会十勝支部「転びやす
さ」テスト●するべや プリントワークショップ
●帯広青年会議所 献血啓発コーナー●再エ
ネ・省エネと災害・停電対応グッズご紹介／バ
ルーンアート●おもちゃ病院○ホコテンメル
カード（●オッペン化粧品●Fleuve●ミニミ
ニくう●木・Do・愛・楽）○ベイブレードホコ
テンスタジアム○缶バッジづくり○ぬりえほか
※帯広北高校 学校祭パレードは雨のため中止

天気：曇／最高気温：20.9℃
来場者数：15,000人
開催イベント・グループ：○ホコテン盆踊り
●とかち夏空大道芸フェスティバル（●帯広
ジャグリングクラブ●FunnyBones●La 
StradaCompany●SEOPPI●りずむらいす●
エクストリーム芹川●なっつ●ダメじゃん小出
●ジャグリング体験コーナー）○ホコテンメル
カード（●Fleuve●木・Do・愛・楽）○ベイブ
レードホコテンスタジアム○遊びコーナー
○しゃぼん玉○路上アート○缶バッジづくり
○ぬりえ ほか　※広小路七夕まつり開催中

天気：晴のち曇／最高気温：29.7℃
来場者数：12,000人
開催イベント・グループ：●JOYFITキッズダンススクール●
こども建設体験ランド（●はしご乗り演技●マイクロバック
ホー操作●足場展望台昇降●ミニチュア足場づくり●測量
距離当て●都道府県パズル●手形オブジェづくり●防風ロ
ウソク立てづくり●壁紙貼付け●ピカピカ土団子づくり●
塗壁体験●木造組み立て●丸太ノコギリ切断●アジテータ
乗車・操作●バックホーペットボトルキャップすくい●高所
作業車球体落下ゲーム●ホイールローダー乗車ほか）●電
気だよ！全員集合(●高所作業車乗車体験●電撃イライラ棒
ほか）●ボーイスカウト体験●今年の夏は無事故で過ごそ
う●交通安全広場●地域安全街頭啓発開会式　ほか

7/21●日
MACHINAKA SUMMER FES

7/28●日
のりもの大集合！／オープンThe Police

天気：晴／最高気温：34.6℃
来場者数：16,000人
開催イベント・グループ：●衛星通信車●装輪装甲車●
道路清掃車●大型ロータリー車●除雪トラック●はしご
車●ポンプ車●給水車●ごみ収集車●50tクレーン車●
二輪・四輪教習車●4WD登坂試乗●新型スープラ・
ルーミー●オープンthe Police（パトカー・情報通信車・
白バイ展示、白バイデモ走行、指紋採取体験、制服着用
体験、チャリティバザー）●九州博多の猿回し●農業農
村整備●税金について学ぼう！●日本赤十字社PR●み
んなで築こう人権の世紀●建築士と作ろう木工作●親
子フラワーアレンジメント●帯広大谷短大B級グルメ●
帯農マルシェ●帯広南商業高校美術部　ほか

天気：曇時々雨／最高気温：22.9℃
来場者数：8,000人
開催イベント・グループ：●ram'a tone アカペ
ラライブ●伝統的生活空間(イオル)再生事業
カムイトウウポポ保存会アイヌ古式舞踊●ホ
コテン図書館（移動図書館バスナウマン号）
●交通安全広場●再エネ・省エネと災害・停
電対応グッズご紹介／バルーンアート●おも
ちゃ病院○ホコテンメルカード（●きゃら屋●
Fleuve●ミニミニくう●木・Do・愛・楽）○ベ
イブレードホコテンスタジアム○遊びコーナー
○しゃぼん玉○缶バッジづくり○ぬりえほか

天気：曇のち晴／最高気温：25.6℃
来場者数：9,000人
開催イベント・グループ：●Step×Step●
ArtFactory Dance Studio●帯広北高校ブレ
イクダンス部・チアリーディング部●だがしや
楽校ほっかいどうオビヒロホコテン店●交通
安全広場●おもちゃ病院○ホコテンメルカード
（●きゃら屋●Fleuve●ミニミニくう●木・
Do・愛・楽）○ベイブレードホコテンスタジア
ム○遊びコーナー○しゃぼん玉○路上アート
○缶バッジづくり○ぬりえコーナー ほか

9/15●日
フィナーレ
天気：曇／最高気温：21.8℃
来場者数：9,000人
開催イベント・グループ：●ミカバトンクラブ●
タンスに眠っている着物ファッションショー●帯
広の町で笑う！ホコテンde笑いヨガ●ホコテン
ベイブレードファイナルバトル●バスの日inホコ
テン2019(各種バスの展示ほか)●煙体験コー
ナー・防災クイズ●ホコテンミニ四駆グランプリ
●帯広コスプレユニット雪華●ホコテンボード
ゲームカフェ●おもちゃ病院○ホコテンメルカー
ド（●6店）●帯広若鳶会はしご乗り○クロージ
ングセレモニー○紅白もち配り ほか

天気：曇のち晴／最高気温：28.5℃
来場者数：11,000人
開催イベント・グループ：●チビッコあつまれ！
読み聞かせ広場（●絵本の読み聞かせ●ダン
プカー・冷凍冷蔵車・ミルクローリー・ミキ
サー車・ウイング車の展示）●帯広老人クラブ
連合会ダンス発表会●アサンテ・サーナ サッ
クス発表会●将棋体験コーナー●みんな集ま
れ！体力測定会●親子で学べる！スポーツコー
チングガイド●ミニ四駆体験会●街の建物を
描こう！●帯広青年会議所献血啓発コーナー 
●おもちゃ病院○ホコテンメルカード ほか

8/18●日
フラワーブラスフェスティバル

8/25●日
SLOW SUNDAY OBIHIRO

天気：晴のち曇／最高気温：26.1℃
来場者数：7,000人
開催イベント・グループ：●帯広バトントワ
ラーズ●あすぱらのおはなし会＆ミニ縁日●
映画パンフレット展●ホコテン図書館（移動
図書館バスナウマン号）●再エネ・省エネと
災害・停電対応グッズご紹介／バルーンアート
●おもちゃ病院○ホコテンメルカード（●
Fleuve●ミニミニくう●木・Do・愛・楽）○ベ
イブレードホコテンスタジアム○遊びコーナー
○しゃぼん玉○路上アート○缶バッジづくり
○ぬりえコーナー ほか

天気：曇／最高気温：28.8℃
来場者数：11,000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（●西陵中学校●大空中学校●帯広第
二中学校●大樹中学校●帯広第四中学校●緑
園中学校●吹奏楽団 ポコ ア ポコ●帯広第八中
学校●帯広三条高校●帯広第五中学校●十勝
ウィンドシンフォニー●翔陽中学校●帯広大谷
高校●帯広青少年吹奏楽団●帯広南商業高校
●帯広第一中学校●芽室高校）●道新ぶんぶん
号●帯広コスプレユニット雪華●ホコテンボード
ゲームカフェ○ホコテンメルカード（●5店）ほか

●：申込イベント・グループ
○：実行委員会実施イベント



2019年度 トピックス
［イベント参加者への呼びかけでボランティア数大幅増］

●ここ数年、ボランティア参加の伸び悩みによる一人当たりの作業負担増が課題だったが、昨年から始めたイベント参加者への
設営撤収作業協力を今年は積極的に呼びかけた結果、今年度のボランティア数は463人と昨年比 227%と大幅増となり、スタッ
フの負担軽減ができた。イベント参加者の皆さんも非常に好意的に作業頂き、皆が楽しみながら協働するホコテンの良さが見ら
れた。今後も引き続き同様の呼びかけを行う予定。

［前年比115%とまずまずの来場者数　今後は平日の来街者につながる取り組みが課題］
●初回 6/16 は過去初めての雨天中止だったものの、それ以外の回は天候の影響は少なく、8/11 お盆の週と 9/15 の開催日増、
また 8/4「こども建設体験ランド」の新たな大きめのイベント効果もあり、前年比 115%とまずまずの来場者数となった。
●帯広商工会議所の調査によると、休日（ホコテン開催日）の歩行者通行量は順調に推移している一方、平日の通行量は引き
続き減少傾向となった。今後はホコテンでも平日への来街者増加につながる取り組みが課題。

［国土交通大臣表彰「手づくり郷土（ふるさと）賞」を受賞］
●社会資本と関わりをもつ地域づくりの優れた取組を推進するため国土交通省が毎年選定する

「手づくり郷土賞」の令和元年の表彰に、当実行委員会の取り組みが選定された。今年度は24
件（一般部門20 件、大賞部門４件）が受賞し、オビヒロホコテンは一般部門での受賞。同省か
らの表彰は、平成24年度 「まちづくり功労者国土交通大臣表彰」に続き2 回目。

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！
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

ホコテン会場

広 小 路
六花亭

ドーミーイン
帯広

帯広駅↓バスターミナル

帯広
郵便局

藤
丸

ホ
コ
テ
ン
事
務
局
●

平

原

通
西
1
条

南
8
丁
目

南
9
丁
目

西
2
条

西
3
条

協賛および協力企業・団体の皆様

オビヒロホコテン2019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
㈱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　商工中金帯広支店　㈱ズコーシャ　㈱ダイイチ
ダスキンオビヒロ㈱　デザイン工房・金澤　㈱土井組　ハラデンキ㈱　㈱米澤通商

㈲アドサイン　㈲いせきビル　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㈱　北の起業広場（協）　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　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
㈲ホテル十勝屋　㈲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　㈱土井組　北海産業㈱　笹谷建設㈱
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 　杏華　EasyDiner7026　あるふあの会
帯広NPO28サポートセンター　帯広若鳶会　第 10 回全国笑いヨガ大会実行委員会　ミカバトンクラブ　JazzSpot B♭M7
着物を楽しむ会 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  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　音更高等学校　更別農業高等学校
帯広北高等学校 十勝毎日新聞社 北海道新聞帯広支社 NHK帯広放送局 ㈱エフエムおびひろ ㈱おびひろ市民ラジオ ほか


