2022 オビヒロホコテン イベント・出店参加募集要項（5/26 版）
オビヒロホコテン（帯広まちなか歩⾏者天国）は、2006 年から続けられている市⺠による中⼼市街地活性化の取り
組みです。毎年多くの来場者・イベント出店参加者・ボランティアの皆さんにより、まちなかのにぎわいと交流づくり
につながっています。
新型コロナウイルスのまん延により 2020・21 年と 2 年続けて開催することができませんでしたが、実⾏委員会で
は今年こそ再開したいという強い思いから、以下の内容で開催を予定しています。協⼒しあい感染拡⼤防⽌対策をと
りながら、皆さんの活動の発表や交流の場としてホコテンにご参加頂ければ幸いです。お申込みをお待ちしています。

開催概要

⻄
２
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通
り

・名 称

帯広まちなか歩⾏者天国（通称︓オビヒロホコテン）

・主 催

帯広まちなか歩⾏者天国実⾏委員会

・⽇ 時

2022 年 6 ⽉ 19 ⽇(⽇)〜9 ⽉ 11 ⽇(⽇)の毎週⽇曜⽇ 全 12 回 (8/14 休)
イベント開催時間︓11〜16 時 歩⾏者天国実施時間︓9:30〜17:00

帯広郵便局

・会 場 【⻄ 2 条（平原通）
】⻄ 2 条通り 南 8・9 丁⽬
【南 8 丁⽬線】⻄ 1 条通りから⻄ 2 条藤丸南側まで

※⾬天時や感染状況などによっては、広⼩路アーケード会場のみで開催する
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六花亭本店

南 9 丁⽬

場合があります
・趣 旨

オビヒロホコテンは、帯広のまちなかの「にぎわいづくり・ひとづくり・
まちづくり」をコンセプトに開催しています。来場者・参加者・ボランティアなどでつくられるオビヒロ
ホコテンは、まちなかへの親しみを⾼め、多くの来街者づくりにつながっています。
オビヒロホコテンは「市⺠がつくり、市⺠が楽しみ、市⺠が⽀える」公共性、公益性を持つ、市⺠参加
型、市⺠⼀体型のまちづくりコミュニティ事業です。

※開催規模の縮⼩・中⽌について
新型コロナウイルスなどの感染症拡⼤・悪天候や災害の際は、開催規模の縮⼩・中⽌などの内容の変更
をさせて頂く場合がありますのでご了承ください。決定は各開催⽇ごとの 12 ⽇前までに⾏います。
募集規約内「新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌対策について」をお読みください

参加のお申込み
別紙募集規約をご覧頂き、申込フォームに必要事項をご記⼊の上メールまたはFAXにてお申込み下さい。道路使⽤
の⼿続上、参加ご希望⽇の約１ケ⽉前までにお申込みください。新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌の⾒地から、イベ
ントや出店の集中を避けるためご希望の⽇時から変更をお願いする場合がありますのでご了承ください。
参加料⾦(開催協⼒⾦)は1回500円です。(学校・⽣徒を除く) テント類は原則持ち込みとなります。テーブル・椅
⼦などの資材は、有料貸出⽤のものもありますが、可能であれば参加者においてご⽤意ください。当⽇の共⽤資材な
どの運搬作業にもご協⼒お願いいたします。また、ホコテン運営のための協賛⾦(任意)も随時お待ちしています。

お申込・お問合せ 帯広まちなか歩⾏者天国実⾏委員会 事務局
メールでのお申込・お問合せ︓office@hokoten.net
FAXでのお申込︓0155-23-4510

電話でのお問い合わせ︓事務局 ⾦澤︓090-5222-7020
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副実⾏委員⻑ 杉⼭︓090-7659-3610

オビヒロホコテン 2022 イベント・出店参加募集規約（4/10 版）
オビヒロホコテンは、市⺠のみなさんによる交流とコミュニティづくりで中⼼市街地を活性化する取組みです。
公共・公益性を持ち市⺠に愛される「市⺠がつくり 市⺠が楽しみ 市⺠が⽀える」ホコテンであり続けるために、み
なさんと守るルールですので、この規約をお読みになり同意の上ご参加ください。

公募の視点
⾳楽・芸術・⽂化・環境・健康・安全・学習・社会啓蒙活動・地域産品 PR などをテーマに、
「⼈と⼈が交流するコ
ミュニケーションの場」や「地域の魅⼒を再発⾒・再認識する場」となるような内容を公募します。
※近隣飲⾷店への回遊性向上のため、団体・学校・実⾏委員会が特に認めたものなどを除き、個店での飲⾷出店募
集はしていません。

公共性・公益性について
オビヒロホコテンは、市⺠全体に利益が及ぶ活動を⽬的とし、多くの市⺠が参加できる公共・公益性を持つ取組みで
す。来場者が楽しめる内容での参加をお願いいたします。個別の事業者・店舗などの広告宣伝や営利を第 1 ⽬的とし
た活動はできません。また公序良俗に反した⾏為、実⾏委員会の定める⽬的・主旨に反する、またはそれに準ずる⾏為
と判断した場合は、参加をお断りさせていただきます。また、開催中において必要と判断した場合指導をさせて頂きま
すが、指導後に改善が⾒られない場合は、撤去を求めますのでご了承ください。

料⾦発⽣イベントについて
公道を使⽤する場合、道路管理者など（北海道、帯広市、帯広警察署）の許可が必要です。オビヒロホコテンは、営
利⽬的ではなく、公共性・公益性を⽬的とした事業として使⽤許可を受けています。料⾦が発⽣するイベント・出店で
のご参加の際は、営利⽬的ではない、実費価格・または⼀般的な価格よりも低い料⾦設定とし、来場者との交流の要素
を持つなど、公共性・公益性を考慮した料⾦と内容としてください。また、各回の売上⾦額は、道路使⽤申請者である
当実⾏委員会が⼀括で把握しますので、終了後売上⾦額の報告をお願いいたします。

開催会議への参加について
イベント・出店参加者を対象に、通常、各開催⽇前々週⽕曜⽇（12 ⽇前）の夜 18 時より開催会議を⾏っています。
全体の開催概要・各コーナーの配置・各イベント実施時間・設営撤収などの説明と最終調整をしますので、極⼒代表担
当の⽅ 1〜2 名で参加してください。出席された代表の⽅は、当⽇のイベント参加者全員への決定事項の遵守周知をお
願いします。なお、遠⽅からの参加など、出席が困難な場合は別途対応いたしますので事前にご連絡ください。
※会議参加の際は新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌対策にご協⼒ください

当⽇の設営・撤収
常に安全を第⼀に考え、開始・終了時間を守り、参加者同⼠協⼒して設営・撤収をお願いいたします。
設営の際は、実⾏委員会が許可した場合を除き、届出以外の場所への配置・届出以外の設置物の設置はできません。
⾞道では、消防⾞・救急⾞などの緊急⾞両通⾏のため 3.5 m 以上の通⾏幅を確保してください※。歩道では、歩⾏
者が通⾏できる余地・点字ブロック通⾏部分を確保し、沿道店舗の営業の妨げにならないよう設置物の配置・⾳・匂
い・排気などに注意願います。天候の変化などによる配置物の移動・撤収などは実⾏委員会の指⽰に従ってください。
運搬⽤などの⾞両は、歩⾏者に⼗分注意し指定の進⼊・退出⽅向（別紙）や係員の指⽰を厳守してください。運搬⽤
⾞両は 10:15 頃までに会場から退出してください。イベント実施時間（通常 11:00〜16:00）内は、実⾏委員会が認
めた場合を除き会場内への⾞両の進⼊・⾛⾏はできません。

※軽量で容易に移動できるものを除く

当⽇の実施時間など
全体の朝礼を 9:30 より広⼩路 2 区の資材庫前にて⾏いますので、極⼒参加ください。予定参加者名を受付時に受
付簿へご記⼊するか名簿をお持ちください。
全体のイベント開催時間は通常 11:00〜16:00 です。出店などは設営完了次第順次開始可能です。特に認めた場合
を除き 16 時以前の撤収作業は控えてください。届出の時間の変更が必要な場合実⾏委員会との協議が必要です。
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ボランティア作業へのご協⼒
オビヒロホコテンは、実⾏委員はじめ多くのボランティアにより運営されています。イベントでご参加の⽅も、同じ
ボランティアとして当⽇の会場全般の設営・撤収・清掃などの共同作業に協⼒していただきますので、実⾏委員スタッ
フの指⽰に従ってください。
ホコテンでは、開催当⽇の作業をしていただく「会場ボランティア」
、通年で打ち合わせや準備作業などの活動をす
る「実⾏委員ボランティアスタッフ」を募集中です。
※ボランティア参加ご希望の⽅は、別紙「ボランティア参加要項」をお読みください。

協賛について
ホコテンは多くのみなさんからの協賛⾦で運営されています。イベント・出店参加の皆様には 1 グループ当たり 1
回 500 円の開催協⼒⾦を頂きます。その他にも任意での協賛をお願いしています。個⼈協賛は⼀⼝ 500 円以上です。
※企業・団体協賛については、別途「ご協賛要項」をご覧ください

資材（イス・テーブルなど）の貸出と料⾦(資材協賛⾦)について
使⽤資材類は、可能な限り参加者にてご⽤意くださいますようお願いいたします。ご⽤意できない⽅には、下記の貸
出⽤資材があり、貸出の際は修繕・修理・補充のための下記使⽤料⾦(資材維持協⼒⾦)をいただきます。学校や⽣徒の
⽅でのご参加の場合は無料です。
以下の表を参考に、ご希望の資材・数量を別紙お申込フォームにご記⼊ください。設営・撤収時の運搬は参加者に
て⾏っていただきます。なお、参加グループ間の公平性上、貸出数量の変更をお願いする場合があります。
※テーブル・イスは、使⽤中・終了後は借受者において消毒を⾏ってください。
資材・使⽤料⾦ ⼀覧表（数量は変わる場合があります）
資材名／数

仕

様

料⾦(資材維持協⼒⾦)

テーブル 45 幅／12

⼱ 45×奥⾏ 180×⾼さ 60cm 傷みあり

1 脚:600 円

テーブル 60 幅／18

幅 60×奥⾏ 180×⾼さ 60cm 傷みあり

1 脚:800 円

パイプイス／約 100

座⾯・背⾯の傷み、パイプ部のサビあり

無料

掲⽰板／8

掲⽰⾯︓幅 180×⾼さ 90cm(両⾯使⽤可) 傷みあり

共⽤電源使⽤

⾳楽などを PA にて流す場合もこれに当たります

(街灯・脚柱より給電)

容量上、調理器具・冷蔵庫などは使えません

簡易ステージ⼩／4

幅 180×奥⾏ 90×⾼さ 30cm ⽊製 ⼈⼯芝張

ステージ⼤／2

幅 240×奥⾏ 120×⾼さ 20cm 折りたたみ式

1 台:500 円
1 ⽇:500 円
1 台:500 円

着替室・控室について
専⽤の着替室・控室は⽤意しておりません。持込テントの設置・実⾏委員会保有テントの利⽤も可能です。少⼈数で
短時間の場合広⼩路 3 区のホコテン事務所がお使い頂けますのでご相談ください。
荷物は各⾃の責任で保管願います。
また、⼤⼈数の場合や荷物が多い場合は、以下などの場所へ直接お申込ください。
坂本ビル 5F、6F 貸しホール・会議室 TEL:0155-22-0132

料⾦は直接ご確認ください

藤丸 8F 帯広市市⺠活動交流センター TEL:0155-20-3004

無料（要事前申込）

駐⾞場について
専⽤の駐⾞場はありません。⼀般駐⾞場や、帯広市役所来庁者⽤駐⾞場（⼟⽇祝 8:30〜22 時解放）をご利⽤くださ
い。障がい者の⽅や、開催に必要な機材などの⾞両は会場内に駐⾞することができますのでご相談ください。

開催規模の縮⼩・中⽌について
感染症拡⼤・悪天候・災害時は、開催規模の縮⼩や中⽌などの変更をさせて頂く場合があります。また、その際の経費
や損害などへの補償は⾏いません。 別紙「新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌対策について」をお読みください
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新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌対策について
ご参加の際のガイドライン（2022/04/10）

みなさんで協⼒しあい対策を⾏います
オビヒロホコテンは「市⺠がつくり 市⺠が楽しみ 市⺠が⽀える」まちなか活性化のための取組みです。新型コロ
ナウイルス感染拡⼤を防⽌しながら安⼼してホコテンが開催できるよう、主催者・ボランティア・イベント出店参加
者・来場者・店舗など、ホコテンに関わるみなさんが協⼒しあい対策を⾏います。ホコテンでは下記のガイドラインを
遵守し、加えて各⾃の参加内容に応じた対策を⾏っていただくようお願いします。

1. 基本的な対策
「新北海道スタイル」に準じた対策
・健康管理の徹底 ・⼈と⼈との距離の確保 ・こまめな⼿洗い 消毒 洗浄
・マスク着⽤ 咳エチケット ・
（密閉したテントなどの場合）こまめな換気
・密閉 密接 密集(3 密)の回避（仕切りの設置 ⼈数制限 ⼊替など）
・飲⾷のテイクアウト ・注意と対策の掲⽰ 呼びかけ

2. 各参加者での対策
イベント・出店での参加の際は、各内容に応じた対策リスト（様式は任意）を作成し、実⾏委員会へ事前に提出し
ていただきます。

3. 感染源 感染経路の把握
①健康管理チェック(参加の事前〜参加後の経過観察) ②参加者の把握(参加者リストの作成と保管)
③通知システムの活⽤(「COCOA」アプリの使⽤ 会場掲⽰の「北海道コロナ通知システム」への登録)

4. 開催内容の変更について
各開催⽇ 12 ⽇前までに、通常〜縮⼩〜中⽌の決定をします。決定に際しては、その都度社会状況を総合的に⾒て
柔軟に判断します。ただし、まん延防⽌等重点措置などの実施や「北海道におけるレベル分類」が 3 以上の場合は
中⽌とします。なお、決定後であっても、状況が悪化する恐れが出た場合、開催直前までに内容の変更を⾏う場合が
あります。
参考 北海道︓新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する情報→

5. 参加グループ内の陽性者発⽣の場合
ご参加グループ内やご家族などに陽性者が発⽣し、参加予定のメンバーに接触や感染の可能性があった場合、検査
を受け陰性であることをご確認ください。

ご参加にあたっては、以上の条件でのお申込受付となります旨ご了承ください。
以 上
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