資料編４

市民提案型協働のまちづくり支援事業実施団体

市民提案型協働のまちづくり支援事業

実施団体一覧

平成 18 年 9 月の制度開始からこれまで、市民提案型協働のまちづくり支援
事業【Motto おび広がる プロジェクト】を活用した団体一覧です。
※（）内の数字は、その団体が事業を活用した回数です。
実施
年度

団体名
大山緑地と若葉の森を愛
する会
清川地域づくり協議会

大空町連合自治会

H19

Close to you

提案テーマ
都市緑地の保全と教育環境の充実

よる、住みよい生活環境の創造

産

ウツベツ川沿いの桜並木整備と蛍の

地域住民の交流・憩いの場としてウツベ

住む川の再生

ツ川沿いに桜並木を整備

まじり合い（交流）・まなび合い（学

子どもたちを中心として、地域や色々な

習）・つながり合い（連携）

立場の人との交流や学習を行う

支えあいのある暮らし・住まい・ま

CAP～子どもへの暴力防止から地

大山緑地と若葉の森を愛
する会（２）
愛の国郷土博物館運営ボ
ランティアの会

H20

整備、倒木処理、動植物の把握
楓の植樹による環境保全、保水、樹液生

ち

CAP きらり

地域住民と行政の共同作業による施設

自然の保護育成と地域連帯の効用に

多世代・多種世帯が協働する新しい
とかち CO ハウス研究会

実施内容

域の暴力根絶へ

都市緑地の保全と教育環境の充実

「新しい支えあいのある暮らし」のワー
クショップやフォーラム実施
CAP ワークショップで大人援助コミュ
ニティネットワークをつくり、暴力のエ
スカレートを防止
木柵の防腐塗料塗布や倒木処理、地域住
民との共同作業
愛国駅の観光客、地域住民、各学校

開拓当時の生活機具、道具、ばんえい競

の生徒を対象に愛国開拓 100 年の

馬の馬具などを展示し、当日の生活を楽

歴史を伝える

しく学ぶ場の提供
音訳業務のテープ録音からデジタル録

音訳グループさざなみ

デジタル録音移行プロジェクト

音への移行に伴う技術取得及び機器購
入
高齢者介護に関わる人たちの知識と技

高齢者介護の勉強会

介護の人材育成

おびひろ動物園協会

おびひろ動物園活性化支援事業

1

術の向上
入園者に対するアンケート調査、ボラン
ティアガイドの養成
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実施
年度

団体名

市民提案型協働のまちづくり支援事業実施団体

提案テーマ

自然にいいこと、再発見。 身近なことのエコ活動で環境配慮型
カンナ・カンナ

のまちづくり

実施内容
イベント会場内での割り箸回収ブース
設置・回収、展示による環境啓発活動、
マイ箸ワークショップの実施

ひとりぼっちで悩む人をなくそう～
H20

はるにれの会

ありのままに思いを語り合える居場

PR リーフレットの作成、配布

所づくり
障がい者を対象とした体験ツアーの実
ガイドヘルパーボランテ
ィア

くるみの会

愛の国郷土博物館運営ボ
ランティアの会（２）

障がい者と十勝の旅をしよう

研修
体験できる博物館

高齢者介護の勉強会

介護に係る人材育成

NPO 法人とかち馬文化

馬文化を活用した帯広市活性化推進

を支える会

事業

ぷれいおん・

できる博物館の運営
学習会の開催、情報交換・交流を通じて
助け合いを図る
馬文化に係る情報発信、出前講座等を通
じ馬文化の理解醸成とばんえい競馬の

子育てに必要な知恵や体験談を掲載し
子育て応援情報誌発行事業

とかち
H21

愛国開拓 100 年の歴史を伝える体験が

振興、地域活性化を目指す
NPO 法人子どもと文化
のひろば

施、障がい者に配慮したルートの検討、

た既存にはない地域密着情報誌の発行
と配布

たねっと（十勝アクショ
ンネットワーク）
ガイドヘルパーボランテ
ィア

くるみの会（２）

音訳グループさざなみ
（２）

デート DV 防止プログラム講座

障がい者と十勝の旅をしよう

障がい者を対象とした自然を満喫する
旅の企画
音訳業務のテープ録音からデジタル録
デジタル録音移行プロジェクト

音への移行に伴う技術取得及び機器購
入

まじり合い（交流）・まなび合い（学
Close to you（２）

デート DV 講座の開設と普及

習）・つながり合い（連携）

おびひろ動物園協会（２） おびひろ動物園活性化支援事業

2

誰でも参加できる体験型イベント実施
により、地域の人が学習・交流する場の
提供
ボランティアガイドの養成による動物
園入園者の増加を図る
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市民提案型協働のまちづくり支援事業実施団体

実施
年度

団体名

提案テーマ

石王緑地をまもる会

石王緑地の保全と環境整備の充実

実施内容
自然道の歩道工事、巣箱・樹名板取付、
植樹
居場所づくり事業の体験版実施、地域ボ

NPO 法人すきっぷ

子ども居場所づくり支援事業

ランティアの組織づくりなど、開所に向
けた助言・指導

自然にいいこと、再発見。 お店発のエコ情報で、市民のエコ参
カンナ・カンナ（２）

加の向上を。

NPO 法人とかち馬文化

馬文化を活用した帯広市活性化推進

を支える会（２）

事業

馬文化新聞の発行による情報発信、出前
講座等を通じ馬文化の理解醸成とばん
えい競馬の振興、地域活性化を目指す
NPO 法人子どもと文化
ぷれいおん・

誌を発行して配布し、市民参加と環境意
識の向上を目指す

H22
のひろば

地域住民や観光客に地域エコ体験情報

子育て応援情報誌の継続発行と、事業所
子育て応援情報誌発行事業

とかち（２）

等との連携により子育て支援の意識を
高める

帯広市生涯学習コーディ
しょうがい

ネーターの会「 生街
がくしゅう

生涯学習推進委員会や市民団体との協
いっしょに楽しく。学び、いっしょ

働による「おびひろ地元学」の展開で、

にまちづくりをするきっかけに

地域の魅力や課題発見のきっかけを提

楽 集 の学舎」

供
ふまねっと運動を普及推進し、高齢者の

帯広ふまねっとの会

ネットで深めよう絆と健康管理

健康維持と連携意識を高め、サポーター
やインストラクターの養成と組織作り
を行う
おびひろ動物園ボランテ

動物園を通じての人材育成と地域活

動物園でのボランティア活動、広報・ポ

ィアグループ Zooful

性化

スター製作、会員のための勉強会

帯広川伏古地区子どもの

帯広川探検隊～親子孫、三世代で学

帯広川を拠点とした勉強会、体験学習の

水辺協議会

び感動する帯広川の魅力～

実施

不登校を語る親の会

つながる、つたえる、つつみこむ

H23
不登校の子を持つ親同士の交流、学習機
会の提供
ひきこもり（青年期）家

アンダンテ（稲の旋律）の上映と講

映画の上映と、原作者による講演会の開

族の会たんぽぽ

演会

催

3
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実施
年度

団体名

提案テーマ
「笑おうや

NPO 法人コーチズ
劇団

演研

NPO 法人すきっぷ（２）

帯広市生涯学習コーディ
H23

市民提案型協働のまちづくり支援事業実施団体

しょうがい

ネーターの会「 生街
がくしゅう

楽 集 の学舎」（２）

動こうや

実施内容
集まろう

や」ガンバルーン体操で！！！

に向けた講習会開催

演劇ワークショップ

中高生向け演劇ワークショップの開催

（仮称）夏休みこども夢教室（キッ

小学生の様々な体験学習機会を夏休み

ズサマースクール）

中に提供

いっしょに学び、よりよい地域とす
るために～市民による市民のための
まちづくりワークショップ

帯広ふまねっとの会（２） ネットで深めよう絆と健康管理
帯広市食生活改善推進員
協議会
大正新ジャガ伝実行委員
会

ガンバルーン体操の指導者発掘と、増員

私達の健康は私達の手で

大学、行政、生涯学習コーディネーター
の 3 者協働により「おびひろ地元学」、
「おびひろ DIG」などまちづくりに向け
た話し合い学習
町内会等におけるふまねっと運動の普
及促進と、サポーターの養成
健康寿命維持に向け、食への関心を向上
させ、実践する活動の提供
農業、商業、地域住民、福祉団体と連携
大正新ジャガ伝の開催

し、大正地区の新ジャガと地域の魅力発
信のため参加型イベントを開催

おびひろ動物園ボランテ
ィ ア グ ル ー プ Zooful

動物園から帯広市を活性化する

（２）

イベントの企画、実行、会員向け勉強会
つつじっ子夏祭り、秋のもちつき大

夏祭りの開催により、地域の子どもたち

会（つつじ小学校の子どもたちと地

と大人の親睦交流、安心安全な地域づく

域住民との交流事業）

りに役立てる

帯広ウチダザリガニバス

稲田機関庫の川支流の無名川の生態

ウチダザリガニの一掃を目指した駆除

ターズ

系保全活動

活動

子どもと文化を楽しむ市

親と子のふれあいコンサート

民の会

みなみの風・にしの風コンサート

つつじっ子クラブみまも
り隊
H24

動物園イベント時に来園者が楽しめる

「おたがいさま」のコミュニティ実
日曜クラブ

現のために～わたしたちがしたいこ
と・できること～

4

乳幼児向けコンサートの開催

障がい者同士の共有ミーティング、地域
貢献活動、地域住民との交流会開催
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実施
年度

団体名
一般社団法人ふれあいデ
ジタル工房ワークサポー
トふれあい
NPO 法人フラワーセラ
ピー研究会帯広地区（２）

帯広つぼみダンス同好会

提案テーマ

実施内容

メル友づくりで高齢者への声かけ支

身体障害者による、高齢者向け携帯電話

援

操作講習会の開催と交流事業

高齢者も障害者も全ての人が、心豊
かに過ごせる地域社会をめざして…
花の力を借りて

会（２）
帯広市第八中学校サポー
ト隊
とうもろこしの会

験会、ボランティア人員の増員
ダンスを通じた交流や学習、連携、

ダンスを通して色々な立場の人たちと

そして日頃の運動不足の解消

の交流、学習
農業、商業、地域住民、福祉団体と連携

大正新ジャガ伝実行委員
H24

施設でのフラワーボランティア活動、体

大正新ジャガ伝の開催

し、大正地区の新ジャガと地域の魅力発
信のため参加型イベントを開催

八中の池の移設

仲間、健康、生きがい

石王緑地をまもる会（２） 石王緑地の保全と環境整備の充実

恒久的なサケの稚魚観察池の水源確保
に向けた池の移設
ピアカウンセリングやディスカッショ
ン、調理実習やエクササイズの実施
自然道の歩道工事、巣箱・樹名板取付、
植樹

帯広川伏古地区子どもの

帯広川開拓団～親子孫、三世代で学

水辺の体験学習や散策路整備、小魚釣り

水辺協議会（２）

び維持管理する帯広川～

場の整備

とかちおびひろ映画祭（３分ショー

ショートフィルムの公募、上映会とグラ

トフィルム）

ンプリの決定

NPO ふらっとホーム
おりがみサークルパピロ
フレンズ

折り紙でいきいき楽しく！

世代に合わせた折り紙指導や市内施設
での折り紙作品展示

栄小地区生涯学習推進委

帯広市内の小川にホタルを飛ばせた

小さな川を調査し、ホタル生息に向けた

員会

い

工夫

親と子のふれあいコンサート

乳幼児向けコンサートの開催

社会貢献のできる、明るい患者会

慢性腎臓病の正しい情報提供、啓発活動

H25
子どもと文化を楽しむ市
民の会（２）
とかち「すずらんの会」
帯広つぼみダンス同好会
（２）

障害者のダンスを通じた交流や学
習、連携、そして日頃の運動不足の
解消

5

ダンスを通して色々な立場の人たちと
の交流、学習、イベント出演
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実施
年度

団体名

市民提案型協働のまちづくり支援事業実施団体

提案テーマ

実施内容

ボーダレスアートで…アールブリュ
帯広コンテンポラリーア

ット（アウトサイダーアート）作品

ート実行委員会

の展示

アートでまちの元気づくり

…
発達ひろば
とかち絵手紙の会
つつじっ子クラブみまも
り隊（２）
H25

障害者授産品の付加価値向上、こどもや
障害者とのアート作品づくり
発達障害者も暮らしやすい帯広のま

当事者の自主講演会開催、先駆的活動団

ちづくり

体との交流ワークショップ開催

出会い、ふれあい、楽しい展

絵手紙による交流、学習事業

つつじっ子夏祭り（つつじ小学校の

夏祭りの開催により、地域の子どもたち

子どもたちと地域の住民との交流事

と大人の親睦交流、安心安全な地域づく

業）

りに役立てる

十勝キャリアデザインネ

CDN

ットワーク

メンターシップ事業

働く女性の成長を支援する

働く女性の意識改革や CDN メンターシ
ップ事業 PR、セミナー開催

ノーマライゼーションを目指した取
帯広くるみクラブ

障害者作品を中心とするアート展示会、

り組み展開による住みやすいまちづ
くり

障害者と健常者による啓北グリーンロ
ードの環境整備
不登校を語る親の会「時

三つの「つ」：つながる、つたえる、

熟」（２）

つつみこむ

帯広市農業青年団体連絡

若い農業青年と一緒に、食を通じた

地元の若手農業者と市民との交流イベ

協議会

元気な地域づくり！！

ントを開催

おびひろ動物園ボランテ
ィ ア グ ル ー プ Zooful
（３）
エコな地域をつくる会
H26
帯広市農業青年団体連絡
協議会（２）

NPO ふ ら っ と ホ ー ム
（２）

おびひろ動物園ボランティア

市民

に愛される動物園づくり

地球と人に優しいエコな雑草管理隊
農業青年と一緒に、食を通じた元気
な地域づくり！～地元食材と農業に
ついてもっと伝えたい～
「とかち・おびひろ動画大賞」事業
～身近な映像を公募して十勝の魅力
を発見～

6

親同士の交流、学習機会提供と情報発信

動物園の話題作りと来場者へのサービ
ス向上に向けたイベント企画
地域の環境整備、落ち葉や雑草の堆肥
化、堆肥の散布活動
小学生の親子を対象とした食育イベン
トの実施

帯広・十勝で撮影した動画の公募と作品
の上映会
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市民提案型協働のまちづくり支援事業実施団体

実施
年度

団体名

提案テーマ

実施内容

帯広ロボットプロジェク

ロボット体験イベント～ロボットプ

ロボットプログラミング、触って動かせ

ト

ログラミングを体験しよう～

るイベントの開催

第 20 回絵手紙たなばた祭り 出会

絵手紙たなばた祭りの開催、記念誌の発

い、ふれあい、楽しい展

行、指導者の育成

とかち絵手紙の会（２）

十勝キャリアデザインネ
ットワーク（２）
発達ひろば（２）
H26

NPO 法人認知症フレン
ドシップクラブ帯広事務
局
TOKACHI 大学
NPO 法人とかち市民後
見人の会
とかち「すずらんの会」
（２）

H27

「働く女性の成長を支援するメンタ
ーシップ事業」女性のための発信力
養成講座

講座の開催により働く女性の発信力向
上を図る
地域の発達障害者に自助のチカラを

専門家による講座の開催

認知症の人が安心して暮らせる街づ

認知症についての研修会、認知症高齢者

くりをめざす

（徘徊）模擬訓練の実施

TOKACHI 大学公開授業

市民後見人がおじゃまします！

対話力やコミュニケーション力向上に
向けた講演会の開催
市民後見人制度についての講演、資料配
布、相談会
しってほしいあなたの腎臓～専門の
先生と患者の体験から本当のことを

勉強会等の開催

知ってほしい～
帯広宣隊ジバサンダー委

帯広に NEW ヒーロー降臨！ローカ

悪役ヒーロー増員、地場産品の紹介ムー

員会

ルヒーローショー

ビー作成

あっちこっち紙芝居

紙芝居・絵本の読み聞かせ出前講座

十勝でアクションめぐり

子どもたちとゆく十勝体験ツアー～

ー

見て・食べて・伝えて～

NPO 法人猫たちを守る

動物愛護と適正飼育についてのパネ

動物愛護と適正飼育についてのパネル

十勝 Wish の会

ル展・アンケート調査

展・アンケート調査

市民後見人がおじゃまします！講座

出前講座や相談会、特別講演会の開催

NPO 法人とかち市民後

施設への紙芝居・絵本出前講座、読み聞
かせの人材育成
親子バス学習の実施、冊子づくり

見人の会（２）
NPO 法人すきっぷ（３） 市民協働土曜教室・体験版の開催

市民協働土曜教室、講演会の開催

帯広ロボットプロジェク

ロボットやプログラミング体験と IT

ロボット体験イベント、プログラミング

ト（２）

活動の普及活動

などワークショップ
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資料編４

実施
年度

団体名

提案テーマ

実施内容

マタママスクール～妊娠・子育てが

妊婦さんを対象とした学習会や交流会

素晴らしいと感じてほしい～

の開催

エコな地域をつくる会

続・地球と人に優しいエコな雑草管

雑草堆肥化装置の研究、手順のマニュア

（２）

理隊

ル化、研修や地域との学習交流会

NPO 法人ほっと・ぷらっ

障がい者等困難を抱える親子への支

先進事例の市民講座、先進地視察、報告

と

援のための先進事例講座

書の配布

八の日ジャンプの会

健康とエコ活動の呼びかけ運動

COMONO グループ

H27

市民提案型協働のまちづくり支援事業実施団体

プラザ六中を拠点とした地域の健康増

とかち「すずらんの会」
（３）

進、社会貢献、地域交流事業
しってほしいあなたの腎臓講座～専
門の先生と患者の体験から本当のこ

勉強会の開催

とを知ってほしい～
NPO 法人猫たちを守る

十勝版動物愛護ハンドブックの配布

十勝版動物愛護ハンドブックの配布と

十勝 Wish の会（２）

と動物愛護懇談会の開催

動物愛護懇談会の開催

員会・帯広の森コミセン

アナログレコード及び音楽文化の普

レコードの整理、学校等への授業協力、

レコードボランティアの

及促進事業

施設等への出前コンサート

帯広の森コミセン運営委

会

NPO えがお

H28

WEW とかち

双葉幼稚園保存期成会

「ちょっとした支援」のボランティ
ア参加者を増やす事業

不登校について考える事業

員、福祉・セダン有償運送運転者講習の
修了者増
映画「さなぎ」上映会＆三浦監督＋平野
准教授トークセッション
双葉幼稚園展事業「双葉幼稚園の歴

各種記録資料等の収集及び整理、整理し

史により幼児教育の原点を伝える」

た資料等による展覧会

NPO 法人 h&hs

長靴ホッケーリーグ

NPO 法人市民後見セン

終活サポート事業～豊かな人生を送

ターとかち

るために～

COMONO グループ（２）

通院支援、買い物支援ボランティア増

長靴ホッケーの講習会、リーグ開催・運
営、長靴ホッケーの活動記録を広報
市民後見制度や活動の広報、エンディン
グノートの効用・ニーズ講座、エンディ
ングノートの書き方講座
マタママスクール～手をつなげる妊
娠・子育て～
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月 2 回の妊婦と子育てママの勉強会

資料編４

市民提案型協働のまちづくり支援事業実施団体

実施
年度

H28

団体名

提案テーマ

帯広宣隊ジバサンダー委

会える週末ヒーロー！ジバサンダー

員会（２）

とクワズキラーでまちおこし

十勝川さけの学舎

実施内容
治安維持活動、いじめ撲滅運動に併せた
啓蒙活動、好き嫌い・いじめ撲滅ポスタ
ー制作と小学校への掲示、敵キャラ増員

十勝川のさけが帯広の自然環境のバ

さけの自然産卵に伴う観察会・学習会等

ロメーター事業

の設置
がん患者とその家族のための勉強会・交

えんぽっくる

がん患者とその家族の支援事業

NPO 法 人 ALL SeeD

「もの」+「つくり」ワークショップ

2 週間ごとに講師の替わるワークショ

Association

＆アート展示会

ップと作品展示

受験の寺子屋（JTK48）、皆で夢

高校生による、中学生向けの勉強会、夢

を叶えよう！夢を語る会、高校生が

の実現に向けた勉強・交流会、市内のグ

作る帯広特産物グルメロードマップ

ルメロードマップ作り

H29
TK 部

WEW とかち（２）

とかちの楽しい 100 人
実行委員会

地域のこどもたちの今と未来を考え
る事業

流会の開催

映画「さとにきたらええやん」上映会＆
重江監督＋平野准教授トークセッショ
ン
とかちの楽しい 100 人

9

DELUXE

トークイベント「とかちの楽しい 100
人 DELUXE」の開催

