
開催日 イベント名 市町村 会場 イベント内容 主催・問合せ先

４月２3日（土）
～

１０月３０日（日）
プチマルシェin花ロードえにわ 恵庭市 道と川の駅花ロードえにわ

市内在住の手づくり作家や市内の飲食店が参加するえにわ
マルシェが道と川の駅花ロードえにわを会場にプチマルシェ
を開催します。
※コロナ感染拡大の状況に応じて、開催を中止する可能性が
ございます。
開催状況については、右記へお問い合わせください。

えにわマルシェ実行委員会
事務局

（恵庭市花と緑・観光課）
TEL0123-33-3131

（内線2521）

６月１日（水）
～

１０月２３日（日）
Jozankei Nature Luminarie 札幌市 定山渓二見公園

定山渓の自然を活かしたライトアップイベント。繊細で美しい
灯りが皆様をお出迎えします。6～8月は19時～21時、9～
10月は18時～21時に毎日ご覧いただけます。

定山渓観光協会
TEL 011-598-2012

7月21日（木）
～

10月31日（月）

江別市リアル謎解きゲーム
「えべチュンクエスト」

江別市 市内各所

市内各所に設置された問題を解きながらストーリーを読み進
めていく参加型体験イベントです。初級・上級両コースとも徒
歩編・ドライブ編を設定していますので、子どもから大人まで
楽しめます。また、ゲームシートを協力店に提示すると割引な
どの特典が受けられます。
謎を解き応募すると、抽選で市の特産品などが当たりますの
で、ぜひ挑戦してみてください。

江別市リアル謎解きゲーム
事務局

TEL080-4064-2311

9月3日（土）
～

11月３日（木・祝）

謎解きめぐり！イシカリ海賊団
鮭のまち石狩　黄金の鮭伝説2022

石狩市 市内各所

謎解きシートとスマホのGPSを使用する謎解きイベントの第２
章です。今回は、厚田・浜益エリアで開催します。正解すると
オリジナルグッズが貰えるほか、景品が当たるチャンスもあり
ます。ぜひご参加ください。

石狩市企画経済部
商工労働観光課

TEL 0133-72-3167

９月３日（土） モエレ沼芸術花火２０２２ 札幌市 モエレ沼公園
平成24年に始まった花火大会。花火と音楽のコラボレーショ
ンが見どころです。小学生以上有料。

事務局
TEL011-375-7271

9月９日（金）
～

１０月１日（土）
さっぽろオータムフェスト２０２２ 札幌市 大通公園

大通公園を会場として行われる、実りの秋を祝い、味覚を楽し
む食のイベントです。『北海道・札幌の食』をメインテーマとし、
道内各地から旬の食材やご当地グルメを一堂に取りそろえる
ことによって、道内各地域の｢食｣のアンテナショップとしての
役割を果たします。

実行委員会
TEL011-281-6400

９月10日（土）
・

９月11日（日）
SHIKOTSUKO BLUE CAMP 千歳市 支笏湖畔　美笛キャンプ場

北海道内でも有数のキャンプ場「美笛キャンプ場」でキャンプ
をしつつ、ライブやアクティビティを楽しみ、その中で周囲の自
然環境を再発見してもらうイベントです。
※北海道が示す感染対策ガイドラインに基づき、感染対策の
徹底を図ります
※イベントの詳細は公式ホームページを随時更新中となりま
すのでご確認ください

千歳市観光スポーツ部
観光課観光企画係

TEL0123-24-0377

9月11日（日） ツール・ド・キタヒロ2022 北広島市 北広島市内

北広島市「きたひろ」の魅力をたくさんの方に知っていただく
ための観光ツアー。自転車で市内を巡る爽快感・達成感満載
の「ツール・ド・キタヒロ」を3年ぶりに開催します。
今年はスペシャライズド・ジャパン合同会社、一般社団法人北
海道きたひろ観光協会と合同開催です。スペシャルゲストとし
て、スペシャライズドアンバサダーであり、マウンテンバイク・ク
ロスカントリー競技のオリンピック日本代表である山本幸平
氏が来場します。同日、市役所でスペシャライズド最新バイク
試乗会も開催します。

北海道きたひろ観光協会
ＴＥＬ080-7259-2815

９月16日（金）
～

9月25日（日）

北欧の風 道の駅とうべつ「5周年
祭」

当別町 北欧の風 道の駅とうべつ

2022年9月23日で開業5周年目を迎えるにあたり、アニ
バーサリーイベントを開催。期間中しか買えない限定メニュー
や23日（金祝）～25日（日）には屋外でコンサートなどのイベ
ントも！

北欧の風 道の駅とうべつ
TEL0133-27-5260

9月17日（土）
・

９月18日（日）
北の酒まつりｉｎきたひろしま 北広島市 北広島市内

広島県と北海道の日本酒の飲み比べができるイベント。数量
限定で全国各地の清酒の飲み比べもできます。

北の酒まつり実行委員会
ＴＥＬ011-373-8433

9月18日（日） 第３７回　浜益ふるさと祭り 石狩市 川下海浜公園イベント広場
サケをはじめ、地元の農水畜産物が一同に集合し販売されま
す。バーベキューコーナーも設置予定です。
その他、昔のニシン漁を再現した「沖揚げ音頭」や浜益豊漁太
鼓なども開催します。

石狩市三大秋祭り実行委
員会

ＴＥＬ0133-62-4611

9月18日（日）
・

９月19日（月・祝）
インディアン水車まつり 千歳市 道の駅サーモンパーク千歳

千歳川の秋の風物詩インディアン水車と、サケ鍋などの食を
楽しむイベント。日本屈指の水質を誇る支笏湖から流れ出る
千歳川は、北海道のサケ増殖事業発祥の川で、毎年秋になる
とたくさんのサケがそ上します。サケ鍋のほか、千歳ならでは
の秋を楽しむことができます。その他、機甲太鼓などの各種ス
テージ行事を楽しむこともできます。
※イベントの内容は変更となる場合があります

インディアン水車まつり
実行委員会

TEL0123-40-6030

9月23日（金・祝） 第47回　厚田ふるさとあきあじ祭り 石狩市
望来コミュニティーセンター

｢みなくる｣多目的広場
海の幸、山の幸など、厚田のふるさとの味を堪能できるお祭
り。サケをはじめとする厚田の農水産物の直売を行います。

石狩市三大秋祭り実行委
員会

ＴＥＬ0133-62-4611

石狩管内観光イベント予定表(令和４年９月～)

https://eniwa-marche.jp/
https://jozankei.jp/event/luminarie/
https://ebetsu-kanko.jp/ebechun-quest/
https://ebetsu-kanko.jp/ebechun-quest/
https://www.shikotsuko-bluecamp.jp/
https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/sightseeing/detail/00147374.html
https://tobest.co.jp/michinoeki/
https://tobest.co.jp/michinoeki/
https://ja-jp.facebook.com/kitanosakematsuri/
https://indiansuisha.com/index.html


開催日 イベント名 市町村 会場 イベント内容 主催・問合せ先

9月24日(土) えにわん産業祭 恵庭市 花の拠点（はなふる）

例年大好評だった「えにわん産業祭」を３年ぶりに開催しま
す。
初企画のイベントも盛りだくさん。見て、聞いて、食べて、触っ
て恵庭の企業を体験しましょう。

恵庭市経済部商工労働課
TEL0123-33-3131

9月24日（土）
・

9月25日（日）
第57回　石狩さけまつり 石狩市 弁天歴史公園一帯

昭和31年に始まった「鮭の故郷」石狩の一大イベントで、石狩
の前浜で獲れた新鮮で格安な生鮭販売や千人鍋で作る「石
狩鍋」、そして豪快な「鮭の掴み取り」は石狩が生んだ名物行
事で大変人気です。その他キッズ縁日などの企画もご用意し
ています。

石狩市三大秋祭り実行委
員会

ＴＥＬ0133-62-4611

10月２日(日) 第47回札幌マラソン大会 札幌市
真駒内セキスイハイム

スタジアム周辺
ハーフマラソン、10km、車イス5km、ファンペア3km、2km
など、多彩な種目で気軽に楽しむことができます。

札幌市スポーツ協会
TEL011-530-5562

10月8日（土）
令和4年度第２回星座観測体験会

（仮称）
新篠津村

新篠津村内
（ふれあい公園星座観測場）

第1回では夏の夜空を観測しましたが、今回は秋の星や惑星
に焦点をあてた観測体験会を行います。専門家の方によるス
クリーンでの解説や天体望遠鏡を使った観察を楽しむことが
できます。
※屋外イベントのため、当日は防寒着等のご用意をおすすめ
します。
※雨天の場合は急遽会場の変更や中止になる場合がありま
す。

新篠津村役場総務課
商工観光係

（共催：新篠津村観光協会）
TEL：0126-57-2111

10月９日(日) 支笏湖紅葉まつり 千歳市 支笏湖温泉湖畔園地

支笏湖の紅葉を眺めながら、秋の味覚を味わうことができる
イベント。きのこや旬の野菜の販売、支笏湖名物の支笏湖チッ
プ(ヒメマス)ときのこがたっぷり入った味覚汁も大好評。お祭
りの後は、温泉でゆっくりのんびりと過ごすのがおすすめで
す。
※イベントの内容は変更となる場合があります

支笏湖まつり実行委員会
TEL0123-23-8288

10月16日（日） 当別スウェーデンマラソン2022 当別町
当別町スウェーデンヒルズ

～高岡エリア

新型コロナウイルス感染症の影響による開催中止となってか
ら2年。第3回目の今回は、スウェーデンヒルズの美しい紅葉
の中を走る秋開催へと変更し、ハーフマラソンとファンランを
繰り広げます。さわやかな秋空の下、心地よいハッピーランを
お楽しみください！※エントリーは8月29日で終了しておりま
す。

当別スウェーデンマラソン
２０２２事務局

TEL011-211-8051

☎011-204-5830
☎011-222-4894
　（札幌市コールセンター）
☎011-381-1091
☎0123-24-0377
☎0123-33-3131
☎011-372-3311
☎0133-72-3167
☎0133-23-3129
☎0126-57-2111

◎当別町経済部産業振興課
◎新篠津村役場総務課

◎札幌市経済観光局観光・MICE推進部観光・MICE推進課

◎江別市経済部観光振興課
◎千歳市観光スポーツ部観光課観光企画係
◎恵庭市経済部 花と緑・観光課

◎北広島市役所経済部観光振興課

【観光のお問い合わせ・管内市町村ホームページ】
◎北海道石狩振興局産業振興部商工労働観光課観光振興係

◎石狩市企画経済部商工労働観光課

※各イベントは開催中止となる場合がありますのでご了承ください。
　 申込が必要なイベントには、必ず主催団体に申込の上ご参加ください。
　 掲載した行事等は、発行者が内容を保証または推薦するものではありません。

https://www.tobetsu-sweden-marathon.com/
https://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/life/3/
http://www.vill.shinshinotsu.hokkaido.jp/hotnews/category/29.html
https://www.sapporo.travel/
http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/life/3/
https://www.city.chitose.lg.jp/
https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/kurashi/shiseijoho/hanatokanko/eventjoho/index.html
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/category/3.html
http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/site/sightseeing-guide/
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