
■令和３年度　かわたびほっかいどう全道活動実施一覧

項目 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 計

地域づくりに
関連する会議等

〇都心まちづくり勉強会（4月、6月、７月、８月、９月）
○支笏洞爺ニセコルート　ウェルカム北海道エリア　ウェルカム北海道エリア・行
政連絡担当者　合同会議
○空知SBW運営代表者会議
〇管轄事務所意見交換会
〇石狩川流域圏会議サイクルツーリズム試走会（10月、11月）
〇石狩川下流河川協力団体意見交換会
〇北海道河川協力団体連絡会議

○河川協力団体意見交換会
〇全道河川協力団体の集い

〇全道河川協力団体の集い 〇全道河川協力団体の集い（石狩川、天塩川）
〇かわまちづくりシンポジウム（沙流川・二風谷ダム）
〇全道河川協力団体の集い

〇釧路湿原再生普及連携会議(5/26)
〇釧路阿寒摩周SBW総会（9/3）
〇かわたび運営会議（本部、事務所）（9月、1月）
〇地域づくり小委員会ワーキング会議（カヌー利用等）（11月、1月）
〇河川協力団体意見交換会
〇釧路阿寒摩周SBW運営委員会（12月、3月）
〇釧路湿原再生普及小委員会
〇かわたび北海道会議
〇地域づくり委員会
〇釧路湿原自然再生協議会

〇十勝川中流域かわまちづくり協議会
〇帯広市かわまちづくり協議会
○河川協力団体情報交換会
〇札内川懇談会（5月、12月、2月）
〇十勝サイクルツーリズム研究会
〇十勝SBW連絡会議（十勝平野・山麓ルート）（7月、2月）
〇十勝SBW連絡会議（トカプチ雄大空間）（7月、2月）
〇十勝SBW連絡会議（南十勝夢街道）（7月、2月）
○かわたび交流会（9月、12月）
〇全道河川協力団体の集い
〇十勝川温泉地区河川利用調整協議会
〇帯広地区河川利用調整協議会
〇アウトドアメッツ十勝会議
◯ダム水源地域ビジョンＷＧ

○河川協力団体意見交換会（留萌川）
○かわまちづくり検討会（天塩川下流）（7月、2月）
○全道河川協力団体の集い
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河川管理施設・広
報施設の活用

○豊平峡ダムで貯蔵したワインと日本茶葉の貯蔵状況・官能試験を一般公開
○観光放流(6/1-10/31)
○豊平峡ダム見学デー
○森と湖とダムに親しむまつり
○定山渓ダムで貯蔵した日本茶葉と日本酒・ワインの貯蔵状況及び官能試験を
一般公開
○紅葉かっぱバスで行く定山渓ダム・小樽内発電所見学会
○金山ダム風景印
○金山ダム土木遺産記念ダムカード
〇定山渓ダムアイスカルーセル
○金山ダムアイスカルーセル
○みかさ桂沢紅葉まつり(桂沢ダム)
○ダムオデッセイ（桂沢ダム）
○炭鉄港オンラインツアー（桂沢ダム、夕張シューパロダム）
○かなやま湖湖水まつり（金山ダム）
〇スターウォッチングinたきさと
○新桂沢ダム三笠ぽんべつダム説明会・意見交換会バスツアー
〇360度画像を使ったHPの新設
○ざわっ子スマイルジャンボリー（旧美唄川）
○旧美唄川雪中植林
○THE祭(石狩川)
〇サイクルモニタリングツアー(三笠ジオパーク推進協議会との連携)
〇「ちとせ野外の学校」　　支笏ガイドハウスと千歳川河川事務所との連携(川下
り+遊水地職員説明+環境学習+サイクリング、かわたびロゴあり)
〇ひつじ放牧除草
○弁天丸とカメラ女子の会
○空知川露頭炭展望デッキ完成

〇ダム見学会（7月、10月）
〇キトウシ国際サイクリング（忠別ダム）
○岩尾内湖水まつり(岩尾内ダム)

○にぶたに湖周辺自然観察会・秋（二風谷ダム）
○むかわ学巡検（鵡川高校・河川協力団体）7/12
○干潟除草（河川協力団体）7/17
○干潟観察会（秋）（河川協力団体）10/2
○沙流川サイクリング走行会（日高サイクリング協会）8/1
○日高小学習サポート（日高小学校）9/14
○河川環境整備（河川清掃）（富川地区）（河川協力団体）
○河川環境整備（河川清掃）（平取地区）（河川協力団体）6/19
○河川清掃（むかわ地区）（河川愛護組合）7/16
○河川清掃（穂別地区）（河川愛護協議会）7/26

〇JICA現地視察（7/27WEB開催）
〇サイクル試走会（茅沼温泉ルート）
〇高校生現地学習会(7/16)
〇小学生現地学習会(7/31)
〇現地見学会(幌呂地区)
〇現地見学会(久著呂地区)
〇サイクルラック、ルートマップ設置（年間）
〇サイクルスタンプラリー連携（8月～9月）
〇インフラわくわくツアー利用(10/14)
〇治水100年見学会利用(10/20)
〇シーニック協働サイクル試走会（10/23）

○十勝川さけの学舎イベント（放流）
○十勝川さけの学舎イベント（人工授精）
○十勝川さけの学舎イベント（孵化）
○希望者を対象に防災教育（通年）（十勝川資料館）
○希望者を対象に防災教育（通年）（千代田分流堰管理棟）
〇札内川ダム見学会（5月中旬～10月下旬）
○フラッシュ放流（6/下）
○札内川ダム見学会
〇インフラツーリズム（７月～10月）（札内川ダム）
〇十勝ダム見学会(通年)
〇インフラツーリズム（5月～10月）（十勝ダム）
〇インフラツーリズム（5月～11月）（千代田新水路）
○治水の杜づくり（植樹）
○治水の杜づくり（種取り）

○留萌ダムチバベリ湖カヌーポート一般開放(7.10～10.31）
○留萌ダム植樹会
○クリスマスリース教室（留萌ダム）
○ダムを灯す雪灯り（留萌ダム）
○天塩高校地域学習　天塩川歴史資料館（天塩川下流）
○天塩高校地域学習　河川公園フォールドワーク（天塩川下流）
○テシオ川エクササイズ（天塩川下流）
○かわまちフットパスフィールドワーク（天塩川下流）
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水辺の楽校の活用

〇空知川平岸水辺の楽校出発、Eボート川下り、空知SBW+河川協力団体連携
テストツアー
○旧美唄川を愛し、きれいにする集い
○川をはかる・川を見る・川を知る河川調査講習会

3

河川啓発・教育、人
材育成等の取組

○川の安全利用学習会（６月、７月）

○水生生物調査（小学校3校）
○清流保護の会河口清掃
○清流保護の会河川清掃
○清流の森の整備活動

○桜づつみをPR

〇川レンジャー募集（R3：137名登録）
〇自然再生解説員募集（R3:26名登録）
〇自然再生解説員現地説明会（7/6）
〇高校現地学習会(7/１6)
〇川レンジャー学習会（7/28）
〇小学生現地学習会(7月、10月、3月)
〇タンチョウバンディング調査(協力団体連携)
〇ヤマメ稚魚放流(10/6河川協力団体連携)
〇自然再生解説員懇談会
〇タンチョウカウント調査(協力団体連携)

〇土木環境教育（帯工１年）(5月、12月)
○小中学校を対象に環境教育（6月-9月の概ね20校）
〇RAC資格者教育（6月-9月の概ね5名）
〇土木環境実習（帯工1・2年）(6月、12月)
〇土木防災教育（帯工3年）(6月、11月)
〇河川愛護月間に伴う河川清掃
〇土木環境実習（農工）
〇土木環境実習（帯工3年）
〇十勝多自然ネット河川清掃
〇土木環境実習（帯工2年）
〇土木環境実習（帯工1年・農工）

○天塩川河口VR動画
○ヤマメ稚魚放流等（河川協力団体）（留萌川）
○川の自然観察会（小学校）（天塩川）
○川の自然観察会（小学校）（留萌川）
○河川清掃（河川協力団体）（留萌川・天塩川下流）
○はまなす移植（河川協力団体）（天塩川下流）
○治水事業紹介パンフ
○留萌川VR動画
○カシワ林再生維持管理（河川協力団体）（天塩川下流）
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○こいのぼりフェステバル(千歳川)
○春のさわやかマラソン大会(豊平川)
○日刊スポーツ豊平川マラソン(豊平川)
○グリーンベルト春まつり(千歳川)
○サケ稚魚体験放流（真駒内川）
○幾春別川カップin三笠(カヌー競技大会)(幾春別川)
○水辺で乾杯
○道新・UHB花火大会（豊平川）
○つきがた夏まつり　花火大会(石狩川)
○北海へそ祭り(空知川)
○札幌・豊平川市民マラソン
○石狩川水系フットパス（真駒内川 ）
〇くりやま夏まつり（栗山町（夕張川））
〇商工会ふれあいまつり（南幌町）
○江別地区市民まつり　納涼花火大会(千歳川)
○北海道そらちグルメフォンド(石狩川・幾春別川)
○ふらの花火大会(空知川)
○さっぽろ夏マラソン
〇ぐるっと南幌フットパス(夕張川）
〇野祭（南幌町）
○三笠北海盆踊り  納涼花火大会（幾春別川）
○たきかわ納涼盆踊り花火大会（空知川）
○メイク・ア・ウィッシュ　オブ　ジャパン　 チャリティー・ラン＆ウォーク(豊平川)
○創成川キャンドルストリーム（創成川）
○創成川イルミネーション点灯式（創成川）
○モエレ沼芸術花火大会(篠路新川)
○インディアン水車まつり(千歳川)
○青少年サイクリングの集い(漁川)

○蘭越納涼花火大会（8/15実施）

○こたんまつり(石狩川)R3.9.23
○青い池・白ひげの滝ライトアップR3.11.1～
○北彩都あさひかわ冬のガーデン(忠別川)
○層雲峡氷瀑祭り
○旭川冬まつり(石狩川)
○丘のまちびえい 宮様国際スキーマラソン(美瑛川)
○バーサーロペット・ジャパン(石狩川)
○びえいサイクルスタンプラリー8/1
○サイクル走行会・旭川10/23
○なよろ憲法記念ハーフマラソン(天塩川)5/3
○天塩川オープンカナディアンカヌーレース＆
 ツーリング(天塩川)
○天塩川クリーンアップ大作戦（天塩川・名寄川）
○天塩川de水切り北海道大会(天塩川)
○天塩川フォーラムin名寄(天塩川)
○てっし名寄まつりライブ＆花火大会(天塩川)8/1
○士別天塩川まつり＆納涼花火大会(天塩川)8/14
○美深町民健康マラソン大会（天塩川）2021.10.3
○天塩川春発信inなかがわ解氷クイズ（天塩川）

○チプサンケ（沙流川）8/22開催
○町民マラソン大会(沙流川)
○「沙流川サイクリング」（沙流川：日高町）9/26
○門別ししゃも祭り（沙流川）

〇治水100年釧路川懐かしい写真募集（年間）
〇治水100年釧路川クリーン作戦（年間）
〇治水100年絵画で見る釧路川
○くしろ湿原自然再生解説員（7月～8月釧路川・細岡展望台）
〇治水100年釧路川歴史探訪パネルリレー（7月～11月）
〇治水100年図書で見る釧路川
○幌呂地区湿原再生現地見学会(8/1）
〇サイクルスタンプラリー連携（8月～9月）
○釧新花火大会(新釧路川)バーチャル治水100年連携
〇インフラわくわくツアー(10/14)
〇治水100年見学会(10/20)
〇湿原流入河川手作り魚道設置
〇道の駅：水郷公園リーフレット配布（年間）
〇かわまち整備広場の公募名称の選定（小中高校生から募集）

○クリーンウォークin札内川
〇ラリー北海道
○ササダ沼MTBレース
○サーモンライド試走会
〇十勝川アシリチェプノミ

○サイクルマップの公表（常呂川）
○サイクルマップの公表（網走川）

○ふるさと自然チャレンジ教室～カヌー体験(天塩川下流)
○留萌川ライトアップ
○天塩町内スマホスタンプラリー（天塩川下流）（8月～10月まで）
〇てしおってイイね！ フォトコンテスト（天塩川下流）（R2年9月～R3年9
月まで）

○さっぽろサケフェスタ（真駒内川）
○滝川おもしろサイクリング（石狩川）
○札幌マラソン(豊平川)
○支笏湖紅葉まつり（千歳川）
○えべつ秋の特産味覚祭り(千歳川)
○北海道すこやかマラソン大会（豊平川）
○秋の健康マラソン大会（豊平川）
○北海道ロードレース（豊平川）
○作.AC　真駒内マラソン（豊平川）
○豊平川サーモンウォッチング（遡上サケ観察会）
○サケ採卵実習（豊平川）
○SUNAGAWA SMILE プロジェクト（石狩川）
○さっぽろさよならマラソン(豊平川)
○北海道e-水フォーラム（全道）
○農家のかあさん土曜市（11月～3月の期間毎月1回開催）(千歳川)
○千歳・支笏湖 氷濤まつり
○札幌ワイルドサーモンプロジェクト市民フォーラム（豊平川）
○千歳・支笏湖 氷濤まつり
○ふかがわ氷雪まつり（石狩川）
○幌向湿原めぐりフットパス（夕張川）
○江別旧岡田倉庫
○当別青春フットパス

商業ベースの取組

〇豊平川・千歳川・支笏湖・空知川～カヌー、ラフティング、SUP、渓流釣り、キャ
ニオニング、リバーブギ、AGSボールなど（おおむね4月～10月ころ）
〇「ちとせ野外の学校」　　支笏ガイドハウスと千歳川河川事務所との連携(川下
り+遊水地職員説明+サイクリング、かわたびロゴあり)
〇支笏湖～カヌー、スノートレッキングなど（冬季）
〇空知川～スノートレッキングなど
〇ワカサギ釣り（茨戸湖、砂川遊水地、かなやま湖、桂沢湖、しのつ湖、朱鞠内
湖ほか）
〇朱鞠内湖～アイスフィッシング

〇カヌー、ラフティング、カヤック、キャニオニン
グ、SUP、ブリッジスウィング、熱気球、川遊び、サ
イクリングなど（おおむね4月～10月ころ）
○スノーシュー、スノートレッキングなど（冬季）

〇カヌー、ラフティング、カヤック、キャニオニング、SUP、ブ
リッジスウィング、熱気球、川遊び、サイクリングなど（おおむ
ね4月～10月ころ）（石狩川上流）
〇カヌー、カヤック、釣りなど（おおむね4月～10月ころ）（天
塩川上流）

〇鵡川・沙流川～ラフティングなど（おおむね4月～10月ころ）

〇カヌー、カヤックなど（おおむね4月～10月ころ）
〇釧路湿原ノロッコ号（7月～10月）
〇カヌーガイドラインワーキング（事業者、観光団体等）
〇うまたび×かわたび
○スノーシュー、スノートレッキング､冬期カヌーなど（冬季）
〇SL湿原号
〇カヌーガイドラインワーキング（事業者、観光団体等）

〇十勝ナイトリバークルージング（通年）
〇カヌー、ラフティング、カヤック、SUP、キャニオニング、釣り、
サイクリングなど（おおむね4月～10月ころ）
○サーモンウォッチツアー（8月～12月）
〇わし観察クルーズ（10月-1月）
○モーニングライド
〇十勝ウィンターリバークルーズ（12月～3月）
○スノーラフティング、スノーシュー、スノートレッキングなど（冬
季）
〇ワカサギ釣り（糠平湖ほか）
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合　計 97 7 5 17 17 57 61 2 25 288

注１：１つのイベントを繰り返し複数月に実施した場合は、実施回数分計上している。
注２：イベント名等は今後変更する場合がある。

地域の賑わいづく
りの取組
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