
33

■主なイベント
○桜まつり(５月)
○ワイワイビアパーティー(7月)
○花火大会(８月)
○しんとく新そば祭り(9月)
○大雪まつり(10月)

■特産品
○新得そば ○新得地鶏
○エゾ鹿肉 ○そば焼酎
○ナチュラルチーズ
○原木しいたけ
○十勝漬

■観光名所
○狩勝峠 ○トムラウシ温泉

○旧狩勝線跡 ○サホロリゾート
○ベアマウンテン

郵便番号：081-0292
住所：鹿追町東町1丁目15番地1
TEL：0156-66-2311 FAX：0156-66-1020 

ＵＲＬ ：https://www.town.shikaoi.lg.jp/

新得町

アイヌ語で「山の肩」を意味する「シットク・ナイ」が訛ったもの。酒を作るための漆器「シントコ」を
作るための土地だったともいわれている。

郵便番号：081-8501
住所：新得町3条南4丁目26番地

TEL： 0156-64-5111 FAX：0156-64-4013 

ＵＲＬ ：https://www.shintoku-town.jp/

Data

しんとく新そば祭り 新得山の桜

北海道のどまんなかに位置する新得町は、鉄道交通の要所であるJR新得駅があり、在来線はもちろん特急
も全列車が停車するため、札幌や新千歳空港へもアクセスがとてもよく交通の便に優れた町です。

特産品である「そば」は、昼は暖かく夜は涼しいという内陸性の気候を活かして生産され、高品質な
「そば」として全国的にも有名です。最も大きなイベントである「しんとく新そば祭り」は毎年９月に
開催され、町内外からの出店者による「そば」を楽しもうと、２万人を超える来場者が訪れます。

2019年には開拓１２０周年を迎え、またNHKの連続テレビ小説「なつぞら」のロケ地ともなり、活
気溢れる町です。

鹿追町

■主なイベント
○しかりべつ湖コタン

(1月下旬～3月下旬)
○しかおい花市(5月)
○白蛇姫まつり(7月第１土曜)
○しかおい花フェスタ(7月)
○花火大会(７月下旬)
○ふるさと産業まつり(９月)

■特産品

○そば
○鹿追焼き(陶芸品)
○アイスクリーム ○チーズ
○豚肉 ○オショロコマ

■観光名所
○然別湖
○然別峡
○神田日勝記念美術館
○福原記念美術館
○鹿追町ライディングパーク
○ジオパーク・ビジターセンター

アイヌ語の「クテクウシ」、「鹿を追う」という意味で、昔アイヌはこの土地の谷間に柵を設けて鹿の群
れを追い込み、簡単に捕らえたといわれている。

Data

白蛇姫まつり然別湖

鹿追町の然別湖は道内一の標高を誇る自然湖で、夏は白蛇姫まつり・秋は
山々の紅葉・冬はしかりべつ湖コタンで四季を通じて人々が訪れます。

町内には国内最大級のバイオガスプラント２基を有し、環境に配慮した地
域循環型農業を推し進め、そこから発生する余剰熱を活用した先進事業（マ
ンゴーの試験栽培・チョウザメの養殖・ハウスでの野菜栽培）にも取り組ん
でいるほか、バイオマス由来の水素を活用した、水素エネルギーの利活用事
業への協力、太陽光発電を公共施設用電力として使用する自営線ネットワー
クの整備など、2050年までにカーボンニュートラルを実現すべく「鹿追型
ゼロカーボンシティ」に取り組んでいます。

ほかに、「花とみどりのまちづくり」や管内初の日本ジオパークに認定さ
れた「とかち鹿追ジオパーク」など、特色あるまちづくりを進めています。

教育では幼小中高一貫教育として国際理解・英語教育と環境教育に先進的
に取り組み、その一環として、鹿追高校１年生全員を毎年、姉妹都市カナ
ダ・ストニィプレイン町へ派遣しています。
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日勝峠第１展望

清水町

■主なイベント
○十勝若牛アスパラまつり（６月）
○清流まつり（７・８月）
○十勝清水肉・丼まつり（9月）
○十勝清水にんにく肉まつり（１０月）

アイヌ語で「ペケレ・ペツ」（明るい川）、「ペ・ペケレ・ペツ」（水・清い・川）。「ペケレベツ」と称された

この地は、明るく清らかな流れという意味の「清水」に意訳された。

郵便番号：089-0192

住所：清水町南４条２丁目２番地

TEL：0156-62-2111 FAX： 0156-62-5116

Data

■観光名所
十勝清水四景＋１
○清水公園（パークゴルフ場） ○日勝峠第１展望台 ○円山展望台（円山牧場内） ○美蔓パノラマパーク ○十勝千年の森

■特産品
○十勝清水牛玉ステーキ丼 ○十勝若牛
○十勝熟成黒にんにく ○豚丼名人
○グリンめん ○飲むヨーグルト
○牛とろフレーク ○十勝清水ようかん
○第九のまちしみず（クッキー）
○アスパラガス

芽室町

アイヌ語の「メム・オロ・ベツ」に漢字を当てたもので、「泉や池から流れてくる川」を意味している。

郵便番号：082-8651

住所：芽室町東2条2丁目14番地
TEL：0155-62-9721 FAX： 0155-62-4599
ＵＲＬ ：http://www.memuro.net/

Data

新嵐山展望台

円山牧場（円山展望台）

清水町は、渋沢栄一が中心となって設立した「十勝開墾合資会社」によって開拓された町です。日高山脈に
抱かれた豊かな大地と清らかな水の恵を受け、生乳や肉用牛、小麦・豆類・てん菜・馬鈴薯のほか、近年はに
んにくやアスパラの生産も盛んな町です。日本甜菜製糖（株）、プリマハム（株）北海道工場、ホクレン清水
製糖工場など、それらを加工する農産加工も盛んです。
町内には２本の国道に加え、高速道路のインターチェンジや、特急が停車するJRの駅もあり、交通アクセ

スに恵まれた道東の玄関口でもあります。
地元の食材を使った新・ご当地グルメ「十勝清水牛玉ステーキ丼」は、新・ご当地グルメグランプリ北海道

で３連覇を果たし、「牛とろ丼」は満腹博覧会で３年連続総合１位を獲得。清水町の「食」は全道・全国で大
好評。
昭和１２年頃から地域に広がったアイスホッケーや３０年にわたって続けられた「第九」の町民合唱など文

化やスポーツ活動が盛んな町です。

■主なイベント
○氷灯夜(ひょうとうや)(2月)
○発祥の地杯全国ゲートボール大会 (８月)
○めむろ収穫感謝祭(１１月)

■特産品
○スイートコーン ○十勝芽室コーン炒飯
○じゃがいも ○ニジマス加工品
○めむろごぼう
■観光名所
○新嵐山スカイパーク ○芽室公園 〇愛菜屋

「日本の食料基地」と言われる十勝平野の中央に位置する芽室町は、肥沃な大地と気候条件に恵まれた農
業を基幹産業とし、農畜産・林業関連企業を中心とした多くの企業が立地する東工業団地を有しています。
また、町内には高速道のインターチェンジ(２箇所)や特急が停車するＪＲの駅もあり、交通アクセスに恵まれ
ています。
芽室町では、“町民と行政の協働によるまちづくり”を掲げ、氷灯夜などに代表される各種イベントや、

町内産の農産物を活用した新しいグルメの創造など、町民の主体的な地域活動を原動力とした取り組みが盛
んに行われています。かねてから、発達支援システムの構築などに力を入れてきましたが、近年では“誰も
が当たり前に働いて生きていけるまち”を目指し、就労を希望する方と雇用を希望する企業の双方を支援す
る一般就労定着を推進しています。
2019年に『開町120周年』を迎え、同年から開始する第5期芽室町総合計画の将来像である「みんなで

創り みんなでつなぐ ずっと輝くまち めむろ」の実現に向けたまちづくりを推進していきます。
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日高山脈中央部を源とする清流・札内川流域に広がる村です。その清流を集め豪快に流れ落ちる「ピョ
ウタンの滝」がある札内川園地は、滝周辺の豊富なマイナスイオンを浴びながら自然豊かな園内を散策す
ることができる癒しの空間です。毎年多くの観光客が訪れ、夏はキャンプ場としても賑わいをみせていま
す。

柏林に囲まれる「中札内美術村」には相原求一朗美術館や小泉淳作美術館などがあり、一日中芸術に親
しむことができます。また、「道の駅なかさつない」は観光インフォメーション、情報コーナーのほか、
レストランや物産販売所において新鮮な地元食材の提供を行っており、観光客の憩いの場となっています。

市街地から車で５分程のところには「六花の森」があり、ハマナシやエゾリンドウなどの草花が季節ご
とに花開き、清らかな小川が流れる豊かな自然環境の中、ゆったりとした時間を過ごすことができます。

2016年、アートの村づくりや農村自然景観が評価され、ＮＰＯ法人「日本で最も美しい村」連合に加
盟しています。

中札内村

札内川の語源であるアイヌ語で「乾いた川」を意味する「サチナイ」と、その中流に位置するという意味。

郵便番号：089-1392

住所：中札内村東１条南１丁目２番地１
TEL：0155-67-2311 FAX：0155-68-3911 
ＵＲＬ ：https://www.vill.nakasatsunai.hokkaido.jp/

Data

ピョウタンの滝（札内川園地）

更別村

■主なイベント
○さらべつすももの里まつり(5月)
○全日本ママチャリ耐久レース(7月) ○さらべつ大収穫祭(10月)
○ときめきイルミネーション(12月～2月)

■特産品
○つぶつぶでんぷん ○ポテトチップス ○すもものむヨーグルト
○うどん ○さらのうキーマ（レトルトカレー）

■観光名所
○道の駅さらべつ「観光と物産の館ピポパ」 ○十勝スピードウェイ
○どんぐり公園（すももの里・パークゴルフ場 等）
○さらべつカントリーパーク（オートキャンプ場）
○農村公園（大型遊具）

アイヌ語の「サラ・ペツ」で「葦や茅の生い繁るところ」を意味している。

郵便番号：089-1595
住所：更別村字更別南１線９３番地
TEL：0155-52-2111 FAX： 0155-52-2812
ＵＲＬ ：https://www.sarabetsu.jp/

Data

霧氷

すももの里

■主なイベント
○桜のある休日（５月）○やまべ放流祭(7月第１日曜日) 
○道の駅ガーデン（7月）
○スノーアートヴィレッジなかさつない（2月）
■特産品
○えだ豆、えだ豆加工品
○若どり、朝採りたまご
○十勝野ポーク
○チーズ
○コクワワイン

■観光名所
○札内川園地 ○六花の森
○中札内美術村 ○花畑牧場
○道の駅なかさつない
○グランピングリゾート フェーリエンドルフ

中札内美術村

「北海道の背骨」と呼ばれる日高山脈が一望でき、緑の大地と十勝晴
れの澄んだ青空がよく似合う十勝平野の真ん中にある更別村は、とかち
帯広空港から車で約１５分、東京へのフライトは１時間４０分と、日帰
りも可能な「首都圏域と隣接した田園」のイメージにピッタリの村です。

農家1戸当たりの耕作面積は約50ha、トラクター所有台数は平均５
～６台と国内最大規模の大型農業の村です。また、54ホールの公認
パークゴルフ場「プラムカントリー」、オートキャンプ場「さらべつカ
ントリーパーク」、市街地中心部にある大型遊具や地域創造複合施設、
全国からカメラマンが訪れるほど幻想的な「霧氷」の美しいポイントが
あります。
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広尾町

■主なイベント
○つつじまつり(５月中旬)  ○十勝港海上花火大会（８月上旬）
○ふるさと夏まつり(8月中旬)
○サンタランドツリー点灯式(10月下旬）
○広尾毛がにまつり(12月上旬)
■特産品
○シシャモ ○毛がに ○鮭 ○イクラ ○昆布

■観光名所
○広尾サンタランド（大丸山森林公園）○フンベの滝（黄金道路）
○シーサイドパーク広尾 ○フンベ海岸（サーフスポット）
○十勝神社（丸山公園）

アイヌ語の「ピルイ」が語源といわれ、「ピ」は「石が転がる」、「ルイ」は「砥石がとれる地」という意味。

郵便番号：089-2692

住所：広尾町西4条7丁目1

TEL： 01558-2-2111 FAX： 01558-2-4933

ＵＲＬ ：https://www.town.hiroo.lg.jp/

Data

恋人の聖地「広尾サンタランド」

大樹町

清流日本一に過去幾度も選ばれ、砂金掘りが楽しめることから宝
の川と称される「歴舟川」が町内を流れています。町の東側太平洋
沿岸には“海の見えるヨードの温泉「晩成温泉」”があり、その周
辺では夏は原生花園が広がり、冬はワカサギ釣りが楽しめます。カ
ムイコタン公園周辺にはオートキャンプ場が整備されており、坂下
仙境をはじめ景勝地が広がっています。

また、臨海部に整備されている「大樹町多目的航空公園」では
JAXAによる実験の他、令和元年5月に民間単独ロケット打上げで
は国内初となる宇宙空間到達を果たすなど民間企業の取組みも盛ん
で、こうした活動への関心、機運が高まる中で近年はスペースポー
ト（宇宙港）整備に向けた取組みも推進しています。

■主なイベント
○歴舟川清流こいのぼり(４月下旬～５月上旬)
○砂金掘探訪会(7月下旬) ○歴舟川清流まつり(8月上旬)
○柏林公園まつり(9月中旬)
■特産品
○ナチュラルチーズ

○秋鮭 ○ししゃも ○毛がに
■観光名所
○カムイコタン ○ホロカヤントー周辺 ○晩成温泉
○萠和山森林公園 ○コスモスガーデン ○晩成社史跡
○大樹町宇宙交流センター SORA
■ご当地グルメ
○大樹チーズサーモン丼

アイヌ語で、「大木が群生するところ」を意味する「タイキウシ」が転訛したもの。

郵便番号：089-2195

住所：大樹町東本通33
TEL：01558-6-2111 FAX：01558-6-2495
ＵＲＬ ：http://www.town.taiki.hokkaido.jp/

Data

多目的航空公園

砂金堀探訪会

太平洋や日高山脈連邦など、豊かな自然環境に囲まれた十勝最南端のまち広尾町は、ノルウェー・オスロ市
から「サンタランド」のまちとして認定されており、「愛と平和、感謝と奉仕」を基本理念にサンタメール事
業などクリスマスにまつわる様々な活動を行っています。１０月のツリー点灯式以降は、シンボルゾーンの
「大丸山森林公園」を始め、街のいたるところでイルミネーションが点灯され、クリスマスムードが最高潮と
なります。大丸山森林公園は「恋人の聖地」にも認定されています。

また、豊富な漁業資源や畜産物を活かした「食」の宝庫としても知られ、シシャモ、秋鮭、毛がに、イクラ、
ツブ、ホッキガイ、ホッケなどの魚介類、チーズや和牛肉などの畜産品などを味わうことができます。

さらに、「農業王国十勝」の海の玄関口である重要港湾「十勝港」は、「農業を支える港・アグリポート」
として、これからも重要な役割を担っていきます。


