
十勝は北海道の東部に位置する十勝平野
にあり、19市町村からなる地域です。

帯広市／新得町／清水町／幕別町
池田町／豊頃町／本別町／音更町
士幌町／上士幌町／鹿追町／芽室町
中札内村／更別村／大樹町／
広尾町／足寄町／陸別町／浦幌町

十勝の市町村

大陸性気候のため、内陸部では比較的高温
で、からりとした晴天が続きます。夏は真
夏日を観測することもありますが、朝晩は
涼しく乾燥しているため、過ごしやすい気
候です。冬は寒いところでは最低気温がマ
イナス30度にもなりますが、日高山脈で雪
雲が遮られ、山沿い以外の地域では雪が少
ないのが特徴。年間を通じて晴天の日が多
く、全国でも有数の日照時間を誇ります（特
に秋～冬）。雲ひとつなく、スカッと晴れた
冬の青空を「とかち晴れ」と呼びます。

気候

■ JR
帯広－札幌 スーパーおおぞら2時間9分（最短）
帯広－新千歳 スーパーおおぞら1時間42分（最短）
帯広－釧路 スーパーおおぞら1時間27分（最短）

■ 都市間バス
帯広－札幌（207km） 約4時間
帯広－旭川（183km） 約3時間30分
帯広－釧路（120km） 約2時間30分

■ 空路
とかち帯広空港 帯広駅から車で約40分
帯広－東京（羽田） 約1時間45分

アクセス

（内訳／１〜４位）
帯広市 …167,957人
音更町 … 45,369人
芽室町 … 18,998人
幕別町 … 27,446人
※平成27年6月末現在

人口　345,973人
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豚丼
帯広のご当地グルメとして、いまや全国区にもなった

「豚丼」。甘辛いタレで味つけした豚肉を、ご飯の上に乗
せた北海道十勝地方、帯広発祥の料理です。

スイーツ
必要な材料のほとんどが良質な十勝産で揃います！ 小
麦、砂糖（甜菜）、小豆、牛乳の生産量は日本一を誇ります。
もちろん価格も安価に抑えられています。

大地の恵み、ここにあり 食べ物がおいしい

十勝の豊かな「食」の付加価値を高め、地域経済を力強
く牽引する産業として成長させるための施策「フード
バレーとかち」を掲げています。安心・安全でおいし
いとかちの食の魅力づくりに取り組んでいます。

フードバレーとかち

積雪寒冷地域でありながらも、恵まれた土地条件を背景に、輪作
体系を確立。小麦、てん菜、豆類、ジャガイモを基本とした畑作を
はじめ、酪農・畜産などの大規模農業が非常に盛んです。

●農業産出額のおよそ半分を酪農・畜産が占める。
●飼育されている牛は約41万頭。道内の飼育頭数の約1/4にあたり、
　十勝の人口よりも多い。
●耕地面積は全道の約22％にあたり、
　主に小麦、ジャガイモ、豆類、てん菜（畑作4品目）を生産。
●小麦、ジャガイモ、てん菜の生産量日本一。
●ししゃもの水揚げ量日本一。
●食糧自給率は約1,100％

日本有数の食糧基地 農業・酪農大国

23



花と緑に癒やされる。十勝屈指の庭たち

ガーデン街道

十勝が誇る、北海道遺産

ばんえい競馬

つるつるすべすべ美肌の湯

植物性モール温泉

帯広競馬場で行われている世界にひとつだけの「ばん
えい競馬」。騎手を乗せた、500kg ～1tの重量の鉄製の
ソリを馬にひかせ、全長200m、途中に2ヵ所の障害（坂）
がある直線コースで早さを競うレースです。ばん馬と
ふれ合える「ふれあい動物園」も人気です。

十勝管内にたくさんある公衆浴場はほ
ぼ100％が温泉！　世界的にも有名な

「モール泉」のお湯はトロリとした独特の
肌ざわりが特徴です。十勝川温泉やぬか
びら源泉郷などの温泉街もあります。

愛国駅－幸福駅

タウシュベツ川橋梁

旧国鉄広尾線に実在した駅の跡地で、「恋人
の聖地」にも選定されている幸福駅。1973年
にテレビで紹介され、「愛の国から幸福へ」の
キャッチコピーで一躍、全国的なブームに。

タウシュベツ川橋梁をはじめとるする旧国鉄士幌線コ
ンクリートアーチ橋梁群は、開拓の歴史を今に伝える近
代産業遺産です。季節によって変わる湖の水位によっ
て見え隠れするので「幻の橋」とも呼ばれています。

北海道の代表的な8つのガーデンが集中する、大雪
～富良野～十勝を結ぶ約250㎞の街道。そのうち5
つのガーデンが十勝にあります。豊かな自然を身
近に感じられるスポットです。
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しかりべつ湖コタン
（鹿追町）

生活のあれこれも安心　ショッピング

北の屋台

映画ロケ地としての十勝

春夏秋冬、楽しめる！ お祭り
おびひろ三大まつり（平原まつり、菊まつり、氷まつり）をはじめ、各市町村には特徴ある
お祭りやイベントが盛りだくさん！　春は桜、夏は全国的にも有名な花火大会、秋にはそ
ば祭りや収穫祭が至るところで開催され、冬の寒さを楽しむお祭りもあります。

十勝は広大で移動距離も長いため、一人平
均、1台車を所有しています。車道の幅は
広く、ドライブにピッタリな美しい風景の
広がる道路も至るところに存在します。

藤丸百貨店は道東唯一の百貨店であり、
各地から人が集まります。シネコン
や広い土地を利用した大型スーパーや
ショッピングモールなどもあります。

雪国では不可能といわれていたとこ
ろに登場した十勝型オリジナルの屋
台は、全国の屋台ブームの先駆けに
もなりました。十勝の豊富な食材を
使用した、バラエティに富んだ20店
舗が軒を連ねます。駅前の繁華街に
あり、 近くには「北のうまいもん通
り」、「十勝乃長屋」など、ふらりと立
ち寄れるスポットもあります。

「銀の匙～ Silver Spoon ～」   「雪に願うこと」 
「遠くの空に消えた」などの映画のロケ地になりま
した。2015年には十勝の魅力を世界に伝える地元
発の短編映画 「マイ・リトル・ガイドブック」も公開
されました。

しばれフェスティバル
 （陸別町）

しんとく新そば祭り
（新得町）

北海道バルーンフェスティバル
（上士幌町）勝毎花火大会 （帯広市）
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十勝の
教育、文化、スポーツ

自然豊かな土地でのびのびと子育てをすることができます。十勝
管内には高等学校24校、大学・専門学校5校、サテライトを備えた
学習塾もあります。スポーツ施設はウインタースポーツをはじめ
十勝独特のものが多く、各市町村にあるさまざまな施設も大いに
利用したいものです。

東京ドーム40個分に相当す
るキャンパスをもつ、国立大
学では唯一の獣医・農畜産学
系の単科大学。

帯広畜産大学 （帯広市）

帯広駅前にある帯広市最大級
の施設。コンサートや各種
学会、 カンファレンス、セミ
ナー、研修、音楽教室、展示会、
展覧会などに使える設備を兼
ね備えています。

とかちプラザ （帯広市）

道東にゆかりのある代表的な
作家の作品や近現代の版画、
ポスターを中心としたプリン
トアート、バルビゾン派をは
じめとする西洋の絵画などを
中心にコレクションしていま
す。

北海道立帯広美術館
 （帯広市）

幕別町▶パークゴルフ

芽室町▶ゲートボール

大樹町▶ミニバレー

新得町▶フロアカーリング

十勝発祥の
スポーツ

2006年に現在の施設が新築開館し
ました。蔵書数は約50万冊。

帯広市図書館
（帯広市）

帯広市中心部に近い施設として各
種スポーツやイベントに利用され
ています。

帯広市総合体育館
 （帯広市）

日本最大級の反射望遠鏡を備え、
大勢の人が宇宙に関する展示や星
空を楽しめる公開天文台です。

銀河の森天文台
（陸別町）

自然冷熱を利用した空調システム、
国際規格のシートを備えた通年営
業の屋内カーリングホールです。

カールプレックス帯広
（帯広市）

25mプール、幼児用プール、歩行用
プール、ジャグジー、トレーニング
室があります。

音更町温水プール
アクリナちゃっぽ （音更町）

北 海 道 唯 一 のFIA（ 国 際 自 動 車 連
盟）公認レースコース。日本では
珍しいフラットなコースです。

十勝スピードウェイ
（更別村）
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さまざまな施設が1ヵ所に！ 帯広の森

十勝の主な病院一覧

市街地を囲む森を市民の手でつくろうと、昭和50年から100年計画で、森づくりが行われ
ています。面積は406.5ha、幅が約550m、全長は11kmの規模で、十勝川や札内川と連携し
て市街地を包み込むように配置され、憩いの場、学習の場、交流の場、スポーツの場などと
して多くの市民に幅広く利用されています。

十勝の公園
街中や住宅街はもちろん、少し足をのばせば豊かな自然と広い土地を活か
した公園がたくさんあります。

■独立行政法人国立病院機構 帯広病院
■北海道厚生農業協同組合連合会(JA北海道厚生連) 帯広厚生病院
■医療法人 十勝勤労者医療協会 帯広病院（勤医協）
■北海道社会事業協会帯広病院（帯広協会病院）
■社会医療法人北斗 北斗病院（※地域医療支援病院）
■公益財団法人北海道医療団  帯広第一病院 
■医療法人社団博愛会 開西病院

児童遊園、パークゴルフ場、児童会館、美術館、博
物館、動物園を備えた、自然を満喫できる総合公
園です。

緑ヶ丘公園 （帯広市）

バンガローやキャンプ場、遊歩道、
展望台、吊り橋など、自然と一体に
なれる冒険王国！

森づくり体験、自然観察、木工、ウォーキング、ペ
レットづくりなどの行事を行うほか、「帯広の
森」に関するさまざまな情報を発信します。

うらほろ森林公園 （浦幌町）

帯広の森・はぐくーむ

池ではボート遊びもできます。春
に咲く300本ものエゾヤマザクラ
の林は圧巻！

清水公園 （清水町）

25.8haもの敷地にはキャンプ場や
遊具、ボートやゴーカートなどが
揃っています。

本別公園 （本別町）

十勝川温泉に隣接する道立公園。
森や草原、池や湿地、キャンプ場な
ど、さまざまなエリアがあります。

エコロジーパーク （音更町）

頂上には公園のシンボル「ピラ・
リ」があり、春は桜が美しく、冬は
スキー場として楽しめます。

明野が丘公園 （幕別町）

カシワの大木が大きな日陰をつく
ります。名物は3つの滑り台があ
る噴水！

芽室公園 （芽室町）
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column 1

実は意外に快適？
これが十勝っ子の冬の過ごし方！ 
開けてビックリ、
十勝の冬の「！」や「!?」。

玄関先に温室が!?　いえいえ、こちらは玄関フードといっ

て、雪や冷気が室内に吹き込まないようにするための設

備。冬の寒さを和らげてくれるのはもちろん、除雪のと

きのママさんダンプの置き場所になったり、コートや長

靴を乾かすのに使えたり、何かと便利なスペースなのだ。

民家だけでなく、コンビニに付いていることも。

「せっかくの宴会なのに、ビールを冷やすの忘れてた！」。

今から冷蔵庫で冷やすと時間もかかるし、かといって温
ぬる

いまま飲むなんて…。そんな時は窓を開けて、積もった雪

の中にビールを缶ごとin！　冷蔵庫よりも早く冷えるし、

電気代もかからないのでとってもラクチン♪　ただしや

りすぎると凍ることがあるのでご注意を。

外がどんなに寒くても、昨今の暖房事情は実に優秀で、室

内はとってもぬくぬくしている（そもそも家の造りが気

密性の高い“冬”仕様）。降り積もる雪を眺めながら優雅に

アイスを食べるのが、十勝っ子の定番。外気温が氷点下

20度だろうと吹雪いていようと、「部屋の中では半そで短

パン！」というツワモノもいるとかいないとか。

グッと気温が冷え込んだ冬の朝。昨日まで何もなかった

はずの学校の校庭に一夜にしてスケートリンクが出現！

なんて怪奇現象が起こる。教師やPTAの人たちが夜の間

に校庭に水をまいて、天然のスケートリンクを作ってく

れているのだ。十勝っ子の多くが、自前のスケート靴を

持っている。これ、ホントの話。

① 玄関フードがある

③ 外は天然の冷蔵（凍）庫

② ぬくぬくの室内で優雅にアイス

④ 学校の校庭がスケートリンクに!?

in十勝
冬 の「 あ る あ る！」
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