
自然の変化と
時の流れ

Changes in Nature and the Flow of Time

私たちがいる十勝が丘公園からは日高
山脈、十勝川、そして十勝平野が見え
ます。この風景は長い時間の中で様々
な変化をしてきました。ここから花時計
までの道にそって、十勝の大地の歴史
を７つのパネルで紹介します。自然の
変化と時の流れを感じながら、楽しんで
歩いてみてください。

From here in the Tokachigaoka Park we 

can see the Hidaka Mountain Range, the 

Tokachi River and the Tokachi Plain. This 

landscape has undergone many changes 

over a long time. The Great Land of Tokachi's 

history is introduced on 7 panels along the 

pathway from here to the floral clock. As 

you enjoy the walk sense the changes in 

nature and the flow of time.
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日高山脈の誕生
Birth of the Hidaka Mountains

大地は目に見えないゆっくりとした速さ
で動いています。およそ4000万年前に
オホーツクプレートとユーラシアプレート
がぶつかりました。2つのプレートが衝突
して生じた大きな力によって、およそ
1000万年前に日高山脈は誕生しました。

The land moves at an invisibly slow pace. 
About 40 million years ago the Okhotsk 
and Eurasian tectonic plates collided. The 
two plates pushing against each other 
formed, around 10 million years ago, a 
topographical feature that later became the 
Hidaka Mountain Range.
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オホーツクプレートの
西向きの力を受けて、
地下深くにあった地層が
断層にそって西へつきあがり、
日高山脈ができました。

日高山脈
Hidaka Mountain Range

The westward force of Okhotsk plate
pushed up a geological layer in deep 
underground along an earth fault, 
and formed Hidaka Mountain Range.
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Era of the Earth2
about 10 million years ago
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Techtonic plates collided Ashoroa laticosta lived Hidaka Mountain Range formed

around 40 million years ago around 28 million years ago around 10 million years ago
1000万年前頃4000万年前頃

プレートの衝突 日高山脈誕生

2800万年前頃
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The prehistoric creature that 
only fossil found was in Ashoro

足寄で唯一の化石が見つかっている古代生物

Living things in this era：
この時代にいた生き物：

じ  だい い もの
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帯広百年記念館蔵
おびひろひゃくねんきねんかんぞう

長流枝内の海

およそ500～90万年前、十勝には内海
がありました。プレートの動きや火山の
活動によってこの内海の形は変化しま
した。150万年前の内海の地層は長流
枝内（十勝が丘公園の近く）で見られ、
そのため「長流枝内の海」と呼ばれて
います。この内海のほぼ中心に十勝が丘
公園は位置しています。

Between 900,000 and 5 million years ago 
there was an inland sea in Tokachi. The 
shape of the inland sea changed due to 
plate movement and volcanic activity. The 
geological layer of the inland sea from 1.5 
mi l l ion years ago was discovered in 
Osarushinai (near Tokachigaoka Park), 
hence it is called the Sea of Osarushinai. 
Tokachigaoka Park is located near the 
centre of this inland sea.  
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Era of the Inland sea3
about 0.9 to 5 million years ago

内海の時代
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約500～90万年前
やく まん   ねん   まえ

90 万年前500万年前 300万年前頃

豊頃丘陵上昇

150万年前頃

「長流枝内の海」の時代
Toyokohi hill rising

around 3 million years ago

Era of “Sea of Osarushinai”

around 1.5 million years ago around 0.9 million years agoaround 5 million years ago
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Current Tokachi River and Otofuke town

約500万年前に内海だったと
考えられているところ
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An assumed area of inland sea 
around 5 million years ago
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around 3 million years ago

約150万年前に内海だったと
考えられているところ
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An assumed area of inland sea 
around 1.5 million years ago
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This map overlays 
the shapes and names of 
Tokachi from the present day 
and the era of the sea.

この図では

内海の時代と現在の

十勝の地形・名称を

重ね合わせています。
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In the Sea of Osarushinai, other than whales, 
there were also sharks, dolphins, walrus and 
sea lions, etc.

長流枝内の海には、クジラの他にもサメ、
イルカ、セイウチ、アシカなどもいました。

おさ　る　 し　ない うみ ほか

Living things in this era：
この時代にいた生き物：

じ  だい い もの
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モール温泉北海道遺産
Moor Hot SpringsHokkaido heritage
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およそ 90 万年前、十勝に広がっていた
内海は火山や地殻変動などの影響で、
湖や湿原に姿を変えました。この湿原に
生えた植物は枯れた後、分解されずに
底に溜まり、泥炭や亜炭となりました。
十勝川温泉などで知られるモール温泉
は、泥炭や亜炭の地層を通ることで、
植物性成分が取り入れられた温泉だと
いわれています。

About 900,000 years ago, the widespread 
inland sea in Tokachi, due to the influence 
of volcanic eruptions, crustal deformation 
and the like, changed to form lagoons and 
wetlands.  After partial decay the vegetation 
from these wetlands accumulated at the 
bottom of the wetland and became peat 
and lignite.  The famous moor spring 
waters of Tokachigawa Onsen and other 
hot springs resort contain plant ingredients 
due to infiltration through this layer of 
lignite and peat.
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十勝川温泉観光協会蔵
十勝川温泉街と周辺地域の地層の関係

約80万年前、

湖や湿原だったと

考えられているところ

やく まん ねん まえ

ひろ ふう けい

かんが

みずうみ しつ げん

Relationship between Tokachigawa Onsen Street 
and the surrounding area's strata

Google Earth 
Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO
Image Landsat / Copernicus

この図では

湿原の時代の湖や湿原のエリアと

現在の十勝の地形・名称を

重ね合わせています。
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Area of lakes and wetlands 
around 800,000 years ago

Landscape of Mitsugashiwa colony

This map overlays 
the shapes and names of 
Tokachi of the present day 
and the era of the wetland.
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Era of the Wetland4
about 700,000 to 900,000 years ago

湿原の時代
じ　  だい

約90～ 70万年前
やく まん   ねん   まえ

90万年前頃

十勝三股大噴火

70万年前頃

The Great Tokachi-Mitsumata 
volcanic eruption 

around 700,000 years agoaround 900,000 years ago
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Era of the Wetland

しつ　げん じ　　だい

しつ　げん

ミツガシワの広がる風景

During this era of the wetlands, it is believed that 
small white star-shaped Mitsugashiwa flowers covered 
the area, creating a beautiful scenery. 
Mitsugashiwa seed fossil from this era was found in 
Kunimiyama (Memuro Town).

Plantlife prominent in this era：
この時代に目立っていた植物：

じ  だい め だ しょくぶつ

Mitsugashiwa
ミツガシワ

この時代の湿原には、
ミツガシワの小さく白い星型の花が一面に咲きみだれ、
美しい風景を作っていたと考えられています。
また、この頃のミツガシワの種の化石は
国見山（芽室町）で見つかっています。

じ   だい しつ げん

ちい しろ ほし がた はな いち めん さ

うつく ふう けい

ころ

くに み やま むろめ ちょう み

しゅ か せき

つく かんが

Hidaka M
ountains

Toyokoro Hills

Shiranuka Hills

士幌町

上士幌町
足寄町

陸別町

音更町

本別町

池田町

浦幌町

幕別町

豊頃町

芽室町

中札内村

広尾町

大樹町

更別村

帯広市

清水町

新得町

鹿追町

かみしほろちょう

あしょろちょう

ほんべつちょう

おとふけちょう

めむろちょう

まくべつちょう

いけだちょう

うらほろちょう

しんとくちょう

しみずちょう

おびひろし

なかさつないむら さらべつむら

たいきちょう

ひろおちょう

とよころちょう

しかおいちょう

しほろちょう

りくべつちょう

Kamishihoro-town

Ashoro-town

Honbetsu-town

Otofuke-town

Memuro-town

Makubetsu-town

Ikeda-town

Urahoro-town

Shintoku- town

Shimizu-town

Obihiro-city

Nakasatsunai-village Sarabetsu-village

Taiki-town

Hiroo-town

Toyokoro-town

Shikaoi-town

Shihoro-town

Rikubetsu-town

Tokachi Mitsumata
十勝三股
と　　かち　  みつ 　また

Kunimiyama
国見山
くに　   み  　 やま

情報提供：
元北海道立総合研究機構 地質研究所　
岡 孝雄 氏



十勝川の誕生
Birth of the Tokachi River

およそ70万年前になると、プレートの力
で日高山脈の南側が再び激しく上昇を
始めました。高くなって崩れた岩のかけら
や石を、川が流し出し、それらによって
十勝の真ん中にあった湖や湿原は埋め
立てられました。川はやがて海につな
がり、「十勝川」が生まれました。

Around 700,000 years ago, due to the force 
of the techtonic plates, the south face of 
the Hidaka Range once again began to be 
vigorously elevated.  Stones and crumbled 
rock fragments from its high peaks were 
carr ied downstream by a r iver .  This 
sediment filled in the lakes and wetlands in 
the middle of Tokachi. The river eventually 
reached to the ocean and the Tokachi River 
was born.
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現在の十勝川と音更町
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激しく上昇したところ

Google Earth 
Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO
Image Landsat / Copernicus

約 70万年前の十勝平野形成の動き
やく まん 　ねん　  まえ と かち へい けい せいや うご

Movement of Tokachi Plain formation 
from around 700,000 years ago

Present day Tokachi River and Otofuke Town 

川の流れの向き
かわ なが む

Direction of the river flow

れき※がたまってできた扇状地※
せん　じょう　ち

Alluvial fan※ of accumulated gravel※

れきが現在でも
あるところ

げん　ざい

Where Gravel is still present

※れき　：つぶの直径が２㎜以上の岩のかけら。

※扇状地：河川が山地から平野や盆地に移る所などに見られる、
　　　　　土砂などが山側を頂点として扇状にたまり積もった地形。

ちょっけい いわ

せんじょうち か せん

どしゃ やまがわ ちょうてん おうぎじょう つ ち けい

さん ち へい や ぼん ち うつ ところ み

Gravel：pieces of rock with size bigger than 2 mm.

Alluvial fan: A fan-shaped landform of accumulated sand 
                   and gravel deposited by mountain river flow 
                   when it reaches flat land.

Area of vigorous elevation
この図では

十勝平野形成の時代の図と

現在の十勝の地形・名称を

重ね合わせています。
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This map overlays the shapes and 
names of Tokachi of the present day 
and the era of the plain formation.

と　 かち おか  こう  えん

Tokachigaoka Park
十勝が丘公園

士幌町

上士幌町
足寄町

陸別町

音更町
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池田町
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かみしほろちょう

あしょろちょう

ほんべつちょう
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めむろちょう
まくべつちょう

いけだちょう

うらほろちょう

しんとくちょう

しみずちょう

おびひろし

なかさつないむら

さらべつむら

たいきちょう

ひろおちょう

とよころちょう

しかおいちょう

しほろちょう

りくべつちょう
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Memuro-town
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Ikeda-town

Urahoro-town
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Toyokoro-town

Shikaoi-town
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だ
か

さ
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ountains

と  か ち  が わ

れき　 ふね 　がわ

はげ じょう しょう

Rekifune River

Tokachi River
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5
about 10,000 to 700,000 years ago

平野形成の時代
忠類ナウマン象記念館

relatively smaller in size compared to the modern day 
Asian elephants, their whole body was thought to be 
covered with fur to adapt to the cold Ice Age climate.

現代のアジア象と比べるとやや小型で、
氷河期時代の寒冷な気候に順応するため
全身は体毛で覆われていたと考えられています。

げんだい ぞう くら こ がた

ひょうが き じ だい かん れい こう じゅんのうき

ぜん しん たい もう おお かんが

Living things in this era：
この時代にいた生き物：

じ  だい い もの

Naumann elephant
 ( Palaeoloxodon naumanni )

ナウマンゾウへい　 や けい　 せい

Period of Plain Formation 

じ　  だい

約70～1万年前
やく まん　ねん　まえ

十勝川の誕生 ウルム氷期（最終氷期）
と かち がわ たん  じょう ひょう   き さい  しゅう ひょう   き

Birth of the Tokachi River Ulm glacial period (the final glacial period)
忠類（幕別町）で発見された
ナウマンゾウが生きていた頃

まく  べつ ちょう はっ けんちゅうるい

い ころ

Naumann elephants
 (like the one discovered in Churui) lived

12 万年前頃
まん ねん まえ ごろ

around120,000 years ago

十勝平野形成の時代
と かち へい や けい せい じ　  だい

Era of Tokachi Plain Formation

70万年前頃
around 700,000 years ago

8～1万年前頃
around 80,000～10,000 years ago

まん ねん まえ ごろまん ねん まえ ごろ



旧石器時代の大災害
Great Disasters in the Paleolithic Age

20 cm

恵庭岳

支笏火山

300 cm

200 cm

100 cm

約 185 km

100 cm200 cm 20 cm

と　 かち おか  こう  えん

Tokachigaoka Park
十勝が丘公園江別

帯広

襟裳岬

苫小牧

十勝には2度の砂漠の時代がありました。
およそ4万年前に支笏火山が噴火し、火山
灰に覆われた砂漠の時代が1万年以上も
続きました。やがて草木が生えてきた頃
には人々が暮らしていました。およそ1万
8千年前には恵庭岳が噴火し、再び十勝
に砂漠が広がります。これは当時の人々
にとって、とても大きな災害でした。

There were two eras of desert in Tokachi.  
About 40,000 years ago, the Shikotsu Volcano 
erupted and the Tokachi was covered with 
volcanic ash.  The period of desert land lasted 
for more than 10,000 years.  By the time some 
vegetation started to grow, humans were 
living in the area.  About 18,000 years ago 
Mount Eniwa erupted and a desert spread 
through Tokachi again.  It would have been a 
great disaster for people of that time.

と　かち ど さ  ばく じ  だい

じ  だい

まん ねん まえ し  こつ  か  ざん ふん  か

ばい

か  ざん

おお さ  ばく まん ねん いじょう

つづ くさ  き は ころ

ひと びと く まん

せん ねん まえ え  にわ だけ ふん か ふたた と  かち

さ  ばく ひろ とう  じ ひと びと

おお さい がい
偏西風に乗り、日高山脈も超えて

遠く離れた十勝にも火山灰が降り積もった。

0 50 km

50 cm

札幌
さっ  ぽろ

へん　せい　ふう ひ     だか   さん  みゃく この

とお はな と     かち か     ざん   ばい ふ つ

やく

About

え　 べつ

え　 にわ　だけ

し　  こつ　 か　  ざん

とま 　こ  　まい

しん   とく

おび   ひろ

たい　き

うら   かわ

えり　 も　 みさき

ひろ    お

ひ
　  

だ
か
　
　
さ
ん   

み
ゃ
く

日
高
山
脈 大樹

広尾
浦河

新得

Westerly wind carried volcanic ash 
over the Hidaka Mountains to far away Tokachi.

Sapporo

Ebetsu

Shintoku

Eniwadake

Shikotsu Volcano

Tomakomai

Hidaka M
ountains

Obihiro

Taiki

Hiroo

Erimo Cape

Urakawa

恵庭岳の火山灰が
降り積もった厚さ

え　にわ だけ か　ざん ばい

ふ つ あつ

Thickness of volcanic ash 
from Mount Eniwa

支笏火山の火山灰が
降り積もった厚さ
ふ つ あつ

し　こつ か　ざん か　ざん ばい

Thickness of volcanic ash
from Shikotsu Volcano

※古砂丘：昔、砂丘となった跡。今では丘になっている。
こ　 さ  きゅう むかし さ  きゅう あと いま おか

Old dunes: Traces that became sand dunes in the past. 
It is now a hill.

恵庭古砂丘※
え　にわ　こ　 さ  きゅう

Old sand dune of Eniwa
し　こつ　こ　 さ  きゅう

支笏古砂丘※

Old sand dune of Shikotsu

Google Earth 
Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO
Image Landsat / Copernicus

帯広百年記念館蔵

砂漠の時代 想像図

きゅう   せっ　   き　　  じ     だ い だい　  さい  　がい

さ ばく じ だい そうぞう ず

Era of deserted land

おびひろひゃくねんきねんかんぞう
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The Desert Periods6
about 16,000 to 18,000 years ago 
and about 30,000 to 40,000 years ago

砂漠の時代
さ　　ばく じ　  だい

約 4～3／ 1.8～1.6 万年前
やく まん   ねん   まえ

4 万年前頃 3万年前頃

支笏火山噴火 砂漠の時代 砂漠の時代

2.4 万年前頃 1.2 万年前頃

旧石器時代 恵庭岳噴火
し　  こつ か 　 ざん ふん　  か ふん     か

まん ねん まえ まん ねん まえ まん ねん まえ まん ねん まえ ごろごろごろごろごろ

さ　    ばく じ　  だい じ　  だい じ　 だいきゅう   せっ    き さ　  ばくえ  　にわ だけ

Eruption of 
Shikotsu Volcano

The Desert period The Desert periodPaleolithic Era Eruption of 
Mount Eniwa 

around 40,000 years ago around 30,000 years ago around 24,000 years ago
1.8 万年前頃

まん ねん まえ

around 18,000 years ago around 12,000 years ago

と  かち  みつ また さん  ち か   ざん  かつ どう しつ いし

ひと びと か  こう せっ  き つか

Rock which supported this age：

この時代を支えていた石：
じ  だい ささ いし

Obsidian
 ( known locally as Tokachi Ishi )

A vitreous rock made by volcanic activities found in Tokachi 
Mitsumata. People used it to make tools

十勝三股を産地とする火山活動でできたガラス質の石です。
人々はこれを加工して石器として使っていました。

黒曜石（十勝石）
こく　  よう　 せき と 　  かち    いし

帯広百年記念館



続縄文時代遺跡

擦文時代遺跡

縄文時代遺跡

川を軸とした生活
Living Along the River

0 10 20 km

およそ2500年前、本州では稲作を中心
とする弥生文化が始まりましたが、寒い
北海道では狩猟採集を中心とする文化
が続き、やがてアイヌ文化が形成されて
いきました。道として活用していたり、
生活に必要な水、鮭をはじめとする食料
も得ていました。その頃の人々にとって
川は重要でした。

About 2,500 years ago, the Yayoi culture, 
centered on rice cultivation, began on the 
main island of Japan, Honshu.  However, in 
Hokkaido's cold climate, hunting and 
gathering culture continued and eventually 
formed the Ainu culture.  For the people of 
that time, rivers were very important.  Rivers 
provided ways for transportation, water 
necessary for living and food such as salmon.

ねん まえ ほんしゅう いな さく ちゅうしん

や  よい ぶん か はじ さむ

ほっかいどう しゅりょうさいしゅう ちゅうしん ぶん か

つづ ぶん か けい せい

ころ

かわ じゅうよう

みち かつ よう

せい かつ ひつ よう みず さけ しょくりょう

え

Google Earth 
Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO
Image Landsat / Copernicus

じょう  もん  　じ　　だい　　い　 せき

めい

ぞく  じょう  もん  　じ　　だい　　い　 せき

さつ    もん  　じ　　だい　　い　 せき

え   　ど    　じ　　だい　 お　　　　　　　　  ごろ

しゅう  らく
江戸時代終わり頃に
アイヌコタン（集落）の
あったところ

上士幌町 Kami Shihoro Town
かみ し  ほろちょう

本別町 Honbetsu-town
［ポン・ベツ］
小さい川 A small river
ちい

ほんべつ

幕別町 Makubetsu-town
［マｸウンペﾂ］mak-un-pet
山際を流れる川
River flowing through the mountain

豊頃町 Toyokoro-town
［トエコロ］
多くの蕗が生えていたところ
Where a lot of rice grows

とよころちょう

おお ふき は

芽室町 Memuro-town

［メﾑオロペｯ］mem-oro-pet
川の源の泉や池から流れて来る川
River coming from Izumi pond 

大樹町 Taiki-town
［タイキウシ］tayki-us-i 
大木が群生するところ
Where big trees gather

たい き ちょう

たいぼく ぐんせい

広尾町  Hiroo-town
ピルイペｯ  piruy-pet
砥石が取れる川
A river that can take Whetstones

ひろ おちょう

と  いし と かわ

帯広市 Obihiro-city

［オペﾚペﾚケプ］o-pere-perke-p
川尻がいくつも裂けているところ
Where the river is split at the end  

清水町 Shimizu-town
［ペケﾚペﾂ］peker-pet 
明るく清らかな川
（これを意訳）
Bright and pure river 

新得町 Shintoku-town
［シﾂトｸ・ナイ］
山の肩、端
Mountain shoulder, edge
［シントコ］
お酒を造るための漆器
Lacquerware for making sake

しんとくちょう

やま

さけ つく しっ き

かた はし

鹿追町 Shikaoi-town
［クテｸウシ］
鹿とり柵のあるところ
Where there are 
deer fences 

と     かち し   ちょう   そん ゆ     らい

ご い       み

と かち ち  めい おお

ご かわ な まえち  めい

べつ ない

ご

かわ い   み

十勝の市町村名の由来となった
アイヌ語とその意味※

十勝の地名の多くは、
アイヌ語の地名や川の名前からきています。
「○○別」や「○○内」などの「べつ」「ない」は、
ほとんどがアイヌ語の「ペﾂ」「ナイ」であって、
どちらも「川」の意味です。

The Ainu language and its meaning from which 
the name of the municipality of Tokachi was derived

Many of Tokachi's place names come from the Ainu 
language name and the name of a river. Most of them 
are "― BETSU" or "― NAI" which is "Petz" and "Nai" 
in Ainu language, which mean "river".
※地名の由来については諸説あります。ここでは各市町村によるの情報を載せています。
There are various opinions about the origin of the place name. 
Here we are posting information by each municipality.

Jomon period ruins

Post Jomon period ruins

Satsumon period ruins

About the end of the Edo era 
where the Ainu Kotan (village) 
was located

帯広百年記念館蔵
おびひろひゃくねんきねんかんぞう

紀元前 500年頃

続縄文時代縄文時代 擦文時代 アイヌ文化時代

800年頃 1200年頃～紀元前 11,000 年頃～北海道
ほっ 　  かい　   どう

き  げん ぜん ねん ごろ き  げん ぜん ねん ごろ ねん ごろ ねん ごろ

じょう もん　  じ　  だい ぞく  じょう   もん　　じ    だい さつ    もん　  じ      だい ぶん　  か　　 じ　  だい

B.C. 11,000 B.C. 500 Around year of 800 Around year of 1200～

Jomon Period Post-Jomon period Satsumon Period Ainu culture period

Hokkaido

かわ じく せい　   かつ

しかおいちょう

し みずちょう

め むろ ちょう

おびひろ  し

しか さく

あか きよ

い やく

かわ

かわ みなもと いけ なが く かわいずみ

かわ じり さ

やまぎわ なが かわ

浦幌町 Urahoro-town
［オーラポロ］
川尻に大きな葉が生育するところ
Where big leaves grow 
on the end of river

うらほろちょう

さかな

伝統的な「アイヌコタン（集落）」のイメージ
でんとうてき しゅうらく

Image of traditional "Kotan (village)"
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The Period from Jomon to Ainu

B.C. 11,000 ～

縄文からアイヌの時代
紀元前 約1万1千年 ～

じょう もん じ　 だい

き　  げん   ぜん せん　 ねんまん Ainu people called salmon,  
kamuy-cep (God Fish) or Sipe (real food).  
Salmon was a very special item for Ainu.

アイヌは鮭をカムイチェﾌ（゚神の魚）と呼び、
また、シペ（本当の食べもの）と呼びます。
それほどアイヌにとって鮭は特別な存在でした。

さけ かみ さかな よ

ほん とう た よ

さけ とく べつ そん ざい

Living things which 
supported people at the time：

この時代を支えていた生き物：
じ  だい ささ い もの

Salmon
サケ

と　 かち おか  こう  えん

Tokachigaoka Park
十勝が丘公園

音更町 Otofuke-town
［オトﾌﾟケ］Otop-ke  

毛髪が生ずる　

（音更川と然別川の支流が

たくさん流れていたことから）

Hair arises.
From the fact that a lot of 
tributaries of Otofuke river and 
Shikaribetsu river flowed

おとふけちょう

もうはつ

おとふけがわ

なが

しかりべつがわ しりゅう

しょう

まくべつちょう

士幌町 Shihoro-town
［スオルペﾂ］su-oru-pet 
鍋を水につけた川
A river with a pot on the water
［シﾕウウｵロー］su-oru-pet 
広大な大地
A river with a pot on the water
 

し  ほろちょう

みずなべ

こう だい だい  ち

かわ

7

陸別町 Rikubetsu-town
［リクンペｯ］rik-un-pet 
高く上がっていく川、
又は危ない高い川
A river rising high, 
or a dangerous river

たか かわあ

また あぶない たか かわ

りくべつちょう

足寄町 Asyoro-town

［エソﾛペﾂ］esoro-pet 
沿って下る川
Rivers going down 

あしょろちょう

そ くだ かわ

中札内村 Nakasatsunai
［サツナイ］sat-nay
乾く川
Dry river

なかさつないむら

かわ

-village
更別村  Sarabetsu-village
［サﾗペﾂ］sar-pet 
葦の生える川
Reed growing river

さらべつむら

はあし かわ

ほん     　  　　 しゅう

本　州
じょう もん　  じ　  だい かま　くら　　じ　  だいへい　あん　　じ　  だいな　　ら 　　じ　  だいあ　   すか　  じ　  だいこ　   ふん　  じ　  だい

飛鳥時代 奈良時代 平安時代古墳時代 鎌倉時代弥生時代縄文時代

Main Island

Jomon Period Yayoi Period Kofun Period Asuka Period Nara Period Heian Period Kamakura Period

や　   よい　  じ　  だい



急速な開墾
Rapid development of the farming land

明治時代から大正時代にかけて、北海
道の開拓は急激に進みました。冬の寒さ
や洪水など厳しい環境のもと、わずか
20数年の間に森や湿原の多くが農業
用地に変わり、整備されていきました。
そして、大規模農業がさかんに行われる
現在の農業王国十勝となっていきます。

From the Meiji era to the Taisho era, 
Hokkaido's development of farming land 
advanced rap id ly .   Desp i te  a  harsh  
environment of cold winters and flooding, 
people, in a mere 20 years or so, converted 
forests and wetlands to farmable land and 
further developed it.  As a result Tokachi 
has become an 'agriculture kingdom' where 
large-scale farming prospers.

めい  じ    じ  だい たいしょうじ  だい ほっかい

どう かいたく きゅうげき すす ふゆ さむ

こう ずい きび かんきょう

すう ねん あいだ もり しつ げん おお のうぎょう

よう  ち か せい  び

おこなだい  き   ぼ  のうぎょう

げん ざい のうぎょうおうこく  と  かち

きゅう そく かい こん

音更町役場蔵
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From the Period of Pioneering to the Present8
from about 1900 to the present day

開拓の時代～現在
かい　 たく げん　 ざいじ　  だい

西暦1900年頃～現在 
せい　れき ねん　ごろ げん　ざい

18961879 1901 19221920

帯広̶音更間の
道路建設

十勝の
殖民地解放

十勝川大洪水
と　　かち

しょく　みん　  ち 　  かい 　ほう

Release of land for 
colonization in Tokachi

大川宇八郎 音更に入地
おお かわ う はち ろう  おと ふけ にゅう 　ち

Yuhachiro Okawa Settled down on Otofuke

おび　ひろ

どう　 ろ   　けん 　せつ こ　　ちょう　やく　  ば  　せっ      ち

おと　ふけ　 かん おと　ふけ　むら

Road construction between 
Obihiro and Otofuke

音更村 
戸長役場設置
Establishment of the town office
for Otofuke village

と　　かち　がわ　 だい 　こう　 ずい

Great Tokachi River Flood
ビート（テンサイ）の
耕作始まる。
こう　 さく 　はじ

Beat farming began

明治29年 
めい    じ ねん

Meiji 29 (1896 ) 

大正11年
たい しょう ねん

Taisho 11 (1922)

農地など
のう   ち

Farmland etc

森林
しん  りん

Forest

笹
ささ

Bamboo grass

湿地
しっ  ち

Wetland

荒れ地
あ ち

Wasteland

市街地
し   がい   ち

Urban area 

砂利
じゃ  り

Gravel

川
かわ

River

現在の音更の風景
げん ざい おとふけ ふうけい

The current scenery of Otofuke

おとふけちょうやくばぞう

十勝が丘公園
と　 かち おか こう えん

Tokachigaoka Park

十勝が丘公園
と　 かち おか こう えん

Tokachigaoka Park

トラクターなどの農業機械が登場する以前、十勝の農業は、
馬の活躍による馬耕によって発展しました。

のうぎょう  き  かい とうじょう い  ぜん と  かち　　　 のうぎょう

うま かつ やく ば 　こう はっ てん

うま

Animals that supported this age：
この時代を支えていた動物：

じ  だい ささ どう ぶつ

Horse
馬

Prior to the advent of agricultural machinery such as tractors, 
Tokachi's agriculture developed through horse riding due to 
the active use of the horse.

馬の資料館


