
№ 市町村名 施設名称 所在地 連絡先 開館時間 休館日 主な遺跡等

1 帯広市 帯広百年記念館 帯広市緑ケ丘２ 0155-24-5352 9：00～17：00

月曜日（祝日は開館）

祝祭日の翌日

年末年始（12/29～1/3)

八千代A遺跡出土品（縄文早期）

大正3遺跡出土品（縄文草創期）

暁遺跡出土品（旧石器）

2 帯広市 埋蔵文化財センター 帯広市西23条南4丁目26－8 0155-41-8731 10：00～16：00

日曜日、月曜日（祝日は開館）

祝祭日の翌日（日曜日は休館）

年末年始（12/29～1/3)

若葉の森遺跡、川西C遺跡、稲田1遺跡（旧石

器）、大正遺跡群（縄文草創期～前期）、若葉の

森遺跡（縄文前期～中期）、チョマトー遺跡（縄

文晩期）

3 音更町 音更町生涯学習センター　郷土資料室 音更町希望が丘1番地 0155－42－4099 9：00～17：30 水曜日 十勝川温泉1遺跡など

4 上士幌町 ひがし大雪自然館 上士幌町宇ぬかびら源泉郷48-2 01564-4-2323 9：00～17：00 水曜日 嶋木遺跡（先土器、約2万6000年前）

5 鹿追町 鹿追町郷土資料室 鹿追町東町1丁目38番地図書館2階 0156-69-7170 10：00～17：00
月曜日（祝日は開館）

祝祭日の翌日、図書整理日
鹿追高校A遺跡関連発掘物など(縄文)

6 新得町 新得町郷土資料館（旧上佐幌小学校） 新得町字屈足上佐幌８６番地 0156-64-0532
5月～10月

（事前予約制）
11月～4月まで休館 石器、鉄道遺産、家具など

7 芽室町 ふるさと歴史館「ねんりん」 芽室町美生２線３８ 0155-61-5454 9：30～16：30
毎週火曜・水曜

年末年始（12/30～１/６）
小林遺跡（縄文時代前期　5,000～6,000年前）

8 大樹町 大樹町郷土資料館 大樹町石坂430 01558-6-2133
10：00～16：00

開館は４～10月

毎週月～金曜日

（開館日は土曜・日曜・祝日）
下大樹遺跡（縄文早期）

9 広尾町 海洋博物館・郷土文化保存伝習館 広尾町字野塚989番地
01558-2-5572（土日祝のみ）

01558-2-0181（平日のみ）

10：00～16：00

10月～3月は14：00まで
平日休館（土・日・祝のみ開館）

10 幕別町 幕別町ふるさと館 幕別町字依田384番地の3 0155-56-3117 9：00～17：00
月曜・火曜（祝日の場合は翌日）

年末年始

古舞４（縄文早期）、日新Ｆ（旧石器期、縄文

期）、札内Ｎ（旧石器期、縄文期）

11 池田町 池田町郷土資料館 池田町字高島81番地1 015-578-7388 10：00～16：00
金曜・土曜・祝日

11月～４月下旬は閉館
縄文時代以降の遺跡、開拓期以降の郷土資料

12 豊頃町 豊頃町える夢館 豊頃町茂岩本町１６６番地 015-579-5801 9：00～22：00 月曜日、祝日の翌日 縄文時代

13 浦幌町 浦幌町立博物館 浦幌町字桜町16-1 015-576-2009 10：00～18：00
月曜日、祝日の翌日

月末資料整理日、年末年始

吉野台細石器遺跡（旧石器）

十勝太遺跡群（縄文・続縄文・擦文）

十勝太オコッペ遺跡（縄文）

14 本別町 本別町歴史民俗資料館 本別町北2丁目 0156-22-5112（図書館） 9：00～16：00 日・月曜日、祝日、年末年始 弥生町１遺跡（旧石器時代＝今から15,000年前）

15 足寄町 足寄動物化石博物館 足寄町郊南１丁目２９－２５ 0156-25-9100 9：30～16：30 火曜日 縄文時代後期

16 足寄町 足寄町郷土資料館 足寄町中足寄４３番地１２ 0156-25-3188 13：00～16：00 日・月（11月～4月は冬季休館）

17 陸別町 陸別町公民館 陸別町字陸別東２条４丁目21 0156-27-2123（陸別町教育委員会） 13：00～18：00 月曜日、祝日、年末年始
史跡ユクエピラチャシ跡（アイヌ文化期）

トマム遺跡（旧石器時代）

十勝管内の考古学関連博物館・資料館一覧



№ 市町村名 遺跡名称（年代） 所在地

1 帯広市 暁遺跡（旧石器、縄文） 帯広市西8条南12丁目19

2 帯広市 大正3遺跡（縄文草創期） 帯広市大正町東3線66番地3

3 帯広市 川西C遺跡（旧石器、縄文） 帯広市西15条南39丁目稲田小学校敷地内

4 帯広市 以平遺跡（縄文） 帯広市以平町西9線38‐2とかち帯広空港敷地内

5 帯広市 三の沢1遺跡（縄文） 帯広市西23条南6丁目8-1番地先

6 帯広市 空港南A遺跡（旧石器） 帯広市泉町西7線中10-11

7 帯広市 宮本遺跡（縄文） 帯広市西20条南6丁目2-1森の交流館・十勝内

8 帯広市 落合遺跡（有石器、縄文） 帯広市南町17番地1緑ヶ丘墓地

9 上士幌町 居辺１４遺跡（先土器、縄文、続縄文） 上士幌町字居辺東14線236－1～9

10 上士幌町 居辺１５遺跡（縄文） 上士幌町字居辺東14線232－1、234－2

11 上士幌町 嶋木遺跡（先土器、約2万6千年前） 上士幌町宇上士幌東4線字上士幌東4線241－1・3・4、242－1、243、245

12 上士幌町 居辺７遺跡（縄文） 上士幌町居辺東17線261－1他

13 上士幌町 居辺８遺跡（縄文） 上士幌町字居辺東17線269－1、270－1、271－3、272－3・4

14 上士幌町 オタオロシタプコプチャシ跡（アイヌ文明） 上士幌町字上士幌130－7

15 上士幌町 清水谷２遺跡（縄文） 上士幌町宇上士幌240－1

16 上士幌町 上音更５遺跡（時代不明） 上士幌町字上音更287－1・8・30・31・34・35

17 鹿追町 鹿追高校A遺跡(縄文) 鹿追町西町1丁目8番地　校舎北側

18 大樹町 十勝ホロカヤントー竪穴群（擦文文化期） 大樹町晩成２番地

19 大樹町 晩成社史跡公園（明治後期） 大樹町生花157番地，160番地　地先

20 大樹町 旭浜トーチカ（昭和戦時期） 大樹町旭浜96番地１

十勝管内の遺跡に関する標示板・標柱等一覧



№ 市町村名 遺跡名称（年代） 所在地

十勝管内の遺跡に関する標示板・標柱等一覧

21 大樹町 旧生花苗駅逓所（大正初期） 大樹町生花499番地

22 広尾町 仙台藩トカチ陣屋跡 広尾町西4条9丁目

23 豊頃町 礼文内第２チャシコツ 豊頃町礼文内６２８・６２９番地

24 豊頃町 旅来チャシコツAB 豊頃町旅来２７２・２７３番地

25 浦幌町 新吉野台細石器遺跡群（縄文時代早期） 浦幌町字共栄

26 浦幌町 下頃辺遺跡（縄文時代早期） 浦幌町字吉野

27 浦幌町 共栄B遺跡（縄文時代早期） 浦幌町字平和

28 浦幌町 稲穂チャシ跡（アイヌ文化期） 浦幌町字稲穂

29 浦幌町 十勝太遺跡展望台（縄文時代～アイヌ文化期） 浦幌町字十勝太

30 浦幌町 十勝太河岸段丘遺跡（続縄文～擦文時代） 浦幌町字十勝太

31 浦幌町 十勝オコッペ遺跡（擦文時代） 浦幌町字昆布刈石

32 浦幌町 オタフンベチャシ（18～19世紀） 浦幌町字直別

33 本別町 八幡チャシ（チャシ公園・八幡神社） 本別町弥生町20

34 陸別町 史跡ユクエピラチャシ跡（アイヌ文化期） 陸別町字トマム２番地２



№ 市町村名 遺跡名称（年代） 所在地

1 大樹町 十勝ホロカヤントー竪穴群 大樹町晩成２番地

2 大樹町 晩成社史跡公園 大樹町生花157番地,160番地　地先

3 大樹町 旭浜トーチカ 大樹町旭浜96番地１

4 浦幌町 十勝太遺跡展望台（十勝太Dチャシ・古川遺跡） 浦幌町字十勝太

5 浦幌町 オタフンベチャシ 浦幌町字直別

6 本別町 八幡チャシ（チャシ公園・八幡神社） 中川郡本別町弥生町20

7 陸別町 史跡ユクエピラチャシ跡（アイヌ文化期） 陸別町字トマム２番地２

十勝管内の見学可能な史跡、遺跡または見学するために整備された公園・展望台等一覧


