
令和４年度第１回月形町行政区代表者会議次第 

                        日 時 令和４年４月１１日（月） 

                            午後４時００分 

                        場 所 月形町役場 大会議室 

１ 開  会 

２ 町長挨拶 

３ 議  事 

 （１）行政報告について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １～３頁 

 （２）令和４年第１回月形町議会定例会議案について・・・・・・・・・・ ５～６頁 

 （３）令和４年度町政執行方針・教育行政執行方針について・・・・・・・ 別添資料 

 （４）令和４年度主要事業等の概要について・・・・・・・・・・・・・・ ７～９頁 

 （５）町からの連絡事項について 

   ア 今後の行事予定（４月～６月）について【企画振興課】・・・・・・・   11頁 

   イ 地域担当職員について【企画振興課】・・・・・・・・・・・・・・・   12頁 

   ウ 地域公共交通等について【企画振興課】・・・・・・・・・・・・・・ 13～18頁 

   エ 「ゼロカーボンシティ月形」の「表明」について【住民課】・・・・・・   19～20頁

   オ 要援護者名簿の配付について【保健福祉課】・・・・・・・・・・・・   別 添 

 （６）その他 

４ 閉 会 





１２月１３日 日本放送協会札幌拠点放送局来庁 応接室

１２月１４日 地域福祉ネットワーク推進協議会新任研修講話(Web開催) 応接室

１２月１５日 札沼線ラストラン用ヘッドマーク受領 札幌市

１２月１６日 第４回月形町議会臨時会 議場

ジャパンケーブルキャスト来庁 応接室

葬儀（吉田家） 交流センター

１２月１７日 葬儀（吉田家） 交流センター

１２月１８日 稲津久衆議院議員政経セミナー 岩見沢市

１２月２１日 北海道森林整備公社理事長来庁 応接室

第４回行政区代表者会議 大会議室

１２月２２日 月形町子ども・子育て会議委嘱状交付式 保健センター

１２月２８日 つきがたフォトコンテスト入選作品選考会 大会議室

１２月３０日 職員辞令交付式 大会議室

　１月　３日 葬儀（藤岡家） 札比内コミュニティセンター

　１月　４日 葬儀（藤岡家） 札比内コミュニティセンター

　１月　５日 月形消防出初式 多目的研修センター

　１月　６日 職員辞令交付式 大会議室

葬儀（髙鶴家） 秩父別町

　１月　７日 葬儀（鈴木家） 岩見沢市

　１月　８日 葬儀（鈴木家） 岩見沢市

月形町成人式 多目的研修センター

　１月１１日 第５０回月形町新型コロナウイルス感染症対策本部会議 大会議室

第７０回ＪＡ月形町青年部通常総会 ＪＡ月形町

　１月１２日 葬儀（岸前家） 交流センター

空知町村会第３回臨時総会 岩見沢市

行　　政　　報　　告

自　令和３年１２月１１日

至　令和４年　３月３１日
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　１月１４日 災害対策連絡会議 大会議室

　１月１８日 葬儀（後藤家） 当別町

地域脱炭素施設に関するブロック別説明会(Web開催) 応接室

　１月２３日 職員採用試験 委員会室

　１月２４日 第５１回月形町新型コロナウイルス感染症対策本部会議 大会議室

　１月２７日 第１回月形町議会臨時会 議場

　１月２８日 石狩川下流幾春別川外地域部会（Web開催） 応接室

　１月３１日 応接室

葬儀（吉川家） 圓福寺

　２月　１日 葬儀（吉川家） 圓福寺

地域貢献感謝状贈呈式 応接室

　２月　２日 ナカジマ薬局との見守り協定調印式（Web開催） 保健センター

　２月　４日 「総合的な探究の時間」のまとめ発表会 月形高校

　２月　５日 第５２回月形町新型コロナウイルス感染症対策本部会議 大会議室

　２月　７日 第５３回月形町新型コロナウイルス感染症対策本部会議 第１会議室

　２月１３日 職員採用試験 委員会室

　２月１８日 令和４年度当初予算議会全員協議会説明 委員会室

　２月２０日 自衛隊入隊予定者激励会 美唄市

　２月２１日 第５４回月形町新型コロナウイルス感染症対策本部会議 大会議室

　２月２２日 石狩川流域下水道組合議会定例会 滝川市

　２月２２日 令和４年度当初予算報道発表 第１会議室

葬儀（宮嶋家） 交流センター

　２月２３日 葬儀（宮嶋家） 交流センター

葬儀（松本家） 圓福寺

　２月２４日 葬儀（松本家） 圓福寺

　２月２５日 南空知ふるさと市町村圏組合第１回定例会 岩見沢市

　２月２８日 第５回庁議 大会議室

葬儀（鈴木家） 岩見沢市

電力系統接続に関する市町村長向け道央圏域地域説明会
(Web開催)
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　３月　１日 第７０回北海道月形高等学校卒業証書授与式 月形高校

　３月　７日 第５５回月形町新型コロナウイルス感染症対策本部会議 第１会議室

葬儀（原家） 岩見沢市

　３月　８日 第１回月形町議会定例会（１８日まで） 議場

葬儀（原家） 岩見沢市

　３月１０日 第６回庁議 大会議室

　３月１１日 地域貢献感謝状贈呈式 応接室

　３月１２日 第７５回月形町立月形中学校卒業証書授与式 月形中学校

　３月１４日 岩見沢警察署長来庁 応接室

　３月１９日 第１２７回月形町立月形小学校卒業証書授与式 月形小学校

　３月２１日 葬儀（吉田家） 圓福寺

　３月２２日 葬儀（吉田家） 圓福寺

　３月２３日 月形刑務所長来庁 応接室

第１回月新水道企業団議会定例会 議場

　３月２４日 固定資産評価審査委員会 大会議室

炭鉄港フレーム切手贈呈式 応接室

岩見沢地区消防事務組合議会第１回定例会 岩見沢市

　３月２５日 介護人材の確保に関する自治体包括連携協定調印式 大会議室

　３月２７日 葬儀（片倉家） 交流センター

　３月２８日 葬儀（片倉家） 交流センター

　３月２９日 災害・包括連携協定調印式 大会議室

札幌矯正管区長来庁 応接室

葬儀（柳川家） 交流センター

　３月３０日 葬儀（柳川家） 交流センター

第１回月形町総合教育会議 大会議室

　３月３１日 職員辞令交付 応接室
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■令和４年度月形町の施策（新規事業、主要事業等） (単位：千円)

No 事業・施策名
担当課
(担当係)

R04予算 R03予算 差引 区分
総合
戦略

R04予算要求額の説明等

1 2 1 3 ふるさと納税推進事業 ふるさと納税納付記念品等
企画振興課
（企画係）

219,734 343,638 △ 123,904 － －
寄附をいただいた方へまちの特産品などを贈り、まちのＰＲ
と地域経済の活性化を図る。寄附金は寄附者の意向に沿って
まちの事業に役立てられる。

2 2 1 3 行政区活動支援事業 行政区活動支援交付金
企画振興課
（企画係）

5,937 5,977 △ 40 － －
地域自治組織である行政区の様々な活動を支援し、地域のコ
ミュニティ、人材育成、担い手の確保など安定的な発展を図
る。

3 2 1 3 日常生活機能対策事業 廃線ウォーク事業
企画振興課
(地域振興係)

208 0 208 新規 － 札沼線跡地のウォーキング事業(約10km）

4 2 1 3 日常生活機能対策事業 代替バスバスベイ設置工事
企画振興課
(地域振興係)

11,330 6,479 4,851 - ○
路線バス月形当別線の札幌行き（上り）「月ヶ岡駅」バス停
にバスベイを設置

5 2 1 3 日常生活機能対策事業 定額ハイヤー事業
企画振興課
(地域振興係)

1,200 1,200 0 新規 ○
75歳以上の方等を対象に、買い物や通院等の移動手段とし
て、目的施設までの定額ハイヤー（上限設定）を実施

6 2 1 3 鉄道敷地整備事業 鉄道用地測量等業務
企画振興課
(地域振興係)

8,360 0 8,360 新規 － 鉄道跡地を住民等に還元するため、用地測量や分筆等を実施

7 2 1 3 鉄道敷地整備事業 ＪＲ施設撤去工事
企画振興課
(地域振興係)

51,762 0 51,762 新規 － ＪＲ施設（ホーム、電気設備、軌道等）の一部撤去工事

8 2 1 8 旧知来乙小学校整備事業 旧知来乙小学校屋根外壁塗装等改修工事
企画振興課
(地域振興係)

17,050 0 17,050 新規 － 旧知来乙小学校の屋根及び外壁の塗装等改修工事

9 3 2 1 認定こども園整備事業 認定こども園屋外遊具修繕業務（3～5歳児用）
保健福祉課

（地域福祉係）
1,666 0 1,666 新規 － 認定こども園の3～5歳児が使用する既存の屋外遊具の修繕

10 3 2 1 認定こども園整備事業 認定こども園屋外遊具購入（1～2歳児用）
保健福祉課

（地域福祉係）
2,461 0 2,461 新規 － 認定こども園の1～2歳児が使用する屋外遊具の新規購入

11 4 1 2
新型コロナウイルス感染症
ワクチン接種推進事業

新型コロナウイルス感染症ワクチン接種推進事業
保健福祉課
（保健係）

9,505 0 9,505 －
新型コロナウイルス3回目接種、小児の接種に関連した経費
＊R3年度は補正予算及びR2繰越予算で事業実施

12 5 1 1 労働事務経費 若者定住対策家賃奨励事業
企画振興課

（商工観光係）
760 850 △ 90 － ○

若者に対する町内事業者への就労支援及び定住促進を図るた
め、家賃の一部を助成する。（商工会商品券を交付）

13 6 2 1 町有林管理事業 森林環境譲与税活用事業
農林建設課

（農村整備係）
600 0 600 新規 － 森林環境譲与税を活用した普及啓発の取組としての植樹事業

14 6 1 2 農業改良事業 地域特産品生産振興事業
農林建設課
（農政係）

2,851 2,851 0 － ○
生産組織に対する整備等補助（省力化機械導入・JA月形町へ
の鉄コンテナ導入補助）

15 6 1 2 農業改良事業 農業振興施設整備事業補助金
農林建設課
（農政係）

14,700 0 14,700 新規 － JA月形町（まめ工房）増改修に対する補助

16 6 1 2 新規就農対策事業 新規就農者招致促進事業補助金
農林建設課
（農政係）

6,463 3,200 3,263 － ○
新規就農実習者への研修などの費用に対する奨励金補助
新規就農者への機械導入、住宅整備に対する補助

科目
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■令和４年度月形町の施策（新規事業、主要事業等） (単位：千円)

No 事業・施策名
担当課
(担当係)

R04予算 R03予算 差引 区分
総合
戦略

R04予算要求額の説明等科目

17 6 1 2
農業用廃プラスチック適正
処理推進事業

農業用廃プラスチック適正処理推進事業補助金
農林建設課
（農政係）

650 0 650 新規 －
JA月形町が実施する農業用廃プラスチック処理事業の処理費
用に係る経費への補助

18 7 1 1 商工振興事業 起業者等支援事業
企画振興課

（商工観光係）
1,000 1,000 0 － ○

新たな起業者の育成、商工業後継者支援、中小企業等の業務
拡大、異業種参入に係る補助事業。

19 7 1 1 商工振興事業 商工業後継者等新規就業支援金交付事業
企画振興課

（商工観光係）
500 0 500 新規 ○

町内で商工業を営む者の後継者又は新たに商工業を自ら興し
営む者に支援金を交付することにより、町内商工業者の経営
を継続発展させ、商工業の振興を図る。

20 7 1 1 商工振興事業 ＵＩＪターン新規就業支援事業
企画振興課

（商工観光係）
1,600 0 1,600 新規 ○

就業による移住を促すため、北海道が実施する支援事業と連
携し、東京圏から移住して就業又は起業する者に支援金を交
付する。

21 7 1 2 地域活性化起業人派遣事業 地域活性化起業人派遣事業
企画振興課

（商工観光係）
13,200 0 13,200 新規 ○

町と民間企業が協力してひとの流れを作り出すことを目的と
して、企業が首都圏など三大都市圏に勤務する社員を町へ派
遣し、一定期間、町内において地域独自の魅力や価値の向上
等につながる業務に従事する事業。町は、派遣元企業に対し
負担金を支払う。

22 8 2 1 町道維持工事経費 豊ヶ丘第三線段差補修工事
農林建設課

（土木管理係）
2,310 0 2,310 新規 － 北農場２（トロッコ沢）旧踏切箇所の段差切り下げ整備

23 8 2 2 町道新設改良事業 （仮称）市北赤川線測量調査設計業務
農林建設課

（土木管理係）
6,479 0 6,479 新規 －

旧石狩月形駅構内に市北地区と赤川地区を結ぶアクセス路整
備（道路新設）測量調査設計

24 8 2 2 町道新設改良事業 円山一号線道路・歩道改良整備事業
農林建設課

（土木管理係）
33,407 0 33,407 新規 －

・神社通り踏切部の道路切り下げ及び歩道新設
・上記踏切前後の歩道平板ﾌﾞﾛｯｸの舗装化整備、立木伐採

25 8 2 3 橋梁補修事業 橋梁補修等
農林建設課

（土木管理係）
79,420 35,920 43,500 － －

橋梁定期点検業務、橋梁長寿命化修繕計画策定業務、北17号
橋補修設計業務、橋梁塗膜有害物調査業務、19号橋補修工事

26 8 2 4 除雪対策経費 除雪機械運転免許取得支援事業
農林建設課

（土木管理係）
320 320 0 － －

町除雪業務に従事する者の大型又は大型特殊自動車免許取得
に係る費用の一部を助成

27 8 2 4 除雪購入経費 ロータリ専用車購入
農林建設課

（土木管理係）
54,545 31,487 23,058 － － ロータリ専用車購入（増車）

28 8 4 1 町営住宅整備事業 ひまわり団地２号棟屋上防水・外壁改修工事
農林建設課

（住宅建築係）
21,967 17,542 4,425 － － ひまわり団地２号棟屋上防水及び外壁改修工事

29 10 1 3 小中一貫教育推進事業 基本計画資料作成支援業務
教育委員会
(学務係)

429 0 429 新規 －
現在審議している月形町義務教育学校設置審議会の答申を受
け業務を進める。設置の場合は、本業務により支援を受けな
がら、基本構想及び基本計画等の資料作成を行う。

30 10 1 3 スクールバス購入事業 スクールバス購入
教育委員会
(学務係)

11,299 0 11,299 新規 －
平成17年購入のスクールバス（中型）をマイクロバスに入替
を行う。

31 10 2 1 小学校管理経費 月形小学校エアコン設置工事
教育委員会
(学務係)

4,488 0 4,488 新規 － 小学校の特別支援教室（4教室）へのエアコンの設置

32 10 2 1 小学校管理経費 月形小学校開校１４０周年記念事業
教育委員会
(学務係)

300 0 300 新規 － 月形小学校開校１４０周年記念事業交付金

33 10 4 2 博物館整備事業 博物館本館及び渡り廊下屋上防水改修工事
教育委員会
(社会教育係)

8,657 0 8,657 新規 － 博物館本館及び渡り廊下屋上防水改修工事
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■令和４年度月形町の施策（新規事業、主要事業等） (単位：千円)

No 事業・施策名
担当課
(担当係)

R04予算 R03予算 差引 区分
総合
戦略

R04予算要求額の説明等科目

34 10 4 2 博物館整備事業 本田明二ギャラリー新設工事
教育委員会
(社会教育係)

13,529 0 13,529 新規 － 月形町出身の彫刻家故本田明二氏のギャラリー設置工事

35 10 5 2 体育施設整備事業 総合体育館屋上防水及び外壁改修工事
教育委員会
(社会教育係)

23,760 0 23,760 新規 － 総合体育館屋上防水及び外壁改修工事
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期日 行事名 場所 所管

６日(水) 月形小学校入学式【午前１１時００分～】 月形小学校 教育委員会

６日(水) 月形中学校入学式【午後１時３０分～】 月形中学校 教育委員会

８日(金) 月形高校入学式【午後１時３０分～】 月形高校 (教育委員会)

１３日(水) 無料法律相談 交流センター 保健福祉課

１７日(日) 古本市 図書館 教育委員会

１９日(火) 乳幼児健診 保健センター 保健福祉課

期日 行事名 場所 所管

１１日(水) 無料法律相談 交流センター 保健福祉課

１７日(火) 乳幼児健診 保健センター 保健福祉課

２１日(土) 旧札沼線跡地廃線ウォーク 札比内～月形
企画振興課
地域振興係

２７日(金) 月形中学校体育大会 月形中学校 教育委員会

中旬 月形町地域公共交通活性化協議会 役場大会議室
企画振興課
地域振興係

期日 行事名 場所 所管

４日(土) 月形小学校運動会 月形小学校 教育委員会

７日(火) 第２回月形町議会定例会（１０日まで） 月形町役場議場 議会事務局

８日(水) 無料法律相談 交流センター 保健福祉課

１１日(土) 町民体力測定 総合体育館 教育委員会

１６日(木) 狂犬病予防注射（１７日まで） 町内一円 住民課

１８日(土) 温水プールオープン（無料開放） 総合体育館 教育委員会

２１日(火) 乳幼児健診 保健センター 保健福祉課

２５日(土) ヘルシーミーティング 総合体育館 教育委員会

３０日(木) 町民交通安全１０００人パレード
月形町役場
駐車場

総務課

今後の行事予定について【４～６月】

令和４年４月

令和４年５月

令和４年６月
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小　蕎　孝　之 上　葛　隆　治 鈴　木　真　紀 、 會　田　　　学

（出納室長） （教育委員会主幹） 西　川　幸　江

TEL53-232１ TEL 53-3443

FAX53-4373 FAX37-2136

三　浦　英　司 丸　山　乃　史 西谷内　友　香 、 貴　下　隆　広

（農林建設課長） （住民課課長補佐） 後　藤　拓　也

TEL53-2322 TEL 53-232３

FAX53-4373 FAX53-4373

内　藤　弘　樹 村　瀬　潤　一 青　山　めぐみ 、 新　道　孝　治

（議会事務局長） （企画振興課参事） 播　谷　達　樹

TEL53-232１ TEL 53-2322

FAX53-4373 FAX53-4373

福　田　孝　幸 表　谷　啓　介 中　村　麻　希 、 本　居　　　健

（農業委員会事務局長） （農林建設課課長補佐） 桑　原　祥　之

TEL53-2324 TEL53-2322

FAX53-3190 FAX53-4373

五十嵐　克　成 柴　田　理　江 山　口　浩　司 、 嶋　田　将　司

（教育委員会次長） （保健福祉課課長補佐）

TEL 53-3443 TEL 53-3155

FAX37-2136 FAX53-3177

加　藤　弘　光 高　田　恵　一 佐　藤　直　樹 、 米　倉　美　雪

（企画振興課長） （町立病院事務長）

TEL 53-232５ TEL 53-2241

FAX53-4373 FAX53-2242

渡　辺　泰　子 鈴　木　　　暢 柴　田　有　子 、 森　田　祐　也

（保健福祉課長） （総務課課長補佐） 加　藤　　　亮

TEL 53-3155 TEL 53-232１

FAX53-3177 FAX53-4373

原　　　博由樹 野　田　　　了 柴　田　裕　也 、 黒　宮　順　子

（総務課長） （水道企業団事務局長） 今　井　　　学

TEL 53-232１ TEL 53-23６５

FAX53-4373 FAX 53-2882

藤　原　栄　一 竹　内　　　晶 野　本　和　宏 、 井　川　　　健

（住民課長） （企画振興課参事） 東　出　明　美

TEL 53-232３ TEL 53-232５

FAX53-4373 FAX53-4373

基本周期４年間（令和４年度～７年度）

令和４年度　地　域　担　当　職　員　名　簿

令和４年４月１日～

地域名 担当行政区
班
員
数

班　　　長 副　班　長 班　　　員

第１地域 札比内第１行政区 5

第２地域 札比内第２行政区 5

第３地域
札比内第３行政区　　　　
札比内第４行政区　　
札比内第５行政区

5

第４地域
北農場第１行政区
北農場第２行政区

5

第５地域 市北行政区 4

第６地域 赤川行政区 4

第７地域 市南行政区 5

第８地域
南耕地昭栄行政区
知来乙行政区

5

第９地域 中和行政区 5
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（１）地域公共交通について

 １ 札沼線代替バスバスベイ設置工事について 

    月形当別線の上り（当別方面）「月ヶ岡駅」バス停に、新たなバスベイを設置し

ます。 

 ２ おでかけハイヤーについて 

    令和３年度に実施した「定額ハイヤー実証運行」を、町民に親しみを持ってもら

えるよう「おでかけハイヤー」という名称で本格運行します。 

（２）札沼線跡地の活用について

 １ 廃線ウォーク事業について 

    札沼線を懐かしんでもらうためのウォーキング事業を実施します（区間：浦臼町

～との境界～旧石狩月形駅）。 

 ２ 跡地譲渡について 

   ①譲渡対象者  

    ・月形町に住民登録している方 

    ・町税等の滞納がない方 

    ・譲渡後、適切な管理ができる方 

   ②譲渡価格   

    ・町の固定資産額により算出 

    ・土地の現況により雑種地または山林の単価 

   ③譲渡条件 

    ・レール、枕木、電気設備の撤去を町が行った後、現状有姿のまま引き渡し 

（３）旧知来乙小学校の利活用について

 １ 利活用の概要について 

   ①利活用者  株式会社ＣＨＵＥＭＵＳＩＣ（チューミュージック） 

   ②貸付物件  土地～学校用地（グラウンド）、原野（裏庭） 計６，１６５㎡ 

          建物～旧校舎 ６８８㎡ 

   ③貸付期間  令和４年７月１日～令和９年３月３１日（５年間） 

   ④貸 付 料  無償 

   ⑤目  的  アーティストと地域との交流拠点を作り、アートを通したまちづく

りを実施し、地域の活性化を図るため 
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・月ヶ岡駅（上り）バスベイ設置予定箇所

既存バス停

３
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おでかけハイヤーご利用案内
 この事業は、買い物や通院等の移動手段確保の一環として、ハイヤー運賃を定額（上限設

定）にし、皆さまの外出を支援する制度です。 

１．利用時間 

 【平日】午前９時００分～午後５時００分 

２．利用対象者

（１）７５歳以上の方 （２）７０歳以上の運転免許のない方 
（３）障がいのある方
３．定額運賃（自宅⇔目的施設：片道）

（１）   ４００円／台 
   対象地区 ～ 北農場、市北、市南、赤川 
（２）１，０００円／台 
   対象地区 ～ 札比内、南耕地昭栄、知来乙、中和 

４．目的施設（公共施設等）

■注意事項 
○定額運賃内の場合は、実費となります。 
○予約が入っている場合は、ご希望の時間に利用できない場合があります。 
○乗車後の寄り道はできません。自宅と目的施設の間のみ運行します。 
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(1)事前登録 
 下記の申請書に必要事項を記入し、 
役場に申請してください。申請後、 
登録者証を交付します。 

５．利用方法 

(2)利用予約 
 はーとハイヤー(53-2088)へ
予約時に定額ハイヤーで利用
したい旨、伝えてください。 

(3)乗車 
 目的地は表面の 11箇所に限定 
しています。その他の目的地や 
町外へは行けません。 (4)降車 

 降車する際に登録者証を提示し、
運賃を支払ってください。

【問合せ・申請先】 
月形町企画振興課地域振興係 

：５３－２３２５ FAX：５３－４３７２ 
Eメール：chiikishinko@town.tsukigata.hokkaido.jp 

市北・市南・赤川・北農場：【緑色】 札比内・知来乙・南耕地昭栄・中和【青色】

※行きは自宅 目的地、帰りは目的地 自宅となります 
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月形町役場企画振興課地域振興係
℡ 0126-53-2325(IP同じ) FAX 0126-53-4373
Email chiikishinko@town.tsukigata.hokkaido.jp

詳しい情報は
こちらから
月形町ＨＰ 

廃線ウォーク ルート（約10km）

５月21日（土）少雨決行
・ 受 付 場所 旧石狩月形駅

・ 時間 午前８時00分～午前９時00分
※スタート地点まではバスで移動します。

※駐車場の用意はありませんので、公共交通機関等

をご利用ください

・ 対象者 月形町に住所を有している方

・ 定 員 ３０名（定員に達し次第締切とします）

・ 持ち物 ①雨具、②帽子など

※線路は砂利道です。履き慣れた運動靴と動きやす

い服装でお越しください

・ 申込み ４月１１日（月）から４月２２日（金）までに下

記申込先へご連絡ください。

問合せ
申込先

当日スケジュール

※線路上にある橋の通行は大変
危険のため、迂回しますので、
誘導員の指示に従ってください

懐かしのＪＲ札沼線跡地を歩いてみませんか？

炭坑の遺構を

見ることがで

きるかも…

9:00 受付
9:20 ウォーク開始

10:00 旧札比内駅
※15分程度休憩

11:00 旧豊ヶ岡駅
※15分程度休憩

12:30 旧石狩月形駅
【 解散 】

ゴール地点
旧石狩月形駅
(集合・解散場所)

旧豊ヶ岡駅
旧札比内駅

スタート地点
(町境界)

旧札沼線跡地
廃線ウォーク
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ツキガタアートヴィレッジ 

（旧知来乙小学校の利活用について） 

【運営内容】 

 地域の人を主体にした各種イベントやコミュニティスペース、アートギャラリーとして

活用します。 

 アーティスト向けに作品制作のアトリエとして貸し出、地域の人向けに様々なジャンル

のアート教室を開催し、旧知来乙小学校の新しい学びの場を創ります。 

 ギャラリーにて作品展示会も定期的に開催します。 

【目的】

 アーティストが自然豊かな月形町でのびのび制作が出来る拠点となり町の問題や課題を

アートやクリエィティブの力で問題解決に導き、町の魅力を再発見・発信することで月形

町を内外に PR する。 

 町民がいつでも芸術に触れられるギャラリーがある。子供から大人までが体験し学べる

アート教室を通して様々な選択肢をもってもらう。それらを通してアーティストと町民の

交流やコミュニティーの場となり、アート視点のマインドで地域活性化及び明るい未来の

まちづくりの拠点となるヴィレッジを目指します。 

【運営メンバーとその役割】

代表：札幌の照明・イベント会社代表 (株)CHUMUSIC 荒井純一

村長：月形町在住 書家 久保奈月

サポート：次世代のまちづくり活動団体 つきがた design（本多大輔、他メンバー） 

【意気込み】 

 “ツキガタアートヴィレッジ”を略して『ツキヴィ』と呼んで下さい。せっかく住んでい

る町です、時間はかかると思いますが、じっくりゆっくり魅力的な明るい月形の未来を目

指し皆さんと一緒に開拓していきたいと考えております。どうぞ宜しくお願い致します。 

※私たちと一緒に活動してくれる仲間も募集しております。
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「ゼロカーボンシティ月形」の「表明」について

国においては、「２０５０年までに二酸化炭素の排出実質ゼロ」を目指す政策が進められ

ており、北海道では鈴木知事が「ゼロカーボン北海道」を掲げるなど、脱炭素社会の実現

に向けた取組みが加速しています。

月形町も「ゼロカーボンシティ」を掲げ「２０５０年までに二酸化炭素の排出実質ゼロ」

を目指して取り組みしていきます。

◎今後の取組みについて

月形町の「ＣＯ２（二酸化炭素）の排出量」や「排出実質ゼロに向けてどのように取

り組んでいくか」などをまとめた「計画づくり」を進めていきます。

「計画づくり」を進めるにあたっては、役場職員を中心とした「計画策定委員」で計

画案を検討のうえ、月形町環境保全推進協議会と連携しながら「協議会」を立ち上げる

ことなどを検討しています。また、「啓発グッズ」の作成など、取組みの周知を進めてい

きます。

◎ゼロカーボンシティとは

「２０５０年までにＣＯ２（二酸化炭素）の排出量を実質ゼロにすることを目指す旨

（脱炭素）を首長もしくは地方公共団体から公表された都道府県または市町村」のこと

をいいます。

◎地球温暖化とは

人の活動を伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させる

ことにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をい

います。

◎ゼロカーボンシティの表明自治体数について

令和４年１月３１日現在、全国では「５３４」の自治体、北海道では「３１市町（うち

空知管内 ４市町※）」が月形町と同じように「ゼロカーボンシティ」の「表明」をして

います。※沼田町、秩父別町、三笠市、妹背牛町

≪どんな取り組みをすればよいか≫

「脱炭素社会」の実現には、一人ひとりのライフスタイルの転換が重要です。

できることから取り組んでみましょう！

（参考）ゼロカーボンアクション３０ 別紙のとおり
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