
吉　永　裕　也 鈴　木　　　暢 野　本　和　宏 、 黒　宮　順　子

（町立病院事務長） （総務課課長補佐） 笠　間　健　吾 、 佐々木　皐　貴

TEL 53-2241 TEL 53-232１ 川　尻　幹　太

FAX53-2242 FAX53-4373

藤　原　栄　一 高　田　恵　一 桑　原　祥　之 、 嶋　田　将　司

（住民課長） （町立病院事務次長） 野　村　唯　香 、 高　橋　尚　也

TEL 53-232３ TEL 53-2241 平　田　京　子

FAX53-4373 FAX53-2242

五十嵐　克　成 渡　辺　泰　子 柴　田　裕　也 、 西　川　幸　江

（企画振興課長） （保健福祉課長） 小　林　奈菜海 、 藤　本　一　輝

TEL 53-232５ TEL 53-3155 山　根　梨　沙

FAX53-4373 FAX53-3177

三　浦　英　司 丸　山　乃　史 柴　田　有　子 、 西谷内　友　香

（農林建設課長） （住民課課長補佐） 貴　下　隆　広 、 後　藤　拓　也

TEL53-2322 TEL 53-232３ 亀　山　千　章 、 岩　熊　春　花

FAX53-4373 FAX53-4373 柏　木　大　夢 、 林　　　亮　太

加　藤　弘　光 表　谷　啓　介 鈴　木　真　紀 、 會　田　　　学

（教育委員会次長） （農林建設課課長補佐） 播　谷　達　樹 、 杉　田　裕　樹

TEL 53-3443 TEL53-2322 樋　浦　翔　太 、 米　内　卓　也

FAX37-2136 FAX53-4373 今　田　祐　羽

小　蕎　孝　之 野　田　　　了 上　葛　隆　治 、 青　山　めぐみ

（出納室長） （水道企業団事務局長） 東　出　明　美 、 新　妻　恭　平

TEL53-232１ TEL 53-23６５ 直　　　未来子 、 金　山　竜　司

FAX53-4373 FAX 53-2882 竹　山　航　平

内　藤　弘　樹 竹　内　　　晶 中　村　麻　希 、 森　田　祐　也

（議会事務局長） （企画振興課課長補佐） 米　倉　美　雪 、 山　本　城　也

TEL53-232１ TEL 53-232５ 松　村　悠　矢 、 松　本　美　咲

FAX53-4373 FAX53-4373 佐　藤　友　哉 、 鈴　木　明　弘

福　田　孝　幸 柴　田　理　江 本　居　　　健 、 山　口　浩　司

（農業委員会事務局長） （保健福祉課課長補佐） 井　川　　　健 、 新　道　孝　治

TEL53-2324 TEL 53-3155 三　浦　圭　祐 、 武　田　愛　莉

FAX53-3190 FAX53-3177 木　須　將　門

原　　　博由樹 村　瀬　潤　一 佐　藤　直　樹 、 今　井　　　学

（総務課長） （企画振興課参事） 加　藤　　　亮 、 山　内　貴　大

TEL 53-232１ TEL 53-2322 高　橋　絵　夢 、 吉　田　侑　司

FAX53-4373 FAX53-4373

令和３年度　地　域　担　当　職　員　名　簿
令和３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 7

第２地域 札比内第２行政区 7

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

7

第４地域
北農場第１行政区
北農場第２行政区

10

第５地域 市北行政区 9

第６地域 赤川行政区 9

第９地域 中和行政区 8

第７地域 市南行政区 10

第８地域
南耕地昭栄行政区

知来乙行政区
9

13
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今後の主要事業について

１ 地域の拠点づくりについて

（１）地域拠点施設

新たな公共交通ネットワークの構築に伴うバスターミナル機能を備えた、町民が気

軽に立ち寄り、集まりやすい地域の交流拠点として、地域拠点施設を整備する。

拠点施設は、月形小学校敷地を活用し、子育てや文化・創作活動をはじめ、図書館

等の公共施設の役割を担う機能を備えた施設を目指す。また、広大なグラウンドは広

場や駐車場、バスの発着場所として整備し、周辺環境に配慮した景観整備も行う。

商業施設については、民間事業者による整備を基本とし、必要性や企業進出の可能

性も含めて関係団体と協議を行っていく。

拠点施設の整備については、月形小学校の移転と大きく関連することから、学校施

設整備の進捗状況に応じて整備を進めていく。

２ 鉄道跡地利用について

線路敷地は町内を南北に縦断し、各地区において農地等を分断している状況にある

ことから、営農や農地利用に支障がある場所においては、線路敷地に隣接する地権者

への譲渡（有償）を進めていく。

旧石狩月形駅舎周辺の土地利用については、住民生活の利便性向上のために、駅構

地域拠点施設
（校舎改修）

交流広場、駐車場
バス発着場所 など
（グラウンド）

役場
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内を通り抜けることができるように町道の整備を行う。また町営住宅の建設や緑地公

園等の整備についても検討する。

その他の駅周辺については、駅舎や待合所も含めて老朽化の進んでいる施設につい

ては解体を進めていく。

なお、「月形町札沼線鉄道跡地活用の基本方針（素案）」に基づき鉄道跡地の活用に

ついて町民へ説明し、さらに意見を伺いながら有効的に活用する。

３ 観光の推進について

皆楽公園は、町の観光拠点として整備を推進する。町民保養センターをはじめとす

る各施設は老朽化が進み維持管理コストの増大が課題となっていることから、施設や

設備も含めて大規模改修を行う。特に町民保養センターは町民の保養と健康増進はも

ちろんのこと町の観光振興にも必要な施設であることから、月形温泉ホテルとともに

優先的に改修を行う。なお、改修に向けた基本計画の策定を令和３年度に予定してい

る。

その他のキャンプ場やパークゴルフ場、レクリエーション施設等については、財政

状況を考え新たな施設の整備や大規模改修は当面見送り、利用者の安全確保に重点を

置き、通常の維持管理の中で計画的に整備等を行う。

道の駅については、道路利用者や来訪者の休憩場所、情報発信など月形町を広くア

ピールする『ツール』として有効と考える。道の駅の整備については、町民保養セン

ター等の改修に向けた基本計画の中で、皆楽公園エリア内の既存施設やその機能を有

効活用することで、設置の可能性を検討する。

鉄道跡地利用
（旧石狩月形駅舎周辺）

町道整備
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４ 教育環境の整備について

小学校の移転と校舎整備に向けて、施設規模、事業費、将来児童生徒数、施設の維

持管理等についての総合的な検討を行うため、令和３年度に基本構想の策定を予定し

ており、関係機関とともに教育環境の整備について検討する。

給食センターについては、建築から３０年を迎える。当時の学校数、児童生徒数と

大きく変化していることから、自校式（直営）、業務委託、広域運営等運営方針につ

いても校舎整備と合わせて検討する。

町民保養センター等改修

道の駅整備検討

学校施設整備
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５ 住環境の整備について

町営住宅については、人口減少に伴う住宅需要の変化や移住・定住の推進とのバラ

ンスを図りながら、今後の住環境の整備の必要性を踏まえ、整備計画の見直しを行っ

ていく。

北農場団地をはじめとする建築年が古い町営住宅については、整備計画の見直しの

中で建て替えや取り壊し、または民間賃貸住宅の建設促進なども見据えて町営住宅の

整備のあり方を検討する。

北農場団地
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月形町札沼線鉄道跡地活用の基本方針（素案）R3.2 

 

１．跡地活用方針  

  北海道旅客鉄道株式会社より譲渡を受ける鉄道跡地においては、住民への還

元を基本としつつ、鉄路の記憶を後世へつなぎ、貴重な資源の有効活用を図る。 

２．跡地活用  

（１）「住民への譲渡」について  

  鉄道用地の譲渡については、住民の希望者に譲渡する。なお、譲渡先は農業

者、農業法人を優先し、土地の譲渡によって農作業の効率向上、田園風景及び

地域の景観の維持を図る。  

  ①譲渡する土地は、普通財産として適正な価格のもと有償で譲渡する。  

  ②鉄道設備（レール、枕木、通信設備）は、町が撤去することを基本とする。  

  ③町の管理地が飛び地で残るような場合は、町が残地管理を行うことが困難

となるため譲渡は行わない。  

  ④譲渡希望者との協議は、必要性を十分検討し地域の意見を踏まえ対応する。 

（２）「交通インフラの整備」について  

  交通インフラ整備については、町道の新設や道路拡幅などを実施し、住民生

活の利便性向上を図る。  

（３）「公営住宅の整備」、「憩いの場の整備」について  

  旧石狩月形駅舎エリアについては、公営住宅、憩いの場の公園や散策路など、

子どもからお年寄りまでが気軽に集える共生機能を持たせ、住民が親しみを持

てるエリアを整備する。  

（４）「鉄道レガシーの継承」について  

  鉄路の記憶と風景の継承については、鉄道施設等の一部を残し、鉄道備品の

保存を図り、後世へ記録と記憶を繋いでいく。  

（５）その他  

地域における活用方法は、行政区を通して広く意見を募集し、地域の意見を

踏まえ進めていくものとする。  

３．旧駅舎  

（１）札比内駅 駅舎除却、ホームを除却  

（２）豊ヶ岡駅 待合所除却、ホーム保存  

（３）月形駅  駅舎除却、ホーム除却  

（４）知来乙駅 待合所除却、ホーム除却  

（５）月ヶ岡駅 待合所保存、ホーム保存  
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