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寺神社村・町役場

月 形
月形町ルートマップ

近代史の断面を
リアルに触れる月形ルート

市街地を抜けると商店などはないので、飲料水などの準備を忘れずに。
国道を横断する箇所もあるため、必ず信号を渡るように。

●月形町フットパス／難易度目安

●アドバイスと注意点

・・・月形町のルートは、円山以外は
　　ほとんど平坦なルート

スタート

ゴール

距離／所要時間

休憩所／トイレ

駐車場

利用可能期間

問合せ

ＪＲ石狩月形駅

ＪＲ石狩月形駅

約11.3km／約3時間10分

ＪＲ石狩月形駅、月形町役場、農産物直売所 ほか

月形町役場 ほか

通年

月形町産業課商工観光係　電話 0126-53-2322

アクセス＆インフォメーション

周 辺 の み ど こ ろ

動物や野鳥などを観察できる場所

ハチやブヨに注意が必要・立ち入りが危険な場所

花を見ることが出来るスポット

景色がよく、写真を撮るのに最適な場所

だ ん め ん

ふ つ き が た

き ん だ い し

ルート記号

ルート情報

国道275号沿いに野菜直売所があ
ります。新鮮な野菜のほか花苗、
野菜苗などを販売。夏期の土日曜
のみ営業しています。

左前方に体育館が見えてくるので、
その手前を右折します。

墓地を過ぎると、田んぼが広がり
ます。稲の生育具合を観察しなが
ら歩くのもいいでしょう。突き当た
りを左折します。

杉林を抜けて明るい道に出ると、畑
や民家が点在する開放的な眺めが
広がり爽快です。直進し、突き当り
を右折します。

JR石狩月形駅を出てすぐ右折して進
むと、趣のある煉瓦の倉庫がありま
す。農作物の一時堆積所として昭和11
年と昭和30年に建設されたもので、現
在は農協の資材倉庫になっています。

突き当りを右折して、「須部都川」を
超える橋を渡り、直進していくと、国
道275号と合流します。交通量が多
いので注意して歩きましょう。

変化の少ない田園風景が広がるた
め、時々地図を確認しながら歩か
ないとルートを見落としかねませ
ん。道なりに前進し、小屋が見えた
ら右折します。

歩いてゆくと「北漸寺」敷地の裏
手が見えてきます。そのまま道なり
に進むと右手に「北漸寺」の入口
が現れます。

「北漸寺」敷地を出て右に曲がると
国道に出ます。交通量が多いので、
注意して歩道を歩きましょう。

月形町は北海道に初めて刑務所「樺戸集治監」が
設置され、空知管内最初の村として誕生した歴史
あるまち。北海道内陸部の幹線道路を完成させ
ていったのは囚人として本州から送られてきた政
治犯や重罪人たちでした。北海道の開拓に尽力し
た彼らの功績をたどり、日本近代史の断面に触れ
ると共に、自然の美しさにいやされるルートです。

篠津山囚人墓地
農事監獄として始まった「樺戸集治監」は、のちに北海
道の開拓のために道路開削などの過酷な土木作業へ
従事することとなり、多くの犠牲者が出ました。明治14
年の開庁から大正8年の廃監まで、事故や病気のため
に1,046名もの囚人が命を落としたといわれます。大半
は道外出身者で、故郷に戻すには交通の便が悪すぎた
ことや、引き取りを拒む遺族が多かったため、1,022人が
無縁仏となり、この地に眠っています。

月形スギ保護林
（円山杉林）

「樺戸集治監」が開庁十周
年を迎えた際にその記念と
して明治23年に囚人達に
よって植樹されました。当初
4,000本以上植えられたス
ギは風雪・生育不良・動物
の食害等で数を減らし、途
中補植などもされながら管
理され、現在は約350本が
残っています。まとまったス
ギの植栽林としては国内の
北限で、現在は「植物群落
保護林」に指定され、大切に
管理されています。

豊かな郷土として発展させた
人々の開拓精神と努力

北漸寺（ほくぜんじ）
木工の技術を持つ囚人の労役によって、明治17年に仮御
堂を建築、明治42年に本堂が建築されました。棟梁を務め
た囚人は、「京都東本願寺」の山門を建てた経験者。本堂
や玄関まわりの彫刻は腕の立つ囚人たちの仕事で、月形
町ならではの文化財として異彩を放っています。寺宝には
医師であり画工で、贋札犯として樺戸に送られてきた熊坂
長庵作の「弁天図」もあります（月形樺戸博物館にも複製
を展示）。 ■住所／月形町字市南４

■住所／月形町市北５

円福寺（えんぷくじ）
本堂は明治29年に樺
戸集治監の囚人達の
手により建築された寺
です。まちのお祭り会
場などにも利用されて
います。

監獄灌漑（かんがい）溝
明治36年から38年にかけて「樺戸集治監」や入植者の水
田にも利用できる灌漑用水を確保するために工事が行
われました。この工事は延べ43 , 715名の囚人の手で行
われています。幅約3.3m、延長約6.6kmもあり、主に水
田用水として利用されま
した。現在は幾度かの改
修を経てコンクリート装
工となっていますが、流路
はほぼ当時の位置を流れ
ています。この潅漑溝によ
り新田を開くことができ、
今日なおまちの米づくり
を支えています。

月形樺戸博物館（旧樺戸集治監本庁舎）
明治14年に開庁した「樺戸集治監本庁舎」は一度焼失
し、すぐに再建され、現在の建物は監獄が廃監されるま
で事務所として使われました。その後、役場庁舎として使
用され、昭和48年から「北海道行刑資料館（後に月形
樺戸博物館に改称）」として一般公開されています。平
成8年に完成した「月形樺戸博物館本館」と地下でつ
ながっており、典獄室の復元、「樺戸集治監」の大型模
型をはじめ、豊富な実物資料により、見ごたえがあります。

■住所／月形町1219
■電話／0126-53-2399
■時間／9：30～17：00
■期間／4月～11月（無休）
■料金／大人300円、
　高校生・大学生150円、
　小学生・中学生100円

樺戸神社
「樺戸神社」は、「樺戸集治監」開庁の翌年、明治15年に
「北海道神宮」の分霊を受けて創建。昭和45年に現在地
に移築遷座しました。愛嬌がある狛犬の表情にいや
されます。

開拓に尽力した囚人たちの軌跡をたどりつつ、
月形の豊かな自然と肥沃な耕地に恵まれた魅力を感じ
ることのできるコースです。

■公共交通
ＪＲ札幌駅からＪＲ岩見沢駅まで特急で約25分、快速で約40分、
中央バス岩見沢ターミナルから月形線に乗換、「月形駅前」まで約50分
ＪＲ旭川駅からＪＲ岩見沢駅まで特急で約1時間、
中央バス岩見沢ターミナルから月形線に乗換、「月形駅前」まで約50分
■自動車利用
札幌から国道275号経由で約1時間10分
旭川から道央自動車道美唄IC、道道30号線経由で約1時間40分
［交通の問合せ先］
ＪＲ岩見沢駅　電話 0126-22-0831
北海道中央バス岩見沢ターミナル　電話 0126-22-0761

月形温泉ゆりかご
大浴槽、露天風呂、寝湯、バイブラバ
ス、うたせ湯などを多彩に備え、サウ
ナは遠赤外線を放出するブラックシ
リカ入り。体の芯からぽかぽか温ま
ります。泉質はナトリウム、カルシウ
ム塩化物泉（低張性中性低温泉）。

■ 住所／皆楽公園内
■ 時間／10：00～22：00
■ 定休／第3火曜

■ 住所／月形町北農場（皆楽公園内）
■ 期間／4月下旬～10月31日
■ 電話／0126-53-2577(皆楽公園管理棟)

■ 住所／月形町203-229
■ 時間／夏期9：30～19：30
　冬期9：30～17：00
■ 定休／木曜
■ 電話／0126-53-2625

皆楽公園
石狩川の河川改修でできた三日月
湖を利用した親水公園。27haの広
大な敷地では、ボートやカヌーを楽
しめるほか、ヘラブナ釣りができ、
キャンプ場、バンガロー、バーベ
キューコーナー、パークゴルフ場が
あります。周囲は約3kmのサイクリ
ングロード。

豊ヶ岡駅
「JR石狩月形駅」の隣は、鉄道ファンに
名高い無人駅・札沼線「豊ヶ岡駅」。乗
客がほとんどいなく林の中にぽつん
とあるため、外からはわかりにくい
「秘境駅」といわれています。ホーム
から少し離れたところに木造の待
合室があり、訪れた人が自由に書き
込みできる駅ノートも備えられてい
ます。

ふぁーむまーと旬
国道275号沿いにあり、地元で採れ
た新鮮な野菜やコメ、新鮮牛乳、さ
らにそれらの加工品などを中心に
販売しています。パンやジャム、プリ
ンなど無添加手作りが自慢で、どれ
も味わい深く素材のおいしさを実
感できます。食事もOK。

■期間／4月～降雪時期まで見学可能。
※学術自然保護地区に指定されているため
5月～9月の間、立ち入り禁止区域があります。
■電話／0126-53-2322
　(月形町産業課商工観光係)

月ヶ湖（つきがうみ）
「樺戸連山」からの湧水によってでき
た大沼と小沼がある面積41haの湿
地帯で、「北海道自然環境等保全条
例」に基づいた学術自然保護区に指
定されています。ヤチダモなど湿性林
やミズバショウ、ヨシなどの湿性植物
からなり、周囲の森には野鳥が多く、
バードウォッチングを楽しめます。

スターマインや水上花火など2,000発が
夜空を彩る花火大会をはじめ、音楽演
奏、ゲーム大会などで盛り上がります。

◉つきがた夏まつり

◉Bakery&cafe萌木

■住所／月形町北農場1
■時間／夏期11：00～21：30
■定休／不定
■電話／0126-53-2100

■住所／月形町市北4
■時間／10：00～17：00
■定休／土・日・祝日
■電話／0126-53-3241

◉食堂朋楽
■住所／月形町市北4
■時間／11：00～19：00
■定休／日曜
■電話／0126-53-3311

◉Popote（ポポット）
■住所／月形町市北１
■時間／11：00～14：30（ラストオーダー14：15）、
　18：00～24：00（ラストオーダー23：00）
■定休／水曜
■電話／0126-53-2885

◉ドームレストラン北喜常

◉ラーメンむつみ屋

■住所／月形町北農場1
■時間／11：00～21：00
■定休／木曜
■電話／0126-53-3490

◉ドライブイン札比内
■住所／月形町豊ヶ丘
■時間／10：00～21：00
■定休／日曜
■電話／0126-53-2303

■開催時期／7月下旬
■会場／皆楽公園
■問合せ／電話 0126-53-2322
　（月形町産業課商工観光係）

■ 料金／大人500円、子ども250円
■ 電話／0126-53-2001

■ 住所／月形町豊ケ丘

樺戸神社

月形スギ保護林

篠津山囚人墓地

監獄灌漑溝

月形樺戸博物館

月形町役場

北漸寺

円福寺

円福寺を出たら、国道沿いを左へ、
最初の道を左折します。

レストラン「ポポット」の
前の信号を渡ります。

国道沿いを歩きます。
見晴らしがよく、左右に
広大な畑が広がります。

墓地を過ぎると、
田んぼ。

突き当たりを
右折し、
踏み切りを
超えます。

案内板に従い、
突き当たりを左折。

どこまでも広がる
畑の真ん中をゆく。

突き当たりを右折。

並木の手前を左折。
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