
令和３年度第４回月形町行政区代表者会議次第 

 

                        日 時 令和３年１２月２１日（火） 

                            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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   １～４頁 

 

 

 （２）令和３年第４回月形町議会定例会議案について・・・・・・・・・・・      ５頁 

 

 

 （３）町からの連絡事項について 

 

   ア 今後の行事予定（１月～３月）について【企画振興課】・・・・・・・     ６頁 

 

 

   イ 子育て世帯への臨時特別給付金等について【保健福祉課】・・・・ （当日配布予定） 

 

 

 （４）その他 

 

 

４ 閉 会 

 

 

 

 

 

  



１０月　１日 職員辞令交付式 大会議室

稲津久衆議院議員事務所開き 岩見沢市

陸上自衛隊美唄駐屯地司令来庁 応接室

１０月　２日 稲津久衆議院議員街頭演説会 岩見沢市

１０月　４日 第４８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

１０月　５日 葬儀（上葛家） 札比内コミュニティセンター

１０月　６日 葬儀（上葛家） 札比内コミュニティセンター

葬儀（熊田家） 新十津川町

岩見沢地区消防事務組合議会第２回定例会 岩見沢市

１０月　７日 内外情勢調査会札幌支部懇談会 札幌市
１０月　８日 ライオンズ奉仕デー・交通安全街頭啓蒙 総合体育館前

１０月１０日 第２２回月形町長杯パークゴルフ大会 月形町パークゴルフ場

第４４回全国育樹祭(Web開催) 応接室

１０月１１日 第２回空知町村会臨時総会 岩見沢市

札幌方面防犯団体連合会防犯功労者等表彰伝達式 大会議室

１０月１３日 地域貢献感謝状贈呈式 応接室

共生のまちづくり推進会議 大会議室

１０月１５日 職員採用面接試験 委員会室

第３回行政区代表者会議 大会議室

１０月１６日 月形町立月形小学校学芸会 月形小学校

１０月１８日 月形町総合保健福祉計画策定委員辞令交付式 保健センター

１０月２０日 北海道苗木価格委員会 札幌市

道有林野所在市町村長意見交換会 札幌市

１０月２１日 南空知地区町等監査委員及び補助職員研修会 温泉ホテル

北海道町村会政策懇談会 札幌市

行　　政　　報　　告

自　令和３年１０月　１日

至　令和３年１２月１０日
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１０月２２日 稲津久衆議院議員街頭演説会 岩見沢市

１０月２５日 空知地域づくり連携会議（Web開催） 応接室

１０月２６日 北海道電力株式会社取締役社長来庁 応接室

札幌市

１０月２７日 月形刑務所公開研修授業 月形刑務所

第４５回北海道都市問題会議 美唄市

１０月２８日 北海道社会貢献賞伝達式 応接室

第３回月形町地域拠点施設整備等審議会 大会議室

１０月３０日 前奈井江町長北良治氏告別式 奈井江町

１０月３１日 第４９回衆議院議員総選挙当選祝 岩見沢市

１１月　１日 第４９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

１１月　２日 月形町表彰式 交流センター

北海道農業公社理事長来庁 応接室
１１月　３日 そらち障がい者支援センター開所祝別式 町内

１１月　４日 地域貢献感謝状贈呈式 応接室

陸上自衛隊第１特科団長来庁 応接室

１１月　５日 地域貢献感謝状贈呈式 応接室

葬儀（堀家） 交流センター

１１月　６日 葬儀（堀家） 交流センター

１１月　８日 月形町町営住宅入居者選考委員会 第１会議室

北海道統計功労者表彰伝達式 応接室

主要団体（商工会、建設業協会）との意見交換会 大会議室

町政（まちづくり）懇談会 札比内コミュニティセンター

１１月　９日 札幌地区トラック協会岩見沢支部来庁 応接室

教育長辞令交付式 応接室

妹背牛町長選挙当選祝 妹背牛町

１１月１０日 月形町自治貢献賞表彰伝達式 応接室

町政（まちづくり）懇談会 交流センター

北海道遺産交流会議「北海道遺産サミット」及びほっかい
どう遺産WAON寄付金感謝状贈呈式
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１１月１１日 町政（まちづくり）懇談会 多目的研修センター

１１月１２日 月形町ふれあい大学卒業式・修了式 多目的研修センター

町政（まちづくり）懇談会 交流センター

１１月１５日 大会議室

町政（まちづくり）懇談会 南地区広域集落会館

１１月１７日 冬の交通安全運動街頭指導（１８日まで） 町内

１１月１８日 月形町校長・教頭会教育講演会 温泉ホテル

１１月１９日 時事通信社札幌支社長来庁 応接室

葬儀（大和田家） 北漸寺

１１月２０日 葬儀（大和田家） 北漸寺

鈴木直道北海道知事政経セミナー 札幌市

１１月２３日 新穀感謝祭 樺戸神社

１１月２５日 月形町農業協同組合米贈呈式 応接室
１１月２５日 植村真美北海道議会議員来庁 応接室

月形町パークゴルフ協会来庁 応接室

１１月２６日 札幌開発建設部長来庁 応接室

１１月２７日 月形小学校

１１月２９日 南空知ふるさと市町村圏組合第２回定例会 岩見沢市

金澤博氏瑞宝単光章叙勲伝達式 大会議室

絆見守り隊防犯カメラ贈呈式 応接室

第４回庁議 大会議室

１１月３０日 石狩川流域下水道組合議会定例会 滝川市

第３１回ふれあい健康標語表彰式 大会議室

第４回月形町地域拠点施設整備等審議会 大会議室

１２月　１日 空知町村会農業経営の安定に関する要望 札幌市

１２月　３日 月形ミニトマト生産組合出荷反省会 ＪＡ月形町

陸上自衛隊美唄駐屯地拡充に関する要望 千歳市

主要団体（月形町農業協同組合、土地改良区）との意見
交換会

第３４回月形町立月形小学校ブラスアンサンブル定期
演奏会
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１２月　３日 葬儀（高崎家） 圓福寺

１２月　４日 葬儀（高崎家） 圓福寺

金子恭之総務大臣との懇談会 岩見沢市

１２月　６日 北海道新聞道央圏支社長来庁 応接室

１２月　７日 第４回月形町議会定例会（８日まで） 議場
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期日 行事名 場所 所管

５日(水) 月形消防出初式
多目的研修セン
ター

消防月形支署

６日(木) 役場仕事始め（５日まで休業） - 総務課

８日(土) 成人式
多目的研修セン
ター

教育委員会

１２日(水) 子どもスキー教室（１３日まで） 美唄スキー場 教育委員会

１２日(水) 無料法律相談 交流センター 保健福祉課

１８日(火) 乳幼児健診 保健センター 保健福祉課

２２日(土) ヘルシーアカデミー　ゴルポッカ
小学校グラウン
ド

教育委員会

下旬 第３回月形町地域公共交通活性化協議会 未定 企画振興課

期日 行事名 場所 所管

６日(日) 行政区ミニバレーボール大会（予定） 総合体育館 教育委員会

９日(水) 無料法律相談 交流センター 保健福祉課

１５日(火) 乳幼児健診 保健センター 保健福祉課

２２日(火) 総合健診 交流センター 保健福祉課

期日 行事名 場所 所管

１日(火) 月形高校卒業式 月形高校 （教育委員会）

８日(火) 第１回月形町議会定例会（２２日まで） 役場議場 議会事務局

９日(水) 無料法律相談 交流センター 保健福祉課

１２日(土) 月形中学校卒業式 月形中学校 教育委員会

１５日(火) 乳幼児健診 保健センター 保健福祉課

１９日(土) 月形小学校卒業式 月形小学校 教育委員会

２８日(月) 献血車来町 刑務所、役場 保健福祉課

今後の行事予定について【１～３月】

令和４年１月

令和４年２月

令和４年３月
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