
令和４年度第３回月形町行政区代表者会議次第

日 時 令和４年１０月１２日（水）

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３回月形町議会定例会議案について・・・・・・・・・・・・・ ４・５頁

（３）町からの連絡事項について

ア 今後の行事予定（１０月～１２月）について【企画振興課】・・・・・・・ ６・７頁

イ 令和４年度給付金支給事業について【保健福祉課】・・・・・・・・・・・・ ９頁

ウ 新型コロナワクチン（オミクロン対応２価ワクチン）接種について【保健福祉課】・１１頁

エ 季節性インフルエンザの予防接種について【町立病院】・・・・・・・・・ １３頁

オ 町立病院での新型コロナウイルス感染症クラスター発生について【町立病院】 １５頁

カ 令和４年度 町政（まちづくり）懇談会日程（予定）【企画振興課】・・・・ １７頁

（４）その他

４ 閉 会





　７月　１日 職員辞令交付 大会議室

令和４年度月形町戦没者追悼式 交流センター

ミニトマト初出荷 出荷場

　７月　３日 第４２回行政区対抗ソフトボール大会 月形中学校グラウンド

　７月　４日 行政区代表者会議 大会議室

北海道銀行月形支店長来庁 応接室

　７月　５日 葬儀（鈴木家） 北漸寺

北海道信用金庫月形支店長歓送迎会 えぞ藤

　７月　６日 葬儀（鈴木家） 北漸寺

　７月　７日 北海道農政事務所札幌地域拠点支局長来庁 応接室

　７月１１日 北海道空知地域創生協議会第１回総会（Web開催） 応接室

葬儀（水上家） 圓福寺

　７月１２日 葬儀（水上家） 圓福寺

　７月１３日 夏の交通安全運動街頭指導（１４日まで） 町内

豪雪地帯安全確保緊急対策交付金説明 大会議室

　７月１４日 第３回月形町議会臨時会 議場

北海道市町村長交流セミナー 札幌市

　７月１５日 石狩川治水促進期成会ヘリコプターによる石狩川視察 岩見沢市

防災・危機管理トップセミナー（Web開催） 応接室

　７月１６日 北海道における自衛隊の体制強化を求める総決起大会 千歳市

　７月１９日 朝日新聞取材 応接室

出前町長室 町内

　７月２０日 葬儀（高橋家） 圓福寺

　７月２１日 葬儀（高橋家） 圓福寺

空知総合振興局林務課長来庁 応接室

行　　政　　報　　告

自　令和４年　７月　１日

至　令和４年　９月３０日
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　７月２１日 札幌管区気象台防災部長来庁 応接室

　７月２２日 空知地方総合開発期成会要望 札幌市

　７月２３日 町長バスガイドツアー（月形町・浦臼町編） 町内

葬儀（瀧澤家） 圓福寺

　７月２４日 葬儀（瀧澤家） 圓福寺

　７月２５日 地域貢献感謝状贈呈式 応接室

　７月２６日 月形町教育振興会夏の教育講演会 月形小学校

　７月２８日 内外情勢調査会札幌支部懇談会 札幌市

北海道信用金庫月形支店長来庁 応接室

　８月　１日 ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）勉強会 大会議室

渡辺孝一衆議院議員来庁 応接室

　８月　３日 過疎対策に係る中央要望 東京都

　８月　６日 葬儀（鹿田家） 交流センター

　８月　７日 葬儀（鹿田家） 交流センター

　８月　８日 空知地域づくり連携会議 岩見沢市

空知地方総合開発期成会行政懇談会 岩見沢市

　８月　９日 岸真紀子参議院議員来庁 応接室

　８月１２日 北海道新聞取材 応接室

　８月１５日 葬儀（金山家） 交流センター

　８月１６日 葬儀（金山家） 交流センター

　８月１７日 葬儀（髙松家） 圓福寺

　８月１８日 葬儀（髙松家） 圓福寺

　８月２１日 第２３回月形町長杯パークゴルフ大会 月形町パークゴルフ場

　８月２２日 第６０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

　８月２４日 河川３団体治水研修会 札幌市

　８月２５日 樺戸神社例大祭 樺戸神社

北海道教職員組合全道キャラバン来庁 応接室

葬儀（吉田家） 圓福寺
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　８月２６日 葬儀（吉田家） 圓福寺

　８月２７日 稲津久衆議院議員政経セミナー 岩見沢市

　８月２９日 第３回庁議 大会議室

　８月３１日 南空知ふるさと市町村圏組合セミナー 岩見沢市

　９月　２日 樺戸監獄物故者追悼式 篠津山霊園

葬儀（吉田家） 圓福寺

　９月　３日 葬儀（吉田家） 圓福寺

　９月　６日 第３回月形町議会定例会(９日まで) 議場

　９月　７日 札幌市

　９月　８日 葬儀（鈴木家） 岩見沢市

　９月　９日 月形町立月形小学校児童会医療従事者への寄書受領 応接室

　９月１０日 鈴木直道北海道知事政経セミナー 札幌市

　９月１２日 第６１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

　９月１４日 表彰審議委員会委員辞令交付式 大会議室

　９月１６日 内外情勢調査会札幌支部懇談会 札幌市

　９月１７日 花の里こども園運動会 多目的アリーナ

　９月２０日 ＳＴＶ札幌テレビ放送取材 応接室

　９月２１日 秋の交通安全運動街頭指導（２２日まで） 町内

　９月２２日 第２回月新水道企業団議会定例会 議場

　９月２４日 葬儀（神山家） 圓福寺

　９月２５日 葬儀（神山家） 圓福寺

　９月３０日 岩見沢地区消防事務組合議会第２回定例会 岩見沢市

地域連携特例校などの再編整備に関する北海道議会議員
との意見交換会
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期日 行事名 場所 所管

１０日（月）祝日 町民歩け歩け大会 多目的アリーナ 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

１４日(金) 幼児芸術鑑賞会
多目的研修セン
ター

教育委員会

１７日(月) 彫刻家 本田明二 作品巡回展【２１日まで】
北海道銀行月形
支店

教育委員会

１８日(火) 乳幼児健診 保健センター 保健福祉課

１９日(水) 中学生・高校生芸術鑑賞会 月形高校 教育委員会

１９日(水) 総合相談会 交流センター 保健福祉課

２４日(月) 彫刻家 本田明二 作品巡回展【２８日まで】
北海道信用金庫
月形支店

教育委員会

２４日(月) 住民健診【２５日まで】 交流センター 保健福祉課

２６日(水) 住民健診
札比内コミュニ
ティセンター

保健福祉課

２８日(金) 町民文化祭【３０日まで】 総合体育館 教育委員会

３１日(月)
彫刻家 本田明二 作品巡回展【１１月７日ま
で】

月形郵便局 教育委員会

期日 行事名 場所 所管

４日(金) 令和４年度月形町表彰式 交流センター 総務課

６日(日) 住民健診【７日まで】 交流センター 保健福祉課

８日(火)
町政（まちづくり）懇談会【１１日まで】
※日程調整中

交流センターほ
か

企画振興課

９日(水) 無料法律相談 交流センター 保健福祉課

１２日(木)
ガタリンピック（町民対象ニュースポーツ体
験）

総合体育館 教育委員会

１３日(金) 町民芸術鑑賞会
多目的研修セン
ター

教育委員会

１５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

５日(月) 献血車来町 刑務所、役場 保健福祉課

６日(火) 第４回月形町議会定例会【９日まで】 月形町役場議場 議会事務局

１４日(水) 無料法律相談 交流センター 保健福祉課

今後の行事予定について【１０～１２月】

令和４年１０月

令和４年１１月

令和４年１２月

6



期日 行事名 場所 所管

２０日(火) 乳幼児健診 保健センター 保健福祉課

２０日頃 第４回行政区代表者会議
月形町役場大会
議室

企画振興課

３０日(金) 月形町役場仕事納め 総務課

３１日(土) 年末年始休業【１月５日まで閉庁】 総務課
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令和４年度給付金支給事業について【保健福祉課】

お問い合わせは・・・月形町保健福祉課地域福祉係 ＴＥＬ・ＩＰ ５３－３１５５

●月形町にこにこ生活応援事業

コロナ禍における原油価格や物価高騰の影響が大きい、高齢者世帯や住民税非課税世帯などに対し、助成

金を給付します。

＜対象者（施設に入所している方、町内に生活実態が確認できない方は除きます）＞

基準日（令和４年６月１日）現在、下記の①～⑤に該当する方

①世帯全員が７０歳以上の世帯 ②身体障害者手帳１級、２級の方がいる世帯

③療育手帳又は精神保健福祉手帳が交付されている方がいる世帯 ④生活保護世帯

⑤上記以外の令和４年度分住民税非課税世帯（世帯全員が非課税の場合に限る）

＜助成額＞

１世帯 １万２千円

＜助成方法＞

対象の世帯には通知しますので、申請書と口座番号がわかるもの（通帳等）

を郵送してください。保健センターでも申請を受け付けます。

＜申請期限＞

令和４年１２月３０日まで

●月形町すくすく子育て応援事業

０歳から高校３年生までの児童を養育し、国が実施する子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象外と

なる子育て世帯に対し、食費等の物価高騰に対する支援策として、児童 1人当たり３万円を給付します。

＜対象者＞

基準日（令和４年９月１日）現在、月形町に住所を有する方及び転入された方のうち、令和４年４月の

児童手当（特例給付を含む）・特別児童扶養手当受給者、高校生に相当する年齢の児童を養育している方、

令和５年３月３１日までに出生した新生児を養育する方

※子育て世帯生活支援特別給付金（国５万円、道１万円）の対象となる世帯を除きます

＜給付額＞

児童１人につき３万円

＜支給方法＞

公務員以外の児童手当受給者は申し込み不要で、児童手当受給口座に直接振り込みます。その他の方は

申請が必要です。（公務員の方は所属庁から、その他の方は町から申請書を送付します）

＜申請期限＞

令和５年３月３１日

●電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（国事業）

令和４年度住民税非課税の世帯及びそれと同等の状況にある家計急変世帯に対し、１世帯５万円を給付し

ます。

＜対象者＞

令和４年度住民税非課税の世帯及び家計急変世帯（詳細はまだ明らかになっていません）

＜支給方法、支給時期＞

詳細が決まりしだい、別途お知らせいたします。
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●対象となる方

◎以下の条件に全て当てはまる方が対象です。

・接種日当日、１２歳以上の方

・新型コロナワクチンの初回接種（１～２回目）を終了している方

・最後に新型コロナワクチンを受けてから、５か月以上経過している方

※オミクロン対応ワクチンを１回受けると、その後の接種はありません。

●接種ワクチン

オミクロン対応２価ワクチン（ファイザー社製かモデルナ社製のどちらになるか未定です）

※「２価ワクチン」とは、「オミクロン対応株」と「従来株」の２種類のウイルスに対応したワク

チンのことです。オミクロン株は BA.1 に対応しています。（今後 BA.4、BA.5 に対応したもの

も出る予定ですが、時期が決まっていません）

●接種日程（現時点での予定であり、変更する場合があります）

●申し込み方法

対象となる方へ、接種券付予診票及び予約サイトの ID・パスワードを送付しますので、

スマートフォンやパソコンを利用して予約サイトにアクセスし、ご希望の日時に予約をし

てください。インターネットが使用できない場合は、電話でも受付します。

＜月形町に転入した後、新型コロナワクチンを受けていない方へ＞

転入して以降に月形町で新型コロナワクチンの接種を受けたことのない方は、接種履歴が

月形町に記録されていないため、そのままでは接種券が送付されません。

該当する方で、オミクロン対応ワクチン接種を希望される場合は、必ず保健センターまで

ご連絡いただきますようお願いします。

お問い合わせは・・・

月形町新型コロナウイルスワクチン接種推進室（月形町保健福祉総合センター内）

電 話 ５３－３１５５ （IPも同じ）

メール hoken@ town.tsukigata.hokkaido.jp

１０月 ３１日（月）

１１月 １日（火） ４日（金） ５日（土）

８日（火） １１日（金） １３日（日） １４日（月）

５９歳以下の方へ

新型コロナワクチン

（オミクロン対応２価ワクチン）を実施します!
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季節性インフルエンザワクチン予防接種について

今年度のインフルエンザワクチンの供給については、全国的には昨年度と比較し９月現
在で１割弱程度増加する供給が見込まれております。町立病院としては、現在までに昨年
度の４割程度増の数量の確保の目途が立っております。
昨年度は、約１，０００人分のワクチン量でしたが、今年度は約１，４００人分の確保
量となっております。ワクチン接種については、町立病院で予約を受け、接種日の決めら
れた時間（接種日時を個別にお知らせします）にご来院いただく方法で行いますので、ご
理解とご協力をお願いします。
なお、予約については、はじめに町民の予約を受け付け、ワクチンに残がある場合につ
いて町民以外の方についても予約を受け付ける方法を取ります。
〇インフルエンザワクチン予約期間（町民限定） 令和４年１０月１２日～１０月２８日
〇インフルエンザワクチン予約期間（町民・町民以外） 令和４年１０月１９日～１０月２８日
※予約件数がワクチンの量を超えた場合は予約を締め切る場合があります。また、希望者
に応じて確保数を増やす場合があります。

〇インフルエンザワクチン接種開始時期 令和４年１０月２４日（予定）

〇インフルエンザワクチン接種予約先
月形町立病院 電話５３－２２４１
受付時間 午前８時３０分～午後４時００分（月曜日から金曜日の平日）

〇インフルエンザワクチン接種料金

年 齢 区 分 接種回数 金 額

６か月以上１３歳未満 ２回 町の助成により無料
１３歳以上１８歳以下（高校３年生に相当
する年齢以下）

１回
町の助成により無料

１８歳以上６５歳未満（高校生を除く） １回 ３，５００円

６５歳以上 １回 町の助成により２，０００円
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町立病院での新型コロナウイルス感染症クラスター発生について

１ 感染者の状況等
（１）クラスター期間中の感染者数

（２）クラスター期間 令和４年８月１４日～９月８日

２ 感染者の発症
８月１４日（日）、町立病院で入院患者の発熱があり、抗原検査実施のところ入院患者
５人の感染を確認しました、同時に当日勤務中であった看護師全員の抗原検査を実施し
たところ１人の感染を確認しました。

３ 外来診療の休診
感染拡大の防止のため、８月１５日（月）から９月８日（木）までの間について、外
来診療を休診とさせていただきました。

４ 休診時の対応等
外来休診期間中については、電話での薬の処方を行い、かかりつけ患者の投薬につい
ては確保を行いました。

職 種 等 感 染 者 数

入 院 患 者 ２５人

看 護 師 １３人

看護補助者 ６人

事 務 職 員 １人

合 計 ４５人
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(令和４年１０月１２日現在)

No 地　域 行　政　区　名 地域担当班長 開　催　日 時　間 会　場

第１地域
　札比内第１行政区
　 （新宮１・２、札比内２）

小蕎　孝之

第２地域
　札比内第２行政区
　 （新富１・２、豊ヶ丘１・２）

三浦　英司

　札比内第３行政区
　 （札比内３、南札比内３）
　札比内第４行政区
　 （南札比内２）
　札比内第５行政区
　 （南札比内１、厚栄）

　中和行政区
　 （月ヶ岡、五耕地山、新田、南新田、新栄）

第４地域
　北農場第１・２行政区
　 （北農場１・３）

福田　孝幸

第５地域
　市北行政区
　 （市北１～６・８・９、新生）

五十嵐　克成

第６地域
　赤川行政区
　 （赤川１・３・４）

加藤　弘光

　市南行政区
　 （市南１～４・５・こすもす団地、麻生）

　南耕地昭栄行政区
 　（南耕地１～３、月ケ杜、中野、昭栄）

　知来乙行政区
　 （知来乙１～３、北郷）

令和４年度　町政（まちづくり）懇談会日程表（予定）

1 令和4年11月8日(火) 午後６時～ 札比内コミュニティセンター　講堂

第３地域 内藤　弘樹

2 第９地域 藤原　栄一 令和4年11月9日(水) 午後６時～ 南地区広域集落会館　２階集会室

3 令和4年11月10日(木) 午後６時～ 交流センター　講堂

4

第７地域 渡辺　泰子

令和4年11月11日(金) 午後６時～ 多目的研修センター　多目的ホール

第８地域 原　博由樹

1
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