
令和３年度第２回月形町行政区代表者会議次第 

 

                        日 時 令和３年７月５日（月） 

                            午後４時３０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３年第２回月形町議会定例会議案について・・・・・・・・・・・ ５・６頁 

 

 

 （３）町からの連絡事項について 

 

   ア 今後の行事予定（７月～９月）について【企画振興課】・・・・・・・   ７頁 

 

 

   イ 月形町過疎地域持続的発展計画（素案）の意見募集について【企画振興課】 ９頁 

                               [別添：計画書（素案）] 

 

 

   ウ 町道の「キッズゾーン」の設定について【保健福祉課】・・・・・・・ 11・12頁 

 

 

 （４）その他 

 

 

４ 閉 会 





　４月　１日 職員辞令交付 大会議室

第１回庁議 大会議室

葬儀（青柳家） 圓福寺

　４月　２日 葬儀（青柳家） 圓福寺

札幌地区トラック協会岩見沢支部来庁 応接室

　４月　５日 北海道開発局札幌開発建設部長来庁 応接室

　４月　６日 空知総合振興局長来庁 応接室

月形町立月形小学校入学式 月形小学校

月形町立月形中学校入学式 月形中学校

葬儀（中村家） 交流センター

　４月　７日 葬儀（中村家） 交流センター

ＴＫＳ介護認定審査会委員委嘱状交付 保健センター

札幌法務局岩見沢支局長来庁 応接室

札幌開発建設部道路事務所長来庁 応接室

　４月　７日 春の交通安全運動街頭指導（８日まで） 町内

　４月　８日 北海道月形高等学校入学式 月形高校

月形町地域拠点施設整備等審議会 大会議室

　４月　９日 第１回空知町村会臨時総会 岩見沢市

　４月１２日 月形刑務所長来庁 応接室

月形町情報公開等審査委員委嘱状交付 第１会議室

行政区代表者会議 大会議室

　４月１３日 月形町老人クラブ連合会代議員会 交流センター

さけ稚魚放流会 知来乙

　４月１４日 青果物集出荷貯蔵施設

行　　政　　報　　告

自　令和３年　４月　１日

至　令和３年　６月３０日

月形町青果物集出荷貯蔵施設・月形町
穀類乾燥調製貯蔵施設安全祈願祭
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　４月１６日 ＪＲ北海道副社長来庁 応接室

　４月１７日 葬儀（泉亭家） 当別町

　４月１９日 第２回月形町議会臨時会 議場

空知森林管理署長来庁 応接室

　４月２０日 北海道防災協会通常総会 札幌市

　４月２１日 月形町農業改良協会各種共励会表彰状贈呈式 町内

行政相談委員退任による総務大臣からの感謝状贈呈 応接室

行政相談委員新任委員来庁 応接室

　４月２２日 第７５回北海道町村会定期総会 札幌市

　４月２３日 岩見沢河川事務所長来庁 応接室

　４月２６日 第３８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

　４月２７日 札幌矯正管区長来庁 応接室

　４月２８日 月形町ＰＴＡ連合会総会 月形中学校

　４月３０日 主要団体（月形商工会、月形建設業協会）との意見交換会 第1会議室

月形町スポーツ協会総会 交流センター

　５月　６日 葬儀（吉原家） 札比内コミュニティセンター

　５月　７日 葬儀（吉原家） 札比内コミュニティセンター

　５月１０日 第３９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

大会議室

　５月１１日 葬儀（山本家） 札比内コミュニティセンター

　５月１２日 葬儀（山本家） 札比内コミュニティセンター

　５月１３日 第３回月形町議会臨時会 議場

葬儀（津坂家） 札比内コミュニティセンター

　５月１４日 葬儀（津坂家） 札比内コミュニティセンター

　５月１５日 樺戸神社春季大祭 樺戸神社

　５月１７日 第４０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

　５月１８日 日本郵政創業１５０年記念切手シート受納 応接室

葬儀（大山家） 圓福寺

主要団体（月形町農業協同組合、月形土地改良区）との
意見交換会
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　５月１９日 葬儀（大山家） 圓福寺

原水爆禁止国民平和大行進北海道実行委員会来庁 応接室

月形町国民健康保険運営協議会委員委嘱状交付 応接室

月形町国民健康保険運営協議会からの答申受理 応接室

　５月２２日 葬儀（神田家） 交流センター

　５月２３日 葬儀（神田家） 交流センター

葬儀（丸山家） 圓福寺

　５月２４日 葬儀（丸山家） 圓福寺

　５月２８日 カンロ初出荷 出荷場

北海道月形高等学校１学年特別授業講話 月形高校

第４１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

　５月３１日 第２回庁議 大会議室

　６月　２日 北海道信用金庫月形支店長来庁 応接室

　６月　３日 岩見沢地区消防事務組合議会第１回臨時会 岩見沢市

　６月　４日 花き初出荷 出荷場

　６月　８日 第２回月形町議会定例会（９日まで） 議場

　６月１８日 第４２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

　６月２２日 新篠津村長選挙当選祝 新篠津村

　６月２５日 第５７回月形町立月形中学校体育大会 月形中学校

月形町ふれあい大学講話 多目的研修センター

葬儀（金澤家） 札比内コミュニティーセンター

　６月２６日 葬儀（金澤家） 札比内コミュニティーセンター

　６月２７日 職員採用面接試験（社会人経験者） 委員会室

　６月２９日 北海道空知地域創生協議会第１回総会 岩見沢市
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期日 行事名 場所 所管

２日(金) 月形町戦没者追悼式 交流センター 住民課

３日(土) 月形小学校運動会 月形小学校 教育委員会

１４日(水) 無料法律相談 交流センター 保健福祉課

２０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

２９日(日) 温水プールクローズ
総合体育館
（温水プール）

教育委員会

期日 行事名 場所 所管

３日(金) 樺戸監獄物故者追悼式 篠津山霊園 総務課

５日(日) 月形消防演習 月形支署前 消防月形支署

７日(火) 第３回月形町議会定例会【１４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

９日(木)
小学生芸術鑑賞会「ファンタジーミュージカ
ル・オズの魔法使い」

月形小学校 教育委員会

２１日(火) 乳幼児健診 保健センター 保健福祉課

今後の行事予定について【７～９月】

令和３年７月

令和３年８月

令和３年９月
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月形町過疎地域持続的発展計画（素案）の意見募集について 

 

============================================================================= 

みなさんの意見をお聞かせください 

 〇 月形町過疎地域持続的発展計画（素案） 

  月形町では、令和３年４月１日に施行した「過疎地域の持続的発展の支援に関する

特別措置法」に基づく過疎地域の指定に伴い、過疎地域における持続可能な地域社会

の形成および地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を実現するため、令和３年

度から令和７年度の５年間を計画期間とした「月形町過疎地域持続的発展計画」を策

定するものです。 

  策定にあたり、次のとおりパブリックコメント（意見募集）を実施しますので、み

なさんのご意見をお聞かせください。 

 

（令和３年６月２５日） 

意見の募集要項は、次のとおりです。 

１ 意見募集対象 

  月形町過疎地域持続的発展計画（素案） 

２ 意見募集期限 

  令和３年７月２３日（金） 午後５時まで 

３ 意見提出方法 

  郵送、ファックス、Ｅメール、持参のいずれでも結構です。住所、氏名、意見（ど

の部分なのか分かるように、また、理由を添えて）を書面で提出してください。様式

は問いません。 

４ 意見提出先 

 ○ 郵送の場合 〒061－0592 月形町 1219 番地 月形町役場企画振興課企画係宛 

 ○ ファックスの場合 FAX 0126－53－4373 

 ○ メールの場合 kikaku@town.tsukigata.hokkaido.jp 

５ 資料の閲覧 

  月形町過疎地域持続的発展計画（素案）は、月形町ホームページによる閲覧のほか、

月形町総合体育館、月形町図書館、町民サロン（月形町役場内）、札比内コミュニテ

ィセンターでもご覧いただけます。 

  【月形町ホームページ http://www.town.tsukigata.hokkaido.jp/】 
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１ 「キッズゾーン」の概要

「キッズゾーン」とは令和元年５月に滋賀県大津市で発生した散歩中の保育園児が巻き

込まれた交通事故を受けて、同年１１月に国が設置した制度で、保育施設が行う園外活動

中の児童の安心・安全の向上を図ることを目的として設定されるものです。

なお、キッズゾーンにおいては自動車等を運転するドライバーへの注意喚起をする目

的として設定されるものであり、交通規制を伴うものではありません。

２ 設定までの経過

令和元年 １０月 月形町（保健福祉課・農林建設課）と岩見沢警察署交通課において「未

就学児が日常的に集団で移動する経路の交通安全の確保に係る合同

点検（以下「点検」という。）」を実施。実施場所は、①花の里こども

園前、②月形消防前、③知来乙方面三叉路の３ヶ所行う。

１１月 国から「キッズゾーンの設定の推進について」通知がある。

１２月 点検の結果、花の里こども園前の道路において、横断歩道設置協議

を行う旨、岩見沢警察署より連絡あり。

令和２年 ５月 散歩ルートのための注意喚起看板を南耕地線、須部都橋線の３ヶ所

に設置する。

７月 花の里こども園前の道路に横断歩道が設置されることが決定する。

「キッズゾーン」の設定に向けて岩見沢警察署と設定範囲について協

議し了承を得る。

１０月 花の里こども園前横断歩道の設置完了

令和３年 ６月 ・令和２年５月に設置した注意喚起看板３本に「キッズゾーン」補助

助看板を設置

・町道南耕地線、町道須部都橋線の３ヶ所に「キッズゾーン」の文字

舗装及び路面のカラー舗装を実施する

・６月２１日より「キッズゾーン」を設定

３ 「キッズゾーン」設定内容

こども園が行う園外活動（散歩等）の交通安全対策として、令和３年６月２１日より新

たに「キッズゾーン」を設定しました。区域は、南耕地線から須部都橋線の区間とし、区

域内に看板と路面標示をそれぞれ３ヶ所に設置しています。（裏面参照）

認定こども園の園外活動中は、こども園の職員が子どもたちを引率していますが、区域

内を自動車や自転車で通行される際は、より一層の安全運転を心がけるようにしていた

だきたいと思います。

なお、ＩＰ電話告知端末機及び町ホームページにおいて周知するとともに、広報７月号

においても周知を図り、今後も定期的に注意喚起を行ってまいります。

キッズゾーンの設定について
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【キッズゾーン図】

… 路面舗装箇所 … 注意喚起看板設置箇所

【注意喚起看板】

あじさい団地前 あやめ団地付近 こども園前

【路面舗装】

月形消防前 あやめ団地前 三叉路（知来乙方面）

【問い合わせ先】

月形町保健福祉課地域福祉係（月形町保健福祉総合センター内）

ＴＥＬ ０１２６－５３－３１５５（ＩＰ共通）

ＦＡＸ ０１２６－５３－３１７７
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