
令和２年度第２回月形町行政区代表者会議次第 

 

                        日 時 令和２年６月３０日（火） 

                            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２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 新型コロナウイルス感染症対策について・・・・・・・・・・・・・ ７～14頁 

 

   イ 今後の行事予定（７月～９月）について【企画振興課】・・・・・・・   15頁 

 

   ウ 乗り合いハイヤー事業（実証運行）について【企画振興課】・・・・・・ 17～20頁 

 

   エ 保健福祉総合センター折りたたみテーブルの譲渡について【保健福祉課】 21・22頁 

 

   オ 月形町環境保全推進協議会生ごみ水切り器配付事業について【住民課】 23・24頁 

 

 （４）その他 

 

 

４ 閉 会 





　４月　１日 職員辞令交付 大会議室

ＪＲ札沼線代替バス運行記念出発式 月形駅前

第１回庁議 大会議室

　４月　２日 空知総合振興局長来庁 応接室

緊急経済対策商工会要望書提出 応接室

　４月　３日 北海道月形高等学校校長・教頭転入挨拶来庁 応接室

札幌地区トラック協会岩見沢支部来庁 応接室
　４月　５日 葬儀（平塚家） 円福寺

　４月　６日 第７回月形町新型コロナウイルス感染症対策本部会議 第１会議室

サッポロビール株式会社来庁 応接室

葬儀（石川家） 札比内コミュニティセンター

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

　４月　８日 ＪＲ北海道来庁 応接室

空知町村会会計監査 応接室

第８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１３日 第９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

札幌開発建設部農業次長来庁 応接室

　４月１４日 行政区代表者会議 大会議室

　４月１５日 さけ稚魚放流会 知来乙

第１回月形町議会臨時会 議場

第１０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１７日 葬儀（服部家） 北漸寺

ＪＲ札沼線ラストラン見送り 月形駅前

第１１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

行　　政　　報　　告

自　令和２年　４月　１日

至　令和２年　６月３０日
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　４月２０日 第１２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２１日 浦臼町長選挙当選祝 浦臼町

　４月２２日 月形町農業改良協会各種共励会表彰状贈呈式 町内

葬儀（桑原家） 北漸寺

　４月２３日 葬儀（桑原家） 北漸寺

　４月２４日 株式会社シンオシマ月形本店寄附金贈呈式 応接室

　４月２７日 第１３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　１日 第１４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　７日 第１５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　８日 第２回月形町議会臨時会 議場

　５月　８日 月形町農業委員会候補者評価委員委嘱状交付 大会議室

葬儀（工藤家） 札比内コミュニティセンター

　５月　９日 葬儀（工藤家） 札比内コミュニティセンター

　５月１１日 第１６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１３日 ＪＲ北海道来庁 応接室

　５月１５日 第１７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 第１８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

葬儀（五十嵐家） 円福寺

　５月１９日 葬儀（五十嵐家） 円福寺

　５月２０日 原水爆禁止国民平和大行進北海道実行委員会事務局来庁 応接室

　５月２５日 第１９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２６日 第２回庁議 大会議室

　５月２８日 地域貢献感謝状贈呈式 応接室

　５月２９日 職員辞令交付 応接室

第３回月形町議会臨時会 議場

故小林龍男氏叙位伝達 札比内

　６月　１日 第２０回月形町新型コロナウイルス感染症対策本部会議 第１会議室

葬儀（砂川家） 交流センター
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　６月　２日 第２回月形町議会定例会（３日まで） 議場

葬儀（山崎家） 円福寺

　６月　８日 第２１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

櫻庭誠二氏旭日双光章叙勲伝達式 昭栄

門脇芳夫氏瑞宝双光章叙勲伝達式 月形支署

　６月１５日 第２２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

開町１４０年記念事業推進委員会 大会議室

　６月１７日 ＪＡ月形町米贈呈式 応接室

　６月１８日 月形町人づくり振興協議会全体会議 大会議室

　６月１９日 金滴酒造酒粕贈呈 愛光園

第２３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２３日 札幌矯正管区長来庁 応接室

　６月２９日 月形町立月形中学校授業参観（全校体育） 月形中学校

　６月３０日 行政区代表者会議 大会議室
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新型コロナウイルス感染症対策に係る月形町の取り組みの概要 

                               【6 月 22 日作成】 

 

１ 緊急経済対策支援 

 【4 月 15 日第 1 回議会臨時会】 

（1）緊急経済対策プレミアム付き商品券等発行事業 

 ・事業概要～ 月形商工会が発行する商品券のプレミアム分【30％上乗せ】を補助する。

合わせて事務費の全額補助、割引券【500 円券１枚】の全額補助を行う。 

発行数量は、3,000 セット【1 セット 5,000 円(500 円×10 枚)＋500 円×

3 枚＝6,500 円】、一人 8 セットまで購入可能 

        有効期間 発売(5 月 11 日～8 月 31 日) 

      ※ 商品券を使用できる事業所は、商工会に加盟している全事業所で、割引

券は、町内飲食店で使用できるもの 

 

（2）月形町中小企業振興融資資金拡充 

 ・事業概要～ 中小企業の資金不足を支援する、現在の中小企業振興融資資金を拡充す

るため、町の預託金を増額する。 

 

（3）北海道信用保証協会保証料の増額 

 ・事業概要～ 月形町中小企業振興融資における「北海道信用保証協会保証料」を、融

資枠拡大に伴い増額する。 

 

（4）月形町中小企業者等資金融資特別利子補給金の引き上げ 

 ・事業概要～ 月形町中小企業振興融資における特別利子補給金を、1/2 のものは 10/10

に引き上げる。1/5 のものは 3/5 に引き上げる。 

 

 

 【5 月 8 日第 2 回議会臨時会】 

（5）休業協力・感染リスク低減延長支援金交付事業 

 ・事業概要～ 北海道が営業休止要請を行った店舗に対し、北海道の給付金に上乗せし

て支援金を支給する。また、町独自の支援策として、北海道が休業要請を

行わない店舗にも、営業時間短縮等に支援金を支給する。【4/25～5/6 の休

業要請分】 

        北海道支援金の上乗せ 100 千円、町独自の支援金 100 千円 
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（6）特別定額給付金事業 

 ・事業概要～ 家計への支援を目的とし、4 月 27 日（基準日）現在、住民基本台帳に記

録されている者に対し、一律 100 千円を支給する。 

        住民票を消除されている者は、受付期間中に住民票を登録し、給付金の

申請を行った場合、給付の対象となる。 

申請は、「郵送申請」「オンライン申請」を原則とし、本人確認書類・口

座番号確認書類の添付が必要。 

        月形町の申請受付開始は 5 月 12 日、申請期限は 8 月 11 日(3 か月間) 

        事業費・事務費については、10/10 国費で賄う。 

 

（7）子育て世帯への臨時特例給付金給付事業 

 ・事業概要～ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている、子育て世帯の生活支援

を行うことを目的とし、児童手当を受給する世帯に対し、臨時特別給付金

を支給する。【支給対象には公務員も含む】 

        給付額は、対象児童 1 人につき 10 千円で、児童手当の受給者が支給対象

者となる。対象児童は、令和 2 年 4 月分の支給対象となる児童 

        事業費・事務費については、10/10 国費で賄う。 

 

 【6 月 2 日第 2 回議会定例会】 

（8）緊急経済対策地域振興商品券交付事業 

 ・事業概要～ 月形町の全町民に対し、地域振興券「3,000 円分の商品券」を配付する。 

        こども 0 歳～18 歳に対しては、1 人当たり「3,000 円分の商品券」を追

加配付する。 

        配付は、簡易書留による郵送とする。 

        有効期間 7 月 1 日から 10 月 31 日まで 

      ※ 商品券を使用できる事業所は、事業に参加する町内の事業所 

 

（9）感染予防対策事業 

 ・事業概要～ 感染拡大防止のため、マスク配布・公共施設感染対策等の実施 

①マスクの配布・備蓄（11 施設に配布 30,600 枚、備蓄 47,700 枚） 

②福祉施設等感染対策資材購入補助 200 千円×5 事業【入所施設】 

③公共施設の自動水栓装置、足踏み式消毒液スタンド、感知式スイッチ等の導入 

④町感染予防対策でフェースシールド等衛生用品備蓄 
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（10）役場庁舎大会議室窓枠改修事業 

 ・事業概要～ 各種会議等で町民が多く参集する会議室の感染防止対策で、窓枠を開閉

式に改修することにより、換気対策を講じる。 

       ※ 窓枠 8 か所改修 

 

（11）中小企業者等経営持続化支援金交付事業 

 ・事業概要～ 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で 20％以上

減少している事業所（法人・個人）に対し、30 万円（指定業種上限 100 万

円）を給付する。 

       ※ 国は、売上が前年同月比で 50％以上減少している事業所に対し、法人

は 200 万円、個人は 100 万円を給付する。 

 

（12）休業協力・感染リスク低減延長支援金交付事業 

 ・事業概要～ 北海道が営業休止要請を行った店舗に対し、北海道の給付金に上乗せし

て支援金を支給する。また、町独自の支援策として、北海道が休業要請を

行わない店舗にも、営業時間短縮等に支援金を支給する。【5/7～5/15 の休

業要請分】 

        北海道支援金の上乗せ 100 千円、町独自の支援金 100 千円 

 

（13）経営持続化休業特別支援金交付事業 

 ・事業概要～ 北海道が営業休止要請を行った店舗に対し、北海道の給付金に上乗せし

て支援金を支給する。【5/19～5/31 の休業要請分】 

        北海道支援金の上乗せ 100 千円、町独自の支援金 100 千円 

 

（14）うち読推進事業【感染防止対策としての読書対策】 

 ・事業概要～ 図書館の休館により、図書貸出の受付を電話等で受付、郵送にて貸し出

しを行う事業。返却図書の消毒機器の購入。 

        ※図書の郵送貸出～令和 3 年 3 月 31 日まで 

 

（15）災害時の避難所の感染防止対策 

 ・事業概要～ 災害時における避難所開設時の感染防止対策として、マスクなどの備蓄

品を購入 

       ①マスク 15,000 枚、消毒液・非接触体温計ほか衛生用品 

       ②防護服・防護具 
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２ 感染拡大防止対策 

（1）役場庁舎窓口等での感染防止対策 

  ・アルコール消毒液の設置 

  ・全職員のマスク着用 

  ・窓口への感染防止ビニール設置 

 

（2）電解水消毒液等の配布 

 ・3 月 19 日から 5 月 29 日まで週 2 回、役場庁舎と保健センターにて、希望者に配布 

   配布人数（5 月 29 日現在）～役場 延べ 769 人、 保健センター 延べ 648 人 

 ・6 月から毎週金曜日の週 1 回、保健センターにて希望者に配布を継続 

  【雪の聖母園から無償提供される「次亜塩素酸水」を配布（保存期間 2 か月）】 

   配布人数（6 月 19 日現在）～ 保健センター 延べ 54 人 

   ※配布は、7 月 3 日で終了予定 
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・手洗い、マスク、咳エチケットの徹底       

・出勤前の健康チェックの徹底

・定期的に窓を開けて換気を実施        

  ・アルコール消毒液等の設置  ・定期的な清掃の実施             

・待合、会議などでは人と人の一定距離を確保 

・受付窓口などにビニール仕切りの設置       

・ＩＰ電話、広報折込、掲示等による注意喚起    

・町民の皆様も感染症対策へのご協力をお願いします 

             

 

 

                                        

                  

「新北海道スタイル」安心宣言 

月形町は「7 つの習慣化」に取り組みます 
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令和２年６月 30 日（火）

月形町企画振興課商工観光係資料

月形町緊急経済対策地域振興商品券交付事業の概要

１ 商品券名

「つきがた地域振興商品券」

２ 目 的

町内商 業の振興とともに町 の 活 援を図ることを 的に新型コロナウイルス感染症の影響

を受けた町内事業者への緊急経済対策として、月形町緊急経済対策地域振興商品券交付事業を実施し

ます。

３ 配付対象者

全町 （令和２年６ １ 現在 3,071  ）

４ 基準日

令和２年６ １ 現在において 形町 であること

５ 券面金額

１セット 3,000 円（500 円券×６枚）

６ 交付額

次の①に②を加えた商品券を世帯主に交付します。

①世帯員全員対して・・・ １人あたり 3,000 円分

②世帯員の内 18 歳以下の方に対して・・・ １人あたり 3,000 円分

（※18 歳以下＝平成 14 年４月２日以降に出生した方 令和２年６月１日現在 258 人）

７ 交付予定日

令和２年７月１日（水）

※町から直接各世帯主宛てに簡易書留で商品券を郵送します。

８ 有効期間

商品券がお 元に届いた  令和２年 10  31  （ ）

例：世帯主 、 、18 歳以下の ども 2  

・全世帯員 3,000 円分×４人＝ 12,000 円

・世帯員の内 18 歳以下の方

3,000 円分×２人＝ 6,000 円

計 18,000 円
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けている町内事業者への緊急経済対策として、町内の

商工業の販売促進、消費活動を喚起するとともに、町民の生活支援を目的に、地域振興商品券

を配付いたします。

■配付対象者

令和２年６月１日現在で住民基本台帳に記載されている月形町民

■配付金額

①全世帯員 （500 円券 6枚セット）

②１８歳以下の町民には （500 円券 6枚セット）を追加配付します

※平成 14 年 4 月 2日以降に生まれた者

■配付方法

郵便（簡易書留）で、世帯主様宛に各世帯人数分の商品券を郵送します。６月下旬の発送を

予定し、準備が整い次第順次発送いたします。

■利用期間

商品券が届いた日から まで

※利用期限が過ぎた商品券は無効となります

■利用可能店舗等

商品券とともに、利用可能な店舗等の一覧を同封いたします。

《利用可能店舗等はこちらから》

◇月形町ホームページ（http://www.town.tsukigata.hokkaido.jp）

◇月形商工会ホームページ（https://tukisyoo.wixsite.com/tsukigata）

■取り扱いできない商品及びサービス等

・現金、プリペイドカードなどの換金性の高いもの

・国又は地方公共団体への支払い

・不動産や金融商品

・出資や債務

・仕入れ等の事業資金

月形町中小企業者等経営持続化支援金・つきがた地域振興商品券の問い合せ先

〒061-0592 月形町 1219 番地 月形町役場 企画振興課商工観光係

TEL0126－53－2325 FAX0126－53－4373 Email shoko@town.tsukigata.hokkaido.jp
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令和２年７月

期日 行事名 場所 所管

７日(火) 月形町戦没者追悼式 交流センター 住民課

２０日(月) シルバー健診 交流センター 保健福祉課

２３日(木) 温水プールオープン
総合体育館(温
水プール)

教育委員会

令和２年８月

期日 行事名 場所 所管

１７日(月) 乗合ハイヤー実証運行開始 町内 企画振興課

３０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

令和２年９月

期日 行事名 場所 所管

３日(木) 樺戸監獄物故者追悼式 篠津山霊園 総務課

６日(日) 月形消防演習 月形支署前 消防

８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

９日(水) 女性ミニドック健診（バス健診） 札幌市 保健福祉課

２７日(日) 月形町長選挙 町内 選挙管理委員会

２９日(火) 幼児芸術鑑賞会「かぜのしっぽ」
多目的研修セン
ター

教育委員会

今後の行事予定について【７～９月】
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