
令和２年度第３回月形町行政区代表者会議次第 

 

                        日 時 令和２年１０月１９日（月） 

                            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２年第３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（１０月～１２月）について【企画振興課】・・・・・   ７頁 

 

   イ ヒグマの出没状況について【住民課】・・・・・・・・・・・・・・・ ９～11頁 

 

   ウ ふれあい見守り推進事業について【保健福祉課】・・・・・・・・・・   13頁 

 

   エ 公共施設の自動水栓取付箇所及び注意事項について【保健福祉課】・・ 15～17頁 

 

   オ つきがたフォトコンテストについて【企画振興課】・・・・・・・・・   19頁 

 

 （４）その他 

 

 

４ 閉 会 





　７月　１日 看護師採用辞令交付式 応接室

メロン（月雫）初出荷 札比内果菜集出荷場

　７月　３日 新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた意見交換会 岩見沢市

　７月　６日 ダイナマイトスイカ初出荷 札比内果菜集出荷場

　７月　７日 月形町戦没者追悼式 交流センター

葬儀（刈田家） 交流センター

　７月　８日 岩見沢河川事務所事業説明 応接室

葬儀（刈田家） 交流センター

葬儀（齋藤家） 札比内コミュニティセンター

　７月　９日 葬儀（齋藤家） 札比内コミュニティセンター

　７月１３日 第２４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

　７月１４日 空知町村会第２回臨時総会 岩見沢市

　７月１６日 葬儀（田口家） 雪の聖母園

　７月１８日 葬儀（野村家） 円福寺

　７月１９日 葬儀（野村家） 円福寺

　７月２０日 第２４期月形町農業委員会委員初顔合せ会 えぞ藤

　７月２７日 葬儀（横井家） 札比内コミュニティセンター

　７月２８日 葬儀（横井家） 札比内コミュニティセンター

長沼町長選挙当選祝 長沼町

　７月２９日 月形町廃棄物減量等推進審議会委嘱状交付式 大会議室

　７月３０日 委員会室

　７月３１日 職員採用面接試験（社会人経験者） 委員会室

　８月　３日 第２５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

空知町村会第３回臨時総会 岩見沢市

行　　政　　報　　告

自　令和２年　７月　１日

至　令和２年　９月３０日

月形町と株式会社三友システムアプレイザルとの空き家対
策に関する連携協定・月形町と株式会社北海道銀行との地
方創生に関する包括連携協定締結式
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　８月　４日 第４回月形町議会臨時会 議場

　８月１１日 葬儀（田邊家） 札比内コミュニティセンター

　８月１２日 葬儀（田邊家） 札比内コミュニティセンター

　８月１６日 第２１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１７日 第２６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

空知総合振興局管内１期目町長の集い 滝川市

　８月１８日 地域貢献事業感謝状贈呈式 応接室

　８月２０日 北海道開発局札幌開発建設部事業概要説明 応接室

　８月２１日 石狩川治水促進期成会治水研修会 札幌市

　８月２２日 葬儀（村形家） 円福寺

　８月２３日 葬儀（村形家） 円福寺

岩見沢市長選挙当選祝 岩見沢市

　８月２４日 樺戸神社宵宮祭 樺戸神社

　８月２５日 樺戸神社例大祭 樺戸神社

花の里こども園幼年消防クラブ防火パレード 役場駐車場

　８月２８日 葬儀（土川家） 雪の聖母園

　８月３１日 退職辞令交付式 応接室

第３回庁議 大会議室

　９月　１日 辞令交付式 第１会議室

　９月　２日 第６０回月形町立月形中学校学校祭 月形中学校

　９月　３日 樺戸監獄物故者追悼式 篠津山霊園

　９月　６日 月形町立月形小学校運動会 月形小学校

　９月　７日 北海道教職員組合全道キャラバン来庁 応接室

　９月　８日 第３回月形町議会定例会（１１日まで） 議場

葬儀（北澤家） 円福寺

　９月　９日 葬儀（北澤家） 円福寺

　９月１２日 鈴木宗男・鈴木貴子第１５回北海道セミナー 札幌市

　９月１５日 第２回月新水道企業団議会定例会 議場

葬儀（中村家） 北漸寺

、
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　９月１６日 葬儀（中村家） 北漸寺

　９月１８日 葬儀（加藤家） 円福寺

　９月１９日 葬儀（加藤家） 円福寺

衆議院議員稲津久懇談会 多目的研修センター

　９月２８日 月形町長及び月形町議会議員当選証書附与式 第１会議室
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令和２年１０月

期日 行事名 場所 所管

５日(月) 月形町おもいで写真展【１１月３０日まで】 月形駅 企画振興課

１４日(水) 無料法律相談 交流センター 保健福祉課

１６日(金) 総合相談会 交流センター 保健福祉課

２０日(火) 第５回月形町議会臨時会 月形町役場議場 議会事務局

２０日(火) 乳幼児健診 保健センター 保健福祉課

２１日(水) 住民健診【２３日まで】 保健センター 保健福祉課

２４日(土) 町民体力測定 総合体育館 教育委員会

２８日(水) 住民健診
札比内コミュニ
ティセンター

保健福祉課

３０日(金) 第２回地域公共交通活性化協議会 月形町役場 企画振興課

令和２年１１月

期日 行事名 場所 所管

６日(金) 開町１４０周年記念式典
多目的研修セン
ター

総務課

６日(金) 総合健診【７日まで】 交流センター 保健福祉課

７日(土) 本田明二展【１０日まで】
月形町農業研修
館

教育委員会
企画振興課

９日(月)
町政（まちづくり）懇談会【１３日まで】
※日程調整中

交流センターほ
か

企画振興課

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

令和２年１２月

期日 行事名 場所 所管

８日(火) 第４回月形町議会定例会【１１日まで】 月形町役場議場 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

１５日(火) 乳幼児健診 保健センター 保健福祉課

３１日(木) 月形町役場仕事納め【１月５日まで閉庁】 総務課

今後の行事予定について【１０～１２月】
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ヒグマの出没状況について

今年はヒグマの秋の主要な作物（ドングリ、ヤマブドウ、コクワ）などの生育が悪く、

地域によっては市街地や農地へのヒグマの出没が例年より多くなる可能性があると言われ

ています。人身事故を防ぐため、特に次のことに留意が必要です。

【人身被害防止のために注意すべきポイント】

① 生ごみ等の放置など、ヒグマを誘引したり定着させたりする原因をつくらないように

しましょう。

② 農地で作業する際は、ヒグマの痕跡（足跡やフン）がないか 十分に確認するとともに、

廃棄農産物を農地内に残置しないようにしましょう。
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ヒグマと遭遇してしまったら～北海道「ヒグマ対策の手引き」から抜粋

 ヒグマと遭遇してしまったときには、まず冷静になることが大切です。   

基本は「慌てて逃げ出さない」と「ヒグマを驚ろかせない」です。（注）ヒグマと遭遇

したときに、事故を防ぐ確実な方法は知られていません！

ヒグマに遭遇してしまったときに、こうすれば事故を防げる、という確実な方法は知

られていません。慌てて逃げ出すと、かえってヒグマに追われかねません。ヒグマに遭

遇してしまったときには、ヒグマを驚かせたりしないよう、まずは冷静になって状況を

判断することが大切です。

これから紹介する事例は対処法の基本ですが、絶対というものではありません。

○遠くにヒグマを見つけたら ⇒ 落ち着いて状況を判断してください。

ヒグマがこちらに気付いていないなら、ヒグマを注視しながら、少しずつ静かにそ

の場を離れましょう。このとき急激な動作や大声を出してはいけません。

○ヒグマがこちらに気付いていたら ⇒ 冷静に行動してください。

落ち着いて行動すれば、ほとんどの場合はヒグマの方から立ち去るものです。

距離が相当ある場合には、ヒグマの動きを妨げることのないように移動する方向を

見定めながら退避してください。

追い払おうとして大声を出したり、石を投げつけたりしてはいけません。クマを興

奮させ予期せぬ行動を誘発することになり、大変危険です。

○ヒグマが立ち上がっても ⇒ 慌てないでください。

ヒグマが人やその気配に気付いた時に、立ち上がることがあります。これは、ヒグ

マが周囲の状況を確認したり逃げる方向を探るために行うもので、人を威嚇するため

のものではありません。軽く手を挙げて、ヒグマに人の存在を知らせることも対応法

の一つです。

○子グマがいたら ⇒ 近くに必ず親グマあり

子グマを見かけたらその近くには必ず母グマがいます。母グマは特に神経質なので、

ゆっくりと子グマから離れます。間違っても、子グマを保護しようとしてはいけませ

ん。

○ザックなど荷物をとられた ⇒ 取り返そうとしてはいけません

一度ヒグマの手に渡ったものは、ヒグマの所有物と考えてください。ヒグマは執着

心が非常に強いため、取り返そうとすれば深刻な事態を招くおそれがあります。荷物

は諦めて直ちに離れてください。
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ふれあい見守り推進事業

【 対象者 】

次の方のうち、平常時に地域での見守り、支援を必要とする方

・７０歳以上の一人暮らしの方、全員が７５歳以上の世帯

・身体障害者手帳１級または２級の交付を受けている方

・療育手帳の交付を受けている方

・精神障害者保健福祉手帳１級または２級の交付を受けている方

【 見守りの方法 】

月形町社会福祉協議会の職員または地域の見守りサポーターが、訪

問や電話により安否確認を行います。（概ね月１～２回）

安否確認で異常が確認された時は、社会福祉協議会と保健福祉課が

連携して必要な支援を行います。

緊急時に対応するため、見守り事業の対象となる方には、あらかじめ親

族等の緊急連絡先をお聞きしています。

＜問い合わせ＞

●月形町保健福祉課高齢者支援係

 ５３－３１５５

●月形町社会福祉協議会

 ５３－２９２８
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No 施設名 設置個所 自動水栓取付基数

1階職員通用口側トイレ手洗い場 1基

2階男子トイレ手洗い場 1基

2階女子トイレ手洗い場 2基

3階男子トイレ手洗い場 1基

3階女子トイレ手洗い場 1基

町民サロントイレ手洗い場 1基

1階手洗い場 2基

1階トイレ手洗い場 2基

体育館トイレ手洗い場 3基

3 篠津山火葬場待合所 待合所女子トイレ手洗い場 1基

管理棟トイレ手洗い場 1基

管理棟流し台 1基

女子トイレ手洗い場 1基

男子トイレ手洗い場 1基

男子トイレ手洗い場 2基

女子トイレ手洗い場 2基

多目的トイレ手洗い場 1基

7 学童保育所 手洗い場 4基

男子トイレ手洗い場 1基

女子トイレ手洗い場 1基

身体障害者用トイレ手洗い場 1基

手洗い場 1基

男子トイレ手洗い場 2基

女子トイレ手洗い場 2基

納豆工場手洗い場 1基

10 花の里こども園 園舎手洗い場 3基

1階リハビリ室手洗い場 1基

1階男子トイレ手洗い場 2基

1階女子トイレ手洗い場 2基

1階身体障害者用トイレ手洗い場 1基

1階職員トイレ手洗い場 1基

1階検査用トイレ手洗い場 1基

2階男子トイレ手洗い場 2基

2階女子トイレ手洗い場 2基

2階身体障害者用トイレ手洗い場 1基

2階男子女子トイレ手洗い場 2基

公共施設自動水栓取付箇所一覧（令和2年9月30日現在）

1 役場庁舎

2 旧札比内小学校

4 衛生センター

5 図書館

6 総合体育館

8 保健福祉総合センター

9
旧中和小学校

（就労支援センターオプス）

11 町立病院
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No 施設名 設置個所 自動水栓取付基数

男子トイレ手洗い場 2基

女子トイレ手洗い場 2基

身体障害者用トイレ手洗い場 1基

休憩所前流し台 1基

男子トイレ手洗い場 1基

女子トイレ手洗い場 2基

1階男子トイレ手洗い場 2基

1階女子トイレ手洗い場 2基

1階身体障害者用トイレ手洗い場 1基

2階女子トイレ手洗い場 4基

2階女子トイレ手洗い場 1基

2階男子トイレ手洗い場 4基

2階男子トイレ手洗い場 1基

宿泊風呂前男子トイレ手洗い場 1基

宿泊風呂前女子トイレ手洗い場 1基

2階会議室前男子トイレ手洗い場 1基

2階会議室前女子トイレ手洗い場 1基

2階会議室前身体障害者用トイレ手洗い場 1基

手洗い場 3基

事務所流し台 1基

男子トイレ手洗い場 1基

女子トイレ手洗い場 1基

17 市南福祉会館 トイレ手洗い場 1基

18 南地区広域集落会館 男子トイレ手洗い場 1基

19 昭栄開拓婦人ホーム トイレ手洗い場 1基

20 南耕地集落会館 トイレ手洗い場 1基

手洗い場① 2基

手洗い場② 2基

トイレ手洗い場① 4基

トイレ手洗い場② 1基

12 保養センター

13 温泉ホテル本館

15 多目的アリーナ

16 野球場

21 旧知来乙小学校

14
温泉ホテル別館
（旧はな工房）

16



17


