
令和２年度第４回月形町行政区代表者会議次第（資料送付） 

 

※ 本会議につきましては、新型コロナウイルス感染症の状況を考慮し中止とさせていただきま

した。 

※ 本書のとおり資料を送付させていただきますので、ご意見・ご要望等ありましたら企画振興

課企画係までご連絡ください。 

 

 

■ 件 名 

 

 １ 行政報告について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １～３頁 

 

 ２ 令和２年第４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 

 

   今後の行事予定（１月～３月）について【企画振興課】・・・・・・・   ７頁 

 

 





１０月　４日 南幌町長選挙当選祝 南幌町

１０月　５日 町長訓示 大会議室

１０月　６日 月形刑務所公開研究授業 月形刑務所

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

人権擁護委員就任報告 応接室

１０月　９日 葬儀（内藤家） 交流センター

１０月１０日 葬儀（内藤家） 交流センター

１０月１１日 日本へら鮒釣研究会北海道地区へら鮒放流事業放流式 皆楽公園

衆議院議員いなつ久と月形の未来を語る会 交流センター

１０月１２日 絆見守り隊感謝状贈呈式 応接室

１０月１５日 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２０日 第５回月形町議会臨時会 議場

空知町村会による空知産新米知事へ贈呈 札幌市

葬儀（北地家） 円福寺

１０月２１日 葬儀（北地家） 円福寺

１０月２２日 札幌地区トラック協会岩見沢支部絵本寄贈 応接室

１０月２３日 南空知ふるさと市町村圏組合第２回理事会 岩見沢市

１０月２５日 前参議院議員伊達忠一先生桐花大綬章受章を祝う会 札幌市

１０月２６日 ほっかいどう応援セミナー 札幌市

道有林野所在市町村意見交換会 札幌市

葬儀（佐々木家） 交流センター

１０月２７日 過疎指定除外のおそれのある町村長打合せ 札幌市

葬儀（佐々木家） 交流センター

北海道町村会政策懇談会 札幌市

至　令和２年１２月２２日

行　　政　　報　　告

自　令和２年１０月　１日
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１０月２７日 情報通信基盤利用促進協議会役員会 札幌市

空知町村会第５回臨時総会 札幌市

１０月２９日 職員採用試験（面接） 委員会室

１１月　２日 第２７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　４日 月形町新規就農者激励会 大会議室

１１月　６日 月形町開町１４０年記念式典 多目的研修センター

葬儀（石田家） 札比内コミュニティセンター

１１月　７日 葬儀（石田家） 札比内コミュニティセンター

１１月　９日 第２８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

新たな過疎対策法における過疎地域の振興に関する要望 東京都

１１月１０日 葬儀（中西家） 交流センター

１１月１０日 北海道月形高等学校１学年特別授業講話 月形高校

１１月１１日 参議院議員鉢呂吉雄氏来庁 応接室

青果物集出荷貯蔵施設現地視察 青果物集出荷貯蔵施設

１１月１６日 第２９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（長谷川家） 円福寺

１１月１７日 冬の交通安全運動街頭指導（１８日まで） 町内

葬儀（長谷川家） 円福寺

１１月１８日 地域貢献事業感謝状贈呈式 応接室

第３０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

１１月１９日 葬儀（鹿田家） 交流センター

１１月２０日 葬儀（鹿田家） 交流センター

東京都

第３１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２３日 新穀感謝祭 樺戸神社

１１月２４日 第３２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２５日 主要３団体意見交換会 大会議室

葬儀（高畠家） 当別町

第５１回新過疎法制定実現総決起大会・令和２年度定期
総会
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１１月２６日 葬儀（高畠家） 当別町

第６回月形町議会臨時会 議場

ＩoＴセミナー 町長室

１１月２７日 笹木英二氏旭日双光章叙勲伝達 札比内

第４回庁議 大会議室

１１月３０日 葬儀（高畠家） 札幌市

石狩川流域下水道組合議会定例会 滝川市

南空知ふるさと市町村圏組合第３回理事会 岩見沢市

南空知ふるさと市町村圏組合第２回定例会 岩見沢市

１２月　２日 葬儀（渡邊家） 交流センター

１２月　３日 葬儀（渡邊家） 交流センター

１２月　４日 ＪＡ月形町新米贈呈式 応接室

月形ライオンズクラブ・月形建設業協会加湿器贈呈式 応接室

１２月　７日 葬儀（鈴木家） 交流センター

１２月　８日 第４回月形町議会定例会（９日まで） 議場

葬儀（鈴木家） 交流センター

１２月２２日 行政区代表者会議 大会議室
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期日 行事名 場所 所管

６日(水) 役場仕事始め式（５日まで休業） - 総務課

９日(土) 成人式
月形町交流セン
ター

教育委員会

１２日(火)
乗り合いハイヤー実証運行（第３期）開始
（３月13日まで）

町内一円 企画振興課

１３日(水) 無料法律相談 交流センター 保健福祉課

１９日(火) 乳幼児健診 保健センター 保健福祉課

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

７日(日) こころの健康づくり講演会 交流センター 保健福祉課

１０日(水) 無料法律相談 交流センター 保健福祉課

１６日(火) 乳幼児健診 保健センター 保健福祉課

１７日(水) 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(月) 月形高校卒業式【午前９時３０分～】 月形高校 （教育委員会）

２日(火) 第１回月形町議会定例会（１６日まで） 役場議場 議会事務局

１０日(水) 無料法律相談 交流センター 保健福祉課

上旬 こころの健康相談会 保健センター 保健福祉課

１２日(金) 月形中学校卒業式【午前９時３０分～】 月形中学校 教育委員会

１３日(土) 乗り合いハイヤー実証運行（第３期）終了 町内一円 企画振興課

１６日(火) 乳幼児健診 保健センター 保健福祉課

１９日(金) 月形小学校卒業式【午前９時３０分～】 月形小学校 教育委員会

２９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３年１月

令和３年２月

令和３年３月
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