農地の流動化対策に関すること
農業者の担い手育成・確保に関すること
農業情報の提供に関すること

選挙事務の管理執行に関すること

監査・検査・審査等に関すること
町村等監査委員協議会に関すること

℡【幕】54-2111
農用地の転用と許可に関すること
農業者年金に関すること
農地相談に関すること

図書館の管理・運営等に関すること

組合の組織運営に関すること

消防計画、火災・災害の予防に関すること

危険物に関する業務、消防設備指導、建築
同意、消防財産の管理に関すること、署・
団の運営管理

救急救助業務、消防機械等の管理、通信施
設の維持管理、消防計画、災害の警戒防御
に関すること

救急救助業務、消防機械等の管理、消防
計画、災害の警戒防御、危険物に関する
業務、消防設備指導、建築同意に関する
こと、署・団の運営管理

救急救助業務、消防機械等の管理、消防
計画、災害の警戒防御、危険物に関する
業務、消防設備指導、建築同意に関する
こと、署・団の運営管理

災害の警戒防御

次長 高橋修二 課長 土井弘文 課長 近藤慎哉 課長 田中弘樹 支署長 西川浩之 支署長 新保勝夫
℡【幕】57-2320
℡【忠】
８-2250 ℡【幕】56-2419

農用地の転用と許可に関すること
農業者年金に関すること
農地相談に関すること

糠内分遣所
札内支署
忠類支署
警防課
消防課
警防課
総務課

生涯学習に関すること
文化財に関すること
社会教育施設・体育施設の設置・管理に関すること
文化・芸術の振興に関すること

学校給食に関すること
学校給食センターの管理・整備に関すること

℡【忠】８-2582

住民票・印鑑証明書等の発行に関すること
町税・使用料などの収納に関すること

国民健康保険・医療費の助成に関すること
国民健康保険税の課税に関すること
高齢者医療に関すること
国民年金に関すること
戸籍・住民基本台帳に関すること
防災・防犯・公害・交通安全対策に関すること
環境衛生に関すること

高齢者在宅サービスに関すること
介護保険に関すること
健康相談・健（検）診に関すること
栄養指導に関すること
保健医療に関すること
高齢者虐待に関すること

難病患者の福祉に関すること
障害者福祉に関すること
発達支援センターの管理運営に関すること
高齢者福祉（福祉バス・施設・団体等）に関すること
福祉バスの運行および管理に関すること
生活困窮者福祉に関すること
ＤＶに関すること

児童福祉・ひとり親福祉に関すること
児童虐待防止・子どもの権利に関すること
児童手当・児童扶養手当に関すること
保育所・子育て支援センター・学童保育所の管理運営に
関すること

公営住宅の入居申請に関すること
公営住宅の建設・建て替え・維持管理に関すること
建築の指導・相談に関すること
公共施設の調査・設計・建設に関すること
土地区画整理事業に関すること
都市計画法等による開発行為に関すること
都市計画道路・都市公園緑地事業の計画と事業に関すること
都市計画の企画・推進・決定に関すること
道路の認定に関すること
道路・河川の占用に関すること
道路・橋梁・河川の工事・維持管理に関すること
道路の維持管理および修繕に関すること
道路除排雪に関すること
公園およびパークゴルフコースの維持管理に関すること

水道施設の建設・維持管理に関すること
下水道の計画・個別排水事業の整備と維持管理に関すること
水道・下水道使用料金等に関すること

℡【幕】54-6608
事務局長 石野郁也

議員の福利厚生に関すること
本会議の議案、陳情、請願に関すること
会議録の作成、保管に関すること
議会だよりの発行に関すること
議場その他の会議室の管理に関すること

参事 山端広和
℡【幕】54-6610

℡【忠】８-2111
ひとり親福祉・障害者福祉に関すること
高齢者福祉・児童福祉に関すること
介護保険に関すること
栄養指導に関すること
保健医療に関すること

農業・畜産・林業の振興に関すること
土地改良・土地基盤整備に関すること
道路の維持管理に関すること
道路除排雪に関すること
公園の維持管理に関すること
公営住宅に関すること
水道・下水道・個別排水処理施設に関すること

儀式・表彰に関すること
学校教育施設の設置・管理等に関すること
職員の研修・人事に関すること
学校教育に関すること
スクールバスの運行に関すること

課長 湯佐茂雄
℡【幕】54-2006
℡【忠】８-2201

税金・使用料等の収納、支払いに関すること
現金・物品の出納保管に関すること

課長 山本 充
℡【幕】54-6601
℡【幕】54-6602

℡【幕】54-6625

課長 川瀬康彦
℡【幕】54-2006

土地改良事業に関すること
土地改良施設の維持管理に関すること

課長 合田利信
℡【幕】54-3811

事務局長 高橋宏邦

課長 天羽 徹
℡【忠】
８-2111

忠類地域住民会議に関すること
住民活動・行政区に関すること
広報広聴活動に関すること
人事・給与・財政・財務に関すること
財産の管理に関すること
地籍調査に関すること
町税に関すること
国民健康保険に関すること
国民年金に関すること
戸籍・住民基本台帳に関すること
防犯、公害、交通安全対策に関すること
防災に関すること
環境衛生に関すること
現金・物品の出納保管に関すること
商工業の振興に関すること
企業誘致に関すること
観光・労政・消費者相談に関すること

課長 金田一宏美
℡【忠】８-2910

商工業の振興に関すること
企業誘致に関すること
観光に関すること
労政・消費者相談に関すること

保健福祉センター

課長 新居友敬
℡【幕】54-3811

署長 佐藤 繁
℡【幕】54-2434
所長 妹尾 真 館長 林 隆則
℡【幕】54-2125 本館℡【幕】54-4488
忠類学校 札内℡【幕】56-4888
給食センター 忠類℡【忠】８-2930
ふれあいセンター福寿

農業・畜産の振興に関すること
林業の振興に関すること
町営牧場の運営に関すること
農業制度資金に関すること

保健福祉センター

課長 杉崎峰之
℡【幕】54-3811

事務局
課長 小野晴正
℡【忠】
８-2111

税・使用料などの収納に関すること
戸籍、住民票、印鑑証明に関すること
国民年金や国保の届け出に関すること

保健福祉センター

事務局
生涯学習課

℡【幕】57-2171

町民税の課税に関すること
固定資産の評価・課税、軽自動車税の課税に関すること
町税等の収納、税外諸収入金に関すること

課長 笹原敏文
℡【幕】54-6623

人事・給与・表彰等に関すること
財政・財務に関すること
財産の取得・管理・処分に関すること
地籍調査に関すること

課長 寺田 治
℡【幕】54-6622

総合計画・総合調整に関すること
住民活動・行政区・パークゴルフに関すること
広報広聴活動に関すること
電子計算機・統計調査に関すること

課長 坂井康悦
℡【幕】54-6624

忠類支局
学校教育課

℡【幕】57-2711

駒畠出張所

企画情報担当

事務局
経済建設課

課長 澤部紀博
℡【幕】54-6626

町民課

幕別消防署
図書館
保健福祉課

幕別学校
給食センター
地域振興課

課長 坂口惣一郎
℡【幕】54-2111
課長 萬谷 司
℡【幕】54-6607

保健課

選挙管理
委員会
℡【幕】54-2912

事務局

課長 岡田直之
℡【幕】54-6606
課長 川瀬吉治
℡【幕】54-6605
課長 武田健吾 課長 中川輝彦 所長 阿部麗子
農業担い手
℡【幕】56-2111
支援センター
℡【幕】54-6608 ℡【幕】54-6603 ℡【幕】57-2140
℡【幕】54-6604
事務局長 廣瀬紀幸

福祉課

監査委員
忠類総合支所

事務局
こども課

農業委員会
東十勝消防本部
山岸伸雄
教育部長
伊藤博明
忠類総合支所長

出納室会計課
都市施設課

仲上雄治
消防長

修一
田村
教育長

【忠類総合支所】

東十勝消防事務組合

【教育委員会】

商工観光課 土地改良課
農林課
農業振興担当
札内支所
糠内出張所
税務課
土木課

総務課
水道課

原田雅則
会計管理者
田井啓一
経済部長

会計管理者
経済部
札内支所
総務部
企画室
民生部
建設部
水道部

俊彦

羽磨知成
札内支所長
菅野勇次
総務部長
細澤正典
企画室長

川瀬

【本庁】
（平成27年５月15日現在）

幕別町行政機構図

境谷美智子
民生部長
須田明彦
建設部長
須田明彦
水道部長

副町長

議会

晴義

議会事務局長 野坂正美

飯田

市外局番【幕】0155
【忠】01558

長
町

