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（新） 氏名 （前職）
［ 部長職 ］

経済部長 岡田　直之 教育部長

忠類総合支所長 川瀬　吉治 忠類総合支所
地域振興課長

札内支所長 原田　雅則 出納室長

出納室長 萬谷　司 経済部長

教育部長 山端　広和 教育部学校教育課長

［ 課長職 ］
住民福祉部こども課長 川瀬　康彦 忠類総合支所経済建設課長

経済部商工観光課長 西嶋　慎 経済部商工観光課主幹

忠類総合支所地域振興課長 亀田　貴仁 経済部商工観光課長

忠類総合支所保健福祉課長 林　隆則 議会事務局議事課長

忠類総合支所経済建設課長 髙橋　宏邦 住民福祉部こども課長

議会事務局議事課長 半田　健 忠類総合支所保健福祉課長

教育部学校教育課長 宮田　哲 教育部幕別学校給食セ
ンター所長

教育部生涯学習課長 石田　晋一
忠類総合支所経済建設課
場長兼牧場係長事務取扱
兼経済部農林課場長

教育部
幕別学校給食センター所長 鯨岡　健 教育部忠類学校給食セ

ンター業務係長

監査委員事務局長 石野　郁也 教育部生涯学習課長

［ 課長補佐職 ］
忠類総合支所経済建設課
場長兼牧場係長事務取扱
兼経済部農林課場長

廣瀬　康友 企画総務部
税務課収納係長

［ 係長職 ］
▼企画総務部
政策推進課副主幹 佐々木　哲也 企画総務部政策推進課

政策推進担当

総務課副主幹 福田　琢也 企画総務部
総務課総務係

税務課収納係長 山田　博昭 住民福祉部
保健課介護保険係長

企画総務部付 金田　恭之 忠類総合支所
経済建設課建設管理係長

▼住民福祉部
住民生活課住民係長 宮町　朋壮 建設部

都市計画課住宅係長

防災環境課地域環境係長
兼交通防犯係長 足利　優 住民福祉部

住民生活課住民係長

保健課介護保険係長 小川　淳一 企画総務部総務課副主幹

▼経済部
農林課土地改良係長 林　伸顕 建設部土木課道路河川係長

商工観光課商工労政係長 中山　仁 教育委員会教育部
学校教育課総務係長

▼建設部
土木課道路河川係長 柴田　勇司 経済部農林課土地改良係長

土木課副主幹 森　靖司 住民福祉部
防災環境課交通防犯係長

都市計画課住宅係長 大島　洋平 住民福祉部
防災環境課地域環境係長

▼忠類総合支所
経済建設課建設管理係長 庄司　慶史 忠類総合支所

経済建設課副主幹

▼教育部
学校教育課総務係長 山田　慎一 建設部土木課

管理係兼地籍係

忠類学校給食センター
業務係長 川瀬　真由美 経済部商工観光課

商工労政係長

（新） 氏名 （前職）
［ 係職 ］

▼企画総務部

政策推進課政策推進担当 勝野　真悟
忠類総合支所経済建設
課産業振興係兼牧場係
併農業委員会忠類支局
農地振興係

総務課総務係 山本　和馬 住民福祉部防災環境課
交通防犯係

同 小林　真未子 住民福祉部住民生活課
国保医療係

総務課情報管理係 菅沼　翔太 企画総務部付（新採用）

税務課住民税係 鈴木　栞 企画総務部付（新採用）

税務課資産税係 加藤　千尋 企画総務部付（新採用）

税務課収納係 九本　淳子 議会事務局
議事課庶務係

同 鷲見　駿樹 経済部農林課農政係

▼住民福祉部
住民生活課住民活動支援係 日下部　孝彦 教育部生涯学習課

社会体育係

住民生活課戸籍係兼住民係 高橋　直生　 企画総務部付（新採用）

住民生活課国保医療係 坂本　竜巳 企画総務部政策推進課
政策推進担当

同 稲垣　昂太 企画総務部税務課
住民税係

防災環境課防災危機管理係 佐々木　英行 住民福祉部住民生活課
国保医療係

同 三坂　哲史 企画総務部付（新採用）

防災環境課交通防犯係 南　敦朗 農業委員会農地振興係

福祉課障がい福祉係 上原　康美 企画総務部政策推進課
政策推進担当

こども課こども支援係 佐々木　駿輔 企画総務部総務課
情報管理係

こども課保育係 小林　夏美 教育部学校教育課
学校教育係

保健課高齢者支援係 堀　優真 企画総務部
税務課収納係

▼経済部
農林課農政係 今城　和智 忠類総合支所

地域振興課地域振興係

農林課林務係 森　孝由 忠類総合支所
保健福祉課福祉係兼保健係

農林課畜産係兼牧場係 長瀬　真人 住民福祉部福祉課
障がい福祉係

商工観光課観光係 鈴木　啓偉治 企画総務部付（新採用）

農業振興担当 佐瀨　洋美 住民福祉部住民生活課
国保医療係

▼建設部
土木課管理係兼地籍係 妹尾　真 企画総務部付

都市計画課計画係 須田　明彦 建設部土木課
管理係兼道路河川係

水道課庶務係 市川　憲一 住民福祉部住民生活課
住民活動支援係

▼忠類総合支所
地域振興課地域振興係 金野　克典 経済部農林課

畜産係兼牧場係

同 髙橋　勇喜 住民福祉部
こども課保育係

保健福祉課福祉係兼保健係 傳法　惇輝 教育部学校教育課
学校教育係兼総務係

経済建設課産業振興係兼牧
場係併農業委員会 東出　和也 住民福祉部防災環境課

防災危機管理係

▼札内支所
住民課住民係 田井　直子 企画総務部付

▼教育委員会教育部
学校教育課学校教育係 長田　麻衣子 住民福祉部こども課

こども支援係

同 上島　洋人 建設部水道課庶務係

生涯学習課社会教育係 山田　いづみ 企画総務部
税務課資産税係

生涯学習課社会体育係 佐々木　寛人 経済部農林課林務係

▼農業委員会
農地振興係 石塚　瑶人 住民福祉部保健課

高齢者支援係

▼議会事務局
議事課庶務係 笹谷　華鈴 企画総務部税務課収納係

人事異動令和元年５月20日付

町内の主なできごとと、頑張っている皆さんの姿をお伝えします！

ま ち の わ だ い

しらかば大学ナウマン校新入生歓迎会

新入生迎え楽しいひと時
　しらかば大学ナウマン校に新たに10人が入学し、新入
生歓迎会が忠類コミュニティセンターで開催されまし
た。在校生が専門科目で
日ごろ活動しているダン
スや民謡などを披露し新
入生を歓迎。ビンゴゲー
ムなども行われ、楽しい
ひと時を過ごしました。

4/17

認知症カフェ

認知症になってもこのまちで…
　３月にプレオープンした「認知症カフェ」が札内コミ
プラオープンスペースで開催されました。
　 代 表 の 江 波 拓 麿 さ ん

（介護老人保健施設あか
しや勤務）は、「介護の悩
みを共にし、不安を言い
合える場所にしたい」と
話してくれました。

4/18

農村アカデミー入校式

農業の担い手を目指して
　まくべつ農村アカデミーの第24期入校式が行われ、
中堅後継者を目指す「リーダーコース」に５人、新規学
卒者などが対象の「ニューファーマーコース」に８人、

「短期農業体験コース」に４人の計17人が入校しまし
た。
　入校式では入校生代表して、リーダーコースの三野
誠さんが「幕別農業の担い手として自信を持って農業
経営できるように励みたい」と決意を語りました。

4/23

忠類小学校交通安全教室

交通ルールを楽しく学ぶ
　忠類小学校で交通安全教室が開かれ、全校児童が交
通ルールを学びました。１・２年生は６年生と路上を歩
き、３～６年生は自転車
の走行練習。また、今年は
交通マナーにより関心を
持ってもらえるよう白バ
イの乗車体験を行い子ど
もたちも大興奮でした。

4/24
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「道の駅・忠類」ＧＷイベント

大型連休イベントに来訪続々
　道の駅・忠類前広場でＧＷイベントが開催されまし
た。ニットカフェや飲食販売のほか、２日間に渡り地元
を中心に活躍するバンド
が 演 奏 で 盛 り 上 げ て く
れました。パオくんマー
ケットでは手作りの雑貨
にたくさんの方が見入っ
ていました。

5/1
～4

MAKUBETSU  TOWN NEWS

M

AKUBETSU TOWN NEWS

まちの
わだい

第８回町長杯幕別町民パークゴルフ大会

パークゴルフで健康増進
　第８回町長杯幕別町民パークゴルフ大会（町パークゴ
ルフ協会主催）が糠内のやまびこコースで行われ、町民
60人が参加しスコアを競
いました。
　 男 性 は 津 村 政 由 さ ん

（札内桂町）、女性は伊藤
勝子さん（札内青葉町）が
優勝を果たしました。

5/12

全町一斉クリーン作戦

千住・西和・稲志別地区でごみ拾い
　町民参加による清掃活動「全町一斉クリーン作戦」
が、千住地区・西和地区・稲志別地区の３地区で行われ
町民218人が参加しました。
　参加者は約１時間かけて、ポイ捨てされたタバコや
空き缶、ペットボトルなどを丁寧に拾い集め、計580kg
のゴミを回収しました。
　多くの方のご参加ありがとうございました。

5/19

幕別技能士会

ベンチ３台を寄贈
　幕別技能士会（八巻会長）からベンチが３台寄贈され
ました。寄贈されたベンチは「ちろっとの森パークゴル
フ場」内に設置されています。
　町長は、「パークゴルフの利用者が多く、たくさんの人
に使ってもえらえる。有効に活用させていただきます。」
とお礼を述べていました。
　八巻会長は、「休憩などで多くの人に使ってもらいた
い」と話していました。

4/26

十勝牛ハンバーグ給食

ロコモコ丼が大好評！
　昨年に引き続き、サカモト食品から十勝牛ハンバー
グ（2,870個）が全小中学校の給食に無償で提供されまし
た。
　取材に行った札内南小
６年２組の齊藤結衣さん
は「ハンバーグもソース
もおいしいです」と話し
てくれました。

5/20

途別小学校田植え

33回目の伝統の田植え
　途別小学校の伝統行事である田植えが今年も行わ
れ、全校児童で「きたゆきもち」の苗を、"コロ"と呼ばれ
る道具で印をつけ植え付
けました。
　同校では毎年昔ながら
の着物とすげ笠姿で田植
えを行い、地域の伝統を
継承しています。

5/23

農業体験塾

哺乳・搾乳に挑戦
　農業体験塾は、農業と食糧の関わりに興味と理解を深
めることを目的に、毎年開催しています。今年は13人の
小学生が参加し、酪農体
験と野菜（コーン、枝豆）
の種まきを行いました。
秋には、２回目が開催予
定で、この日播いた種の
野菜を収穫します。

5/18

道の駅周辺　各施設オープン

各施設オープンに来場者にぎわう
　忠類の各施設が続々とオープ
ンし、たくさんの方で賑わいまし
た。ＰＧ場やキャンプ場も人であ
ふれ、ナウマン公園では、子どもた
ちが遊具や水遊びで大はしゃぎ。
ドッグランでも、家族連れで愛犬
がのびのびと走り回る姿が見られ
ました。

4/27
～28
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