
納期内納税にご協力をお願いします！

【問い合わせ】　役場税務課

℡４４－３３８４（税務課直通・IP 電話も同じ）

公    

　表

一般廃棄物処分手数料収納事務の委託について

　
　地方自治法施行令第 158 条第１項の規定によ
り、次の者に一般廃棄物処分手数料収納事務を
委託したので、同条第２項の規定により公表す

る。

　平成 27 年３月 26 日

　　　　　　　　　積丹町長　松　井　秀　紀

１．委託した者の住所及び氏名

　住所  積丹郡積丹町大字美国町字小泊 224 番地
　氏名  ㈱菊地組　代表取締役社長　村　木　　靖

２．委託期間

　自 平成27年４月１日 ～ 至 平成28年３月31日

一般廃棄物処理手数料収納事務の委託について

　
　地方自治法施行令第 158 条第１項の規定によ
り、次の者に一般廃棄物処理手数料収納事務を
委託したので、同条第２項の規定により公表す

る。

　平成 27 年３月 26 日

　　　　　　　　　積丹町長　松　井　秀　紀

１．委託した者の住所及び氏名

　住所　積丹郡積丹町大字美国町字大沢 313 番地
　氏名　積丹町商工会　会長　山　本　俊　三

２．委託期間

　自 平成27年４月１日 ～ 至 平成28年３月31日

１ 国民健康保険税の
　 軽減対象世帯の拡大

　４月の第２回町議会臨時会で、町税条例等
の一部が改正されましたので、そのポイント
についてお知らせします。

　所得の低い方の負担を軽減するため、
国保税を減額する世帯の所得基準を見
直し、国保税を５割又は２割軽減する
世帯の範囲を拡大しました。
　なお、国保税が減額となった世帯に
ついては、７月 10 日に送付予定の国民
健康保険税納税通知書で確認すること
ができます。

３ 軽自動車税の変更

車　種　区　分 現　行 平成 28 年度から

原動機付自転車

50cc 以下 1,000 円 2,000 円

50cc 超～ 90cc 以下 1,200 円 2,000 円

90cc 超～ 125cc 以下 1,600 円 2,400 円

ミニカー 2,500 円 3,700 円

２輪の小型自動車（250cc 超～） 4,000 円 6,000 円

軽自動車
２輪（125cc 超～ 250cc 以下） 2,400 円 3,600 円

専ら雪上を走行するもの 2,400 円 3,000 円

小型特殊自動車
農耕作業用 1,600 円 2,000 円

そ の 他 4,700 円 5,900 円

町税等の改正について

（1）「オートバイ等」に対する税率の引上げ時期が、平成 27 年 
　　度から平成 28 年度に１年間延期されました

（2）環境に優しい軽自動車について、平成 28 年度の税率が軽減
　　されます。

２ たばこ税の変更

　エコー・わかば等の ｢ 旧３級品 ｣ の
たばこに係る特例税率が段階的に廃止
され、一般のたばこの税率と同率にな
ります。
　なお、たばこの税率は平成 28 年 4 月
から平成 31 年 4 月まで毎年段階的に引
き上げられます。

区分 対　象　車 軽減割合（概ね）

乗　用

電気自動車等 ７５％

平成 32 年度燃費基準 +20％達成車 ５０％

平成 32 年度燃費基準達成車 ２５％

貨物用

電気自動車等 ７５％

平成 27 年度燃費基準達成車 +35％達成車 ５０％

平成 27 年度燃費基準達成車 +15％達成車 ２５％

平成27年度 町税の納税通知書を送付します

　平成 27 年度の町税納税通知書を５月 11 日（月）に送付する予定です。なお、町の税システムの

更新に伴い、次の点が変更になりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

１　送付する納税通知書及び納付書の様式が変更になります。

２　これまでは、すべての納税通知書及び納付書をまとめて送付していましたが、税目や納税義務

　者ごとに分けての郵送となります。

※平成 27 年４月から平成 28 年３月までに新規登録された３輪以上

の軽自動車に限ります。

１　送付する納税通知書及び納付書の様式が変更になります。

２　これまでは、すべての納税通知書及び納付書をまとめて送付していましたが、税目や納税義務２　これまでは、すべての納税通知書及び納付書をまとめて送付していましたが、税目や納税義務

　者ごとに分けての郵送となります。
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農林水産課長　西川　源

臨時公務補兼運転技術員　住吉　賢

※北海道へ派遣

主　事　高橋　野亜

技　師　瀬川　恭平

主　事　須貝　洋介

主査事務取扱（西川源）

主　査　赤石　　孝

(山崎　英幸)

産業交流雇用対策推進施設長

臨時事務補　成田　尊子

主　査　上田　貴鋭
※北海道派遣職員

主　査　松谷　太志

主　査　中村　倫子

主　査　杉野　信一

主　査　梶浦　正寛

技師補  東出 卓也
保健師（山崎　美穂）

積丹町行政機構図　（平成27年4月1日　現在） ※(　)は兼務・併任

会計管理者　笠谷　誠
階層別内訳 出納室長（笠谷　誠）

名

町　長 名
主　査　播磨　美代

副町長 名 総務課長　澤田　　哲

教育長 名 主　査　高野　晴美

課職員 名

特別職　計 名
主　査　平畠　恵治

課長職 名
主　査　山口　靖二主査・係長職

臨時主任事務補　鎌田　千賀雄
余別支所長（澤田　　哲）一般職　計 名 臨時主任事務補　宮田　義孝

特別・一般職員　計 名 臨時主任事務補　吉田　眞治
入舸支所長（澤田　　哲）

嘱託・臨時・ﾊﾟｰﾄ 計

嘱託職員 名 臨時主任事務補　坂野　武彦

　   派遣職員３名は含まない

臨時・パート 名
企画課長　加藤　浩文

総  合  計 名

(注) 一般職には北海道からの

名

税務課長　中野　安秀

主　査　福井　　馨

（子育て支援対策担当）

主　査　岩間　雅紀

町　長　松井　秀紀
主　査　長谷川　訓

※北海道派遣職員

主　査　石田由紀子

主　査　下山　達也

主　査　石田　弘美

主　査　成田　守寿

主　査　藤木和歌子

※北海道派遣職員

主　査　佐藤　　理

主　査　上田　玄洋

主　査　古川　賢一

技　師　船田　健三 臨時事務補　能代谷　仁美

(嘱託職員)午耒　勇人

主  事　福田　将人

事務補　小原　準平

主　事　松村　翔太

(嘱託職員)河村　博

保健師　山崎　美穂

主事補　熊谷　卓思

技師補(社会福祉士)（東出 卓也）　

※労働組合専従（休職）

※後志広域連合へ派遣

主　査　川村　暁義

臨時職員　吉田　志乃

建設課長　長谷川優史

臨時事務主任　能代谷　教雄
臨時職員　藤丸　利架子

環境生態系保全技術指導員

地域包括支援センター所長

（畑谷　順治）

臨時職員　藤田　まき子

臨時給食員　馬場　晶子

保育士　野宮　香織
保育士　菊谷　奈津美

保育士　藤野　ゆかり

副町長　奥山　均

臨時事務補　松谷　英樹

商工観光課長　山崎　英幸

臨時保育士　眞酒谷　華奈

臨時医療事務員　遠藤　明美
臨時事務補　成田　公子

びくに保育所長　坂野　宏行

みなと保育所長 (坂野　宏行) 保育士　嶋田　真希 臨時保育補助員　戸松　紀子

子育て支援ｾﾝﾀｰ長 (坂野　宏行) 保育士　藤村　　崇

保育士　﨑山　浩世
保育士（藤村　崇）

国民健康保険診療所長 

臨時保育補助員　野澤　千尋

診療、薬剤科
技師(看護師)　船田　美子

（社会教育主事）

嘱託医師 高橋 壯之祐
事務局長　小澤　俊一 事務係長(小澤　俊一)

特別支援教育支援員　横山　　悟

教育長　十河　昌寛

〔積丹町教育委員会〕

技　師　阿部　　剛

主　査　木田　光昭 主事補　成田　友亮

書　記 (播磨　美代)

書　記（松浦あかり）

書　記（松村　翔太）

（社会教育主事）

農地係長　(工藤　紀子）

振興計画係長　(工藤　紀子）

庶務係長（菊谷祐二）

生涯学習推進ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
(嘱託職員)　山本　光廣

主　査　　和島　　厚

書記長　(澤田　　哲)

〔積丹町農業委員会〕 事務局長 (西川　　源)

書　記 (高野　晴美)

書　記 (平畠　恵治)

庶務係長　工藤　紀子

〔積丹町選挙管理委員会〕

〔積丹町監査委員事務局〕 監査係長 （菊谷祐二） 書　記 (下山　りな)

臨時事務補　荻野　衛

学校給食ｾﾝﾀ-長（白濱　孝俊）

海洋ｾﾝﾀｰ所長 （白濱　孝俊）

事務局長 （菊谷 祐二）

主　査　（丹場　康雄）

主　事　下山　りな
主　事 (下山　りな)

〔積丹町議会事務局〕 事務局長　菊谷　祐二
議事係長（菊谷祐二）

臨時小学校清掃員　柏崎　洋子

臨時教員　中丸　修平

臨時小学校清掃員　郷六　昌子

特別支援教育支援員　川村　みなみ

主　査　丹場　康雄生涯学習課長（白濱　孝俊）

学校教育課長　白濱　孝俊

技師(看護師)　佐藤　しほり

保健師　後藤　沙耶
主　事　大地　奈津子

事務補　長内　政樹
高齢者生産活動支援員

臨時事務補　藤木　幸子

技師補(准看護師) 入江 美紀子

技師補  大庭 果南子

臨時保育補助員　大保　文恵
臨時保育補助員　橋場　美月

臨時事務補　古川　美津子
臨時監視業務員　安宅　紀博

臨時職員　山田　優樹
臨時職員　笠井　郁子
臨時職員　北島　絹子
臨時職員　藤田　昌子
臨時職員　山田　和子
臨時職員　上山　津奈子

(岬の湯しゃこたん)

臨時職員　住吉　　到
臨時職員　木村　美保子
臨時職員　山本　ゆみ

事務補　松浦　あかり

主　事　金子　昌弘

主　事　大庭　光揮
臨時公務補　加藤　はる子

臨時主任　佐藤　秀樹

臨時職員　阿部　恭子

臨時運転技術員兼公務舗　澤田　隆之
臨時運転技術員兼公務舗　尾本　　淳
臨時運転技術員兼公務舗　木村　昭人
臨時運転技術員兼公務舗　福井　慎也

技 師(介護福祉士) 石岡　公淑

臨時主任　大島　俊行

保健師　佐藤亜希子

主　事　槙野　弘樹

臨時公務補兼運転技術員　土屋　重孝

臨時公務補兼運転技術員　加藤　明弘

技師補(准看護師) (入江　美紀子)　
技師補(社会福祉士)（大庭　果南子）　

主事補（社会福祉士）谷本　裕紀

住民福祉課長  畑谷　順治

主　査　原　　尚美

臨時職員　藤田  和利

（
平
成
27
年
４
月
22
日
現
在
）

※（ ）は兼務・併任
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