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第３章 機構及び事務分掌 

大町市民生部福祉課・子育て支援課・（八坂支所・美麻支所）機構図 （平成 27 年 4月 1日現在） 

 
 

◆指定管理施設 
大町市総合福祉センター 八坂総合福祉センター 

美麻総合福祉センター 大町市ふれあいプラザ 
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 事務分掌  ○内は兼務職員数、（ ）内は嘱託職員又は臨時職員数、〈 〉内は産休又は育休職員で、 

           いずれも外数 

課名 係名 職員数 事務内容 

福祉課 

庶務係 
2 

④ 

 1. 福祉関係法による予算経理に関すること。 

 2. 措置・援護金品の保管及び支払いに関すること。 

 3. 福祉関係基金の運用管理に関すること。 

 4. 生活保護の開始、変更、廃止等の通知に関すること。 

 5. 大町市総合福祉センターに関すること。 

 6. 日赤及び奉仕団に関すること。 

 7. 民生・児童委員に関すること。 

 8. 災害救助及び災害弔慰金、災害援護資金等に関すること。 

 9. 旧軍人、遺族の恩給及び援護に関すること。 

10. 戦傷病者、戦没者遺族及び引揚者の援護に関すること。 

11. 社会福祉法人に関すること。 

12. 行路死病人の取扱いに関すること。 

13. 法定外の援護に関すること。 

14. 地域福祉の振興に関すること。 

15. 社会福祉関係団体との調整及び指導に関すること。 

16. 課内の庶務に関すること。 

17. 八坂総合福祉センターに関すること。 

18. 美麻総合福祉センターに関すること。 

福祉係 8 

 1. 生活保護法による保護の決定及び実施に関すること。 

 2. 知的障害者福祉法に関すること。 

 3. 身体障害者福祉法に関すること。 

 4. 精神保健・精神障害者福祉法に関すること。 

 5. 障害者自立支援法に関すること。 

 6. 社会福祉関係団体の育成指導に関すること。 

 7. 日常生活用具の給付、タクシー券の交付等障がい者の地域生活支援に関  

    すること。 

 8. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による障害児福祉手当及 

   び特別障害者手当の支給に関すること。 

 9. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関す 

   る法律第 14条の規定による支援給付に関すること。 

10. 福祉の啓発に関すること。 

11. その他要援護者の福祉に関すること。 

高齢者・ 

介  護 

保 険 係 

3 

① 

（2） 

 1. 老人福祉法に関すること。 

 2. 高齢者福祉の企画及び調整に関すること。 

 3. 高齢者福祉の啓蒙事業に関すること。 

 4. 陶芸の家の管理運営に関すること。 

 5. シルバー人材センターの指導育成に関すること。 

 6. ふれあいプラザに関すること。 

 7. 高齢者の社会参加促進、教養活動、健康増進に関すること。 

 8. 敬老祝賀事業に関すること。 

 9. 介護予防、生活支援に関すること。 

10. 介護保険に関すること。 

地域包括 

支  援 

センター 

4 

① 

（2） 

 1. 介護予防ケアマネジメントに関すること。 

 2. 高齢者の総合相談支援に関すること。 

 3. 高齢者の虐待防止、権利擁護に関すること。 

 4. 包括的・継続的マネジメントに関すること。 

社会就労 

 

センター 

(8) 
 1. 社会福祉法による家庭授産、施設授産に関すること。 

 2. 施設の管理及び運営に関すること。 

美麻福祉 

企  業 

センター 

1 

(6) 

 1. 社会福祉法による家庭授産、施設授産に関すること。 

 2. 施設の管理及び運営に関すること。 
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課名 係名 職員数 事務内容 

子育て

支援課 

児童係 3 

 1. 保育所の管理及び運営に関すること。 

 2. 保育所等施設整備に関すること。 

 3. 保育所の給食及び食育に関すること。 

子育て 

支援係 

4 

(4) 

 1. 児童、母子、父子及び寡婦の福祉に関すること。 

 2. 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当に関すること。 

 3. 児童遊園地に関すること。 

 4. 障害児福祉及び重度心身障害児福祉手当に関すること。 

 5. 児童クラブに関すること。 

 6. 社会福祉関係団体の育成指導に関すること。 

 7. 母子通園訓練所あゆみ園に関すること。 

 8. 要保護児童対策地域協議会に関すること。 

 9. ドメスティック・バイオレンス、児童虐待に関すること。 

10. 里親、里子に関すること。 

11. 知的及び身体障害児福祉に関すること。 

12. 出産祝い金に関すること。 

13. 子育て支援センターに関すること。 

14. 病後児保育に関すること。 

15. 家庭児童相談室に関すること。 

16. 子ども・子育て支援事業計画に関すること。 

17. こんにちは赤ちゃん訪問事業に関すること。 

18. 女性の福祉に関すること。 

19. 課内の庶務に関すること。 

保育所 
48 

(92) 
 1. 保育に関すること。 

児  童 

センター 

1 

(3) 
 1. 児童センターに関すること。 

課名 係名 職員数 事務内容（福祉関係のみ） 

八 坂 

支 所 
民生係 

4 

(1) 

 1. 障害者福祉に係る申請の受付に関すること。 

 2. 老人福祉に係る申請の受付に関すること。 

 3. 生活保護に係る申請の受付に関すること。 

 4. 児童福祉に係る申請の受付に関すること。 

 5. 福祉関係団体に関すること。 

 6. 生活習慣病予防に関すること。 

 7. 日赤奉仕団分団に関すること。 

 8. 地区民生児童委員協議会に関すること。 

 9. 母子健康手帳の交付に関すること。 

10. 保健衛生団体に関すること。 

11. 保健・衛生に係る法令等に基づく申請の受付に関すること 

12. 八坂保健センターに関すること。 

13. 介護支援相談の実施に関すること。 

14. 要援護高齢者等の実態把握に関すること。 

美 麻 

支 所 
民生係 

3 

(2) 

 1. 障害者福祉に係る申請の受付に関すること。 

 2. 老人福祉に係る申請の受付に関すること。 

 3. 生活保護に係る申請の受付に関すること。 

 4. 児童福祉に係る申請の受付に関すること。 

 5. 福祉関係団体に関すること。 

 6. 生活習慣病予防に関すること。 

 7. 日赤奉仕団分団に関すること。 

 8. 地区民生児童委員協議会に関すること。 

 9. 母子健康手帳の交付に関すること。 

10. 保健衛生団体に関すること。 

11. 保健・衛生に係る法令等に基づく申請の受付に関すること 

12. 美麻保健センターに関すること。 

13. 介護支援相談の実施に関すること。 

14. 要援護高齢者等の実態把握に関すること。 

 


