
＜通帳印字名称一覧＞

No. 所属名称 通帳印字（アイウエオ順）

1 教育委員会教育部企画総務課青葉中学校 チトセシアオバチユウ

2 教育委員会教育部企画総務課泉沢小学校 チトセシイズミサワシヨウ

3 市民環境部国保医療課医療助成係 チトセシイリヨウジヨセイ

4 会計室会計課 チトセシカイケイカ

5 保健福祉部高齢者支援課介護認定係 チトセシカイゴニンテイ

6 保健福祉部高齢者支援課介護保険係 チトセシカイゴホケン

7 産業振興部産業支援室開発振興課 チトセシカイハツシンコウカ

8 産業振興部産業支援室科学技術振興課 チトセシカガクギジユ

9 教育委員会教育部学校教育課 チトセシガツコウキヨウイ

10 教育委員会教育部学校指導課 チトセシガツコウシドウ

11 市民環境部環境課 チトセシカンキヨウカ

12 観光スポーツ部観光課 チトセシカンコウカ

13 監査委員監査課 チトセシカンサカ

14 監査委員主幹（技術担当） チトセシカンサギジユツ

15 議会事務局議事課 チトセシギカイギジカ

16 議会事務局総務課 チトセシギカイソウムカ

17 企画部主幹（アイヌ政策推進担当） チトセシキカクアイヌ

18 企画部企画課 チトセシキカクカ

19 総務部参事（危機管理担当） チトセシキキカンリ

20 総務部危機管理課 チトセシキキカンリカ

21 産業振興部産業支援室企業振興課 チトセシキギヨウシンコウ

22 企画部基地政策課 チトセシキチセイサクカ

23 保健福祉部救急医療課 チトセシキユウキユウイリヨ

24 消防救急課 チトセシキユウキユウカ

25 教育委員会教育部学校給食センター チトセシキユウシヨクセンタ

26 教育委員会教育部企画総務課企画係 チトセシキヨウイクキカク

27 教育委員会教育部企画総務課施設係 チトセシキヨウイクシセツ

28 教育委員会教育部企画総務課総務係 チトセシキヨウイクソウム

29 総務部行政管理課 チトセシギヨウセイカンリ

30 企画部空港政策課 チトセシクウコウセイサクカ

31 教育委員会教育部主幹（国指定史跡担当） チトセシクニシテイシセキ

32 消防警備1課 チトセシケイビ1カ

33 消防警備2課 チトセシケイビ2カ

34 消防警防課 チトセシケイボウカ

35 総務部契約管財課 チトセシケイヤクカンザイ

36 子育て総合支援センターげんきっここどもセンター係 チトセシゲンキツコセンタ

37 保健福祉部健康づくり課 チトセシケンコウヅクリカ

38 建設部建築課 チトセシケンチクカ

39 建設部建築政策課 チトセシケンチクセイサクカ

40 建設部建築設備課 チトセシケンチクセツビカ

41 産業振興部公設卸売市場 チトセシコウセツイチバ

42 企画部交通政策課 チトセシコウツウセイサクカ

43 公平委員会事務局 チトセシコウヘイイインカイ

44 企画部広報広聴課 チトセシコウホウコウチヨウ

45 市民環境部向陽台支所 チトセシコウヨウダイ

46 教育委員会教育部企画総務課向陽台小学校 チトセシコウヨウダイシヨ

47 教育委員会教育部企画総務課向陽台中学校 チトセシコウヨウダイチユ

48 観光スポーツ部交流推進課 チトセシコウリユウスイシン

49 保健福祉部高齢者支援課高齢福祉係 チトセシコウレイフクシ

50 市民環境部国保医療課国保給付係 チトセシコクホキユウフ

51 市民環境部国保医療課国保料係 チトセシコクホリヨウ

52 市民環境部主幹（個人番号カード担当） チトセシコジンカード
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53 こども福祉部こども家庭課 チトセシコドモカテイカ

54 こども福祉部こども政策課 チトセシコドモセイサクカ

55 こども福祉部認定こども園つばさ チトセシコドモツバサ

56 こども福祉部認定こども園ひまわり チトセシコドモヒマワリ

57 こども福祉部こども療育課 チトセシコドモリヨウイク

58 教育委員会教育部企画総務課駒里小学校 チトセシコマサトシヨウ

59 教育委員会教育部企画総務課駒里中学校 チトセシコマサトチユウ

60 保健福祉部主幹（新型コロナウイルスワクチン接種担当） チトセシコロナワクチン

61 総務部財政課 チトセシザイセイカ

62 教育委員会教育部企画総務課桜木小学校 チトセシサクラギシヨウ

63 消防査察課 チトセシササツカ

64 産業振興部主幹（産業政策担当） チトセシサンギヨウセイサ

65 建設部事業庶務課 チトセシジギヨウシヨム

66 観光スポーツ部主幹（支笏湖観光担当） チトセシシコツコカンコウ

67 市民環境部支笏湖支所 チトセシシコツコシショ

68 教育委員会教育部企画総務課支笏湖小学校 チトセシシコツコシヨウ

69 子育て総合支援センター児童支援係 チトセシジドウシエン

70 教育委員会教育部企画総務課信濃小学校 チトセシシナノシヨウ

71 市民環境部市民課 チトセシシミンカ

72 保健福祉部市民健康課 チトセシシミンケンコウカ

73 市民環境部市民生活課 チトセシシミンセイカツカ

74 総務部総務課車両管理係 チトセシシヤリヨウカンリ

75 建設部市営住宅課 チトセシジユウタクカ

76 市民環境部国保医療課収納係 チトセシシユウノウ

77 教育委員会教育部企画総務課祝梅小学校 チトセシシユクバイシヨウ

78 教育委員会教育部生涯学習課 チトセシシヨウガイガク

79 保健福祉部障がい者支援課 チトセシシヨウガイシエン

80 産業振興部商業労働課 チトセシシヨウギヨウロウ

81 消防向陽台出張所 チトセシシヨウボウコウヨ

82 消防支笏湖温泉出張所 チトセシシヨウボウシコツ

83 消防祝梅出張所 チトセシシヨウボウシユク

84 消防総務課 チトセシシヨウボウソウム

85 消防富丘出張所 チトセシシヨウボウトミオ

86 消防西出張所 チトセシシヨウボウニシ

87 総務部職員課 チトセシシヨクインカ

88 総務部主幹（職員健康管理担当） チトセシシヨクインケンコウ

89 消防主幹（指令共同担当） チトセシシレイキヨウドウ

90 教育委員会教育部企画総務課末広小学校 チトセシスエヒロシヨウ

91 観光スポーツ部スポーツ振興課 チトセシスポーツシンコウ

92 企画部政策推進課 チトセシセイサクスイシンカ

93 教育委員会教育部青少年課 チトセシセイシヨウネンカ

94 総務部税務課 チトセシゼイムカ

95 選挙管理委員会選挙課 チトセシセンキヨカンリ

96 総務部総務課 チトセシソウムカ

97 企画部公立大学政策課 チトセシダイガクセイサ

98 教育委員会教育部企画総務課千歳第二小学校 チトセシダイニシヨウ

99 教育委員会教育部企画総務課高台小学校 チトセシタカダイシヨウ

100 保健福祉部高齢者支援課地域支援係 チトセシチイキシエン

101 教育委員会教育部企画総務課千歳小学校 チトセシチトセシヨウ

102 教育委員会教育部企画総務課千歳中学校 チトセシチトセチユウ

103 子育て総合支援センターちとせっここどもセンター係 チトセシチトセツコセンター

104 市民環境部東部支所 チトセシトウブシシヨ

105 建設部道路管理課 チトセシドウロカンリカ
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106 建設部道路建設課 チトセシドウロケンセツカ

107 建設部都市整備課 チトセシトシセイビカ

108 教育委員会教育部企画総務課富丘中学校 チトセシトミオカチユウ

109 農業委員会管理課 チトセシノウギヨウイイン

110 産業振興部農業振興課 チトセシノウギヨウシンコ

111 総務部納税課 チトセシノウゼイカ

112 産業振興部農村整備課 チトセシノウソンセイビカ

113 市民環境部廃棄物対策課 チトセシハイキタイサクカ

114 市民環境部廃棄物管理課 チトセシハイキブツカンリ

115 総務部主幹（働き方改革推進担当） チトセシハタラキカイカク

116 保健福祉部主幹（PCR検査センター等担当） チトセシPCRケンサセンタ

117 教育委員会教育部企画総務課東小学校 チトセシヒガシシヨウ

118 教育委員会教育部企画総務課東千歳中学校 チトセシヒガシチトセチユ

119 保健福祉部主幹（住民税非課税世帯等給付金事業担当） チトセシヒカゼイキュウフ

120 企画部秘書課 チトセシヒシヨカ

121 教育委員会教育部企画総務課日の出小学校 チトセシヒノデシヨウ

122 保健福祉部福祉課 チトセシフクシカ

123 教育委員会教育部文化施設課 チトセシブンカシセツカ

124 総務部防災学習交流施設 チトセシボウサイシセツ

125 教育委員会教育部企画総務課北栄小学校 チトセシホクエイシヨウ

126 教育委員会教育部企画総務課北進小学校 チトセシホクシンシヨウ

127 教育委員会教育部企画総務課北進中学校 チトセシホクシンチユウ

128 教育委員会教育部企画総務課北斗中学校 チトセシホクトチユウ

129 教育委員会教育部企画総務課北陽小学校 チトセシホクヨウシヨウ

130 保健福祉部母子保健課 チトセシボシホケンカ

131 教育委員会教育部埋蔵文化財センター チトセシマイゾウブンカ

132 企画部まちづくり推進課 チトセシマチヅクリ

133 教育委員会教育部企画総務課緑小学校 チトセシミドリシヨウ

134 教育委員会教育部企画総務課みどり台小学校 チトセシミドリダイシヨ

135 教育委員会教育部企画総務課勇舞中学校 チトセシユウマイチユウ

136 消防予防課 チトセシヨボウカ
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