
会計機関の官職名称変更等について（お知らせ） 

 

 平成２７年３月２６日から、陸上自衛隊の一部の会計機関の官職名称が廃止、若しくは 

変更になりました。契約書、請求書等の記載にご注意ください。 

細部は変更された会計隊（派遣隊）へご確認ください。 

 

北部方面会計隊 

駐・分屯地 旧名称 廃止・変更名称 

南恵庭 
分任資金前渡官吏第３２６会計隊長 廃止 

分任契約担当官第３２６会計隊長 分任契約担当官第３２３会計隊南恵庭派遣隊長 

北恵庭 
分任資金前渡官吏第３３０会計隊長 廃止 

分任契約担当官第３３０会計隊長 分任契約担当官第３２３会計隊北恵庭派遣隊長 

幌別 
分任資金前渡官吏第３３１会計隊長 廃止 

分任契約担当官第３３１会計隊長 分任契約担当官第３２３会計隊幌別派遣隊長 

丘珠 
分任資金前渡官吏第４２３会計隊長 廃止 

分任契約担当官第４２３会計隊長 分任契約担当官第３２５会計隊丘珠派遣隊長 

倶知安 
分任資金前渡官吏第３３３会計隊長 廃止 

分任契約担当官第３３３会計隊長 分任契約担当官第３２５会計隊倶知安派遣隊長 

鹿追 
分任資金前渡官吏第４０３会計隊長 廃止 

分任契約担当官第４０３会計隊長 分任契約担当官第３７４会計隊鹿追派遣隊長 

岩見沢 
分任資金前渡官吏第３２７会計隊長 廃止 

分任契約担当官第３２７会計隊長 分任契約担当官第３４５会計隊岩見沢派遣隊長 

美唄 
分任資金前渡官吏第４３５会計隊長 廃止 

分任契約担当官第４３５会計隊長 分任契約担当官第３４５会計隊美唄派遣隊長 

稚内 
分任資金前渡官吏第４３９会計隊長 分任資金前渡官吏第３４２会計隊稚内派遣隊長 

分任契約担当官第４３９会計隊長 分任契約担当官第３４２会計隊稚内派遣隊長 

静内 
分任資金前渡官吏第４３２会計隊長 廃止 

分任契約担当官第４３２会計隊長 分任契約担当官第３２４会計隊静内派遣隊長 

別海 
分任資金前渡官吏第４２４会計隊長 廃止 

分任契約担当官第４２４会計隊長 分任契約担当官第３７７会計隊別海派遣隊長 

留萌 
分任資金前渡官吏第３４６会計隊長 廃止 

分任契約担当官第３４６会計隊長 分任契約担当官第３４３会計隊留萌派遣隊長 

 



東北方面会計隊 

駐・分屯地   旧名称 廃止・変更名称 

霞目 
分任資金前渡官吏第３９９会計隊長 廃止 

分任契約担当官第３９９会計隊長 分任契約担当官第４１６会計隊霞目派遣隊長 

大和 
分任資金前渡官吏第３９０会計隊長 廃止 

分任契約担当官第３９０会計隊長 分任契約担当官第３８１会計隊大和派遣隊長 

弘前 
分任資金前渡官吏第４２７会計隊長 廃止 

分任契約担当官第４２７会計隊長 分任契約担当官第３８０会計隊弘前派遣隊長 

郡山 
分任資金前渡官吏第３７８会計隊長 廃止 

分任契約担当官第３７８会計隊長 分任契約担当官第３８７会計隊郡山派遣隊長 

岩手 
分任資金前渡官吏第３８９会計隊長 分任資金前渡官吏第３８４会計隊岩手派遣隊長 

分任契約担当官第３８９会計隊長 分任契約担当官第３８４会計隊岩手派遣隊長 

 

 

東部方面会計隊 

駐・分屯地 旧名称 廃止・変更名称 

東立川 
分任資金前渡官吏第３０７会計隊長 

廃止 
分任契約担当官第３０７会計隊長 

新町 
分任資金前渡官吏第３３９会計隊長 

廃止 
分任契約担当官第３３９会計隊長 

宇都宮 
分任資金前渡官吏第３３４会計隊長 分任資金前渡官吏第４０６会計隊宇都宮派遣隊長 

分任契約担当官第３３４会計隊長 分任契約担当官第４０６会計隊宇都宮派遣隊長 

霞ヶ浦 
分任資金前渡官吏第４１３会計隊長 分任資金前渡官吏第３４１会計隊霞ヶ浦派遣隊長 

分任契約担当官第４１３会計隊長 分任契約担当官第３４１会計隊霞ヶ浦派遣隊長 

新発田 
分任資金前渡官吏第３８２会計隊長 分任資金前渡官吏第３７９会計隊新発田派遣隊長 

分任契約担当官第３８２会計隊長 分任契約担当官第３７９会計隊新発田派遣隊長 

松本 
分任資金前渡官吏第３３５会計隊長 分任資金前渡官吏第３７９会計隊松本派遣隊長 

分任契約担当官第３３５会計隊長 分任契約担当官第３７９会計隊松本派遣隊長 

駒門 
分任資金前渡官吏第４１０会計隊長 

廃止 
分任契約担当官第４１０会計隊長 

板妻 
分任資金前渡官吏第４２０会計隊長 

廃止 
分任契約担当官第４２０会計隊長 

 



東部方面会計隊 

駐・分屯地 旧名称 廃止・変更名称 

北富士 
分任資金前渡官吏第４１５会計隊長 廃止 

分任契約担当官第４１５会計隊長 分任契約担当官第４３３会計隊北富士派遣隊長 

大宮 
分任資金前渡官吏第４０２会計隊長 廃止 

分任契約担当官第４０２会計隊長 分任契約担当官第３３８会計隊大宮派遣隊長 

木更津 
分任資金前渡官吏第４２８会計隊長 廃止 

分任契約担当官第４２８会計隊長 分任契約担当官第３１６会計隊木更津派遣隊長 

 

 

中部方面会計隊 

駐・分屯地 旧名称 廃止・変更名称 

大津 
分任資金前渡官吏第４０９会計隊長 分任資金前渡官吏第３９７会計隊大津派遣隊長 

分任契約担当官第４０９会計隊長 分任契約担当官第３９７会計隊大津派遣隊長 

今津 
分任資金前渡官吏第３５１会計隊長 分任資金前渡官吏第３９７会計隊今津派遣隊長 

分任契約担当官第３５１会計隊長 分任契約担当官第３９７会計隊今津派遣隊長 

春日井 
分任資金前渡官吏第４２６会計隊長 廃止 

分任契約担当官第４２６会計隊長 分任契約担当官第４０８会計隊春日井派遣隊長 

久居 
分任資金前渡官吏第３３７会計隊長 分任資金前渡官吏第４０８会計隊久居派遣隊長 

分任契約担当官第３３７会計隊長 分任契約担当官第４０８会計隊久居派遣隊長 

鯖江 
分任資金前渡官吏第４１７会計隊長 廃止 

分任契約担当官第４１７会計隊長 分任資金前渡官吏第３３６会計隊鯖江派遣隊長 

富山 
分任資金前渡官吏第４２５会計隊長 廃止 

分任契約担当官第４２５会計隊長 分任契約担当官第３３６会計隊富山派遣隊長 

和歌山 
分任資金前渡官吏第４１８会計隊長 廃止 

分任契約担当官第４１８会計隊長 分任契約担当官第３９８会計隊和歌山派遣隊長 

八尾 
分任資金前渡官吏第４２９会計隊長 廃止 

分任契約担当官第４２９会計隊長 分任契約担当官第３９８会計隊八尾派遣隊長 

福知山 
分任資金前渡官吏第３４９会計隊長 分任資金前渡官吏第３５２会計隊福知山派遣隊長 

分任契約担当官第３４９会計隊長 分任契約担当官第３５２会計隊福知山派遣隊長 

姫路 
分任資金前渡官吏第３４７会計隊長 廃止 

分任契約担当官第３４７会計隊長 分任契約担当官第３５２会計隊姫路派遣隊長 

 



中部方面会計隊 

駐・分屯地 旧名称 廃止・変更名称 

青野原 
分任資金前渡官吏第４３４会計隊長 廃止 

分任契約担当官第４３４会計隊長 分任契約担当官第３５２会計隊青野原派遣隊長 

松山 
分任資金前渡官吏第３５８会計隊長 分任資金前渡官吏第３４８会計隊松山派遣隊長 

分任契約担当官第３５８会計隊長 分任契約担当官第３４８会計隊松山派遣隊長 

高知 
分任資金前渡官吏第４１９会計隊長 分任資金前渡官吏第３４８会計隊高知派遣隊長 

分任契約担当官第４１９会計隊長 分任契約担当官第３４８会計隊高知派遣隊長 

徳島 
分任資金前渡官吏第４４０会計隊長 分任資金前渡官吏第３４８会計隊徳島派遣隊長 

分任契約担当官第４４０会計隊長 分任契約担当官第３４８会計隊徳島派遣隊長 

山口 
分任資金前渡官吏第３２２会計隊長 分任資金前渡官吏第３５０会計隊山口派遣隊長 

分任契約担当官第３２２会計隊長 分任契約担当官第３５０会計隊山口派遣隊長 

日本原 
分任資金前渡官吏第４２１会計隊長 分任資金前渡官吏第３５６会計隊日本原派遣隊長 

分任契約担当官第４２１会計隊長 分任契約担当官第３５６会計隊日本原派遣隊長 

出雲 
分任資金前渡官吏第３５７会計隊長 分任資金前渡官吏第３５６会計隊出雲派遣隊長 

分任契約担当官第３５７会計隊長 分任契約担当官第３５６会計隊出雲派遣隊長 

 

 

西部方面会計隊 

駐・分屯地 旧名称 廃止・変更名称 

飯塚 
分任資金前渡官吏第４２２会計隊長 分任資金前渡官吏第３６６会計隊飯塚派遣隊長 

分任契約担当官第４２２会計隊長 分任契約担当官第３６６会計隊飯塚派遣隊長 

小倉 
分任資金前渡官吏第３９３会計隊長 廃止 

分任契約担当官第 ３９３会計隊長 分任契約担当官第３６６会計隊小倉派遣隊長 

久留米 
分任資金前渡官吏第３５９会計隊長 廃止 

分任契約担当官第３５９会計隊長 分任契約担当官第３６１会計隊久留米派遣隊長 

湯布院 
分任資金前渡官吏第３９４会計隊長 廃止 

分任契約担当官第３９４会計隊長 分任契約担当官第４０４会計隊湯布院派遣隊長 

玖珠 
分任資金前渡官吏第４００会計隊長 廃止 

分任資金前渡官吏第４００会計隊長 分任契約担当官第４０４会計隊玖珠派遣隊長 

竹松 
分任資金前渡官吏第３７１会計隊長 

廃止 
分任契約担当官第３７１会計隊長 

 



西部方面会計隊 

駐・分屯地 旧名称 廃止・変更名称 

相浦 
分任資金前渡官吏第３９５会計隊長 分任資金前渡官吏第３６３会計隊相浦派遣隊長 

分任契約担当官第３９５会計隊長 分任契約担当官第３６３会計隊相浦派遣隊長 

都城 
分任資金前渡官吏第３７３会計隊長 廃止 

分任契約担当官第３７３会計隊長 分任契約担当官第３６４会計隊都城派遣隊長 

川内 
分任資金前渡官吏第４３８会計隊長 廃止 

分任契約担当官第４３８会計隊長 分任契約担当官第３６４会計隊川内派遣隊長 

えびの 
分任資金前渡官吏第４３７会計隊長 分任資金前渡官吏第３６４会計隊えびの派遣隊長 

分任契約担当官第４３７会計隊長 分任契約担当官第３６４会計隊えびの派遣隊長 

 

― 以上 ― 

 


