
　市では、住民に利用しやすく、行政ニーズに対応した効率的な市役所の体制とするため、４月から組織の一部を次の
とおり変更しました。

市役所の組織の一部が変わりました！　～より効果的で機能的な体制に～

各庁舎の一部の係を再編しました。
平成29年度

事　由
平成30年度

課 係 課 係

図書館
頴娃図書館管理係
知覧図書館管理係
川辺図書室管理係

課係の廃止 指定管理者へ委託のため

【頴娃庁舎】

収納対策課 収納対策係
私債権管理収納係 係の統合 収納対策課 収納対策係

頴娃支所 地域包括支援係 本課へ統合 川辺庁舎長寿介護課へ統合
【知覧庁舎】

財政課 財産管理係
登記係 係の統合 財政課 財産管理係

建設課 土木係
計画調整係 係の統合 建設課 土木係

知覧支所 地域包括支援係 本課へ統合 川辺庁舎長寿介護課へ統合
【川辺庁舎】
福祉課 児童福祉係 係名の変更 福祉課 子育て支援係
福祉事務所 生活支援係 所管課の変更 福祉課 生活支援係

長寿介護課 地域包括支援係 支所を集約し係を新
設 長寿介護課 地域包括ケア係

介護予防支援係

【図書館運営を指定管理者へ】
　これまで直営で行なっていた各地域にある図書館の管理運営業務を指定管理者に委託しました。図書館利用に関して
は、これまでと変わりありません。
【南九州市地域包括支援センターを設置】
　各地域包括支援センターを集約して、南九州市地域包括支援センターを設置しました。それに伴い、各支所の地域包
括支援係を廃止し、川辺庁舎の本課へ統合します。各支所の窓口・相談業務については、各支所福祉係で対応します。
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▪退職［3 月 31 日付］▪　 　

室　屋　雅　道 図書館参事兼知覧図書館管理係長

西　　　理　子 知覧分室教育振興課主任主査（知覧幼
稚園勤務）

吉　満　ひとみ 九玉小学校学校主事
上　村　孝　治 図書館参事兼頴娃図書館管理係長

吉　原　喜代子 頴娃分室教育振興課主任主査（頴娃幼
稚園勤務）

沖　　　　　敦
社会教育課長兼コミュニティセンター
川辺文化会館長兼川辺図書室長兼知覧
図書館長兼頴娃図書館長兼ちらん夢郷
館長

中　熊　一　仁 学校教育課参事兼指導主事
東　　　浩　二 社会教育課主幹兼社会教育係長

内　匠　和　子 耕地林務課主任主査
若　松　仁　司 水道課長
下之門　松　生 畜産課参事兼畜産管理係長
尾　込　福　蔵 建設課長
楠　元　章　一 建築住宅課長
摺　木　和　文 頴娃支所長
南　田　祥　作 川辺支所長

福　田　成　孝 知覧特攻平和会館長兼世界の記憶推進
室長

中　崎　祐　二 水道課水道技師
福　留　　　保 農政課長

日　置　健　作
文化財課長兼ミュージアム知覧館長兼
頴娃歴史民俗資料館長兼知覧分室教育
振興課長兼コミュニティセンター知覧
文化会館長

▪新規採用職員［4 月１日付］▪　 　
佐　藤　めぐみ 福祉課主事
菊　永　　　翔 農政課主事
前　山　大　地 畜産課主事
五反田　淳　也 社会教育課主事

赤　崎　　　光 企画課主事
大　堀　達　也 防災安全課主事
折　田　裕　斗 税務課主事
浦　﨑　七　汐 健康増進課主事

保健体育課参事兼市民体育係長 上　之　進　一 建設課参事兼管理係長
学校給食センター参事兼管理係長 中　尾　浩　二 財政課参事兼登記係長
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▪異動［4 月１日付、係長級以上］▪　 　

知覧特攻平和会館長兼世界の記憶推進室長兼世界
の記憶推進係長 朝　隈　克　博 世界の記憶推進室参事兼世界の記憶推進係長

健康増進課長 有　水　志　郎 総務課参事兼総務人事係長
福祉課長兼福祉事務所長 松　清　浩　一 健康増進課長
農政課長 本木下　裕　一 農政課参事兼生産流通指導係長
畜産課長 雪　丸　俊　一 社会教育課参事兼文化振興係長
建設課長 下　野　　　久 学校給食センター所長
建築住宅課長兼建築係長 下　野　浩　巳 建築住宅課参事兼建築係長
水道課長 野　口　義　人 建設課参事兼計画調整係長
頴娃支所長 濵　田　純　一 畜産課長
川辺支所長 網　屋　多加幸 福祉課長兼福祉事務所長
学校給食センター所長 神　薗　省　吾 市民生活課参事兼市民係長
文化財課長兼ミュージアム知覧館長兼頴娃歴史民
俗資料館長兼知覧分室教育振興課長兼コミュニ
ティセンター知覧文化会館長

加　覧　喜　次 財政課参事兼契約管理係長

社会教育課長兼コミュニティセンター川辺文化
会館長 山　田　哲　夫 長島町立蔵之元小学校校長

新　任 氏　名 旧　任
【課長級】

新　任 氏　名 旧　任
【係長級】

総務課参事兼総務人事係長 上　村　勇　一 総務課参事兼行政係長
総務課参事兼行政係長 伊佐敷　純　郎 福祉課主任主査兼福祉事務所主任主査
財政課参事兼契約管理係長 坂　口　耕　作 防災安全課参事兼消防係長
防災安全課参事兼消防係長 桐木平　祐　二 市民生活課参事兼生活環境係長
収納対策課参事兼収納対策係長 松久保　正　和 南薩介護保険事務組合総務係長
市民生活課参事兼市民係長 菊　永　英　勝 頴娃支所参事兼市民生活係長
市民生活課参事兼生活環境係長 後　田　健　一 商工観光課参事兼観光係長
健康増進課参事兼健康推進係長 松　清　与利子 知覧支所参事兼地域包括支援係長
健康増進課参事兼保険係長 栫　井　正　人 収納対策課参事兼私債権管理収納係長

福祉課参事兼子育て支援係長兼第一児童館長 福　迫　さとこ 福祉課参事兼児童福祉係長兼第一児童館長兼福
祉事務所参事兼児童福祉係長

福祉課参事兼障害福祉係長 新　原　厚　男 監査委員事務局参事兼監査係長
福祉課参事兼生活支援係長 峯　苫　浩逸郎 福祉事務所参事兼生活支援係長
長寿介護課参事兼介護予防支援係長 塗　木　智　子 健康増進課参事兼健康推進係長
長寿介護課参事兼地域包括ケア係長 福　元　睦　美 長寿介護課参事兼地域包括支援係長
農政課参事兼生産流通指導係長 櫛下町　浩　二 知覧支所参事兼農林係長
耕地林務課参事兼管理係長 芝　原　信　博 耕地林務課主任主査
畜産課参事兼畜産管理係長 福　元　勇　一 川辺支所参事兼農林係長
商工観光課参事兼観光係長 取　違　秋　洋 頴娃支所参事兼地域包括支援係長
建設課参事兼土木係長 田　代　健　一 都市計画課参事兼都市計画係長
建設課参事兼管理係長 中　野　俊　裕 耕地林務課参事兼管理係長
都市計画課参事兼都市計画係長 東　　　博　文 川辺支所参事兼建設水道係長
頴娃支所参事兼市民生活係長 平木場　政　仁 健康増進課参事兼保険係長
知覧支所参事兼農林係長 上　野　　　誠 農業委員会事務局参事兼農地係長
川辺支所参事兼農林係長 高　取　康　弘 保健体育課参事兼市民体育係長
川辺支所参事兼建設水道係長 前　原　久　志 建設課参事兼土木係長
監査委員事務局参事兼監査係長 藏　前　浩　和 川辺図書室参事兼川辺図書室管理係長
農業委員会事務局参事兼農地係長 塗　木　芳　浩 学校給食センター参事兼管理係長

教育総務課参事兼学校再編係長 平　山　憲　二 福祉課参事兼障害福祉係長兼福祉事務所参事兼
障害福祉係長

学校教育課主幹兼学校教育指導主事 坂　元　重　仁 薩摩川内市立里中学校教頭
社会教育課社会教育係長 冨　永　圭　一 喜界町立喜界小学校教諭
社会教育課参事兼文化振興係長 下　尾　修　一 教育総務課参事兼学校再編係長

平成30年度

市 役 所 の 人 事 異 動


