
　市では、簡素で効率的な体制を構築するため、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～

【新　設】　
　これまで企画課で行っていたふるさと納税などふるさと振興に関する業務について、ふるさと振興室を新設し行っ
ていきます。また、耕地林務課の林務係で行っていた入会林野整備について、早期に事業完了させるため課内に入会
林野整備係を新設しました。

平成29年度
事　務　内　容

課 係
（知覧庁舎）

ふるさと振興室 ふるさと振興係
ふるさと納税、定住促進、地域おこし協力隊などふるさと振
興に関すること

（頴娃庁舎）

耕地林務課 入会林野整備係
入会林野整備計画の審査・適否の決定、認可および公告なら
びに登記の嘱託など入会林野整備に関すること

【統合・廃止】
　各支所の一部の係を統合しました。窓口業務などは、これまでどおり各支所で対応します。また、これまでも広報紙
などでお知らせしたとおり、365日・24時間いつでも利用できるコンビニ収納の導入に伴い、頴娃支所および川辺支所
の会計係を廃止しました。保健センターについては、頴娃・知覧・川辺の各保健センターに職員を配置していましたが、
知覧保健センターに職員を集約し、事務事業の効率化を図ります。職員は集約されましたが、各種健診などはこれまで
どおり各保健センターで実施します。

平成29年度
事　由

平成28年度
課 係 課 係

（頴娃庁舎）

頴娃支所 市民生活係 係の統合 頴娃支所
市民係
生活環境係
保険係

　〃 福祉係 係の統合 　〃 福祉係
介護高齢者係

　〃 建設水道係 係の統合 　〃 建設係
水道係

― 分室の廃止 会計課分室 会計係
（知覧庁舎）

知覧支所 市民生活係 係の統合 知覧支所
市民係
生活環境係
保険係

　〃 福祉係 係の統合 　〃 福祉係
介護高齢者係

　〃 農林係 係の統合 　〃
農政係
生産振興係
耕地林務係

農業委員会分室 農政農地係
（川辺庁舎）

市民生活課 生活環境係 係の統合 市民生活課 生活環境係
環境保全係

川辺支所 建設水道係 係の統合 川辺支所 建設係
水道係

　〃 農林係 係の統合 　〃
農政係
生産振興係
耕地林務係

農業委員会分室 農政農地係
― 分室の廃止 会計課分室 会計係

（保健センター）

健康増進課
健康推進係

係の統合 健康増進課

健康推進係
保健予防係

保健予防係 頴娃健康推進係
知覧健康推進係

[担当] 知 �総務課 行政改革推進係
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　� 　▪異動［4月１日付、係長級以上］▪

新　任 氏　名 旧　任
【係長級】

水道課参事兼業務係長 桐木平　順　一 川辺支所参事兼地域振興係長
頴娃支所参事兼市民生活係長 菊　永　英　勝 頴娃支所参事兼市民係長
頴娃支所参事兼地域包括支援係長 取　違　秋　洋 福祉事務所参事兼生活支援係長
頴娃支所参事兼建設水道係長 下　村　幸　生 頴娃支所参事兼建設係長
知覧支所参事兼市民生活係長 新　原　幸　子 知覧支所参事兼市民係長
知覧支所参事兼福祉係長 福　留　清　幸 川辺支所参事兼税務係長
知覧支所参事兼農林係長 櫛下町　浩　二 頴娃支所参事兼生活環境係長
川辺支所参事兼地域振興係長 今　村　博　文 川辺支所参事兼農政係長
川辺支所参事兼税務係長 赤　﨑　美　行 知覧支所参事兼農政係長
川辺支所参事兼農林係長 福　元　勇　一 川辺支所主幹兼生産振興係長
川辺支所参事兼建設水道係長 東　　　博　文 川辺支所参事兼建設係長
会計課参事兼会計係長 坂　元　ゆかり 会計課参事兼川辺分室会計係長
議会事務局参事兼議事係長 上　村　孝　子 頴娃支所参事兼介護高齢者係長
農業委員会事務局参事兼農地係長 上　野　　　誠 農業委員会知覧分室参事兼農政農地係長
教育総務課参事兼総務係長 辻　　　浩　昭 財政課参事兼登記係長
学校教育課参事 中　熊　一　仁 学校教育課主幹
学校教育課主幹 原　田　健太郎 学校教育課主任主査
社会教育課参事兼文化振興係長 雪　丸　俊　一 頴娃分室教育振興課参事兼教育振興係長
川辺図書室参事兼川辺図書室管理係長 藏　前　浩　和 知覧支所参事兼介護高齢者係長
保健体育課参事兼スポーツ推進係長 田　原　一　豊 知覧支所参事兼生産振興係長
保健体育課参事兼国体推進係長 轟　木　慎　一 文化財課参事兼管理係長
学校給食センター参事兼業務係長 新　原　伸　一 会計課参事兼頴娃分室会計係長
文化財課参事兼管理係長 坂　元　博　丈 頴娃支所参事兼保険係長
頴娃分室教育振興課参事兼教育振興係長 髙　田　浩一郎 市民生活課参事兼環境保全係長
南薩地区衛生管理組合川辺清掃センター所長 福　地　一　浩 農業委員会事務局参事兼農地係長

▪退職［3月 31日付］▪　� 　

吉　満　峰　治 都市計画課長
大　隣　広　子 知覧支所主任主査
堂　園　政　利 教育総務課長
浮　邉　明　人 学校給食センター参事兼業務係長
下塩入　洋　子 頴娃図書館参事
石　田　芳　子 手蓑小学校学校主事
村　方　純　子 松ヶ浦小学校学校主事
川　畑　雅　樹 学校給食センター所長
下　村　和　子 長寿介護課参事兼地域包括支援係長
溝　口　いづみ 川辺図書室参事兼川辺図書室管理係長
髙　田　弘　美 長寿介護課主任主査
松　園　光　二 保健体育課主任主事
竹　山　加奈子 企画課主任主事

東　　　　　篤 市民生活課長

德　丸　俊　治 南薩地区衛生管理組合川辺清掃センタ
ー所長

安　山　久美子 長寿介護課参事兼高齢者福祉係長兼福
祉事務所高齢者福祉係長

新　留　育　男 頴娃支所長
梅　橋　たみ子 福祉課主任主査兼福祉事務所主任主査
塗　木　博　人 知覧支所長
菊　永　克　幸 福祉事務所長
上　野　茂　治 企画課長
鶴　留　孝　一 会計管理者兼会計課長
松　窪　義　高 防災安全課長
川　原　三　健 川辺支所参事兼水道係長
上　窪　友　和 耕地林務課参事兼管理係長

▪新規採用職員［4月１日付］▪　� 　

内　園　綾　乃 知覧支所主事
西埀水　綾　香 知覧支所主事
古　川　　　遼 学校教育課主事
鍋　嶋　大　樹 保健体育課主事

平木塲　幸　士 市民生活課主事
竹　田　光　祐 市民生活課主事
戸　髙　幸　星 農政課主事
田　代　　　亮 建設課技師
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▪異動［4月１日付、係長級以上］▪　� 　

企画課長 山　脇　勝　次 福祉課長
ふるさと振興室長 別　府　　　誠 財政課参事兼財政係長
防災安全課長 古　屋　隆　弘 水道課参事兼業務係長
知覧特攻平和会館長兼世界の記憶推進室長 福　田　成　孝 保健体育課長兼Ｂ＆Ｇ海洋センター所長

市民生活課長 上　赤　秀　人
中央公民館長兼市民交流センターひまわり館長
兼頴娃分室教育振興課長兼コミュニティセン
ター頴娃文化会館長

福祉課長兼福祉事務所長 網　屋　多加幸 監査委員事務局長
長寿介護課長 東　　　成　功 長寿介護課参事兼介護保険係長
耕地林務課長 江　平　恒　博 耕地林務課参事兼耕地係長
都市計画課長 松　山　和　人 建設課参事兼維持係長
頴娃支所長 摺　木　和　文 南薩介護保険事務組合事務局長
知覧支所長兼選挙管理委員会書記長 大　隣　健　二 耕地林務課長
会計管理者兼会計課長 松　窪　和　文 長寿介護課長
監査委員事務局長 中　村　英　樹 社会教育課参事兼文化振興係長
教育総務課長 上　野　勝　郎 知覧特攻平和会館長兼世界記憶遺産推進室長
中央公民館長兼市民交流センターひまわり館長兼
頴娃分室教育振興課長兼コミュニティセンター頴
娃文化会館長

和　田　春　則 教育総務課参事兼総務係長

保健体育課長兼Ｂ＆Ｇ海洋センター所長 桑　代　睦　雄 保健体育課参事兼国体推進係長
学校給食センター所長 下　野　　　久 建設課参事兼管理係長
南薩介護保険事務組合事務局長 松　村　建　夫 会計課参事兼会計係長

新　任 氏　名 旧　任
【課長級】

新　任 氏　名 旧　任
【係長級】

財政課参事兼財政係長 浜　田　和　人 税務課参事兼納税管理係長
財政課参事兼財産管理係長 川之上　勇　一 保健体育課参事兼スポーツ推進係長
財政課参事兼登記係長 中　尾　浩　二 財政課参事兼財産管理係長
ふるさと振興室主幹兼ふるさと振興係長 山　崎　真　幸 商工観光課主任主査

世界の記憶推進室参事兼世界の記憶推進係長 朝　隈　克　博 福祉課参事兼社会福祉係長兼福祉事務所参事兼
社会福祉係長

税務課参事兼納税管理係長 樋　渡　孝　宏 議会事務局参事兼議事係長
健康増進課参事兼保健予防係長 飯　伏　譲　二 健康増進課参事兼頴娃健康推進係長
福祉課参事兼社会福祉係長兼福祉事務所参事兼社
会福祉係長 田之上　真　一 知覧支所参事兼福祉係長

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　迫　さとこ 健康増進課参事兼知覧健康推進係長

長寿介護課参事兼介護保険係長 中　礼　りえ子 福祉課参事兼児童福祉係長兼第一児童館長兼第
二児童館長兼福祉事務所参事兼児童福祉係長

長寿介護課参事兼地域包括支援係長 福　元　睦　美 頴娃支所参事兼地域包括支援係長
長寿介護課参事兼高齢者福祉係長兼福祉事務所参
事兼高齢者福祉係長 岩　﨑　和　利 畜産課参事兼畜産振興係長

福祉事務所参事兼生活支援係長 峯　苫　浩逸郎 健康増進課参事兼保健予防係長
農政課参事兼農政係長 山　下　剛　志 農業委員会川辺分室参事兼農政農地係長
耕地林務課参事兼管理係長 中　野　俊　裕 川辺支所参事兼耕地林務係長

耕地林務課参事兼耕地係長 東垂水　忠　二 世界記憶遺産推進室参事兼世界記憶遺産推進係
長

耕地林務課参事兼林務係長 福　永　英　行 知覧支所参事兼生活環境係長
耕地林務課参事兼入会林野整備係長 福　永　正　司 農政課主任主査
茶業課参事兼流通対策係長 難　波　孝　幸 農政課参事兼農政係長
畜産課参事兼畜産振興係長 折　尾　武　志 知覧支所参事兼保険係長
建設課参事兼管理係長 上　之　進　一 頴娃支所参事兼水道係長
建設課参事兼維持係長 吉　原　孝　一 知覧支所参事兼耕地林務係長
建築住宅課参事兼建築係長 下　野　浩　巳 建築住宅課参事兼学校営繕係長
建築住宅課主幹兼学校営繕係長 村　田　拓　之 建築住宅課主任主査

平成29年度

市 役 所 の 人 事 異 動
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