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（総)…総務部、（市)…市民福祉部、（農)…農林水産部、                              （建)…建設部、（教)…教育部、（頴)…頴娃支所、（知)…知覧支所、（川)…川辺支所、（頴分)…頴娃分室、（知分)…知覧分室

平成 26 年度

◎異動［4月１日付、係長級以上］

市 役 所 の  人 事 異 動

　　新　 任 氏　 名 旧　 任

【部長級】
市民福祉部長兼市民生活課長 東　篤 （市）税務課長兼収納対策課長
農林水産部長兼総合営農課長 福留　保 農業委員会事務局長
頴娃支所長兼地域振興課長兼市民課長 松窪　義高 頴娃支所長兼地域振興課長
知覧支所長兼市民課長兼福祉課長 西野　栄一郎 知覧支所長兼市民課長
川辺支所長兼地域振興課長兼建設水道課長 神薗　誠 川辺支所長兼地域振興課長
教育部長兼教育総務課長 堂園　政利 （市）福祉課長

【課長級】
（総）知覧特攻平和会館長兼世界記憶遺産推進室長 菊永　克幸 （総）知覧特攻平和会館長
（市）税務課長兼収納対策課長 久松　広充 （教）文化財課長兼 ( 知分 ) 教育振興課長
（市）福祉課長 山脇　勝次 知覧支所次長兼福祉課長
（農）茶業課長兼流通対策係長 大坪　力 （農）茶業課流通対策係長
頴娃支所次長兼福祉課長 新原　誠 （頴）福祉課長
知覧支所次長兼農林水産課長 芝原　和己 （知）農林水産課長
農業委員会事務局長 鶴留　孝一 （農）総合営農課長

（教）社会教育課長兼中央公民館長 吉松　健二 薩摩川内市立入来中学校校長
（教）文化財課長兼（知分）教育振興課長 日置　健作 （川）建設水道課長
（頴分）教育振興課長 川畑　雅樹 頴娃支所次長兼市民課長

【係長級】
（総）総務課総務人事係長 有水　志郎 （総）総務課行政係長
（総）総務課行政係長 上村　勇一 （市）福祉課障害福祉係長
（総）総務課交通防災係長 坂口　耕作 （川）地域振興課交通防災係長
（総）財政課管財係長 加覧　喜次 （川）地域振興課総務係長
（総）財政課財産管理係長 中尾　浩二 （建）建築住宅課学校営繕係長
（総）世界記憶遺産推進室世界記憶遺産推進係長兼知覧特攻平和会館管理係長 桑代　睦雄 （総）知覧特攻平和会館平和推進係長
（市）市民生活課環境保全係長 折尾　武志 （知）農林水産課畜産係長
（市）健康増進課頴娃健康推進係長 飯伏　譲二 （総）財政課財産管理係長
（市）収納対策課私債権管理収納係長 橋口　和久 （総）財政課管財係長
（市）福祉課介護保険係長 東　成功 （総）総務課総務人事係長
（市）福祉課地域包括支援センター管理係長 下村　和子 （知）福祉課地域包括支援センター管理係長
（市）福祉課社会福祉係長 朝隈　克博 議会事務局庶務係長
（市）福祉課児童福祉係長兼第１児童館長 柞木　浩幸 （市）福祉課児童福祉係長
（市）福祉課障害福祉係長 平山　憲二 （総）総務課交通防災係長
（農）耕地課耕地係長 江平　恒博 （建）水道課工務係長
（建）都市計画課都市計画係長 田代　健一 （農）耕地課耕地係長
（建）建築住宅課学校営繕係長 下野　浩巳 （川）建設水道課工務係長
（建）水道課工務係長 若松　仁司 （建）水道課下水道係長
（頴）市民課生活環境係長 櫛下町　浩二 （知分）農業委員会事務局農政農地係長
（知）福祉課介護高齢者係長 藏前　浩和 （知）農林水産課生産流通指導係長
（知）福祉課地域包括支援センター管理係長 内村　ひとみ （市）福祉課地域包括支援センター管理係長
（知）農林水産課生産流通指導係長 田原　一豊 （市）健康増進課頴娃健康推進係長
（知）農林水産課耕地林務係長 吉原　孝一 指宿広域市町村圏組合派遣
（知）農林水産課畜産係長 下之門　松生 （頴）市民課生活環境係長
（川）地域振興課総務係長 川原　三健 （川）農林水産課耕地林務係長
（川）地域振興課交通防災係長 桐木平　順一 南薩介護保険事務組合派遣
（川）農林水産課耕地林務係長 中野　俊裕 （建）都市計画課都市計画係長
（川）建設水道課工務係長 瀬戸口　和宏 （教）文化財課文化財係長
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　　新　 任 氏　 名 旧　 任

◎退職［3月31日付］

小園　和幸 教育部長兼教育総務課長
竹元　律子 松山小学校学校主事
大隣　愛子 神殿小学校学校主事
福田　早苗 川辺小学校学校主事
大隣　マサ子 （知）市民課事務員
山道　郁代 知覧小学校学校主事
小濵　義智 （教）社会教育課長兼中央公民館長
田淵　修 （教）学校教育課学校教育係長
鎌田　秀三 （教）社会教育課社会教育係長

川野　たみ子 （知）福祉課介護高齢者係長
折田　盛彦 市民福祉部長兼市民生活課長
溝口　信弘 指宿南九州消防組合川辺分遣所長
砂走　明美 （知）福祉課主任主査
田中　泉 農林水産部長兼茶業課長
野村　一夫 （川）建設水道課道路管理技師
小原　弘子 （頴）福祉課主任主査
南田　美由紀 （市）福祉課主任主査  星の子保育所
有薗　満代 （教）社会教育課文化振興係長
坂口　光幸 （頴分）教育振興課長

組織機構が再編されました！
【 新設 】

【 民間移管 】

新規職員7人 〜市民の皆様にひとこと〜 （紹介は順不同）

総務部  知覧特攻平和会館  平和推進係 ⇒
総務部　知覧特攻平和会館　管理係
  　〃　  世界記憶遺産推進室  世界記憶遺産推進係

建設部　水道課　工務係
⇒ 建設部　水道課　工務係

　〃　　　〃　　下水道係

市民福祉部　収納対策課　私債権管理収納係

市民福祉部　福祉課　星の子保育所

（頴分）会計課会計係長 新原　伸一 （市）福祉課社会福祉係長
議会事務局庶務係長 菊永　隆信 学校給食センター管理係長
監査委員事務局監査係長 新原　厚男 川辺図書室管理係長

（知分）農業委員会事務局農政農地係長 上野　誠 （頴分）会計課会計係長
（教）学校教育課学校教育係長 山﨑　幸一 （教）学校教育課学校教育指導主事
（教）学校教育課学校教育指導主事 床並　伸治 大崎町教育委員会管理課
（教）社会教育課社会教育係長 東　浩二 十島村立宝島中小宝島分校教頭
（教）社会教育課文化振興係長 中村　英樹 監査委員事務局監査係長
（教）文化財課文化財係長 東垂水　忠二 （知）農林水産課耕地林務係長
頴娃図書館管理係長 上村　孝治 学校給食センター業務係長
川辺図書室管理係長 溝口　いづみ （市）福祉課星の子保育所長兼第１児童館長
学校給食センター管理係長 塗木　芳浩 （知分）教育振興課保健体育係長
学校給食センター業務係長 浮邉　明人 頴娃図書館管理係長

（知分）教育振興課保健体育係長 上野　浩人 （市）市民生活課環境保全係長
指宿南九州消防組合派遣 平木塲　幸 宮城県気仙沼市派遣
南薩介護保険事務組合派遣 松久保　正和 （市）福祉課介護保険係長

田代　恵里子（市民福祉部　健康増進課　保険係）
　市民の皆様のことを第一に考え、より多くの方々のお
役に立てるよう、精一杯頑張ります。

日高　靖太郎（教育部　学校教育課　学務係）
　市民の皆様の暮らしをしっかりと支えられるよう頑張
ります。これからよろしくお願いします。

薗田　知代（頴娃分室　教育振興課　社会教育係）
　１つ１つのことを大切に、日々頑張ります。よろしくお
願いします。

屋田　真優（市民福祉部　税務課　固定資産税係）
　市民の皆様のために、毎日笑顔で一生懸命頑張ってい
きたいと思いますのでよろしくお願いします。

末廣　拓馬（建設部　建設課　土木係）
　市民の方にとって安心し住みよい町づくりのため、精
一杯頑張ります。よろしくお願いします。

尾 　一康（知覧支所　市民課　税務係）
　市民の皆様とより良い関係を築くことができるよう一
生懸命頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。

南谷　礼美（市民福祉部　税務課　市民税係）
　１日も早く仕事を覚え、市民の皆様のお役に立てるよ
う努力しますので、よろしくお願いします。


