
会　　 長　　上屋　和夫 【理事　12名】（会長含む） 【評議員　23名】

【正職員116名】【嘱託員60名】【非常勤職員107名】【ちいきささえ愛推進員11名】【支援員11名】　　計305名

〒895-0005　薩󠄀摩川内市永利町4107番地1　薩󠄀摩川内市総合福祉会館内　TEL0996-22-2355（代）
正職員37名、嘱託員34名、非常勤職員17名、ちいきささえ愛推進員4名、支援員11名　計103名

TEL0996-22-2355　FAX0996-22-1841

正職員8名、嘱託員3名、非常勤職員4名　　計15名

課長 髙田栄治 ・理事会及び評議員会 ・ホームページ及び広報紙「社協だより」

総務グループ グループ長 濵田直樹 主任 西山貴浩 ・定款及び諸規程の制定、改廃の総括 ・苦情受付及び第三者委員会

嘱託員 當房佳代 嘱託員 市川博美 嘱託員 坂元まどか ・発展・強化計画の総括 ・総合福祉会館維持管理事業

企画調整グループ グループ長 石神泰寿 主任 野島育英 ・職員人事及び研修、表彰、労務管理 ・日本赤十字社薩󠄀摩川内市地区川内分区

経理グループ グループ長 池田裕恵 主事 橋口益載 主事 益満理恵 ・法人会計、予算、決算の総括 ・護国神社崇敬奉賛会

TEL　0996-29-5538　FAX　0996-29-5561

正職員8名、嘱託員7名、非常勤職員4名、ちいきささえ愛推進員4名　　計23名

課長 山内一宏 ・地域福祉委員会（支所共通）

地域福祉グループ グループ長 戸木田智博 主任 福元こずえ ・ボランティアセンター（災害ボラ含む） ・地域福祉活動事業（支所共通）

主事 東郷摩子 主事 竹下知花 主事 田代元暉 ・地域づくり事業（支所共通）

嘱託員 末吉富美子 嘱託員 曽木由香 ・生活支援体制整備事業（支所共通）

嘱託員 濵田理香 ・民生委員・児童委員協議会事務局 ・薩󠄀摩川内市共同募金委員会

嘱託員 小椎八重藍 ・つながりサポート型女性支援事業 ・一般配分金事業（支所共通）

グループ長 福谷幸太郎 主事 猿樂義顕 ・生活困窮者自立相談支援事業 ・歳末たすけあい配分金事業（支所共通）

嘱託員 前田照子 嘱託員 北岡直行 ・生活困窮者就労準備支援事業 ・無料職業紹介所事業

嘱託員 堀内律子 ・生活困窮者家計改善支援事業 ・福祉機器貸出事業（支所共通）

・社会福祉大会開催事業

TEL　0996-24-3331　FAX　0996-24-3332

正職員14名、嘱託員21名、非常勤職員1名　　計36名

課長 石原大吾 ・総合相談支援事業

嘱託員 大山美穂 ・権利擁護事業

川南圏域グループ 主幹 山元圭 主任 川原照美 主事 西さえみ 主事 福山あかね 嘱託員 平田直美 ・包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

川北圏域グループ グループ長 柏木浩幸 主事 藤堂麗香 主事 黒木麻紀 嘱託員 大當弥生 ・介護予防ケアマネジメント事業

支所圏域グループ グループ長 本白水崇 主任 髙山孝子 主任 折小野智美 主事 浦﨑哲子 ・SOSネットワーク事業

介護予防グループ グループ長 蓑田卓也 主事 堀田郁子 嘱託員 中村延子 嘱託員 鷺山正美 嘱託員 谷口陽子 ・指定介護予防支援事業

嘱託員 佐伯友季子 嘱託員 木村 いくよ 嘱託員 内田恭子 嘱託員 仙名二三子

嘱託員 村岸豊子 嘱託員 松下紀子 嘱託員 坂門純子 嘱託員 重田陽子

嘱託員 萬福直子 嘱託員 有馬由美子 嘱託員 坂下美代子 嘱託員 大田黒なつみ

嘱託員 上野恭子 嘱託員 丸山美輝子 嘱託員 四位文華

TEL　0996-29-5589　FAX　0996-29-5569 権利擁護センターTEL0996-29-5587　FAX0996-29-5569

正職員6名、嘱託員3名、非常勤職員8名、支援員11名　　計28名

課長 柴みゆき

生活支援グループ グループ長 福永裕二郎 主任 松元紳吾 ・生活福祉資金貸付事業（支所共通） ・緊急つなぎ資金貸付事業（支所共通）

主事 木下奈津子 嘱託員 海江田君男 嘱託員 西上原友美 ・福祉サービス利用支援事業 ・心配ごと相談事業（支所共通）

嘱託員 小土手博実 ・福祉バス運営事業

権利擁護グループ グループ長 瀬戸口高代 主事 工藤洋平 ・法人後見事業 ・成年後見制度普及啓発事業

〒895-1203　薩󠄀摩川内市樋脇町市比野2926番地2　TEL0996-38-1166　FAX0996-38-1644

正職員1名（東郷兼）、嘱託員2名、非常勤職員2名、ちいきささえ愛推進員1名　　計6名（兼務1名）

釘崎博文 ・ボランティアセンター ・樋脇保健センター貸館事業

樋脇地域グループ 嘱託員 髙原晴美 ・高齢者クラブ連合会樋脇支部 ・日本赤十字社薩󠄀摩川内市地区樋脇分区

嘱託員 木薗美智雄 ・樋脇もくもくふれあい館管理事業 ・護国神社崇敬奉賛会

〒895-1106　薩󠄀摩川内市東郷町斧渕725番地1　TEL0996-42-1872　FAX0996-42-1958

正職員1名（樋脇兼）、嘱託員1名、非常勤職員3名、ちいきささえ愛推進員1名　　計6名（兼務1名）

釘崎博文 ・ボランティアセンター ・日本赤十字社薩󠄀摩川内市地区東郷分区

東郷地域グループ 嘱託員 米澤香衣 ・高齢者クラブ連合会東郷支部 ・護国神社崇敬奉賛会

〒895-1402　薩󠄀摩川内市入来町浦之名32番地1　TEL0996-44-3731　FAX0996-44-3690

正職員1名（祁󠄀答院兼）、嘱託員2名、非常勤職員1名、ちいきささえ愛推進員3名　　計7名（兼務1名）

村尾重久 ・ボランティアセンター

入来地域グループ 嘱託員 三腰涼子 ・高齢者クラブ連合会入来支部 ・日本赤十字社薩󠄀摩川内市地区入来分区

嘱託員 堀之内清史 ・高齢者住宅等安心確保事業生活援助員派遣事業 ・護国神社崇敬奉賛会

〒895-1501　薩󠄀摩川内市祁󠄀答院町下手41番地　TEL0996-55-1610　FAX0996-55-1652

正職員1名（入来兼）、嘱託員2名、非常勤職員1名　　計4名（兼務1名）

村尾重久

祁󠄀答院地域グループ 嘱託員 藤田ゆみ子 ・ボランティアセンター ・日本赤十字社薩󠄀摩川内市地区祁󠄀答院分区

嘱託員 入江浩樹 ・高齢者クラブ連合会祁󠄀答院支部 ・護国神社崇敬奉賛会

地域包括支援課

社会福祉法人　薩󠄀摩川内市社会福祉協議会事務局機構及び職員名簿
令和4年8月1日現在

副会長　　末弘　義武　　副会長　　礒道　明郎

事務局長　　小原　雅彦

本　　　所

総務課

地域福祉課

・ふれあい・いきいきサロン事業（支所共通）

・健やか支援アドバイザー事業（支所共通）

生活困窮者自立支援グループ

・生活困窮者子どもの学習・生活支援事業

生活支援課

樋脇支所
支所長

東郷支所
支所長

入来支所
支所長

祁󠄀答院支所
支所長



社会福祉法人　薩󠄀摩川内市社会福祉協議会事務局機構及び職員名簿

〒896-1101　薩󠄀摩川内市里町里1900番地2　TEL09969-3-2880　FAX09969-3-2170

正職員12名、嘱託員4名、非常勤職員17名、ちいきささえ愛推進員2名　　計35名

馬場信也

上甑󠄀地域グループ 主事 石原直子 ・ボランティアセンター

主事 植村俊也 　 ・高齢者クラブ連合会里・上甑󠄀支部

グループ長 川道英樹 主任 濵田たつえ 嘱託員 小村ゆかり ・通所介護事業

主事 東祥子 嘱託員 本瀬光江 ・地域包括支援センター上甑󠄀サブセンター事業

主任 木下智子 主事 樺山美智子 ・居宅介護支援事業

主事 野口文子 嘱託員 東英弥 ・訪問介護事業 ・障害者自立支援事業

主任 新井むつ子 主任 辻直美 主任 石原香 ・へき地保育所（里保育園）事業

嘱託員 濵邊香 ・生活支援ハウス事業 ・日本赤十字社薩󠄀摩川内市地区上甑󠄀分区

〒896-1411　薩󠄀摩川内市下甑󠄀町長浜1185番地2　TEL09969-5-1510　FAX09969-5-1510

正職員4名（養護甑󠄀島敬老園園長兼）、嘱託員1名、非常勤職員8名　　計13名（兼務1名）

大毛次生 ・福祉有償運送事業

下甑󠄀地域グループ 嘱託員 田中哲美 ・ボランティアセンター ・高齢者訪問給食サービス事業

主事 小原朋之 ・高齢者クラブ連合会下甑󠄀・鹿島支部 ・一般介護予防事業（ミニデイ）

主事 新川哲也 主事 長樂稔 ・地域包括支援センター下甑󠄀サブセンター事業 ・日本赤十字社薩󠄀摩川内市地区下甑󠄀分区

〒896-1411　薩󠄀摩川内市下甑󠄀町長浜1195番地　TEL09969-5-0061　FAX09969-5-1753

正職員11名（下甑󠄀支所長兼）、嘱託員3名、非常勤職員16名　　計30名（兼務1名）

大毛次生 主任 中井妙 主任 原洋美 主任 田中啓子

主事 西園翔平 主事 橋元達造 主事 益満隆志 ・養護老人ホーム事業

主事 山口優果 主事 針尾優貴 主事 原田武史 ・生活指導型ショートステイ事業

主事 中野陽都

嘱託員 南美智子 嘱託員 南重人 嘱託員 南久美

〒896-1411　薩󠄀摩川内市下甑󠄀町長浜1185番地2　TEL09969-5-0070　FAX09969-6-2020

正職員21名（特養鹿島園園長兼）（特養鹿島園副園長兼）、嘱託員5名、非常勤職員14名　　計40名（兼務2名）

横川眞和 副園長 古江めぐみ 主事 坂元美希 嘱託員 中村一子

グループ長 和田順一 主任 前多彩子 主事 李杰英 主事 中川純子 ・特別養護老人ホーム事業

主事 毛井幸路 主事 藤井薫 主事 岩切浩之 ・短期入所生活介護事業

主事 折田旭弘 主事 武石一宏 主事 是枝幸

主事 東翼 主事 西未歩 主事 早川雄樹

嘱託員 下野みつ子 嘱託員 中道三佐子

主任 山下忍 主事 富田真理 ・居宅介護支援事業

主任 中野美和 嘱託員 中野ひとみ ・訪問介護事業 ・障害者自立支援事業

主事 是枝浩匡 主事 坂元俊哉 嘱託員 髙木京子 ・通所介護事業

〒896-1301　薩󠄀摩川内市鹿島町藺牟田1443番地1　TEL09969-6-4481　FAX09969-6-4482

正職員14名（特養甑󠄀島敬老園園長兼）（特養甑󠄀島敬老園副園長兼）、嘱託員3名、非常勤職員12名　　計29名（兼務2名）

横川眞和 副園長 古江めぐみ

グループ長 中野大生 主任 中村眞弓 ・特別養護老人ホーム事業

主事 中村美也子 主事 中野一彦 主事 中野里美 ・短期入所生活介護事業

主事 塩釜竜馬 主事 塩釜幸子 ・生活支援ハウス事業

主事 木津龍一 主事 中野香介 主事 中野美香 ・高齢者訪問給食サービス事業

主事 長岡英里 主事 中村加依秀

嘱託員 小村道子 嘱託員 小村政美 嘱託員 長岡幸子

正職員18名、嘱託員3名、非常勤職員16名　　計37名

桑畑明斎 主幹 成枝公明

センターグループ 主幹 今村正晴 主任 奥之薗美紀 主任 宮田保江 ・児童発達支援センター事業

主事 佐多恵子 主事 吉村朋美 主事 宮路誠勇

主事 川﨑千裕 主事 山本怜奈

嘱託員 古里富貴子 嘱託員 下白石恵子

事業施設グループ グループ長 土元祐一郎 主任 有村麻里 主事 宮下真哉 嘱託員 中込真由美 ・児童発達支援施設事業

グループ長 中山香里 ・保育所等訪問支援事業

主任 片平真作 ・巡回支援専門員整備事業

主任 大重慶輔 ・障害者基幹相談センター事業

主任 中俣彩織 主事 轟原志保 ・障害者・児相談支援事業

支所長

上甑󠄀支所

〒895-0005　薩󠄀摩川内市永利町4107番地16　TEL0996-20-1288　FAX0996-20-2215　児童発達支援事業施設TEL0996-20-1308　障害者・児相談支援事業所トマトTEL0996-24-2385　FAX0996-24-2388

園長

保育所等訪問グループ

下甑󠄀支所
支所長

養護老人ホーム甑󠄀島敬老園

園長

特別養護老人ホーム甑󠄀島敬老園

園長

特別養護老人ホーム鹿島園

園長

子ども発達支援センターつくし園


