
令和３年度　霧島市組織図
（令和３年６月２５日現在） 部等 次長級職 総合支所

市   長 副市長 総務部 総務課 総務管理グループ 人事研修グループ

課・室等 グループ等 課・室等 グループ等

議   会 議会事務局 議事調査課 総務調査グループ 議事グループ

文書法制グループ
○危機管理監 安心安全課 防災グループ 交通防犯グループ

○市政推進特
任部長

○総括工事監査監 秘書広報課 市政推進・秘書グループ 広報グループ

税務課 市民税グループ 固定資産税グループ
収納課 収納第１グループ 収納第２グループ

財政課 財政グループ
財産管理課 財産管理グループ 財産活用グループ
工事契約検査課 検査グループ 入札契約グループ

地域政策課 地域政策グループ 中山間地域活性化グループ

情報政策課 電算グループ 情報化推進グループ

収納第３グループ

企画部 企画政策課 企画政策グループ 行革推進グループ

隼人地域振興課 地域振興グループ
○清掃センター整
備対策監

道義高揚推進室 隼人市民福祉課 市民生活グループ

統計グループ

市民環境部 市民活動推進課 市民環境政策・国際交流グループ 共生協働推進グループ

国分斎場 牧園横川地区し尿処理場

市民課 戸籍グループ 窓口グループ 人権・男女共同参画グループ

環境衛生グループ 福祉グループ
環境衛生課 環境保全グループ 廃棄物対策グループ 衛生施設グループ

市民サービスセンター 隼人人権啓発センター
スポーツ・文化振興課 スポーツ・文化グループ 施設管理グループ
国民体育大会推進課 総務・企画グループ 競技・式典グループ

南部し尿処理場 敷根清掃センター

保護第1グループ 保護第２グループ
子育て支援課 子ども・子育てグループ 保育・幼稚園グループ

こどもセンター こどもセンターグループ

保健福祉部 保健福祉政策課 政策グループ

○保健福祉部特
任次長兼医療セ
ンター整備対策監

生活福祉課 管理グループ

牧園保育園 横川保育園 高千穂保育園 中津川保育園
牧園保育園

養護老人ホーム横川長安寮 管理グループ

長寿・障害福祉課 長寿福祉グループ 介護保険グループ 障害福祉グループ
こども・くらし相談センター 相談・支援グループ

保険年金課 国民年金グループ 国民健康保険グループ 後期高齢者医療グループ

健康増進課 健康づくり推進グループ 保健予防グループ

すこやか保健センター 地域保健第1グループ 地域保健第2グループ

市民生活課 市民福祉グループ 産業振興グループ
各地区保健センター・保健福祉センター

市立病院管理グループ

溝辺総合支所 地域振興課 地域振興・教育グループ 税務グループ
こども発達サポートセンター 発達支援グループ

管理グループ 接種推進グループ

横川総合支所 地域振興課 地域振興・教育グループ 税務グループ
全国和牛能力共進会対策室 市民生活課 市民福祉グループ 産業振興グループ

農林水産部 農政畜産課 農林水産政策グループ 農政第１グループ 農政第２グループ 畜産グループ

林務水産課 林務水産グループ 森林土木グループ
耕地課 管理グループ 耕地第１グループ 耕地第２グループ

商工観光部 商工振興課 商工観光政策グループ ふるさと納税推進グループ

牧園総合支所 地域振興課 地域振興・教育グループ

企業振興室
消費生活センター

税務グループ
市民生活課 市民福祉グループ 産業振興グループ

商工観光施設課 施設管理グループ 市民生活課 市民福祉グループ 産業振興グループ 温泉グループ
観光ＰＲ課 観光振興グループ ＰＲ推進グループ 霧島総合支所 地域振興課 地域振興・教育グループ 税務グループ

建設部 建設政策課 政策グループ 用地グループ
市民生活課 市民福祉グループ 福山市民サービスセンターグループ

関平温泉・関平鉱泉所
霧島ジオパーク推進課 霧島ジオパーク推進グループ

福山総合支所 地域振興課
畜産グループ

建設施設管理課 道路管理グループ 道路維持第１グループ 道路維持第２グループ 公園管理グループ

地域振興・教育グループ 税務グループ

土木課 道路整備第１グループ 道路整備第２グループ 河川港湾グループ
建築住宅課 住宅グループ 住宅収納グループ 建築第１グループ

産業振興グループ

上下水道部 上下水道総務課 政策グループ 業務グループ

建築第２グループ
建築指導課 建築指導グループ 建築審査グループ
都市計画課 都市計画グループ 都市整備グループ

水道工務課 工務第１グループ 工務第２グループ
下水道工務課 下水グループ 雨水グループ

区画整理課 業務第１グループ 業務第２グループ

予防課 予防係 危険物係 消防設備係
情報司令課 指令第１係 指令第２係 通信第１係

消防局 総務課 総務企画係 経理係 装備係
警防課 警防係 救急救助係 消防団係

福山分遣所
北消防署 予防係 警防係 庶務係 第１中隊

通信第２係
中央消防署 予防係 警防係 庶務係 第１中隊

第２中隊 横川分遣所 霧島分遣所

　（会計管理者） 会計課 会計第１グループ 会計第２グループ

第２中隊 溝辺分遣所 隼人分遣所

教育施設グループ
学校教育課 学事グループ 管理事務グループ 指導事務グループ 安全・保健体育グループ

教育委員会 教育長 教育部 教育総務課 教育総務グループ 教育政策グループ

牧園学校給食センター
霧島学校給食センター 隼人学校給食センター 牧之原学校給食センター

社会教育課 社会教育グループ 学習支援グループ 文化財グループ

学校給食課 学校給食管理グループ 公会計移行グループ
国分地区南部学校給食センター 溝辺学校給食センター 横川学校給食センター

固定資産評価審査委員会

公平委員会

新型コロナウイルスワクチン接種対策課

監査委員 監査委員事務局 監査グループ

農業委員会 農業委員会事務局 振興農地グループ

隼人図書館
国分中央高校 管理グループ
小中学校
幼稚園

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙グループ

国分公民館
隼人公民館
国分図書館 管理図書グループ

郷土資料編さん室
メディアセンター

＜隼人市民サービスセンター＞

【凡例】

市長部局等（消防局、会計含む）

議会・教育委員会等（各行政委員会等含む）


