
記者会見配布資料 令和２年３月13日 

 

〇 新型コロナウイルス感染拡大防止等に関連し、年度内の状況変化に柔軟な対応を図るととも

に、新年度当初から、組織としての継続性や機動性をしっかりと発揮できるよう、部課長級の

職員の内示を前倒しした。 

〇 職員の異動引継ぎに相当な期間を設け、一時的にも組織力を落とすことのないよう万全な体制

で業務に臨む。全ての部局等において業務体制を早い段階から確認し、対応力を高める。 

〇 異動規模を含めた、課長補佐級以下の異動と、組織編成全体の考え方については３月 18 日に予

定する定例記者会見で示す。 

 

○ 部課長級人事異動の規模は小規模  47人 

（31年度59人 30年度59人 29年度59人 28年度55人、27年度59人) 

 

１ 組織機構の一部見直し等に対応する特徴的事項 

(1) リニア推進部にリニア用地担当参事を配置 

(2) 地域人育成担当参事が生涯学習・スポーツ課長を兼務 

(3) ムトスまちづくり推進課に遠山郷振興担当専門幹を配置 

(4) 市立病院に薬剤部長を配置 

 

２ 昇任について（部課長級） 

区 分 男性 女性 合計 

部長級昇任 ３ １ ４ 

課長級昇任 ９ ２ １１ 

合計 １２ ３ １５ 

 

（参考）職位別・男女別職員数の内訳（部課長級） 

区 分 
市立病院以外職員  市立病院を含む飯田市計 

男性 女性(率) 計  男性 女性(率) 計 

部長級 15 2 11.8% 17  18 2 10.0% 20 

課長級 47 4 7.8% 51  63 11 14.9% 74 

合計 62 6 8.8% 68  81 13 13.8% 94 

 

３ 人事交流（部課長級） 

【県等からの派遣職員】 

派遣元へ復帰(R2.3.31付) 飯田市へ派遣(R2.4.1付) 

現職・職員名 復帰先 派遣元 配属先・職員名 

リニア推進部参事 

塩沢 宏昭 
長野県 長野県 リニア推進部（申請中） 

学校教育専門幹 

高坂 徹 
長野県教育委員会 長野県教育委員会 教育委員会（申請中） 

 

【裏面あり】 



４ その他 

(1) 職員数について…実数（予定） 

  市立病院以外職員 市立病院職員 合計 

H31.4.1職員数 ８０５ ７５７ １,５６２ 

R2.4.1職員数 ８０２ ７７２ １,５７４ 

増減 △３ １５ １２ 

 

(2) 職員の増減（予定） 

退職 市立病院以外職員 市立病院職員 飯田市計 

R1年度退職 ３４ ５９ ９３ 

 

採用 市立病院以外職員 市立病院職員 飯田市計 

R1年度採用 ２９ ７５ １０４ 

 

増減 市立病院以外職員 市立病院職員 飯田市計 

採用‐退職 △ ５ １６ １１ 

派遣職員 １ ０ １ 

異動 １ △ １ ０ 

合計 △ ３ １５ １２ 

 

以上 
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令和２年３月13日 

飯田市人事内示 令和２年４月１日付け市長発令（部課長級） 

■■■ 異 動 等 ■■■ 
発令事項  (前任者) 氏  名 ★昇任 現職 

○部長級     

総務部長 (退職) 寺澤 保義 櫻井 毅 総合政策部長 

総合政策部長兼IIDAブランド推進課長  櫻井 毅 塚平 賢志★ 経営企画課長 

リニア用地担当参事   米山 博樹★ リニア整備課長 

上下水道局長兼公営企業水道局出向

（水道局長） 
(退職) 前澤 秀夫 土屋 敏美★ 人事課長 

危機管理室長 (退職) 北澤 克弘 田中 真★ 総務文書課長 

教育委員会出向（地域人育成担当参事

兼生涯学習・スポーツ課長）兼危機管

理室勤務 

  青木 純 地域人育成担当参事 

○課長級     

・昇格     

財政課副参事   塚平 裕 財政課長 

管理課副参事兼飯田市天竜川環境整備

公社事務従事 
  田見 進 管理課長 

・異動等     

総務文書課長兼公平委員会事務局出向

兼固定資産評価審査委員会出向兼選挙

管理委員会事務局出向（事務局長） 

 田中 真 高木 祥司 リニア推進課長 

人事課長兼南信州広域連合派遣  土屋 敏美 岡本 佳宏★ 人事課長補佐 

税務課長  久保敷 武康 池野 兼浩 天龍峡再生担当専門幹 

納税課長 (退職) 伊藤 正 原 俊文 保健課長 

リニア推進課長  高木 祥司 下平 泰寛★ リニア推進課長補佐 

リニア整備課長  米山 博樹 牧島 光宏 地域振興担当専門幹 

リニア用地課長兼飯田市土地開発公社

事務従事（事務局長） 
 橋本 力 小倉 博明★ リニア用地課長補佐 

遠山郷振興担当専門幹兼産業経済部勤

務 
  山口 英孝★ 上郷自治振興センター所長 

地域振興担当専門幹兼遠山郷・中山間

地域振興係長 
 牧島 光宏 橋本 力 リニア用地課長 

保健課長  原 俊文 池戸 通徳 美術博物館副館長 

解兼農業振興センター係長   伊藤 弘 農業課長 

社会基盤長寿命化担当専門幹  小木曽 伸二 三浦 篤 リニア用地担当専門幹 

下水浄化施設長寿命化担当専門幹   小木曽 伸二 社会基盤長寿命化担当専門幹 

市立病院副院長兼副経営企画部長兼診

療部長兼副医療安全部長兼心臓血管セ

ンター長 

  山本 一也★ 診療部長 

市立病院技監兼病理診断科部長   佐野 健司★ 診療技幹 

薬剤部長兼薬剤科長   吉澤 忍★ 副診療技術部長 

診療技術部長兼副地域医療部長兼臨床

検査科長 
(退職) 原田 聡昭 實原 正明★ 副診療技術部長 

副診療技術部長兼リハビリテーション

科長 
 原田 聡昭(兼) 熊谷 結実★ リハビリテーション科長補佐 

副看護部長 (退職) 福田 浩美 杉山 みどり★ 看護師長 

兼副医療安全部長  福田 浩美(兼) 笠原 真弓 副看護部長 

経営企画課長兼副医療情報部長  塚平 賢志 福岡 茂巳★ 千代自治振興センター所長 

解兼（市立病院庶務課）人事係長   齊藤 浩 （市立病院）庶務課長 

介護老人保健施設事務長兼高松診療所

事務長兼栄養管理係長 
(退職) 中 良文 大原 佐江子 副看護部長 

教育委員会出向（生涯学習・スポーツ

課長）兼危機管理室勤務 
(退職) 北澤 俊規 青木 純(兼) （再掲） 
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教育委員会出向（歴史研究所副所長）  小椋 貴彦 北原 香子 議会事務局次長 

教育委員会出向（美術博物館副館長）  池戸 通徳 久保敷 武康 税務課長 

選挙管理委員会事務局出向（事務局

長） 
(退職) 林 保彦 高木 祥司(兼) （再掲） 

議会事務局出向（事務局次長）  北原 香子 小椋 貴彦 歴史研究所副所長 

〇人事交流、派遣元へ復帰 

市長辞令交付（３月27日午前８時30分～市長公室） 
  

(３月31日付)解併飯田市主事（長野県へ復帰） 塩沢 宏昭 リニア推進部参事 

(３月31日付)解併飯田市教育委員会主事（長野県教育委員会へ復帰） 高坂 徹 学校教育専門幹 

 
 

■■■ 退  職 ■■■ 

氏  名 所属 

・令和２年３月31日付け 

・部長級  

寺澤 保義 総務部長 

前澤 秀夫 上下水道局長 

北澤 克弘 危機管理室長 

・課長級  

伊藤 正 納税課長 

遠山 運 総務部付 

鈴木 栄子 保育指導担当専門幹 

原田 聡昭 診療技術部長 

福田 浩美 副看護部長 

中 良文 介護老人保健施設事務長 

北澤 俊規 生涯学習・スポーツ課長 

林 保彦 選挙管理委員会事務局長 
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令和２年３月13日 

飯田市人事内示 令和２年４月１日付け市長発令（部長級抜粋） 

■■■ 異 動 等 ■■■ 
 

発令事項  (前任者) 氏  名 ★昇任 現職 

○部長級     

総務部長 (退職) 寺澤 保義 櫻井 毅 総合政策部長 

総合政策部長兼IIDAブランド推進課長  櫻井 毅 塚平 賢志★ 経営企画課長 

リニア用地担当参事   米山 博樹★ リニア整備課長 

上下水道局長兼公営企業水道局出向

（水道局長） 
(退職) 前澤 秀夫 土屋 敏美★ 人事課長 

危機管理室長 (退職) 北澤 克弘 田中 真★ 総務文書課長 

教育委員会出向（地域人育成担当参事

兼生涯学習・スポーツ課長）兼危機管

理室勤務 

  青木 純 地域人育成担当参事 

 
 

■■■ 退  職 ■■■ 

氏  名 所属 

・令和２年３月31日付け 

・部長級  

寺澤 保義 総務部長 

前澤 秀夫 上下水道局長 

北澤 克弘 危機管理室長 

 
 

 

 


