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令和３年４月１日付け人事異動 

１ 人事異動規模 

 ○ 例年よりやや大きい 

 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 

異動規模 393人 385人 357人 357人 396人 

 

２ 組織体制と部課長級の配置について 

○ 令和３年４月は、喫緊の課題に対応する組織体制として、次のように課・係等を統廃合・新設

し、人事配置する。 

  ・金融政策課を産業振興課に統合し、より一体的な産業振興を図る 

・生涯学習・スポーツ課の文化財担当部門を文化財保護活用課として新設する 

・福祉課に「重層的支援係」を新設し、相談体制の充実と支援機関との連携強化を図る 

・子育て支援課に「施設管理係」を新設し、施設長寿命化計画の策定の推進と安全安心な幼児教

育・保育の環境づくりの支援の充実を図る 

 

＜部長級の配置に関すること＞ 

・教育次長として「教育委員会参与 教育次長事務取扱」（特別職非常勤職員）を配置 

・南信州広域連合事務局長に部長級職員を派遣 

＜課長級の配置に関すること＞ 

・庁内デジタル化推進担当専門幹を配置 

  ・危機管理担当専門幹を配置 

 

３ 職員数について 

  
職員 

(市立病院除く) 
市立病院職員 合計 

R2.4.1職員数 802人 772人 1,574人 

R3.4.1職員数 795人 782人 1,577人 

増減 △7人 10人 3人 

  ※退職派遣、広域連合派遣、派遣研修受入職員を除く 

 

４ 職員数の増減内訳（R2.4.1～R3.4.1） 

退職 
職員 

(市立病院除く) 
市立病院職員 合計 

R2年度中退職者数 48人 55人 103人 

 

採用 
職員 

(市立病院除く) 
市立病院職員 合計 

R2.4.2～R3.4.1採用者数 36人 71人 107人 

 

増減 
職員 

(市立病院除く) 
市立病院職員 合計 

採用‐退職 △12人 16人 4人 

派遣受入職員 △1人 0人 △1人 

異動 6人   △6人 0人 

合計 △7人 10人 3人 

 ※派遣受入職員は派遣研修職員を除く 

 



５ 昇任について               （ ）は市立病院 

区分 男性 女性 合計 

部長級昇任 4人（ 0人） 1人（ 0人） 5人（ 0人） 

課長級昇任 14人（ 3人） 0人（ 0人） 14人（ 3人） 

課長補佐級昇任 9人（ 0人） 4人（ 0人） 13人（ 0人） 

係長級昇任 19人（11人） 7人（ 3人） 26人（14人） 

合 計 46人（14人） 12人（ 3人） 58人（17人） 

 

（参考）職位別・男女別職員数の内訳 令和３年４月１日現在（予定） 

区 分 

職員(市立病院除く)  市立病院を含む合計 

男性 女性 
女性の割合 

計 
 

男性 女性 
女性の割合 

計 
R3 R2  R3 R2 

部長級 12人 2人 14.3% 11.8% 14人  15人 2人 11.8% 10.0% 17人 

課長級 47人 2人 4.1% 7.8% 49人  65人 9人 12.2% 14.9% 74人 

課長補佐級 68人 15人 18.1% 14.6% 83人  72人 15人 17.2% 13.6% 87人 

係長級 103人 51人 33.1% 32.1% 154人  164人 85人 34.1% 33.6% 249人 

上記以外 215人 280人 56.6% 56.1% 495人  397人 753人 65.5% 65.6% 1,150人 

合 計 445人 350人 44.0% 43.0% 795人  713人 864人 54.8% 54.3% 1,577人 

 

６ 人事交流 

(1) 国、県、他市町村等からの派遣職員 

派遣元へ復帰(R3.3.31付) 飯田市へ派遣(R3.4.1付) 

復帰先 現職・職員名 派遣元 配属先・職員名 

国土交通省中部

地方整備局 

建設部参事 

島﨑 玲一 

国土交通省中部

地方整備局 
国土交通省（申請中） 

文部科学省 
地域人育成担当参事 

青木 純 
  

長野県警察本部 
危機管理室次長補佐 

上林 浩 
長野県警察本部 

危機管理室次長補佐 

藤本 直樹 

阿南町 
危機管理室防災担当専門主査 

城田 真一 
  

 

(2) 飯田市の派遣職員 

市から派遣 市へ復帰 

派遣先 現職・職員名 現職 配属先・職員名 

国土交通省中部地方

整備局 

土木課 

小椋 和喜 

国土交通省中部地方

整備局 

建設部 

佐々木 聡太 

  経済産業省関東経済

産業局派遣 

産業経済部 

北原 篤志 

  文部科学省初等中等

教育局 

教育委員会 

矢澤 健 

長野県後期高齢者医

療広域連合 

経営管理課 

吉川 真由 

長野県後期高齢者医

療広域連合 

上下水道局 

小原 竜之介 

三遠南信地域連携ビ

ジョン推進会議事務局 

工業課 

矢澤 大輔 

三遠南信地域連携ビ

ジョン推進会議事務局 

総務部 

壬生 庸佑 

  千曲市 産業経済部 

伊藤 正 

  和歌山大学大学院 企画課 

内ヶ島 友章 

以上 



■■■ 異動等 ■■■

解南信州広域連合派遣（事務局長事務取扱） 髙田　修 副市長

○部長級

市民協働環境部長兼結いターン移住定住 (退職) 松下 徹 塚平 裕 ★ 財政課副参事
推進室長

健康福祉部長兼福祉事務所長 (退職) 清水 美沙子 髙山 毅 ★ 子育て支援課長

産業経済部長 (退職) 遠山 昌和 串原 一保 市長公室長

建設部長兼飯田市天竜川環境整備公社事 (退職) 北沢 武人 米山 博樹 リニア用地担当参事
務従事

市長公室長兼秘書広報課長 串原 一保 原田 太仁 ★ 秘書広報課長

会計管理者兼会計課長兼南信州広域連合 (退職) 原 章 北原 香子 ★ 歴史研究所副所長
派遣兼飯田市土地開発公社事務従事

議会事務局出向（事務局長） 吉川 昌彦 和泉 忠志 ★ 産業振興課長

参事、総合政策部付、南信州広域連合派 吉川 昌彦 議会事務局長
遣(事務局長)

○課長級

・昇格

ムトスまちづくり推進課副参事兼移住定 (退職) 土屋 美那 松尾 聡 環境モデル都市推進課長
住推進主幹

・異動等

総務文書課長兼公平委員会事務局出向兼 高木 祥司 桜井 裕司 選挙管理委員会事務局長
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）

庁内デジタル化推進担当専門幹 鎌倉 正 ★ 総務文書課長補佐

財政課長 塚平 裕 佐々木 学 ★ 経営企画課長補佐

監査委員事務局出向（事務局長）兼南 (退職) 市瀬 幸希 櫻井 更 金融政策課長
信州広域連合派遣

企画課長兼大学･三遠南信連携係長兼移 田中 克己 林 健吾 ★ 企画課長補佐
住定住推進主幹

移住定住推進担当専門幹 橋本 力 地域振興担当専門幹

男女共同参画課長兼消費生活係長 林 みどり 男女共同参画課長

市民課長 (退職) 倉田 司 高木 祥司 総務文書課長

環境課長 下井 善彦 岩崎 克幸 ★ 環境モデル都市推進課長補佐

環境モデル都市推進課長 松尾 聡 田中 克己 企画課長

子育て支援課長兼移住定住推進主幹 髙山 毅 後藤 孝男 ★ 龍江自治振興センター所長

保健課長 (退職) 池戸 通徳 今村 陸哉 ★ 羽場自治振興センター所長

産業振興課長兼危機管理室勤務兼飯田勤 和泉 忠志 清水 秀敏 商業･市街地活性課長
労者共済会事務従事（事務局長）兼移住
定住推進主幹

農業課長兼農業委員会出向兼移住定住推 伊藤 弘 松江 良文 南信州広域連合事務局次長
進主幹

商業･市街地活性課長 清水 秀敏 山口 英孝 遠山郷振興担当専門幹

解兼観光企画係長 宮沢 正隆 観光課副参事

管理課長兼飯田市天竜川環境整備公社事 (退職) 田見 進 北原 達矢 飯田環境センター事務長
務従事

地域計画課長 鋤柄 寛 牧内 一司 ★ 地域計画課長補佐

土木課長 吉地 良平 三浦 篤 社会基盤長寿命化担当専門幹

経営管理課長兼公営企業水道局出向(経 生嶋 哲夫 鋤柄 寛 地域計画課長
営管理課長)
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下水浄化センター所長兼水質管理係長 (退職) 伊壷 英俊 吉地 良平 土木課長

市立病院副院長兼副経営企画部長兼医療 山下 俊郎 市立病院副院長
安全部長兼感染管理室長兼泌尿器科部長

解兼診療部長、市立病院副院長兼副経営 山本 一也 市立病院副院長
企画部長兼副医療安全部長兼心臓血管セ
ンター長

市立病院技監兼診療部長兼がん診療・緩 新宮 聖士 市立病院技監
和ケアセンター長兼外科部長兼乳腺内分

泌外科部長

解兼副診療部長兼副地域医療部長、市立 桃井 浩樹 ★ 副診療部長
病院技監兼脳神経内科部長

解兼副診療部長兼副医療情報部長、市立 片桐 有一 ★ 副診療部長
病院技監兼心臓血管内科部長

解兼診療技幹、副診療部長兼副地域医療 小林 澄雄 ★ 脳神経外科部長
部長兼副医療情報部長兼副医療安全部長

兼脳神経外科部長

技師、薬剤部長 (退職) 吉澤 忍 吉澤 忍 任期付職員

副看護部長兼副地域医療部長兼患者サポ 大原 佐江子 介護老人保健施設事務長
ート副センター長兼副医療安全部長

解兼副地域医療部長兼患者サポート副セ 笠原 真弓 副看護部長

ンター長兼副医療安全部長

介護老人保健施設事務長兼高松診療所事 大原 佐江子 棚田 昭彦 文化会館長
務長兼栄養管理係長

危機管理室次長 松下 英喜 後藤 武志 ★ 危機管理室次長補佐

危機管理担当専門幹兼危機管理係長兼暴 生嶋 哲夫 経営管理課長
力追放係長

教育委員会出向（生涯学習・スポーツ課 (退職) 青木 純 伊藤 弘 農業課長
長）兼危機管理室勤務

教育委員会出向（文化財保護活用課長兼 馬場 保之 文化財担当課長
考古博物館長）

教育委員会出向（文化財施設整備担当専 関島 隆夫 ★ 生涯学習･スポーツ課長補佐
門幹）

教育委員会出向（文化会館長） 棚田 昭彦 下井 善彦 環境課長

教育委員会出向（兼歴史研究所副所長） 久保敷 武康 美術博物館副館長

専門幹、総合政策部付、南信州広域連合 松江 良文 加藤 博文 ★ 南信州広域連合総務課長補佐
派遣（事務局次長兼総務課長）

専門幹、総合政策部付、南信州広域連合 松下 英喜 危機管理室次長
派遣（飯田広域消防本部総務課長）

専門幹、総合政策部付、南信州広域連合 北原 達矢 飯田 修 ★ 農業委員会事務局長補佐
派遣（飯田環境センター事務長兼庶務係
長）

○課長補佐級

総務文書課長補佐兼庶務係長兼統計係長兼損保担当専門主査 代田 暢志 医事課長補佐

人事課長補佐兼人事係長 佐々木 祐介 企画課長補佐

税務課長補佐兼市民税係長 熊谷 広志 長寿支援課長補佐

税務課長補佐兼資産税家屋係長 宮下 克弘 保健課長補佐

リニア推進課長補佐兼事業調整係長 勝岡 雅典 リニア整備課長補佐

リニア整備課長補佐兼駅周辺整備計画係長 筒井 文彦 議会事務局次長補佐

遠山郷振興担当専門主幹兼産業経済部勤務 本島 秀勇 松尾自治振興センター所長

羽場自治振興センター所長 前澤 英明 ★ 中心市街地活性化係長

東野自治振興センター所長兼自治振興担当専門主査 秋山 真紀 ★ 東野自治振興センター所長

座光寺自治振興センター所長兼教育委員会出向（市公民館副館長 松村 和広 農業課長補佐
補佐）

松尾自治振興センター所長兼教育委員会出向（市公民館副館長補 若杉 泰秀 ★ 工業振興係長
佐）

山本自治振興センター所長兼教育委員会出向（市公民館副館長補 浅井 淳 ★ 山本自治振興センター所長
佐）

上郷自治振興センター所長兼教育委員会出向（市公民館副館長補 熊谷 徳昭 ★ 上郷自治振興センター所長
佐）

発令事項 氏名　★昇任 現職

〈飯田市人事内示 令和３年４月１日付け市長発令-2〉



環境モデル都市推進課長補佐兼ISO推進係長 鈴木 義光 ★ 丸山自治振興センター所長

福祉課長補佐兼障害福祉係長 庭村 明美 ★ 消費生活係長

福祉課長補佐兼生活福祉係長 吉川 徹 福祉課長補佐

福祉課長補佐兼重層的支援係長 澤柳 八千江 子育て支援課長補佐

子育て支援課長補佐兼施設管理係長 牛山 剛典 地域計画課長補佐

保育主幹兼中村保育園長 新井 智恵美 ★ 中村保育園長

長寿支援課長補佐兼長寿支援係長 下島 剛 ★ 基幹包括支援センター係長

産業振興課長補佐兼庶務係長 松井 敬 観光課長補佐

産業振興課長補佐兼労政係長兼健康福祉部勤務 大島 康弘 福祉課長補佐

林務課長補佐兼里山保全係長兼森林保全担当専門技査 岩崎 健一 土木課長補佐

工業課長補佐兼工業振興係長兼南信州･飯田産業センター事務従事 島崎 晃吉 ★ (産業振興課)庶務係長

農業委員会出向(事務局長補佐兼振興係長)兼産業経済部勤務 伊藤 昌之 介護老人保健施設事務長補佐

地域計画課長補佐兼建築係長 岩橋 誠司 上久堅自治振興センター所長

土木課長補佐兼公園緑地係長 菊池 正二 水道課長補佐

土木課長補佐兼市街地基盤整備係長 森 茂夫 ★ 市街地基盤整備係長

水道課長補佐兼維持係長兼公営企業水道局出向(水道課長補佐兼維 小平 多喜保 国県関連事業課長補佐
持係長)

経営企画課長補佐兼経営企画係長兼経理係長 滝沢 拓洋 学校教育課長補佐

介護老人保健施設事務長補佐兼管理係長 宮澤 保文 医事課長補佐

危機管理室次長補佐兼防災係長 塩澤 友之 ★ 地域エネルギー計画係長

主事、危機管理室次長補佐兼交通安全係長 藤本 直樹 長野県警察本部

教育委員会出向（学校教育課長補佐兼総務係長） 櫻井 英人 南信州広域連合事務局次長補佐

教育委員会出向（生涯学習・スポーツ課長補佐兼地育力向上係長） 堤 幹雄 座光寺自治振興センター所長
兼健康福祉部勤務

教育委員会出向（生涯学習・スポーツ課長補佐兼スポーツ振興係 氏原 理恵子 生涯学習・スポーツ課長補佐
長）

教育委員会出向（文化財保護活用課長補佐兼文化財保護係長） 下平 博行 文化財担当課長補佐

教育委員会出向（文化財保護活用課長補佐兼文化財担当主幹） 宮澤 貴子 生涯学習・スポーツ課長補佐

教育委員会出向（中央図書館長補佐兼情報サービス係長） 矢澤 恵 ★ 情報サービス係長

教育委員会出向（歴史研究所副所長補佐兼総務係長） 牧内 功 人事課長補佐

議会事務局出向（議会事務局次長補佐兼議事係長） 松下 弘毅 議会事務局次長補佐

○係長級

職員係長兼飯田市職員共済会事務従事（事務局長） 植松 一成 人事係長

行革・施設マネジメント係長 岩崎 秀成 住宅施策担当専門主査

収納係長 野牧 民浩 建設部付国土調査担当専門主査

企画調整係長兼南信州広域連合派遣 萩元 謙一 ★ 危機管理室

ブランド推進係長 山﨑 博之 ★ 上久堅自治振興センター

用地調整担当専門主査兼飯田市土地開発公社事務従事(庶務担当専 北澤 五月 ★ リニア用地課
門主査)

丸山自治振興センター所長 高梨 永二 商業流通係長

上久堅自治振興センター所長兼教育委員会出向(市公民館副館長補 熊谷 久幸 スポーツ施設係長
佐)

龍江自治振興センター所長兼教育委員会出向(市公民館副館長補佐) 福澤 信幸 保育施設担当専門主査

遠山郷・中山間地域振興係長兼結いターン移住定住推進室勤務 林 優一郎 遠山郷･中山間地域振興担当専門主査

技師、処分場施設係長兼処分場長 田見 進 再任用職員

地域エネルギー計画係長 小林 晋 ＩＳＯ推進係長

家庭係長 飯島 初美 障害福祉係長

丸山保育園長 髙梨 絹子 和田保育園長

竜丘保育園長 吉川 真有美 丸山保育園長

山本保育園長 後藤 敦古 竜丘保育園長

和田保育園長 牧野 貴子 山本保育園長
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保育担当専門主査（座光寺保育園） 島岡 加奈子 ★ 座光寺保育園

保育担当専門主査（上久堅保育園） 伊藤 ひろみ 保育担当専門主査（中村保育園）

保育担当専門主査（三穂保育園） 今村 陽子 保育担当専門主査（上郷西保育園）

保育担当専門主査（中村保育園） 塩澤 美香 保育担当専門主査（上久堅保育園）

保育担当専門主査（鼎みつば保育園） 三津目 由美子 保育担当専門主査（座光寺保育園）

保育担当専門主査（上郷西保育園） 近藤 由美子 保育担当専門主査（鼎みつば保育園）

こども発達センターひまわり所長 三石 住枝 療育担当専門主査

地域療育担当専門主査 鋤柄 喜美子 こども発達センターひまわり所長

基幹包括支援センター係長 福澤 紀美江 がん検診担当専門技査

国保係長 吉沢 浩亮 コロナワクチン接種推進担当専門主査

Ａブロック担当専門技査 矢澤 美枝 Ｄブロック担当専門技査

Ｅブロック担当専門技査 大島 みどり Ｂブロック担当専門技査

主事、コロナワクチン接種推進担当専門主査 清水 美沙子 再任用職員

上村診療所長 塚平 晃弘 総合内科副部長

金融政策係長 伊藤 宏 (南信州・飯田産業センター)業務係長

農村振興係長兼農業委員会出向 松本 和博 林業振興係長

農業振興センター係長 牧内 正雅 ★ 農業課

林業振興係長 西永 俊充 文化会館事業係長

商業流通係長兼地方卸売市場長 内山 秀治 ★ 商業・市街地活性課

中心市街地活性化係長 西 しのぶ ★ 商業・市街地活性課

観光企画係長兼観光誘客係長 雨宮 秀樹 秘書係長

専門主査、産業経済部付、公益的法人等派遣法による南信州・飯 宮島 剛 南信州・飯田産業センター事務局次
田産業センター派遣（事務局次長兼庶務係兼業務係長） 長兼庶務係長

建設部付、国土調査担当専門主査(南信濃自治振興センター駐在） 熊谷 正樹 給水担当専門主査
兼市民協働環境部勤務

建築指導係長 木村 理子 建築係長

住宅係長 今村 勉 行革・施設マネジメント係長

開発指導係長 市瀬 正勝 河川係長

河川係長 幾島 章 里山保全係長

関連事業係長 福田 耕平 国事業担当専門技査

給水担当専門技査兼公営企業水道局出向（給水担当専門技査） 久保敷 一門 用地担当専門技査

下水道整備係長 吉澤 晃二 下水道施設管理係長

下水道施設管理係長 藤岡 智弘 ストックマネジメント担当専門技査

排水設備係長 日置 秀秋 下水道整備係長

解兼消化器内科部長、診療技幹兼内視鏡センター長 岡庭 信司 診療技幹

技師、診療技幹 大津 義徳 新規採用職員

解内視鏡センター長、消化器内科部長 髙橋 俊晴 内視鏡センター長

呼吸器内科部長 西江 健一 ★ 呼吸器内科副部長

呼吸器外科部長 冨永 義明 ★ 呼吸器外科副部長

新生児科部長 嶋田 和浩 ★ 新生児科副部長

皮膚科部長 上條 史尚 ★ 皮膚科副部長

リハビリテーション科部長 伊坪 敏郎 ★ リハビリテーション科副部長

循環器内科副部長 上島 彩子 ★ 循環器内科医長

麻酔科副部長 峰村 仁志 ★ 麻酔科医長

薬剤科長 前島 光廣 ★ 薬剤科長補佐

放射線技術科長補佐 石川 雅英 ★ ＭＲＩ担当専門技査

放射線技術科長補佐 岡庭 勝陽 ★ ＣＴ担当専門技査

臨床検査科長補佐 荒木 竜哉 ★ 臨床検査科主任

臨床検査科専門技査 村下 ちなつ ★ 臨床検査科主任

看護師長 三浦 香代 ★ 主任看護師
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地域医療部看護師長 清水 典子 看護部看護師長

医事企画係長 近藤 弘幸 ★ 長寿支援課

外来係長 橋場 健次 医事企画係長

医療支援係長兼外来担当専門主査 斉藤 英信 収納係長

秘書係長 槇原 竜平 広報広聴係長

広報広聴係長 池田 剛士 ブランド推進係長

審査係長兼南信州広域連合派遣 熊谷 誉司成 健康推進担当専門主査

教育委員会出向（児童クラブ担当専門主査） 上柳 智広 ★ 管理課

教育委員会出向（学校施設係長） 熊谷 一彦 事業調整係長

教育委員会出向（上郷小学校調理担当専門主任） 代田 義幸 ★ 高陵中学校

教育委員会出向（学校図書担当専門主査） 牧野 優子 ★ 緑ヶ丘中学校

教育委員会出向（スポーツ施設係長） 中島 恵 審査係長

教育委員会出向（文化財保護担当専門主査） 吉川 金利 考古分野担当専門主査

教育委員会出向（文化会館事業係長） 木村 喜宣 スポーツ振興係長

議会事務局出向（庶務係長） 丸山 宏 調査係長

議会事務局出向（調査係長） 松野 由幸 学校施設係長

監査委員事務局出向(監査係長)兼南信州広域連合派遣 佐々木 美鈴 (歴史研究所)総務係長

専門主査、総合政策部付、南信州広域連合派遣（庶務係長） 伊藤 寿 農業振興センター係長

専門主査、総合政策部付、南信州広域連合派遣（広域振興係長） 野牧 和将 ★ 企画課

専門主査、健康福祉部付、派遣法による飯田市社会福祉協議会 村澤 勝弘 ★ 社会福祉協議会派遣
派遣

○一般職員

総務部勤務 壬生 庸佑 ＳＥＮＡ事務局駐在

総務部勤務 島田 真理子 農業課

総務部勤務 森 康洋 市民課

総務部勤務 板倉 和代 市民課

総務部勤務 小澤 亮 下久堅公民館

総務部付、長野県後期高齢者医療広域連合派遣 吉川 真由 経営管理課

職員団体専従許可（令和４年９月30日まで） 木下 和子 橋北公民館

総合政策部勤務 内ヶ島 友章 和歌山大学大学院派遣

総合政策部勤務 林 開 経営管理課

総合政策部勤務(三遠南信地域連携ビジョン推進会議事務局駐在) 矢澤 大輔 工業課

リニア推進部勤務 熊谷 隆幸 鼎公民館

リニア推進部勤務 香山 章 土木課

リニア推進部勤務 田平 江里 税務課

市民協働環境部勤務 北澤 未来 経営管理課

市民協働環境部勤務 片桐 泉 税務課

市民協働環境部勤務 岡本 優菜 保健課

市民協働環境部勤務 山岸 章広 選挙管理委員会事務局

市民協働環境部勤務 松澤 柾紀 税務課

市民協働環境部勤務 森 宏梨 税務課

市民協働環境部勤務 伊東 あきこ 長寿支援課

市民協働環境部勤務 伊坪 美穂子 納税課

市民協働環境部勤務 小室 正 管理課

市民協働環境部勤務 伊藤 真悟 税務課

市民協働環境部勤務 松平 浩子 秘書広報課

市民協働環境部勤務 小木曽 誠 納税課

市民協働環境部勤務 山澤 広豊 医事課

健康福祉部勤務 壬生 健太 千代自治振興センター

健康福祉部勤務 熊谷 裕美 川路自治振興センター

健康福祉部勤務 笹木 宏実 栄養科
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産業経済部勤務 小島 徹 財政課

産業経済部勤務 伊藤 正 千曲市派遣

産業経済部勤務 中島 李野 松尾自治振興センター

産業経済部勤務 開米 泰介 経営管理課

産業経済部勤務 松本 学 総務文書課

産業経済部勤務 北原 篤志 経済産業省派遣

産業経済部勤務 内山 文世 南信州・飯田産業センター

農業委員会出向兼産業経済部勤務 原田 利次 納税課

産業経済部付、公益的法人等派遣法による南信州・飯田産業セン 福田 絵都 工業課
ター派遣

産業経済部付、公益的法人等派遣法による南信州・飯田産業セン 田中 悠貴 農業委員会事務局
ター派遣

建設部勤務 木下 佳美 座光寺自治振興センター

建設部勤務 片桐 隆文 三穂自治振興センター

建設部勤務 元木 悠介 下水道課

技師、建設部勤務 佐々木 聡太 中部地方整備局飯田国道事務所派遣

建設部勤務 鎌倉 雄貴 南信濃自治振興センター

上下水道局勤務 小嶋 美那 市民課

上下水道局勤務 小原 竜之介 長野県後期高齢者医療広域連合派遣

上下水道局勤務 伊藤 美保 竜丘自治振興センター

上下水道局勤務 伊藤 大輝 市民課

上下水道局勤務 金澤 卓哉 土木課

整形外科医長 笹尾 真司 ★ 整形外科

産科医長 内山 夏紀 ★ 産科

主任看護師 林 明美 ★ 主任看護師補佐

主任看護師 荒井 美介恵 ★ 主任看護師補佐

主任看護師 三ツ澤 知美 ★ 主任看護師補佐

市長公室勤務 熊谷 理恵 保健課

危機管理室勤務 片岡 博昭 市公民館

教育委員会出向 久保田 友美 工業課

教育委員会出向 島崎 徳代 和田保育園

主事、教育委員会出向 矢澤 健 文部科学省派遣

教育委員会出向 平田 玖留実 保健課

教育委員会出向 亀山 泰行 税務課

教育委員会出向 森本 泉 子育て支援課

教育委員会出向 吉川 隆志 鼎自治振興センター

○非常勤特別職

教育委員会出向（教育委員会参与、教育次長事務取扱） 松下 徹

○人事交流、飯田市から派遣（再掲）

(退職派遣)国土交通省中部地方整備局飯田国道事務所派遣 小椋 和喜 土木課

総務部付、長野県後期高齢者医療広域連合派遣 吉川 真由 経営管理課

総合政策部勤務（三遠南信地域連携ビジョン推進会議事務局駐在） 矢澤 大輔 工業課

○人事交流、飯田市へ復帰（再掲）

総合政策部勤務 内ヶ島 友章 和歌山大学大学院派遣

産業経済部勤務 伊藤 正 千曲市派遣

産業経済部勤務 北原 篤志 経済産業省派遣

建設部勤務 佐々木 聡太 中部地方整備局飯田国道事務所派遣

上下水道局勤務 小原 竜之介 長野県後期高齢者医療広域連合派遣

教育委員会出向 矢澤 健 文部科学省派遣

○人事交流、飯田市へ派遣（再掲）

主事、危機管理室次長補佐兼交通安全係長 藤本 直樹 長野県警察本部
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○人事交流、派遣元へ復帰（再掲）

（３月31日付）退職(国土交通省中部地方整備局へ復帰) 島﨑 玲一 建設部参事

（３月31日付）退職(文部科学省へ復帰) 青木 純 地域人育成担当参事

（３月31日付）退職(長野県警察本部へ復帰) 上林 浩 危機管理室次長補佐

（３月31日付）解併飯田市主事(阿南町へ復帰) 城田 真一 防災担当専門主査

○組織機構の改廃に伴うみなし発令

３月31日に次表の左欄に掲げる部署に勤務又は役職に発令されている者は、別に辞令を発せられない限り、

４月１日付けで右欄に掲げる部課等へ勤務（兼務を含む）又は役職へ発令されたものとみなす。

生涯学習・スポーツ課文化財活用係、生涯学習・スポーツ課文化財保護係 文化財保護活用課勤務

■■■ 正式採用 ■■■

主事 熊谷 香織 観光課

主事 井坪 解 農業課

主事 近藤 大知 美術博物館

■■■ 新規採用 ■■■

(再掲)技師、診療技幹 大津 義徳 (医師)

技師、呼吸器内科医長 髙橋 秀和 (医師)

技師、循環器内科医長 毛涯 秀一 (医師)

併飯田市技師、小児科医長 峰村 優 (医師)

技師、市立病院勤務 南澤 昌郁 (医師)

技師、市立病院勤務 佐々木 信和 (医師)

技師、市立病院勤務 小林 義明 (医師)

技師、市立病院勤務 辻󠄀中 佑介 (医師)

技師、市立病院勤務 唐澤 崇之 (医師)

技師、市立病院勤務 中野 祐太 (医師)

技師、市立病院勤務 相阪 哲也 (医師)

技師、市立病院勤務 竹内 詩緒 (医師)

技師、市立病院勤務 鈴木 里香 (医師)

技師、市立病院勤務 鈴木 智敬 (医師)

技師、市立病院勤務 矢﨑 明香 (医師)

技師、市立病院勤務 福澤 拓哉 (医師)

技師、市立病院勤務 後藤 弘一 (歯科医師)

主事見習、総務部勤務 野田 和貴

主事見習、総務部勤務 伊坪 真衣

主事見習、総務部勤務 千賀 拓也

主事見習、市民協働環境部勤務 月木 星乃光

主事見習、市民協働環境部勤務 松村 操

主事見習、健康福祉部勤務 矢澤 あかね

主事見習、健康福祉部勤務 壬生 大樹

主事見習、健康福祉部勤務 平澤 早季

主事見習、健康福祉部勤務 清水 凛

主事見習、健康福祉部勤務 伊坪 加奈 (行政保育士)

主事見習、健康福祉部勤務 稲垣 杏 (行政保育士)

主事見習、健康福祉部勤務 加藤 はづき (行政保育士)

主事見習、健康福祉部勤務 澤柳 友唯 (行政保育士)

技師見習、健康福祉部勤務 中島 梓 (行政保健師)

発令事項 氏名 現職

令和３年３月31日現在 令和３年４月１日付みなし発令

発令事項 氏名 現職
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技師見習、健康福祉部勤務 伊坪 真理子 (行政保健師)

技師見習、健康福祉部勤務 福与 遥 (行政保健師)

主事見習、建設部勤務 塩澤 隆慈

技師見習、建設部勤務 今井 樹

技師見習、上下水道局勤務 木下 幹太

技師見習、市立病院勤務 中島 宏之 (薬剤師)

技師見習、市立病院勤務 米山 尚希 (薬剤師)

技術員見習、市立病院勤務 松村 彩乃 (診療放射線技師)

技師見習、市立病院勤務 壬生 裕貴 (臨床検査技師)

技術員見習、市立病院勤務 𠮷川 未紗 (臨床検査技師)

技術員見習、市立病院勤務 宮澤 元彌 (臨床工学技士)

技術員見習、市立病院勤務 安藤 佳菜 (看護師)

技術員見習、市立病院勤務 伊藤 明日香 (看護師)

技術員見習、市立病院勤務 小木曽 佑輔 (看護師)

技術員見習、市立病院勤務 小木曽 優里 (看護師)

技術員見習、市立病院勤務 掛川 愛菜 (看護師)

技術員見習、市立病院勤務 北沢 浩志 (看護師)

技師見習、市立病院勤務 木下 真里 (看護師)

技術員見習、市立病院勤務 木下 雄介 (看護師)

技術員見習、市立病院勤務 久保田 理沙 (看護師)

技術員見習、市立病院勤務 熊谷 きなり (看護師)

技術員見習、市立病院勤務 熊谷 紗和 (看護師)

技術員見習、市立病院勤務 酒井 ティンイン (看護師)

技師見習、市立病院勤務 塩沢 菜月 (看護師)

技術員見習、市立病院勤務 塩澤 利佳 (看護師)

技術員見習、市立病院勤務 菅沼 みのり (看護師)

技術員見習、市立病院勤務 関島 実加 (看護師)

技術員見習、市立病院勤務 中村 美空 (看護師)

技術員見習、市立病院勤務 福沢 実結 (看護師)

技術員見習、市立病院勤務 牧内 大樹 (看護師)

技術員見習、市立病院勤務 松本 奈々 (看護師)

技術員見習、市立病院勤務 壬生 浩幸 (看護師)

技師見習、市立病院勤務 山上 栞里 (看護師)

技術員見習、市立病院勤務 和田 真奈香 (看護師)

調理員見習、市立病院勤務 岩間 渉 (任期付職員)

調理員見習、市立病院勤務 橋爪 亜弥 (任期付職員)

調理員見習、市立病院勤務 原田 紗織 (任期付職員)

主事見習、市立病院事務局勤務 小林 夏美 (病院事務)

看護補助者見習、市立病院勤務 尾曽 司 (任期付職員)

看護補助者見習、市立病院勤務 中島 大貴 (任期付職員)

看護補助者見習、市立病院勤務 早川 真人 (任期付職員)

主事、教育委員会出向 羽田 真也

主事見習、教育委員会出向 加納 向日葵

技師見習、教育委員会出向 塩沢 裕也 (行政栄養士)

調理員見習、教育委員会出向 鈴木 佑弥 (任期付職員)

調理員見習、教育委員会出向 福士 瑞希 (任期付職員)

■■■ 退職 ■■■

・令和３年３月28日付け

北原 彩也佳 看護部

氏　名 所　属
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・令和３年３月31日付け

・部長級

松下 徹 市民協働環境部長

清水 美沙子 健康福祉部長

遠山 昌和 産業経済部長

北沢 武人 建設部長

原 章 会計管理者

今村 和男 教育次長

赤羽目 金利 飯田広域消防本部消防長

・課長級

土屋 美那 ムトスまちづくり推進課長

倉田 司 市民課長

池戸 通徳 保健課長

田見 進 管理課長

伊壷 英俊 下水浄化センター所長

小木曽 伸二 下水浄化施設長寿命化担当専門幹

吉澤 忍 薬剤部長

市瀬 幸希 監査委員事務局長

・課長補佐級

熊谷 純一 税務課長補佐

林 一利 産業振興課長補佐

松澤 真 下水道課長補佐

・係長級

横山 雅子 資産税家屋係長

小林 洋子 介護予防担当専門技査

三井 憲 診療科副部長

菅沼 美由紀 調理担当専門主任

井上 祐二 上郷小学校調理担当専門主任

松下 悦子 丸山共同調理場栄養担当専門技査

・一般職員

山﨑 幸代 環境モデル都市推進課

松澤 文代 福祉課

加藤 すみ子 長寿支援課

駒澤 亮子 松尾東保育園

田口 沙緒理 龍江保育園

塚平 浩子 上村保育園

小松 佳代子 保健課

内山 拓己 金融政策課

木下 裕道 地域計画課

柳沢 克也 (医師)呼吸器内科

中嶋 太郎 (医師)消化器内科

中村 直樹 (医師)消化器内科

栁澤 匠 (医師)消化器内科

宮本 晃男 (医師)糖尿病代謝内科

瀬原田 魁 (医師)外科

重𠮷 佑亮 (医師)形成外科

荒井 萌子 (医師)小児科

蜂谷 守 (医師)泌尿器科

上條 恭佑 (医師)産科

小林 健太郎 (医師)放射線診断科

西牧 史洋 (歯科医師)歯科口腔外科

舟橋 秀利 (医師)麻酔科

小林 温子 リハビリテーション科
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蓑島 喜佐子 栄養科

今井 恵子 栄養科

牧野 ひとみ 看護部

平澤 きよ子 看護部

鎌倉 寿美子 看護部

小林 純子 看護部

近藤 あすみ 看護部

田中 杏菜 看護部

宇津恵 陽介 看護部

中村 美早紀 看護部

片桐 愛子 看護部

仲田 里美 看護部

平沢 まゆみ 地域医療部

三村 まゆみ 介護老人保健施設

佐々木 佑里香 生涯学習･スポーツ課

井原 桃子 上郷図書館

・令和３年３月31日付け 再任用職員退職

林 保彦 山本自治振興センター

大石 より子 座光寺保育園

樽沢 和子 山本保育園

巣山 幸子 長寿支援課

吉川 文男 管理課

北原 新一 下水浄化センター

辻元 治 看護部

池田 弘美 看護部

菅沼 ふじ子 地域医療部

松岡 ちせ子 高松診療所

宇井 美恵子 介護老人保健施設

杉山 まゆ美 介護老人保健施設

加藤 千鶴 高陵中学校

村松 市 竜峡共同調理場

■■■ 再任用 ■■■

・係長級

(再掲)技師、処分場施設係長兼処分場長 田見 進

(再掲)主事、コロナワクチン接種推進担当専門主査 清水 美沙子

・一般職員

主事、主査、総務部勤務 熊谷 純一

調理員、主査、健康福祉部勤務 菅沼 美由紀

主事、主査、健康福祉部勤務 山﨑 幸代

介護員、主査、健康福祉部勤務 加藤 すみ子

主事、主査、建設部勤務 市瀬 幸希

主事、主査、上下水道局勤務 横山 雅子

技師、指導技師、市立病院勤務 片桐 愛子

技師、指導技師、市立病院勤務 小林 純子

技師、指導技師、市立病院勤務 仲田 里美

技師、指導技師、市立病院勤務 平澤 きよ子

調理員、主査、市立病院勤務 蓑島 喜佐子

技師、主任、市立病院勤務 三村 まゆみ

技師、技査、市立病院勤務 松下 悦子

発令事項 氏　名 現　職
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■■■ 異動等 ■■■

○部長級

市民協働環境部長兼結いターン移住定住 (退職) 松下 徹 塚平 裕 ★ 財政課副参事
推進室長

健康福祉部長兼福祉事務所長 (退職) 清水 美沙子 髙山 毅 ★ 子育て支援課長

産業経済部長 (退職) 遠山 昌和 串原 一保 市長公室長

建設部長兼飯田市天竜川環境整備公社事 (退職) 北沢 武人 米山 博樹 リニア用地担当参事
務従事

市長公室長兼秘書広報課長 串原 一保 原田 太仁 ★ 秘書広報課長

会計管理者兼会計課長兼南信州広域連合 (退職) 原 章 北原 香子 ★ 歴史研究所副所長
派遣兼飯田市土地開発公社事務従事

議会事務局出向（事務局長） 吉川 昌彦 和泉 忠志 ★ 産業振興課長

参事、総合政策部付、南信州広域連合派 吉川 昌彦 議会事務局長
遣(事務局長)

■■■ 退職 ■■■

・令和３年３月31日付け
・部長級
松下 徹 市民協働環境部長

清水 美沙子 健康福祉部長

遠山 昌和 産業経済部長

北沢 武人 建設部長

原 章 会計管理者

今村 和男 教育次長

赤羽目 金利 飯田広域消防本部消防長

発令事項 (前任者) 氏名　★昇任 現職

令和３年３月18日

氏　名 所　属

飯田市人事内示  令和３年４月１日付け市長発令（部長級抜粋）
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