
■■■ 異動等 ■■■

○部長級

総務部長 (退職) 櫻井 毅 原田 太仁 市長公室長

企画部長 塚平 賢志 総合政策部長

解兼結いターン移住定住推進室長 塚平 裕 市民協働環境部長

危機管理部長 田中 真 危機管理室長

解副医療安全部長、市立病院副院長兼地域 山本 一也 ★ 市立病院副院長
医療部長

市立病院副院長兼災害対策部長 原 克実 ★ 市立病院副院長

市立病院事務局長兼経営企画部長 (退職) 宮内 稔 齊藤 浩 ★ 市立病院庶務課長

○課長級

・昇格

副参事、健康福祉部付、飯田市社会福祉協 小林 弘 ★ 福祉課長
議会派遣

ゼロカーボンシティ推進課副参事 田中 克己 ★ 環境モデル都市推進課長

・異動等

税務課長 (退職) 池野 兼浩 塩沢 健一 農業委員会事務局長

大学誘致連携推進室長 加藤 博文 南信州広域連合事務局次長

デジタル推進課長 鎌倉 正 庁内デジタル化推進担当専門幹

広報ブランド推進課長兼ブランド推進係長 市瀬 智章 工業課長

秘書課長兼秘書係長 小室 勇治 ★ 橋南自治振興センター所長

地域自治振興課副参事 松尾 聡 ムトスまちづくり推進課副参事

結いターン移住定住推進課長 橋本 力 移住定住推進担当専門幹

共生・協働推進課長兼ムトス推進係長兼 小林 美智子 ★ 川路自治振興センター所長
ムトス飯田市民ファンド事務従事

兼消費生活センター長 高木 祥司 市民課長

福祉課長 小林 弘 林 みどり 男女共同参画課長

長寿支援課長兼南信州広域連合派遣 筒井 雄二 乾 徳彦 飯田市社会福祉協議会派遣

林務課長 原 義彦 鋤柄 寛 経営管理課長

商業観光課長 山口 英孝 商業・市街地活性課長

遠山郷観光振興室長 堤 幹雄 ★ 生涯学習・スポーツ課長補佐

工業課長兼移住定住推進主幹兼南信州･飯 市瀬 智章 木下 一 ★ 財政課長補佐
田産業センター事務従事

農業委員会出向（事務局長）兼産業経済 塩沢 健一 松下 英喜 広域消防本部総務課長
部勤務

建設総務課長兼飯田市天竜川環境整備公 北原 達矢 管理課長
社事務従事

土木課長 三浦 篤 井田 光則 下水道課長

維持管理課長 三浦 篤 土木課長

危機管理課長 後藤 武志 危機管理室次長

経営管理課長兼公営企業水道局出向（経 鋤柄 寛 滝沢 拓洋 ★ 経営企画課長補佐
営管理課長）

下水道課長 井田 光則 関島 隆夫 文化財施設整備担当専門幹

下水浄化施設管理担当専門幹 原 義彦 林務課長

解兼感染管理室長 山下 俊郎 市立病院副院長

令和４年３月18日
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市立病院副院長兼副経営企画部長兼副災害 桃井 浩樹 市立病院技監
対策部長兼感染管理室長兼脳神経内科部長

解兼診療部長 新宮 聖士 市立病院技監

技監兼診療部長兼副医療安全管理部長兼心 片桐 有一 市立病院技監

臓血管内科部長

技監兼副医療安全管理部長兼脳神経外科 小林 澄雄 副診療部長
部長

副診療部長兼副医療情報部長兼副地域医療 中嶋 恒二 ★ 内分泌内科部長
部長

市立病院副院長兼副経営企画部長兼副医療 川上 善久 医療安全管理室長

情報部長兼副災害対策部長兼医療安全管理

室長兼医療安全管理者

薬剤部長兼副地域医療部長兼薬剤科長 前島 光廣 ★ 薬剤科長

看護部長 笠原 真弓 ★ 副看護部長

副看護部長 櫻井 幸代 ★ 看護師長

副看護部長兼副医療情報部長兼副地域医療 清水 典子 ★ 地域医療部看護師長
部長兼患者総合支援センター副センター長

医療安全管理者　　 井坪 敬子 ★ 看護師長

庶務課長兼副災害対策部長 齊藤 浩 藤本 勝彦 ★ 鼎自治振興センター所長

解兼栄養管理係長 棚田 昭彦 介護老人保健施設事務長

教育委員会出向（文化財保護活用課長兼 (退職) 馬場 保之 宮下 利彦 ★ IIDAブランド推進課長補佐
考古博物館長)

教育委員会出向（美術博物館副館長兼歴 (退職) 久保敷 武康 牧内 功 ★ 歴史研究所副所長補佐
史研究所副所長）

議会事務局出向（議会事務局次長） 小椋 貴彦 筒井 雄二 長寿支援課長

専門幹、企画部付、南信州広域連合 加藤 博文 小椋 貴彦 議会事務局次長
派遣（事務局次長兼総務課長）

○課長補佐級

総務文書課長補佐兼文書法規係長 原 勝美 ★ 文書法規担当専門主査

リニア用地課長補佐兼用地第１係長 田辺 歩 ★ 用地第１係長

解兼市民協働係長兼ムトス飯田市民ファンド事務従事 前澤 英明 羽場自治振興センター所長

橋南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 小林 和弘 ★ エコツーリズム係長
補佐）

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 熊谷 久幸 ★ 上久堅自治振興センター所長
長補佐）

鼎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 松下 弘毅 議会事務局次長補佐
佐）

共生・協働推進課長補佐兼多様性社会推進係長 小川 博 男女共同参画課長補佐

市民課長補佐兼住民記録係長兼大鹿村派遣 片桐 康則 文化会館長補佐

保育主幹兼丸山保育園長 髙梨 絹子 ★ 丸山保育園長

保育主幹兼竜丘保育園長 吉川 真有美 ★ 竜丘保育園長

保育主幹兼三穂保育園長 上沼 佳子 上久堅保育園

保育主幹兼上郷西保育園長 岩橋 真由美 ★ 上郷西保育園長

産業振興課長補佐兼総務企画係長 松井 敬 産業振興課長補佐

林務課長補佐兼森林保全係長 岩崎 健一 林務課長補佐

商業観光課長補佐兼観光係長 雨宮 秀樹 ★ 観光企画係長

土木課長補佐兼整備第２係長 幾島 章 ★ 河川係長

土木課長補佐兼整備第３係長 島岡 章弘 土木課長補佐

土木課長補佐兼整備第４係長 森 茂夫 土木課長補佐

国県関連事業課長補佐兼県事業係長 久保敷 政彦 ★ 道路係長

国県関連事業課長補佐兼業務係長 大島 一弘 国県関連事業課長補佐

発令事項 氏名　★昇任 現職
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経営管理課長補佐兼下水道経理係長兼公営企業水道局出向（経営 村松 篤 ★ 下水道経理係長
管理課長補佐兼下水道経理係長）

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 松江 高志 ★ 給水係長
維持係長）

水道課長補佐兼給水係長兼公営企業水道局出向（水道課長補佐兼 久保田 泰弘 ★ 県事業係長
給水係長）

水道課長補佐兼浄水施設係長兼公営企業水道局出向（水道課長補 竹村 圭司 ★ 浄水施設係長
佐兼浄水施設係長）

下水道課長補佐兼下水道整備係長 吉澤 晃二 ★ 下水道整備係長

下水道課長補佐兼下水道施設管理係長 菊池 正二 下水浄化センター所長補佐

経営企画課長補佐兼経営企画係長兼経理係長 竹村 公彦 学校教育課長補佐

医事課長補佐兼入院係長 松江 秀則 ★ 入院係長

医事課長補佐兼医療支援係長 佐々木 祐介 人事課長補佐

兼栄養管理係長 宮澤 保文 介護老人保健施設事務長補佐

教育委員会出向（学校教育課長補佐兼教育企画係長） 代田 暢志 総務文書課長補佐

教育委員会出向（学校教育課長補佐兼児童クラブ担当専門主査） 上柳 智広 ★ 児童クラブ担当専門主査

教育委員会出向（生涯学習・スポーツ課長補佐兼社会教育係長） 本島 秀勇 遠山郷振興担当主幹

教育委員会出向（公民館副館長補佐兼管理係長） 木下 慎一郎 ★ (市公民館)管理係長

教育委員会出向（文化会館長補佐兼管理係長） 大島 康弘 産業振興課長補佐

教育委員会出向（文化会館長補佐兼文化会館建設担当専門主査） 筒井 文彦 リニア整備課長補佐

議会事務局出向（議会事務局次長補佐兼調査係長） 近藤 善彦 市公民館副館長補佐

○係長級

総務統計係長 松尾 裕一郎 ★ 危機管理室

人事係長 木下 昌和 介護保険係長

契約係長 大島 芙美恵 ★ 財政課

解兼南信州広域連合派遣 萩元 謙一 企画調整係長

広域連携係長兼南信州広域連合派遣 平沢 正邦 企業立地係長

大学誘致連携係長 下平 一博 大学・三遠南信連携係長

デジタル推進係長 福澤 英明 情報システム係長

システム管理係長 松下 大輔 住民記録係長

公共交通係長 槇原 竜平 秘書係長

駅周辺整備計画係長 甕 信一 駅周辺基盤整備係長

駅周辺基盤整備係長 林 茂則 ★ リニア用地課

川路自治振興センター所長 増田 寿匡 (経営管理課)庶務係長

移住定住推進係長 湯澤 英俊 移住定住促進係長

空き家対策係長 櫻井 正富 空家等対策係長

男女共同参画担当専門主査 松島 橘 男女共同参画係長

消費生活係長 松平 浩子 ★ 男女共同参画課

水環境等保全担当専門技査 平沢 賢一 (管理課)管理係長

廃棄物対策係長 今村 文勇 医療福祉係長

処分場施設係長兼処分場長 野口 孝浩 ★ 下久堅自治振興センター

気候変動対策係長 熊谷 健太郎 地球温暖化対策係長

保育担当専門主査（下久堅保育園） 小野寺 麻理 保育担当専門主査（山本保育園）

保育担当専門主査（上久堅保育園） 本田 千代美 保育担当専門主査（下久堅保育園）

龍江保育園長 近藤 由美子 保育担当専門主査（上郷西保育園）

保育担当専門主査（川路保育園） 田中 瑞唯 ★ 療育センターひまわり

保育担当専門主査（山本保育園） 杉本 智美 ★ 殿岡保育園

中村保育園長 松下 典子 龍江保育園長

上村保育園長 豊島 美紀 保育担当専門主査（川路保育園）
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保育担当専門主査（和田保育園兼上村保育園） 竹下 恵 ★ 中村保育園

和田保育園長 後藤 亮児 保育担当専門主査（和田保育園）

調理担当専門主任（川路保育園） 伊藤 茂雄 調理担当専門主任（竜峡共同調理場）

兼南信州広域連合派遣 福澤 紀美江 基幹包括支援センター係長

兼南信州広域連合派遣 原田 聡昭 機能回復担当専門技査

介護保険係長 近藤 圭三 ★ 納税課

産業人材係長 板倉 聖二 雇用人材確保係長

里山保全係長兼森林保全担当専門技査 松下 幸広 里山保全担当専門技査

商業流通係長兼地方卸売市場長 檀原 豪 ★ 人事課

中心市街地活性化係長 内山 秀治 商業流通係長

エコツーリズム係長 今村 浩二 ★ 座光寺自治振興センター

企業立地係長 金田 秀補 ★ 環境課

開発指導係長 寺沢 浩士 ★ 土木課

整備第１係長 西 雄一 維持係長

維持係長 藤岡 智弘 下水道施設管理係長

長寿命化係長 丸山 哲也 社会基盤長寿命化係長

管理係長 大屋敷 忍 森林保全係長

建設部付、地域調整担当専門主査 野牧 広 再任用職員

建設部付、国土調査担当専門主査 宮島 慶 国調登記係長

併飯田市主事、消防団係長 代田 司 飯田広域消防本部

庶務係長兼料金係長兼公営企業水道局出向(庶務係長兼料金係長) 加藤 紀子 ★ 経営管理課

下水道施設管理担当専門技査 宮澤 克昇 水環境等保全担当専門技査

診療技幹 白子 隆志 ★ 外科副部長

技師、外科副部長 福留 惟行 新規採用職員

臨床研修センター副センター長 赤沼 博 循環器内科部長

周産期センター長兼臨床研修センター副センター長 池田 枝里 産科部長

歯科口腔外科副部長 盛岡 昌史 ★ 歯科口腔外科医長

地域医療部看護師長 熊谷 ひとみ 看護師長

放射線技術科長補佐 奥田 博明 ★ 放射線治療担当専門技査

看護師長 福澤 恵美 ★ 主任看護師

看護師長 大平 和美 ★ 主任看護師

看護師長 岩田 尚美 ★ 主任看護師

看護師長 藤嶋 尚子 ★ 主任看護師

医療福祉係長兼医療相談係長 棚田 麻衣 ★ 地域医療連携課

地域医療連携係長 城下 一弘 南信州広域連合介護保険係長

教育委員会出向（竜峡共同調理場調理担当専門主任） 齊藤 りか ★ 子育て支援課

教育委員会出向（教育施設係長） 熊谷 一彦 学校施設係長

教育委員会出向（スポーツ振興担当専門主査） 吉川 徳典 ★ 福祉課

教育委員会出向（文化財施設整備担当専門技査） 市瀬 正勝 開発指導係長

教育委員会出向（歴史研究所総務係長） 吉川 金利 文化財保護担当専門主査

教育委員会出向（学習支援係長） 西 しのぶ 中心市街地活性化係長

教育委員会出向（中央図書館管理係長） 小森 信祐 ビジネス支援係長

教育委員会出向（地域読書推進係長兼鼎図書館長） 関口 真紀 鼎図書館長

議会事務局出向（庶務係長） 熊谷 和泉 調査係長

議会事務局出向（議事係長） 丸山 宏 (議会事務局)庶務係長

選挙管理委員会事務局出向（選挙係長） 北林 克己 啓発係長

選挙管理委員会事務局出向（啓発係長） 斉藤 英信 医療支援係長
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○一般職員

総務部勤務 髙橋 寛吉 松尾自治振興センター

総務部勤務 北村 覚 環境モデル都市推進課

総務部勤務 松下 宏市 リニア整備課

総務部勤務 岡村 忠 学校教育課

総務部勤務 矢澤 愛子 企画課

総務部勤務 樋本 有希 中央図書館

総務部勤務 市瀬 幸希 地域計画課

総務部勤務 草郷 亜実 結いターン移住定住推進室

総務部勤務 米山 祐貴 長野県地方税滞納整理機構派遣

総務部付、長野県市町村自治振興組合派遣 小林 歩 生涯学習・スポーツ課

企画部勤務 三舩 功基 松尾公民館

企画部勤務 近藤 みのり 危機管理室

企画部勤務 熊谷 亜由美 税務課

企画部勤務 代田 祐樹 上久堅公民館

リニア推進部勤務 大前 明日翔 税務課

市民協働環境部勤務 霞 憲治 長寿支援課

市民協働環境部勤務 鈴木 慎司 子育て支援課

市民協働環境部勤務 林 昇 税務課

市民協働環境部勤務 生嶋 真弓 保健課

市民協働環境部勤務 熊谷 玲奈 生涯学習・スポーツ課

市民協働環境部勤務 牧内 妙子 管理課

市民協働環境部勤務 棚田 美咲 東野公民館

市民協働環境部勤務 下岡 祥平 企画課

市民協働環境部勤務 本郷 亜弥音 会計課

市民協働環境部勤務 大澤 直美 監査委員事務局

市民協働環境部勤務 原 悠真 保健課

市民協働環境部勤務 松澤 正宏 財政課

健康福祉部勤務 北原 由紀恵 竜峡共同調理場

健康福祉部勤務 永田 麻美子 座光寺公民館

産業経済部勤務 鬼頭 美智子 財政課

産業経済部勤務 久保田 晋伍 上郷公民館

産業経済部勤務 新井 康平 秘書広報課

建設部勤務 神部 碧衣 税務課

建設部勤務 松本 真介 下水道課

危機管理部勤務 吉川 裕樹 環境課

危機管理部勤務 片桐 隆文 管理課

上下水道局勤務 伊藤 一恵 税務課

上下水道局勤務 中島 友美 全国市長会派遣

乳腺内分泌外科医長 千野　辰徳 ★ 乳腺内分泌外科

産科医長 常見　浩司 ★ 産科

産科医長 矢﨑　明香 ★ 産科

麻酔科医長 野竹　純平 ★ 麻酔科

主任看護師 古田 和美 ★ 主任看護師補佐

主任看護師 原 章子 ★ 主任看護師補佐
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主任看護師 林 健太郎 ★ 主任看護師補佐

主任看護師 髙間 優 ★ 主任看護師補佐

教育委員会出向 関島 淳史 地域計画課

教育委員会出向 原 里奈 保健課

教育委員会出向 田見 進 環境課

教育委員会出向 木下 正史 下水道課

教育委員会出向 伊藤 愛 秘書広報課

教育委員会出向 塩沢 未来　 市民課

教育委員会出向 原澤 泰知 医事課

教育委員会出向 中川 朋 下水道課

教育委員会出向 藤木 康平 税務課

教育委員会出向 伊坪 美穂子 三穂自治振興センター

監査委員事務局出向兼南信州広域連合派遣 筒井 絢音 長寿支援課

南信州広域連合派遣 有吉 拓人 鼎自治振興センター

○人事交流、飯田市から派遣（再掲）

市長辞令交付（３月25日午前９時～市長公室）

副参事、健康福祉部付、公益的法人等派遣法による社会福祉協議会 小林 弘 福祉課長
派遣

総務部付、長野県自治振興組合派遣 小林 歩 生涯学習・スポーツ課

○人事交流、飯田市へ復帰（再掲）

市長辞令交付（４月１日午前９時～C311-C313会議室）

総務部勤務 米山 祐貴 長野県地方税滞納整理機構派遣

上下水道局勤務 中島 友美 全国市長会派遣

○人事交流、飯田市へ派遣（再掲）

市長辞令交付（４月１日午前９時～C311-C313会議室）

併飯田市主事、消防団係長 代田 司 飯田広域消防本部

○人事交流、派遣元へ復帰

市長辞令交付（３月25日午前９時～市長公室）

（３月31日付）解併飯田市主事（長野県へ復帰） 清水 斉 リニア推進課長補佐

（３月31日付）解併飯田市教育委員会主事（長野県へ復帰） 湯本 正芳 学校教育専門幹

（３月31日付）解併飯田市教育委員会主事（長野県へ復帰） 塩澤 裕美子 教育指導専門主査

（３月31日付）解併飯田市教育委員会主事（長野県へ復帰） 小木曽 雄亮 教育指導専門主査

（３月31日付）解併飯田市主事（飯田広域消防本部へ復帰） 田桐 眞二 消防団係長

■■■ 正式採用 ■■■

技師 今村 真子 臨床検査科

技師 市瀬 恭佑 リハビリテーション科

技師 吉川 可純 看護部

技師 片桐 あつ希 看護部

主事 平澤 里奈 学校教育課

■■■ 新規採用 ■■■

（再掲）技師、外科副部長 福留 惟行 （医師）

技師、市立病院勤務 松浦 一輝 （医師）

発令事項 氏名 現職

発令事項 氏名 現職
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技師、市立病院勤務 角田 真悠 （医師）

技師、市立病院勤務 三村 信英 （医師）

技師、市立病院勤務 西井 郁生 （医師）

技師、市立病院勤務 丸山 拓実 （医師）

技師、市立病院勤務 中島 大地 （医師）

技師、市立病院勤務 安宅 拓磨 （医師）

技師、市立病院勤務 遠藤 瑞穂 （医師）

技師、市立病院勤務 西川 賢 （医師）

技師、市立病院勤務 田中 宏和 （医師）

技師、市立病院勤務 藤本 冠毅 （医師）

技師、市立病院勤務 清水 祐樹 （医師）

技師、市立病院勤務 土田 琢 （医師）

主事見習、総務部勤務 森 陽麻莉

主事見習、総務部勤務 川島 悠星

主事見習、健康福祉部勤務 山口 泰知

技師見習、健康福祉部勤務 藤原 朱里 （公認心理師）

技師見習、健康福祉部勤務 菅沼 美風 （行政栄養士）

主事見習、健康福祉部勤務 伊藤 寛康

主事見習、健康福祉部勤務 吉澤 拓朗

技師見習、健康福祉部勤務 男澤 幸穂 （行政保健師）

技師見習、健康福祉部勤務 松澤 美里 （行政保健師）

主事見習、健康福祉部勤務 原 巧磨

主事見習、健康福祉部勤務 小笠原 美咲 （行政保育士）

主事見習、健康福祉部勤務 北原 未来 （行政保育士）

主事見習、健康福祉部勤務 桐山 結里子 （行政保育士）

主事見習、健康福祉部勤務 庭村 南都 （行政保育士）

主事見習、健康福祉部勤務 矢澤 優花 （行政保育士）

主事見習、健康福祉部勤務 山田 勇作 （行政保育士）

主事見習、健康福祉部勤務 櫻井 萌愛 （行政保育士）

主事見習、産業経済部勤務 桜井 貴一

主事見習、建設部勤務 鎌倉 愛梨

技師見習、建設部勤務 村澤 銀河

技師見習、建設部勤務 八幡 拳正

技師見習、上下水道局勤務 澤柳 峻

主事見習、上下水道局勤務 原 駿也

技術員見習、市立病院勤務 本田 桃佳 （薬剤師）

技術員見習、市立病院勤務 吉田 瑞希 （薬剤師）

技師見習、市立病院勤務 松下 翔太 （診療放射線技師）

技術員見習、市立病院勤務 小出 裕香 （作業療法士）

技術員見習、市立病院勤務 御子柴 あかり （作業療法士）

技術員見習、市立病院勤務 吉村 公汰 （理学療法士）

技術員見習、市立病院勤務 松岡 里奈 （言語聴覚士）

技師見習、市立病院勤務 新井 穂乃香 （視能訓練士）

技術員見習、市立病院勤務 伊藤 悠佑 （看護師）

技術員見習、市立病院勤務 大澤 真由 （看護師）
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技術員見習、市立病院勤務 唐沢 朋花 （看護師）

技術員見習、市立病院勤務 櫻井 風花 （看護師）

技術員見習、市立病院勤務 島崎 冴果 （看護師）

技術員見習、市立病院勤務 下平 杏 （看護師）

技術員見習、市立病院勤務 名頃 愛海 （看護師）

技術員見習、市立病院勤務 原 菜々美 （看護師）

技術員見習、市立病院勤務 増田 琴美 （看護師）

技術員見習、市立病院勤務 松下 麻衣子 （看護師）

技術員見習、市立病院勤務 松平 奈々香 （看護師）

技師見習、市立病院勤務 三浦 杏奈 （看護師）

技師見習、市立病院勤務 三石 志織 （看護師）

技術員見習、市立病院勤務 村澤 奈菜美 （看護師）

技術員見習、市立病院勤務 山上 奈々 （看護師）

技師見習、市立病院勤務 原 真梨捺 （看護師）

技師見習、市立病院勤務 遠山 綾菜 （看護師）

技術員見習、市立病院勤務 宮澤 秀美 （看護師）

技師見習、市立病院勤務 浅野 祐樹 （看護師）

技師見習、市立病院勤務 山﨑 千晶 （看護師）

介護員見習、市立病院勤務 長谷部 真希 （介護員）

看護補助者見習、市立病院勤務 今村 由貴 （任期付職員）

主事見習、市立病院勤務 熊谷 星香

主事見習、市立病院事務局勤務 宮下 流星

主事見習、会計課勤務兼南信州広域連合派遣 千賀 琴美

主事見習、教育委員会出向 北村 翔太郎

主事見習、教育委員会出向 川谷 文子

技師見習、教育委員会出向 神田 未夢 （行政栄養士）

調理員見習、教育委員会出向 山澤 真輝 （任期付職員）

■■■ 退職 ■■■

・令和４年２月28日付け

峰村 優 （医師）市立病院

増田 萌 リハビリテーション科

・令和４年３月31日付け

・部長級

櫻井 毅 総務部長

中村 喜行 （医師）市立病院副院長

宮内 稔 市立病院事務局長

吉川 昌彦 南信州広域連合事務局長

・課長級

池野 兼浩 税務課長

宮沢 正隆 観光課副参事

神頭 定彦 （医師）市立病院技監

近藤 世音子 副看護部長

川上 善久 医療安全管理室長

馬場 保之 文化財保護活用課長

氏　名 所　属
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久保敷 武康 美術博物館副館長

・課長補佐級

清水 俊一 総務文書課長補佐

佐藤 誠司 環境課長補佐

小笠原 久美子 保育主幹兼三穂保育園長

新井 智恵美 保育主幹兼中村保育園長

佐々木 雅子 保健課長補佐

野牧 広 地域調整担当主幹

小平 多喜保 水道課長補佐

・係長級

熊谷 敦子 上村保育園長

牧野 貴子 和田保育園長

森本 優美子 一体的実施担当専門技査

高梨 洋一 観光課観光誘客担当専門主査

荻原 裕明 （医師）診療科副部長

丸山 晃治 地域医療連携係長

赤羽目 千布子 医療安全管理室長補佐

中島 恵 スポーツ施設係長

・一般職員

吉川 清和 ムトスまちづくり推進課

佐々木 洋輔 ムトスまちづくり推進課

中山 朋美 市民課

下平 菜緒 川路保育園

増田 睦子 三穂保育園

下平 貴子 殿岡保育園

田中 恵里奈 殿岡保育園

田見 由美子 上村保育園

髙橋 秀和 （医師）呼吸器内科医長

南澤 昌郁 （医師）消化器内科

小林 義明 （医師）消化器内科

平林 正男 （医師）循環器内科医長

唐澤 崇之 （医師）糖尿病代謝内科

中野 祐太 （医師）外科

阿部 大志郎 （医師）脳神経外科

相阪 哲也 （医師）形成外科

堀江 史俊 （医師）小児科

内山 夏紀 （医師）産科医長

小林 正史 （医師）耳鼻いんこう科

福澤 拓哉 （医師）放射線診断科

兼子 光司 リハビリテーション科

大沼 実緒 リハビリテーション科

小林 覚 栄養科

岩間 渉 栄養科

林 典子 看護部

伊藤 真実 看護部

竹本 成毅 看護部
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片桐 麻里子 看護部

大前 美佳 看護部

窪田 友希美 看護部

代田 妙子 地域医療部

石田 悦子 上郷小学校

中島 江利子 上郷小学校

岡本 純子 飯田東中学校

島崎 徳代 竜峡共同調理場

澁谷 恵美子 文化財保護活用課

下島 裕子 中央図書館

小泉 明裕 美術博物館

・任期付職員　令和４年３月31日任期満了

・課長級

代田 とみ子 市立病院副院長

吉澤 忍 薬剤部長

・一般職員

寺本 早知 竜峡共同調理場

・再任用職員　令和４年３月31日任期満了

・係長級

木下 典子 保健給食担当専門技査

鋤柄 喜美子 地域療育担当専門主査

北原 康彦 選挙係長

・一般職員

熊谷 純一 税務課

小木曽 智子 上郷自治振興センター

岡田 弘 薬剤部

稲垣 ゆかり 臨床検査科

熊谷 優子 看護部

熊谷 ゆかり 介護老人保健施設

加藤 かおり 緑ヶ丘中学校

久保田 多実子 竜峡共同調理場

■■■ 再任用 ■■■

・係長級

（再掲）主事、専門主査、建設部付、地域調整担当専門主査 野牧 広

・一般職員

主事、主査、市民協働環境部勤務 佐藤 誠司

技師、技査、健康福祉部勤務 佐々木 雅子

主事、主査、健康福祉部勤務 小笠原 久美子

主事、主査、健康福祉部勤務 新井 智恵美

調理員、主任、健康福祉部勤務 下平 貴子

調理員、主任、健康福祉部勤務 増田 睦子

主事、主査、産業経済部勤務 久保敷 武康

技師、指導技師、市立病院勤務 近藤 世音子

技師、指導技師、市立病院勤務 代田 妙子

発令事項 氏　名 現　職
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技師、指導技師、市立病院勤務 林 典子

技師、指導技師、市立病院勤務 赤羽目 千布子
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■■■ 異動等 ■■■

○部長級

総務部長 (退職) 櫻井 毅 原田 太仁 市長公室長

企画部長 塚平 賢志 総合政策部長

解兼結いターン移住定住推進室長 塚平 裕 市民協働環境部長

危機管理部長 田中 真 危機管理室長

解副医療安全部長、市立病院副院長兼地域 山本 一也 ★ 市立病院副院長
医療部長

市立病院副院長兼災害対策部長 原 克実 ★ 市立病院副院長

市立病院事務局長兼経営企画部長 (退職) 宮内 稔 齊藤 浩 ★ 市立病院庶務課長

■■■ 退職 ■■■

・令和４年３月31日付け

・部長級

櫻井 毅 総務部長

中村 喜行 （医師）市立病院副院長

宮内 稔 市立病院事務局長

吉川 昌彦 南信州広域連合事務局長

氏名　★昇任 現職

氏　名 所　属

令和４年３月18日

飯田市人事内示  令和４年４月１日付け市長発令（部長級抜粋）

発令事項 (前任者)
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