
記者会見配布資料 令和５年３月17日 
 

令和５年４月１日付け人事異動 
 
１ 人事異動規模 
 ○ 昨年より多い。 

  H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 

異動規模  357人 357人 396人 379人 386人 

 
 
２ 部長級の配置について ※市立病院は事務局以外の職位が異なるため除く 
〇 リニア駅前広場整備に向けた取組、運営主体の形成向けた検討など、さらに重要な時期を迎え

るため、リニア駅周辺整備担当参事を配置する。 
〇 脱炭素先行地域づくり事業によるゼロカーボンシティ実現に向けた展開を推進するため、ゼロ

カーボンシティ担当参事を配置する。 
〇 こどもまんなか社会の実現に向けた取組強化と併せ、令和６年４月１日施行の改正児童福祉法

等に基づく「こども家庭センター」設置に向けた準備を進めるため、こども・子育て担当参事
を配置する。 

〇 教育委員会参与（特別職非常勤職員 教育次長事務取扱）の任期満了に伴い、教育次長を常勤職
員で配置する。 

 
 
３ 組織体制について 

  ○ 健康福祉部の子育て支援課を２課体制とし、「こども家庭課」を新設する。 

 
 

４ 職員数について 

  
職員 

(市立病院除く) 
市立病院職員 合計 

R4.4.1職員数 800人 790人 1,590人 

R5.4.1職員数 812人 795人 1,607人 

増減 12人 5人 17人 

  ※退職派遣、南信州広域連合派遣、派遣研修受入職員を除く 

 

○ 職員数増減の内訳 

退職 
職員 

(市立病院除く) 
市立病院職員 合計 

R4年度中退職者数 50人 43人 93人 

(参考)R5.3.31付け退職者数 47人 24人 71人 

(参考)R4年度部課長級退職者 

R3年度部課長級退職者 

12人 

7人 

4人 

6人 

16人 

13人 

 

採用 
職員 

(市立病院除く) 
市立病院職員 合計 

R4年度中採用者数 64人 47人 111人 

(参考)R5.4.1付け採用者数 56人 40人 96人 

 

増減 
職員 

(市立病院除く) 
市立病院職員 合計 

採用‐退職 14人 4人 18人 

異動 △2人 1人 △1人 

合計 12人 5人 17人 

 
 
 
 



 
５ 昇任について            （ ）は内数で市立病院の数 

区分 男性 女性 合計 

部長級昇任 10人（ 0人） 1人（ 0人） 11人（ 0人） 

課長級昇任 19人（ 7人） 6人（ 6人） 25人（13人） 

課長補佐級昇任 13人（ 1人） 4人（ 0人） 17人（ 1人） 

係長級昇任 18人（ 6人） 17人（ 7人） 35人（13人） 

合 計 60人（14人） 28人（13人） 88人（27人） 

 
（参考）職位別・男女別職員数の内訳 令和５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 
R5 R4  R5 R4 

部長級 15人 2人 11.8% 15.4% 17人  19人 2人 9.5% 11.8% 21人 

課長級 50人 2人 3.8% 5.7% 52人  66人 11人 14.3% 13.2% 77人 

課長補佐級 64人 15人 19.0% 16.7% 79人  70人 15人 17.6% 15.7% 85人 

係長級 99人 49人 33.6% 33.8% 148人  159人 91人 36.4% 35.7% 250人 

上記以外 236人 280人 54.3% 55.4% 516人  410人 764人 65.1% 65.5% 117人 

合 計 464人 348人 42.9% 44.0% 812人  724人 883人 54.9% 55.1% 1,607人 

 

 

 

６ 職員派遣（国、県等）について 
(1) 国、県等の派遣職員 

派遣元へ復帰(R5.3.31付) 飯田市へ派遣(R5.4.1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 
毛利 勇 

国土交通省中部地
方整備局 

建設部参事 
佐藤 智保 

長野県警察本部 
危機管理課長補佐 
藤本 直樹 

長野県警察本部 
危機管理課長補佐 
清水 翔太 

飯田市社会福祉協
議会 

福祉課 
大澤 由佳 

飯田市社会福祉協
議会 

健康福祉部 
小林 宏美 

  
飯田市社会福祉協
議会 

健康福祉部 
矢澤 景太郎 

 
(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 
元木 悠介 

国土交通省中部地
方整備局 

建設部 
小椋 和喜 

飯田市社会福祉協
議会 

Ｅブロック担当専門技査 
大島 みどり 

飯田市社会福祉協
議会 

遠山郷・中山間地域振興係長 
村澤 勝弘 

飯田市社会福祉協
議会 

介護老人保健施設 
田中 はつみ 

  

 

 

 
 



■■■ 異動等 ■■■

○部長級

企画部長 (退職) 塚平 賢志 林 健吾 ★ 企画課長

リニア推進部長 (退職) 細田 仁 小倉 博明 ★ リニア用地課長

リニア駅周辺整備担当参事 牧島 光宏 ★ リニア整備課長

市民協働環境部長 (退職) 塚平 裕 橋本 力 ★ 結いターン移住定住推進課長

ゼロカーボンシティ担当参事兼ゼロカー 田中 克己 ★ ゼロカーボンシティ推進課副参事

ボンシティ推進課長

健康福祉部長 髙山 毅 林 みどり ★ 福祉課長

こども・子育て担当参事兼こども家庭課長 髙山 毅 健康福祉部長

産業経済部長 (退職) 串原 一保 清水 秀敏 ★ 産業振興課長

建設部長 (退職) 米山 博樹 井田 光則 ★ 土木課長

技師、建設部参事兼国県関連事業課長 (退職) 毛利 勇 佐藤 智保 国土交通省中部地方整備局

危機管理部長 (退職) 田中 真 岡本 佳宏 ★ 人事課長

上下水道局長 (退職) 土屋 敏美 佐々木 力 ★ 水道課長

兼副医療情報部長 山本 一也 副院長

教育委員会出向（教育次長） 秦野 高彦 ★ 市公民館副館長

○課長級

・昇格

農業課副参事 松江 良文 ★ 農業課長

・異動等

総務文書課長兼公平委員会事務局出向兼 桜井 裕司 桑原 隆 学校教育課長

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

人事課長兼南信州広域連合派遣 岡本 佳宏 福岡 茂巳 経営企画課長

納税課長 (退職) 原 俊文 後藤 孝男 子育て支援課長

企画課長 林 健吾 澤柳 武志 ★ 竜丘自治振興センター所長

広報ブランド推進課長兼ブランド推進係長 市瀬 智章 松井 敬 ★ 産業振興課長補佐

解兼秘書係長 小室 勇治 秘書課長

リニア整備課長 牧島 光宏 村下 真一 ★ 下久堅自治振興センター所長

リニア用地課長兼飯田市土地開発公社 小倉 博明 井ノ口 秀和 ★ リニア用地課長補佐

事務従事（事務局長）

地域自治振興課長 (退職) 松尾 聡 今村 陸哉 保健課長

結いターン移住定住推進課長 橋本 力 荒尾 直彰 ★ 千代自治振興センター所長

市民課長兼消費生活センター長 (退職) 高木 祥司 代田 暢志 ★ 学校教育課長補佐

福祉課長 林 みどり 福沢 光高 ★ 橋北自治振興センター所長

子育て支援課長 後藤 孝男 小澤 康茂 ★ 子育て支援課長補佐

保健課長 今村 陸哉 宮嶋 栄次 医事課長

産業振興課長兼危機管理課勤務兼飯田勤 清水 秀敏 市瀬 智章 広報ブランド推進課長

労者共済会事務従事（事務局長）

土木課長 井田 光則 近藤 益生 ★ 地域計画課長補佐

水道課長兼公営企業水道局出向（水道 佐々木 力 栁澤 正治 ★ 水道課長補佐

課長）

下水浄化センター所長兼水質管理係長 (退職) 吉地 良平 原 義彦 下水浄化施設担当専門幹

副院長兼副経営企画部長兼副地域医療 (退職) 山下 俊郎 新宮 聖士 ★ 技監

部長兼がん診療・緩和ケアセンター長

兼外科部長

副院長兼副経営企画部長兼医療安全 (退職) 小林 睦博 小林 澄雄 ★ 技監

管理部長兼脳神経外科部長

副院長兼副経営企画部長兼副医療安全 片桐 有一 ★ 技監
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管理部長兼心臓血管内科部長

診療部長兼副医療安全管理部長 中嶋 恒二 ★ 内分泌内科部長　

兼内分泌内科部長

副診療部長兼副医療情報部長 伊東 秀博 ★ 整形外科部長

兼副地域医療部長兼整形外科部長

副診療部長兼臨床研修センター長 白簱 久美子 ★ 総合内科部長

兼救命救急センター副センター長

兼総合内科部長

技師、技監兼内科部長 山本 洋 新規採用職員

看護部長 (退職) 笠原 真弓 櫻井 幸代 ★ 副看護部長

副看護部長兼副地域医療部長兼患者総合 (退職) 杉山 みどり 矢澤 悦子 ★ 看護師長

支援センター副センター長

副看護部長兼副医療情報部長兼副医療安全 原 由美子 ★ 看護師長

管理部長

副看護部長 篠原 夏子 ★ 看護師長

地域医療連携課長兼副地域医療部長兼患者 (退職) 伊藤 久子 佐々木 祐介 ★ 医事課長補佐

総合支援センター副センター長

経営企画課長兼副医療情報部長 福岡 茂巳 竹村 公彦 ★ 経営企画課長補佐

医事課長兼副医療情報部長 宮嶋 栄次 山﨑 由紀恵 ★ 上村自治振興センター所長

教育委員会出向（学校教育課長）兼移住 桑原 隆 福澤 好晃 ★ 伊賀良自治振興センター所長

定住推進主幹

教育委員会出向（市公民館副館長） 秦野 高彦 上沼 昭彦 ★ 学校教育課長補佐

選挙管理委員会事務局出向（事務局長） 桜井 裕司 総務文書課長

南信州広域連合派遣（兼地域医療福祉 小椋 貴彦 南信州広域連合事務局次長

連携課長）

○課長補佐級

人事課長補佐兼人事係長 木下 昌和 ★ 人事係長

リニア用地課長補佐兼代替地整備係長兼飯田市土地開発公社事務 小池 久寿 ★ 代替地整備係長

従事（業務担当専門技査）

千代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 木下 慎一郎 市公民館副館長補佐

補佐）

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 福澤 信幸 ★ 龍江自治振興センター所長

補佐）

伊賀良自治振興センター所長兼教育委員会出向（市公民館副館 長尾 謙司 ★ 地域福祉係長

長補佐）

市民課長補佐兼市民窓口係長 山崎 学 ★ 市民窓口係長

ゼロカーボンシティ推進課長補佐兼地域エネルギー政策係長 小林 晋 ★ 地域エネルギー計画係長

福祉課長補佐兼地域福祉係長 澤柳 八千江 福祉課長補佐

子育て支援課長補佐兼子育て支援係長兼こども家庭課勤務 宮澤 保文 介護老人保健施設事務長補佐

保育主幹兼下久堅保育園長 岩橋 真由美 上郷西保育園長

こども家庭課長補佐兼こども相談係長 片桐 礼子 ★ 健康推進係長

長寿支援課長補佐兼長寿支援係長 宮下 克弘 税務課長補佐

産業振興課長補佐兼総務企画係長 雨宮 秀樹 商業観光課長補佐

農業課長補佐兼農村振興係長兼農業委員会出向 松本 和博 ★ 農村振興係長

林務課長補佐兼里山保全係長兼森林保全担当専門技査 吉澤 晃二 下水道課長補佐

地域計画課長補佐兼調査計画係長、建築主事 松平 博文 ★ 土地利用計画係長

地域計画課長補佐兼建築指導係長、建築主事 木村 理子 ★ 建築指導係長

維持管理課長補佐兼公園緑地係長 甕 信一 ★ 駅周辺整備計画係長

維持管理課長補佐兼長寿命化係長 丸山 哲也 ★ 長寿命化係長

発令事項 氏名　★昇任 現職
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主事、危機管理課長補佐兼交通安全係長 清水 翔太 長野県警察本部

経営管理課長補佐兼上水道経理係長兼公営企業水道局出向（経営管 筒井 いずみ ★ 上水道経理係長

理課長補佐）

下水浄化センター所長補佐兼施設管理係長 竹村 圭司 水道課長補佐

経営企画課長補佐兼経営企画係長兼経理係長 橋場 健次 ★ 外来係長

医事課長補佐兼外来係長 鈴木 義光 ゼロカーボンシティ推進課長補佐

医事課長補佐兼医療支援係長 上柳 智広 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兼栄養管理係長 大島 康弘 文化会館長補佐

教育委員会出向（学校教育課長補佐兼学務係長） 佐々木 美鈴 ★ 監査係長

教育委員会出向（生涯学習･スポーツ課長補佐兼教育施設係長） 島岡 章弘 土木課長補佐

教育委員会出向（市公民館副館長補佐兼管理係長） 熊谷 秀峰 ★ （下水浄化センター）施設管理係長

教育委員会出向（中央図書館長補佐兼上郷図書館長） 矢澤 恵 中央図書館長補佐

教育委員会出向（美術博物館副館長補佐兼庶務係長） 片桐 康則 市民課長補佐

教育委員会出向（美術博物館副館長補佐兼人文分野担当専門主査） 織田 顕行 ★ 人文分野担当専門主査

主幹、企画部付、南信州広域連合派遣（庶務係長） 伊藤 寿 ★ 南信州広域連合庶務係長

○係長級

市民税係長 松下 大輔 システム管理係長

資産税土地係長 知久 孝一 医療給付係長

資産税家屋係長 関島 徹信 子育て支援係長

システム管理係長 原 博章 ★ 医療情報部

秘書係長 熊谷 理恵 ★ 秘書課

駅周辺整備計画係長 前澤 盛富 ★ リニア整備課

用地担当専門技査兼飯田市土地開発公社事務従事（業務担当専門 木下 剛 ★ 土木課

技査）

用地第２係長兼飯田市土地開発公社事務従事（業務担当専門主査） 山﨑 裕樹 用地担当専門主査

用地調整係長兼飯田市土地開発公社事務従事（庶務係長） 北澤 五月 用地調整担当専門主査

橋北自治振興センター所長 桑田 薫 用地調整係長

下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 小森 信祐 （中央図書館）管理係長

補佐）

竜丘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 松下 幸広 里山保全係長

補佐）

上村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 野牧 和将 南信州広域連合広域振興係長

補佐）

南信濃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 林 優一郎 遠山郷・中山間地域振興係長

補佐）

遠山郷・中山間地域振興係長 村澤 勝弘 飯田市社会福祉協議会専門主査

住民記録係長兼大鹿村派遣 熊谷 和泉 （議会事務局）庶務係長

重層的支援係長 牧内 正雅 農業振興センター係長

保育係長兼市民協働環境部勤務 齊藤 嘉子 ★ 子育て支援課

川路保育園長 宮﨑 千保子 殿岡保育園長

山本保育園長 秋山 真生子 川路保育園長

殿岡保育園長 北原 純子 ★ 鼎みつば保育園

上郷西保育園長 田畑 いづみ 下久堅保育園長

上郷西保育園保育担当専門主査 今村 小雪 ★ 上郷西保育園

下久堅保育園調理担当専門主任 中島 美智 高陵中学校

上村保育園調理担当専門主任兼和田保育園調理担当専門主任 伊藤 茂雄 川路保育園

介護認定支援係長兼介護人材確保担当 山岸 章広 ★ 上久堅自治振興センター

基幹包括支援センター係長兼南信州広域連合派遣 小椋 直美 ★ 保健課

健康推進係長 土屋 充彦 長寿支援係長

保健政策担当専門技査 福澤 紀美江 基幹包括支援センター係長

保健指導係長 矢澤 美枝 Ａブロック担当専門技査

Ａブロック担当専門技査 福沢 明子 ★ がん検診担当
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Ｄブロック担当専門技査 金田 夕可 ★ 松尾担当

医療給付係長 片桐 章 ★ 地域医療連携課

専門技査、健康福祉部付、派遣法による飯田市社会福祉協議会派遣 大島 みどり Ｅブロック担当専門技査

主事、産業人材担当専門主査 田中 真 再任用職員

農業振興センター係長 高田 博夫 南信濃自治振興センター所長

観光係長 今村 浩二 エコツーリズム係長

エコツーリズム係長 熊谷 正樹 国土調査担当専門主査

天龍峡活性化係長 横山 淳也 ★ 農業課

遠山郷観光振興係長 熊谷 一彦 教育施設係長

土地利用計画係長 村松 悠作 遠山郷観光振興係長

整備第２係長 平澤 健 公園緑地係長

上水道整備係長兼公営企業水道局出向（上水道整備係長） 宮澤 克昇 下水道施設管理担当専門技査

上水道整備担当専門技査 熊谷 英明 ★ 水道課

水質担当専門技査 熊谷 斗睦洋 ★ 水道課

浄水施設係長 塩澤 正之 施設整備担当専門技査

施設整備担当専門技査 後藤 鉄弥 ★ 林務課

下水道整備係長 遠山 慎也 ★ 水道課

普及係長 森下 美紀 ★ 学校教育課

技師、下水浄化施設長寿命化担当専門技査 吉地 良平 再任用職員

兼解外科勤務、兼心臓血管外科勤務 白子 隆志 診療技幹

救命救急センター長兼救急科部長 小林 尊志 救急科部長

緩和ケア内科部長兼麻酔科副部長兼がん診療・緩和ケアセンター 山田 武志 ★ 緩和ケア内科副部長

副センター長

泌尿器科部長 中藤 亮 ★ 泌尿器科副部長

歯科口腔外科部長 盛岡 昌史 ★ 歯科口腔外科副部長

救急科副部長 塚田 恵 ★ 救急科医長

救急科副部長 坂本 広登 ★ 救急科医長

薬剤科専門技査 吉沢 利香 ★ 薬剤科主任

薬剤科科長補佐 木下 智洋 ★ 薬剤科主任

臨床検査科専門技査 倉本 雅子 ★ 臨床検査科主任

リハビリテーション科科長補佐 牧内 昭子 ★ リハビリテーション科主任

リハビリテーション科科長補佐 水野 智之 ★ リハビリテーション科主任

看護師長 加藤 ゆき ★ 主任看護師

看護師長 松澤 夏美 ★ 主任看護師

看護師長 宮下 小百合 ★ 主任看護師

医療安全管理室長補佐兼看護師長 橋爪 加世子 看護部

主事、地域医療連携係長 伊藤 久子 再任用職員

主事、病歴管理係長 松尾 聡 再任用職員

審査係長 野下 真吾 ★ 会計課

主事、教育委員会出向（統括支援担当） 松下 徹 再任用職員

教育委員会出向（教育企画係長） 倉田 奨 資産税土地係長

教育委員会出向（高陵中学校調理担当専門主任兼上郷小学校調理担 代田 義幸 上郷小学校

当専門主任）

教育委員会出向（文化会館管理係長） 熊谷 誉司成 審査係長

教育委員会出向（情報サービス係長） 関口 真紀 地域読書推進係長

教育委員会出向（中央図書館管理係長） 木下 和子 ★ 鼎図書館

教育委員会出向（地域読書推進係長兼鼎図書館長） 宮下 裕司 上郷図書館長

議会事務局出向（庶務係長） 平沢 真一 ★ 農業課

監査委員事務局出向（監査係長）兼南信州広域連合派遣 村沢 淳子 ★ リニア推進課

専門主査、企画部付、南信州広域連合派遣（広域振興係長） 壬生 庸佑 ★ デジタル推進課

専門主査、企画部付、南信州広域連合派遣（医療福祉連携係） 城下 一弘 地域医療連携係長

○一般職員

総務部勤務 平澤 良太 羽場公民館

総務部勤務 福田 絵都 南信州・飯田産業センター事務局
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企画部勤務 福澤 慎吾 生涯学習・スポーツ課

企画部勤務 小池 勝士 丸山公民館

リニア推進部勤務 齋藤 崇 南信州広域連合事務局

リニア推進部勤務 伊藤 架奈恵 福祉課

リニア推進部勤務 平井 隆志 地域計画課

リニア推進部勤務 毛涯 満 税務課

市民協働環境部勤務 小嶋 唯 税務課

市民協働環境部勤務 岡田 知希 子育て支援課

市民協働環境部勤務 長谷部 花月 税務課

市民協働環境部勤務 橋本 亜結 納税課

市民協働環境部勤務 小林 陽菜 市民課

市民協働環境部勤務 原田 利次 農業課

市民協働環境部勤務 三石 ゆきみ 保健課

市民協働環境部勤務 田中 俊彦 こども発達センターひまわり

健康福祉部勤務 木村 陽一 総務文書課

併飯田市主事、健康福祉部勤務 小林 宏美 飯田市社会福祉協議会

健康福祉部勤務 山川 淳子 竜丘自治振興センター

健康福祉部勤務 折山 敦子 会計課

併飯田市主事、健康福祉部勤務 矢澤 景太郎 飯田市社会福祉協議会

健康福祉部勤務 遠山 幸一郎 環境課

健康福祉部勤務 鬼頭 美智子 産業振興課

健康福祉部付、派遣法による飯田市社会福祉協議会派遣 田中 はつみ 介護老人保健施設

産業経済部勤務 小澤 亮 納税課

産業経済部勤務 串原 友都 地域計画課

産業経済部勤務 山澤 広豊 市民課

産業経済部勤務 熊谷 健太朗 伊賀良公民館

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 松本 学 工業課

ター派遣

建設部勤務 手塚 俊太郎 リニア整備課

技師、建設部勤務 小椋 和喜 中部地方整備局飯田国道事務所派遣

上下水道局勤務 佐々木 拓也 リニア推進課

上下水道局勤務 近藤 寿二 南信濃自治振興センター

上下水道局勤務 矢澤 善文 国県関連事業課

上下水道局勤務 木下 由佳 上村自治振興センター

上下水道局勤務 塩沢 未来 座光寺公民館

脳神経外科医長 丸山 拓実 ★ 脳神経外科

整形外科医長 畑 宏樹 ★ 整形外科

形成外科医長 三村 信英 ★ 形成外科

主任看護師 渡邉 友子 ★ 主任看護師補佐

主任看護師 片桐 麻美 ★ 主任看護師補佐

主任看護師 矢澤 麻美 ★ 主任看護師補佐

主任看護師 清水 美穂子 ★ 主任看護師補佐

市立病院勤務 小池 敦子 子育て支援課

市立病院勤務 今村 紘子 子育て支援課

市立病院勤務 山澤 真輝 竜峡共同調理場

会計課勤務 丹羽 桂太 人事課

会計課勤務 小島 ゆかり 上郷自治振興センター

教育委員会出向 乗倉 佳奈 医事課

教育委員会出向 菅沼 歩 保健課

教育委員会出向 北澤 玲美 税務課

教育委員会出向 小嶋 勇輝 経営企画課

教育委員会出向 林 舞歩 松尾自治振興センター

教育委員会出向 竹村 郁哉 商業観光課

教育委員会出向 北澤 健 伊賀良自治振興センター

教育委員会出向 勝又 工貴 財政課

教育委員会出向 和田 健太朗 広報ブランド推進課

企画部付、南信州広域連合派遣 吉川 昇吾 環境課
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○人事交流、飯田市から派遣（再掲）

市長辞令交付（３月24日午前８時15分～市長公室）

（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 元木 悠介 土木課

専門技査、健康福祉部付、派遣法による飯田市社会福祉協議会派遣 大島 みどり Ｅブロック担当専門技査

健康福祉部付、派遣法による飯田市社会福祉協議会派遣 田中 はつみ 介護老人保健施設

○人事交流、飯田市へ復帰（再掲）

市長辞令交付（４月３日午前９時～C311-C313会議室）

遠山郷・中山間地域振興係長 村澤 勝弘 飯田市社会福祉協議会専門主査

技師、建設部勤務 小椋 和喜 中部地方整備局飯田国道事務所派遣

○人事交流、飯田市へ派遣（再掲）

市長辞令交付（４月３日午前９時～C311-C313会議室）

技師、建設部参事兼国県関連事業課長 佐藤 智保 国土交通省中部地方整備局

主事、危機管理課長補佐兼交通安全係長 清水 翔太 長野県警察本部

併飯田市主事、健康福祉部勤務 小林 宏美 飯田市社会福祉協議会

併飯田市主事、健康福祉部勤務 矢澤 景太郎 飯田市社会福祉協議会

○人事交流、派遣元へ復帰

市長辞令交付（３月24日午前８時15分～市長公室）

（３月31日付）解併飯田市主事（飯田市社会福祉協議会へ復帰） 大澤 由佳 福祉課

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

（３月31日付）退職（長野県警察本部へ復帰） 藤本 直樹 危機管理課長補佐

○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。

子育て支援課家庭係 健康福祉部こども家庭課勤務

子育て支援課こども家庭応援センター 健康福祉部こども家庭課勤務

子育て支援課こども発達センターひまわり 健康福祉部こども家庭課勤務

■■■ 正式採用 ■■■

主事 唐澤 智貴 税務課

主事 松原 岳史 生涯学習・スポーツ課

主事 澁谷 穂乃夏 文化会館

技師 下平 貴弘 薬剤部

■■■ 新規採用 ■■■

（再掲）技師、技監兼内科部長 山本 洋 （医師）

技師、市立病院勤務 中嶋 優太 （医師）

技師、市立病院勤務 石黒 翔子 （医師）

技師、市立病院勤務 藤田 楓 （医師）

技師、市立病院勤務 井上 航 （医師）

技師、市立病院勤務 戸塚 諭志 （医師）

技師、市立病院勤務 佐藤 真由香 （医師）

技師、市立病院勤務 高澤 拓哉 （医師）

技師、市立病院勤務 小佐野 義弘 （医師）

技師、市立病院勤務 杉浦 和紗 （医師）

技師、市立病院勤務 神戸 宏仁 （医師）

主事見習、総務部勤務 小林 真陽

主事見習、総務部勤務 三ツ石 瀬菜

主事見習、総務部勤務 小林 歩実

主事見習、総務部勤務 藤本 龍太郎

主事見習、総務部勤務 下井田 鴻

主事見習、総務部勤務 村澤 錬

主事見習、市民協働環境部勤務 曽我 裕慈

主事見習、市民協働環境部勤務 齋藤 風真

令和５年３月31日現在 令和５年４月１日付みなし発令

発令事項 氏名 現職

発令事項 氏名
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主事見習、市民協働環境部勤務 清水 陽介

主事見習、健康福祉部勤務 北島 智花 （行政保育士）

主事見習、健康福祉部勤務 櫻井 あゆり （行政保育士）

主事見習、健康福祉部勤務 山岸 江利子 （行政保育士）

主事見習、健康福祉部勤務 岩下 悠 （行政保育士）

主事見習、健康福祉部勤務 恩澤 歩仁

主事見習、健康福祉部勤務 中山 愛梨

技術員見習、健康福祉部勤務 林 美優 （行政保健師）

技術員見習、健康福祉部勤務 湯沢 尚子 （行政保健師）

主事見習、健康福祉部勤務 井原 心 

主事見習、健康福祉部勤務 井上 龍

主事見習、産業経済部勤務 春日 大裕

主事見習、産業経済部勤務 山下 卓也

主事見習、産業経済部勤務 坪井 丈晃

主事見習、建設部勤務 北林 幸弥

技師見習、建設部勤務 高坂 唯

主事見習、建設部勤務 川手 萌

技師見習、建設部勤務 松村 悠平

主事見習、市立病院勤務 櫛原 菜央

主事見習、市立病院勤務 宮外 琉和

主事見習、市立病院勤務 篠田 佳奈

主事見習、市立病院勤務 小野寺 菜花

主事見習、市立病院勤務 熊谷 彩奈

技術員見習、市立病院勤務 伊坪 愛永 （薬剤師）

技術員見習、市立病院勤務 坪井 徹也 （薬剤師）

技術員見習、市立病院勤務 上野 沙耶加 （薬剤師）

技術員見習、市立病院勤務 木下 陽仁 （診療放射線技師）

技師見習、市立病院勤務 坂口 かなえ （臨床検査技師)

技師見習、市立病院勤務 南原 一樹 （理学療法士)

技術員見習、市立病院勤務 太田 奈歩 （理学療法士）

技師見習、市立病院勤務 牧原 昂平 （作業療法士）

技師見習、市立病院勤務 原田 紗織 （管理栄養士）

調理員見習、市立病院勤務 山田 綾月 （任期付職員）

調理員見習、市立病院勤務 丸山 留美 （任期付職員）

技術員見習、市立病院勤務 板山 優衣 （看護職）

技術員見習、市立病院勤務 宮下 日和 （看護職）

技術員見習、市立病院勤務 片桐 隆成 （看護職）

技術員見習、市立病院勤務 加藤 里咲 （看護職）

技師見習、市立病院勤務 有賀 みゆ （看護職）

技術員見習、市立病院勤務 山田 彩加 （看護職）

技術員見習、市立病院勤務 村越 綾 （看護職）

技術員見習、市立病院勤務 柳生 華歩 （看護職）

技術員見習、市立病院勤務 小林 涼 （看護職）

技術員見習、市立病院勤務 清水 結衣 （看護職）

技師見習、市立病院勤務 高根 遼士 （看護職）

技術員見習、市立病院勤務 山口 結 （看護職）

技術員見習、市立病院勤務 片桐 綾音 （看護職）

技術員見習、市立病院勤務 松下 亜矢 （看護職）

技師見習、市立病院勤務 澤柳 みなみ （看護職）

技師見習、市立病院勤務 牧内 希未 （看護職）

主任調理員、市立病院勤務 吉川 裕貴

指導調理員、市立病院勤務 下平 知亜紀

主事見習、教育委員会出向 伊藤 蔵之介

主事見習、教育委員会出向 加藤 大智 

調理員見習、教育委員会出向 森本 祥恵 (任期付職員）

調理員見習、教育委員会出向 櫻井 美穂 (任期付職員）

調理員見習、教育委員会出向 下澤 寧々 (任期付職員）
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主事見習、教育委員会出向 長谷部 陽菜

■■■ 退職 ■■■

・令和５年３月15日付け

渡邊　夏海 看護部

・令和５年３月31日付け

・部長級

塚平 賢志 企画部長

細田 仁 リニア推進部長

塚平 裕 市民協働環境部長

串原 一保 産業経済部長

米山 博樹 建設部長

毛利 勇 建設部参事

田中 真 危機管理部長

土屋 敏美 上下水道局長

・課長級

原 俊文 納税課長

松尾 聡 地域自治振興課長

高木 祥司 市民課長

吉地 良平 下水浄化センター所長

山下 俊郎 （医師）市立病院副院長

小林 睦博 （医師）市立病院副院長

笠原 真弓 看護部長

杉山 みどり 副看護部部長

伊藤 久子 地域医療連携課長

・課長補佐級

熊谷 広志 税務課長補佐

大原 邦彦 福祉課長補佐

蓑和 巌 こども家庭応援センター所長

飯島 ゆみ子 長寿支援課長補佐

桜井 和孝 下水道課長補佐

藤本 直樹 危機管理課長補佐

宮澤 貴子 文化財保護活用課長補佐

・係長級

後藤 敦古 山本保育園長

橋爪 志保 保健指導係長

宮島 剛 天竜峡活性化係長

久保敷 一門 給水担当専門技査

吉澤 京子 看護師長

尾関 ゆかり 美術博物館庶務係長

・一般職員

木下 ゆかり 下久堅保育園

飛矢崎 美月 中村保育園

塚平 かよ子 保健課国保係

中島 友美 下水道

竹内 詩緒 （医師）小児科

西川 賢 （医師）循環器内科

水藤 元武 （医師）形成外科医長

中島 大地 （医師）消化器内科

田中 宏和 （医師）消化器外科

藤本 冠毅 （医師）心臓血管外科

千野 辰徳 （医師）乳腺内分泌外科

鈴木 智敬 （医師）泌尿器科

常見 浩司 （医師）産科

妹尾 卓馬 リハビリテーション科

原田 紗織 栄養科

氏　名 所　属
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上沼 由加 栄養科

稲垣 薫 栄養科

原 寛司 栄養科

横田 千景 看護部

小平 文子 看護部

村澤 奈菜美 看護部

栗生 明子 看護部

宮澤 秀美 看護部

佐々木 彩香 看護部

松井 千花 看護部

小川 里美 地域医療部

小林 千秋 地域医療部

宮澤 利恵子 介護老人保健施設

伊東 ひろみ 介護老人保健施設

牧島 千恵 学校教育課

福村 任生 歴史研究所

加納 向日葵 美術博物館

・令和５年３月31日付け 再任用職員退職（所属部局長による辞令交付）

小笠原 久美子 山本保育園

増田 睦子 山本保育園

横山 雅子 下水道課

北澤 克弘 （市立病院）庶務課

佐々木 雅子 栄養科

蓑島 喜佐子 栄養科

吉川 孝子 旭ヶ丘中学校

■■■ 再任用 ■■■

・係長級

（再掲）主事、産業人材担当専門主査 田中 真

（再掲）技師、下水浄化施設長寿命化担当 吉地 良平

（再掲）主事、地域医療連携係長 伊藤 久子

（再掲）主事、病歴管理係長 松尾 聡

（再掲）主事、教育委員会出向（統括支援担当） 松下 徹

・一般職員

主事、主査、総務部勤務 尾関 ゆかり

主事、主査、市民協働環境部勤務 高木 祥司

調理員、主任、健康福祉部勤務 木下 ゆかり

主事、主査、健康福祉部勤務 小林 千秋

主事、主査、健康福祉部勤務 飯島 ゆみ子

主事、主査、建設部勤務 大原 邦彦

調理員、主任、健康福祉部勤務 稲垣 薫

調理員、主任、健康福祉部勤務 原 寛司

技師、指導技師、市立病院勤務 杉山 みどり

技師、指導技師、市立病院勤務 笠原 真弓

技師、指導技師、市立病院勤務 吉澤 京子

主事、主査、市立病院勤務 小川 里美

技師、指導技師、市立病院勤務 宮澤 利恵子

■■■ 異動等 ■■■

発令事項 氏　名 現　職

令和５年３月17日

飯田市人事内示  令和５年４月１日付け市長発令（部長級抜粋）

発令事項 (前任者) 氏名　★昇任 現職
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○部長級

企画部長 (退職) 塚平 賢志 林 健吾 ★ 企画課長

リニア推進部長 (退職) 細田 仁 小倉 博明 ★ リニア用地課長

リニア駅周辺整備担当参事 牧島 光宏 ★ リニア整備課長

市民協働環境部長 (退職) 塚平 裕 橋本 力 ★ 結いターン移住定住推進課長

ゼロカーボンシティ担当参事兼ゼロカー 田中 克己 ★ ゼロカーボンシティ推進課副参事

ボンシティ推進課長

健康福祉部長 髙山 毅 林 みどり ★ 福祉課長

こども・子育て担当参事兼こども家庭課長 髙山 毅 健康福祉部長

産業経済部長 (退職) 串原 一保 清水 秀敏 ★ 産業振興課長

建設部長 (退職) 米山 博樹 井田 光則 ★ 土木課長

技師、建設部参事兼国県関連事業課長 (退職) 毛利 勇 佐藤 智保 国土交通省中部地方整備局

危機管理部長 (退職) 田中 真 岡本 佳宏 ★ 人事課長

上下水道局長 (退職) 土屋 敏美 佐々木 力 ★ 水道課長

兼副医療情報部長 山本 一也 副院長

教育委員会出向（教育次長） 秦野 高彦 ★ 市公民館副館長

■■■ 退職 ■■■

・令和５年３月31日付け

○部長級

塚平 賢志 企画部長

細田 仁 リニア推進部長

塚平 裕 市民協働環境部長

串原 一保 産業経済部長

米山 博樹 建設部長

毛利 勇 建設部参事

田中 真 危機管理部長

土屋 敏美 上下水道局長

氏　名 所　属
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