
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

長野県を退職した職員の再就職について、公正性、透明性の向上を図り、退職管理の適

正を確保するため、「再就職した元職員による依頼の規制等に関する条例」の規定に基づき、

その状況を別紙のとおり公表します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 公表対象者  

 令和３年度中に退職した職員で、令和４年４月 30日までに再就職に関する届出の

あった者 

＊ 知事部局、行政委員会等の一般行政部門の職員であった者が対象 

＊ 上記のほか、令和２年度以前に退職した職員で、昨年度の公表後、新たに届出のあった者

についても公表 

■ 公表項目  

 退職職員の氏名、職名、退職日、再就職日、再就職先の名称、再就職先における

地位、再就職に当たっての県の関与の有無 

■ 教員・警察職員の再就職状況  

 教育委員会関係の教員及び警察職員の再就職状況については、次の県ホームペー

ジ（ＵＲＬ）をご覧ください。 

＊ 教育委員会の公表のホームページ（令和４年４月 30日までの届出分） 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyoiku/gyose/sonota/saishushoku.html 

＊ 警察本部の公表のホームページ（令和４年４月 30日までの届出分） 

https://www.pref.nagano.lg.jp/police/kenkei/soshiki/keimusonota.html 

■ その他  

◆ 職員の再就職の公正性、透明性を確保するための県の取組については、次の県

ホームページ（ＵＲＬ）をご覧ください。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/jinji/kensei/soshiki/soshiki/kencho/jinji/saishus

hoku.html 

◆ 「長野県職員セカンドキャリアセンター」では、公務を通じて培われた職員の

能力や経験の活用を希望される企業等の皆様に、県を退職する職員等の情報を提

供しています。 

詳しくは、次の県ホームページ（ＵＲＬ）をご覧ください。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/jinji/kensei/soshiki/soshiki/kencho/jinji/second-

career.html 

 

長野県（総務部・企業局・議会事務局・教育委員会事務局）プレスリリース  
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長野県職員セカンドキャリアセンター・ 

総務部人事課人事係 

（課長） 根橋 幸夫（企画幹）井澤 克行 

（担当） 寒河江 淳 

電話 ： 026-235-7032（直通） 

026-232-0111（代表） 内線 2035 

FAX  ： 026-235-7395 

E-mail   second-career@pref.nagano.lg.jp 

企業局経営推進課総務係 

（課長） 竹花 顕宏 

（担当） 田中 義人 

電話 ： 026-235-7371（直通） 

026-232-0111（代表） 内線 3913 

FAX  ： 026-235-7388 

E-mail   kigyo@pref.nagano.lg.jp 

議会事務局総務課庶務係 

（課長） 若月 真也 

（担当） 宮島 文明 

電話 ： 026-235-7411（直通） 

026-232-0111（代表） 内線 4024 

FAX  ： 026-235-7473 

E-mail   gikai@pref.nagano.lg.jp 

教育委員会事務局教育政策課総務係 

（課長） 松本 順子  

（担当） 小林 大嗣 

電話 ： 026-235-7421（直通） 

026-232-0111（代表） 内線 4314 

FAX  ： 026-235-7487 

E-mail   kyoiku@pref.nagano.lg.jp 



（別紙１）

（単位：人）

県関与
有り

県関与
有り

県関与
有り

県関与
有り

県関与
有り

県関与
有り

 退職職員数 422 182 122 63 399 187 109 62 23 ▲ 5 13 1

 届出のあった者 119 36 58 26 110 42 66 35 9 ▲ 6 ▲ 8 ▲ 9

29 26 21 18 36 30 29 24 ▲ 7 ▲ 4 ▲ 8 ▲ 6

56 10 20 8 49 11 26 11 7 ▲ 1 ▲ 6 ▲ 3

34 0 17 0 25 1 11 0 9 ▲ 1 6 0

 届出を要しない者 303 146 64 37 289 145 43 27 14 1 21 10

146 146 37 37 145 145 27 27 1 1 10 10

 その他（家居など） 157 27 144 16 13 11

　
※１　令和３年４月30日までの届出分については、昨年度公表した。

※２

※３　令和２年度以前の退職職員で届出のあった者の丸数字は、県関与のあった人数（内数）を示す。

　取扱要綱の別表団体：
　県の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ県が特に援助し、又は配慮することを要する団体として「長野県退職職員の再就職に関する取扱要
綱」（平成26年11月21日施行）別表１に規定する40団体

 県（再任用・会計年度任用職員、臨時
　　　的任用職員など一般職）

（Ａ）

 営 利 企 業

 その他の団体

 取扱要綱の別表団体　※２

（Ｂ）

部課長級

 上記のほか、令和２年度以前の退職職員で届出のあった者　12
　〔内訳：別表団体 ２（②）、その他の団体 10（①）〕 ※３

退職職員の再就職状況
〔令和４年４月30日現在（令和３年５月１日～令和４年４月30日届出分 ※１）・教育委員会関係の教員及び警察職員を除く。〕

再 就 職 先 等
部課長級 部課長級

（Ａ－Ｂ）

令和３年度退職職員
【昨年度公表分】
令和２年度退職職員

増　減



（別紙２）

令和３年５月１日から令和４年４月30日までに届け出のあった退職職員の再就職状況は次のとおりです。

【令和３年度退職職員】 （五十音順）

No. *氏名 *離職時の職 *離職日 *再就職日
*再就職先の名称

（団体名等）
*再就職先における地位（役職等） 県の関与

1 相河　政登 姫川砂防事務所長 R4.3.31 R4.4.1 （株）興和 技術部長

2 青木　隆 参事兼北信労政事務所長 R4.3.31 R4.4.1 （学）四徳学園 長野保健医療大学　事務局　企画部次長

3 青柳　建一 上伊那地域振興局　農地整備課長 R4.3.31 R4.4.1 （株）サン・パワー社 副社長

4 赤池　拓美 中信県税事務所　課税課　課税第一係　主任 R4.3.31 R4.5.1 イオンビッグ（株） ザ・ビッグ穂高店　パートタイム従業員

5 秋山　巌 南信州地域振興局　林務課長 R4.3.31 R4.4.1 長野県山林種苗協同組合 事務局長 有

6 新垣　千絵 建築住宅課　公営住宅室　整備係　主査 R4.3.31 R4.4.1 塩尻市 こども教育部　教育総務課　技術員

7 有澤　昌翁
長野保健福祉事務所　健康づくり支援課　予
防衛生係　主任

R4.3.31 R4.4.1 （社福）長野県身体障害者福祉協会 事務局長

8 飯澤　芳彦
副参事兼犀川安曇野流域下水道事務所　整
備課長

R4.3.31 R4.4.1 （株）村瀬組 参与

9 飯島　好文 参事兼農地整備課長 R4.3.31 R4.4.1 長野県農業農村多面的機能発揮促進協議会 事務局長 有

10 池内　武久 企画振興部付 R4.3.31 R4.4.1 飯綱町 副町長

11 池田　隆義 東信教育事務所長 R4.3.31 R4.4.1 （一財）長野県文化振興事業団 事務局長 有

12 石坂　秀彦 消防防災航空センター所長 R4.3.31 R4.4.1 （一財）長野県文化振興事業団 県立美術館次長兼総務課長 有

13 石坂　文彦 犀川砂防事務所長 R4.3.31 R4.4.1 川中島建設（株） 安全・品質管理部長

14 市岡　恵利子 伊那建設事務所長 R4.3.31 R4.4.1 トーヨークリエイト（株） 技術参与

15 井出　英治 林務部長 R4.3.31 R4.4.1 長野県信用保証協会 常務理事

16 伊藤　優子
飯田保健福祉事務所　食品・生活衛生課　食
品・動物衛生係　管理栄養士

R3.9.30 R4.4.1 駒ケ根市 企画振興課地域政策係　主査

17 岩田　真理子 長野食肉衛生検査所　獣医師 R4.3.31 R4.4.1 タルタ動物病院 獣医師

18 内堀　利一 秘書課　秘書係　専門幹 R4.3.31 R4.4.1 長野県信用保証協会 嘱託 有

19 浦野　幸夫 副参事兼飯山高等学校　事務長 R4.3.31 R4.4.1 （一社）信州いいやま観光局 臨時職員

（注）「＊」は届出項目 1



No. *氏名 *離職時の職 *離職日 *再就職日
*再就職先の名称

（団体名等）
*再就職先における地位（役職等） 県の関与

20 大田　優 北信地域振興局　総務管理課　主任 R4.3.31 R4.4.1 有限責任あずさ監査法人 東京事務所　専門職員スタッフ

21 小澤　智美 野菜花き試験場　佐久支場長 R4.3.31 R4.4.1 （一社）長野県植物防疫協会 塩尻研究所　次長 有

22 大日方　広志 上伊那農業農村支援センター所長 R4.3.31 R4.4.1 （公社）長野県農業担い手育成基金 事務局次長 有

23 小山　亮太
飯田保健福祉事務所　食品・生活衛生課　食
品・動物衛生係　獣医師

R4.3.31 R4.4.1 さくら動物病院 獣医師

24 粕尾　明弘
佐久地域振興局　農地整備課　企画幹兼水
利防災係長

R4.3.31 R4.4.1 千曲市 経済部　農林課　農業専門支援員

25 春日　敏彦 南信州農業農村支援センター所長 R4.3.31 R4.4.1 （株）関東甲信クボタ 担当部長

26 勝野　由拡
参事　（高規格幹線道路整備推進担当）兼道
路建設課長

R4.3.31 R4.4.1 技術開発（株） 取締役副社長

27 加藤　彰彦
上田建設事務所　専門幹兼整備課　整備第
一係　担当係長

R4.3.31 R4.4.1 （公財）長野県建設技術センター 技術専門員 有

28 木村　智行 諏訪建設事務所長 R4.3.31 R4.4.1 （株）千代田コンサルタント 長野営業所　技術部長

29 工藤　和彦 佐久地域振興局　林務課長 R4.3.31 R4.4.1 （一社）長野県林業コンサルタント協会 東信事務所長 有

30 越　一雄 大阪事務所長兼大阪観光情報センター所長 R4.3.31 R4.4.1 須坂市
産業振興部　産業連携開発課　産業コー
ディネーター

31 小林　芳 伊那家畜保健衛生所　防疫課　獣医師 R4.3.31 R4.4.1 広丘どうぶつ病院 獣医師

32 小林　奈都子 地域福祉課　生活保護係　担当係長 R4.3.31 R4.4.1 （社福）信濃整肢療護園
稲荷山医療福祉センター 　医療相談室
医療ソーシャルワーカー

33 小林　寿利 川中島水道管理事務所　管理課　主幹 R4.3.31 R4.4.1 （株）フジ技研 本社　設計第三部　技師長

34 小林　浩 松代高等学校　主任 R4.3.31 R4.4.1 （株）タスク 社員

35 小林　弘幸 建築技監兼建築住宅課長 R4.3.31 R4.4.1 （一財）長野県建築住宅センター 上田事務所次長兼確認検査員

36 小林　政広 須坂建設事務所長 R4.3.31 R4.4.1 国土防災技術（株） 長野支店　参事

37 五味　義弘
副参事兼長野地域振興局　農地整備課　基
盤整備係長

R4.3.31 R4.4.1 （公財）長野県農業開発公社 上伊那事業所　参事 有

38 小山　聡 議会事務局長 R4.3.31 R4.4.1 （公財）長野県健康づくり事業団 専務理事 有

39 近藤　次夫
長野建設事務所　浅川改良事務所　専門幹
兼担当係長

R4.3.31 R4.4.1 地方共同法人日本下水道事業団

40 酒井　長雄 農業試験場　作物部長 R4.3.31 R4.4.1 （公財）日本植物調節剤研究協会 非常勤理事兼関東支部長

（注）「＊」は届出項目 2



No. *氏名 *離職時の職 *離職日 *再就職日
*再就職先の名称

（団体名等）
*再就職先における地位（役職等） 県の関与

41 坂口　真理
総合リハビリテーションセンター　看護部　看
護師

R3.7.31 R3.9.1 かみじょうリハビリ整形外科クリニック 看護師

42 佐々木　伝 長野建設事務所　維持管理課　維持係　主査 R4.3.31 R4.4.1 （公財）長野県建設技術センター 技術専門員 有

43 塩川　吉郎 参事兼会計課長 R4.3.31 R4.4.1 （公財）長野県産業振興機構 総務企画本部　総務管理部長 有

44 塩原　一正 農業大学校長 R4.3.31 R4.4.1 松本空港ターミナルビル（株） 総務経理部長 有

45 清水　孝二 参事兼上田建設事務所長 R4.3.31 R4.4.1 （株）中央工研 技術部長

46 鈴木　隆行 消防防災航空センター　主査 R3.5.31 R3.6.1 岩手県警察 航空隊　整備士

47 関澤　実 松本技術専門校長 R4.3.31 R4.4.1 （医）篠ノ井橋病院 事務長補佐 有

48 征矢　隼人
工業技術総合センター　精密・電子・航空技術
部門　電子部　研究員

R4.3.31 R4.4.1 公立大学法人公立諏訪東京理科大学
公立諏訪東京理科大学　工学部　情報応
用工学科　講師

49 高野　泉 佐久建設事務所　総務課　総務係　主事 R4.3.31 R4.4.1 札幌市
子ども未来局　子育て支援部　施設運営課
給付係　事務職員

50 高松　浩太郎 佐久建設事務所　総務課　建設業係　主事 R4.3.31 R4.4.1 （株）リクルートスタッフィング 特別法人第4営業ユニット3グループ

51 高松　光生 野菜花き試験場　畑作部　専門研究員 R4.3.31 R4.5.1 松本ハイランド農業協同組合 笹賀支所　笹賀予冷庫　パートタイム職員

52 滝沢　弘 北アルプス地域振興局長 R4.3.31 R4.4.1 （地独）長野県立病院機構 長野県立信州医療センター　事務部長 有

53 武内　智絵 佐久地域振興局　林務課　林産係　技師 R3.9.30 R3.10.1 林野庁 森林利用課緑化推進班　緑化企画係長

54 竹内　洋彦
総合リハビリテーションセンター　リハビリテー
ション療法部　言語聴覚療法科　言語聴覚士

R4.3.31 R4.4.1 （学）成田会 長野医療衛生専門学校　教務

55 竹下　博秀
副参事兼上伊那地域振興局　農地整備課
課長補佐兼計画調査係長

R4.3.31 R4.4.1 松川町 リニア対策課　会計年度任用職員

56 竹谷　祐彰 長野食肉衛生検査所　食肉衛生専門員 R4.3.31 R4.4.1 （株）ADD　Pet ペット予防医療センター　獣医師

57 田下　昌志 建設部長 R4.3.31 R4.4.1 （公財）長野県建設技術センター 理事長

58 田中　邦明 土尻川砂防事務所長 R4.3.31 R4.4.1 （株）サンタキザワ 土木部長

59 田中　ゆう子 健康増進課長 R4.3.31 R4.4.1 長野県国民健康保険団体連合会 保健事業主任専門員

60 田畑　文徳 南信消費生活センター所長 R4.3.31 R4.4.1 長野県住宅供給公社 伊那管理センター長 有

61 千野　雅朗 松本建設事務所　整備課　整備第三係　主査 R4.3.31 R4.4.1 （一社）実践倫理宏正会

（注）「＊」は届出項目 3



No. *氏名 *離職時の職 *離職日 *再就職日
*再就職先の名称

（団体名等）
*再就職先における地位（役職等） 県の関与

62 塚田　昌宏 長野建設事務所　建築課長 R4.3.31 R4.4.1 日本ＥＲＩ（株） 長野支店　担当部長

63 辻　久明 参事兼中信会計センター所長 R4.3.31 R4.4.1 （社福）長野県社会福祉事業団 信濃学園　所長兼総務課長 有

64 戸田　堅一郎
信州の木活用課　林業経営支援係　担当係
長兼林業専門技術員

R4.3.31 R4.4.28 （株）ジオ・フォレスト 代表取締役

65 豊田　季依 諏訪児童相談所　児童福祉司 R3.9.30 R4.4.1 法務省 茨木県農芸学院　教官

66 中澤　沙英 道路管理課　管理係　主事 R3.6.30 R3.7.12 （株）パスカル 経営推進室　品質管理グループ

67 中島　利樹
諏訪地域振興局　林務課　企画幹兼治山林
道係長

R4.3.31 R4.4.1 （一社）長野県林業コンサルタント協会 中信事務所　技術参事 有

68 中田　英郎 参事兼佐久建設事務所長 R4.3.31 R4.4.1 （株）角藤 理事

69 永原　龍一 上田地域振興局長 R4.3.31 R4.4.1 （公財）長野県障がい者スポーツ協会 常務理事兼事務局長 有

70 中村　皓大 北信建設事務所　整備課　整備第二係　技師 R4.3.31 R4.4.1 国土交通省
気象庁　東京管区気象台　長野地方気象
台　一般職員

71 中村　博俊 諏訪建設事務所　維持管理課　管理係　主任 R4.3.31 R4.4.1 長野県土地開発公社 伊那支所　用地員（用地交渉担当） 有

72 西村　武美
上伊那地域振興局　専門幹兼林務課　治山
係　担当係長

R4.3.31 R4.4.1 上松町 産業観光課　農林係　主幹 有

73 長谷川　真悟 伊那建設事務所　整備課　整備第三係　技師 R4.3.31 R4.4.1 木曽広域連合 建設課土木係　技師

74 長谷川　典子 総務事務課長 R4.3.31 R4.4.1 （一社）長野県保育連盟 事務局長 有

75 林　明範 飯田建設事務所　建築課長 R4.3.31 R4.4.1 （一財）長野県建築住宅センター 審査役兼確認検査員

76 林　和貴
諏訪保健福祉事務所　食品・生活衛生課　食
品・動物衛生係　獣医師

R4.3.31 R4.4.1 神奈川県 湘南家畜保健衛生所　防疫課　主任技師

77 原　和彦
松本児童相談所　相談判定課　一時保護係
児童指導員

R4.3.31 R4.5.9 ホームケアセンター松本神林 介護員

78 原澤　徳泰 北信地域振興局　企画振興課　課長補佐 R4.3.31 R4.4.1 大宝ビジネスサービス（有） 所長補佐

79 原山　一航
北アルプス地域振興局　総務管理・環境課
環境係　技師

R3.9.30 R3.10.1 （株）ディスコ 一般職員

80 樋口　隆樹
姫川砂防事務所　専門幹兼砂防課　砂防第
二係長

R4.3.31 R4.4.1 （公財）長野県建設技術センター 東信事務所　技術専門員 有

81 平林　昌寿
副参事兼上伊那地域振興局　林務課　課長
補佐兼林産係長

R4.3.31 R4.4.1 木曽広域連合 森林整備推進室　推進係長 有

82 廣瀬　美奈子
総合リハビリテーションセンター　看護部　看
護師

R3.8.31 R3.9.1 かみじょうリハビリ整形外科クリニック 看護師

（注）「＊」は届出項目 4



No. *氏名 *離職時の職 *離職日 *再就職日
*再就職先の名称

（団体名等）
*再就職先における地位（役職等） 県の関与

83 深沢　幸栄 福祉大学校長 R4.3.31 R4.4.1 （社福）長野県社会福祉協議会 事務局長

84 福嶋　哲也
松本地域振興局　林務課　課長補佐兼林産
係長

R4.3.31 R4.4.1 （一財）長野県林業労働財団 主任研修指導員 有

85 船橋　みどり
副参事兼松本児童相談所　相談判定課　一
時保護係長

R4.3.31 R4.4.1 辰野町 会計年度任用職員

86 古市　宗
農業政策課　農産物マーケティング室　農業
ビジネス係　主査

R3.9.30
①、②R3.10.1
③、④R4.4.1

①（株）ほっと・はあと、②（株）カンマッセいいづな、
③（株）テトラ、④（有）イー・ライフ

①取締役統括本部長、②シニアアドバイ
ザー、③取締役、④取締役

87 古越　武彦 危機管理防災課　火山防災幹 R4.3.31 R4.4.1 （特非）全国災害ボランティア支援団体ネットワーク 事業部事業担当

88 細川　容宏 飯田建設事務所長 R4.3.31 R4.4.1 吉川建設（株） 施工統括部

89 本沢　創太 総合県税事務所　北信事務所　主事 R4.2.15 R4.2.21 アルムメディカルサポート（株） 正社員

90 前澤　真由美 須坂建設事務所　総務課　総務係　主任 R4.3.31 R4.4.1 国税庁 中野税務署

91 増尾　友莉奈 地域福祉課　地域支援係　主事 R3.9.30 R3.11.1 （学）聖心女子学院 聖心女子大学

92 増田　美奈 福祉大学校　教授 R4.3.31 R4.4.1 岡谷市 岡谷市民病院　技師

93 町田　佑介 契約・検査課　契約企画係　主任 R3.7.31 R3.8.1 MACHIDAYA総研（合） 業務執行社員

94 松尾　政芳 南信県税事務所　総務課　総務係長 R4.3.31 R4.4.1 松本市
健康福祉部生活福祉課　会計年度任用職
員

95 松下　和永 飯田建設事務所　次長 R4.3.31 R4.4.1 長野県住宅供給公社 飯田管理センター長 有

96 松田　史 中信県税事務所　大町事務所　主事 R4.3.31 R4.4.1 (株)NTTデータ 一般社員

97 松橋　良成 建設部付 R4.3.31 R4.4.1 （公財）長野県産業振興機構 長野センター長 有

98 松本　悦夫 長野ろう学校　主任 R4.3.31 R4.5.1 戸隠地区住民自治協議会 地域福祉ワーカー

99 松本　寛 松本地域振興局　農地整備課長 R4.3.31 R4.4.1 NTCコンサルタンツ（株） 東京支社　長野営業所　技術顧問

100 松本　寛 千曲建設事務所長 R4.3.31 R4.4.1 （株）小宮山土木 技術部長

101 丸山　進 参事兼北信建設事務所長 R4.3.31 R4.4.1 日本クリーンアセス（株） 技術部長

102 三澤　雅孝 森林づくり推進課長 R4.3.31 R4.4.1 （一社）長野県林業コンサルタント協会 南信事務所伊那分室　技術参事　分室長 有

103 峰村　友一朗 障がい者支援課　管理係　主事 R3.9.30 R3.12.1 興和（株） 一般社員

（注）「＊」は届出項目 5



No. *氏名 *離職時の職 *離職日 *再就職日
*再就職先の名称

（団体名等）
*再就職先における地位（役職等） 県の関与

104 宮川　幸二 副参事兼長野食肉衛生検査所　次長 R4.3.31 R4.4.1 松本市 食肉衛生検査所　課長補佐

105 宮川　英明 松本建設事務所　奈良井川改良事務所長 R4.3.31 R4.4.1 （株）竹花組 技術部部長

106 三宅　良樹 南信県税事務所長 R4.3.31 R4.4.1 長野県住宅供給公社 上田管理センター長 有

107 宮崎　忠久 農業試験場　管理部長 R4.3.31 R4.4.1 （一財）長野県文化振興事業団 長野県県民文化会館　副館長兼総務課長 有

108 宮崎　哲也 大町建設事務所　企画幹兼整備・建築課長 R4.3.31 R4.4.1 （一社）長野県建設業協会 労働安全部長

109 宮下　淳 伊那養護学校　主任 R4.2.28 R4.3.1 オリックス・ファシリティーズ（株） 設備管理員

110 宮田　俊秀 白馬高等学校　主任 R4.3.31 R4.4.1 北アルプス森林組合 参与

111 村上　修 更級農業高等学校　主任 R4.3.31 R4.4.1 （一社）長野県冷凍空調設備協会 事務局長

112 師岡　幸人 南信県税事務所　飯田事務所長 R4.3.31 R4.4.1 （社福）長野県社会福祉事業団
特別養護老人ホーム泉平ハイツ　総務課
長

有

113 山﨑　征樹 須坂建設事務所　整備課　計画調査係　技師 R3.11.30 R3.12.1 （株）リクルート キャリアアドバイザー

114 山下　武喜 南信州地域振興局　副局長 R4.3.31 R4.4.1 （一財）長野県文化振興事業団 長野県飯田創造館館長 有

115 吉川　茂利
工業技術総合センター　食品技術部門　加工
食品部長

R4.3.31 R4.4.1 長野県味噌工業協同組合連合会 信州味噌研究所　所長

116 吉田　則康
上田保健福祉事務所　企画幹兼食品・生活衛
生課長

R4.3.31 R4.4.1 （医）長野寿光会 上山田病院　薬局　薬剤師

117 吉原　英樹 環境保全研究所長 R4.3.31 R4.4.1 （一社）長野県資源循環保全協会 事務局長 有

118 和田　一彦 副参事兼千曲建設事務所　維持管理課長 R4.3.31 R4.4.1 （公財）長野県建設技術センター 松本試験所長 有

119 渡辺　隆一 東信県税事務所　上田事務所長 R4.3.31 R4.5.1 （一財）長野県遺族会 事務局長 有

（注）「＊」は届出項目 6



【令和２年度退職職員】 （五十音順）

No. *氏名 *離職時の職 *離職日 *再就職日
*再就職先の名称
（団体名等）

*再就職先における地位（役職等） 県の関与

1 内田　雅啓 参事 R3.3.31 R4.4.1 （公財）長野県産業振興機構 専務理事 有

2 尾崎　裕之 北信地域振興局　環境課　主任 R3.3.31 R4.4.4 飯山陸送（株） 環境部門　顧問

3 高田　真由美
女性活躍推進監兼男女共同参画センター所
長

R3.3.31 R3.6.22 サンリン（株） 社外取締役

4 高松　良枝 北信地域振興局　企画振興課　主任 R3.3.31 R3.4.1 （株）ウイズ 契約社員

5 武田　弘子 松本児童相談所長兼総務課長 R3.3.31 R4.4.1 （社福）つるみね福祉会
児童養護施設　つつじが丘学園　家庭支
援専門相談員

6 田畑　衛 上田地域振興局　林務課　主任 R3.3.31 R3.7.1 上小林業振興会 技術員

7 西原　快英 参事兼産業技術課長 R3.3.31 R4.4.1 （公財）長野県産業振興機構 参事兼経営支援本部長 有

8 濱村　圭一 総合県税事務所長 R3.3.31 R4.4.1 長野県国民健康保険団体連合会 常務理事 有

9 丸山　和恭
副参事兼松本保健福祉事務所　福祉課　課
長補佐兼社会係長

R3.3.31 R3.7.21 （株）松本スイミングセンター パート社員

10 丸山　義廣 参事 R3.3.31 R3.6.1 共同事業体　TOY　BOX 監査役

11 山口　秀和 野菜花き試験場　場長 R3.3.31 R4.4.1 全国農業協同組合連合会長野県本部
生産振興部・担い手推進センター　生産振
興課技術審議役

（注）「＊」は届出項目 7



【令和元年度退職職員】 （五十音順）

NO. 離職時部局 *氏名 *離職時の職 *離職日 *再就職日
*再就職先の名称
（団体名等）

*再就職先における地位（役職等） 県の関与

1 健康福祉部 大月　良則 健康福祉部長 R1.12.25 R3.4.1 （株）国際社会健全育成学会 専務

（注）「＊」は届出項目 8


