
長野県の保健所及び県立病院の組織変遷

保健所（保健所条例）　※優生保護相談所　
◎所の設置・廃止経過
S13. 4.14  14. 8. 5  19. 2. 7  19.10. 2  20. 4.26  24. 8. 8  39. 4. 1

条例制定、優生保護相談所付置
　上　田

　岡　谷
　飯　田

　小　諸
　諏　訪
　伊　那
　松　本
　大　町
　松　代
　須　坂

※優生保護相談所(組織規則） 　中　野
S23.7.1～24.10.1   39. 4. 1  　  H8. 9.26 　長　野

　野　沢
　福　島
　飯　山

　豊　科
　篠ノ井

 41. 4.16  42. 4. 1  53. 4. 1  61. 4. 1  H9. 4. 1 15. 9. 1　　17.10.1     21.4.1

　上　田 　　　　　　◆
　岡　谷 　　■
　飯　田 　　　　　　◆

┗阿南支所 　　　　　　◆
　小　諸 　　■
　諏　訪 　　　　　　◆
　伊　那 　　　　　　◆
　松　本 　　　　　　◆

┗豊科支所  　　　　　■（廃止）
　大　町 　　　　　　◆
　松　代 　　■
　須　坂 　　■
　中　野 　　■
　長　野 　　　　　　◆

┗松代支所 　　■ ┗須坂支所 　　　　　■（廃止）
┗更埴支所 千曲支所 　　　　　■（廃止）

　野　沢 　佐　久 　　　　　　◆
┗小諸支所 　　　　　■（廃止）

　福　島 　木　曽 　　　　　　◆
　飯　山 　北　信 　　　　　　◆

┗中野支所 　　　　　■（廃止）
　豊　科 　　■
　篠ノ井 　　■

　更　埴 　　■

◎課の経過
 40.4.1

┣総務課［上田]---------[全所]
┣衛生課［上田]-----------■
┣保健予防課［上田]-----[全所]
┗奉仕課［上田]-----------■

　　　┗環境衛生課［全所]
　　　　　┗食肉衛生検査課

[松本]

 41.4.16  45.11. 1  48. 4. 1  53. 4. 1  H9. 4. 1 　15. 4. 1
　更埴設置 岡谷､篠ノ井廃止
　松代廃止 小諸､豊科､須坂､

更埴､中野支所化
飯山→北信

（総務課）
（保健予防課）
（環境衛生課） 　　生活衛生課
（食肉衛生検査課）　　　■

┗食品衛生課 [木曽、大町以外]
   上田、飯田 ┗検査課 上田、諏訪、飯田  佐久、木曽、
   松本、長野 　上田、諏訪 松本、長野、岡谷  大町以外

　飯田、松本 伊那、中野
　長野

　18. 4. 1 　18.11. 1 　　　21.4.1
（総務課） 総務チーム 総務課 　　　　◆
（保健予防課） 健康づくりチーム 健康づくり支援課 　　　　◆
（生活衛生課） 食の安全・生活衛生チーム 食品・生活衛生課 　　　　◆
（食品衛生課） ┛
（検査課） 検査チーム 検査課 　　　　◆

 優生保護相談所　 保健所に付置化　 　廃止

　　　　　　        　　　　　　　　　　10所　 　飯山 　　　　　　篠ノ井

Ｈ21.4.1から保健福
祉事務所に移管

S13.4.14     14.8.5     19.2.7     19.10.2     20.4.26  23.7.1     24.8.8     31.6.28
　上田   　　岡谷　 　  飯田　   　小諸ほか　　　福島　　　　　　　　　　豊科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　更埴設置　　　　　　豊科

上田、諏訪、飯田、

安曇野支所 

長野、松本 
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【凡例】　■廃止　◆移管出　◇移管受　※付置
18.4.1～18.10.31チーム制

17.4.1～18.10.31ユニット制



保健福祉事務所（保健福祉事務所条例）　※保健所（付置）　※福祉事務所（付置）
◎所の設置・廃止経過

H21.4.1
　佐　久 ◇
　上　田 ◇
　飯　田 ◇
　　阿南支所 ◇
　諏　訪 ◇
　伊　那 ◇
　松　本 ◇
　大　町 ◇
　長　野 ◇
　木　曽 ◇
　北　信 ◇

◎課の経過
（総務課） ◇
（健康づくり支援課） ◇
（食品・生活衛生課） ◇
（検査課） 　　　　　◇

県立病院(県立病院条例）※介護老人保健施設(老人保健施設）※県立病院付属看護専門学校
　(同 付属高等看護学院) ※県立病院付属准看護学校 (同 付属准看護学院)
◎病院の設置経過
S23. 6. 1  31. 5. 1  36. 4. 1  38.11. 1  45. 4. 1  H5. 4. 1 22.4.1
　須　坂 ■（地方独立行政法人に）
　阿　南 ■

┗和合出張診療所 　　■
　駒ケ根 ■

　木　曽 ■
※介護老人保健施設 　こども ■
 H6. 4. 1  7. 4. 1  12. 4. 1 22.4.1
老人保健施設 介護老人保健施設に改称
　阿　南 ■（地方独立行政法人に）

　木　曽 ■
※県立病院付属看護専門学校
S28. 4. 1  34. 7.16    44. 4. 1   46. 4. 1  55. 4. 1  57. 4. 1 H5. 4. 1
付属准看護 付属准看護学校 　　■
　学院［阿南] に改称

付属高等 　[須坂 木曽] 　須坂 木曽 付属看護専門学校 〔独立〕
 看護学院[須坂]   駒ヶ根 に改称 (看護専門学校へ)

◎内部組織の経過（平成18年6月から平成20年3月のこども病院の組織は別記）
 S38. 8. 1  42. 5. 4  44. 4. 2  60. 4. 1  H5. 4. 1  20. 4. 1 22.4.1
┃
┣事務局 　事務部 ■（地方独立行政法人に）

┃ ┣管理課 　庶務課 　■
┃ ┗業務課 　■
┣検査科 　[駒ケ根] ■
┃ ┣臨床検査科 ■
┃ ┗放射線技術科 ■
┣薬剤科 ■
┣看護科 　看護部 ■
┗診療科 　診療部 ■

┗栄養科 ■

※介護老人保健施設 （別記）こども病院の内部組織
 H6. 4. 1  H20. 4. 1 22.4.1 　H18. 6. 8～20.3.31
┣事務局 　事務部 ■（地方独立行政法人に） ┣経営改革推進室
┣指導部 ■ ┣経営管理部
┗看護部 ■ ┣医療技術部（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ技術科、臨床検査科

┃　　放射線技術科、薬剤科、栄養科）
┣看護部
┗診療部

（行政組織の変遷　平成26年４月１日より抜粋）

【松本、長野】 

駒ヶ根 
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【凡例】　■廃止　◆移管出　◇移管受　※付置
18.4.1～18.10.31チーム制

17.4.1～18.10.31ユニット制


