
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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  

 令和元年度中に退職した職員で、令和２年５月 31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、平成 30 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２年５月 31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２年５月 31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・教育委員会事務局・監査委員事務局・人事委員会事務局）

プレスリリース  

 令和２年（2020年）６月 30日 

 
長野県退職職員の再就職状況を公表します 
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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） 出川 広昭（企画幹）久保田  敏広 

（担当） 瀧澤 貴之 

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） 犬飼 惣一 

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 

教育委員会事務局教育政策課総務係 

（課長） 早川 恵利  

（担当） 矢島 修治 

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 

人事委員会事務局任用係 

（次長） 小野 政仁 

（担当） 羽賀 淳一 

電話 ： 026-235-7465（直通） 

026-232-0111（代表） 内線 4233 

FAX  ： 026-235-7492 

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

監査委員事務局 

（担当） 吉原 明彦 

電話 ： 026-235-7461（直通） 

026-232-0111（代表） 内線 4211 

FAX  ： 026-235-7463 

E-mail   kansa@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 387 175 114 64 351 130 105 48 36 45 9 16

 届出のあった者 108 58 63 41 97 42 52 28 11 16 11 13

39 34 26 22 23 14 18 10 16 20 8 12

52 23 28 18 44 12 21 12 8 11 7 6

17 1 9 1 15 1 8 1 2 0 1 0

0 0 0 0 15 15 5 5 ▲ 15 ▲ 15 ▲ 5 ▲ 5

 届出を要しない者 279 117 51 23 254 88 53 20 25 29 ▲ 2 3

117 117 23 23 88 88 20 20 29 29 3 3

 その他（家居など） 162 28 166 33 ▲ 4 ▲ 5

　
※１　平成31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　平成30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41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）

 県（行政嘱託員など特別職）

（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、平成30年度以前の退職職員で届出のあった者　12
　〔内訳：別表団体 1（①）、その他の団体 5（①）、営利企業 5、県特別職 1（①）〕 ※３

退職職員の再就職状況
〔令和２年５月31日現在（令和元年５月１日～令和２年５月31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）

令和元年度退職職員
【昨年度公表分】
平成30年度退職職員

増　減



（別紙２）

令和元年５月１日から令和２年５月３１日までの間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。

【令和元年度退職職員】 （五十音順）

No. 氏名 退職時の職 退職日 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 赤羽　一訓 松本空港管理事務所長 R2.3.31 R2.4.1 （地独）長野県立病院機構 信州木曽看護専門学校 事務長 有

2 蟻川　幸彦
研究技監兼工業技術総合センター食品技術
部門長

R2.3.31 R2.4.1 （一社）長野県食品工業協会 事務局長 有

3 有賀　芳郎 農村振興課長 R2.3.31 R2.4.1 （公財）長野県農業開発公社 農地整備事業推進参与兼参事 有

4 飯森　泉 県立歴史館　管理部　主任 R2.3.31 R2.4.1 新日本警備保障(株) 嘱託員

5 石坂　幸雄 副参事兼北信会計センター　工事検査員 R2.3.31 R2.4.1 長野県道路公社 五輪大橋有料道路管理事務所　所長補佐 有

6 石澤　一志 南信消費生活センター所長 R2.3.31 R2.4.1 長野県住宅供給公社 諏訪管理センター長 有

7 市岡　進 参事兼佐久建設事務所長 R2.3.31 R2.4.1 (株)建設技術研究所 長野事務所　技術顧問

8 井出　竜生 国際課　多文化共生係　主事 R1.12.31 R2.1.1 (株)竹内製作所

9 伊東　一雄 参事兼体育センター所長 R2.3.31 R2.4.1 （公社）長野県林業公社 総務課長兼主任総務推進員 有

10 伊藤　紘之 高等教育振興課　主任 R2.3.31 R2.4.1 公立大学法人長野県立大学 学務課　グローバル化推進係　主査

11 伊藤　雅啓 上田地域振興局　環境課　主任 R2.3.31 R2.4.1 上田市 主事

12 上沢　政裕 北信教育事務所長 R2.3.31 R2.4.1 （一社）長野県猟友会 事務局長 有

13 臼田　敦 建設政策課　参事 R2.3.31 R2.4.1 (株)岡谷組 取締役

14 内堀　敏樹 福祉大学校長 R2.3.31 R2.4.1 第一法規出版(株) 長野事業所　法令執務アドバイザー 有

15 太田　隆博 工科短期大学校　教授 R2.3.31 R2.4.1 専修大学 ネットワーク情報学部　准教授

16 太田　雅司 松本地域振興局　農地整備課長 R2.3.31 R2.4.1 （公財）長野県農業開発公社 北アルプス事業所　参事 有

17 太田　靖 薬事管理課長 R2.3.31 R2.4.1 日本赤十字社長野県支部
長野県赤十字血液センター　諏訪出張所
常勤嘱託職員（管理薬剤師）
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No. 氏名 退職時の職 退職日 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

18 大月　良則 健康福祉部長 R1.12.24 R2.4.1 （一社）いのち支える自殺対策推進センター 地域連携推進部長

19 大和　真一 松本食肉衛生検査所　獣医師 R2.3.31 R2.4.1 松本市 政策部　中核市推進室　次長

20 岡田　英知 木曽保健福祉事務所　福祉課　福祉係　主任 R2.3.31 R2.4.1 山梨県 福祉保健部 国保援護課　主任

21 沖村　正博 参事兼産業労働部付 R2.3.31 R2.4.1 （公財）長野県テクノ財団 専務理事 有

22 荻原　公寿 上田建設事務所　整備課長 R2.3.31 R2.4.1 (株)共生 技術補佐役

23 荻原　浩文 総合県税事務所長 R2.3.31 R2.4.1 長野県砕石工業組合 専務理事兼事務局長 有

24 小口　由美 労働委員会事務局長 R2.3.31 R2.4.1 （公財）長野県生活衛生営業指導センター 専務理事

25 小澤　俊輔
木曽農業改良普及センター　技術普及係　普
及指導員

R2.3.31 R2.4.1 佐久市 経済部　農政課　農業生産振興係　主事

26 小田切　昇 産業政策課　参事 R2.3.31 R2.4.1 長野県職業能力開発協会 専務理事兼事務局長 有

27 加藤　邦武 松本地域振興局　林務課長 R2.3.31 R2.4.13 長野市 観光振興課　北部産業振興事務所

28 金井　武男 伊那建設事務所　次長 R2.3.31 R2.4.1 （公財）日本道路交通情報センター 長野県建設部駐在　主管 有

29 上浦　環 公衆衛生専門学校　教授 R2.3.31 R2.5.1 （学）梅花学園梅花女子大学 看護保健学部 口腔保健学科 准教授

30 神山　涼一 環境政策課　企画経理係　主任 R2.3.31 R2.4.1 富山県 経営管理部　税務課　管理係　主事

31 河合　広 林業大学校長 R2.3.31 R2.4.1 長野県山林種苗協同組合 事務局長 有

32 神田　一郎 参事兼保健厚生課長 R2.3.31 R2.4.1 （公財）長野県みらい基金 事務局長 有

33 神田　弘一 副参事兼農業大学校　事務局次長 R2.3.31 R2.4.1 （一財）長野県文化振興事業団 長野県埋蔵文化財センター　課長補佐 有

34 北沢　俊二 工業技術総合センター　材料技術部門長 R2.3.31 R2.4.1 国立大学法人信州大学
繊維学部　特任教授、副総括コーディネー
タ

35 北沢　孝志 総合県税事務所　課税課　課税第二係　主任 R2.3.31 R2.4.1 （公財）長野県テクノ財団 総務部次長 有

36 窪田　優希 危機管理防災課　防災係　主事 R2.3.31 R2.4.1 防衛省 大臣官房企画評価課　専門官

37 倉科　真紀
大町保健福祉事務所　健康づくり支援課　保
健衛生係　保健師

R2.3.31 R2.4.1 一之瀬脳神経外科病院 看護師

2



No. 氏名 退職時の職 退職日 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

38 黒岩　浩一
副参事兼大町保健福祉事務所　食品・生活衛
生課長

R2.3.31 R2.4.1 （一社）長野県食品衛生協会 企画指導課長 有

39 小坂　清人
副参事兼佐久地域振興局　林務課　課長補
佐兼治山林道係長

R2.3.31 R2.4.1 （一社）長野県林業コンサルタント協会 中信事務所　技術専門員 有

40 越原　道廣 企画振興部付 R2.3.31 R2.4.1 王滝村 副村長

41 小林　亜里紗
松本保健福祉事務所　検査課　病理細菌係
臨床検査技師

R2.2.29 R2.3.25 大宮レディスクリニック 臨床検査技師

42 小林　栄三 山岳高原観光課　企画経理係　主事 R2.3.31 R2.4.1 東京都大田区 福祉部　係員

43 小林　隆志 参事兼北信発電管理事務所長 R2.3.31 R2.4.1 （一社）長野県危険物安全協会 常務理事兼事務局長 有

44 小松　貴美子
農業技術課　主任専門技術員　（農業試験場
駐在）

R2.3.31 R2.4.1 （公社）長野県農業担い手育成基金 事務局次長 有

45 小松　隆英
副参事兼長野農業改良普及センター　課長補
佐兼地域第一係長

R2.3.31 R2.4.1 （公財）長野県農業開発公社 長野事業所　参事 有

46 小山　慶一
副参事兼佐久地域振興局　農政課　課長補
佐兼農村振興係長

R2.3.31 R2.4.1 （公財）長野県農業開発公社 佐久事業所　参事 有

47 酒井　裕子
女性活躍推進監兼男女共同参画センター所
長

R2.3.31 R2.4.1 （学）岡学園トータルデザインアカデミー 契約社員

48 坂口　秀嗣 先端技術担当部長 R2.3.31 R2.4.1 (株)電算 長野本社　技術推進本部

49 佐々木　克幸
工業技術総合センター　精密・電子・航空技術
部門　化学部　研究員

R2.3.31 R2.4.1 千葉県　 防災危機管理部　産業保安課　技師

50 塩田　奏映 大町建設事務所　総務課　工事事務係　主事 R1.12.31 R2.1.1 兵庫県伊丹市 市立伊丹病院　総務課　事務員

51 塩谷　幸隆 会計管理者兼会計局長 R2.3.31 R2.4.1 長野県住宅供給公社 専務理事 有

52 柴田　敬一郎 監査委員事務局長 R2.3.31 R2.4.1 日本赤十字社長野県支部 安曇野赤十字病院　事務部長 有

53 澁谷　理彩 特別支援教育課　業務係　主事 R2.3.31 R2.4.1 東京都西東京市 教育委員会　主事

54 清水　剛一 人事委員会事務局長 R2.3.31 R2.4.1 長野県後期高齢者医療広域連合 理事兼事務局長 有

55 霜田　修
長野農業改良普及センター所長兼長野地域
振興局農政課長

R2.3.31 R2.4.1 （公財）長野県農業開発公社 中間管理部　参事 有

56 杉　詩乃
伊那保健福祉事務所　食品・生活衛生課　食
品・動物衛生係　獣医師

R2.3.31 R2.4.1 (有)アレフ動物病院 獣医師

57 春原　秋夫 中信会計センター所長 R2.3.31 R2.4.1 （公社）長野県私学教育協会 事務局次長 有
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No. 氏名 退職時の職 退職日 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

58 高内　郁宏 佐久建設事務所　建築課　技師 R1.12.31 R2.1.1 (株)サンプロ リフォーム事業部　設計課

59 高橋　葵
飯田保健福祉事務所　食品・生活衛生課　乳
肉・動物衛生係　獣医師

R2.3.31 R2.4.1 にじのはしスぺイクリニック 院長

60 高橋　智嗣 伊那建設事務所長 R2.3.31 R2.4.1 (株)タイヨーエンジニヤ 部長

61 武井　正明
佐久農業改良普及センター　専門幹兼地域第
一係　担当係長

R2.3.31 R2.4.1 (有)アイケーガード 職員

62 玉井　浩 果樹試験場　栽培部長 R2.3.31 R2.4.1 全国農業協同組合連合会　長野県本部 生産振興部　技術審議役（嘱託職員） 有

63 知久　達彦 伊那家畜保健衛生所　保健衛生課  専門幹 R2.3.31 R2.4.1 （地独）長野県立病院機構
こころの医療センター駒ヶ根　総務課　総
務係長

有

64 伝田　隆 東信教育事務所長 R2.3.31 R2.4.1 長野県職業能力開発協会 検定課長 有

65 所　弘志
参事（生産基盤整備・防災推進担当）兼農地
整備課長

R2.3.31 R2.4.1 長野県土地改良事業団体連合会 常務理事 有

66 戸田　智万 参事兼長野技術専門校長 R2.3.31 R2.4.1 長野県職業能力開発協会 技能振興センター長 有

67 轟　明雄 飯田技術専門校長 R2.3.31 R2.4.1 （公財）長野県緑の基金 理事兼事務局長

68 轟　寛逸 教育次長 R2.3.31 R2.4.1 （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

69 永井　一裕
副参事兼川中島水道管理事務所　次長（危機
管理担当）兼管理課長

R2.3.31 R2.4.1 （公財）長野県建設技術センター 北信試験所長 有

70 長田　敏彦 環境保全研究所長 R2.3.31 R2.4.1 （一社）長野県発明協会 専務理事兼事務局長 有

71 長田　宣夫 長野家畜保健衛生所　防疫課　獣医師 R2.3.31 R2.4.1 （一社）長野県畜産会 事務局長 有

72 中塚　和司
副参事兼飯田建設事務所　松川ダム管理事
務所　次長

R2.3.31 R2.4.1 （公財）長野県建設技術センター 嘱託員（技術専門員） 有

73 中村　勇
副参事兼木曽地域振興局　林務課　課長補
佐兼治山林道係長

R2.3.31 R2.4.1 上松町 産業観光課　課長補佐 有

74 中村　健二 北信会計センター所長 R2.3.31 R2.4.1 長野県土地開発公社 事務局長兼総務課長 有

75 中村　晃太
南信州地域振興局　総務管理課　県民生活
係　主事

R1.9.30 R1.10.1 安曇野市 教育部 生涯学習課　主任

76 中村　桃佳 河川課　管理調整係　主事 R2.3.31 R2.4.1 のぞみ総合法律事務所 事務員

77 西澤　清 農業大学校長 R2.3.31 R2.4.1 （公財）長野県農業開発公社 参事 有
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78 西原　誠一
名古屋事務所長兼名古屋観光情報センター
所長

R2.3.31 R2.4.1 長野県庁生活協同組合 事務局長（専務理事：予定） 有

79 西原　光男 畜産試験場長 R2.3.31 R2.4.1 ヤンマーアグリジャパン(株)
関東甲信越支社  アグリサポート部  ソリュー
ショングループ　営農推進担当　専任部長

80 野知里　博海
副参事兼工業技術総合センター　環境・情報
技術部門　情報システム部　総務係長

R2.3.31 R2.4.1 長野県職業能力開発協会 松本事務所　技能検定推進員 有

81 林　雅孝 長野地域振興局長 R2.3.31 R2.4.1 長野県市町村職員研修センター 所長 有

82 原　光踏 飯田保健福祉事務所　総務課　総務係　主査 R1.6.2 R1.6.3 (有)小池興業 一般作業員

83 比田井　章
長野地域振興局　林務課　企画幹兼治山林
道係長

R2.3.31 R2.4.1 （公財）長野県建設技術センター 東信事務所　技術専門員 有

84 日向　一夫
上田保健福祉事務所　副所長兼小県福祉事
務所長

R2.3.31 R2.4.1 （地独）長野県立病院機構 本部研修センター  事務長 有

85 平谷　敏彦
上伊那農業改良普及センター所長兼上伊那
地域振興局農政課長

R2.3.31 R2.4.1 全国農業協同組合連合会　長野県本部 生産販売部　野菜花き課　技術審議役 有

86 藤池　弘 松本建設事務所長 R2.3.31 R2.4.1 矢木コーポレーション(株) 技術部長

87 古川　浩 参事兼くらし安全・消費生活課長 R2.3.31 R2.4.1 （社福）長野県社会福祉事業団 事務局次長兼総務課長 有

88 古田　豊文
松本農業改良普及センター所長兼松本地域
振興局農政課長

R2.3.31 R2.4.1 （公財）長野県農業開発公社 松本事業所　参事 有

89 真岸　光
木曽保健福祉事務所　副所長兼木曽福祉事
務所長

R2.3.31 R2.4.1 長野県議会自由民主党県議団 事務局次長

90 町田　隆一 参事兼川中島水道管理事務所長 R2.3.31 R2.4.1 （一社）長野市薬剤師会 事務部長 有

91 松沢　宏明 松本技術専門校長 R2.3.31 R2.4.1 医療法人社団温心会　東和田病院 事務課長 有

92 水口　森隆 大町建設事務所　企画幹兼整備・建築課長 R2.3.31 R2.4.1 （一社）長野県建設業協会 技術部長

93 峯村　三喜雄 建設政策課　用地係　主任 R2.3.31 R2.4.1 長野県道路公社 総務課　事務主任 有

94 宮澤　孝幸
上伊那農業改良普及センター　技術係　普及
指導員

R2.3.31 R2.4.1 （一社）長野県植物防疫協会 南信研究所　次長 有

95 宮澤　敏明 駒ケ根工業高等学校　主任 R2.3.31 R2.4.21 (株)竹村工業 アグリ事業部　社員

96 宮澤　百合子 松本地域振興局　商工観光課　振興係　主事 R1.10.31 R1.11.1 (株)ボストンコンサルティンググループ

97 宮島　芳保 犀川安曇野流域下水道事務所長 R2.3.31 R2.4.1 (株)NJS 長野事務所　技術調査役
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98 宮村　泰之 看護大学　事務局長 R2.3.31 R2.4.1 （公財）長野県長寿社会開発センター 常務理事

99 三善　健一
副参事兼長野地域振興局　林務課　課長補
佐兼林務係長

R2.3.31 R2.4.1 （一社）長野県林業普及協会 事務局長 有

100 村山　幸男 姫川砂防事務所長 R2.3.31 R2.4.1 （一社）長野県測量設計業協会 常務理事

101 村山　隆一 参事兼中信消費生活センター所長 R2.3.31 R2.4.1 （地独）長野県立病院機構 本部研修センター　副研修センター長 有

102 柳澤　敦夫 建設部付 R2.3.31 R2.4.1 長野県職業能力開発協会 総務・訓練振興課長 有

103 矢花　久則
都市・まちづくり課　全国都市緑化信州フェア
推進室長

R2.3.31 R2.4.1 大町市 副市長

104 山岸　昌平 精神保健福祉センター　技師 R2.3.31 R2.4.1 相談支援事業所　カナン 保健師

105 山本　武
副参事兼松本地域振興局　農地整備課　基
盤整備係長

R2.3.31 R2.4.1 （公財）長野県農業開発公社 諏訪事業所　参事 有

106 山本　智章 農政部長 R2.3.31 R2.4.1 長野県信用保証協会 常務理事

107 渡辺　和彦 東信県税事務所長 R2.3.31 R2.4.1 長野県住宅供給公社 佐久管理センター長 有

108 渡辺　誠
飯田家畜保健衛生所　保健衛生課　担当係
長

R2.3.31 R2.4.1 厚生労働省
医療・生活衛生局　食品規格審査課　非常
勤職員
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1 有賀　高裕 篠ノ井高等学校　事務長補佐 H31.3.31 R1.5.16 （株）タスク 派遣社員

2 池田　秀幸 危機管理監兼危機管理部長 H31.3.31 R2.4.1 長野県土地開発公社 理事長 有

3 臼井　厚隆 副参事兼安曇養護学校　事務長 H31.3.31 R2.3.1 （学）日本アルプス国際学院 教務部　情報技術学科教員

4 尾川　裕子
諏訪保健福祉事務所 健康づくり支援課 予防
衛生係 担当係長

H31.3.31 R1.6.1 社会医療法人 中信勤労者医療協会
松本協立病院　育児休業代替職員（パート
労働者）

5 小島　伸一 下伊那農業高等学校　主任 H31.3.31 R1.5.1 飯田広域シルバー人材センター 庶務係　嘱託職員

6 才川　知利 東信会計センター　工事検査幹 H31.3.31 R1.6.1 （株）小宮山土木 非常勤　技術顧問

7 柴崎　正行
副参事兼消防防災航空センター　主任航空専
門員

H31.3.31 R1.11.1 朝日航洋（株）
群馬県防災航空センター担当整備アルバ
イト

8 高見沢　春夫
佐久農業改良普及センター所長兼佐久地域
振興局農政課長

H31.3.31 R1.6.1 川上物産農業協同組合 参与

9 津田　拓也
副参事兼南信州地域振興局　林務課　課長
補佐兼林道係長

H31.3.31 R1.5.1 JR東日本コンサルタンツ（株） 課長

10 水間　武樹 リニア整備推進局長 H31.3.31 R1.9.1 長野県 知事特別秘書 有

11 森山　隆弘
長野農業改良普及センター所長兼長野地域
振興局農政課長

H31.3.31 R1.8.1 福田青果システム（株） 加工パッケージ担当　パート社員

12 山内　浩 男女共同参画センター所長 H31.3.31 R2.4.1 （一社）中小企業会館 専務理事 有
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