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役　　職 氏　　名

局長 美並　義人

地方参事官(大阪府担当) 中山　直子

局長 森　清

支部長 本間　登

大阪海上保安監部長 中村　明

台長 土井　恵治

局長 安藤　英作

第36普通科連隊長 早崎　和寿

危機管理監 大江　桂子

取締役大阪支店長 岸本　照之

事務局長 服部　道代

局長 角　英夫

執行役員 田中　稔

近畿統括本部大阪支社長 川井　正

大阪導管部長 下茂　貴博

部長(管理) 富田　博行

電力流通事業本部副事業本部長 大久保　昌利

技術委員会委員長 野村　欣史

会長 茂松　茂人

会長 瓜生　卓郎

会長 高橋　弘枝

株式会社阪急阪神百貨店安全対策部長 寺井　秀一

此花区地域振興会会長 宮川　 晴美

副会長 田中　 智偉子

学長補佐 宮野　道雄

名誉教授 奥田　和子

会長 矢田貝　喜佐枝

副理事長・研究調査本部長 室﨑　益輝

環境防災研究科教授 重川　希志依

副代表 植本　眞砂子

専務理事 相川　康子

河川レンジャーアドバイザー 辻川　松子

理事長 槇村　久子

３６名　

高齢社会をよくする女性の会・大阪

特定非営利活動法人　ＮＰＯ政策研究所

国土交通省淀川河川事務所
淀川管内河川レンジャー

一般財団法人
大阪市男女共同参画のまち創生協会

女性防火クラブ

大阪市立大学

甲南女子大学

大阪市地域女性団体協議会

(公財)ひょうご震災記念２１世紀研究機構

常葉大学大学院

関西鉄道協会

一般社団法人大阪府医師会

大阪市自衛消防連合協議会

公益社団法人大阪府看護協会

近畿百貨店協会

大阪市地域振興会

日本放送協会大阪放送局

阪神高速道路株式会社

西日本旅客鉄道株式会社
近畿統括本部大阪支社

大阪ガス株式会社

日本通運株式会社大阪支店

関西電力株式会社

西日本電信電話株式会社

日本赤十字社大阪府支部

大阪府

大阪府警察 大阪市警察部長 池田　裕章

近畿総合通信局

陸上自衛隊第36普通科連隊

大阪管区気象台

近畿地方整備局 局長 池田　豊人

大阪海上保安監部

近畿経済産業局

中部近畿産業保安監督部近畿支部

近畿運輸局 局長 坂野　公治

近畿財務局

近畿農政局大阪府拠点

大　阪　市　防　災　会　議　役　員　名　簿　　

会長　　　　　大阪市長

委員(大阪市外部)

機　関　名
委　　員
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副市長 田中　清剛

副市長 中尾　寛志

副市長 鍵田　剛

副首都推進局長 手向　健二

市政改革室長 羽東　良紘

ICT戦略室長 田畑　龍生

人事室長 中村　一男

北区役所 北区長 上野　信子

都島区役所 都島区長 林田　潔

福島区役所 福島区長 大谷　常一

此花区役所 此花区長 前田　昌則

中央区役所 中央区長 田端　尚伸

西区役所 西区長 岸本　孝之

港区役所 港区長 筋原　章博

大正区役所 大正区長 吉田　康人

天王寺区役所 天王寺区長 西山　忠邦

浪速区役所 浪速区長 榊　正文

西淀川区役所 西淀川区長 塩屋　幸男

淀川区役所 淀川区長 山本　正広

東淀川区役所 東淀川区長 北岡　均

東成区役所 東成区長 麻野　篤

生野区役所 生野区長 山口　照美

旭区役所 旭区長 花田　公絵

城東区役所 城東区長 松本　勝己

鶴見区役所 鶴見区長 河村　浩一

阿倍野区役所 阿倍野区長 宝田　啓行

住之江区役所 住之江区長 西原　昇

住吉区役所 住吉区長 朝川　晋

東住吉区役所 東住吉区長 上田　正敏

平野区役所 平野区長 稲嶺　一夫

西成区役所 西成区長 横関　稔 

政策企画室長 黒住　兼久

危機管理監 藤原　正樹

経済戦略局長 柏木　陸照

中央卸売市場長 樋口　真一

総務局長 上田　隆昭

市民局長 谷川　友彦

財政局長 稲森　隆司

契約管財局長 松元　基泰

都市計画局長 川田　均

福祉局長 諫山　保次郎

健康局長 甲田　伸一

こども青少年局長 内本　美奈子

環境局長 北辻　卓也

都市整備局長 國松　弘一

建設局長 永井　文博

港湾局長 藪内　弘

会計室長 東山　潔

消防局長 藤井　茂樹

交通局長 塩谷　智弘

水道局長 河谷　幸生

教育長 山本　晋次

行政委員会事務局長 小川　英明

市会事務局長 松本　高秋

５４名　

市会事務局

会計室

消防局

交通局

水道局

教育委員会事務局

行政委員会事務局

健康局

こども青少年局

環境局

都市整備局

建設局

港湾局

総務局

市民局

財政局

契約管財局

都市計画局

福祉局

人事室

区
役
所

政策企画室

危機管理室

経済戦略局

中央卸売市場

大阪市

大阪市

大阪市

副首都推進局

市政改革室

ICT戦略室

委員(大阪市内部)

機　関　名
委　　員・専 門 委 員


