
大阪府市大都市局

広域事業再編担当

戦略調整担当

大 阪 府 市 大 都 市 局

総務企画担当

制度企画担当

制度調整担当
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大阪府市大都市局

補職 職種 氏名

局長 事務 山口　信彦

補職 職種 氏名

理事 事務 東山　　潔

理事 事務 阿形　公基

補職 職種 氏名 主な事務分担

総務企画担当部長
<広域事業再編担当部長兼
務>

事務 神田　幹夫

総務企画担当部長
<広域事業再編担当部長兼
務>

事務 土肥　洋子

総務企画担当課長　◎ 事務 阿児　和成

総務企画担当課長 事務 吉川　宗孝

総務企画担当課長 事務 田中　一人

・局の総務（総務、企画等）
・議会、特別区設置協議会、府市統合本部等に関する総合
調整
・その他特命に関する事項

総務企画担当課長代理 事務 田中　克明

総務企画担当課長代理 事務 三好　成人

担当係長 事務 渡部　善文

担当係長 事務 濵野真由美

担当係長 事務 川上惠一郎

担当係長 事務 德田　順子

担当係長 事務 栃折　健一

担当係長 事務 山村　裕之

大阪府市大都市局　（職員数１０２人）

総務企画担当　（職員数１８人）

・局の総務（総務、企画、人事、予算等）
・議会、特別区設置協議会、府市統合本部等に関する総合
調整
・その他特命に関する事項

・局の総務（総務、人事、予算等）
・議会、特別区設置協議会、府市統合本部等に関する総合
調整
・その他特命に関する事項

・局の総務、企画
・議会、特別区設置協議会、府市統合本部等に関する総合
調整
・その他特命に関する事項
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大阪府市大都市局

補職 職種 氏名 主な事務分担

制度企画担当部長 事務 手向　健二

制度企画担当部長 事務 田中　義浩

制度企画担当部長（兼）
<財政局税財政企画担当部
長兼務>

事務 田中　隆司

大都市制度担当課長　◎ 事務 本屋　和宏

大都市制度担当課長 事務 辻井　昭之

大都市制度担当課長 事務 白波瀨雅彦

大都市制度担当課長（兼）
<財政局財務部税制企画担
当課長兼務>

事務 大西　敬一朗

大都市制度担当課長代理 事務 宮田　　昌

大都市制度担当課長代理 事務 増田　健次

大都市制度担当課長代理 事務 田河　匡之

大都市制度担当課長代理 事務 小田　哲史

担当係長（大都市制度） 事務 瀨藤　威夫

担当係長（大都市制度） 事務 東　　伸吉

担当係長（大都市制度） 事務 山本　貴之

担当係長（大都市制度） 事務 藤田　弓子

担当係長（大都市制度） 事務 川井　　貴

総合調整担当課長 事務 坂上　佳隆

総合調整担当課長代理 事務 彌園　友則

担当係長（総合調整） 事務 川村　哲也

制度企画担当　（職員数３７人）

・大都市制度に関する企画立案・国との協議
・その他特命に関する事項

・局の総合調整
・大都市制度に関する企画立案・国との協議
・その他特命に関する事項

・大都市制度に関する企画立案・国との協議
・その他特命に関する事項

・大都市制度に関する企画立案・国との協議
・その他特命に関する事項

・大都市制度に関する企画立案・国との協議
・その他特命に関する事項
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大阪府市大都市局

事務事業調整担当課長　◎ 事務 片岡　賢一

事務事業調整担当課長 事務 榎下　朋浩

事務事業調整担当課長 事務 田中　　修

事務事業調整担当課長 事務 中谷　広美

事務事業調整担当課長 事務 岩岡　広晃

事務事業調整担当課長代理 事務 辻本　　誠

事務事業調整担当課長代理 事務 溝邉ルリ子

事務事業調整担当課長代理 事務 坂田　祐子

事務事業調整担当課長代理 事務 野村　晶子

事務事業調整担当課長代理 事務 對馬　英雄

事務事業調整担当課長代理 事務 新谷　友浩

事務事業調整担当課長代理 事務 佐藤　謙一

担当係長（事務事業調整） 事務 瀬筒　雅仁

担当係長（事務事業調整） 事務 宿南　夏樹

担当係長（事務事業調整） 事務 小林　直子

担当係長（事務事業調整） 事務 西口　耕一

担当係長（事務事業調整） 事務 平野　麻衣

補職 職種 氏名 主な事務分担

制度調整担当部長 事務 稲垣　　尚

制度調整担当部長 事務 太田　浩二

資産調整担当課長　◎ 事務 井上　智宏

資産調整担当課長 事務 松岡新太郎

資産調整担当課長代理 事務 芦原　武司

資産調整担当課長代理 事務 長目　信也

担当係長（資産調整） 事務 久米　史朗

担当係長（資産調整） 事務 岡田　修一

組織体制担当課長　◎ 事務 小林　眞澄

組織体制担当課長 事務 川平　眞善

組織体制担当課長 事務 樽本　康隆

組織体制担当課長代理 事務 橋本　浩典

組織体制担当課長代理 事務 大澤　　徹

担当係長（組織体制） 事務 濵田　和幸

担当係長（組織体制） 事務 江草　吾祐

担当係長（組織体制） 事務 福原　知子

・資産・債務の帰属先に関する関係部局等との調整
・その他特命に関する事項

制度調整担当　（職員数１６人）

・資産・債務の帰属先、組織体制・人員配置に関する関係部
局等との調整
・その他特命に関する事項

・事務分担案に関する企画立案・関係部局等との調整
・その他特命に関する事項

・事務分担案に関する企画立案・関係部局等との調整
・その他特命に関する事項

・事務分担案に関する企画立案・関係部局等との調整
・その他特命に関する事項

・組織体制・人員配置に関する関係部局等との調整
・その他特命に関する事項
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大阪府市大都市局

補職 職種 氏名 主な事務分担
広域事業再編担当部長
（兼）
<総務企画担当部長兼務>

事務 土肥　洋子

広域事業再編担当部長
（兼）
<総務企画担当部長兼務>

事務 神田　幹夫

広域事業再編担当課長　◎ 事務 林　　哲也

広域事業再編担当課長 土木 平野　史記

広域事業再編担当課長 事務 遠藤　秀也

広域事業再編担当課長代理 事務 加世堂孝始

広域事業再編担当課長代理 事務 鳥越　義弘

担当係長 土木 岡部　哲久

担当係長 事務 高橋　友則

広域事業再編担当課長　◎ 事務 松阪　博文

広域事業再編担当課長 事務 石田　哲明

広域事業再編担当課長代理 事務 狩野　俊明

広域事業再編担当課長代理 事務 柿本　博之

担当係長 事務 鈴木耕太郎

担当係長 建築 濱﨑　秀和

担当係長 事務 山本真由子

補職 職種 氏名 主な事務分担

戦略調整担当部長 事務 加藤　憲治

戦略調整担当部長 土木 井上　正人

戦略調整担当課長　◎ 事務 大中　英二

戦略調整担当課長 事務 福岡　弘髙

戦略調整担当課長代理 事務 山内　哲也

戦略調整担当課長代理 事務 矢田　昌己

戦略調整担当課長代理 事務 駒谷　弥生

担当係長（戦略調整） 事務 石田　淳也

担当係長（戦略調整） 事務 山下　雄也

まちづくり調整担当課長
◎

土木 高橋　　寛

まちづくり調整担当課長代
理

土木 進士　　肇

まちづくり調整担当課長代
理

建築 吉井　淳司

まちづくり調整担当課長代
理

土木 高田　　孝

担当係長（まちづくり調
整）

土木 上枝　和司

広域事業再編担当　（職員数１４人）

・府市事業再編に関する関係部局等との調整
・府政改革・市政改革との連携
・その他特命に関する事項

・府市事業再編に関する関係部局等との調整
・府政改革・市政改革との連携
・その他特命に関する事項

・府市事業再編に関する関係部局等との調整
・府政改革・市政改革との連携
・その他特命に関する事項

戦略調整担当　（職員数１４人）

・新たな大都市制度移行後の戦略・ビジョンづくり
・府市の戦略会議との連携
・その他特命に関する事項

・新たな大都市制度移行後の戦略・ビジョンづくり（ソフト施
策）
・府市の戦略会議との連携
・その他特命に関する事項

・新たな大都市制度移行後の戦略・ビジョンづくり（ハード施
策）
・府市の戦略会議との連携
・その他特命に関する事項
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市政改革室

市 政 改 革 室

区政改革担当

民営化担当

ＰＤＣＡ担当

総合調整担当

地域力復興担当
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市政改革室

市政改革室（職員数58人）

補職 職種 氏名

室長 事務 谷川　友彦

補職 職種 氏名 事務分担

理事 事務 山本　晋次
地域力復興に関する施策及び区政改革に係る調査、企画及び総合
調整

総合調整担当（職員数19人）

補職 職種 氏名 事務分担

補職 職種 氏名 事務分担

建築

事業再構築担当課長
代理

事務 髙田　智子

担当係長 事務

1 特定団体の再建監理に係る進捗管理・指導
2 財務リスク管理の総括
3 横断的課題

総合調整担当課長代
理

担当係長☆ 事務 松岡　志保

事務

事業再構築担当課長
◎

事務 井上　典一

事業再構築担当課長

担当

総合調整担当課長◎ 事務 吉村　公秀

総合調整担当課長 事務
1 市民利用施設のあり方の検討
2 横断的課題

山家谷　昌弘

市政改革室長

部長

総合調整担当部長 事務 長沢　伸幸

総合調整担当課長 事務 東中　秀成

1 室内業務の全体調整
2 施策・事業の見直し
3 情報発信（市政改革プランに関するものを除く）
4 横断的課題

理事

・ 室内業務の全体調整
・ 情報発信（市政改革プランに関するものを除く）
・ 市民利用施設のあり方の検討
・ 横断的課題

・ 室内業務の全体調整
・ 庶務(人事・契約・厚生　等)
・ 情報発信（市政改革プランに関するものを除く）
・ 横断的課題

長岡　正章

牛尾　弘道

1 施策・事業の見直し及び進捗管理
2 横断的課題

椎名　辰之
1 施策・事業の見直し及び進捗管理
2 建設事業評価
3 横断的課題

・ 市民利用施設のあり方の検討
・ 特定団体の再建監理に係る進捗管理・指導
・ 財務リスク管理の総括
・ 横断的課題

・ 市政改革プランの進捗管理
・ 施策・事業の見直し及び進捗管理
・ 横断的課題

1 室内業務の全体調整
2 情報発信（市政改革プランに関するものを除く）
3 施策・事業の見直し及び進捗管理
4 市民利用施設のあり方の検討
5 横断的課題
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市政改革室

地域力復興担当（職員数9人）

補職 職種 氏名 事務分担

補職 職種 氏名 事務分担

・ 庶務（市会・計理・給与　等）
・ 横断的課題

担当係長 事務 角　　裕至
・ 施策・事業の見直し及び進捗管理
・ 建設事業評価
・ 横断的課題

・ 施策・事業の見直し及び進捗管理
・ 横断的課題

・ 市民利用施設のあり方の検討
・ 横断的課題

担当係長 事務 上田　慎一

担当係長☆ 事務

事務 式地　光雄

中川　俊広

担当係長 事務 山本　茂昭

担当係長

事務

吉川　義一

地域活動活性化担当
課長

事務

事務

・ 地域資源が循環する仕組みづくり
・ 市民協働推進のための調査・企画
・ 地域公共活動の担い手の充実と連携

担当係長

担当係長☆ 伊東　義博

担当係長

中山　忠行

事務

事務

地域力復興担当部長

事務

・ 市政改革プランの進捗管理
・ 市政改革プランの周知・浸透
・ 市政改革プランの情報発信
・ 横断的課題

部長

北風　敏幸

事務

1 地域活動協議会活動促進に向けた支援
2 地域活動支援の再構築
3 地域資源が循環する仕組みづくり
4 市民協働推進のための調査・企画
5 市民活動の促進のための調査・企画
6 地域公共活動の担い手の充実と連携

1 地域活動協議会活動促進に向けた支援
2 地域活動支援の再構築
3 市民活動の促進のための調査・企画

・ 地域活動協議会活動促進に向けた支援
・ 地域活動支援の再構築
・ 市民活動の促進のための調査・企画

担当

1 地域資源が循環する仕組みづくり
2 市民協働推進のための調査・企画
3 地域公共活動の担い手の充実と連携

谷口　正和

渡邊　芳枝
地域ビジネス創出担当
課長◎

地域活動活性化担当
課長代理

・ 地域資源が循環する仕組みづくり
・ 市民協働推進のための調査・企画
・ 地域公共活動の担い手の充実と連携

林　久善

・ 地域活動支援の再構築
・ 市民活動の促進のための調査・企画

石中　康生

地域ビジネス創出担当
課長代理

事務
・ 地域活動協議会活動促進に向けた支援
・ 市民活動の促進のための調査・企画
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市政改革室

区政改革担当（職員数12人）

補職 職種 氏名 事務分担

補職 職種 氏名 事務分担

民営化担当（職員数４人）

補職 職種 氏名 事務分担

補職 職種 氏名 事務分担

担当係長☆ 事務 谷口　真規
・ 協働を担う職員づくり
・ 区政支援にかかる調査・企画・調整
・ 区政への区民参画の充実

出水　裕之

区行政システム担当課
長代理

事務

区行政システム担当課
長

難波　勉

武富　康彦

・ 協働を担う職員づくり
・ 区政支援にかかる調査・企画・調整

事務

糸田川　勝行

1 協働を担う職員づくり
2 区政支援にかかる調査・企画・調整
3 区政への区民参画の充実
4 区長の権限強化
5 区役所業務の改編

森　浩一

民営化担当部長 事務 堀　秀司

区行政システム担当課
長代理

事務

区役所業務改編担当
課長代理

事務

事務

事務

部長

部長

担当係長

区政改革担当部長 事務 蕨野　利明

・ 区役所業務の改編
・ 区政支援にかかる調査・企画・調整

担当

区役所業務改編担当
課長代理

事務

竹口　一吉

区役所業務改編担当
課長◎

区政支援担当課長代
理

事務 磯村　克彦

・ 区役所業務の改編
・ 区政支援にかかる調査・企画・調整

・ 区役所業務の改編
・ 区政支援にかかる調査・企画・調整

森　亮一

1 区長の権限強化
2 区政支援にかかる調査・企画・調整

・ 区長の権限強化
・ 区政支援にかかる調査・企画・調整

・ 区長の権限強化
・ 区政への区民参画の充実
・ 区政支援にかかる調査・企画・調整

・ 区長の権限強化
・ 区政支援にかかる調査・企画・調整

1 区役所業務の改編
2 区政支援にかかる調査・企画・調整

担当係長 事務 中條　勝統

1 経営形態の見直し
2 横断的課題

事務 中野　元亮
・ 経営形態の見直し
・ 横断的課題

担当係長 事務 五反田　華奈
・ 経営形態の見直し
・ 横断的課題

担当

民営化担当課長 事務 村田　哲志
1 経営形態の見直し
2 横断的課題

担当係長☆
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市政改革室

PDCA担当（職員数12人）

補職 職種 氏名 事務分担

補職 職種 氏名 事務分担

畑　和広

PDCA担当課長 事務 岩本　穣

事務

大東　辰起

廣原　千鶴

担当係長

千葉　　昇

事務 塩川　幸男

担当係長 事務

担当係長☆ 事務 髙田　康治

PDCA担当課長代理 事務 綱嶋　康人

担当係長

・ マネジメントサイクルの定着・推進
・ 市政改革プランの進捗管理
・ マーケティングリサーチ
・ 職員アンケート

部長

PDCA担当部長 事務

・ マネジメントサイクルの定着・推進
・ マーケティングリサーチ
・ 職員アンケート

・ マネジメントサイクルの定着・推進
・ マーケティングリサーチ

土木担当係長 浦南　　満

・ 市政改革プランの進捗管理
・ 市政改革プランの周知・浸透
・ 市政改革プランの情報発信
・ 横断的課題

・ マネジメントサイクルの定着・推進
・ マーケティングリサーチ

・ マネジメントサイクルの定着・推進
・ マーケティングリサーチ

担当係長 事務

・ マネジメントサイクルの定着・推進
・ マーケティングリサーチ
・ 職員アンケート

機械 菅原　剛治

改革推進担当課長 事務 中川　善之

1 市政改革プランの進捗管理
2 市政改革プランの周知・浸透
3 市政改革プランの情報発信
4 横断的課題

1 マネジメントサイクルの定着・推進
2 市政改革プランの進捗管理
3 マーケティングリサーチ
4 職員アンケート
5 建設事業評価
6 横断的課題

1 マネジメントサイクルの定着・推進
2 市政改革プランの進捗管理
3 マーケティングリサーチ
4 職員アンケート
5 横断的課題

1 マネジメントサイクルの定着・推進
2 市政改革プランの進捗管理
3 マーケティングリサーチ
4 職員アンケート

PDCA担当課長◎

担当
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人事室

職員人材開発 セ ン タ ー

給 与 課

管 理 課

人 事 室

総 務 課

人 事 課 （人事グループ）（厚生グループ）

（給与グループ）（共済グループ）
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人事室

補職 職種 氏名

人事室長 事務 黒住　兼久

補職 職種 氏名 事務分担

次長 事務 坂本　篤則
1　職員の人事、給与、福利厚生及び人材開
発に係る調査、企画及び総合調整

次長 民間 機谷　俊夫 1　人事制度改革にかかる指導及び助言

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

総務課長(兼）
<総務局行政部総務課
長兼務>

事務 山本　功人
1　室の文書、人事、予算、決算及び物品調達
の進行管理
2　室業務の進行管理及び事務改善

総務課長代理(兼）
<総務局行政部総務課
長代理兼務>

事務 小原　聰 ・室業務の進行管理及び事務改善

担当係長（兼）
<総務局行政部総務課
担当係長兼務>

事務 井内　京子

・室業務の統括・進行管理
・室の人事、給与、福利厚生関係業務
・室の労働安全衛生、職場環境改善
・行財政改革
・コンプライアンス
・労働組合・職員団体
・災害対策

担当係長（兼）
<総務局行政部総務課
担当係長兼務>

事務 白川　輝幸

・室の文書管理
・情報公開、広聴広報
・報道
・室の規程整備等
・事業評価等

担当係長（兼）
<総務局行政部総務課
担当係長兼務>

事務 山尾　貴彦
・計理・契約・財産・備品
・室の人材育成・研修実施および業務改善

補職 職種 氏名 事務分担

人事課長 事務 釼持　英樹

1　職員の任免、分限、懲戒、配置その他の人
事
2　職員の勤務条件
3　職員の人事制度の企画、調査及び研究

人事課(職員数46人)

人事室（職員数132人）

総務課（職員数0人）
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人事室

人事課長代理 事務 松田　淳至
・職員の任免、分限、懲戒、配置その他の人事
・職員の勤務条件
・職員の人事制度の企画、調査及び研究

人事課長代理 事務 大田　幸子
・職員の任免、分限、懲戒、配置その他の人事
・職員の勤務条件
・職員の人事制度の企画、調査及び研究

担当係長
【人事グループ】

事務 大西　康士

・担当内の庶務（総括）業務
・男女共同参画
・非正規職員
・市会

担当係長
【人事グループ】

事務 山口　秀岳

・職員の人事異動
・職員の人事制度の企画、調査及び研究
・退職発令
・職員の派遣

担当係長
【人事グループ】

事務 宮野　大輔
・府市の人事給与制度の調整
・人事評価制度
・職員の昇格

担当係長
【人事グループ】

事務 野田　理一郎
・職員の服務、分限・懲戒
・受嘱・兼業

担当係長
【人事グループ】

事務 恵　 　豊和

・職員の勤務条件制度
・労働組合
・職員団体
・要員

担当係長
【人事グループ】

事務 山田　庸徳
・定員管理、要員
・職員の配置転換
・職員の採用制度

服務担当課長代理 事務 河野　靖彦 ・職員の服務規律の確保及び推進

担当係長
【人事グループ】

事務 金田　　 孝
・職員の服務規律の確保及び推進
・職員の分限

制度担当課長 事務 鶴見　一裕

1　高齢期職員の雇用問題にかかる企画、調
査及び研究
2　職員の再任用、再雇用
3　人事評価制度を活用した給与制度の企
画、調査及び研究

担当係長
【人事グループ】

事務 三木　英至
・高齢期職員の雇用問題にかかる企画、調査
及び研究
・職員の再任用、再雇用

組織担当課長 事務 井上　光太郎
１　職制及び定数
2　専決
3　その他組織管理の総括
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人事室

組織担当課長代理 事務 稲田　英信
・職制及び定数
・専決
・その他組織管理

担当係長
【人事グループ】

事務 芝　　 修司
・職制
・専決
・その他組織管理

厚生担当課長 事務 上岡　忠人
1　職員の安全、衛生管理、災害補償その他
職員の福利厚生
2　地方公務員災害補償基金大阪市支部

担当係長
【厚生グループ】

事務 西川　剛

・担当内の庶務（総括）
・福利厚生事業
・職員相談室の管理運営
・安全衛生管理
・職員の健康管理
・地方公務員災害補償基金大阪市支部

担当係長
【厚生グループ】

事務 合田　雅世

・職員の災害補償
・地方公務員災害補償基金大阪市支部
・安全衛生
・担当内の庶務
・福利厚生事業
・職員児童・子ども手当
・勤労者財産形成貯蓄

担当係長
【厚生グループ】

事務 本田　鉄一
・被服
・地方公務員災害補償基金大阪市支部審査
会

担当係長
【厚生グループ】

事務 川端　孝和 ・職員相談

医務主幹 医師 出雲谷　恭子 1　職員の健康・安全衛生管理全般

医務主幹(兼)
<こころの健康センター
医務主幹兼市立住吉
市民病院精神神経科
副部長兼務>

医師 竹内　伸江 1　職員の健康管理

保健副主幹 保健 後藤　美代
・職員の健康・安全衛生管理全般
・職員相談

担当係長
【厚生グループ】

保健 西本　伊津美 ・職員の健康管理

補職 職種 氏名 事務分担

給与課長 事務 古畑　克法
1　職員の給与制度の企画、調査及び研究
2　職員の給与及び退隠料の執行管理

給与課長代理 事務 米倉　康博
・職員の給与制度の企画、調査及び研究
・職員の給与及び退隠料の執行管理

担当係長
【給与グループ】

事務 柳澤　成憲
・人件費予算の管理
・課内の庶務

給与課(職員数39人)
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人事室

担当係長
【給与グループ】

事務 油谷　悟 ・本給制度の企画、調査及び研究

担当係長
【給与グループ】

事務 川戸　正史 ・諸手当制度の企画、調査及び研究

担当係長
【給与グループ】

事務 徳村　優 ・職員の人事給与制度の企画、調査及び研究

共済担当課長
<厚生担当課長兼務>

事務 上岡　忠人

1 職員（係長以上を除く。）の任命。
2 役員及び議員の出張。
3 長期給付の決定。
4 組合の余裕金の運用。
5 定例の経費の支出決定。
6 公告。
7 前各号に掲げるもののほか、定例の事務事
業の施行決定又は定例の事務の執行。

共済担当課長代理
<厚生担当課長代理兼
務>

事務 中村　俊行

・共済年金の請求の審査決定
・共済年金等給付
・職員の保健給付・休業給付・災害給付
・職員の福祉事業
・職員共済組合にかかる負担金及び掛金の徴
収
・職員共済組合の資産の管理及び資金の運
用
・その他共済組合事業の特命事項

担当係長
【共済グループ】

事務 宮本　昭一

・共済組合にかかる人事、給与、文書及び公
印
・共済組合組合会、その他会議
・共済組合審査会
・組合員の資格の得喪、原票移管及び前歴整
備
・組合員の基礎年金番号
・共済組合員の給料記録の管理
・共済組合定款、規則及び規程等の制定改廃
・所属所及び各種団体との連絡調整
・共済組合にかかる事業計画、予算及び決算
・共済組合の契約
・共済組合負担金及び掛金の徴収
・共済組合の出納事務
・共済組合にかかる資産管理及び資金運用
・基礎年金拠出金及び交付金
・調査及び統計
・貸付事業
・他の係の主管に属しないこと

担当係長
【共済グループ】

保健 松田　貴根

・保健事業（検診）
・健康教育・健康相談
・特定健診事業
・その他福祉事業
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人事室

担当係長
【共済グループ】

事務 永冨　文子

・被扶養者の認定
・組合員証の発行
・保健給付
・休業給付
・災害給付
・第三者行為による損害賠償の請求
・国民年金第3号被保険者

担当係長
【共済グループ】

事務 植木　洋臣

・共済年金の請求の審査決定
・共済年金の統計
・その他共済年金
・基礎年金の請求及び審査決定
・年金受給者の基礎年金番号
・年金受給者の給料記録の管理
・年金制度（法改正等）

補職 職種 氏名 事務分担

管理課長 事務 河合　宏成

1　職員の人事・給与・福利厚生などの事務の
集中処理
2　総務事務センターの運営管理
3　総務事務センター事業

管理課長代理 事務 藤田　浩之

・職員の人事・福利厚生などの事務の集中処
理
・総務事務センターの運営管理
・総務事務センター事業

担当係長 事務 川端　正行
・総務事務センター事業の運営管理
・担当内の計理
・担当内の文書

担当係長 事務 二見　公一郎
・大都市制度対応
・庶務ガイドの運用･コンテンツ
・総務事務センター事業のIT基盤

担当係長 事務 藤原　美紀
・給与事務（支給・通勤手当認定）の集中処理
・職員情報システムの運用

担当係長 事務 伊勢　昌章

・給与事務（所得税・住民税・昇給昇格・住居
手当認定等）及び扶養関連事務(手当･共済)
の集中処理
・臨時職員等報酬事務（社会保険を含む）の
集中処理
・臨時職員システムの運用

担当係長 事務 清水　久美子

・人事系関連事務の集中処理
・勤務情報システムの運用
・福利厚生系関連事務の集中処理
・退職手当関連事務の集中処理

管理課(職員数30人)
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人事室

補職 職種 氏名
職員人材開発センター
所長

事務 中出　美樹

補職 職種 氏名 事務分担

企画・研修担当課長 事務 松岡　小由美
1 人材育成施策の総括管理
2 研修の企画運営
3 その他、調査、研究及び庶務

担当係長 事務 濵武　真次

・職員人材開発センターの庶務（総括）
・人材育成推進委員会
・人権問題研修
・派遣・委託研修

担当係長 事務 川上　利恵
・人事制度との連携
・自己啓発支援

担当係長 社教 大藪　陽子
・階層別研修（管理監督者層）
・キャリア相談

担当係長 事務 藤澤　朋和

・技能職員研修
・自己啓発支援
・専門研修
・施設維持管理

担当係長 事務 生島　康伸
・階層別研修（若手・中堅層）
・自己啓発支援

担当係長 事務 片岡　千馨
・提案・改善制度
・所属・職場支援

職員人材開発センター（職員数15人）
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