
北区役所

北 区 役 所

総 務 課 ( 総 務 グ ル ー プ )( 企 画 グ ル ー プ )

窓 口 サ ー ビ ス 課 (戸 籍 登 録 グ ル ー プ )(保 険 年 金 グ ル ー プ )

住 民 自 治 課 (住 民 自 治 グ ル ー プ )

保 健 福 祉 セ ン タ ー
＊保健福祉センター所長（副区長）を補助する組織として保健福祉課を
充てるとともに、保健福祉センター所長を補助する職として区役所保健
担当課長、医務主幹及び保健副主幹を充てています。

保 健 福 祉 課 ( 福 祉 グ ル ー プ )(生 活 保 護 グ ル ー プ )

( 健 康 グ ル ー プ )

－26－



北区役所

補職 職種 氏名
区長
<北区シティ・マネージャー兼務>

事務 中川　暢三

副区長
<北区保健福祉センター所長兼務>

事務 北岡　均

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 森　宏之
1 総務課所管業務の総括
2　区内組織管理業務の総括
3　他の担当の主管に属しない業務

総務課長代理 事務 湯浅　昭義
・総務課長の補佐
・連絡調整業務

区会計管理者 事務 西峰　一夫 ・区会計管理業務

担当係長【総務グループ】☆ 事務 武廣　隆雄

・総務課事務の総括
・区役所及び保健福祉センターの文書、人事
及び給与
・他の担当の主管に属しない業務

担当係長【総務グループ】 事務 北山　優子
・区役所及び保健福祉センターの予算、決算
及び物品

担当係長【総務グループ】 事務 馬場　智也
・区選挙管理委員会業務
・庁舎の維持管理

経営戦略担当課長 事務 髙村　和則
1　経営戦略担当所管業務の総括
2　担当内組織管理の総括

経営戦略担当課長代理 事務 戸川　馨 ・経営戦略担当課長の補佐

担当係長【企画グループ】☆ 事務 昇　佐知子
・企画グループ事務の総括
・広報及び報道

担当係長【企画グループ】 事務 香山　豊

・事務事業の総合調整
・将来ビジョン・運営方針
・区政会議
・行政区のブロック化

担当係長【企画グループ】 事務 辻野　博文
・局・区行政に係る事項の調査・企画
・魅力向上事業
・統計調査

担当係長【企画グループ】 事務 宮本　直樹 ・広聴及び各種相談

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

住民自治課長 事務 平田　忠弘

1　住民自治課所管業務の総括
2　課内組織管理の総括
3　地域の振興
4　防災及び災害援助
5　地域安全防犯
6　地域担当制

住民自治課長代理 事務 国富　徳彦
・住民自治課長の補佐
・その他特命事項

担当係長【住民自治グループ】☆ 事務 佐伯　節子

・住民自治グループ事務の総括
・地域の振興
・地域集会施設その他の地域福祉施設
  (他の所管に属するものを除く)
・コミュニティ育成事業

担当係長【住民自治グループ】 事務 近藤　進彦
・商業の活性化
・区役所附設会館

担当係長【住民自治グループ】 事務 徳田　君枝
・地域担当制に関する業務
・中間支援組織

担当係長【住民自治グループ】 事務 岡本　祐男

・防災及び災害援助
・災害弔慰金及び援護金関係
・交通安全
・地域安全防犯

北区役所（職員数１６９人）

総務課（職員数２４人）

住民自治課（職員数２９人）
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北区役所

市民協働担当課長 技術 堀　眞琴

１ 市民協働担当所管業務の総括
２ 担当内組織管理の総括
３ 人権意識の高揚及び啓発
４ 生涯学習の支援及び情報提供

市民協働担当課長代理 事務 谷口　悦朗
・市民協働担当課長の補佐
・区内の市民公益活動の推進（自転車対策含）
・地域活性化事業

担当係長【住民自治グループ】☆ 事務 加藤　満代

・市民協働担当事務の総括
・交流まちづくり
・花と緑のまちづくり
・区内の市民公益活動の推進

担当係長【住民自治グループ】 社教 山道　りか

・人権意識の高揚及び啓発
・生涯学習の支援及び情報提供
・学校協議会
・スポーツ・レクリェーションの推進
・区内の市民公益活動の推進

担当係長【住民自治グループ】 事務 中井　秀次

・地域活性化事業
・自転車利用適正化
・青少年育成
・区内の市民公益活動の推進

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

窓口サービス課長 事務 中島　靖久

1　窓口サービス課所管業務の総括
2　課内組織管理の総括
3　戸籍業務
4　住民基本台帳業務

窓口サービス課長代理 事務 藤崎　裕子

・窓口サービス課長の補佐
・窓口事務の改善計画の推進
・戸籍業務
・住民基本台帳業務

担当係長【戸籍登録グループ】☆ 事務 森口　康生
・戸籍登録グループ事務の総括
・事務の計画及び改善
・就学及び転学事務

担当係長【戸籍登録グループ】 事務 清水　隆次
・住居表示事務
・不現住調査事務

担当係長【戸籍登録グループ】☆ 事務 小坂　美智子
・戸籍担当事務の総括
・戸籍関係事務の相談・調査研究

保険年金担当課長 事務 松原　康雄

1　保険年金担当所管業務の総括
2　担当内組織管理の総括
3　国民健康保険業務
4　国民年金業務

保険年金担当課長代理 事務 坪田　敏郎
・保険年金担当課長の補佐
・国民健康保険業務
・国民年金業務

担当係長【保険年金グループ】☆ 事務 阪口　健一
・保険年金管理グループ事務の統括
・国民健康保険料収納業務
・資格者証関係事務

担当係長【保険年金グループ】 事務 池田　清子
・国民健康保険料収納業務
・滞納整理
・国民健康保険料の減額、減免

担当係長【保険年金グループ】☆ 事務 北口　美佐子
・保険担当事務の統括
・後期高齢者医療保険の資格、給付及び収納

担当係長【保険年金グループ】 事務 中村　浩子
・国民健康保険の資格、賦課
・国民年金の資格及び給付

担当係長【保険年金グループ】 事務 西　靖子 ・国民健康保険の給付

窓口サービス課（職員数４３人）
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北区役所

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

保健福祉課長 事務 平岡　靖久

1　保健福祉課所管業務の総括
2　課内組織管理の総括
3　児童、障がい者、高齢者福祉関係業務
4　DV施策
5　介護保険業務

保健福祉課長代理 事務 山口　正宏
・保健福祉課長の補佐
・介護保険業務
・高齢者福祉業務

子育て支援担当課長代理 事務 西川　崇
・子育て支援事業関係業務
・障がい福祉関係業務

担当係長【福祉グループ】☆ 事務 内村　ひとみ
・福祉グループ事務の総括
・保健福祉に係る総合相談

担当係長【福祉グループ】 事務 池邉　富江
・精神保健福祉業務
・難病及び育成医療
・特別児童扶養手当

担当係長【福祉グループ】 事務 南　正一
・医療助成
・児童手当

担当係長【福祉グループ】 保育 中　雅美

・子育て支援事業
・助産施設
・保育ママ
・児童虐待業務

担当係長【福祉グループ】 保健 田中　さおり
・高齢者、障がい者の虐待対応等
・高齢者福祉業務

担当係長【福祉グループ】 事務 大谷　恵美
・保育所業務
・保育ママ

担当係長【福祉グループ】 事務 橋本　須美子 ・身体・知的障がい者福祉
担当係長【福祉グループ】 事務 酒井　兼二 ・障がい者自立支援

担当係長【福祉グループ】 社教 松本　博之
・DV、児童虐待業務
・母子生活支援施設
・ひとり親家庭等支援

担当係長【福祉グループ】 事務 青柿　克

・民生委員及び児童委員
・生活福祉資金貸付業務
・地域福祉アクションプラン
・大阪市緊急援護資金貸付業務
・住宅支援給付事業

担当係長【福祉グループ】☆ 事務 辻本　圭子 ・介護保険担当の総括
担当係長【福祉グループ】 事務 山口　眞由美 ・介護保険料の賦課及び資格管理
担当係長【福祉グループ】 事務 岡田　美知 ・介護保険料の収納業務
担当係長【福祉グループ】 事務 利岡　真紀 ・介護保険制度の給付業務

生活支援担当課長 福祉 武市　佳代
1 生活保護関係業務の総括
2 行旅死病人関係業務の総括

担当係長【生活保護グループ】☆ 事務 水本　大成 ・生活支援グループ事務の総括

担当係長【生活保護グループ】 事務 江村　俊和
・生活保護現業員の査察指導(一般)
・生活保護(一般)関係業務

担当係長【生活保護グループ】 事務 岩田　高志 ・野宿者対策業務

担当係長【生活保護グループ】 事務 木本　博和
・生活保護現業員の査察指導（高齢）
・生活保護(高齢)関係業務

担当係長【生活保護グループ】 事務 輪違　正隆
・自立支援業務
・生活保護適正化業務

担当係長【生活保護グループ】 ・生活保護受付面接業務

医務主幹（兼）
〈保健所北部保健医療監兼務〉

医師 吉村　高尚
・医師業務
・医学的指導業務

保健担当課長 事務 清原　健介

1　保健担当所管業務の総括
2　担当内組織管理の総括
3　地域における各種保健関係業務
4　地域における健康危機管理関係業務
5　保健師業務

保健福祉課（職員数７３人）
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北区役所

保健副主幹 栄養 山本　正子
・栄養の指導及び調査
・栄養改善関係団体の指導育成
・関係機関及関係団体との連絡調整

担当係長【健康グループ】☆ 事務 森田　光一朗

・健康グループ事務の総括
・情報ネットワーク及び保健衛生システムの運
用調整及び管理
・感染症その他疾病の予防
・医療法に基づく許可申請及び届出
・保健衛生関係の諸統計

担当係長【健康グループ】 事務 塩澤　久美子
・健康増進法関係業務
・公害健康被害

担当係長【健康グループ】 獣医 説田　景
・生活環境関係業務
・母子保健業務

担当係長【健康グループ】☆ 保健 岸本　久仁
・健康相談担当事務の総括
・保健師業務全般

担当係長【健康グループ】 保健 澤口　智登里 ・保健師業務全般
担当係長【健康グループ】 保健 梅津　由美 ・精神保健福祉関係業務
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都島区役所

(保険年金グループ)

都 島 区 役 所

総 務 課 (庶 務 グ ル ー プ )(政策企画グループ)

保 健 福 祉 セ ン タ ー
＊保健福祉センター所長（副区長）を補助する組織
として保健福祉課を充てるとともに、保健福祉セン
ター所長を補助する職として区役所生活支援担当
課長を充てています。

保 健 福 祉 課 (福 祉 グ ル ー プ )(介護保険グループ)

(運 営 グ ル ー プ )

(生活支援グループ)

(地域保健活動グループ)

(住民情報グループ)

市 民 協 働 課 (市民協働グループ)

窓 口 サ ー ビ ス 課
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都島区役所

補職 職種 氏名

区長 事務 田畑　龍生

副区長
<都島区保健福祉セン
ター所長兼務>

事務 荒木　肇

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 六車　清貴
１　総務課所管業務の総括
２　区内組織管理業務の総括
３　他課の主管に属しない業務

総務課長代理 事務 片岡　正
・総務課長の補佐
・人材育成
・連絡調整業務

区会計管理者 事務 平尾　洋視 ・区会計管理業務

担当係長☆
【庶務グループ】

事務 久本　高史

・総務課事務の総括
・区役所の文書、人事及び給与
・財産区
・他課の主管に属しない業務

担当係長
【庶務グループ】

事務 土井　由紀子
・区役所の予算、決算及び物品
・財産管理

担当係長
【庶務グループ】

事務 中津　貴文
・区選挙管理委員会業務
・庁舎の維持管理
・統計業務

政策企画担当課長 事務 谷口　悟郎
１　政策企画担当所管業務の総括
２　担当内組織管理の総括
３　区内における事務事業の総合調整

IT・広報企画担当課長 事務 西﨑　優子

１　IT・広報担当所管業務の総括
２　担当内組織管理の総括
３　IT・広報・市民の各種相談その他広聴の充
実・強化

政策企画担当課長代
理

事務 光定　敦夫
・政策企画担当課長の補佐
・行政区のブロック化

担当係長
【政策企画グループ】

事務 野村　篤
・将来ビジョン・運営方針の策定・進捗管理
・区シティ・マネージャー権限にかかる局との調
整

担当係長
【政策企画グループ】

事務 秋山　理香
・区政会議・区民討論会等
・水辺のまちづくり
・区行政に係る事項の調査及び企画

担当係長
【政策企画グループ】

事務 後藤　美里
・広報計画の策定・広報事業の充実
・広報紙の発行
・区広報板の運営・管理

担当係長
【政策企画グループ】

事務 下野　博
・区ホームページの運営・管理
・報道
・情報化の推進

担当係長
【政策企画グループ】

事務 堤　恵美
・市民の各種相談その他広聴
・出前講座の企画及び調整

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

市民協働課長 事務 山﨑　肇
１　市民協働課所管業務の総括
２　課内組織管理の総括

安心まちづくり担当課
長

事務 小田　哲夫
・区民参画のまちづくりの企画立案及び支援
・地域の防犯対策及び安全対策
・防災及び災害救助

教育担当課長 事務 竹下　恵子

・区内の市民公益活動の推進に関すること
・区内の社会教育、生涯学習及び人権施策の
推進に関すること
・学校との連絡調整に関すること

都島区役所(職員数168人)

総務課(職員数22人)

市民協働課(職員数28人)
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都島区役所

市民協働課長代理 事務 阿部　信治

・区行政に係る事項の調査及び企画
・事務事業の総合調整
・地域活動支援・連携・協働
・地域活動協議会

安心まちづくり担当課
長代理

事務 金森　　正
・区民参画のまちづくりの企画立案及び支援
・地域の防犯対策及び安全対策
・防災及び災害救助

教育担当課長代理 事務 山戸　尚美

・区内の市民公益活動の推進
・区内の社会教育、生涯学習及び人権施策の
推進
・学校との連絡調整

担当係長☆
【市民協働グループ】

事務 竹内　洋一

・市民協働課事務の総括
・地域の振興
・援護法
・地縁による団体等の認可
・区民センター管理運営
・区内の市有財産

担当係長
【市民協働グループ】

事務 長島　　潮
・地域活動協議会支援
・自律的な地域運営の支援
・区内の市有財産に関すること

担当係長
【市民協働グループ】

事務 宮本　玲子

・まちづくり関係
・産業・商業振興
・京橋地域の安全なまちづくり協議会
・交通安全運動に関すること
・区防犯対策に関すること

担当係長
【市民協働グループ】

社教 新田　佳之

・区内の市民公益活動の推進
・区内の社会教育、生涯学習及び人権施策の
推進
・学校との連絡調整

担当係長
【市民協働グループ】

事務 中尾　博行

・区防犯対策
・防災及び災害救助
・災害弔慰金及び援護金関係
・水難救護法に関する事務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

窓口サービス課長 事務 北邑　隆行

１　窓口サービス課所管業務の総括
２　課内組織管理の総括
３　戸籍業務
４　住民基本台帳業務
５　国民健康保険関係業務
６　国民年金関係業務
７　後期高齢者医療制度関係業務

住民情報担当課長代
理

事務 花山　義則
・窓口サービス課長の補佐
・住民基本台帳業務
・戸籍関係事務

担当係長☆
【住民情報グループ】

事務 石川　雅美

・住民登録担当事務の総括
・届出書、申請書の受付並びに各種証明書の
交付
・住居表示関係事務

担当係長
【住民情報グループ】

事務 大橋　利夫
・届出書、申請書の受付並びに各種証明書の
交付

担当係長
【住民情報グループ】

事務 森澤　敦美
・戸籍担当事務の総括
・戸籍関係事務

保険年金担当課長代
理

事務 畑　晃子

・窓口サービス課長の補佐
・国民健康保険関係事務及び収納
・国民年金関係事務
・後期高齢者医療制度関係事務

担当係長☆
【保険年金グループ】

事務 重森　房子
・保険管理担当事務の総括
・国民健康保険料の収納

担当係長
【保険年金グループ】

事務 榑谷　由美子
・国民健康保険料の収納
・資格証明書の交付

担当係長
【保険年金グループ】

事務 工藤　千明
・国民健康保険料の収納
・国民健康保険収納事務の総合調整

窓口サービス課(職員数33人)

- 33 -



都島区役所

担当係長
【保険年金グループ】

事務 藤野　典利

・保険担当事務の総括
・国民健康保険の資格
・国民健康保険の給付
・後期高齢者医療制度関係業務

担当係長
【保険年金グループ】

事務 中島　隆三
・国民健康保険の給付
・国民年金関係事務
・後期高齢者医療制度の収納

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

保健福祉課長 事務 妹尾　一郎

１　保健福祉課所管業務の総括
２　課内組織管理の総括
３　児童、障がい者、高齢者福祉関係業務
４　DV施策
５　民生委員・児童委員
６　地域福祉アクションプラン
７　介護保険
８　健康づくり推進の総合企画
９　保健師業務
１０　生活環境関係業務
１１　地域における各種保健福祉関係業務

保健福祉課長代理 事務 苅野　隆男
・保健福祉課長の補佐
・児童・障がい者・高齢者虐待

担当係長☆
【福祉グループ】

事務 米田　好美
・保健福祉担当事務の総括
・保健福祉にかかる総合相談
・保育ママ事業

担当係長
【福祉グループ】

事務 伊藤　英里
・身体障がい者福祉
・自立支援医療（更生）

担当係長
【福祉グループ】

事務 伊東　靖郎
・精神障がい者福祉
・自立支援医療(精神・育成)
・特定疾患

担当係長
【福祉グループ】

事務 東野　友弥
・医療助成
・児童手当

担当係長
【福祉グループ】

事務 鹿倉　彰悟
・障害者総合支援法
・知的障がい者福祉
・地域支援システム

担当係長
【福祉グループ】

事務 吉田　久美子
・母子福祉
・ひとり親家庭支援

担当係長
【福祉グループ】

保育 石田　八重子 ・児童相談・子育て支援

担当係長
【福祉グループ】

保健 前田　美知子
・高齢者福祉
・高齢・障がい者虐待
・地域包括指導

担当係長
【福祉グループ】

事務 越智　真吾
・高齢者福祉
・高齢者虐待
・成年後見人制度に係る審判の請求

担当係長
【福祉グループ】

事務 槇野　人月
・児童虐待の防止・相談
・DV相談
・保育所の入所

担当係長
【福祉グループ】

事務 世古口　玲子
・民生委員・児童委員
・地域福祉アクションプラン

担当係長
【介護保険グループ】

事務 延武　訓行
・介護保険担当事務の総括
・介護保険に係る総合相談

担当係長
【介護保険グループ】

事務 東岡　和栄
・介護保険給付事務
・介護保険広報事務

担当係長
【介護保険グループ】

事務 中川　正紀
・介護保険資格事務
・介護保険料の賦課徴収

保健担当課長代理 事務 春本　昌伯
・保健福祉課長の補佐
・健康づくり推進の総合企画

医長（兼）
<健康局健康推進部健
康づくり課医長
市立総合医療センター
代謝・内分泌内科医長
>

医師 岡田　めぐみ
・医師業務
・医学的指導業務

保健福祉課(職員数83人)
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担当係長
【運営グループ】

事務 塩路　正人
・運営担当事務の総括
・感染症対策に関する業務

担当係長
【運営グループ】

事務 松本　和彦
・健康増進関係業務
・公害健康被害の補償等に関する業務
・被爆者健康診断業務

担当係長
【運営グループ】

薬剤 軽部　大助

・食品・環境衛生の相談
・公害苦情に関する相談
・飼犬の登録・犬・ねこの引き取り
・動物愛護に関する相談

担当係長
【地域保健活動グルー
プ】

保健 中尾　由紀美
・地域活動担当業務の総括
・保健師業務

担当係長
【地域保健活動グルー
プ】

保健 松本　恵子
・保健師業務
・精神保健福祉相談

生活支援担当課長 事務 上田　幹夫
1　生活支援担当所管業務の総括
2　担当内組織管理の総括
3　生活保護関係業務

生活支援担当課長代
理

福祉 堀脇　朋子
・生活支援担当課長の補佐
・生活保護現業員の査察指導

担当係長☆
【生活支援グループ】

事務 宮崎　宗久
・生活支援担当事務の総括
・行旅死亡人の取扱い
・住宅支援給付事業

担当係長
【生活支援グループ】

事務
・生活保護(一般)関係業務
・生活保護現業員の査察指導

担当係長
【生活支援グループ】

事務 宮上　道治
・生活保護(一般)関係業務
・生活保護現業員の査察指導

担当係長
【生活支援グループ】

事務 辰島　廉清
・生活保護(一般)関係業務
・生活保護現業員の査察指導

担当係長
【生活支援グループ】

事務 谷藤　依子
・生活保護(高齢)関係業務
・生活保護現業員の査察指導

担当係長
【生活支援グループ】

事務 井上　眞理子
・生活保護(高齢)関係業務
・生活保護現業員の査察指導

担当係長
【生活支援グループ】

事務 角江　政則
・生活保護の受付面接
・行旅病人及び居宅生活移行支援事業

担当係長
【生活支援グループ】

事務 久世　裕一
・自立支援業務
・生活保護（適正化）関係業務
・行旅病人及び居宅生活移行支援事業
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福 島 区 役 所

総 務 課 (総 務 グ ル ー プ ) (企画調整グループ)

市 民 協 働 課 (市民協働グループ)

(総合企画グループ)

(まちづくりグループ)

(地域活動支援グループ)

窓 口 サ ー ビ ス 課 (住民登録グループ) (戸 籍 グ ル ー プ )

(管 理 グ ル ー プ ) (保 険 グ ル ー プ )

保 健 福 祉 セ ン タ ー

保 健 福 祉 課 (地域福祉グループ) (介護保険・高齢者福祉グループ)

(生活支援グループ) (運 営 グ ル ー プ ) (保健活動グループ)

＊保健福祉センター所長（副区長）を補助する組織として保健福祉課を充
てるとともに、保健福祉センター所長を補助する職として区役所保健福祉課
長、保健担当課長及び医務主幹を充てています。
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補職 職種 氏名
区長
＜福島区シティ・マネー
ジャー兼務＞

事務 坂本　幸三

副区長
<福島区保健福祉セン
ター所長兼務＞

事務 山本　剛史

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 内藤　健
1　総務課所管業務の総括
2　区内組織管理業務の総括
3　他の課の所管に属しない業務

総務課長代理
<区会計管理者兼務>

事務 川野　武彦
・総務課長の補佐
・庁舎維持管理及び連絡調整業務

区会計管理者(兼)
<総務課長代理兼務>

事務 川野　武彦 ・区会計管理業務

担当係長☆
【総務グループ】

事務 坂井　昭広
・総務課事務の総括
・区役所の文書、人事及び給与
・他の課の主管に属しないこと

担当係長
【総務グループ】

事務 中尾　昭代
・区役所の予算、決算及び物品
・庁舎の維持管理

担当係長
【総務グループ】

事務 清　敏也
・区選挙管理委員会
・統計調査

企画調整担当課長 事務 谷口　浩文
1　企画調整担当所管業務の総括
2　企画調整、局(補助組織)との連絡調整

担当係長
【企画調整グループ】

事務 鍵　直樹
・企画調整、局(補助組織)との連絡調整
・将来ビジョン

総合企画担当課長代理 事務 山本　知世
・区行政に係る事項の調査及び企画
・広聴広報

担当係長
【総合企画グループ】

事務 式地　京子 ・広聴広報

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

市民協働課長 事務 小林　卓示
1　市民協働課所管業務の総括
2　課内組織管理の総括
3　コミュニティの育成

市民協働課長代理 事務 木村　孝志
・市民協働課長の補佐
・地域団体との連絡調整
・コミュニティの育成

市民協働課長代理 土木 鶴田　久美
・密集市街地対策
・なにわ筋再整備計画
・緑化事業

担当係長☆
【市民協働グループ】

事務 藤本　雅春
・市民協働課事務の総括
・地域団体との連絡調整
・コミュニティの育成

担当係長
【市民協働グループ】

事務 小田　篤志
・地域安全と防犯・防災及び災害援助
・災害弔慰金及び災害援護金関係
・被災・水難・海難証明

地域活動支援担当課長 事務 唐澤　弘

1　地域活動支援担当所管業務の総括
2　地域活動協議会の支援
3　人権啓発業務
4  生涯学習活動の支援

担当係長
【地域活動支援グループ】

事務 藪内　輝彦
・地域活動支援担当事務の総括
・地域活動協議会の支援

福島区役所（職員数139人）

総務課（職員数18人）

市民協働課（職員数28人）
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担当係長
【地域活動支援グループ】

社教 河野　信幸

・人権啓発業務
・生涯学習活動の支援
・更生保護活動の支援
・遺族援護関係事務

まちづくり担当課長 事務 池川　善浩
1　まちづくり担当所管業務の総括
2　まちづくりの企画・調整

まちづくり担当課長代理 事務 樋野　幹
・まちづくり担当課長の補佐
・まちづくりの企画立案及び支援
・青少年関係活動の支援

相談調整担当課長代理 建築 辰巳　淳
・放置自転車対策
・関係機関等との連絡調整
・耐震化促進

担当係長
【まちづくりグループ】

事務 澤田　卓士
・まちづくり担当事務の総括
・まちづくりの企画立案及び支援

担当係長
【まちづくりグループ】

事務 籔野　晃博
・放置自転車対策
・青少年関係活動の支援
・緑化事業

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

窓口サービス課長 事務 廣瀬　守

1　窓口サービス課所管業務の総括
2　課内組織管理の総括
3　戸籍業務
4　住民基本台帳業務

窓口サービス課長代理 事務 鶴田　雅昭
・窓口サービス課長の補佐
・戸籍業務
・住民基本台帳業務

担当係長☆
【住民登録グループ】

事務 丹羽　貴士

・住民登録事務の総括
・公用請求
・日計表・月計表
・就学及び転学
・印鑑登録

担当係長
【住民登録グループ】

事務 戸田　由里子
・外国人登録
・住居表示

担当係長
【戸籍グループ】

事務 松下　正弘 ・戸籍関係事務の総括

係主査
【戸籍グループ】

事務 梅田　明美 ・戸籍関係事務

保険年金担当課長 事務 加藤　充

1　保険年金担当所管業務の総括
2　担当内組織管理の総括
3　国民健康保険業務
4　国民年金業務
5　後期高齢者医療制度業務

保険年金担当課長代理 事務 石井　明美

・保険年金担当課長の補佐
・国民健康保険業務
・国民年金業務
・後期高齢者医療制度業務

担当係長
【管理グループ】

事務 和塚　勝弘
・保険管理担当事務の総括
・国民健康保険料の収納業務

担当係長
【管理グループ】

事務 古賀　雅弘
・国民健康保険料の収納業務
・保険年金担当業務の企画調整
・資格証明書関係業務

担当係長
【保険グループ】

事務 竹村　佳恵
・保険担当業務の総括
・国民健康保険の資格・賦課業務
・後期高齢者医療の収納業務

担当係長
【保険グループ】

事務 日野　明彦
・国民健康保険の給付業務
・後期高齢者医療の収納業務

担当係長
【保険グループ】

事務 國重　正範
・国民年金業務
・後期高齢者医療制度業務

窓口サービス課（職員数34人）
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補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

保健福祉課長 事務 森脇　嘉夫
1　保健福祉課所管業務の総括
2　課内組織管理の総括
3　児童、障がい者、DV施策、高齢者福祉関係業務

保健福祉課長代理 事務 山口　一彦
・保健福祉課長の補佐
・保健福祉課業務の総括

子育て支援担当課長代
理

事務 安尾　浩子
・保健福祉課長の補佐
・子育て支援室の総括

担当係長☆
【地域福祉グループ】

事務 藤本　浩史

・地域福祉業務の総括
・保健事業との連絡調整
・重度障がい者住宅設備改修
・児童手当
・特定疾患
・アクションプラン

担当係長
【地域福祉グループ】

事務 大石　正美 ・各種福祉事業の調査、企画

担当係長
【地域福祉グループ】

事務 嶋　克美

・子育て支援
・児童施設
・連絡調整(DV・児童援護)
・保育所

担当係長
【地域福祉グループ】

事務 金辻　真由美

・障がい者手帳（身体・知的）
・成年後見（障がい者）
・市営交通助成（障がい者）
・地域自立支援協議会

担当係長
【地域福祉グループ】

事務 髙橋　とみ代 ・精神保健福祉(手帳・自立支援医療)

担当係長
【地域福祉グループ】

事務 黒瀬　陽子

・身体・知的障がい者福祉(日常生活用具等)
・特別児童扶養手当、特別障がい者手当等
・自立支援医療（育成・更生）
・自立支援給付
・障がい児給付

担当係長
【地域福祉グループ】

保健 津守　美由紀
・相談調整(高齢者・障がい者虐待防止関係)
・地域包括指導

担当係長
【地域福祉グループ】

保育 瀧本　宏子
・子育て支援
・助産

担当係長
【地域福祉グループ】

事務 宮崎　幸美

・医療助成（こども・ひとり親・重度障がい者・老人）
・児童扶養手当
・母子寡婦福祉資金貸付
・市営交通助成（母子）
・敬老優待乗車証
・ひとり親家庭等日常生活支援
・母子生活支援施設

担当係長
【介護保険・高齢者福祉
グループ】

事務 本谷　琴枝 ・介護保険業務の総括

担当係長
【介護保険・高齢者福祉
グループ】

事務 堀　広一 ・介護保険(資格・賦課・収納)

担当係長
【介護保険・高齢者福祉
グループ】

事務 向山　英 ・介護保険（認定・給付）

担当係長
【介護保険・高齢者福祉
グループ】

事務 白方　眞由美 ・高齢者福祉関係

生活支援担当課長代理 事務 貝田　達男 ・生活支援担当業務の総括

保健福祉課（職員数57人）
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福島区役所

担当係長
【生活支援グループ】

事務 宮本　秀次
・生活支援担当業務の総括
・生活保護関係業務（査察指導）

担当係長
【生活支援グループ】

事務 多田　俊夫 ・生活保護関係業務(査察指導)

担当係長
【生活支援グループ】

事務 三保　靖昌 ・生活保護関係業務(高齢担当)

担当係長
【生活支援グループ】

事務 今村　潔 ・生活保護関係業務(自立（就労）支援)

担当係長
【生活支援グループ】

事務 森安　克彦 ・生活保護関係業務(長期入院・面接)

担当係長
【生活支援グループ】

事務 平田　晃 ・生活保護関係業務（適正化担当）

保健担当課長 事務 東野　俊之
1　保健担当業務の総括
2　担当内組織管理の総括
3　地域における各種保健・健康危機管理関係業務

福島区役所医務主幹
（兼）健康局健康推進部
医務主幹、こども青少年
局子育て支援部医務主
幹

医師 大仲　博之
・医師業務
・医学的指導業務

担当係長
【運営グループ】

事務 原田　博
・運営担当業務の総括
・健康関係機関及び関係団体との連絡調整
・統計調査

担当係長
【運営グループ】

事務 森田　哲司

・予防接種
・医療法等
・感染症予防
・原子爆弾被爆者援護法

担当係長
【運営グループ】

薬剤 栁田　博史

・ねずみ族及び昆虫等の駆除指導
・環境・食品衛生関係法令
・狂犬病予防法
・動物の愛護及び管理
・環境保全

担当係長
【保健活動グループ】

保健 辰巳　朋美

・保健師業務の総括
・母子保健・成人保健
・感染症予防・介護予防
・健康づくり推進協議会

担当係長
【保健活動グループ】

保健 堀　綾乃 ・精神保健福祉
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此花区役所

＊保健福祉センター所長（副区長）を補助する組織とし
て保健福祉課を充てるとともに、保健福祉センター所
長を補助する職として区役所保健福祉課長、保健担当
課長、生活支援担当課長、医務主幹を充てています。

保 健 福 祉 セ ン タ ー

窓 口 サ ー ビ ス 課 (住民情報担当) (保険年金担当)

保 健 福 祉 課 (福祉担当) (保健担当)

(生活支援担当)

市 民 協 働 課 (市民協働担当) (このはな魅力発信担当)

此 花 区 役 所

総 務 課 (総務担当) (総合企画担当)
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此花区役所

補職 職種 氏名
区長
<此花区シティ・マネー
ジャー兼務>

事務 西原　昇

副区長
＜此花区保健福祉センター
所長兼務＞

事務 錦織　啓

補職【担当】 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 片畑　泰洋
１　区役所内組織管理の総括業務
２　庶務・選挙統計担当所管業務の総括
３　他課の所管に属しない業務

総務課長代理 事務 中村　昭祥
・総務課長の補佐
・連絡調整業務

区会計管理者 事務 白川　裕子 ・区会計管理業務

担当係長☆
【総務担当】

事務 菱沼　良子

・総務担当事務の総括
・区役所及び保健福祉センターの文書、人事及び給
与
・他の担当の主管に属しないこと

担当係長
【総務担当】

事務 葉山　正也
・区役所及び保健福祉センターの予算、決算及び物
品
・庁舎の維持管理

担当係長
【総務担当】

事務 中山　英明
・区選挙管理委員会業務
・統計調査
・情報化

総合企画担当課長 事務 土田　哲郎

１　総合企画グループ所管業務の総括
２　区所管業務の企画立案、実施に係る調整
３　区運営方針、区政会議の運営
４　広聴・広報・報道業務の管理

企画調整担当課長 事務 若林　崇弘

１　局所管業務に係る地域特性に即した企画立案
２　市会関係業務
３　区配分予算の編成における局との調整
４　行政区のブロック化関係業務
５　局所管業務に係る局との連絡調整
６　複数区にまたがる事業の調整

課副参事兼担当係長
【総合企画担当】

事務 下井田　和隆
・総合企画グループ事務の総括
・区行政に係る事項の企画調整
・報道

担当係長
【総合企画担当】

事務 西野　栄子
・広報の企画・調査
・区広報紙の発行・区ホームページの運用管理

担当係長
【総合企画担当】

事務 木田　裕美子
・広聴の企画・調査
・法律相談などの各種相談
・報道

此花区役所（職員数141人）

総務課（職員数17人）
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此花区役所

補職【担当】 職種 氏名 事務分担

市民協働課長 事務 黒瀬　拓見

１　市民協働課所管業務の総括
２　課内組織管理の総括
３　地域の振興・支援、まちづくり事業
４　防災及び災害援助
５　防犯及び交通安全運動

市民協働課長代理 事務 山本　一人
・市民協働課長の補佐
・防災及び災害援助
・自転車利用適正化事業

担当係長☆
【市民協働担当】

事務 家中　幹夫
・市民協働課事務の総括
・地域活動協議会活動支援
・まちづくり担い手育成事業

担当係長
【市民協働担当】

事務 石川　千鶴子
・地域安全防犯業務
・交通安全運動
・自転車利用適正化事業

担当係長
【市民協働担当】

事務 黒木　茂
・防災対策及び災害救助
・区役所附設会館の管理・運営
・地域集会施設等公有財産

このはな魅力発信担当課長 事務 馬場　正敏

１　このはな魅力発信担当所管業務の総括
２　学校教育支援
３　青少年・人権・生涯学習の支援
４　このはな環境創造担当業務
５　花と緑のまちづくり支援

このはな魅力発信担当課長
代理

事務 今田　益代
・このはな魅力発信担当課長の補佐
・学校教育・青少年・人権・生涯学習支援
・区民のまちづくりに対する支援

このはな環境創造担当課長
代理

土木 小寺　親房
・このはな魅力発信担当課長の補佐
・このはな環境創造
・区民のまちづくりに対する支援

担当係長
【このはな魅力発信担当】

事務 鶴身　康
・このはな魅力創出
・このはなブランド
・MKBプロジェクト

担当係長
【このはな魅力発信担当】

事務 熊取　絹代
・学校教育支援
・青少年の健全育成事業
・コミュニティ育成事業

担当係長
【このはな魅力発信担当】

事務 嶋村　洋子
・人権啓発
・生涯学習計画推進事業
・区民による魅力発信活動支援

担当係長
【このはな魅力発信担当】

事務 米野　恵子
・環境創造プロジェクト
・花と緑のまちづくり支援
・アートによる魅力創出

市民協働課（職員数24人）
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此花区役所

補職【担当】 職種 氏名 事務分担

窓口サービス課長 事務 髙安　伸夫

１　窓口サービス課所管業務の総括
２　課内組織管理の総括
３　戸籍業務
４　住民基本台帳業務
５　国民健康保険業務
６　国民年金業務

住民情報担当課長代理 事務 田渕　英視
・窓口サービス課長の補佐
・戸籍業務
・住民基本台帳業務

担当係長☆
【住民情報担当】

事務 藤井　達也 ・住民基本台帳事務の総括

担当係長
【住民情報担当】

事務 槇野　策文 ・住民基本台帳事務

担当係長
【住民情報担当】

事務 酒田　佳寿女 ・戸籍事務の総括

保険年金担当課長代理 事務 柳本　訓男
・窓口サービス課長の補佐
・国民健康保険業務
・国民年金業務

担当係長
【保険年金担当】

事務 横山　隆二 ・保険年金（管理）事務の総括

担当係長
【保険年金担当】

事務 森岡　則行
・国民健康保険料の収納対策
・国民健康保険料の滞納処分

担当係長
【保険年金担当】

事務 鷲見　和代
・被保険者資格証明書・短期被保険者証関係業務
・滞納世帯の管理及び納付相談

担当係長
【保険年金担当】

事務 田麥　桂造 ・保険年金（保険）事務の総括

担当係長
【保険年金担当】

事務 岡本　和子
・国民健康保険・後期高齢者医療給付事務
・療養費返還事務
・特定検診事務

担当係長
【保険年金担当】

事務 西村　進
・国民年金事務
・国民健康保険の資格の適正化

窓口サービス課（職員数31人）
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此花区役所

補職【担当】 職種 氏名 事務分担

保健福祉課長 事務 笠井　信吾

１　福祉担当所管業務の総括
２　福祉担当内組織管理の総括
３　児童、障がい者、高齢者福祉関係業務
４　民生委員・児童委員関係業務

地域福祉担当課長代理 事務 伊庭　敏江
・福祉担当課長の補佐
・介護保険業務の総括

子育て支援担当課長代理 事務 伊東　亮治
・福祉担当課長の補佐
・子育て支援室関係業務の総括

担当係長
【福祉担当】

事務 石金　義治 ・福祉担当事務の総括

担当係長
【福祉担当】

事務 青田　京子
・医療費助成制度関係業務
・敬老優待乗車証

担当係長
【福祉担当】

事務 石橋　恵子 ・身体障がい者福祉関係業務

担当係長
【福祉担当】

事務 東　三千代
・精神障がい者福祉関係業務
・特定疾患

担当係長
【福祉担当】

事務 八瀬　全弘 ・自立支援サービス関係業務

担当係長
【福祉担当】

事務 平池　幸雄
・ひとり親支援関係業務
・保育所関係業務

担当係長
【福祉担当】

事務 吉田　美奈子
・児童扶養手当
・DV相談

担当係長
【福祉担当】

保育 森本　正代
・区における子ども相談業務
・子育て支援関係業務
・保育所連絡協議会

担当係長
【福祉担当】

事務 奥田　章詞
・介護保険事務の総括
・苦情・不服申し立て

担当係長
【福祉担当】

保健 邊　千佳
・高齢者虐待
・地域包括支援センター運営
・認知症等高齢者支援地域連携事業

担当係長
【福祉担当】

事務 織田　福美
・地域福祉関係業務
・介護保険給付管理業務

担当係長
【福祉担当】

事務 坂本　博子
・地域福祉関係業務
・高齢者支援

保健福祉課（職員数67人）
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此花区役所

保健担当課長 事務 上田　なお

１　保健グループ所管業務の総括
２　保健グループ内組織管理の総括
３　地域における各種保健福祉関係業務
４　地域における健康危機管理関係業務
５　保健師業務
６　生活環境担当業務

医務主幹（兼）
<保健所医務主幹兼務>

医師 李　和幸
・医師業務
・医学的指導業務

担当係長☆
【保健担当】

事務 吉田　加代子
・保健担当事務の総括
・保健予防業務
・医療法等関係業務

担当係長
【保健担当】

事務 安川　享司郎
・健康増進関係業務
・特定検診・がん検診業務
・公害健康被害法関係業務

担当係長
【保健担当】

獣医 名越　瑞穂 ・生活環境業務の総括

担当係長
【保健担当】

保健 五島　鶴子 ・保健師業務の総括

担当係長
【保健担当】

保健 藤原　早苗 ・精神保健福祉関係業務

生活支援担当課長 福祉 武田　真樹子
１　生活支援担当所管業務の総括
２　生活支援担当内組織管理の総括
３　生活保護関係業務

生活支援担当課長代理 事務 松谷　昌幸 ・生活支援担当課長の補佐

担当係長
【生活支援担当】

事務 松浦　克之 ・生活保護法に係る経理、医療事務の総括

担当係長
【生活支援担当】

事務 原田　信寿
・ケースワーク業務の総括
・生活保護法に係る査察指導（一般）

担当係長
【生活支援担当】

事務 飛田　賀之 ・生活保護法に係る査察指導（一般）

担当係長
【生活支援担当】

事務 三代　優子
・生活保護法に係る査察指導(高齢担当)
・生活保護法に係る高齢者関係業務

担当係長
【生活支援担当】

事務 北村　国広 ・生活保護法に係る受付面接業務

担当係長
【生活支援担当】

事務 井部　洋一 ・生活保護受給者の自立・就労支援

担当係長
【生活支援担当】

事務 清水　順也 ・生活保護適正化にかかる業務
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保 健 福 祉 セ ン タ ー
＊保健福祉センター所長（副区長）を補助する組織と
して保健福祉課を充てるとともに、保健福祉センター
所長を補助する職として区役所保健担当課長、医務
主幹及び保健副主幹を充てています。

保 健 福 祉 課 (保健福祉グループ) (介護保険グループ)

(生活支援グループ) (運営グループ)

(地域活動グループ)

中 央 区 役 所

総 務 課 (総務グループ)

窓 口 サ ー ビ ス 課 (住民登録グループ)

市 民 協 働 課 (市民協働グループ)

(戸籍グループ)

(総合企画グループ)

(管理グループ) (保険グループ)

(市民活動支援グループ)

(にぎわい創造グループ)
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補職 職種 氏名
区長
<区シティマネージャー
>

事務 柏木　陸照

副区長
<中央区保健福祉セン
ター所長兼務>

事務 齋藤　拓也

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 木口　剛一
１　総務課所管業務全般
２　区役所各課の組織管理の総括業務
３　他の課の所管に属しない業務

総務課長代理
<区会計管理者兼務>

事務 松井　寛
・総務課長の補佐
・連絡調整業務

区会計管理者(兼)
<総務課長代理兼務>

事務 松井　寛 ・区会計管理業務

担当係長☆
【総務グループ】

事務 上野　喜代志

・総務課事務の総括
・区役所及び保健福祉センターの文書、人事
及び給与
・他の課の主管に属しない業務

担当係長
【総務グループ】

事務 松尾　直美
・区役所及び保健福祉センターの予算、決算
等及び物品

担当係長
【総務グループ】

事務 上山　さつき
・契約及び業者決定請求業務
・庁舎の維持管理

担当係長
【総務グループ】

事務 古川　公亮
・区選挙管理委員会業務
・統計調査

総合企画担当課長 事務 小垰　裕志

１　総合企画グループ所管業務の総括
２　グループ内組織管理の総括
３　広聴
４　広報
５　区政会議の進捗管理

企画調整担当課長代
理

事務 宮城　豊

・総合企画担当課長の補佐
・行政区のブロック化及び複数区にまたがる事
業、局所管業務執行にかかる連絡調整及び
進捗管理
・地域特性に即した企画・立案業務の進捗管
理

担当係長
【総合企画グループ】

事務 朝比奈　ひろみ

・区民ﾓﾆﾀｰ制度
・屋外広告物
・市民の各種相談その他広聴
・区広報紙の企画編集
・区の情報発信
・行政連絡調整会議
・区長施策要望
・区運営方針
・その他特命事項

中央区役所（職員数160人）

総務課（職員数20人）
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補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

市民協働課長 事務 北井　保行

１　市民協働課及び市民協働グループ所管業
務の総括
２　課及びグループ内組織管理の総括
３　地域の振興
４　防災及び災害救助

市民協働課長代理 事務 岡田　宗太
・市民協働課長の補佐
・地域の振興
・防災及び災害救助

担当係長☆
【市民協働グループ】

事務 砂子　行弘

・市民協働課及び市民協働グループ事務の総
括
・地域の振興
・地域集会施設
・その他の地域福祉施設
・区内の市民公益活動の推進

担当係長
【市民協働グループ】

事務 中尾　知弘
・地域の安全防犯対策
・区内の市民公益活動の推進

担当係長
【市民協働グループ】

事務 関口　清治
・防災及び災害救助
・災害弔慰金及び援護金関係
・区内の市民公益活動の推進

担当係長
【市民協働グループ】

事務 成山　護
・企業や商店会等を中心とした自主防災活動
の支援
・帰宅困難者の支援体制の構築

担当係長
【市民協働グループ】

事務 釜野　敦成

・地域活動協議会の設置に向けた形成・支援
・各種団体や区内の行政機関から情報収集・
共有化
・地域課題解決に向けた地域活動に対する支
援
・地域団体への交付金等の申請受付・交付・
事業監理業務
・区役所附設会館

にぎわい創造担当課
長

事務 山下　研一郎
１　にぎわい創造グループ所管業務の総括
２　グループ内組織管理の総括
３　区民参加のまちづくりの企画立案及び支援

にぎわい創造担当課
長代理

事務 藤野　行弘
・にぎわい創造担当課長の補佐
・その他特命事項

担当係長
【にぎわい創造グルー
プ】

事務 國下　吉成
・にぎわい創造グループ事務の総括
・区民参加のまちづくり支援
・放置自転車対策及び環境浄化の推進

担当係長
【にぎわい創造グルー
プ】

事務 九之池　直美
・区役所力（連絡調整機能）の強化
・にぎわい創出事業
・地域経済活性化の支援

市民活動支援担当課
長

事務 堀田　大地

１　市民協働グループ所管業務の総括
２　グループ内組織管理の総括
３　地域各種団体に対する支援業務
４　人権意識の高揚及び啓発
５　人権啓発の推進、生涯学習の推進

市民活動支援担当課
長代理

事務 太田　守二

・地域各種団体に対する支援業務
・団体事務協議会への支援業務
・区役所等関係機関との連絡調整
・地域主権の実現に向けた基盤づくり
・人権意識の高揚及び啓発
・人権啓発の推進、生涯学習の推進

市民協働課（職員数32人）
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担当係長
【市民活動支援グルー
プ】

事務 西村　寿美惠
・市民協働グループ事務の総括
・区内の市民公益活動の推進
・ボランティア及びNPO等の支援

担当係長
【市民活動支援グルー
プ】

社教 今田　俊一
・人権啓発の推進
・生涯学習の推進

住民運動支援・調整担
当課長(兼)
<市民局市民部安全防
犯担当課長兼務、生
野区役所住民運動支
援・調整担当課長兼務
>

事務 山田　厚生 ･住民運動の支援・調整

住民運動支援・調整担
当課長代理(兼)
<市民局市民部安全ま
ちづくり課安全防犯担
当課長代理兼務、生
野区役所総務課住民
運動支援・調整担当課
長代理兼務>

事務 濵崎　聡 ・住民運動の支援・調整

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

窓口サービス課長 事務 白石  純子

１　窓口サービス課所管業務の総括
２　課内組織管理の総括
３　戸籍業務
４　住民基本台帳業務

住民情報担当課長代
理

事務 稲葉　広志
・窓口サービス課長の補佐
・窓口事務の改善計画の推進

担当係長☆
【住民登録グループ】

事務 長江　和彦 ・住民登録グループ事務の総括

担当係長
【住民登録グループ】

事務 山下　麗子

・住民基本台帳業務
・外国籍住民登録
・特別永住許可
・手数料等の調定及び収納

担当係長
【戸籍グループ】

事務 世良　裕美
・戸籍グループ事務の総括
・埋火葬許可

国保収納担当課長 事務 森本　暢之

１　管理グループ及び保険グループ内組織管
理の総括
２　国民健康保険料収納率向上に向けての総
合的対策
３　国民健康保険業務
４　国民年金業務

保険年金担当課長代
理

事務 横山　泰平

・国保収納担当課長の補佐
・国民健康保険業務
・国民年金業務
・後期高齢医療事務

担当係長
【管理グループ】

事務 宮井　敦美
・管理グループ事務の総括
・国民健康保険料収納事務
・難件及び滞納整理(滞納処分)

担当係長
【管理グループ】

事務 岩﨑　寛治
・国民健康保険収納事務
・難件及び滞納整理(滞納処分)
・短期証関係事務

窓口サービス課（職員数42人）
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担当係長
【管理グループ】

事務 播本　考史
・国民健康保険収納事務
・資格証関係事務
・減免関係事務

担当係長
【保険グループ】

事務 山本　國雄
・保険グループ事務の総括
・国民健康保険の資格
・後期高齢者医療の資格及び収納

担当係長
【保険グループ】

事務 花澤　真理 ・国民年金

担当係長
【保険グループ】

事務 吉﨑　俊博 ・国民健康保険、後期高齢者医療の給付

担当係長
【保険グループ】

事務 樫本　哲夫 ・国民健康保険の連絡調整

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

保健福祉課長 事務 塩谷　千佳子
１　保健福祉課所管業務の総括
２　課内組織管理の総括

保健福祉課長代理 事務 伊藤　誠次
・介護保険グループ業務に関する課長の補佐
・保健福祉グループ業務に関する課長の補佐
・総合相談関係業務

担当係長☆
【保健福祉グループ】

事務 津田　義幸 ・保健福祉グループ事務の総括

担当係長
【保健福祉グループ】

事務 楠本　章雅 ・障害者自立支援法関係業務

担当係長
【保健福祉グループ】

事務 中野　郁 ・高齢者福祉関係業務

担当係長
【保健福祉グループ】

事務 相馬　敏明 ・障害者福祉関係業務

担当係長
【保健福祉グループ】

事務 岡田　義宣 ・精神保健福祉、自立支援医療関係業務

担当係長
【保健福祉グループ】

保健 森川　德子 ・高齢者福祉関係業務

担当係長
【介護保険グループ】

事務 佐々木　一城 ・介護保険グループ事務の総括

担当係長
【介護保険グループ】

事務 樋口　京子 ・介護保険

福祉担当課長代理 社教 比嘉　直子
・保健福祉グループ業務に関する課長の補佐
・子育て支援室の総括
・総合相談関係業務

担当係長
【保健福祉グループ】

事務 大石　元一 ・ひとり親家庭等自立支援関係業務

担当係長
【保健福祉グループ】

事務 中岡　圭太 ・福祉医療関係業務

担当係長
【保健福祉グループ】

事務 山田　裕美
・民生委員・児童委員関係業務
・地域福祉アクションプラン関係

担当係長
【保健福祉グループ】

保育 南本　規視子 ・子育て支援室、児童援護関係業務

生活支援担当課長代
理

事務 天谷慎吾
・生活保護関係業務に関する課長の補佐
・生活保護関係業務(査察指導)

担当係長
【生活支援グループ】

事務 山澄　英敏
・生活支援グループ事務の総括
・生活保護関係業務(査察指導)

担当係長
【生活支援グループ】

事務 林　幸次 ・生活保護関係業務(査察指導)

担当係長
【生活支援グループ】

事務 中野　徳美 ・生活保護関係業務(受付面接)

担当係長
【生活支援グループ】

事務 吉野　有生 ・生活保護関係業務(自立支援)

保健福祉課（職員数66人）
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担当係長
【生活支援グループ】

事務 吉岡　博子 ・生活保護関係業務(高齢)

担当係長
【生活支援グループ】

事務 小早川　弘和 ・生活保護関係業務(不正受給対策)

保健担当課長 事務 杉尾　英司

１　運営グループ及び地域活動グループ所管
業務の総括
２　運営グループ及び地域活動グループ内組
織管理の総括
３　地域における各種保健福祉関係業務
４　地域における健康危機管理関係業務

医務主幹(兼)
<保健所東部保健医療
監兼務>

医師 天津　弘二
・医師業務
・医学的指導業務

担当係長
【運営グループ】

事務 中西　和治

・運営グループ事務の総括
・センターの庁舎管理、連絡調整
・予防接種関係業務
・感染症法(結核)関係業務
・小児慢性特定疾患、養育医療、不妊治療
・健康増進法関係業務

担当係長
【運営グループ】

事務 中村　昌子

・医療法・医師免許関係業務
・感染症法関係業務
・公害健康被害補償法関係業務
・小児ぜん息等医療費助成関係業務

担当係長
【運営グループ】

栄養 金田　智子 ・栄養士関係業務

担当係長
【運営グループ】

薬剤 寺﨑　順久

・環境衛生、食品衛生、環境保全
・狂犬病予防、動物愛護
・ねずみ族、昆虫等の駆除
・生活環境学習会

保健副主幹兼担当係
長

保健 小嶋　好子 ・保健師業務の総括

担当係長
【地域活動グループ】

保健 永石　真知子 ・精神保健福祉相談
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西 区 役 所

総 務 課 (総 務 グ ル ー プ )
(情報発信戦略グルー
プ )

市 民 協 働 課 (市民協働グループ)(駐 輪 対 策 グ ル ー プ )

(企画調整グループ)

窓 口 サ ー ビ ス 課 (住民登録グループ)(戸 籍 グ ル ー プ )

(保険年金･管理グループ)(保険年金･保険グループ)

保 健 福 祉 セ ン タ ー
*保健福祉センター所長（副区長）を補助する組織
として保健福祉課を充てるとともに保健福祉セン
ター所長を補助する職として区役所子育て支援担
当課長、生活支援担当課長、医務主幹を充ててい
ます。

保 健 福 祉 課 (地域福祉グループ)(介護保険グループ)

(地域保健グループ)(保健活動グループ)

(生活支援グループ)(子育て支援グループ)
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補職 職種 氏名
区長
<区シティ・マネージャー
兼務>

事務 髙野　賢

副区長
<西区保健福祉センター
所長兼務>

事務 九星　勝彦

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 藤田　敏夫
１　総務課所管業務の総括
２　区内組織管理業務の総括
３　他の課の主管に属しない業務

総務課長代理
<区会計管理者兼務>

事務 室田　和昭
・総務課長の補佐業務
・連絡調整業務

区会計管理者(兼)
<総務課長代理兼務>

事務 室田　和昭 ・区会計管理業務

担当係長☆
【総務グループ】

事務 大山　里美
・総務課業務の総括
・区役所及び保健福祉センターの文書、人事及び給与業務
・他の課の主管に属しない業務

担当係長
【総務グループ】

事務 角田　典彦
・区役所及び保健福祉センターの予算、決算及び物品に関する
業務
・庁舎の維持管理業務

担当係長
【総務グループ】

事務 内山　聡志
・区選挙管理委員会業務
・統計業務

情報発信戦略担当課長 事務 松原　真美
１　まちづくりにかかる企画・支援業務
２　区の広報業務
３　区民の広聴相談業務

情報発信戦略担当課長
代理

事務 松谷　康男
・まちづくりにかかる企画・支援業務
・区の広報業務
・区民の広聴相談業務

担当係長
【情報発信戦略グループ】

事務 梅辻　真希 ・まちづくりにかかる企画・支援業務

担当係長
【情報発信戦略グループ】

事務 稗田　由美子 ・区の広報業務

担当係長
【情報発信戦略グループ】

事務 池内　勝長 ・区民の広聴相談業務

企画調整担当課長 事務 亀本　義幸
１　区行政にかかる企画調整業務の総括
２　区の運営方針、区政会議業務

企画調整担当課長代理 事務 北野　紀子
・企画調整担当課長の補佐業務
・区行政にかかる企画調整業務
・区の運営方針、区政会議業務

担当係長
【企画調整グループ】

事務 松穗　好純
・区行政にかかる企画調整業務
・区の運営方針、区政会議業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

市民協働課長 事務 吉田　眞久

１　市民協働課所管業務の総括
２　市民協働グループ内組織管理の総括
３　地域の振興業務
４　防犯及び防災業務
５　教育コミュニティに関する業務
６　人権啓発及び生涯学習の支援業務

西区役所（職員数132人）

総務課（職員数22人）

市民協働課（職員数24人）
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地域支援担当課長代理 事務 川野　昭彦

・市民協働課長の補佐業務
・地域の振興業務
・地域活動協議会及び地域担当業務
・社会教育団体への協力及び支援業務

安全安心担当課長代理 事務 米澤　一昭
・市民協働課長の補佐業務
・防災及び災害援助業務
・防犯及び地域の安全対策業務

教育コミュニティ担当課長
代理

事務 谷本　徳子

・市民協働課長の補佐業務
・教育コミュニティに関する業務
・人権意識の高揚及び啓発業務
・生涯学習の支援及び情報提供業務

担当係長☆
【市民協働グループ】

事務 丸井　かおり
・地域の振興業務
・社会教育団体への協力及び支援業務
・地域活動協議会業務

担当係長
【市民協働グループ】

事務 久井　彰

・地域の振興業務
・社会教育団体への協力及び支援業務
・区役所附設会館業務
・地域活動協議会及び地域担当業務

担当係長
【市民協働グループ】

事務 上田　和也
・防災及び災害救助、震災訓練業務
・災害見舞金及び援護金関係業務
・防犯及び地域の安全対策業務

担当係長
【市民協働グループ】

社教 藤田　和之

・人権意識の高揚及び啓発業務
・人権情報の収集及び発信業務
・社会教育団体の人権学習業務
・区における生涯学習推進事業業務
・学校教育団体への協力及び支援業務
・学校教育機関との連絡調整業務

駐輪対策担当課長 土木 山城　徹也

１　駐輪対策業務の総括
２　駐輪対策グループ内組織管理の総括
３　交通安全の推進業務
４　駐輪対策業務

駐輪対策担当課長代理 土木 樫本　泰孝
・駐輪対策担当課長の補佐業務
・交通安全の推進業務
・駐輪対策業務

担当係長☆
【駐輪対策グループ】

事務 谷口　哲夫
・交通安全の推進業務
・駐輪対策業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

窓口サービス課長 事務 大里　正夫

１　住民登録、戸籍グループ所管業務の総括
２　住民登録、戸籍グループ内組織管理の総括
３　戸籍業務
４　住民基本台帳業務

住民情報担当課長代理 事務 細川　泰浩
・窓口サービス課長の補佐
・住民基本台帳業務
・戸籍業務

担当係長☆
【住民登録グループ】

事務 八嶋　秀樹

・住民登録業務の総括
・就学業務
・住居表示業務
・特別永住許可業務

担当係長
【戸籍グループ】

事務 鈴江　一郎
・戸籍業務の総括
・戸籍業務

保険年金担当課長 事務 落合　哲彦

１　保険年金・管理、保険グループ所管業務の総括
２　保険年金・管理、保険グループ内組織管理の総括
３　国民健康保険業務
４　後期高齢者医療業務
５　国民年金業務

担当係長☆
【保険年金・管理グルー
プ】

事務 三田　晶則
・保険管理業務の総括
・保険料の納付相談業務
・納付奨励・広報業務

窓口サービス課（職員数30人）
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担当係長
【保険年金・管理グルー
プ】

事務 芦達　　亮
・国民健康保険の資格証明書交付にかかる被保険者証返還処
分業務
・滞納保険料等の滞納処分業務

担当係長
【保険年金・保険グルー
プ】

事務 蔭下　順一
・保険業務の総括
・国民健康保険の資格業務
・後期高齢者医療業務

担当係長
【保険年金・保険グルー
プ】

事務 久保　佳子
・国民健康保険の給付業務
・後期高齢者医療の給付業務

担当係長
【保険年金・保険グルー
プ】

事務 曽我部　しのぶ
・国民年金業務
・後期高齢者医療の収納業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

保健福祉課長 事務 阪口　雅之
１　保健福祉課（生活支援グループを除く）所管業務の総括
２　保健福祉課（生活支援グループを除く）内組織管理の総括
３　児童、障害者、高齢者福祉及び保健関係業務

保健福祉課長代理 事務 髙幤　渉

・保健福祉課長の補佐業務
・地域支援システム業務
・介護保険業務
・地域包括支援センター業務
・認知症高齢者支援ネットワーク業務

担当係長☆
【地域福祉グループ】

事務 鈴木　康二

・総括・地域福祉業務の連絡調整業務
・地域保健福祉推進にかかる総合的企画調整業務
・地域支援システム業務
・老人憩の家担当業務
・高齢者福祉月間担当業務

担当係長
【地域福祉グループ】

事務 細川　法子

・民生委員及び児童委員業務
・地域福祉計画アクションプラン業務
・災害時要援護者登録業務
・住宅手当業務

担当係長
【地域福祉グループ】

事務 辻西　正人
・精神保健及び精神障がい者福祉業務
・難病に関する業務
・障がい者自立支援法業務

担当係長
【地域福祉グループ】

事務 伊藤　明子
・障がい者総合支援法にかかる相談、調整及び支給決定業務
・身体障がい者福祉業務
・地域支援システム業務

担当係長
【地域福祉グループ】

保健 池田　真紀

・高齢者福祉（在宅）業務
・虐待（高齢者・障がい者）相談業務
・認知症高齢者支援ネットワーク業務
・地域包括支援センター業務
・地域支援システム業務

担当係長
【介護保険グループ】

事務 川口　公司
・介護保険業務の連絡調整業務
・要介護認定業務

担当係長
【介護保険グループ】

事務 小野　隆弘 ・介護保険賦課・収納関係業務

担当係長
【介護保険グループ】

事務 池谷　哲
・介護保険資格・給付管理業務
・居宅介護支援事業者等との連絡業務

保健担当課長代理 事務 北口　登
・地域保健、保健活動グループ所管業務の総括
・地域における健康危機管理関係業務
・保健師業務

担当係長☆
【地域保健グループ】

事務 丹羽　誠

・地域保健業務の総括
・健康危機管理関係事業業務
・公害健康被害の補償等に関する法律業務
・感染症対策に関する業務
・小児喘息医療費助成制度業務

保健福祉課（職員数56人）
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担当係長
【地域保健グループ】

事務 武藤　拓夫

・特定健診に関する業務被爆者健康診断業務
・健康増進法に関する業務
・生活習慣病に関する業務
・医療法関係, 医師、看護師等の免許申請業業務
・健康のつどい業務

担当係長
【地域保健グループ】

獣医 野間　陽子
・生活環境業務の統括
・報告業務(環境・公害関係)

担当係長
【保健活動グループ】

保健 吉田　美保 ・保健活動業務の総括

担当係長
【保健活動グループ】

保健 平子　千晶 ・精神保健福祉相談員業務

医務主幹(兼)
<保健所西部保健医療監
兼務>

医師 吉野　祥一
・医師業務
・医学的指導業務

子育て支援担当課長 事務 六車　健一
１　子育て支援業務の総括

担当係長
【子育て支援グループ】

事務 田中　正
・待機児童対策業務
・保育所・保育ママ業務

担当係長
【子育て支援グループ】

事務 福田　佳代子

・DV(ドメスティックバイオレンス)相談業務
・児童虐待相談業務
・母子生活支援施設業務
・児童福祉(施設等)業務
・総合的な子育て支援業務
・地域支援システム業務

担当係長
【子育て支援グループ】

保育 角森　久惠

・総合的な子育て支援業務
・子ども・子育てプラザ、拠点事業業務
・社会福祉士・臨床心理士・家庭児童相談員業務
・助産施設入所業務
・地域支援システム業務

担当係長
【子育て支援グループ】

事務 鉄野　弘幸

・乳幼児健診（企画・調整）・母子手帳業務
・児童手当業務
・こども医療助成業務
・発達障がい・サポーター事業・特別支援学級等応援事業業務

担当係長
【子育て支援グループ】

事務 三谷　陽子

・ひとり親家庭等自立支援業務
・児童扶養手当業務
・ひとり親家庭医療助成業務
・地域支援システム業務

生活支援担当課長 事務 安藤　一雄
１　生活支援グループ所管業務の総括
２　生活支援グループ内組織管理の総括

担当係長☆
【生活支援グループ】

事務 澤田　寿美子
・生活支援業務の総括
・生活支援業務の連絡調整業務
・個人情報開示請求業務

担当係長
【生活支援グループ】

事務 松本　佳紀
・査察指導業務
・受付面接の補佐業務

担当係長
【生活支援グループ】

事務 中谷　恒樹
・査察指導業務
・受付面接の補佐業務

担当係長
【生活支援グループ】

事務 島田　章信
・生活保護受付面接関係業務
・行旅死亡人等関係業務

担当係長
【生活支援グループ】

事務 仲子　直子
・生活保護受給者の自立・就労支援業務
・受付面接の補佐業務

担当係長
【生活支援グループ】

事務 澄田　知樹
・査察指導業務（高齢者等）
・受付面接の補佐業務

担当係長
【生活支援グループ】

事務 稲垣　文彦
・適正化業務
・行旅病人等関係業務
・受付面接の補佐業務
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保 健 福 祉 セ ン タ ー
＊保健福祉センター所長（副区長）を補助する組
織として保健福祉課を充てるとともに、保健福祉セ
ンター所長を補助する職として区役所生活支援担
当課長、医長及び保健副主幹を充てています。

保 健 福 祉 課 （保健福祉グループ) (介護保険グループ)

(保健運営グループ) (保健活動グループ)

(第1支援グループ) (第2支援グループ)

(保険年金・保険グループ)

港 区 役 所

総 務 課 (総務・人材育成グループ) (区政統括グループ)

協働まちづくり支援課 （総務･危機管理グループ)

(まち魅力創造グループ)

窓 口 サ ー ビ ス 課 (住民情報グループ) (保険年金・管理グループ)
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補職 職種 氏名
　
区長 事務 田端　尚伸

副区長
<港区保健福祉セン
ター所長兼務>

事務 馬場　泰子

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 源　俊司
1　総務課所管業務の総括
2　区内組織管理業務の総括
3　他の課の主管に属しない業務

総合政策担当課長 事務 幡多　伸子
1　区政統括グループ所管業務の総括
2　区政統括グループ内組織管理の総括

重点施策担当課長 事務 内村　朋弘
・区配分予算の編成における局との調整
・局所管業務執行に係る局との連絡調整業務

企画調整担当課長 園芸 三原　桃子
・区配分予算の編成における局との調整
・局所管業務執行に係る局との連絡調整業務

総務課長代理 事務 中村　忠雄
・総務課長の補佐
・連絡調整業務

区会計管理者 事務 池村　幸治 ・区会計管理業務

総合政策担当課長代理 事務 原　忠義 ・総合政策担当課長の補佐

担当係長☆
【総務・人材育成グ
ループ】

事務 野村　博之

・総務課事務の総括
・区役所及び保健福祉センターの文書、人事
及び給与
・他課の主管に属しない業務

担当係長
【総務・人材育成グ
ループ】

事務 早川　勉

・区役所及び保健福祉センターの決算及び物
品
・庁舎の維持管理
・屋外広告物

担当係長
【総務・人材育成グ
ループ】

事務 荒木　靖夫
・区選挙管理委員会業務
・統計調査

担当係長
【区政統括グループ】

事務 禿　寿一

・区政統括グループ事務の総括
・区の総合的な政策立案、予算
・区運営方針進捗管理
・行政連絡調整会議、経営会議

担当係長
【区政統括グループ】

事務 上野山　容子
・区の情報発信（区広報紙、ホームページ等）
・区民情報コーナーの管理
・広聴、相談業務（庁内案内を含む）

担当係長
【区政統括グループ】

事務 中川　知子 ・区政評価、区政会議

港区役所（職員数178人）

総務課（職員数２６人）
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補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

協働まちづくり支援課
長

事務 川上　雅司

1　協働まちづくり支援課所管業務の総括
2　課内組織管理の総括
3　防災及び災害援助
4　花と緑のまちづくりの推進
5　地域安全対策
6　防犯、自転車対策
7　青少年・非行防止関係業務
8　協働まちづくり支援課の他のグループに属
さないこと

まち魅力創造担当課
長

事務 平田　久枝

1　まち魅力創造担当所管業務の総括
2　まち魅力創造関連施策
3　築港・天保山エリアマネジメント
4　市民協働によるまちづくり関連施策
5　多様な協働による推進関連施策
6　地域経済活性化関連施策

地域活動支援担当課
長

事務 中村　吉之

1　地域活動支援担当所管業務の総括
2　地域活動協議会の財政支援及び連携
　　・協働の推進
3  まちづくりセンター支部関係業務
4　ソーシャルビジネス・コミュニティビジネスの
推進
5　人権意識の高揚及び啓発
6　男女共同参画関連施策

協働まちづくり支援課
長代理

事務 大磯　秀樹
・協働まちづくり支援課長の補佐　（防災、災害
救助等）
・地域担当

相談調整担当課長代理 園芸 多加　久雄
・協働まちづくり支援課長の補佐　（防犯、地域
安全対策、花と緑のまちづくり等）

協働まちづくり支援課
長代理

社教 花立　都世司

・協働まちづくり支援課長の補佐　（学校教育
関連業務・学校支援、青少年育成等）
・地域活動支援担当課長の補佐　（人権意識
の高揚及び啓発等）
・地域担当

地域活動支援担当課
長代理

事務 瓦　やす枝

・地域活動支援担当課長の補佐 （地域活動協
議会の財政支援等）
・まち魅力創造担当課長の補佐　（まち魅力創
造関連施策、多様な協働による推進関連施策
等）
・地域担当

担当係長☆
【総務・危機管理グループ】

事務 岡本　恭浩

・協働まちづくり支援課事務の総括
・防災(水防事務組合含む)及び災害救助
・災害弔慰金及び援護資金関係
・諸証明業務
・地域担当

担当係長
【総務・危機管理グループ】

事務 馬﨑　行弘

・協働まちづくり支援課の庶務
・区役所附設会館
・区内の市民公益活動の推進
・地域安全防犯・地域安全対策
・市民協働型自転車利用適正化事業
・交通事故をなくす運動関係業務
・市有地・児童遊園・地域集会施設
・地域担当

協働まちづくり支援課（職員数３１人）
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担当係長
【まち魅力創造グルー
プ】

事務 北島　亜矢子

・学校教育関連業務
・学校支援
・絵本広場事業
・サイエンスカフェ事業
・青少年健全育成
・区生涯学習
・地域担当

担当係長
【まち魅力創造グルー
プ】

事務 松田　史郎

・人権意識の高揚及び啓発
・人権相談
・男女共同参画関係業務
・犯罪と非行防止に関する業務
・地域担当

担当係長
【まち魅力創造グルー
プ】

事務 西堂　　悟

・市民協働によるまちづくりの企画立案及び支
援
・多様な協働による推進
・地域経済の活性化に関する業務
・コミュニティ育成事業
・地域担当

担当係長
【まち魅力創造グルー
プ】

土木 細江　太郎
・まち魅力創造に関する業務
・築港・天保山エリアマネジメントに関する業務
・地域担当

担当係長
【まち魅力創造グルー
プ】

事務 三島　正己

・地域活動協議会の財政支援及び連携・協働
の推進
・まちづくりセンター支部関係業務
・ソーシャルビジネス・コミュニティビジネスの推
進
・地域担当
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補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

窓口サービス課長 事務 南田　克広

1　窓口サービス課所管業務の総括
2　課内組織管理の総括
3　戸籍業務
4　住民基本台帳業務
5　国民健康保険業務
6　国民年金業務

窓口サービス課長代理 事務 山本　長光 窓口サービス課長の補佐

担当係長☆
【保険年金・管理グ
ループ】

事務 近江　常夫
・窓口サービス課事務の総括
・保険年金・管理グループ事務の総括
・保険年金業務の総合調整

担当係長
【保険年金・管理グ
ループ】

事務 前田　宇宙

・国民健康保険料の収納、減免業務
・保険年金業務にかかる企画、調整業務
・資格証明書交付、証返還処分関係業務
・滞納処分関係業務

担当係長
【保険年金・保険グ
ループ】

社教 前田　秀男
・保険年金、保険グループ事務の統括
・国民健康保険、後期高齢者医療及び国民年
金の資格及び給付

担当係長
【保険年金・保険グ
ループ】

事務 大久保　礼子
・国民健康保険給付関係業務
・後期高齢者医療関係業務

担当係長
【保険年金・保険グ
ループ】

事務 井上　由美 ・国民年金関係業務

副参事兼担当係長
【住民情報グループ】

事務 藤岡　俊雄

・住民情報グループ事務の総括
・事務の計画及び改善
・住民情報グループ業務の総合調整
・就学関係業務
・税証明発行業務

担当係長
【住民情報グループ】

事務 井上　透

・届出書、申請書の受付並びに各種証明書の
交付
・国民健康保険、介護保険関係及び申出によ
る不現住実地調査
・住居表示連絡調整

担当係長
<保健福祉課担当係長
兼務>
【住民情報グループ】

事務 坂　昭子 ・ワンストップ窓口サービス

担当係長
【住民情報グループ】

事務 島本　友紀子
・戸籍関係にかかる相談・処理業務
・調査・研究・連絡調整業務

窓口サービス課（職員数３６人）
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補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

保健福祉課長 福祉 石川　千惠子

1　保健福祉課所管業務の総括
2　課内組織管理の総括
3　母子児童障がい者高齢者福祉関係業務
4　ＤＶ施策
5　保健師業務

生活支援担当課長 事務 川上　孝一
1　生活支援グループ所管業務の総括
2　生活支援グループ内組織管理の総括
3　生活保護関係業務

保健福祉課長代理 事務 坂下　契
・保健福祉課長の補佐（母子、障がい者、高齢
者福祉等）

保健福祉課長代理 福祉 神崎　順子
・保健福祉課長の補佐（虐待、子育て支援、児
童福祉、地域福祉）

生活支援担当課長代
理

事務 北野　俊明
・生活保護現業員の査察指導
・行旅病人関係業務

医長(兼)
<保健所感染症対策課
医長兼務>

医師 奥町　彰礼
・医師業務
・医学的指導業務

担当係長☆
【保健福祉グループ】

事務 柏山　ひふ美
・保健福祉課事務の総括
・保健福祉課内の連絡調整
・保健福祉グループ事務の総括

担当係長
【保健福祉グループ】

事務 落合　悦子
・福祉医療業務
・児童手当関係業務

担当係長
【保健福祉グループ】

事務 青木　勝
・DV、児童虐待関係業務
・子育て支援業務

担当係長
【保健福祉グループ】

事務 中野　晋輔
・ひとり親家庭自立支援関係業務
・児童扶養手当関係業務

担当係長
【保健福祉グループ】

保育 竹中　真弓
・子ども相談業務
・保育所関係業務

担当係長
【保健福祉グループ】

事務 北松　満 ・高齢者福祉関係業務

担当係長
【保健福祉グループ】

事務 井上　安子 ・障がい者福祉業務

担当係長
【保健福祉グループ】

事務 橋本　友子
・障がい者自立支援法関係業務
・特定疾患関係業務

担当係長
【保健福祉グループ】

事務 櫻井　一良
・精神保健福祉関係業務
・育成医療関係業務

担当係長
【保健福祉グループ】

保健 神尾　直佳
・児童、高齢者、障がい者の虐待関係業務
・子育て支援業務
・地域福祉関係業務

担当係長
【保健福祉グループ】

事務 山上　敏光 ・地域福祉企画調整事務

担当係長(兼)
<窓口サービス課担当
係長兼務>
【保健福祉グループ】

事務 坂　昭子 ・ワンストップ窓口サービス

担当係長
【介護保険グループ】

事務 沖　千穂子
・介護保険グループ事務の総括
・介護保険の認定業務

担当係長
【介護保険グループ】

事務 尾田　留理子 ・介護保険の資格、給付、賦課、収納業務

担当係長
【保健運営グループ】

事務 岩城　敦子 ・保健運営グループ事務の総括

保健福祉課（職員数83人）
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担当係長
【保健運営グループ】

事務 野入　久和
・公害健康被害の補償等関係業務
・感染症対策業務
・健康増進関係業務

担当係長
【保健運営グループ】

獣医 岩本　智子 ・生活環境相談全般

保健副主幹兼担当係
長

保健 山口　理恵子
・保健活動グループ事務の総括
・保健師業務全般

担当係長
【保健活動グループ】

保健 根岸　浄子 ・保健師業務全般

担当係長
【保健活動グループ】

保健 義則　和子 ・精神保健福祉相談業務

担当係長
【第１支援グループ】

事務 武田　修三

・生活支援担当事務の総括
・第１支援グループ事務の総括
・生活保護医療・介護・経理事務
・民生委員・児童委員関係業務
・住宅手当緊急特別措置事業

副参事兼担当係長
【第2支援グループ】

福祉 山田　善郎
・第２支援グループ事務の総括
・生活保護現業員の査察指導

担当係長
【第2支援グループ】

事務 上島　德久 ・生活保護現業員の査察指導

担当係長
【第2支援グループ】

事務 仁井　宏有 ・生活保護現業員の査察指導

担当係長
【第2支援グループ】

福祉 三宅　裕美 ・生活保護(高齢)関係業務

担当係長
【第2支援グループ】

事務 太田　太一 ・生活保護(受付面接)関係業務

担当係長
【第2支援グループ】

事務 森下　尚 ・生活保護(受付面接)関係業務

担当係長
【第2支援グループ】

事務 礒山　恭光 ・自立支援業務

担当係長
【第2支援グループ】

事務 岸本　雄輔 ・不正受給対策関係業務

- 64 -



大正区役所

大 正 区 役 所

総 務 課 (庶務・総合企画グループ)(企画調整グループ)

市 民 協 働 課 (市民協働グループ)(地域活動支援グループ)

(健康づくりグループ)(保健活動グループ)

(生活支援グループ)

保 健 福 祉 セ ン タ ー
＊保健福祉センター所長（副区長）を補助する組
織として保健福祉課を充てるとともに、保健福祉セ
ンター所長を補助する職として区役所生活支援担
当課長を充てています。

保 健 福 祉 課 (地域福祉グループ)(介護保険グループ)

窓 口 サ ー ビ ス 課 (住民登録グループ)(戸 籍 グ ル ー プ )

(保険年金 管理グループ)(保険年金 保険グループ)
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補職 職種 氏名
区長
<大正区シティ・マネー
ジャー兼務>

事務 筋原　章博

副区長
<大正区保健福祉セン
ター所長兼務>

事務 秋田　健治

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 萩　純一郎
１　総務課所管業務の総括
２　区内組織管理業務の総括
３　他課の主管に属しない業務

総合企画担当課長 事務 内山　泰博
１　区行政事項の調査・企画業務の総括
２　行政機関等の連絡調整業務の総括
３　広聴・広報に関する業務の総括

企画調整担当課長 事務 川見　直也

１　区将来ビジョン、運営方針策定業務の総括
２　局区間連携、複数区にまたがる事業に
　　おける連絡調整業務の総括
３　区シティーマネージャ予算の編成における
　　連絡調整業務の総括

総務課長代理 事務 池田　嘉孝 ・総務課長の補佐

区会計管理者 事務 横井　利彦 ・区会計管理業務

企画調整担当課長代
理

事務 近藤　高史 ・企画調整担当課長の補佐

担当係長☆
【庶務・総合企画グ
ループ】

事務 山下　幸男

・庶務グループ事務の総括
・区役所及び保健福祉センターの文書、人事
及び給与
・他のグループの主管に属しない業務

担当係長
【庶務・総合企画グ
ループ】

事務 清水　昭
・区役所及び保健福祉センターの予算、決算
及び物品
・庁舎の維持管理業務

担当係長
【庶務・総合企画グ
ループ】

事務 後藤　多津子
・広聴・広報に関する業務
・区行政事項の調査・企画、行政機関等の連
絡調整に関する業務

担当係長
【庶務・総合企画グ
ループ】

事務 藤田　博章
・広聴・広報に関する業務
・区行政事項の調査・企画、行政機関等の連
絡調整に関する業務

担当係長
【庶務・総合企画グ
ループ】

事務 河出　悟
・区選挙管理委員会業務
・統計調査に関する業務

担当係長
【企画調整グループ】

事務 稲垣　寛太

・区将来ビジョン、運営方針策定業務
・局区間、複数区にまたがる連絡調整業務
・区シティーマネージャ予算の編成における連
絡調整業務

大正区役所（職員数162人）

総務課（職員数23人）
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補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

市民協働課長 事務 山本　　歩

１　市民協働課所管業務の総括
２　区民参画のまちづくりの総括
３　人権生涯学習業務の総括
４　人権意識の高揚及び啓発
５　生涯学習の支援及び情報提供

地域活動支援担当課
長

事務 小林　伸行
１　地域活動支援グループ所管業務の総括
２　地域の振興
３　防災及び災害援助

市民協働課長代理 事務 杉田　順子
・市民協働課長の補佐
・区民参画協働業務

相談調整担当課長代
理

土木 吉村　耕治
・市民協働参画事業
・地域の安全対策及び防犯、自転車利用適正
化

地域活動支援担当課
長代理

事務 前田　節子
・地域活動支援担当課長の補佐
・地域活動支援に関する業務

担当係長☆
【市民協働グループ】

事務 琴　　幸茂 ・市民協働グループ事務の総括

担当係長
【市民協働グループ】

事務 今津　香織
・人権意識の高揚及び啓発
・人権情報の収集及び発信

担当係長
【市民協働グループ】

事務 大津　浩仁
・教育関連事務
・生涯学習業務

担当係長
【市民協働グループ】

事務 酒井　和宏
・まちづくり支援
・花と緑の推進

担当係長
【地域活動支援グルー
プ】

事務 徳永　満
・地域活動支援グループ事務の総括
・地域の振興に関する業務
・区役所附設会館に関する業務

担当係長
【地域活動支援グルー
プ】

事務 稲岡　訓規
・防災及び災害援助に関する業務
・災害弔慰金及び援護金関係
・地域安全防犯対策に関する業務

担当係長
【地域活動支援グルー
プ】

事務 斎藤　進一郎
・地域活動支援に関する業務
・放置自転車対策に関する業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

窓口サービス課長 事務 澤田　賢哉

１　窓口サービス課所管業務の総括
２　課内組織管理の総括
３　住民基本台帳業務
４　戸籍業務
５　国民健康保険業務
６　国民年金業務

住民情報担当課長代
理

事務 内藤　一雄

・窓口サービス課長の補佐
・窓口事務の改善計画の推進
・戸籍業務
・住民基本台帳業務

市民協働課（職員数27人）

窓口サービス課（職員数31人）
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保険年金担当課長代
理

事務 永井　　学

・窓口サービス課長の補佐
・窓口事務の改善計画の推進
・国民健康保険業務
・国民年金業務

担当係長☆
【住民登録グループ】

事務 山岡　龍児

・住民登録グループ事務の総括
・届出書、申請書の受付並びに各種証明書の
交付
・事務の計画及び改善

担当係長
【住民登録グループ】

事務 長尾　博 ・登録審査業務

担当係長
【戸籍グループ】

事務 木原　正行
・戸籍グループ事務の総括
・戸籍関係事務の相談、調査研究
・公用請求

担当係長
【保険年金　管理グ
ループ】

事務 本村　衛
・保険年金管理グループ事務の総括
・国民健康保険料収納業務

担当係長
【保険年金　管理グ
ループ】

事務 天野　泰代
・企画調整
・国民健康保険料収納業務

担当係長
【保険年金　管理グ
ループ】

事務 宮原　富夫
・資格証明書交付
・国民健康保険料収納業務

担当係長
【保険年金　保険グ
ループ】

事務 吉川　博
・保険年金保険グループ事務の総括
・国民健康保険資格賦課業務

担当係長
【保険年金　保険グ
ループ】

事務 逸見　聖一
・国民年金業務
・後期高齢者医療制度に関する業務

担当係長
【保険年金　保険グ
ループ】

事務 玉置　美華 ・国民健康保険給付業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

保健福祉課長 事務 上原　浩二

１　保健福祉課所管業務の総括
２　課内組織管理の総括
３　児童・母子、障がい者、高齢者福祉関係業
務
４　地域における各種保健福祉関係業務
５　地域における健康危機管理関係業務
６　保健師業務

生活支援担当課長 事務 香川　昌之 １　生活支援グループ所管業務の総括

福祉担当課長代理 事務 三宅　久美子
・保健福祉課長の補佐
・高齢者、障がい者関係業務

福祉担当課長代理 事務 池田　香苗
・保健福祉課長の補佐
・子育て支援室関係業務

保健担当課長代理 事務 籔野　啓子 ・保健福祉課長の補佐

生活支援担当課長代
理

事務 中口　豊和 ・生活支援担当課長の補佐

担当係長☆
【地域福祉グループ】

事務 秋山　和子 ・地域福祉グループ事務の総括

担当係長
【地域福祉グループ】

事務 児島　守男
・民生委員・児童委員関係業務
・アクションプラン関係業務

保健福祉課（職員数81人）
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担当係長
【地域福祉グループ】

事務 藤代　由紀 ・福祉医療関係業務

担当係長
【地域福祉グループ】

事務 河野　育子 ・ひとり親家庭等自立支援関係業務

担当係長
【地域福祉グループ】

事務 河内　俊憲 ・児童虐待・子育て支援関係業務

担当係長
【地域福祉グループ】

保育 向井　妙子 ・子ども相談等関係業務

担当係長
【地域福祉グループ】

事務 六車　誠 ・障がい者福祉関係業務

担当係長
【地域福祉グループ】

事務 今橋　宏 ・高齢者福祉関係業務

担当係長
【地域福祉グループ】

事務 松本　友美 ・障がい者自立支援関係業務

担当係長
【地域福祉グループ】

事務 高山　愛二 ・精神保健福祉関係業務

担当係長
【地域福祉グループ】

保健 木本　佐和子
・高齢者、障がい者虐待関係業務
・地域包括支援センターとの連絡調整

担当係長
【介護保険グループ】

事務 谷口　文彦 ・介護保険グループ事務分掌全般の総括

担当係長
【介護保険グループ】

事務 浅見　芳弘 ・介護保険の給付業務

担当係長
【健康づくりグループ】

事務 大川　彰 ・健康づくりグループ事務の総括

担当係長
【健康づくりグループ】

事務 西口　賢二郎
・健康増進関係業務
・公害健康被害補償関係

担当係長
【健康づくりグループ】

獣医 中根　恭太 ・生活環境関係業務

担当係長
【保健活動グループ】

保健 門林　順子 ・保健活動業務全般の総括

担当係長
【保健活動グループ】

保健 伯井　理加 ・精神保健福祉相談業務

担当係長
【生活支援グループ】

事務 利岡　昭一 ・第１支援事務分掌全般の総括

担当係長
【生活支援グループ】

事務 松谷　恭典 ・生活保護適正化業務

担当係長
【生活支援グループ】

事務 山西　正美
・第２支援事務分掌全般の総括
・生活保護法に係る査察指導業務

担当係長
【生活支援グループ】

事務 寺井　昭房 ・生活保護法に係る査察指導業務

担当係長
【生活支援グループ】

事務 細川　利恵 ・生活保護法に係る査察指導業務

担当係長
【生活支援グループ】

事務 高砂　和明 ・生活保護法に係る受付面接業務

担当係長
【生活支援グループ】

事務 染谷　光春 ・生活保護法に係る自立支援関係業務
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(ＰＤＣＡグループ)

(広聴広報グループ)

(介護保険グループ)

(シティ・プロモーショングループ)

（未来人材育成グループ）

(総合受付グループ)

(戸籍グループ)

(保険年金・管理グループ)(保険年金・保険グループ)

（危機管理グループ）

天 王 寺 区 役 所

企 画 総 務 課 (庶務グループ) (経理グループ)

(選挙･統計グループ)

市 民 協 働 課 (地域活動の支援グループ)

危 機 管 理 課

（ 事 業 戦 略 室 ）

窓 口 サ ー ビ ス 課 (住民登録グループ)

(事業戦略グループ)

(健康推進グループ)

保健福祉センター
＊保健福祉センター所長（副区長）を補助する組織
として保健福祉課を充てるとともに、保健福祉セン
ター所長を補助する職として保健福祉課長、保健・
生活支援担当課長、医務主幹を充てています。

保 健 福 祉 課 (福祉サービスグループ)

(地域保健活動グループ)

(生活保護グループ)
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補職 職種 氏名

区長
<天王寺区シティ・マネー
ジャー兼務>

事務 水谷　翔太

副区長
<天王寺区保健福祉セン
ター所長兼務>

事務 朝川　晋

企画総務課（職員数28人）
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

企画総務課長 事務 池田　弘志

１　企画総務課所管業務の総括
２　区内組織管理業務の総括
３　文書、人事、経理、庁舎管理、選挙・統計事務
４　他の担当の主管に属しない業務

企画総務担当課長代理 事務 北吉　秀輔
・企画総務課長の補佐
・連絡調整業務

区会計管理者 事務 松本　考史 ・区会計管理業務

担当係長☆
【庶務グループ】

事務 尾古貴　秀樹
・企画総務課事務の総括
・区役所の文書、人事及び給与
・他の担当の主管に属しない業務

担当係長
【経理グループ】

事務 寺戸　順二
・区役所の予算、決算及び物品
・庁舎の維持管理

担当係長
【選挙・統計グループ】

事務 毛利　正嗣
・区選挙管理委員会関係業務
・統計調査
・安全衛生関係事務

事業戦略担当課長 事務 櫻井　大輔

１　事業戦略グループ所管業務の総括
２　担当内組織管理の総括
３　区シティマネージャーの権限にかかる関係
　　所属との調整
４　区の事務事業の総合調整

事業戦略担当課長代理
（兼）
<危機管理担当課長代理
兼務>

社教 近藤　律子

・事業戦略担当課長の補佐
・区シティマネージャーの権限にかかる関係所属と
の調整
・区の事務事業の総合調整

担当係長
【事業戦略グループ】

事務 東浦　圭司
・区シティマネージャーの権限にかかる関係所属と
の調整
・区の事務事業の総合調整

ＰＤＣＡ担当課長 社教 樋上　佳史

１　ＰＤＣＡ・広聴広報グループ所管業務の総括
２　担当内組織管理の総括
３　区政に関するＰＤＣＡ
４　区民の声集約
５　区の広報広聴

区民の声集約担当課長
代理

事務 粂川　晃一

・ＰＤＣＡ担当課長の補佐
・区民の声集約
・区広報紙の企画編集
・区の情報発信
・市民の各種相談その他広聴

担当係長
【ＰＤＣＡグループ】

事務 高橋　典良
・施策・事業の評価・見直し
・区将来ビジョン、区運営方針
・区政会議

担当係長
【広聴広報グループ】

事務 髙戸　安規子

・広聴広報グループ事務の総括
・区広報紙の企画編集
・区の情報発信
・市民の各種相談その他広聴

天王寺区役所（職員数139人）
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補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

危機管理課長 事務 和田　晋一
１　地域防災及び災害救助の総括
２　地域の安全・防犯対策の総括
３　地域担当

危機管理担当課長代理
（兼）
<事業戦略担当課長代理
兼務>

社教 近藤　律子
・　危機管理課長の補佐
・　地域担当

担当係長☆
【危機管理・防災】

事務 池田　　彰
・　地域防災及び災害救助
・　地域担当

担当係長
【危機管理・防犯】

事務 嶋岡　豊實
・　地域の安全・防犯対策
・　自転車利用の適正化

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

市民協働課長 事務 小川　裕子

１　市民協働課所管業務の総括
２　担当内組織管理の総括
３　地域の振興の総括
４　協働のまちづくりの総括
５　地域担当の総括

地域活動支援担当課長
代理

事務 岩上　一人
・地域活動協議会の支援
・地域情報の総合的な発信
・地域担当

シティ・プロモーション担
当課長代理

事務 森　　茂樹

・区の歴史・文化・史跡などを活用した、まちのにぎ
わいづくりの推進
・人権意識の高揚及び啓発
・地域担当

未来人材育成担当課長 事務 河野　英樹

１　こども青少年への支援の総括
２　人権尊重のまちづくりの推進の総括
３　生涯学習の推進の総括
４　文化・スポーツの振興の総括
５　地域担当

担当係長
【シティ・プロモーショング
ループ】

事務 廣谷　真司
・区の歴史・文化・史跡などを活用した、まちのにぎ
わいづくりの推進
・地域担当

担当係長☆
【地域活動の支援グルー
プ】

事務 小野　博善

・市民協働課事務の総括
・地域の振興並びに活性化
・協働のまちづくりの推進
・地域担当

担当係長
【未来人材育成グルー
プ】

事務 羽根　浩美
・こども青少年活動への支援
・生涯学習の支援及び情報提供
・地域担当

相談調整担当課長代理 土木 西藤　秀夫
・地域担当からの情報を受けた各種連絡調整
・危機管理課及び市民協働課業務にかかる技術
的支援

市民協働課（職員数11人）

危機管理課（職員数6人）
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補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

窓口サービス課長 事務 藤原　康德

１　窓口サービス課所管業務の総括
２　課内組織管理の総括
３　戸籍事務
４　住民登録事務
５　国民健康保険事務
６　国民年金事務
７　後期高齢者医療事務

住民情報担当課長代理 事務 中久保　忠伸

・窓口サービス課長の補佐
・窓口事務の改善計画の推進
・戸籍事務
・住民登録事務

担当係長☆
【住民登録グループ】

事務 黒田　泰子

・窓口サービス課事務の総括
・住民登録事務
・総合受付事務
・特別永住者証明書交付関連事務等

担当係長
【総合受付グループ】

事務 坂口　満宏

・総合受付事務
・住民登録事務
・就学事務
・住居表示事務

担当係長
【戸籍グループ】

事務 坂本　邦子 ・戸籍事務

保険年金担当課長代理 事務 野﨑　義廣

・窓口サービス課長の補佐
・窓口事務の改善計画の推進
・国民健康保険事務
・国民年金事務
・後期高齢者医療事務

担当係長
【保険年金・管理グルー
プ】 事務 本門　秀男

・保険管理事務の総括
・保険年金事務の企画調整
・国民健康保険料の収納・納付相談
・国民健康保険料の滞納整理事務

担当係長
【保険年金・管理グルー
プ】

事務 西川　惣
・資格証明書関係事務
・国民健康保険料の滞納整理事務
・国民健康保険料の収納・納付相談

担当係長
【保険年金・保険グルー
プ】

事務 米田　耕治
・保険事務の総括
・国民健康保険及び後期高齢者医療の資格・賦
課・収納事務

担当係長
【保険年金・保険グルー
プ】

事務 住田　千賀
・国民健康保険及び後期高齢者医療の給付事務
・保健施設・事業

担当係長
【保険年金・保険グルー
プ】

事務 東中　るみ ・国民年金の資格・給付事務

窓口サービス課（職員数30人）
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補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

保健福祉課長 事務 寺井　克至
１　保健福祉課所管業務の総括
２　担当内組織管理の総括
３　児童、障がい者、高齢者福祉関係業務

福祉担当課長代理 事務 田中　一光

・保健、福祉に係る総合的企画調整
・総合相談
・高齢者、障がい者福祉関係業務
・民生委員・児童委員活動、地域福祉アクションプ
ラン推進業務
・介護保険業務

子育て支援担当課長代
理

事務 市原　　壽

・保健、福祉に係る総合的企画調整
・総合相談
・子育て支援室
・ひとり親家族支援、児童扶養手当、保育所、医療
助成、子ども手当業務

担当係長☆
【福祉サービスグループ】

事務 森本　孝子
・福祉サービスグループ事務の総括
・保育所入所関係事務

担当係長
【福祉サービスグループ】

事務 窪田　進司
・民生委員、児童委員
・地域における各種福祉事業の調整及び企画
・区地域福祉計画

担当係長
【福祉サービスグループ】

事務 林田　智代美 ・医療費助成関係業務

担当係長
【福祉サービスグループ】

事務 高田　敏彦
・ひとり親家庭支援
・児童扶養手当
・母子及び寡婦福祉

担当係長
【福祉サービスグループ】

事務 辰己　恵美子
・Ｄ．Vに係る相談業務
・母子及び児童虐待関係業務
・子育て支援室

担当係長
【福祉サービスグループ】

保育 山内　洋子
・母子及び児童福祉
・子育て支援室

担当係長
【福祉サービスグループ】

事務 渡邉　衛
・相談調整
・高齢者福祉

担当係長
【福祉サービスグループ】

保健 島村　郁子
・高齢者・障がい者虐待関係業務
・地域包括支援センターへの事業指導・評価
・認知症高齢者支援関係業務

担当係長
【福祉サービスグループ】

事務 永野　肇 ・障がい者自立支援給付

担当係長
【福祉サービスグループ】

事務 木村　勝

・精神保健福祉
・知的障がい者福祉
・自立支援医療(精神)
・特別児童扶養手当

担当係長
【介護保険グループ】

事務 宮本　雅弘
・介護保険グループ事務の総括
・保険料賦課、収納事務
・資格事務・認定事務

担当係長
【介護保険グループ】

事務 南　　　学
・介護保険業務
・給付事務

保健福祉課（職員数62人）
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医務主幹（兼）
<健康局医務監兼健康推
進部医務主幹兼務>

医師 吉田　英樹
・医師業務
・医学的指導業務

保健・生活支援担当課長 事務 長谷　令子

１　健康推進、地域福祉活動、生活保護各グルー
プ所管業務の総括
２　担当グループ内組織管理の総括
３　地域における各種保健福祉関係業務
４　地域における健康危機管理関係業務
５　生活保護関係業務

保健・生活支援担当課長
代理

福祉 髙部　惠理子
・保健・生活支援担当課長の補佐
・生活保護関係業務等

担当係長
【健康推進グループ】

事務 奥西　良之

・グループ業務全般に関する連絡調整及び総括
・医療法関係・各種統計関係業務等
・健康危機管理に関すること等
・健康づくりに関すること
・食育推進事業に関すること

担当係長
【健康推進グループ】

事務 藤本　智子
・健診事業関係、生活習慣病予防関係業務
・各種公費負担制度関係事務
・健康危機管理に関すること等

担当係長
【健康推進グループ】

獣医 市川　晴子
・生活衛生に関する相談業務
・狂犬病予防法に基づく相談業務
・健康危機管理に関すること等

担当係長
【地域保健活動グルー
プ】

保健 上野　美智代
・グループ業務全般に関する連絡調整及び総括
・保健師業務

担当係長
【地域保健活動グルー
プ】

保健 中谷　早苗
・精神保健福祉業務
・保健師業務

担当係長
【生活保護グループ】

事務 村上　敦子
・連絡調整及び総括
・経理、医療、介護に関すること等

担当係長
【生活保護グループ】

事務 木田　朝子 ・査察指導

担当係長
【生活保護グループ】

事務 山中　正則 ・査察指導

担当係長
【生活保護グループ】

事務 中野　紀子
・高齢者
・ケースワーカー業務

担当係長
【生活保護グループ】

事務 本田　敏幸 ・自立、就労支援等

担当係長
【生活保護グループ】

事務 石田　稔 ・受付面接

担当係長
【生活保護グループ】

事務 宮嶋　誠 ・不正受給対策
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市 民 協 働 課 (市民協働グループ)(人権生涯学習グループ)

浪 速 区 役 所

総 務 課 (総 務 グ ル ー プ )(総 合 企 画 グ ル ー プ )

窓 口 サ ー ビ ス 課 (住民登録グループ)(戸 籍 グ ル ー プ )

(保険管理グループ)(保 険 年 金 グ ル ー プ )

(生活支援第３グループ)(生活支援第４グループ)

保 健 福 祉 課 (連絡調整グループ)(高齢者支援グループ)

保 健 福 祉 セ ン タ ー
＊保健福祉センター所長（区長）を補助する組織とし
て保健福祉課を充てるとともに、保健福祉センター所
長を補助する職として区役所生活支援担当課長、保
健副主幹を充てています。

(障がい者支援グループ)(子育て支援グループ)

(保 健 グ ル ー プ )(地域保健活動グループ)

(生活支援第1グループ)(生活支援第２グループ)
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浪速区役所

補職 職種 氏名
区長

事務 玉置　賢司

副区長
<浪速区保健福祉セン
ター所長兼務>
<総務課長兼務>

事務 藤澤　宗央

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

総務課長(兼）
<副区長兼務>

事務 藤澤　宗央
１　総務課所管業務の総括
２　区内組織管理業務の総括
３　他の担当の主管に属しない業務

総務課長代理 事務 加守田　眞志
・総務課長の補佐
・連絡調整業務
・区選挙管理委員会

区会計管理者（再任
用）

事務 芝本　好生
・区会計管理業務
・財産区

担当係長☆
【総務グループ】

事務 小林　秀隆

・総務課事務の総括
・区役所及び保健福祉センターの文書、人事
及び給与
・他の担当の主管に属しない業務

担当係長
【総務グループ】

事務 豊田　充康
・区選挙管理委員会
・職員の安全衛生
・各種統計調査

担当係長
【総務グループ】

事務 辻　　博史
・区役所及び保健福祉センターの予算、決算
及び物品
・庁舎の維持管理

総合企画担当課長 事務 扇本　喜久子

１　総合企画グループ所管業務の総括
２　区の総合的な政策立案
３　区内行政機関等との総合調整
４　広報、広聴及び市民の各種相談

企画調整担当課長 事務 堀井　伊佐夫

1　区シティマネージャーが決定権を持つ局所
管業務にかかる局との連絡調整
2　複数区にまたがる事業にかかる各区との連
絡調整
3　区配分予算編成における各局との連絡調
整

担当係長
【総合企画グループ】

事務 松本　　哲
・総合企画グループ事務の総括
・区の総合的な政策立案
・区内行政機関等との総合調整

担当係長
【総合企画グループ】

事務 髙田　郁子
・広報
・広聴
・市民の各種相談

浪速区役所（職員数177人）

総務課（職員数17人）
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浪速区役所

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

市民協働課長 事務 多田　　弘

１　市民協働課所管業務の総括
２　課内組織管理の総括
３　地域の振興
４　防災及び災害援助

市民協働課長代理 事務 愛甲　悦子

・市民協働課長の補佐
・地域の振興
・防災及び災害救助
・地域活動協議会に関すること

まちづくり担当課長代
理

事務 小野　次生
・市民協働課長の補佐
・まちづくりの推進

担当係長☆
【市民協働グループ】

事務 古西　志郎
・市民協働課事務の総括
・地域担当制の総括
・地域振興

担当係長
【市民協働グループ】

事務 萩原　　誠
・防災及び災害救助
・防犯対策

担当係長
【市民協働グループ】

事務 峰山　　拓
・商業振興
・企画調整事業

人権生涯学習担当課
長

事務 仲嶋　敏昭
・人権生涯学習グループ所管業務の総括

担当係長
【人権生涯学習グルー
プ】

事務 宮崎　　毅
・人権生涯学習グループ事務の総括
・市民活動推進の総合調整
・区内の社会教育団体との連絡調整

担当係長
【人権生涯学習グルー
プ】

社教 五條　喜一朗
・人権意識の高揚及び啓発
・生涯学習の推進及び学校等関係団体との調
整

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

窓口サービス課長 事務 田中　英和

１　窓口サービス課所管業務の総括
２　住民登録・戸籍グループの組織管理の総括
３　戸籍業務
４　住民基本台帳業務

住民情報担当課長代
理

事務 橋口　正人

・窓口サービス課長の補佐
・窓口事務の改善計画の推進
・戸籍業務
・住民基本台帳業務

担当係長
【住民登録グループ】

事務 〆野　秀信
・窓口サービス課事務の総括
・DV
・職権消除

担当係長
【住民登録グループ】

事務 松村　哲男
・就学事務
・住居表示事務
・町名変更事務

担当係長
【戸籍グループ】

事務 西川　博美
・戸籍グループ事務の総括
・戸籍関係事務

市民協働課（職員数24人）

窓口サービス課（職員数31人）
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担当係長
【戸籍グループ】

事務 竹村　伸二 ・戸籍関係事務

保険年金担当課長 事務 北田　文俊
１　保険管理・保険年金グループ所管業務の
総括
２　上記グループ内の組織管理の総括

保険年金担当課長代
理

事務 中川　雅偉

・保険年金担当課長の補佐
・保険管理・保険年金業務、国民年金業務、
後期高齢者医療制度業務、特別障害者給付
金業務

担当係長
【保険管理グループ】

事務 後藤　ルミ
・保険管理グループ事務の総括
・保険料徴収に関する企画・立案
・滞納保険料の督促及び滞納処分

担当係長
【保険管理グループ】

事務 丸山　　忍

・国民健康保険料の徴収、納付指導
・滞納保険料の財産調査及び滞納処分
・保険料徴収に関する企画・立案の補佐
・証返還処分、短期証の交付

担当係長
【保険年金グループ】

事務 細井　孝悦

・保険年金グループ事務の総括
・国民健康保険に関する業務
・後期高齢者医療制度の収納業務及び滞納
処分

担当係長
【保険年金グループ】

事務 山本　久弘
・国民年金に関する業務
・特別障害者給付金に関する業務
・国民健康保険の給付に関する業務の補佐

担当係長
【保険年金グループ】

事務 横田　和美
・国民健康保険の給付に関する業務
・一部負担金減免に関する業務
・後期高齢者医療制度に関する業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

保健福祉課長 福祉 金坂　久美子

１　保健福祉課所管業務の総括
２　連絡調整・高齢者支援・障がい者支援・子
育て支援・保健・地域保健活動グループ内の
組織管理の総括
３　児童、障がい者、高齢者福祉関係業務
４　保健師業務

福祉担当課長代理 事務 寺岡　敏和
・保健福祉課長の補佐
・高齢者支援・障がい者支援

企画調整担当課長代
理

事務 田中　　斉
・保健福祉課所管事業の企画調整
・所管業務にかかる連絡調整

保健担当課長代理 事務 丸山　マユミ
・保健福祉課長の補佐
・保健、感染症予防

子育て支援担当課長代理 福祉 上浦　深雪
・保健福祉課長の補佐
・子育て支援

保健副主幹兼担当係
長

保健 豆多　文子
・保健福祉課長(地域保健活動)の補佐
・保健師業務

担当係長☆
【連絡調整グループ】

事務 森本　英人 ・保健福祉課事務の総括

担当係長
【連絡調整グループ】

事務 遠藤　友希子
・福祉医療
・児童手当

保健福祉課（職員数105人）
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担当係長
【高齢者支援グループ】

事務 海老原　武史 ・高齢者支援グループ事務の総括

担当係長
【高齢者支援グループ】

事務 中尾　雅章 ・賦課収納事務

担当係長
【高齢者支援グループ】

事務 松川　麻美
・区アクションプランの実施
・高齢者支援

担当係長
【高齢者支援グループ】

保健 櫻井　美佐恵 ・高齢者、障がい者の虐待

担当係長
【障がい者支援グルー
プ】

事務 濱田　　豊
・精神・身体障がい者福祉
・難病
・特別児童扶養手当

担当係長
【障がい者支援グルー
プ】

福祉 矢田　直子
・障がい者自立支援制度
・知的障がい者福祉

担当係長
【子育て支援グループ】

事務 森　　美穂
・ＤＶ・児童虐待
・母子生活支援施設等

担当係長
【子育て支援グループ】

事務 松浦　由起子 ・保育所業務

担当係長
【子育て支援グループ】

事務 近藤　希代子
・ひとり親家庭自立支援
・児童扶養手当

担当係長
【子育て支援グループ】

保育 村井　美重子
・こども相談
・助産関係業務

副参事兼担当係長
【保健グループ】

事務 川本　信子
・保健グループ事務の総括
・健康づくり事業

担当係長
【保健グループ】

事務 仲埜　康代
・公害健康被害補償法等に関する事務
・感染症法に関する事務
・健康増進法関係業務

担当係長
【保健グループ】

薬剤 大橋　昭夫
・環境・食品衛生・公害関係業務
・食鳥処理法関係業務

担当係長
【地域保健活動グルー
プ】

保健 服部　保子
・高齢者保健福祉
・地域団体育成・支援
・保健師業務

担当係長
【地域保健活動グルー
プ】

保健 中岡　　幸
・精神保健福祉
・地域団体育成・支援
・保健師業務

生活支援担当課長 事務 原口　利充

１　生活支援第1・第2・第3・第4グループ所管
業務の総括
２　上記グループ内の組織管理の総括
３　生活保護関係業務の総括

生活支援担当課長代
理

事務 上山　　茂
・生活支援担当課長(生活保護)の補佐
・生活保護一般世帯の総括
・受付面接及び自立支援事業の総括

生活支援担当課長代
理

事務 石橋　和義
・生活支援担当課長(生活保護)の補佐
・高齢等生活保護世帯の総括

生活支援担当課長代
理

事務 小西　由郎
・生活支援担当課長(生活保護)の補佐
・生活保護一般世帯の総括
・適正化業務の総括
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担当係長
【生活支援第1グループ】

事務 辻井　一郎
・生活保護業務の庶務、経理
・医療介護事務

担当係長
【生活支援第1グループ】

事務 谷村　満夫
・新規の相談及び受付面接
・行旅死亡人取扱法

担当係長
【生活支援第1グループ】

事務 山内　真軌
・新規の相談及び受付面接
・行旅死亡人取扱法

担当係長
【生活支援第1グループ】

事務 近森　順子
・新規の相談及び受付面接
・行旅死亡人取扱法

担当係長
【生活支援第1グループ】

事務 西村　　仁 ・生活保護適正化に関すること

担当係長
【生活支援第1グループ】

福祉 高橋　幸子 ・民生委員・児童委員に関すること

担当係長
【生活支援第1グループ】

社教 森脇　麻千子 ・自立支援に関すること

担当係長
【生活支援第2グループ】

事務 山下　伸夫 ・一般生活保護世帯の査察指導

担当係長
【生活支援第2グループ】

事務 岩崎　和彦 ・一般生活保護世帯の査察指導

担当係長
【生活支援第3グループ】

事務 宮嶋　博樹 ・高齢等生活保護世帯の査察指導

担当係長
【生活支援第3グループ】

事務 井上　正則 ・高齢等生活保護世帯に関すること

担当係長
【生活支援第3グループ】

事務 前田　憲一 ・高齢等生活保護世帯に関すること

担当係長
【生活支援第4グループ】

事務 本田　健一 ・一般生活保護世帯の査察指導

担当係長
【生活支援第4グループ】

事務 妹尾　修 ・一般生活保護世帯の査察指導

担当係長
【生活支援第4グループ】

事務 川本　諭志 ・一般生活保護世帯の査察指導
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西 淀 川 区 役 所

人 事 総 務 課 (人 事 総 務 グ ル ー プ )( 企 画 調 整 グ ル ー プ )

(区 民 相 談 ・ 広 報 グ ル ー プ )

広報チーム、区民相談チーム

障がい者支援チーム、子ども家庭支援チーム

ま ち づ く り 推 進 課
(ク リ ー ン に し て グ リ ー ン な
ま ち づ く り グ ル ー プ )

保 健 福 祉 セ ン タ ー
＊保健福祉センター所長（区長）を補助する組織として保健課及
び福祉課を充てるとともに、保健福祉センター所長を補助する職
として区役所生活支援担当課長、医務主幹及び保健副主幹を充
てています。

窓 口 サ ー ビ ス 課 ( 住 民 情 報 担 当 )

人事・庶務チーム、経理・管財チーム

選挙・統計チーム

まちづくり推進チーム、防災防犯チーム

工業・商業活性化チーム

( 保 険 年 金 担 当 )

福 祉 課 (福 祉 サ ー ビ ス グ ル ー プ )

高齢者支援チーム

地域保健活動チーム

企画チーム、教育支援チーム

(地 域 活 動 支 援 グ ル ー プ )

クリーンにしてグリーンなまちづくりチーム 生涯学習推進チーム、地域活動支援チーム

(ま ち づ く り 推 進 グ ル ー プ )

福祉管理チーム

保 健 課 (保 健 推 進 グ ル ー プ )

保健管理チーム、生活環境チーム

(生 活 支 援 グ ル ー プ )

支援管理チーム、第1～4支援チーム

(福 祉 推 進 グ ル ー プ )
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補職 職種 氏名
区長
<西淀川区保健福祉セン
ター所長兼務>

事務 西田　淳一

副区長 事務 阪田　　洋

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

人事総務課長 事務 藤堂　久洋
１　人事総務課所管業務の総括
２　区内組織管理業務の総括
３　他の担当の主管に属しない業務

人事総務課長代理
【人事総務グループ】

事務 平野　皆子
・総務課長の補佐
・選挙関係業務
・統計調査業務

区会計管理者
（再任用）

事務 辻　　雄二 ・区会計管理業務

人事・庶務担当係長
【人事総務グループ】

事務 西尾　哲也
・総務課事務の総括
・区役所の文書、人事及び給与
・他の担当の主管に属しない業務

経理・管財担当係長
【人事総務グループ】

事務 小林　久美子
・区役所の予算、決算及び物品
・管財関係

選挙・統計担当係長
【人事総務グループ】

事務 豊嶋　徹
・選挙関係業務
・統計調査業務

企画調整担当課長
【企画調整グループ】

事務 中野　義宣
１　連絡調整
２　総合企画調整

企画調整担当課長代理
【区民相談・広報グルー
プ】

事務 白方　集子
・区民相談
・広報業務

企画担当係長
【企画調整グループ】

事務 森田　元幸
・総合企画調整
・運営方針

区民相談担当係長
【区民相談・広報グルー
プ】

事務 蓮元　宏幸
・市民の声
・区民相談
・区民モニター

広報担当係長
【区民相談・広報グルー
プ】

事務 小寺　俊則 ・広報業務

教育支援担当係長
【企画調整グループ】

社会教
育主事 垣内　由香 ・教育支援業務

教育支援担当係長
<まちづくり推進課副参事
兼生涯学習連携担当係長
兼務）
【企画調整グループ】

事務 南　　秀雄 ・教育支援業務

区政推進担当課長
＜窓口サービス課長兼務
＞
【人事総務グループ】

事務 枡田　武彦 １　区政推進

西淀川区役所（職員数１６８人）

総務課（職員数　２４人）
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補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

まちづくり推進課長
【まちづくり推進グループ】

事務 柴﨑　　勉

１　課内の総括
２　バス路線設置等
３　放置自転車対策
４　工業活性化
５　商店街振興

安全防犯担当課長代理
【まちづくり推進グループ】

事務 筒井　和弘
・防災、災害弔慰金
・防犯
･交通安全対策

まちづくり推進課副参事
＜人事総務課教育支援担
当係長兼生涯学習推進担
当係長兼務＞
【まちづくり推進グループ】

事務 南　　秀雄 ・まちづくり推進事業

工業・商業活性化担当係
長
【まちづくり推進グループ】

事務 篠原　正徳
・工業活性化業務
・商店街振興

まちづくり推進担当係長
＜防災・防犯担当係長兼
務）
【まちづくり推進グループ】

事務 横内　雄一郎
・赤バス、バス路線設置等
・放置自転車対策

防災・防犯担当係長
【まちづくり推進グループ】

事務 松井　久仁夫 ・防災及び災害弔慰金

防災・防犯担当係長
【まちづくり推進グループ】

事務 横内　雄一郎 ・防犯･交通安全対策

クリーンにしてグリーンなま
ちづくり担当課長
【クリーンにしてグリーンな
まちづくりグループ】

土木 藤田　眞 １　担当内の総括

クリーンにしてグリーンなま
ちづくり担当課長代理
【クリーンにしてグリーンな
まちづくりグループ】

事務 戸田　清治 ・緑化・環境美化

クリーンにしてグリーンなま
ちづくり担当係長
【クリーンにしてグリーンな
まちづくりグループ】

事務 シャープ幸子 ・緑化・環境美化

地域活動支援担当課長
【地域活動支援グループ】

事務 石川　知子 １　担当内の総括

地域活動支援担当課長代
理
【地域活動支援グループ】

事務 中山　浩行

・地域活動協議会
・地域担当制
・地域集会施設等
・市民活動団体
・社会教育団体

生涯学習推進担当係長
＜まちづくり推進課副参事
兼人事総務課教育支援担
当係長兼務＞
【地域活動支援グループ】

事務 南　　秀雄

・市民活動団体
・社会教育団体
・人権啓発
・生涯学習

まちづくり推進課（職員数　２７人）
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地域活動支援担当係長
【地域活動支援グループ】

事務 梶　一夫

・地域活動協議会
・地域担当制
・区社会福祉協議会
・地域集会施設等

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担
窓口サービス課長
＜区政推進担当課長兼務
＞

事務 枡田　武彦 １　課内の総括

住民情報担当課長代理
【住民情報担当】

事務 辻井　   修
・戸籍
・住民基本台帳業務

担当係長
【住民情報担当】

事務 岸本　宏樹 ・住民登録

担当係長
【住民情報担当】

事務 渡辺　康子 ・住民登録

担当係長
【住民情報担当】

事務 鼓　　 美樹 ・戸籍

保険年金担当課長代理
【保険年金担当】

事務 河野　　收 ・第三者行為に伴う求償

担当係長
【保険年金担当】

事務 奥堀　正和 ・保険管理関係事務の総括

担当係長
【保険年金担当】

事務 浦田　憲昭
・区保険年金事務の総合調整
・国民健康保険料の収納

担当係長
【保険年金担当】

事務 柴田　義昭
・保険関係事務の総括
・後期高齢者医療事務

担当係長
【保険年金担当】

事務 三浦　一仁
・国民健康保険の給付及び求償事務
・出産一時金、葬祭費の支給
・特定健康診査関係業務

担当係長
【保険年金担当】

事務 村上　博哉 ・国民年金関係業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

福祉課長 福祉 日野　久子 １　課内の総括

福祉課長代理
【福祉推進グループ】

事務 角野　敏彦
・民生委員、児童委員関係業務
・アクションプラン、企画

福祉課長代理
【福祉サービスグループ】

福祉 溝口　真理子
・福祉５法
・介護保険

担当係長☆
【福祉推進グループ】

事務 浅井　修二 ・保健福祉

担当係長
【福祉サービスグループ】

事務 山野　　強 ・地域支援

担当係長
【福祉サービスグループ】

福祉 井口　友子 ・DV・児童虐待に関する業務

担当係長
【福祉サービスグループ】

保健 貝田　朋子
・高齢者虐待、障がい者虐待対応
・地域包括支援センターの指導等

担当係長
【福祉サービスグループ】

事務 鹿野　一人
・子育て支援事業連絡調整業務
・児童福祉施設徴収金

担当係長
【福祉サービスグループ】

保育 金一　美鈴
・区における子ども相談業務
・DV・児童虐待に関する業務

担当係長
【福祉推進グループ】

事務 平井　せつ子 ・医療助成事務総括

福祉課（職員数　６４人）

窓口サービス課（職員数　３２人）
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担当係長
【福祉サービスグループ】

事務 出水　美和

・ひとり親家庭支援関係業務
・児童手当関係業務
・児童扶養手当関係業務
・母子寡婦福祉貸付関係業務

担当係長
【福祉サービスグループ】

事務 新妻　美穂 ・保育所関係業務

担当係長
【福祉サービスグループ】

事務 澤田　康正
・精神保健福祉関係業務
・障がい者団体連絡調整

担当係長
【福祉サービスグループ】

事務 井岡　秀規
・障がい者自立支援法、身体・知的・精神障がい者
福祉関係業務

担当係長
【福祉サービスグループ】

事務 家熊　直 ・介護保険関係事務の総括

担当係長
【福祉サービスグループ】

事務 島田　しのぶ ・介護保険の給付、認定業務

担当係長
【福祉サービスグループ】

事務 木村　千佐子 ・保険料の賦課・収納業務

担当係長
【福祉推進グループ】

事務 岡地　　武
・民生委員、児童委員関係業務
・アクションプラン他企画及び連絡調整

生活支援担当課長
【生活支援グループ】

事務 梅津　弘 １　担当内の総括

生活支援担当課長代理
【生活支援グループ】

事務 新田　典子
・生活保護
・生活保護の適正化対策
・不正受給対策

担当係長
【生活支援グループ】

福祉 山城　香織
・第１支援担当事務の総括
・生活保護法に係る査察指導

担当係長
【生活支援グループ】

事務 徳田　将也 ・庶務・経理・医療事務の総括

担当係長
【生活支援グループ】

事務 吉田　真司
・第２支援担当事務の総括
・生活保護法に係る査察指導

担当係長
【生活支援グループ】

事務 藤原　　司
・第３支援担当事務の総括
・生活保護法に係る査察指導

担当係長
【生活支援グループ】

福祉 岩男　　 茂
・第４支援担当事務の総括
・生活保護法に係る査察指導

担当係長
【生活支援グループ】

事務 小山　淳子 ・生活保護受給者の自立・就労支援

担当係長
【生活支援グループ】

事務 谷口　和男
・生活保護法に係る受付面接事務
・生活保護法事務関係機関連絡業務

担当係長
【生活支援グループ】

事務 中村　裕 ・生活保護の適正化対策関係業務

係主査
【生活支援グループ】

事務 柳田　安彦 ・生活保護関係業務

保健課長
【保健推進グループ】

事務 川野　貴洋

１　保健グループ所管業務の総括
２　保健グループ内組織管理の総括
３　地域における各種保健関係業務
４　地域における健康危機管理関係業務

西淀川区役所医務主幹<
保健所感染症担当医務主
幹兼務>
【保健推進グループ】

医師 廣川　秀徹
１　医師業務
２　医学的指導業務

保健副主幹兼保健課担当
係長
【保健推進グループ】

保健 前川　寿子 ・保健指導業務の総括

担当係長
【保健推進グループ】

事務 山代　信吾
・保健推進グループ事務の総括
・各種団体、保健事業の調整
・母子保健事業

保健課（職員数　１９人）
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担当係長
【保健推進グループ】

事務 森川  昭二
・公害健康被害の補償等に関する法律関係業務
・健康増進業務
・感染症予防法（結核）関係業務

担当係長
【保健推進グループ】

保健 音田　陽子 ・保健指導業務

担当係長
【保健推進グループ】

保健 田中　充子 ・精神保健福祉関係業務

担当係長
【保健推進グループ】

獣医 津崎　貴則 ・生活環境事務
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保 健 福 祉 セ ン タ ー ＊保健福祉センター所長（副区長）を補助する組織として保健福祉課を充て
るとともに、保健福祉センター所長を補助する職として区役所生活支援担当
課長、医務主幹及び保健副主幹を充てています。

保 健 福 祉 課

窓 口 サ ー ビ ス 課

淀 川 区 役 所

総 務 課

政 策 企 画 課

市 民 協 働 課
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補職 職種 氏名

区長 事務 榊　正文

副区長
＜淀川区保健福祉セン
ター所長兼務＞

事務 原　法康

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 佐々井　茂
１　総務課所管業務の総括
２　区内組織管理業務の総括
３　市会関係業務

総務課長代理
<政策企画課長代理兼務
>

事務 白方　昌秀
・総務課長の補佐
・連絡調整業務

区会計管理者 事務 宇多　眞次
・区会計管理業務
・財産区

担当係長☆ 事務 山田　恭
・総務課事務の総括
・区役所の文書、人事及び給与

担当係長 事務 昇　辰雄
・区役所の予算、決算及び物品
・庁舎の維持管理
・財産区

担当係長 事務 矢野　雅治
・区選挙管理委員会
・統計調査

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

政策企画課長 事務 渋谷　靖

１　政策企画担当業務の総括
２　担当内組織管理の総括
３　区民参画のまちづくりの企画立案及び支援
４　区運営方針関係業務
５　区配分予算の編成における調整業務
６　他の課の主管に属しない業務

政策企画課長代理 事務 佐多　隆彰
・政策企画課長の補佐
・連絡調整業務

政策企画課長代理（兼）
<総務課長代理兼務>

事務 白方　昌秀
・政策企画課長の補佐
・広聴・広報
・区長特命業務にかかる進捗管理

担当係長☆ 事務 黒川　泰弘

・区行政に係る事項の調査及び企画
・区内の各種事務事業の総合調整
・区長施策要望
・区民参画のまちづくり支援
・他の課の主管に属しない業務

担当係長 事務 片山　良尚
・広報
・区長特命業務

担当係長 事務 岡嶋　英樹

・広聴
・市民の各種相談その他広聴
・屋外広告物
・区長特命業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

市民協働課長 事務 浅雛　義直

１　市民協働課所管業務の総括
２　課内組織管理の総括
３　地域の振興
４　防災及び災害援助
５　地域団体協力・支援
６　地域担当

市民協働課長代理 事務 山西　敬治

・市民協働課長の補佐
・地域の振興
・区民参画のまちづくりの企画立案及び支援
・生涯学習の支援及び情報提供

淀川区役所（職員数236人）

総務課（職員数15人）

市民協働課（職員数36人）

政策企画課（職員数8人）
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相談調整担当課長代理 技術 斎木 　亮一
・防災・災害救助
・災害援護資金業務
・区民参画のまちづくりの企画立案及び支援

担当係長☆ 事務 山本　雅昭
・市民協働課事務の総括
・地域の振興
・地域団体協力・支援

担当係長 事務 滝口　豊
・区民参画のまちづくりの企画立案及び支援
・防災・災害救助
・災害援護資金業務

担当係長 事務 上林　里美
・地域担当
・地域団体協力・支援
・商工業活性化事業

担当係長 事務 中村　賢治
・地域の安全対策
・地域担当

担当係長 事務 山崎　有希子
・地域担当
・地域活動協議会

教育支援担当課長 社教 渡部　祥代

１　教育支援
２　地域団体協力・支援
３　区民参画のまちづくりの企画立案及び支援
４　人権意識の高揚及び啓発
５　生涯学習の支援及び情報提供

教育支援担当課長代理 事務 中山　浩司

・教育支援担当課長の補佐
・教育支援
・地域団体協力・支援
・地域担当
・人権意識の高揚及び啓発
・商工業活性化事業

担当係長 社教 濵中　靖子

・教育支援
・成人・青少年の社会教育
・人権意識の啓発
・人権施策にかかる連絡調整
・地域団体協力・支援

担当係長 社教 本田　真弓
・教育支援
・生涯学習の支援及び情報提供

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

窓口サービス課長 事務 中園　秀人

１　窓口サービス課（住民登録・戸籍）担当業務の総
括
２　課内組織管理の総括
３　戸籍業務

住民情報担当課長代理 事務 三浦　哲也

・窓口サービス課長の補佐
・窓口事務の改善計画の推進
・戸籍業務
・住民基本台帳業務

担当係長☆ 事務 土井　信之
・住民登録事務の総括
・届出書、申請書の受付並びに各種証明書の交付
・事務の計画及び改善

担当係長 事務 樫本　正美
・住民登録業務(審査含む)
・住民基本台帳等ネットワークシステム業務
・公的個人認証サービス業務

担当係長 事務 佐伯　明子 ・戸籍関係業務(審査含む)

保険年金担当課長 事務 安井　孝次

１　窓口サービス課（保険年金）担当業務の総括
２　担当内組織管理の総括
３　国民健康保険業務
４　国民年金業務

保険年金担当課長代理 事務 今林　昭一
・保険年金担当課長の補佐
・国民健康保険業務
・国民年金業務

担当係長 事務 山岡　敬和
・保険管理担当事務の統括
・国民健康保険料収納業務

担当係長 事務 石田　晃一 ・国民健康保険料収納業務
担当係長 事務 松山　雅彦 ・保険担当事務の総括
担当係長 事務 今村　崇 ・保険給付
担当係長 事務 高岡　高見 ・国民年金業務

窓口サービス課（職員数51人）
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補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

保健福祉課長 福祉 髙部　修

１　保健福祉課（保健福祉）所管業務の総括
２　課内組織管理の総括
３　保健師業務
４　地域における各種保健福祉関係業務
５　地域における健康危機管理関係業務

淀川区役所医務主幹
（兼）
<健康福祉局医務監兼市
立環境科学研究所医務
主幹兼務>

医師 澤田　好伴
・医師業務
・医学的指導業務

福祉担当課長代理 事務 竹田　薫
・保健福祉課長の補佐
・障害者・高齢者福祉関係業務
・介護保険業務

保健副主幹 保健 高橋　育美 ・保健福祉総合相談の総括

担当係長☆ 事務 春本　千穗
・保健福祉業務の総括
・保健福祉の総合相談

担当係長 事務 中村　　豊
・医療助成
・児童手当

担当係長 事務 小畑　正弘
・身体障害者福祉
・区内障害者団体の指導育成

担当係長 事務 山村　　聡
・障害者自立支援
・障害者施設入所・通所処遇相談

担当係長 保健 長沼　和子
・高齢者支援
・障害者虐待支援

担当係長 事務 木田　和利
・介護保険業務総括
・介護保険にかかる総合相談

担当係長 事務 浅野　昌子
・介護保険資格・賦課
・要介護認定

担当係長 事務 大吉　浩
・介護給付
・要介護認定

保健・子育て支援担当課
長

福祉 嶌岡　理恵
１　子育て支援・ひとり親支援・ＤＶ関係業務
２　健康づくり・健康相談関係業務

保健・子育て支援担当課
長代理

事務 萩野　広子
・保健・子育て支援担当課長の補佐
・運営事務の総括

担当係長 事務 倉持　一行
・運営事務業務
・感染症対策

担当係長 事務 武中　宏行
・医療法
・特定疾患

担当係長 事務 山村　良子
・精神保健福祉
・公害健康被害補償法
・健康増進法等業務

担当係長 栄養 山本　典子 ・栄養指導業務

担当係長 薬剤 石黒　正博
・環境・食品・環境保全
・生活環境学習

保健副主幹兼担当係長 保健 宮川　淳子 ・地域保健活動業務の総括
担当係長 保健 西本　清美 ・精神保健福祉相談
担当係長 保健 松浦　和代 ・健康相談業務

担当係長 事務 松本　宣子
・子育て支援
・児童虐待の相談
・保育所業務

担当係長 事務 森　　一代
・子育て支援
・ひとり親家庭等の自立支援
・夫等からの暴力に関する相談

担当係長 保育 津山　貴子
・子育て支援
・子ども相談
・児童虐待対策会議

生活支援担当課長 事務 下田　英二

１　保健福祉課（生活支援）担当業務の総括
２　担当内組織管理の総括
３　生活保護関係業務
４　民生委員・児童委員との連絡調整

保健福祉課（職員数126人）
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生活支援担当課長代理 事務 喜多　幸生
・生活支援担当課長の補佐
・生活保護業務の査察指導

生活支援担当課長代理 事務 谷村　智史
・生活支援担当課長の補佐
・生活支援事務の適正化
・生活保護業務の査察指導

副参事兼担当係長 事務 楠本　安春 ・生活支援事務業務
担当係長 事務 八木　勝 ・生活支援事務業務
担当係長 事務 濱　幸二 ・生活保護業務の査察指導
担当係長 事務 中居　秀和 ・生活保護業務の査察指導
担当係長 事務 木原　純子 ・生活保護業務の査察指導
担当係長 事務 田坂　浩 ・生活保護業務の査察指導
担当係長 事務 高尾　聖士 ・生活保護業務の査察指導
担当係長 福祉 中野　涼 ・生活保護業務の査察指導
担当係長 事務 坂本　三朗 ・自立支援業務
担当係長 事務 河本　愛邦 ・生活支援事務の適正化
担当係長 事務 酒田　常司 ・生活保護(面接)業務
担当係長 事務 大下　好則 ・生活保護(面接)業務
担当係長 事務 山内　康二 ・生活保護(面接)業務
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