
福祉局

自 立 支 援 課
(ホームレス自立支援
グ ル ー プ )

（生活困窮者自立支援
グ ル ー プ ）

（ 緊 急 入 院 保 護
グ ル ー プ ）

（高齢施設グループ）

障 が い 者 施 策 部

高 齢 福 祉 課

高 齢 者 施 策 部

高 齢 施 設 課

経 理 ・ 企 画 課 （ 企 画 グ ル ー プ ）

障 が い 支 援 課
（ 自 立 支 援 事 業
グ ル ー プ ）

地 域 福 祉 課

障 が い 福 祉 課

（ 管 財 グ ル ー プ ）

保 険 年 金 課

保 護 課

運 営 指 導 課

(企 画 グ ル ー プ )(認知症施策グループ)
（在宅サービス事業
グ ル ー プ ）

福 祉 局

総 務 部

総 務 課 (総 務 グ ル ー プ )

生 活 福 祉 部

(法人監理グループ)

（ 給 付 グ ル ー プ ）

（ 総合福祉 シス テム
グ ル ー プ ）

（ 認 定 グ ル ー プ ）

(人 事 ・ 勤 務 条 件
グ ル ー プ )

（経理・調達グループ）

（ 医 療 グ ル ー プ ）

（医療助成グループ）

（査察指導グループ）

(推 進 グ ル ー プ )

（ 保 険 グ ル ー プ ）

（ 施 設 グ ル ー プ ）

（ 給 付 金 グ ル ー プ ）

（ 施 設 グ ル ー プ ）

（指定・指導グループ）

（後期高齢グループ）

(企 画 グ ル ー プ ) (相談支援グループ)

(企 画 グ ル ー プ )

（ 適 正 化 グ ル ー プ ）

（ 収 納 グ ル ー プ ）

（ 管 理 グ ル ー プ ）

（ 保 護 グ ル ー プ ）

（保健事業グループ）
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(心 理 グ ル ー プ )(相 談 グ ル ー プ )(支 援 グ ル ー プ )

介 護 保 険 課 （ 管 理 グ ル ー プ ）

(管 理 グ ル ー プ )

（ 認 定 グ ル ー プ ）

(庶 務 グ ル ー プ )

（指定・指導グループ）

（施設運営グループ）

(附属病院グループ)

(経営企画グループ)

(計 理 グ ル ー プ )

診 療 所

相 談 課

心 身 障 が い 者
ﾘﾊ ﾋ ﾞ ﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ ｾ ﾝ ﾀ ｰ

管 理 課

各 診 療 科

中 央 臨 床 検 査 部

附 属 病 院

管 理 課

（発達障がい者支援
グ ル ー プ ）

看 護 部

薬 剤 部

弘 済 院

い き が い 課

（保険給付グループ）

（いきがいグループ）
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補職 職種 氏名
局長 事務 西嶋　善親

補職 職種 氏名 事務分担

理事 事務 山口　浩明
１　局運営に係る重要事項の調査、企画及び総合
調整

補職 職種 氏名
部長 事務 吉村　浩

補職 職種 氏名 事務分担

事業者等指導担当部長 事務 西田　正純 １　法人・施設・事業者指導事務の統括

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 酒井　愼吾
１　局の文書、関係諸規程、広聴広報
２　局業務にかかる進行管理及び連絡調整

担当係長
【総務グループ】

事務 伊藤　奈美

・文書等庶務関連業務にかかる連絡調整
・総括文書主任及び公印取扱責任者業務
・情報化推進等関連業務
・庁舎管理等関連業務等
・文書主任業務

福祉局（職員数669人）

総務部（職員数70人）

総務課（職員数34人）

・文書主任業務

担当係長
【総務グループ】

事務 西川　隆行
・局所管の条例・規則等関連業務
・コンプライアンス関連業務

担当係長
【総務グループ】

事務 福原　範彦

・広聴関連業務
・災害等関連業務
・表彰等関連業務
・寄付等関連業務

担当係長
【総務グループ】

事務 小野澤　大輔

・局ホームページ関連業務
・広報・報道関連業務
・公文書公開・個人情報保護等業務

人事・勤務条件担当課
長

事務 川崎　武司
１　局員の人事及び服務
２　勤務条件その他労務
３　局員の福利厚生及び安全衛生管理

担当係長
【人事・勤務条件グルー
プ】

事務 吉田　雅晴
・局員の人事及び服務
・勤務条件その他労務

担当係長
【人事・勤務条件グルー
プ】

事務 宮本　治

・局員の人事及び服務
・勤務条件その他労務
・局員の給与
・局員の研修
・局員の福利厚生及び安全衛生管理

法人監理担当課長 事務 中辻　宏幸
１　社会福祉法人監理業務
２　民間社会福祉施設指導育成業務

担当係長
【法人監理グループ】

事務 皆川　昌子
・社会福祉法人許認可関連業務
・無料低額診療事業等監理業務
・文書主任業務
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担当係長
【法人監理グループ】

事務 上山　雅之 ・社会福祉法人施設指導監査関連業務

担当係長
【法人監理グループ】

事務 長綱　秀樹 ・社会福祉法人施設指導監査関連業務

担当係長
【法人監理グループ】

事務 榎本　亮平 ・社会福祉法人施設指導監査関連業務

担当係長
【法人監理グループ】

事務 上田　聡 ・社会福祉法人許認可関連業務

補職 職種 氏名 事務分担

給付金担当部長
＜財政局給付金税情報
担当部長、こども青少年
局子育て臨時給付金担
当部長兼務＞

事務 粟屋　千惠子 １　臨時福祉給付金関係業務の統括

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担
経理・企画課長 事務 小野　雅一 １　局の予算、決算、物品の調達及び契約
経理担当課長代理 事務 小谷　眞 ・局の予算、決算、物品の調達及び契約

担当係長
【経理・調達グループ】

事務 大谷　省吾 ・局の予算、決算

担当係長
【経理・調達グループ】

事務 安長　生史
・局の予算、決算
・物品の調達及び契約

企画担当課長 事務 川崎　邦夫

１　局業務に関する総合的企画、調査及び連絡調
整
２　大都市制度
３　市政改革プラン及び局運営方針
４　局所管の外郭団体等の監理

経理・企画課（職員数36人）

４　局所管の外郭団体等の監理

企画担当課長代理 事務 関口　富美夫

・局業務に関する総合的企画、調査及び連絡調整
・大都市制度
・市政改革プラン及び局運営方針
・局所管の外郭団体等の監理

担当係長
【企画グループ】

事務 森　和俊

・局業務に関する総合的企画、調査及び連絡調整
・大都市制度
・市政改革プランの進捗管理
・文書主任業務

担当係長
【企画グループ】

事務 日田　実
・局業務に関する総合的企画、調査及び連絡調整
・局運営方針
・局所管の外郭団体等の監理業務

給付金担当課長
＜財政局税務部給付金
税情報担当課長兼務＞

事務 難波　勉 １　臨時福祉給付金関係業務

給付金担当課長
＜財政局税務部課税課
給付金税情報担当課長
兼務＞

事務 児玉　克敏 １　臨時福祉給付金関係業務

給付金担当課長代理
＜財政局税務部課税課
給付金税情報担当課長
代理兼務＞

事務 村上　智生 ・臨時福祉給付金関係業務
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給付金担当課長代理
＜財政局税務部給付金
税情報担当課長代理兼
務＞

事務 伊藤　策郎 ・臨時福祉給付金関係業務

担当係長
【給付金グループ】
＜財政局税務部課税課
担当係長兼務＞

事務 髙田　吏司
・臨時福祉給付金関係業務
・文書主任業務

担当係長
【給付金グループ】
＜財政局税務部課税課
担当係長兼務＞

事務 松崎　友彦 ・臨時福祉給付金関係業務

担当係長
【給付金グループ】
＜財政局税務部課税課
担当係長兼務＞

事務 入山　裕 ・臨時福祉給付金関係業務

担当係長
【給付金グループ】
＜財政局税務部課税課
担当係長兼務＞

事務 天野　泰代 ・臨時福祉給付金関係業務

管財担当課長 事務 新原　雅佳
１　局所管不動産の管理
２　局所管施設の建設及び改良(他の部の所管に
属するものを除く)

管財担当課長代理 電気 菱井　隆之
・局所管不動産の管理
・局所管施設の建設及び改良(他の部の所管に属
するものを除く)

担当係長
【管財グループ】

事務 依田　清豪
・局所管不動産の管理
・文書主任業務

担当係長
【管財グループ】

建築 中村　栄作 ・局所管施設の建設及び改良

補職 職種 氏名
部長 事務 久保　直也

地域福祉課（職員数40人）
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

地域福祉課長 事務 平井　禎則
１　部内業務の連絡調整(総括)
２　福祉にかかる企画調整
３　区の福祉推進体制の強化支援

地域福祉課長代理 事務 池田　美穗子 ・福祉にかかる企画・連絡調整業務

担当係長
【企画グループ】

事務 山本　勝三
・部の庶務関連業務の総括
・保健福祉センター企画調整業務
・文書主任業務

担当係長
【企画グループ】

福祉 松藤　栄治
・区の福祉推進体制の強化支援業務
・総合的な相談支援体制にかかる業務

担当係長
【企画グループ】

事務 花田　佳幸
・区の福祉推進体制の強化支援業務
・社会福祉協議会関係業務

奨学金債権管理担当課
長代理
＜教育委員会事務局総
務部学事課奨学金債権
管理担当課長代理兼務
＞

事務 出口　鉄也 ・奨学金債権管理業務

生活福祉部（職員数224人）
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奨学金債権管理担当課
長代理（兼）
＜教育委員会事務局総
務部学事課奨学金債権
管理担当課長代理兼務
＞

事務 堀川　隆史 ・奨学金債権管理業務

担当係長
【企画グループ】
＜教育委員会事務局総
務部学事課担当係長兼
務＞

事務 木本　順造 ・奨学金債権管理業務

担当係長（兼）
【企画グループ】
＜教育委員会事務局総
務部学事課担当係長兼
務＞

事務 合田　正和 ・奨学金債権管理業務

担当係長（兼）
【企画グループ】
＜教育委員会事務局総
務部学事課担当係長兼
務＞

事務 山岡　祐二 ・奨学金債権管理業務

連絡調整担当課長
＜健康局健康推進部連
絡調整担当課長兼務＞

事務 朝間　一浩

１　新たな区への移行に向けた保健福祉施策の体
制整備にかかる連絡調整
２　保健福祉センター業務にかかる区長指示の連
絡調整
３　債権管理

担当係長
【企画グループ】

・新たな区への移行に向けた保健福祉施策の体制
整備にかかる連絡調整業務【企画グループ】

＜健康局健康推進部健
康施策課担当係長兼務
＞

事務 甲斐　剛士
整備にかかる連絡調整業務
・保健福祉センター業務にかかる区長指示の連絡
調整業務
・福祉五法にかかる企画調整業務

担当係長
【企画グループ】

事務 平山　大志 ・債権管理にかかる業務

福祉活動支援担当課長 事務 塩谷　尚俊
１　地域福祉活動推進・民生委員
２　福祉人材の養成・確保

担当係長
【企画グループ】

事務 中野　真一
・地域福祉活動推進にかかる業務
・コミュニティソーシャルワーク推進に係る業務

担当係長
【企画グループ】

事務 堺　治昭
・民生委員関係業務
・地域での見守り体制構築支援業務

担当係長
【企画グループ】

事務 佐ノ木　剛

・福祉人材養成関係業務
・ボランティア活動振興にかかる業務
・社会福祉研修・情報ｾﾝﾀｰ関係業務
・福祉有償運送

総合福祉システム担当課
長

事務 冨田　哲太郎 １　総合福祉システムの開発・運用

担当係長
【総合福祉システムグ
ループ】

事務 望月　毅
・総合福祉システムの開発・運用
・文書主任業務

担当係長
【総合福祉システムグ
ループ】

事務 三方　盛晶
・総合福祉(五法)システムの開発・運用
・総合福祉システムの再構築

担当係長
【総合福祉システムグ
ループ】

事務 松本　総司
・総合福祉(五法)システムの開発・運用
・総合福祉システムの再構築
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担当係長
【総合福祉システムグ
ループ】

事務 藤川　悦二
・総合福祉(五法)システムの開発・運用
・総合福祉システムの再構築

担当係長
【総合福祉システムグ
ループ】

事務 岩城　浩二
・総合福祉(五法)システムの開発・運用
・総合福祉システムの再構築

担当係長
【総合福祉システムグ
ループ】

事務 森　昌也
・総合福祉(生保)システムの開発・運用
・総合福祉システムの再構築

担当係長（兼）
【総合福祉システムグ
ループ】
＜こども青少年局保育施
策部保育企画課担
当係長兼務＞

事務 山下　哲郎 ・こども子育て支援制度システムの構築

相談支援担当課長 事務 山本　博章
１　障がい者・高齢者虐待防止関係業務
２　成年後見制度・後見的支援業務

相談支援担当課長代理 保健 石神　朋子
・障がい者・高齢者虐待防止関係業務
・成年後見制度・後見的支援業務

担当係長
【相談支援グループ】

事務 横川　昌明
・権利擁護関係業務
・文書主任業務

担当係長
【相談支援グループ】

福祉 三浦　晶子 ・障がい者・高齢者虐待防止関係業務

担当係長
【相談支援グループ】

福祉 田中　恵子 ・障がい者・高齢者虐待防止関係業務

担当係長
【相談支援グループ】

保健 中野　真由美 ・障がい者・高齢者虐待防止関係業務

補職 職種 氏名 事務分担

生活困窮者自立支援室
長

事務 稲嶺　一夫
１　ホームレス自立支援
２　あいりん対策
３　生活困窮者自立支援

自立支援課（職員数45人）
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

自立支援課長 事務 蔵野　和男
１　ホームレス自立支援
２　あいりん対策

自立支援課長代理 事務 貴志　嘉範
・ホームレス自立支援業務全般
・あいりん対策関連業務全般

担当係長
【ホームレス自立支援グ
ループ】

事務 浦川　伸一
・予算、決算
・文書主任業務
・巡回相談関連業務

担当係長
【ホームレス自立支援グ
ループ】

事務 家舗　守高
・自立支援センター関係業務
・生活ケアセンター関係業務

担当係長
【ホームレス自立支援グ
ループ】

事務 中野　哲弥
・あいりんのあり方検討に関する業務
・あいりん対策関連業務
・就労支援関係業務

担当係長
【ホームレス自立支援グ
ループ】

事務 木村　広樹
・あいりん対策関連業務
・越年対策関連業務

担当係長
【ホームレス自立支援グ
ループ】

事務 南　　勲

・環境改善地区の環境改善事業
・あいりん貯蓄組合の清算業務
・西成市民館の監理、監督
・その他特命
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係主査
【ホームレス自立支援グ
ループ】

事務 樋口　桂一

・環境改善地区の環境改善事業
・あいりん貯蓄組合の清算業務
・西成市民館の監理、監督
・その他特命

生活困窮者支援担当課
長

事務 辻川　貴美子
１　生活困窮者自立支援
２　住宅支援給付

生活困窮者支援担当課
長代理

事務 田中　登美子
・生活困窮者自立支援業務全般
・住宅支給給付にかかる業務全般

担当係長
【生活困窮者自立支援グ
ループ】

事務 古松　良章
・生活困窮者支援対策業務
・住宅支援給付にかかる業務

担当係長
【生活困窮者自立支援グ
ループ】

事務 岸本　尚人
・住宅支援給付にかかる業務
・生活困窮者支援対策業務

緊急入院保護担当課長 事務 前田　典男
１　生活保護法関連
２　緊急入院保護業務センターの管理、運営

担当係長
【緊急入院保護グルー
プ】

事務 庚申　健太郎
・生活保護法に基づく保護の決定、支払業務
・緊急入院保護業務センターの管理、運営業務
・文書主任及び公印取扱責任者業務

担当係長
【緊急入院保護グルー
プ】

事務 山下　直也
・生活保護法に基づく保護・措置の決定
・要保護者の更生指導

担当係長
【緊急入院保護グルー
プ】

事務 川崎　治郎
・生活保護法に基づく保護・措置の決定
・要保護者の更生指導

補職 職種 氏名 事務分担補職 職種 氏名 事務分担

生活保護制度担当部長 福祉 畠山　節子 １　生活保護に係る調査、企画及び連絡調整

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

保護課長 事務 川勝　洋一
１　生活保護業務全般(適正化・実施体制・自立支
援・指導監査・関係団体等)

保護課長代理 事務 南野　宝弘
・生活保護業務の連絡調整(総括)
・生活保護実施体制関連業務(専)

担当係長
【保護グループ】

事務 松本　昌幸
・生活保護業務全般(医療扶助・介護扶助を除く)
・文書主任及び公印取扱責任者業務

担当係長
【保護グループ】

事務 福井　和幸 ・生活保護実施体制関連業務

担当係長
【保護グループ】

事務 小林　直樹 ・生活保護実施体制関連業務

担当係長
【保護グループ】

事務 辻野　充宏 ・生活保護の改善・検討・実施要領関連業務

担当係長
【保護グループ】

福祉 河北　弥生 ・生活保護の改善・検討・実施要領関連業務

担当係長
【保護グループ】

事務 寺田　晃 ・中国残留邦人等生活支援業務

担当係長
【保護グループ】

事務 中塚　亘俊 ・自立支援事業関連業務

福祉支援担当課長代理 福祉 向井　順子
・保護適正化関連業務
・関係機関・団体との連絡調整
・要援護者の福祉支援関連業務(専)

保護課（職員数53人）

・要援護者の福祉支援関連業務(専)
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担当係長
【医療グループ】

事務 井上　愼一
・医療・介助扶助関係事務の改善、検討業務
・医療扶助適正化に関する業務

担当係長
【医療グループ】

事務 塩谷　聡志

・介護扶助運営要領関連業務
・介護事業者の個別指導、検査、介護扶助審議会
関連業務
・医療扶助適正化に関する業務

担当係長
【医療グループ】

事務 小段　仁男

・医療扶助運営要領関連業務
・医療機関の個別指導、検査、医療扶助審議会関
連業務
・医療扶助適正化に関する業務

担当係長
【査察指導グループ】

事務 上田　智恵子
・生活保護の指導監査関連業務
・生活保護に関する保健福祉センター職員の研修
関連業務

担当係長
【査察指導グループ】

事務 藤岡　学
・生活保護法の施行に関する事務の監査・指導
・担当区(中央・大正・浪速・東成・生野)

担当係長
【査察指導グループ】

福祉 笹部　恭子
・生活保護法の施行に関する事務の監査・指導
・担当区(福島・此花・天王寺・住之江・住吉）

担当係長
【査察指導グループ】

事務 松本　智恵
・生活保護法の施行に関する事務の監査・指導
・担当区(淀川・城東・鶴見・西成)

担当係長
【査察指導グループ】

福祉 鞍馬　志保 ・生活保護法の施行に関する事務の監査・指導

担当係長
【査察指導グループ】

事務 番所　宏之
・生活保護法の施行に関する事務の監査・指導
・担当区(北・港・東淀川)

担当係長
【査察指導グループ】

事務 山村　聡
・生活保護法の施行に関する事務の監査・指導
・担当区(西・旭・阿倍野・東住吉)

担当係長
【査察指導グループ】

福祉 黒田　暁子
・生活保護法の施行に関する事務の監査・指導
・担当区(都島・西淀川・平野)

担当係長
【適正化グループ】

事務 梶川　慶樹 ・生活保護適正化関連業務

担当係長
【適正化グループ】

事務 山﨑　律子 ・生活保護適正化関連業務

担当係長
【適正化グループ】

事務 宮地　徹 ・生活保護適正化関連業務

施設担当課長代理 事務 芝田　一昭 ・保護施設関連業務

担当係長
【施設グループ】

事務 岡野　秀隆 ・保護施設に対する指導及び設置・休廃止の認可

担当係長
【施設グループ】

臨心 黒田　聖一
・要保護者の心理学的判定
・施設入所者の更生、生活指導

生活保護調査担当課長 事務 古城　厚穂 １　生活保護適正化関連業務

担当係長
【保護グループ】

事務 竹田　新一
・生活保護適正化関連業務
・生活保護調査統計関連業務

生活保護適正化担当課
長代理

事務 岸田　晃和 ・生活保護適正化関連業務

担当係長
【適正化グループ】

事務 宮﨑　政行 ・生活保護適正化関連業務

担当係長
【適正化グループ】

事務 久田　昌宏 ・生活保護適正化関連業務
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担当係長
【適正化グループ】

事務 阿迦井　崇二 ・生活保護適正化関連業務

担当係長
【適正化グループ】

事務 津村　孝司 ・生活保護適正化関連業務

補職 職種 氏名 事務分担

保険年金担当部長 事務 薦田　昌弘

１　国民健康保険関係業務
２　国民年金関係業務
３　後期高齢者医療制度関係業務
４　医療助成関係業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

保険年金課長 事務 池田　太加司
１　国民健康保険関係業務
２　国民年金関係業務
３　医療助成関係業務

保険年金課長代理 事務 木村　秀世
・国民健康保険予算・決算関係業務
・国民健康保険資格・賦課関係業務
・国民年金関係業務

保険年金課長代理 事務 高山　岩男
・国民健康保険予算・決算関係業務
・給付・医療助成関係業務
・後期高齢者医療制度関係業務

担当係長
【管理グループ】

事務 溝口　敦子
・国民健康保険管理関係業務
・文書主任及び公印取扱責任者業務

担当係長
【管理グループ】

事務 山端　俊明
・システムの保守・運用(全体進捗管理、連絡調整)
関係業務

担当係長 ・国民年金関係業務

保険年金課（職員数86人）

担当係長
【管理グループ】

事務 山本　知代
・国民年金関係業務
・特別障害給付金関係業務

担当係長
【保険グループ】

事務 金井　隆幸 ・国民健康保険資格・賦課関係業務

担当係長
【保険グループ】

事務 中川　裕子
・保険料賦課・調定関係業務
・保険料減免関係業務

担当係長
【保険グループ】

事務 大西　清隆 ・システムの保守・運用関係業務

担当係長
【医療助成グループ】
＜こども青少年局子育て
支援部こども家庭課担当
係長兼務＞

事務 味谷　亨
・医療助成関係業務
・旧老人保健医療事業関係業務

担当係長
【給付グループ】

事務 鶴　祐一 ・国民健康保険給付関係業務

担当係長
【給付グループ】

看護 尾鼻　寛子
・療養費関係業務
・適正受診関係業務

担当係長
【給付グループ】

事務 脇田　正剛

・レセプト点検関係業務
・レセプト開示関係業務
・第三者行為医療費求償関係業務
・国民健康保険法・老人保健法に係る給付費返還
金関係業務

担当係長
【給付グループ】

事務 前　宣行 ・システムの保守・運用関係業務

国保収納対策担当課長 事務 中谷　敬彰
１　保険料収納関係業務
２　システム保守・運用関係業務２　システム保守・運用関係業務
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国保収納対策担当課長
代理

事務 山口　雅則
・国民健康保険予算・決算関係業務
・保険料収納関係業務

担当係長
【収納グループ】

事務 東谷　彰浩
・保険料収納関係業務
・収納対策の企画立案

担当係長
【収納グループ】

事務 松井　明日香 ・保険料収納関係業務

担当係長
【収納グループ】

事務 河野　收 ・保険料収納関係業務

担当係長
【収納グループ】

事務 野﨑　義廣 ・保険料収納関係業務

担当係長
【収納グループ】

事務 中川　雅偉 ・保険料収納関係業務

担当係長
【収納グループ】

事務 鎌田　博次 ・保険料収納関係業務

システム担当課長代理
＜介護保険課システム担
当課長代理兼務＞

事務 辻本　友彦 ・システム再構築関係業務

担当係長
【管理グループ】

事務 内藤　正宏 ・システム再構築関係業務

担当係長
【管理グループ】

事務 阪本　頼信 ・システム再構築関係業務

国保収納対策担当課長
代理
＜財政局税務部収税課
市債権収納担当課長代
理＞

事務 森本　宣啓 ・保険料収納関係業務

担当係長
【収納グループ】【収納グループ】
＜財政局税務部収税課
担当係長兼務＞

事務 曽谷　幸次 ・保険料収納関係業務

担当係長
【収納グループ】
＜財政局税務部収税課
担当係長兼務＞

事務 山口　眞由美 ・保険料収納関係業務

担当係長
【収納グループ】
＜財政局税務部収税課
担当係長兼務＞

事務 山田　和寿 ・保険料収納関係業務

担当係長
【収納グループ】
＜財政局税務部収税課
担当係長兼務＞

事務 松尾　吉人 ・保険料収納関係業務

担当係長
【収納グループ】
＜財政局税務部収税課
担当係長兼務＞

事務 木村　辰也 ・保険料収納関係業務

国保保健事業担当課長 事務 種林　秀晃
１　国保保健事業関係業務
２　後期高齢者医療制度関係業務

保健副主幹 保健 藤原　加代子 ・国保保健事業関係業務

担当係長
【保健事業グループ】

事務 川村　明史
・特定健診・特定保健指導関係業務
・疾病予防事業関係業務

担当係長
【保健事業グループ】

栄養 西川　知子
・特定保健指導関係業務
・特定健診・保健指導の広報関係業務

担当係長
【保健事業グループ】

保健 友田　桐子
・特定健診関係業務
・特定健診等システム関係業務
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担当係長
【後期高齢グループ】

事務 太田　由加里 ・後期高齢者医療制度関係業務

担当係長
【後期高齢グループ】

事務 川本　竜次 ・後期高齢者医療制度関係業務

補職 職種 氏名

部長
＜市立心身障がい者リハ
ビリテーションセンター発
達障がい者支援室長兼
務＞

事務 出海　健次

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担
障がい福祉課長 事務 中島　進 １　障がい者福祉に関する業務の総括
障がい福祉課長代理 事務 桑田　直記 ・障がい福祉課業務の総合的企画及び連絡調整

担当係長
【企画グループ】

事務 笠原　次郎

・部総括、連絡調整
・予算、決算
・他に属さない業務
・文書主任業務

担当係長
【企画グループ】

事務 尾下　明美

・障がい者スポーツ振興
・福祉啓発
・点字図書館運営
・補助犬相談

担当係長
【企画グループ】

事務 山中　慎一郎
・障がい者支援計画、障がい福祉計画
・障がい者施策推進協議会

障がい者施策部（職員数78人）

障がい福祉課（職員数29人）

【企画グループ】
事務 山中　慎一郎 ・障がい者施策推進協議会

・障がい者施策制度改正

担当係長
【企画グループ】

事務 鍋谷　剛

・障がい者就業・生活支援センター
・職業指導センター
・ジョブコーチ派遣
・政策随意契約

担当係長
【企画グループ】

事務 玉井　達也

・重度障がい者タクシー料金給付
・市営交通無料乗車証
・自動車改造助成
・障がい者福祉バス借上助成

担当係長
【推進グループ】

事務 森野　正哉

・身体障がい者手帳、療育手帳関係
・区職員研修
・相談支援
・文書主任業務

担当係長
【推進グループ】

事務 藪中　勉

・障がい児等療育支援
・障がい児(者)歯科診療事業
・意思疎通支援事業
・団体関係

担当係長
【推進グループ】

事務 中島　隆三

・特別児童扶養手当
・特別障がい者手当
・重症心身障がい者介護手当
・外国人障がい者給付金
・重度障がい者入浴サービス事業
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医務主幹（兼）
＜市立心身障がい者リハ
ビリテーションセンター医
務主幹、市立心身障が
い者リハビリテーションセ
ンター診療所医務主幹、
こども相談センター医務
主幹、市立十三市民病
院小児科副部長兼務＞

医師 峯川　章子 ・障がい者福祉・医療に関する業務

施設管理担当課長代理 事務 内田　弘之 ・施設整備、施設管理

担当係長
【施設グループ】

事務 乙武　亜矢子
・公設施設関係
・文書主任業務

担当係長
【施設グループ】

事務 渡部　聡文
・施設整備等助成
・障がい者会館移管
・障がい者福祉施設虐待関係

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

障がい支援課長 事務 西端　晴造
１　自立支援給付(一部除く)
２　地域生活支援事業(一部除く)
３　障がい児・者施設関係

障がい支援課長代理 事務 松村　裕子
・自立支援給付(一部除く)
・地域生活支援事業(一部除く)
・障がい児・者施設関係

担当係長
【自立支援事業グルー 事務 大北　厚志

・課総括、連絡調整
・予算、決算

障がい支援課（職員数28人）

【自立支援事業グルー
プ】

事務 大北　厚志
・他に属さない業務
・文書主任業務

担当係長
【自立支援事業グルー
プ】

事務 前田　修久

・施設入所支援
・短期入所
・自立訓練
・就労移行支援
・日中一時支援

担当係長
【自立支援事業グルー
プ】

事務 西村　岳

・利用者負担
・障がい福祉サービス支給決定全般
・障がい支援区分認定調査
・障がい者グループホーム
・福祉ホーム

担当係長
【自立支援事業グルー
プ】

事務 藤田　浩一

・補装具
・更生医療
・日常生活用具（住宅改修・福祉電話除く）
・自立支援給付システム
・審査、支払事務

担当係長
【自立支援事業グルー
プ】

事務 岸田　詠美子

・地域活動支援センター
・日常生活用具（住宅改修・福祉電話）
・返還金
・指定都市等要望

担当係長
【自立支援事業グルー
プ】

事務 塩谷　朋子

・障がい児相談支援
・障がい児入所支援
・障がい児通所支援
・障がい児施設のあり方等
・障がい児虐待
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担当係長
【自立支援事業グルー
プ】

事務 大森 宣治

・居宅介護、重度訪問介護
・行動援護
・同行援護
・移動支援
・在宅福祉サービスのあり方検討会

障がい支援課認定担当
課長代理（兼）
＜高齢者施策部介護保
険課認定担当課長代理
兼務＞

事務 藤木　貢
・認定事務センター
・障がい支援区分認定審査会

担当係長
【認定グループ】

事務 堀川　晶子
・認定事務センター
・障がい支援区分認定審査会
・文書主任業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

運営指導課長 事務 西崎　浩二
１　障がい福祉サービス事業者等の指定
２　障がい福祉サービス事業者等の指導監査

運営指導課長代理 事務 福田　利明
・障がい福祉サービス事業者等の指定
・障がい福祉サービス事業者等の指導監査

担当係長
【指定・指導グループ】

事務 橋本　香代子
・障がい福祉サービス事業者等の指導監査
・文書主任業務

担当係長
【指定・指導グループ】

事務 越智 正治 ・障がい福祉サービス事業者等の指導監査

担当係長
【指定・指導グループ】

事務 中田　義弘 ・障がい福祉サービス事業者等の指導監査

担当係長
【指定・指導グループ】

事務 上田　真人 ・障がい福祉サービス事業者等の指定

担当係長

運営指導課（職員数21人）

担当係長
【指定・指導グループ】

事務 臼井　勝也 ・障がい福祉サービス事業者等の指定

補職 職種 氏名
部長 事務 坂田　洋一

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

高齢福祉課長 事務 小倉　雄三 １　高齢者施策の総合的企画、調査、連絡業務

高齢福祉課長代理 事務 山川　雅洋
・高齢者施策の総合的企画、調査、連絡業務
・包括的支援事業

担当係長
【企画グループ】

事務 佐藤　正一
・高齢者施策の総合的企画、調査、連絡業務
・文書主任業務

担当係長
【企画グループ】

事務 佐藤　耕作
・高齢者保健福祉計画の進行管理
・社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会の運営

認知症施策担当課長 保健 高橋　育美
・認知症高齢者支援事業
・包括的支援事業

医務主幹（兼）
＜市立弘済院附属病院
神経内科部長、健康局
健康推進部医務主幹兼
務＞

医師 中西　亜紀 ・認知症高齢者支援事業

高齢者施策部（職員数128人）

高齢福祉課（職員数33人）
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認知症施策担当課長代
理

事務 小阪　勉

・認知症高齢者支援事業
・介護予防事業
・高齢者在宅福祉関係業務
・高齢者住宅福祉事業

担当係長
【認知症施策グループ】

事務 熱田　栄司 ・認知症高齢者支援事業

担当係長
【認知症施策グループ】

保健 仲間　いずみ
・包括的支援事業
・地域包括支援センター運営協議会

担当係長
【認知症施策グループ】

事務 松本　光司
・包括的支援事業
・地域包括支援センター運営協議会

在宅サービス事業担当
課長

事務 春木　正義
・介護予防事業
・高齢者在宅福祉関係業務
・高齢者住宅福祉事業

担当係長
【在宅サービス事業グ
ループ】

事務 野本　晴之
・介護予防事業にかかる企画調整
・住宅改修費給付事業

担当係長
【在宅サービス事業グ
ループ】

事務 近藤　博基

・介護用品支給事業
・高齢者食事サービス事業
・日常生活用具等給付事業
・緊急通報システム事業

担当係長
【在宅サービス事業グ
ループ】

保健 林　瑞穂
・介護予防事業にかかる企画調整
・健康増進事業にかかる企画調整

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担
高齢施設課（職員数12人）
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

高齢施設課長 事務 久我　秀人
１　高齢者福祉施設の運営・整備関係業務
２　介護老人保健施設の運営・整備関係業務

高齢施設課長代理 事務 淺野　健
・高齢者福祉施設の運営・整備関係業務
・介護老人保健施設等の運営・整備関係業務

副参事兼担当係長
【高齢施設グループ】

事務 島本　直之
・庶務関係業務全般
・高齢者福祉施設事務に係る全体調整業務
・文書主任業務

担当係長
【高齢施設グループ】

事務 野口　直樹
・老人保護措置、措置費の支弁等(費用徴収・法外
援護を含む)関係業務
・民間老人ホームの運営関係業務

担当係長
【高齢施設グループ】

事務 佐藤　玲子
・市立介護老人保健施設の管理・運営関係業務
・介護老人保健施設、特別養護老人ホームの整備
関係業務

担当係長
【高齢施設グループ】

事務 竹井　芳紀
・特別養護老人ホーム・養護老人ホーム等の整備
関係業務
・小規模多機能型居宅介護拠点の整備関係業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担
いきがい課長 事務 河野　圭司 １　高齢者のいきがい施策関係業務全般
いきがい課長代理 事務 砂田　純児 ・高齢者のいきがい施策関係業務全般

担当係長
【いきがいグループ】

事務 勇　　浩光

・庶務関連業務全般
・老人憩の家関係業務
・シルバー人材センター関係業務
・文書主任業務

いきがい課（職員数12人）
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担当係長
【いきがいグループ】

事務 野村　信春
・老人クラブ関係業務
・老人福祉センター関係業務

担当係長
【いきがいグループ】

事務 樺沢　裕 ・敬老優待乗車証関係業務

担当係長
【いきがいグループ】

事務 杉本　勝
・もと施設管理関係業務
・所管不動産売却処分関係業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担
介護保険課長 事務 佐古　隆吉 １　介護保険関係業務
介護保険課長代理 事務 北口　敏彦 ・介護保険関係業務

担当係長
【管理グループ】

事務 石谷　知之
・介護保険事務の全体調整業務
・予算・決算業務
・文書主任及び公印取扱責任者業務

担当係長
【管理グループ】

事務 大谷　亮一
・事業計画の進捗管理業務
・広報業務
・介護保険関係職員の現任訓練業務

担当係長
【保険給付グループ】

事務 倉橋　直美

・資格・賦課・収納・給付事務の全体調整業務
・保険給付業務(共)
・高額介護サービス費関係業務
・給付費審査支払業務
・住宅改修・福祉用具関連業務

担当係長
【保険給付グループ】

事務 河野　靜人
・資格・賦課・収納関係業務
・給付制限業務
・給付費返還金関係業務

システム担当課長代理
（兼）
＜生活福祉部保険年金
課システム担当課長代理

事務 辻本　友彦 ・介護保険システム関係業務

介護保険課（職員数71人）

課システム担当課長代理
兼務＞

担当係長
【保険給付グループ】

事務 奥原　秀典
・介護保険電算システムの開発・運用の全体調整
業務
・システム再構築関係業務

担当係長
【保険給付グループ】

事務 吉野　明暢
・各サブシステム運用保守業務
・端末機器の設置・移設業務

認定担当課長代理
＜障がい者施策部障が
い支援課認定担当課長
代理兼務＞

事務 藤木　貢
・介護保険要介護認定関係業務
・認定事務センター関係業務

担当係長
【認定グループ】

事務 上田　雅志
・要介護認定事務の全体調整
・認定事務センター関係業務
・文書主任業務

担当係長
【認定グループ】

事務 日方　克典
・認定調査委託・調査員研修業務
・認定調査適正化業務

担当係長
【認定グループ】

保健 福永　淑江
・介護認定審査会関係業務
・要介護認定事務の指導

事業者指導担当課長 事務 間　孝之 １　介護保険事業者指定・指導関係業務

保健副主幹 保健 浜本ひろみ
・介護保険事業者指定・指導関係業務
・介護保険要介護認定関係業務

担当係長
【指定・指導グループ】

事務 合田　育子

・介護保険事業者指定（許可）・指導事務全般の調
整業務
・文書主任及び公印取扱責任者業務
・庶務事務全般の調整業務
・予算・決算業務

担当係長
【指定・指導グループ】

事務 西山　義則
・介護保険事業者指定（許可）事務全般の調整業
務【指定・指導グループ】 務
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担当係長
【指定・指導グループ】

事務 山下　浩一

・介護保険事業者（施設系・地域密着型サービス）
の指定（許可）業務
・高齢者グループホームの募集関係業務
・地域密着型サービス運営委員会関係業務
・地域密着型サービス事業者の指導業務

担当係長
【指定・指導グループ】

事務 三上　一郎

・有料老人ホームの届出・指導業務
・サービス付き高齢者向け住宅の登録・指導業務
・特定施設入所者生活介護の募集関係業務
・地域密着型サービス事業者事務全般の調整業
務

担当係長
【指定・指導グループ】

事務 小山　博季 ・介護保険事業者指導事務全般の調整業務

担当係長
【指定・指導グループ】

事務 松本　幸一
・介護保険事業者（施設系・地域密着型サービス）
の指導・監査業務
・事故報告関係業務

担当係長
【指定・指導グループ】

事務 後藤　裕美
・介護保険事業者（施設系・地域密着型サービス）
の指導・監査業務

担当係長
【指定・指導グループ】

事務 松本　員一郎
・介護保険事業者（在宅系）の指導・監査業務
・介護給付適正化事務

担当係長
【指定・指導グループ】

事務 柚木崎　賢一
・介護保険事業者（在宅系）の指導・監査業務
・介護給付適正化事務

担当係長
【指定・指導グループ】

保健 津守　美由紀

・介護保険事業所運営（感染症・虐待）指導・監査
業務
・介護保険事業者（施設系・在宅系）の指導・監査
業務業務

補職 職種 氏名
院長 事務 二川　進

補職 職種 氏名 事務分担
経営企画担当部長 事務 中西　伸禎 １　院の経営企画

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

管理課長 事務 福田　稔

１　院の文書、人事及び給与並びに予算及び決算
２　院業務の進行管理及び連絡調整
３　院の不動産、その他施設の管理の統括
４　院入所者、入院患者の給食管理業務の総括

管理課長代理 事務 青木　秀隆 ・附属病院の管理・運営

副参事兼担当係長
【庶務グループ】

事務 藪木　秀一
・院の庶務・人事・給与・安全衛生管理・福利厚生
・総括文書主任及び公印取扱責任者業務

担当係長
【計理グループ】

事務 福田　徹
・院の予算・決算
・物品の調達及び契約
・不動産その他設備の管理

担当係長
【計理グループ】

電気 中原　章雅
・院の電気設備の技術的維持管理・保安の指導監
査

弘済院（職員数50人）

管理課（職員数50人）
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担当係長
【附属病院グループ】

事務 外山　和男 ・附属病院業務全般

担当係長
【附属病院グループ】

栄養 林　睦夫 ・附属病院の栄養指導・給食業務

担当係長
【附属病院グループ】

保健 田中　充子
・利用者の相談
・患者の診療手続・入退院
・認知症疾患医療センター業務

保健副主幹（兼）
＜弘済院附属病院看護
部副部長兼務＞

看護 竹岡　由美子 ・医療事故防止業務

担当係長
【施設運営グループ】

事務 小柳　康利
・第２特別養護老人ホームの管理運営
・文書主任業務

担当係長
【施設運営グループ】

看護 片岡　美香子 ・看護業務

経営企画担当課長 事務 平野　博士 １　院の経営企画・整備（統括）

施設整備担当課長 事務 髙垣　央 １　院の経営企画・整備（整備）

経営企画担当課長代理 事務 松元　徹 ・院の経営企画・整備

担当係長
【経営企画グループ】

事務 茶畑　隆博 ・院の経営企画・整備

担当係長
【経営企画グループ】

事務 氏原　賢一 ・院の経営企画・整備

担当係長
【経営企画グループ】

土木 荒木　快伯 ・院の経営企画・整備

補職 職種 氏名
病院長 医師 河田　弘
副病院長 医師 志村　雅彦

補職 職種 氏名 事務分担
内科部長 医師 中　弘志 １　内科診療業務の総括

内科副部長
＜市立心身障がい者リハ
ビリテーションセンター診
療所医務主幹兼務＞

医師 梶野　宏美 ・内科診療業務

内科副部長（兼）<中央
臨床検査部長兼務>

医師 齊藤　真一 ・内科診療業務

補職 職種 氏名 事務分担

神経内科部長
＜福祉局高齢者施策部
医務主幹、健康局健康
推進部医務主幹兼務＞

医師 中西　亜紀
１　神経内科診療業務の総括
２　認知症疾患医療センター業務の総括

神経内科医長 医師 金本　元勝 ・神経内科診療業務

附属病院（職員数61人）

内科（職員数2人）

神経内科（職員数2人）
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補職 職種 氏名 事務分担

精神神経科部長 医師 河原田　洋次郎
１　精神神経科診療業務の総括
２　認知症疾患医療センター業務の総括

精神神経科副部長（兼）
<こころの健康センター医
務主幹、市立総合医療
センター精神神経科副
部長兼務>

医師 田中　政宏
・精神神経科診療業務
・認知症疾患医療センター業務全般

補職 職種 氏名 事務分担

整形外科部長
＜放射線科部長、市立
十三市民病院整形外科
副部長兼務＞

医師 折戸　芳紀 １　整形外科診療業務の総括

整形外科副部長（兼）
＜保健所医務主幹、東
淀川区役所医務主幹兼
務＞

医師 國吉　裕子 ・　整形外科診療業務

補職 職種 氏名 事務分担

リハビリテーション科副部
長（兼）
＜市立心身障がい者リハ
ビリテーションセンター診
療所医務主幹兼務＞

医師 平田　繁 ・リハビリテーション科診療業務

整形外科（職員数1人）

リハビリテーション科（職員数1人）

精神神経科（職員数3人）

補職 職種 氏名 事務分担

放射線科部長（兼）
＜整形外科部長、市立
十三市民病院整形外科
副部長兼務＞

医師 折戸　芳紀 １　放射線部門の総括

主査 医技 松本　博文 ・放射線業務

補職 職種 氏名 事務分担
中央臨床検査部長
＜内科副部長兼務＞

医師 齊藤　真一 １　中央臨床検査部門の総括

主査 医技 楠見　由美 ・検査業務

補職 職種 氏名 事務分担
薬剤部長 薬剤 本郷　明理 １　薬局部門の総括
主査 薬剤 奥野　雅子 ・薬局調剤業務

補職 職種 氏名 事務分担
看護部長 看護 山下　清子 1　看護部門の総括

看護部副部長
＜市立弘済院保健副主
幹兼務＞

看護 竹岡　由美子 ・看護部長の補佐

主査 看護 豊田　美也子 ・担当部門の看護業務
主査 看護 宇江　末子 ・担当部門の看護業務
主査 看護 竹下　みどり ・担当部門の看護業務

放射線科（職員数2人）

中央臨床検査部（職員数3人）

薬剤部（職員数4人）

看護部（職員数41人）

- 288 -



福祉局

補職 職種 氏名

所長
＜市立心身障がい者リハ
ビリテーションセンター診
療所長兼務＞

医師 本田　良宣

補職 職種 氏名 事務分担
副所長 事務 橋本　昌久 １　センター所管業務の総括

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

管理課長 事務 西田　勝紀

１　センターの文書・人事・給与・衛生管理及び福
利厚生
２　センターの不動産の管理
３　心身障がい者に関する調査研究・情報の収集
提供・研修の企画

管理課長代理 事務 小林　英郎 ・庶務、企画業務総括

副参事兼担当係長
【管理グループ】

事務 大野　一世
・総括文書主任及び公印取扱責任者業務
・センターの庶務
・センターの予算・決算

担当係長
【管理グループ】

事務 新家　美恵子
・センターの企画・調整
・更生療育センター・職業リハビリテーションセン
ター業務

心身障がい者リハビリテーションセンター（職員数58人）

管理課（職員数23人）

相談課（相談・支援・心理グループ）（職員数19人）
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

相談課長
＜発達障がい者支援担
当課長兼務＞

事務 河合　初江
１　心身障がい者に関する医学心理等側面からの
相談・判定等の業務の総括

相談課長代理 事務 井手　　誠
・知的障がい者に関する療育手帳の判定や相談
等の業務の総括

担当係長
【相談グループ】

事務 亀山　敏宏
・文書主任業務
・心身障がい者の専門的相談・指導の査察・統括
・関係機関との連絡調整

担当係長
【相談グループ】

事務 藤井　優子
・知的障がい者の処遇等各種相談
・関係機関研修業務
・関係機関との連絡調整

担当係長
【相談グループ】

事務 渡邊　恵美子
・知的障がい者の処遇等各種相談
・集団活動事業

担当係長
【相談グループ】

事務 峯垣　千鶴子
・身体障がい者の専門的相談・指導
・身体障がい者の補装具・自立支援医療等に係る
判定

担当係長
【相談グループ】

福祉 江川　浩子
・身体障がい者の専門的相談・指導
・身体障がい者の補装具・自立支援医療等に係る
判定

担当係長
【支援グループ】

事務 山北　俊夫
・関係機関研修業務の統括
・集団活動事業

担当係長
【支援グループ】

事務 久下　顕治
・関係機関職員研修
・身体障がい者手帳審査会業務

相談課（相談・支援・心理グループ）（職員数19人）
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担当係長
【心理グループ】

臨心 下田　裕子
・身体、知的障がい者の心理学的判定
・知的障がい者の心理治療
・関係機関研修業務

担当係長
【心理グループ】

臨心 長田　宜子
・身体、知的障がい者の心理学的判定
・知的、発達障がい者の心理治療

発達障がい者支援室（相談課発達障がい者支援グループ）（職員数3人）

補職 職種 氏名 事務分担

発達障がい者支援室長
（兼）
＜障がい者施策部長兼
務＞

事務 出海　健次
１　発達障がい者支援システム構築にむけた施策
マネジメント
２　関係部局との政策調整

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

発達障がい者支援担当
課長（兼）
＜相談課長兼務＞

事務 河合　初江
１　発達障がい者支援室業務の総括
２　関係部局との連絡調整

医務主幹（兼）
＜障がい者施策部医務
主幹、こども相談セン
ター医務主幹、市立十三
市民病院小児科副部
長、市立心身障がい者リ
ハビリテーションセンター
医務主幹兼務＞

医師 峯川　章子 ・発達障がい者に係る医学的見地からの支援

発達障がい者支援担当
事務 内村　　正

・発達障がい者支援室業務の進捗管理発達障がい者支援担当
課長代理

事務 内村　　正
・発達障がい者支援室業務の進捗管理
・関係部局との連絡調整補助

担当係長
【発達障がい者支援グ
ループ】

事務 世古　美弥子
・発達障がい者支援センター運営
・福祉部門との連携に係る調査、企画立案及び連
絡調整

担当係長
【発達障がい者支援グ
ループ】

保健 石垣　千春
・専門療育機関の設置、運営
・保健・医療部門との連携に係る調査、企画立案
及び連絡調整

担当係長（兼）
【発達障がい者支援グ
ループ】
＜教育委員会事務局指
導部特別支援教育担当
主任指導主事兼務＞

教員 石井　　力
・教育部門との連携に係る調査、企画立案及び連
絡調整

担当係長（兼）
【発達障がい者支援グ
ループ】
＜こども青少年局企画部
総務課担当係長兼務＞

保育 豊福　知恵
・保育・子育て支援部門との連携に係る調査、企画
立案及び連絡調整
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補職 職種 氏名 事務分担

診療所長（兼）
＜市立心身障がい者リハ
ビリテーションセンター所
長兼務＞

医師 本田　良宣
１　障がい者・児の医学的診査・治療
２　整形外科・リハビリﾃｰｼｮﾝ科
３　薬品・衛生材料管理

医務主幹
＜市立十三市民病院整
形外科部長兼務＞

医師 鈴木　真司
・障がい者・児の医学的診査・治療
・整形外科・リハビリテーション科
・医局の統括

医務主幹
＜市立弘済院附属病院
リハビリテーション科副部
長兼務＞

医師 平田　繁
・障がい者・児の医学的診査・治療
・リハビリテーション科・内科

医務主幹（兼）
＜障がい者施策部医務
主幹、こども相談セン
ター医務主幹、市立十三
市民病院小児科副部
長、市立心身障がい者リ
ハビリテーションセンター
医務主幹兼務＞

医師 峯川　章子
・障がい児の医学的診査・発達相談
・小児科

医務主幹（兼）
＜市立弘済院附属病院
内科副部長兼務＞

医師 梶野　宏美
・障がい者の医学的診査
・内科（呼吸器・心臓機能障がい）

担当係長 事務 今井　正人
・文書主任業務
・診療所の庶務
・診療所の予算・決算

診療所（職員数13人）

担当係長 医技 西村　和彦 ・診療放射線業務

担当係長 看護 堀　美津子
・障がい者・児の看護・看護業務の指導
・眼科・耳鼻咽喉科に係る検査
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健 康 局

総 務 部

総 務 課 (総 務 グ ル ー プ )

健 康 推 進 部

健 康 施 策 課 (管 理 グ ル ー プ )(保健医療グループ)

経 理 課 （ 経 理 グ ル ー プ ）

健 康 づ く り 課 （健康づくりグループ） （成人保健グループ）

動 物 管 理 セ ン タ ー

生 活 衛 生 課 （環境衛生グループ） （薬務指導グループ）

食 肉 衛 生 検 査 所

（食品衛生グループ）

（乳肉衛生・動物管理グ
ル ー プ ）

中 央 卸 売 市 場
食 品 衛 生 検 査 所

中央卸売市場東部市場
食 品 衛 生 検 査 所

こころの健康センター （精神保健医療グループ） （地域ケアグループ）

(医療法人グループ)(保健情報グループ)

保 健 所

管 理 課 (管 理 グ ル ー プ )(保健事業グループ)(健康栄養グループ)

(審査・給付グループ)

保 健 衛 生 検 査 所

放 射 線 技 術 検 査 所

保 健 医 療 対 策 課 (医療指導グループ)

(企画調査グループ)

(結 核 グ ル ー プ )

環 境 衛 生 監 視 課

食 品 衛 生 監 視 課

感 染 症 対 策 課 (感 染 症 グ ル ー プ )
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(微生物保健グループ)(食品保健グループ)

北部生活衛生監視事務
所

東部生活衛生監視事務
所

西部生活衛生監視事務
所

南東部生活衛生監視事
務 所

南西部生活衛生監視事
務 所

環 境 科 学 研 究 所

(都市環境グループ)

管 理 課 (管 理 グ ル ー プ )

調 査 研 究 課 (企 画 グ ル ー プ )
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補職 職種 氏名
局長 事務 上平　康晴

補職 職種 氏名 事務分担

首席医務監 医師 甲田　伸一
１　保健及び医務に関する専門的、技術的事項の掌
理業務

補職 職種 氏名
部長 事務 柊　　武男

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 門田　正広

１　局の文書、関係諸規程、広聴広報
２　局業務にかかる進行管理及び連絡調整
３　局員の人事及び服務
４　勤務条件その他労務
５　局員の福利厚生及び安全衛生管理

総務課長代理 事務 広瀬　信行

・局の文書、関係諸規程、広聴広報
・局業務にかかる進行管理及び連絡調整
・局員の人事及び服務
・勤務条件その他労務
・局員の福利厚生及び安全衛生管理

担当係長
【総務グループ】

事務 吉田　昌之

・文書等庶務関連業務にかかる連絡調整
・総括文書主任及び公印取扱責任者業務
・災害等関連業務
・表彰等関連業務
・情報化推進等関連業務
・庁舎管理等関連業務

担当係長
【総務グループ】

事務 古林　秀樹

・局所管の条例・規則等関連業務
・広聴広報関連業務
・公文書公開・個人情報保護等業務
・保健衛生事業団体との連絡調整

担当係長
【総務グループ】

事務 吉田　幸人
・局員の人事及び服務
・勤務条件その他労務
・コンプライアンス関連業務

担当係長
【総務グループ】

事務 青栁　　治

・局員の人事及び服務
・勤務条件その他労務
・局員の給与
・局員の研修
・局員の福利厚生及び安全衛生管理

健康局（職員数644人）

総務部（職員数26人）

総務課（職員数13人）
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補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

経理課長 事務 宇田　耕士

１　局の予算、決算、物品の調達及び契約
２　局業務に関する総合的企画、調査及び連絡調整
３　局所管の外郭団体等の監理業務
４　局所管不動産の管理
５　局所管施設の建設及び改良(他の部の所管に属す
るものを除く)

経理課長代理 事務 寺澤　昭二

・局の予算、決算、物品の調達及び契約
・局業務に関する総合的企画、調査及び連絡調
整
・局所管の外郭団体等の監理業務
・局所管不動産の管理
・局所管施設の建設及び改良(他の部の所管に
属するものを除く)

担当係長
【経理グループ】

事務 松川　幸子
・局の予算、決算
・文書主任業務

担当係長
【経理グループ】

事務 三田　敦弘
・物品の調達及び契約
・局所管不動産の管理

担当係長
【経理グループ】

事務 三上　武志

・局業務に関する総合的企画、調査及び連絡調
整
・局運営方針関係業務
・事業仕分け等に関すること
・地方分権関係業務
・局所管の外郭団体等の監理業務

担当係長
【経理グループ】

建築 児玉　久夫
・局所管施設の建設及び改良
・局所管不動産の管理
・物品の調達及び契約

補職 職種 氏名
部長 事務 谷口　正和

補職 職種 氏名 事務分担

生活衛生担当部長 薬剤 辻　隆司 １　生活衛生業務にかかる企画推進及び総合調整

医務監 嘱託 竹内　敏 １　公衆衛生医師の業務に関する連絡調整

医務監
<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、福島区役
所医務主幹兼務>

医師 大仲　博之 １　地域保健医療計画

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

健康施策課長 事務 友居　和美
１　健康保持・増進にかかる施策の総合的企画及び調
整

健康施策課長代理 事務 中林　万智子 ・健康保持・増進に係る施策の総合的企画及び調整

担当係長
【管理グループ】

事務 林　智世子
・地域保健に係る企画調整
・文書主任業務

担当係長
【管理グループ】

事務 柏田　武志 ・保健業務の企画調整

健康施策課（職員数18人）

経理課（職員数12人）

健康推進部（職員数195人）
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担当係長
【管理グループ】

事務 甲藤　博宣 ・保健事業の運営管理及び環境保健協会の監理

連絡調整担当課長（兼）
<福祉局生活福祉部連絡
調整担当課長兼務>

事務 朝間　一浩

１　新たな区への移行に向けた保健福祉施策の体制
整備にかかる連絡調整業務
２　保健福祉センター業務にかかる区長指示の連絡
調整業務

担当係長（兼）
【管理グループ】
<福祉局生活福祉部地域
福祉課担当係長兼務>

事務 甲斐　剛士

・新たな区への移行に向けた保健福祉施策の体制整
備にかかる連絡調整業務
・保健福祉センター業務にかかる区長指示の連絡調
整業務

保健医療計画担当課長 事務 楠亀　達彦

１　地域保健医療計画に係る企画調整
２　桃山健康づくりゾーンの整備
３　休日及び夜間急病診療対策
４　地域医療にかかる企画調整

医務主幹（兼）
<医務監、こども青少年局
子育て支援部医務主幹、
福島区役所医務主幹兼
務>

医師 大仲　博之 １　地域保健医療計画

医務主幹（兼）
<市立弘済院附属病院神
経内科部長兼福祉局高
齢者施策部医務主幹兼
務>

医師 中西　亜紀 １　地域保健医療計画(認知症対策)

医務主幹（兼）
<市立総合医療センター
医務監、精神神経科部
長、病院局総務部医務主
幹兼務>

医師 古塚　大介
１　精神保健医療施策及び精神保健福祉センター業
務の連絡調整

担当係長
【保健医療グループ】

事務 片山　廣明
・地域医療にかかる企画調整
・桃山健康づくりゾーンの整備

担当係長
【保健医療グループ】

事務 渡部　司 ・休日及び夜間急病診療対策

担当係長
【保健医療グループ】

事務 木下　敦史 ・地域保健医療計画に係る企画調整

保健主幹 保健 藪本　初音 １　保健師業務の総括

担当係長
【保健医療グループ】

保健 七堂　美香 ・保健師業務の企画立案及び連絡調整

健康づくり課（職員数31人）
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

健康づくり課長 事務 渡部　和彦
１　健康増進法に基づく保健事業の総括
２　健康づくり事業の総括
３　すこやか大阪21（第２次）に係る企画調整

保健主幹 栄養 村井　敦美 １　栄養指導業務の企画調整

生活習慣病担当医務主
幹
<城東区役所医務主幹兼
務>

医師 高野　保名 １　生活習慣病対策の企画調整

医務主幹（兼）
<市立住吉市民病院内科
部長兼市立総合医療セ
ンター糖尿病内科副部長
兼務>

医師 福本　まりこ １　生活習慣病対策の企画調整
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健康づくり課長代理 事務 田中　明子
・健康増進法に基づく保健事業の総括
・健康づくり事業の総括
・すこやか大阪21（第２次）に係る企画調整

担当係長
【健康づくりグループ】

事務 橋本　泰一
・健康増進法に基づく保健事業にかかる企画調整
・健康づくり事業にかかる企画調整
・文書主任業務

担当係長
【健康づくりグループ】

栄養 入口　有紀子
・栄養指導業務
・食育の推進に係る企画調整

担当係長
【健康づくりグループ】

保健 野崎　真実
・健康増進に係る企画調整
・すこやか大阪21（第２次）に係る企画調整

担当係長
【健康づくりグループ】

事務 僧都　薫
・健康増進に係る企画調整
・すこやか大阪21（第２次）に係る企画調整

医長
【健康づくりグループ】
<天王寺区役所保健福祉
課医長兼務、市立総合医
療センター糖尿病内科医
長兼務>

医師 岡田　めぐみ ・生活習慣病対策の企画調整

医長
【健康づくりグループ】
<大正区役所保健福祉課
医長兼務、市立総合医療
センター糖尿病内科医長
兼務>

医師 生野　淑子 ・生活習慣病対策の企画調整

担当係長
【成人保健グループ】

事務 川上　美奈子
・健康増進法に基づく健康診査事業にかかる企画立
案

担当係長
【成人保健グループ】

事務 石田　智里
・健康増進法に基づく健康診査事業にかかる企画立
案

生活衛生課（職員数48人）
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

生活衛生課長 薬剤 川人　優 ・生活衛生業務の総括

保健主幹 薬剤 井阪　昭彦 ・環境衛生業務の企画調整

保健主幹
<危機管理室保健主幹兼
務>

薬剤 近藤　孝幸 ・食品・乳肉衛生業務の企画調整

保健主幹
<動物管理センター保健
主幹兼務>

獣医 宮前　俊一

・動物愛護管理関係業務の企画調整
・狂犬病予防関係業務の企画調整
・鳥獣保護法関係業務の企画調整
・飼育動物診療施設届出関係業務の企画調整

薬務担当課長 薬剤 植原　一嘉
・薬務関係業務の総括
・有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
関係業務の総括

生活衛生課長代理 事務 南隅　公美 ・生活衛生業務の総括

担当係長
【環境衛生グループ】

薬剤 藤川　徹
・生活衛生業務の総括
・環境衛生関係業務の総括
・文書主任業務

担当係長
【環境衛生グループ】

事務 太田　智明
・生活衛生営業関係業務の総括
・環境・食品衛生関係諸団体の育成指導
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担当係長
【環境衛生グループ】

薬剤 沼田　啓介

・旅館、公衆浴場等の監視指導にかかる企画・連絡調
整
・水道法、温泉法、廃棄物の処理及び清掃に関する
法律、墓地埋葬等に関する法律等の監視指導にかか
る企画・連絡調整

担当係長
【薬務指導グループ】

薬剤 松井　澄美子
・薬務関係業務の総括
・有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
関係業務の総括

担当係長
【薬務指導グループ】

薬剤 藤澤　史樹

・薬局･薬店等にかかる許認可・監視指導
・毒物劇物販売業にかかる登録・監視指導
・薬事・毒劇関係団体の指導育成
・有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
等の監視指導にかかる企画・連絡調整

担当係長
【食品衛生グループ】

薬剤 中野　有一 ・食品衛生関係業務の総括

担当係長
【食品衛生グループ】

事務 山田　徳子
・生活衛生にかかる予算、決算の総括
・生活衛生にかかる連絡調整

担当係長
<危機管理室危機管理課
担当係長兼務>
【食品衛生グループ】

薬剤 亀本　啓子
・食品に起因する危機管理
・食品の安全確保に関する関係機関との連絡調整

担当係長
【乳肉衛生･動物管理グ
ループ】

獣医 伊奈　孝浩 ・乳肉衛生・動物関係業務の総括

担当係長
【乳肉衛生･動物管理グ
ループ】

獣医 栗山　憲英

・動物愛護管理関係業務
・狂犬病予防関係業務
・鳥獣保護法関係業務
・飼育動物診療施設届出関係業務

担当係長
【乳肉衛生･動物管理グ
ループ】

獣医 淺野　拓自
・乳肉衛生関係業務
・乳肉衛生関係団体の指導育成

保健主幹
<中央卸売市場食品衛生
検査所長兼務>

薬剤 奥原　潤 ・食品の衛生検査・調査研究

保健主幹
<中央卸売市場東部市場
食品衛生検査所長兼務>

薬剤 田中　護 ・食品の衛生検査・調査研究

補職 職種 氏名 事務分担

所長（兼）
<健康推進部保健主幹兼
務>

薬剤 奥原　　潤 ・検査所所管業務全般

担当係長 獣医 渕元　昭博
・食品の衛生検査・調査研究
・中央卸売市場の衛生監視
・文書主任業務

中央卸売市場東部市場食品衛生検査所（職員数5人）
補職 職種 氏名 事務分担

中央卸売市場食品衛生検査所（職員数6人）
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所長（兼）
<健康推進部保健主幹兼
務>

薬剤 田中　護 ・検査所所管業務全般

担当係長 獣医 岩崎　俊夫
・食品の衛生検査・調査研究
・東部市場の衛生監視
・文書主任業務
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こころの健康センター（職員数23人）
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

所長
<市立総合医療センター
精神神経科副部長兼務>

医師 以倉　康充
１　精神保健医療施策及び精神保健福祉センター業
務の総括

精神保健医療担当課長 事務 松本　孝博
１　精神保健医療施策及び精神保健福祉センター業
務の総括
２　精神保健医療施策の進行管理

医務主幹
<市立弘済院附属病院精
神神経科副部長、市立総
合医療センター精神神経
科副部長兼務>

医師 田中　政宏
１　精神保健医療施策の総括補佐
２　精神保健に係る調査研究

医務主幹（兼）
<人事室医務主幹、市立
十三市民病院内科副部
長兼務>

医師 竹内　伸江
１　精神保健医療施策の総括補佐
２　精神保健に係る調査研究

保健主幹 保健 熊谷　由喜子
１　精神保健医療施策及び精神保健福祉センター業
務の総括
２　普及啓発に係る企画調整

精神保健医療担当課長
代理

事務 村中　康一
・精神保健医療施策及び精神保健福祉センター業務
の総括補佐
・精神保健医療施策の進行管理

医務副主幹
<市立総合医療センター
精神神経科副部長兼務>

医師 蔵重　幹子
・精神保健に係る調査研究
・地域保健福祉活動に係る技術支援

保健副主幹 保健 松本　直美

・精神保健医療施策及び精神保健福祉センター業務
の総括補佐
・地域生活移行支援に係る連絡調整
・医療観察法に係る連絡調整

担当係長
【精神保健医療グルー
プ】

事務 米田　博匡
・精神保健医療施策及び精神保健福祉センター業務
に係る企画調整
・文書主任業務

担当係長
【精神保健医療グルー
プ】

事務 安田　美登里
・自立支援医療に係る企画調整
・精神障がい者保健福祉手帳に係る企画調整

担当係長
【精神保健医療グルー
プ】

事務 細山　博文
・精神科医療体制に係る企画調整
・精神科医療に係る連絡調整

医長（兼）
<市立総合医療センター
精神神経科医長>
【地域ケアグループ】

医師 街　久
・精神保健に係る調査研究
・地域保健福祉活動に係る技術支援

医長（兼）
<市立総合医療センター
精神神経科医長>
【地域ケアグループ】

医師 林　皓章
・精神保健に係る調査研究
・地域保健福祉活動に係る技術支援

担当係長
【地域ケアグループ】

保健 金森　かずみ
・専門相談に係る連絡調整
・自殺防止対策に係る企画調整
・地域保健福祉活動に係る技術支援

担当係長
【地域ケアグループ】

保健 山内　幸織
・地域生活移行支援に係る連絡調整
・職員等の教育研修に係る企画調整
・地域保健福祉活動に係る技術支援
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担当係長
【地域ケアグループ】

保健 合田　惠子
・精神科医療適正化に係る連絡調整
・地域保健福祉活動に係る技術支援

担当係長
【地域ケアグループ】

保健 植田　高子
・専門相談に係る連絡調整
・精神科医療に係る連絡調整
・地域保健福祉活動に係る技術支援

担当係長
【地域ケアグループ】

保健 大畑　有紀
・薬物関連問題に係る企画調整
・職員等の教育研修に係る企画調整
・地域保健福祉活動に係る技術支援

食肉衛生検査所（職員数36人）
補職 職種 氏名 事務分担

所長 獣医 堀本　知昭 ・食肉衛生検査所所管業務の総括

保健副主幹 獣医 今川　精二
・と畜検査及びＢＳＥ対策
・南港市場の衛生監視
・食鳥検査

保健副主幹 獣医 大賀　康弘
・と畜検査及びＢＳＥ対策
・南港市場の衛生監視
・食鳥検査

担当係長 獣医 前原　智史

・と畜検査及びＢＳＥ対策
・南港市場の衛生監視
・食鳥検査
・文書主任業務

担当係長 獣医 槇山　功
・と畜検査及びＢＳＥ対策
・南港市場の衛生監視
・食鳥検査

動物管理センター（職員数26人）
補職 職種 氏名 事務分担

所長 獣医 真田　秀一 ・動物管理センター所管業務の総括

保健主幹（兼）
<健康推進部保健主幹兼
務>

獣医 宮前　俊一
・動物愛護管理関係業務の総括
・狂犬病予防関係業務の総括

保健主幹 獣医 辻本　光広
・動物愛護管理関係業務の総括
・鳥獣保護法関係業務の総括
・飼育動物診療施設届出関係業務の総括

保健副主幹 獣医 松村　国彦
・動物愛護管理関係業務の遂行管理
・鳥獣保護法関係業務の遂行管理
・飼育動物診療施設届出関係業務の遂行管理

担当係長 事務 松下　讓
・センターの庶務・企画
・文書主任業務

担当係長 獣医 天辰　健一
・動物愛護管理業務
・狂犬病予防関係業務

担当係長 獣医 大島　秀基
・動物愛護管理業務
・鳥獣保護法関係業務
・飼育動物診療施設届出関係業務
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補職 職種 氏名
所長 医師 吉村　高尚

補職 職種 氏名 事務分担

北部保健医療監
<北区役所医務主幹兼
務、環境科学研究所医務
主幹兼務>

医師 澤田　好伴
１　医師業務
２　保健及び医務に関する専門的、技術的事項に関
する業務

西部保健医療監
<西区役所医務主幹兼務
>

医師 吉野　祥一
１　医師業務
２　保健及び医務に関する専門的、技術的事項に関
する業務

東部保健医療監
<中央区役所医務主幹兼
務、市立住吉市民病院小
児科副部長兼務>

医師 稲田　浩
１　医師業務
２　保健及び医務に関する専門的、技術的事項に関
する業務

南部保健医療監
<西成区役所医務主幹兼
務>

医師 吉田　英樹
１　医師業務
２　保健及び医務に関する専門的、技術的事項に関
する業務

医務監
<保健所医務主幹兼務、
生野区役所医務主幹兼
務、市立十三市民病院外
科副部長>

医師 山﨑　修 １　医師業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

管理課長 事務 久野  恭伸

１　所の文書、人事、給与、衛生管理、福利厚生及び
施設管理の総括
２　保健福祉センターにおける事業の調整及び技術
的支援の総括
３　母子保健法、健康増進法その他保健関係法令に
基づく地域保健対策の総括
４　地域保健に関する広域的又は専門的な知識及び
技術を要する事業の総括
５　栄養の改善、指導及び調整並びに関係団体の指
導育成の総括

母子保健担当医務主幹
<住吉区役所医務主幹兼
務、こども青少年局子育
て支援部医務主幹兼務>

医師 今井　龍也
１　母子保健業務の企画調整
２　医師業務

医務主幹
<東淀川区役所医務主幹
兼務、市立弘済院附属病
院整形外科副部長兼務>

医師 國吉　裕子 １　医師業務

医務主幹
<此花区役所医務主幹兼
務、市立十三市民病院小
児科副部長兼務>

医師 李　和幸 １　医師業務

保健所（職員数347人）

管理課（職員数64人）
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医務主幹
<阿倍野区役所医務主幹
兼務>

医師 中西　浩一 １　医師業務

医務主幹
<東成区役所医務主幹兼
務、こども青少年局こども
相談センター医務主幹兼
務、市立住吉市民病院小
児科副部長兼務>

医師 池宮　美佐子 ・医師業務

医務主幹
<旭区役所医務主幹兼務
>

医師 田端　信忠 ・医師業務

保健主幹 保健 森河内  麻美 １　保健所保健師業務の企画調整業務

医務主幹（兼）
<こども青少年局医務監
兼子育て支援部医務主
幹兼務、こども相談セン
ター医務主幹兼務>

医師 宮村　鈴子 １　医師業務

管理課長代理 事務 永井　照佳

・所の文書、人事、給与、衛生管理、福利厚生及び施
設管理
・保健福祉センターにおける事業の調整及び技術的
支援
・母子保健法、健康増進法その他保健関係法令に基
づく地域保健対策
・地域保健に関する広域的又は専門的な知識及び技
術を要する事業

医務副主幹(兼)
<市立総合医療センター
小児神経内科副部長兼
務、市立住吉市民病院小
児科副部長兼務>

医師 岡崎　伸 ・医師業務

医務副主幹（兼）
<市立十三市民病院小児
科副部長兼務>

医師 藤岡　弘季 ・医師業務

担当係長
【管理グループ】

事務 片桐　幹雄

・庶務業務の総括
・文書主任及び公印取扱責任者業務
・予算・決算業務の総括
・所の文書、人事、給与、衛生管理、福利厚生及び施
設管理
・所内の連絡調整

担当係長
【保健事業グループ】

事務 西岡　隆 ・保健事業業務の総括

担当係長
【保健事業グループ】

事務 箕輪　慎治 ・公害保健業務

担当係長
【保健事業グループ】

事務 吉武　和也 ・難病対策業務

担当係長
【保健事業グループ】

事務 村松　剛
・母子保健業務
・健康づくり関係業務

担当係長
【保健事業グループ】

保健 吉田　あゆみ
・保健事業に係る保健師業務の総括
・公害保健、健康づくりに係る保健師業務
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担当係長
【保健事業グループ】

保健 本田　弘美 ・難病対策に係る保健師業務

保健副主幹 栄養 櫻井　明子
・栄養の改善、指導及び調査並びに関係団体の指導
育成

担当係長
【健康栄養グループ】

栄養 鷲津　雅三 ・栄養指導業務の総括

担当係長
【健康栄養グループ】

栄養 丸山　恭司
・特別用途食品許可申請、栄養表示基準・虚偽誇大
広告等に関する指導業務
・給食施設指導業務

担当係長
【健康栄養グループ】

栄養 寺西　裕美
・外食栄養管理推進事業の連絡調整業務
・国民健康・栄養調査の連絡調整業務

公害健康被害補償担当
課長

事務 小寺　誓

１　公害健康被害の補償等に関する法律に基づく審
査・認定及び補償給付業務の総括
２　小児ぜん息等医療費助成制度の総括
３　石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく
救済給付受付に係る業務に係る連絡調整
４　石綿の健康リスク調査業務に係る連絡調整
５　公害健康被害補償・小児ぜん息等医療費助成制
度事業に係る連絡調整

担当係長
【審査・給付グル－プ】

事務 水島　宏

・審査所管業務の総括
・公害健康被害の補償等に関する法律に基づく連絡
調整業務及び審査・認定業務
・小児ぜん息等医療費助成制度
・健康影響調査業務
・石綿救済法関係業務
・石綿の健康リスク調査業務

担当係長
【審査・給付グル－プ】

事務 中村　学

・給付所管業務の総括
・公害健康被害の補償等に関する法律に基づく補償
給付業務
・小児ぜん息等医療費助成制度に係る医療費支給業
務

保健主幹
<保健衛生検査所長兼務
>

薬剤 髙橋　京子
１　検査業務の総括
２　関係機関との連絡調整

保健副主幹
<放射線技術検査所長兼
務>

医技 笠原　英也
・放射線業務の総括
・関係機関との連絡調整

補職 職種 氏名 事務分担

所長(兼)
<保健主幹兼務>

薬剤 髙橋　京子
１　検査業務
２　関係機関との連絡調整

担当係長 薬剤 須田　晋玄 ・検査業務

担当係長 医技 松村　恵里子 ・検査業務

担当係長 医技 山田　智 ・検査業務

担当係長 医技 蛇ヶ崎　美和 ・検査業務

担当係長 医技 中村　春己 ・検査業務

担当係長 医技 三笠　雅昭 ・検査業務

保健衛生検査所（職員数16人）

放射線技術検査所（職員数21人）
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補職 職種 氏名 事務分担
所長(兼)
<保健所保健副主幹兼務
>

医技 笠原　英也
・放射線業務の総括
・関係機関との連絡調整

保健副主幹 医技 橋本　義啓
・放射線業務
・放射線技術検査所業務関係全般

担当係長 医技 長野　道治

・放射線業務
・胃部検診車及び胸部検診車における放射線業務の
管理業務
・医療法放射線関係立入検査の管理業務
・管理区域線量測定の管理業務

担当係長 医技 齊藤　正典

・放射線業務
・保健福祉センターにおける放射線業務の管理業務
（肺がん検診の放射線業務を含む）
・接触者健診関係放射線業務の管理業務

担当係長 医技 髙橋　年雄

・放射線業務
・マンモグラフィ検診車における放射線業務の管理業
務
・マンモグラフィ読影センター業務の管理業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

保健医療対策課長 事務 佐藤　嘉之

１　医療法その他医務関係法令事務
２　保健衛生事業に関する調査研究及び保健情報の
企画調整の総括
３　保健福祉センターにおける保健医療対策担当事
業の調整及び技術的支援の総括
４　地域保健に関する広域的又は専門的な知識及び
技術を要する事業の総括

医療安全担当医務主幹
<鶴見区役所医務主幹兼
務、危機管理室医務主幹
兼務、市立十三市民病院
内科副部長兼務>

医師 中山　浩二 １　医療安全関係業務

医務主幹
<平野区役所医務主幹兼
務>

医師 中川　裕子 １　企画調査関係業務

保健医療対策課長代理 事務 德田　真理子

・医療法その他医務関係法令事務
・保健情報関係業務
・医療法人の認可業務
・病院の許可・届出事務
・企画調査関係業務
・庶務及び連絡調整業務

担当係長
【医療指導グループ】

事務 藤本　佳子

・医療指導業務の総括
・病院・診療所の医療法に基づく申請事務、立入検査
(西部方面)
・文書主任業務

担当係長
【医療指導グループ】

事務 横田　太治
・病院・診療所の医療法に基づく申請事務、立入検査
(東部方面）

担当係長
【医療指導グループ】

事務 貴多　貞子
・病院・診療所の医療法に基づく申請事務、立入検査
(北部方面）

担当係長
【医療指導グループ】

事務 永田　康彦
・病院・診療所の医療法に基づく申請事務、立入検査
(西部方面）

保健医療対策課（職員数33人）
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担当係長
【医療指導グループ】

事務 堀口　正樹
・病院・診療所の医療法に基づく申請事務、立入検査
(南部方面）

担当係長
【医療指導グループ】

薬剤 齊藤　尚子
・病院・診療所の医療法に基づく申請事務、立入検査
(東部方面）

担当係長
【医療法人グループ】

事務 岸口　庄吾
・医療法人業務の総括
・医療法人の認可等業務
・病院の許可・届出事務

担当係長
【医療法人グループ】

事務 黒田　賢二
・医療法人の認可等業務
・病院の許可・届出事務

担当係長
【医療法人グループ】

事務 稲森　知咲
・医療法人の認可等業務
・病院の許可・届出事務

担当係長
【保健情報グループ】

事務 宮本　奉美
・保健情報業務の総括
・保健衛生システムの管理運用

担当係長
【保健情報グループ】

事務 小山　敏彦
・人口動態調査関係業務
・保健福祉統計表作成業務
・各種免許関係経由事務

担当係長
【保健情報グループ】

事務 東谷　智樹 ・厚生統計調査関係業務

担当係長
【保健情報グループ】

保健 小川理乙子 ・保健衛生情報の収集・分析・提供

担当係長
【企画調査グループ】

事務 落水　しのぶ ・企画調査関係業務の総括

担当係長
【企画調査グループ】

保健 高橋　峰子
・技術支援・地区診断
・保健衛生データ管理・地域保健情報提供

担当係長
【企画調査グループ】

栄養 北川　富貴代
・栄養・衛生教育関係等集計業務
・保健衛生統計講習会関係業務

医療施設指導担当課長 事務 谷　和夫

１　医療法その他医務関係法令事務
２　病院、診療所等の指導業務
３　保健福祉センターにおける医療法関係業務の調
整及び技術的支援の総括

保健副主幹 獣医 瀬尾　史子
・病院・診療所の立入検査
・登録衛生検査所関係業務

保健副主幹 薬剤 桑原　靖
・病院・診療所の立入検査
・医療法に係る広告制限の対応及び指導

保健副主幹 医技 松田　佐賀栄
・病院・診療所の立入検査
・放射線装置関係業務

補職 職種 氏名 事務分担

感染症対策監 医師 松本　健二 ・感染症対策業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

感染症対策課長
<健康局医務監、危機管
理室医務主幹兼務>

医師 半羽　宏之

1　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律、予防接種法に基づく感染症対策の総括
２　感染症、予防接種その他疾病予防等業務の総括
３　感染症診査協議会に係る業務の総括
４　保健福祉センターにおける感染症対策担当事業
の調整及び技術的支援の総括
５　地域保健に関する広域的又は専門的な知識及び
技術を要する事業の総括

健康危機管理担当課長 事務 松生　誠子
１　健康危機管理にかかる連絡調整業務
２　予防接種業務

感染症対策課（職員数50人）
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感染症担当医務主幹
<淀川区役所医務主幹兼
務>

医師 廣川　秀徹

1　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律、予防接種法に基づく感染症対策
２　感染症、予防接種その他疾病予防等業務
３　感染症診査協議会に係る業務
４　保健福祉センターにおける感染症対策担当事業
の調整及び技術的支援
５　地域保健に関する広域的又は専門的な知識及び
技術を要する事業

医務主幹
<住之江区役所医務主幹
兼務>

大阪
府

金田一　尚元 ・感染症対策業務

医務主幹
<東住吉区役所医務主幹
兼務>

医師 廣田　理 ・感染症対策業務

医務主幹
<西淀川区役所医務主幹
兼務>

医師 田中　成一 ・感染症対策業務

保健主幹 薬剤 坂本　徳裕 ・感染症(結核を除く)対策業務

感染症対策課長代理 事務 小山　恭介

・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律、予防接種法に基づく感染症対策
・感染症、予防接種その他疾病予防等業務
・感染症診査協議会に係る業務
・保健福祉センターにおける感染症対策担当事業の
調整

保健副主幹 保健 蕨野　由佳里 ・感染症対策業務

保健副主幹 保健 松本　珠実 ・感染症対策（結核を除く）業務

保健副主幹（兼）
<環境科学研究所研究副
主幹兼務>

研究 入谷　展弘 ・感染症の病原微生物の調査

担当係長
【感染症グループ】

事務 唄　隆也

・感染症(結核を除く)対策業務の総括
・予防接種（結核を除く）業務の総括
・その他疾病予防等業務の総括
・文書主任業務

担当係長
【感染症グループ】

事務 龍　敏彦
・予防接種（結核を除く）業務
・肝炎対策業務（医療費助成関係に限る）

担当係長
【感染症グループ】

事務 野崎　丈晴

・エイズ・性感染症対策業務
・感染症発生動向調査事業に係る業務
・肝炎対策業務（医療費助成関係を除く）
・被爆者援護法に係る業務

医長
<港区役所保健福祉課医
長兼務>
【感染症グループ】

医師 奥町　彰礼 ・感染症対策業務

担当係長
【感染症グループ】

薬剤 伯井　紀隆
・感染症発生動向調査事業に係る業務
・感染症(結核を除く)対策に関する情報収集、分析、
伝達業務

担当係長
【感染症グループ】

保健 安井　典子

・感染症（結核を除く））対策に関する情報収集、分
析、伝達業務
・予防接種（結核を除く）業務

担当係長
【感染症グループ】

保健 桝田　晴美

・感染症（結核を除く）対策に関する情報収集、分析、
伝達業務
・エイズ、性感染症対策業務
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担当係長
【結核グループ】

事務 塚原　和子 ・結核対策業務の総括

担当係長
【結核グループ】

事務 西　丈児 ・結核対策業務

医長
<西成区役所保健福祉課
医長兼務>
【結核グループ】

医師 小向　潤 ・結核対策業務

担当係長
【結核グループ】

保健 足立　礼子 ・結核対策業務

担当係長
【結核グループ】

保健 齊藤　和美 ・結核対策業務

補職 職種 氏名 事務分担

生活環境担当部長 薬剤 荒西　学
１　環境衛生及び食品衛生施設の監視等に関する業
務
２　生活衛生監視事務所に関する業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

環境衛生監視課長 薬剤 村山　耕治

１　墓地、埋葬等に関する法律、興行場法、旅館業
法、公衆浴場法、化製場等に関する法律、水道法、
建築物における衛生的環境の確保に関する法律、有
害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律、浄
化槽法、温泉法その他環境衛生関係法令に基づく営
業許可届出、監視指導の総括

保健主幹 薬剤 久保　雄
１　環境衛生関係施設の許認可及び監視指導業務の
遂行管理

保健副主幹 薬剤 五島　晶
・環境衛生関係施設の許認可及び監視指導業務の総
括

担当係長 薬剤 井澤　純
・環境衛生専門監視業務
・文書主任及び公印取扱責任者業務

担当係長 事務 村岡　正彦
・関係機関との連絡調整
・環境衛生関係の受付、各種許可証等の作成業務

担当係長 薬剤 岸田　貴士 ・環境衛生専門監視業務

補職 職種 氏名 事務分担

食品衛生監視課長 薬剤 黒岡　伸夫
１　食品衛生法、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検
査に関する法律、その他食品衛生関係法令に基づく
食品関係施設の監視指導の総括

保健主幹 獣医 井川　久史
１　大規模食品関係施設等の監視指導業務の遂行管
理
２　違反食品等の調査業務の遂行管理

保健副主幹 獣医 安福　潔
・大規模食品関係施設等の監視指導業務の総括
・違反食品等の調査業務の総括

担当係長 獣医 田中　昭次
・大規模食品関係施設等の監視指導業務
・違反食品等の調査
・文書主任業務

担当係長 薬剤 北田　直也
・大規模食品関係施設等の監視指導業務
・違反食品等の調査

環境衛生監視課（職員数18人）

食品衛生監視課（職員数14人）

北部生活衛生監視事務所（職員数32人）
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補職 職種 氏名 事務分担
所長
<環境局環境管理部北部
環境保全監視担当課長
兼務>

薬剤 上田　誠已
１　北部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可権
限、事務所の管理・監督

保健主幹 薬剤 髙岡　祥郎
１　北部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及
び監視指導業務の遂行管理

保健副主幹 獣医 小西　啓之
・北部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及び
監視指導業務の総括

保健副主幹 薬剤 鷲尾  修一
・北部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及び
監視指導業務の総括

保健副主幹 薬剤 西　康之
・北部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及び
監視指導業務の総括

保健副主幹 薬剤 吉岡　馨子
・北部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及び
監視指導業務の総括

担当係長 薬剤 土見　日出夫
・北部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及び
監視指導業務
・文書主任及び公印取扱責任者業務

補職 職種 氏名 事務分担
所長
<環境局環境管理部東部
環境保全監視担当課長

薬剤 衣田　敏之
１　東部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可権
限、事務所の管理・監督

保健主幹 薬剤 早川　和成
１　東部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及
び監視指導業務の遂行管理

保健副主幹 薬剤 鈴木　芳朗
・東部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及び
監視指導業務の総括

保健副主幹 薬剤 田中　栄一
・東部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及び
監視指導業務の総括

保健副主幹 薬剤 中出　江美子
・東部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及び
監視指導業務の総括

保健副主幹 獣医 寺西　敏浩
・東部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及び
監視指導業務の総括

保健副主幹 薬剤 堀　哲也
・東部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及び
監視指導業務の総括

担当係長 薬剤 栁田　博史
・東部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及び
監視指導業務
・文書主任及び公印取扱責任者業務

補職 職種 氏名 事務分担
所長
<環境局環境管理部西部
環境保全監視担当課長

薬剤 金銅　政宏
１　西部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可権
限、事務所の管理・監督

保健主幹 薬剤 池内　宏彰
１　西部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及
び監視指導業務の総括・遂行管理

保健副主幹 獣医 竹内　伸夫
・西部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及び
監視指導業務の総括

保健副主幹 薬剤 中谷　紀久雄
・西部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及び
監視指導業務の総括

担当係長 獣医 松岡　百合子
・西部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及び
監視指導業務
・文書主任及び公印取扱責任者業務

西部生活衛生監視事務所（職員数21人）

東部生活衛生監視事務所（職員数36人）
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補職 職種 氏名 事務分担
所長
〈環境局環境管理部南東
部環境保全監視担当課
長兼務〉

獣医 河野　富男
１　南東部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可
権限、事務所の管理・監督

保健主幹 薬剤 中島　三千雄
１　南東部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可
及び監視指導業務の遂行管理

保健副主幹 薬剤 島　和彦
・南東部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及
び監視指導業務の総括

保健副主幹 獣医 木村　禎彦
・南東部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及
び監視指導業務の総括

担当係長 獣医 亀本　昌幸
・南東部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及
び監視指導業務
・文書主任及び公印取扱責任者業務

補職 職種 氏名 事務分担

所長
<環境局環境管理部南西
部環境保全監視担当課
長兼務>

獣医 時田　敏臣
１　南西部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可
権限、事務所の管理・監督

保健主幹 獣医 森河内　巌
１　南西部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可
及び監視指導業務の遂行管理

保健副主幹 薬剤 黒木　有子
・南西部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及
び監視指導業務の総括

保健副主幹 薬剤 村上　耕司
・南西部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及
び監視指導業務の総括

担当係長 薬剤 佐々木　健
・南西部区域の環境衛生・食品衛生 施設の許認可及
び監視指導業務
・文書主任及び公印取扱責任者業務

補職 職種 氏名

所長 事務 岡本　篤佳

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

管理課長 事務 中尾　勝彦
１　所の文書、人事、給与、予算、決算等の総括
２　所の運営管理及び運営形態検討の総括

管理課長代理 事務 前田  年昭
１　所の文書、人事、給与、予算決算等
２　所内の連絡調整及び危機管理対策
３　統合、独法化等の運営形態検討

担当係長
【管理グループ】

事務 上野　浩一

・庶務業務の総括
・総括文書主任及び公印取扱責任者業務
・所の文書、人事、給与、施設管理
・所内の連絡調整

担当係長
【管理グループ】

事務 梅田　正法 ・所の予算、決算業務の総括

環境科学研究所（職員数74人）

管理課（職員数13人）

南東部生活衛生監視事務所（職員数17人）

南西部生活衛生監視事務所（職員数17人）

－310－



健康局

独立行政法人化担当課
長

事務 岩崎　　 透 １　独立行政法人化にかかる業務の総括

業務統合担当課長（兼）
〈環境科学研究所研究主
幹兼務〉

研究 山野　哲夫
１　公衆衛生研究所との業務統合にかかる業務の総
括

担当係長
【管理グループ】

事務 稲垣  泰男
・独立行政法人化にかかる業務
・公衆衛生研究所との業務統合にかかる業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

調査研究課長 研究 西谷　隆司
１　研究所業務の企画及び連絡調整の総括
２　研修及び指導の立案の総括

医務主幹（兼）
〈保健所北部保健医療
監、北区役所医務主幹兼
務〉

医師 澤田　好伴
１　疫学情報
２　健康事象の疫学的調査研究の総括

研究主幹
〈業務統合担当課長兼
務〉

研究 山野　哲夫
１　府市統合にかかる研究分野の連絡調整
２　統合研の中期目標、中期計画の策定

研究主幹 研究 中間　昭彦
１　情報発信
２　健康危機管理
３　研修及び指導の立案

研究主幹 研究 小笠原　準
１　研究所業務の企画及び連絡調整
２　食品検査の信頼性確保

研究副主幹 研究 藤原　康博
１　情報の収集、解析及び提供
２　外部資金管理及び連絡調整
３　文書主任業務

微生物保健担当課長 研究 西尾　孝之

１　病原微生物の感染機構の解析の総括
２　感染症及び食中毒の原因及び疫学の総括
３　感染症及び食中毒予防の基礎的研究の総括
４　病原微生物の調査、研究の総括

研究副主幹 研究 入谷　展弘
１　ウイルス感染症及びその感染機構
２　動物由来感染症

研究副主幹 研究 阿部　仁一郎
１　寄生虫感染症及びその感染機構
２　カビの試験業務
３　動物由来感染症

研究主任
【微生物保健グループ】

研究 久保　英幸
・ウイルス感染症及びその感染機構
・動物由来感染症

研究主任
【微生物保健グループ】

研究 中村　寛海
・細菌感染症
・細菌性食中毒

研究主任
【微生物保健グループ】

研究 山﨑　一夫
・生物の生態および衛生動物の調査
・外来生物の調査

研究主任
【微生物保健グループ】

研究 改田　厚
・ウイルス感染症及びその感染機構
・動物由来感染症
・文書主任業務

食品保健担当課長 研究 清水　　充

１　食品衛生に係る検査業務の総括
２　健康増進法に係る許可試験業務の総括
３　生活用品、医薬品に係る業務の統括
４　食品栄養に係る試験・調査の統括

研究副主幹 研究 角谷　直哉
１　食品衛生
２　事故、苦情品
３  健康増進

調査研究課（職員数60人）
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研究副主幹 研究 大嶋　智子
１　家庭用品
２　薬事医薬品

研究副主幹 研究 萩原　拓幸
１　特定保健用食品の許可試験
２　食品中の機能性成分
３　食品衛生

研究副主幹 研究 先山　孝則
１　食品中の有害化学物質
２　食品中の残留農薬等
３　食品衛生

研究主任
【食品保健グループ】

研究 仲谷　　正

・食品中の有害化学物質
・事故・苦情品
・自然毒
・文書主任業務

研究主任
【食品保健グループ】

研究 新矢　将尚
・食品中の有害金属、ミネラル
・食品衛生

研究主任
【食品保健グループ】

研究 尾崎　麻子
・器具、容器包装
・事故、苦情品
・食品衛生

研究主任
【食品保健グループ】

研究 上村　聖子
・動物用医薬品
・食品衛生

研究主任
【食品保健グループ】

研究 紀　雅美
・遺伝子組換え食品
・アレルギー物質
・食品衛生

都市環境担当課長 研究 増田　淳二

1　水質、底質、土壌分析調査及び環境汚染防止の
総括
2　飲料水等の各種用水検査及び調査の総括
3　廃棄物等の処理、資源化技術の総括
4　臭気調査の総括

環境調査担当課長 研究 桝元　慶子
1　大気質の調査分析および環境汚染防止の総括
2　室内作業環境の分析、調査の総括
3　熱環境・ヒートアイランド対策調査の総括

研究主幹 研究 山口　之彦
1  水質、底質、土壌分析調査
2　飲料水等の各種用水検査及び調査
3　有害化学物質調査

研究副主幹 研究 船坂　邦弘
1　大気質の調査分析及び環境汚染防止
2 労働衛生の試験、検査及び調査

研究副主幹 研究 酒井　　護
1　廃棄物分析及び廃棄物処理技術
2　有害物質の分析及び処理

研究主任
【都市環境グループ】

研究 東條　俊樹
・ダイオキシン類の環境調査
・有害化学物質の分析及び調査
・文書主任業務

研究主任
【都市環境グループ】

研究 古市　裕子
・労働衛生の試験、検査及び調査
・大気質の調査分析

研究主任
【都市環境グループ】

研究 板野　泰之
・大気質の調査分析
・光化学大気汚染の調査

研究主任
【都市環境グループ】

研究 高倉　晃人
・廃棄物処理技術
・排ガス等の調査分析
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健康局

研究主任
【都市環境グループ】

研究 大島　　詔
・河川、海域等の水質及び底質調査
・水辺環境調査および創造
・飲料水等の各種用水検査及び調査

研究主任
【都市環境グループ】

研究 加田平　賢史
・土壌、地下水汚染分析及び調査
・廃棄物等処理技術
・河川、海域等の水質及び低質調査
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こども青少年局

こ ど も 青 少 年 局

企 画 部

総 務 課 （ 庶 務 グ ル ー プ ） （ 人 事 グ ル ー プ ）

（管財・施設グループ）

青 少 年 課 （青少年企画グループ） （こども育成事業グループ）

（ 企 画 グ ル ー プ ）

（放課後事業グループ）

子 育 て 支 援 部

管 理 課 （子育て支援グループ）

経 理 課 （経理・調達グループ）

（指導・研修グループ）

保 育 所 運 営 課 （ 運 営 グ ル ー プ ） （再編整備グループ）

（幼稚園運営企画グループ）

保 育 施 策 部

（児童福祉施設指導監査グループ） （保育環境整備グループ）

（こども子育て支援制度構築グループ）

保 育 企 画 課 （運営・企画グループ）

（母子保健グループ）

こ ど も 家 庭 課 （ひとり親等支援グループ） （要保護児童グループ）

阿 武 山 学 園

（兼：福祉局医療助成グループ）

（教育相談グループ）

運 営 担 当 （管理・運営グループ） （心理相談グループ）

こ ど も 相 談 セ ン タ ー

（保健医療グループ）

（一時保護所グループ） （児童相談グループ） （里親相談グループ）

一 時 保 護 所

（障がい相談グループ） （育成相談グループ） （虐待対応グループ）
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こども青少年局

補職 職種 氏名
局長 事務 内本　美奈子

補職 職種 氏名
理事 事務 諫山　保次郎

補職 職種 氏名
部長 事務 野村　俊明

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 土居　義浩

１　庶務、市会、文書
２　局業務の進行管理
３　局人事・勤務労働条件
４　給与、福利厚生

総務課長代理 事務 瑞慶覧　薫

・庶務、市会、文書
・局業務の進行管理
・局人事・勤務労働条件
・給与、福利厚生

担当係長
【庶務グループ】

事務 三宅　俊之

・庶務・市会関連
・文書、規定関連
・個人情報保護関連
・局事業体制

担当係長
【庶務グループ】

事務 田島　亮
・広聴・広報・報道
・寄付収受・表彰

担当係長
【人事グループ】

事務 小山　延江
・局員人事・勤務条件
・局員の研修、服務指導

担当係長
【人事グループ】

事務 中井　重徳
・局員人事・勤務条件
・給与、福利厚生、安全衛生

企画担当課長 事務 青柳　毅
１　局事業の総合的企画
２　調査・連絡調整
３　局運営方針

企画担当課長代理 事務 宮本　晃子
・局事業の総合的企画
・調査・連絡調整
・局運営方針

担当係長
【企画グループ】

事務 牛尾　耕治
・局内施策展開の総括企画・進捗管理
・局運営方針、局事業の総合的企画
・局事業の連絡調整

担当係長
【企画グループ】 事務 小村　勝彦

・局内施策展開の総括企画・進捗管理
・局事業の連絡調整
・大都市制度改革

担当係長
【企画グループ】
＜市立心身障がい者リ
ハビリテーションセン
ター相談課兼務＞

保育 豊福　千恵
・局事業調査研究
・次世代育成支援行動計画
・子ども・子育て支援事業計画

こども青少年局（職員数1,601人）

企画部（職員数73人）

総務課（職員数22人）
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こども青少年局

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

経理課長 事務 武田　洋子
１　予算・決算
２　調達・契約
３　局所管不動産の管理

施設管理担当課長代
理

電気 丸井　昭幸
・局所管施設の整備・維持管理
・局所管電気工作物の維持管理

担当係長
【経理・調達グループ】

事務 濵島　純 ・予算・決算

担当係長
【経理・調達グループ】

事務 山中　正規
・予算・決算
・調達・契約

担当係長
【管材・施設グループ】

事務 藤原　博紋 ・局所管不動産の管理

担当係長
【管材・施設グループ】

建築 辻　秀朗
・局所管施設の整備・維持管理
（建築に関すること）

担当係長
【管材・施設グループ】

機械 松村　恵造
・局所管施設の整備・維持管理
（機械設備・電気に関すること）

補職 職種 氏名 事務分担
青少年担当部長 事務 田丸　卓嗣 １　青少年施策に関すること

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

青少年課長 事務 谷口　敏

１　こども・青少年の健全育成にかかる総合企
画
２　青少年の地域活動への参加促進と社会性
の涵養
３　青少年施設管理
４　こどもの安全対策
５　若者の自立支援

担当係長
【青少年企画グルー
プ】

事務 至田　美幸

・青少年団体との連携
・担当業務の庶務
・青少年国際交流事業
・青少年施設管理

担当係長
【青少年企画グルー
プ】

社教 豊田　晃

・青少年団体との連携
・青少年非行防止対策
・こどもの安全対策
・若者自立支援

担当係長
【青少年企画グルー
プ】

事務 柏井　裕一
・青少年施設管理
・青少年指導者育成

こども育成事業担当課
長

事務 笠井　康孝

１　大阪の資産・人材・公共社会資源の活用に
よるこどもの健全育成
２　教育・学習関連施設の活用による体験学習
３　上海市との児童作品交流
４　こども向け体験学習のあり方に関すること
５　塾代助成事業に関すること

経理課（職員数30人）

青少年課（職員数19人）
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こども青少年局

こども育成事業担当課
長代理

事務 納田　早美

・大阪の資産・人材・公共社会資源の活用によ
るこどもの健全育成
・教育・学習関連施設の活用による体験学習
・上海市との児童作品交流
・こども向け体験学習のあり方に関すること
・塾代助成事業に関すること

担当係長
【こども育成事業グ
ループ】

事務 小嶋　茂 ・塾代助成事業に関すること

担当係長
【こども育成事業グ
ループ】

事務 中谷　泰三

・民間の資産・人材の活用による体験学習
・教育・学習関連施設の活用による体験学習
・上海市との児童作品交流
・こども向け体験学習のあり方に関すること

担当係長
【こども育成事業グ
ループ】

事務 早川　将司 ・塾代助成事業に関すること

放課後事業担当課長 社教 松原　俊幸

１　児童いきいき放課後事業（いきいき活動）
２　留守家庭児童対策事業
３　子ども・子育て支援新制度に関すること
４　地域こども体験学習事業

放課後事業担当課長
代理

事務 大山　里美

・児童いきいき放課後事業（いきいき活動）
・留守家庭児童対策事業
・子ども・子育て支援新制度に関すること
・地域こども体験学習事業

担当係長
【放課後事業グルー
プ】

事務 大平　眞弘
・児童いきいき放課後事業（いきいき活動）
・子ども・子育て支援新制度に関すること

担当係長
【放課後事業グルー
プ】

事務 古瀬　剛
・留守家庭児童対策事業
・地域こども体験学習事業
・子ども・子育て支援新制度に関すること
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こども青少年局

補職 職種 氏名
部長 事務 松本　勝己

子育て臨時給付金担
当部長（兼）
<福祉局給付金担当部
長兼財政局給付金税
情報担当部長兼務>

事務 粟屋　千惠子

補職 職種 氏名 事務分担

医務監
<子育て支援部医務主
幹兼務、こども相談セ
ンター医務主幹兼務、
保健所医務主幹兼務>

医師 宮村　鈴子
１　こども青少年局における保健事業の推進・
医療的支援に関すること

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

管理課長 事務 三谷　眞彦

１　子育て支援施策の企画等
２　こども・子育ての相談・情報提供
３　地域における子育て支援
４　多様な保育サービス
５　児童手当（子ども手当）
６　母子保健

医務主幹（兼）
<健康局医務監兼健康
推進部医務主幹兼務、
福島区役所医務主幹
兼務>

医師 大仲　博之 １　母子保健事業管理・相談業務

医務主幹（兼）
<保健所母子保健担当
医務主幹兼住吉区役
所医務主幹兼務>

医師 今井　龍也 １　母子保健事業管理・相談業務

管理課長代理 事務 新堂　豊

・子育て支援施策の企画等
・こども・子育ての相談・情報提供
・地域における子育て支援
・多様な保育サービス
・児童手当（子ども手当）
・母子保健

保健副主幹 保健 青木　理恵 ・母子保健事業相談・情報提供

担当係長
【子育て支援グルー
プ】

事務 森川　貴之
・子育て支援施策の企画
・児童福祉施策調査・連絡調整
・子育て支援事業の広報

子育て支援部（職員数92人）

管理課（職員数36人）
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担当係長
【子育て支援グルー
プ】

社教 田村　美加

・子育て支援施策の企画
・児童福祉施策調査・連絡調整
・子育て活動支援事業（子ども・子育てプラザ）
・ファミリー・サポート・センター事業
・子育て支援情報提供

担当係長
【子育て支援グルー
プ】

事務 小幡　憲治
・各区保健福祉センター子育て支援室
・児童委員

担当係長
【子育て支援グルー
プ】

事務 辰巳　晃弘
・子育ていろいろ相談センター
・地域子育て支援拠点事業
・ブックスタート事業

担当係長
【子育て支援グルー
プ】

保育 新津　保子
・一時保育、休日保育
・子どものショートステイ

担当係長
【子育て支援グルー
プ】

事務 高木　隆介 ・病児病後児保育

担当係長
【子育て支援グルー
プ】

福祉 福嶋　典子 ・児童手当（子ども手当）

担当係長
【母子保健グループ】

保健 西村　雅世
・母子保健
・専門的家庭訪問支援事業
・妊産婦・乳幼児の歯科保健

子育て臨時給付金担
当課長

事務 三上　雅章 １　子育て世帯臨時特例給付金

担当係長
【子育て支援グルー
プ】

事務 柿原　正秀 ・子育て世帯臨時特例給付金

担当係長
【子育て支援グルー
プ】

事務 小池　秀裕 ・子育て世帯臨時特例給付金

担当係長
【子育て支援グルー
プ】

事務 杉ノ内　順子 ・子育て世帯臨時特例給付金

幼稚園運営企画担当
課長

事務 吉田　政幸
１　市立幼稚園の管理運営
２　幼児の就園奨励
３　市立幼稚園民営化への対応
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幼稚園民営化担当課
長代理

事務 西村　隆男 ･市立幼稚園民営化への対応

幼稚園民営化担当課
長代理

社教 藤本　義隆 ･市立幼稚園民営化への対応

幼稚園民営化担当課
長代理

事務 宮崎　誠司 ･市立幼稚園民営化への対応

担当係長
【幼稚園運営企画グ
ループ】

事務 森岡　慶喜
・市立幼稚園の管理運営
・幼児の就園奨励
・新たな保育制度への対応

担当係長
【幼稚園運営企画グ
ループ】

事務 三浦　一人 ･市立幼稚園民営化への対応

担当係長
【幼稚園運営企画グ
ループ】

事務 山田　由美子 ･市立幼稚園民営化への対応

担当係長
【幼稚園運営企画グ
ループ】

事務 浅野　こずえ ･こども子育て支援新制度の実施

担当係長（兼）
<教育委員会事務局指
導部総括指導主事兼
務>

教員 井谷　正美 ・市立幼稚園運営の助言

担当係長（兼）
<教育委員会事務局指
導部主任指導主事兼
務>

教員 畠　邦子 ・市立幼稚園運営の助言

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

こども家庭課長 事務 迫野　京子

１　ひとり親自立支援
２　児童扶養手当
３　社会的養護・要保護児童対策
４　児童福祉施設（保育所を除く）
５　こども・ひとり親医療費助成

医務主幹（兼）
<こども相談センター医
務主幹兼務、健康局
保健所医務主幹兼務>

医師 宮村　鈴子 １　要保護児童対策

こども家庭課長代理 事務 田村　綾子

・ひとり親自立支援
・児童扶養手当
・社会的養護・要保護児童対策
・児童福祉施設(保育所を除く）
・こども・ひとり親医療費助成

担当係長
【ひとり親等支援グ
ループ】

社教 友清  誠子
・ひとり親自立支援
・母子福祉センター運営

担当係長
【ひとり親等支援グ
ループ】

事務 岡野　里美
・母子寡婦福祉貸付金
・母子家庭自立支援給付金

こども家庭課（職員数18人）
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こども青少年局

担当係長
【ひとり親等支援グ
ループ】

福祉 神月　香
・利用施設・区・府市におけるひとり親支援機
能の強化
・児童扶養手当

担当係長
【要保護児童グルー
プ】

保育 尾崎　智美
・要保護児童対策・児童福祉施設
・児童虐待防止

担当係長（兼）
<福祉局生活福祉部保
健年金課担当係長兼
務>

事務 味谷　亨
・こども医療費助成
・ひとり親医療費助成

担当係長
【要保護児童グルー
プ】

事務 大佐古　輝男

・児童虐待対策の推進、児童支援ネットワーク
機能強化
・要保護児童対策
・社会的養護関連事業計画

担当係長
【要保護児童グルー
プ】

事務 森田　憲一
・児童養護施設等、母子生活支援施設の整
備・指導（保育所を除く）
・児童虐待防止

担当係長
【要保護児童グルー
プ】

事務 岡田　幸博

・ファミリーホーム開拓、施設の多機能化
・児童福祉施設（保育所を除く）の指導・徴収
金
・児童虐待防止

担当係長
【要保護児童グルー
プ】

事務 椿野　眞理子

・情緒障害児短期治療施設の整備
・児童福祉施設（保育所を除く）の指導・措置
費
・社会的養護関連事業計画
・児童虐待防止

補職 職種 氏名 事務分担

園長 事務 田宮　雄介
１　施設運営・管理
２　入所児童処遇・指導監督

副園長 児専 林　功三
・施設運営・管理
・入所児童処遇・指導

担当係長 事務 東田　明久 ・施設運営管理

担当係長 児専 来田　義英
・入所児童自立支援総括
・児童自立支援施設との連絡調整

担当係長 児専 武部　正実 ・作業指導・就労指導業務

担当係長 児専 松井　正宣 ・入所児童生活指導・自立支援活動指導

担当係長 児専 浅川　孝之
・入所児童生活・処遇指導
・退所児童への相談援助の総括・調査研究

阿武山学園（職員数36人）
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補職 職種 氏名
保育施策部長 事務 稲木　徹

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

保育企画課長 事務 工藤　誠

１　保育費用の支弁
２　民間保育所の指導
３　保育所入所
４　保育料設定
５　保育料徴収
６　児童福祉施設指導監査
７　認可外保育施設指導監督
８　認可外保育施設指導監督基準の制定
９　保育ママの運営
１０　補助金監査
１１　保育所職員研修
１２　保育士養成校連絡調整
１３　保育実習
１４　児童福祉施設の保健衛生
１５　児童福祉施設の栄養管理指導・食育

保育企画課長代理 事務 板橋　清訓

・保育費用の支弁
・民間保育所の指導
・保育所入所
・保育料設定
・保育料徴収

保育指導担当課長代
理

保育 米田　敦子

・民間保育所の指導
・保育所職員研修
・保育士養成校連絡調整
・保育実習
・児童福祉施設の保健衛生
・児童福祉施設の栄養管理指導・食育

施設指導担当課長代
理

事務 金田　眞一

・児童福祉施設指導監査
・認可外保育施設指導監督
・認可外保育施設指導監督基準の制定
・保育ママの運営
・補助金監査

担当係長
【運営・企画グループ】 社主 高野　亜矢子

・保育費用の支弁
・民間保育所の指導

担当係長
【運営・企画グループ】

福祉 岸本　かおり
・保育料設定、徴収
・保育所入所

担当係長
【運営・企画グループ】

事務 深見　浩文
・保育料未収金管理
・保育料徴収

担当係長
【運営・企画グループ】

事務 池中　信太郎
・保育料特別徴収事務・システム改修
・保育料設定

保育施策部（職員数1,232人）

保育企画課（職員数46人）
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担当係長
【運営・企画グループ】 保育 藤原　七重

・保育費用の支弁
・民間保育所の指導

担当係長
【指導・研修グループ】

保育 中嶋　賢美

・民間保育所への指導
・保育所職員研修
・保育士養成校連絡調整
・保育実習

担当係長
【指導・研修グループ】

保育 向井　典子 ・保育所職員研修

担当係長
【指導・研修グループ】

保育 後藤　香織 ・保育所職員研修

担当係長
【指導・研修グループ】

看護 松林　裕美 ・児童福祉施設の保健衛生

担当係長
【指導・研修グループ】

栄養 黒崎　一彦 ・児童福祉施設の栄養管理指導・食育

担当係長
【指導・研修グループ】

栄養 金岡　有奈 ・児童福祉施設の栄養管理指導・食育

担当係長
【施設指導グループ】

消防 下正　博之 ・認可外保育施設指導監督

担当係長
【施設指導グループ】

保育 東岡　美穂
・認可外保育施設指導監督
・認可外保育施設指導監督基準の制定

担当係長
【施設指導グループ】

事務 丸山　哲生 ・保育ママの運営

担当係長
【施設指導グループ】

事務 高島　志のぶ
・法人監理
・補助金監査

担当係長
【施設指導グループ】

事務 松井　伸幸
・法人監理
・児童福祉施設指導監査

こども子育て支援制度
構築担当課長

事務 赤本　勇
１　新こども子育て視線制度の構築に関するこ
と

こども子育て支援制度
構築担当課長代理

事務 宮　臣司 ・新こども子育て視線制度の構築に関すること

担当係長
【新制度構築グルー
プ】

事務 大江　希世子
・新こども子育て支援制度の企画・管理業務
・合議体、地域事業担当

担当係長
【新制度構築グルー
プ】
＜福祉局生活福祉部
地域福祉課担当係長
兼務＞

事務 山下　哲郎
・新こども子育て支援制度の電子システム整備
担当

担当係長
【新制度構築グルー
プ】

事務 山崎　淳史
・新こども子育て支援制度の支給認定業務担
当
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担当係長
【新制度構築グルー
プ】

事務 松井　宗隆
・新こども子育て支援制度の給付関係業務担
当

保育環境整備
担当課長

事務 東田　幸浩
１　民間保育所施設整備
２　保育ママ事業
３　認定こども園整備

保育環境整備
担当課長代理

事務 筑摩　俊也
・民間保育所施設整備
・保育ママ事業
・認定こども園整備

担当係長
【施設整備グループ】

大阪
府

田中　秀和
・民間保育所施設整備
・認定こども園整備

担当係長
【施設整備グループ】

事務 重崎　達人
・民間保育所施設整備
・認定こども園整備

担当係長
【施設整備グループ】

事務 泉谷　裕一
・民間保育所施設整備
・認定こども園整備

担当係長
【施設整備グループ】

事務 佐川　幸史
・民間保育所施設整備
・認定こども園整備

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

保育所運営課長 事務 飯田　光利
１　公立保育所管理・運営
２　公立保育所保育活動指導

保育所運営課長代理 事務 丹葉　浩三
・公立保育所管理・運営
・公立保育所人事・予算

保育所運営課長代理 保育 三浦　さよ子
・公立保育所管理・運営
・公立保育所保育活動指導

ブロック担当課長代理
兼担当係長

保育 山本　廣子
・木川第１保育所長
・保育所運営・保育所活動指導

ブロック担当課長代理
兼担当係長

保育 小原　孝子
・関目保育所長
・保育所運営・保育所活動指導

ブロック担当課長代理
兼担当係長

保育 阪田　弘子
・高松保育所長
・保育所運営・保育所活動指導

ブロック担当課長代理
兼担当係長

保育 沼野　百合子
・瓜破保育所長
・保育所運営・保育所活動指導

ブロック担当課長代理
兼担当係長

保育 米田　清美
・梅本保育所長
・保育所運営・保育所活動指導

ブロック担当課長代理
兼担当係長

保育 杉本　則子
・千本保育所長
・保育所運営・保育所活動指導

担当係長
【運営グループ】

事務 置田　勝久
・保育所運営総括管理
・保育所職員の人事・連絡調整

担当係長
【運営グループ】

事務 横山　秀昭 ・保育所職員の人事・連絡調整

担当係長
【運営グループ】

保育 伊達　裕佳子 ・障がい児保育指導・運営

担当係長
【運営グループ】

保育 杉村　秀子 ・障がい児保育指導・運営

保育所運営課（職員数1,185人）

－322－



こども青少年局

担当係長
【運営グループ】

保育 瀬尾　登史子 ・特別保育活動の指導

担当係長
【運営グループ】

事務 三木　靖史 ・保育所運営予算・決算

担当係長 保育 小野　治美 ・大淀保育所
担当係長 保育 津山　貴子 ・御幸保育所
担当係長 保育 宿谷　尋子 ・毛馬保育所
担当係長 保育 小森　美佐 ・野田保育所
担当係長 保育 増井　喜美代 ・海老江保育所
担当係長 保育 竹村　多美子 ・高見町保育所
担当係長 保育 大槻　康子 ・酉島保育所
担当係長 保育 阪口　順子 ・南大江保育所
担当係長 保育 岡藤　美惠子 ・西保育所
担当係長 保育 新井　三和子 ・八幡屋保育所
担当係長 保育 田中　智江 ・磯路保育所
担当係長 保育 山田　加代 ・大浪保育所
担当係長 保育 渡辺　美鶴穗 ・大正保育所
担当係長 保育 原野　章子 ・天王寺保育所
担当係長 保育 日野　年子 ・味原保育所
担当係長 保育 松田　春美 ・浪速第１保育所
担当係長 保育 江野　昌子 ・浪速第５保育所
担当係長 保育 坂上　由架利 ・小田町保育所
担当係長 保育 角森　久惠 ・柏里保育所
担当係長 保育 伊藤　純子 ・姫島保育所
担当係長 保育 望月　ゆう子 ・出来島保育所
担当係長 保育 新屋　晃代 ・佃保育所
担当係長 保育 丹羽　昇子 ・十三保育所
担当係長 保育 重松　弥生 ・三国保育所
担当係長 保育 三輪　順子 ・加島第１保育所
担当係長 保育 中田　直子 ・西大道保育所
担当係長 保育 渡邊　富子 ・西淡路第２保育所
担当係長 保育 西村　久美子 ・豊里第1保育所
担当係長 保育 宮原　慶子 ・あすか保育所
担当係長 保育 渡部　美佐岐 ・南江口保育所
担当係長 保育 星野　典子 ・日之出保育所
担当係長 保育 山本　三千子 ・東小橋保育所
担当係長 保育 木村　憲子 ・北中本保育所
担当係長 保育 原　由美子 ・南生野保育所
担当係長 保育 遠藤　さよ子 ・生野保育所
担当係長 保育 松本　敦子 ・中川保育所
担当係長 保育 李　月乃 ・生江保育所
担当係長 保育 伊藤　淑子 ・森小路保育所
担当係長 保育 西村　尚子 ・大宮第１保育所
担当係長 保育 高橋　直子 ・鯰江保育所
担当係長 保育 西森　保子 ・鴫野保育所
担当係長 保育 竹内　まさみ ・東中浜保育所
担当係長 保育 村岡　睦美 ・茨田第１保育所
担当係長 保育 中道　久美子 ・茨田大宮保育所
担当係長 保育 上村　節子 ・阪南保育所
担当係長 保育 北野　一美 ・北加賀屋保育所
担当係長 保育 工藤　喜美子 ・御崎保育所
担当係長 保育 淵岡　美喜子 ・住吉保育所
担当係長 保育 古閑丸　朋子 ・住吉乳児保育所
担当係長 保育 打樋　明子 ・浅香東保育所
担当係長 保育 須上　恭子 ・苅田南保育所
担当係長 保育 前濱　明美 ・万領保育所
担当係長 保育 久野　曉美 ・鷹合保育所
担当係長 保育 土田　恵 ・矢田教育の森保育所
担当係長 保育 濱﨑　朋子 ・加美第１保育所
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担当係長 保育 西野　千里 ・加美第２保育所
担当係長 保育 西村　弘美 ・長吉第１保育所
担当係長 保育 吉田　みゆき ・長吉第２保育所
担当係長 保育 森川　美智子 ・喜連保育所
担当係長 保育 小山　薫 ・天下茶屋保育所
担当係長 保育 早野　久美子 ・長橋第２保育所
担当係長 保育 永谷　小百合 ・北津守保育所
担当係長 保育 唐澤　智惠子 ・松之宮保育所
担当係長 保育 野本　福子 ・南津守保育所
担当係長 保育 土井　惠子 ・松通保育所

保育所再編整備担当
課長

事務 松田　晃一
１　公立保育所再編整備
２　公立保育所建物整備

保育所再編整備担当
課長

事務 平井　克昌
１　公立保育所再編整備
２　公立保育所建物整備

保育所再編整備担当
課長代理

事務 河本　哲也
・公立保育所再編整備
・公立保育所建物整備

保育所再編整備担当
課長代理

事務 岩本　典子
・公立保育所再編整備
・公立保育所建物整備

保育所再編整備担当
課長代理

事務 重枝　克己
・公立保育所再編整備
・公立保育所建物整備

保育所再編整備担当
課長代理

事務 松山　由紀
・公立保育所再編整備
・公立保育所建物整備

保育所再編整備担当
課長代理

保育 鈴木　雅子
・公立保育所再編整備
・保育所運営・保育所活動指導

保育所再編整備担当
課長代理

保育 友永　直子
・公立保育所再編整備
・保育所運営・保育所活動指導

担当係長
【再編整備グループ】

事務 中西　肇 ・保育所再編整備総括管理

担当係長
【再編整備グループ】

事務 宮本　勝美 ・保育所整備・保育活動連絡調整

担当係長
【再編整備グループ】

事務 森川　敦彦 ・保育所整備・保育活動連絡調整

担当係長
【再編整備グループ】

保育 稲垣　美智子 ・保育所整備・保育活動連絡調整

担当係長
【再編整備グループ】

看護 栁井　朋子 ・保育所整備・保育活動連絡調整

担当係長
【再編整備グループ】

事務 山本　浩康 ・保育所施設整備

担当係長
【再編整備グループ】

事務 北山　貢 ・保育所施設整備

担当係長
【再編整備グループ】

事務 安達　幸一 ・保育所再編整備計画の推進

担当係長
【再編整備グループ】

事務 松元　幸治 ・保育所再編整備計画の推進

担当係長
【再編整備グループ】

事務 肥塚　充代 ・保育所再編整備計画の推進

担当係長（再任用）
【再編整備グループ】

保育 原田　邦子 ・保育所整備・保育活動連絡調整
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補職 職種 氏名
所長 福祉 阪脇　裕二

補職 職種 氏名
副所長 福祉 市村　好弘

運営担当（職員数200人）
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

運営担当課長 事務 杉谷　英行
・こども相談センター運営総括
・こども相談センター事業の総括

運営担当課長代理 福祉 新屋　公孝
・こども相談センターの運営管理
・関係機関・団体連絡調整

担当係長 社教 久山　真紀
・センターの庶務総括、運営管理全般、企画、
研修、連絡調整

担当係長 事務 城戸　豊 ・センターの予算管理、庁舎管理、連絡調整

担当係長 臨心 岩佐　和代 ・児童心理司の業務指導総括

担当係長 臨心 濱村　浩一 ・児童心理司指導、被虐待児童・親支援

担当係長 臨心 佐味　秀雄
・児童心理司指導、性問題行動にかかる児
童・親指導

医務主幹
＜こども青少年局医務
監兼子育て支援部医
務主幹、保健所医務
主幹＞

医師 宮村　鈴子 ・小児科医師

医務副主幹 医師 森本　武志 ・児童精神科医師

医務主幹（兼）
＜市立心身障がい者リ
ハビリテーションセン
ター診療所医務主幹、
福祉局障がい者施策
部医務主幹、市立十
三市民病院小児科副

医師 峯川　章子 ・児童精神科医師

医務主幹(兼）
<保健所医務主幹、東
成区役所医務主幹、
市立住吉市民病院小
児科副部長>

医師 池宮　美佐子 ・小児科医師

医長（兼）
＜市立総合医療セン
ター児童青年精神科
医長、市立総合医療セ
ンター精神神経科医
長＞

医師 松本　慶太 ・児童精神科医師

担当係長 保健 葉山　亮子
・児童保健指導・健康管理、診療所
・医療機関等との連絡調整

こども相談センター（職員202人）
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一時保護所長 臨心 冨田　忠明 ・一時保護所の運営・管理総括

担当係長 社教 西田　知吉
・一時保護所入所児童生活指導総括
・指導員指導総括、連絡調整
・一時保護所の運営・管理

担当係長 保育 竹家　裕美
・一時保護所入所児童処遇
・保育士指導総括、連絡調整
・一時保護所の運営・管理

担当係長 事務 常田　君彦
・一時保護所入所児童生活指導、指導員指
導、個別指導

担当係長 事務 中野　友彦 ・一時保護所入所児童生活指導、指導員指導

担当係長 福祉 武生　圭介 ・一時保護所入所児童生活指導、指導員指導

担当係長 保育 上野　正代 ・一時保護所入所児童生活指導、保育士指導

担当係長 臨心 中村　泰子
・一時保護所入所児童心理療法
・指導員保育士指導

担当係長
（平野分室所長）

児専 西浦　勝哉
・平野分室の運営・管理総括
・指導員指導総括、連絡調整

担当係長 保育 沖　登志江
・平野分室入所児童生活指導、個別対応担当
・児童指導員・保育士指導総括、連絡調整
・平野分室の運営・管理

相談支援担当課長 事務 岸本　弘子 ・児童相談総括指導

虐待対応担当課長 福祉 髙部　修 ・児童虐待相談・対応総括

相談支援担当課長代
理

福祉 久保　樹里
・養護・非行相談児童福祉司の業務指導総括
・児童福祉法による措置

相談支援担当課長代
理

福祉 尾瀬　富士男
・養護・非行相談児童福祉司の業務指導総括
・児童福祉法による措置

相談支援担当課長代
理

福祉 音田　晃一
・障がい・里親・育成相談担当児童福祉司の
業務指導総括
・児童福祉法による措置

虐待対応担当課長代
理

福祉 西村　一志 ・児童虐待相談・対応総括補佐

虐待対応担当課長代
理

福祉 岩田　幸夫 ・児童虐待相談・対応総括補佐

家族回復支援担当課
長代理

臨心 宮井　研治 ・児童虐待に関する家族回復支援

担当係長 福祉 柏木　隆子
・児童福祉司の業務指導
・児童福祉法による措置

担当係長 福祉 青木　直子 ・養育・非行相談担当児童福祉司指導
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担当係長 福祉 毛利　啓栄 ・養育・非行相談担当児童福祉司指導

担当係長 福祉 小川　直洋 ・養育・非行相談担当児童福祉司指導

担当係長 福祉 市橋　隆 ・養育・非行相談担当児童福祉司指導

担当係長 事務 小林　悦子 ・養育・非行相談担当児童福祉司指導

担当係長 福祉 河原田　啓史 ・養育・非行相談担当児童福祉司指導

担当係長 事務 春名　由加子 ・養護・非行相談

担当係長 福祉 岩上　高志 ・養護・非行相談

担当係長 福祉 長江　史憲 ・養護・非行相談

担当係長 福祉 北　浩二 ・養護・非行相談

担当係長 福祉 松前　亜夕美 ・障がい相談担当児童福祉司指導

担当係長 福祉 林　真希 ・障がい相談

担当係長 福祉 西　悟史 ・育成相談児童福祉司指導

担当係長 事務 宮本　高子 ・里親相談児童福祉司指導

担当係長 福祉 吉谷　幸子 ・里親相談

担当係長 事務 吉岡　秀典 ・養護相談担当児童福祉司指導

担当係長 社教 山下　範雄 ・養護相談担当児童福祉司指導

担当係長 事務 浅浦　亮一 ・養護相談担当児童福祉司指導

担当係長 事務 岩部　孝洋 ・養護相談担当児童福祉司指導

担当係長 福祉 前田　厚子 ・養護相談

担当係長 福祉 芝井　久文 ・養護相談

担当係長 事務 芳野　昇 ・養護相談

担当係長 事務 佐伯　昌昭 ・養護相談

担当係長 福祉 荒井　直子 ・養護相談
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担当係長 福祉 奥田　みち ・養護相談

担当係長 福祉 寺内　眞起子 ・養護相談

担当係長 福祉 妹尾　隆史 ・養護相談

担当係長 保健 真田　理恵 ・養護相談にかかる健康管理、診療所

担当係長 臨心 貞木　隆志 ・施設からの家庭復帰支援

担当係長 臨心 高下　洋之 ・家族再統合支援

教育相談担当課長
（兼）
<教育委員会事務局教
育センター首席指導主
事兼務>

教員 北口　直樹
１　スクールカウンセラー事業
２　教育相談事業
３　特別支援教育相談事業

教育相談担当課長代
理

事務 中島　一彦

・教育相談担当課長の補佐
・スクールカウンセラー事業
・教育相談事業
・特別支援教育相談事業

担当係長(兼）
<教育委員会事務局教
育センター主任指導主
事兼務>

教員 森　繁樹
・教育相談事業
・スクールカウンセラー事業

担当係長(兼）
<教育委員会事務局教
育センター総括指導主
事兼務>

教員 津村　友基 ・教育相談事業

担当係長(兼）
<教育委員会事務局教
育センター主任指導主
事兼務>

教員 西原　弘 ・教育相談事業

担当係長 社教 森川　節夫
・教育相談グループの事務総括
・教育相談事業

担当係長 社教 梅田　奈里子 ・教育相談事業

担当係長 社教 中浦　通夫 ・教育相談事業

担当係長 社教 有馬　いそ子 ・教育相談事業
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環 境 施 策 課 （環境施策グループ）（地球温暖化対策グループ）（ヒートアイランド対策グルー
プ）（環境学習グループ）（都市間協力グループ）

環 境 局

総 務 部

総 務 課 （総務グループ）（広報グループ）（契約グループ）（計理グループ）

企 画 課 （企画グループ）（経営改革グループ）（運営改革グループ）

職 員 課 （人事・勤務条件グループ）

エネルギー政策室 （エネルギー政策グループ）

環 境 施 策 部

環 境 管 理 部

環 境 管 理 課
（環境管理グループ）（環境情報グループ）（環境影響評価グループ）
（環境保全対策グループ）（化学物質対策グループ）（自動車排ガス対策グループ）
（交通騒音振動対策グループ）
（北部環境保全監視グループ）（東部環境保全監視グループ）（西部環境保全監視グループ）
（南東部環境保全監視グループ）（南西部環境保全監視グループ）
（水環境対策グループ）（土壌汚染対策グループ）（産業廃棄物規制グループ）

事 業 部

事 業 管 理 課 （家庭ごみ収集作業計画グループ）（まちの美化推進グループ）
（ごみ収集業務の将来計画グループ）（ごみ収集車両管理グループ）
（斎場グループ）（霊園グループ）

瓜 破 斎 場

家 庭 ご み 減 量 課
（市民啓発グループ）（集団・拠点回収グループ）

（家庭ごみの分別グループ）

一 般 廃 棄 物 指 導 課 （一般廃棄物指導グループ）（事業者啓発グループ）（事業者指導グループ）

北部環境事業センター

東北環境事業センター

城北環境事業センター

西北環境事業センター
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西部環境事業センター

中部環境事業センター

東部環境事業センター

西南環境事業センター

南部環境事業センター

東南環境事業センター

施 設 部

舞 洲 工 場

（処理処分計画・施設管理グループ）（工場運営グループ）
（施設営繕グループ）

建 設 企 画 課 （建設グループ）（技術調査グループ）

西 淀 工 場

平 野 工 場

施 設 管 理 課

東 淀 工 場

住 之 江 工 場

鶴 見 工 場

八 尾 工 場
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補職 職種 氏名
局長 事務 山本　仁

補職 職種 氏名 事務分担

理事兼エネルギー政策室
長

事務 北辻　卓也
1　環境保全に係る調査、企画及び連絡調整
2　エネルギー施策に係る企画及び推進

補職 職種 氏名
部長 事務 青野　親裕

補職 職種 氏名 事務分担

改革担当部長 事務 深津　友剛
局事業運営総合企画
一般廃棄物処理事業（収集業務）の運営形態
の検討

補職 職種 氏名 事務分担

一部事務組合設立準備室長 事務 細村　愼一
ごみ焼却工場の広域化
一部事務組合の設立
一部事務組合への円滑な移行

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 德本　善久

1　局の文書、予算、決算及び物品
2　所管不動産の管理
3　局業務の進行管理及び事務改善
4　局業務の普及。ただし、他の部の所管に属
するものを除く。
5　所管事業に係る事故の処理
6　所管自動車に係る保険の契約及び保険金
の請求
7　他の部及び課の主管に属しないこと

総務課長代理 事務 松井　孝司 ・所管業務全般

広報担当課長代理 事務 三井　正博

・局業務の広聴・広報・報道・情報公開
・局業務に係る市民の協力団体の育成。ただ
し、他の課の所管に属するものを除く。
・局所管業務に係る事故の処理
・自動車損害賠償保険
・不動産の管理

担当係長
【総務グループ】

事務 宮﨑　良太
・局の文書
・局業務の進行管理及び事務改善
・他の部の主管に属しないこと

担当係長
【総務グループ】

事務 山下　伸
・局業務の情報システム化に関する調査及び
企画
・情報公開、個人情報保護

担当係長
【総務グループ】

事務 平田　仁美
・局所管業務に係る事故の処理
・自動車損害賠償保険

 
環境局（職員数 2904人）

 
総務部（職員数 76人）

総務課（職員数 28人）
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担当係長
【広報グループ】

事務 藤本　佳子

・局業務の広聴・広報・報道。ただし、他の課の
所管に属するものを除く。
・局業務に係る市民の協力団体の育成。ただ
し、他の担当所管に属するものを除く。

担当係長
【計理グループ】

事務 保井　憲一郎 ・局の予算及び決算

担当係長
【契約グループ】

事務 池上　正人 ・契約の締結及び履行

担当係長
【契約グループ】

土木 髙野　賢治
・市有地の財産管理・売却
・局所管不動産に係る土壌汚染対策

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

企画課長 化学 馬越　宏輔

1　局業務に関する総合的企画、調査及び連
絡調整
2　一般廃棄物処理計画
3　廃棄物減量等推進審議会
4　事務事業再編

企画課長代理 事務 山下　朋広 ・所管業務全般

担当係長
【企画グループ】

事務 脇坂　渉
・事務事業の進行管理
・局所管業務に係る調査及び情報収集

担当係長
【企画グループ】

事務 上原　麻子
・一般廃棄物処理基本計画
・廃棄物減量等推進審議会

経営改革担当課長 事務 西尾　民男

1　一般廃棄物処理事業（焼却工場広域化）の
運営形態の検討
2　局業務に関する総合的企画、調査及び連
絡調整
3　事務事業再編

経営改革担当課長代理 機械 吉岡　愼二 ・所管業務全般

運営改革担当課長 事務 川島　敏照

1　一般廃棄物処理事業（収集業務）の運営形
態の検討
2　事務事業再編

運営改革担当課長代理 事務 東岡　浩伸 ・所管業務全般

担当係長
【経営改革グループ】

事務 浅井　優子

・局事業の経営形態の検討
・事務事業の進行管理
・一般廃棄物処理事業の運営形態の検討
・局業務の総合的企画及び連絡調整
・局所管業務に係る調査及び情報収集
・事務事業再編

担当係長
【経営改革グループ】

電気 山本　隆起 ・焼却工場の運営改革

担当係長
【経営改革グループ】

事務 松野　陽介 ・焼却工場の運営改革

担当係長
【経営改革グループ】

事務 礒野　克紀 ・工場運営体制の改革

担当係長
【経営改革グループ】

事務 青木　淳也 ・工場運営体制の改革

担当係長
【運営改革グループ】

事務 山下　昌則
・収集業務の運営改革
・事務事業再編

担当係長
【運営改革グループ】

事務 大子　博人
・収集業務の運営改革
・事務事業再編

企画課（職員数 23人）
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補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

職員課長 事務 永谷　義一

1　局の人事
2　局員の研修
3　局員の給与及び福利厚生
4　その他局員の労働条件

職員課長代理 事務 二木　丈史 ・所管業務全般
服務担当課長代理 事務 松村　安博 ・職員の服務指導
服務査察担当課長代理 事務 日下　淑博 ・職員の服務査察

担当係長
【人事・勤務条件グループ】

事務 吉村　直也 ・局の人事

担当係長
【人事・勤務条件グループ】

事務 藤堂　秀和 ・局員の勤務条件

担当係長
【人事・勤務条件グループ】

事務 岡本　純 ・局員の服務

担当係長
【人事・勤務条件グループ】

事務 礒野　美津子 ・局員の安全衛生及び公務災害の処理

担当係長
【人事・勤務条件グループ】

事務 古井　恭子
・局員の研修
・コンプライアンス改革

担当係長
【人事・勤務条件グループ】

事務 秋元　英孝 ・局員の服務査察

補職 職種 氏名
部長 事務 髙野　修一

補職 職種 氏名 事務分担
エネルギー政策担当部長 事務 川瀬　哲也 エネルギー施策に係る企画及び推進

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

環境施策課長 事務 井原　優子

1　環境基本計画
2　環境審議会
3　環境基本計画推進連絡会
4　総合的な環境施策の推進
5　地球環境保全対策の企画及び連絡調整
6　地球温暖化対策に係る規制指導
７ 環境の保全に係る融資助成
８　環境学習に係る企画及び連絡調整
９　環境の保全に係る啓発及び市民等の活動
の促進
1０　環境保全関係団体の育成

環境施策課長代理 事務 城戸　徹 ・所管業務全般

担当係長
【環境施策グループ】

薬剤 谷口　直人
・新エネルギービジョンの推進
・環境基本計画の推進
・環境に係る基本施策の企画及び進行管理

職員課（職員数 22人)

環境施策部（職員数 40人）

環境施策課（職員数 38人）
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担当係長
【環境施策グループ】

事務 楠本　大介

・環境審議会
・環境白書
・環境の保全及び創造に関する施策等の年次
報告

担当係長
【環境施策グループ】

事務 吉岡　隆
・地球温暖化対策条例
・地球温暖化対策制度設計
・環境マネジメント関連業務

環境活動担当課長代理 土木 安川　広文 ・所管業務全般

担当係長
【地球温暖化対策グルー
プ】

化学 仲秋　敏一 ・ＣＯ2削減対策に係る企画及び連絡調整

担当係長
【地球温暖化対策グルー
プ】

事務 北浦　勝哉 ・地球温暖化対策に係る企画及び連絡調整

担当係長
【ヒートアイランド対策グ
ループ】

機械 長谷川　直人
・地球温暖化対策に係る規制指導ヒートアイラ
ンド対策に係る企画・連絡調整

担当係長
【環境学習グループ】

事務 一野　千夏

・環境学習に係る企画及び連絡調整
・環境保全関係団体の育成
・環境学習センターの整備
・市民の環境活動の推進

担当係長
【環境学習グループ】

事務 金藏　知子
・環境教育
・地球温暖化対策

都市間協力担当課長 土木 泉　憲
・環境施策に係る国際協力
・国連環境計画　国際環境技術センター（ＵＮ
ＥＰ－ＩＥＴＣ）と連携した環境協力の推進

都市間協力担当課長代理 薬剤 三原　眞 ・所管業務全般

担当係長
【都市間協力グループ】

事務 田畠　泰宏
・環境施策の国際協力
・ＵＮＥＰ－ＩＥＴＣを活用した環境協力の推進

エネルギー政策担当課長
<経済戦略局立地推進部
夢洲・咲洲地区調整担当
課長兼務>

事務 内村　朋弘
1　総合的な環境施策の推進
2　環境施策プロジェクトチームの運営管理
3　エネルギー施策

エネルギー政策担当課長 電気 井上　雅史 エネルギー施策

エネルギー政策担当課長
代理

電気 西田　壮一 ・所管業務全般

エネルギー政策担当課長
代理

薬剤 河合　祐藏 ・所管業務全般

担当係長
【エネルギー政策グルー
プ】

事務 室田　英樹
・総合的な環境施策の推進
・環境施策プロジェクトチームの運営管理

担当係長
【エネルギー政策グルー
プ】

大阪府 中村　茂行 ・環境・エネルギー産業の誘致・活性化

担当係長
【エネルギー政策グルー
プ】

事務 尾上　由美 ・環境・エネルギー産業の誘致・活性化
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エネルギー政策調整担当
課長（兼）
<経済戦略局立地推進部
産学官連携担当課長兼務
>

事務 澤田　和宏 エネルギー施策

エネルギー政策調整担当
課長（兼）
<経済戦略局企画部企画
課長兼務>

事務 丸尾　利恵 エネルギー施策

エネルギー政策調整担当
課長（兼）
<都市整備局公共建築部
エネルギー管理担当課長
兼務>

電気 野崎　正二 エネルギー施策

エネルギー政策調整担当
課長（兼）
<建設局下水道河川部設
備課長兼務>

機械 中川　仁志 エネルギー施策

エネルギー政策調整担当
課長（兼）
<交通局鉄道事業本部電
気部電気課長兼務>

電気 野村　寛 エネルギー施策

エネルギー政策調整担当
課長（兼）
<水道局工務部施設課長
兼務>

電気 坂田　浩之 エネルギー施策

エネルギー政策調整担当
課長（兼）
<教育委員会事務局総務
部設備管理担当課長兼務
>

電気 黒住　圭則 エネルギー施策

補職 職種 氏名
部長 事務 柴田　昌俊

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

環境管理課長 薬剤 黒木　隆司

1　環境基本計画推進連絡会
2　環境の保全に係る助成
3　環境情報の収集整備及び提供
4　環境調査に係る総合的企画、調整及び指
導
5　都市環境に係る監視、測定、情報提供、規
制指導、その他の調査及び資料の解析。ただ
し他の所管に属するものを除く。
6　環境影響評価
7　環境保全に関する技術の普及、指導及び調
査研究。ただし他の所管に属するものを除く。
8　他の主管に属さないこと

環境管理課長代理 事務 加藤　忠
・環境影響評価
・環境情報の収集整備

環境管理部（職員数111人）

環境管理課（職員数 110人）
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担当係長
【環境管理グループ】

事務 千石　隆之

・所管業務の進行管理
・環境基本計画推進連絡会
・環境の保全に係る助成
・公害発生源工場の跡地の管理
・他の主管に属さないこと

担当係長
【環境情報グループ】

土木 大江　史恵

・環境情報の収集整備及び提供に係る連絡調
整
・環境汚染の監視測定及び解析
・環境データ処理システムの運営管理
・環境監視情報の収集整備及び提供
・環境監視システムの運営管理

担当係長
【環境情報グループ】

化学 今中　壮一
・環境調査に係る企画、調整及び指導
・環境汚染の調査

担当係長
【環境影響評価グループ】

土木 永長　大典 ・環境影響評価

担当係長
【環境影響評価グループ】

薬剤 阿部　照之 ・環境影響評価

担当係長
【環境情報グループ】

化学 久保田　雅司
・環境配慮に関する技術の普及及び指導等
・環境影響評価

環境規制担当課長 薬剤 畠山　朗

1　自動車交通環境対策
2　鉄道及び航空機に係る騒音及び振動対策
3　大気環境保全対策及び環境規制業務に係
る連絡調整
4　大気環境保全対策に係る企画及び調査研
究
5　有害化学物質(大気汚染)対策に係る企画及
び調査研究。ただし、他の所管に属するものを
除く。
6　他の所管に属しない公害の規制

環境規制担当課長代理 機械 福本　弘
・自動車交通環境対策
・鉄道及び航空機に係る騒音及び振動対策

保健副主幹 薬剤 前田　卓三

・大気環境保全対策及び環境規制業務に係る
連絡調整
・大気環境保全対策に係る企画及び調査研究
・化学物質対策に係る企画及び研究。ただし、
他の所管に属するものを除く。

担当係長
【自動車排ガス対策グルー
プ】

大阪府 北川　健二 ・自動車交通環境計画の推進及び連絡調整

担当係長
【交通騒音振動対策グルー
プ】

薬剤 大谷　直人 ・交通騒音及び振動対策の推進

担当係長
【環境保全対策グループ】

薬剤 樋口　純子 ・大気環境保全対策に係る連絡調整

担当係長
【環境保全対策グループ】

電気 平原　栄治 ・大気環境保全対策に係る企画及び調査研究

担当係長
【化学物質対策グループ】

獣医 星野　郁子
・化学物質対策に係る企画及び調査研究。た
だし、他の所管に属するものを除く。

担当係長
【化学物質対策グループ】

機械 住田　賢一郎 ・悪臭防止

北部環境保全監視担当課
長(兼)
<健康局北部生活衛生監
視事務所長兼務>

薬剤 上田　誠巳
1　大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン
類及びアスベストに係る発生源等の規制指導
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保健主幹 薬剤 春名　雅彦
・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類
及びアスベストに係る発生源等の規制指導
・アスベスト対策に係る技術指導

保健副主幹 機械 宮本　敏之
・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類
及びアスベストに係る発生源等の規制指導

担当係長
【北部環境保全監視グルー
プ】

薬剤 指吸　克哉

・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類
及びアスベストに係る発生源等の規制指導に
係る連絡調整
・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類
及びアスベストに係る発生源等の規制指導

担当係長
【北部環境保全監視グルー
プ】

化学 上口　浩幸
・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類
及びアスベストに係る発生源等の規制指導

担当係長
【北部環境保全監視グルー
プ】

薬剤 榎本　勝昭
・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類
及びアスベストに係る発生源等の規制指導

東部環境保全監視担当課
長(兼)
<健康局東部生活衛生監
視事務所長兼務>

薬剤 衣田　敏之
・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類
及びアスベストに係る発生源等の規制指導

保健主幹 薬剤 門林　靖浩
・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類
及びアスベストに係る発生源等の規制指導
・アスベスト対策に係る技術指導

保健副主幹 薬剤 吉岡　均
・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類
及びアスベストに係る発生源等の規制指導

担当係長
【東部環境保全監視グルー
プ】

薬剤 加島　強

・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類
及びアスベストに係る発生源等の規制指導に
係る連絡調整
・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類
及びアスベストに係る発生源等の規制指導

担当係長
【東部環境保全監視グルー
プ】

薬剤 木口　行治
・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類
及びアスベストに係る発生源等の規制指導

担当係長
【東部環境保全監視グルー
プ】

機械 村上　武史
・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類
及びアスベストに係る発生源等の規制指導

西部環境保全監視担当課
長(兼)
<健康局西部生活衛生監
視事務所長兼務>

薬剤 金銅　政宏
1　大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン
類及びアスベストに係る発生源等の規制指導

保健副主幹 薬剤 小園　俊治
・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類
及びアスベストに係る発生源等の規制指導

担当係長
【西部環境保全監視グルー
プ】

薬剤 西尾　孝史

・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類
及びアスベストに係る発生源等の規制指導に
係る連絡調整
・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類
及びアスベストに係る発生源等の規制指導

担当係長
【西部環境保全監視グルー
プ】

薬剤 保岡　和幸
・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類
及びアスベストに係る発生源等の規制指導

担当係長
【西部環境保全監視グルー
プ】

化学 竹脇　清一郎
・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類
及びアスベストに係る発生源等の規制指導
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南東部環境保全監視担当
課長(兼)
<健康局南東部生活衛生
監視事務所長兼務>

獣医 河野　富男
1　大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン
類及びアスベストに係る発生源等の規制指導

保健副主幹 薬剤 松井　直樹
・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類
及びアスベストに係る発生源等の規制指導

担当係長
【南東部環境保全監視グ
ループ】

薬剤 堤　一弘

・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類
及びアスベストに係る発生源等の規制指導に
係る連絡調整
・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類
及びアスベストに係る発生源等の規制指導

南西部環境保全監視担当
課長(兼)
<健康局南西部生活衛生
監視事務所長兼務>

獣医 時田　敏臣
1　大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン
類及びアスベストに係る発生源等の規制指導

保健副主幹 薬剤 宮本　隆弘
・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類
及びアスベストに係る発生源等の規制指導

担当係長
【南西部環境保全監視グ
ループ】

薬剤 南谷　吉彦

・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類
及びアスベストに係る発生源等の規制指導に
係る連絡調整
・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類
及びアスベストに係る発生源等の規制指導

土壌水質担当課長 薬剤 清水　浩

1　土壌汚染、地下水汚染に係る規制指導
2　土壌汚染及び地下水汚染対策に係る企画
及び調査研究
3　市内河川水域等の水環境の保全と創造に
関する企画、調査及び連絡調整
4　地盤沈下の防止

土壌水質担当課長代理 機械 竹田　享司 ・所管業務全般

担当係長
【土壌汚染対策グループ】

土木 田端　晋平
・土壌汚染及び地下水汚染に係る規制指導
・土壌汚染及び地下水汚染対策に係る企画及
び調査研究

担当係長
【土壌汚染対策グループ】

化学 鬼頭　敬一

・土壌汚染及び地下水汚染に係る規制指導
・土壌汚染及び地下水汚染対策に係る企画及
び調査研究
・汚染底質の処分に係る指導

担当係長
【水環境保全グループ】

化学 斎藤　良幸
・市内河川水域等の水環境の保全と創造に関
する企画、調査及び連絡調整
・瀬戸内海の環境保全に係る連絡調整

担当係長
【水環境保全グループ】

土木 山下　憲司
・市内河川水域等の水環境の保全と創造に関
する企画、調査及び連絡調整
・地盤沈下の防止

産業廃棄物規制担当課長 薬剤 有門　貴

1　産業廃棄物処理の基本計画及び調査研究
2　産業廃棄物の排出事業者の規制指導
3　産業廃棄物処理施設
4　産業廃棄物処理業の許可及び指導監督
5　産業廃棄物の中間処理事業
6　産業廃棄物の不法投棄の防止

産業廃棄物規制担当課長
代理

薬剤 谷野　寛 ・担当所管業務全般
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担当係長
【産業廃棄物規制グルー
プ】

薬剤 太田　尚稔

・産業廃棄物収集運搬業の許可及び指導監督
・使用済自動車の再資源化に係る解体業及び
破砕業の許可及び指導監督
・産業廃棄物処理施設の許可
・産業廃棄物処理に係る調査企画及び産業廃
棄物処理計画
・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理対策

担当係長
【産業廃棄物規制グルー
プ】

薬剤 中尾　寿伸

・産業廃棄物処分業の許可及び指導監督
・産業廃棄物処分業者の産業廃棄物処理施設
の許可
・産業廃棄物排出事業者の規制指導
・産業廃棄物再生利用業の指定

補職 職種 氏名
部長 事務 山本　正広

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

事業管理課長 事務 金箱　幸泰

1　一般廃棄物等の収集及び運搬作業に係る
計画及び指導監督
2　一般廃棄物等の減量化及び再生利用に係
る事業の推進。ただし他の課の所管に属するも
のを除く。
3　環境美化に係る事業の推進、啓発及び市民
活動の推進
4　適正処理困難物
5　一般廃棄物処理業の許可及び一般廃棄物
処理業者の指導監督(し尿及びし尿を含む汚
でいに係るものに限る。)
6　道路等の清掃計画並びに作業の指導監督
7　特定の河川(水面に限る。)の清掃
8　公衆便所
9　環境事業センター
10　路上喫煙対策
11 収集輸送効率化
12　一般廃棄物処理手数料

事業管理課長代理 事務 松井　新二 ・所管業務全般

担当係長
【家庭ごみ収集作業計画グ
ループ】

事務 藤本　学

・一般廃棄物(胞衣汚物等を除く。)等の収集及
び運搬作業に係る計画、指導監督及び連絡調
整
・一般廃棄物等の収集及び運搬作業に係る市
民協力の促進及び一般廃棄物等の苦情処理

担当係長
【まちの美化推進グルー
プ】

事務 堀江　昌広

・し尿の収集及び運搬作業に係る計画及び連
絡調整並びにし尿流注場等
・一般廃棄物処理業の許可及び一般廃棄物処
理業者の指導監督(し尿及びし尿を含む汚でい
に係るものに限る。)
・公衆便所
・適正処理困難物
・一般廃棄物及び再生利用対象物の保管施設

 
事業部（職員数2075人）

事業管理課（職員数 70人）
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担当係長
【まちの美化推進グルー
プ】

事務 吉俣　都士子 ・路上喫煙対策

担当係長
【まちの美化推進グルー
プ】

事務 酒井　善夫

・環境美化に係る事業の推進
・道路(橋梁及び歩道橋を含む。)の清掃計画
並びに作業の指導監督及び連絡調整
・特定の河川(水面に限る。)の清掃
・一般廃棄物等の不法投棄の防止及び処理
・公衆用ごみ容器
・胞衣汚物等の収集及び運搬作業に係る計画
及び指導監督

担当係長
【まちの美化推進グルー
プ】

事務 内　和彦
・環境美化の推進に係る調査、企画及び連絡
調整
・環境美化に係る啓発及び市民活動の促進

事業改革担当課長代理 事務 北野　善巳

・事業改革
・将来計画
・路上喫煙
・胞衣汚物

担当係長
【ごみ収集業務の将来計画
グループ】

事務 森村　美幸
・一般廃棄物等の収集及び運搬作業に係る将
来計画

担当係長
【ごみ収集業務の将来計画
グループ】

事務 髙島　博和
・一般廃棄物等の処理手数料。ただし、他の所
管に属するものを除く。
・ごみ処理コスト

担当係長
【ごみ収集車両管理グルー
プ】

事務 川本　裕
・一般廃棄物運搬用貨物自動車の配車及び維
持管理

斎場霊園担当課長 事務 西峰　光宏
1　埋火葬並びに斎場、霊園及び納骨堂
2　霊園の造成及び移転。ただし、工事に関す
ることを除く。

斎場霊園担当課長代理 事務 渡邊　裕一 ・所管業務全般

担当係長
【斎場グループ】

事務 中野　礼英

・埋火葬
・斎場、霊園及び納骨堂の管理
・規格葬儀事業
・霊園の造成及び移転改葬の計画及び実施。
ただし、工事に関することを除く。

担当係長
【霊園グループ】

事務 藤浦　猛
・霊園管理（指定管理）、霊園整備
・泉南MP（基金管理）
・合葬式墓地

瓜破斎場長 事務 大澤　隆哉 ・瓜破斎場の管理運営

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

家庭ごみ減量課長 事務 宮崎　善春

1　家庭系一般廃棄物の減量化及び再生利用
に係る事業の推進
2　分別収集の実施に係る調査、企画及び連絡
調整
3　廃棄物に係る排出者指導

家庭ごみ減量課長代理 事務 畑中　智己 ・所管業務全般

家庭ごみ減量課（職員数 16人）

- 340 -



環境局

担当係長
【市民啓発グループ】

事務 寺尾　祐子

・一般廃棄物等の減量化及び適正処理の推進
に係る調査、企画及び連絡調整
・一般廃棄物等の減量化及び再生利用に係る
啓発及び市民活動の促進
・分別収集の実施に係る調査、企画及び連絡
調整

担当係長
【市民啓発グループ】

事務 渡部　達也

・一般廃棄物等の減量化及び適正処理の推進
に係る調査、企画及び連絡調整
・一般廃棄物等の減量化及び再生利用に係る
啓発及び市民活動の促進
・廃棄物減量等推進員
・分別収集の実施に係る調査、企画及び連絡
調整

担当係長
【集団・拠点回収グループ】

事務 櫻井　公博
・分別収集の実施に係る調査、企画及び連絡
調整
・ごみ分別に係る排出者指導

担当係長
【家庭ごみの分別グルー
プ】

事務 小玉　康志

・一般廃棄物等の減量化及び再生利用に係る
事業の推進
・一般廃棄物等の減量化及び再生利用に係る
啓発及び市民活動の促進

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

一般廃棄物指導課長
事務 縣　隆弘

1　一般廃棄物処理業の許可及び一般廃棄物
処理業者の指導監督
2一般廃棄物等の減量化及び再生利用に係る
事業推進
3　廃棄物の適正排出指導

一般廃棄物指導課長代理 事務 下永　千尋 ・担当所管業務全般

担当係長
【一般廃棄物指導グルー
プ】

事務 後藤　充弘

・事務事業の進行管理
・一般廃棄物処理業の許可
・情報管理システム
・一般廃棄物処理業者の工場搬入票の交付

担当係長
【一般廃棄物指導グルー
プ】

事務 橋口　裕二

・一般廃棄物処理業者の作業の苦情処理
・一般廃棄物処理業者の作業に係る調査及び
指導
・一般廃棄物再生利用業の指定及び一般廃棄
物再生利用業者の指導監督

担当係長
【一般廃棄物指導グルー
プ】

事務 田村　哲
・一般廃棄物処理業者の作業の苦情処理
・一般廃棄物処理業者の作業に係る調査及び
指導

担当係長
【一般廃棄物指導グルー
プ】

機械 浅井　貴実
・一般廃棄物処理業者の作業の苦情処理
・一般廃棄物処理業者の作業に係る調査及び
指導

担当係長
【一般廃棄物指導グルー
プ】

機械 竹中　一純
・許可条件
・業者再編

事業者排出指導担当課長
代理

事務 吉岡　節子 ・事業者排出指導

担当係長
【事業者啓発グループ】

事務 前　清久 ・廃棄物の適正排出に係る指導

担当係長
【事業者啓発グループ】

事務 枩本　葉子 ・廃棄物の適正排出に係る指導

担当係長
【事業者指導グループ】

事務 津田　文代
・事業系ごみ減量に関する事業者指導
・特定建築物に係る排出指導

一般廃棄物指導課（職員数19人）
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（事業所）

補職 職種 氏名 事務分担
所長 事務 西川　邦彦 1　センター業務全般
副所長 事務 花光　義正 ・事業所所管業務全般

担当係長 事務 矢田　喜久

・一般廃棄物等の処理手数料の徴収
・一般廃棄物処理業の許可申請書の受付
・附設物品倉庫の管理
・所属員の安全衛生及び公務災害の処理
・所属員の研修
・一般廃棄物運搬用貨物自動車の維持管理

担当係長 事務 村上　勝幸

・一般廃棄物等の処理、減量化及び再生利用
並びに環境美化に係る事業の推進
・廃棄物減量等推進員との連携
・一般廃棄物処理業者の指導

担当係長 事務 鈴木　康司

・一般廃棄物等の排出実態調査及び排出事業
者の指導
・一般廃棄物処理業者の作業監督
・一般廃棄物許可申請の審査

担当係長 事務 野口　邦子

・一般廃棄物等の減量及び再資源化の推進に
係る市民及び事業者への普及啓発並びに市
民団体との連絡調整
・生活環境の清潔保持
・まちの美化に係る市民の協力団体の育成

補職 職種 氏名 事務分担
所長 事務 吉田　一 1　センター業務全般
副所長 事務 松岡　昭則 ・事業所所管業務全般

担当係長 事務 尾瀬　理恵

・一般廃棄物等の処理手数料の徴収
・一般廃棄物処理業の許可申請書の受付
・附設物品倉庫の管理
・所属員の安全衛生及び公務災害の処理
・所属員の研修
・一般廃棄物運搬用貨物自動車の維持管理

担当係長 事務 鈴木　真一

・一般廃棄物等の処理、減量化及び再生利用
並びに環境美化に係る事業の推進
・廃棄物減量等推進員との連携
・一般廃棄物処理業者の指導

担当係長 事務 味岡　祥浩

・一般廃棄物等の排出実態調査及び排出事業
者の指導
・一般廃棄物処理業者の作業監督
・一般廃棄物許可申請の審査
・一般廃棄物等の減量及び再資源化の推進に
係る市民及び事業者への普及啓発並びに市
民団体との連絡調整
・生活環境の清潔保持
・まちの美化に係る市民の協力団体の育成

北部環境事業センター（職員数 154人）

東北環境事業センター（職員数 211人）
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補職 職種 氏名 事務分担
所長 事務 西川　雅之 1　センター業務全般
副所長 事務 小西　博 ・事業所所管業務全般

副参事兼担当係長 事務 水口　幸弘

・一般廃棄物等の処理手数料の徴収
・一般廃棄物処理業の許可申請書の受付
・附設物品倉庫の管理
・所属員の安全衛生及び公務災害の処理
・所属員の研修
・一般廃棄物運搬用貨物自動車の維持管理

担当係長 事務 西川　孝雄

・一般廃棄物等の処理、減量化及び再生利用
並びに環境美化に係る事業の推進
・廃棄物減量等推進員との連携
・一般廃棄物処理業者の指導

担当係長 事務 森野　義髙

・一般廃棄物等の排出実態調査及び排出事業
者の指導
・一般廃棄物処理業者の作業監督
・一般廃棄物許可申請の審査
・一般廃棄物等の減量及び再資源化の推進に
係る市民及び事業者への普及啓発並びに市
民団体との連絡調整
・生活環境の清潔保持
・まちの美化に係る市民の協力団体の育成

補職 職種 氏名 事務分担
所長 事務 上野　耕平 1　センター業務全般
副所長 事務 久保田　武登 ・事業所所管業務全般

担当係長 事務 沓澤　惠子

・一般廃棄物等の処理手数料の徴収
・一般廃棄物処理業の許可申請書の受付
・附設物品倉庫の管理
・所属員の安全衛生及び公務災害の処理
・所属員の研修
・一般廃棄物運搬用貨物自動車の維持管理

担当係長 事務 平田　亨

・一般廃棄物等の処理、減量化及び再生利用
並びに環境美化に係る事業の推進
・廃棄物減量等推進員との連携
・一般廃棄物処理業者の指導

担当係長 事務 福冨　まり子

・一般廃棄物等の排出実態調査及び排出事業
者の指導
・一般廃棄物処理業者の作業監督
・一般廃棄物許可申請の審査
・一般廃棄物等の減量及び再資源化の推進に
係る市民及び事業者への普及啓発並びに市
民団体との連絡調整
・生活環境の清潔保持
・まちの美化に係る市民の協力団体の育成

城北環境事業センター（職員数239人）

西北環境事業センター（職員数 186人）
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補職 職種 氏名 事務分担
所長 事務 田村　光 1　センター業務全般
副所長 事務 北川　健治 ・事業所所管業務全般

担当係長 事務 藤田　敏行

・一般廃棄物等の処理手数料の徴収
・一般廃棄物処理業の許可申請書の受付
・附設物品倉庫の管理
・所属員の安全衛生及び公務災害の処理
・所属員の研修
・一般廃棄物運搬用貨物自動車の維持管理

担当係長 事務 大本　薫

・一般廃棄物等の処理、減量化及び再生利用
並びに環境美化に係る事業の推進
・廃棄物減量等推進員との連携
・一般廃棄物処理業者の指導

担当係長 事務 赤松　　建

・一般廃棄物等の排出実態調査及び排出事業
者の指導
・一般廃棄物処理業者の作業監督
・一般廃棄物許可申請の審査
・一般廃棄物等の減量及び再資源化の推進に
係る市民及び事業者への普及啓発並びに市
民団体との連絡調整
・生活環境の清潔保持
・まちの美化に係る市民の協力団体の育成

副所長 事務 小阪　雅之 ・中部環境事業センター出張所所管業務全般

副参事兼担当係長 事務 米倉　義雄

・中部環境事業センター出張所の庶務
・一般廃棄物等の処理手数料の徴収
・一般廃棄物処理業の許可申請書の受付
・附設物品倉庫の管理
・所属員の安全衛生及び公務災害の処理
・所属員の研修
・一般廃棄物運搬用貨物自動車の維持管理

担当係長 事務 松田　則道

・一般廃棄物等の処理、減量化及び再生利用
並びに環境美化に係る事業の推進。ただし、
中部環境事業センター出張所の所管に属する
ものに限る。
・廃棄物減量等推進員との連携
・一般廃棄物処理業者の指導

担当係長 事務 若菜　俊雄

・一般廃棄物等の減量及び再資源化の推進に
係る市民及び事業者への普及啓発並びに市
民団体との連絡調整。ただし、中部環境事業セ
ンター出張所の所管に属するものに限る
・生活環境の清潔保持
・まちの美化に係る市民の協力団体の育成

補職 職種 氏名 事務分担
所長 事務 島津　吏伯 1　センター業務全般
副所長 事務 久保田　一成 ・事業所所管業務全般

担当係長 事務 野原　昌弘

・一般廃棄物等の処理手数料の徴収
・一般廃棄物処理業の許可申請書の受付
・附設物品倉庫の管理
・所属員の安全衛生及び公務災害の処理
・所属員の研修
・一般廃棄物運搬用貨物自動車の維持管理

中部環境事業センター（職員数 269人）

西部環境事業センター（職員数177人）
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環境局

担当係長 事務 井上　勝彦

・一般廃棄物等の処理、減量化及び再生利用
並びに環境美化に係る事業の推進
・廃棄物減量等推進員との連携
・一般廃棄物処理業者の指導

担当係長 事務 打越　義弘

・一般廃棄物等の排出実態調査及び排出事業
者の指導
・一般廃棄物処理業者の作業監督
・一般廃棄物許可申請の審査
・一般廃棄物等の減量及び再資源化の推進に
係る市民及び事業者への普及啓発並びに市
民団体との連絡調整
・生活環境の清潔保持
・まちの美化に係る市民の協力団体の育成

補職 職種 氏名 事務分担
所長 事務 山﨑　京子 1　センター業務全般
副所長 事務 林　正則 ・事業所所管業務全般

担当係長 事務 北山　稔

・一般廃棄物等の処理手数料の徴収
・一般廃棄物処理業の許可申請書の受付
・附設物品倉庫の管理
・所属員の安全衛生及び公務災害の処理
・所属員の研修
・一般廃棄物運搬用貨物自動車の維持管理

担当係長 事務 泉　知予子

・一般廃棄物等の処理、減量化及び再生利用
並びに環境美化に係る事業の推進
・廃棄物減量等推進員との連携
・一般廃棄物処理業者の指導

担当係長 事務 中嶋　康博

・一般廃棄物等の排出実態調査及び排出事業
者の指導
・一般廃棄物処理業者の作業監督
・一般廃棄物許可申請の審査
・一般廃棄物等の減量及び再資源化の推進に
係る市民及び事業者への普及啓発並びに市
民団体との連絡調整
・生活環境の清潔保持
・まちの美化に係る市民の協力団体の育成

補職 職種 氏名 事務分担
所長 事務 加地　唯良 1　センター業務全般
副所長 事務 吉井　豊 ・事業所所管業務全般

担当係長 事務 中西　輝弥

・一般廃棄物等の処理手数料の徴収
・一般廃棄物処理業の許可申請書の受付
・附設物品倉庫の管理
・所属員の安全衛生及び公務災害の処理
・所属員の研修
・一般廃棄物運搬用貨物自動車の維持管理

担当係長 事務 更家　由香

・一般廃棄物等の処理、減量化及び再生利用
並びに環境美化に係る事業の推進
・廃棄物減量等推進員との連携
・一般廃棄物処理業者の指導

東部環境事業センター（職員数 184人）

西南環境事業センター（職員数 175人）
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環境局

担当係長 事務 中村　高司

・一般廃棄物等の排出実態調査及び排出事業
者の指導
・一般廃棄物処理業者の作業監督
・一般廃棄物許可申請の審査
・一般廃棄物等の減量及び再資源化の推進に
係る市民及び事業者への普及啓発並びに市
民団体との連絡調整
・生活環境の清潔保持
・まちの美化に係る市民の協力団体の育成

補職 職種 氏名 事務分担
所長 事務 倉光　勲 1　センター業務全般
副所長 事務 濱田　勇治 ・事業所所管業務全般

担当係長 事務 下園　誠

・一般廃棄物等の処理手数料の徴収
・一般廃棄物処理業の許可申請書の受付
・附設物品倉庫の管理
・所属員の安全衛生及び公務災害の処理
・所属員の研修
・一般廃棄物運搬用貨物自動車の維持管理

担当係長 事務 賀集　正子

・一般廃棄物等の処理、減量化及び再生利用
並びに環境美化に係る事業の推進
・廃棄物減量等推進員との連携
・一般廃棄物処理業者の指導

担当係長 事務 山崎　正継

・一般廃棄物等の排出実態調査及び排出事業
者の指導
・一般廃棄物処理業者の作業監督
・一般廃棄物許可申請の審査
・一般廃棄物等の減量及び再資源化の推進に
係る市民及び事業者への普及啓発並びに市
民団体との連絡調整
・生活環境の清潔保持
・まちの美化に係る市民の協力団体の育成

担当係長 電気 嶋﨑　龍雄

・局事業用自動車の修理(他の所管に属するも
のを除く。)及び定期検査
・自動車修理用機械器具及び資材の保管。た
だし、他の所管に属するものを除く
・自動車修理工場の管理
・附設物品倉庫の管理
・車両整備業務の改善、経費管理

補職 職種 氏名 事務分担
所長 事務 渡部　正治 1　センター業務全般
副所長 事務 吉本　裕信 ・事業所所管業務全般

担当係長 事務 武田　葉二

・一般廃棄物等の処理手数料の徴収
・一般廃棄物処理業の許可申請書の受付
・附設物品倉庫の管理
・所属員の安全衛生及び公務災害の処理
・所属員の研修
・一般廃棄物運搬用貨物自動車の維持管理

担当係長 事務 下中　義仁

・一般廃棄物等の処理、減量化及び再生利用
並びに環境美化に係る事業の推進
・廃棄物減量等推進員との連携
・一般廃棄物処理業者の指導

南部環境事業センター（職員数222人）

東南環境事業センター（職員数 152人）
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環境局

担当係長 事務 飛田　賀之

・一般廃棄物等の排出実態調査及び排出事業
者の指導
・一般廃棄物処理業者の作業監督
・一般廃棄物許可申請の審査
・一般廃棄物等の減量及び再資源化の推進に
係る市民及び事業者への普及啓発並びに市
民団体との連絡調整
・生活環境の清潔保持
・まちの美化に係る市民の協力団体の育成

補職 職種 氏名
部長 電気 蓑田　哲生

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

施設管理課長 電気 松田　雅幸

1　工場における業務の効率化
2　一般廃棄物等の焼却及び破砕処理並びに
埋立処分の計画
3　工場及び管路輸送施設の整備、維持修繕
及び管理運営
4　局の施設(工場、管路輸送施設及び埋立処
分地を除く。)及び機材の管理、維持修繕及び
整備
5　埋立処分地の造成(他の所管に属するもの
を除く。)及び管理運営

施設管理課長代理 機械 松井　年德 ・所管業務全般・工場管理

担当係長
【処理処分計画・施設管理
グループ】

事務 正本　明

・一般廃棄物等の埋立処分の計画
・埋立処分地の造成(他の所管に属するものを
除く。)及び管理運営
・一般廃棄物等の埋立処分手数料
・一般廃棄物等の処理施設への搬入の計画
・他の担当の主管に属しないこと

担当係長
【処理処分計画・施設管理
グループ】

土木 山本　英明 ・埋立処分地の監理運営

担当係長
【工場運営グループ】

機械 梅本　勝美

・一般廃棄物等の焼却及び破砕処理の計画
・工場及び管路輸送施設の管理、維持修繕及
び改善整備
・焼却残さいの処分の実施計画

担当係長
【工場運営グループ】

機械 中村　俊一
・工場及び埋立処分地の維持修繕及び改善整
備
・埋立処分地に係る技術的管理及び計画

担当係長
【施設営繕グループ】

電気 芝池　義弘
・局施設の修繕計画
・局事業用車両の購入、整備。ただし、他の所
管に属するものを除く。

担当係長
【工場運営グループ】

機械 廣瀬　征志
・工場の設備及び運転管理方法の改善
・工場職員の技術研修の企画及び連絡調整

担当係長
【施設営繕グループ】

建築 西村　勉輝
・局施設の建設、維持修繕及び改善整備に係
る建築工事の設計及び施工。ただし、他の所
管に属するものを除く。

施設管理課（職員数 47人）

 
施設部（職員数 600人）
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環境局

担当係長
【施設営繕グループ】

土木 津田　浩司
・局施設の土木関係の維持修繕の設計及び施
工。ただし他の所管に属するものを除く。

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

建設企画課長 機械 村上　真也
1　局の施設(斎場、霊園及び埋立処分地を除
く。)の建設

建設企画課長代理 機械 金子　正利 ・新工場建設計画・技術開発
技術調査担当課長 機械 中島　晃 1　エネルギー技術の効率化

技術調査担当課長代理 機械 下田　洋彰 ・処理技術の具体化

担当係長
【建設グループ】

機械 北村　芳太郎

・局の施設(斎場、霊園及び埋立処分地を除
く。)の建設計画
・局の施設(斎場、霊園及び埋立処分地を除
く。)の建設に係る環境調査

担当係長
【技術調査グループ】

機械 藤井　政博 ・工場建設調査・計画、設計・施工

担当係長
【建設グループ】

機械 藤井　良一
・局の施設(斎場、霊園及び埋立処分地を除
く。)の設計及び工事の施工
・廃棄物処理に係る技術の研究及び開発

担当係長
【技術調査グループ】

機械 柏木　和幸
・工場の周辺整備
・周辺整備に係る設計及び工事の施工

担当係長
【技術調査グループ】

機械 室田　幸伸
・廃棄物処理に係る技術の研究及び開発
・廃棄物処理技術調査
・工場建設に係る設計及び工事の施工

（事業所）

補職 職種 氏名 事務分担
場長 電気 石田　憲治 1　工場業務全般

副工場長 事務 木佐貫　郁子
・工場搬入許可証の交付
・工場所管業務全般

担当係長 電気 道山　準一
・一般廃棄物等の焼却作業
・焼却炉、機械及び電気設備の管理運営

補職 職種 氏名 事務分担
場長 電気 植村　達雄 1　工場業務全般

副工場長 事務 川口　修二
・工場搬入許可証の交付
・工場所管業務全般

担当係長 機械 宮井　勝久
・一般廃棄物等の焼却作業
・焼却炉、機械及び電気設備の管理運営

補職 職種 氏名 事務分担
場長 機械 清水　政美 1　工場業務全般

副工場長 事務 黒川　彰二
・工場搬入許可証の交付
・工場所管業務全般

担当係長 電気 山田　浩
・一般廃棄物等の焼却作業
・焼却炉、機械及び電気設備の管理運営

建設企画課（職員数 18人）

西淀工場（職員数 71人）

平野工場（職員数75人）

東淀工場（職員数70人）
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環境局

補職 職種 氏名 事務分担
場長 電気 長野　卓夫 1　工場業務全般

副工場長 事務 山本　雅昭
・工場搬入許可証の交付
・工場所管業務全般

担当係長 電気 西田　敏行
・一般廃棄物等の焼却作業
・焼却炉、機械及び電気設備の管理運営

係主査 機械 平田　雄康 ・所管業務に係る特命事項

補職 職種 氏名 事務分担
場長 機械 難波　利幸 1　工場業務全般

副工場長 事務 村田　好久
・工場搬入許可証の交付
・工場所管業務全般

担当係長 電気 中嶋　勝浩
・一般廃棄物等の焼却作業
・焼却炉、機械及び電気設備の管理運営

補職 職種 氏名 事務分担
場長 機械 前田　和男 1　工場業務全般

副工場長 事務 石橋　直樹
・工場搬入許可証の交付
・工場所管業務全般

担当係長 電気 田中　德治
・一般廃棄物等の焼却作業
・焼却炉、機械及び電気設備の管理運営

補職 職種 氏名 事務分担
場長 機械 大久保　俊彦 1　工場業務全般

副工場長 事務 木村　孝信
・工場搬入許可証の交付
・工場所管業務全般

担当係長 機械 北野　一彦
・一般廃棄物等の焼却作業
・焼却炉、機械及び電気設備の管理運営

担当係長 電気 田尻　陽平 ・工場の運転技術の指導

担当係長 電気 菱谷　陸雄
・粗大ごみの破砕処理作業
・破砕処理施設の管理運営

住之江工場（職員数75人）

鶴見工場（職員数74人）

八尾工場（職員数 71人）

舞洲工場（職員数98人）
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都市整備局

（契約グループ）

都 市 整 備 局

総 務 部

総 務 課 （庶務グループ） （経理グループ）

（工事検査グループ）

企 画 部

住 宅 政 策 課 （住宅政策グループ）  （まちづくり事業企画グループ）

阿 倍 野 再 開 発 課

区 画 整 理 課 （事業調整グループ）

（事業管理グループ）

（防災・耐震化計画グループ）

（民間住宅助成グループ）

住 環 境 整 備 課 （密集市街地整備グループ） （住宅地区改良グループ） （HOPEゾーン事業グループ）

（清算グループ）

生 野 南 部 事 務 所

淡 路 土 地 区 画
整 理 事 務 所

（審査グループ） （測量グループ）

管 理 課 （管理グループ） （梅田住宅管理センターグループ）

（物件査定グループ） （拠点開発事業グループ）

三 国 東 土 地 区 画
整 理 事 務 所

（平野住宅管理センターグループ）

保 全 整 備 課

（阿倍野住宅管理センターグループ）

住 宅 部

建 設 課 （建設設計グループ） （工事グループ） （設備グループ）

（建替改善グループ） （団地再生グループ）
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都市整備局

（設備グループ）

施 設 整 備 課

公 共 建 築 部

ファシリティマネジメント課 （ファシリティマネジメントグループ） （エネルギー管理グループ）

企 画 設 計 課 （企画設計グループ） （工事グループ）

－351－



都市整備局

補職 職種 氏名

局長 建築 國松　弘一

補職 職種 氏名 事務分担

理事 事務 山田　昇
1　局運営に係る重要事項の調査、企画及び総
合調整

補職 職種 氏名

部長 事務 新野邉　康一

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 内田　忠憲

1　局の庶務、人事、給与
2　局の職制
3　局の予算・決算
4　局事業の工事その他請負契約並びに物品
買入契約
5　局業務の進行管理

総務課長代理 事務 大塚　守人
・局の庶務、人事、給与
・局の職制
・局業務の進行管理

担当係長
【庶務グループ】

事務 徳田　康洋

・局の庶務、人事、給与、職制
・局業務の進行管理
・総務(庶務)担当の総括
・報道

担当係長
【庶務グループ】

事務 岩切　知里

・局の人事、給与・福利厚生
・庁舎管理
・安全衛生管理
・公務災害
・広報
・研修

総務課経理担当課長
代理

事務 西岡　利雄
・局の予算・決算
・局事業の工事その他請負契約並びに物品買
入契約

担当係長
【経理グループ】

事務 西田　弘義

・経理担当の総括
・局の予算・決算
・管財業務
・会計検査院検査業務（住宅局関係）
・支出命令書の審査

担当係長
【経理グループ】

事務 大塚　伸

・局の予算・決算
・会計検査院検査業務(都市局関係)
・市長・財政局長ヒア等の資料の調製
・支出命令書の審査

担当係長
【契約グループ】

事務 水流添　錦一
・局事業の工事その他請負契約並びに物品買
入契約

都市整備局（職員数573人）

総務部（職員数42人）

総務課（職員数41人）
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事業管理担当課長 事務 髙橋　仁

1　局の文書、情報公開並びに広聴
2　局業務の法令審査並びにコンプライアンス
3　事務改善
4　局運営方針
5　局所管の外郭団体の監理

担当係長
【事業管理グループ】

事務 木村　舞子

・業務法令審査
・文書管理
・情報公開
・コンプライアンス

担当係長
【事業管理グループ】

事務 溝渕　耕士
・広聴
・局所管の外郭団体監理
・局運営方針

工事検査担当課長 建築 前田　哲男
1　市設建築物の工事検査
2　市設建築物の工事に係る紛争処理

総務課工事検査担当
課長代理

機械 阿部　辰也
・市設建築物の設備工事検査
・市設建築物の工事に係る紛争処理

担当係長
【工事検査グループ】

建築 森田　正作 ・市設建築物の建築工事検査

担当係長
【工事検査グループ】

建築 宮崎　治 ・市設建築物の建築工事検査

担当係長
【工事検査グループ】

機械 生嶋　隆治 ・市設建築物の機械設備工事検査

担当係長
【工事検査グループ】

電気 武田　幸
・市設建築物の電気設備、通信設備、ガス設備
及び道路照明等工事検査

補職 職種 氏名

部長 建築 野口　邦彦

補職 職種 氏名 事務分担
まちづくり事業担当部
長

建築 梅村　宏尚 1　まちづくり事業の実施総括

補職 職種 氏名 事務分担

区画整理担当部長 土木 丸山　　正 1　土地区画整理事業の実施総括

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

住宅政策課長 建築 阿部　正和
1　住宅政策の基本計画
2　住宅に係る調査、施策の企画及び連絡調整
3　住宅審議会の運営

企画調査担当課長 事務 福本　真人
1　住宅に係る調査、施策の企画及び連絡調整
2　住まい公社の監理

住宅政策課長代理 建築 小原　宏勝
・住宅政策の基本計画
・住宅に係る調査、施策の企画及び連絡調整
・住宅審議会の運営

企画部（職員数233人）

住宅政策課（職員数49人）
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担当係長
【住宅政策グループ】

建築 下中　裕史
・住宅施策の企画立案
・住宅に係る調査、連絡調整
・市政改革等の総合調整

担当係長
【住宅政策グループ】

建築 稲葉　亮
・住宅施策の企画立案
・賃貸住宅施策等に係る調査、企画
・住宅に係る環境関連施策

担当係長
【住宅政策グループ】

建築 矢野　直子
・住宅施策の企画立案
・住宅施策に係る局運営方針等
・マンション管理・建替支援

担当係長
【住宅政策グループ】

事務 前谷　慎太郎
・住宅施策の企画立案
・住まい公社の監理

担当係長
【住宅政策グループ】

事務 園上　智士
・住宅施策の企画立案
・住宅に係る区との連絡調整
・住宅審議会等事務局の運営

担当係長
【住宅政策グループ】

建築 小池　毅
・住宅施策の企画立案
・住情報の提供

担当係長
【住宅政策グループ】

建築 丸野　嘉孝

・住宅施策の企画立案
・住情報の提供
・社会資本総合整備計画等
・共同住宅の2戸1化設計指導

まちづくり事業企画担
当課長

建築 釘岡　一雄 1　まちづくり事業に係る調査及び企画立案等

住宅政策課まちづくり
事業企画担当課長代
理

建築 若井　富美代 ・まちづくり事業に係る調査及び企画立案等

担当係長
【まちづくり事業企画グ
ループ】

事務 八木　隆廣
・まちづくり事業企画に係る連絡調整
・優良環境住宅整備事業
・民間施行の市街地再開発事業の認可等

担当係長
【まちづくり事業企画グ
ループ】

事務 樋口　明生
・まちづくり事業企画に係る連絡調整
・民間施行の市街地再開発事業の認可等

担当係長
【まちづくり事業企画グ
ループ】

建築 越智　有子

・まちづくり事業の調査及び企画立案
・子育て安心マンション認定制度
・長期優良住宅認定制度
・エコ住宅普及促進事業

担当係長
【まちづくり事業企画グ
ループ】

建築 津村　昭博
・まちづくり事業の調査及び企画立案
・生きた建築ミュージアム事業
・船場地区ＨＯＰＥゾーン事業

防災・耐震化計画担当
課長

建築 片岡　正和

1　住宅・建築物の耐震化促進に係る業務
2　防災力強化マンション認定制度
3　密集住宅市街地整備に係る企画立案業務
4　都市防災不燃化促進事業

防災・耐震化計画担当
課長代理

建築 水野　勝行

1　住宅・建築物の耐震化促進に係る業務
2　防災力強化マンション認定制度
3　密集住宅市街地整備に係る企画立案業務
4　都市防災不燃化促進事業

担当係長
【防災・耐震化計画グ
ループ】

建築 細田　浩史 ・住宅の耐震化促進に係る業務

担当係長
【防災・耐震化計画グ
ループ】

建築 立花　健一郎 ・建築物の耐震化促進に係る業務
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担当係長
【防災・耐震化計画グ
ループ】

建築 吉田　健次 ・建築物の耐震化促進に係る業務

担当係長
【防災・耐震化計画グ
ループ】

事務 梶原　裕史 ・建築物の耐震化促進に係る業務

担当係長
【防災・耐震化計画グ
ループ】

建築 武平　俊秀
・防災力強化マンション認定制度
・住宅の耐震化促進に係る業務

担当係長
【防災・耐震化計画グ
ループ】

大阪
府

玉城　淳也
・密集住宅市街地整備に係る企画立案業務
・都市防災不燃化促進事業
・住宅の耐震化促進に係る業務

民間住宅助成担当課
長

事務 善坊　浩巳
1　民間住宅の建設に係る融資並びに助成
2　住まい公社による住宅建設事業等

担当係長
【民間住宅助成グルー
プ】

事務 佐藤　敦

・民間住宅助成グループ業務の連絡調整及び
進行管理
・住まい公社住宅事業に関する業務
・留学生住宅関係業務
・高優賃の供給計画の認定等に関する業務
・終身建物賃貸借事業

担当係長
【民間住宅助成グルー
プ】

事務 孫　美穂子

・民間すまいりんぐ
・優良(特定)賃貸住宅建設資金融資制度
・マンション購入資金融資制度
・災害復興住宅
・預託関係業務
・防犯カメラ設置補助

担当係長
【民間住宅助成グルー
プ】

事務 三宅　由紀

・新婚・子育て世帯向け利子補給制度
・エコ住宅普及促進事業 住宅購入・整備融資
利子補給業務
・利子補給と新婚家賃補助業務の改修及びシ
ステム開発に係る移行に関する業務

担当係長
【民間住宅助成グルー
プ】

事務 今井　準
・新婚世帯向け家賃補助制度
・中小企業従事者住宅関連業務

担当係長
【民間住宅助成グルー
プ】

建築 倉持　千鶴

・ハウジングデザイン賞
・サービス付き高齢者向け住宅の登録等に関
する業務
・高優賃の供給計画の認定等に関する業務
・終身建物賃貸借事業
・住まい公社住宅事業に関する業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

住環境整備課長 建築 椎名　辰之 1　密集住宅市街地等の住環境整備推進業務

住環境整備課長代理 事務 髙津　佳史 ・密集住宅市街地等の住環境整備推進業務

担当係長
【密集市街地整備グ
ループ】

事務 富重　邦生 ・担当事業の連絡調整

担当係長
【密集市街地整備グ
ループ】

建築 船引　裕司
・密集住宅市街地整備の推進に係る連絡調整
・住宅市街地総合整備事業
・密集住宅市街地重点整備事業

住環境整備課（職員数24人）
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担当係長
【密集市街地整備グ
ループ】

建築 覺野　真太郎
・主要生活道路不燃化促進整備事業
・狭あい道路拡幅促進整備事業
・まちかど広場整備事業

担当係長
【密集市街地整備グ
ループ】

建築 谷岡　翠 ・民間老朽住宅建替支援事業

担当係長
【密集市街地整備グ
ループ】

建築 國領　大介
・主要生活道路不燃化促進整備事業
・民間老朽住宅建替支援事業
・まちかど広場整備事業

住宅地区改良担当課
長

事務 大保　幸男 1　住宅地区改良事業に関する業務

担当係長
【住宅地区改良グルー
プ】

事務  野村 充則
・住宅地区改良事業実施上の業務及び連絡調
整

担当係長
【住宅地区改良グルー
プ】

土木 田中　博之
・住宅地区改良事業における測量及び整備に
伴う関係部局との連絡調整

ＨＯＰＥゾーン事業担
当課長

建築 大谷　みゆき 1　ＨＯＰＥゾーン事業の実施

住環境整備課ＨＯＰＥ
ゾーン事業担当課長代
理

事務 西川　崇 ・ＨＯＰＥゾーン事業の実施、連絡調整

担当係長
【ＨＯＰＥゾーン事業グ
ループ】

事務 近藤　直子

・ＨＯＰＥゾーン事業の実施、連絡調整
・天満地区HOPEゾーン事業の実施
・田辺地区HOPEゾーン事業の実施
・住吉大社地区ＨＯＰEゾーン事業の実施

担当係長
【ＨＯＰＥゾーン事業グ
ループ】

建築 佐藤　知子
・HOPEゾーン事業の実施、連絡調整
・マイルドＨＯＰＥゾーン事業の実施

補職 職種 氏名 事務分担

阿倍野再開発課長 事務 小田　章夫
1　阿倍野地区市街地再開発事業の施行に伴
う保留床の分譲及び管理、清算金の徴収業務

工事調整担当課長 土木 吉本　勲

1　阿倍野地区市街地再開発事業の施行に伴
う事業計画
2　阿倍野地区市街地再開発事業の施行に伴
う公共施設の整備及び工事の連絡調整

工事調整担当課長代
理

土木 夛田　雅治

・阿倍野地区市街地再開発事業の施行に伴う
事業計画
・阿倍野地区市街地再開発事業の施行に伴う
公共施設の整備及び工事の連絡調整

担当係長 事務 深川　富弘

・課の庶務
・事業の施行に伴う保留床の分譲及びその登
記
・課所管業務の内、他の担当に属さない業務

担当係長 事務 山岸　弘明

・事業の予算及び決算
・事業の収支計画
・事業の施行に伴う保留床の管理
・事業の施行に伴う清算金の徴収

阿倍野再開発課（職員数10人）
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担当係長 土木 今田　　徹

・事業の事業計画
・事業の施行に伴う公共施設整備の調査及び
立案
・事業の施行に伴う公共施設工事の連絡調整
・事業の施行に伴う公共施設の管理引継

担当係長 土木 坂　　真史

・事業の事業計画
・事業の施行に伴う公共施設整備の調査及び
立案
・事業の施行に伴う公共施設工事の連絡調整
・事業の施行に伴う公共施設の管理引継

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

区画整理課長 土木 布川　貴一 1　土地区画整理事業の実施総括

区画整理課長代理 事務 吉田　令子 ・土地区画整理事業の実施総括

担当係長
【事業調整グループ】

土木 武部　勝豊
・土地区画整理事業に係る予算、決算の総括
・事業費の執行管理の総括

担当係長
【事業調整グループ】

土木 岡本　恒裕
・工事調整の総括
・工事実施に係る関連部局との連絡調整

審査担当課長 事務 栗谷　直利

1　土地区画整理事業に伴う処分及び補償審
査
2　不服申立ての処理の総括
3 事業に係る懸案課題処理の総括

担当係長
【審査グループ】

事務 府髙　順一郎
・土地区画整理事業の連絡調整
・土地区画整理審議会に関すること
・訴訟案件等の処理

担当係長
【審査グループ】

事務 板谷　真由美

・補償審査(補償審査委員会付議)
・法令の審査、相談業務
・不服申し立て、訴訟案件等の処理
・直接施行実施に係る運用調整

担当係長
【審査グループ】

土木 中　篤徳

・事業の進行管理
・各事業に係る重要業務の事前審査
・各事業に係る懸案事項の集中処理
・事業実施に伴う国土交通省等との調整、協議

区画整理課物件補償
審査担当課長代理

建築 萩原　琢夫
・物件補償審査の総括
・補償基準等の運用調整
・直接施行実施に係る運用調整

担当係長
【審査グループ】

建築 竹内　正
・物件補償に係る審査
・補償基準等の運用調整
・直接施行実施に係る運用調整

測量担当課長 土木 德田　進一

1　土地区画整理事業に伴う測量及び明示に
関する業務
2　事業等に係る管理地の管理業務
3　土地区画整理事業に係る測量技術基準に
関する業務

区画整理課(職員数96人）
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副参事兼担当係長
【測量グループ】

土木 今岡　憲午

・土地区画整理事業に伴う測量及び明示に関
する業務
・事業等に係る管理地の管理業務
・土地区画整理事業に係る測量技術基準に関
する業務

担当係長
【測量グループ】

土木 坪内　士行
・土地区画整理事業に伴う測量、製図及び境
界明示に関する業務
・事業等に係る管理地の管理業務

物件査定担当課長 建築 山田　耕治

1　土地区画整理事業に伴う地上物件の調査
及び査定業務
2　土地区画整理事業に伴う移転のための仮設
収用建物の設置調整業務

担当係長
【物件査定グループ】

建築 島田　記靖
・移転物件建物調査及び査定業務
・仮設建築物の設置調整業務

担当係長
【物件査定グループ】

建築 堂園　輝美
・移転物件建物調査及び査定業務
・仮設建築物の設置調整業務

拠点開発事業担当課
長

土木 平原　靖之

1　拠点地域等における土地区画整理事業の
実施、推進業務
2　土地区画整理事業に伴う施設の整備・管理
3　民間施行に係る土地区画整理事業の実施
の促進、助成、指導、認可及び監督

区画整理課拠点開発
事業担当課長代理
<都市計画局企画振興
部うめきた企画担当課
長代理兼務>

土木 藤川　佳宏
・拠点地域等における土地区画整理事業の実
施、推進業務
・土地区画整理事業に伴う施設の整備・管理

副参事兼担当係長
【拠点開発事業グルー
プ】

土木 今中　正義

・民間施行に係る土地区画整理事業の実施の
促進、助成、指導、認可及び監督
・拠点地域等における土地区画整理事業の実
施、推進業務
・土地区画整理事業に伴う施設の整備・管理

担当係長
【拠点開発事業グルー
プ】

土木 坂本　佳弘

・民間施行に係る土地区画整理事業の実施の
促進、助成、指導、認可及び監督
・拠点地域等における土地区画整理事業の実
施、推進業務
・土地区画整理事業に伴う施設の整備・管理

担当係長
【拠点開発事業グルー
プ】

土木 喜田　昌

・民間施行に係る土地区画整理事業の実施の
促進、助成、指導、認可及び監督
・拠点地域等における土地区画整理事業の実
施、推進業務
・土地区画整理事業に伴う施設の整備・管理

担当係長
【拠点開発事業グルー
プ】

事務 藤原　孝子

・民間施行に係る土地区画整理事業の実施の
促進、助成、指導、認可及び監督
・拠点地域等における土地区画整理事業の実
施、推進業務
・土地区画整理事業に伴う施設の整備・管理
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清算担当課長 土木 岩澤　美雄

1　土地区画整理事業に伴う登記、清算及び移
転に関する業務
2　土地区画整理事業に伴う不法占拠の監視
その他不動産の管理及び処分
3　土地区画整理事業の公共施設の管理引
継、支障物件の処理、工事調整・監督に関する
業務

区画整理課清算担当
課長代理

土木 今田　秀男

・土地区画整理事業に伴う登記、清算及び移
転に関する業務
・土地区画整理事業の公共施設の管理引継、
支障物件の処理、工事調整・監督に関する業
務

担当係長
【清算グループ】

事務 辻岡　孝之
・土地区画整理事業に伴う移転に関する業務
・土地区画整理事業に伴う清算金に関する業
務

担当係長
【清算グループ】

土木 安藤　公雄

・土地区画整理事業の公共施設の管理引継に
関する業務
・公共施設上の支障物件の処理
・引継公共施設の工事調整・監督

担当係長
【清算グループ】

土木 鶴川　公一

・土地区画整理事業の公共施設の管理引継に
関する業務
・公共施設上の支障物件の処理
・引継公共施設の工事調整・監督

担当係長
【清算グループ】

土木 前田　薫

・土地区画整理事業の公共施設の管理引継に
関する業務
・公共施設上の支障物件の処理
・引継公共施設の工事調整・監督

区画整理課用地売却・
引継担当課長代理

事務 池谷　悟
・土地区画整理事業に伴う不法占拠の監視そ
の他不動産の管理及び処分

担当係長
【清算グループ】

事務 大野　雄司

・土地区画整理事業に伴う登記(他の担当に属
するものは除く)
・土地区画整理事業による換地処分後の宅地
の権利調整
・不法占拠の監視その他所管不動産の管理
・土地区画整理事業に係る不動産の管理台帳
に関する業務
・特命による土地区画整理事業用地及び肩替
地の管理及び処分

担当係長
【清算グループ】

土木 久保　秀樹

・土地区画整理事業に伴う登記(他の担当に属
するものは除く)
・土地区画整理事業による換地処分後の宅地
の権利調整
・不法占拠の監視その他所管不動産の管理
・特命による土地区画整理事業用地及び肩替
地の管理及び処分
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補職 職種 氏名 事務分担

生野南部事務所長 建築 広川　節治
1　生野区南部地区における住環境の整備に
関する事業の実施

副参事兼担当係長 事務 大嶋　洋
・担当事業の予算管理・連絡調整
・生野区南部地区まちづくり協議会関係

担当係長 事務 安西　   建 ・事業地区における住宅地区改良事業

担当係長 土木 橋本　貴志

・事業地区における公共、公益施設整備に伴う
関係部局との連絡調整
・事業地区内の取得用地の管理
・住宅市街地総合整備事業国庫補助金の申請
(密集住宅市街地整備型)
・生野区南部地区まちづくり協議会まちかど広
場部会関係

担当係長 建築 二宮　英夫

・住宅市街地総合整備事業(拠点開発型)に関
する関係部局との連絡調整
・住宅市街地総合整備事業国庫補助金の申請
(拠点開発型)
・事業地区内住宅建設に伴う連絡調整
・改良住宅建設基本計画
・事業地区内の取得用地の管理

担当係長 建築 山下　稔忠
・建替促進事業関係
・事業地区内住宅建設に伴う連絡調整
・改良住宅建設基本計画

補職 職種 氏名 事務分担

所長 土木 西尾　正夫
1　淡路駅周辺地区土地区画整理事業の施行
に伴う業務の実施

淡路駅地区調整担当
課長

土木 相見　勝
1　淡路駅周辺地区土地区画整理事業の施行
に伴う移転調整に関する業務の実施

副所長 土木 菅原　政喜
・淡路駅周辺地区土地区画整理事業の施行に
伴う業務の実施

担当係長 事務 福森　万二郎
・事業に伴う連絡調整
・他の担当係長に属さないこと

担当係長 事務 服部　誠一 ・事業に伴う地上物件の移転及び補償

担当係長 土木 藤原　永護 ・事業に伴う地上物件の移転及び補償

担当係長 土木 雲田　菊也 ・事業に伴う地上物件の移転及び補償

担当係長 土木 松浦　孝之

・事業の事業計画、換地計画、仮換地の指定
に関する業務
・事業に係る仮換地に指定されない土地の管
理

担当係長 土木 竹林　聖共
・事業に伴う予算・工事の執行管理
・事業に伴う工事の連絡調整・監督

生野南部事務所（職員数7人）

淡路土地区画整理事務所（職員数20人）
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補職 職種 氏名 事務分担

所長 土木 吉松　康公
1　三国東地区土地区画整理事業の施行に伴
う業務の実施

副所長 土木 増井　忠宏
・三国東地区土地区画整理事業の施行に伴う
業務の実施

担当係長 事務 大西　善夫
・事業に伴う連絡調整に関すること
・他の担当係長に属さないこと

担当係長 事務 古川　孝幸 ・事業に伴う地上物件の移転及び補償

担当係長 事務 大平　喜久 ・事業に伴う地上物件の移転及び補償

担当係長 事務 髙上馬　仁司 ・事業に伴う地上物件の移転及び補償

担当係長 土木 佐藤　尚信 ・事業に伴う地上物件の移転及び補償

担当係長 土木 奥　弥登
・事業に伴う沿道整備街路手法による防災骨
格道路の整備
・事業に係る移転促進策の進行管理

担当係長 土木 伊東　玄規

・事業の事業計画、仮換地の指定換地計画に
関する業務
・三国東地区土地区画整理審議会及び評価員
に関すること
・事業に係る仮換地に指定されない土地の管
理並びにこれに伴う法令違反建築物等の監視
及び処理
・事業に係る不動産の不法占拠の監視及び処
理

担当係長 土木 木村　栄一
・事業に伴う予算の執行管理
・事業計画、実施計画に関する業務
・都市再生住宅の整備

担当係長 土木 前田　義文
・事業に伴う工事の連絡調整・監督
・事業地区内の土壌汚染対策業務

三国東土地区画整理事務所（職員数24人）

－361－



都市整備局

補職 職種 氏名

部長 建築 上村　洋

補職 職種 氏名 事務分担

住宅管理担当部長 事務 坂本　高幸
1　市営住宅事業に係る維持管理に関する業
務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

建設課長 建築 中野　直樹
1　市営住宅事業に係る建築物の設計、連絡調
整及び予算管理
2　市営住宅の耐震化に関する業務

建設課長代理 建築 西川　正昭
・市営住宅事業に係る建築物の設計及び連絡
調整業務

担当係長
【建設設計グループ】

建築 船間　衛 ・市営住宅の設計

担当係長
【建設設計グループ】

建築 古田　順正 ・市営住宅の設計

担当係長
【建設設計グループ】

建築 坂元　智成 ・市営住宅の設計

担当係長
【建設設計グループ】

建築 今田　卓巳 ・市営住宅の設計

担当係長
【建設設計グループ】

建築 三宅　孝男 ・市営住宅の設計

担当係長
【建設設計グループ】

建築 大平　智士 ・市営住宅の設計

担当係長
【建設設計グループ】

建築 松山　雅昭 ・市営住宅の設計

担当係長
【建設設計グループ】

建築 杉山　百合子 ・市営住宅の積算

建設課業務調整担当
課長代理

事務 平田　雅彦 ・市営住宅建設の連絡調整及び予算管理

担当係長
【建設設計グループ】

事務 濱田　俊通 ・市営住宅建設の連絡調整及び予算管理

耐震化担当課長代理 建築 川上　雅之 ・市営住宅の耐震化に関する業務

担当係長
【建設設計グループ】

事務 小髙　秀昭 ・市営住宅の耐震化に関する連絡調整

担当係長
【建設設計グループ】

建築 坂本　幸弘 ・市営住宅の耐震化に係る設計

担当係長
【建設設計グループ】

建築 相本　昌宏 ・市営住宅の耐震化に係る設計

担当係長
【建設設計グループ】

建築 富安　晃浩 ・市営住宅の耐震化に係る設計

工事担当課長 建築 平田　稔
1　市営住宅事業に係る建築物の工事の施行
業務

建設課（職員数105人）

住宅部（職員数167人）
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建設課工事担当課長
代理

建築 諏訪　良二
・市営住宅事業に係る建築物の工事の施行業
務

担当係長
【工事グループ】

建築 中岡　真吾
・市営住宅事業に係る建築物の工事の施行に
係る連絡調整、進行管理
・建築物の工事の施行

担当係長
【工事グループ】

建築 久津輪　徹 ・建築物の工事の施行

担当係長
【工事グループ】

建築 森　憲二 ・建築物の工事の施行

担当係長
【工事グループ】

建築 山口　勝己 ・建築物の工事の施行

担当係長
【工事グループ】

建築 渡部　和久 ・建築物の工事の施行

設備担当課長 機械 欅田　輝生
1　市営住宅事業に係る設備の設計及び設備
工事の施行

建設課設備担当課長
代理

電気 雑喉　札人
・市営住宅事業に係る設備の設計及び設備工
事の施行

担当係長
【設備グループ】

機械 山本　誠
・市営住宅の機械設備の設計並びに工事の施
行

担当係長
【設備グループ】

機械 大垣　一浩
・市営住宅の機械設備の設計並びに工事の施
行

担当係長
【設備グループ】

電気 江口　勝康
・市営住宅の電気設備、ガス設備及び通信設
備の設計並びに工事の施行

担当係長
【設備グループ】

電気 桐谷博文
・市営住宅の電気設備、ガス設備及び通信設
備の設計並びに工事の施行

担当係長
【設備グループ】

電気 嶋岡 正明
・電気設備、ガス設備、通信設備の技術基準並
びに積算基準の調整

担当係長
【設備グループ】

電気 北側　正宣 ・市営住宅事業に伴う電波障害の技術的処理

建替改善担当課長 事務 角田　和久 1　市営住宅の建替及び改善に関する業務

建設課建替改善担当
課長代理

建築 小西　学
・市営住宅の建替及び改善に関する技術的業
務

担当係長
【建替改善グループ】

事務 小西　申洋

・市営住宅建替及び改善事業の促進連絡調整
並びに進行管理
・市営住宅建替及び改善事業における予算及
び決算管理
・市営住宅建替及び改善事業の実施計画
・市営住宅建替及び改善事業の施行上の住民
折衝及び連絡調整

担当係長
【建替改善グループ】

事務 米倉　直幸

・市営住宅建替及び改善事業の実施計画
・市営住宅建替及び改善事業の施行上の住民
折衝及び連絡調整
・まちづくり支援事業

担当係長
【建替改善グループ】

事務 白川　仁

・市営住宅建替及び改善事業の実施計画
・市営住宅建替及び改善事業の施行上の住民
折衝及び連絡調整
・まちづくり支援事業
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担当係長
【建替改善グループ】

事務 中野　貴文

・市営住宅建替及び改善事業の実施計画
・市営住宅建替及び改善事業の施行上の住民
折衝及び連絡調整
・まちづくり支援事業

担当係長
【建替改善グループ】

事務 尾塩　雅由

・市営住宅建替及び改善事業の実施計画
・市営住宅建替及び改善事業の施行上の住民
折衝及び連絡調整
・まちづくり支援事業

担当係長
【建替改善グループ】

事務 南野　信一

・市営住宅建替及び改善事業の実施計画
・市営住宅建替及び改善事業の施行上の住民
折衝及び連絡調整
・まちづくり支援事業

担当係長
【建替改善グループ】

建築 浪瀬　真人

・市営住宅建替及び改善事業の実施計画
・市営住宅建替及び改善事業に伴う企画調整
並びに技術的業務
・まちづくり支援事業

担当係長
【建替改善グループ】

建築 宮崎　智志

・市営住宅建替及び改善事業の実施計画
・市営住宅建替及び改善事業に伴う企画調整
並びに技術的業務
・まちづくり支援事業

担当係長
【建替改善グループ】

建築 小谷　範和

・市営住宅建替及び改善事業の実施計画
・市営住宅建替及び改善事業に伴う企画調整
並びに技術的業務
・まちづくり支援事業

担当係長
【建替改善グループ】

建築 高田　秀明

・市営住宅建替及び改善事業の実施計画
・市営住宅建替及び改善事業に伴う企画調整
並びに技術的業務
・まちづくり支援事業

団地再生担当課長 建築 高林　一樹
1　市営住宅団地等の活性化並びに市営住宅
用地の管理・活用に関する業務

建設課団地再生担当
課長代理

事務 松原　仁司
・市営住宅団地等の活性化並びに市営住宅用
地の管理・活用に関する業務

副参事兼担当係長
【団地再生グループ】

土木 万越　教一 ・市営住宅用地の管理・活用に関する業務

担当係長
【団地再生グループ】

事務 熊見　円 ・市営住宅用地の活用に関する業務

担当係長
【団地再生グループ】

事務 吉村　孝行 ・市営住宅用地の活用に関する業務

担当係長
【団地再生グループ】

事務 太田　智司 ・市営住宅用地の活用に関する業務

担当係長
【団地再生グループ】

建築 石井　伸幸
・市営住宅団地等の活性化に関する業務
・市営住宅用地の活用に関する業務

担当係長
【団地再生グループ】

事務 石橋　寿夫 ・市営住宅用地の管理・活用に関する業務

担当係長
【団地再生グループ】

事務 森本　雅幸 ・市営住宅用地の活用に関する業務

担当係長
【団地再生グループ】

土木 中島　春樹 ・市営住宅用地の管理・活用に関する業務
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補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

管理課長 事務 井上　典一
1　市営住宅の管理、入居契約及び市営住宅
使用料等の収納に関する業務

管理企画担当課長 事務 長川　貴昭
1　市営住宅の管理に係る調査、企画及び連絡
調整

管理課長代理 事務 尾下 隆幸
・市営住宅の管理、入居契約及び市営住宅使
用料等の収納に関する業務

管理課長代理 事務 藤田  太穂
・市営住宅管理に係る調査、企画及び連絡調
整

担当係長
【管理グループ】

事務 室谷　重彦
・市営住宅管理に係る企画、調査及び連絡調
整
・管理担当業務に係る進行管理

担当係長
【管理グループ】

事務 真鍋　彰宏

・市営住宅管理に係る調査企画及び連絡調整
・市営住宅管理の予算、決算管理に関する業
務
・グループホーム等目的外使用許可

担当係長
【管理グループ】

電気 千葉　佳史
・市営住宅管理のシステム開発、管理及び調
整

担当係長
【管理グループ】

事務 美濃部　宏
・指定管理者制度の導入に関する業務
・府営住宅の移管に関する業務
・市営住宅管理に係る調査企画及び連絡調整

担当係長
【管理グループ】

事務 竹内　世蔵
・指定管理者制度の導入に関する業務
・府営住宅の移管に関する業務
・市営住宅管理に係る調査企画及び連絡調整

副参事兼担当係長
【管理グループ】

事務 川口　隆司

・市営住宅使用料等の滞納整理(法的措置、強
制執行)に関する業務
・市営住宅不適正入居に対する法的措置に関
する業務

担当係長
【管理グループ】

事務 磯野　眞奈美

・市営住宅使用料等の滞納整理(法的措置)に
関する業務
・市営住宅不適正入居に対する法的措置に関
する業務

担当係長
【管理グループ】

事務 矢野　哲也

・市営住宅使用料等の滞納整理(法的措置)に
関する業務
・市営住宅退去滞納者に対する法的措置に関
する業務

担当係長
【管理グループ】

事務 井手　祥三

・市営住宅使用料等の滞納整理(法的措置、強
制執行)に関する業務
・市営住宅不適正入居者に対する法的措置に
関する業務

担当係長
【管理グループ】

事務 大谷　智子
・市営住宅の募集
・市営住宅管理制度の企画に関する業務
・市営住宅の高額所得者に関する業務

担当係長
【管理グループ】

事務 田上　勝
・市営住宅の入居及び契約
・敷金の管理・入居者の退去
・住宅相談に関する業務

担当係長
【管理グループ】

事務 根来　雅和
・市営住宅使用料の決定、変更
・市営住宅使用料の収納

管理課（職員数42人）
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担当係長
【管理グループ】

事務 宗像　和登 ・市営住宅管理制度の企画・立案

梅田住宅管理センター
担当課長

事務 尾田　晃敏

１　北区、福島区、中央区、西淀川区、淀川
区、東淀川区、旭区、都島区、東成区、城東
区、鶴見区、此花区、西区、及び港区に所在
する市営住宅に係る管理業務

管理課梅田住宅管理
センター担当課長代理

事務 井手　譲二

・北区、福島区、中央区、西淀川区、淀川区、
東淀川区、旭区、都島区、東成区、城東区、鶴
見区、此花区、西区、及び港区に所在する市
営住宅に係る管理業務

担当係長
【梅田住宅管理セン
ターグループ】

事務 長谷川　輝久

・北区、福島区、中央区、西淀川区、淀川区、
東淀川区、旭区、都島区、東成区、城東区、鶴
見区、此花区、西区、及び港区に所在する市
営住宅に係る管理業務

阿倍野住宅管理セン
ター担当課長

事務 半田　知嗣
１　天王寺区、浪速区、生野区、阿倍野区、住
之江区、住吉区、東住吉区、西成区及び大正
区に所在する市営住宅に係る管理業務

管理課阿倍野住宅管
理センター担当課長代
理

事務 奥田　和昌
・天王寺区、浪速区、生野区、阿倍野区、住之
江区、住吉区、東住吉区、西成区及び大正区
に所在する市営住宅に係る管理業務

担当係長
【阿倍野住宅管理セン
ターグループ】

事務 尾﨑　利行
・天王寺区、浪速区、生野区、阿倍野区、住之
江区、住吉区、東住吉区、西成区及び大正区
に所在する市営住宅に係る管理業務

平野住宅管理センター
担当課長

事務 浮田　一夫
1　平野区に所在する市営住宅に係る管理業
務

担当係長
【平野住宅管理セン
ターグループ】

事務 殿本　広一郎 ・平野区に所在する市営住宅に係る管理業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

保全整備課長 建築 北野　幹夫

1　市営住宅の維持管理に関する業務
2　市営住宅の共同施設の建設(他の部及び課
の所管に属するものを除く。)及び維持管理に
関する業務

保全整備課長代理 事務 榊原　幸一

・市営住宅の維持管理に関する業務
・市営住宅の共同施設の建設(他の部及び担
当の所管に属するものを除く。)維持管理に関
する業務

保全整備課長代理 事務 堀川  隆司
・市営住宅駐車場の適正管理
・市営住宅駐車場の整備

担当係長 事務 松本　吉史
・市営住宅及び共同施設の維持管理
・市営住宅の共同施設の建設計画　(他の部及
び課の所管に属するものを除く。)

担当係長 事務 高橋　大輔
・市営住宅及び共同施設の維持管理
・市営住宅駐車場の適正管理

保全整備課（職員数18人）
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担当係長 建築 青木　信夫

・市営住宅及び共同施設の補修に係る計画及
び連絡調整
・市営住宅及び共同施設の補修に係る設計、
工事の施行
・市営住宅駐車場の整備

担当係長 建築 北村　伸子

・市営住宅及び共同施設の補修に係る計画及
び連絡調整
・市営住宅及び共同施設の補修に係る設計、
工事の施行
・市営住宅の共同施設の建設計画(他の部及
び課の所管に属するものを除く。)
・市営住宅駐車場の整備

担当係長 機械 浅井　俊行

・市営住宅及び共同施設の機械、電気、ガス及
び昇降機設備の補修に係る計画及び連絡調
整
・市営住宅及び共同施設の機械、電気、ガス及
び昇降機設備の補修に係る設計、工事の施行
・市営住宅駐車場の整備

担当係長 事務 森田　輝彦 ・市営住宅駐車場の適正管理

担当係長 事務 渡部  剛 ・市営住宅駐車場の適正管理

担当係長 建築 山内　秀樹
・市営住宅駐車場の適正管理
・市営住宅駐車場の整備

補職 職種 氏名

部長 建築 高橋　賢二

補職 職種 氏名 事務分担

ファシリティマネジメント
担当部長

建築 龍野　豪利
市設建築物の改修及び保全、並びにファシリ
ティマネジメント、エネルギー管理に関する業
務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

企画設計課長
〈病院局総務部参事兼
務〉

建築 車谷　正好
1　市設建築物の建設に係る予算執行管理
2　市設建築物の建設に係る設計業務

企画設計課長代理 建築 古川　敦子

・市設建築物の建設に係る技術的指導に関す
る業務
・市設建築物の建設に係る設計業務
・建築技術に関する情報の収集及び管理

企画設計課長代理 機械 下川　雅裕

・市設建築物の建設に係る設備の技術的指導
に関する業務
・市設建築物の建設に係る設備の設計業務
・建築技術に関する情報の収集及び管理

公共建築部(職員数129人）

企画設計課（職員数88人）
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担当係長
【企画設計グループ】

建築 橋爪　直洋
・市設建築物の建設に係る技術的指導に関す
る業務
・市設建築物の建設に係る設計業務

担当係長
【企画設計グループ】

建築 出口　圭一 ・建築技術に関する情報の収集及び管理

担当係長
【企画設計グループ】

機械 今別府　豊

・市設建築物の建設に係る設備の技術的指導
に関する業務
・市設建築物の建設に係る設備の設計業務
・建築技術に関する情報の収集及び管理

担当係長
【企画設計グループ】

電気 榮　孝明

・市設建築物の建設に係る設備の技術的指導
に関する業務
・市設建築物の建設に係る設備の設計業務
・建築技術に関する情報の収集及び管理

担当係長
【企画設計グループ】

建築 井戸　廣子 ・市設建築物の建設に係る設計業務

担当係長
【企画設計グループ】

建築 後藤　裕司 ・市設建築物の建設に係る設計業務

担当係長
【企画設計グループ】

建築 佐々木　邦弘 ・市設建築物の建設に係る設計業務

担当係長
【企画設計グループ】

建築 岩切　健一
・市設建築物の建設に係る設計業務
・積算技術基準の調整

企画設計課業務調整
担当課長代理

事務 前川　丈司
・市設建築物の建設に係る予算執行管理
・市設建築物の建設の促進及び連絡調整

担当係長
【企画設計グループ】

事務 室谷　豊廣
・市設建築物の建設の促進及び連絡業務
・市設建築物の建設に係る予算執行管理
・部所管業務の連絡調整及び進行管理

工事担当課長 建築 金田　恭司 1　市設建築物の工事の施行に関する業務

企画設計課工事担当
課長代理

建築 林　真弘 ・市設建築物の工事の施行に関する業務

担当係長
【工事グループ】

建築 東口　計 ・市設建築物の工事施行

担当係長
【工事グループ】

建築 満沢　靖弘 ・市設建築物の工事施行

担当係長
【工事グループ】

建築 原　一弘 ・市設建築物の工事施行

担当係長
【工事グループ】

建築 津垣　佳彦 ・市設建築物の工事施行

設備担当課長
<病院局総務部参事兼
務>

電気 増田　和豊

1　市設建築物の設備の設計及び工事の施行
に関すること
2　市設建築物の建設に伴う電波障害の技術
的処理に関すること

企画設計課設備担当
課長代理

機械 大山　英夫

・市設建築物の設備の設計及び工事の施行に
関すること
・市設建築物の建設に伴う電波障害の技術的
処理に関すること

担当係長
【設備グループ】

機械 菅　智弘

・担当所管業務のうち機械設備に関する連絡
調整及び進行管理
・市設建築物の機械設備の設計及び工事の施
行に関すること

担当係長
【設備グループ】

機械 戸柱　稔
・市設建築物の機械設備の設計及び工事の施
行に関すること
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担当係長
【設備グループ】

機械 小山　康弘
・学校施設に係る機械設備の設計及び工事の
施行に関すること

担当係長
【設備グループ】

機械 上田　正之
・学校施設に係る空調設備の設計及び工事の
施行に関すること

担当係長
【設備グループ】

機械 後藤　正則
・機械設備の技術基準及び積算基準の調整
・市設建築物の機械設備に係る技術的指導及
び連絡調整

担当係長
【設備グループ】

電気 中畑　敬三

・担当所管業務のうち電気設備に関する連絡
調整及び進行管理
・市設建築物の電気設備及びガス設備の設計
及び工事の施行に関すること

担当係長
【設備グループ】

電気 米澤　潤
・学校施設に係る電気設備及びガス設備の設
計及び工事の施行に関すること

担当係長
【設備グループ】

電気 井上　雅博

・電気設備の技術基準及び積算基準の調整
・市設建築物の電気設備に係る技術的指導及
び連絡調整
・市設建築物の電気設備及びガス設備の設計
及び工事の施行に関すること

担当係長
【設備グループ】

電気 武谷　浩之

・市設建築物の情報通信設備の設計及び工事
の施行に関すること
・市設建築物の建設に伴う電波障害の技術的
処理
・防災無線設備の技術的管理

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

施設整備課長 建築 野田　昌利

1　市設建築物の改修及び保守に係る予算執
行管理
2　市設建築物の改修及び保守に係る設計及
び工事の施行に関すること

設備改修担当課長 機械 松扉　務
1　市設建築物の設備の改修に係る設計及び
工事の施行に関すること

設備保全当課長 電気 藤原　謙一
1　市設建築物の設備の保守に係る設計及び
工事の施行に関すること

担当係長 電気 増井　洋人
市設建築物の改修及び保守に係る連絡調整
及び予算執行

担当係長 事務 坂田　実
市設建築物の改修及び保守に係る連絡調整
及び予算執行

担当係長 建築 桜井　博行
市設建築物の改修に係る設計及び工事の施
行

担当係長 建築 湊　博英
市設建築物の改修に係る設計及び工事の施
行

担当係長 建築 石橋　潤一
市設建築物の改修に係る設計及び工事の施
行

担当係長 建築 中岡　美恵
市設建築物の改修に係る設計及び工事の施
行

担当係長 機械 安田　敏幸
市設建築物の機械設備の改修に係る設計及
び工事の施行

施設整備課（職員数23人）

－369－



都市整備局

担当係長 機械 中井　晃
市設建築物の機械設備の改修に係る設計及
び工事の施行

担当係長 機械 梅田　博久
市設建築物の機械設備の改修に係る設計及
び工事の施行

担当係長 機械 村岡　康一郎
市設建築物の機械設備の改修に係る設計及
び工事の施行

担当係長 電気 中嶋　章弘
市設建築物の電気設備の改修に係る設計及
び工事の施行

担当係長 電気 和久田　豊
市設建築物の電気設備の改修に係る設計及
び工事の施行

担当係長 電気 原　成憲
市設建築物の電気設備の改修に係る設計及
び工事の施行

担当係長 電気 徳山　秀晃
市設建築物の電気設備の改修に係る設計及
び工事の施行

担当係長 電気 井上　幸一
市設建築物の設備の保守に係る設計及び工
事の施行

担当係長 電気 大津　真一郎
市設建築物の設備の保守に係る設計及び工
事の施行

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

ファシリティマネジメント
課長

建築 片岡　利博

1　市設建築物のファシリティマネジメントに関
する業務
2　市設建築物の環境・保全に係る調査及び企
画、並びに維持管理に係る技術的指導

ファシリティマネジメント
課長代理

電気 高村　聡

・市設建築物のファシリティマネジメントに関す
る業務
・市設建築物の環境・保全に係る調査及び企
画、並びに維持管理に係る技術的指導

担当係長
【ファシリティマネジメン
トグループ】

建築 後藤　尚久

・市設建築物のファシリティマネジメントに関す
る企画立案及び連絡調整
・市設建築物の再編整備
・施設整備計画書に関すること
・市設建築物の緊急予防保全
・市設建築物の維持管理に係る技術的指導

担当係長
【ファシリティマネジメン
トグループ】

建築 林　敦子

・市設建築物のファシリティマネジメントに関す
る企画立案
・市設建築物の再編整備
・施設整備計画書に関すること
・市設建築物の耐震化
・市設建築物の緊急予防保全
・市設建築物の環境・保全に係る調査及び企
画

ファシリティマネジメント課（職員数16人）
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担当係長
【ファシリティマネジメン
トグループ】

電気 渕上　和典

・市設建築物のファシリティマネジメントに関す
る企画立案
・市設建築物の緊急予防保全
・市設建築物の管理運営の効率化
・市設建築物の省エネルギー化
・市設建築物のデータベースの整備
・市設建築物の環境・保全に係る調査及び企
画、並びに維持管理に係る技術的指導

エネルギー管理担当課
長
〈環境局環境施策部エ
ネルギー政策調整担
当課長兼務〉

電気 野崎　正二
1　市設建築物の設備に係るエネルギー使用の
合理化
2　電気設備に係る技術的管理の総括

ファシリティマネジメント
課エネルギー管理担当
課長代理

機械 妻屋　淳
・市設建築物の設備に係るエネルギー使用の
合理化
・市設建築物の設備に係るエネルギーの管理

担当係長
【エネルギー管理グ
ループ】

電気 桒田　作人
・市設建築物の電気設備に係る技術的管理並
びに指導

担当係長
【エネルギー管理グ
ループ】

機械 西谷　雅夫

・市設建築物の設備に係るエネルギー使用の
合理化
・市設建築物の設備に係る熱エネルギーの管
理

担当係長
【エネルギー管理グ
ループ】

電気 梶山　宜之

・市設建築物の設備に係るエネルギー使用の
合理化
・市設建築物の設備に係る電気エネルギーの
管理
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路 政 課

職 員 課

自 転 車 対 策 課

測 量 明 示 課

工 務 課

管 理 課

道 路 課

調 整 課

道 路 部

街 路 課

建 設 局

総 務 部

管 理 部

総 務 課

企 画 課

経 理 課

橋 梁 課

- 372 -



建設局

真 田 山 公 園 事 務 所

西部方面公園事務所

東部方面公園事務所

動 物 園 担 当

調 整 課

協 働 課

天 王 寺 動 物
公 園 事 務 所

管 理 担 当

公 園 管 理 課

調 整 課

水 環 境 課

下 水 道 河 川 部

水 質 試 験 所

公 園 緑 化 部

設 備 課

施 設 管 理 課

下 水 道 課

河 川 課

港・大正公園事務所

南部方面公園事務所
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北部方面公園事務所

十 三 公 園 事 務 所

管 理 課

設 備 課

中 浜 工 営 所

津 守 工 営 所

河川・渡船管理事務所

市 岡 工 営 所

西部方面管理事務所

設 備 課

田 島 工 営 所

東部方面管理事務所

管 理 課

西南方面公園事務所

城 北 公 園 事 務 所

花博記念公園事務所
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設 備 課

設 備 課

住 之 江 工 営 所

管 理 課

南部方面管理事務所

舞洲スラッジセンター

北部方面管理事務所

海 老 江 工 営 所

平 野 工 営 所

管 理 課

十 三 工 営 所
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補職 職種 氏名
局長 土木 福井　聡

補職 職種 氏名 事務分担

理事 事務 辰己　一也
1　局運営に係る重要事項の調査、企画及び
総合調整

理事 土木 永井　文博
1　道路事業、下水道事業及び河川事業に係
る連絡調整

理事
＜経済戦略局理事兼
務＞

園芸 上田　正敏 1　公園事業及び緑化事業に係る連絡調整

補職 職種 氏名

部長 事務 鈴木　哲夫

補職 職種 氏名 事務分担

下水道事業改革担当
部長

事務 宮本　浩之
1　下水道事業の経営形態の見直し
2　局事業所の統合・再編

補職 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 橋本　広志
1　局の文書及び組織
2　局重要事項の進行管理
3　広聴広報

総務課長代理 事務 中山　俊述
・局の文書及び組織
・局重要事項の進行管理
・広聴広報

担当係長 事務 萩尾　厚人 ・局の文書及び組織

担当係長 事務 横山　妹子 ・庁舎管理及び業務の進行管理

担当係長 事務 松野　倫子 ・広聴広報

事業管理担当課長 事務 有坂　智裕
１　外郭団体監理の総括
２　局所管業務に係るコンプライアンス

事業管理担当課長代
理

事務 中瀬　孝治
・外郭団体監理の総括
・コンプライアンスの徹底

担当係長 事務 冨森　知史
・外郭団体監理の総括及びコンプライアンスの
徹底

補職 職種 氏名 事務分担

企画室長 土木 寺川　孝

1　局業務に関する総合的企画、調査及び連
絡調整
2　局事業の技術的総括
3　局事業の基本計画及び事業実施計画

建設局（職員数2075人）

総務部（職員数125人）

総務課（職員数21人）
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補職 職種 氏名 事務分担

企画課長 土木 山向　薫

1　局業務に関する総合的企画、調査
2　関係機関との連絡調整
3　局業務の技術的総括
4　局事業の基本計画

企画課長代理 土木 濱田　哲也

・局業務に関する総合的企画、調査
・関係機関との連絡調整
・局業務の技術的総括
・局事業の基本計画

企画課長代理 園芸 澤　利彦

・局業務に関する総合的企画、調査
・関係機関との連絡調整
・局業務の技術的総括
・局事業の基本計画

担当係長 園芸 黒瀬　毅
・局業務に関する総合的企画、調査
・関係機関との連絡調整
・臨港地区施設等の引継ぎ

担当係長 土木 吉岡　靖記
・局業務に関する総合的企画、調査
・関係機関との連絡調整
・臨港地区施設等の引継ぎ

担当係長 土木 板井　正宏
・局業務に関する総合的企画、調査
・関係機関との連絡調整
・事業再評価

担当係長 土木 小林　哲
・局業務に関する総合的企画、調査
・関係機関との連絡調整
・道路空間の有効利用

計画調整担当課長 土木 江原　佳男 1　局の事業実施計画の総括

計画調整担当課長代
理

土木 中野　泰也 ・局の事業実施計画の総括

担当係長 土木 石井　友博 ・局の事業実施計画の企画・調整

担当係長 土木 梅原　由紀夫 ・局の事業実施計画の企画・調整

業務改革担当課長 事務 春木　崇

1　局運営方針の進捗管理
2　行財政改革の進捗管理
3　局事業所の統合・再編
4　事業再評価
5　臨港地区施設等の引継ぎ

担当係長 事務 東　紀子
・局運営方針の進捗管理
・行財政改革の進捗管理
・局事業所の統合・再編

担当係長 事務 横井　昌美
・局運営方針の進捗管理
・行財政改革の進捗管理
・局事業所の統合・再編

企画課（職員数21人）
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補職 職種 氏名 事務分担

職員課長 事務 平田　一男

1　局の人事
2　局員の研修
3　局員の給与手当及び福利厚生
4　局員の勤務条件
5　局の安全衛生

職員課長代理 事務 犬塚　善博
・局の人事
・局員の研修
・局員の勤務条件

職員課長代理 事務 飯尾　隆昭
・局の人事
・局員の給与手当及び福利厚生
・局員の勤務条件

職員課長代理 事務 乗上　隆徳

・局の人事
・局員の研修
・局員の勤務条件
・局の安全衛生

担当係長 事務 久保田　尚寛
・局の人事
・局員の勤務条件

担当係長 事務 安藤　純也
・局の人事
・局員の勤務条件

担当係長 事務 土井　　進 ・局員の給与手当及び福利厚生

担当係長 事務 牧田　成史
・局の人事
・局員の研修
・局員の勤務条件

担当係長 事務 枡矢　直幸 ・局の安全衛生

担当係長 事務 吉本　剛理
・局の人事
・局員の研修
・局員の勤務条件

補職 職種 氏名 事務分担

経理課長 事務 河合　英親

1　局の予算、決算及び物品
2　下水道施設への排水汚水の水量の調査及
び認定
3　使用料、負担金、占用料、手数料等諸徴収
金
4　水洗便所化の促進
5　工事用資材の調達及び管理
6　工事その他の請負契約（他の所管に属する
ものは除く。）の締結及び履行
7　下水道事業に関する経営調査、財政収支
計画、公費負担区分

経理課長代理 事務 野間田　肇
・局の予算、決算
・一般会計及び政令等特別会計の使用料、負
担金、占用料、手数料等諸徴収金

経理課（職員数53人）

職員課（職員数25人）
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経理課長代理 事務 西井　隆

・下水道施設への排水汚水の水量の調査及び
認定
・下水道事業会計の使用料、手数料等諸徴収
金
・水洗便所化の促進
・工事用資材等の調達及び管理
・工事その他の請負契約（他の所管に属するも
のは除く。）の締結及び履行

経理課長代理 事務 樋口　智彦

・下水道事業に関する経営調査
・下水道事業の財政収支計画
・下水道事業に関する公費負担区分
・公会計制度

担当係長 事務 中井　康成

・一般会計（公園事業除く）及び政令等特別会
計の予算、決算
・一般会計及び政令等特別会計の使用料、負
担金、占用料、手数料等諸徴収金

担当係長 事務 松岡　秀和
・一般会計（公園事業）の予算・決算
・公会計制度

担当係長 事務 大塩　義人 ・下水道事業会計の予算、決算

担当係長 事務 中村　哲也 ・下水道事業会計の支出負担行為の確認

担当係長 事務 山田　将人
・下水道事業に関する経営調査
・下水道事業の財政収支計画
・下水道事業に関する公費負担区分

担当係長 事務 久野　勉
・下水道施設への排水汚水の水量の調査及び
認定
・水洗便所化の促進

担当係長 事務 山本　登志美
・下水道事業会計の使用料、手数料等諸徴収
金

担当係長 事務 利岡　裕介
・工事及び工事以外の請負契約（他の所管に
属するものは除く。）の締結及び履行

担当係長 事務 西本　優子
・工事用資材等の請求、管理
・工事以外の請負契約（他の所管に属するもの
は除く。）の締結及び履行

補職 職種 氏名
部長 事務 眞田　泰則

補職 職種 氏名 事務分担
施設管理調整担当部
長
＜経済戦略局施設管
理調整担当部長兼務
＞

事務 山根　健
１　特命による道路・公園施設の管理調整
２　公園施設の管理調整総括

管理部（職員数298人）
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補職 職種 氏名 事務分担

路政課長 事務 横山　健太郎

1　道路管理の連絡統制
2　車両制限令による車両制限
3　道路占用
4　屋外広告物の規制
5　屋外広告物審議会

路政課長代理 事務 山村　英夫

・道路管理の連絡統制
・車両制限令による車両制限
・道路占用
・屋外広告物の規制
・屋外広告物審議会

担当係長 事務 氏原　正晴
・道路占用
・特命による道路占用の調整事項

担当係長 事務 谷山　敦彦
・車両制限令による車両制限
・道路管理の連絡統制

担当係長 事務 寺本　邦彦

・道路占用
・屋外広告物の規制
・屋外広告物審議会
・特命による道路占用の調整事項

道路管理適正化担当
課長

事務 落合　哲彦
・所管道路の不法占拠の処理及び道路管理適
正化対策

路政課長代理 事務 大川　博史
・所管道路の不法占拠の処理及び道路管理適
正化対策
・特命による道路占用の調整事項

担当係長 事務 櫻井　俊志男
・市岡、海老江工営所管内における所管道路
の不法占拠の処理及び道路管理適正化対策
・特命による道路占用の調整事項

担当係長 事務 有田　満喜雄
・中浜、津守、住之江工営所管内における所
管道路の不法占拠の処理及び道路管理適正
化対策

担当係長 事務 山本　貴子
・海老江、十三工営所管内における所管道路
の不法占拠の処理及び道路管理適正化対策

担当係長 事務 田村　安弘
・田島、平野、十三工営所管内における所管
道路の不法占拠の処理及び道路管理適正化
対策

担当係長 事務 中谷　正夫
・田島、津守、平野工営所管内における所管
道路の不法占拠の処理及び道路管理適正化
対策

担当係長 事務 川合　雄

・中浜、市岡、住之江工営所管内における所
管道路の不法占拠の処理及び道路管理適正
化対策
・特命による道路占用の調整事項

路政課（職員数28人）
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補職 職種 氏名 事務分担

管理課長 事務 斉藤　修一

1　道路の認定、廃止等の手続
2　特命による所管不動産の管理（他の部の所
管に属するものを除く。）
3　大阪市立駐車場（他の部の所管に属するも
のを除く。）の管理
4　下水道用地の管理

道路管理担当課長代
理

事務 山内　智子
・道路の認定、廃止等の手続
・特命による所管不動産（他の部の所管に属す
るものを除く。）の管理

用地管理担当課長代
理

事務 兼坂　雅浩
・下水道用地の管理
・大阪市立駐車場（他の部の所管に属するもの
を除く。）の管理

担当係長 事務 松本　耕平
・道路の認定、廃止等の手続
・特命による所管不動産の管理

担当係長 事務 高田　浩志

・道路台帳
・道路の現況調査及び道路統計
・道路の認定、廃止等の手続
・特命による所管不動産の管理

担当係長 事務 島村　崇
・道路の認定、廃止等の手続
・特命による所管不動産の管理

担当係長 事務 岡本　大
・道路の認定、廃止等の手続
・特命による所管不動産の管理

担当係長 事務 角田　恵子 ・特命による所管不動産の管理

担当係長 事務 塩谷　弘毅
・大阪市立駐車場（他の部の所管に属するもの
を除く。）の管理
・特命による有料道路の管理運営

担当係長 事務 大谷　昌弘 ・下水道用地管理業務の総括

担当係長 事務 右馬ノ　美香
・下水道用地の管理
・下水道用地の売却

担当係長 事務 小山　憲史
・下水道用地の管理
・下水道用地の売却

担当係長 事務 大林　克幸
・用地取得関係業務
・土地賃貸借関係業務

担当係長 事務 黒田　佐知子
・台帳管理
・管理替え、未利用地処理

補職 職種 氏名 事務分担

測量明示課長 土木 松本　三弘
１　都市計画街路、道路及び市有不動産の測
量（他の所管を除く）並びに境界明示業務の総
括

測量明示課長代理 土木 温井　久男
・特命による都市計画街路、道路及び市有不
動産の測量（他の所管を除く）並びに境界明示
業務の総括

測量明示課長代理 土木 河合　勉
・市有不動産の測量（他の所管を除く）及び境
界明示業務の総括

管理課（職員数29人）

測量明示課（職員数131人）
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担当係長 土木 西村　章
・都市計画道路及び所管不動産の測量並びに
都市計画道路境域明示業務の総括

担当係長 土木 小堀　義行
・道路区域等明示申請の審査、手続き及び申
請手数料収入調定
・道路境界明示指令書等の交付

担当係長 土木 藤原　勉

・道路区域、市有地境界明示及び調査、資料
整理業務の総括
≪淀川、東淀川、此花、北、福島、西淀川、阿
倍野、鶴見、城東、天王寺、平野、住之江各区
≫

担当係長 土木 内山　昌之

・道路区域、市有地境界明示及び調査、資料
整理業務の総括
≪生野、東成、都島、旭、浪速、西成、大正、
西、中央、港、住吉、東住吉各区≫

担当係長 土木 片岡　末廣
・道路区域線確定測量業務の監督
・公共測量に関する国土地理院との調整協議
・地籍調査推進事業の実施及び調整業務

担当係長 土木 梶谷　貞昭
・道路台帳整備の企画立案
・道路区域線確定測量業務の設計
・地籍調査推進事業の実施及び調整業務

担当係長 土木 堀口　光
・基準点の管理、保全業務
・情報化関係の運用管理業務

担当係長 土木 池之内　徹
・下水道用地の測量及び境界明示業務の総括
・下水道用地の境界確定業務の総括

担当係長 土木 奥　和久

・市有不動産の測量（他の所管を除く）及び境
界明示業務
・住宅関連用地及び区画道路等の測量業務
（土地区画整理事務所で実施の測量業務を除
く）

担当係長 土木 村山　政憲

・市有不動産の測量（他の所管を除く）及び境
界明示業務
・住宅関連用地及び区画道路等の測量業務
（土地区画整理事務所で実施の測量業務を除
く）

担当係長 土木 尾本　正幸

・市有不動産の測量（他の所管を除く）及び境
界明示業務
・住宅関連用地及び区画道路等の測量業務
（土地区画整理事務所で実施の測量業務を除
く）

担当係長 土木 倉橋　律夫

・市有不動産の測量（他の所管を除く）及び境
界明示業務
・住宅関連用地及び区画道路等の測量業務
（土地区画整理事務所で実施の測量業務を除
く）
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補職 職種 氏名 事務分担
自転車対策課長 事務 八木　逸朗 １　放置自転車対策

自転車対策課長代理 事務 中山　浩二 ・放置自転車対策

担当係長 事務 大野　正雄 ・放置自転車対策

担当係長 事務 秋山　岳彦 ・放置自転車対策

担当係長 事務 松本　泰典 ・放置自転車対策

自転車施策担当課長 土木 齊藤　満
・自転車駐車場の企画、設計
・自転車通行環境の企画

自転車施策担当課長
代理

土木 西尾　富雄
・自転車駐車場の企画、設計
・自転車通行環境の企画

担当係長 土木 中村　浩一 ・自転車駐車場の企画、設計

担当係長 土木 堀家　秀紀 ・自転車駐車場の企画、設計

担当係長 土木 高橋　輝好
・自転車駐車場の企画
・自転車通行環境の企画

補職 職種 氏名 事務分担

工務担当部長 土木 田中　秀夫

１　局の防災業務
２　局土木技術及び下水道技術に関する情報
の収集及び管理業務総括
３　局IT業務総括
４　事業所の連絡調整
５　局所管工事等の検査及び品質確保業務総
括
６　道路及び河川、公園施設の電気・機械設備
の工事及び維持管理業務総括

補職 職種 氏名 事務分担

工務課長 土木 服部　和正

１　防災対策の計画の総括
２　水防事務組合との連絡
３　指導監察業務
４　設計積算業務
５　情報化業務
６　事業所の連絡調整

工務課長代理 事務 川久保　秀雄

・水防事務組合に関する連絡・管理者業務
・防災対策の計画業務
・課の庶務業務
・水防事務組合の会計管理者業務（受嘱）

工務課長代理 土木 石川　佳典

・建設発生土・建設副産物業務
・設計積算業務
・IT利用促進業務
・情報システム総括
・庁内情報ネットワーク総括

事業所担当課長代理 土木 中谷　正明
・事業所の連絡調整
・指導監察業務

自転車対策課（職員数23人）

工務課（職員数85人）
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担当係長 事務 宇賀　誠男
・水防事務組合に関する連絡・管理者業務
・課の庶務業務
・予算決算事務総括（一般会計・下水道会計）

担当係長 土木 大山　和重
・道路維持作業等の業務委託の設計・調整
・直営関係（車両の更新等）業務
・道路清掃業務の調整

担当係長 土木 大谷　明
・防災対策の計画（地域防災計画等）
・集中豪雨被害軽減対策ＰＴ事務局

担当係長 土木 竹内　慎
・防災対策の計画の総括
・災害対策委員会事務局
・防災関連訓練事務局

担当係長 土木 山口　章

・建設副産物業務
・建設リサイクル推進計画
・グリーン調達方針（公共工事）
・建設リサイクル法に基づく受付
・研修業務

担当係長 土木 西村　進
・下水道設計積算基準業務
・単価調査業務

担当係長 土木 伊坂　保輝

・土木設計積算基準業務
・設計積算運用管理
・公共工事コスト縮減業務
・土木技術情報収集業務
・各種協議会窓口業務

担当係長 土木 但馬　保信
・下水道総合管理システム総括
・下水道総合管理システム運用管理

担当係長 土木 石本　隆一
・指導監察業務
・道路工事指導・監察・調整
・請負工事事故調査事務局

担当係長 土木 草宮　利幸

・道路橋梁総合管理システム総括
・道路橋梁総合管理システム運用管理
・ITの適正な利用促進業務
・情報セキュリティ対策の推進・指導業務
・庁内情報ネットワーク総括

担当係長 土木 山崎　一義
・事業所（道路・河川）の窓口、連絡調整
・直営関係（材料購入・業務研修等）業務

工事監理担当課長 土木 上原　一剛
１　工事等検査業務
２　工事品質確保関係業務

工事監理担当課長代
理

土木 指吸　政男 ・工事品質確保関係業務

工事監理担当課長代
理

土木 塩見　武則 ・工事等検査業務

担当係長 土木 宇田　純次
・工事等（土木）検査業務
・工事等会計検査・監査窓口業務

担当係長 土木 涔口　柱一
・工事品質確保関係業務
・工事等入札制度

担当係長 土木 藤本　正
・工事等（土木）検査業務
・仕様書・マニュアル（土木）関係業務
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担当係長 土木 松下　守雄
・契約管財局窓口業務
・工事品質確保関係業務

担当係長 土木 太田　勝師
・工事等（土木）検査業務
・仕様書・マニュアル（土木）関係業務

担当係長 土木 渡邉　栄次
・工事等（土木）検査業務
・工事等会計検査・監査窓口業務

担当係長 土木 花房　幸司
・工事品質確保関係業務
・工事公表業務

担当係長 電気 中畑　博志
・工事等（電気）検査業務
・積算・仕様書等（電気）関係業務

担当係長 機械 原井　秀幸
・工事等（機械）検査業務
・積算・仕様書等（機械）関係業務

担当係長 建築 釘井　賢二
・工事等（建築）検査業務
・積算・仕様書等（建築）関係業務

担当係長 園芸 久保田　洋行
・工事等（造園）検査業務
・仕様書・マニュアル（造園）関係業務

担当係長 土木 芦原　栄治
・工事等（造園）検査業務
・仕様書・マニュアル（造園）関係業務

担当係長 園芸 森本　治夫
・工事等（造園）検査業務
・仕様書・マニュアル（造園）関係業務

道路公園設備担当課
長

機械 岡本　文彦 １　工務課（道路公園設備担当）の総括

道路公園設備担当課
長代理

電気 東　裕亮
・道路及び河川、公園施設の電気・機械設備
の工事及び維持管理に関する総括

担当係長 電気 羽根　栄三 ・道路及び河川施設の電気設備の計画・調整

担当係長 電気 岡田　正 ・道路及び河川施設の電気設備の設計及び工事

担当係長 電気 井本　広次 ・道路及び河川施設の電気設備の維持管理

担当係長 電気 舩井　嘉人 ・駐車場電気設備に係る工事及び維持管理

担当係長 機械 曽我部　佳正
・道路及び河川施設の機械設備の計画、設計
及び工事

担当係長 機械 小澤　正明 ・道路及び河川施設の機械設備の維持管理

担当係長 機械 小原　泰弘 ・駐車場機械設備に係る工事及び維持管理

担当係長 電気 落越　直也
・公園施設の電気・機械設備に係る計画、設計
及び工事

担当係長 電気 村川　幸夫 ・公園施設の電気・機械設備に係る維持管理
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補職 職種 氏名
部長 土木 岡崎　安志

補職 職種 氏名 事務分担

調整課長 土木 尾植　正順

1　道路部所管事業（道路・橋梁及び街路・所
管駐車場事業）の予算、進行管理及び連絡調
整の総括
2　クリスタ長堀（株）との連絡調整の総括
3　道路部庶務の総括

調整課長代理 土木 吉田　孝介

・道路部所管事業（道路・橋梁及び街路・所管
駐車場事業）の予算、進行管理及び連絡調整
の総括
・クリスタ長堀（株）との連絡調整の総括

調整課長代理 大阪府 吉満　昭德
・大規模開発に伴う協議・調整
・大阪府警との連絡調整

駐車場施設維持担当
課長代理

土木 石崎　宗良

・道路部所管駐車場及び大阪市立駐車場の
設備を除く施設維持補修の総括
・道路部所管駐車場事業に係る予算、企画の
総括

担当係長 事務 武井　敬子
・道路部所管駐車場事業に係る予算、企画及
びこれに係る調整

担当係長 事務 櫛田　猛司
・道路部庶務
・クリスタ長堀（株）との連絡調整

担当係長 土木 川上　睦二
・道路部所管駐車場及び大阪市立駐車場の
設備を除く施設維持補修

担当係長 土木 上田　光昭
・大規模開発に伴う協議・調整
･外部との協議窓口

担当係長 土木 島村　勇次
・道路部所管事業（道路・橋梁事業）における
予算、進行管理及び連絡調整

担当係長 土木 寺西　常顕
・道路部所管事業（街路事業）における予算、
進行管理及び連絡調整

補職 職種 氏名 事務分担

道路課長 土木 浜上　康彦
１　道路の新設、改良に係る企画及び設計の
総括

道路課長代理 土木 板谷　治喜
・道路の新設、改良に係る企画及び設計の総
括

担当係長 土木 染谷　直隆
・課業務の進行管理
・環境整備の企画及びこれに係る調整

担当係長 土木 大久保　英俊
・道路整備に係る企画及びこれに係る調整
・道路の新設、改良及びこれに係る調整

担当係長 土木 森山　勝
・道路の新設、改良及びこれに係る調整
・整備G予算

担当係長 土木 野嵜　一郎
・道路の新設、改良に係る設計及びこれに係る
調整

道路部（職員数127名）

調整課（職員数26名）

道路課（職員数42名）
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担当係長 土木 松永　英郎
・交通安全施設に係る企画及びこれに係る調
整

担当係長 土木 小松　靖朋
・共同溝の企画、設計及びこれに係る調整
・無電柱化の企画及びこれに係る調整

道路維持担当課長 土木 安田　英明
１　道路及び付属施設の維持補修に係る調整
及び設計の総括

道路維持担当課長代
理

土木 苅谷　信廣
・道路及び付属施設の維持補修に係る調整及
び設計の総括

担当係長 土木 西脇　慎一 ・道路の施設補修計画及び道路維持Ｇ予算

担当係長 土木 稲葉　慶成 ・道路の舗装調査・研究

担当係長 土木 平田　憲親 ・道路の舗装補修設計及び受託（計画・徴収）

担当係長 土木 持田　繁 ・道路の施設（歩道橋を含む）補修設計

補職 職種 氏名 事務分担

橋梁課長 土木 下田　健司
1　橋梁の設計、維持管理の総括
2　橋梁の調査、企画及び調整の総括

橋梁課長代理 土木 土井　清樹
・橋梁の設計、維持管理の総括
・橋梁の調査、企画及び調整の総括

担当係長 土木 大野　良昭 ・橋梁の改築、耐震、補修設計

担当係長 大阪府 清水　　亨 ・橋梁の改築、耐震、補修設計

担当係長 土木 寺田　昌広 ・橋梁の改築、耐震、補修設計

担当係長 土木 山内　堅次 ・橋梁の管理、対外協議、改築設計

担当係長 土木 奥　　兼治 ・橋梁事業の調査、企画、予算総括

担当係長 土木 中村　忠善 ・橋梁の管理、連絡調整、対外協議

担当係長 土木 永橋　俊二 ・橋梁の企画、維持、管理

補職 職種 氏名 事務分担
街路担当部長 土木 尾崎　滋 1　街路事業に係る所管業務の総括

補職 職種 氏名 事務分担

街路課長 土木 石井　良典

1　街路事業に係る用地、設計の総括
2　街路事業の事業認可の総括
3　都市計画道路事業に伴う連絡調整の総括
4　区画整理事業等に係る道路の設計の総括

街路課長代理 土木 永井　茂

・街路事業に係る用地の総括
・街路事業及びその他土木施設の設計の総括
・街路事業の事業認可の総括
・区画整理事業等に係る道路の設計の総括

担当係長 土木 池上　博文
・街路事業に係る用地取得の企画及び調整
　(南部方面)

担当係長 土木 長山　功
・街路事業に係る用地取得の企画及び調整
　(北部方面)

担当係長 土木 森﨑　正人 ・街路事業の事業認可

担当係長 土木 一ツ町　展也 ・都市計画道路事業に伴う連絡調整

橋梁課（職員数19名）

街路課（職員数37名）
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建設局

担当係長 土木 城滝　好男
・都計見直しに伴う未利用地売却等、連絡調
整

担当係長 土木 川端　勝
・街路事業及びその他の土木施設の設計
・区画整理事業に係る道路の設計

担当係長 土木 丸山　浩太郎
・街路事業及びその他の土木施設の設計
・区画整理事業に係る道路の設計

特定街路担当課長 土木 仲野　満
1 街路事業に係る道路構造物の設計の総括
2 街路事業に係る連絡調整及び所管する用地
取得の企画及び調整の総括

特定街路担当課長代
理

土木 麻田　鉄児
・街路事業に係る道路構造物の設計の総括
・街路事業に係る連絡調整及び所管する用地
取得の企画及び調整の総括

担当係長 土木 小山　謙治
・街路事業に係る連絡調整及び所管する用地
取得の企画及び調整

担当係長 土木 柚本　真介
・街路事業に係る道路構造物の設計
・街路事業に係る連絡調整

鉄道交差担当課長 土木 小川　寿裕
１　街路事業に係る鉄道との立体交差の企画
及び調整の総括

鉄道交差担当課長代
理

土木 駒谷　善弘
・街路事業に係る鉄道との立体交差の企画及
び調整の総括

担当係長 土木 磯部　重樹
・街路事業に係る鉄道との立体交差の企画及
び調整

担当係長 土木 大髙　省三
・街路事業に係る鉄道との立体交差の企画及
び調整

担当係長 土木 井上　智仁
・街路事業に係る鉄道との立体交差の企画及
び調整

担当係長 土木 横尾　英男
・街路事業に係る鉄道との立体交差の企画及
び調整

補職 職種 氏名
部長 土木 城居　宏

補職 職種 氏名 事務分担

技術監
<施設管理課長兼務>

電気 南　博司
１　局業務に係る重要事項の決定
２　施設管理課の総括

技術監
<水質管理担当課長兼
務>

化学 田中　茂幸

１　局業務に係る重要事項の決定
2　水質管理総括
3　特命による工場排水等の規制指導
4　水質試験所所管業務

補職 職種 氏名 事務分担

調整課長 土木 松本　広司

1　下水道施行手続総括
2　下水道工事施行に係る連絡調整
3　部所管工事の工程管理
4　下水道事業計画全般の統括

下水道河川部（職員数197人）

調整課（職員数33人）
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調整課長代理 土木 大杉　朗隆

・事業推進のための部内連絡調整
・下水道工事とこれに関連する他の工事との連
絡調整
・部所管工事の工程管理
・下水道事業計画（他の所管に属するものを除
く）の統括

調整課長代理 事務 中川　和美

・部業務の事務的事項総括及び連絡調整
・下水道事業における民活事業に係る事務
・下水道事業における効率化の進行管理
・下水道事業に係る広報

担当係長 事務 小川　務
・部業務の事務的事項の連絡調整
・他の課の所管に属さないこと
・下水道事業に係る広報

担当係長 事務 平山　景子
・工事施行手続（下水道事業会計）に係る事務
的事項

担当係長 事務 吉田　祥子
・流域下水道・日本下水道協会
・監理団体
・工事施行手続（一般会計）

担当係長 土木 森山　慎也
・下水道事業全般に係る連絡調整
・下水道事業予算に係る連絡調整

担当係長 土木 森田　真史
・下水道事業計画に係る連絡調整
・下水道事業計画（他の所管に属するものを除
く）

担当係長 土木 大野　敏仁
・下水道工事の発注及び執行に係る連絡調整
・他事業関連の下水道工事に係る連絡調整

担当係長 土木 坂　茂之
・下水道工事計画と地下埋設工事計画及び道
路工事計画との連絡調整

事業計画担当課長 土木 上塚　哲彦
１ 下水道事業計画（浸水対策・下水道施設の
アセットマネジメント）の総括

事業計画担当課長代
理

電気 山本　英生
・下水道事業計画（浸水対策・下水道施設のア
セットマネジメント）の総括

担当係長 土木 原田　俊崇
・下水道施設のアセットマネジメント（管渠・土
木施設）

担当係長 土木 檜山　幹 ・浸水対策計画の策定
担当係長 機械 武知　将士 ・下水道施設のアセットマネジメント（設備）

下水道事業改革担当
課長

事務 難波　光二 1 下水道事業の経営形態の見直しに係る事務

下水道事業改革担当
課長代理

土木 河内　伸 ・下水道事業の経営形態の見直しに係る事務

担当係長 事務 織田　明 ・下水道事業の経営形態の見直しに係る事務

補職 職種 氏名 事務分担

下水道課長 土木 稗田　貢
1 下水処理場、抽水所等の設計及び建築物の
工事の施行の総括

下水道課長代理 土木 上林　恭子
・下水処理場、抽水所等の設計及び建築物の
工事の施行

下水道課（職員数48人）
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担当係長 土木 黒田　武志
・下水処理場、抽水所の土木工事の設計の総
括

担当係長 土木 大久保　竜二 ・下水処理場、抽水所の土木工事の設計

担当係長 土木 谷口　正典
・下水処理場、抽水所の土木工事の設計、執
行管理

担当係長 建築 板谷　茂樹
・下水処理場、抽水所等の建築物の設計及び
工事の施行の総括

担当係長 建築 筒井　修

・下水処理場、抽水所等の建築物の設計
・下水処理場、抽水所等の建築工事と他の工
事との連絡調整
・下水処理場、抽水所等の上部利用

担当係長 建築 永山　清志
・下水処理場、抽水所等の建築物の営繕工事
の設計
・緑化の設計及び施行、維持管理の設計

担当係長 建築 野間口　昇
・下水処理場、抽水所等の建築工事の施行
・下水処理場、抽水所等の建築工事と他の工
事との連絡調整

管渠担当課長 土木 妹尾　学 1 下水道管渠の設計の総括

管渠担当課長代理 土木 東野　洋士 ・下水道管渠の設計の総括

担当係長 土木 澤井　幸次 ・下水道管渠設計の総括及び進行管理

担当係長 土木 中川　尚也
・東部方面管理事務所管内の下水道管渠設
計

担当係長 土木 京名　信一郎
・西部方面管理事務所管内の下水道管渠設
計

担当係長 土木 太田　祥史
・南部方面管理事務所管内の下水道管渠設
計

担当係長 土木 向井　崇
・北部方面管理事務所管内の下水道管渠設
計

担当係長 土木 中家　誠
・他事業関連の下水道管渠設計及び連絡調
整

担当係長 土木 谷口　尚
・下水道管渠施行に係る連絡調整
・下水道管渠の小規模設計

担当係長 土木 中西　啓輔 ・下水道管渠の改築更新・浸水対策計画

担当係長 土木 三井　準也 ・下水道管渠設計に係る連絡調整

補職 職種 氏名 事務分担

設備課長
<環境局環境施策部エ
ネルギー政策調整担
当課長兼務>

機械 中川　仁志 １　設備課所管業務の総括

設備課長代理 電気 野村　憲由
・電気設備及び機械設備の調査、企画及び調
整の総括

担当係長 電気 西谷　正則
・電気設備工事の総括
・電気設備工事の企画・調整、審査

設備課（職員数32人）
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担当係長 電気 豊嶋　勝
・電気設備工事の積算基準並びに設計基準
・下水道電気設備工事用製品の企業申請

担当係長 電気 中村　貴昭

・監視室統合に係る電気設備の設計及び連絡
調整
・建築電気設備工事の積算基準並びに設計基
準

担当係長 機械 山上　強司
・機械設備工事総括
・機械設備工事の企画・調整、審査

担当係長 機械 鈴木　隆司
・機械設備工事の積算基準並びに設計基準
・下水道機械設備工事用製品の企業申請

担当係長 機械 八木　剛

・機械設備工事（汚泥処理設備を除く）の設計
及び連絡調整
・監視室統合に係わる機械設備の設計及び連
絡調整

担当係長 機械 木下　隆二
・機械設備のうち汚泥処理設備工事の設計及
び連絡調整

担当係長 機械 角谷　和明 ・下水道施設の建築機械設備の設計及び工事

補職 職種 氏名 事務分担

施設管理課長（兼）
＜技術監兼務＞

電気 南　博司 1　施設管理課所管業務の総括

設備管理担当課長代
理

土木 手嶋　義一
・下水道施設の維持管理に関する調査、企画
及び調整の総括

担当係長 電気 岡村　一夫
・電気機械設備の維持管理に関する連絡調整
・安全管理に関する連絡調整

担当係長 機械 江川　佳典
・機械設備の維持管理に関する連絡調整
・汚泥、スクリーンかす等の運搬に関すること

担当係長 機械 大和　慎治
・統計資料・維持管理年表等に関すること
・包括委託業務のモニタリングに関すること
・機械設備修繕、点検等の基準に関すること

担当係長 電気 田中　　守
・電気設備の維持管理に関する連絡連絡調整
・電気事業法・省エネ法に関する連絡調整
・電気設備修繕、点検等の基準に関すること

担当係長 土木 白井　久順
・排水設備の計画確認及び検査
・受託下水道工事の施行及び施行承認
・下水管きょに係る行為の制限の許可

担当係長 土木 田北　憲視
・下水道（土木施設）の管理運営の企画
・事業所の連絡調整

施設管理課（職員数17人）
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担当係長 土木 土井　健次

・許認可関連の連絡調整
・下水道総合システムの運用・管理業務
・雨水流出抑制関連業務
・下水道維持管理年報の管理

担当係長 土木 正野　哲也
・老朽施設調査関係業務
・災害応急対策関係業務
・車両・物品管理

補職 職種 氏名 事務分担

水環境担当部長 土木 佐崎　俊治

１　水環境技術の海外展開の推進並びに下水
道事業に係る技術調査研究の総括
２　下水の水質管理の総括
３　河川事業に関する所管業務の総括

補職 職種 氏名 事務分担

水環境課長
大阪
府

稲垣　勝伸

１　下水道建設計画の総括（合流改善計画・高
度処理計画・汚泥処理計画）
２　下水道事業に係る技術研究及び技術開発
の総括
３  下水道資源有効利用・アメニティ対策の総
括
４　海外展開及び国際交流等の推進総括

水環境課長代理 土木 安井　幹人

・下水道建設計画の策定（合流改善計画・高
度処理計画・汚泥処理計画）
・下水道事業に係る技術研究及び技術開発
・下水道資源有効利用・アメニティ対策
・海外展開及び国際交流等の推進

担当係長 土木 田中　邦雄
・合流改善計画の策定・進行管理
・下水汚泥溶融スラグの有効利用

担当係長 土木 楠田　匡彦
・高度処理計画の策定
・下水道資源の有効利用計画の策定
・アメニティ対策

担当係長 機械 山本 貴司
・汚泥処理計画の策定
・下水処理場の消化ガス有効利用

担当係長 土木 川戸　隆弘
・水・環境技術の海外展開の推進
・下水道の国際交流・国際貢献

担当係長 電気 西本　裕二
・下水道事業に係る技術研究及び技術開発
・下水処理場の消化ガス有効利用

担当係長 土木 水窪　俊博
・水・環境技術の海外展開の推進
・下水道の国際交流・国際貢献

担当係長 化学 島田　卓

・下水の高度処理等に係る技術研究及び技術
開発
・他の部及び他の担当の所管に係る下水道技
術開発及び技術開発との連絡調整

水環境課（職員数 36人）

－392－



建設局

担当係長 土木 野々目　延浩
・下水道事業の土木施設の改築更新等に係る
技術研究及び技術開発

水質管理担当課長
（兼）
＜技術監兼務＞

化学 田中　茂幸
1　水質管理総括
2　特命による工場排水等の規制指導
3　水質試験所所管業務

水質管理担当課長代
理

薬剤 梶　俊哉
・特命による工場排水等の規制指導
・水質試験所所管業務

担当係長 化学 長谷部　功
・下水道の水質管理関係の連絡調整・企画
・合流式下水道改善対策の評価
・下水道の化学物質の管理

担当係長 化学 大野　裕巳
・事業場排水指導関係の連絡調整・企画
・水質汚濁防止法適用事業場の排水指導

担当係長 化学 吉田　達朗
・排水規制手法の策定
・水質使用量認定事業場の水質調査

担当係長 化学 三ッ林　安治 ・下水道放流事業場の排水指導

担当係長 化学 戸澤　昭 ・下水道放流事業場の排水指導

補職 職種 氏名 事務分担

所長 化学 小林　正知
・下水等の水質検査の技術的総括
・下水の浄化処理過程の調査及び研究

担当係長 化学 横倉　加寿恵
・工場排水等の分析技術の研究及び試験
・その他水質調査に関する連絡調整

補職 職種 氏名 事務分担

河川課長
大阪
府

髙城　俊介

１　河川及び運河の管理
２　河川事業の調査、計画、進行管理、連絡調
整
３　河川及び運河の設計、工事の施行

河川課長代理 土木 平野　みゆき

・河川及び運河の管理
・河川事業の調査、計画、進行管理、連絡調
整
・河川及び運河の設計、工事の施行

担当係長 事務 田渕　倫也
･河川管理の連絡調整
・河川占用及び河川に係る不法占拠の処理

担当係長 土木 大島　禎司
・河川事業の調査、企画、進行管理、連絡調
整

担当係長 土木 中山　英也
・河川施設の維持管理
・水防業務

担当係長 土木 竹田　英司
・河川事業の企画及び調整
・河川及び運河の設計、工事の施行

担当係長 土木 辻野　貴之
・道頓堀川遊歩道管理運営主体との連絡調整
・河川及び運河の設計、工事の施行

河川課（職員数15人）

水質試験所（職員数12人）
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補職 職種 氏名
公園緑化部長 土木 寺尾　豊

補職 職種 氏名 事務分担

事業連携担当部長(兼)
<経済戦略局公園集客
担当部長兼務>

土木 井上　亮
１　大阪城公園、天王寺公園等大規模公園の
観光拠点施策統括

動物園改革担当部長
(兼)
<経済戦略局天王寺魅
力担当部長兼務>

１　天王寺動物園の改善・改革・将来計画策な
どの企画調整

公園管理課（職員数32人）
補職 職種 氏名 事務分担

公園管理課長 事務 落合　正彦 １　公園管理課所管業務の総括

公園管理課長代理 事務 休井　良行

・部の庶務業務
・公園緑地、公園施設の管理運営業務
・事業所体制
・事件事故処理対策

担当係長
<経済戦略局観光部観
光課担当係長兼務>

事務 池松　敏彦 ・部の庶務業務

担当係長 事務 小牧　敏美
・事業所体制
・事件事故処理対策

担当係長 事務 宮崎　聡司
・公園緑地、公園施設の管理運営業務
・ごみの分別収集に関すること

担当係長 事務 佐藤　寿美子
・指定管理者制度
・鶴見緑地及び有料施設の管理運営業務

事業連携担当課長
<経済戦略局観光部公
園集客担当課長兼務>

園芸 仲村　啓
１　都市魅力戦略重点エリアの拠点公園の管
理手法の構築
２　市民に身近な公園の管理手法の構築

事業連携担当課長代
理
<経済戦略局観光部観
光課公園集客担当課
長代理兼務>

事務 宮田　幸二郎
・都市魅力戦略重点エリアの拠点公園の管理
手法の構築
・市民に身近な公園の管理手法の構築

施設管理調整担当課
長

園芸 西村　照夫 １　公園施設の管理調整

施設管理調整担当課
長代理

事務 山本　雅英 ・公園施設の管理調整

担当係長 事務 澤井　睦 ・公園施設の管理調整

担当係長 事務 内原　士月 ・公園施設の管理調整

用地計画担当課長 事務 佐々木康晴
１　所管財産の管理業務
２　公園及び緑地の用地計画
３　用地の活用等

用地計画担当課長代
理

事務 栗原　浩司
・所管財産の管理業務
・公園及び緑地の用地計画
・用地の活用等

公園緑化部（職員数517人）
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担当係長 事務 高山　宏
・所管財産の管理業務
・用地の活用等

担当係長 園芸 桑山　和人

・公園及び緑地の用地計画に係る調査、企画
及び連絡調整
・特命による公園・緑地用地の活用等に係る調
査・企画

調整課（職員数２8人）
補職 職種 氏名 事務分担

調整課長 園芸 合田　寛 １　調整課所管業務の総括

調整課長代理 園芸 上野　あづさ

・公園・緑地の建設に係る調査、企画及び連絡
調整
・都市緑化に係る調査及び企画
・予算管理

担当係長 園芸 木下　吉樹
・特命による公園・緑地の建設に係る調査、企
画及び連絡調整
・特命による都市緑化に係る調査・企画

担当係長 土木 景山　安彦
・特命による公園・緑地の建設に係る調査、企
画及び連絡調整
・特命による都市緑化に係る調査・企画

担当係長 園芸 東　志保
・特命による公園・緑地の建設に係る調査、企
画及び連絡調整
・特命による都市緑化に係る調査・企画

担当係長 事務 藤原　克志
・特命による公園・都市緑化に係る調査及び連
絡調整
・予算管理

公園整備担当課長 園芸 松本　直己 １　公園・緑地の建設、改修に関する総括

公園整備担当課長代
理

園芸 吉村　陽安 ・公園・緑地の建設、改修に係る連絡調整

副参事兼担当係長 土木 谷口　秀直
・公園・緑地の建設、改修に係る計画、設計及
び連絡調整

担当係長 園芸 富永　敦史
・公園・緑地の建設、改修に係る計画、設計及
び連絡調整

担当係長 園芸 村田　麻依
・公園・緑地の建設、改修に係る計画、設計及
び連絡調整

担当係長 建築 坂下　直文
・部所管施設の建築に係る連絡調整、点検及
び改修、保全計画

改革担当課長 事務 板谷　安延
・天王寺動物園の改善・改革・将来計画策など
の企画調整

改革担当課長代理 獣医 高見　一利
・天王寺動物園の改善・改革・将来計画策など
の企画調整
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協働課（職員数17人）
補職 職種 氏名 事務分担

協働課長 園芸 久村　宗憲 １　協働課所管業務の総括

協働課長代理 事務 安間　美彦
・市民協働のあり方検討
・企画及び連絡調整

担当係長 事務 南　　正昭

・庶務業務
・公園愛護会制度
・児童遊園補助制度
・顕彰

担当係長 園芸 山﨑　隆明
・緑化施策の調整・企画
・種から育てる地域の花づくり支援事業
・緑化助成制度

担当係長 事務 上林　政俊
・花と緑のまちづくり推進基金の管理
・公園及び緑化に係る寄附収受
・緑化の普及啓発・広報

担当係長 事務 岸本　伸一
・緑化事業にかかる普及・啓発・市民協働・人
材育成

緑化事業担当課長
大阪
府

田中　聡

１　緑化事業の調査、企画及び実施に関する
総括
２　樹木及び花卉の植栽計画及び維持管理に
関する総括

緑化事業担当課長代
理

園芸 遠藤　光一
・花と緑のまちづくり及びその他都市緑化の推
進
・緑化事業に係る植栽等の設計及び維持管理

担当係長 園芸 山﨑　伸二

・植栽関係工事(受託施行を含む)の設計及び
施行
・街路樹移動協議、街路樹受託事業
・街路樹等の維持管理に係る工事の設計及び
施行

担当係長
大阪
府

川本　和子
・大規模事前協議等
・指定管理
・花卉関連事業

補職 職種 氏名
天王寺動物公園事務
所長
<経済戦略局天王寺魅
力担当部長兼務>

事務 野原　賢一郎

管理担当（職員数33人）
補職 職種 氏名 事務分担

管理担当課長 事務 畑　和広

１　天王寺公園・動物園の管理運営総括
２　管理担当業務の統括
３　人事及び労務管理統括
４　広報・報道対応業務

天王寺動物公園事務所（職員数71人）
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管理担当課長代理
<西南方面公園事務所
副所長兼務>

園芸 八尾　賢治

・天王寺公園・動物園の施設整備
・所管公園の施設整備
・管理担当統括補佐
・樹木及び花卉の管理
・動物園100周年に向けた整備事業

担当係長 事務 前阪　弘文

・庶務業務
・人事及び労務管理統括補佐
・安全衛生対策
・技能職員との連絡調整

担当係長 事務 片岡　千馨
・公園使用料調定管理
・広報、行事・催物企画、執行管理
・管理担当におけるその他業務

担当係長 園芸 大石　芳弘
・天王寺公園・動物園の施設工事施工維持管
理
・動物園100周年に向けた整備事業

担当係長 電気 山方　將照
・天王寺公園・動物園設備維持管理
・動物園100周年に向けた整備事業

担当係長 建築 中島　勝也
・天王寺公園・動物園施設維持管理
・動物園100周年に向けた整備事業

動物園担当（職員数37人）
補職 職種 氏名 事務分担

動物園担当課長 獣医  九之池　薫
１　動物園管理運営業務
２　飼育担当業務統括
３　人事及び労務管理

動物園担当課長代理 獣医 今西　隆和

・動物園管理運営業務補佐
・飼育担当業務統括補佐
・労務管理補佐
・報道対応業務

保健副主幹
<公園緑化部調整課改
革担当課長代理兼務>

獣医 高見　一利

・動物園管理運営業務補佐
・動物飼育管理業務
・動物病院関係業務
・関係団体・機関等調整業務

保健副主幹 獣医 榊原　安昭
・報道対応業務
・広報関係業務

担当係長 獣医 西岡　真

・飼育担当事務統括
・動物飼育管理業務
・動物病院関係業務
・教育普及、企画調整業務

担当係長 獣医 芦田　貴雄

・動物園管理運営業務補佐
・動物病院関係業務
・教育普及、企画調整業務
・関係団体・機関等調整業務

－397－



建設局

東部方面公園事務所（職員数57人）
補職 職種 氏名 事務分担

東部方面公園事務所
長
<経済戦略局観光部公
園集客担当課長兼務>

園芸 馬渡　　肇 １　方面公園事務所所管業務

東部方面公園事務所
副所長
<真田山公園事務所長
兼務>

事務 田原　英行 ・方面公園事務所所管業務

担当係長 事務 新家　隆弘 ・所管公園の管理運営

担当係長 事務 櫻井　秀明 ・公園施設の管理調整

担当係長 園芸 黒川　哲夫 ・所管公園の整備

真田山公園事務所（職員数30人）
補職 職種 氏名 事務分担

真田山公園事務所長
(兼)
<東部方面公園事務所
副所長兼務>

事務 田原　英行 ・公園事務所所管業務

真田山公園事務所担
当係長

園芸 下村　雄二 ・公園事務所所管業務

係主査 園芸 川口　俊彦 ・所管公園の整備・維持管理

西部方面公園事務所（職員数33人）
補職 職種 氏名 事務分担

西部方面公園事務所
長

土木 名頭薗　正人 １　方面公園事務所所管業務

西部方面公園事務所
副所長
<港・大正公園事務所
長兼務>

事務 西尾　嘉恭 ・方面公園事務所所管業務

担当係長 事務 鮫島　浩 ・所管公園の管理運営

担当係長 事務 森谷　宗弘 ・公園施設の管理調整

担当係長 土木 松木　和弘 ・所管公園の整備

港・大正公園事務所（職員数26人）
補職 職種 氏名 事務分担

港・大正公園事務所長
(兼)
<西部方面公園事務所
副所長兼務>

事務 西尾　嘉恭 ・公園事務所所管業務

担当係長 園芸 高橋　隆二 ・所管公園の整備
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南部方面公園事務所（職員数46人）
補職 職種 氏名 事務分担

南部方面公園事務所
長

事務 森　　 昌彦 １　方面公園事務所所管業務

南部方面公園事務所
副所長

園芸 本間　義晴 ・方面公園事務所所管業務

担当係長 事務 大前　孝則 ・所管公園の管理運営

担当係長 事務 西川　清一郎 ・公園施設の管理調整

担当係長 土木 橋口　孝幸 ・所管公園の整備

北部方面公園事務所（職員数39人）
補職 職種 氏名 事務分担

北部方面公園事務所
長

土木 平野　輝行 １　方面公園事務所所管業務

北部方面公園事務所
副所長

事務 阪本　繁和 ・方面公園事務所所管業務

副参事兼担当係長 事務 小野　弘賀 ・所管公園の管理運営

担当係長 事務 井上　富男 ・公園施設の管理調整

担当係長 事務 千田　茂 ・公園施設の管理調整

担当係長 園芸 西田　宗一郎 ・所管公園の整備

十三公園事務所（職員数36人）
補職 職種 氏名 事務分担

北部方面公園事務所
副参事兼十三公園事
務所長

園芸 杉山　卓郎 ・公園事務所所管業務

城北公園事務所（職員数28人）
補職 職種 氏名 事務分担

北部方面公園事務所
副参事兼城北公園事
務所長

園芸 吉田　隆 ・公園事務所所管業務

西南方面公園事務所（職員数40人）
補職 職種 氏名 事務分担

西南方面公園事務所
長

事務 瀧本　正明 １　方面公園事務所所管業務

西南方面公園事務所
副所長

事務 木全　重則 ・方面公園事務所所管業務

西南方面公園事務所
副所長（兼）
<天王寺動物公園事務
所管理担当課長代理>

園芸 八尾　賢治 ・方面公園事務所所管業務
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担当係長 事務 日茂　博一 ・所管公園の管理運営

担当係長 事務 徳田　健一 ・公園施設の管理調整

担当係長 園芸 田中　克美 ・所管公園の整備

花博記念公園事務所（職員数31人）
補職 職種 氏名 事務分担

花博記念公園事務所
長

園芸 播本　武史 １　公園事務所所管業務

担当係長 事務 谷口　剛一
・鶴見緑地の管理運営
・鶴見緑地の管理調整

担当係長 園芸 村川　尚哉
・鶴見緑地の整備
・鶴見緑地の維持管理

担当係長 電気 今野　浩
・鶴見緑地の電気機械設備管理
・鶴見緑地におけるエネルギー管理

補職 職種 氏名
所長 土木 寺本　　譲

補職 職種 氏名 事務分担

管理課長 事務 西　　まゆみ
１　方面管理事務所業務の総括（他の所管に
属することを除く）

管理課長代理 土木 氏江　辰巳
・方面管理事務所業務の総括（他の所管に属
することを除く）

担当係長 事務 水落　千栄子
・所業務の事務的事項の連絡調整
・所の安全衛生管理
・他の主管に属さないこと

担当係長 事務 川端　正浩

・工事及び作業施行手続の総括
・工事の受託施工の事務
・所の予算執行管理
・所の苦情・事故処理

担当係長 土木 溝端　卓也

・所管下水管渠工事及び下水処理場、抽水所
の土木工事の施行
・所管下水道施設の維持管理（包括委託を含
む）に係る連絡調整（他の所管に属することを
除く）

担当係長 土木 橋元　芳浩
・所管下水管渠工事及び下水処理場、抽水所
の土木工事の施行

担当係長 土木 野上　広志
・所管下水管渠工事及び下水処理場、抽水所
の土木工事の施行

東部方面管理事務所（職員数187人）

管理課（職員数19人）
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補職 職種 氏名 事務分担

設備課長 電気 小東　裕治

1　下水道施設の電気機械設備の工事並びに
特命による管理運営に係る企画及び連絡調整
の総括。ただし、他の所管に属するものを除く
2　所管下水処理場及び抽水所の維持管理
（包括委託）に係る連絡調整の総括

担当係長 電気 多田　健史

・特命による下水道施設の電気機械設備の管
理運営に係る企画及び連絡調整
・所管下水処理場及び抽水所の維持管理（包
括委託）に係る連絡調整

担当係長 機械 泉　佳明
・所管電気機械設備工事の施工管理
・所管下水処理場及び抽水所の維持管理（包
括委託）に係る連絡調整

補職 職種 氏名 事務分担
所長 土木 大前　輝行 1 工営所業務の総括

副所長 事務 紀平　正美 ・工営所業務の事務的事項の総括

副所長 土木 増田　和夫 ・工営所業務の技術的事項の総括

担当係長 事務 阿保　政宏
・所の重要事項の進行管理
・特命による道路占用
・他の係長の主管に属さないこと

担当係長 事務 吉井　満 ・道路利用の適正化

担当係長 土木 山内　克浩

・所の重要事項の進行管理
・道路、河川、橋梁、その他特定土木施設の維
持修繕及び管理並びに占用、受託工事
・城東区における道路、河川、橋梁、その他特
定土木施設の維持修繕及び管理

担当係長 土木 吉矢　康人
・旭区における道路、河川、橋梁、その他特定
土木施設の維持修繕及び管理

担当係長 土木 近藤　誠
・鶴見区における道路、河川、橋梁、その他特
定土木施設の維持修繕及び管理

担当係長 土木 荷福　晴朗
・都島区における道路、河川、橋梁、その他特
定土木施設の維持修繕及び管理

担当係長 土木 北村　照雄 ・所管土木工事の施行
係主査 土木 森本　薫 ・所管土木工事の施行

補職 職種 氏名 事務分担
所長 土木 苗村　利明 1 工営所業務の総括
副所長 事務 砂津　達朗 ・工営所業務の事務的事項の総括
副所長 土木 中島　芳郎 ・工営所業務の技術的事項の総括
副所長（兼）
＜市岡工営所副所長
兼務＞

事務 今池　弘次
・担当行政区における事務的事項及び道路等
施設の維持管理に係る連絡調整

担当係長 事務 貴多　泰治
・所の重要事項の進行管理
・特命による道路占用
・他の係長の主管に属さないこと

設備課（職員数14人）

中浜工営所  (職員数84人)

田島工営所（職員数69人）
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建設局

担当係長 事務 大谷　安正 ・道路利用の適正化

担当係長 土木 吉田　茂

・所の重要事項の進行管理
・道路、河川、橋梁、その他特定土木施設の維
持修繕等工事監督
・東成区における道路、河川、橋梁、その他特
定土木施設の維持修繕及び管理

担当係長 土木 池田　忠平
・生野区における道路、河川、橋梁、その他特
定土木施設の維持修繕及び管理

担当係長 土木 川野　敏雄
・天王寺区における道路、河川、橋梁、その他
特定土木施設の維持修繕及び管理

担当係長 土木 小川　吉治 ・所管土木工事の施行

補職 職種 氏名
所長 土木 福西　博

補職 職種 氏名 事務分担

管理課長 事務 山中　敏章
１　方面管理事務所業務の総括（他の所管に
属することを除く）

管理課長代理 土木 日下部　和宏
・方面管理事務所業務の総括（他の所管に属
することを除く）

担当係長 事務 松井　晋
・所業務の事務的事項の連絡調整
・他の主管に属さないこと

担当係長 事務 西浦　寛
・工事等施行手続の総括
・工事の受託施行の事務
・所の予算執行管理

担当係長 土木 菊田　功
・下水道施設の工事の施行・監督の総括
・特命による下水道施設の維持管理にかかる
業務

担当係長 土木 西村　修 ・特命による下水道施設の工事の施行・監督
担当係長 土木 村木　義則 ・特命による下水道施設の工事の施行・監督

補職 職種 氏名 事務分担

設備課長 化学 間渕　弘幸

1　下水道施設の電気機械設備の工事並びに
特命による管理運営に係る企画及び連絡調整
の総括。ただし、他の所管に属するものを除く
2　所管下水処理場及び抽水所の維持管理
（包括委託）に係る連絡調整の総括

担当係長 機械 竹中　章

・特命による下水道施設の電気機械設備の管
理運営に係る企画及び連絡調整
・所管下水処理場及び抽水所の維持管理（包
括委託）に係る連絡調整

西部方面管理事務所（職員数　273人）

管理課（職員数　18人）

設備課（職員数　14人）
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建設局

担当係長 電気 東口　共和
・所管電気機械設備工事の施工管理
・所管下水処理場及び抽水所の維持管理（包
括委託）に係る連絡調整

補職 職種 氏名 事務分担
所長 土木 近藤　英正 １　工営所業務の総括
副所長 事務 泉　康弘 ・工営所業務の事務的事項の総括
副所長 土木 仲峯　守 ・工営所業務の技術的事項の総括

副参事兼担当係長 事務 寺井　静男
・所の重要事項の進行管理
・特命による道路占用
・他の係長の主管に属さないこと

担当係長 土木 河西　征吾

・道路利用の適正化
・西成区における道路、河川、橋梁、その他特
定土木施設の維持修繕及び管理並びに占
用、受託工事

担当係長 土木 片倉　亮一

・所の重要事項の進行管理
・特命による所管土木工事の監督
・道路、河川、橋梁、その他特定土木施設の維
持修繕
・浪速区における道路、河川、橋梁、その他特
定土木施設の維持修繕及び管理並びに占用
受託工事

担当係長 土木 小野　尚之

・西成区における道路、河川、橋梁、その他特
定土木施設の維持修繕及び管理並びに占
用、受託l工事
・道路利用の適正化

担当係長 土木 村川　智彦
・大正区における道路、河川、橋梁、その他特
定土木施設の維持修繕及び管理並びに占
用、受託工事

担当係長 土木 本田　浩志 ・道路・橋梁・河川の工事の施行・監督

補職 職種 氏名 事務分担
所長 土木 長井　義則 １　工営所業務の総括
副所長 事務 川元　信一 ・工営所業務の事務的事項の総括
副所長 土木 栗原　寛治 ・工営所業務の技術的事項の総括

副所長
＜田島工営所副所長
兼務＞

事務 今池　弘次
・担当行政区における事務的事項及び道路等
施設の維持管理に係る連絡調整

担当係長 事務 河本　　 健

・所の重要事項の進行管理
・特命による道路占用
・工事及び作業施行の手続き
・他の係長の主管に属さないこと

担当係長 事務 久村　拓也 ・道路利用の適正化

担当係長 土木 堀田　健二

・所の重要事項の進行管理
・特命による所管土木工事の監督
・道路、河川、橋梁、その他特定土木施設の維
持修繕
・港区における道路、河川、橋梁、その他特定
土木施設の維持修繕及び管理並びに占用、
受託工事

市岡工営所（職員数79人）

津守工営所（職員数69人）

－403－



建設局

担当係長 土木 古里　幸弘
・中央区における道路、河川、橋梁、その他特
定土木施設の維持修繕及び管理並びに占
用、受託工事

担当係長 土木 原　　 一行
・西区における道路、河川、橋梁、その他特定
土木施設の維持修繕及び管理並びに占用、
受託工事

担当係長 土木 盛川　敏哉 ・道路・橋梁・河川の工事の施行

係主査 土木 嵯峨　武雄 ・道路・橋梁・河川の工事の監督

補職 職種 氏名 事務分担
所長 事務 木村　泰治 １　所管業務全般

副参事兼担当係長 事務 中辻　宏之
・渡船の運航管理
・所の事務的事項

担当係長 土木 大藏　義信 ・河川管理施設の維持管理

補職 職種 氏名
所長 事務 山下　克己

補職 職種 氏名 事務分担

管理課長 土木 川村　信司
１　方面管理事務所業務の総括（他の所管に
属することを除く）

管理課長代理 事務 中務　武司
・方面管理事務所業務の総括（他の所管に属
することを除く）

担当係長 事務 細谷　訓由
・所の業務の事務的事項の連絡調整
・他の所管に属さないこと

担当係長 事務 穴見　潤一
・工事及び作業施行の手続の総括
・工事の受託施行の事務
・所の予算執行管理

担当係長 土木 西奥　友次

・所の重要事項の進行管理
・所管下水道工事の施工
・下水道施設の維持管理（包括委託）に係る連
絡調整

担当係長 土木 山田　健二郎 ・特命による下水道工事の施工

担当係長 土木 恒吉　秀実
・下水道施設の維持管理（包括委託）に係る連
絡調整
・特命による処理場施設の土木工事の施工

補職 職種 氏名 事務分担

設備課長 機械 窪田　光一

1　下水道施設の電気機械設備の工事並びに
特命による管理運営に係る企画及び連絡調整
の総括。ただし、他の所管に属するものを除く
2　所管下水処理場及び抽水所の維持管理
（包括委託）に係る連絡調整の総括

南部方面管理事務所（職員数156人）

管理課（職員数 20人）

設備課（職員数10人）

河川・渡船管理事務所（職員数　92人）

－404－



建設局

担当係長 機械 坂口　和久

・特命による下水道施設の電気機械設備の管
理運営に係る企画及び連絡調整
・所管下水処理場及び抽水所の維持管理（包
括委託）に係る連絡調整

担当係長 電気 笠原　章裕
・所管電気機械設備工事の施工管理
・所管下水処理場及び抽水所の維持管理（包
括委託）に係る連絡調整

担当係長 電気 田中　清恒

・平野下水処理場汚泥炭化・溶融施設に係る
電気機械設備工事の施工管理及び維持管理
・下水処理場汚泥処理の維持管理（包括委
託）に係る連絡調整

補職 職種 氏名 事務分担
所長 土木 瓦　　一良 １　工営所の業務の総括

副所長 事務 永田　健一 ・工営所業務の事務的事項の総括

副所長 土木 小野　忠彦 ・工営所業務の技術的事項の総括

担当係長 事務 船間　幸代
・所の重要事項の進行管理
・特命による道路占用
・他の係長の主管に属さないこと

担当係長 事務 寺戸　　勇 ・道路利用の適正化

担当係長 土木 谷山　泰司

・所の重要事項の進行管理
・特命による所管土木工事等の企画・立案
・住之江区における道路、河川、橋梁、その他
特定土木施設の維持修繕及び管理並びに占
用、受託工事

担当係長 土木 濵田　裕次
・住吉区における道路、河川、橋梁、その他特
定土木施設の維持修繕及び管理並びに占
用、受託工事

担当係長 土木 川上　信敏
・道路、河川、橋梁、その他特定土木施設の維
持修繕及び改良

補職 職種 氏名 事務分担
所長 土木 手光　隆一 １　工営所の業務の総括
副所長 事務 斧　　孝子 ・工営所業務の事務的事項の総括
副所長 土木 丸田　満治 ・工営所業務の技術的事項の総括

担当係長 事務 巽　　博幸

・所の重要事項の進行管理
・特命による道路占用
・工事及び作業施行の手続き
・他の係長の主管に属さないこと

担当係長 事務 橋口　光裕 ・道路利用の適正化

担当係長 土木 木下　哲也

・所の重要事項の進行管理
・維持管理業務全般に関する総括
・埋設工事に関すること
・阿倍野区における道路、河川、橋梁、その他
特定土木施設の維持修繕及び管理

住之江工営所（職員数 52人）

平野工営所（職員数73人）
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建設局

担当係長 土木 山下　正作 ・所管土木工事の施工

担当係長 土木 水畑　耕治
・東住吉区における道路、河川、橋梁、その他
特定土木施設の維持修繕及び管理

担当係長 土木 柏木　誠二
・平野区における道路、河川、橋梁、その他特
定土木施設の維持修繕及び管理

補職 職種 氏名
所長 事務 田中　利浩

補職 職種 氏名 事務分担

技術監
<管理課長兼務>

土木 横田　哲也
１　局業務に係る重要事項の決定
２　方面管理事務所業務の総括（他の所管に
属することを除く）

補職 職種 氏名 事務分担

管理課長（兼）
＜技術監兼務＞

土木 横田　哲也
１　方面管理事務所業務の総括（他の所管に
属することを除く）

管理課長代理 事務 山本　明
・方面管理事務所業務の総括（他の所管に属
することを除く）

担当係長 事務 宮崎　敏也

・方面管理事務所の重要事項の進行管理
・所業務の事務的事項の連絡調整
・工事及び作業施工手続の総括
・工事の受託施工の事務
・所の予算執行管理
・他の主管に属さないこと

担当係長 事務 上田　秋司
・所の苦情・事故処理
・所の安全衛生管理

担当係長 土木 熊本　尚紀
・所管の重要事項の進行管理
・所管の下水道施設の工事の施行

担当係長 土木 岩野　貴志

・所管の下水道施設の工事の施行
・所管下水道施設の維持管理（包括委託を含
む）に係る連絡調整（他の所管に属することを
除く）

担当係長 土木 森井　直人 ・所管の下水道施設の工事の施行

補職 職種 氏名 事務分担

設備課長 電気 中井　博之

1　下水道施設の電気機械設備の工事並びに
特命による管理運営に係る企画及び連絡調整
の総括。ただし、他の所管に属するものを除く
2　所管下水処理場及び抽水所の維持管理
（包括委託）に係る連絡調整の総括

北部方面管理事務所（職員数195人）

管理課（職員数21人）

設備課（職員数12人）
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建設局

担当係長 機械 木下　明夫

・特命による下水道施設の電気機械設備の管
理運営に係る企画及び連絡調整
・所管下水処理場及び抽水所の維持管理（包
括委託）に係る連絡調整

担当係長 電気 桐山　豊
・所管電気機械設備工事の施工管理
・所管下水処理場及び抽水所の維持管理（包
括委託）に係る連絡調整

補職 職種 氏名 事務分担
所長 土木 西平　平三郎 １　工営所業務の総括

副所長 事務 井上　公一 ・工営所業務の事務的事項の総括

副所長 事務 正井　登志男
・担当行政区における事務的事項及び道路等
施設の維持管理に係る連絡調整

副所長 土木 稲垣　武 ・工営所業務の技術的事項の総括

担当係長 事務 山本　一人
・所の重要事項の進行管理
・特命による道路占用
・他の係長の主管に属さないこと

担当係長 事務 津田　昌則 ・道路利用の適正化

担当係長 土木 田中　経浩
・所の重要事項の進行管理
・道路、河川、橋梁、その他特定土木施設の維
持

係主査 土木 山下　千尋
・道路、河川、橋梁、その他特定土木施設の維
持

担当係長 土木 田中　茂廣 ・道路、河川、橋梁、の工事の施行・監督

担当係長 土木 田上　文昭
・福島区における道路、河川、橋梁、その他特
定土木施設の維持修繕及び管理並びに占
用、受託工事

担当係長 土木 川北　保男
・此花区における道路、河川、橋梁、その他特
定土木施設の維持修繕及び管理並びに占
用、受託工事

担当係長 土木 新地　睦人
・西淀川区における道路、河川、橋梁、その他
特定土木施設の維持修繕及び管理並びに占
用、受託工事

担当係長 土木 廣田　知夫
・北区における道路、河川、橋梁、その他特定
土木施設の維持修繕及び管理並びに占用、
受託工事

補職 職種 氏名 事務分担
所長 土木 竹本　輝義 １　工営所業務の総括

副所長 事務 稲本　和彦 ・工営所業務の事務的事項の総括

副所長 土木 山口　弘則 ・工営所業務の技術的事項の総括

担当係長 事務 山中　良一
・所の重要事項の進行管理
・特命による道路占用
・他の係長の主管に属さないこと

担当係長 事務 小杉　泰史 ・道路利用の適正化

十三工営所（職員数62人）

海老江工営所（職員数92人）
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建設局

副参事兼担当係長 土木 上月　智晴

・所の重要事項の進行管理
・淀川区における道路、河川、橋梁、その他特
定土木施設の維持修繕及び管理並びに占
用、受託工事

担当係長 土木 野呂　和弘
・東淀川区における道路、河川、橋梁、その他
特定土木施設の維持修繕及び管理並びに占
用、受託工事

担当係長 土木 豊岡　喜一
・所における道路、河川、橋梁工事の施行及び
監督並びにその他特定土木施設の維持修繕
及び管理

補職 職種 氏名 事務分担

所長 電気 阿部　薫 1　所業務全般

担当係長 機械 手島　幸一 ・所業務のうち機械設備の維持管理

担当係長 電気 山﨑　裕介 ・所業務のうち電気設備の維持管理

担当係長 化学 猪塚　晴美 ・所業務のうち汚泥分析、返流水質の管理

舞洲スラッジセンター（職員数6人）
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港湾局

(海上保全グループ)

(コンプラ・広報･姉妹港
グ ル ー プ )

港 湾 局

総 務 部

総 務 担 当
（ 監 理 団 体 監 理
グ ル ー プ ）

(庶務・法規グループ)

(厚生・人事グループ)

監 理 調 整 担 当 (港湾再編グループ)（集客施設グループ）

開 発 調 整 担 当 (開発調整グループ)(規 制 グ ル ー プ )

経 営 監 理 担 当 (計 理 グ ル ー プ )(調 達 グ ル ー プ )

営 業 推 進 室

販 売 促 進 担 当

財 産 活 用 担 当 (管 財 グ ル ー プ )(測 量 グ ル ー プ )

計 画 整 備 部

計 画 担 当
(計 画 グ ル ー プ )(財産処分グループ)(統 計 グ ル ー プ )

(戦略港湾グループ)

振 興 担 当

工 務 担 当
(工務・システム・技術調査
グ ル ー プ )

(技術監理・維持管理計画
グ ル ー プ )

環 境 整 備 担 当

(設 計 グ ル ー プ )

施 設 管 理 担 当

防 災 保 安 担 当 (防災管理グループ)(保 安 グ ル ー プ )

保 全 監 理 担 当 (建 築 グ ル ー プ )(港湾工事グループ)

(施設管理グループ)(緑地管理グループ)

設 備 担 当 (電 気 グ ル ー プ )(機 械 グ ル ー プ )

海 務 担 当 (海 務 グ ル ー プ )(埠 頭 グ ル ー プ )
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港湾局

補職 職種 氏名
局長 土木 徳平　隆之

補職 職種 氏名 事務分担

理事 事務 松元　基泰
１　府市管理港湾の港湾管理者統合に係る調
査、企画及び連絡調整に関すること

補職 職種 氏名
部長 事務 矢野　歩

補職 職種 氏名 事務分担

港湾再編担当部長 事務 西川　昌人
１　府市統合に伴う港湾行政の一元化にかかる
調整

補職 職種 氏名 事務分担

総務担当課長 事務 岡本　多加志

１　局の文書、組織、法規
２　局業務の進行管理
３　出資助成団体の監理、見直し
４　局のコンプライアンス、広聴
５　局の広報、報道、姉妹港･友好港交流
６　他の部、室の主管に属しないこと

人事担当課長 事務 井元　賢二

１　職員の人事、給与及び労働条件
２　職員の研修その他人材開発及び事務改善
３　職員の安全衛生管理及び福利厚生
４　局の人権啓発及び研修

総務担当課長代理 事務 川下　敦史

・局の文書、組織、法規
・局業務の進行管理
・出資助成団体の監理、見直し
・局のコンプライアンス、広聴
・局の広報、報道、姉妹港･友好港交流
・職員の人事、給与及び労働条件
・職員の研修その他人材開発及び事務改善
・職員の安全衛生管理及び福利厚生
・局の人権啓発及び研修

担当係長
【庶務・法規グループ】

事務 出口　幸司

・局の文書
・局業務の進行管理
・庁中取締り
・市会業務の取りまとめ
・局の組織
・局庁舎内の建物及び施設並びに公舎の管理

担当係長
【庶務・法規グループ】

事務 金光　尚美
・府市港湾行政の一元化に向けた条例等改正
・局の法規
・市会

港湾局（職員数607人）

総務部（職員数58人）

総務担当(職員数23人)
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港湾局

担当係長
【監理団体監理グルー
プ】

事務 澤田　将貴 ・出資助成団体の監理、見直し

担当係長
【コンプラ・広報・姉妹
港グループ】

事務 大野　真史

・コンプライアンス、訴訟
・局の広聴
・局の広報、報道
・情報公開
･姉妹港、友好港交流
･局ホームページ

担当係長
【厚生･人事グループ】

事務 安田　健一

・職員の人事、給与及び労働条件
・職員の研修その他人材開発及び事務改善
・職員の安全衛生管理及び福利厚生
・局の人権啓発及び研修

補職 職種 氏名 事務分担

経営監理担当課長 事務 藤井　信三

１　予算、決算
２　調度、物品
３　港湾の管理運営の企画
４　経営改善、長期収支
５　経営方針、損益計算

経営監理担当課長代
理

事務 杉本　淳二

・予算、決算及び物品
・業務の進行管理及び事務改善
・調度事務
・港営事業会計の長期収支
・埋立事業の損益計算業務

担当係長
【計理グループ】

事務 松原　栄次

・所管一般会計の予算、決算及び物品
・局所管一般会計の工事費の予算整理及び精
算
・港湾台帳の整備
・公会計改革
・港湾の管理運営の企画

担当係長
【計理グループ】

事務 岡添　成幸

・港営事業会計の予算、決算及び物品
・港営事業会計の工事費の予算整理及び精算
・港営事業会計支出伝票等関連帳票の審査
・経営改善、長期収支
・港湾の管理運営の企画

担当係長
【調達グループ】

事務 青山　賢一 ・工事その他請負契約及び物品の売買契約

補職 職種 氏名 事務分担

港湾再編担当課長 事務 髙橋　秀之

１　局事業における担当間の業務連携調整
２　他局業務との一元化に関する総括
３　局の事業評価、事業仕分け
４　府市統合に伴う港湾行政の一元化
５　大都市制度にかかる連絡調整
６　局所管業務の事務仕分け（広域・基礎）

経営監理担当(職員数18人)

監理調整担当(職員数17人)
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港湾局

港湾再編担当課長代
理

土木 池田　佳介
・府市港湾行政の一元化
・府市統合本部との連絡調整

担当係長
【港湾再編グループ】

事務 益田　光彦

・局事業における担当間の業務連携調整
・他局業務との一元化に関する総括
・市政改革推進業務
･事業評価、事業仕分け

担当係長
【港湾再編グループ】

事務 影山　由紀子
・府市港湾行政の一元化
・府市統合本部との連絡調整

集客施設担当課長
＜経済戦略局観光部
臨海集客担当課長兼
務＞

事務 藤田　直一
１　指定管理者制度導入施設の管理運営
２　所管施設の管理運営
３　集客施設の見直し

集客施設担当課長代
理
＜経済戦略局観光部
臨海集客担当課長代
理兼務＞

事務 松本　優子
・指定管理者制度導入施設の管理運営
・所管施設の管理運営
・集客施設の見直し

担当係長
【集客施設グループ】

事務 中島　 哲
・指定管理者制度導入施設の管理運営
・所管施設の管理運営
・集客施設の見直し

担当係長
【集客施設グループ】

事務 出口　裕美
・指定管理者制度導入施設の管理運営
・所管施設の管理運営
・集客施設の見直し

補職 職種 氏名
室長 土木 田中　利光

補職 職種 氏名 事務分担
開発調整担当部長 大阪府 長谷川　明巧 １　夢洲･咲洲地区の開発にかかる調整

補職 職種 氏名 事務分担

販売促進担当課長
＜経済戦略局立地推
進部夢洲・咲洲地区調
整担当課長兼務＞

事務 折原　裕之
１　埋立地における所管不動産の管理
２　埋立地の処分及び利用調整
３　所管不動産の賃貸

企画調整担当課長代
理

事務 宮下　明子

・市有地有効活用策の検討・実施
・企業誘致に向けたインセンティブ策の検討・実
施
・夢洲地区分譲方策の検討

販売促進担当課長代
理

事務 森重　誠司
・埋立地における所管不動産の管理
・埋立地の処分及び利用調整
・所管不動産の賃貸

営業推進室(職員数63人)

販売促進担当(職員数11人)
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港湾局

担当係長 事務 増山　　明

・市有地有効活用策の検討・実施
・企業誘致に向けたインセンティブ策の検討・実
施
・夢洲地区分譲方策の検討

担当係長 事務 保田　昌克
・咲洲地区及びコスモスクエア地区埋立地の管
理・処分及び利用調整

担当係長 事務 砂川　敦史
・舞洲地区埋立地及び鶴浜地区埋立地の管
理・処分及び利用調整

担当係長 事務 福岡　治樹
・夢洲地区埋立地の管理・処分及び利用調整
・企業・産業誘致に向けたインセンティブ等の検
討

補職 職種 氏名 事務分担

財産活用担当課長 事務 芦田　博司 １　在来地区における所管不動産の管理

財産活用担当課長代
理

事務 宮本　健次 ・在来地区における所管不動産の管理

財産活用担当課長代
理

土木 衣笠　義郎 ・在来地区における所管不動産の管理

副参事兼担当係長
【測量グループ】

土木 三阪　敏男
・所管土地の財産整理及び財産台帳・土地台
帳の整備

担当係長
【管財グループ】

事務 辻本　慶子

・在来普通財産の管理の総括
・財産運用委員会・不動産評価審議会等の諮
問
・財産管理主任に関する事項
・在来普通財産の公募分譲・公募賃貸の実施
・在来普通財産の処分の総括

担当係長
【管財グループ】

事務 宮之前　亮
・在来普通財産の管理及び処分
・国有財産の借受け及び管理受託

担当係長
【管財グループ】

事務 茶畑　禎孝 ・在来普通財産の管理及び処分

担当係長
【管財グループ】

事務 佐藤　順一
・所管不動産に係る訴訟
・不動産管理に係る契約・協定書等の審査
・不動産管理に係る適正化

担当係長
【測量グループ】

土木 門井　勇司
・所管土地の財産整理に伴う測量及び登記
・基盤施設の一元化推進に向けた局所管土地
の財産整理

担当係長
【測量グループ】

土木 大上　　孝
・所管土地（普通財産）の売却・賃貸に向けた土
壌調査・土壌対策

担当係長
【測量グループ】

土木 八橋　竜郎 ・局所管土地の境界の明示及び測量

財産活用担当(職員数33人)
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港湾局

補職 職種 氏名 事務分担

開発調整担当課長
＜経済戦略局立地推
進部夢洲・咲洲地区調
整担当課長兼務＞

土木 松井　圭一 １　臨海部における開発の企画及び連絡調整

開発調整担当課長代
理

土木 友田　伸治 ・臨海部における開発の企画

開発調整担当課長代
理

建築 藤原　光博 ・臨海部における開発の調整

開発調整担当課長代
理

大阪府 秦野　貴士
・臨海部における総合的な臨港交通体系の構
築
・臨海部における道路整備計画の検討・調整

担当係長
【開発調整グループ】

土木 津島　 亮

・咲洲開発の技術的調査研究及び土地利用計
画
・咲洲開発の実施計画及び関係機関との連絡
調整
･コスモスクエア地区の活性化

担当係長
【開発調整グループ】

土木 松田　克仁

・此花、住之江地区の技術的調査研究及び土
地利用計画
・此花、住之江地区開発の実施計画及び関係
機関との連絡調整
・企業誘致に向けたインセンティブ

担当係長
【開発調整グループ】

土木 田野　雅彦

・舞洲、夢洲地区の技術的調査研究及び土地
利用計画
・舞洲、夢洲地区開発の実施計画及び関係機
関との連絡調整

担当係長
【開発調整グループ】

土木 三井　義紀

・港区、大正区の技術的調査研究及び土地利
用計画
・港区、大正区開発の実施計画及び関係機関
との連絡調整

担当係長
【規制グループ】

事務 岡田　浩行
・臨港地区の規制管理
・臨港地区内の分区の指定及び分区内の構築
物の規制

担当係長
【規制グループ】

建築 田中　慎治
・臨港地区内の開発における施設の建築計画
・南港ポートタウン内におけるノーカーゾーン
・南港ポートタウン内の総合調整

企画調整担当課長
（兼）
＜経済戦略局立地推
進部統合型リゾート担
当課長兼務＞

土木 野瀬　和宏 １　統合型リゾート開発の推進

担当係長（兼）
＜経済戦略局立地推
進部担当係長兼務＞

事務 森　拓也 ・統合型リゾート開発の推進

開発調整担当(職員数19人)
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港湾局

補職 職種 氏名
部長 土木 藪内　弘

補職 職種 氏名 事務分担

防災･施設担当部長 土木 渡部　英朗
港湾の防災、保安及び所管施設の管理運営並
びに維持管理

計画担当(職員数27人)
補職 職種 氏名 事務分担

計画担当課長 土木 丸山　順也

１　港湾事業の基本計画及び実施計画
２　海岸・防災事業の基本計画及び実施計画
３　港湾事業及び海岸事業の執行管理
４　大阪港の港湾計画、長期計画
５　港湾審議会
６　港湾工事等に伴う移転補償及び財産処分
７　基幹統計及び港勢調査

計画担当課長代理 土木 津田　智康

・港湾事業の基本計画及び実施計画
・海岸・防災事業の基本計画及び実施計画
・港湾事業及び海岸事業の執行管理
・大阪港の港湾計画、長期計画
・港湾審議会
・港湾工事等に伴う移転補償及び財産処分
・基幹統計及び港勢調査

津波対策担当課長(兼)
＜危機管理室防災計
画担当課長兼務＞

土木 水野　智雄
１　南海トラフ巨大地震津波対策
２　大阪港の津波防災
３　津波にかかる連絡調整

津波対策担当課長代
理
＜危機管理室危機管
理課防災計画担当課
長代理兼務＞

土木 寺田　幸紀
・東南海・南海地震津波対策
・大阪港の津波防災
・津波対策にかかる国との連絡調整

担当係長
【計画グループ】

土木 田中　一也 ・港湾事業の基本計画及び実施計画

担当係長
【計画グループ】

土木 藤谷　健二 ・海岸・防災事業の基本計画及び実施計画

担当係長
【計画グループ】

土木 蔵所　泰剛
・大阪港の港湾計画、長期計画
・港湾審議会

担当係長
【財産処分グループ】

事務 石川　和雄
・港湾工事等による移転補償
・港湾工事等に伴う財産処分

担当係長
【統計グループ】

土木 石川　 豊 ・基幹統計及び港勢調査

計画整備部(職員数486人)
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担当係長
【計画グループ】
＜危機管理室危機管
理課担当係長兼務＞

土木 鈴木　清二
・東南海・南海地震津波対策
・大阪港の津波防災
・津波対策にかかる国との連絡調整

戦略港湾担当課長 土木 鈴木　　隆

１　関係機関等との連絡調整、各種会議
２　国際戦略総合特別区域計画
３　埠頭株式会社の統合支援
４　阪神港の集貨の取り組み

戦略港湾担当課長代
理

土木 足立　裕介

・関係機関等との連絡調整、各種会議
・国際戦略総合特別区域計画
・埠頭株式会社の統合支援
・阪神港の集貨の取り組み

担当係長
【戦略港湾グループ】

土木 齋藤　正己

・関係機関・団体等との連絡調整
・阪神港国際コンテナ戦略港湾促進協議会
・国際戦略総合特別区域計画
・埠頭株式会社の統合支援

担当係長
【戦略港湾グループ】

大阪府 川井　章弘

・インセンティブの検討・実施
・大阪港戦略港湾連絡会
・阪神港推進事務局
・インランドポート構築にかかる支援

補職 職種 氏名 事務分担

振興担当課長
＜経済戦略局観光部
客船誘致担当課長兼
務＞

事務 川井田　浩

１　埠頭の利用の促進
２　港湾の普及宣伝
３　外国港湾との交流
４　船員及び港湾労働者の福利厚生

振興担当課長代理
＜経済戦略局観光部
観光課客船誘致担当
課長代理兼務＞

事務 寺尾　芳和

・埠頭の利用の促進
・港湾の普及宣伝
・外国港湾との交流
・船員及び港湾労働者の福利厚生

担当係長 土木 小林　靖仁
・埠頭の利用促進
・荷主の誘致

担当係長 土木 坂井　　昭
・埠頭の利用促進
・外航定期航路の誘致

担当係長 海技 中島　信行
・埠頭の利用促進
・内航船（フェリー含む）、客船の誘致

担当係長 土木 奥村　 仁
・船員及び港湾労働者の福利厚生
・港湾関係団体との連絡調整

振興担当(職員数10人)
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補職 職種 氏名 事務分担

工務担当課長 土木 福本　肇

１　所管工事の検査その他局業務の技術的な
監理
２　特命による技術的調査研究
３　工事の積算基準及び施工手続の総括
４　維持管理計画の作成

担当係長
【工務・システム・技術
調査グループ】

土木 隅田　和人
・工事の積算基準及び施工手続の総括
・業務システム及び情報化の総括

担当係長
【技術監理・維持管理
計画グループ】

土木 中井　美佐夫

・港湾、海岸施設の維持管理計画作成
・大阪港気象・海象システム点検及びデータ解
析業務
・所管工事及び業務の検査及び工事用材料等
の検収
・事業における工事・業務の受検
・港湾工事共通仕様書の改訂

係主査
【技術監理・維持管理
計画グループ】

建築 初瀬　美鶴
・所管工事及び業務の検査及び工事用材料等
の検収
・事業における工事・業務の受検

補職 職種 氏名 事務分担

環境整備担当課長 土木 植村　典央
１　港湾の環境の整備及び保全
２　夢洲及び新人工島の造成の企画

環境保全担当課長代
理

薬剤 西井　嘉昭 ・港湾環境対策に関すること

担当係長 土木 三田　和明

・新島・夢洲地区埋立事業の実施計画、執行管
理及び連絡調整
・公有水面埋立免許にかかる業務
・港湾工事に伴う漁業団体調整及び漁業補償

担当係長 土木 入江　新吾
・浚渫土砂等の受入計画及び受入料金
・上記にかかる関係機関との連絡調整
・港湾環境整備負担金

担当係長 土木 平川　和之

・港湾整備に係る環境監視及び環境アセスメン
ト
・公害防止対策事業の実施計画、執行管理及
び連絡調整

補職 職種 氏名 事務分担

保全監理担当課長 土木 田邊　朝雄

１　臨海部における所管工事の施工監理
２　建築物の設計、工事の施工監理及び維持
管理
３　請負工事の設計、積算及び発注手続き

保全監理担当課長代
理

土木 綱　潔之 ・臨海部における所管工事の施工監理

工務担当(職員数12人)

環境整備担当(職員数11人)

保全監理担当(職員数45人)
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設計担当課長代理 土木 梶木　 俊 ・工事の設計基準及び施工手続

担当係長
【建築グループ】

建築 高橋　清
・所管事業用建築物の新・増築設計、工事監理
・所管事業用建築物のアスベスト対策・耐震化

担当係長
【建築グループ】

建築 都丸　純一郎
・所管事業用建築物の補修設計、工事監理及
び維持補修

担当係長
【港湾工事グループ】

土木 稲山　浩之 ・陸域及び海域における請負工事の施工監理

担当係長
【設計グループ】

土木 野村　義一
・港湾施設の改修工事、橋梁の改良（耐震等）
工事及び在来の維持補修工事（陸上）の設計、
積算及び発注手続き

担当係長
【設計グループ】

土木 井上　稔
・海岸保全施設の改修・維持補修工事の設計、
積算及び発注手続き

担当係長
【設計グループ】

土木 針原　陽一郎
・咲洲及び舞洲開発工事、夢洲造成工事、港
湾施設補修（海上）工事、公害事業工事の設
計、積算及び発注手続き

補職 職種 氏名 事務分担

施設管理担当課長 土木 中越　誠二

１　直営による陸上土木施設の維持管理
２　所管道路の維持管理、運営
３　地下埋設物の調整
４　臨海地域における緑地整備事業及び維持
管理並びに維持補修

施設管理担当課長代
理

事務 坂口　俊二 ・所管道路の維持管理、運営

緑地管理担当課長代
理

園芸 谷井　敏彦 ・緑地施設の維持管理及び維持補修

担当係長
【施設管理グループ】

事務 藤原　吉生
・道路管理及び陸域における工事（土木施設に
係るものに限る）の直営施工に係る事務処理
・事故示談

担当係長
【施設管理グループ】

事務 岡田　直人
・局所管道路（有料臨港道路を含む。）の移管
・所管道路の適正化

担当係長
【施設管理グループ】

事務 齊藤　寛史
・局所管道路（有料臨港道路を含む。）の移管
・夢咲トンネル、咲洲トンネルの管理運営

担当係長
【施設管理グループ】

土木 永吉　修二
・局所管道路（有料臨港道路を含む。）及びそ
の他附属施設の管理
・道路台帳システムの整備

担当係長
【施設管理グループ】

土木 角屋　浩二
・臨海地域における供給処理施設（下水施設）
の管理及び調査研究
・道路占用許可、特殊車両通行許可の総括

施設管理担当(職員数127人)
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担当係長
【施設管理グループ】

土木 廣田　　薫
・所管橋梁の管理及び移管
・橋梁台帳システムの総括

担当係長
【施設管理グループ】

土木 高松　　芳
・陸域における工事（土木施設に係るものに限
る）の直営施工

係主査
【施設管理グループ】

土木 山本　孝昭
・陸域における工事（土木施設に係るものに限
る）の直営施工

担当係長
【緑地管理グループ】

土木 切原　一彦
・局所管緑地施設及びこれに付随する全ての
施設等の維持補修における連絡調整

担当係長
【緑地管理グループ】

土木 田中　祥二
・所管緑地施設及びこれに付随する全ての施
設等直営施工に係るの維持補修

担当係長
【緑地管理グループ】

土木 西村　　央
・所管緑地施設及びこれに付随する全ての施
設等の維持補修、許可・認可

補職 職種 氏名 事務分担

防災保安担当課長 土木 角谷　広樹
１　港湾における防災対策の総括
２　海岸保全区域及び港湾隣接地域の管理
３　港湾の保安対策

防災保安担当課長代
理

事務 中村　拓哉
・港湾における防災対策の総括
・海岸保全区域及び港湾隣接地域の管理
・港湾の保安対策

担当係長
【防災管理グループ】

事務 中井　英鋭
・港湾隣接地域及び海岸保全区域の管理
・防潮施設の管理
・大阪港地震・津波対策連絡調整会議の総括

担当係長
【防災管理グループ】

土木 谷口　正幸
・防災にかかる企画、研修
・防災の手引、危機管理マニュアルの作成

担当係長
【保安グループ】

海技 大野　大輔 ・港湾の保安対策

防災保安担当(職員数52人)
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補職 職種 氏名 事務分担

海務担当課長 土木 山本　忠正

１　港湾区域の管理
２　係留施設、水域施設、木材整理場及び運河
の管理運営
３　公有水面の埋立ての許可及び処分
４　荷さばき地、旅客施設、保管施設の管理運
営
５　所管船舶(ひき船、渡船)の管理運営
６　海上における直営施工による工事及び所管
施設の維持管理
７　公害監視業務
８　係留施設利用船舶の係離立会

海務担当課長代理 事務 武政　慎吾

・港湾区域の管理
・係留施設、水域施設、木材整理場及び運河
の管理運営
・公有水面の埋立ての許可及び処分
・荷さばき地、旅客施設、保管施設の管理運営
・所管船舶(ひき船、渡船)の管理運営

海上保全担当課長代
理

土木 山戸　孝善
・海上における直営施工による工事及び所管施
設の維持管理
・公害監視業務

担当係長
【海務グループ】

海技 畦原　知子

・運河、係留施設及び木材整理場の管理運営
・公有水面の埋立ての許認可及び処分
・水面清掃、航行障害物の除去その他水面の
保全
・渡船の管理運営
・港湾区域内の消火、救難及び警備
・船舶給水施設の管理運営

担当係長
【海務グループ】

海技 黒田　　剛

・水域施設及び係留施設の管理運営
・船席の指定
・入出港届の受理
・国際超短波無線施設の運営

担当係長
【海務グループ】

船長 寺田　利明

・係留施設利用船舶の係離立会
・所管船舶の海技
・給水船舶等の手配
・海事関係団体等との連絡調整

担当係長
【埠頭グループ】

事務 北山　　納
・荷役機械、荷さばき地、上屋、荷さばき施設附
設事務所、貯炭場及びシャーシプールの管理
運営

担当係長
【埠頭グループ】

事務 松岡　正幸
・埠頭施設の補修、利用促進
・埠頭施設の緊急時対応

担当係長
【海上保全グループ】

土木 藤井　達司
・海上における工事の直営施工
・所管船舶(工事用船艇)の管理運営

担当係長
【海上保全グループ】

海技 簾内　真
・水域使用状況確認・指導・啓発の実施計画
・鋼構造物現況把握調査、水路測量など各種
調査業務及び係留施設等の保守点検

海務担当(職員数113人)
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担当係長
【海上保全グループ】

機関 山口　敏幸
・所管船舶(工事用船艇)の管理運営
・港内作業許可申請調整

補職 職種 氏名 事務分担

設備担当課長 電気 尾﨑　隆志 １　機械及び電気の業務の総括

設備担当課長代理 機械 山本　高弘 ・機械部門の業務全般

担当係長
【電気グループ】

電気 金井　建次
・事業用電気設備の設計、工事及び維持保全
・事業用電気設備の工事用資材の保管

担当係長
【電気グループ】

電気 長谷川　光一
・事業用電気設備の設計、工事及び維持保全
の請負施工
・局所管基盤施設（電気設備）の一元化

担当係長
【電気グループ】

電気 薩摩　　　淨
・事業用電気設備に係る補修工事等の設計、
工事及び維持保全
・事業用電気設備の補修用物品の保管

担当係長
【機械グループ】

機械 中嶋　純治

・事業用船舶及び各種機械設備の設計、工事
並びに維持保全
・所管設備の保全及び工事用資材の保管
・局所管基盤施設（機械設備）の一元化

担当係長
【機械グループ】

機械 辻尾　好彦
・事業用船舶及び各種機械設備の設計、工事
並びに維持保全

設備担当(職員数89人)

- 421 -



会計室

会計室（職員数40人）

会 計 管 理 担 当

会 計 室

会 計 企 画 担 当 (庶務・計理グループ）（財務会計システムグループ）（新公会計制度グループ）

（出納・資金グループ）（審査グループ）（改善指導グループ）
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会計室

補職 職種 氏名
室長(兼)
<会計管理者兼務>

事務 名倉　嘉史

補職 職種 氏名 事務分担

次長 事務 松本　正三
１　室内業務の全体調整
２　会計制度改革の推進
 

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

会計企画担当課長 事務 安部　陽一

1　室の庶務及び計理
2　統括用品関係業務
3　物品購買基金及び小口支払基金
4　財務会計システムの管理・運営及び開発
5　新公会計制度の導入に向けた制度設計及
び研修の実施

会計企画担当課長代
理

事務 北田　正治 ・財務会計システムの管理・運営及び開発

会計企画担当課長代
理

事務 高野　佳三
・新公会計制度の導入に向けた制度設計及び
研修の実施

担当係長
【庶務・計理グループ】

事務 岡本　まり子

・室業務の進行管理
・室の市会、文書、人事、給与、勤怠、厚生、
 研修、安全衛生、危機管理、コンプライアンス
・広聴、情報公開、訴訟
・運営方針の進捗管理
・業務企画検討委員会

担当係長
【庶務・計理グループ】

事務 那須　和彦

・計理・契約事務
・広報、物品管理システム、情報化
・統括用品関係業務
・物品購買基金及び小口支払基金の管理

担当係長
【財務会計システム
　グループ】

事務 山本　康司 ・財務会計システムの管理・運営及び開発

担当係長
【財務会計システム
　グループ】

事務 永田　一博 ・財務会計システムの管理・運営及び開発

担当係長
【財務会計システム
　グループ】

事務 北原　督広 ・財務会計システムの管理・運営及び開発

担当係長
【新公会計制度
　グループ】

事務 矢野　剛史
・新公会計制度の導入に向けた制度設計及び
研修の実施

担当係長
【新公会計制度
　グループ】

事務 坂元　英毅
・新公会計制度の導入に向けた制度設計及び
研修の実施

担当係長
【新公会計制度
　グループ】

事務 松尾　剛典
・新公会計制度の導入に向けた制度設計及び
研修の実施

担当係長
【新公会計制度
　グループ】

事務 三山　健太郎
・新公会計制度の導入に向けた制度設計及び
研修の実施

会計室（職員数40人）

会計企画担当（職員数17人）
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会計室

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

会計管理担当課長 事務 西村　悦子

1　現金及び有価証券の出納・保管
2　小切手関係業務
3　公金取扱契約関係業務
4　公金預金の保護
5　指定金融機関等との連絡調整
6　現金及び財産の記録管理
7　決算の調製
8　債権者登録事務
9　支出負担行為の確認
10　会計事務の実地調査、指導及び研修
11　会計事務の改善に係る企画調整

会計管理担当課長代
理

事務 柴田　純男

・会計事務の指導及び連絡
・現金及び有価証券の出納・保管
・金融機関の検査
・現金及び財産の記録管理
・決算の調製
・支出負担行為の確認
・振替命令書の審査

会計管理担当課長代
理

事務 濵ノ園　英樹
・会計事務の実地調査、指導及び研修
・会計事務の改善に係る企画調整

担当係長
【出納・資金グループ】

事務 眞野　麻美

・現金の収納及び有価証券の出納・保管
・小切手関係業務
・現金及び財産の記録管理
・決算の調製
・公金取扱契約関係業務
・指定金融機関等との連絡調整

担当係長
【出納・資金グループ】

事務 神﨑　愼次
・公金預金の保護
・現金の支払業務

担当係長
【審査グループ】

事務 吉井　勇一

・会計事務の指導及び連絡
・債権者登録事務
・支出負担行為の確認
・振替命令書の審査

担当係長
【改善指導グループ】

事務 池　　輝朗 ・会計事務の実地調査、指導・研修

担当係長
【改善指導グループ】

事務 植田　修子 ・会計事務の改善に係る企画調整

担当係長
【改善指導グループ】

事務 亀井　雅也 ・会計事務の実地調査、指導・研修

会計管理担当（職員数21人）
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