
副首都推進局

副 首 都 推 進 局

総務担当

副首都企画推進担当

制度企画担当

制度調整担当
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副首都推進局

補職 職種 氏名

副首都推進局長 事務 手向　健二

補職 職種 氏名 事務分担

理事 事務 田中　義浩
１　大都市制度（特別区制度、総合区制度等
を含む。）に係る調査、企画及び総合調整

理事 事務 井上　幸浩
１　副首都化（大都市制度を含む。）の戦
略・ビジョンに係る調査、企画及び総合調整

補職 職種 氏名 事務分担

総務担当部長 事務 吉村　公秀

総務担当部長 事務 水守　勝裕

総務担当課長 事務 城間　正樹

総務担当課長 事務 西岡　大造

総務担当課長代理 事務 平山　美恵

総務担当課長代理 事務 北之間　秀

担当係長 事務 緒方　清史 ・局の計理・契約・財産・備品

担当係長 事務 東　　伸吉

・局業務の全体調整
・局の文書管理
・局の人事、給与関係業務
・局の情報公開、広聴・広報

担当係長 事務 正川　　勲
・局業務の全体調整
・局の人事、給与関係業務
・局の情報公開、事務改善

担当係長 事務 永田　奈津子
・局の文書管理
・局の計理・契約・財産・備品
・局の広聴・広報

副首都推進局（職員数101人）

総務担当（職員数16人）

１　局の総務

１　局の文書、人事、予算、決算等
２　局業務の全体調整

・局の文書、人事、予算、決算等
・局業務の全体調整
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副首都推進局

補職 職種 氏名 事務分担

副首都企画推進担当部長 事務 松井　芳和

副首都企画推進担当部長 事務 阪田　　洋

企画担当課長 事務 川口　祐司

企画担当課長 事務 橋本　志津子

企画担当課長代理 事務 西川　　崇

企画担当課長代理 事務 川崎　泰稔

企画担当課長代理 事務 乾　　順久

企画担当課長代理 事務 橋本　賢二

担当係長 事務 宮下　裕次郎

担当係長 事務 白川　輝幸

担当係長 事務 南　　威史

担当係長 事務 山本　大吾

事業再編担当課長 事務 橋本　浩典

事業再編担当課長 事務 奥村　格一

事業再編担当課長代理 事務 狩野　俊明

事業再編担当課長代理 事務 平田　孝明

担当係長 事務 岡　香往里

担当係長 事務 廣瀬　光史

副首都企画推進担当(職員数18人)

１　副首都ビジョンの総合調整、進行管理、
府市間調整
２　副首都推進本部会議運営

・副首都ビジョンの総合調整、庁内調整
・副首都推進本部会議運営

１　府市統合案件の具体化、工程の精査
２　指定都市都道府県調整会議運営

・副首都ビジョンの総合調整、庁内調整
・副首都推進本部会議運営

・府市統合案件の具体化、工程の精査
・指定都市都道府県調整会議運営

・府市統合案件に係る庁内調整
・指定都市都道府県調整会議運営

１　副首都ビジョンの総合調整
２　府市統合案件に係る庁内調整
３　副首都推進本部会議運営
４　指定都市都道府県調整会議運営
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副首都推進局

補職 職種 氏名 事務分担

制度企画担当部長 事務 井上　智宏

制度企画担当部長 事務 福岡　弘高

制度企画担当課長 事務 榎下　朋浩

制度企画担当課長 事務 小林　眞澄

制度企画担当課長 事務 増田　健次

制度企画担当課長代理 事務 和田　　充

制度企画担当課長代理 事務 西森　久展

制度企画担当課長代理 事務 上野　能宏

制度企画担当課長代理 事務 塩川　幸男

制度企画担当課長代理 事務 濵田　和幸

制度企画担当課長代理 事務 齋藤　健吾

担当係長 事務 新熊　潤也

担当係長 事務 藤田　弓子

担当係長 事務 重尾　　暢

担当係長 事務 岸良　将史

財政調整担当課長 事務 芦原　武司

財政調整担当課長 事務 楠見　雅信

１　大都市制度に係る財政調整

１　大都市制度の検討
２　総合調整、関係先との調整
３　全体設計のとりまとめ

・大都市制度全般の総合調整

１　大都市制度全般の総合調整

・大都市制度全般の総合調整

制度企画担当(職員数30人)
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副首都推進局

財政調整担当課長代理 事務 一司　　愛

財政調整担当課長代理 事務 川本　貴政

担当係長 事務 竹田　将司

担当係長 事務 鍋島　広剛

担当係長 事務 二宮　康宏

担当係長 事務 小西　　聡

資産債務担当課長 事務 中川　善之

資産債務担当課長 事務 川田　正明

資産債務担当課長代理 事務 網城　正徳

資産債務担当課長代理 事務 指物谷　俊明

担当係長 事務 吉井　勇一

担当係長 事務 能勢　篤資

補職 職種 氏名 事務分担

制度調整担当部長 事務 大下　一志

制度調整担当部長 事務 川平　眞善

戦略調整担当課長 事務 黒田　一人

戦略調整担当課長 事務 水野　英明

１　大都市制度に係る財産・債務の継承につ
いての検討・調整

・大都市制度に係る財産・債務の継承につい
ての検討・調整

・大都市制度に係る財産・債務の継承につい
ての検討・調整

１　大都市制度に係る事務分担・組織体制の
検討及び調整

制度調整担当(職員数34人)

１　大都市制度に係る区割り、区の名称、庁
舎の位置の検討・調整
２　住民周知の検討・調整

・大都市制度に係る財政調整

・大都市制度に係る財政調整
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副首都推進局

戦略調整担当課長代理 建築 藤本　明治

戦略調整担当課長代理 事務 松野　倫子

担当係長 事務 上野　久美子

担当係長 事務 西川　宏樹

事務事業担当課長 土木 齊藤　　満

事務事業担当課長 事務 辻本　　誠

事務事業担当課長代理 事務 石橋　直樹

事務事業担当課長代理 事務 松山　由紀

事務事業担当課長代理 事務 佐々木　信嗣

事務事業担当課長代理 事務 合田　育子

事務事業担当課長代理 建築 濱﨑　秀和

事務事業担当課長代理 事務 小伊豆　勝弘

事務事業担当課長代理 事務 廣本　智信

事務事業担当課長代理 事務 松本　雄一

・大都市制度に係る区割り、区の名称、庁舎
の位置の検討・調整
・住民周知の検討・調整

・大都市制度に係る区割り、区の名称、庁舎
の位置の検討・調整
・住民周知の検討・調整

１　大都市制度に係る事務分担の検討・調整

・大都市制度に係る事務分担の検討・調整
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副首都推進局

担当係長 事務 市田　　務

担当係長 事務 植田　悟史

担当係長 事務 菊池　拓馬

担当係長 事務 山道　寛臣

担当係長 事務 秋山　暁子

担当係長 土木 田﨑　真吾

組織体制担当課長 事務 世古口　隆志

組織体制担当課長 事務 谷口　吉宏

組織体制担当課長代理 事務 對馬　英雄

組織体制担当課長代理 事務 澤田　将貴

組織体制担当課長代理 事務 中筋　伸一

組織体制担当課長代理 事務 樹杉　香織

組織体制担当課長代理 事務 野田　理一郎

担当係長 事務 山尾　貴彦

担当係長 事務 平芳　幸子

担当係長 事務 中束　一弘

・大都市制度に係る組織体制の検討・調整

１　大都市制度に係る組織体制の検討・調整

・大都市制度に係る組織体制の検討・調整

・大都市制度に係る事務分担の検討・調整
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市政改革室

市 政 改 革 室

官民連携担当

総合調整担当

ＰＤＣＡ担当
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市政改革室

市政改革室（職員数36人）

補職 職種 氏名

市政改革室長 事務 羽東　良紘

補職 職種 氏名 事務分担

理事 事務 神田　幹夫 官民連携の推進に係る企画及び調整

総合調整担当（職員数16人）

補職 職種 氏名 事務分担

補職 職種 氏名 事務分担

中部　弘樹

事務

担当係長

1 室内業務の全体調整
2 施策・事業の見直し及び進捗管理
3 公共施設のあり方検討
4 市民利用施設におけるサービス向上
5 特定団体の再建監理に係る進捗管理・指導
6 横断的課題

富川　真紀
・ 室内業務の全体調整
・ 市会・渉外
・ 横断的課題

事務 橋本　宏之助
1 施策・事業の見直し及び進捗管理
2 公共施設のあり方検討
3 横断的課題

事務 山本　茂昭

事務

総合調整担当課長代理

総合調整担当課長

・ 特定団体の再建監理に係る進捗管理・指導
・ 財務リスク管理の総括
・ 公共施設のあり方検討
・ 市民利用施設におけるサービス向上
・ 横断的課題

事務

事務 西山　誠

1 室内業務の全体調整
2 市会・渉外
3 横断的課題

事業再構築担当課長

総合調整担当部長 事務 加藤　憲治

・ 特定団体の再建監理に係る進捗管理・指導
・ 財務リスク管理の総括
・ 公共施設のあり方検討
・ 市民利用施設におけるサービス向上
・ 横断的課題

総合調整担当課長代理

担当係長

総合調整担当課長

林　哲也

担当係長

1 特定団体の再建監理に係る進捗管理・指導
2 財務リスク管理の総括
3 公共施設のあり方検討
4 市民利用施設におけるサービス向上
5 横断的課題

・ 施策・事業の見直し及び進捗管理
・ 公共施設のあり方検討
・ 横断的課題

事務

外山　孝

新家　多恵子担当係長

事務

事務 山本　貴之
・ 庶務（市会・計理・給与　等）
・ 横断的課題

担当係長

・ 室内業務の全体調整
・ 庶務(人事・契約・厚生・広聴・広報　等)
・ 横断的課題

井手　祥三

事務

・ 特定団体の再建監理に係る進捗管理・指導
・ 財務リスク管理の総括
・ 公共施設のあり方検討
・ 市民利用施設におけるサービス向上
・ 横断的課題
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市政改革室

PDCA担当（職員数13人）

補職 職種 氏名 事務分担

補職 職種 氏名 事務分担

担当係長 事務 鷹岡　伸幸

・ 市政改革プラン2.0の進捗管理・情報発信
・ マネジメントサイクルの定着・推進
・ 市政改革に関する職員アンケート
・ 横断的課題

改革推進担当課長代理

PDCA担当課長 建築 中西　渉

担当係長

PDCA担当課長代理 事務

和田　昇

担当係長

・ マネジメントサイクルの定着・推進
・ 建設事業評価
・ マーケティングリサーチ
・ ５S・標準化等の定着・推進
・ 横断的課題

・ 市政改革プラン2.0の進捗管理・情報発信
・ マネジメントサイクルの定着・推進
・ 市政改革に関する職員アンケート
・ 横断的課題

担当係長

担当係長

土木

1 市政改革プラン2.0の進捗管理・情報発信
2 マネジメントサイクルの定着・推進
3 市政改革に関する職員アンケート
4 横断的課題

・ マネジメントサイクルの定着・推進
・ 市政改革プラン2.0の進捗管理
・ 建設事業評価
・ マーケティングリサーチ
・ ５S・標準化等の定着・推進
・ 横断的課題

1 マネジメントサイクルの定着・推進
2 市政改革プラン2.0の進捗管理
3 建設事業評価
4 マーケティングリサーチ
5 ５S・標準化等の定着・推進
6 横断的課題

田中　仁美

事務

式地　光雄

小林　伸行

事務

・ 市政改革プラン2.0の進捗管理・情報発信
・ マネジメントサイクルの定着・推進
・ 市政改革に関する職員アンケート
・ 横断的課題

PDCA担当課長

1 マネジメントサイクルの推進
2 市政改革プラン2.0の全体進捗管理
3 マーケティングリサーチ
4 市政改革に関する職員アンケート
5 建設事業評価
6 横断的課題

事務

桐村　正樹

PDCA担当部長 事務 池上　彰一

事務 仲田　稔

・ マネジメントサイクルの定着・推進
・ 建設事業評価
・ マーケティングリサーチ
・ ５S・標準化等の定着・推進
・ 横断的課題

野村　真吾

・ 市政改革プラン2.0の進捗管理・情報発信
・ マネジメントサイクルの定着・推進
・ 市政改革に関する職員アンケート
・ 横断的課題

事務

担当係長 事務 白石　香織

・ マネジメントサイクルの定着・推進
・ 建設事業評価
・ マーケティングリサーチ
・ ５S・標準化等の定着・推進
・ 横断的課題
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市政改革室

官民連携担当（職員数5人）

補職 職種 氏名 事務分担

補職 職種 氏名 事務分担

担当係長

官民連携担当部長
＜交通局民営化推進室連
絡調整担当部長兼務＞

事務 井沼　芳徳

1 経営形態の見直し
2 地方独立行政法人制度にかかる企画・調整
3 ＰＦＩ事業に関する全体進捗管理
4 ＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入優先的検討規程の運用
5 横断的課題

事務

担当係長 事務 高橋　友則

・ 経営形態の見直し
・ 地方独立行政法人制度にかかる企画・調整
・ ＰＦＩ事業に関する進捗管理
・ ＰＦＩ事業検討会議の運営、所管局との連絡調整
・ ＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入優先的検討規程の運用
・ 横断的課題

官民連携担当課長
＜交通局民営化推進室連
絡調整担当課長兼務＞

土木 鈴木　隆

1 経営形態の見直し
2 地方独立行政法人制度にかかる企画・調整
3 ＰＦＩ事業に関する進捗管理
4 ＰＦＩ事業検討会議の運営、所管局との連絡調整
5 ＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入優先的検討規程の運用
6 横断的課題

官民連携担当課長代理

事務 鉄野　弘幸

・ 経営形態の見直し
・ 地方独立行政法人制度にかかる企画・調整
・ ＰＦＩ事業に関する進捗管理
・ ＰＦＩ事業検討会議の運営、所管局との連絡調整
・ ＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入優先的検討規程の運用
・ 横断的課題

中野　元亮

・ 経営形態の見直し
・ 地方独立行政法人制度にかかる企画・調整
・ ＰＦＩ事業に関する進捗管理
・ ＰＦＩ事業検討会議の運営、所管局との連絡調整
・ ＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入優先的検討規程の運用
・ 横断的課題
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ICT戦略室

Ｉ Ｃ Ｔ 戦 略 室

企 画 担 当
（総務グループ）（企画グループ）
（行政オンライン推進グループ）

活 用 推 進 担 当
（活用推進グループ）
（基盤運用グループ）
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ICT戦略室

補職 職種 氏名

ICT戦略室長
＜教育委員会事務局
教育ＩＣＴ担当理事兼
務＞

事務 田畑　龍生

補職 職種 氏名 事務分担
企画担当部長
＜教育委員会事務局
教育ＩＣＴ担当部長兼
務＞

事務 宮腰　研司
1 ICT戦略の総括
2 ICT企画業務の全体管理

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

総務担当課長(兼）
<人事室総務課長、総
務局行政部総務課長
兼務>
【総務グループ】

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

総務担当課長代理
(兼）
<人事室総務課長代
理、総務局行政部総
務課長代理兼務>
【総務グループ】

事務 高畑　康之 ・室業務の進行管理及び事務改善

担当係長（兼）
<人事室総務課担当係
長、総務局行政部総
務課担当係長兼務>
【総務グループ】

事務 惠　豊和

・室業務の統括・進行管理
・室の人事、給与、福利厚生関係業務
・室の労働安全衛生、職場環境改善
・室の人材育成・研修実施および業務改善
・コンプライアンス
・労働組合・職員団体
・災害対策
・室及び担当内の庶務（総括）
・その他懸案事項

担当係長（兼）
<人事室総務課担当係
長、総務局行政部総
務課担当係長兼務>
【総務グループ】

事務 中村　裕之

・室の文書管理
・情報公開、広聴広報
・室におけるＩＣＴ戦略の推進及びＩＣＴ利活用
・報道
・市会
・室の法務事務
・運営方針等
・平和問題、国旗、北方領土
・市長の資産公開

ＩＣＴ戦略室（職員数54人）

※企画担当総務グループの職員は、すべて総務局行政部総務課の職員（12名）が兼務しているため、当該グループ
の職員数は総務局行政部総務課に計上しています。

企画担当（職員数２５人※）
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ICT戦略室

担当係長（兼）
<人事室総務課担当係
長、総務局行政部総
務課担当係長兼務>
【総務グループ】

事務 大坪　智祐
・計理・契約・財産・備品
・監査

企画担当課長
＜教育委員会事務局
学校経営管理センター
教育ＩＣＴ担当課長兼
務＞

電気 矢野　尚之
1 ICT戦略の全体統括
2 全庁共通ICT基盤の企画・整備
3 情報セキュリティ対策

企画担当課長代理 事務 田中　正史
・ICT戦略の全体統括
・情報セキュリティ対策
・情報セキュリティインシデント対応体制の構築

担当係長
【企画グループ】

事務 大西　啓司

・ICT戦略にかかる制度・ルールの整備
・市会
・室の庶務、計理及び他の係長の分担に属さな
いこと（総務担当に属するものを除く）

担当係長
【企画グループ】

事務 河奥　匡

・情報セキュリティ対策
・情報セキュリティインシデント対応体制の構築・
運用
・情報セキュリティ研修

企画担当課長代理
＜教育委員会事務局
学校経営管理センター
教育ＩＣＴ担当課長代
理兼務＞

電気 細田　泰彦

・全庁共通ICT基盤の企画・整備
・ICTを活用した業務効率化の推進
・大阪市情報通信ネットワークの再構築
・情報セキュリティ強化対策

担当係長
【企画グループ】

電気 高木　龍
・大阪市情報通信ネットワークの企画・整備
・全庁共通ICT基盤の整備に関する他の係長に
属さないこと

担当係長
＜教育委員会事務局
学校経営管理センター
担当係長（給与・システ
ム担当）兼務＞
【企画グループ】

事務 板井　浩二
・庁内情報ネットワークの企画・整備
・ICTを活用した業務効率化の推進

行政オンラインサービ
ス推進担当課長

事務 榑谷　和久

1 行政オンラインサービスの推進
2 社会保障・税番号制度に係る企画及び連絡
調整
3 ICTを活用した情報発信力強化

担当係長
【行政オンライン推進グ
ループ】

事務 末本　和広
・マイナンバーに係る条例・規則等の整備
・マイナンバーに係る予算・補助金の調整
・行政オンラインサービスの拡充

担当係長
【行政オンライン推進グ
ループ】

事務 西川　肇
・ICTを活用した情報発信力の強化
・ホームページシステムの運用・管理
・オープンデータの推進
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ICT戦略室

補職 職種 氏名 事務分担
活用推進担当部長
＜教育委員会事務局
教育ＩＣＴ担当部長兼
務＞

電気 尾植　和裕 1 ICT活用推進業務の全体管理

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

活用推進担当課長
＜教育委員会事務局
学校経営管理センター
教育ＩＣＴ担当課長兼
務＞

事務 西﨑　優子

1 情報システム(住民情報基幹系システムを除く)
の企画・開発・運用にかかる総合調整及び業
務・システム最適化
2 ＩCＴ活用にかかる各所属支援
3 ＩCＴ人材育成
4 最先端ICT活用の企画・調整

活用推進担当課長代
理

事務 奥　 成司

・情報システムの企画・開発・運用にかかる総合
調整
・ICT活用に係る各所属支援
・ＩCＴ人材育成及び職員のICT活用力向上等

担当係長
【活用推進グループ】

事務 千葉　佳史

・ICT調達適正化に係る技術支援･指導（住民情
報系基幹システムは除く）
・ICT活用にかかる各局支援
・内部情報系基幹システム等の業務・システム最
適化
・活用推進担当内の他の係長の分担に属さない
こと

担当係長
【活用推進グループ】

事務 浦田　諒

・ＩＣＴの活用の推進に係る制度・ルールの整備・
調整及び本市ＩＣＴ関連予算総括
・ICT調達適正化に係る技術支援･指導（住民情
報系基幹システムは除く）
・ICT活用にかかる各局支援

担当係長
【活用推進グループ】

事務 山本　早紀

・ICT人材育成
・職員のICT研修支援
・ICT調達適正化に係る技術支援･指導（住民情
報系基幹システムは除く）
・ICT活用にかかる各局支援

活用推進担当(職員数２８人)
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ICT戦略室

活用推進担当課長代
理
＜教育委員会事務局
学校経営管理センター
教育ＩＣＴ担当課長代
理兼務＞

事務 中道　忠和
・最先端ICT活用にかかる企画・調整
・ICT活用推進にかかる関係団体との連絡・調整

担当係長
【活用推進グループ】

電気 衣笠　毅

・最先端ICT活用施策にかかる企画、各局調整
・ICTを活用した実証実験等の検討、実施、関
係先調整
・公衆無線LANの推進
・各種技術調査団体等との連絡、調整

システム支援担当課長 電気 粟屋　透

1 住民情報系基幹システムの企画・開発・運用
にかかる総合調整及び業務・システム最適化
2 全庁共通ICT基盤の運用
3 社会保障・税番号制度にかかる情報システム
の整備・運用
4 中央情報処理センター及び別館の管理・運営
（BCP含む）

担当係長
【基盤運用グループ】

事務 阿部　正

・社会保障・税番号制度にかかる情報システム
の整備・運用
・基幹系システム統合基盤及びコンビニ交付シ
ステムの運用・改修
・住民情報系基幹システム等の業務・システム最
適化
・ICT調達適正化に係る技術支援･指導（住民情
報系基幹システム分）

担当係長
【基盤運用グループ】

事務 山村　真人

・大阪市情報通信ネットワークの運用
・中央情報処理センター別館の管理・運営
・庁内パソコン・ソフトウェアライセンスの一括調
達
・電子申請・オンラインアンケートシステムの更
新・運用
・ソフトウエアライセンス管理システムの管理・運
用

担当係長
【基盤運用グループ】

電気 渡辺　健治

・中央情報処理センターのあり方にかかる企画・
調査
・中央情報処理センターの施設・設備の維持管
理・運用・保全
・阿波座センタービルの警備
・大阪市業務継続計画（BCP)
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人事室

職員人材開発センター

給 与 課

管 理 課

人 事 室

総 務 課

人 事 課 （人事グループ）（厚生グループ）

（給与グループ）（共済グループ）
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人事室

補職 職種 氏名

人事室長 事務 中村　一男

補職 職種 氏名

次長 事務 釼持　英樹

補職 職種 氏名 事務分担

総務課長(兼）
<ＩＣＴ戦略室総務担当
課長、総務局行政部
総務課長兼務>

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

総務課長代理(兼）
<ＩＣＴ戦略室総務担当
課長代理、総務局行
政部総務課長代理兼
務>

事務 高畑　康之 ・室業務の進行管理及び事務改善

担当係長（兼）
<ＩＣＴ戦略室担当係
長、総務局行政部総
務課担当係長兼務>

事務 惠　豊和

・室業務の統括・進行管理
・室の人事、給与、福利厚生関係業務
・室の労働安全衛生、職場環境改善
・室の人材育成・研修実施および業務改善
・コンプライアンス
・労働組合・職員団体
・災害対策
・室及び担当内の庶務（総括）
・その他懸案事項

担当係長（兼）
<ＩＣＴ戦略室担当係
長、総務局行政部総
務課担当係長兼務>

事務 中村　裕之

・室の文書管理
・情報公開、広聴広報
・室におけるＩＣＴ戦略の推進及びＩＣＴ利活用
・報道
・市会
・室の法務事務
・運営方針等
・平和問題、国旗、北方領土
・市長の資産公開

担当係長（兼）
<ＩＣＴ戦略室担当係
長、総務局行政部総
務課担当係長兼務>

事務 大坪　智祐
・計理・契約・財産・備品
・監査

人事室（職員数１３３人）

総務課（職員数0人※）

※総務課の職員数は0人としておりますが、すべて総務局行政部総務課の職員（12名）が兼務しているため、職員
数は総務局行政部総務課に計上しています。
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人事室

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

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

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

人事課長代理 事務 新海　立則

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

担当係長
【人事グループ】

事務 芝　修司

・人事グループ内の庶務(総括)
・市会
・職員の勤務条件制度
・非正規職員
・ワーク・ライフ・バランス

担当係長
【人事グループ】

事務 上田　慎一

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

担当係長
【人事グループ】

事務 津田　雅史
・職員の配置換
・定員管理、要員
・職員の採用制度、昇格

担当係長
【人事グループ】

事務 武村　典子

・職員の服務、分限・懲戒、退職手当
・受嘱・兼業
・職員の服務規律の確保及び推進
・外部監査チーム

担当係長
【人事グループ】

事務 北島　信幸
・人事評価制度
・労働組合、職員団体

制度担当課長 事務 樋口　幸生

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

担当係長
【人事グループ】

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

人事課(職員数43人)
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人事室

組織担当課長 事務 髙田　康治
１　職制及び定数
2　専決
3　その他組織管理の総括

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

担当係長
【人事グループ】

事務 杉田　信也
・職制
・専決
・その他組織管理

厚生担当課長（兼）
＜共済担当課長兼務
＞

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

厚生担当課長代理 事務 三島　雅永子
・職員の安全、衛生管理、災害補償その他職
員の福利厚生、地方公務員災害補償基金大
阪市支部

担当係長
【厚生グループ】

事務 川戸　正史

・厚生グループ内の庶務
・安全衛生管理
・職員の健康管理
・職員の児童手当、勤労者財産形成貯蓄
・職員相談室の管理運営

担当係長
【厚生グループ】

事務 鈴木　陽子
・職員の災害補償
・地方公務員災害補償基金大阪市支部
・安全衛生管理

担当係長
【厚生グループ】

事務 加藤　充
・被服
・地方公務員災害補償基金大阪市支部審査
会

担当係長
【厚生グループ】

事務 山村 照雄 ・職員相談

医務主幹 医師 出雲谷　恭子 1　職員の健康・安全衛生管理全般

保健副主幹 保健 松本　直美
・職員の健康・安全衛生管理全般
・職員相談

担当係長
【厚生グループ】

保健 青木　直美
・職員の健康管理
・安全衛生管理
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人事室

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

給与課長 事務 米倉　康博
1　職員の給与制度の企画、調査及び研究
2　職員の人件費の執行管理

給与課長代理 事務 西本　優子
・職員の給与制度の企画、調査及び研究
・職員の人件費の執行管理

担当係長
【給与グループ】

事務 松原　誠治
・給与グループ内の庶務
・職員の人件費の執行管理

担当係長
【給与グループ】

事務 三木　英至 ・本給制度の企画、調査及び研究

担当係長
【給与グループ】

事務 春木　敦 ・諸手当制度の企画、調査及び研究

共済担当課長(兼）
<人事課厚生担当課長
兼務>

事務 上岡　忠人
1　大阪市職員共済組合の事務（庶務・短期給
付・長期給付・福祉事業）

共済担当課長代理 事務 井内　京子
・大阪市職員共済組合の事務（庶務・短期給
付・長期給付・福祉事業）

担当係長
【共済グループ】

事務 田中　章雄
・共済グループ内庶務（総括）
・大阪市職員共済組合の事務（庶務・貸付事
業）

担当係長
【共済グループ】

事務 上川　武 ・大阪市職員共済組合の事務（短期給付）

担当係長
【共済グループ】

事務 輪違　正隆 ・大阪市職員共済組合の事務（長期給付）

担当係長
【共済グループ】

保健 坂上　里絵 ・大阪市職員共済組合の事務（保健事業）

給与課(職員数36人)
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人事室

補職 職種 氏名 事務分担

管理課長 事務 鶴見　一裕

1 職員の人事・給与・福利厚生等の事務の集
中処理
2 職員の給与・退職手当・報酬・退隠料・児童
手当等の支払い
3 総務事務センターの運営管理
4 所管システムの運用管理
5 総務事務システム開発プロジェクトの統括

管理課長代理 事務 柳川　 雄彦

・職員の人事・給与・福利厚生等の事務の集
中処理
・職員の給与・退職手当・報酬・退隠料・児童
手当等の支払い
・総務事務センターの運営管理
・所管システムの運用管理

担当係長 事務 大西　敏生
・課の庶務・予算・決算・文書管理
・総務事務センターの運営管理・連絡調整

担当係長 事務 坪香　宏

・給与支給関連事務
・通勤手当認定の集中処理
・職員情報システムの運用管理
・総務事務システム開発に係る所管事務の業
務要件・機能要求の検討

担当係長 事務 大西　秀明

・給与事務（所得税・住民税・昇給昇格・住居
手当認定等）及び扶養関連事務(手当･共済)
の集中処理
・臨時職員等報酬事務（社会保険を含む）の
集中処理
・臨時職員システムの運用管理
・総務事務システム開発に係る所管事務の業
務要件・機能要求の検討

担当係長 事務 来馬　恵

・人事関連事務の集中処理
・勤務情報システムの運用管理
・福利厚生等の事務の集中処理
・職員の退職手当・退隠料・児童手当等の支
払い
・総務事務システム開発に係る所管事務の業
務要件・機能要求の検討

管理課(職員数３５人)
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人事室

総務事務システム
担当課長代理

事務 二見　公一郎

・総務事務システム開発プロジェクトの運営・管
理
・総務事務システム開発業務に係る調査・企
画・調整

担当係長 事務 藤原　美紀

・総務事務システム開発業務の総括
・総務事務システム開発プロジェクトの進捗管
理
・総務事務システム開発に係る予算・調達・
ICT協議
・総務事務システム開発(基盤環境・非機能)に
係る検討・要件取り纏め
・庶務ガイドシステム運用管理

担当係長 事務 石田　圭

・総務事務システム開発(人事系システム)に係
る業務要件・機能要求取り纏め
・総務事務システム開発(人事系システム)に係
る制度所管課との連絡調整
・総務事務システム開発に係る開発業者選定・
調達支援

担当係長 事務 蟻芝　潔

・総務事務システム開発(給与系システム)に係
る業務要件・機能要求取り纏め
・総務事務システム開発(給与系システム)に係
る制度所管課との連絡調整
・総務事務システム開発に係る開発業者選定・
調達支援

担当係長 事務 谷　晋一朗

・総務事務システム開発(庶務事務系システム)
に係る業務要件・機能要求取り纏め
・総務事務システム開発(庶務事務系システム)
に係る制度所管課との連絡調整
・総務事務システム開発に係る開発業者選定・
調達支援
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人事室

補職 職種 氏名
職員人材開発センター
所長

事務 三井　陽一

補職 職種 氏名 事務分担

企画・研修担当課長 事務 小野　次生
1 人材育成施策の総括管理
2 研修の企画運営
3 その他調査及び研究

企画・研修担当課長代
理

事務 川上　利惠
・人材育成施策の管理
・研修の企画運営
・その他調査及び研究

担当係長 事務 谷澤　守
・職員人材開発センターの庶務（総括）
・研修評価
・派遣・委託研修

担当係長 事務 清水　久美子
・階層別研修（管理監督者層）
・能力開発ポイント制度
・手話研修

担当係長 事務 松田 　恭典
・OJT支援
・キャリアデザイン研修
・自己啓発支援

担当係長 事務 大坪　由季

・階層別研修（若年層・中堅層）
・メンター制度
・イクボス研修
・ハラスメント研修

担当係長 事務 藤岡　敏行
・技能職員研修
・提案・改善制度
・自己啓発支援

職員人材開発センター（職員数14人）
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