
東淀川区役所

(生活困窮者相談グループ)

(まちづくり企画調整グループ)

＊保健福祉センター所長（副区長）を補助する組織として保健福祉課を
充てています。

(安全安心グループ)

(生活支援・出張所グループ)

(介護保険グループ) (高齢者・障がい者（保健福祉）グループ)

(生活環境グループ)

(生活支援グループ)

(子育て・教育グループ)

(健康相談グループ)

(健康・健診・感染症（保健企画）グループ)

(地域協働グループ)

東淀川区役所出張所

(広報・広聴相談・総合企画グループ)(総務グループ)

保 健 福 祉 セ ン タ ー

窓 口 サ ー ビ ス 課

(保険年金・各種手続き（保険）グループ)

(戸籍グループ)

保 健 福 祉 課

(住民登録グループ)

東 淀 川 区 役 所

総 務 課

(保険年金・料金の納付（管理）グループ)
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補職 職種 氏名

区長 事務 金谷　一郎
※　区長は、区シティ・マネージャー、区担当
教育次長を兼ねる。

副区長 事務 内藤　健

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 森本　眞一
１　総務課所管業務の総括
２　区役所内組織管理の総括
３　他の所管に属さない業務

総務課長代理 事務 上村　知美
・総務課長の補佐
・連絡調整業務

区会計管理者 事務 松井　新二 ・区会計管理業務

担当係長
【総務グループ】

事務 宇野　政茂
・総務グループ事務の総括
・区役所の人事、給与、文書
・市会、その他庶務

担当係長
【総務グループ】

事務 新宅　孝一
・選挙
・人材育成・研修

担当係長
【総務グループ】

事務 中野　大輔
・予算・決算、計理、契約、管財
・庁舎管理、ＩＴ、市会

総合企画担当課長 事務 西村　謙一

１　区行政関連事業の総合企画・調整
２　区運営方針・将来ビジョン関係業務の総括
３　局所管業務に係る調整業務の総括
４　担当内組織管理の総括
５　広聴・広報関係業務の総括
６　区政会議関係業務の総括

担当係長
【広報・広聴相談・総合
企画グループ】

事務 黒田　弘子

・区運営方針・将来ビジョン関係業務
・局所管業務に係る調整業務
・区政会議関係業務
・区長特命事項

担当係長
【広報・広聴相談・総合
企画グループ】

事務 藤井　航一郎

・広聴・広報関係業務
・報道関係業務
・各種専門相談関係業務
・団体協議等関係業務
・出前区長・区長懇談関係業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

窓口サービス課長 事務 上野　耕平

１　窓口サービス課所管業務の総括
２　課内組織管理の総括
３　戸籍業務
４　住民基本台帳業務
５　税証明窓口業務
６　就学関係業務

東淀川区役所（職員数290人）

総務課（職員数20人）

窓口サービス課（職員数43人）
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窓口サービス課長代理 事務 宮越　広和

・窓口サービス課長の補佐
・戸籍業務
・住民基本台帳業務
・税証明窓口業務
・就学関係業務

担当係長
【住民登録グループ】

事務 五反田 一成
・住民登録グループ事務の総括
・就学業務

担当係長
【住民登録グループ】

事務 大浦 泰誠

・公的個人認証サービス業務
・住民基本台帳業務
・印鑑登録業務
・特別永住者関係業務
・税証明関係業務
・民間委託関係業務

担当係長
【住民登録グループ】

事務 佐野 俊文

・公的個人認証サービス業務
・住民基本台帳業務
・印鑑登録業務
・税証明関係業務
・民間委託関係業務
・住居表示業務
・淡路土地区画地域住居表示関係業務

担当係長
【戸籍グループ】

事務 武田　善子

・戸籍グループ事務の総括
・身上調査関係業務
・在外選挙人名簿関係業務
・郵便局に関する業務

保険年金担当課長 事務 渡邉　久記
１　保険年金担当所管業務（国民健康保険・
    後期高齢者医療保険・国民年金）の総括
２　担当内組織管理の総括

保険年金担当課長代理 事務 出谷　房男 ・保険年金担当課長の補佐

担当係長
【保険年金・料金の納付
（管理）グループ】

事務 中尾　誠 ・保険年金担当事務の総括

担当係長
【保険年金・料金の納付
（管理）グループ】

事務 杉浦　直也 ・資格証明書関係、滞納処分関係

担当係長
【保険年金・料金の納付
（管理）グループ】

事務 大谷　安正 ・短期証関係、不現住関係、財産調査関係

担当係長
【保険年金・各種手続き
（保険）グループ】

事務 佐梁　峰郁 ・保険グループ事務の総括

担当係長
【保険年金・各種手続き
（保険）グループ】

事務 筒井　潤子 ・給付事務総括

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

保健福祉課長 事務 南隅　公美
１　保健福祉課所管業務の総括
２　課内組織管理の総括
３　地域における健康危機管理関係業務

保健福祉課（職員数218人）
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保健福祉課長代理 事務 岡田　雅
・保健福祉課長の補佐
・福祉推進に係る総合的企画調整
・高齢者福祉、障がい者福祉、介護保険関係

生活困窮者自立支援担当
課長代理

事務 大川　昌孝 ・生活困窮者自立支援事業関係

保健副主幹 保健 仲間　いずみ
・高齢者支援
・高齢者虐待、障がい者虐待に関する相談

担当係長
【高齢者・障がい者（保
健福祉）グループ】

事務 今井　孝子

・介護保険、高齢者・障がい者（保健福祉）、
子育て・教育、生活困窮者相談グループ事務の
総括（庶務）
・高齢者福祉事務の総括（業務）

担当係長
【高齢者・障がい者（保
健福祉）グループ】

事務 鈴木　利英 ・高齢者福祉事務

担当係長
【高齢者・障がい者（保
健福祉）グループ】

事務 中村　泰治 ・障がい者福祉事務の総括（業務）

担当係長
【高齢者・障がい者（保
健福祉）グループ】

事務 三村　栄
・障がい者福祉事務
・遺族援護事務

担当係長
【高齢者・障がい者（保
健福祉）グループ】

事務 佐々木　雅子
・障がい者福祉事務
・自立支援事務

担当係長
【介護保険グループ】

事務 北田　弘吉
・介護保険グループ事務の総括（業務）
・介護保険認定

担当係長
【介護保険グループ】

事務 上井　聖子 ・介護保険資格、賦課、収納

担当係長
【介護保険グループ】

事務 石蔵　加代 ・介護保険給付

担当係長
【生活困窮者相談グルー
プ】

事務 塚原　和子 ・生活困窮者自立支援

地域協働まちづくり担当
課長

事務 畠山　拓也

１　地域協働グループ所管業務の総括
２　担当内組織管理の総括
３　地域振興
４　人権意識の高揚及び啓発

地域協働まちづくり担当
課長代理

事務 奥野　繁治
・地域協働まちづくり担当課長の補佐
・地域振興
・人権意識の高揚及び啓発

担当係長
【地域協働グループ】

事務 池辺　誠

・地域協働グループ業務の総括
・区民ホール、区民会館の運営
・人権啓発関連事業
・地域活動協議会

担当係長
【地域協働グループ】

事務 福田　賢志
・保健福祉計画の策定
・区政の重点施策
・地域活動協議会
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担当係長
【地域協働グループ】

事務 島田　健志
・地域担当制及び地域活動協議会
・地域公共人材育成
・産業振興

担当係長
【地域協働グループ】

事務 永田　徳彦
・地域振興
・地域コミュニティ

企画調整担当課長 土木 板谷　治喜

１　局所管業務（まちづくりにぎわい部会関係
局）に係る調整業務の総括
２　区配分予算（まちづくりにぎわい部会関係
局）の編成における調整業務の総括
３　西部地域まちづくり企画調整業務の総括
４　担当内組織管理の総括

企画調整担当課長代理 土木 長井　義則
・企画調整担当課長の補佐
・連絡調整業務

担当係長
【まちづくり企画調整グ
ループ】

土木 小林　功

・局所管業務（まちづくりにぎわい部会関係
局）に係る調整業務
・区配分予算（まちづくりにぎわい部会関係
局）の編成における調整業務
・西部地域まちづくり企画調整業務
・区長特命事項

安全安心企画担当課長 事務 福田　浩

１　安全安心グループ所管業務の総括
２　担当内組織管理の総括
３　防災、災害援助及び地域安全防犯
４　空家等対策業務
５　民生委員、児童委員の指導・監督

安全安心企画担当課長代
理

事務 堀田　俊夫

・安全安心企画担当課長の補佐
・防災、災害援助及び地域安全防犯
・民生委員、児童委員の指導・監督
・要援護者見守り活動事業

担当係長
【安全安心グループ】

事務 小谷　丈志

・安全安心グループ業務の総括
・防災計画、防災訓練、災害援助
・地域安全防犯
・空家等対策業務

担当係長
【安全安心グループ】

保健 馬場　淳子
・民生委員、児童委員の指導・監督
・要援護者見守り活動事業
・地域活動協議会

子育て企画担当課長（兼)
＜教育委員会事務局総務
部東淀川区教育担当課長
兼務＞

事務 吉岡　徹
１　子育て・教育グループ所管業務の総括
２　担当内組織管理の総括

子育て企画担当課長代理 保健 清水　美子
・子育て企画担当課長の補佐
・児童虐待・ＤＶ関係

教育担当課長代理（兼）
＜教育委員会事務局総務
部教育政策課東淀川区教
育担当課長代理兼務＞

事務 北山　明美
・教育委員会事務局総務部東淀川区教育担当課
長の補佐
・区における教育行政関係
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担当係長（兼）
＜教育委員会事務局総務
部教育政策課担当係長兼
務＞
【子育て・教育グルー
プ】

事務 河西　浩

・子育て・教育グループ事務の総括（業務）
・青少年支援関係事務
・子育て支援関係事務
・区における教育行政関係

担当係長
【子育て・教育グルー
プ】

事務 井上　広美
・保育所入所関係事務
・ひとり親関係事務

担当係長
【子育て・教育グルー
プ】

事務 宮村　康一 ・医療助成、児童手当事務

担当係長（兼）
＜教育委員会事務局総務
部教育政策課担当係長
（東淀川区）兼務＞
【子育て・教育グルー
プ】

社教 生駒　荘太郎
・区における教育行政関係
・生涯学習関連業務

担当係長
【子育て・教育グルー
プ】

事務 永田　由香 ・児童虐待、ＤＶに関する相談

担当係長
【子育て・教育グルー
プ】

保育 範國　和惠 ・子育て支援、子育てに関する相談

医務主幹（兼）＜保健所
医療安全担当医務主幹兼
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
２　医学的指導業務

保健主幹兼担当係長 保健 森河内　麻美 １　地域保健活動業務の総括

保健担当課長代理 事務 奥西　良之
・健康づくり推進
・精神障がい者福祉関係
・母子保健法

保健副主幹 栄養 吉澤　勢津子
・栄養指導
・食生活改善推進員協議会との連絡調整

担当係長
【健康・健診・感染症
（保健企画）グループ】

事務 稲森　知咲

・健康・健診・感染症（保健企画）グループ事
務の統括
・公衆衛生関係
・医療法
・精神障がい者福祉関係

担当係長
【健康・健診・感染症
（保健企画）グループ】

事務 和久　鋭子

・感染症対策
・母子保健法
・乳幼児健診
・予防接種法
・特定疾患
・小児喘息助成制度
・公害健康被害補償法
・石綿健康被害救済法

担当係長
【生活環境グループ】

獣医 阿部　拓人

・生活環境グループ事務の総括
・環境、食品衛生、環境保全苦情相談の受付
・狂犬病予防、動物愛護
・緑化事業
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担当係長
【健康相談グループ】

保健 花崎　真規子 ・地域保健活動業務

担当係長
【健康相談グループ】

保健 平子　千晶 ・精神保健福祉相談業務

担当係長
【健康相談グループ】

保健 尾原　ゆり子 ・地域保健活動業務

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

生活支援担当課長代理 事務 鞍内　正一
・生活支援担当課長の補佐
・生活保護の適正化対策

生活支援担当課長代理 事務 谷口　伊三美
・生活支援担当課長の補佐
・生活保護関係

生活支援担当課長代理 福祉 原　　結花
・生活支援担当課長の補佐
・生活保護関係（出張所管轄分）

担当係長
【生活支援グループ】

事務 塩川　栄治
・生活支援グループ事務の総括（庶務）
・行旅死亡人関係

担当係長
【生活支援グループ】

事務 西尾　文治
・生活支援グループ事務の総括（業務）
・査察指導

担当係長
【生活支援グループ】

事務 服部　誠一 ・受付面接

担当係長
【生活支援グループ】

事務 丹田　正勝 ・受付面接

担当係長
【生活支援グループ】

事務 小松　容子 ・受付面接

担当係長
【生活支援グループ】

事務 岩本　信一 ・自立就労支援

担当係長
【生活支援グループ】

事務 藤原　幹三 ・自立就労支援

担当係長
【生活支援グループ】

事務 渡邉　政彦 ・査察指導

担当係長
【生活支援グループ】

福祉 影井　良次 ・査察指導

担当係長
【生活支援グループ】

福祉 福井　恵司 ・査察指導

担当係長
【生活支援グループ】

事務 辻本　裕亮 ・査察指導

担当係長
【生活支援グループ】

事務 岩槻　央子 ・査察指導

担当係長
【生活支援グループ】

事務 荒川　恵里子 ・査察指導

担当係長
【生活支援グループ】

事務 三木　邦恵 ・適正化担当

担当係長
【生活支援・出張所グ
ループ】

事務 中村　泰士
・生活支援・出張所グループ事務の総括（庶
務）
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担当係長
【生活支援・出張所グ
ループ】

事務 松本　竜一

・生活支援・出張所グループ事務の総括（業
務）
・査察指導

担当係長
【生活支援・出張所グ
ループ】

事務 山田　眞由美 ・査察指導

担当係長
【生活支援・出張所グ
ループ】

事務 吉田　誠悟 ・査察指導

担当係長
【生活支援・出張所グ
ループ】

社教 田中　茂雄 ・受付面接

担当係長
【生活支援・出張所グ
ループ】

事務 三山　健太郎 ・適正化担当、自立就労支援

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

出張所長 事務 山田　厚生
１　出張所担当所管業務の総括
２　出張所内組織管理業務の総括

担当係長 事務 舩倉　薫

・戸籍関係業務
・住民基本台帳関係業務
・印鑑登録関係業務
・転入に伴う就学関係業務
・埋火葬許可業務
・外国人住民窓口業務
・税証明窓口業務
・国民健康保険関係業務
・後期高齢者医療関係業務
・国民年金関係業務

出張所（職員数7人）
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東成区役所

＊保健福祉センター所長（副区長）を補助する組織とし
て保健福祉課を充てています。

総 務 課

保 健 福 祉 セ ン タ ー

保 健 福 祉 課

東 成 区 役 所

窓 口 サ ー ビ ス 課

市 民 協 働 課
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東成区役所

補職 職種 氏名

区長 事務 森本　万喜子
※　区長は、区シティ・マネージャー、区担当
教育次長を兼ねる。

副区長 事務 木口　剛一

補職 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 足立　幸彦
１　総務課所管業務の総括
２　区内組織管理の総括
３　区の総合的な政策立案

総務課長代理 事務 殿代　万紀子
・総務課長の補佐
・連絡調整業務

区会計管理者 事務 安藤　一雄 ・区会計管理業務

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

担当係長 事務 大川　信吾
・区役所の予算、決算
・財産管理

担当係長 事務 望戸　利之

・区選挙管理委員会
・庁舎維持管理
・統計調査
・区シティマネージャーにかかる施策・事業

総合企画担当課長 事務 中須賀　孝
１　運営方針、区政会議の総括
２　各種相談、広聴、広報の総括

総合企画担当課長代
理

事務 中西　健司
・総合企画担当課長の補佐
・連絡調整業務

担当係長 事務 田中　信吾
・運営方針、区政会議
・区民モニター

担当係長 事務 石田　有希
・各種相談、広聴
・広報

補職 職種 氏名 事務分担

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

市民協働課長代理 事務 植田　浩史

・市民協働課長の補佐
・団体協働の総括
・地域活動協議会の総括
・地域担当制の総括

担当係長 事務 松本　ゆかり
・市民協働課事務の総括
・附設会館

担当係長 事務 野中　秀晃
・青少年健全育成
・成人の日記念のつどい

東成区役所（職員数 158人）

総務課（職員数 19人）

市民協働課（職員数　26人）

111



東成区役所

担当係長 事務 塩飽　裕也
・地域活動協議会
・地域振興

担当係長 事務 藤原　吉生
・防災・防犯
・地域安全対策
・放置自転車対策

まちづくり担当課長
<教育委員会事務局総
務部東成区教育担当
課長兼務>

事務 鎌塚　隆男
１　地域活性化の総括
２　教育・学校関係の総括

まちづくり・教育支援担
当課長代理
<教育委員会事務局総
務部教育政策課東成
区教育担当課長代理
兼務>

事務 井上　徳久

・まちづくり担当課長の補佐
・生涯学習の総括
・人権啓発の総括

担当係長
<教育委員会事務局総
務部教育政策課担当
係長(東成区)兼務>

事務 大藪　陽子
・教育・学校関係
・人権
・生涯学習

まちづくり・にぎわい創
造担当課長代理

土木 唐谷　栄起
・にぎわい創出の総括
・新規事業の企画・開発の総括
・防災の総括

担当係長 事務 梶原　満
・にぎわい創造
・地域活性化

補職 職種 氏名 事務分担

窓口サービス課長 事務 小谷　周三
１　住民情報所管業務の総括
２　保険年金所管業務の総括

住民情報担当課長代
理

事務 太田　賢二
・住民基本台帳業務の総括
・戸籍業務の総括

担当係長 事務 芝田　博美 ・住民情報担当の総括

担当係長 事務 南本　敦司
・住民票・外国籍住民登録
・印鑑登録・就学・住居表示の総括

担当係長 事務 高橋　勝則 ・戸籍の総括

担当係長 事務 馬場　郁子
・人口動態
・届書審査

保険年金担当課長代
理

事務 大野　聡
・国民健康保険業務の総括
・国民年金業務の総括
・後期高齢者医療保険業務の総括

担当係長 事務 洲﨑　記行 ・保険年金担当の総括

担当係長 事務 古川　悟史
・国民健康保険料収納
・国民健康保険料収入整理

担当係長 事務 上谷　輝美
・国民健康保険資格証明書関連
・国民健康保険料収納

窓口サービス課（職員数　29人）
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東成区役所

担当係長 事務 桐谷　勝利
・国民健康保険、資格、賦課
・後期高齢者医療、資格、賦課、給付、収納

担当係長 事務 井上　珠紀
・国民健康保険給付
・国民年金

補職 職種 氏名 事務分担

保健福祉課長 事務 中川　正己
１　福祉担当所管業務の総括
２　担当内組織管理の総括
３　障がい者、介護・高齢者関係業務

保健福祉課長代理 事務 花村　朋子
・福祉担当所管業務の総括の補助
・担当内組織管理の総括の補助
・障がい者、介護・高齢者関係業務

担当係長 事務 辻　真司 ・福祉の総括

担当係長 事務 前川　勉 ・障がい福祉の総括

担当係長 事務 相原　伊津子 ・障がい福祉の給付

担当係長 事務 安永　恭子 ・医療助成

担当係長 事務 中野　勝彦 ・精神保健福祉

担当係長 事務 藤原　巧 ・介護保険・高齢者福祉の総括

担当係長 保健 益田　万利子 ・高齢者福祉

担当係長 事務 小西　珠世 ・介護保険：認定・収納・賦課

担当係長 事務 太田　全昭 ・高齢者福祉

担当係長 事務 森　裕一 ・高齢者福祉

児童・保健担当課長 事務 西山　明子
１　保健担当所管業務の総括
２　地域における健康危機管理関係業務
３　児童福祉関係業務の総括

医務主幹（兼）
<保健所医務主幹兼務
>

医師 半羽　宏之
・医師業務
・医学的指導業務

児童・保健担当課長代
理

事務 大野　孝文
・保健担当所管業務の総括の補助
・地域における健康危機管理関係業務
・児童福祉関係業務の総括の補助

担当係長 事務 松尾　敏行 ・福祉の総括

担当係長 事務 春木　陽子 ・保育

担当係長 事務 池田　美帆 ・児童福祉連絡調整

担当係長 保育 石野　靖子 ・子育て支援

担当係長 事務 宇野　亮三 ・健康推進の総括

保健福祉課（職員数　84人）
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東成区役所

担当係長 事務 髙村　真治 ・医療法、民生委員・児童委員

担当係長 薬剤 赤松　香奈 ・生活環境

担当係長 保健 義則　和子 ・保健活動の総括

担当係長 保健 堀　綾乃 ・精神保健福祉相談

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

生活支援担当課長代
理

福祉 松阪　功
・生活支援担当課長の補佐
・生活困窮者自立支援業務

担当係長 事務 志賀　浩 ・庶務・医療・経理

担当係長 事務 富田　幸次郎 ・査察指導の総括

担当係長 事務 矢野　悟 ・査察指導

担当係長 事務 室田　秀之 ・査察指導

担当係長 福祉 森國　真里 ・査察指導

担当係長 事務 坂本　裕司 ・適正化

担当係長 福祉 中川　順子 ・受付面接

担当係長 事務 土屋　保 ・自立支援（生活困窮者含む）

114



生野区役所

保 健 福 祉 セ ン タ ー
＊保健福祉センター所長（副区長）を補助する
組織として保健福祉課を充てています。

窓 口 サ ー ビ ス 課

保 健 福 祉 課

生 野 区 役 所

総 務 課

地 域 ま ち づ く り 課
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生野区役所

生野区役所（職員数268人）

補職 職種 氏名

区長 事務 清野　善剛
※　区長は、区シティ・マネージャー、区担当教
育次長を兼ねる。

副区長 建築 竹沢　宣之

補職 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 小路　卓司
１　総務課所管業務の総括
２　他課の主管に属しない業務

政策企画担当課長 事務 岩本　穣
１　区政推進にかかる企画・調整の総括
２　広聴・広報

総務課長代理 事務 清水　喜子

・総務課長の補佐
・区の文書、人事、予算・決算
・区の選挙・統計
・区政推進にかかる連絡調整

区会計管理者 事務 松島　勇 ・区会計管理業務

政策企画担当課長代
理

事務 杉本　昌作

・政策企画担当課長の補佐
・広聴・広報
・区政会議
・区の運営方針

担当係長 事務 赤銅　秀規
・総務課事務の総括
・区の文書、人事及び給与、人材育成
・他課の主管に属しない業務

担当係長 事務 齋藤　安史
・区の予算、決算及び物品
・庁舎の維持管理
・区の運営方針

担当係長 事務 森本　晴久
・区選挙管理委員会
・統計調査

総務課（職員数22人）
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生野区役所

担当係長 事務 宮本　幸二
・広聴
・区の運営方針
・区行政連絡調整会議

担当係長 事務 村田　三津子
・広報
・区政会議

住民運動支援・調整担
当課長(兼)
<市民局地域安全担当
課長兼務>

事務 出水　裕之 １　住民運動支援事務

担当係長（兼）<市民局
担当係長（区政支援室
市民活動支援担当）兼
務>

事務 岡田　覚 ・住民運動支援事務

補職 職種 氏名 事務分担

地域まちづくり課長 事務 乾　正一
１　地域まちづくり課所管業務の総括
２　他の担当課長に属しない業務

政策推進担当課長 事務 中村　優三
１　区政の企画推進にかかること
２　まちづくり施策にかかる局区間連絡調整

安心まちづくり担当課
長

土木 木下　正浩
１　地域安全防犯
２　区民参画のまちづくり事業の支援
３　人権生涯学習

地域活性化担当課長<
教育委員会事務局総
務部生野区教育担当
課長兼務>

事務 泉　三希彦
１　教育環境・教育コミュニティづくり
２　安心で魅力あるまちづくり

地域まちづくり課長代
理

事務 井上　佳代子

・地域まちづくり課長の補佐
・地域担当
・地域活動協議会（まちづくり協議会）の連携・
支援
・安心で魅力あるまちづくり
・地域における社会福祉活動の支援

安全安心担当課長代
理

事務 籔野　啓子

・地域まちづくり課長、安心まちづくり担当課長
の補佐
・防災、地域安全防犯
・区民参画のまちづくり事業の支援
・人権生涯学習

地域まちづくり課（職員数42人）
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生野区役所

地域活性化担当課長
代理<教育委員会事務
局総務部教育政策課
生野区教育担当課長
代理兼務>

事務 稲森　満男

・地域まちづくり課長、地域活性化担当課長、
教育担当課長の補佐
・安心で魅力あるまちづくり
・教育環境・教育コミュニティづくり

担当係長 事務 来馬　拓也
・地域まちづくり課事務の総括
・防災
・地域における社会福祉活動の支援

担当係長 事務 梶屋　洋一郎
・地域安全防犯
・区民参画のまちづくり事業の支援
・人権生涯学習

担当係長 事務 武田　雅幸

・地域担当
・地域活動協議会（まちづくり協議会）の連携・
支援
・安心で魅力あるまちづくり

担当係長 事務 古川　幸義
・安心で魅力あるまちづくり
・地域活性化で魅力あるまちづくり

担当係長<教育委員会
事務局総務部教育政
策課担当係長（生野
区）兼務>

社教 吉冨　聡 ・教育環境・教育コミュニティづくり

補職 職種 氏名 事務分担

窓口サービス課長 事務 谷口　博
１　窓口サービス課(住民情報）担当業務の総
括

住民情報担当課長代
理

事務 三上　有香
・窓口サービス課長の補佐
・窓口事務の改善計画の推進

担当係長 事務 上田　哲也
・窓口サービス課（住民情報）担当事務の総括
・窓口事務の改善計画の推進
・マイナンバーカード交付業務

担当係長 事務 尾古貴　美子

・住民登録担当業務
・就学関係業務
・在留管理業務
・税証明業務

担当係長 事務 山田　知沙恵 ・戸籍業務

窓口サービス課（職員数53人）
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生野区役所

保険年金担当課長 事務 北邑　隆行
１　窓口サービス課（保険年金）担当業務の総
括

保険年金担当課長代
理

事務 川口　修二 ・保険年金担当課長の補佐

担当係長 事務 鶴野　耕平
・保険管理担当事務の総括
・国民健康保険料収納業務

担当係長 事務 井戸本　久美子
・国民健康保険料の徴収
・資格証の交付

担当係長 事務 橋本　乃利彦
・国民健康保険料の徴収
・保険料の滞納処分

担当係長
事務 井貝　福二

・国民健康保険の資格の得喪
・国民年金業務

担当係長
事務 山谷　真紀子

・国民健康保険の給付
・後期高齢者医療関係業務

補職 職種 氏名 事務分担

保健福祉課長 事務 前川　道幸 １　保健福祉課(保健福祉）所管業務の総括

医務主幹（兼）
<健康局健康推進部医
務主幹兼務、保健所
医務主幹兼務、危機
管理室医務主幹兼務>

医師 中山　浩二
・医師業務
・医学的指導業務

保健福祉課長代理 事務 松田　大
・保健福祉課長の補佐
・地域包括ケアの推進
・福祉にかかる総合相談、地域支援業務

子育て支援担当
課長代理

事務 山﨑　智弘
・保健福祉課長の補佐
・子育て支援室総括

保健福祉課（職員数149人）
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福祉担当課長代理 事務 坂本　直美
・保健福祉課長の補佐
・地域福祉の推進
・民生委員・児童委員

担当係長 事務 森　一夫

・保健福祉課事務の総括
・ひとり親家庭自立支援関係業務
・(特別)児童扶養手当
・児童福祉施設徴収金
・助産施設入所

担当係長 事務 新家　隆弘
・民生委員・児童委員
・生活困窮者自立支援
・住居確保給付金

担当係長 事務 永田　淳三
・児童手当
・医療助成
・特定疾患(難病)

担当係長 事務 森山　美貴子
・DV相談・緊急一時保護（母子）
・児童虐待相談
・発達障がい児支援事業

担当係長 保育 富田　尚子 ・子育て支援

担当係長 事務 石原　孝
・保育所業務
・子ども子育て支援新制度
・母子寡婦福祉資金貸付

担当係長 事務 杠　いく
・障がい者福祉(身体障がい)
・障がい者自立支援
・原子爆弾被爆者関係事務

担当係長 事務 森田　元幸
・障がい者福祉(精神障がい)
・障がい者自立支援

担当係長 事務 堀内　威雄
・障がい者福祉(知的障がい)
・障がい者自立支援

担当係長 事務 吉崎　晋平
・高齢者福祉
・地域包括支援センター運営協議会
・高齢者虐待相談

担当係長 保健 片山　佳子

・高齢者福祉
・地域包括支援センター運営協議会
・総合相談窓口調整
・高齢者・障がい者虐待相談
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担当係長 事務 島田　由可里
・介護保険の総括
・介護保険にかかる資格・認定

担当係長 事務 前田　晋 ・介護保険にかかる給付

担当係長 事務 寺中　るみ子 ・介護保険にかかる賦課・収納

保健担当課長代理 事務 宮井　敦美
・保健福祉課長の補佐
・健康増進

担当係長 事務 河野　幸子
・保健担当の庶務
・健康増進担当の総括
・母子保健

担当係長 事務 西口　賢二郎

・がん検診
・感染症予防
・医療法
・公害健康被害補償

担当係長 栄養 入口　有紀子
・栄養の指導及び調査並びに栄養改善関係団
体の指導育成
・食生活改善推進員協議会

担当係長 薬剤 大橋　昭夫

・食品衛生、環境衛生施設の相談指導・苦情
相談
・環境保全にかかる苦情相談
・狂犬病の予防及び動物愛護

担当係長 保健 七堂　美香 ・保健活動業務の総括

担当係長 保健 岸田　正子 ・保健活動業務

担当係長 保健 山田　和子 ・精神保健福祉相談業務

生活支援担当課長 事務 渡邊　誠 １　保健福祉課（生活支援）担当業務の総括

生活支援担当課長代
理

事務 土屋　文紀
・生活支援担当課長の補佐
・生活保護関係業務
・医療扶助の適正化対策
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生活支援担当課長代
理

福祉 笹部　恭子
・生活支援担当課長の補佐
・生活保護関係業務
・生活保護受給者の自立・就労支援

生活支援担当課長代
理

福祉 長田 眞枝
・生活支援担当課長の補佐
・生活保護関係業務
・生活保護の適正化対策

担当係長 事務 豊田　精二
・生活支援担当の庶務（総括）
・生活保護にかかる医療扶助
・医療扶助の適正化対策

担当係長 事務 福元　  等
・生活保護にかかる経理扶助
・生活保護にかかる債権管理

担当係長 事務 井口　正義 ・生活保護の適正化対策

担当係長 事務 向井    亨 ・生活保護相談における受付面接

担当係長 事務 梶原　英敏 ・生活保護相談における受付面接

担当係長 事務 五十嵐　太一 ・生活保護相談における受付面接

担当係長 事務 吉田　真理子 ・生活保護相談における受付面接

担当係長 事務 野原　昌弘 ・生活保護受給者の自立・就労支援

担当係長 事務 植田　悟史 ・生活保護現業員の査察指導

担当係長 事務 矢田　勇治 ・生活保護現業員の査察指導

担当係長 事務 松本　智恵 ・生活保護現業員の査察指導
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担当係長 事務 渡部 聡文 ・生活保護現業員の査察指導

担当係長 事務 新家　克司 ・生活保護現業員の査察指導

担当係長 事務 四宮　恭子 ・生活保護現業員の査察指導

担当係長 事務 松本    哲 ・生活保護現業員の査察指導

担当係長 事務 猪飼　哲也 ・生活保護現業員の査察指導

担当係長 事務 岡本　清隆 ・生活保護現業員の査察指導

担当係長 事務 原　智代 ・生活保護現業員の査察指導
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旭 区 役 所

総 務 課 (庶 務 グ ル ー プ )(広 聴 広 報 グ ル ー プ )

市 民 協 働 課 (市 民 協 働 グ ル ー プ )(にぎわい創出グループ)

窓 口 サ ー ビ ス 課 (住 民 登 録 グ ル ー プ )(戸 籍 グ ル ー プ )

(保険年金・管理グループ)(保険年金・保険グループ)

保 健 福 祉 課 (地 域 福 祉 グ ル ー プ )(介 護 保 険 グ ル ー プ )

(保 健 衛 生 グ ル ー プ )(保 健 活 動 グ ル ー プ )

(子 育 て 支 援 グ ル ー プ )

保健福祉センター
＊保健福祉センター所長（副区長）を補助する組織として保健
福祉課を充てています。

(生 活 支 援 グ ル ー プ )
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補職 職種 氏名

区長 事務 小川　明彦
※　区長は、区シティ・マネージャー、区担当
教育次長を兼ねる。

副区長 事務 東地　伸丈

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 桑原　真一
１　総務課所管業務の総括
２　区内組織管理業務の総括
３　他の課の主管に属さない業務

総務課長代理 事務 柴川　薫

・総務課長の補佐
・連絡調整業務
・庁舎の維持管理
・区選挙管理委員会

区会計管理者 事務 西尾　幸三
・区会計管理業務
・財産区

担当係長
【庶務グループ】

事務 宮崎　聡司
・総務課事務の総括
・区役所の文書、人事及び給与
・他の課の主管に属さない業務

担当係長
【庶務グループ】

事務 籔内　一隆
・区役所の予算、決算及び物品
・財産管理

担当係長
〈教育委員会事務局総
務部教育政策課担当
係長（旭区）兼務〉
【庶務グループ】

事務 土井　宏祐

・区選挙管理委員会業務
・庁舎の維持管理
・財産区
・統計調査

防災等担当課長代理 建築 鶴丸　達也
・防災及び災害救助
・空家等に関する対策

担当係長
【庶務グループ】

事務 大下　正芳
・防災及び災害救助
・空家等に関する対策

広報広聴担当課長代
理（兼）
〈総務課企画調整担当
課長代理、教育委員
会事務局総務部教育
政策課旭区教育担当
課長代理兼務〉

事務 小山　良彦 ・広報・広聴関連業務

担当係長
〈教育委員会事務局総
務部教育政策課担当
係長（旭区）兼務〉
【広聴広報グループ】

事務 仙田　春城

・市民の各種相談その他広聴
・区広報紙の企画編集
・区ホームページ作成
・区の情報発信

企画調整担当課長
〈教育委員会事務局総
務部旭区教育担当課
長兼務〉

事務 片岡　正

１　区の総合的な政策立案
２　区政改革
３　区政会議
４　区運営方針

旭区役所（職員数166人）

総務課（職員数20人）
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企画調整担当課長代
理
〈総務課広報広聴担当
課長代理、教育委員
会事務局総務部教育
政策課旭区教育担当
課長代理兼務〉

事務 小山　良彦

・区の総合的な政策立案
・区政改革
・区政会議
・区運営方針

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

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

市民協働課長代理 事務 三嶋　賢慶
・市民協働課長の補佐
・市民協働にかかる企画調整

担当係長
【市民協働グループ】

事務 〆野　秀信 ・地域の振興

担当係長
【市民協働グループ】

事務 木原　誠司
・地域の安全及び防犯対策
・交通安全

担当係長
【市民協働グループ】

事務 土井　淳
・生涯学習の支援及び情報提供
・青少年健全育成事業
・学校関連事業

担当係長
【市民協働グループ】

事務 神原　小希永
・人権啓発及び人権情報の収集・発信
・遺族援護関連事業
・生涯学習の支援及び情報提供

にぎわい創出担当課
長

事務 長谷村　充弘
１　にぎわい創出担当所管業務の総括
２　担当内組織管理の総括

にぎわい創出担当課
長代理

事務 宗光　裕子
・にぎわい創出担当課長の補佐
・にぎわい創出事業
・商業振興

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

窓口サービス課長 事務 中川　　　航

１　窓口サービス課所管業務の総括
２　戸籍業務
３　住民基本台帳業務
４　自動車の臨時運行の許可
５　市税証明発行
６　通知カード及び個人番号カード関係業務

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

担当係長
【住民登録グループ】

事務 三橋　博之
・住民登録・戸籍事務事業全般の総括、調整
・就学業務

担当係長
【住民登録グループ】

事務 大井　隆司
・住民登録事務
・住居表示業務
・税証明窓口業務

担当係長
【戸籍グループ】

事務 岡田　稔 ・戸籍関係事務に係る総括

市民協働課（職員数23人）

窓口サービス課（職員数34人）
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保険年金担当課長 事務 加美　敏隆

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

保険年金担当課長代
理

事務 豊田　理一

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

担当係長
【保険年金・管理グ
ループ】

事務 坂井　秀夫
・保険管理事務の総括
・国民健康保険料収納事務

担当係長
【保険年金・管理グ
ループ】

事務 比嘉　猛
・保険料滞納整理事務
・国民健康保険料収納事務

担当係長
【保険年金・管理グ
ループ】

事務 岡田　美知
・資格証明書関係事務
・減免申請関係事務

担当係長
【保険年金・保険グ
ループ】

事務 中西　由美子
・保険年金事務の総括
・国民健康保険の資格・賦課

担当係長
【保険年金・保険グ
ループ】

事務 安達　和宏
・後期高齢者医療制度の業務
・国民年金事務の総括及び企画調査
・国民年金の資格及び給付の請求

担当係長
【保険年金・保険グ
ループ】

事務 和塚　美和 ・国民健康保険の給付

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

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

福祉担当課長代理 福祉 溝口　千春

・保健福祉課長の補佐
・福祉推進に係る総合的企画調整
・児童福祉、母子及び父子並びに寡婦福祉関
係業務
・障がい者福祉関係業務

福祉担当課長代理 事務 宇良　毅

・保健福祉課長の補佐
・高齢者福祉関係業務
・介護保険業務
・民生委員及び児童委員関係業務

担当係長
【地域福祉グループ】

福祉 戸田　裕之
・保健福祉事務の総括
・保健福祉に係る総合的企画調整

担当係長
【地域福祉グループ】

事務 林　　智仁
・地域福祉アクションプラン
・保健福祉に係る総合的企画調整

担当係長
【地域福祉グループ】

事務 大橋　忠勝

・身体障がい者福祉
・精神障がい者福祉
・知的障がい者福祉
・成年後見制度審判請求（障がい）

保健福祉課（職員数87人）
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担当係長
【地域福祉グループ】

事務 藤本　曜一 ・民生委員及び児童委員関係業務

担当係長
【地域福祉グループ】

事務 小幡　憲治

・母子及び寡婦福祉
・保育所入所決定及び連絡調整
・ひとり親家庭医療・乳幼児医療
・児童手当

担当係長
【地域福祉グループ】

保健 古川　佳位

・高齢者福祉
・高齢者虐待
・障がい者虐待
・難病及び特定疾患
・成年後見制度審判請求（高齢）

担当係長
【介護保険グループ】

事務 延武　訓行 ・介護保険事務の総括

担当係長
【介護保険グループ】

事務 大橋　香織 ・介護保険の給付

保健・子育て支援担当
課長

事務 近藤　義彦
１　保健・子育て支援担当所管業務の総括
２　担当内組織管理の総括

医務主幹（兼）
＜保健所医務主幹兼
務＞

医師 田端　信忠
１　医師業務
２　医学的指導業務

保健・子育て支援担当
課長代理

事務 駒谷　弥生
・保健・子育て支援担当課長の補佐
・保健・子育て支援業務にかかる企画調整

担当係長
【保健衛生グループ】

事務 飯田　晴久
・保健衛生事務の総活
・医療法関係業務
・衛生統計

担当係長
【保健衛生グループ】

事務 村岡　正彦
・公害健康被害補償
・健康増進事業

担当係長
【保健衛生グループ】

事務 松永　佳浩

・感染症
・予防接種
・被曝者健康診断
・母子保健事業

担当係長
【保健衛生グループ】

栄養 西川　知子 ・食生活改善指導業務

担当係長
【保健衛生グループ】

獣医 岩崎　俊夫
・狂犬病予防及び動物愛護業務
・そ族及び昆虫等の駆除指導
・生活環境相談、衛生教育

担当係長
【保健活動グループ】

保健 比留間　惠子
・保健活動事務の総括
・保健師業務全般

担当係長
【保健活動グループ】

保健 真鍋　幸子 ・保健師業務全般

担当係長
【保健活動グループ】

保健 田中　博美 ・精神保健福祉相談業務

担当係長
【子育て支援グルー
プ】

福祉 市橋　僚子
・児童虐待
・児童福祉施設入所
・子育て支援室の企画調整

担当係長
【子育て支援グルー
プ】

保育 筒井　知子
・要保護児童・家庭への対応
・子どもと家庭に関する相談
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生活支援担当課長 事務 出口　鉄也
１　生活支援担当所管業務の総括
２　担当内組織管理の総括
３　生活保護関係業務

生活支援担当課長代
理

事務 佐野　雅哉

・生活支援担当課長の補佐
・生活保護関係業務
・生活保護の適正化対策
・社会福祉の相談及び連絡調整

生活支援担当課長代
理

事務 濱田　友明

・生活支援担当課長の補佐
・生活保護関係業務
・生活困窮者自立支援業務
・社会福祉の相談及び連絡調整

担当係長
【生活支援グループ】

事務 荻野　素子
・生活支援事務の総括
・行旅死亡人関係業務

担当係長
【生活支援グループ】

事務 上野　豊 ・生活保護適正化関係業務

担当係長
【生活支援グループ】

事務 藤岡　　学 ・査察指導

担当係長
【生活支援グループ】

事務 上田　秋司 ・査察指導

担当係長
【生活支援グループ】

事務 藤野　淳雄
・生活保護法に関する受付面接
・新規処理及び相談事務

担当係長
【生活支援グループ】

事務 細川　　充 ・査察指導

担当係長
【生活支援グループ】

事務 中山　彩子 ・保護受給者に対する就労支援事業

担当係長
【生活支援グループ】

福祉 福﨑　順子 ・査察指導

担当係長
【生活支援グループ】

事務 飯塚　結花里
・生活保護法に関する受付面接
・新規処理及び相談事務

担当係長
【生活支援グループ】

事務 青田　京子 ・生活困窮者自立支援業務
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城 東 区 役 所

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

市 民 協 働 課 (市 民 協 働 グ ル ー プ )(市民活動支援グループ)

窓 口 サ ー ビ ス 課 (住 民 情 報 グ ル ー プ )(保険年金・管理グループ)

(保険年金・保険グループ)

保 健 福 祉 課 (福 祉 グ ル ー プ )(介 護 保 険 グ ル ー プ )

(保 健 グ ル ー プ )(保 健 活 動 グ ル ー プ )

(生 活 環 境 グ ル ー プ )(生 活 支 援 グ ル ー プ )

保 健 福 祉 セ ン タ ー
＊保健福祉センター所長（副区長）を補助する組織
として保健福祉課を充てています。
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補職 職種 氏名

区長 事務 奥野 隆司
※　区長は、区シティ・マネージャー、区担当
教育次長を兼ねる。

副区長 事務 奥野 尚史

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 縣 隆弘

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

総務課長代理 事務 大谷　豊
・総務課長の補佐
・連絡調整業務

区会計管理者 事務 田中　英和 ・区会計管理業務

担当係長
【総務グループ】

事務 楠本　朋子

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

担当係長
【総務グループ】

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

担当係長
【総務グループ】

事務 中尾　暢之

・区選挙管理委員会業務
・職員の安全衛生
・職員の人材育成
・統計

総合企画担当課長
<教育委員会事務局総
務部城東区教育担当
課長兼務>

事務 長瀬 智幸

１　区の運営方針
２　区行政に係る事項の企画・調査及び総合
調整
３　広報、広聴、生涯学習

企画調整担当課長代
理

事務 綿世　悟

・区の運営方針
・区行政に係る事項及び区シティマネージャー
所管施策の企画・調査及び総合調整
・広聴

教育担当課長代理
<教育委員会事務局総
務部教育政策課城東
区教育担当課長代理
兼務>

事務 大谷 恒昭

・区の運営方針
・区教育委員会担当理事所管施策の企画・調
査及び総合調整
・生涯学習

城東区役所（職員数268人）

総務課（職員数38人）
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担当係長
【総合企画グループ】

事務 松井　亮人

・区の運営方針
・区行政に係る事項の企画・調査及び総合調
整
・区シティマネージャー所管施策の企画・調査
及び総合調整

担当係長
【総合企画グループ】

事務 坂田　政由
・広聴
・区シティマネージャー所管施策の企画・調査
及び総合調整

担当係長
【総合企画グループ】

事務 河西　久美子
・広報
・区行政に係る事項の企画・調査及び総合調
整

担当係長
【総合企画グループ】
<教育委員会事務局総
務部教育政策課担当
係長（城東区）兼務>

事務 君島　正紀
・生涯学習
・区教育委員会担当理事所管施策の企画・調
査及び総合調整

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

市民協働課長 事務 米田 豊

１　市民協働課所管業務の総括
２　担当内組織管理の総括
３　地域連携と振興
４　防災及び防犯

地域連携担当課長代
理

事務 樫本 雅昭

・市民協働課長の補佐
・地域連携と振興
・地縁団体
・市有財産管理
・児童遊園事務
・地域活動及び地域補助金
･地域経済活性化事業関係
･附設会館
･コミュニティづくり事業関係
･戦没者遺族援護関係
・男女共同参画事業
・校庭等芝生化

相談調整担当課長代
理

土木 岩澤 美雄

・市民協働課長の補佐
・地域防災
・地域安全対策
･子ども110番
・街路防犯灯
・交通安全
・義援金関係
・放置自転車対策
・空家等対策
・防犯カメラ関係

市民協働課（職員31人）
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担当係長
【市民協働グループ】

事務 坂本　純和

・市民協働課事務の総括
・地域連携と振興
・地縁団体
・市有財産管理
・児童遊園事務
・地域活動及び地域補助金
･地域経済活性化事業関係
･附設会館
･コミュニティづくり事業関係
･戦没者遺族援護関係
・男女共同参画事業
・校庭等芝生化

担当係長
【市民協働グループ】

事務 園田 優次

・地域防災
・地域安全対策
・子ども110番
・街路防犯灯
･交通安全
・義援金関係
・放置自転車対策
・空家等対策
・防犯カメラ関係

市民活動支援担当課
長

事務 冷水　達司

１　市民活動支援担当所管業務の総括
２　担当内組織管理の総括
３　城北川プロジェクト推進支援
４　絆プロジェクト・未来わがまちビジョン推進
支援
５　区民主体のまちづくり支援
６  ＮＰＯ、ボランティア活動の支援

市民活動支援担当課
長代理

事務 加藤　満代

・市民活動支援担当課長の補佐
・人権意識の高揚及び啓発
・区民主体のまちづくり支援
・青少年健全育成
・社会教育に関する活動の支援

担当係長
【市民活動支援グルー
プ】

社教 濵中　靖子

・人権意識の高揚及び啓発
・区民主体のまちづくり支援
・青少年健全育成
・社会教育に関する活動の支援

担当係長
【市民活動支援グルー
プ】

事務 前田　敏弘

・城北川プロジェクト推進支援
・絆プロジェクト・未来わがまちビジョン推進支
援
・区民主体のまちづくり支援
・ＮＰＯ、ボランティア活動の支援

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

窓口サービス課長 事務 松本　元伸

１　住民情報担当所管業務の総括
２　担当内組織管理の総括
３　戸籍業務
４　住民基本台帳業務

窓口サービス課（職員数55人）
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住民情報担当課長代
理

事務 前田　恵以子

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

担当係長
【住民情報グループ】

事務 宮部 由香

・住民情報担当事務の総括
・事務の計画及び改善
・就学事務
・郵便請求(金券、公用)
・住居表示
・マイナンバーカードの交付

担当係長
【住民情報グループ】

事務 藤田 柳子
・届出書、申請書の受付並びに各種証明書の
交付
・住民票記載

担当係長
【住民情報グループ】

事務 鶴田　研吾
・戸籍届出審査
・戸籍に関する相談
・戸籍謄抄本発行

担当係長
【住民情報グループ】

事務 岩中　千鶴
・戸籍届出審査
・戸籍に関する相談
・戸籍謄抄本発行

保険年金担当課長 事務 中谷　敬彰
１　保険年金担当所管業務の総括
２　担当内組織管理の総括
３　国民健康保険業務

保険年金担当課長代
理

事務 横谷　浩之

・保険年金担当課長の補佐
・国民健康保険業務
・後期高齢者医療制度事務
・国民年金業務
・保険給付に伴う求償事務

担当係長
【保険年金・管理グ
ループ】

事務 脇田　正剛
・保険管理担当事務の総括
・国民健康保険料徴収事務

担当係長
【保険年金・管理グ
ループ】

事務 森本　登己子
・資格証明書関係事務
・保険料の減免事務

担当係長
【保険年金・管理グ
ループ】

事務 土井　秀章
・滞納整理事務
・保険料の減免事務

担当係長
【保険年金・保険グ
ループ】

事務 吉田　画美子
・保険担当事務の総括
・国民健康保険資格賦課事務全般
・後期高齢者医療制度事務
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担当係長
【保険年金・保険グ
ループ】

事務 横田　太治

・保険給付事務全般
・保険給付に伴う求償事務
・特定疾病事務
・国民健康保険にかかる保健事業
・後期高齢者医療制度事務

担当係長
【保険年金・保険グ
ループ】

事務 澤野　由希恵
・国民年金資格異動事務
・国民年金保険料免除事務
・後期高齢者医療制度事務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

保健福祉課長 事務 大熊　章夫

１　保健福祉課所管業務の総括（生活支援担
当所管業務を除く）
２　課内組織管理の総括
３　地域における保健・福祉業務

福祉担当課長代理 事務 福本　欣也

・保健福祉課長の補佐
・地域福祉推進関係業務
・高齢者福祉
・介護保険業務
・民生委員・児童委員

子育て支援担当課長
代理

社教 谷川　敏子

・保健福祉課長の補佐
・保健福祉業務（障がい者福祉、母子・児童福
祉、保育所、医療費助成・児童手当)
・子育て支援室

担当係長
【福祉グループ】

事務 黒木　高見
・保健福祉（福祉・介護）業務の連絡調整及び
総括
・文書管理

担当係長
【福祉グループ】

事務 堀田　一行
・民生委員・児童委員
・地域福祉推進関係業務

担当係長
【福祉グループ】

事務 川口 由紀子
・生活困窮者自立支援
・地域福祉推進関係業務

担当係長
【福祉グループ】

事務 前中　康伸 ・保育所

担当係長
【福祉グループ】

事務 谷村　広美
・精神障がい者福祉
・知的障がい者福祉
・障がい者虐待相談

担当係長
【福祉グループ】

保健 大下　麻由美

・高齢者虐待相談
・地域包括支援センター（事業指導）
・認知症支援ネットワーク（連絡調整）
・成年後見制度

担当係長
【福祉グループ】

事務 川﨑　清友 ・高齢者施策

保健福祉課（職員数142人）
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担当係長
【福祉グループ】

事務 巽　直美
・児童虐待相談
・ＤＶ相談、緊急一時保護
・ひとり親

担当係長
【福祉グループ】

保育 三村　まゆみ ・子育て相談

担当係長
【福祉グループ】

事務 髙岡　信吾

・身体障がい者福祉
・障がい各種手当
・特定医療費（指定難病）
・障がい者虐待相談
・成年後見制度

担当係長
【福祉グループ】

事務 松本　久乃
・医療費助成
・児童手当

担当係長
【介護保険グループ】

事務 児島　智恵子
・介護保険(給付業務)
・居宅介護事業者（連絡調整）
・介護保険（要介護・要支援認定業務）

担当係長
【介護保険グループ】

事務 三宅　一克 ・介護保険(資格管理、賦課、収納業務)

保健担当課長代理 事務 高山 岩男

・保健福祉課長の補佐
・健診業務
・保健活動業務
・生活環境業務

保健副主幹
【保健活動グループ】
＜保健福祉課担当係
長兼務＞

保健 岸本　久仁 ・保健活動業務の総括

保健福祉課医長（兼）
＜健康局健康推進部
健康づくり課医長兼務
＞

医師 武内　真有
・医師業務
・医学的指導業務

担当係長
【保健グループ】

事務 岩谷　登志雄

・保健業務の総括
・栄養改善関係団体の指導育成
・保健衛生関係の諸統計
・医療法に基づく許可

担当係長
【保健グループ】

事務 裏野　満子

・感染症その他疾病の予防
・公害健康被害の補償等
・予防接種
・結核予防

担当係長
【保健グループ】

事務 惣﨑　聖治
・母子保健
・成人保健
・歯科疾患予防

担当係長
【保健活動グループ】

保健 小川　理乙子
・高齢者保健対策
・保健活動
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担当係長
【保健活動グループ】

保健 藤原　早苗 ・精神保健福祉相談

担当係長
【生活環境グループ】

薬剤師 井阪　文枝

・環境衛生
・食品衛生
・環境保全
・生活環境相談
・狂犬病予防及び動物愛護

生活支援担当課長 事務 大場 博美
１　生活支援担当所管業務の総括
２　担当内組織管理の総括
３　生活保護

生活支援担当課長代
理

事務 内山　志鶴子
・生活支援担当課長の補佐
・生活保護

生活支援担当課長代
理

事務 喜多　幸生
・生活支援担当課長の補佐
・生活保護

生活支援担当課長代
理

事務 菊池　孝作
・生活支援担当課長の補佐
・生活保護
・生活保護の適正化対策

担当係長
【生活支援グループ】

事務 河本 愛邦

・生活支援担当業務の総括
・生活保護経理業務
・行旅死亡人業務
・文書管理

担当係長
【生活支援グループ】

事務 矢島　哲郎
・生活支援現業業務の総括
・生活保護現業員の査察指導

担当係長
【生活支援グループ】

事務 玉木　壽雄 ・生活保護現業員の査察指導

担当係長
【生活支援グループ】

事務 山口　真弘 ・生活保護現業員の査察指導

担当係長
【生活支援グループ】

事務 澤田　典子 ・生活保護現業員の査察指導

担当係長
【生活支援グループ】

事務 戸川　三賀 ・生活保護現業員の査察指導

担当係長
【生活支援グループ】

事務 甲斐　千里 ・生活保護(受付面接）

担当係長
【生活支援グループ】

事務 立脇　裕二
・生活保護(適正化)
・自立支援
・高校就学支援
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鶴見区役所

鶴 見 区 役 所

総 務 課

地 域 活 動 支 援 課

（ 庶 務 グ ル ー プ ） （ 区 政 企 画 グ ル ー プ ）

(魅 力 創 造 グ ル ー プ )

(地域活動支援グループ)(こども ・教育グループ)

魅 力 創 造 課 (広 報 戦 略 グ ル ー プ )

保 健 福 祉 セ ン タ ー
＊保健福祉センター所長（副区長）を補助する組
織として保健福祉課を充てています。

窓 口 サ ー ビ ス 課

保 健 福 祉 課

(保険年金：管理グループ)(保険年金：保険グループ)

(住 民 登 録 グ ル ー プ )(戸 籍 グ ル ー プ )

(健康 づ く り グ ル ー プ )(保 健 活 動 グ ル ー プ )

(生 活 衛 生 グ ル ー プ )

(障がい者支援グループ)(子育て支援グループ)

(生 活 支 援 グ ル ー プ )

(高齢者支援グループ)
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補職 職種 氏名

区長 事務 河村　浩一
※　区長は、区シティ・マネージャー、区担当教育次長
を兼ねる。

副区長 事務 萩　純一郎

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

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

総務課長代理 事務 松井　健三
・総務課長の補佐
・連絡調整業務

区会計管理者 事務 松田　昌彦
・区会計管理業務
・財産区

担当係長
【庶務グループ】

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

担当係長
【庶務グループ】

事務 黒田　隆史
・区役所の予算、決算
・庁舎の維持管理

担当係長
【庶務グループ】

事務 橋本　雅樹
・区選挙管理委員会業務
・契約・物品管理
・財産区

区政企画担当課長 事務 西野　まゆみ
１　区政企画担当所管業務の総括
２　担当内組織管理の総括

担当係長
【区政企画グループ】

事務 石川　早苗

・区の区政企画に関すること
・区の総合調整
・行政機関等との連絡調整
・職員の研修に関する業務
・局所管業務に係る局との連絡調整等

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

魅力創造課長 事務 奥本　秀樹
１　鶴見区の魅力創造・活性化業務の総括
２　担当内組織管理の総括

魅力創造課長代理 土木 筒井　忠司 ・魅力創造課長の補佐

担当係長
【魅力創造グループ】

事務 大川　順子 ・鶴見区の魅力創造・活性化業務

担当係長
【魅力創造グループ】

事務 山本　裕之
・鶴見区の魅力創造・活性化業務
・花と緑のまちづくり

広報戦略担当課長 事務 阪東　正紀
１　広報戦略担当所管業務の総括
２　担当内組織管理の総括

担当係長
【広報戦略グループ】

事務 大田　春美 ・広聴及び各種相談、統計調査

 鶴見区役所（職員数１６８人）

総務課（職員数14人）

魅力創造課（職員数9人）
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担当係長
【広報戦略グループ】

事務 大山　奈緒 ・広報及び報道

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

地域活動支援課長 事務 小川　裕子

１　地域活動支援課所管業務の総括
２　課内組織管理の総括
３　地域活動支援事業
４　地域の振興
５　地域の安全防犯対策
６　防災及び災害救助

地域活動支援課長代理 事務 秋山　和子

・地域活動支援課長の補佐
・災害時要援護者支援制度業務
・防災及び災害救助
・地域の安全防犯対策
・地域活動支援事業

担当係長
【地域活動支援グループ】

事務 泉谷　しのぶ

・地域活動支援課業務の総括
・地域活動支援事業
・地域活動協議会
・地域の振興
・区役所附設会館
・コミュニティ育成事業

担当係長
＜保健福祉課担当係長兼務
＞
【地域活動支援グループ】

事務 小谷　晴彦
・地域活動支援事業
・地域活動協議会

担当係長
【地域活動支援グループ】

事務 前田　茂
・防災及び災害救助
・地域の安全防犯対策

こども・教育担当課長
＜教育委員会事務局総務部
鶴見区教育担当課長兼務＞

事務 田中　成和
１　こども・教育担当所管業務の総括
２　担当内組織管理の総括

こども・教育担当課長代理
＜教育委員会事務局総務部
教育政策課鶴見区教育担当
課長代理兼務＞

事務 丸井　康徳 ・こども・教育担当課長の補佐

担当係長
【こども・教育グループ】

事務 藤田　直美

・こども・教育担当所管事務の総括
・人権啓発関係業務
・生涯学習推進業務
・社会教育関係業務

担当係長
＜教育委員会事務局総務部
教育政策課担当係長兼務＞
【こども・教育グループ】

事務 杉本　和久
・教育関連施策の推進
・学校園等との連絡調整
・青少年健全育成の推進

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

窓口サービス課長 事務 中村　俊行

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

地域活動支援課（職員数26人）

窓口サービス課（職員数34人）
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保険年金担当課長代理 事務 天谷　慎吾
・窓口サービス課長の補佐
・保険年金担当業務

担当係長
【保険年金：管理グループ】

事務 西久保　幸彦

・管理事務の総括
・国民健康保険料徴収にかかる企画・調査・総合調整
・滞納保険料の文書督促・発送資料
・滞納(特別収納)対策
・資格証明書交付にかかる被保険者証の返還処分等

担当係長
【保険年金：管理グループ】

事務 井手　良全
・保険料徴収難件処理・滞納処分
・滞納保険料の文書督促・発送資料
・滞納(特別収納)対策

担当係長
【保険年金：保険グループ】

事務 濱畑　美佳
・保険事務の総括
・事故票(不現住)処理

担当係長
【保険年金：保険グループ】

事務 高木　啓次

・国民年金適用、免除申請
・追納資金貸付金償還
・給付関係裁定請求
・障がい基礎年金

住民情報担当課長代理 事務 尾﨑　辰也
・窓口サービス課長の補佐
・住民情報担当業務

担当係長
【住民登録グループ】

事務 定兼　朗

・住民登録事務の総括
・届出書、申請書の受付並びに各種証明書の交付
・事務・計画及改善
・不現住実地調査
・就学事務

担当係長
【住民登録グループ】

事務 浅田　弘樹

・住居表示
・住民基本台帳関係事務
・印鑑登録
・電子証明

担当係長
【戸籍グループ】

事務 岩下　浩史朗 ・戸籍事務の総括

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

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

保健担当課長代理 事務 浅田　加津子
・保健福祉課長の補佐
・健康づくり推進の総合企画調整
・実習、研修、表彰関係業務

担当係長
【健康づくりグループ】

事務 河本　雅俊

・保健担当事務の総括
・医療法関係事務
・被爆者援護法
・公害健康被害補償
・すこやか大阪２１計画推進
・事業計画作成

担当係長
【健康づくりグループ】

事務 岡田　健一

・母子衛生
・予防接種
・小児ぜん息等医療費助成
・特定健診、各種がん検診
・結核関係事務、肝炎ウイルス検査

保健福祉課（職員数83人）
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保健副主幹兼担当係長
【保健活動グループ】

保健 金森　かずみ ・保健活動（保健師業務）の総括

担当係長
【保健活動グループ】

保健 田丸　聖美 ・精神保健福祉相談

担当係長
【生活衛生グループ】

獣医 小西　慶郎
・生活衛生事務の総括
・環境衛生、食品衛生、環境保全
・狂犬病予防、動物愛護及び管理

福祉担当課長代理 事務 西田　秀之
・保健福祉課長の補佐
・地域福祉推進の総合企画調整
・高齢者、障がい者福祉関係業務

担当係長
【高齢者支援グループ】

事務 古田　幸子
・福祉担当事務の総括
・地域福祉計画の推進

担当係長
【高齢者支援グループ】

事務 藤井　三也
・介護保険総括
・介護保険資格・賦課・収納・認定

担当係長
【高齢者支援グループ】

事務 揚　久恵
・介護保険給付
・地域支援推進業務

担当係長
【高齢者支援グループ】

保健 高階　和代
・高齢者・障がい者虐待防止対応業務
・成年後見制度

担当係長（兼）
＜地域活動支援課担当係長
兼務＞
【高齢者支援グループ】

事務 小谷　晴彦 ・地域連携業務

担当係長
【高齢者支援グループ】

事務 前田　恭宏
・生活困窮者自立支援事業
・民生委員・児童委員

担当係長
【障がい者支援グループ】

事務 菊池　範孝
・身体障がい者福祉
・難病
・成年後見制度

担当係長
【障がい者支援グループ】

事務 山本　和之
・知的障がい者福祉
・障がい者総合支援法業務

担当係長
【障がい者支援グループ】

事務 宮本　純一
・精神障がい者福祉
・成年後見制度

子育て支援担当課長代理 事務 貴田　香代子
・保健福祉課長の補佐
・子育て支援室の統括
・児童、ひとり親家庭福祉関係業務

担当係長
【子育て支援グループ】

事務 日下　明子 ・子育て支援に係る地域連携業務

担当係長
【子育て支援グループ】

事務 福山　延章
・ひとり親家庭等自立支援
・児童手当

担当係長
【子育て支援グループ】

事務 野坂　幸子
・保育
・児童福祉

担当係長
【子育て支援グループ】

福祉 藤本　千春
・児童虐待防止及び相談業務
・DV・助産施設

担当係長
【子育て支援グループ】

保育 三輪　順子 ・子育て相談
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生活支援担当課長 事務 貴志　嘉範
１　生活支援担当所管業務の総括
２　担当内組織管理の総括

生活支援担当課長代理 事務 八木　康晴
・生活支援担当課長の補佐
・査察指導の総括及び査察指導

担当係長
【生活支援グループ】

事務 足立　文孝
・生活支援事務の総括
・生活保護経理、医療事務

担当係長
【生活支援グループ】

事務 松井　秀幸 ・査察指導

担当係長
【生活支援グループ】

事務 郷原 尚子 ・自立支援業務

担当係長
【生活支援グループ】

事務 中川　勝文 ・適正化関係業務

担当係長
【生活支援グループ】

事務 大原　勝幸 ・高齢ケースワーカー

担当係長
【生活支援グループ】

事務 庄司野　佳寿美 ・生活保護(受付面接)関係業務
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(地域保健グループ)

企 画 調 整 課 (企画調整グループ)(地 域 グ ル ー プ )(街 づ く り グ ル ー プ )

(保険管理グループ)

阿 倍 野 区 役 所

総 務 課 (総 務 グ ル ー プ )(区政改革グループ)

保 健 福 祉 セ ン タ ー

保 健 福 祉 課 (福 祉 グ ル ー プ )(介護保険グループ)

(子育て支援グループ)

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

(保険年金グループ)

(保健活動グループ)

＊保健福祉センター所長（副区長）を補助する組織として保健福祉課を充
てています。

(生活支援グループ)
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補職 職種 氏名

区長 事務 宝田　啓行
※　区長は、区シティ・マネージャー、区担当教育次
長を兼ねる。

副区長 事務 村山　晋一

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 杉中　一雅
１　総務課所管業務の総括
２　区内組織管理業務の総括
３　他の担当の主管に属しない業務

総務課長代理 事務 土肥　邦正
・総務課長の補佐
・連絡調整業務

区会計管理者 事務 中元　良介 ・区会計管理業務

担当係長
【総務グループ】

事務 宮本　進也
・総務担当事務の総括
・区役所の文書、人事及び給与
・他の担当の主管に属しない業務

担当係長
【総務グループ】

事務 木下　佳美
・区役所の予算、決算及び物品
・庁舎の維持管理

担当係長
【総務グループ】

事務 濱田　俊明
・区選挙管理委員会業務
・統計調査業務

区政改革担当課長 事務 中川　善之 １　区政改革担当所管業務総括

担当係長
【区政改革グループ】

事務 石川　晋次 ・区ビジョン、区運営方針

担当係長
【区政改革グループ】

事務 藤井　寿光 ・区政改革の進捗管理

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

企画調整課長
<教育委員会事務局総務
部阿倍野区教育担当課
長兼務>

社教 糸井　英夫

1　企画調整課所管業務の総括
2　区教育委員会業務の総括
3　広報、広聴、市民相談
4　教育施策
5　人権啓発業務
6　共生社会業務
7　生涯学習業務
8　社会教育業務

企画調整課長代理
<教育委員会事務局総務
部阿倍野区教育担当課
長代理兼務>

事務 浅野　京子
・企画調整課長の補佐
・区教育担当課長の補佐

担当係長
<教育委員会事務局総務
部教育政策課担当係長
(阿倍野区）兼務>
【企画調整グループ】

社教 藤田　和之

・企画調整担当事務の総括
・区教育委員会業務
・教育施策
・人権啓発、相談業務
・共生社会業務
・生涯学習業務
・社会教育業務
・特別弔慰金、特別給付金

担当係長
【企画調整グループ】

事務 水野　憲太郎
・庶務関係業務
・広報業務

阿倍野区役所（職員数172人）

総務課（職員数15人）

企画調整課（職員数34人）
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地域担当課長 事務 中西　眞一

１　地域・街づくり担当所管業務の総括
２　地域活動協議会関係業務
３　区民センター管理運営関係業務
４　にぎわい創出
５　防災、防犯、交通安全、放置自転車対策関係業務

地域担当課長代理 事務 松下　卓司 ・地域担当課長の補佐

街づくり担当課長代理 土木 山内　克浩

・地域担当課長の補佐
・にぎわい創出
・防災、防犯、交通安全、放置自転車対策関係業務
・経済商業振興
・花とみどりのまちづくり
・土木系事業関連

担当係長
【地域グループ】

事務 筒井　智子

・地域担当業務の総括
・地域活動協議会関係業務
・地域人材育成事業
・ＣＢ、ＳＢ関係
・地域集会施設業務
・地縁団体許可業務

担当係長
【地域グループ】

事務 松原　寿光
・区民センター管理運営関係業務
・コミュニティ育成関係業務
・青少年育成関係業務

担当係長
【街づくりグループ】

事務 中村　直樹

・街づくり担当業務の総括
・にぎわい創出
・経済商業振興
・花とみどりのまちづくり推進業務
・地域防犯対策
・交通安全運動の推進事業

担当係長
【街づくりグループ】

事務 台場　通幸
・防災関係業務
・密集市街地関係
・児童遊園業務

担当係長
【街づくりグループ】

土木 山本　大輔

・防犯カメラ普及及び設置事業
・街路防犯灯設置事業
・放置自転車対策
・土木系事業関連

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

区民サービス課長 事務 内村　朋弘

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

区民サービス課長代理 事務 大川　勉

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

担当係長
【住民登録グループ】

事務 合羽　昭

・住民登録担当事務の総括
・業務の計画及び改善
・住民基本台帳業務
・印鑑登録業務
・全国住基関係業務

区民サービス課（職員数33人）
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担当係長
【住民登録グループ】

事務 石川　和典

・就学業務
・外国人住民登録業務
・住居表示業務
・住民基本台帳業務
・印鑑登録業務
・全国住基関係業務

担当係長
【戸籍グループ】

事務 松倉　香帆里
・戸籍担当事務の総括
・戸籍相談・戸籍の調査研究
・戸籍の記載調査業務

保険年金担当課長 事務 山本　正樹

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

保険年金担当課長代理 事務 春名　正晴

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

担当係長
【保険管理グループ】

事務 佐伯　真理

・保険管理担当事務の総括
・収納対策関係業務
・管理担当所管の企画調整業務
・滞納処分関係業務

担当係長
【保険管理グループ】

事務 渡上　幸子

・資格証明書関係業務
・分納誓約関係業務
・管理担当所管の企画調整業務
・滞納処分関係業務

担当係長
【保険年金グループ】

事務 木村　辰也
・保険年金担当事務の総括
・国民健康保険資格・賦課業務
・後期高齢者医療制度資格・賦課・徴収業務

担当係長
【保険年金グループ】

事務 松本　玲子
・国民年金資格業務
・国民年金免除申請業務

担当係長
【保険年金グループ】

事務 今井　進
・国民健康保険給付業務
・後期高齢者医療制度給付業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

保健福祉課長 事務 平松　俊輔

１　保健福祉課所管業務の総括
２　課内組織管理の総括
３　医療助成関係業務
４　介護保険関係業務

福祉担当課長代理 事務 安田　千恵 ・保健福祉課長の補佐

担当係長
【福祉グループ】

事務 伊村　和美
・福祉担当事務の総括
・安全安心見守り事業関係

担当係長
【福祉グループ】

事務 山田　隆昭

・企画調整関係業務
・地域福祉行動計画関係業務
・ごみ屋敷に関する対応業務関係
・臨時福祉給付金関係業務

担当係長
【福祉グループ】

事務 播野　喜英

・窓口相談・調整
・高齢者福祉関係業務
・成年後見制度関係業務
・高齢者虐待関係業務

担当係長
【福祉グループ】

事務 土井　紹美
・精神保健福祉関係業務
・特定疾患関係業務
・被爆者事業関係業務

保健福祉課（職員数88人）
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担当係長
【福祉グループ】

事務 大谷　真美子 ・医療助成関係業務

担当係長
【福祉グループ】

福祉 瀧本　真理子
・障がい者福祉関係業務
・障がい者自立支援関係業務

担当係長
【福祉グループ】

保健 梅津　由美
・高齢者・障がい者虐待関係業務
・高齢者福祉関係業務

担当係長
【介護保険グループ】

事務 太田　智子
・介護保険担当事務の総括
・介護保険資格・収納・賦課関係業務

担当係長
【介護保険グループ】

事務 橋本　孝生
・介護保険給付関係業務
・介護保険認定関係業務

保健子育て担当課長 事務 川上　光治

１　保健子育て担当所管業務の総括
２　地域における各種保健関係業務
３　地域における健康危機管理関係業務
４　子育て支援室関係業務

保健子育て担当課長代
理

事務 三野　修

・保健子育て担当課長の補佐
・地域における各種保健関係業務
・地域における健康危機管理関係業務
・子育て支援室関係業務

保健副主幹
<保健福祉課担当係長兼
務>

保健 浦林　純江 ・保健師業務の総括

医長(兼）
<健康局健康推進部健康
づくり課医長兼務>

医師 生野　淑子
・医師業務
・医学的指導業務

担当係長
【地域保健グループ】

事務 勝島　茂晴

・地域保健担当事務の総括
・健康展に関する業務
・感染症予防事業業務
・予防接種(BCG)業務
・健康づくり推進会議に関する業務
・実習生に関する業務
・健康増進法業務

担当係長
【地域保健グループ】

事務 松田　愛

・公害健康被害補償
・母子保健事業業務
・医師、看護師等免許業務
・結核業務
・衛生統計調査業務
・医療法業務

担当係長
【地域保健グループ】

獣医 鎌倉　亜樹子
・地域保健（生活環境）担当事務の総括
・環境衛生、食品衛生及び公害
・生活衛生学習会

担当係長（兼）
<保健副主幹兼務>
【保健活動グループ】

保健 浦林　純江 ・保健師業務の総括

担当係長
【保健活動グループ】

保健 安孫子　千穂 ・精神保健福祉関係業務

担当係長
【子育て支援グループ】

事務 二羽　清美
・子育て支援関係業務の総括
・子ども子育て支援新制度関係

担当係長
【子育て支援グループ】

事務 三宅　浩司

・福祉五法関係業務
・保育所関係業務
・児童手当関係業務
・子育て世帯臨時特例給付金関係

担当係長
【子育て支援グループ】

事務 久本　子津 ・ＤＶ施策、児童援護関係業務
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担当係長
【子育て支援グループ】

事務 近藤　尚美
・ひとり親家庭支援関係業務
・母子生活支援施設関係業務
・児童扶養手当関係業務

担当係長
【子育て支援グループ】

保育 横山　由美子 ・子ども相談関係業務

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

生活支援担当課長代理 事務 須佐美　隆司
・生活支援担当課長の補佐
・生活保護関係業務

担当係長
【生活支援グループ】

事務 吉村　義治

・担当内庶務事務の総括
・生活保護業務（事務）の総括
・民生委員、児童委員業務
・行旅死亡人業務
・住宅手当緊急特別措置事業

担当係長
【生活支援グループ】

事務 山﨑　善行
・生活保護業務（現業）の総括
・生活保護(査察指導)業務

担当係長
【生活支援グループ】

事務 木口　恵 ・生活保護(査察指導)業務

担当係長
【生活支援グループ】

事務 岩崎　和彦 ・生活保護(査察指導)業務

担当係長
【生活支援グループ】

事務 前山　尚太 ・生活保護(査察指導)業務

担当係長
【生活支援グループ】

事務 長谷川　雅祥 ・生活保護(査察指導)業務

担当係長
【生活支援グループ】

事務 高橋　保司 ・生活保護(受付面接)業務

担当係長
【生活支援グループ】

事務 清水　秀樹 ・生活保護(就労)業務

担当係長
【生活支援グループ】

事務 服部　勝 ・生活保護(不正受給)業務

担当係長
【生活支援グループ】

事務 髙田　めぐみ ・生活保護(生活困窮)業務
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窓 口 サ ー ビ ス 課

保 健 福 祉 セ ン タ ー

保 健 福 祉 課

生 活 支 援 課

＊保健福祉センター所長（副区長）を補助する組
織として保健福祉課・生活支援課を充てていま
す。

(福 祉 グ ル ー プ )
(健 康 支 援 グ ル ー プ )

(住 民 登 録 グ ル ー プ )
(保 険 管 理 グ ル ー プ )

(戸 籍 グ ル ー プ )
(保 険 年 金 グ ル ー プ )

(高齢・介護保険グループ)
(地域保険活動グループ)

住 之 江 区 役 所

政 策 推 進 室
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補職 職種 氏名

区長 事務 西原　昇
※　区長は、区シティ・マネージャー、区担
当教育次長を兼ねる。

副区長 土木 安藤　友昭

補職 職種 氏名 事務分担

政策推進室長 事務 谷上　武

1　政策推進室所管業務の総括
2　職制及び人事、厚生、コンプライアンス、文書
3　予算、決算、契約及び財産
4　選挙及び統計、庁舎管理、
5　広聴・広報
6　他の課の主管に属しない業務

政策推進主幹 事務 栗谷　直利

1　区内における施策・事業の企画、調整
2　区長会議、各部会の調整
3　地域の再生
4　区内における事務事業の総合調整
5　人材育成

政策推進主幹 事務 原口　幸次 1　保健福祉事業に係る企画及び事業推進

政策推進主幹
〈教育委員会事務局
総務部住之江区教育
担当課長兼務〉

事務 長船　設哉

1　区教育行政
2　社会教育・生涯学習・男女共同参画の推進
3　区政会議
4　区運営方針

政策推進主幹 事務 世古口　隆志

1　市民協働事業の総括
2　豊かなコミュニティづくりとマルチパート
ナーシップの促進
3　区民ホール、区役所附設会館

政策推進主幹 事務 髙田　智子
1　区のブランド力の向上
2　他の自治体や大学等との連携

政策推進主幹 事務 折原　裕之

1　防災及び災害救助
2　地域の防犯対策及び安全対策
3　災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並び
に災害援護資金の貸付け

政策推進幹 事務 田島　透
・総務課長の補佐
・監査

区会計管理者 事務 伊藤　壽弘 ・区会計管理業務

政策推進幹
〈教育委員会事務局
総務部教育政策課住
之江区教育担当課長
代理兼務〉

事務 木村　延三
・区教育行政
・社会教育、生涯学習、男女共同参画、人権
施策等の推進

住之江区役所（職員数226人）

政策推進室（職員数58人）
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政策推進幹 事務 平田　紀子

・地域活動協議会業務の総括
・市民による自律的な地域運営の実現
・多様な協働によるまちづくりの推進
・地域資源が循環する仕組みづくり

政策推進幹 土木 浜上　康彦
・技術系事業の事業窓口一元化
・区内道路、公園、下水、港湾事業
・放置自転車対策

担当係長 事務 北本　もも子
・政策推進室事務の総括
・区役所の文書、人事及び給与
・他の課の主管に属しない業務

担当係長 事務 大家　典子 ・区役所の予算、決算及び物品調達

担当係長 事務 上田　和也
・区選挙管理委員会
・統計調査業務
・庁舎の維持管理

担当係長 事務 稲村　英明 ・市民の各種相談その他広聴広報業務

担当係長 事務 藤原　学
・地域の再生
・人材育成

担当係長
〈教育委員会事務局
総務部教育政策課担
当係長（住之江区）
兼務〉

事務 森　裕幸
・区教育行政及び生涯学習
・区政会議
・区運営方針

担当係長 事務 松永　貴美 ・保健福祉事業にかかる企画及び事業推進

担当係長 事務 川井　圭史
・市民協働事務の総括
・地域の振興
・区民ホール、区役所附設会館

担当係長 事務 大蛇森　清和
・地域活動協議会事務の総括
・市民による自律的な地域運営の実現
・多様な協働によるまちづくりの推進

担当係長 事務 峯上　和博
・区のブランド力の向上
・他の自治体や大学等との連携

担当係長 事務 林　泰久
・地域安全防犯対策
・防災及び災害援助

担当係長 事務 的場　光則 ・南港ポートタウンサービスコーナー

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

窓口サービス課長 事務 上野　恭枝
1　窓口サービス課所管業務の総括
2　課内組織管理の総括

窓口サービス課(職員数45人)
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窓口サービス課長代
理

事務 政道　明美

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

担当係長
【住民登録グルー
プ】

事務 松木　一世 ・住民登録事務の総括

担当係長
【住民登録グルー
プ】

事務 矢田貝　博文

・住民基本台帳業務
・印鑑登録業務
・就学業務
・税証明業務
・自動車臨時運行許可業務
・不現住調査業務
・住居表示業務
・特別永住許可業務

担当係長
【戸籍グループ】

事務 木下　尚久 ・戸籍事務の総括

窓口サービス課長代
理

事務 船本　幸男
・窓口サービス課長の補佐
・国民健康保険業務
・国民年金業務

担当係長
【保険管理グルー
プ】

事務 畑田　真澄
・保険管理事務の総括
・国民健康保険料収納業務
・納付相談・督励業務

担当係長
【保険管理グルー
プ】

事務 中村　博之
・短期証関係業務
・滞納処分関係業務
・納付相談・督励業務

担当係長
【保険管理グルー
プ】

事務 比嘉　文恵
・減免減額関係業務
・資格証明書関係業務
・納付相談・督励業務

担当係長
【保険年金グルー
プ】

事務 渡辺　毅

・保険年金事務の総括
・国民健康保険の資格・賦課業務
・後期高齢者医療制度の資格・収納業務
・国民年金業務

担当係長
【保険年金グルー
プ】

事務 井上　善弘
・国民健康保険の給付業務
・後期高齢者医療制度の給付業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

保健福祉課長 事務 阪口　雅之
1　保健福祉課所管業務の総括
2　担当内組織の管理

医務主幹(兼)
<保健所医療安全担当
医務主幹兼務>

医師 池宮　美佐子 ・医師業務・医学的指導業務

保健福祉課長代理 事務 福田　佳代子 ・保健関係業務

保健福祉課長代理 事務 野口　玲子
・保健福祉課長の補佐
・子育て支援室の総括
・児童・ひとり親福祉業務

保健福祉課(職員数62人)
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保健福祉課長代理 事務 谷口　勇二
・介護保険の業務
・高齢者福祉、障がい者福祉業務

保健副主幹 保健 早川　久美子

・保健福祉の総合相談・地域包括支援セン
ター運営協議会・障がい者虐待
・高齢者虐待・成年後見制度・止むを得ない
措置

担当係長
【福祉グループ】

事務 小川　慶子
・保健福祉担当業務の連絡調整及び総括・五
法システム
・高齢者福祉・児童手当

担当係長
【福祉グループ】

事務 山口　千代

・身体障がい者・知的障がい者・精神保健福
祉総括
・身体障がい者手帳・市長同意・障がい者虐
待・障がい各種手当・更生医療

担当係長
【福祉グループ】

事務 竹村　和久
・児童・ひとり親福祉総括・児童扶養手当・
母子貸付
・医療助成・指定難病補助・福祉住宅

担当係長
【福祉グループ】

事務 神宿　道子 ・保育所・子ども子育て支援制度

担当係長
【福祉グループ】

事務 髙井　由香利
・子育て支援室（DV・虐待）
・児童、障がい児施設徴収金・特別児童扶養
手当

担当係長
【福祉グループ】

事務 政木　孝次
・障がい者自立支援総括
・障がい支援区分認定審査会・自立支援協議
会

担当係長
【福祉グループ】

保健 坂田　佳代

・高齢者虐待・障がい者虐待・成年後見制
度・止むを得ない措置
・地域包括支援センター運営協議会・認知症
高齢者支援ネットワーク連絡会

担当係長
【福祉グループ】

保育 西村　尚子 ・子育て支援室（子ども相談）、助産

担当係長
【介護保険グルー
プ】

事務 棒谷　典彦
・介護保険担当事務の総括
・高齢者福祉業務
・給付制限

担当係長
【介護保険グルー
プ】

事務 飯室　賢一 ・介護保険の給付業務、高齢住宅改修業務

担当係長
【介護保険グルー
プ】

事務 向井　敏博 ・介護認定・資格業務

担当係長
【介護保険グルー
プ】

事務 松本　幸一
・介護保険料の賦課・収納業務
・敬老優待乗車証業務

担当係長
【健康支援グルー
プ】

事務 稲垣　幸雄
・健康支援事務の総括
・健康増進法業務
・公害健康被害補償法業務

担当係長
【健康支援グルー
プ】

薬剤 井村　嘉秀

・生活環境業務
・狂犬病予防・動物愛護
・環境・食品衛生・環境保全の相談
・医療法及び医務関係法令業務
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担当係長
【地域保健活動グ
ループ】

保健 島村　郁子 ・地域保健活動事務の総括

担当係長
【地域保健活動グ
ループ】

保健 前田　理恵 ・保健指導業務

担当係長
【地域保健活動グ
ループ】

保健 藪中　庸子 ・精神保健福祉相談員業務

担当係長
【地域保健活動グ
ループ】

保健 小山　美保 ・高齢者関係業務

補職 職種 氏名 事務分担

生活支援課長 事務 藤井　幸太郎
1　生活支援課所管業務の総括
2　課内組織管理の総括

生活支援課長代理 事務 黒木　久仁子
・生活支援課長の補佐
・生活保護関係業務

生活支援課長代理 事務 坪井　春彦
・生活支援課長の補佐
・生活保護関係業務

担当係長 事務 中辻　正樹
・課内の庶務、経理に関する業務
・行旅死亡人に関する業務

担当係長 事務 林　幸次 ・生活保護現業員の査察指導

担当係長 福祉 水津　貴喜 ・生活保護現業員の査察指導

担当係長 事務 山口　富昭 ・生活保護現業員の査察指導

担当係長 事務 中嶋　憲司 ・生活保護現業員の査察指導

担当係長 事務 赤松　浩二 ・生活保護現業員の査察指導

担当係長 事務 徳田　幸雄 ・生活保護現業員の査察指導

担当係長 事務 辻本　信江 ・生活保護受付面接業務

担当係長 事務 鈴江　一郎 ・生活保護受付面接業務

生活支援課(職員数59人)
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担当係長 社教 川上　哲
・生活保護受付面接業務
・生活保護年金等調査業務

担当係長 事務 地本　公紀 ・自立支援業務

担当係長 事務 丸尾　真二 ・生活困窮者自立支援制度業務

担当係長 事務 正本　真弓
・民生・児童委員及び主任児童委員業務
・生活保護の医療、介護に関する業務

担当係長 事務 小嶌　登志大 ・生活保護適正化業務
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保 健 福 祉 セ ン タ ー
＊保健福祉センター所長（副区長）を補助する組織とし
て保健福祉課・生活支援課を充てています。

生 活 支 援 課

保 険 年 金 課

保 健 福 祉 課

住 民 情 報 課

住 吉 区 役 所

総 務 課

地 域 課

企 画 課

教 育 文 化 課
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補　　職 職種 氏名

区長 民間 吉田　康人
※　区長は、区シティ・マネージャー、区担当教育次
長を兼ねる。

副区長 事務 山田　秀彦

補　　職 職種 氏名 事務分担
総務課長
<教育委員会事務局総務
部住吉区教育担当課長兼
務>

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

総務課長代理 事務 奥山　和子
・総務課長の補佐
・連絡調整業務

区会計管理者 事務 北井　保行 ・区会計管理業務

担当係長 事務 北野　陽一

・総務課事務の総括
・区役所の文書、人事及び給与
・区における情報化に係る企画及び連絡調整
・他の担当の主管に属しない業務

担当係長 事務 三河　のり子
・区役所の予算、決算及び物品の調達、管理
・庁舎の維持管理

担当係長 事務 廣江　英樹
・区選挙管理委員会業務
・統計調査業務

担当係長 事務 戸口　拓也 ・広聴相談業務

補　　職 職種 氏名 事務分担

企画課長
<教育委員会事務局総務
部住吉区教育担当課長兼
務>

事務 平井　和人

１　企画課所管業務の総括
２　課内組織管理業務の総括
３　局所管業務に係る連絡調整
４　区政改革に係る企画立案
５　広報業務及び広報改革に係る企画立案

企画課長代理 事務 牛尾　弘道
・企画課長の補佐
・広報業務及び広報改革に係る企画立案

担当係長 事務 佐藤　忠義
・企画課庶務関係業務
・区政改革に係る企画立案

担当係長 事務 松浦　陽子 ・広報業務及び広報改革に係る企画立案

住吉区役所（職員数 261人）

企画課（職員数 7人）

総務課（職員数 14人）
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補　　職 職種 氏名 事務分担
教育文化課長
<教育委員会事務局総務
部住吉区教育担当課長兼
務>

社教 近藤　律子
１　教育文化課所管業務の総括
２　課内組織管理の総括

教育文化課長代理
<教育員会事務局総務部
教育政策課住吉区教育担
当課長代理兼務>

事務 米澤　一昭 ・教育文化課長の補佐

教育文化課長代理
<教育員会事務局総務部
教育政策課住吉区教育担
当課長代理兼務>

事務 川井　明 ・教育文化課長の補佐

担当係長
<教育員会事務局総務部
教育政策課担当係長(住吉
区)兼務>

事務 柏木　眞里子
・教育文化課庶務事務
・こども教育専門会議に関する業務
・教育、文化・観光に関する業務

担当係長
<教育員会事務局総務部
教育政策課担当係長(住吉
区)兼務>

事務 矢倉　正道
・就学・学校選択制に関する業務
・教育、文化・観光に関する業務

担当係長
<教育員会事務局総務部
教育政策課担当係長(住吉
区)兼務>

事務 水井　智亮
・生涯学習、児童・青少年育成推進業務
・教育、文化・観光に関する業務
・人権啓発業務

補職 職種 氏名 事務分担

地域課長 事務 小林　武彦

１　地域課所管業務の総括
２　課内組織管理の総括
３　地域活動協議会の運営支援
４　地域の振興に関する業務
５　防災及び災害援助業務
６　防犯業務
７　駐輪対策業務
８　花と緑の推進事業
９　災害時要援護者支援システム事業

地域課長代理 事務 小林　資明 ・地域課長の補佐

担当係長 事務 大宅  　 満

・地域課庶務事務
・地域活動協議会の運営支援
・地域の振興に関する業務
・地域担当制業務
・花と緑の推進事業

担当係長 事務 金谷　孝政

・防災業務
・災害援助業務
・災害時要援護者支援システム事業
・駐輪対策業務

担当係長 事務 西本　旭輝
・防犯業務
・地域安全防犯業務
・地域担当制業務

地域課（職員数 23人）

教育文化課（職員数 12人）
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補　　職 職種 氏名 事務分担

住民情報課長 事務 松原　敏之

１　住民情報課所管業務の総括
２　課内組織管理の総括
３　戸籍業務
４　住民登録業務

住民情報課長代理 事務 古川　順一
・住民情報課長の補佐
・窓口業務の改善計画の推進

担当係長 事務 林　久美子 ・住民登録業務の総括

担当係長 事務 門田 　  歩
・住民基本台帳業務
・住居表示業務
・在留管理業務

担当係長 事務 古賀　雅弘 ・戸籍業務の総括

補　　職 職種 氏名 事務分担

保険年金課長 事務 山藤　昭雄
１　保険年金課所管業務の総括
２　課内組織管理の総括

保険年金課長代理 事務 古川　正
・保険年金課長の補佐
・国民健康保険及び後期高齢者医療関係業務
・国民年金関係業務

担当係長 事務 牧野　一浩
･保険年金課業務の総括
･国民健康保険及び後期高齢者医療の資格関係業
務

担当係長 事務 林　　　誠二
・国民健康保険給付及び後期高齢者医療の給付関
係業務

担当係長 事務 落合　太郎 ・国民年金関係業務

担当係長 事務 武田　泰示
・保険収納担当業務の総括
・国民健康保険及び後期高齢者医療の納付相談・
督励業務

担当係長 事務 崎元　慎治
・保険収納担当の企画及び調査、総合調整
・資格証明書交付及び短期証更新関係業務
・滞納処分関係業務

住民情報課　（職員数 21人）

保険年金課　（職員数 29人）
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補　　職 職種 氏名 事務分担

保健福祉課長 事務 世古　一郎

１　保健福祉課所管業務の総括
２　課内組織管理の総括
３　児童、ひとり親、障がい者、高齢者福祉関係業務
４　介護保険制度に係る業務
５　地域福祉関係業務

保健福祉課長代理 事務 平山　八朗

・保健福祉課長の補佐
・介護保険制度に係る業務
・障がい福祉に係る業務
・子ども若者育成支援事業

地域福祉担当課長代理 事務 増田　光彦

・保健福祉課長の補佐
・地域福祉関係業務
・地域見守り支援に係る業務
・児童・ひとり親制度に係る業務

保健副主幹 保健 浜本　ひろみ
・保健福祉課長の補佐
・高齢者福祉関係業務
・高齢者・障がい者虐待関係業務

担当係長 事務 松本　明美
・保健福祉担当業務の総括
・保育所、子ども子育て支援新制度に係る業務

担当係長 事務 中嶋　弥生 ・児童手当・医療助成

担当係長 事務 岸田　詠美子
・障がい福祉に係る業務
・障がい者虐待予防事業

担当係長 事務 山濵　ひとみ ・障がい者自立支援業務

担当係長 事務 園部　洋太郎 ・精神保健福祉業務

担当係長 事務 中濱　徹

・地域福祉関係業務
・地域見守り支援事業
・子ども若者育成支援事業
・ひとり親家庭等自立支援業務
・母子・父子及び寡婦福祉

担当係長 事務 南 　　善子
・高齢者支援、介護保険担当業務の総括
・介護保険　賦課・資格業務

担当係長 事務 北村　千鶴 ・介護保険　認定・収納業務

担当係長 事務 仲原　正也 ・介護保険　給付業務

担当係長 保健 北池　美代子
・高齢者・障がい者虐待関係業務
・地域包括支援センター関連業務

保健福祉課（職員数 67人）
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保健子育て担当課長 事務 坂下　　克
１　保健業務全般の管理運営
２　ＤＶ、児童虐待、子育て相談に関する業務の管
理運営

保健子育て担当課長代理 福祉 田井 亜由子
・保健子育て担当課長の補佐
・ＤＶ、児童虐待、子育て相談に関する業務

医務副主幹（兼）
<保健所医務副主幹兼務>

医師 小向　　潤
・医師業務
・医学的指導業務

担当係長 事務 中村　 　直 ・保健子育て担当事務の総括

担当係長 栄養 西口　久美子 ・栄養指導業務

担当係長 事務 大輪　　忍
・公害健康被害補償等
・原爆被爆者
・健康増進法関係業務

担当係長 薬剤 小山　浩嗣
・環境・食品衛生、環境保全の相談
・狂犬病予防、動物愛護
・ねずみ 及び そ族昆虫等の相談

担当係長 事務 江田　英明 ・ＤＶ、児童虐待に関する業務

担当係長 保育 川上　真理子
・児童虐待に関する業務
・子育て支援に関する業務

保健主幹兼担当係長 保健 豆多　文子
１　健康相談担当業務の総括
２　精神保健福祉相談
３　健康づくり推進事業

担当係長 保健 菅野　恵美 ・健康相談

担当係長 保健 宮成　優子 ・精神保健福祉相談員業務

補　　職 職種 氏名 事務分担

生活支援課長 事務 芝池　義夫
１　生活支援担当所管業務の総括
２　担当内組織管理の総括

生活支援課長代理 事務 金田　綾子
・生活支援課長の補佐
・生活保護業務(第２・３グループ)
・生活保護の適正化対策の実施(第２・３グループ)

生活支援課長代理 事務 足立　幸弘
・生活支援課長の補佐
・生活保護業務(第４・５グループ)
・生活保護の適正化対策の実施(第４・５グループ)

担当係長 事務 高野　元克
・生活支援課の庶務(総括)
・生活保護(査察指導)業務
・行旅死亡人に関する業務

担当係長 事務 山中　明 ・民生委員・児童委員関係業務

生活支援課（職員数 88人）
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担当係長 事務 東   　繁子 ・生活保護(受付面接)業務

担当係長 事務 上田　　 隆 ・生活保護(受付面接)業務

担当係長 事務 野村　信春 ・生活保護(受付面接)業務

担当係長 事務 成相　　修 ・生活保護世帯の適正化事務

担当係長 事務 久利　武弘 ・生活保護世帯の自立支援業務

担当係長 事務 梅﨑　久美子 ・生活保護世帯の自立支援業務

担当係長 事務 西村　公章 ・生活困窮者自立支援業務

担当係長 事務 島田　直樹 ・生活保護(査察指導)業務

担当係長 事務 福﨑　武志 ・生活保護(査察指導)業務

担当係長 事務 川野　豊樹 ・生活保護(査察指導)業務

担当係長 事務 東　伸幸 ・生活保護(査察指導)業務

担当係長 福祉 小西　宏樹 ・生活保護(査察指導)業務

担当係長 事務 辻間　隆二 ・生活保護(査察指導)業務

担当係長 事務 香田　直子 ・生活保護(査察指導)業務

担当係長 事務 佐藤　  隆 ・生活保護(査察指導)業務

担当係長 事務 土山　道世 ・生活保護(査察指導)業務
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東 住 吉 区 役 所

総 務 課

区 民 企 画 課

政 策 推 進 課

保 健 福 祉 セ ン タ ー
＊保健福祉センター所長（副区長）を補助する組織と
して保健福祉課及び保護課を充てています。

東 住 吉 区 役 所
矢 田 出 張 所

窓 口 サ ー ビ ス 課 (住民情報グループ)(保険年金グループ)

保 健 福 祉 課 (福 祉 グ ル ー プ )(保 健 グ ル ー プ )

保 護 課
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補職 職種 氏名

区長 事務 小倉　健宏
※　区長は、区シティ・マネージャー、区担当教育次長
を兼ねる。

副区長 事務 德本　善久

補職 職種 氏名 事務分担

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

総務課長代理 事務 西川　勇二
・総務課長の補佐
・連絡調整
・予算・決算事務

区会計管理者 事務 谷口　恭英
・区会計管理
・契約

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

担当係長 事務 関本　孝志
・区選挙管理委員会業務
・統計調査
・人材育成

担当係長 事務 桐村　正樹

・区役所及び保健福祉センターの予算、決算
・契約事務
・物品の調達、管理
・財産管理
・庁舎の維持管理

企画調整担当課長 事務 溝邉　ルリ子 1　局所管業務に係る企画立案

補職 職種 氏名 事務分担

政策推進課長 事務 齋藤　直樹
1　政策推進課所管業務の総括
2　区の総合的な政策企画立案
3　広聴・広報

政策推進課長代理 事務 天満　正一

・政策推進課長の補佐
・区の総合的な政策企画立案
・空家等に関する対策
・広聴・広報

担当係長 事務 遠山　雅胤

・区の総合的な政策企画立案
・運営方針、中長期計画
・区政会議、まちづくりフォーラム
・行政連絡調整会議、行政連絡調整会議小会議
・東住吉ゆめ応援プロジェクト
・区民アンケート

担当係長 事務 北江　　孝
・区の総合的な政策企画立案
・広報（子育て応援ナビを含む）

東住吉区役所（職員数２３７人）

総務課（職員数１７人）

政策推進課（職員数９人）
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補職 職種 氏名 事務分担

区民企画課長 事務 杉本　和由 1　区民企画課所管業務の総括

区民企画課長代理 事務 山本　由美子
・区民企画課長の補佐
・地域の振興、コミュニティ育成
・防犯及び安全対策、防災

担当係長 事務 西井　崇弘
・区民企画課事務の総括
・防災

担当係長 事務 森本　勇治
・地域活動協議会との連携
・区役所附設会館

担当係長 事務 隅田　嘉昭

・地域防犯・地域安全
・地域コミュニティ育成
・民間企業等との連携・協力
・小災害

事業調整担当課長
＜教育委員会事務局総
務部東住吉区教育担当
課長兼務＞

事務 今西　聡
1　事業調整担当所管業務の総括
2　学校教育行政

次世代育成担当課長代
理＜教育委員会事務局
総務部教育政策課東住
吉区教育担当課長代理
兼務＞

事務 松木　一世
・事業調整担当課長の補佐
・学校教育行政
・社会教育、生涯学習及び人権施策の推進

まちづくり担当課長代理 土木 西平　平三郎
・事業調整担当課長の補佐
・まちづくり事業

担当係長 社教 浦沢　貴行

・放置自転車対策
・未利用地の活用
・クラインガルテン広場事業
・青少年育成
・人権啓発

担当係長
＜教育委員会事務局総
務部教育政策課担当係
長（東住吉区）兼務＞

事務 原　恵美
・生涯学習
・学校教育行政

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

窓口サービス課長 事務 河村　智美

1　住民情報所管業務の総括
2　住民基本台帳業務
3　戸籍業務
4　保険年金担当所管業務の総括
5　国民健康保険業務
6　国民年金業務
7　後期高齢者医療業務
8　担当内組織管理の総括

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

窓口サービス課（職員数４０人）

区民企画課（職員数２８人）
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担当係長
【住民情報グループ】

事務 小森　広一

・住民登録事務の総括
・就学事務
・住居表示業務
・事務の計画及び改善
・他の分担に属さない業務

担当係長
【住民情報グループ】

事務 池田　真彦

・戸籍・住民基本台帳業務
・印鑑登録・証明業務
・届出書、申請書の受付並びに各種証明書の交付
・電子署名認証業務
・入管法届出（特別永住者証明書）業務

担当係長
【住民情報グループ】

事務 吉井　孝典
・戸籍事務
・埋火葬許可業務
・諸証明業務

保険年金担当課長代理 事務 三浦　哲也

・窓口サービス課長の補佐
・国民健康保険業務
・国民年金業務
・後期高齢者医療業務

担当係長
【保険年金グループ】

事務 長谷　信也

・保険年金担当事務の総括
・徴収対策業務
・滞納処分
・保険料の納付相談業務
・有価証券受託

担当係長
【保険年金グループ】

事務 山出　良

・資格証交付関係業務
・滞納処分
・保険料の納付相談業務
・減免業務

担当係長
【保険年金グループ】

事務 黒川　真弓
・徴収対策業務
・滞納処分
・保険料の納付相談業務

担当係長
【保険年金グループ】

事務 尾崎　紀子

・国民健康保険業務
・一部負担金業務
・国民年金業務
・年金事務所連絡調整

担当係長
【保険年金グループ】

事務 篠原　とも子

・保険給付業務
・療養費の支払い業務
・診療報酬業務
・第三者行為
・後期高齢者医療事務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

保健福祉課長 事務 杉原　勲
1　福祉担当所管業務の総括
2　保健担当所管業務の総括
3　福祉関係連絡調整業務

福祉担当課長代理 事務 長濱　光洋
・保健福祉課長の補佐
・介護保険業務
・地域支援業務

保健副主幹 保健 石神　朋子
・高齢者福祉業務
・障がい者福祉業務
・地域支援業務

保健福祉課（職員数７０人）
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担当係長
【福祉グループ】

事務 梶田　聡 ・障がい者福祉業務

担当係長
【福祉グループ】

事務 小池　勝 ・障がい者福祉業務

担当係長
【福祉グループ】

保健 音田　陽子
・高齢者福祉業務
・障がい者福祉業務

担当係長
【福祉グループ】

事務 礒井　誠
・福祉担当事務の庶務
・高齢者福祉業務

担当係長
【福祉グループ】

事務 青木　直子
・介護保険担当事務の総括
・介護保険料賦課
・収納・資格業務

担当係長
【福祉グループ】

事務 森本　典子
・介護認定審査会業務
・介護認定・給付業務

福祉担当課長代理 事務 柴野　敏幸
・地域福祉業務
・臨時福祉給付金

担当係長
【福祉グループ】

事務 川村　明史
・地域福祉業務
・臨時福祉給付金

保健主幹兼担当係長 保健 有馬　和代 1　保健師業務の総括

保健担当課長代理 事務 市川　泰正

・保健担当所管業務の総括
・担当内組織管理の総括
・地域における各種保健福祉関係業務
・地域における健康危機管理関係業務

保健副主幹 栄養 貴田　利秋 ・栄養指導業務

医務副主幹(兼)
<健康局健康推進部医務副主幹> 医師 奥町　彰礼

・医師業務
・医学的指導業務

担当係長
【保健グループ】

事務 中本　昌子
・保健担当事務の総括
・結核関係業務

担当係長
【保健グループ】

事務 杉浦　友美
・献血推進
・各種健診業務
・感染症関係業務

担当係長
【保健グループ】

保健 森元　幹根 ・精神保健福祉業務

担当係長
【保健グループ】

保健 藤井　秀子 ・保健師業務

担当係長
【保健グループ】

保健 西本　伊津美 ・精神保健福祉業務

担当係長
【保健グループ】

保健 趙　美紀 ・保健師業務

担当係長
【保健グループ】

獣医 篠原　利典
・環境・食品衛生、環境保全関係
・狂犬病予防、動物愛護

子育て支援担当課長 事務 中原　晃之 1　子育て支援担当所管業務の総括

子育て支援担当課長代
理

福祉 髙橋　一恵

・子育て支援担当課長の補佐
・子育て支援室業務
・児童福祉業務
・ひとり親福祉業務

担当係長
【福祉グループ】

事務 松本　善悟
・児童福祉業務
・ひとり親福祉業務

担当係長
【福祉グループ】

事務 福嶋　典子 ・児童福祉業務
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担当係長
【福祉グループ】

事務 奥野　貴史 ・子育て支援室

担当係長
【福祉グループ】

社教 加藤　晴子 ・子育て支援室

担当係長
【福祉グループ】

保育 秋口　仁美 ・子育て支援室

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

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

保護課長代理 福祉 遠藤　有美
・保護課長の補佐
・生活保護業務（第1班～第4班）

保護課長代理 事務 野田　卓志
・保護課長の補佐
・生活保護業務（第5班～第8班）

担当係長 事務 奥田　喜美 ・生活保護担当事務の総括

担当係長 事務 藤澤　朋和 ・査察指導業務

担当係長 事務 福士　一郎 ・査察指導業務

担当係長 福祉 近棟　千智 ・査察指導業務

担当係長 事務 野田　育秀 ・査察指導業務

担当係長 事務 髙尾　聖士 ・査察指導業務

担当係長 事務 大本　和輝 ・査察指導業務

担当係長 事務 台場　淑子 ・査察指導業務

担当係長 事務 秋山　敏樹 ・査察指導業務

担当係長 事務 花田　千澄 ・受付面接業務

担当係長 事務 西川　孝雄 ・受付面接業務

担当係長 事務 岡野　里美 ・受付面接業務

担当係長 事務 久永　政博 ・企画調整業務

生活支援担当課長 事務 花崎　亘

1　生活保護の適正化対策の実施
2　生活困窮者支援業務
3　民生委員児童委員業務
4　就労支援・学習支援業務

担当係長 事務 坂本　憲一 ・生活保護医療・適正化業務

担当係長 事務 德本　浩行 ・生活困窮者支援業務

担当係長 事務 長野　浩司 ・就労支援業務

担当係長 福祉 松村　公美 ・就労支援業務

担当係長 事務 松宮　和美 ・民生委員・児童委員業務

保護課（職員数６８人）
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補職 職種 氏名 事務分担

矢田出張所長 事務 松下　誠司 1　出張所所管業務の総括

担当係長 事務 谷　　聖晴
・住民登録・印鑑登録業務
・戸籍・埋火葬許可業務
・市民税等の証明書交付業務

担当係長 事務 高島　啓一
・国民健康保険業務
・児童手当申請書受付業務
・後期高齢者医療業務

矢田出張所（職員数3人）
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平野区役所

保 健 福 祉 セ ン タ ー
＊保健福祉センター所長（副区長）を補助
する組織として保健福祉課・生活支援課を
充てています。

平 野 区 役 所
加 美 出 張 所

(地域保健グループ)(保健活動グループ)

生 活 支 援 課 (第１支援グループ) (第２支援グループ)

(第３支援グループ) (第４支援グループ)

窓 口 サ ー ビ ス 課 (住民登録グループ)(戸籍グループ)

（南部サービスセンター）

保 健 福 祉 課 (地域福祉グループ)(介護保険グループ)

(保険年金　管理グループ)(保険年金　保険グループ)

平 野 区 役 所

ま ち づ く り 協 働 課

政 策 推 進 課 (政策推進グループ)(企画調整グループ)

総 務 課
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補職 職種 氏名

区長 事務 稲嶺　一夫
※　区長は、区シティ・マネージャー、区担当教育次
長を兼ねる。

副区長 事務 諏訪　俊也

総務課（職員数17人）
補職 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 山本　智紀

1　総務課所管業務の総括
2　区内組織管理業務の総括
3　出張所の総務
4　他の課の主管に属しない業務

総務課長代理 事務 松下　泰德
・総務課長の補佐
・連絡調整業務

区会計管理者 事務 與那　敏雄 ・区会計管理業務

担当係長 事務 満島　英樹

・総務課事務の総括
・総括文書主任業務
・区役所の文書、人事及び給与業務
・他の課の主管に属しない業務

担当係長 事務 宮下　裕次郎

・区役所の予算、決算及び物品の調達、管理業務
・環境業務
・システム業務
・庁舎の維持管理業務

担当係長 事務 平野　幸一

・区選挙管理委員会業務
・庁舎の維持管理業務
・統計業務
・契約事務審査会業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

政策推進課長
〈教育委員会事務局総
務部平野区教育担当課
長兼務〉

事務 小山　正典

１　政策推進課所管業務の総括
２　区将来ビジョン、運営方針業務
３　区政会議、区行政連絡調整会議業務
４　広聴、広報業務
５　区教育関係業務

企画調整担当課長
〈教育委員会事務局総
務部平野区教育担当課
長兼務〉

事務 上原　浩二
・企画調整業務
・局所管業務執行にかかる連絡調整
・区教育関係業務

企画調整担当課長 建築 吉村　敏裕
・企画調整業務
・局所管業務執行にかかる連絡調整
・区地域まちづくり関係業務

政策推進課長代理
<教育委員会事務局総
務部教育政策課平野区
教育担当課長代理兼務
>

事務 大島　一晃
・企画調整業務
・区教育関係業務

担当係長
【政策推進グループ】

事務 土井　正之
・政策推進課の庶務
・区将来ビジョン、運営方針業務
・区政会議、区行政連絡調整会議業務

平野区役所（職員数307人）

政策推進課（職員数14人）
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担当係長
【政策推進グループ】

事務 中江　千晴

・広聴広報業務
・市民の声、各種相談業務
・区広報紙業務
・区ホームページ運用、管理業務

担当係長
【企画調整グループ】

事務 長谷川　耕三
・企画調整業務
・局所管業務執行にかかる連絡調整
・区地域まちづくり関係業務

補職 職種 氏名 事務分担

まちづくり協働課長 事務 鈴木　啓一
・まちづくり協働課所管業務の総括
・課内組織管理の総括

まちづくり協働課長代理 事務 井手　　誠

・まちづくり協働課長の補佐
・地域活動協議会業務
・附設会館業務
・戦没者遺族援護業務
・地域の振興、コミュニティ育成事業
・地域活動団体との連携・協働事業
・産業振興・商店街活性化事業

まちづくり協働課長代理 事務 小林　美香

・まちづくり協働課長の補佐
・人権啓発・相談業務
・生涯学習業務
・子育て子育ち応援事業
・学校体育施設開放事業
・校庭等の芝生化事業

安全防犯担当課長代理 事務 立本　眞二

・まちづくり協働課長の補佐
・地域安全対策業務
・防災業務
・交通安全運動業務
・放置自転車対策、自転車マナーアップ事業
・市民要望・特定空家等対策事業

担当係長 事務 木村　智秀

・まちづくり協働グループ事務の総括
・文書主任業務
・地域活動協議会業務
・地域コミュニティ施設、行政財産使用許可業務
・戦没者遺族援護業務
・附設会館業務及びコミュニティ育成事業

担当係長 事務 若松　亜矢

・地域安全対策業務
・交通安全運動業務
・放置自転車対策、自転車マナーアップ事業
・地域活動団体との連携・協働事業
・産業振興・商店街活性化事業
・成人の日記念のつどい事業

担当係長 事務 澤井　　睦
・地域防災、災害救助業務
・市民要望・特定空家等対策事業

担当係長 事務 秋山　暁子

・人権啓発・相談業務
・生涯学習業務
・子育て子育ち応援事業
・学校体育施設開放事業
・校庭等の芝生化事業

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

窓口サービス課長 事務 迫野　眞男
１　窓口サービス課所管業務の総括
２　課内組織管理の総括
３　府戸住市戸住業務の総括

窓口サービス課（職員数53人）

まちづくり協働課（職員数30人）
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住民情報担当課長代理 事務 西村　直彦
・窓口サービス課長の補佐
・課所管業務の指導
・府戸住市戸住業務

担当係長
【住民登録グループ】

事務 中谷　和子

・窓口サービス課事務の総括
・文書主任業務
・住居表示業務
・就学業務
・府戸住市戸住業務

担当係長
【住民登録グループ】

事務 西川　哲夫

・特別永住許可業務
・住民基本台帳業務
・印鑑登録業務
・マイナンバー関係業務
・税証明書発行業務

担当係長
【戸籍グループ】

事務 藤井　葉月

・戸籍担当事務の総括
・戸籍届出書の受理、決裁処理
・戸籍届出の整理、発送業務
・謄抄本等、証明書、埋火葬許可書発行業務

担当係長
【戸籍グループ】

事務 梶　実裕

・人口動態
・相続税法第５８条通知
・統計関係マニュアル業務
・戸籍附票業務
・民刑事務の総括
・在外選挙人名簿業務
・府戸住市戸住業務

担当係長
【住民登録グループ】

事務 大久保　圭介

・特別永住許可業務
・住民基本台帳業務
・印鑑登録業務
・マイナンバー関係業務
・税証明書発行業務

担当係長
【南部サービスセンター】

事務 野内　俊則

・住民基本台帳関係証明書発行業務
・印鑑登録証明書発行業務
・戸籍謄抄本等、証明書発行業務
・税証明書発行業務

担当係長
【南部サービスセンター】

事務 廣瀬　守

・住民基本台帳関係証明書発行業務
・印鑑登録証明書発行業務
・戸籍謄抄本等、証明書発行業務
・税証明書発行業務

保険年金担当課長 事務 並河　睦美

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

保険年金担当課長代理 事務 川上　美奈子

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

担当係長
【保険年金 管理グルー
プ】

事務 滝本　成央
・保険年金担当(管理)統括業務
・文書主任業務

担当係長
【保険年金 管理グルー
プ】

事務 山口　恵一郎 ・国民健康保険料徴収業務

担当係長
【保険年金 管理グルー
プ】

事務 大西　清隆 ・国民健康保険資格証明書及び短期証関係業務
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担当係長
【保険年金 保険グルー
プ】

事務 筒井　卓治
・保険年金担当(保険)統括業務
・国民健康保険資格業務
・後期高齢者医療制度業務

担当係長
【保険年金 保険グルー
プ】

事務 石丸　勝子 ・国民年金業務

担当係長
【保険年金 保険グルー
プ】

事務 越智　滋子 ・国民健康保険給付業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

保健福祉課長 事務 宍倉　忠夫

１　保健福祉課所管業務の総括
２　担当内組織管理の総括
３　児童、障がい者、高齢者福祉業務
４  DV施策
５　地域における各種保健福祉業務
６　民生委員、児童委員業務

医務主幹（兼）
<健康局医務監、保健所
医務主幹兼務>

医師 吉野　祥一
・医師業務
・医学的指導業務

保健福祉課長代理 事務 清水　貴士

・課の庶務の総括
・生活困窮者支援業務
・他課連携調整の総括
・障がい者福祉業務

地域担当課長代理 事務 寺脇　正剛
・介護保険業務
・保健福祉企画業務
・民生委員、児童委員業務

子育て支援担当課長代
理

事務 芝口　正人
・子育て支援業務
・児童援護業務
・保育所、ひとり親家庭業務

保健副主幹 保健 石垣　千春

・総合相談
・成年後見業務
・高齢者福祉業務
・高齢、障がい者虐待業務

担当係長
【地域福祉グループ】

事務 堀内　智生
・課の庶務
・文書主任業務

担当係長
【地域福祉グループ】

事務 北口　勝紀
・保健福祉企画業務
・生活困窮者支援業務

担当係長
【地域福祉グループ】

事務 丸山　哲生
・生活困窮者支援業務
・保健福祉事業業務

担当係長
【地域福祉グループ】

事務 瀬川　奈奈美
・民生委員、児童委員業務
・高齢者福祉業務
・福祉関連啓発業務

担当係長
【地域福祉グループ】

保健 川島　律子
・高齢、障がい者虐待業務
・認知症予防推進業務
・地域包括支援センター関係業務

担当係長
【地域福祉グループ】

事務 黒木　信孝
・障がい者支援業務
・特定疾患業務

担当係長
【地域福祉グループ】

事務 岡田　久美子
・総合相談
・障がい者自立支援給付業務
・精神保健福祉業務

保健福祉課（職員数95人）
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担当係長
【地域福祉グループ】

事務 大川　佐枝子

・総合相談
・ＤＶ施策
・児童援護業務
・子育て支援業務

担当係長
【地域福祉グループ】

事務 辰巳　幸司

・総合相談
・ＤＶ施策
・児童援護業務
・子育て支援業務

担当係長
【地域福祉グループ】

保育 庄司　裕子
・総合相談
・こども相談、子育て支援業務

担当係長
【地域福祉グループ】

事務 伊勢　昌章
・総合相談
・保育所業務
・ひとり親家庭業務

担当係長
【地域福祉グループ】

事務 舩倉　高宏
・総合相談
・医療助成業務
・児童手当業務

担当係長
【介護保険グループ】

事務 村井　博紀 ・介護保険業務の総括

担当係長
【介護保険グループ】

事務 山田　隆行
・介護保険料賦課、収納業務
・平野区居宅介護支援事業者連絡会業務

担当係長
【介護保険グループ】

事務 岩男　茂
・介護保険給付業務
・平野区居宅介護支援事業者連絡会業務

担当係長
【介護保険グループ】

事務 広川　由美

・要介護認定業務
・介護保険料の資格業務
・介護認定審査会委員連絡協議会業務
・平野区居宅介護支援事業者連絡会業務

地域保健担当課長 事務 久下　昌治

１　地域保健担当所管業務の総括
２　担当内組織管理の総括
３　地域保健業務
４　生活環境業務
５　保健活動業務

担当係長
【地域保健グループ】

事務 岡田　智子
・地域保健グループ業務の統括
・感染症対策業務（結核）

担当係長
【地域保健グループ】

事務 中川　正紀

・母子保健業務
・公害健康被害補償法業務
・人口動態・統計調査業務
・献血事業業務

担当係長
【地域保健グループ】

事務 保坂　剛至

・健康増進法業務
・感染症対策業務（結核以外）
・予防接種法業務
・医療法業務

担当係長
【地域保健グループ】

栄養 村岡　知美
・栄養士業務
・食育業務

担当係長
【地域保健グループ】

薬剤 井上　靖之
・生活環境業務
・医療法業務

保健副主幹
〈担当係長兼務〉
【保健活動グループ】

保健 田村　千賀子
・保健活動業務の総括
・保健指導

担当係長
【保健活動グループ】

保健 岡田　幸恵
・保健活動業務
・保健指導

担当係長
【保健活動グループ】

保健 野崎　真実
・保健活動業務
・保健指導
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担当係長
【保健活動グループ】

保健 貝田　朋子 ・精神保健福祉業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

生活支援課長 福祉 宮部　千佳子

１　生活保護に関する業務の総括
２　課内組織管理の総括
　　（担当：第１支援　医療・適正化・受付面接・
　　　自立支援、第３支援・４支援　）

生活支援担当課長代理 事務 三河　由和
・第3支援グループ
・特命による生活保護法業務
・受付面接業務の統括

生活支援担当課長代理 事務 国富　徳彦
・第4支援グループ
・特命による生活保護法業務
・自立支援業務の統括

担当係長
【第３支援グループ】

事務 新井　真人
・第３支援グループ統括業務
・生活保護査察指導業務

担当係長
【第３支援グループ】

福祉 中西　和子 ・生活保護査察指導業務

担当係長
【第３支援グループ】

事務 大櫃　拓朗 ・生活保護査察指導業務

担当係長
【第３支援グループ】

事務 和田　直子 ・生活保護査察指導業務

担当係長
【第４支援グループ】

事務 前橋　博行
・第４支援グループ統括業務
・生活保護査察指導業務

担当係長
【第４支援グループ】

事務 京極　令子 ・生活保護査察指導業務

担当係長
【第４支援グループ】

福祉 黒川　浩司 ・生活保護査察指導業務

担当係長
【第４支援グループ】

事務 堀　文恵 ・生活保護査察指導業務

担当係長
【第１支援グループ】

事務 飯島　武志 ・自立支援業務

担当係長
【第１支援グループ】

事務 佐藤　邦子 ・自立支援業務

担当係長
【第１支援グループ】

事務 倉持　一行 ・自立支援業務

担当係長
【第１支援グループ】

事務 山田　規予子 ・自立支援業務

担当係長
【第１支援グループ】

事務 山田　浩 ・生活保護受付面接業務

担当係長
【第１支援グループ】

事務 松本　敏幸 ・生活保護受付面接業務

担当係長
【第１支援グループ】

事務 丸山　忍 ・生活保護受付面接業務

担当係長
【第１支援グループ】

事務 津田　敬士 ・生活保護受付面接業務

担当係長
【第１支援グループ】

福祉 鞍馬　由実 ・生活保護受付面接業務

生活支援課（職員数96人）
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生活支援調整担当課長 事務 玉井　英男
１　生活保護に関する業務の総括
２　課内組織管理の総括
　　（担当：第１支援　庶務・経理・ 第２支援　）

担当係長
【第１支援グループ】

事務 塩田　隆一
・第１支援グループ業務
・文書主任業務

担当係長
【第１支援グループ】

事務 山岸　広秀 ・経理業務

担当係長
【第１支援グループ】

事務 久保　雅史 ・医療業務

担当係長
【第１支援グループ】

事務 中村　秀雄 ・適正化業務

担当係長
【第２支援グループ】

福祉 高下　浩子
・第２支援グループ統括業務
・生活保護査察指導業務

担当係長
【第２支援グループ】

事務 池田　正夫 ・生活保護査察指導業務

担当係長
【第２支援グループ】

事務 大谷　恵美 ・生活保護査察指導業務

担当係長
【第２支援グループ】

事務 越智　信幸 ・生活保護査察指導業務

補職 職種 氏名 事務分担

加美出張所長 事務 南　壯一郎
１　出張所担当所管業務の総括
２　出張所内組織管理業務の総括

担当係長 事務 横山　敬子

・出張所の文書及び物品の管理業務
・各種相談、広報業務
・国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療
　保険料収納業務
・市税の収納、税証明業務
・就学業務
・住民票、戸籍、印鑑証明の諸証明発行
・住民基本台帳業務
・戸籍の届出業務
・印鑑登録業務
・国民健康保険、後期高齢保険業務
・国民年金、児童手当、敬老優待乗車証業務
・こどもすこやか医療助成業務

加美出張所（職員数2人）
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保 健 福 祉 課 (支援グループ) (受付面接グループ)

窓 口 サ ー ビ ス 課 (住民登録グループ) (戸籍グループ)

(保険年金　管理グループ) (保険年金　保険グループ)

西 成 区 役 所

総 務 課

市 民 協 働 課 (市民協働グループ) (防災防犯グループ）

保 健 福 祉 セ ン タ ー
＊保健福祉センター所長（副区長）を補助する組織として保健福祉
課を充てています。

(地域環境整備グループ）地 域 環 境 整 備 室

(自立支援グループ)
(生活困窮者自立支援グ
ループ)

(１グループ) (６グループ)

(７グループ) (８グループ)

(９グループ) (１０グループ)

(１１グループ) (１２グループ)

(１３グループ) (１４グループ)

(１５グループ) (１６グループ)

(適正化グループ) (分館庶務グループ)

(分館受付面接グループ) (分館１グループ)

（結核対策グループ） （事業調整グループ）

(分館２グループ) (分館３グループ)

(地域福祉グループ) (介護保険グループ)

（こども・教育支援グループ） （子育て支援グループ）

（地域保健グループ） (地域保健活動グループ)

179



西成区役所

 
補職 職種 氏名

区長 事務 横関　稔
※　区長は、区シティ・マネージャー、区担当教育次
長を兼ねる。

副区長
＜地域環境整備室長兼務＞

事務 出海　健次

地域環境整備室長（兼）
＜副区長兼務＞

事務 出海　健次

補職 職種 氏名 事務分担

保健福祉担当部長 福祉 岸　　　弥

１　区保健福祉センターの管理運営における指導、指
示および管理、統括
２　その他特命による連絡調整
３　地域環境整備に係る業務

補職 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 柴生　謙一
１　総務課所管業務の総括
２　区内組織管理業務の総括
３　他の課の主管に属しない業務

職員担当課長代理 事務 鶴見　真由美
・職員人事、勤務条件、人材育成
・総務課長業務の補佐

区会計管理者 事務 白石　純子 ・区会計管理業務

担当係長 事務 堀　俊一
・総務課事務の総括
・他の課の主管に属しない業務

担当係長 事務 松前　賢太郎
・区における予算、決算及び物品
・庁舎の維持管理

担当係長 事務 西川　祐介 ・区選挙管理委員会業務

総合企画担当課長 事務 安井　伸也

・総合企画業務の総括
・西成特区構想（企画調整）
・区政会議
・地域環境整備に係る業務

広聴広報担当課長代理 事務 平野　皆子
・広聴広報業務
・各種統計調査
・総合企画担当課長業務の補佐

担当係長 事務 小林　弘明
・区政改革
・区政会議
・西成特区構想（企画調整）

担当係長 事務 森田　崇 ・各種統計調査

担当係長 事務 小林　恵 ・広報業務

西成区役所（職員数４５０人）

総務課（職員数２３人）
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担当係長 事務 野村　佳代
・広聴業務
・市民の各種相談

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

市民協働課長 事務 柿原　弘朗

１　市民協働課所管業務の総括
２　課内組織管理の総括
３　地域活動協議会関係
４　区役所附設会館の管理運営
５　地域担当制の総括
６　コミュニテイの育成
７　社会教育、生涯学習及び人権施策の推進

資産活用担当課長代理
＜保健福祉課環境整備担当課
長代理兼務＞

土木 小池　和義

・市民協働課長の補佐
・密集市街地整備の事業推進、連絡調整
・区内の未利用地、施設等の活用検討
・市保有財産の管理
・緑化推進

地域支援担当課長 建築 中坊　雅信

１　地域環境整備に係る業務
２　特区構想(あいりん地域に関すること）
３　安全対策拠点整備
４　地域の防犯対策及び安全対策
５　放置自転車対策
６　関係局連絡調整
７　交通安全啓発

防災・防犯担当課長代理
＜保健福祉課環境整備担当課
長代理兼務＞

事務 苅谷　知佐子

・地域支援担当課長の補佐
・地域防災活動支援
・災害時要援護者支援検討
・防災及び災害救助
・空家対策

担当係長
【市民協働グループ】

事務 鼓　英治

・市民協働課の庶務業務
・区役所附設会館の管理・運営関係事務
・保有財産の管理（廃校関係含む）
・区シティーマネージャー関係
・区民ギャラリー運営事務
・区内の未利用地、施設等の活用検討
・種から育てる花づくり事業

担当係長
【市民協働グループ】

事務 山森　友和

・地域担当制の総括
・地域活動協議会関係
・新たな地域コミュニテイー支援事業
・まちづくり活動支援
・地域集会施設等関係事務
・児童遊園
・地縁による団体の許認可等
・校庭の芝生化事業
・共同募金会委嘱事務

担当係長
【市民協働グループ】 社教 辻　啓之

・生涯学習関連事業
・学校体育施設開放事務
・遺族援護事務
・イメージアップ・タウン誌事業
・ボランテイア、ＮＰＯ等支援
・成人の日記念のつどい

市民協働課（職員数３２人）
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担当係長
【市民協働グループ】

事務 松山　将之

・人権情報の収集、発信
・人権相談、人権課題の市民及び企業啓発事業
・未来わがまち推進会議
・社会を明るくする運動推進委員会
・コミュニテイ育成事業
・市民活動団体等の公益活動の連携、支援
・交通安全

担当係長
【防災防犯グループ】

事務 木内　剛

・防災及び災害救助
・国民保護計画関係事務
・地域の自主防災活動支援
・密集市街地整備の事業推進
・老朽危険家屋の対応
・空家対策

担当係長
【防災防犯グループ】
＜保健福祉課担当係長兼務＞

事務 村上　充恭

・子ども安全対策
・放置自転車対策
・あいりん地域環境整備関係事業
・防犯活動支援
・街路防犯灯
・防犯カメラ

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

窓口サービス課長 事務 小田　敏郎

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

窓口サービス改善担当課長代
理

事務 小栁　まゆ美

・窓口サービス課長の補佐
・窓口事務の改善計画の推進
・戸籍業務
・住民基本台帳業務
・民間委託業者との連絡調整業務

担当係長
【住民登録グループ】

事務 桝田　友宏

・住民登録グループ担当事務の総括
・電子署名に係る認証業務
・手数料等の調定及び収納管理業務
・民間委託業者との連絡調整業務
・窓口事務の改善計画の推進

担当係長
【住民登録グループ】

事務 梅本　昌也

・住居表示業務
・税証明発行業務
・市税の収納業務
・自動車臨時運行許可業務

担当係長
【住民登録グループ】

事務 藤戸　泉
・特別永住者証明書業務
・特別永住許可業務
・就学業務

担当係長
【戸籍グループ】

事務 武部　恭彦
・戸籍グループ担当事務の総括
・民間委託業者との連絡調整業務

保険年金担当課長 事務 谷川　浩一

１　保険年金管理グループ及び保険年金保険グルー
プ所管業務の総括
２　保険年金管理グループ及び保険年金保険グルー
プ内組織管理の総括
３　国民健康保険業務
４　国民年金業務
５　後期高齢者医療保険業務

窓口サービス課（職員数４９人）
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徴収担当課長代理 事務 西　哲夫

・保険年金担当課長の補佐
・保険年金管理グループ及び保険年金保険グループ
の係長及び係員の指揮監督
・国民健康保険、後期高齢者医療保険の保険料徴収
の指揮監督

担当係長
【保険年金　管理グループ】

事務 植山　和朗 ・保険年金管理グループ担当事務の総括

担当係長
【保険年金　管理グループ】

事務 木田　千恵
・高額滞納世帯の整理
・保険料収納事務の企画及び運営
・滞納処分

担当係長
【保険年金　管理グループ】

事務 平山　剛
・資格証明書交付にかかる被保険者証の返還処分等
・短期有効期限の被保険者証

担当係長
【保険年金　保険グループ】

事務 西川　志保
・保険年金保険グループ担当事務の総括
・後期高齢者医療保険

担当係長
【保険年金　保険グループ】

事務 塚口　大輔 ・国民健康保険給付

担当係長
【保険年金　保険グループ】

事務 吉中　弘美 ・国民年金

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

保健福祉課長 事務 松本　孝博

１　支援グループ、受付面接グループ、自立支援グ
ループ、生活困窮者自立支援グループ所管業務にお
ける総括
２　課内組織管理の総括

生活支援担当課長代理 事務 西浦　巨司
・支援グループ、受付面接グループ、自立支援グルー
プ、生活困窮者自立支援グループ所管業務

担当係長
【支援グループ】

事務 高橋　良尚
・支援グループ、受付面接グループ、自立支援グルー
プ、生活困窮者自立支援グループ担当事務の総括

担当係長
【支援グループ】

事務 近藤　直子

・企画調整事務
・地域福祉アクションプラン推進業務
・単身高齢保護受給者の社会的つながりづくり事業に
関する業務

担当係長
【支援グループ】

事務 田積　宣尚
・民生委員及び児童委員関係業務
・緊急援護資金等の貸付

担当係長
【支援グループ】

事務 永岡　久直 ・生活保護関連業務における経理事務

担当係長
【支援グループ】

事務 小林　奈穂実 ・生活保護関連業務における経理事務

担当係長
【支援グループ】

事務 竹田　信行 ・生活保護関連業務における医療事務

担当係長
【支援グループ】

事務 奥野　昭 ・生活保護関連業務における医療事務

保健福祉課（職員数３４３人）
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担当係長
【受付面接グループ】

事務 姫野　知子
・生活保護の受付面接における総括
・新規受付処理の査察指導

担当係長
【受付面接グループ】

事務 中野　麻紀
・生活保護の受付面接業務
・民連関係貸付金業務の一部の相談

担当係長
【受付面接グループ】

事務 宮本　正夫
・生活保護の受付面接業務
・民連関係貸付金業務の一部の相談

担当係長
【受付面接グループ】

事務 寺戸　正弘
・生活保護の受付面接業務
・民連関係貸付金業務の一部の相談

担当係長
【受付面接グループ】

事務 本村　衛
・生活保護の受付面接業務
・民連関係貸付金業務の一部の相談

担当係長
【受付面接グループ】

事務 渡部　剛
・生活保護の受付面接業務
・民連関係貸付金業務の一部の相談

担当係長
【受付面接グループ】

事務 池田　義則
・生活保護の受付面接業務
・民連関係貸付金業務の一部の相談

担当係長
【受付面接グループ】

事務 十林　貴子
・生活保護の受付面接業務
・民連関係貸付金業務の一部の相談

担当係長
【自立支援グループ】

事務 吉川　憲一 ・生活保護受給者の自立・就労支援における総括

担当係長
【自立支援グループ】

事務 高瀬　勝己 ・生活保護受給者の自立・就労支援

担当係長
【自立支援グループ】

事務 小林　育代 ・生活保護受給者の自立・就労支援

担当係長
【自立支援グループ】

事務 海老原　武史 ・生活保護受給者の自立・就労支援

担当係長
【自立支援グループ】

事務 邑上　千賀子 ・生活保護受給者の自立・就労支援

担当係長
【生活困窮者自立支援グルー
プ】

事務 中山　恵美子
・生活困窮者自立支援法に関する業務
・子どもアシスト事業に関する業務

事業調整担当課長 事務 上堀内　要一
１　あいりん地域に関する事業調整業務
２　特区構想（あいりん地域に関すること）
３　地域環境整備に係る業務

事業調整担当課長代理 事務 室田　英樹
・あいりん地域に関する事業調整業務
・特区構想（あいりん地域に関すること）
・地域環境整備に係る業務の補佐

担当係長
【事業調整グループ】

事務 狩谷　健三

・保健福祉課に関する事業調整業務及び担当事務の
総括
・特区構想（保健福祉課に関すること）
・地域環境整備に係る企画・立案・連絡調整業務

担当係長
【事業調整グループ】

事務 四之宮　宗明
・保健福祉課に関する事業調整業務
・特区構想（保健福祉課に関すること）
・地域環境整備に係る企画・立案・連絡調整業務

環境整備担当課長代理（兼）
＜市民協働課防災・防犯担当課
長代理兼務＞

事務 苅谷　知佐子 ・地域環境整備に係る業務の補佐
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環境整備担当課長代理（兼）
＜市民協働課資産活用担当課
長代理兼務＞

土木 小池　和義 ・地域環境整備に係る業務の補佐

担当係長
【地域環境整備グループ】（兼）
＜市民協働課担当係長【防災防
犯グループ】兼務＞

事務 村上　充恭 ・地域環境整備に係る企画・立案・連絡調整業務

生活援助担当課長 事務 鳥岩　俊男
１　生活援助各グループ（１、７、１５Gを除く）及び適正
化グループの所管業務における総括

福祉援助担当課長 事務 中島　義恭
１　１、７、１５グループの所管業務における総括
２　その他特命による連絡調整

生活援助担当課長代理 福祉 加畑　久子 ・１２、１３グループの所管業務

生活援助担当課長代理 事務 阪本　純司 ・８、９、１４グループの所管業務

生活援助担当課長代理 事務 西村　康 ・６、１０、１１グループの所管業務

担当係長
【１グループ】

事務 冨士　公宏 ・1グループ査察指導および現業事務の総括

担当係長
【１グループ】

事務 山下　貴子 ・グループ査察指導

担当係長
【６グループ】

事務 藤原　俊成 ・６グループ査察指導および現業事務の総括

担当係長
【６グループ】

事務 谷田　ゆかり ・グループ査察指導

担当係長
【７グループ】

事務 中馬　泰葉 ・７グループ査察指導および現業事務の総括

担当係長
【７グループ】

事務 井戸本　修永 ・グループ査察指導

担当係長
【８グループ】

事務 横山　清子 ・８グループ査察指導および現業事務の総括

担当係長
【８グループ】

事務 新田　小百合 ・グループ査察指導

担当係長
【９グループ】

事務 川戸　寿子 ・９グループ査察指導および現業事務の総括

担当係長
【９グループ】

福祉 吉村　伸志 ・グループ査察指導

担当係長
【１０グループ】

事務 八木　勝 ・１０グループ査察指導および現業事務の総括
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担当係長
【１０グループ】

事務 雪岡　誉宣 ・グループ査察指導

担当係長
【１０グループ】

事務 日野　眞佐徳 ・生活保護事務(高齢)

担当係長
【１１グループ】

事務 吉川　昌也 ・１１グループ査察指導および現業事務の総括

担当係長
【１1グループ】

事務 藪上　良彦 ・グループ査察指導

担当係長
【１２グループ】

事務 大野　寛勝 ・１２グループ査察指導および現業事務の総括

担当係長
【１２グループ】

事務 岸　幸恵 ・グループ査察指導

担当係長
【１３グループ】

事務 新田　緑 ・１３グループ査察指導および現業事務の総括

担当係長
【１３グループ】

事務 毛利　仁史 ・グループ査察指導

担当係長
【１４グループ】

事務 樫本　昌也 ・１４グループ査察指導および現業事務の総括

担当係長
【１４グループ】

事務 山本　茂美 ・グループ査察指導

担当係長
【１５グループ】

事務 桜田　淳司 ・１５グループ査察指導および現業事務の総括

担当係長
【１５グループ】

事務 浅井　壽夫 ・グループ査察指導

担当係長
【１６グループ】

事務 山添　通 ・１６グループ査察指導および現業事務の総括

担当係長
【適正化グループ】

事務 中本　孝典
・生活保護の適正化に関すること及び担当事務の総
括

担当係長
【適正化グループ】

事務 加藤　玲子 ・生活保護の適正化に関すること

担当係長
【適正化グループ】

事務 大河内　俊哉 ・生活保護における医療扶助の適正化に関すること

分館担当課長 事務 中島　典昭
１　分館庶務、分館受面、分館１～３グループの所管
業務における総括

生活援助担当課長代理 事務 谷本　良司 ・分館１～３グループの所管業務

担当係長
【分館庶務グループ】

事務 久保田　宜永 ・分館における事務の総括
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担当係長
【分館庶務グループ】

事務 松浦　克之 ・区の生活保護業務と分館業務に関する連絡調整

担当係長
【分館受付面接グループ】

事務 田中　太一
・生活保護の受付面接業務および分館内の受付面接
業務における総括
・民連関係貸付金業務の一部の相談

担当係長
【分館受付面接グループ】

事務 窪谷　正明
・生活保護の受付面接業務
・民連関係貸付金業務の一部の相談

担当係長
【分館受付面接グループ】

事務 清水　隆次
・生活保護の受付面接業務
・民連関係貸付金業務の一部の相談

担当係長
【分館受付面接グループ】

事務 松村　勝美
・生活保護の受付面接業務
・民連関係貸付金業務の一部の相談

担当係長
【分館受付面接グループ】

事務 坂元　真次
・生活保護の受付面接業務
・民連関係貸付金業務の一部の相談

担当係長
【分館受付面接グループ】

事務 平池　幸雄
・生活保護の受付面接業務
・民連関係貸付金業務の一部の相談

担当係長
【分館１グループ】

事務 峯　功一 ・分館１グループ査察指導および現業事務の総括

担当係長
【分館１グループ】

事務 吉本　初美 ・グループ査察指導

担当係長
【分館１グループ】

事務 沖原　健次 ・生活保護事務(高齢)

担当係長
【分館２グループ】

事務 山田　敏明 ・分館２グループ査察指導および現業事務の総括

担当係長
【分館２グループ】

事務 塚本　潤 ・グループ査察指導

担当係長
【分館２グループ】

事務 山本　恵子 ・生活保護事務(高齢)

担当係長
【分館３グループ】

事務 北村　安証 ・分館３グループ査察指導および現業事務の総括

担当係長
【分館３グループ】

事務 坂井　孝司 ・グループ査察指導

福祉担当課長 事務 森　惠美子

１　地域福祉グループ及び介護保険グループ所管業
務の総括
２　地域福祉グループ及び介護保険グループ内組織
管理の総括
３　障がい者、高齢者福祉関係
４　介護保険業務

福祉担当課長代理 事務 小化　　覚

・福祉担当課長の補佐
・地域保健・福祉推進に係る総合的企画調整
・介護保険業務
・障がい者・高齢者福祉関係
・総合相談窓口

担当係長
【地域福祉グループ】

事務 和田　栄治

・地域福祉グループ及び介護保険グループ事務の総
括
・地域支援システム
・総合相談窓口
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担当係長
【地域福祉グループ】

事務 今井　勝美

・高齢者福祉
・地域支援システム
・成年後見制度
・総合相談窓口

担当係長
【地域福祉グループ】

保健 友田　桐子
・高齢者・障がい者福祉連絡調整
・地域包括支援センター調整
・高齢者支援ネットワーク

担当係長
【地域福祉グループ】

事務 森　全代
・身体障がい者福祉
・総合相談窓口

担当係長
【地域福祉グループ】

福祉 石濱　愼弥

・障がい福祉サービス
・知的障がい者福祉
・成年後見制度
・総合相談窓口

担当係長
【介護保険グループ】

事務 坂本 龍一
・介護保険グループ担当事務の総括
・総合相談窓口

担当係長
【介護保険グループ】

事務 中野　真吾
・介護保険の賦課・収納
・総合相談窓口

担当係長
【介護保険グループ】

事務 松永　眞奈美
・介護保険の資格・認定
・総合相談窓口

担当係長
【介護保険グループ】

事務 川渕　麻美
・介護保険の給付
・総合相談窓口

子育て支援担当課長
＜教育委員会事務局総務部西
成区教育担当課長兼務＞

事務 楯川　晃史

１　こども・教育支援グループ、子育て支援グループの
所管業務の総括
２　こども・教育支援グループ、子育て支援グループ内
組織管理の総括
３　特区構想事業の推進（教育、子育てに関すること）
４　児童福祉、ひとり親家庭支援関係
５　ＤＶ施策
６　青少年健全育成業務
７　分権型教育行政に関する業務

子育て支援担当課長代理 事務 木岡　　剛

・子育て支援担当課長の補佐
・地域保健・福祉推進に係る総合的企画調整
・子育て支援・児童福祉関係
・総合相談窓口

こども・教育支援担当課長代理
＜教育委員会事務局総務部教
育政策課西成区教育担当課長
代理兼務＞

事務 宇野　新之祐

・子育て支援担当課長の補佐
・特区構想事業の推進（教育、子育てに関すること）
・青少年健全育成業務
・分権型教育行政に関する業務

担当係長
【こども・教育支援グループ】

事務 佐野　さとみ

・こども・教育支援グループ、子育て支援グループ事
務の総括
・特区こども施策関連事業
・学校園、青少年健全育成業務
・総合相談窓口

担当係長
＜教育委員会事務局総務部教
員政策課担当係長（西成区）兼
務＞
【こども・教育支援グループ】

事務 亀田　佳明
・学校園関連業務
・分権型教育行政に関する業務
・総合相談窓口
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担当係長
【子育て支援グループ】

事務 竹田　知世

・児童虐待防止関連業務
・子育て支援行政関連業務
・入院・助産関係
・総合相談窓口

担当係長
【子育て支援グループ】

保育 北西　佳代
・児童虐待防止関連業務
・子育て支援行政関連業務
・総合相談窓口

担当係長
【子育て支援グループ】

事務 藤澤　弘幸

・ひとり親家庭支援
・（特別）児童扶養手当
・母子・寡婦福祉貸付
・児童手当
・医療助成
・保育行政関連業務
・総合相談窓口

保健担当課長 事務 南　正彦

１　地域保健グループ及び地域保健活動グループ所
管業務の総括
２　地域における各種保健事業
３　地域における健康危機管理事業

医務主幹(兼)
<保健所南部保健医療監兼務>

医師 吉田　英樹
１　医師業務
２　医学的指導業務

保健主幹兼担当係長 保健 高橋　育美
１　地域保健活動の総括(専)
２　保健師業務(専)

保健副主幹 保健 高岡　啓子 ・精神保健福祉業務(専)

感染症対策担当課長代理 事務 三代　満 ・感染症対策業務

担当係長
【地域保健グループ】

事務 關屋　徹

・地域保健グループ及び地域保健活動グループ担当
事務の総括
・広報事務
・健康づくり事業

担当係長
【地域保健グループ】

事務 奥村　貴人
・障害者福祉(精神)事務
・母子保健事業
・健康づくり事業

担当係長
【地域保健グループ】

事務 小川　さゆり

・医療法関係事務
・感染症予防事業
・保健予防事業
・公害健康被害補償事務

担当係長
【地域保健グループ】

栄養 北野　生馬 ・栄養指導業務

担当係長
【地域保健グループ】

薬剤 西村　直己

・環境衛生相談業務
・食品衛生相談業務
・環境保全相談業務
・狂犬病・動物愛護業務

担当係長
【地域保健活動グループ】

保健 織屋　智子 ・保健指導業務

担当係長
【地域保健活動グループ】

保健 北村　綾 ・保健指導業務

担当係長
【地域保健活動グループ】

保健 櫻井　美佐恵 ・精神保健福祉業務
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担当係長
【結核対策グループ】

事務 山下　英太郎 ・結核対策業務

担当係長
【結核対策グループ】

事務 小西　直美 ・結核対策業務

担当係長
【結核対策グループ】

医療
技術

大津　崇 ・結核対策業務

担当係長
【結核対策グループ】

保健 堂本　香代子 ・結核対策業務

担当係長
【結核対策グループ】

保健 山森　晶子 ・結核対策業務
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