
副首都推進局

副 首 都 推 進 局

総務・調整担当

副首都推進担当
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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 本屋　和宏

補職 職種 氏名 事務分担
理事
〈総務・調整担当部長
兼務〉

事務 高橋　由佳
１　副首都化及び府市連携に係る調査、企画
及び総合調整

理事
〈副首都推進担当部長
兼務〉

事務 川平　眞善
１　副首都化及び府市連携の戦略・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・調整担当部長
（兼）
〈理事兼務〉

事務 高橋　由佳

総務・調整担当部長 事務 榎下　朋浩

補職 職種 氏名 事務分担

総務担当課長 事務 橋本　浩典

総務担当課長 事務 近藤　未生

総務担当課長代理 事務 平芳　幸子

総務担当課長代理 事務 大塚　伸

担当係長 事務 金田　有司
・局の広聴・広報、報道
・局の事務改善

担当係長 事務 河奥　匡

・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

担当係長 事務 小島　崇史
・局業務の全体調整
・局の情報公開
・局の事務改善

担当係長 事務 米谷　隆平 ・局の計理・契約・財産・備品

副首都推進局（職員数43人）

総務・調整担当（職員数23人）

１　局の総務
２　府市連携・一体的な行政運営の枠組み等
の検討及び調整

１　局の文書、人事、予算、決算及び物品調
達の進行管理
２　局業務の全体調整

・局の文書、人事、予算、決算及び物品調達
の進行管理
・局業務の全体調整
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副首都推進局

担当係長 事務 鎌谷　泰州
・局の広聴・広報、報道
・局の計理・契約・財産・備品

広域行政調整担当課長 事務 志村　和哉

広域行政調整担当課長 事務 近藤　健司

広域行政調整担当課長 事務 田中　孝尚

広域行政調整担当課長
代理

事務 伊藤　くみか

広域行政調整担当課長
代理

事務 藤田　弓子

広域行政調整担当課長
代理

事務 山道　寛臣

広域行政調整担当課長
代理

土木 辻　寿恵

担当係長
<保健所感染症対策課担
当係長兼務>

事務 北江　孝

担当係長 土木 岡本　歩

補職 職種 氏名 事務分担
副首都推進担当部長
（兼）
〈理事兼務〉

事務 川平　眞善

副首都推進担当部長 事務 山下　研一郎

補職 職種 氏名 事務分担

副首都企画担当課長 事務 溝淵　正

副首都企画担当課長 事務 鴨田　悦史

副首都企画担当課長 事務 川本　貴政

１　府市連携・一体的な行政運営の枠組み等
の検討及び調整
２　副首都推進本部（大阪府市）会議運営

・府市連携・一体的な行政運営の枠組み等の
検討及び調整
・副首都推進本部（大阪府市）会議運営

・府市連携・一体的な行政運営の枠組み等の
検討及び調整
・副首都推進本部（大阪府市）会議運営

副首都推進担当(職員数17人）

１　府市連携による都市機能強化の推進に係
る検討及び調整
２　副首都ビジョンの総合調整
３　府市統合案件に係る庁内調整
４　副首都推進本部会議運営
５　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
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副首都推進局

副首都企画担当課長代
理

事務 今西　麻之

副首都企画担当課長代
理

事務 西山　清

副首都企画担当課長代
理

事務 澤田　由美子

副参事 事務 德田　順子

担当係長 事務 岸良　将史

担当係長 事務 岩槻　央子

担当係長 事務 米澤　育民

事業再編担当課長 事務 千田　豊

事業再編担当課長 事務 中野　元亮

事業再編担当課長代理 事務 松本　哲弥

事業再編担当課長代理 事務 安田　智彦

担当係長 事務 岩間　真樹

担当係長 事務 池田　実央

・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

・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

・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
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市政改革室

市 政 改 革 室

行政改革担当

改革推進担当
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市政改革室

市政改革室（職員数33人）

補職 職種 氏名

室長 事務 花田　公絵

行政改革担当（職員数22人）

補職 職種 氏名 事務分担

補職 職種 氏名 事務分担

事務 伊東　重樹

牛尾　弘道

事務

事務 小森　類之

山本　茂昭

担当係長

岡村　祐子

・ 市政改革プラン3.0の全体進捗管理及び情報発信
・ 運営方針を通じたPDCAサイクルの推進
・ 市政改革に関する啓発
・ 横断的課題

事務

事務

・ 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事業検討会議の運営、所管局との連絡調整
・ PFI事業に関する全体進捗管理
・ PPP/PFI手法導入優先的検討規程の運用
・ 横断的課題

行政改革担当部長 事務 大下　一志

阿迦井　崇二事務

担当係長
・ 室内業務の全体調整
・ 庶務（室総括、人事、文書　等）
・ 横断的課題

1 室内業務の全体調整
2 市政改革プラン3.0の全体進捗管理、情報発信
3 官民連携の推進に係る全体進捗管理
4 施策・事業の見直し
5 マネジメント改革の推進
6 業務改革の推進、問題解決手法の活用促進
7 横断的課題

官民連携担当課長

小垰　裕志
1 室内業務の全体調整
2 市会、渉外
3 横断的課題

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事業検討会議の運営、所管局との連絡調整
4 PFI事業に関する全体進捗管理
5 PPP/PFI手法導入優先的検討規程の運用
6 横断的課題

事務 鉄野　弘幸

改革プラン推進担当課長代
理

改革プラン推進担当課長

担当係長

1 市政改革プラン3.0の全体進捗管理及び情報発信
2 運営方針を通じたPDCAサイクルの推進
3 市政改革に関する啓発
4 横断的課題

担当係長

事務 小林　元彦

事務 白石　香織

事務総務担当課長

担当係長
・ 庶務（契約、厚生、災害対策　等）
・ 横断的課題

・ 庶務（市会、計理、給与　等）
・ 横断的課題

・ 市政改革プラン3.0の全体進捗管理及び情報発信
・ 運営方針を通じたPDCAサイクルの推進
・ 市政改革に関する啓発
・ 横断的課題

官民連携担当課長代理

・ 市政改革プラン3.0の全体進捗管理及び情報発信
・ 運営方針を通じたPDCAサイクルの推進
・ 市政改革に関する啓発
・ 横断的課題
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市政改革室

改革推進担当（職員数11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 小倉　麻依

・ 大規模事業に係るリスクの統括的な管理
・ 財務リスク管理の総括
・ 建設事業評価
・ 特定団体の再建監理
・ 横断的課題

吉田　幸次

事務

・ 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事業検討会議の運営、所管局との連絡調整
・ PFI事業に関する全体進捗管理
・ PPP/PFI手法導入優先的検討規程の運用
・ 横断的課題

土木 野口　浩

大規模事業リスク担当課長

事務

担当係長

原田　理絵

1 大規模事業に係るリスクの統括的な管理
2 財務リスク管理の総括
3 建設事業評価
4 特定団体の再建監理
5 横断的課題

・ 大規模事業に係るリスクの統括的な管理
・ 財務リスク管理の総括
・ 建設事業評価
・ 特定団体の再建監理
・ 横断的課題

1 大規模事業に係るリスクの統括的な管理
2 持続可能な施設マネジメントの推進、資産流動化PT（施設チーム）
3 横断的課題

土木 吉田　博

岸田　詠美子

事務

・ 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事業検討会議の運営、所管局との連絡調整
・ PFI事業に関する全体進捗管理
・ PPP/PFI手法導入優先的検討規程の運用
・ 横断的課題

担当係長

担当係長

改革推進担当部長

担当係長

・ 大規模事業に係るリスクの統括的な管理
・ 財務リスク管理の総括
・ 建設事業評価
・ 特定団体の再建監理
・ 横断的課題

担当係長 土木 小沢　徹也

マネジメント改革担当課長 事務 北風　敏幸

1 業務改革の推進
2 施策・事業の見直し
3 市民利用施設にかかる手続きの利便性向上
4 ５Ｓ・標準化・改善の推進
5 問題解決力の向上
6 横断的課題

・業務改革の推進
・施策・事業の見直し
・市民利用施設にかかる手続きの利便性向上
・５Ｓ・標準化・改善の推進
・問題解決手法の活用促進
・横断的課題

マネジメント改革担当課長代
理

事務 山本　貴之

・施策・事業の見直し
・市民利用施設にかかる手続きの利便性向上
・５Ｓ・標準化・改善の推進
・横断的課題

事務 吉國　誠治

担当係長 事務 植田　修子
・業務改革の推進
・問題解決手法の活用促進
・横断的課題
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市政改革室

施設経営戦略担当課長代理 事務

施設経営戦略担当課長 建築 川上　雅之
1 持続可能な施設マネジメントの推進
2 横断的課題

担当係長 土木 平家　靖大
・ 持続可能な施設マネジメントの推進
・ 横断的課題

井手　祥三
・ 持続可能な施設マネジメントの推進
・ 横断的課題

担当係長 建築 樋口　増平
・ 持続可能な施設マネジメントの推進
・ 横断的課題
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ICT戦略室

Ｉ Ｃ Ｔ 戦 略 室

企 画 担 当

基 盤 担 当

スマートシティ推進担当

（企画グループ）（総務グループ）
（デジタル化推進グループ）
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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 鶴見　一裕

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 大田　幸子
1 ICT戦略の全体総括
2 ICT企画及び活用推進業務の全体管理
3 情報セキュリティ対策

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

企画担当課長 事務 花森　将彦

1 ICT戦略の全体統括
2 マイナンバー制度に係る企画・連絡調整
3 ＩCＴ人材育成
4 ＩCＴ活用に係る各所属支援の統括

企画担当課長代理 事務 末本　和広

・ICT戦略の全体統括
・マイナンバー制度に係る企画・連絡調整
・情報セキュリティ対策
・ICT人材育成

担当係長
【企画グループ】

事務 山本　早紀

・ICT戦略の全体統括
・室の運営方針等
・室におけるＩＣＴ戦略の推進及びＩＣＴ利活用
・国・大阪府等との連絡調整
・マイナンバー制度に係る企画・連絡調整
・企画グループ内の庶務
・その他特命事項

担当係長
【企画グループ】

電気 廣嶋　健人

・情報セキュリティ対策
・情報セキュリティ研修
・ICT人材育成の企画及び全体調整
・職員のICT研修の企画、調整及び支援

企画担当課長代理 事務 中村　裕之
・システム刷新計画の策定
・標準準拠システム（17業務）移行
・ICT活用に係る各所属支援の統括

担当係長
【企画グループ】

事務 浦田　諒

・システム刷新計画（17業務を含む全業務シス
テムの移行・刷新に係る全体計画）の策定
・標準準拠システム（17業務）移行にかかる全体
調整

ＩＣＴ戦略室（職員数86人）

企画担当（職員数41人）
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ICT戦略室

担当係長
【企画グループ】

事務 藤井　幾子
・規程、ガイドライン、要綱等の整備
・委託管理・プロジェクト管理に関する研修

担当係長
【企画グループ】

事務 西村　満
・ICT活用に係る所属支援の局担当総括
・連絡調整会議の開催
・ＩＣＴ関連予算の全体とりまとめ

総務担当課長 事務 井尻　久貴
・室の文書、人事、予算、決算及び物品調達の
進行管理
・室業務の進行管理及び事務改善

総務担当課長代理 事務 上塚　静香

・室の文書、人事、予算、決算及び物品調達の
進行管理
・室のコンプライアンス、内部統制
・室の情報公開、広聴広報、報道

担当係長
【総務グループ】

事務 宮本　雅弘

・室の人事、給与、人材育成、事務改善
・室の労働安全衛生、職場環境改善
・室の市会
・室の災害対策
・室のコンプライアンス、内部統制
・室の文書管理、法務事務
・室の情報公開、広聴広報、報道
・室及び総務グループ内の庶務
・室の他の担当に属さないこと

担当係長
【総務グループ】

事務 財部　美和
・室の計理・契約・財産・備品
・室の監査

デジタル化推進担当
課長

事務 西畑　彰人
1 行政DX推進に係る企画・連絡調整
2 ＩＣＴを活用した業務改革の推進
3 行政手続きのオンライン化の推進

デジタル化推進担当
課長代理

事務 大西　敏生
・行政DX推進に係る企画・連絡調整
・ＩＣＴを活用した業務改革の推進

担当係長
【デジタル化推進グ
ループ】

事務 高野　涼
・行政DX推進に係る企画・連絡調整
・ＩＣＴを活用した業務改革の推進
・デジタル化推進グループ内の庶務

担当係長
【デジタル化推進グ
ループ】

事務 藤原　香菜子
・DX事例の情報発信・情報共有
・DX人材育成
・ICTを活用した情報発信力の強化

担当係長
【デジタル化推進グ
ループ】

事務 向井　哲也
・ICTソリューション実装に係る企画
・場所にとらわれない働き方の推進
・スマートe-会議の推進
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ICT戦略室

デジタル化推進担当
課長代理

事務 西川　肇 ・行政手続きのオンライン化の推進

担当係長
【デジタル化推進グ
ループ】

事務 平尾　安紗美 ・行政手続きのオンライン化の推進

担当係長
【デジタル化推進グ
ループ】

事務 小西　来呼
・行政手続きのオンライン化に伴う業務改革の
推進

補職 職種 氏名 事務分担

基盤担当部長 電気 矢野　尚之 1 ICT基盤業務の全体管理

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

基盤担当課長 電気 西田　壮一

1 住民情報系基幹システムの運用に係る総合
調整
2 標準準拠システム移行に係る指導、支援
3 マイナンバー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の管理・運営

基盤担当課長代理 事務 阿部　正

・住民情報系基幹システムの運用に係る総合調
整
・ 標準準拠システム移行に係る指導、支援
・マイナンバー制度にかかる情報システムの整
備・運用
・中央情報処理センターの管理・運営

担当係長 事務 今村　崇

・基幹系システム統合基盤及びコンビニ交付シ
ステムの整備・運用
・マイナンバー制度に係る情報システムの整備・
運用
・住民情報系基幹システムの支援

担当係長 事務 大塚　寛之
・標準準拠システム移行に係る指導、支援
・標準準拠システム移行に伴う基幹系システム
統合基盤等のあり方に係る企画・検討

担当係長 事務 山本　佳介

・中央情報処理センターのあり方に係る企画・調
査
・中央情報処理センターの運用
・基盤担当の庶務

基盤担当(職員数32人)
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ICT戦略室

担当係長 事務 山村　真人

・庁内情報ネットワークおよびコミュニケーション
基盤の整備・運用
・公開系ネットワークおよびホームページシステ
ムの整備・運用
・基盤担当の計理

担当係長 電気 小川　真志郎
・業務系ネットワークの整備・運用
・LGWAN接続系ネットワークの整備・運用

基盤再編整備担当課
長

事務 大西　啓司 1 次期共通ＩＣＴ基盤の整備・運用

基盤再編整備担当課
長代理

電気 村山　秀明 ･ 次期共通ＩＣＴ基盤の整備・運用

担当係長 電気 野村　考史
・次期共通ＩＣＴ基盤の整備・運用（ネットワーク）
・中央情報処理センターの施設・設備の維持管
理・保全

担当係長 事務 板井　浩二 ・次期共通ＩＣＴ基盤の整備・運用（共通基盤）

担当係長 事務 大倉　信政
・次期共通ＩＣＴ基盤の整備・運用（共通クラウド
基盤）

基盤技術担当課長 電気 粟屋　透
1 基盤担当の技術的課題に係る検討・支援
2 ICT人材育成の支援

補職 職種 氏名 事務分担

スマートシティ推進担
当部長

事務 森山　文子 1 スマートシティ推進に係る全体総括

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

スマートシティ推進担
当課長

電気 土山　俊司 1 スマートシティ推進に係る総合調整

スマートシティ推進担
当課長代理

電気 豊島　義裕 ・スマートシティ推進に係る総合調整

担当係長 土木 鈴木　淳也 ・スマートシティ推進に係る企画調整

スマートシティ推進担当(職員数13人)
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ICT戦略室

スマートシティ推進担
当課長

土木 梅田　昌彦 1 スーパーシティ推進に係る総合調整

スマートシティ推進担
当課長代理

事務 藤堂　高士 ・スーパーシティ推進に係る総合調整

担当係長 事務 八谷　靖幸 ・スーパーシティ推進に係る連絡調整

スマートシティ推進担
当課長

事務 中道　忠和
1 スマートシティ施策（最先端ICT活用推進・
データ活用推進・オープンデータ）の総合調整

スマートシティ推進担
当課長代理

事務 松井　亮人
・スマートシティ施策（最先端ICT活用推進・デー
タ活用推進・オープンデータ）の総合調整

担当係長 事務 竹内　徹

・スマートシティ施策（最先端ICT活用推進）の企
画・調整
・スマートシティ推進担当の庶務
・その他特命事項

担当係長 事務 仙田　亮平
・スマートシティ施策（データ活用推進・オープン
データ）の企画・調整
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人事室

（人事グループ）（厚生グループ）

（給与グループ）（共済グループ）

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
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人事室

補職 職種 氏名

人事室長 事務 稲垣　尚

補職 職種 氏名

次長 事務 高井　俊一

補職 職種 氏名

医務監
＜医務主幹兼務＞

医師 出雲谷　恭子

補職 職種 氏名 事務分担

総務課長(兼）
<総務局行政部総務課
長兼務>

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

総務課長代理(兼）
<総務局行政部総務課
長代理兼務>

事務 堀田　隆明
・室の文書、人事、予算、決算及び物品調達
・室業務の進行管理及び事務改善

担当係長（兼）
<総務局行政部総務課
担当係長兼務>

事務 大迫　晋浩

・室業務の統括・進行管理
・室の人事、給与、福利厚生、労働安全衛生、
職場環境改善、人材育成・研修実施、労働組
合・職員団体、コンプライアンス、内部統制、災
害対策
・室及び課内の庶務（総括）
・その他懸案事項

担当係長（兼）
<総務局行政部総務課
担当係長兼務>

事務 田深　敦隆
・室の文書管理、法務事務、情報公開、広聴、
広報・報道、市会、運営方針等
・室におけるＩＣＴ戦略の推進及びＩＣＴ利活用

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

担当係長（兼）
<総務局行政部総務課
担当係長兼務>

事務 平田　倫久
・室の計理・契約・財産・備品、監査
・業務改善・表彰

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

人事課長 事務 米倉　康博
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 古井　恭子
・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

担当係長
【人事グループ】

事務 津田　雅史

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

担当係長
【人事グループ】

事務 武村　典子

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

担当係長
【人事グループ】

事務 宮脇　久美子

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

制度担当課長 事務 新海　立則

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

人事課長代理 事務 清水　威志

・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 畑中　佑美子

・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
・職員の昇格

人事課(職員数44人)
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人事室

担当係長
【人事グループ】

事務 大平　大跳
・人事評価制度
・労働組合、職員団体
・非正規職員

組織担当課長 事務 山口　秀岳
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 辻本　慶子
・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 北島　信幸

・職制
・専決
・その他組織管理
・第三者チーム、その他特命

担当係長
【人事グループ】

事務 久德　功
・職員の配置換
・定員管理、要員
・職員の採用制度

厚生担当課長
＜共済担当課長兼務
＞

事務 西本　優子
１　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 森　賀代
・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 松原　誠治
・厚生グループ内の庶務
・安全衛生管理
・福利厚生（児童手当、勤労者財産形成貯蓄）

担当係長
【厚生グループ】

事務 松永　英子
・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
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人事室

担当係長
【厚生グループ】

事務 中辻　宏幸
・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 三島　正己 ・職員相談

医務主幹（兼）
＜医務監兼務＞

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 西本　伊津美
・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 瀧川　忍
・職員の健康管理
・安全衛生管理

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

給与課長 事務 樋口　幸生
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 久保　達治
・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 福井　洋介
・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 川崎　泰弘 ・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 塩田　倫子 ・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 西本　優子
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 小林　靖子
・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 津波　知弘
・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 垣内　奈緒
・大阪市職員共済組合の事務（短期給付・保
健事業）

担当係長
【共済グループ】

保健 桝田　晴美 ・大阪市職員共済組合の事務（保健事業）

担当係長
【共済グループ】

事務 定兼　誠子 ・大阪市職員共済組合の事務（長期給付）

給与課(職員数38人)
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人事室

補職 職種 氏名 事務分担

管理課長 事務 宮本　昭一

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

管理課長代理 事務 蟻芝　潔

・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 宇都宮　絢子
・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 春木　敦

・給与支給関連事務
・通勤手当認定の集中処理
・所管事務に係る総務事務システム運用保守
業務

担当係長 事務 山本　友香

・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
・報酬事務（社会保険等を含む）の集中処理
・年末調整、所得税、住民税の集中処理
・所管事務に係る総務事務システム運用保守
業務

担当係長 事務 浅井　薫

・人事関連事務の集中処理
・福利厚生等事務の集中処理
・職員の退職手当・退隠料・児童手当等の支
払い
・所管事務に係る総務事務システム運用保守
業務

担当係長 事務 吉田　直也
・総務事務システムの運用管理
・管理課内のシステム基盤管理

担当係長 事務 吉井　香織

・総務事務システム運用保守支援（人事関連）
・総務事務システムの運用管理(共通機能・総
務事務センター関連）
・総務事務システム運用保守業務に係る業務
担当支援

管理課(職員数33人)
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人事室

補職 職種 氏名
職員人材開発センター
所長

事務 辻井　昭之

補職 職種 氏名 事務分担

企画・研修担当課長 事務 吉野　悦子
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 柳澤　成憲
・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 藤岡　敏行
・職員人材開発センターの庶務（総括）
・研修評価
・人権問題研修

担当係長
<保健所感染症対策課
担当係長兼務>

事務 大亀　匡司

・技能職員研修
・事業担当主事補研修
・キャリア研修（メンター制度含む）
・提案・改善制度
・自己啓発支援
・福祉職員研修
・資格等登録
・eラーニング

担当係長 事務 平田　佑美
・階層別研修（若年層・中堅層）
・大学通信教育講座・大学院受講支援
・ＯＪＴ支援

担当係長 事務 北浦　宏乃
・階層別研修（管理監督者層）
・専門研修
・派遣・委託研修

職員人材開発センター（職員数15人）
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都市交通局

鉄道ネットワーク企画担当

バスネットワーク企画担当

監 理 担 当

都 市 交 通 局

総 務 担 当
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都市交通局

補職 職種 氏名

都市交通局長 土木 井上　亮

補職 職種 氏名

次長 事務 佐藤　晴信

補職 職種 氏名 事務分担

総務担当課長 事務 宮崎　良宣

1　局の文書、人事、予算、決算及び物品調達
の進行管理
2　局業務の進行管理及び事務改善
3　局業務の広報、広聴

総務担当課長代理 事務 苧側　有紀
・局の文書、人事
・局業務の進行管理及び事務改善
・局業務の広報、広聴

企画調整担当課長代
理

事務 大坪　智祐
・局の予算、決算及び物品調達の進行管理
・局業務の企画調整

担当係長 事務 中島　みゆき

・局業務の統括、進行管理
・局の文書関係業務
・局の人事
・局及び担当内の庶務

担当係長 事務 稲田　浩司

・局の予算、決算の総括
・広聴、広報、報道
・局におけるICT戦略の推進及びICT利活用
・コンプライアンス

監理担当（職員数3人）
補職 職種 氏名 事務分担

監理担当課長 事務 島村　崇
1　大阪市高速電気軌道株式会社及び大阪シ
ティバス株式会社の監理

担当係長 事務 岡田　直人
・大阪市高速電気軌道株式会社及び大阪シ
ティバス株式会社の監理

都市交通局（職員数23人）

総務担当（職員数7人）
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都市交通局

鉄道ネットワーク企画担当(職員数5人)
補職 職種 氏名 事務分担

鉄道ネットワーク企画
担当課長

土木 寺田　幸紀
1　鉄道ネットワークの企画、連絡調整
2　ＢＲＴ社会実験の実施

鉄道ネットワーク企画
担当課長代理

土木 照井　一史
・鉄道ネットワークの企画、連絡調整
・ＢＲＴ社会実験の実施

担当係長 土木 中本　栄二
・鉄道ネットワークの企画、連絡調整
・ＢＲＴ社会実験の実施

担当係長 土木 西山　和代
・鉄道ネットワークの企画、連絡調整
・ＢＲＴ社会実験の実施

バスネットワーク企画担当(職員数6人)
補職 職種 氏名 事務分担

バスネットワーク企画担
当課長

事務 塚本　大 1　バスネットワークに関する企画、連絡調整

バスネットワーク企画担
当課長代理

事務 村上　充恭 ・バスネットワークに関する企画、連絡調整

担当係長 事務 岡部　好宏 ・バスネットワークに関する企画、連絡調整

担当係長 土木 西田　英樹 ・バスネットワークに関する企画、連絡調整
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