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政策企画室

補職 職種 氏名

室長 事務 吉村　公秀

補職 職種 氏名 事務分担

理事 事務 丸尾　利恵
１　室運営に係る重要事項の調査、企画及び総合
調整

補職 職種 氏名

秘書部長 大阪府 東口　勝宏

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

秘書担当課長 事務 西河　聡

１　秘書業務
２　室の文書、人事､予算、決算及び物品
３　広聴・広報、情報公開、個人情報保護
４　コンプライアンス
５　事務改善
６　契約の適正化
７　室内業務の全体調整

連携担当課長 大阪府 川崎　泰稔 １　市長指示事項にかかる調整

秘書担当課長代理 事務 谷川　英樹 ・秘書業務

担当係長
【秘書グループ】

事務 森田　俊作

・秘書業務
・表彰
・あいさつ文
・特別職受嘱・略歴
・市会、所属長会、大阪府警察・大阪市連絡協議
会

担当係長
【秘書グループ】

事務 成田　淳子 ・市長・副市長の日程調整

担当係長
【秘書グループ】

事務 宮治　清 ・市長秘書

担当係長
【秘書グループ】

事務 杉本　薫典 ・高橋副市長の秘書

担当係長
【秘書グループ】

事務 井谷　浩紀 ・朝川副市長の秘書

担当係長
【秘書グループ】

事務 小滝　真美 ・山本副市長の秘書

連絡調整担当課長代理 大阪府 松本　正則 ・大阪府警本部との連絡調整

担当係長
【秘書グループ】

大阪府
・大阪府警察・大阪市連絡協議会
・大阪府警本部との連絡調整

政策企画室（職員数94人）

秘書部（職員数25人）

秘書担当（職員数24人）
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政策企画室

総務担当課長代理 事務 山村　裕之

・室の文書、人事､予算、決算及び物品
・広聴・広報、情報公開、個人情報保護
・コンプライアンス
・事務改善
・契約の適正化

担当係長
【総務グループ】

事務 伊藤　瑞起

・室内業務の全体調整
・公益通報、コンプライアンス
・室の人事、給与、組織、服務規律及び厚生
・室の文書管理
・特別顧問・特別参与
・室の情報公開、個人情報保護
・衛生管理、災害対策、庁舎管理
・室職員の人材育成、事務改善、研修

担当係長
【総務グループ】

事務 宮﨑　弥生

・室の予算、決算及び物品
・契約、管財の適正化
・運営方針
・内部統制
・情報化・IT
・訴訟・住民監査請求
・広聴、広報、報道

201



政策企画室

補職 職種 氏名

企画部長 事務 稲田　英信

補職 職種 氏名 事務分担

政策調整担当部長 土木 平野　みゆき
１  市長指示事項にかかる政策調整
２  公共事業（都市空間形成を含む）
３　資産の流動化

政策調査担当部長 事務 福永　治

１　人口ビジョン・総合戦略
２　成長戦略にかかる総合調整
３　政策課題にかかる調査・研究
４　政策研究会
５　国の施策・予算に関する提案・要望
６　広域連携事務の総括

政策企画担当（職員数15人）
補職 職種 氏名 事務分担

政策企画担当課長 事務 林　欣治

１　部内業務の全体調整
２　戦略会議等
３　市政の重要方針
４　経済団体・専修学校等との連携
５　ふるさと寄附金・元気づくり基金
６　広域連携事務の総括（市長会（全国・近畿・
府）・指定都市市長会を除く）

政策企画担当課長代理 事務 中島　一彦 ・政策企画

担当係長 事務 大宅　明

・部内業務の全体調整
・戦略会議等の運営
・市政運営の基本方針
・経済団体等との連携

担当係長 事務 坂本　全
・ふるさと寄附金・元気づくり基金
・大阪市総合教育会議

広域連携担当課長代理 事務 鈴木　朋子 ・広域連携事務の総括

担当係長 事務 森本　隆庸

・地方自治制度
・市長会（全国・近畿・府）・八尾市との行政協力
・指定都市市長会
・大阪市隣接都市協議会
・八尾市との行政協力

企画部（職員数28人）
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政策企画室

担当係長 事務 石田　智司 ・関西広域連合

政策企画担当課長 事務 小林　直子

１　市長重点政策の推進
２　国の施策・予算に関する提案・要望
３　市長会（全国・近畿・府）
４　指定都市市長会

担当係長 事務 田村　秀幸
・市長重点政策の推進
・国の施策・予算に関する提案・要望

担当係長 建築 嘉祥寺　絢子
・市長重点政策の推進
・国の施策・予算に関する提案・要望
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政策企画室

政策調整担当（職員数6人）
補職 職種 氏名 事務分担

政策調整担当課長 事務 末廣　信哉
１  市長指示事項にかかる政策調整
２  各局室区による市長説明の補佐等
３　市長指示事項の進捗管理

担当係長 事務 岡　香往里
・市長指示事項にかかる連絡調整
・各局室区による市長説明の補佐等
・市長指示事項の進捗管理

担当係長 事務 平井　佑典
・市長指示事項にかかる連絡調整
・各局室区による市長説明の補佐等
・市長指示事項の進捗管理

政策調整担当課長 土木 蔵所　泰剛

１  市長指示事項にかかる政策調整
２  各局室区による市長説明の補佐等
３　市長指示事項の進捗管理
４  公共事業（都市空間形成を含む）
５　資産の流動化

政策調整担当課長代理 土木 檜山　幹

・市長指示事項にかかる政策調整
・各局室区による市長説明の補佐等
・市長指示事項の進捗管理
・公共事業（都市空間形成を含む）
・資産の流動化

担当係長 土木 野村　紗樹

・市長指示事項にかかる連絡調整
・各局室区による市長説明の補佐等
・市長指示事項の進捗管理
・公共事業（都市空間形成を含む）
・資産の流動化

政策調査担当（職員数４人）
補職 職種 氏名 事務分担

政策調査担当課長 事務 萩尾　厚人

１　人口ビジョン・総合戦略
２　成長戦略にかかる総合調整
３　政策課題にかかる調査・研究
４　政策研究会

政策調査担当課長代理 事務 笠井　健司

・人口ビジョン・総合戦略
・成長戦略にかかる総合調整
・政策課題にかかる調査・研究
・政策研究会

担当係長 事務 狭間　優子

・人口ビジョン・総合戦略
・成長戦略にかかる総合調整
・政策課題にかかる調査・研究
・政策研究会
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政策企画室

補職 職種 氏名

市民情報部長 事務 向井　善久

補職 職種 氏名 事務分担

広報担当課長 事務 太田　守二
１　広報担当業務の全体調整
２　広報に係る調査
３　広報事務に係る局、室及び区との連絡調整

広報担当課長代理 事務 一與　美治

・広報担当業務の全体調整
・企画広報に係る企画・実施
・特別参与（広報関係）に係る企画・調整
・広報に係る調査
・広報事務に係る局、室及び区との連絡調整

担当係長 事務 前田　恵子

･部の総括
・担当の庶務及び計理
・企画広報に係る企画・実施
・広報事務に係る局、室及び区との連絡調整

担当係長 事務 松野　愛
･「大阪市民のみなさんへ」による広報
・特別参与（広報関係）に係る企画・調整
・広報事務に係る局、室及び区との連絡調整

担当係長 事務 中居　美穂

･インターネットによる広報
・広報研修事業
･オープン市役所
・広報事務に係る局、室及び区との連絡調整

担当係長 事務 山口　成亮

･インターネット・SNSによる広報
・「くらしの便利帳」による広報
・外国語による市政情報発信
・広報事務に係る局、室及び区との連絡調整

担当係長 事務 森本　理乃

・動画による広報
･民間と連携した各種広報
・広報に係る調査
・広報事務に係る局、室及び区との連絡調整

補職 職種 氏名 事務分担

報道担当課長 事務 北野　紀子
１　報道機関との連絡調整
２　報道事務に係る局、室及び区との連絡調整

報道担当課長代理 事務 山口　勝彦
･報道機関との連絡調整
･報道事務に係る局、室及び区との連絡調整

報道担当（職員数7人）

市民情報部（職員数33人）

広報担当（職員数12人）
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政策企画室

担当係長 事務 松田　愛
･報道機関との連絡調整
･記者発表に関する局、室及び区との連絡調整
・担当の庶務

担当係長 事務 石田　圭

･報道機関との連絡調整
･記者発表に関する局、室及び区との連絡調整
･市長定例会見
・市長等インタビューの調整
・担当の計理

担当係長 事務 池田　晋哉

･報道機関との連絡調整
･記者発表に関する局、室及び区との連絡調整
･市長定例会見
･市政記者クラブとの連絡調整
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政策企画室

補職 職種 氏名 事務分担

広聴担当課長 事務 高畑　康之

１　市政に対する意見及び要望に係る事務の統括
並びに指導
２　庁内の案内
３　大阪市総合コールセンター
４　その他、広聴業務

広聴担当課長代理 事務 森岡　陽子

･市政に対する意見及び要望に係る事務の統括
並びに指導
･庁内の案内
･大阪市総合コールセンター
･その他、広聴業務

担当係長 事務 柿花　和雄

･担当の庶務
・市民の声の見える化の総合調整
･市政に対する意見及び要望並びに市民の日常
生活に係る相談

担当係長 事務 岩井　朝美
･「市民の声」の総合調整
･市政に対する意見及び要望並びに市民の日常
生活に係る相談

担当係長（兼）
〈保健所感染症対策課
担当係長兼務〉

事務 富坂　義典

･「市民の声」の総合調整
･「市民の声」のデータベースの維持管理及び統
計分析
･要望等記録制度の各所属との連絡調整
･市政に対する意見及び要望並びに市民の日常
生活に係る相談

担当係長 事務 小豆澤　知子

･団体協議事務の各所属との連絡調整
･パブリック・コメント手続の各所属との連絡調整
･行政評価局との連絡・調整
･市政に対する意見及び要望並びに市民の日常
生活に係る相談

担当係長 事務 岡田　翔

･担当の計理
･大阪市総合コールセンターの企画及び運営
･庁内案内の運営
･市政に対する意見及び要望並びに市民の日常
生活に係る相談

補職 職種 氏名

東京事務所長 事務 濵ノ園　英樹

補職 職種 氏名 事務分担

広聴担当（職員数13人）

東京事務所（職員数6人）
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政策企画室

副所長 事務 玉井　達也

１　所内業務の全体調整
２　所の予算、決算及び物品
３　政策関連情報収集及び発信
４　国等関連機関との連絡調整

担当係長 化学 松山　邦圭
国（経済産業省・国土交通省等）等関連機関との
連絡調整並びに政策関連情報収集及び発信

担当係長 事務 富永　尚子
国（農林水産省・外務省等）等関連機関との連絡
調整並びに政策関連情報収集及び発信

担当係長 事務 赤井　優
国（厚生労働省等）等関連機関との連絡調整並び
に政策関連情報収集及び発信

担当係長 事務 小林　幹雄
国（総務省・文部科学省等）等関連機関との連絡
調整並びに政策関連情報収集及び発信
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危機管理室

危 機 管 理 監

危機管理室

危機管理課
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危機管理監

補職 職種 氏名

危機管理監 事務 蕨野　利明

補職 職種 氏名

危機管理室長 消防 田島　康男

補職 職種 氏名 事務分担

改革推進担当部長 事務 橘　隆義 1業務継続計画、受援計画、その他特命事項

補職 職種 氏名 事務分担

感染危機事象担当部
長
＜危機管理課長兼務
＞

事務 出水　裕之 1新型コロナウイルス感染症等

補職 職種 氏名 事務分担

防災計画担当部長 土木 水野　智雄
1地域防災計画、国土強靭化地域計画、その他防災
対策の調査、企画及び総合調整

危機管理課（職員数44人）

補職 職種 氏名 事務分担

危機管理課長(兼)
＜感染危機事象担当
部長兼務＞

事務 出水　裕之

1室の庶務、計理、人事、文書
2危機管理室運営方針
3被災地等支援・受援の方策の検討
4室の業務全般の調整及び総括

連絡調整担当課長 事務 横谷　博史
1災害対策本部等に関する各種調整
2新型コロナウイルス感染症等

危機管理課長代理 事務 金谷　孝政

・室の庶務、人事、文書
・市会
・防災・危機管理にかかる広聴・広報・報道
・室の業務全般の調整及び総括

改革推進担当課長代
理

事務 扇谷　朋義

・事業継続計画（BCP)
・被災地等支援
・受援計画
・室運営方針、市政改革プラン
・室の計理

危機管理監（職員数50人）

危機管理室（職員数49人）
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危機管理監

担当係長 事務 城田　竜也

・室の庶務、人事、文書
・法規、コンプライアンス、服務
・個人情報保護（情報公開含む）
・防災・危機管理にかかる広聴・広報・報道
・防災アプリ
・室業務全般の調整
・市会
・福利厚生・安全衛生
・事業用車の維持・管理
・室の業務全般の調整
・他の所管に属さないこと

担当係長 事務 早川　亮

・室の計理及び調達
・災害援護資金・災害見舞金・災害弔慰金・被災者生
活再建支援金等
・一般事務費（物品管理を含む）
・財産の管理
・新公会計
・室への監査
・市会

担当係長 事務 安本　孝一

・事業継続計画（BCP)
・受援計画
・室運営方針、市政改革プラン
・防災・減災条例
・副首都・総合区移行に伴う事務
・新型コロナウイルス感染症対策連絡調整
・被災地等支援（見舞金を含む）
・研修

防災システム担当課長 電気 澄川　和典

1危機管理ＩＣＴ活用推進計画
2防災システム
3防災行政無線
4災害対策本部機能

防災システム担当課長
代理

電気 千葉　佳史

・防災情報システムの再構築
・大阪府防災情報システム再構築
・危機管理ICT活用推進計画
・防災行政無線

担当係長 電気 鍋嶋　寿樹

・防災行政無線の整備・運用管理
・MCA無線の整備・運用管理
・防災システムの整備・運用管理
・室のICT

担当係長 電気 大岡　弘毅

・防災情報システムの再構築
・災害対策本部設備の機能強化
・災害重要拠点間無線ネットワークの整備
・新技術のICT活用

自主防災担当課長 事務 樋口　智子

1地域防災活動
2避難行動要支援者支援
3備蓄関係
4災害救助

自主防災担当課長代
理

事務 山上　敏光

・地域防災活動
・避難行動要支援者支援
・備蓄関係
・災害救助
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危機管理監

担当係長
大阪
府

城阪　成幸

・地域防災活動への支援
・避難行動要支援者支援
・防災意識の広報・啓発
・災害ボランティアセンター

担当係長 事務 宮村　康一

・地域防災力向上アドバイザー
・防災意識の広報・啓発
・各種団体・企業・他都市等との協定
・地域防災活動への支援

担当係長 事務 上野　聡

・備蓄倉庫・集積拠点及び配送計画
・物資調達・輸送調整等支援システム
・各種団体・企業・他都市等との協定
・備蓄物資及び備蓄倉庫
・防災関係寄付金
・配送計画

担当係長 事務 吉田　繁信

・備蓄物資及び備蓄倉庫
・職員用備蓄物資
・阿倍野防災拠点の管理・運営
・配送計画

応急対策担当課長 消防 坂上　厚士

1危機事態訓練
2国民保護
3安全管理委員会
4直近参集
5新型インフルエンザ等

応急対策担当課長代
理

事務 奥地　昌晴

・危機事態訓練
・国民保護
・安全管理委員会
・直近参集
・新型インフルエンザ等

担当係長 消防 八木　秀典

・防災、危機事態にかかる応急対策、連絡調整
・防災、危機事態にかかる訓練
・災害対策本部の運営
・危機管理マニュアルの作成指導、進行管理
・安全衛生委員会
・新型インフルエンザ等

担当係長 消防 仲村　伸介

・防災、危機事態にかかる応急対策、連絡調整
・防災、危機事態にかかる訓練
・緊急本部員、直近参集者の指名、研修
・災害対策住宅の運用
・新型インフルエンザ等

担当係長
大阪
府

・防災、危機事態にかかる応急対策、連絡調整
・防災、危機事態にかかる訓練
・国民保護
・不発弾等の処理
・新型インフルエンザ等

防災計画担当課長
＜大阪港湾局計画整
備部津波対策担当課
長兼務＞

土木 河村　秀行

1防災会議、地域防災計画
2地域防災アクションプラン
3国土強靭化地域計画
4災害時帰宅困難者対策
5避難場所・避難所・津波避難施設の確保・周知及び
法指定関連業務
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危機管理監

防災計画担当課長代
理

土木 早野　和秀

・防災会議、地域防災計画
・地域防災アクションプラン
・国土強靭化地域計画
・災害時帰宅困難者対策
・避難場所・避難所・津波避難施設の確保・周知及び
法指定関連業務

担当係長 土木 北岸　賢之助

・防災会議、地域防災計画（風水害等対策編）の整備
及び進行管理
・防災（風水害）にかかる各種調査・研究
・津波避難施設の確保・周知及び法指定
・避難勧告等の基準
・地下空間浸水対策
・地域防災アクションプラン
・国土強靭化地域計画

担当係長 土木 大野　利通

・防災会議、地域防災計画（震災対策編）の整備及び
進行管理
・防災（震災）にかかる各種調査・研究
・地域防災アクションプラン
・国土強靭化地域計画
・避難場所・避難所（福祉避難所除く）の確保・周知及
び法指定

担当係長 事務 藤井　義昭
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成等促進事
業
・災害時帰宅困難者対策

防災計画担当課長代
理（兼）＜大阪港湾局
計画整備部計画課津
波対策担当課長代理
兼務＞

土木 山中　隆史
・震災対策の推進
・津波浸水対策
・津波避難施設

担当係長（兼）＜大阪
港湾局計画整備部計
画課担当係長兼務＞

土木 水谷　泰裕
・震災対策の推進
・津波浸水対策
・津波避難施設

医務主幹(兼)
＜保健所感染症担当
医務主幹兼務＞

医師 浅井　千絵

・災害・危機事態にかかる応急対策、連絡調整
・防災・危機管理計画等の整備及び進行管理、指導
・防災・危機管理にかかる各種情報収集、調査研究、
関係機関との連絡調整
・その他特命事項

医務主幹(兼)
＜健康局健康推進部
医務主幹、福島区役所
医務主幹、こども青少
年局子育て支援部医
務主幹兼務＞

医師 小向　潤

・災害・危機事態にかかる応急対策、連絡調整
・防災・危機管理計画等の整備及び進行管理、指導
・防災・危機管理にかかる各種情報収集、調査研究、
関係機関との連絡調整
・新型インフルエンザ等
・その他特命事項

保健主幹（兼）
＜健康局健康推進部
保健主幹兼務＞

薬剤 中野　有一

・食の安全にかかる危機事態
・大阪市食の安全に関する連絡会
・災害・危機事態にかかる応急対策、連絡調整
・防災・危機管理にかかる各種情報収集、調査研究、
関係機関との連絡調整
・その他特命事項

213



危機管理監

担当係長（兼）
＜健康局健康推進部
生活衛生課担当係長
兼務＞

薬剤 松林　雄一

・食の安全にかかる危機事態
・大阪市食の安全に関する連絡会
・災害・危機事態にかかる応急対策、連絡調整
・防災・危機管理にかかる各種情報収集、調査研究、
関係機関との連絡調整
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経済戦略局

産 業 振 興 部

観 光 課

文 化 課

ス ポ ー ツ 部

国 際 博 覧 会 推 進 室

設 備 ・ 施 設 担 当

経 済 戦 略 局

企 画 総 務 部

総 務 課

(業務管理グループ )

南 港 市 場 (業務管理グループ ) ( 設 備 グ ル ー プ )

( 設 備 グ ル ー プ )

企 業 支 援 課

イ ノ ベ ー シ ョ ン 課

計 量 検 査 所

中 央 卸 売 市 場

総 務 担 当

企 画 担 当

ス ポ ー ツ 課

( 設 備 グ ル ー プ )

企 画 課

東 部 市 場 (業務管理グループ )

観 光 部

立 地 交 流 推 進 部

立 地 推 進 担 当

文 化 部

施 設 整 備 課

産 業 振 興 課

国 際 担 当

本 場
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経済戦略局

補職 職種 氏名
経済戦略局長 事務 岡本　圭司

補職 職種 氏名 事務分担

理事 事務 中小路　和司
１　経済成長に関する施策にかかる調査、企
画及び連絡調整の総括

理事 事務 藤巻　幸嗣
１　観光施策、文化施策及びスポーツ施策に
かかる調査、企画及び連絡調整の統括

理事 土木 尾植　正順
１　国際博覧会の開催にかかる調査、企画及
び連絡調整の総括

補職 職種 氏名
企画総務部長 事務 岩谷　和代

補職 職種 氏名 事務分担
大学支援担当部長 事務 井谷　宣明 １　公立大学法人大阪の支援
企画調整担当部長 大阪府 宮﨑　豊 １　各種戦略に係る調整等の統括
施設整備担当部長 建築 都司　仁 １　局所管施設の総括的技術支援

総務課（職員数43人）
補職 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 松岡　博
１　文書、人事、予算、決算及び物品並びに進
行管理及び事務改善

総務課長代理 事務 末本　裕洋
・文書、予算、決算及び物品並びに進行管理
及び事務改善

総務課長代理 事務 春木　真彩
・職員の人事及び勤務労働条件及びコンプラ
イアンスの推進

担当係長 事務 亀山　貴弘 ・庶務
担当係長 事務 畑中　頼親 ・庶務、連絡調整・情報化
担当係長 事務 杉田　信也 ・職員の人事及び勤務労働条件
担当係長 事務 東　浩司 ・計理
担当係長 事務 鮫島　由香里 ・計理

管財・監理担当課長 事務 小林　隆一
１　財産の管理・処分、調達・契約及び外郭団
体監理にかかる総括

総務課長代理 事務 井場﨑　昭則
・財産の管理・処分及び調達・契約
・外郭団体の監理

担当係長 事務 吉田　陽子 ・財産の管理・処分及び外郭団体の監理
担当係長 事務 赤松　昌也 ・調達・契約

大学支援担当課長 事務 佐賀井　秀朗
１　公立大学法人大阪の支援
２　公立大学法人評価委員会の運営
３　公立大学法人大阪との連絡調整

大学支援担当課長代理 事務 安藤　広行
・公立大学法人大阪の支援
・公立大学法人評価委員会の運営
・公立大学法人大阪との連絡調整

大学支援担当課長代理 事務 西口　耕一
・公立大学法人大阪の支援
・公立大学法人評価委員会の運営
・公立大学法人大阪との連絡調整

担当係長 事務 山地　勝利
・公立大学法人大阪の支援
・公立大学法人評価委員会の運営
・公立大学法人大阪との連絡調整

経済戦略局（職員数505人）

企画総務部（職員数78人）
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経済戦略局

担当係長 事務 大塚　肇
・公立大学法人大阪の支援
・公立大学法人評価委員会の運営
・公立大学法人大阪との連絡調整

担当係長 事務 大原　智弓
・公立大学法人大阪の支援
・公立大学法人評価委員会の運営
・公立大学法人大阪との連絡調整

担当係長 事務 豊島　弘明
・公立大学法人大阪の支援
・公立大学法人評価委員会の運営
・公立大学法人大阪との連絡調整

企画課（職員数11人）
補職 職種 氏名 事務分担

企画課長
＜環境局環境施策部エネ
ルギー政策調整担当課長
兼務＞

事務 上野山　泰成 １　調査、企画及び連絡調整

企画課長代理 事務 服部　剛史 ・調査、企画及び連絡調整
企画課長代理 大阪府 松原　慎二 ・調査、企画及び連絡調整
担当係長 事務 尾﨑　真樹 ・企画・調査
担当係長 事務 木島　健史 ・企画・調査
担当係長 事務 西出　貴由 ・企画・調査
調整担当課長（兼）
＜都市計画局企画振興部
うめきた企画担当課長兼
務＞

土木 岩本　典子 １　局の戦略にかかる企画及び連絡調整

調整担当課長（兼）
＜都市計画局企画振興部
うめきた事業調整担当課
長兼務＞

土木 入谷　琢哉 １　局の戦略にかかる企画及び連絡調整

補職 職種 氏名 事務分担

施設整備課長 建築 佐々木　晴子
１　局所管施設の総括的技術支援
２　局所管施設の整備に係る調査、企画及び
連絡調整

施設整備課長代理 建築 三宅　孝男
・局所管施設の整備に係る調査、企画及び連
絡調整

担当係長 建築 森　光次
・庶務業務
・局所管施設の建築に係る総括的技術支援、
連絡調整、点検及び改修、保全計画

担当係長 建築 谷岡　翠
・予算・決算
・局所管施設の建築に係る総括的技術支援、
連絡調整、点検及び改修、保全計画

担当係長 建築 平田　睦
・局所管施設の建築に係る総括的技術支援、
連絡調整、点検及び改修、保全計画

設備担当課長 電気 荒木　博
１　局所管施設の電気・機械設備に係る計画、
設計、施行、工事等の検査及び連絡調整

設備担当課長代理 電気 桒田　作人
・局所管施設の電気・機械設備に係る計画、
設計、施行、工事等の検査及び連絡調整

担当係長 電気 武田　智之
・予算決算
・局所管施設の電気・機械設備に係る計画、
設計、施行、工事等の検査及び連絡調整

担当係長 機械 西田　学
・局所管施設の電気・機械設備に係る計画、
設計、施行、工事等の検査及び連絡調整

担当係長 電気 秋田　朋宏
・局所管施設の電気・機械設備に係る計画、
設計、施行、工事等の検査及び連絡調整

施設整備課（職員数24人）
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経済戦略局

補職 職種 氏名
観光部長 事務 花澤　隆博

補職 職種 氏名 事務分担
集客担当部長
＜建設局事業連携担当部
長兼務＞

事務 河野　靖彦
１　大阪城公園、天王寺公園等大規模公園の
観光施策の総括

魅力事業担当部長 大阪府 前田　真二 １　観光振興に係る企画、調査、事業の総括

大阪城天守閣館長 学芸 北川　央
１　豊臣時代・大阪城・武具・郷土史等の研究・
普及の総括

観光課（職員数40人）
補職 職種 氏名 事務分担

観光課長 事務 中野　誠
１　観光施策の総合的企画・調査及び連絡調
整の総括

観光課長代理 事務 奥本　孝司 ・観光施策の総合的企画・調査及び連絡調整

担当係長 事務 金藏　知子
・庶務業務
・予算・決算
・観光に係る企画・調整・調査

担当係長 事務 山本　実穂 ・観光に係る企画・調整・調査
担当係長 事務 大木　亜矢子 ・観光に係る企画・調整・調査
観光施策担当課長 大阪府 河野　裕美 １　観光振興に係る事業の推進の総括
観光施策担当課長代理 事務 上野　能宏 ・観光振興に係る事業の推進
観光施策担当課長代理 土木 中川　尚也 ・観光振興に係る事業の推進
担当係長 事務 吉田　寛章 ・観光振興に係る事業の推進
担当係長 事務 大植　淳平 ・観光振興に係る事業の推進
臨海集客担当課長代理
（兼）
＜大阪港湾局計画整備部
事業戦略課長代理兼務＞

事務 岩本　典子
・臨海地区集客施設の集客戦略にかかる連絡
調整

客船誘致担当課長（兼）
＜大阪港湾局計画整備部
事業戦略課長兼務＞

事務 山下　洋一
１　築港ベイエリア地区のクルーズ客船の母港
化による集客観光拠点施策にかかる連絡調整
総括

客船誘致担当課長代理
（兼）
＜大阪港湾局計画整備部
事業戦略課企画振興担当
課長代理兼務＞

事務 大野　真史
・築港ベイエリア地区のクルーズ客船の母港化
による集客観光拠点施策にかかる連絡調整

集客拠点担当課長 事務 辻　良平
１　集客拠点の魅力向上につながる総合的企
画・調査及び立案の総括

集客拠点担当課長代理 事務 桐村　正樹
・集客拠点の魅力向上につながる総合的企
画・調査及び立案

集客拠点担当課長代理 建築 矢野　直子
・集客拠点の魅力向上につながる総合的企
画・調査及び立案

担当係長 事務 藤田　淳志
・集客拠点の魅力向上につながる総合的企
画・調査及び立案

担当係長 園芸 木下　ひとみ
・集客拠点の魅力向上につながる総合的企
画・調査及び立案

研究主幹 学芸 宮本　裕次
1　豊臣時代・大阪城・武具・郷土史等の研究・
普及

研究副主幹 学芸 跡部　信
・豊臣時代・大阪城・武具・郷土史等の研究・
普及

公園集客担当課長（兼）
＜建設局大阪城公園事務
所長兼務＞

園芸 黒瀬　毅
１　大規模公園の観光拠点施策にかかる連絡
調整

観光部（職員数40人）
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まち魅力担当課長 事務 岡田　淳男
１　まちの魅力向上につながるイベントの企画
及び推進の総括

まち魅力担当課長代理 事務 金田　孝
・まちの魅力向上につながるイベントの企画及
び推進

担当係長 事務 内町　敏孝
・まちの魅力向上につながるイベントの企画及
び推進

水辺魅力担当課長 事務 和田　直人
１　水辺の魅力向上に係る企画及び推進の総
括

担当係長 土木 山本　継 ・水辺の魅力向上に係る企画及び推進

補職 職種 氏名
文化部長 事務 山本　博一

文化課（職員数28人）
補職 職種 氏名 事務分担

文化課長 事務 萩原　健一 １　文化振興担当総括

文化振興担当課長 大阪府 佐藤　博昭
１　文化振興にかかる事業の推進
２　芸術文化拠点施設（他の所管に属する施
設を除く）の運営及び連絡調整

文化課長代理 事務 木村　祥子
・庶務業務の総括
・文化施策推進
・文化振興にかかる事業の推進

文化課長代理 事務 辻野　建一
・文化振興にかかる事業の推進
・芸術文化拠点施設（他の所管に属する施設
を除く）の運営及び連絡調整

担当係長 事務 満留　慎一
・庶務業務
・予算・決算
・文化施策推進

担当係長 事務 田中　信吾
・文化振興にかかる事業の推進
・指定管理者との連絡調整（芸術創造館）

担当係長 事務 緒方　早苗 ・文化振興にかかる事業の推進
担当係長 事務 三浦　雅明 ・文化振興にかかる事業の推進
担当係長 事務 渡瀬　好見 ・文化振興にかかる事業の推進
担当係長 事務 新井　勝也 ・文化振興にかかる事業の推進
担当係長 事務 山本　正明 ・難波宮跡等の維持管理

担当係長 事務 上田　裕司
・文化振興にかかる事業の推進
・指定管理者との連絡調整（中央公会堂、こど
も本の森　中之島）

博物館支援担当課長 事務 油谷　悟
１　大阪市博物館機構の支援
2　大阪市博物館機構評価委員会の運営
3　大阪市博物館機構との連絡調整

博物館支援担当課長代理 事務 稲垣　寛太
・大阪市博物館機構の支援
・大阪市博物館機構評価委員会の運営
・大阪市博物館機構との連絡調整

担当係長 事務 矢野　匡史
・大阪市博物館機構の支援
・大阪市博物館機構評価委員会の運営
・大阪市博物館機構との連絡調整

担当係長 事務 桑原　直人
・大阪市博物館機構の支援
・大阪市博物館機構評価委員会の運営
・大阪市博物館機構との連絡調整

大阪中之島美術館整備担
当課長
＜都市整備局企画部大阪
中之島美術館建設担当課
長兼務＞

建築 福田　篤弘 １　大阪中之島美術館の整備計画の推進

文化部（職員数28人）
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大阪中之島美術館整備担
当課長代理
＜都市整備局企画部公共
建築課大阪中之島美術館
建設担当課長代理兼務＞

建築 相本　英子 ・大阪中之島美術館の整備計画の推進

大阪中之島美術館整備担
当課長代理
＜都市整備局企画部公共
建築課大阪中之島美術館
建設担当課長代理兼務＞

電気 渕上　和典 ・大阪中之島美術館の整備計画の推進

担当係長
＜都市整備局企画部公共
建築課担当係長兼務＞

建築 山内　佳苗 ・大阪中之島美術館の整備計画の推進

担当係長
＜都市整備局企画部公共
建築課担当係長兼務＞

電気 松田　耕一 ・大阪中之島美術館の整備計画の推進

担当係長
＜都市整備局企画部公共
建築課担当係長兼務＞

機械 今別府　豊 ・大阪中之島美術館の整備計画の推進

補職 職種 氏名
スポーツ部長 事務 内山　泰博

スポーツ課（職員数35人）
補職 職種 氏名 事務分担

スポーツ課長 事務 久田　和伸
１　スポーツ施策の総合的企画・調査及び連
絡調整の総括

スポーツ課長代理 事務 藤田　裕美子
・庶務業務の総括
・スポーツ施策の総合的企画・調査及び連絡
調整

担当係長 事務 青木　絋美
・庶務業務
・予算・決算
・スポーツ施策の総合的企画・調査

担当係長 事務 三重野　晋介 ・スポーツ施策の総合的企画・調査
スポーツ事業担当課長 事務 松尾　浩子 １　スポーツ事業に係る業務の総括
スポーツ事業担当課長代
理

事務 駒谷　弥生 スポーツ事業に係る業務

スポーツ事業担当課長代
理

事務 榎木谷　達人 スポーツ事業に係る業務

担当係長 事務 板越　善則
・競技大会の招致・開催
・生涯スポーツ振興に係る業務

担当係長 事務 林　孝行
・競技大会の招致・開催
・生涯スポーツ振興に係る業務
・トップアスリートと市民の交流事業

担当係長 事務 松本　宏晃
・競技大会の招致・開催
・生涯スポーツ振興に係る業務

担当係長 事務 福重　武士
・競技大会の招致・開催
・生涯スポーツ振興に係る業務

担当係長 事務 髙津　桂子
・競技大会の招致・開催
・生涯スポーツ振興に係る業務

大阪マラソン担当課長 事務 木村　賢次
１　大阪マラソン開催準備業務に係る企画・運
営業務の総括

大阪マラソン担当課長代
理

事務 阿部　信治
・大阪マラソン開催準備業務に係る事業運営
業務

スポーツ部（職員数35人）
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担当係長 事務 佐藤　敦
・大阪マラソン開催準備業務に係る事業運営
業務

スポーツ施設担当課長 事務 杉田　順子
１　スポーツ施設の管理運営の総括
２　指定管理者制度に係る業務

スポーツ施設担当課長代
理

事務 國米　哲郎
・スポーツ施設の管理運営
・指定管理者制度に係る業務

担当係長 事務 濵武　真次
・スポーツ施設の管理運営
・指定管理者制度に係る業務

担当係長 事務 徳田　君枝
・スポーツ施設の管理運営
・指定管理者制度に係る業務
・スポーツ施設利用ネットワークシステム

担当係長 事務 大島　香織
・スポーツ施設の管理運営
・指定管理者制度に係る業務

補職 職種 氏名
立地交流推進部長 事務 鳥山　孝之

立地推進担当（職員数15人）
補職 職種 氏名 事務分担

立地推進担当課長 事務 児玉　敬久 １　企業等誘致・立地の推進
立地推進担当課長 事務 坂田　祐子 １　企業等誘致・立地の推進
立地推進担当課長代理 事務 西村　隆男 ・企業等誘致・立地の推進
担当係長 事務 藤野　隆司 ・企業等誘致・立地の推進
担当係長 事務 安長　眞衣子 ・企業等誘致・立地の推進
特区担当課長代理 事務 峯　隆博 ・特区制度に係る企画立案及び連絡調整
特区担当課長代理 事務 松本　友宏 ・特区制度に係る企画立案及び連絡調整
担当係長 事務 池上　正人 ・特区制度に係る企画立案及び連絡調整
担当係長 事務 今井　庸一 ・特区制度に係る企画立案及び連絡調整
国際金融企画担当課長 事務 小川　哲也 1　国際金融都市に係る企画立案
国際金融企画担当課長代
理

事務 山下　理紗 ・国際金融都市に係る企画立案

担当係長 事務 大林　ひとみ ・国際金融都市に係る企画立案
夢洲・咲洲地区調整担当
課長（兼）
＜都市計画局開発調整部
夢洲・咲洲地区開発担当
課長兼務＞

土木 高田　孝 １　企業立地の支援にかかる連絡調整

夢洲・咲洲地区調整担当
課長（兼）
＜環境局環境施策部エネ
ルギー政策担当課長兼務
＞

土木 橋本　浩一 １　企業立地の支援にかかる連絡調整

夢洲・咲洲地区調整担当
課長（兼）
＜大阪港湾局営業推進室
販売促進課長兼務＞

事務 寺尾　芳和 １　企業立地の支援にかかる連絡調整

夢洲・咲洲地区調整担当
課長（兼）
＜大阪港湾局営業推進室
開発調整課長兼務＞

土木 田中　一也 １　企業立地の支援にかかる連絡調整

補職 職種 氏名 事務分担
国際担当課長 事務 橋本　英人 １　国際関連事業の推進
国際担当課長代理 事務 上田　逸子 ・国際関連事業の推進

国際担当（職員数24人）

立地交流推進部（職員数39人）
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担当係長 事務 藤永　学
・国際関連事業の推進
・国際関係団体等との連絡調整

担当係長 事務 岡村　隆司
・国際関連事業の推進
・国際関係団体等との連絡調整

担当係長 事務 福田　恵

・国際関連事業の推進
・留学生との連携拡大等の推進
・国際交流振興基金
・国際関係団体等との連絡調整

都市間交流担当課長 事務 新井　美穂子
１　都市間交流事業の推進総括
２　海外との交流・ネットワークの推進（欧州、
北中南米、中東、アフリカ、複合）

都市間交流担当課長代理 事務 東浦　圭司

・都市間交流事業の推進
・海外との交流・ネットワークの推進（欧州、北
中南米、中東、アフリカ、複合）
・関係官庁・団体との連絡調整

担当係長 事務 中村　みき子

・海外との交流・ネットワークの推進（複合、中
南米、中東、アフリカ）
・関西領事団との連携
・関係官庁・団体との連絡調整

担当係長 事務 川上　勇

・都市間交流・国際関連事業に関する庶務業
務
・予算決算
・国際関連施策実施計画
・海外との交流・ネットワークの推進（北米）

担当係長（兼）
＜保健所感染症対策課担
当係長兼務＞

事務 大下　淳子 ・海外との交流・ネットワークの推進（欧州）

都市間交流担当課長 事務 一入　朋子
１　都市間交流事業の推進
２　海外との交流・ネットワークの推進（アジア、
大洋州）

都市間交流担当課長代理 事務 八田　陽子
・都市間交流事業の推進
・海外との交流・ネットワークの推進（アジア、大
洋州）

担当係長 事務 窪田　隆継
・海外との交流・ネットワークの推進（東アジア
（韓国）、大洋州）

担当係長 大阪府 竹田　倫子
・海外との交流・ネットワークの推進（東アジア
（韓国除く））

担当係長 事務 西岡　千恵
・海外との交流・ネットワークの推進（東南・南
西アジア）

副参事 事務 松浦　琢磨 ・上海事務所

補職 職種 氏名
国際博覧会推進室長 土木 荒木　敏

補職 職種 氏名 事務分担
博覧会企画担当部長 事務 小林　眞澄 1　大阪パビリオンの出展全般の総括

国際博覧会進室（職員数25人）
補職 職種 氏名 事務分担

事業推進担当課長 事務 木下　直樹 １　国際博覧会の推進に係る連絡調整の総括
事業推進担当課長代理 事務 佐野　友美 ・国際博覧会の推進に係る連絡調整
担当係長 事務 山内　秀幸 ・国際博覧会の推進に係る連絡調整

担当係長 事務 石橋　歩
・国際博覧会の企画立案及び連絡調整（経済
産業省）

国際博覧会推進室（職員数25人）
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担当係長 事務 中村　和子
・国際博覧会の企画立案及び連絡調整（経済
産業省）

事業調整担当課長 事務 九之池　直美 １　国際博覧会に係る機運醸成全般の総括
事業調整担当課長代理 事務 與十田　智彦 ・国際博覧会に係る機運醸成全般
担当係長 事務 木下　誠 ・国際博覧会に係る機運醸成全般

整備調整担当課長 土木 梶谷　昌世
１　国際博覧会の会場整備等に関する企画立
案及び連絡調整に関することの総括

整備調整担当課長代理 建築 藤村　雅典
・国際博覧会の会場整備等に関する企画立案
及び連絡調整

整備調整担当課長代理 土木 辻野　貴之
・国際博覧会の会場整備等に関する企画立案
及び連絡調整

整備調整担当課長代理
（兼）
＜都市計画局開発調整部
開発計画課夢洲・咲洲地
区開発担当課長代理兼務
＞

建築 高橋　和也
・国際博覧会の会場整備等に関する企画立案
及び連絡調整

整備調整担当課長代理
（兼）
＜建設局企画部企画課長
代理兼務＞

土木 柚本　真介
・国際博覧会の会場整備等に関する企画立案
及び連絡調整

整備調整担当課長代理
（兼）
＜大阪港湾局計画整備部
計画課長代理兼務＞

土木 山谷　武
・国際博覧会の会場整備等に関する企画立案
及び連絡調整

担当係長 土木 初鹿　将司
・国際博覧会の会場整備等に関する企画立案
及び連絡調整

担当係長 土木 本郷　伸和
・国際博覧会に関する企画立案及び連絡調整
（内閣官房）

事業企画担当課長 事務 一司　愛 1　大阪パビリオンの出展全般
事業企画担当課長代理 事務 生島　康伸 ・大阪パビリオンの出展全般
事業企画担当課長代理 建築 北村　伸子 ・大阪パビリオンの出展全般
担当係長 事務 木村　友美 ・大阪パビリオンの出展全般
担当係長 事務 林　真史 ・大阪パビリオンの出展全般

補職 職種 氏名
産業振興部長 事務 安井　良三

補職 職種 氏名 事務分担

経済対策担当部長 事務 岩神　　誠
1　中小企業経営の支援
2　消費増税に対する経済対策

イノベーション担当部長 事務 川村　証
１　イノベーション創出、産学官連携、新事業
創出に係る事務の総括

産業振興課（職員数52人）
補職 職種 氏名 事務分担

産業振興課長 事務 松本　孝史 １　産業の振興
産業振興課長代理 事務 森　拓也 ・産業の振興
担当係長 事務 折山　行孝 ・産業の振興
担当係長 事務 中村　晋一郎 ・産業の振興
担当係長 事務 小泊　夏子 ・産業の振興
地域経済戦略担当課長 事務 森田　真仁 1　中小企業支援施策の企画・調査
地域経済戦略担当課長代
理

事務 道井　裕 ・中小企業支援施策の企画・調査

担当係長 事務 森田　政明 ・中小企業支援施策の企画・調査

産業振興部（職員数97人）
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担当係長 事務 小池　秀裕 ・中小企業支援施策の企画・調査
施設管理担当課長 事務 伊藤　策郎 １　課所管施設の管理
施設管理担当課長代理 事務 田渕　真哉 ・課所管施設の管理
施設管理担当課長代理 事務 中村　浩之 ・課所管施設の管理
担当係長 事務 多田　　輝 ・課所管施設の管理
担当係長 事務 君島　正紀 ・課所管施設の管理
担当係長 事務 島田　健一 ・課所管施設の管理
商業担当課長 事務 吉川　義一 １　商業の振興
商業担当課長代理 事務 冨田　泰弘 ・商業の振興
担当係長 事務 弓削　朋也 ・商業の振興
担当係長 事務 宮上　真弓 ・商業の振興
担当係長 事務 芝　大輔 ・商業の振興
担当係長 事務 髙平　敬 ・商業の振興
農業担当課長 事務 橋本　志津子 １　農業の振興
農業担当課長代理 事務 加藤　康彦 ・農業の振興
担当係長 事務 伊達　直哉 ・農業の振興
担当係長 事務 澤田　眞理子 ・農業の振興
経済振興担当課長 事務 森本　昌嗣 １　経済の振興
経済振興担当課長代理 事務 西村　政人 ・経済の振興
経済振興担当課長代理 事務 出井　健嗣 ・経済の振興
担当係長 事務 田中　聖子 ・経済の振興
担当係長 事務 伊藤　慎二 ・経済の振興
担当係長 事務 河合　克俊 ・経済の振興
担当係長 事務 山森　友和 ・経済の振興

企業支援課（職員数23人）
補職 職種 氏名 事務分担

企業支援課長 事務 梅原　啓志
１　創業及び中小企業経営支援
２　消費増税に対する経済対策

企業支援課長代理 事務 西口　潤 ・創業及び中小企業経営支援
担当係長 事務 佐伯　智 ・創業及び中小企業経営支援
担当係長 事務 長濵　寛 ・創業及び中小企業経営支援
担当係長 事務 角田　達彦 ・創業及び中小企業経営支援
経済対策担当課長代理 事務 成澤　義昭 ・消費増税に対する経済対策
担当係長 事務 井口　亮司 ・消費増税に対する経済対策
資金支援担当課長 事務 厚ヶ瀬　佳奈子 ・商工金融
資金支援担当課長代理 事務 桒村　健二 ・商工金融
担当係長 事務 松井　照夫 ・商工金融
担当係長 事務 神原　博文 ・商工金融
担当係長 事務 児島　明子 ・商工金融

補職 職種 氏名 事務分担

イノベーション課長 化学 馬越　宏輔
１　イノベーション創出にかかる企画立案
２　産学官連携の推進

イノベーション課長代理 事務 田原　裕之 ・イノベーション創出にかかる企画立案
イノベーション課長代理 事務 井上　雄大 ・イノベーション創出にかかる企画立案
担当係長 事務 吉岡　香織 ・イノベーション創出にかかる企画立案
担当係長 京都市 上村　悠也 ・イノベーション創出にかかる企画立案
産学官連携担当課長代理 化学 渕上　知弘 ・産学官連携の推進
担当係長 事務 藤原　幹也 ・産学官連携の推進
事業創出担当課長 事務 井上　綾 １　成長産業分野の事業の創出及び推進
事業創出担当課長代理 事務 澤井　一 ・成長産業分野の事業の創出及び推進
担当係長 事務 松井　智史 ・成長産業分野の事業の創出及び推進
担当係長 事務 三原　洋平 ・成長産業分野の事業の創出及び推進

計量検査所（職員数7人）
補職 職種 氏名 事務分担

イノベーション課（職員数15名）
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計量検査所長 事務 石山　英幸 １　計量検査
担当係長 事務 野下　博司 ・計量検査

補職 職種 氏名
市場長 事務 伊東　一哉

補職 職種 氏名 事務分担

企画運営担当部長 事務 中野　雅彦
1　特命による流通機構整備にかかる企画、調
整及び市場活性化対策並びに施設整備

経営改善担当部長
<南港市場長兼務>

事務 西田　正幸 1　特命による市場経営にかかる企画、調整

総務担当（職員数15人）
補職 職種 氏名 事務分担

総務担当課長 事務 更家　元治
１　総務担当業務
２　市場の文書、人事、予算、決算及び物品
３　その他特命事項

総務担当課長代理 事務 柴崎　智行
・総務担当業務
・その他特命事項

担当係長 事務 小島　学

・総務担当に関する業務
・市場の人事・給与・衛生管理・福利厚生及び
文書
・総務担当に関する業務の総括
・その他特命事項

担当係長 事務 加門　聖子

・市場業務に係る連絡調整
・市場業務の広聴広報
・市場関係法令の調査及び研究
・その他特命事項

担当係長 事務 岡田　和也
・市場の予算・決算
・その他特命事項

担当係長 事務 河原　友幸

・施設整備に係る連絡調整
・市場所管不動産の管理
・支出審査
・物品・工事その他請負契約
・業務システム管理（市場情報システムを除く）
・その他特命事項

企画担当（職員数9人）
補職 職種 氏名 事務分担

企画担当課長 事務 樋口　智彦
１　企画担当業務
２　その他特命事項

企画担当課長代理 事務 三木　英至
・企画担当業務
・その他特命事項

振興企画担当課長代理 事務 迫田　武史
・振興企画担当業務
・その他特命事項

中央卸売市場（職員数163人）
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担当係長 事務 得平　裕美子

・市場業務に係る企画及び連絡調整、市場運
営協議会、市場活性化
・企画担当に関する業務の総括
・市場の情報化、業務システム管理（市場情報
システム）
・市場の関係事業者の業務の改善指導及び
指導監督、検査並びに市場業務に係る調査
統計
・市場取扱品の卸売の数量・価格の公表
・その他特命事項

担当係長 事務 中村　隆行

・市場の関係事業者の業務の改善指導及び
青果、水産物、加工食料品及び食肉関係業
務の許可等及び指導監督に係る連絡調整並
びに市場関係事業者の検査、市場業務に係る
調査統計
・その他特命事項

担当係長 事務 得能　隆則
・振興企画担当に関する業務
・市場関係事業者の検査に関する業務
・その他特命事項

設備・施設担当（職員数1人）
補職 職種 氏名 事務分担

設備・施設担当課長
<南港市場副場長兼務>

機械 中尾　友行
１　設備・施設担当業務
２　その他特命事項

設備・施設担当課長代理
（兼）
<本場副場長兼務>

電気 藤井　勲
・市場の設備の維持管理にかかる連絡調整
・その他特命事項

設備・施設担当課長代理
（兼）
<東部市場副場長兼務>

建築 福永　篤史
・市場の設備の維持管理にかかる連絡調整
・その他特命事項

担当係長（兼）
<本場担当係長兼務>

機械 中谷　良恵
・市場の機械設備の整備及び維持管理に係る
連絡調整
・その他特命事項

担当係長（兼）
<本場担当係長兼務>

電気 木村　元彦
・市場の電気設備の整備及び維持管理に係る
連絡調整
・その他特命事項

担当係長（兼）
<東部市場担当係長兼務>

建築 北園　衛
・市場の施設の整備及び維持管理に係る連絡
調整
・その他特命事項

本場（職員数27人）
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

本場長 事務 菅原　治美 １　場所管業務全般

本場副場長 事務 築部　英章
・本場業務
・その他特命事項

本場副場長
<設備・施設担当課長代理
兼務>

電気 藤井　勲
・本場業務
・その他特命事項

担当係長
【業務管理グループ】

事務 中本　朋子

・本場における施設の指定及び使用許可、使
用料、保証金等の徴収、保安交通、清掃及び
防疫、関連事業関係業務の許可及び指導監
督
・本場に関する業務の総括（本場・設備グルー
プに関する業務の総括に属するものを除く）
・その他特命事項
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担当係長
【業務管理グループ】

事務 小段　仁男

・本場における関係事業者の業務の改善指
導、業務許可及び指導監督、産地との連絡調
整
・その他特命事項

担当係長
<中央卸売市場担当係長
兼務>
【設備グループ】

電気 木村　元彦

・本場業務
・本場の電気設備の整備及び維持管理
・本場(設備グループ)に関する業務の総括
・その他特命事項

担当係長
<中央卸売市場担当係長
兼務>
【設備グループ】

機械 中谷　良恵
・本場の機械設備の整備及び維持管理
・その他特命事項

担当係長
【設備グループ】

建築 奥田　佳令
・本場の施設の整備及び維持管理
・その他特命事項

東部市場（職員数23人）
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

東部市場長 事務 小野　公美雄 １　場所管業務全般

東部市場副場長 事務 藤田　博章
・東部市場業務
・その他特命事項

東部市場副場長
<設備・施設担当課長代理
兼務>

建築 福永　篤史
・東部市場業務
・その他特命事項

担当係長
【業務管理グループ】

事務 嶋村　研一

・東部市場における施設の指定及び使用許
可、使用料、保証金等の徴収、保安交通、清
掃及び防疫、関連事業関係業務の許可及び
指導監督
・東部市場に関する業務の総括（東部市場・設
備グループに関する業務の総括に属するもの
を除く）
・その他特命事項

担当係長
【業務管理グループ】

事務 上石　英毅

・東部市場における保安交通安全対策等市場
運営管理
・東部市場における業界連絡調整
・その他特命事項

担当係長
【業務管理グループ】

事務 田渕　未緒

・東部市場における関係事業者の業務の改善
指導、業務許可及び指導監督、産地との連絡
調整
・その他特命事項

担当係長
<中央卸売市場担当係長
兼務>
【設備グループ】

建築 北園　衛

・東部市場の施設の整備及び維持管理
・東部市場（設備グループ）に関する業務の総
括
・その他特命事項

担当係長
【設備グループ】

機械 井上　真
・東部市場の機械設備の整備及び維持管理
・その他特命事項

担当係長
【設備グループ】

電気 梶山　宜之
・東部市場の電気設備の整備及び維持管理
・その他特命事項

南港市場（職員数88人）
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

南港市場長（兼）
＜経営改善担当部長兼務
＞

事務 西田　正幸
１　場所管業務全般
２　場の人事、予算・決算及び物品、工事その
他の請負契約

将来戦略プラン担当課長 事務 嶋谷　拓弥
１　南港市場整備の連絡調整
２　南港市場業務
３　その他特命事項
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衛生管理担当課長 獣医 前原　智史
１　食肉処理場の衛生管理
２　南港市場の業務調整
３　その他特命事項

将来戦略プラン担当課長
代理

事務 中村　哲也
・南港市場の施設整備の連絡調整
・その他特命事項

将来戦略プラン担当課長
代理

建築 今田　卓巳
・南港市場の施設整備の連絡調整
・その他特命事項

衛生管理担当課長代理 獣医 木太　俊雅
・食肉処理場の衛生管理
・その他特命事項

南港市場副場長（兼）
<設備・施設担当課長兼務
>

機械 中尾　友行
・南港市場業務
・その他特命事項

担当係長
【業務管理グループ】 事務 山田　岳史

・南港市場の人事・給与及びその他庶務
・南港市場に関する業務の総括（南港市場・設
備グループに関する業務の総括に属するもの
を除く）
・その他特命事項

担当係長
【業務管理グループ】

事務 樫根　剛
・南港市場の予算・決算及び物品、工事その
他の請負契約
・その他特命事項

担当係長
【業務管理グループ】

事務 鞍内　貴幸

・南港市場における関係事業者の業務の改善
指導、業務許可及び指導監督、産地との連絡
調整、取扱い品の卸売の数量・価格の公表
・南港市場における施設の指定及び使用許
可、使用料、手数料及び保証金等の徴収、保
安交通、清掃、関連事業関係業務の許可及び
指導監督
・その他特命事項

担当係長
【業務管理グループ】

獣医 巴里　俊哉

・家畜のと畜解体・検診
・と畜解体作業の衛生・安全対策
・南港市場における清掃及び防疫
・その他特命事項

担当係長
【業務管理グループ】

獣医 中込　拓郎
・輸出認定
・その他特命事項

担当係長
【業務管理グループ】

機械 浅田　弘樹
・南港市場の設備の整備
・その他特命事項

担当係長
【業務管理グループ】

電気 岡本　康弘
・南港市場の設備の整備
・その他特命事項

担当係長
【業務管理グループ】

建築 安藤　紀聡
・南港市場の設備の整備
・その他特命事項

担当係長
【設備グループ】

電気 坂井　康宏

・南港市場の設備の整備及び維持管理
・南港市場（設備グループ）に関する業務の総
括
・その他特命事項
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IR推進局

Ｉ Ｒ 推 進 局

企 画 課

推 進 課

(総務・企画グループ )

( 計 画 グ ル ー プ ) ( 調 整 グ ル ー プ )
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補職 職種 氏名

ＩＲ推進局長 事務 坂本　篤則

補職 職種 氏名 事務分担

理事 事務 中村　昌也
・局長の補佐
・ＩＲ誘致にかかる調査、企画及び総合調整

理事 土木 辰巳　康夫
・局長の補佐
・ＩＲ誘致にかかる調査、企画及び総合調整

次長 事務 吉本　馨 ・局全体の総合調整

副理事 事務 榎本　和巨 ・ＩＲ誘致にかかる調査、企画及び総合調整

副理事 土木 池田　佳介 ・ＩＲ誘致にかかる調査、企画及び総合調整

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

企画課長 事務 恒川　裕章 ・課全体総括

企画課課長補佐
【総務・企画グループ】

事務 森木　佳宣
・府市関連部局との総合調整
・文書、給与等関連事務
・予算及び決算事務

企画課主査
【総務・企画グループ】

事務 樋口　徹也
・文書、給与等関連事務
・企画関連業務

企画課主査
【総務・企画グループ】

事務 濱田  祥太 ・予算及び決算事務

企画課参事 事務 浅井　優子
・ＩＲ誘致に伴う懸念事項・課題対策
・ＩＲにかかる理解促進

企画課課長補佐
【総務・企画グループ】

事務 金島　陽介
・ＩＲ誘致に伴う懸念事項・課題対策
・ＩＲにかかる理解促進

企画課主査
【総務・企画グループ】

事務 村田　和也 ・ＩＲ誘致に伴う懸念事項・課題対策

企画課主査
【総務・企画グループ】

事務 中川  皓己 ・ＩＲ誘致に伴う懸念事項・課題対策

企画課主査
【総務・企画グループ】

事務 中山　恵介 ・ＩＲにかかる理解促進

企画課主査
【総務・企画グループ】

事務 山田　倫子 ・ＩＲにかかる理解促進

ＩＲ推進局（職員数44人）

企画課（職員数13人）
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ＩＲ推進局

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

推進課長 事務 那須　雅之 ・課全体総括

推進課課長補佐
【計画グループ】

事務 畑中　秀夫 ・ＩＲ誘致にかかる調査及び計画関連業務

推進課課長補佐
【計画グループ】

事務 望戸　利之 ・事業者選定に関する企画立案及び連絡調整

推進課主査
【計画グループ】

事務 森景　文映 ・ＩＲ誘致にかかる調査及び計画関連業務

推進課主査
【計画グループ】

事務 安井　真紀子 ・事業者選定に関する企画立案及び連絡調整

推進課主査
【計画グループ】

事務 北野　唯信 ・広報・広聴及び計画関連業務

推進課主査
【計画グループ】

事務 川原　章裕 ・ＩＲ推進会議の企画・運営及び連絡調整

推進課参事 事務 長野　康宏 ・事業者公募に関する企画立案及び連絡調整

推進課課長補佐
【調整グループ】

事務 藤原　美紀 ・事業者公募に関する企画立案及び連絡調整

推進課課長補佐
【調整グループ】

事務 岡本　大 ・事業者公募に関する企画立案及び連絡調整

推進課主査
【調整グループ】

事務 中家　貴士 ・事業者公募に関する企画立案及び連絡調整

推進課主査
【調整グループ】

事務 福永　小鈴 ・事業者公募に関する企画立案及び連絡調整

推進課主査
【調整グループ】

事務 尾中　政憲 ・事業者公募に関する企画立案及び連絡調整

推進課参事 土木 鈴木　隆 ・施設整備に関する企画立案及び連絡調整

推進課課長補佐
【調整グループ】

土木 萬木　昇 ・施設整備に関する企画立案及び連絡調整

推進課課長補佐
【調整グループ】

建築 阪本　恵子 ・施設整備に関する企画立案及び連絡調整

推進課主査
【調整グループ】

事務 小林　弘明 ・施設整備に関する企画立案及び連絡調整

推進課主査
【調整グループ】

土木 河島　拓矢 ・施設整備に関する企画立案及び連絡調整

推進課主査
【調整グループ】

建築 冨田　紘子 ・施設整備に関する企画立案及び連絡調整

推進課(職員数25人)
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総務局

公 文 書 館

監 察 部

監 察 課

総 務 局

行 政 部

総 務 課 （総務グループ）（庁舎管理グループ）（法人グループ）

行 政 課 （法務グループ）（文書グループ）（情報公開グループ）
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総務局

補職 職種 氏名

総務局長 事務 田中　義浩

補職 職種 氏名

行政部長 事務 巽　功一

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

総務課長
<人事室総務課長兼務
>

事務 岩田　仁
１　局の文書、人事、予算、決算及び物品調達
２　局業務の進行管理及び事務改善
３　本庁舎の施設管理

総務課長代理
＜人事室総務課長代
理兼務＞

事務 堀田　隆明
・局の文書、人事、予算、決算及び物品調達
・局業務の進行管理及び事務改善
・本庁舎の施設管理

担当係長
【総務グループ】
<人事室総務課担当係
長兼務>

事務 大迫　晋浩

・局業務の統括・進行管理
・局の人事、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
・局及び総務グループ内の庶務（総括）
・その他懸案事項

担当係長
【総務グループ】
<人事室総務課担当係
長兼務>

事務 田深　敦隆

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

担当係長
【総務グループ】
<人事室総務課担当係
長兼務>

事務 平田　倫久
・局の計理・契約・財産・備品、監査
・業務改善・表彰

担当係長
【庁舎管理グループ】

事務 荒川　正隆

・庁舎管理グループ内の庶務
・本庁舎の事務室配置
・本庁舎の緑地帯維持管理
・本庁舎の廃棄物管理
・本庁舎の防災管理

総務局（職員数78人）

行政部（職員数62人）

総務課（職員数24人）
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総務局

担当係長
【庁舎管理グループ】

事務 古山　晋平

・予算編成、執行管理
・本庁舎の警備委託業務
・本庁舎の行政財産の目的外使用許可
・本庁舎のホール活用

担当係長
【庁舎管理グループ】

機械 中嶋　純治

・本庁舎の機械設備管理
・本庁舎の設備委託業務
・本庁舎の計画補修
・本庁舎のホール活用

担当係長
【庁舎管理グループ】

電気 古江　広宣

・本庁舎の電気設備管理
・本庁舎の設備委託業務
・本庁舎の光熱水費の管理
・本庁舎のホール活用

法人担当課長 事務 小山　博季 １　外郭団体等の監理の総括

法人担当課長代理 事務 秋山　理香 ・外郭団体等の監理の総括

担当係長
【法人グループ】

事務 金澤　孝治
・法人グループ内の庶務
・外郭団体等の監理に関する業務
・外郭団体経営評価

担当係長
【法人グループ】
＜保健所感染症対策
課担当係長兼務＞

事務 根本　毅司
・外郭団体等の監理に関する業務
・外郭団体評価委員会の運営
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総務局

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

行政課長 事務 吉岡　照仁

１　課業務全般（行政不服審査担当課長及び
公開制度等担当課長の分担事務を除く。）
２　条例、規則その他の規程の審査
３　訴訟の進行管理
４　庁内法律相談

法務担当課長代理 事務 東　伸吉
・条例、規則その他の規程の審査
・訴訟の進行管理
・市公報

担当係長
【法務グループ】

事務 八幡　拓男
・法務グループ内の庶務（総括）
・条例、規則その他の規程の審査
・訴訟の進行管理

担当係長
【法務グループ】

事務 村上　勇樹
・条例、規則その他の規程の審査
・訴訟の進行管理
・市公報

担当係長
【法務グループ】

事務 小阪田　昌
・条例、規則その他の規程の審査
・訴訟の進行管理

法的リスク審査担当課
長代理

事務 藤井　一幸 ・庁内法律相談

担当係長
【法務グループ】

事務 籔内　智佳子
・法務グループ内の庶務
・庁内法律相談

担当係長
【法務グループ】

事務 久保田　潤子 ・庁内法律相談

文書担当課長代理 事務 森田　有持

・文書管理の総括
・公文書館との連絡調整
・文書管理システム
・その他特命事項

担当係長
【文書グループ】

事務 砂原　祐也

・行政課内（情報公開グループを除く）の庶務
・文書管理の総括
・公文書館との連絡調整
・その他特命事項

担当係長
【文書グループ】

事務 光岡　昌彦

・行政課内（情報公開グループを除く）の広聴
・文書管理の企画
・文書管理システム
・公印
・その他特命事項

行政課(職員数37人)
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総務局

担当係長
【文書グループ】

事務 畑　未奈都

・行政課内（情報公開グループを除く）の計理
・文書管理の企画
・書庫の管理運営
・その他特命事項

担当係長
【文書グループ】

事務 木村　孝信
・文書交換所
・その他特命事項

行政不服審査担当課
長

事務 大塚　章誉

１　行政不服審査会の運営
２　行政不服審査制度の企画調査
３　行政手続の企画調査
４　審議会の企画調査
５　公文書管理及び公印管理

担当係長
【法務グループ】

事務 白子　和希

・法務グループ内の庶務
・行政不服審査会の運営
・行政不服審査制度の企画調査
・行政手続の企画調査
・審議会の企画調査

公開制度等担当課長 事務 合田　育子
１　情報公開及び個人情報保護等に関する事
務の統括

公開制度等担当課長
代理

事務 佐藤　嘉樹
・情報公開及び個人情報保護等に関する事務
の統括

担当係長
【情報公開グループ】

事務 輪違　正隆

・情報公開グループ内の庶務・管理
・公文書公開、保有個人情報開示等請求受付
窓口の統括
・個人情報の事務処理誤り対策
・市民情報プラザ

担当係長
【情報公開グループ】 事務 松永　真紀

・公文書公開、保有個人情報開示等請求受付
窓口の統括
・情報公開審査会の運営
・審査請求に係る審議資料等の作成

担当係長
【情報公開グループ】

事務 岡村　可南子
・個人情報保護審議会の運営
・審査請求に係る審議資料等の作成
・情報発信（ＨＰ、庁内ポータル、メルマガ等）

担当係長
【情報公開グループ】

法務 中尾　拓哉
・審査請求に係る審議資料等の作成
・情報公開・個人情報保護制度の企画・調査
・都市間連携（大都市、五大都市）の対応
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総務局

補職 職種 氏名 事務分担

館長 事務 新野邉　康一
１　公文書館業務の総括
２　その他特命事項

担当係長 事務 柳本　訓男

・公文書館内の庶務
・公文書等の収集、整理、保存及び利用
・公文書館の普及活動
・その他特命事項

担当係長 事務 山藤　昭雄

・公文書館施設の維持管理
・公文書等の収集、整理、保存及び利用
・公文書館の運営
・その他特命事項

公文書館(職員数0人)
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総務局

補職 職種 氏名

監察部長 事務 堀　映子

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

監察課長 事務 門井　宏樹

１　公益通報
２　公正職務審査委員会
３　不当要求行為対応
４　行政対象暴力対策連絡協議会
５　コンプライアンスの確保
６　部の庶務

監察課長代理 事務 柳川　雄彦

・公益通報
・公正職務審査委員会
・不当要求行為対応
・行政対象暴力対策連絡協議会
・コンプライアンスの確保
・部の庶務

担当係長 事務 宮崎　聡子

・公益通報
・公正職務審査委員会
・コンプライアンスの確保
・部の庶務

担当係長 事務 石丸　伸太郎

・公益通報
・公正職務審査委員会
・不当要求行為対応
・行政対象暴力対策連絡協議会
・コンプライアンスの確保

担当係長 事務 岡田　恵里子
・公益通報
・公正職務審査委員会
・コンプライアンスの確保

内部統制推進担当課
長

事務 井内　京子
１　内部統制の推進
２　監査委員との連絡

内部統制推進担当課
長代理

事務 山尾　貴彦
・内部統制の推進
・監査委員との連絡

担当係長 事務 久保田　直子
・内部統制の推進
・監査委員との連絡

内部統制評価担当課
長

事務 川田　殖久
１　内部統制の評価
２　監査委員との連絡

監察課(職員数14人)

監察部（職員数15人）
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総務局

内部統制評価担当課
長代理

事務 中川　達雄
・内部統制の評価
・監査委員との連絡

担当係長 事務 梛木　泰平
・内部統制の評価
・監査委員との連絡

連絡調整担当課長代
理（兼）
＜契約管財局契約部
制度課連絡調整担当
課長代理、市民局区
政支援室連絡調整担
当課長代理兼務＞

大阪府 田中　慎也
・行政対象暴力に係る研修
・大阪府警との連絡調整

担当係長（兼）
<契約管財局契約部制
度課担当係長、市民
局担当係長兼務>

大阪府
・行政対象暴力に係る研修
・大阪府警との連絡調整

担当係長（兼）
<契約管財局契約部制
度課担当係長、市民
局担当係長兼務>

事務 平田　篤史
・行政対象暴力に係る研修
・大阪府警との連絡調整
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市民局

ダイバーシティ推進室

市 民 局

総 務 部

総 務 担 当

施 設 担 当

財 産 活 用 担 当

住 民 情 報 担 当

(住民情報グループ)

(住民情報サービスグループ)

NPO 法 人 担 当

事 業 調 整 担 当

人 権 企 画 課

雇用女性活躍推進課

男 女 共 同 参 画 課

人権啓発・相談センター

区 政 支 援 室
区 行 政 制 度 担 当

区 政 支 援 室
地 域 安 全 担 当

消 費 者 セ ン タ ー

区 政 支 援 室
地 域 力 担 当

(地域力創出グループ )

(地域連携グループ )

区 政 支 援 室
総 合 区 制 度 担 当
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市民局

補職 職種 氏名

局長 事務 西原　昇

補職 職種 氏名 事務分担

理事 事務 山本　功人
１　人権施策、雇用・勤労施策、男女共同参画施策その他のダイ
バーシティ推進に係る施策の総合企画及び連絡調整

補職 職種 氏名 事務分担

区政支援室長 事務 髙野　修一 １　区政運営の支援、地域活動の活性化及び市民活動の支援

補職 職種 氏名

総務部長 事務 吉村　悟

補職 職種 氏名 事務分担

総務担当課長 事務 村山　昌代
１　局の文書、人事、予算、決算及び物品
２　局業務の進行管理及び事務改善
３　他の室及び課の主管に属しないこと

総務担当課長代理 事務 伊東　義博 ・総務担当所管業務全般

担当係長 事務 土屋　大介

・担当の庶務・市会
・人事・給与・福利厚生
・服務
・情報公開、個人情報保護等関係
・職場改善（５Ｓ・標準化）
・人材育成
・防災
・ICT関係
・出資団体
・庁舎管理

担当係長 事務 江原　久仁子

・法規関係
・コンプライアンス関係
・広聴・広報事務
・指定管理者制度
・環境対策

担当係長 事務 桐木　結花

・局の予算、決算、物品
・契約事務
・監査関係
・財産管理
・国家予算要望
・新公会計制度

担当係長 事務 西川　高史

・局の予算、決算、物品
・契約事務
・監査関係
・財産区
・広告事業
・未収金

市民局（職員数　196人）

総務部（職員数 74人）

総務担当（職員数 23人）
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市民局

補職 職種 氏名 事務分担

施設担当課長 事務 長岡　正章
１　区役所庁舎の整備・連絡調整
２　区役所附設会館の整備・連絡調整
３  区役所附設会館等予約システムの維持管理

施設担当課長代理 事務 井上　幸宣
・区役所庁舎の整備・連絡調整
・区役所附設会館の整備・連絡調整
・区役所附設会館等予約システムの維持管理

担当係長 事務 名古　寛子

・担当の庶務
・区役所庁舎の整備・連絡調整
・区役所附設会館の整備・連絡調整
・区役所附設会館等予約システムの維持管理

担当係長 建築 覚野　真太郎
・区役所庁舎の整備・連絡調整
・区役所附設会館の整備・連絡調整
・区役所附設会館等予約システムの維持管理

補職 職種 氏名 事務分担

財産活用担当課長 事務 姫野　洋二
１　所管する財産の有効活用
２　所管する財産の管理及び処分

財産活用担当課長代理 事務 戸川　馨 ・財産活用担当所管業務全般

担当係長 事務 吉岡　和彦
・担当の庶務
・所管する財産の有効活用
・所管する財産の管理及び処分

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

住民情報担当課長 事務 榑谷　和久
1　戸籍及び住民基本台帳等事務の総括
２　住基等システム等所管システムの維持管理

住民情報担当課長代理 事務 吉田　究吾 ・戸籍及び住民基本台帳関係事務

住民情報担当課長代理 事務 山本　康司 ・住基等システム等所管システムの維持管理

担当係長
【住民情報グループ】

事務 石川　早苗
・担当の庶務
・個人番号カード交付事務
・コンビニ交付関係事務

担当係長
【住民情報グループ】

事務 中村　紀子

・住民基本台帳事務
・本人通知制度
・在留管理事務
・印鑑登録事務
・住居表示維持管理

担当係長
【住民情報グループ】

事務 津地　吉宣 ・戸籍事務

住民情報担当（職員数　30人）

施設担当（職員数 7人）

財産活用担当（職員数　5人）
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市民局

担当係長
【住民情報グループ】

事務 奥　紗永子 ・区役所住民情報担当窓口業務委託関連

担当係長
【住民情報グループ】

事務 髙木　悦史

・住民基本台帳事務
・本人通知制度
・在留管理事務
・印鑑登録事務
・住居表示維持管理

担当係長
【住民情報グループ】

事務 下野　博
・戸籍情報システム・住基等システムの再構築
・個人番号カード予約システムの維持管理

担当係長
【住民情報グループ】

事務 佐藤　知子
・戸籍情報システムの維持管理
・戸籍広域発行システムの維持管理

担当係長
【住民情報グループ】

事務 川元　達郎
・住民基本台帳等事務システムの維持管理
・住民基本台帳ネットワークシステムの維持管理

住民情報サービス担当課長 事務 澤田　将貴
1　郵送事務処理センター、証明書発行コーナー、大阪市サービ
スカウンターの管理、運営

住民情報サービス担当課長代理 事務 中井　正徳
・郵送事務処理センター、証明書発行コーナー、大阪市サービ
スカウンターの管理、運営

担当係長
【住民情報サービスグループ】
（郵送事務処理センター/証明書
発行コーナー）

事務 松尾　美保
・住民票、戸籍関係証明書発行
・大阪市サービスカウンターとの連絡調整

担当係長
【住民情報サービスグループ】
（梅田サービスカウンター）

事務 門田　歩 ・住民票、戸籍関係証明書発行

担当係長
【住民情報サービスグループ】
（梅田サービスカウンター）

事務 中村　雄一郎 ・住民票、戸籍関係証明書発行

担当係長
【住民情報サービスグループ】
（梅田サービスカウンター）

事務 平岡　靖久 ・個人番号カード交付申請受付

担当係長
【住民情報サービスグループ】
（難波サービスカウンター）

事務 芝野　広治
・住民票、戸籍関係証明書発行
・個人番号カード交付申請受付

担当係長
【住民情報サービスグループ】
（難波サービスカウンター）

事務 吉川　　弘
・住民票、戸籍関係証明書発行
・個人番号カード交付申請受付

担当係長
【住民情報サービスグループ】
（天王寺サービスカウンター）

事務 西本　香織 ・住民票、戸籍関係証明書発行

担当係長
【住民情報サービスグループ】
（天王寺サービスカウンター）

事務 田原　英行 ・住民票、戸籍関係証明書発行
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市民局

補職 職種 氏名 事務分担

ＮＰＯ法人担当課長 事務 南　俊幸 １　ＮＰＯ法人の認証・認定

担当係長 事務 岡田　法子
・担当の庶務
・ＮＰＯ法人の認証・認定

担当係長 事務 平野　麻衣 ・ＮＰＯ法人の認証・認定

補職 職種 氏名 事務分担

事業調整担当課長 事務 與十田　めぐみ 1 局内の総合的企画・進行

事業調整担当課長代理 事務 高瀬　律生 ・局内の総合的企画・進行

担当係長 事務 西牧　和久
・担当の庶務
・局内の総合的企画・進行

NPO法人担当（職員数　5人）

事業調整担当（職員数　4人）
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市民局

補職 職種 氏名

ダイバーシティ推進室長 事務 福岡　弘髙

補職 職種 氏名 事務分担

女性活躍推進担当部長 事務 西野　まゆみ １　男女共同参画施策、女性活躍促進等

補職 職種 氏名 事務分担

人権企画課長 事務 森　浩一 １　人権施策の総合的企画、調査、推進及び連絡調整

人権企画課長代理 事務 髙橋　裕丈 ・人権施策の総合的企画、調査、推進及び連絡調整

人権企画課長代理 事務 宮之前　　亮

・ヘイトスピーチ対処等
・大阪人権博物館（リバティおおさか）との和解に基づく同館の債
務履行管理
・事業者が取扱う個人情報の保護（制度の改正に関すること）

担当係長 事務 山口　亜紀

・室、課の連絡調整
・課の庶務、市会、予算・決算
・本市人権行政にかかる総合調整
・国家要望、大阪府市長会等関係機関との連絡調整
・人権擁護委員の推薦及び連絡調整

担当係長 事務 廣原　千鶴

・大阪市人権尊重の社会づくり条例、大阪市人権行政基本方針
・大阪市人権行政推進本部、大阪市人権行政推進計画
・大阪市人権施策推進審議会
・人権生涯学習主管課長会及び人権担当係長会
・人権意識調査
・人権問題にかかる調査研究、調整
・事業者が取扱う個人情報保護（相談や出前講座等に関するこ
と）

担当係長 事務 斎藤　　茂

・ヘイトスピーチ対処等
・大阪人権博物館（リバティおおさか）との和解に基づく同館の債
務履行管理
・事業者が取扱う個人情報の保護（制度の改正に関すること）

ダイバーシティ推進室（職員数　49人）

人権企画課（職員数　21人）
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市民局

多文化共生担当課長 事務 泉　三希彦
１　多文化共生施策
２　アジア・太平洋人権情報センター
３　拉致問題

多文化共生担当課長代理 事務 大野　法生

・多文化共生施策
・国際人権にかかる情報収集
・アジア・太平洋人権情報センター
・拉致問題

担当係長 事務 山田　真一

・多文化共生施策
・国際人権にかかる情報収集
・アジア・太平洋人権情報センター
・拉致問題

共生社会づくり支援担当課長 社教 藤本　義隆

１　人権施策にかかる事業等の連絡調整
２　同和問題（部落差別）の解決に向けた施策の推進及び連絡
調整
３　犯罪被害者等の支援

共生社会づくり支援担当課長代
理

事務 寺見　隆彦

・人権施策にかかる事業等の連絡調整
・同和問題（部落差別）の解決に向けた施策の推進及び連絡調
整
・犯罪被害者等の支援

担当係長 事務 木場　悟

・同和問題（部落差別）の解決に向けた施策の推進及び連絡調
整
・関係団体等との連絡調整
・犯罪被害者等の支援

担当係長 事務 藤田　浩之
・犯罪被害者等の支援
・同和問題（部落差別）の解決に向けた施策の推進及び連絡調
整

246



市民局

補職 職種 氏名 事務分担

雇用女性活躍推進課長 事務 古武　誠司

１　雇用施策の総合企画、進行管理
２　就労支援事業の進捗管理
３　勤労市民対策の連絡調整
４　女性の活躍推進に関する施策の総合的企画、調査、推進及
び連絡調整

雇用勤労施策担当課長代理 事務 真鍋　憲彦

・雇用施策の総合企画、進行管理
・就労支援事業の進捗管理
・勤労市民対策の連絡調整
・労働団体からの陳情・要望への対応

女性活躍推進担当課長代理 事務 梅辻　真希
・女性の活躍推進に関する施策の総合的企画、調査、推進及び
連絡調整

担当係長 事務 竹内　淳

・課の庶務計理及び市会
・雇用施策の総合企画・進行管理・連絡調整
・職業相談、職業紹介、就労支援事業
・雇用女性活躍関連事業予算とりまとめ

担当係長 事務 木田　学
・女性の活躍推進に関する事業の実施と連絡調整
・女性の活躍推進に関する広報、情報発信

担当係長 事務 中西　輝弥
・労働団体との連絡調整
・雇用施策（各種アウトリーチ事業）の企画・進行管理・連絡調整
・子育て中の再就職等支援に関する事業の実施と連絡調整

雇用女性活躍推進課（職員数　9人）
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市民局

補職 職種 氏名 事務分担

男女共同参画課長 事務 中野　泰志
１　男女共同参画施策の総合的企画、調査、推進及び連絡調整
（DV施策含む）

男女共同参画課長代理 事務 髙戸　安規子
・男女共同参画施策の総合的企画、調査、推進及び連絡調整
・男女共同参画施策苦情処理制度

配偶者暴力相談支援センター担
当課長代理

事務 永冨　文子
・ＤＶ施策
・配偶者暴力相談支援センター
・クレオ大阪女性総合相談センターとの連絡調整

担当係長 事務 西嶋　志郎

・課の庶務
・課の予算・決算
・男女共同参画基本計画
・男女共同参画審議会の事務局
・男女共同参画推進本部の運営

担当係長 事務 中井　陽子
・ＤＶ施策
・配偶者暴力相談支援センター
・クレオ大阪女性総合相談センターとの連絡調整

担当係長 事務 黒川　陽平
・指定管理者の指導、連絡調整
・男女共同参画センター（クレオ大阪）の管理運営
・課の予算・決算

担当係長 事務 河野　育子
・ＤＶ施策
・配偶者暴力相談支援センター
・クレオ大阪女性総合相談センターとの連絡調整

担当係長 事務 上野　恭枝
・ＤＶ施策
・配偶者暴力相談支援センター
・クレオ大阪女性総合相談センターとの連絡調整

補職 職種 氏名 事務分担

所長 事務 北邑　隆行 1　人権啓発・相談センター所管業務の総括

副所長 事務 松下　誠司

・人権啓発・相談センターの運営
・人権啓発
・人権に関する相談
・人権に係る相談ネットワーク
・人権問題に係る侵犯事象

担当係長 事務 中川　俊広
・人権啓発・相談センターの庶務
・市民啓発事業(広報事業)

担当係長 事務 木葉　良美
・市民啓発事業(広報事業)
・企業啓発事業
・人権問題職員研修

担当係長 事務 坂野　大作
・市民啓発事業(地域密着型事業)
・市民啓発事業(参加・参画型事業)

担当係長 事務 吉田　加代子
・人権に関する相談
・人権に係る相談ネットワーク
・人権問題に係る侵犯事象

男女共同参画課（職員数　10人）

人権啓発・相談センター（職員数　9人）
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市民局

補職 職種 氏名 事務分担

区政支援室区政支援担当部長 事務 堀田　大地 １　区政運営の支援

補職 職種 氏名 事務分担

区政支援室区行政制度担当課
長

事務 磯村　克彦

１　区政の調査・企画
2　区政運営に関する制度の運営・支援
3　区役所所管業務に関する調整
4　区役所との連絡調整
5　区長会議部会の支援

区政支援室区行政制度担当課
長代理

事務 富川　真紀
･区政の調査・企画
･区政運営に関する制度の運営・支援
･区長会議部会の支援

区政支援室区行政制度担当課
長代理

事務 宮本　進也
･区政の調査・企画
･区政運営に関する制度の運営・支援
･区長会議部会の支援

区政支援室業務調整担当課長
代理

事務 前川　彩
・区役所所管業務に関する調整
・区役所との連絡調整
・区長会議部会の支援

担当係長 事務 杉本　和久
・区政支援業務の庶務
・区長会議の事務局
・区役所との連絡調整

担当係長 事務 吉﨑　貴之
・区政の調査・企画
・区長の権限強化
・区政への区民参画の充実

担当係長 事務 小屋松　丈
・区役所所管業務に関する調整
・区役所との連絡調整
・区役所関係の諸会議

区政支援室区行政制度担当（職員数　17人）
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市民局

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

区政支援室地域力創出担当課
長

事務 玉岡　幸子
1　地域社会づくりに関する施策・事業の調査、企画、調整
2　市民活動推進審議会
3　地域集会施設の整備・連絡調整

区政支援室地域力創出担当課
長代理

事務 松穗　好純
・地域社会づくりに関する施策・事業の調査、企画、調整
・市民活動推進審議会
・地域集会施設の整備・連絡調整

担当係長
【地域力創出グループ】

事務 髙　文規
・地域社会づくりに関する施策・事業の調査、企画、調整
・市民活動推進審議会

担当係長
【地域力創出グループ】

事務 山口　澄人
・地域社会づくりに関する施策・事業の調査、企画、調整
・地域集会施設の整備・連絡調整

区政支援室地域連携担当課長 事務 松原　真美

１　地域のコミュニティづくりの推進
２　地域活動協議会の活動の支援
３　中間支援組織、地域公共人材等の活用に係る調整
４　多様な活動主体間の連携・協働の促進
５　市民活動の総合的な支援
６　企業等との連携の促進

区政支援室地域連携担当課長
代理

事務 川上　覚

・地域のコミュニティづくりの推進
・地域活動協議会の活動の支援
・中間支援組織、地域公共人材等の活用に係る調整
・多様な活動主体間の連携・協働の促進
・市民活動の総合的な支援
・企業等との連携の促進

担当係長
【地域連携グループ】

事務 村上　典子
・地域公共人材の活用に係る調整
・地域のコミュニティづくりの推進
・地域活動協議会の活動の支援

担当係長
【地域連携グループ】

事務 中尾　知弘
・地域のコミュニティづくりの推進
・地域活動協議会の活動の支援
・市民活動の総合的な支援

担当係長
【地域連携グループ】

事務 森川　裕美
・多様な活動主体間の連携・協働の促進
・中間支援組織の活用に係る調整
・市民活動の総合的な支援

担当係長
【地域連携グループ】

事務 松本　信治
・企業等との連携の促進
・市民協働職員研修

補職 職種 氏名 事務分担

区政支援室総合区制度担当部
長

事務 水野　英明 1　総合区制度等に係る各種調査、企画及び情報収集等

補職 職種 氏名 事務分担

区政支援室総合区制度担当課
長

事務 楠見　雅信 1　総合区制度等に係る各種調査、企画及び情報収集等

区政支援室総合区制度担当課
長

事務 大西　康士 1　総合区制度等に係る各種調査、企画及び情報収集等

区政支援室地域力担当（職員数　18人）

区政支援室総合区制度担当（職員数　13人）
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区政支援室総合区制度担当課
長

土木 松並　正 1　総合区制度等に係る各種調査、企画及び情報収集等

区政支援室総合区制度担当課
長代理

事務 北口　勝紀 ・総合区制度等に係る各種調査、企画及び情報収集等

区政支援室総合区制度担当課
長代理

事務 白川　輝幸 ・総合区制度等に係る各種調査、企画及び情報収集等

区政支援室総合区制度担当課
長代理

事務 武田　雅幸 ・総合区制度等に係る各種調査、企画及び情報収集等

担当係長 事務 森兼　章仁 ・総合区制度等に係る各種調査、企画及び情報収集等

担当係長 事務 大島　正人 ・総合区制度等に係る各種調査、企画及び情報収集等

担当係長 事務 松岡　秀和 ・総合区制度等に係る各種調査、企画及び情報収集等

担当係長 事務 大平　眞弘 ・総合区制度等に係る各種調査、企画及び情報収集等

担当係長 事務 山中　純 ・総合区制度等に係る各種調査、企画及び情報収集等

担当係長 事務 山之内　寛 ・総合区制度等に係る各種調査、企画及び情報収集等
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補職 職種 氏名 事務分担

区政支援室地域安全担当部長 事務 中山　忠行 1　地域安全、消費者センター

補職 職種 氏名 事務分担

区政支援室地域安全担当課長
<生野区役所住民運動支援・調
整担当課長兼務>

事務 冨森　知史

1　地域防犯対策、安全なまちづくりの連絡調整
2　地域防犯対策にかかる事業運営
3　犯罪被害の防止にかかる各種防犯関係団体との連絡調整
4　自転車安全利用、交通安全にかかる啓発等
5　生野区における住民運動の支援(他の所管に属するものを除
く)及び連絡調整

区政支援室地域安全担当課長
代理

大阪府 川原　誠
・地域防犯対策、安全なまちづくりの連絡調整
・犯罪被害の防止にかかる各種防犯関係団体との連絡調整

区政支援室地域安全担当課長
代理

事務 山田　裕美
・地域防犯対策にかかる事業運営
・自転車安全利用、交通安全にかかる啓発等

区政支援室連絡調整担当課長
代理（兼）
<契約管財局契約部制度課連絡
調整担当課長代理、総務局監察
部監察課連絡調整担当課長代
理兼務>

大阪府 田中　慎也 ・暴力団排除条例に基づく暴力団排除の取扱い

担当係長
<生野区役所企画総務課担当係
長兼務>

事務 中谷　省吾

・地域防犯対策にかかる事業運営
・各区における地域安全防犯業務の連絡調整
・生野区における住民運動の支援(他の所管に属するものを除く)
及び連絡調整

担当係長 大阪府 　

・地域防犯対策にかかる事業運営
・犯罪被害の防止にかかる啓発
・各区における地域安全防犯業務の連絡調整
・各種防犯関係団体との連絡調整

担当係長 事務 杖田　圭介
・各種防犯関係団体との連絡調整
・自転車安全利用、交通安全にかかる啓発
・犯罪被害の防止にかかる啓発

担当係長 事務 真野　慎一郎
・グループの庶務
・地域防犯対策にかかる事業運営
・各区における地域安全防犯業務の連絡調整

区政支援室地域安全担当（職員数　10人）
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担当係長（兼）
<契約管財局契約部制度課担当
係長、総務局監察部監察課担当
係長兼務>

大阪府 ・暴力団排除条例に基づく暴力団排除の取扱い

担当係長（兼）
<契約管財局契約部制度課担当
係長、総務局監察部監察課担当
係長兼務>

事務 平田　篤史 ・暴力団排除条例に基づく暴力団排除の取扱い

補職 職種 氏名 事務分担

所長 事務 杉谷　英行 １　消費者センター所管業務の総括

副所長 事務 萩平　祐子

・庶務及び企画調整
・消費者保護審議会
・消費生活情報の収集及び提供
・講座等の企画及び開催並びに消費者啓発
・消費者行政に係る企画及び調査

副所長 事務 吉田　愼二

・相談指導及び権限移譲各法
・消費生活に係る相談及び苦情の処理
・相談及び苦情処理に係る不当な取引行為等に対する調査及
び指導
・消費者行政に係る企画及び調査

担当係長 事務 湯上　恵代

・企画調整業務の総括
・センターの庶務
・消費者保護審議会
・消費者団体等との連絡調整
・消費者行政の企画調整（他の所管を除く）
・生活関連物資等緊急対策本部事務
・物価安定対策

担当係長 事務 小池　貴之

・講座等の企画及び開催並びに消費者啓発
・消費者行政連絡調整会議の運営
・啓発展示スペースの運営管理
・消費者行政の企画調整
・消費生活情報の収集及び提供

担当係長 事務 竹内　夏子

・相談指導業務の総括
・消費生活に係る相談及び苦情の処理
・消費生活相談員の業務に関すること
・不当な取引行為等に対する調査及び指導
・消費者保護審議会苦情処理部会によるあっせん・調停の付託

担当係長 事務
右遠　剛

・不当な取引行為等に対する調査及び指導
・権限移譲各法に関すること
　(主に家庭用品品質表示法等６法）
・包装、表示等の適正化に関する調査及び指導
・消費生活に係る相談及び苦情の処理

担当係長 事務 城山　裕司

・権限移譲各法に関すること
　(主に食品表示法及び景品表示法)
・包装、表示等の適正化に関する調査及び指導
・不当な取引行為等に対する調査及び指導
・消費生活に係る相談及び苦情の処理

消費者センター（職員数　15人）
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