
健康局

（大阪健康安全基盤研究所支援グループ）

健 康 局

総 務 部

総 務 課 ( 総 務 グ ル ー プ )

（病院機構支援グループ）

経 理 課 （ 経 理 グ ル ー プ ）

環境科学研究センター ( 管 理 グ ル ー プ ) （調査研究グループ）

（乳肉衛生・動物管理グループ）

健 康 推 進 部

健 康 施 策 課 ( 管 理 グ ル ー プ ) (保健医療グループ )

健 康 づ く り 課 （健康づくりグループ） （成人保健グループ）

生 活 衛 生 課 （環境衛生グループ） （薬務指導グループ） （食品衛生グループ）

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

中 央 卸 売 市 場
食 品 衛 生 検 査 所

中央卸売市場東部市場
食 品 衛 生 検 査 所

こころの健康センター （精神保健医療グループ） （地域ケアグループ）

食 肉 衛 生 検 査 所

(保健情報グループ )保 健 医 療 対 策 課 (医療指導グループ ) (医療法人グループ )

（企画調整グループ）

(審査・給付グループ )

保 健 衛 生 検 査 所

放 射 線 技 術 検 査 所

動 物 管 理 セ ン タ ー

保 健 所
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健康局

(企画調査グループ )

感 染 症 対 策 課 (感染症グループ) (結核グループ) (新型コロナウイルス感染症対策グループ)

東部生活衛生監視事務所

南東部生活衛生監視事務所

南西部生活衛生監視事務所

環 境 衛 生 監 視 課 (環境衛生指導グループ) (旅館業指導グループ)

食 品 衛 生 監 視 課

北部生活衛生監視事務所

西部生活衛生監視事務所
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健康局

健康局長
補職 職種 氏名

局長
＜新型コロナウイルスワク
チン接種推進監＞

事務 新谷　憲一

理事等
補職 職種 氏名 事務分担

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

理事 事務 釼持　英樹
１　市民病院機構の支援
２　大阪健康安全基盤研究所の支援
３　医療政策に係る調査、企画及び連絡調整

部長
補職 職種 氏名

総務部長 事務 井上　光太郎

部長等
補職 職種 氏名 事務分担

独立行政法人支援担当
部長

事務 藏田　一成
１　市民病院機構支援にかかる企画推進及び連絡調整
２　大阪健康安全基盤研究所支援にかかる企画推進及
び連絡調整

医務監（兼）
＜保健所長＞

医師 吉田　英樹 １　公衆衛生医師の業務に関する連絡調整

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 寺澤　昭二

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

総務課長代理 事務 龍　敏彦

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

担当係長
【総務グループ】

事務 城戸　豊

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

担当係長
【総務グループ】

事務 塩田　尚寛

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

担当係長
【総務グループ】

事務 山岡　卓
・局員の人事及び服務
・勤務条件その他労務

担当係長
【総務グループ】

事務 井倉　裕子

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

健康局（職員数749人）

総務部（職員数68人）

総務課（職員数31人）
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健康局

企画調整担当課長 事務 野田　理一郎

１　局施策の企画、連絡調整、情報収集、分析
２　広報・報道
３　局運営方針関係業務
４　大都市制度関係業務

企画調整担当課長代理 事務 田口　和成

・局施策の企画、連絡調整、情報収集、分析
・広報・報道
・局運営方針関係業務
・大都市制度関係業務

担当係長
【企画調整グループ】

薬剤 時吉　愛 ・局施策の企画、連絡調整、情報収集、分析

担当係長
【企画調整グループ】

事務 宮嶋　里恵
・局施策の企画、連絡調整
・広報・報道

担当係長
【企画調整グループ】

事務 瀧水　将喜
・局運営方針関係業務
・大都市制度関係業務

市民病院機構支援担当
課長

事務 西森　重一
１　地方独立行政法人大阪市民病院機構の支援
２　地方独立行政法人大阪市民病院機構評価委員会
の運営

市民病院調整担当課長 事務 松川　幸子
１　住吉市民病院用地への病院の誘致
２　大阪府市共同住吉母子医療センター整備事業

市民病院機構支援担当
課長代理

事務 大家　典子
・地方独立行政法人大阪市民病院機構の支援
・地方独立行政法人大阪市民病院機構評価委員会の
運営

担当係長
【病院機構支援グルー
プ】

事務 福島　淳也

・地方独立行政法人大阪市民病院機構評価委員会の
運営
・地方独立行政法人大阪市民病院機構関係予算
・地方独立行政法人大阪市民病院機構との連絡調整
・病院局から移管された不動産の管理
・市立看護職員養成施設卒業生に関する事務

大阪健康安全基盤研究
所支援担当課長

事務 広瀬　信行
１　地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所の支
援

担当係長
【大阪健康安全基盤研究
所支援グループ】

事務 井筒　正文

・地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所関係予
算
・地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所との連
絡調整
・地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所評価委
員会の運営

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

経理課長 事務 村中　康一

１　局の予算、決算、物品の調達及び契約
２　局所管の外郭団体等の監理業務
３　局所管不動産の管理
４　局所管施設の建設及び改良(他の部の所管に属す
るものを除く)

経理課長代理 事務 福本　浩士

・局の予算、決算、物品の調達及び契約
・局所管の外郭団体等の監理業務
・局所管不動産の管理
・局所管施設の建設及び改良(他の部の所管に
属するものを除く)

担当係長
【経理グループ】

事務 松村　直樹
・局の予算、決算
・文書主任業務

担当係長
【経理グループ】

事務 霜尾　智史
・物品の調達及び契約
・局所管不動産の管理
・局所管の外郭団体等の監理業務

経理課（職員数12人）
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健康局

補職 職種 氏名 事務分担
環境科学研究センター
所長

研究 増田　淳二 1  環境科学研究センター所管業務の総括

担当係長
【管理グループ】

事務 岡本　喜一郎

・　庶務業務の総括
・　文書主任及び公印取扱責任者業務
・　センターの文書、人事、給与、予算・決算業務
・　センター内の連絡調整

環境調査担当課長 研究 船坂　邦弘
1　調査分析および環境汚染防止の総括
2　大気質の調査の総括

研究主幹 研究 先山　孝則
1　水質、底質及び有害化学物質調査
2　研究活動の推進

研究副主幹 研究 藤原　康博
・　排水処理技術
・　河川、海域等の水質及び底質調査
・　上水等の各種用水検査及び調査

研究副主幹 研究 酒井　護
・　廃棄物分析及び廃棄物処理技術
・　有害物質の分析及び処理
・　建材アスベストの分析

研究副主幹 研究 東條　俊樹
・　ダイオキシン類の環境調査
・　有害化学物質の分析及び調査

研究主任
【調査研究グループ】

研究 古市　裕子
・　空気中アスベスト調査
・　大気質の調査分析

研究主任
【調査研究グループ】

研究 板野　泰之
・　有害大気汚染物質の調査分析
・　建材アスベストの分析
・　光化学大気汚染の調査

研究主任
【調査研究グループ】

研究 高倉　晃人
・　廃棄物処理技術
・　排ガス等の調査分析
・  ダイオキシン類の環境調査

研究主任
【調査研究グループ】

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

研究主任
【調査研究グループ】

研究 加田平　賢史
・　土壌、地下水汚染分析及び調査
・　廃棄物処理技術
・　河川、海域等の水質及び底質調査

研究主任
【調査研究グループ】

研究 浅川　大地
・　微小粒子状物質の調査分析
・　有害化学物質の分析及び調査

部長
補職 職種 氏名

健康推進部長 事務 川勝　洋一

部長等
補職 職種 氏名 事務分担

保健医療企画室長
＜保健所西部保健医療
監、保健所感染症対策
支援担当医務主幹、西
区役所医務主幹兼務＞

医師 廣川　秀徹

１　地域保健医療計画
２　在宅医療と介護連携事業
３　重症心身障がい児者の医療対策
４　休日及び夜間急病診療対策
５　公衆衛生医師の業務に関する連絡調整

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

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

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

保健主幹 保健 松本　珠実 １　保健師業務の総括

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

環境科学研究センター（職員数23人）

健康推進部（職員数204人）

健康施策課（職員数27人）
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健康局

担当係長
【管理グループ】

事務 村松　剛
・地域保健に係る企画調整
・文書主任業務

担当係長
【管理グループ】

事務 森永　崇司 ・保健業務の企画調整

担当係長
【管理グループ】

保健 齊藤　和美 ・保健師業務の企画立案及び連絡調整

連絡調整担当課長（兼）
＜福祉局生活福祉部連
絡調整担当課長＞

事務 中井　重徳
１  副首都推進に向けた保健福祉施策の連絡調整
２　保健福祉センター業務にかかる区長指示の連絡調
整

担当係長（兼）
【管理グループ】
＜福祉局生活福祉部地
域福祉課担当係長＞

事務 髙橋　道子
・副首都推進に向けた保健福祉施策の連絡調整
・保健福祉センター業務にかかる区長指示の連絡調整

保健医療計画担当課長
＜こども青少年局子育て
支援部医務主幹兼務＞

医師 勝矢　聡子

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

医務主幹
＜保健所医務主幹、西
成区役所医務主幹、危
機管理室医務主幹兼務
＞

医師 小向　　潤
１　地域保健医療計画
２　公衆衛生医師の業務に関する連絡調整

医務主幹（兼）
＜福祉局医務監兼市立
弘済院附属病院神経内
科担当部長＞

医師 中西　亜紀 １　地域保健医療計画(認知症対策)

担当係長
【保健医療グループ】

事務 山田　剛
・休日及び夜間急病診療対策
・桃山健康づくりゾーンの整備

担当係長
【保健医療グループ】

事務 石蔵　加代 ・地域保健医療計画に係る企画調整

在宅医療担当課長代理 事務 眞鍋　亮子
・在宅医療と介護連携事業の企画立案
・重症心身障がい児者の医療対策
・地域保健医療計画に係る企画調整

担当係長
【保健医療グループ】

事務 畑　真知子
・在宅医療と介護連携事業の企画調整
・重症心身障がい児者の医療にかかる企画調整

担当係長
【保健医療グループ】

保健 宮成　優子
・在宅医療と介護連携事業の企画調整
・重症心身障がい児者の医療にかかる企画調整

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

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

健康づくり課長代理 事務 松尾　吉人
・健康増進法に基づく保健事業の総括
・健康づくり事業の総括
・すこやか大阪21（第２次後期）に係る企画調整

生活習慣病担当医務主
幹
＜阿倍野区役所医務主
幹兼務＞

医師 岡田　めぐみ １　生活習慣病対策の企画調整

医務主幹
＜保健所医務主幹、都
島区役所医務主幹兼務
＞

医師 生野　淑子 １　生活習慣病対策の企画調整

歯科口腔保健担当医務
主幹
＜福祉局高齢者施策部
医務主幹、こども青少年
局子育て支援部医務主
幹兼務＞

歯科医師 蒲生　祥子 １　歯及び口腔保健に係る企画調整

健康づくり課（職員数31人）
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健康局

担当係長
【健康づくりグループ】

事務 山脇　慎介

・健康増進法に基づく保健事業に係る企画調整
・健康づくり事業に係る企画調整
・健康増進に係る企画調整
・すこやか大阪21（第２次後期）に係る企画調整
・文書主任業務

医長
＜保健所感染症対策課
医長、東成区役所保健
福祉課医長兼務＞
【健康づくりグループ】

医師 津田　侑子 ・生活習慣病対策の企画調整

担当係長
【健康づくりグループ】

保健 菅野　恵美
・健康増進に係る企画調整
・すこやか大阪21（第２次後期）に係る企画調整

担当係長（兼）
＜福祉局生活福祉部保
険年金課担当係長兼高
齢者施策部地域包括ケ
ア推進課担当係長＞
【健康づくりグループ】

保健 小西　万里子 ・保健事業と介護予防の一体化に係る企画調整

担当係長
【成人保健グループ】

事務 川端　弥桐 ・健康増進法に基づく健康診査事業に係る企画立案

担当係長
【成人保健グループ】

事務 奥　尚子 ・健康増進法に基づく健康診査事業に係る企画立案

担当係長
【成人保健グループ】

看護 髙木　由起子 ・健康増進法に基づく健康診査事業に係る企画立案

受動喫煙防止対策担当
課長

事務 林　智世子 1　受動喫煙防止対策に係る施策の企画及び調整

担当係長
【健康づくりグループ】

事務 土井口　諭 ・受動喫煙防止対策に係る企画調整

担当係長
【健康づくりグループ】

獣医 今井　茜 ・受動喫煙防止対策に係る企画調整

担当係長
【健康づくりグループ】

保健 大石　めぐみ ・受動喫煙防止対策に係る企画調整

保健主幹 栄養 貴田　利秋 １　栄養指導業務の企画調整

担当係長
【健康づくりグループ】

栄養 佐々木　美弥
・栄養指導業務の企画調整
・食育の推進に係る企画調整

生活衛生課（職員数52人）
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

生活衛生課長 獣医 松村　国彦 １　生活衛生業務の総括

保健主幹 薬剤 堀　哲也 １　環境衛生業務の企画調整

保健主幹
＜危機管理室保健主幹
兼務＞

薬剤 中野　有一 １　食品・乳肉衛生業務の企画調整

保健主幹
＜動物管理センター保
健主幹兼務＞

獣医 栗山　憲英 １　動物関係業務の企画調整

薬務担当課長 薬剤 松井　澄美子 １　薬務関係業務の総括

生活衛生課長代理 事務 木本　一英 ・生活衛生業務の総括

担当係長
【環境衛生グループ】

薬剤 藤原　将弘
・生活衛生業務の総括
・環境衛生関係業務の統括
・文書主任業務

担当係長
【環境衛生グループ】

事務 花田　圭市
・生活衛生営業関係業務の統括
・環境・食品衛生関係諸団体の育成指導

担当係長
【環境衛生グループ】

薬剤 辻　貴士
・そ族昆虫防除にかかる企画
・環境衛生営業６法にかかる企画・連絡調整
・その他環境衛生法にかかる企画・連絡調整
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担当係長
【環境衛生グループ】

薬剤 中島　慶彦
・旅館業等にかかる企画・連絡調整
・違法民泊営業者に対する告発や認定取り消し等
・その他環境衛生法にかかる企画・連絡調整

担当係長
【薬務指導グループ】

薬剤 井上　靖之 ・薬務関係業務の統括

担当係長
【薬務指導グループ】

薬剤 福永　純伸
・薬局･薬店等にかかる許認可・監視指導
・医療機器販売業・貸与業にかかる許認可・監視指導

担当係長
【薬務指導グループ】

薬剤 清水　順子
・薬局･薬店等にかかる許認可・監視指導
・毒物劇物販売業にかかる登録・監視指導

担当係長
【食品衛生グループ】

薬剤 西村　直己 ・食品衛生関係業務の統括

担当係長
【食品衛生グループ】

事務 石井　英仁
・生活衛生にかかる予算、決算の統括
・生活衛生にかかる連絡調整

担当係長
【食品衛生グループ】

薬剤 中川　惠理
・食品衛生法改正に伴う業務全般
・食品の安全確保に関する関係機関との連絡調整

担当係長
＜危機管理室危機管理
課担当係長兼務＞
【食品衛生グループ】

薬剤 松林　雄一
・食品に起因する危機管理
・食品の安全確保に関する関係機関との連絡調整

担当係長
【乳肉衛生･動物管理グ
ループ】

獣医 篠原　利典 ・乳肉衛生・動物関係業務の統括

担当係長
【乳肉衛生･動物管理グ
ループ】

獣医 伊藤　邦夫
・狂犬病予防法にかかる企画・連絡調整
・動物愛護管理法にかかる企画・連絡調整
・鳥獣保護管理法にかかる企画・連絡調整

担当係長
【乳肉衛生･動物管理グ
ループ】

獣医 多田　厚子
・乳肉衛生にかかる企画・連絡調整
・乳肉衛生関係団体の指導育成

保健主幹
＜中央卸売市場食品衛
生検査所長兼務＞

薬剤 西　康之 １　食品の衛生検査・調査研究

保健主幹
＜中央卸売市場東部市
場食品衛生検査所長兼
務＞

獣医 渕元　昭博 １　食品の衛生検査・調査研究

補職 職種 氏名 事務分担
中央卸売市場食品衛生
検査所長（兼）
<健康推進部保健主幹>

薬剤 西　康之 １　検査所所管業務全般

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

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

中央卸売市場東部市場
食品衛生検査所長（兼）
＜健康推進部保健主幹
＞

獣医 渕元　昭博 １　検査所所管業務全般

担当係長 薬剤 藤井　敦史
・食品の衛生検査・調査研究
・東部市場の衛生監視
・文書主任業務

こころの健康センター（職員数23人）
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

こころの健康センター所
長（兼）
＜健康局医務監＞

医師 喜多村　祐里
１　精神保健医療施策及び精神保健福祉センター業務
の総括

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

中央卸売市場食品衛生検査所（職員数6人）
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保健主幹 保健 金森　かずみ
１　精神保健医療施策及び精神保健福祉センター業務
の総括
２　普及啓発に係る企画調整

精神保健医療担当課長
代理

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

保健副主幹 保健 山田　和子

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

担当係長
【精神保健医療グルー
プ】

事務 吉武　和也

・精神保健医療施策及び精神保健福祉センター業務
に係る企画調整
・精神科医療体制に係る企画調整
・文書主任業務

担当係長
【精神保健医療グルー
プ】

事務 上　大輔
・自立支援医療（精神通院医療）に係る企画調整
・精神障がい者保健福祉手帳に係る企画調整

医長
【精神保健医療グルー
プ】

医師 髙橋　宏史
・医師業務
・精神保健医療施策及び精神保健福祉センター業務

担当係長
【地域ケアグループ】

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

担当係長
【地域ケアグループ】

保健 正木　里佳
・ひきこもり対策に係る企画調整
・精神科医療適正化に係る連絡調整
・地域保健福祉活動に係る技術支援

担当係長
【地域ケアグループ】

保健 西口　綾子
・依存症対策に係る企画調整
・精神科医療適正化に係る連絡調整
・地域保健福祉活動に係る技術支援

担当係長
【地域ケアグループ】

保健 鈎　木綿子
・退院後の地域生活支援に関する企画及び支援
・地域移行支援に係る連絡調整
・地域保健福祉活動に係る技術支援

担当係長
【地域ケアグループ】

保健 石井　周子
・精神科医療に係る連絡調整
・地域保健福祉活動に係る技術支援

食肉衛生検査所（職員数32人）
補職 職種 氏名 事務分担

食肉衛生検査所長 獣医 伊奈　孝浩 １　食肉衛生検査所所管業務の総括

保健副主幹 獣医 津崎　貴則

・と畜検査及びＢＳＥ対策
・南港市場の衛生監視
・食鳥検査
・輸出食肉の衛生証明

保健副主幹
＜保健所保健副主幹兼
務＞

獣医 市川  晴子

・と畜検査及びＢＳＥ対策
・南港市場の衛生監視
・食鳥検査
・輸出食肉の衛生証明

担当係長 獣医 片岡　雄介

・と畜検査及びＢＳＥ対策
・南港市場の衛生監視
・食鳥検査
・輸出食肉の衛生証明
・文書主任業務

担当係長 獣医 木村　篤史

・と畜検査及びＢＳＥ対策
・南港市場の衛生監視
・食鳥検査
・輸出食肉の衛生証明

347



健康局

動物管理センター（職員数25人）
補職 職種 氏名 事務分担

動物管理センター所長 獣医 亀本　昌幸 １　動物管理センター所管業務の総括

保健主幹（兼）
＜健康推進部保健主幹
＞

獣医 栗山　憲英
１　動物愛護管理関係業務の総括
２　狂犬病予防関係業務の総括

保健主幹 獣医 名越　瑞穂
１　動物愛護管理関係業務の総括
２　鳥獣保護管理法関係業務の総括
３　飼育動物診療施設届出関係業務の総括

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

担当係長 獣医 阿部　拓人

・動物愛護管理業務
・狂犬病予防関係業務
・センターの庶務・企画
・文書主任業務

担当係長 獣医 松尾　雅史

・動物愛護管理業務
・鳥獣保護管理法関係業務
・飼育動物診療施設届出関係業務
・分室の庶務
・分室の文書主任業務

所長
補職 職種 氏名

保健所長
<健康局医務監兼務＞

医師 吉田　英樹

副所長

保健所副所長 事務 久野　恭伸

部長等
補職 職種 氏名 事務分担

北部保健医療監
＜北区役所医務主幹、
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　保健及び医務に関する専門的、技術的事項に関す
る業務

西部保健医療監（兼）
＜保健医療企画室長、
保健所感染症対策支援
担当医務主幹、西区役
所医務主幹＞

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

東部保健医療監（兼）
＜感染症対策担当医務
監、中央区役所医務主
幹＞

医師 中山　浩二
１　医師業務
２　保健及び医務に関する専門的、技術的事項に関す
る業務

南部保健医療監
＜西成区役所医務主幹
兼務＞

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

医務監
＜医務主幹、住之江区
役所医務主幹兼務＞

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

感染症対策調整担当部
長

事務 渡部　和彦
１　新型コロナウイルス感染症ワクチン接種等調整業務
に関する連絡調整

保健所（職員数475人）
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感染症対策担当医務監
＜東部保健医療監、中
央区役所医務主幹兼務
＞

医師 中山　浩二
１　医師業務
２　感染症対策業務の総括

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

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

管理課長 事務 内田　弘之

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

難病対策担当課長 事務 平田　孝明

１　難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく
難病対策の総括
２　児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病等対策業務
の総括

母子保健担当医務主幹
＜こども青少年局子育て
支援部医務主幹、中央こ
ども相談センター医務主
幹兼務＞

医師 池宮　美佐子
１　医師業務
２　母子保健業務

医務主幹
＜天王寺区役所医務主
幹兼務＞

医師 李　和幸
１　医師業務
２　母子保健業務

医務主幹
＜平野区役所医務主
幹、こども青少年局保育
施策部医務主幹兼務＞

医師 八木　敬子
１　医師業務
２　母子保健業務

医務主幹（兼）
＜こども青少年局医務
監、中央こども相談セン
ター医務主幹＞

医師 田端　信忠
１　医師業務
２　母子保健業務

医務主幹
＜鶴見区役所医務主幹
兼務＞

医師 中村　訓子
１　医師業務
２　母子保健業務

医務主幹
＜港区役所医務主幹兼
務＞

医師 三橋　麻子
１　医師業務
２　母子保健業務

医務主幹
＜健康推進部医務主
幹、西成区役所医務主
幹、危機管理室医務主
幹兼務＞

医師 小向　潤
１　医師業務
２　難病対策業務
３　感染症対策業務

保健主幹 保健 蕨野　由佳里 １　保健所保健師業務の企画調整業務

管理課長代理 事務 塩澤　久美子

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

管理課（職員数73人）
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担当係長
【管理グループ】

福祉 神月　香

・庶務業務の総括
・文書主任及び公印取扱責任者業務
・所の文書、人事、給与、衛生管理、福利厚生及び施
設管理
・所内の連絡調整
・安全衛生関係業務
・所内・所属研修関係業務

担当係長
【管理グループ】

事務 石井　晶

・庁舎管理業務（庁内環境保全関係）
・庁内情報端末・各種システム関係
・予算・決算業務の総括
・災害関係業務（防災計画・訓練等）

担当係長
【保健事業グループ】

事務 尾塩　雅由
・保健事業業務の総括
・難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく
難病対策業務

担当係長
【保健事業グループ】

事務 柴山　善一
・難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく
難病対策業務

担当係長
【保健事業グループ】

事務 佐邉　若菜 ・公害保健業務

担当係長
【保健事業グループ】

事務 東山　光夫 ・児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病等対策業務

担当係長
【保健事業グループ】

事務 赤銅　睦
・母子保健業務
・健康づくり関係業務

医長
【保健事業グループ】

医師 辻　ひとみ
・医師業務
・母子保健業務

医長
＜旭区役所保健福祉課
医長兼務＞
【保健事業グループ】

医師 林　絵里
・医師業務
・母子保健業務

医長
【保健事業グループ】

医師 寺川　由美
・医師業務
・母子保健業務

担当係長
【保健事業グループ】

保健 松本　恵子

・保健事業に係る保健師業務の総括
・公害保健、健康づくりに係る保健師業務
・児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病等対策に係る
保健師業務
・各種事業報告書集計業務

担当係長
【保健事業グループ】

保健 前田　理恵 ・難病対策に係る保健師業務

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

担当係長
【健康栄養グループ】

栄養 丸山　恭司

・栄養指導業務の総括
・栄養成分表示・虚偽誇大広告関係、特別用途食品関
係
・健康講座保健栄養コース
・食生活習慣改善指導事業

担当係長
【健康栄養グループ】

栄養 高村　ちづ

・栄養成分表示・虚偽誇大広告関係、特別用途食品関
係
・国民健康・栄養調査の連絡調整
・関係団体の指導育成

担当係長
【健康栄養グループ】

栄養 桒野　琢也
・給食施設指導
・外食栄養管理推進事業の連絡調整
・食環境づくり推進事業

公害健康被害補償担当
課長

事務 小川　芳和

１　公害健康被害の補償等に関する法律に基づく審
査・認定及び補償給付業務の総括
２　小児ぜん息等医療費助成制度の総括
３　石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく
救済給付受付に係る業務に係る連絡調整
４　石綿読影の精度確保等調査に係る連絡調整
５　公害健康被害補償に係る連絡調整
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担当係長
【審査・給付グル－プ】

事務 大谷　恵美

・審査所管業務の総括
・公害健康被害の補償等に関する法律に基づく連絡調
整業務及び審査・認定業務
・健康影響調査業務
・石綿救済法関係業務
・石綿読影の精度確保等調査業務

担当係長
【審査・給付グル－プ】

事務 甲斐　剛士
・給付所管業務の総括
・公害健康被害の補償等に関する法律に基づく補償給
付業務

保健副主幹
＜保健衛生検査所長兼
務＞

医技 山田　智
・検査業務の総括
・関係機関との連絡調整

保健副主幹
＜放射線技術検査所長
兼務＞

医技 齊藤　正典
・放射線業務の総括
・関係機関との連絡調整

補職 職種 氏名 事務分担

保健衛生検査所長(兼)
＜保健副主幹＞

医技 山田　智
・保健衛生検査所所管業務の総括
・関係機関との連絡調整

保健副主幹 薬剤 齊藤　尚子
・保健衛生および食品・環境衛生に関する試験検査業
務の遂行管理

担当係長 医技 三笠　雅昭
・保健衛生および食品・環境衛生に関する試験検査業
務

担当係長 医技 大平　菜穂子
・保健衛生および食品・環境衛生に関する試験検査業
務

補職 職種 氏名 事務分担
放射線技術検査所長
(兼)
＜保健副主幹＞

医技 齊藤　正典
・放射線業務の総括
・関係機関との連絡調整
・マンモグラフィ読影センターの運営管理

担当係長 医技 髙橋　年雄
・放射線業務
・医療法立入検査（放射線部門）に関する業務
・マンモグラフィ読影センターに関する業務

担当係長 医技 塩谷　勇人
・放射線業務
・医療法立入検査（放射線部門）に関する業務
・マンモグラフィ読影センターに関する業務

担当係長 医技 中野　秀基
・放射線業務
・医療法立入検査（放射線部門）に関する業務
・マンモグラフィ読影センターに関する業務

担当係長 医技 今泉　友宏
・放射線業務
・医療法立入検査（放射線部門）に関する業務
・マンモグラフィ読影センターに関する業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

保健医療対策課長 事務 森　広樹

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

医療安全担当医務主幹
＜生野区役所医務主幹
兼務＞

医師 檜垣　史郎
１　医師業務
２　医療安全関係業務

医務主幹（兼）
＜医務監、住之江区役
所医務主幹＞

医師 大仲　博之
１　医師業務
２　医療安全関係業務

保健衛生検査所（職員数12人）

放射線技術検査所（職員数17人）

保健医療対策課（職員数34人）
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保健医療対策課長代理
＜感染症対策課長代理
兼務＞

事務 堀切　千世

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

医療施設指導担当課長
代理

事務 足立　靖子

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

医務副主幹
＜東淀川区役所医務副
主幹兼務＞

医師 奥町　彰礼
・医師業務
・医療安全関係業務

医長
＜感染症対策課医長、
大正区役所保健福祉課
医長兼務＞

医師 植田　英也
・医師業務
・医療安全関係業務

保健副主幹 薬剤 須田　晋玄
・病院・診療所の立入検査
・登録衛生検査所関係業務

保健副主幹 薬剤 井阪　文枝 ・病院・診療所の立入検査

保健副主幹 医技 大津　崇
・病院・診療所の立入検査
・放射線装置関係業務

担当係長
【医療指導グループ】

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

担当係長
【医療指導グループ】

薬剤 岡部　香子 ・病院・診療所の医療法に基づく申請事務、立入検査

担当係長
【医療指導グループ】

事務 金子　阿希子 ・病院・診療所の医療法に基づく申請事務、立入検査

担当係長
【医療指導グループ】

事務 和久　鋭子 ・病院・診療所の医療法に基づく申請事務、立入検査

担当係長
【医療指導グループ】

事務 加藤　雅史 ・病院・診療所の医療法に基づく申請事務、立入検査

担当係長
【医療法人グループ】

事務 山田　徳子

・医療法人業務の総括
・医療法人の認可等業務
・病院の許可・届出事務
・各種免許関係経由事務

担当係長
【医療法人グループ】

事務 片岡　佐知子
・医療法人の認可等業務
・病院の許可・届出事務

担当係長
【保健情報グループ】

事務 逸見　聖一

・保健情報業務の総括
・厚生統計調査関係業務
・人口動態調査関係業務
・保健福祉統計表作成業務

担当係長
【保健情報グループ】

事務 早野　隆司 ・保健衛生システムの管理運用

担当係長
【企画調査グループ】

事務 出口　鉄也

・企画調査関係業務の総括
・保健衛生データ管理
・保健衛生統計講習会関係業務
・救急医療調整班等業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

感染症対策課長 事務 時本　真吾

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

感染症対策課（職員数164人）
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感染症担当医務主幹
＜福島区役所医務主
幹、危機管理室医務主
幹兼務＞

医師 浅井　千絵
１　医師業務
２　感染症対策業務

医務主幹
＜健康推進部医務主
幹、西成区役所医務主
幹、危機管理室医務主
幹兼務＞

医師 小向　潤
１　医師業務
２　感染症対策業務

医務主幹
＜健康推進部医務主
幹、城東区役所医務主
幹兼務＞

医師 山田　祥子
１　医師業務
２　感染症対策業務

医務主幹
＜住吉区役所医務主幹
兼務＞

医師 伊集院　育子
１　医師業務
２　感染症対策業務

保健主幹 獣医 説田　景 １　感染症(結核を除く)対策業務

感染症対策課長代理 事務 唄　隆也

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

医務副主幹
＜東住吉区役所医務副
主幹兼務＞

医師 趙　明美
１　医師業務
２　感染症対策業務

医務副主幹
＜淀川区役所医務副主
幹兼務＞

医師 井村　元気
・医師業務
・感染症対策業務

医務副主幹
＜此花区役所医務副主
幹兼務＞

医師 天野　こころ
・医師業務
・感染症対策業務

保健副主幹 保健 田中　さおり ・感染症(結核を除く)対策業務

保健副主幹 保健 永石　真知子 ・結核対策業務

担当係長
【感染症グループ】

事務 高木　真規子

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

担当係長
【感染症グループ】

事務 小笠原　彩

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

医長
＜浪速区役所保健福祉
課医長兼務＞
【感染症グループ】

医師 康　　史朗
・医師業務
・感染症対策業務

医長
【感染症グループ】

医師 金井　瑞恵
・医師業務
・感染症対策業務

担当係長
【感染症グループ】

保健 富原　亜希子

・感染症（結核を除く）対策に関する情報収集、分析、
伝達業務
・エイズ、性感染症対策業務
・予防接種（結核を除く）業務

担当係長
【結核グループ】

事務 僧都　薫 ・結核対策業務の総括

担当係長
【結核グループ】

事務 中平　繁代 ・結核対策業務

担当係長
【結核グループ】

保健 米田　佳美 ・結核対策業務
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担当係長
【結核グループ】

保健 白浦　悠希 ・結核対策業務

感染症対策調整担当課
長

事務 藤岡　正人 １　新型コロナウイルス感染症対策の総括

感染症対策課長代理 事務 金森　靖洋 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

感染症対策課長代理 事務 樹杉　香織 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 山野　正雄 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 勝田　寛司 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 松井　仁志 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 平田　林太郎 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 杉本　貴紀 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 横山　泰士 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 芳原　本和 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長（兼）
＜教育委員会事務局教
務部担当係長＞
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 小牧　敏美 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長（兼）
＜職員人材開発セン
ター担当係長＞
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 大亀　匡司 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長（兼）
＜行政委員会事務局監
査部監査課担当係長＞
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 影山　由紀子 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 和田　充英 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 井林　達也 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 川辺　佳典 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長（兼）
＜大阪港湾局営業推進
室管財課担当係長＞
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 喜多　洋子 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長（兼）
＜総務局行政部総務課
担当係長＞
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 根本　毅司 ・新型コロナウイルス感染症対策業務
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保健主幹 保健 仲間　いずみ １　新型コロナウイルス感染症対策業務

感染症対策課長代理
（兼）
＜市民局区政支援室総
合区制度担当課長代理
＞
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 武田　雅幸 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

保健副主幹
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

保健 合田　惠子 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

保健副主幹
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

保健 邊　千佳 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 瀧本　康 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 山口　浩司 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 福貴　康輔 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長（兼）
＜副首都推進局担当係
長＞
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 北江　孝 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長（兼）
＜市政改革室担当係長
＞
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 吉田　幸次 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長（兼）
＜政策企画室市民情報
部担当係長＞
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 富坂　義典 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長（兼）
＜市会事務局担当係長
＞
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 堺　みき ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

保健 小山　美保 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

保健 大下　麻由美 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

保健 右谷　幸子 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

保健 山口　薫 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

保健主幹 薬剤 土見　日出夫 １　新型コロナウイルス感染症対策業務

保健副主幹（兼）
＜北部生活衛生監視事
務所保健副主幹＞
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

獣医 中根　恭太 ・新型コロナウイルス感染症対策業務
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保健副主幹（兼）
＜食肉衛生検査所保健
副主幹＞
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

獣医 市川　晴子 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 堀江　昌広 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 小磯　文香 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 寺西　厚志 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 大野　正雄 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 金沢　靖 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 横山　三紀夫 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長（兼）
＜経済戦略局立地交流
推進部担当係長＞
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 大下　淳子 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長（兼）
＜環境衛生監視課担当
係長兼務＞
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

獣医 越智　翔一 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 松本　晃一 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

保健主幹 薬剤 久保　三恵子 １　新型コロナウイルス感染症対策業務

保健副主幹
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

薬剤 伯井　紀隆 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 永瀬　欣之 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 南野　信一 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 西山　一誠 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長（兼）
＜東淀川区役所保健福
祉課担当係長＞
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 北田　弘吉 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長（兼）
＜人権啓発・相談セン
ター担当係長＞
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 吉田　加代子 ・新型コロナウイルス感染症対策業務
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担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

獣医 矢部　芳治 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長（兼）
＜西部生活衛生監視事
務所担当係長兼務＞
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

獣医 武藤　光伸 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 真鍋　彰宏 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長（兼）
＜環境局事業部一般廃
棄物指導課担当係長＞
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 熊野　勇一 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

担当係長（兼）
＜水道局総務部職員課
担当係長＞
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 辻　智史 ・新型コロナウイルス感染症対策業務

医長（兼）
＜保健医療対策課医
長、大正区役所保健福
祉課医長＞
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

医師 植田　英也
・医師業務
・新型コロナウイルス感染症対策業務

医長（兼）
＜健康推進部健康づくり
課医長、東成区役所保
健福祉課医長＞
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

医師 津田　侑子
・医師業務
・新型コロナウイルス感染症対策業務

感染症対策支援担当課
長

事務 揚　　久恵
１　新型コロナウイルス感染症ワクチン接種等調整業務
の総括

感染症対策支援担当医
務主幹（兼）
＜保健医療企画室長、
西部保健医療監、西区
役所医務主幹＞

医師 廣川　秀徹
１　医師業務
２　新型コロナウイルス感染症ワクチン接種等調整業務

感染症対策支援担当課
長代理

事務 甲藤　博宣 ・新型コロナウイルス感染症ワクチン接種等調整業務

感染症対策支援担当課
長代理

事務 三田　敦弘 ・新型コロナウイルス感染症ワクチン接種等調整業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 立華　光平 ・新型コロナウイルス感染症ワクチン接種等調整業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 上田　哲也 ・新型コロナウイルス感染症ワクチン接種等調整業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 西口　貴史 ・新型コロナウイルス感染症ワクチン接種等調整業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 髙村　真治 ・新型コロナウイルス感染症ワクチン接種等調整業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

事務 小谷　晴彦 ・新型コロナウイルス感染症ワクチン接種等調整業務

担当係長
【新型コロナウイルス感染
症対策グループ】

保健 平松　由佳 ・新型コロナウイルス感染症ワクチン接種等調整業務
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補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

環境衛生監視課長 薬剤 久保　雄

１　墓地、埋葬等に関する法律、興行場法、旅館業法、
公衆浴場法、化製場等に関する法律、水道法、建築物
における衛生的環境の確保に関する法律、有害物質を
含有する家庭用品の規制に関する法律、浄化槽法、温
泉法その他環境衛生関係法令に基づく営業許可届
出、監視指導業務の総括
２　国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係
る業務、住宅宿泊事業に係る業務の総括

保健主幹 薬剤 井澤　純
・環境衛生関係施設の許認可等及び監視指導業務の
遂行管理（国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事
業、旅館業、住宅宿泊事業を除く）

保健副主幹 薬剤 石黒　正博
・環境衛生関係施設の許認可等及び監視指導業務の
総括（国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業、
旅館業、住宅宿泊事業を除く）

担当係長
【環境衛生指導グルー
プ】

薬剤 井村　嘉秀

・環境衛生専門監視業務（国家戦略特別区域外国人
滞在施設経営事業、旅館業、住宅宿泊事業を除く）
・文書主任
・公印取扱責任者業務
・庶務及び関係機関との連絡調整

担当係長
【環境衛生指導グルー
プ】

薬剤 河野　彰宏
・環境衛生専門監視業務（国家戦略特別区域外国人
滞在施設経営事業、旅館業、住宅宿泊事業を除く）

旅館業担当課長 薬剤 藤川　徹

１　国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係
る業務の総括
２　旅館業法関係業務の総括
３　住宅宿泊事業に係る業務の総括

環境衛生監視課長代理 事務 篠田　誠

・国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る
業務の総括
・旅館業法関係業務の総括
・住宅宿泊事業に係る業務の総括
・庶務及び連絡調整業務

保健副主幹 薬剤 栁田　博史

・国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る
業務の総括
・旅館業法関係業務の総括
・住宅宿泊事業に係る業務の総括

保健副主幹 薬剤 井上　浩司

・国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る
業務の総括
・旅館業法関係業務の総括
・住宅宿泊事業に係る業務の総括

担当係長
【旅館業指導グループ】

獣医 冨士原 恭平

・国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る
業務
・旅館業法関係業務
・住宅宿泊事業に係る業務
・庶務及び連絡調整業務
・文書主任（国家戦略特別区域外国人滞在施設経営
事業、旅館業、住宅宿泊事業）

担当係長
【旅館業指導グループ】

薬剤 井口　直樹

・国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る
業務
・旅館業法関係業務
・住宅宿泊事業に係る業務

担当係長
【旅館業指導グループ】

獣医 加藤　秀規

・国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る
業務
・旅館業法関係業務
・住宅宿泊事業に係る業務

担当係長
＜感染症対策課担当係
長兼務＞
【旅館業指導グループ】

獣医 越智　翔一

・国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る
業務
・旅館業法関係業務
・住宅宿泊事業に係る業務

環境衛生監視課（職員数33人）

食品衛生監視課（職員数12人）
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補職 職種 氏名 事務分担

食品衛生監視課長 薬剤 植原　一嘉
１　食品衛生法、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査
に関する法律、その他食品衛生関係法令に基づく食品
関係施設の監視指導の統括

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

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

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

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

補職 職種 氏名 事務分担

北部生活衛生監視事務
所長
＜環境局環境管理部北
部環境保全監視担当課
長兼務＞

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

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

保健副主幹 薬剤 齊藤　武志
・北部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及び監
視指導業務の総括
・文書主任及び公印取扱責任者業務

保健副主幹
＜保健所保健副主幹兼
務＞

獣医 中根　恭太
・北部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及び監
視指導業務の総括

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

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

担当係長 獣医 川分　敬子
・北部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及び監
視指導業務

担当係長 薬剤 山田　真也
・北部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及び監
視指導業務

補職 職種 氏名 事務分担

西部生活衛生監視事務
所長
＜環境局環境管理部西
部環境保全監視担当課
長兼務＞

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

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

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

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

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

担当係長
＜感染症対策課担当係
長兼務＞

獣医 武藤　光伸
・西部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及び監
視指導業務

補職 職種 氏名 事務分担

北部生活衛生監視事務所（職員数31人）

西部生活衛生監視事務所（職員数21人）

東部生活衛生監視事務所（職員数36人）
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健康局

東部生活衛生監視事務
所長
＜環境局環境管理部東
部環境保全監視担当課
長兼務＞

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

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

保健副主幹 獣医 松岡　百合子
・東部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及び監
視指導業務の総括

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

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

保健副主幹
＜保健所保健副主幹兼
務＞

獣医 大島　秀基
・東部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及び監
視指導業務の総括

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

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

担当係長 薬剤 梅田　高広
・東部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及び監
視指導業務

補職 職種 氏名 事務分担

南東部生活衛生監視事
務所長
＜環境局環境管理部南
東部環境保全監視担当
課長兼務＞

薬剤 中島　三千雄
１　南東部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可権
限、事務所の管理・監督

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

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

保健副主幹 獣医 天辰　健一
・南東部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及び
監視指導業務の総括

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

補職 職種 氏名 事務分担

南西部生活衛生監視事
務所長
＜環境局環境管理部南
西部環境保全監視担当
課長兼務＞

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

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

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

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

南西部生活衛生監視事務所（職員数17人）

南東部生活衛生監視事務所（職員数16人）
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こども青少年局

（ 企 画 グ ル ー プ ） （こどもの貧困対策グループ）

（ひとり親等支援グループ）

運 営 担 当

阿 武 山 学 園

保 育 施 策 部

保 育 企 画 課 （企画調整グループ）

（子育て支援グループ）

（幼稚園運営企画グループ）

（児童支援対策グループ）

企 画 課

一 時 保 護 所

南部こども相談センター

一 時 保 護 所

こ ど も 家 庭 課 （ 要 保 護 児 童 グ ル ー プ ）

経 理 課 （経理・調達グループ）

青 少 年 課 （青少年企画グループ） （こども育成事業グループ）

（放課後事業グループ）

子 育 て 支 援 部

管 理 課 （母子保健グループ）

（ 管 財 グ ル ー プ ）

（ 施 設 グ ル ー プ ）

こ ど も 青 少 年 局

企 画 部

総 務 課 （ 庶 務 グ ル ー プ ） （ 人 事 グ ル ー プ ）

北部こども相談センター

運 営 担 当

一 時 保 護 所

（指導・監査グループ）

保 育 所 運 営 課 （ 運 営 グ ル ー プ ）

保育・幼児教育センター

中央こども相談センター

運 営 担 当

（ 医 療 助 成 グ ル ー プ ）

（再編整備グループ）

（環境整備グループ）

（給付認定グループ）

361



こども青少年局

補職 職種 氏名

こども青少年局長 事務 佐藤　充子

補職 職種 氏名

理事
＜こどもの貧困対策推進室長兼務＞

事務 平田　知敬

補職 職種 氏名

企画部長 事務 工藤　誠

こどもの貧困対策推進担当部長
＜教育委員会事務局教育環境支援
担当部長兼務＞

事務 廣原　一彦

こどもの貧困対策推進担当部長
（兼）
＜教育委員会事務局教育事業推進
担当部長兼第１教育ブロック担当部
長兼務＞

事務 山野　敏和

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 板橋 清訓

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

総務課長代理 事務 小山　延江

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

総務課長代理
<福祉局生活福祉部地域
福祉課福祉業務支援調整
担当課長代理兼務>

福祉 市橋　隆
・福祉行政を担う人材の育成支援業務
・福祉職員のキャリア形成支援業務

担当係長
【庶務グループ】

事務 中野  晋輔
・庶務・市会関連
・局事業体制
・文書、規程関連

担当係長
【庶務グループ】

事務 松浦　隆宏
・広聴・広報・報道
・個人情報保護関連
・寄付収受・表彰

担当係長
【人事グループ】

事務 山田　由美子
・局員人事・勤務条件
・局員の研修、服務指導

こども青少年局（職員数1783人）

企画部（職員数72人）

総務課（職員数15人）
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こども青少年局

担当係長
【人事グループ】

事務 中野　友彦
・局員人事・勤務条件
・給与、福利厚生、安全衛生

担当係長
<福祉局生活福祉部地域
福祉課担当係長兼務>

事務 山家　友美
・福祉行政を担う人材の育成支援業務
・福祉職員のキャリア形成支援業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

経理課長 事務 豊嶋　陽一

１予算・決算
２調達・契約
３局所管不動産の管理
４局所管施設の整備・維持管理
５局所管電気工作物の維持管理

経理課長代理 事務 濵島　純
・予算・決算
・調達・契約

管財担当課長代理 事務 谷澤　守 ・局所管不動産の管理

施設管理担当課長代理 電気 西　昌宏
・局所管施設の整備・維持管理
・局所管電気工作物の維持管理

担当係長
【経理・調達グループ】

事務 角田　　典彦 ・予算・決算

担当係長
【経理・調達グループ】

事務 江草　　吾祐 ・調達・契約

担当係長
【管財グループ】

事務 相原　健一 ・局所管不動産の管理

担当係長
【施設グループ】

建築 西尾　基司
・局所管施設の整備・維持管理
（建築に関すること）

担当係長
【施設グループ】

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

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

企画課長 事務 松村　安博
１局事業の総合的企画
２調査・連絡調整
３局運営方針

企画課長代理 事務 泉谷　裕一
・局事業の総合的企画
・調査・連絡調整
・局運営方針

担当係長
【企画グループ】

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

経理課（職員数31人）

企画課（職員数8人）　
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こども青少年局

担当係長
【企画グループ】

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

こどもの貧困対策推進担当
課長

事務 置田　勝久 ・こどもの貧困対策

担当係長
【こどもの貧困対策推進グ
ループ】

事務 今田　亜矢 ・こどもの貧困対策

担当係長
【こどもの貧困対策推進グ
ループ】

事務 川田　智恵 ・こどもの貧困対策

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

青少年課長 事務 野間田　肇

１青少年施策に関する企画・調査、連絡調整
２青少年の健全育成
３青少年活動の推進
４青少年施設管理
５若者の自立支援
６塾代助成事業

青少年課長代理 社教 友清　誠子

・青少年施策に関する企画・調査、連絡調整
・青少年の健全育成
・青少年活動の推進
・青少年施設管理
・若者の自立支援

担当係長
【青少年企画グループ】

事務 佐藤　匠
・青少年団体との連携
・青少年国際交流事業
・若者の自立支援

担当係長
【青少年企画グループ】

事務 佐伯　昌昭

・青少年団体との連携
・青少年非行防止対策
・こどもの安全対策
・青少年施設管理
・青少年指導者育成
・担当業務の庶務

こども育成事業担当課長代
理

事務 東　紀子

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

担当係長
【こども育成事業グループ】

社教 島谷　多美江 ・塾代助成事業に関すること

青少年課（職員数16人）
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こども青少年局

放課後事業担当課長 事務 吉田　昌之

１児童いきいき放課後事業（いきいき活動）
２留守家庭児童対策事業
３子ども・子育て支援新制度に関すること
４大阪の資産・人材・公共社会資源の活用によ
るこどもの健全育成
５教育・学習関連施設の活用による体験学習
６上海市との児童作品交流

担当係長
【放課後事業グループ】

社教 垣内　由香
・留守家庭児童対策事業
・子ども・子育て支援新制度に関すること

担当係長
【放課後事業グループ】

事務 水島　宏

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

担当係長
【放課後事業グループ】

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

補職 職種 氏名

子育て支援部長 事務 青柳　毅

補職 職種 氏名 事務分担

医務監
<中央こども相談センター医務
主幹、保健所医務主幹兼務>

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

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

管理課長 事務 瑞慶覧　薫

１子育て支援施策の企画等
２こども・子育ての相談・情報提供
３地域における子育て支援
４多様な保育サービス
５児童手当（子ども手当）
６児童委員、主任児童委員
７母子保健
８子育て世帯生活支援給付金

医務主幹
<健康局健康推進部保健医
療計画担当課長兼務>

医師 勝矢　聡子 ・母子保健事業管理・相談業務

子育て支援部（職員数118人）

管理課（職員数47人）
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こども青少年局

医務主幹
<健康局健康推進部歯科口腔
保健担当医務主幹、福祉局
高齢者施策部医務主幹兼務>

歯科
医師

蒲生　祥子 ・母子保健事業管理・相談業務

管理課長代理 事務 椿野　眞理子

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

保健副主幹 保健 友田　桐子 ・母子保健

子育て世帯生活支援給付
金担当課長代理

事務 山中　正規 ・子育て世帯生活支援給付金

担当係長
【子育て支援グループ】

事務 稲積　崇
・子育て支援施策の企画
・児童福祉施策調査・連絡調整

担当係長
【子育て支援グループ】

保育 後藤　香織
・各区保健福祉センター子育て支援室
・家庭児童相談員
・子育て支援情報提供

担当係長
【子育て支援グループ】

事務 中村　文尾 ・児童手当（子ども手当）

担当係長
【子育て支援グループ】

福祉 中山　修一
・地域子育て支援拠点事業
・児童委員、主任児童委員
・子ども・子育てプラザ事業（施設維持管理）

担当係長
【子育て支援グループ】

事務 豊島　早苗

・男女共同参画センター子育て活動支援館
・子育て活動支援事業（子ども・子育てプラザ）
・ファミリー・サポート・センター事業
・ブックスタート事業
・病児・病後児保育事業
・多胎児家庭支援事業
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こども青少年局

担当係長
【子育て支援グループ】

事務 松本　文子

・一時預かり事業
・子どものショートステイ
・利用者支援事業
・あいりん児童健全育成事業
・あいりん特別保育対策事業
・４歳児訪問事業

担当係長
【母子保健グループ】

保健 野崎　真実 ・母子保健

担当係長
【母子保健グループ】

保健 飯田　和代 ・母子保健

担当係長
【母子保健グループ】

事務 河村　公博
・特定不妊治療費助成
・妊婦への分娩前検査

担当係長
【母子保健グループ】
＜福祉局生活福祉部福祉シ
ステム課担当係長兼務＞

事務 柏井　裕一 ・総合福祉システム

担当係長
【子育て世帯生活支援給付
金グループ】

事務 古瀬　剛 ・子育て世帯生活支援給付金

担当係長
【子育て世帯生活支援給付
金グループ】

事務 滝口　勇樹 ・子育て世帯生活支援給付金

担当係長
【子育て世帯生活支援給付
金グループ】

事務 森田　知恵 ・子育て世帯生活支援給付金

幼稚園運営企画担当課長 事務 金田　眞一

１市立幼稚園の管理運営
２市立幼稚園民営化への対応
３幼児教育の充実・振興普及
４子育て支援施設等利用給付
５幼稚園における新制度への対応

幼稚園運営企画担当課長
代理

社教 高野　亜矢子

･市立幼稚園の管理運営
･市立幼稚園民営化への対応
・幼児教育の充実・振興普及
・子育て支援施設等利用給付
・幼稚園における新制度への対応
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担当係長
【幼稚園運営企画グルー
プ】

事務 田島　亮
・市立幼稚園の管理運営
･市立幼稚園民営化への対応

担当係長
【幼稚園運営企画グルー
プ】

事務 冨山　健一 ・市立幼稚園の管理運営

担当係長
【幼稚園運営企画グルー
プ】

事務 山下　哲郎
・幼児教育の充実・振興普及
・子育て支援施設等利用給付

担当係長
【幼稚園運営企画グルー
プ】

事務 岡田　美乃
・幼児教育の充実・振興普及
・子育て支援施設等利用給付

担当係長
【幼稚園運営企画グルー
プ】

事務 岡田　幸博
・幼児教育の充実・振興普及
・子育て支援施設等利用給付
・幼稚園における新制度への対応

担当係長（兼）
<教育委員会事務局指導部総括
指導主事、保育・幼児教育セン
ター担当係長兼務>

教員 藤岡　裕子 ・市立幼稚園運営の助言

担当係長（兼）
<教育委員会事務局指導部総括
指導主事、保育・幼児教育セン
ター担当係長兼務>

教員 満田　菜穂子 ・市立幼稚園運営の助言

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

こども家庭課長 事務 森川　貴之

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

こども家庭課長代理 事務 田中　奈緒子

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

担当係長
【要保護児童グループ】

福祉 岸本　かおり
・児童福祉施設（保育所を除く）の整備
・児童福祉施設（保育所を除く）の指導
・社会的養護関連事業計画

担当係長
【要保護児童グループ】

福祉 福嶋　典子
・児童福祉施設（保育所を除く）の措置費
・児童福祉施設（保育所を除く）の指導

こども家庭課（職員数26人）
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担当係長
【要保護児童グループ】

事務 岡本　真由子
・児童福祉施設（保育所を除く）の徴収金
・児童福祉施設（保育所を除く）の指導

担当係長
【ひとり親等支援グループ】

事務 菅野　優
・ひとり親家庭自立支援給付金
・母子・父子福祉センター運営

担当係長
【ひとり親等支援グループ】

福祉 緒方　陽
・母子父子寡婦福祉貸付金
・ひとり親自立支援

担当係長
【ひとり親等支援グループ】

事務 邨上　師央 ・児童扶養手当

児童支援対策担当課長 社教 久山　真紀 児童虐待防止対策

医務主幹（兼）
<保健所医務主幹、こども相談セ
ンター医務主幹、旭区役所医務
主管兼務>

医師 池宮　美佐子 １児童虐待にかかる医療支援

児童支援対策担当
課長代理

事務 芝　修司 ・児童虐待防止対策

担当係長
【児童支援対策グループ】

事務 岩井　紀予子 ・児童虐待防止対策

担当係長
【児童支援対策グループ】

事務 浅野　こずえ ・児童虐待防止対策

担当係長
【児童支援対策グループ】

大阪
府

大宅　智子 ・児童虐待防止対策

担当係長
【児童支援対策グループ】

事務 松尾　昭彦 ・児童虐待防止対策

医療費助成担当課長代理
（兼）
〈福祉局生活福祉部保険年金課
医療費助成担当課長代理、障が
い者施策部障がい支援課償還
担当課長代理、高齢者施策部介
護保険課長代理兼務〉

事務 太田　智子 ・医療助成関係業務

担当係長（兼）
【医療助成グループ】
<福祉局生活福祉部保険年金課
担当係長、障がい者施策部障が
い支援課担当係長、高齢者施策
部介護保険課担当係長兼務>

事務 杉本　勝 ・医療助成関係業務

担当係長（兼）
【医療助成グループ】
<福祉局生活福祉部保健年金課
担当係長兼務>

事務 辻井　実佳
・こども医療費助成
・ひとり親医療費助成
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補職 職種 氏名 事務分担

阿武山学園長 児専 林　功三
・施設運営管理総括
・入所児童処遇指導監督

副園長 事務 三木　靖史
・施設運営管理総括補助
・園のコンプライアンス

担当係長 事務 常田　君彦
・施設運営管理（管理事務）
・阿武山学園機能強化

担当係長 児専 武部　正実
・支援担当総括（SV業務）
・作業指導　・就労指導業務

担当係長 児専 浅川　孝之
・フリー専門員総括（SV業務）　・調査統計
・クラブ関係業務　・実習生対応

担当係長 児専 安食　義臣
・寮担当専門員総括（SV業務）
・入所児童生活指導　・近隣担当

担当係長 児専 松井　智代
・園内研修関係業務　・アフターケア業務
・家庭復帰専門相談（事前協議、家族再統合）

担当係長 児専 安食　由香
・寮母業務総括（SV業務）　・ボランティア対応
・園内研修関係業務

補職 職種 氏名

保育施策部長 事務 松田　晃一

保育所機能整備担当部長 事務 稲木　徹

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

保育企画課長 事務 中林　万智子

１保育施策の企画等
２幼児教育無償化
３保育人材確保対策事業
４認定こども園への移行

保育企画課長代理 事務 中村　春樹

・保育施策の企画等
・幼児教育無償化
・保育人材確保対策事業
・認定こども園への移行

担当係長
【企画調整グループ】

事務 中山　貴昭

・保育施策の企画等
・国・府・政令市等との連携・連絡調整、情報
交換
・認定こども園への移行

阿武山学園（職員数43人）

保育施策部（職員数1,212人）

保育企画課（職員数81人）
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担当係長
【企画調整グループ】
＜保育・幼児教育センター
担当係長兼務＞

事務 髙﨑　直樹 ・幼児教育の無償化

担当係長
【企画調整グループ】

事務 田中　祥子 ・保育人材確保対策

給付認定担当課長 事務 牛尾　耕治

１教育・保育給付費及び保育所委託費の支弁
２保育施設等入所
３保育料設定・徴収
４補助金交付・検査
５新制度における施設・事業の認可・確認

給付認定担当課長代理 事務 池中　信太郎
・保育施設等入所
・保育料設定・徴収

給付認定担当課長代理 事務 永松　香織
・教育・保育給付費及び保育所委託費の支弁
・補助金交付・検査
・新制度における施設・事業の認可、確認

担当係長
【給付認定グループ】

事務 大津　高志
・給付認定グループ内の調整業務
・保育施設等入所
・教育・保育給付及び施設等利用給付の認定

担当係長
【給付認定グループ】

事務 三谷　陽子 ・教育・保育給付費及び保育所委託費の支弁

担当係長
【給付認定グループ】

事務 大藪　薫 ・補助金交付・検査

担当係長
【給付認定グループ】

事務 谷　真悟 ・補助金交付・検査

担当係長
【給付認定グループ】

事務 芳﨑　宏樹
・保育料設定
・保育料徴収

担当係長
【給付認定グループ】

事務 山口　貴之
・認可・確認の審査・決定
・大阪府との協議・調整
・合議体の開催・意見聴取

担当係長
【給付認定グループ】
＜福祉局生活福祉部福祉システ
ム課担当係長兼務＞

事務 矢之高　佳弘
・総合福祉システム（新制度業務）の運用・修
正
・新制度全国システムの運用

指導担当課長 事務 今田　益代

１認可施設等への指導監査
２認可外保育施設への指導監督
３認可外保育施設の無償化に係る指導監査
４認可施設等への保育指導
５認可施設、認可外保育施設等の事故対応・
防止
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保育指導担当課長代理 保育 豊福　千恵
・認可施設等への保育指導・相談
・認可施設、認可外保育施設等の事故対応・
防止

担当係長
【指導・監査グループ】

事務 臼井　勝也
・ 認可施設、認可外保育施設等の事故対応・
防止
・子育て支援員研修

担当係長
【指導・監査グループ】

保育 尾崎　智美
・認可施設等への保育指導・相談
・認可施設、認可外保育施設等の事故対応・
防止

担当係長
【指導・監査グループ】

保育 土田　恵
・地域型保育事業所・新規参入施設等への巡
回指導
・子育て支援員研修

担当係長
【指導・監査グループ】

看護 松林　裕美 ・認可施設等への保健衛生指導

担当係長
【指導・監査グループ】

栄養 西口　久美子
・認可施設等への給食管理指導及び食育の
推進

施設指導担当課長代理 事務 中西　肇
・認可施設等への指導監査
・認可外保育施設への指導監督
・認可外保育施設の無償化に係る指導監査

施設指導担当課長代理 事務 松井　伸幸 ・認可施設等への指導監査

担当係長
【指導・監査グループ】

事務 佐川　幸史
・認可外保育施設への指導監督
・認可外保育施設の無償化に係る指導監査

担当係長
【指導・監査グループ】

事務 中束　一弘 ・認可施設等への指導監査

担当係長
【指導・監査グループ】

事務 高垣　幸治 ・認可施設等への指導監査

担当係長
【指導・監査グループ】

事務 遠藤　幸浩 ・認可施設等への指導監査

担当係長
【指導・監査グループ】

事務 早川　潤 ・認可施設等への指導監査

担当係長
【指導・監査グループ】

事務 松本　敏幸 ・認可施設等への指導監査

担当係長
【指導・監査グループ】

保育 村井　美智子 ・認可施設等への指導監査

担当係長
【指導・監査グループ】

事務 細田　譲 ・認可施設等への指導監査
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担当係長
【指導・監査グループ】

事務 石橋　政弘 ・認可施設等への指導監査

環境整備担当課長 事務 迫野　京子

１待機児童数の報告・公表
２認可保育所等整備
３整備計画の策定
４保育特別対策
５市有財産（土地、建物）の活用等

環境整備担当課長代理 事務 松井　宗隆

・待機児童数の報告・公表
・認可保育所等整備
・整備計画の策定
・保育特別対策
・市有財産（土地、建物）の活用等

担当係長
【環境整備グループ】

事務 山崎　淳史
・認可保育所等施設整備
・整備計画の策定

担当係長
【環境整備グループ】

事務 横田　恒夫
・認可保育所等施設整備
・認定こども園への移行整備

担当係長
【環境整備グループ】

事務 熊谷　伸康
・認可保育所等施設整備
・保育特別対策
・市有財産（土地、建物）の活用等

担当係長
【環境整備グループ】

事務 山下　賢二
・地域型保育事業所等施設整備
・保育特別対策
・市有財産（土地、建物）の活用等

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

保育所運営課長 事務 永井　照佳
１公立保育所管理・運営
２公立保育所人事・予算
３公立保育所保育活動指導

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

保育所運営課長代理 保育 重松　弥生
・公立保育所管理・運営
・公立保育所保育活動指導

障がい児保育担当課長代
理

保育 伊達　裕佳子 ・障がい児保育指導・運営

担当係長
【運営グループ】

事務 早川　将司
・公立保育所運営総括管理
・公立保育所職員の人事・連絡調整

保育所運営課（職員数1,129人）
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担当係長
【運営グループ】

事務 大佐古　輝男 ・障がい児保育指導・運営

担当係長
【運営グループ】

事務 福田　弘 ・公立保育所運営予算・決算

担当係長
【運営グループ】

保育 森　未知子 ・公立保育所保育活動指導

担当係長
【運営グループ】

保育 土丸谷　彩子 ・障がい児保育指導・運営

担当係長
【運営グループ】

保育 井上　佐緒里 ・障がい児保育指導・運営

担当係長
【運営グループ】

保育 筒井　知子 ・障がい児保育指導・運営

担当係長
【運営グループ】

保育 坂上　由架利
・公立保育所特別保育活動の指導
・保育活動連絡調整

担当係長
【運営グループ】

看護 栁井　朋子
・公立保育所保健衛生
・保育活動連絡調整

担当係長
【運営グループ】

看護 有森　了子
・公立保育所保健衛生
・保育活動連絡調整

保育所再編整備担当課長 事務 惠　豊和
１公立保育所再編整備
２公立保育所建物整備

保育所再編整備担当課長
代理

事務 橘内　肇
・公立保育所再編整備
・公立保育所建物整備

保育所再編整備担当課長
代理

事務 小嶋　茂
・公立保育所再編整備
・公立保育所建物整備

保育所整備計画担当課長
代理

事務 重崎　達人
・公立保育所再編整備
・公立保育所建物整備

保育所再編整備担当課長
代理

保育 藤原　七重
・公立保育所再編整備
・公立保育所運営・保育活動指導

担当係長
【再編整備グループ】

社教 中前　敦也 ・公立保育所再編・施設整備

担当係長
【再編整備グループ】

事務 黒川　真弓 ・公立保育所再編・施設整備

担当係長
【再編整備グループ】

事務 神﨑　愼次 ・公立保育所再編・施設整備

担当係長
【再編整備グループ】

事務 外山　孝 ・公立保育所再編・施設整備

担当係長
【再編整備グループ】

事務 木村　加織 ・公立保育所再編・施設整備

担当係長
【再編整備グループ】

保育 鈴木　佳代子 ・公立保育所再編整備・保育活動連絡調整

ブロック運営担当課長代理
兼担当係長

保育 前濱　明美
・木川第１保育所長
・公立保育所運営・保育活動指導

ブロック運営担当課長代理
兼担当係長

保育 木村　憲子
・鯰江保育所長
・公立保育所運営・保育活動指導

ブロック運営担当課長代理
兼担当係長

保育 中　雅美
・瓜破保育所長
・公立保育所運営・保育活動指導

ブロック運営担当課長代理
兼担当係長

保育 西村　久美子
・磯路保育所長
・公立保育所運営・保育活動指導
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ブロック運営担当課長代理
兼担当係長

保育 早野　久美子
・千本保育所長
・公立保育所運営・保育活動指導

担当係長 保育 大塚　真里子 ・大淀保育所

担当係長 保育 津山　貴子 ・御幸保育所

担当係長 保育 杉山　裕子 ・毛馬保育所

担当係長 保育 新山　りえ ・野田保育所

担当係長 保育 西村　香里 ・海老江保育所

担当係長 保育 北林　由貴 ・高見町保育所

担当係長 保育 樋口　明子 ・酉島保育所

担当係長 保育 淵岡　美喜子 ・南大江保育所

担当係長 保育 渡邉　ルミ子 ・梅本保育所

担当係長 保育 東　富美子 ・八幡屋保育所

担当係長 保育 竹居　良美 ・大浪保育所

担当係長 保育 辻　奈緒美 ・大正保育所

担当係長 保育 藤田　玲江 ・天王寺保育所

担当係長 保育 堀田　拍美 ・味原保育所

担当係長 保育 西浦　絹子 ・浪速第１保育所

担当係長 保育 髙橋　京子 ・浪速第５保育所

担当係長 保育 木下　京子 ・小田町保育所

担当係長 保育 石野　靖子 ・柏里保育所

担当係長 保育 脇阪　真理子 ・姫島保育所

担当係長 保育 橋之口　冨美子 ・三国保育所

担当係長 保育 濱田　真奈美 ・加島第１保育所

担当係長 保育 修行　敦子 ・西大道保育所
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担当係長 保育 岡　昌枝 ・西淡路第２保育所

担当係長 保育 土屋　由佳理 ・豊里第１保育所

担当係長 保育 馬木　香苗 ・日之出保育所

担当係長 保育 杉村　秀子 ・東小橋保育所

担当係長 保育 豊田　久美子 ・生野保育所

担当係長 保育 西田　美香 ・中川保育所

担当係長 保育 範國　和惠 ・生江保育所

担当係長 保育 東堤　和美 ・大宮第１保育所

担当係長 保育 伊藤　千景 ・鴫野保育所

担当係長 保育 庄司　裕子 ・関目保育所

担当係長 保育 西野　恵理美 ・茨田第１保育所

担当係長 保育 遠茂谷　陽子 ・高松保育所

担当係長 保育 桒原　久栄 ・阪南保育所

担当係長 保育 金沢　美和 ・北加賀屋保育所

担当係長 保育 吉田　みゆき ・御崎保育所

担当係長 保育 入口　知子 ・住吉保育所

担当係長 保育 古西　香織 ・住吉乳児保育所

担当係長 保育 金　美奈 ・苅田南保育所

担当係長 保育 山口　穂波 ・万領保育所

担当係長 保育 安藤　栄子 ・鷹合保育所

担当係長 保育 打樋　明子 ・矢田教育の森保育所

担当係長 保育 向井　雅美 ・加美第１保育所

担当係長 保育 本岡　美佐子 ・加美第２保育所
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担当係長 保育 川上　真里子 ・長吉第１保育所

担当係長 保育 竹下　るみ ・喜連保育所

担当係長 保育 興梠　妙子 ・天下茶屋保育所

担当係長 保育 齋藤　奈緒美 ・長橋第２保育所

担当係長 保育 池田　素子 ・北津守保育所

担当係長 保育 文　中仙 ・松之宮保育所

担当係長 保育 西岡　有紗 ・南津守保育所

補職 職種 氏名

保育・幼児教育センター所
長

事務 阪口　正治

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

保育・幼児教育センター副所長 事務 河本　哲也
・保育・幼児教育センターの管理運営総括補
佐

保育・幼児教育センター研
修・企画担当課長代理

保育 永谷　小百合

・就学前施設職員研修
・幼児教育・保育に関する研究
・就学前教育カリキュラム等開発支援・普及・啓
発

担当係長 保育 常塚　裕美子

・就学前施設職員研修
・幼児教育・保育に関する研究
・就学前教育カリキュラム等開発支援・普及・啓
発

担当係長 保育 瀨川　まき子

・就学前施設職員研修
・幼児教育・保育に関する研究
・就学前教育カリキュラム等開発支援・普及・啓
発

担当係長 事務 土井　宏祐 ・保育・幼児教育センターの管理運営全般

担当係長（兼）
<こども青少年局保育施策部
保育企画課担当係長兼務>

事務 髙﨑　直樹 ・認可外保育施設教育費補助審査

担当係長（兼）
＜教育委員会事務局指導部
総括指導主事兼務＞

教員 中田　妙子

・就学前施設職員研修
・幼児教育・保育に関する研究
・就学前教育カリキュラム等開発支援・普及・啓
発

保育・幼児教育センター（職員数9人）

保育・幼児教育センター（職員数8人）
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担当係長（兼）
<教育委員会事務局指導部総
括指導主事、子育て支援部
管理課担当係長兼務>

教員 藤岡　裕子
・就学前教育カリキュラム等開発支援・普及・啓
発

担当係長（兼）
<教育委員会事務局指導部総
括指導主事、子育て支援部
管理課担当係長兼務>

教員 満田　菜穂子
・就学前教育カリキュラム等開発支援・普及・啓
発

補職 職種 氏名

中央こども相談センター所
長

事務 岸本　弘子

運営担当（職員数162人）
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

運営担当課長 事務 楯川　晃史
１運営総括
２事業の総括

運営担当課長代理 事務 大江　希世子 ・運営管理、総務の総括

担当係長 事務 立田　義人
・庶務総括、運営管理全般、企画、研修、連絡
調整

担当係長 事務 稲垣　光紀 ・予算管理、連絡調整

法務担当課長代理 民間 尾田　将彦

・法的相談対応
・法的手続関連業務
・児童福祉司等に関連する法務能力向上に関
する職員研修の企画及び実施

法務担当課長代理 民間 清水　さやか

・法的相談対応
・法的手続関連業務
・児童福祉司等に関連する法務能力向上に関
する職員研修の企画及び実施

調整担当課長 事務 藤原　博紋
１児童相談所機能強化（システム・児童相談所
建替え、複数設置）

担当係長
＜福祉局生活福祉部福祉
システム課担当係長兼務＞

福祉 時岡　政彦
・児童相談所機能強化（児童相談等システム
再構築）

担当係長 事務 尾崎　真也
・児童相談所機能強化（児童相談所建替え、
複数設置）

中央こども相談センター（職員163人）
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医務主幹（兼）
＜市立心身障がい者リハビリ
テーションセンター診療所医務
主幹、福祉局障がい者施策部医
務主幹、市立心身障がい者リハ
ビリテーションセンター医務主幹
兼務＞

医師 峯川　章子 １児童精神科医師

医務主幹（兼）
<こども青少年局医務監、保健所
医務主幹兼務>

医師 田端　信忠 １医療にかかる連絡調整総括

医務主幹(兼）
<保健所母子保健医務主幹、こど
も青少年局子育て支援部医務主
幹兼務>

医師 池宮　美佐子 １小児科医師

保健副主幹 保健 足立　礼子
・児童保健指導・健康管理等総括・診療所
・医療的機能強化の統括
・３センターの連絡調整

担当係長 保健 松田　利花
・児童相談にかかる健康管理・診療所
・医療機関等との連絡調整

相談支援担当課長 福祉 尾瀬　富士男 １児童相談総括指導

相談支援担当課長代理 福祉 井口　友子
・養護・非行相談児童福祉司の業務指導総括
・児童福祉法による措置

相談支援担当課長代理 事務 岩部　孝洋
・障がい・養護・非行相談児童福祉司の業務
指導総括
・児童福祉法による措置

家庭養育推進担当課長代
理

福祉 寺内　眞起子 ・里親子包括支援業務の指導総括

担当係長 福祉 根本　真理
・児童福祉司の業務指導
・児童福祉法による措置

担当係長 福祉 松村　和直 ・養護・非行・育成相談担当児童福祉司指導

担当係長 福祉 髙田　晴子 ・養護・非行・育成相談担当児童福祉司指導

担当係長 福祉 辻他　芙由子 ・養護・非行・育成相談担当児童福祉司指導

担当係長 福祉 須川　義浩 ・養護・非行・育成相談担当児童福祉司指導

担当係長 福祉 中島　泰子 ・養護・非行・育成相談担当児童福祉司指導

担当係長 福祉 松木　万恵 ・障がい相談担当児童福祉司指導
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担当係長 福祉 久保　美香 ・里親相談児童福祉司指導

担当係長 福祉 林　真希 ・家庭復帰支援

担当係長 福祉 水摩　直子 ・養護・非行・育成相談

担当係長 福祉 長田　妙子 ・養護・非行・育成相談

担当係長 福祉 安部　知子 ・里親子包括支援

担当係長 事務 吉峰　真知子 ・里親子包括支援

虐待対応担当課長 福祉 岩田　幸夫 １児童虐待相談・対応総括

虐待対応担当課長代理 福祉 松前　亜夕美 ・児童虐待相談・対応総括補佐

虐待対応担当課長代理 福祉 毛利　啓栄 ・児童虐待相談・対応総括補佐

担当係長 事務 浅浦　亮一 ・養護相談担当児童福祉司指導

担当係長 福祉 延澤　理絵子 ・養護相談担当児童福祉司指導

担当係長 福祉 楠田　祥子 ・養護相談担当児童福祉司指導

担当係長 福祉 一色　岳 ・養護相談担当児童福祉司指導

担当係長 福祉 豊田　紗代 ・養護相談担当児童福祉司指導

担当係長 事務 藤内　由紀子 ・養護相談

担当係長 事務 北東　宏亮 ・養護相談

担当係長 児専 西浦　勝哉 ・養護相談

担当係長 福祉 辻　健一 ・養護相談

担当係長 福祉 喜田　琢磨 ・養護相談

心理相談担当課長 臨心 冨田　忠明 １心理相談部門の全体総括

中央こども相談センター心
理相談担当課長代理
兼北部こども相談センター
心理相談担当課長代理

臨心 濱村　浩一
・心理相談業務の総括補佐
・家族再統合支援の総括
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担当係長 臨心 戸倉　幸恵 ・児童心理司の業務指導総括

担当係長
兼阿武山学園担当係長

臨心 高下　洋之
・児童虐待に関する家族再統合支援指導
・阿武山学園臨床心理職員指導

担当係長 臨心 池本　有利子 ・児童心理司指導、被虐待児童・親支援

中央こども相談センター
一時保護所担当課長
兼北部こども相談センター
一時保護所担当課長
兼南部こども相談センター
一時保護所担当課長

福祉 柏木　隆子 １一時保護所の運営・管理総括

一時保護所長 保育 木村　晴彦
・一時保護所の運営・管理総括
・指導員指導総括、連絡調整

担当係長 福祉 田中　殖大

・一時保護所入所児童生活支援
・児童指導員・保育士指導総括、連絡調整、
個別指導
・一時保護所の運営・管理

担当係長 事務 東田　明久
・一時保護所入所児童生活支援
・指導員指導

担当係長 事務 中辻　正樹
・一時保護所入所児童生活支援
・指導員指導

教育相談担当課長（兼）
<教育委員会事務局指導部首席
指導主事兼務>

教員 牛尾　慶一郎
１教育相談事業
２特別支援教育相談事業
３スクールカウンセラー事業

教育相談担当課長代理 事務 芝田　一昭

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

教育相談担当課長代理 臨心 岩佐　和代
・教育相談担当課長の補佐
・教育相談事業
・特別支援教育相談事業

担当係長(兼）
<教育委員会事務局指導部総括
指導主事兼務>

教員 三好　祐二
・教育相談事業
・特別支援教育相談事業

担当係長 臨心 黒田　聖一
・教育相談事業
・教育相談員（会計年度任用職員）の業務指
導
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担当係長(兼）
<教育委員会事務局指導部総括
指導主事兼務>

教員 山内　伸作
・教育相談事業
・スクールカウンセラー事業

担当係長(兼）
<教育委員会事務局指導部指導
主事兼務>

教員 忠政　良衛
・教育相談事業
・スクールカウンセラー事業

担当係長 社教 濵中　靖子 ・教育相談事業

担当係長 社教 梅田　奈里子 ・教育相談事業

補職 職種 氏名
北部こども相談センター所
長

福祉 音田　晃一

運営担当（職員数98人）
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

運営担当課長代理 事務 玉田　明 ・運営管理、総務、一時保護所の総括

担当係長 事務 小村　勝彦
･庶務総括、運営管理全般、企画、研修、予算
管理、連絡調整

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

中央こども相談センター心
理相談担当課長代理
兼北部こども相談センター
心理相談担当課長代理

臨心 濱村　浩一
・心理相談業務の総括補佐
・家族再統合支援の総括

担当係長 臨心 上田　吉宏 ・児童心理司の業務指導総括

担当係長 臨心 佐味　秀雄 ・児童心理司指導、被虐待児童・親支援

児童相談担当課長 福祉 青木　直子
１児童相談総括指導
２児童虐待相談・対応総括

相談支援担当課長代理 福祉 岩上　高志
・養護・非行・育成・障がい・里親相談児童福
祉司の業務指導総括
・児童福祉法による措置

虐待対応担当課長代理 事務 森　美穂 ・児童虐待相談・対応の総括補佐

北部こども相談センター（職員99人）
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担当係長 福祉 吉谷　幸子

・児童福祉司の業務指導
・児童福祉法による措置
・家庭復帰支援
・里親相談児童福祉司指導

担当係長 福祉 岡田　恭子
・養護・非行・育成・障がい相談担当児童福祉
司指導

担当係長 福祉 今井　太一
・養護・非行・育成・障がい相談担当児童福祉
司指導

担当係長 福祉 平尾　達希 ・養護相談担当児童福祉司指導

担当係長 社教 田中　聡 ・養護相談担当児童福祉司指導

担当係長 福祉 三原　敏孝 ・養護相談担当児童福祉司指導

担当係長 社教 鳩野　めぐみ ・養護・非行・育成・障がい相談

担当係長 福祉 芝井　久文 ・養護相談

担当係長 事務 江口　真理子 ・養護相談

担当係長 福祉 巽　由美子 ・養護相談

担当係長 事務 丸尾　真二 ・養護相談

中央こども相談センター
一時保護所担当課長
兼北部こども相談センター
一時保護所担当課長
兼南部こども相談センター
一時保護所担当課長

福祉 柏木　隆子 １一時保護所の運営・管理総括

一時保護所長 保育 竹家　裕美
・一時保護所の運営・管理総括
・指導員指導総括、連絡調整

担当係長 保育 岡田　愛
・一時保護所入所児童生活支援
・児童指導員・保育士指導総括、連絡調整
・一時保護所の運営・管理

担当係長 保育 三好　田恵子
・一時保護所入所児童生活支援
・指導員指導
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補職 職種 氏名
南部こども相談センター所
長

事務 田宮　雄介

運営担当（職員数107人）
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

運営担当課長代理 事務 森岡　慶喜 ・運営管理、総務の総括

担当係長 事務 三浦　一人
･庶務総括、運営管理全般、企画、研修、予算
管理、連絡調整

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

心理相談担当課長代理
兼担当係長

臨心 貞木　隆志
・心理相談業務の総括、児童心理司の業務指
導総括

担当係長 臨心 松本　知津子 ・児童心理司指導、被虐待児童・親支援

担当係長 臨心 中村　泰子 ・家族再統合支援

児童相談担当課長 事務 小林　悦子
１児童相談総括指導
２児童虐待相談・対応総括

相談支援担当課長代理 福祉 小川　直洋
・養護・非行・育成・障がい・里親相談児童福
祉司の業務指導総括
・児童福祉法による措置

虐待対応担当課長代理 福祉 西　悟史 ・児童虐待相談・対応の総括補佐

担当係長 福祉 北　浩二

・児童福祉司の業務指導
・児童福祉法による措置
・家庭復帰支援
・里親相談児童福祉司指導

担当係長 福祉 一二三　渉
・養護・非行・育成・障がい相談担当児童福祉
司指導

担当係長 福祉 益本　美和
・養護・非行・育成・障がい相談担当児童福祉
司指導

担当係長 福祉 飯田　さおり ・養護相談担当児童福祉司指導

担当係長 事務 日野　人月 ・養護相談担当児童福祉司指導

担当係長 福祉 山口　勝也 ・養護相談担当児童福祉司指導

担当係長 福祉 川東　典子 ・養護・非行・育成・障がい・里親相談

南部こども相談センター（職員108人）
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担当係長 福祉 安川　知沙 ・養護・非行・育成・障がい相談

担当係長 福祉 佐ノ木　剛 ・養護・非行・育成・障がい相談

担当係長 福祉 中尾　華子 ・養護相談

担当係長 福祉 髙津　周平 ・養護相談

担当係長 事務 新家　美恵子 ・養護相談

中央こども相談センター
一時保護所担当課長
兼北部こども相談センター
一時保護所担当課長
兼南部こども相談センター
一時保護所担当課長

福祉 柏木　隆子 １一時保護所の運営・管理総括

一時保護所長 児専 松井　正宣
・一時保護所の運営・管理総括
・指導員指導総括、連絡調整

担当係長 保育 田中　泰史

・一時保護所入所児童生活指導、個別対応担
当
・児童指導員・保育士指導総括、連絡調整
・一時保護所の運営・管理

担当係長 保育 前平　敦子
・一時保護所入所児童生活指導
・児童指導員・保育士指導総括、連絡調整
・一時保護所の運営・管理

担当係長 保育 中打木　五子
・一時保護所入所児童生活指導、個別対応担
当
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東南環境事業センター

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

東北環境事業センター

城北環境事業センター

西北環境事業センター

中部環境事業センター

西部環境事業センター

東部環境事業センター

西南環境事業センター

南部環境事業センター

事 業 管 理 課

家 庭 ご み 減 量 課
（市民啓発グループ）（集団・拠点回収グループ）

（家庭ごみの分別グループ）（計画グループ）

（家庭ごみ収集作業計画グループ）（まち美化グループ）
（手数料グループ）（ごみ収集車両管理グループ）

事 業 部

職 員 課 （人事・勤務条件グループ）

施 設 管 理 課 （施設管理グループ）（斎場グループ）（霊園グループ）

エネルギー政策室

環 境 施 策 部

環 境 施 策 課 （環境施策グループ）（地球温暖化対策グループ）（ヒートアイランド対策グループ）（環
境学習グループ）（都市間協力グループ）（エネルギー政策グループ）

環 境 管 理 部

環 境 管 理 課

瓜 破 斎 場

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

環 境 局

総 務 部

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

企 画 課 （企画グループ）（経営改革グループ）
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補職 職種 氏名

局長 事務 青野　親裕

補職 職種 氏名 事務分担

理事
＜エネルギー政策室長兼
務＞

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

補職 職種 氏名

部長 事務 嶋村　浩一

補職 職種 氏名 事務分担

管財担当部長 事務 西尾　民男
1　契約管財
2　局施設の管理・整備

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 岡本　充史

1　局の文書、予算、決算
2　局業務の進行管理及び事務改善
3　局業務の普及。ただし、他の部の所管に属するも
のを除く。
4　他の部及び課の主管に属しないこと

総務課長代理 事務 尾﨑　紀子 ・所管業務全般

担当係長
【総務グループ】

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

担当係長
【総務グループ】

事務 池田　真人
・局業務の情報システム化に関する調査及び企画
・局の法規

担当係長
【広報グループ】

事務 久村　憲一郎
・局業務の広聴・広報・報道。ただし、他の課の所管
に属するものを除く。
・情報公開・個人情報保護

担当係長
【計理グループ】

事務 満島　明裕 ・局の予算及び決算

　契約管財担当課長 事務 吉岡　敏秀
1　管財
2　局所管の財産管理及び契約

担当係長
【契約グループ】

事務 岡本　典子 ・契約の締結及び履行

担当係長
【契約グループ】

事務 古川　幸義 ・契約の締結及び履行

担当係長
【管財グループ】

事務 平良　久美子
・管財
・市有地の財産管理

 
環境局（職員数  1,903人）

 
総務部（職員数  118人）

総務課（職員数 24人）
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補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

企画課長 事務 吉村　直也
1　局業務に関する総合的企画、調査及び連絡調整
2　環境基本計画
3　事務事業再編

企画課長代理 事務 川戸　正史 ・所管業務全般

担当係長
【企画グループ】

事務 安本　明
・環境基本計画
・環境白書等

担当係長
【企画グループ】

事務 藤田　雄紀
・事務事業の進行管理
・局所管業務に係る調査及び情報収集

経営改革担当課長 事務 中部　弘樹

1　一般廃棄物処理事業（収集業務）の経営形態の
検討（収集業務の経営形態の変更に伴う業務・組織
のあり方等の検討を含む）

経営改革担当課長代理 事務 楠本　大介 ・所管業務全般

担当係長
【経営改革グループ】

事務 礒野　克紀 ・収集業務の経営形態の検討

担当係長
【経営改革グループ】

事務 白野　悟史 ・収集業務の経営形態の検討

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

職員課長 事務 下永　千尋

1　局の人事
2　局員の研修
3　局員の給与及び福利厚生
4　その他局員の労働条件
5　所管事業に係る事故の処理
6　所管自動車に係る保険の契約及び保険金の請
求

職員課長代理 事務 藤堂　秀和 ・所管業務全般

人材育成担当課長代理 事務 尾瀬　理恵 ・職員の研修、服務指導

担当係長
【人事・勤務条件グルー
プ】

事務 山本　悠樹 ・局の人事

担当係長
【人事・勤務条件グルー
プ】

事務 向井　秀之
・局員の安全衛生及び公務災害の処理
・局員の勤務条件

担当係長
【人事・勤務条件グルー
プ】

事務 松本　美穂
・局員の研修
・コンプライアンス改革

担当係長
【人事・勤務条件グルー
プ】

事務 西村　大典
・局員の服務、服務査察
・局所管業務に係る事故の処理
・自動車損害賠償保険

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

施設管理課長 電気 成瀬　新吾

１　焼却工場跡地の管理
２　当局関連施設の管理運営
３　局施設の整備計画など
４　ごみ管路輸送関係

施設管理課長代理 事務 道上　竜太郎 ・所管業務全般

施設管理課長代理 機械 松本　堅一 ・所管業務全般

担当係長
【施設管理グループ】

電気 加藤　一志
・局施設の修繕計画
・局事業用車両の購入、整備。ただし、他の所管に
属するものを除く。

担当係長
【施設管理グループ】

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

企画課（職員数 10人）

職員課（職員数 19人)

施設管理課（職員数 63人)
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担当係長
【施設管理グループ】

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

担当係長
【施設管理グループ】

電気 竹本　和夫 ・ごみ管路輸送廃止に伴う設備等の対応

担当係長
【施設管理グループ】

機械 木下　哲司
・廃止した焼却工場の解体設計、市有地の土壌汚染
対策

担当係長
【施設管理グループ】

事務 大脇　浩 ・局関連施設の管理

担当係長
【施設管理グループ】

事務 野夫井　一真 ・環境事業センターの計画整備・維持補修

担当係長
【施設管理グループ】

電気 樋口　満 ・局施設のファシリティマネジメント

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

斎場霊園担当課長代理 事務 松本　耕平 ・所管業務全般

担当係長
【斎場グループ】

事務 大子　博人

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

担当係長
【斎場グループ】

事務 吉田　年宏 ・斎場整備計画

担当係長
【霊園グループ】

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

瓜破斎場長 事務 橋口　裕二 ・瓜破斎場の管理運営

補職 職種 氏名

エネルギー政策室長（兼）
＜理事兼務＞

事務 堀井　久司

補職 職種 氏名

部長 事務 井原　優子

補職 職種 氏名 事務分担

エネルギー政策担当部長 事務 世古　一郎 エネルギー施策に係る企画及び推進

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

環境施策課長 薬剤 三原　眞

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

環境施策部（職員数 32人）

環境施策課（職員数 30人）
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環境施策課長代理 事務 上原　麻子 ・所管業務全般

担当係長
【環境施策グループ】

事務 冨田　旭
・環境審議会
・環境基本計画推進連絡会等の運営

担当係長
【環境施策グループ】

事務 片岡　千馨
・環境施策の国際協力
・ＵＮＥＰ－ＩＥＴＣを活用した環境協力の推進

担当係長
【環境施策グループ】

事務 鈴木　陽子 ・省エネルギー化・グループESCO

担当係長
【環境施策グループ】

事務 上住　昌也 ・電力入札の一元化

環境活動担当課長代理 事務 春名　丈範 ・所管業務全般

担当係長
【地球温暖化対策グルー
プ】

事務 中村　幸 ・ＣＯ2削減対策に係る企画及び連絡調整

担当係長
【地球温暖化対策グルー
プ】

土木 野嵜　一郎

・地球温暖化対策に係る企画及び連絡調整
・地球温暖化対策条例
・地球温暖化対策制度設計
・環境マネジメント関連業務

担当係長
【ヒートアイランド対策グ
ループ】

園芸 佐藤　秀典
・地球温暖化対策に係る規制指導
・ヒートアイランド対策に係る企画・連絡調整

担当係長
【環境学習グループ】

事務 赤松　建
・環境教育
・地球温暖化対策

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

都市間協力担当課長代理 土木 日下部　和宏 ・所管業務全般

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

大阪府 橋本　浩一
1　総合的な環境施策の推進
2　環境施策プロジェクトチームの運営管理
3　エネルギー施策

エネルギー政策担当課長
代理

事務 藤本　佳子 ・所管業務全般

エネルギー政策担当課長
代理

電気 田中　哲也 ・所管業務全般

担当係長
【エネルギー政策グルー
プ】

大阪府 中谷　泰治
・総合的な環境施策の推進
・環境施策プロジェクトチームの運営管理

担当係長
【エネルギー政策グルー
プ】

事務 脇坂　渉 ・環境・エネルギー産業の誘致・活性化

担当係長
【エネルギー政策グルー
プ】

事務 青柳　治 ・環境・エネルギー産業の誘致・活性化

エネルギー政策調整担当
課長（兼）
<経済戦略局企画総務部
企画課長兼務>

事務 上野山　泰成 エネルギー施策

エネルギー政策調整担当
課長（兼）
<都市整備局企画部エネ
ルギー管理担当課長兼務
>

電気 高村　聡 エネルギー施策
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エネルギー政策調整担当
課長（兼）
<建設局下水道部設備課
長兼務>

電気 西本　裕二 エネルギー施策

エネルギー政策調整担当
課長（兼）
<水道局工務部施設課長
兼務>

機械 谷口　一郎 エネルギー施策

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

機械 曽我部　佳正 エネルギー施策

補職 職種 氏名

部長 機械 松井　年德

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

環境管理課長 薬剤 河合　祐藏

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

環境管理課長代理 薬剤 中尾　寿伸
・環境影響評価
・環境情報の収集整備

環境管理課長代理 大阪府 石原　理恵
・環境影響評価
・環境情報の収集整備

担当係長
【環境管理グループ】

事務 渡部　達也

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

担当係長
【環境管理グループ】

薬剤 三谷　健治
・環境配慮に関する技術の普及及び指導等
・システムの維持管理、データ分析

担当係長
【環境情報グループ】

薬剤 芥川　淳一
・環境調査に係る企画、調整及び指導
・環境汚染の調査

担当係長
【環境影響評価グループ】

土木 田中　邦治 ・環境影響評価

担当係長
【環境影響評価グループ】

土木 伊藤　和行 ・環境影響評価

担当係長
【環境影響評価グループ】

化学 人見　文隆 ・環境影響評価

環境管理部（職員数 113人）

環境管理課（職員数  112人）
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環境規制担当課長 薬剤 加島　強

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

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

保健副主幹 薬剤 谷口　直人

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

担当係長
【自動車排ガス対策グルー
プ】

薬剤 西尾　孝史 ・自動車排ガス対策の推進及び連絡調整

担当係長
【交通騒音振動対策グ
ループ】

電気 山中　康司 ・交通騒音及び振動対策の推進

担当係長
【環境保全対策グループ】

薬剤 保岡　敦子
・大気環境保全対策に係る連絡調整
・大気環境保全対策に係る企画及び調査研究

担当係長
【環境保全対策グループ】

事務 髙島　博和 ・悪臭防止

担当係長
【化学物質対策グループ】

薬剤 小檜山　雄
・化学物質対策に係る企画及び調査研究。ただし、
他の所管に属するものを除く。

北部環境保全監視担当課
長(兼)
<健康局北部生活衛生監
視事務所長兼務>

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

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

保健副主幹 化学 仲秋　敏一
・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類及び
アスベストに係る発生源等の規制指導

担当係長
【北部環境保全監視グ
ループ】

土木 藤田　義幸

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

担当係長
【北部環境保全監視グ
ループ】

土木 太田　祥史
・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類及び
アスベストに係る発生源等の規制指導

担当係長
【北部環境保全監視グ
ループ】

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

東部環境保全監視担当課
長(兼)
<健康局東部生活衛生監
視事務所長兼務>

獣医 木村　禎彦
・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類及び
アスベストに係る発生源等の規制指導

保健主幹 薬剤 鷲尾　修一
・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類及び
アスベストに係る発生源等の規制指導
・アスベスト対策に係る技術指導
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保健副主幹 化学 上口　浩幸
・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類及び
アスベストに係る発生源等の規制指導

担当係長
【東部環境保全監視グ
ループ】

薬剤 南谷　吉彦

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

担当係長
【東部環境保全監視グ
ループ】

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

担当係長
【東部環境保全監視グ
ループ】

獣医 星野　郁子
・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類及び
アスベストに係る発生源等の規制指導

西部環境保全監視担当課
長(兼)
<健康局西部生活衛生監
視事務所長兼務>

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

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

担当係長
【西部環境保全監視グ
ループ】

機械 村上　武史

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

担当係長
【西部環境保全監視グ
ループ】

電気 武田　幸
・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類及び
アスベストに係る発生源等の規制指導

担当係長
【西部環境保全監視グ
ループ】

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

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

薬剤 中島　三千雄
1　大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類及
びアスベストに係る発生源等の規制指導

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

担当係長
【南東部環境保全監視グ
ループ】

薬剤 薮谷　仁志

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

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

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

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

担当係長
【南西部環境保全監視グ
ループ】

化学 中川　一

・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類及び
アスベストに係る発生源等の規制指導に係る連絡調
整
・大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類及び
アスベストに係る発生源等の規制指導
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土壌水質担当課長 薬剤 松井　直樹

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

土壌水質担当課長代理 化学 横倉　加寿恵 ・所管業務全般

担当係長
【土壌汚染対策グループ】

薬剤 長嶋　靖浩

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

担当係長
【土壌汚染対策グループ】

大阪府 大山　浩司
・土壌汚染及び地下水汚染に係る規制指導
・土壌汚染及び地下水汚染対策に係る企画及び調
査研究

担当係長
【水環境保全グループ】

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

担当係長
【水環境保全グループ】

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

産業廃棄物規制担当課長 薬剤 谷野　寛

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

産業廃棄物規制担当課長
代理

薬剤 棚橋　良平 ・担当所管業務全般

担当係長
【産業廃棄物規制グルー
プ】

薬剤 大橋　昭夫

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

担当係長
【産業廃棄物規制グルー
プ】

化学 深瀬　勝己

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

担当係長
【産業廃棄物規制グルー
プ】

事務 田中　敬

・中間貯蔵・環境安全事業㈱の拠点的広域(近畿2
府4県)処理施設の監視
・大阪PCB廃棄物処理事業監視部会の運営
・PCB廃棄物の早期適正処理の推進
・蛍光灯安定器等に係る庁内PCB廃棄物処理計画
の進捗管理

担当係長
【産業廃棄物規制グルー
プ】

事務 佐近　克信 ・高濃度PCB廃棄物の適正処理指導
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補職 職種 氏名

部長 事務 川島　敏照

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

事業管理課長 事務 山下　昌則

1　一般廃棄物等の収集及び運搬作業に係る計画
及び指導監督
2  一般廃棄物等の減量化及び再生利用に係る事
業の推進。ただし他の課の所管に属するものを除く。
3　適正処理困難物
4　環境事業センター
5  収集輸送効率化
6  一般廃棄物処理手数料

事業管理課長代理 事務 下園　誠 ・所管業務全般

事業管理課長代理 事務 辻　博史 ・所管業務全般

担当係長
【家庭ごみ収集作業計画
グループ】

事務 乗鞍　健司

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

担当係長
【家庭ごみ収集作業計画
グループ】

事務 光定　敦夫 ・収集業務運営改革

担当係長
【ごみ収集車両管理グ
ループ】

事務 髙木　大和
・事故防止対策の推進
・運転登録に関すること

担当係長
【手数料グループ】

事務 松浦　秀一
・一般廃棄物等の処理手数料。ただし、他の所管に
属するものを除く。
・適正処理困難物

まち美化担当課長 事務 木村　舞子

1　環境美化に係る事業の推進、啓発及び市民活動
の推進
2　一般廃棄物処理業の許可及び一般廃棄物処理
業者の指導監督(し尿及びし尿を含む汚でいに係る
ものに限る。)
3　道路等の清掃計画並びに作業の指導監督
4　特定の河川(水面に限る。)の清掃
5　公衆便所
6　路上喫煙対策

まち美化担当課長代理 事務 松倉　広志 ・所管業務全般

担当係長
【まち美化グループ】

事務 田村　哲 ・路上喫煙対策

事業管理課（職員数 42人）

事業部（職員数 1,637人）
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担当係長
【まち美化グループ】

事務 長谷川　聡

・環境美化の推進に係る調査、企画及び連絡調整
・環境美化に係る啓発及び市民活動の促進
・環境美化に係る事業の推進
・道路(橋梁及び歩道橋を含む。)の清掃計画並びに
作業の指導監督及び連絡調整
・特定の河川(水面に限る。)の清掃
・一般廃棄物等の不法投棄の防止及び処理
・公衆用ごみ容器

担当係長
【まち美化グループ】

事務 平岡　由理子

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

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

家庭ごみ減量課長 事務 小松　順司

1　家庭系一般廃棄物の減量化及び再生利用に係
る事業の推進
2　分別収集の実施に係る調査、企画及び連絡調整
3　廃棄物に係る排出者指導
4　一般廃棄物処理計画
5　廃棄物減量等推進審議会

家庭ごみ減量課長代理 事務 奥　成司 ・所管業務全般

担当係長
【家庭ごみの分別グルー
プ】

事務 松山　智徳

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

担当係長
【集団・拠点回収グルー
プ】

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

担当係長
【市民啓発グループ】

事務 佐邉　明菜

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

担当係長
【計画グループ】

事務 南田　厚司
・一般廃棄物処理基本計画
・廃棄物減量等推進審議会

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

一般廃棄物指導課長 事務 指物谷　俊明

1　一般廃棄物処理業の許可及び一般廃棄物処理
業者の指導監督
2　事業系一般廃棄物等の減量及び再生利用に係
る事業推進
3　事業系一般廃棄物の適正排出指導

一般廃棄物指導課長代理 事務 礒野美津子 ・担当所管業務全般

家庭ごみ減量課（職員数  19人）

一般廃棄物指導課（職員数 43人）
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担当係長
【一般廃棄物指導グルー
プ】

事務 小玉　康志

・事務事業の進行管理
・一般廃棄物処理業の許可
・一般廃棄物再生利用業の指定及び一般廃棄物再
生利用業者の指導監督
・業者再編

担当係長
【一般廃棄物指導グルー
プ】

事務 橋本　賢一
・一般廃棄物処理業者の作業の苦情処理
・一般廃棄物処理業者の作業に係る調査及び指導

担当係長
【一般廃棄物指導グルー
プ】

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

担当係長
【一般廃棄物指導グルー
プ】

事務 青木　淳也 一般廃棄物処理業者の工場搬入指示

事業者排出指導担当課長
代理

事務 二見　公一郎 ・事業者排出指導

担当係長
【事業者啓発グループ】

事務 松本　清次 ・事業系一般廃棄物の減量推進及び適正排出指導

担当係長
【事業者啓発グループ】

事務 齊藤　寛史
・特定建築物に係る排出指導
・事業系一般廃棄物の減量推進及び適正排出指導

担当係長
【出張所分室グループ】

事務 橋本　慎吾

・一般廃棄物等の排出実態調査及び排出事業者の
指導
・一般廃棄物処理業の許可申請書の受付
・一般廃棄物処理業者の指導
・一般廃棄物許可申請の審査
・一般廃棄物等の減量及び再資源化の推進に係る
事業者への普及啓発

担当係長
【出張所分室グループ】

事務 水野　千夏

・一般廃棄物等の排出実態調査及び排出事業者の
指導
・一般廃棄物処理業の許可申請書の受付
・一般廃棄物処理業者の指導
・一般廃棄物許可申請の審査
・一般廃棄物等の減量及び再資源化の推進に係る
事業者への普及啓発

担当係長
【出張所分室グループ】

事務 宮﨑　一也

・一般廃棄物等の排出実態調査及び排出事業者の
指導
・一般廃棄物処理業の許可申請書の受付
・一般廃棄物処理業者の指導
・一般廃棄物許可申請の審査
・一般廃棄物等の減量及び再資源化の推進に係る
事業者への普及啓発。

担当係長
【出張所分室グループ】

事務 神庭　俊介

・一般廃棄物等の排出実態調査及び排出事業者の
指導
・一般廃棄物処理業の許可申請書の受付
・一般廃棄物処理業者の指導
・一般廃棄物許可申請の審査
・一般廃棄物等の減量及び再資源化の推進に係る
事業者への普及啓発。
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担当係長
【出張所分室グループ】

事務 熊野　勇一

・一般廃棄物等の排出実態調査及び排出事業者の
指導
・一般廃棄物処理業の許可申請書の受付
・一般廃棄物処理業者の指導
・一般廃棄物許可申請の審査
・一般廃棄物等の減量及び再資源化の推進に係る
事業者への普及啓発。

（事業所）

補職 職種 氏名 事務分担

所長 事務 山下　朋広 1　センター業務全般

事業推進担当課長 事務 中野　礼英 ・事業所所管業務全般

総務担当課長代理 事務 大磯　秀樹

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

担当係長 事務 大澤　隆哉

・一般廃棄物等の処理、減量化及び再生利用並び
に環境美化に係る事業の推進
・廃棄物減量等推進員との連携
・まちの美化に係る市民の協力団体の育成
・生活環境の清潔保持

担当係長 事務 笠井　信吾

・一般廃棄物等の処理、減量化及び再生利用並び
に環境美化に係る事業の推進
・廃棄物減量等推進員との連携
・まちの美化に係る市民の協力団体の育成
・生活環境の清潔保持

補職 職種 氏名 事務分担

所長 事務 濱田　勇治 1　センター業務全般
事業推進担当課長 事務 中浦　進 ・事業所所管業務全般

総務担当課長代理 事務 野崎　丈晴

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

担当係長 事務 水口　幸弘

・一般廃棄物等の処理、減量化及び再生利用並び
に環境美化に係る事業の推進
・廃棄物減量等推進員との連携
・まちの美化に係る市民の協力団体の育成
・生活環境の清潔保持

補職 職種 氏名 事務分担

所長 事務 高木　隆介 1　センター業務全般

事業推進担当課長代理 事務 山口　昌宏 ・事業所所管業務全般

総務担当課長代理 事務 宮　臣司

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

東北環境事業センター（職員数 180人）

城北環境事業センター（職員数 211人）

西北環境事業センター（職員数 136人）
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担当係長 事務 奥田　順市

・一般廃棄物等の処理、減量化及び再生利用並び
に環境美化に係る事業の推進
・廃棄物減量等推進員との連携
・まちの美化に係る市民の協力団体の育成
・生活環境の清潔保持

補職 職種 氏名 事務分担

所長 事務 堀川　隆司 1　センター業務全般

事業推進担当課長代理 事務 原田　雅博 ・事業所所管業務全般

総務担当課長代理 事務 宇良　毅

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

担当係長 事務 城戸　徹

・一般廃棄物等の処理、減量化及び再生利用並び
に環境美化に係る事業の推進
・廃棄物減量等推進員との連携
・まちの美化に係る市民の協力団体の育成
・生活環境の清潔保持

事業推進担当課長（出張
所長）

事務 石橋　直樹 ・中部環境事業センター出張所業務全般

総務担当課長代理 事務 松岡　昭則 ・中部環境事業センター出張所所管業務全般

担当係長 事務 前　清久

・一般廃棄物等の処理、減量化及び再生利用並び
に環境美化に係る事業の推進。ただし、中部環境事
業センター出張所の所管に属するものに限る。
・廃棄物減量等推進員との連携
・まちの美化に係る市民の協力団体の育成
・生活環境の清潔保持

補職 職種 氏名 事務分担

所長 事務 川崎　邦夫 1　センター業務全般

事業推進担当課長代理 事務 添郷　展弘 ・事業所所管業務全般

総務担当課長代理 事務 阪本　繁和

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

担当係長 事務 吉本　裕信

・一般廃棄物等の処理、減量化及び再生利用並び
に環境美化に係る事業の推進
・廃棄物減量等推進員との連携
・まちの美化に係る市民の協力団体の育成
・生活環境の清潔保持

中部環境事業センター（職員数 240人）

西部環境事業センター（職員数 112人）
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補職 職種 氏名 事務分担

所長 事務 二木　丈史 1　センター業務全般

事業推進担当課長代理 事務 小森　正 ・事業所所管業務全般

総務担当課長代理 事務 武田　葉二

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

担当係長 事務 福冨　まり子

・一般廃棄物等の処理、減量化及び再生利用並び
に環境美化に係る事業の推進
・廃棄物減量等推進員との連携
・まちの美化に係る市民の協力団体の育成
・生活環境の清潔保持

補職 職種 氏名 事務分担

所長 事務 永田　佳司 1　センター業務全般

事業推進担当課長代理 事務 薮野　圭司 ・事業所所管業務全般

総務担当課長代理 事務 平田　仁美

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

担当係長 事務 中谷　好晃

・一般廃棄物等の処理、減量化及び再生利用並び
に環境美化に係る事業の推進
・廃棄物減量等推進員との連携
・まちの美化に係る市民の協力団体の育成
・生活環境の清潔保持

補職 職種 氏名 事務分担

所長 事務 宮﨑　良太 1　センター業務全般

事業推進担当課長 事務 辻　一朗 ・事業所所管業務全般

総務担当課長代理 事務 酒井　善夫

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

担当係長 事務 津田　文代

・一般廃棄物等の処理、減量化及び再生利用並び
に環境美化に係る事業の推進
・廃棄物減量等推進員との連携
・まちの美化に係る市民の協力団体の育成
・生活環境の清潔保持

担当係長 機械 片山　尚登

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

東部環境事業センター（職員数 163人）

西南環境事業センター（職員数 179人）

南部環境事業センター（職員数 191人）
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補職 職種 氏名 事務分担

所長 事務 東岡　 浩伸 1　センター業務全般

事業推進担当課長代理 事務 大西　健 ・事業所所管業務全般

総務担当課長代理 事務 西川　正博

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

担当係長 事務 竹田　将司

・一般廃棄物等の処理、減量化及び再生利用並び
に環境美化に係る事業の推進
・廃棄物減量等推進員との連携
・まちの美化に係る市民の協力団体の育成
・生活環境の清潔保持

東南環境事業センター（職員数 120人）
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都市整備局

保 全 整 備 課

公 共 建 築 課 （企画設計グループ） （工事グループ）

市 街 地 整 備 部

連 携 事 業 課 （連携事業グループ） （工事調整グループ）

管 理 課 （管理グループ） （梅田住宅管理センターグループ）

（測量グループ） （清算グループ）

生 野 南 部 事 務 所

淡 路 土 地 区 画
整 理 事 務 所

（阿倍野住宅管理センターグループ）

（平野住宅管理センターグループ）

住 宅 部

建 設 課 （建設設計グループ） （工事グループ） （設備グループ）

（建替改善グループ） （団地再生グループ）

三 国 東 土 地 区 画
整 理 事 務 所

（まちづくり企画グループ）

（市街地再開発グループ）

区 画 整 理 課 （事業調整グループ） （物件査定グループ） （審査グループ）

（民間住宅助成グループ）

安 心 居 住 課

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

（まちなみ環境グループ）

（防災・耐震化計画グループ）

（設備グループ）

施 設 整 備 課

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

公共建築室

（事業管理グループ） （工事検査グループ）

企 画 部

住 宅 政 策 課 （住宅政策グループ）

（契約グループ）

都 市 整 備 局

総 務 部

総 務 課 （庶務グループ） （経理グループ）
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都市整備局

補職 職種 氏名

都市整備局長 建築 上村　洋

補職 職種 氏名 事務分担

理事 事務 粟屋　千惠子
1　局運営に係る重要事項の調査、企画及び総
合調整

補職 職種 氏名

総務部長 事務 小西　尚典

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 西岡　利雄
1　局の庶務、人事、給与
2　局の職制
3　局業務の進行管理

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

担当係長
【庶務グループ】

事務 日野　光英

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

担当係長
【庶務グループ】

事務 雪本　沙織

・局の人事、給与・福利厚生
・庁舎管理
・安全衛生管理
・公務災害
・研修

経理担当課長 事務 松原　栄次
1　局の予算・決算
2　局事業の工事その他請負契約並びに物品買
入契約

経理担当課長代理 事務 園上　智士
・局の予算・決算
・局事業の工事その他請負契約並びに物品買入
契約

担当係長
【経理グループ】

事務 竹内　世蔵

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

担当係長
【経理グループ】

事務 岡﨑　可樹
・局の予算・決算
・会計検査院検査業務(都市局関係)
・支出命令書の審査

担当係長
【契約グループ】

事務 藤原　孝子
・局事業の工事その他請負契約並びに物品買入
契約

担当係長
【契約グループ】

事務 古藤　雅美
・局事業の工事その他請負契約並びに物品買入
契約

都市整備局（職員数586人）

総務部（職員数40人）

総務課（職員数39人）
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都市整備局

事業管理担当課長 事務 柳内　忠彦

1　局の法的リスク審査並びにコンプライアンス
2　局の文書、情報公開並びに広聴
3　局所管の外郭団体の監理
4　局運営方針

担当係長
【事業管理グループ】

事務 根来　雅和

・コンプライアンス
・情報公開並びに広聴
・局所管の外郭団体監理
・局運営方針

担当係長
【事業管理グループ】

事務 大栗　真央
・法的リスク審査
・文書管理
・内部統制

工事検査担当課長 建築 有信　博孝
1　市設建築物の工事検査
2　工事監理及び設計業務委託検査
3　市設建築物の工事に係る紛争処理

工事検査担当課長代
理

機械 大垣　一浩
・市設建築物の設備工事検査
・工事監理及び設計業務委託検査
・市設建築物の工事に係る紛争処理

担当係長
【工事検査グループ】

建築 中村　栄作
・市設建築物の建築工事検査
・工事監理及び設計業務委託検査

担当係長
【工事検査グループ】

機械 石田　順也
・市設建築物の機械設備工事検査
・工事監理及び設計業務委託検査

担当係長
【工事検査グループ】

電気 原田　昌伸
・市設建築物の電気設備、通信設備、ガス設備
及び昇降機等工事検査
・工事監理及び設計業務委託検査

補職 職種 氏名

企画部長 建築 片岡　利博

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

住宅政策課長 建築 小原　宏勝
1　住宅政策の基本計画
2　総合的企画、調査及び連絡調整
3　住宅審議会の運営

住宅政策課長代理 建築 稲葉　亮
・住宅政策の基本計画
・総合的企画、調査及び連絡調整
・住宅審議会の運営

企画調査担当課長代
理

事務 眞井　将之
・総合的企画、調査及び連絡調整
・住まい公社の監理

担当係長
【住宅政策グループ】

建築 幾代　健司
・住宅施策の企画立案
・総合的企画、調査及び連絡調整
・市政改革等の総合調整

担当係長
【住宅政策グループ】

建築 牛尾　玲子
・住宅施策の企画立案
・住宅施策に係る局運営方針等
・市営住宅に係る連絡調整

担当係長
【住宅政策グループ】

事務 宗像　和登
・住宅施策の企画立案
・住まい公社の監理
・住宅審議会等事務局の運営

担当係長
【住宅政策グループ】

建築 坂　真由子
・住宅施策の企画立案
・住情報の提供

企画部（職員数203人）

住宅政策課（職員数31人）
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担当係長
【住宅政策グループ】

建築 富安　晃浩
・住宅施策の企画立案
・住情報の提供
・マンション管理・建替支援

まちなみ環境担当課長 建築 若井　富美代
１ 地域魅力・都市魅力の向上に向けたまちなみ
環境整備にかかる調査及び企画立案・事業実施
等

担当係長
【まちなみ環境グルー
プ】

事務 成澤　温子

・まちなみ環境グループ業務の連絡調整及び進
捗管理
・HOPEゾーン地区に関する連絡調整等
・エコ住宅普及促進事業
・まちなみ環境整備にかかる調査及び企画立案
等

担当係長
【まちなみ環境グルー
プ】

建築 大毛　健嗣
・地域魅力創出建築物修景事業
・まちなみ環境整備にかかる調査及び企画立案
等

担当係長
【まちなみ環境グルー
プ】

建築 長谷川　馨
・生きた建築ミュージアム事業
・まちなみ環境整備にかかる調査及び企画立案
等

民間住宅助成担当課
長

事務 西川　昌人
1　民間住宅の助成等
2　新婚・子育て世帯向け利子補給制度等
3　住まい公社住宅事業に関する業務等

担当係長
【民間住宅助成グルー
プ】

事務 川井　　貴
・民間住宅助成グループ業務の連絡調整及び進
捗管理
・住まい公社住宅事業に関する業務

担当係長
【民間住宅助成グルー
プ】

事務 山浦　賢治

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

担当係長
【民間住宅助成グルー
プ】

事務 黒田　佐知子 ・新婚・子育て世帯向け利子補給制度

担当係長
【民間住宅助成グルー
プ】

事務 弥永　しのぶ ・ハウジングデザイン賞

担当係長
【民間住宅助成グルー
プ】

建築 中野　奈津子
・子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修促進事業
・住まい公社住宅事業に関する業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

安心居住課長 建築 藤原　光博 1 　安心居住に係る登録と認定等

担当係長 事務 田畑　妙子

・担当事業の連絡調整
・サービス付き高齢者向け住宅の登録等
・高優賃の供給計画の認定等
・終身建物賃貸借事業

担当係長 建築 長谷川　千恵
・住宅セーフティネット法に基づく登録等
・長期優良住宅認定制度

安心居住課（職員数7人）
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担当係長 建築 津垣　佳彦

・子育て安心マンション認定制度
・防災力強化マンション認定制度
・サービス付き高齢者向け住宅の登録等
・高優賃の供給計画の認定等
・終身建物賃貸借事業

補職 職種 氏名 事務分担
ファシリティマネジメント
担当部長

建築 片岡　正和
市設建築物のファシリティマネジメント、エネル
ギー管理

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

ファシリティマネジメント
課長

建築 洞　正寛

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

ファシリティマネジメント
課長代理

建築 古田　順正

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

ファシリティマネジメント
課長代理

電気 髙木　龍

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

担当係長
【ファシリティマネジメン
トグループ】

建築 中岡　美恵

・市設建築物のファシリティマネジメントに関する
企画立案及び連絡調整
・市設建築物の耐震化
・市設建築物の予防保全に係る評価支援
・市設建築物の環境に係る調査及び企画

担当係長
【ファシリティマネジメン
トグループ】

建築 溝上　真紀

・市設建築物のファシリティマネジメントに関する
企画立案及び連絡調整
・市設建築物の再編整備
・施設整備計画書に関すること
・市設建築物の予防保全に係る評価支援
・市設建築物の保全に係る調査及び企画、並び
に維持管理に係る技術的指導

担当係長
【ファシリティマネジメン
トグループ】

電気 濵田　和幸

・市設建築物のファシリティマネジメントに関する
企画立案及び連絡調整
・市設建築物の保全に係る調査及び企画、並び
に維持管理に係る技術的指導
・市設建築物の予防保全に係る評価支援

担当係長
【ファシリティマネジメン
トグループ】

機械 矢部　真次郎

・市設建築物のファシリティマネジメントに関する
企画立案及び連絡調整
・市設建築物の予防保全に係る評価支援
・市設建築物の省エネルギー化
・市設建築物のデータベースの整備
・市設建築物の環境・保全に係る調査及び企画、
並びに維持管理に係る技術的指導

エネルギー管理担当
課長
〈環境局環境施策部エ
ネルギー政策調整担
当課長兼務〉

電気 高村　聡
1　市設建築物の設備に係るエネルギー使用の
合理化
2　電気設備に係る技術的管理の総括

ファシリティマネジメント課（職員数19人）
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エネルギー管理担当
課長代理

機械 梅田　博久
・市設建築物の設備に係るエネルギー使用の合
理化
・市設建築物の設備に係るエネルギーの管理

担当係長
【エネルギー管理グ
ループ】

電気 山田　雅弘
・市設建築物の電気設備に係る技術的管理並び
に指導

担当係長
【エネルギー管理グ
ループ】

機械 林　恭之
・市設建築物の設備に係るエネルギー使用の合
理化
・市設建築物の設備に係るエネルギーの管理

担当係長
【エネルギー管理グ
ループ】

電気 江口　嘉博
・市設建築物の設備に係るエネルギー使用の合
理化
・市設建築物の設備に係るエネルギーの管理

担当係長
【エネルギー管理グ
ループ】

電気 本岡　勝治
・市設建築物の設備に係るエネルギー使用の合
理化
・市設建築物の設備に係るエネルギーの管理

補職 職種 氏名 事務分担

公共建築室長 建築 大谷　みゆき 市設建築物の建設、改修及び保守

補職 職種 氏名 事務分担

建築設備担当部長 電気 青木　敬史
市設建築物の設備の設計、保守及び工事の施
行

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

公共建築課長 建築 濱﨑　秀和
1　市設建築物の建設に係る予算執行管理
2　市設建築物の建設に係る設計業務

公共建築課長代理 建築 津村　昭博

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

公共建築課長代理 電気 大津　真一郎

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

業務調整担当課長代
理

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

担当係長
【企画設計グループ】

事務 坂田　実
・市設建築物の建設の促進及び連絡業務
・市設建築物の建設に係る予算執行管理

担当係長
【企画設計グループ】

建築 山下　和子
・市設建築物の建設に係る技術的指導に関する
業務
・市設建築物の建設に係る設計業務

担当係長
【企画設計グループ】

建築 稗田　夏美 ・建築技術に関する情報の収集及び管理

担当係長
【企画設計グループ】

機械 新土居　英雄

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

担当係長
【企画設計グループ】

電気 佐藤　元彦

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

公共建築課（職員数90人）
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担当係長
【企画設計グループ】

建築 村上　欣二郎 ・市設建築物の建設に係る設計業務

担当係長
【企画設計グループ】

建築 坂下　直文 ・市設建築物の建設に係る設計業務

担当係長
【企画設計グループ】

建築 西森　竜介 ・市設建築物の建設に係る設計業務

担当係長
【企画設計グループ】

建築 中尾　浩司
・市設建築物の建設に係る設計業務
・積算技術基準の調整

大阪中之島美術館建
設担当課長（兼）〈経済
戦略局文化部大阪中
之島美術館整備担当
課長兼務〉

建築 福田　篤弘
・大阪中之島美術館の建設に係る設計及び工事
の施行業務

大阪中之島美術館建
設担当課長代理（兼）
〈経済戦略局文化部文
化課大阪中之島美術
館整備担当課長代理
兼務〉

建築 相本　英子
・大阪中之島美術館の建設に係る設計及び工事
の施行業務

大阪中之島美術館建
設担当課長代理（兼）
〈経済戦略局文化部文
化課大阪中之島美術
館整備担当課長代理
兼務〉

電気 渕上　和典
・大阪中之島美術館の建設に係る設計及び工事
の施行業務

担当係長（兼）
〈経済戦略局文化部文
化課担当係長兼務〉
【企画設計グループ】

建築 山内　佳苗
・大阪中之島美術館の建設に係る設計及び工事
の施行業務

担当係長（兼）
〈経済戦略局文化部文
化課担当係長兼務〉
【企画設計グループ】

機械 今別府　豊
・大阪中之島美術館の建設に係る設計及び工事
の施行業務

担当係長（兼）
〈経済戦略局文化部文
化課担当係長兼務〉
【企画設計グループ】

電気 松田　耕一
・大阪中之島美術館の建設に係る設計及び工事
の施行業務

工事担当課長 建築 藤原　省一 1　市設建築物の工事の施行に関する業務

工事担当課長代理 建築 吉武　利治 ・市設建築物の工事の施行に関する業務

担当係長
【工事グループ】

建築 松本　知則 ・市設建築物の工事施行

担当係長
【工事グループ】

建築 赤松　信治 ・市設建築物の工事施行

担当係長
【工事グループ】

建築 髙島　健一 ・市設建築物の工事施行

設備担当課長 電気 増井　洋人

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

設備担当課長代理 機械 安田　敏幸

・市設建築物の設備の設計及び工事の施行に関
する業務
・市設建築物の建設に伴う電波障害の技術的処
理に関する業務
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担当係長
【設備グループ】

機械 村岡　康一郎
・市設建築物の機械設備に係る設計及び工事の
施行に関する業務

担当係長
【設備グループ】

機械 杉田　英司
・市設建築物の機械設備に係る設計及び工事の
施行に関する業務

担当係長
【設備グループ】

機械 柴野　裕也
・市設建築物の機械設備に係る設計及び工事の
施行に関する業務

担当係長
【設備グループ】

電気 中田　裕一
・市設建築物の電気設備及びガス設備に係る設
計及び工事の施行に関する業務

担当係長
【設備グループ】

電気 河野　隆司
・市設建築物の電気設備及びガス設備に係る設
計及び工事の施行に関する業務

担当係長
【設備グループ】

電気 前田　康
・市設建築物の電気設備及びガス設備に係る設
計及び工事の施行に関する業務

担当係長
【設備グループ】

電気 市枝　慎太郎

・市設建築物の電気設備及びガス設備に係る設
計及び工事の施行に関する業務
・市設建築物の建設に伴う電波障害の技術的処
理

補職 職種 氏名 事務分担

施設整備課長 建築 橋爪　直洋

1　市設建築物の改修及び保守に係る予算執行
管理
2　市設建築物の改修及び保守に係る設計及び
工事の施行

施設整備課長代理 電気 武谷　浩之

・市設建築物の改修及び保守に係る予算執行管
理
・市設建築物の改修及び保守に係る設計及び工
事の施行

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

担当係長 建築 鳥山　恵一郎
・市設建築物の改修及び保守に係る連絡調整及
び予算執行

担当係長 電気 中畑　敬三
・市設建築物の改修及び保守に係る連絡調整及
び予算執行

担当係長 建築 山中　忍 ・市設建築物の改修に係る設計及び工事の施行

担当係長 建築 山内　秀樹 ・市設建築物の改修に係る設計及び工事の施行

担当係長 建築 庄林　直記 ・市設建築物の改修に係る設計及び工事の施行

担当係長 建築 田中　正造 ・市設建築物の改修に係る設計及び工事の施行

担当係長 機械 山﨑　康博
・市設建築物の機械設備の改修に係る設計及び
工事の施行

担当係長 電気 嶋岡　正明
・市設建築物の電気設備の改修に係る設計及び
工事の施行

施設改修担当課長 建築 西川　正昭
1　市設建築物の改修に係る設計及び工事の施
行

担当係長 建築 青島　茂彦 ・市設建築物の改修に係る設計及び工事の施行

担当係長 建築 高橋　清 ・市設建築物の改修に係る設計及び工事の施行

担当係長 建築 渡部　和久 ・市設建築物の改修に係る設計及び工事の施行

施設整備課（職員数52人）
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設備改修担当課長 機械 浅井　俊行
1　市設建築物の設備の改修に係る設計及び工
事の施行

担当係長 機械 鎮西　広亮
・市設建築物の機械設備の改修に係る設計及び
工事の施行

担当係長 機械 上田　正之
・市設建築物の機械設備の改修に係る設計及び
工事の施行

担当係長 機械 戸柱　稔
・市設建築物の機械設備の改修に係る設計及び
工事の施行

担当係長 機械 井上　徹哉
・市設建築物の機械設備の改修に係る設計及び
工事の施行

担当係長 電気 桐谷　博文
・市設建築物の電気設備の改修に係る設計及び
工事の施行

担当係長 電気 鈴木　二三男
・市設建築物の電気設備の改修に係る設計及び
工事の施行

担当係長 電気 野嶋　康喜
・市設建築物の電気設備の改修に係る設計及び
工事の施行

担当係長 電気 中橋　光
・市設建築物の電気設備の改修に係る設計及び
工事の施行

設備保全担当課長 機械 菅　智弘 1　市設建築物の設備に係る保守の施行

担当係長 電気 上島　和晴 ・市設建築物の設備に係る保守の施行

担当係長 電気 安倍　栄一 ・市設建築物の設備に係る保守の施行

補職 職種 氏名

市街地整備部長 土木 平原　靖之

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

区画整理課長 土木 相見　勝 1　土地区画整理事業の実施総括

区画整理課長代理 事務 一野　千夏 ・土地区画整理事業の実施総括

担当係長
【事業調整グループ】

土木 藤原　永護
・土地区画整理事業に係る予算、決算の総括
・事業費執行管理及び事業進行管理の総括
・個人施行等に係る土地区画整理事業の認可

担当係長
【事業調整グループ】

土木 岡﨑　大輔
・工事調整の総括
・工事実施に係る関連部局との連絡調整

物件査定担当課長代
理

建築 越智　有子

・土地区画整理事業に伴う地上物件の調査及び
査定業務
・土地区画整理事業施行地区内の本市管理建築
物の解体に係る設計及び工事の施工業務

担当係長
【物件査定グループ】

建築 藤本　梢

・土地区画整理事業に伴う地上物件の調査及び
査定業務
・土地区画整理事業施行地区内の本市管理建築
物の解体に係る設計及び工事の施工業務

市街地整備部(職員数171人）

区画整理課(職員数64人）
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担当係長
【物件査定グループ】

建築 大槻　真治

・土地区画整理事業に伴う地上物件の調査及び
査定業務
・土地区画整理事業施行地区内の本市管理建築
物の解体に係る設計及び工事の施工業務

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

担当係長
【審査グループ】

事務 神戸　美恵
・土地区画整理事業の連絡調整
・不動産鑑定業者選定委員会に関すること
・土地区画整理審議会に関すること

担当係長
【審査グループ】

事務 山岸　弘明

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

物件補償審査担当課
長代理

建築 原　一弘
・物件補償審査の総括
・補償基準等の運用調整
・直接施行実施に係る運用調整

担当係長
【審査グループ】

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

測量担当課長 土木 奥谷　嘉也

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

担当係長
【測量グループ】

土木 橋本　貴志

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

担当係長
【測量グループ】

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

清算担当課長 土木 岩﨑　哲三

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

清算担当課長代理 事務 新谷　敏基

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

担当係長
【清算グループ】

事務 池田　剛史

・土地区画整理事業に伴う移転に関する業務
・土地区画整理事業に伴う清算金に関する業務
・土地区画整理事業の公共施設の管理引継、支
障物件の処理に関する業務

用地売却・引継担当課
長代理

事務 二宮　佳章
・土地区画整理事業に伴う不法占拠の監視その
他不動産の管理及び処分
・土地区画整理事業に伴う施設の管理
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担当係長
【清算グループ】

事務 亀岡　智里

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

担当係長
【清算グループ】

土木 阿部　嘉弘

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

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

連携事業課長 土木 喜田　昌

1　区や局と連携した土地区画整理事業の実施
2　民間施行等土地区画整理事業の技術的支援
と事業促進
3　未引継ぎ公共施設（土地区画整理事業・第2
種再開発事業）の整備実施
4　特命による土地区画整理事業に伴う施設の整
備実施
5　他部署と連携した道路工事実施

連携事業課長代理 土木 伊東　玄規

・　区や局と連携した土地区画整理事業の実施
・　民間施行等土地区画整理事業の技術的支援
と事業促進
・　特命による土地区画整理事業に伴う施設の整
備

担当係長
【連携事業グループ】

大阪
府

杉田　裕人
・　区や局と連携した土地区画整理事業の実施
・　民間施行等土地区画整理事業の技術的支援
と事業促進

担当係長
【連携事業グループ】

事務 山中　良一

・　区や局と連携した土地区画整理事業の実施
・　民間施行等土地区画整理事業の技術的支援
と事業促進
・　特命による土地区画整理事業に伴う施設の整
備

担当係長
【連携事業グループ】

土木 山添　克裕
・　区や局と連携した土地区画整理事業の実施
・　民間施行等土地区画整理事業の技術的支援
と事業促進

工事調整担当課長代
理

土木 安藤　公雄

・　区や局と連携した土地区画整理事業の実施
・　民間施行等土地区画整理事業の技術的支援
と事業促進
・　未引継ぎ公共施設（土地区画整理事業）の整
備
・　他部署と連携した道路工事実施

連携事業課(職員数29人）
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担当係長
【工事調整グループ】

土木 林　昌史
・　区や局と連携した土地区画整理事業の実施
・　民間施行等土地区画整理事業の技術的支援
と事業促進

担当係長
【工事調整グループ】

土木 橋山　裕史

・　区や局と連携した土地区画整理事業の実施
・　未引継ぎ公共施設（土地区画整理事業・第２
種再開発事業）の整備
・　他部署と連携した道路工事実施

担当係長
【工事調整グループ】

土木 荒木　快伯

・　区や局と連携した土地区画整理事業の実施
・　未引継ぎ公共施設（土地区画整理事業）の整
備
・　他部署と連携した道路工事実施

担当係長
【工事調整グループ】

土木 原田　信二
・　区や局と連携した土地区画整理事業の実施
・　民間施行等土地区画整理事業の技術的支援
と事業促進

まちづくり企画担当課
長

土木 上枝　和司
1　個人施行等の土地区画整理事業の企画検討
2　民間等における土地区画整理事業の企画検
討支援

担当係長
【まちづくり企画グルー
プ】

土木 鍋島　貴久
・　個人施行等の土地区画整理事業の企画検討
・　民間等における土地区画整理事業の企画検
討支援

担当係長
【まちづくり企画グルー
プ】

土木 山口　可菜
・　個人施行等の土地区画整理事業の企画検討
・　民間等における土地区画整理事業の企画検
討支援

補職 職種 氏名 事務分担

事業推進担当部長 建築 鎌田　啓介 1　まちづくり事業の実施総括

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

住環境整備課長 建築 下中　裕史 1　密集住宅市街地等の住環境整備推進業務

住環境整備課長代理 建築 國領　大介 ・密集住宅市街地等の住環境整備推進業務

担当係長
【密集市街地整備グ
ループ】

事務 東井　雅志 ・担当事業の連絡調整

担当係長
【密集市街地整備グ
ループ】

建築 石井　伸幸 ・密集住宅市街地整備に係る企画立案業務

担当係長
【密集市街地整備グ
ループ】

建築 中西　静香
・密集住宅市街地整備の推進に係る連絡調整
・住宅市街地総合整備事業

担当係長
【密集市街地整備グ
ループ】

建築 前田　理恵
・建替建設費補助制度
・建替アドバイザー派遣制度

住環境整備課（職員数31人）
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担当係長
【密集市街地整備グ
ループ】

建築 折田　健一
・狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度
・狭あい道路拡幅促進整備事業
・主要生活道路不燃化促進整備事業

担当係長
【密集市街地整備グ
ループ】

建築 森　憲二
・まちかど広場整備事業
・ブロック塀等撤去促進事業
・都市防災不燃化促進事業

防災・耐震化計画担当
課長

建築 船引　裕司 1　住宅・建築物の耐震化促進に係る業務

担当係長
【防災・耐震化計画グ
ループ】

建築 塩見　育子 ・住宅・建築物の耐震化促進に係る業務

担当係長
【防災・耐震化計画グ
ループ】

大阪
府

宗末　正二郎 ・住宅・建築物の耐震化促進に係る業務

住宅地区改良担当課
長

事務 武内　真一郎 1　住宅地区改良事業に関する業務

担当係長
【住宅地区改良グルー
プ】

事務 大平　喜久 ・住宅地区改良事業実施上の業務及び連絡調整

担当係長
【住宅地区改良グルー
プ】

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

市街地再開発担当課
長

事務 北浦　勝哉 1　市街地再開発事業に関する業務

担当係長
【市街地再開発グルー
プ】

事務 網谷　未央
・事業の予算、決算及び収支管理
・事業の施行に伴う施設の管理
・市街地開発㈱に関する業務

担当係長
【市街地再開発グルー
プ】

建築 濱渦　崇 ・民間市街地再開発事業に関する業務

補職 職種 氏名 事務分担
淡路土地区画整理事
務所長

土木 夛田　雅治
1　淡路駅周辺地区土地区画整理事業の施行に
伴う業務の実施

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

担当係長 土木 村尾　麻衣子
・事業に伴う連絡調整
・事業に伴う地上物件の移転及び補償
・他の担当係長に属さないこと

担当係長 土木 吉田　博行
・事業の事業計画、換地計画、仮換地の指定に
関する業務
・事業に係る仮換地に指定されない土地の管理

担当係長 土木 奥　弥登
・事業に伴う予算の執行管理並びに工事の連絡
調整・監督
・事業計画、実施計画に係る業務

補職 職種 氏名 事務分担
三国東土地区画整理
事務所長

土木 武部　勝豊
1　三国東地区土地区画整理事業の施行に伴う
業務の実施

副所長 事務 南川　佳範
・三国東地区土地区画整理事業の施行に伴う業
務の実施

淡路土地区画整理事務所（職員数12人）

三国東土地区画整理事務所（職員数25人）
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副所長 土木 藤谷　健二
・三国東地区土地区画整理事業の施行に伴う業
務の実施

担当係長 事務 竹村　秀之

・事業に伴う連絡調整
・都市再生住宅の維持管理及び運営に係る連絡
調整
・他の担当係長に属さないこと

担当係長 事務 白川　武晴 ・事業に伴う地上物件の移転及び補償

担当係長 事務 植木　洋臣 ・事業に伴う地上物件の移転及び補償

担当係長 事務 半野　隆志 ・事業に伴う地上物件の移転及び補償

担当係長 土木 大森　隆司

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

担当係長 土木 松浦　孝之
・事業に伴う地上物件の移転の推進に資する整
備調整に係る業務

担当係長 土木 橋口　孝幸
・事業に伴う予算の執行管理
・事業計画、実施計画に係る業務

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

補職 職種 氏名 事務分担

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

副所長 土木 佐藤　尚信
・生野区南部地区における住環境の整備に関す
る事業の実施

担当係長 事務 髙上馬　仁司

・生野区南部地区まちづくり協議会関係
・生野区南部地区整備事業の予算管理・連絡調
整
・他の担当係長に属さない事項

担当係長 事務 砂川　敦史
・住宅地区改良事業に伴う連絡調整・用地取得
・生野区南部地区整備事業の予算管理・連絡調
整

担当係長 土木 小山　祐一郎

・事業地区における公共・公益施設整備に伴う関
係部局との連絡調整
・区画整理手法導入の連絡調整
・まちかど広場の運営支援・保全
・事業地区内の取得用地の管理業務

担当係長 建築 山口　勝己
・生野区南部地区整備事業の企画・総合調整
・建替促進事業関係
・住宅地区改良事業計画の調整

担当係長 建築 上原　正吉
・事業地区内住宅の計画・建設・保全の連絡調整
・府営南生野住宅と周辺整備に関する連絡調整
・事業地区内の取得用地の管理業務

生野南部事務所（職員数8人）
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補職 職種 氏名

住宅部長 建築 中野　直樹

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

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

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

担当係長
【建設設計グループ】

建築 青木　信夫 ・市営住宅の設計

担当係長
【建設設計グループ】

建築 小森　由紀 ・市営住宅の設計

担当係長
【建設設計グループ】

建築 川上　真理 ・市営住宅の設計

担当係長
【建設設計グループ】

建築 森本　満 ・市営住宅の設計

担当係長
【建設設計グループ】

建築 小迫　寛子 ・市営住宅の設計

担当係長
【建設設計グループ】

建築 竹中　むつき ・市営住宅の設計

担当係長
【建設設計グループ】

建築 井上　俊樹 ・市営住宅の設計

担当係長
【建設設計グループ】

建築 梅井　清二
・市営住宅の設計
・市営住宅の積算

業務調整担当課長代
理

事務 大西　善夫 ・市営住宅建設の連絡調整及び予算管理

担当係長
【建設設計グループ】

事務 塩川　純
・市営住宅建設の連絡調整及び予算管理
・部所管業務の連絡調整及び進行管理
・府営住宅移管に関する業務

担当係長
【建設設計グループ】

事務 孫　美穂子
・市営住宅建設の連絡調整及び予算管理
・部所管業務の連絡調整及び進行管理
・府営住宅移管に関する業務

耐震化担当課長代理 建築 林　敦子
・市営住宅の耐震化に係る設計及び連絡調整業
務

担当係長
【建設設計グループ】

建築 深野木　剛 ・市営住宅の耐震化に係る設計

担当係長
【建設設計グループ】

建築 田嶋　正志 ・市営住宅の耐震化に係る設計

担当係長
【建設設計グループ】

建築 後藤　尚久 ・市営住宅の耐震化に係る設計

工事担当課長 建築 吉村　敏裕
1　市営住宅事業に係る建築物の工事の施行業
務

工事担当課長代理 建築 池田　正治 ・市営住宅事業に係る建築物の工事の施行業務

担当係長
【工事グループ】

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

担当係長
【工事グループ】

建築 森岡　貴弘 ・建築物の工事の施行

住宅部（職員数170人）

建設課（職員数102人）
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担当係長
【工事グループ】

建築 槲田　卓也 ・建築物の工事の施行

担当係長
【工事グループ】

建築 澤村　かさみ ・建築物の工事の施行

担当係長
【工事グループ】

建築 由肥　純一 ・建築物の工事の施行

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

設備担当課長代理 電気 井上　雅博
・市営住宅事業に係る設備の設計及び設備工事
の施行

担当係長
【設備グループ】

機械 中山　仁 ・市営住宅の機械設備の設計並びに工事の施行

担当係長
【設備グループ】

機械 吉田　郁夫
・市営住宅の機械設備の設計並びに工事の施行
・機械設備の技術基準並びに積算基準の調整

担当係長
【設備グループ】

電気 徳原　経也
・市営住宅の電気設備、ガス設備及び昇降機設
備の設計並びに工事の施行

担当係長
【設備グループ】

電気 阪田　有弘

・市営住宅の電気設備、ガス設備及び昇降機設
備の設計並びに工事の施行
・市営住宅事業に伴う電波障害の技術的処理
・電気設備及び昇降機設備の技術基準並びに積
算基準の調整

建替改善担当課長 事務 西田　弘義 1　市営住宅の建替及び改善に関する業務

建替改善担当課長代
理

建築 大平　昌生 ・市営住宅の建替及び改善に関する技術的業務

担当係長
【建替改善グループ】

事務 岩切　知里

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

担当係長
【建替改善グループ】

事務 富田　聡

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

担当係長
【建替改善グループ】

事務 堀田　純子

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

担当係長
【建替改善グループ】

事務 塩谷　尚俊

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

担当係長
【建替改善グループ】

事務 西尾　敬正

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

担当係長
【建替改善グループ】

事務 幸田　正人

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

建築 早川　貴泰

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

担当係長
【建替改善グループ】

建築 平本　泰一

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

担当係長
【建替改善グループ】

大阪
府

岡﨑　司磨

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

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

団地再生担当課長代
理

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

担当係長
【団地再生グループ】

土木 門井　勇司 ・市営住宅用地の管理・活用に関する業務

担当係長
【団地再生グループ】

土木 海寶　貴久 ・市営住宅用地の管理・活用に関する業務

担当係長
【団地再生グループ】

事務 寺本　公子 ・市営住宅用地の管理・活用に関する業務

担当係長
【団地再生グループ】

事務 溝渕　耕士 ・市営住宅用地の管理・活用に関する業務

担当係長
【団地再生グループ】

土木 杉　泰彦 ・市営住宅用地の管理・活用に関する業務

担当係長
【団地再生グループ】

事務 池田　耕司 ・市営住宅用地の管理・活用に関する業務

担当係長
【団地再生グループ】

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

担当係長
【団地再生グループ】

事務 松井　一生
・市営住宅ブロック塀安全対策に関する業務
・市営住宅用地の管理・活用に関する業務

担当係長
【団地再生グループ】

土木 松尾　直純
・市営住宅ブロック塀安全対策に関する業務
・市営住宅用地の管理・活用に関する業務

担当係長
【団地再生グループ】

建築 西村　梢
・市営住宅ブロック塀安全対策に関する業務
・市営住宅団地等の活性化に関する業務
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補職 職種 氏名 事務分担

住宅管理担当部長 事務 井上　典一 1　市営住宅事業に係る維持管理に関する業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

管理課長 事務 角田　和久
1　市営住宅の管理、入居（使用）契約及び市営
住宅使用料等の収納に関する業務

管理課長代理 事務 富重　邦生
・市営住宅の管理、入居（使用）契約及び市営住
宅使用料等の収納に関する業務

担当係長
【管理グループ】

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

担当係長
【管理グループ】

事務 辻岡　孝之
・市営住宅管理に係る企画、調査及び連絡調整
・市営住宅管理の予算、決算管理に関する業務

担当係長
【管理グループ】

事務 尾下   恵一

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

担当係長
【管理グループ】

事務 林田　英則

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

担当係長
【管理グループ】

事務 毛利　仁史

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

担当係長
【管理グループ】

事務 池谷　悟

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

担当係長
【管理グループ】

事務 高橋　大輔
・市営住宅の募集
・市営住宅管理制度の企画に関する業務

管理課（職員数47人）
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担当係長
【管理グループ】

事務 足田　泉
・市営住宅の入居（使用）及び契約、入居者の異
動等
・市営住宅の高額所得者に関する業務

担当係長
【管理グループ】

事務 峰山　拓
・市営住宅使用料等の決定、変更
・市営住宅使用料等収納に関する業務

担当係長
【管理グループ】

事務 山田　寛

・市営住宅使用料等の収納及び予算・決算に関
する業務
・家賃事務に係る企画連絡調整
・敷金及び駐車場保証金の管理

管理企画担当課長 事務 尾下   隆幸
1　市営住宅の管理に係る調査、企画及び連絡
調整、システム維持管理、目的外使用許可に関
する業務

管理課長代理 事務 坪香　宏
・市営住宅管理に係る調査、企画及び連絡調整
・システム維持管理
・目的外使用許可に関する業務

担当係長
【管理グループ】

事務 田中　正
・市営住宅駐車場管理に係る連絡調整
・市営住宅駐車場の目的外使用許可

担当係長
【管理グループ】

事務 青木　香奈

・指定管理者制度に関する業務
・府営住宅の移管に関する業務
・市営住宅管理に係る調査、企画及び連絡調整
・グループホーム等目的外使用許可

担当係長
【管理グループ】

事務 古川　孝幸 ・市営住宅管理のシステム開発、管理及び調整

梅田住宅管理センター
担当課長

事務 室谷　重彦

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

梅田住宅管理センター
担当課長代理

事務 太田　智司

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

梅田住宅管理センター
担当課長代理

事務 植田　浩史

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

担当係長
【梅田住宅管理セン
ターグループ】

事務 佐藤　寿美子

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

阿倍野住宅管理セン
ター担当課長

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

阿倍野住宅管理セン
ター担当課長代理

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

担当係長
【阿倍野住宅管理セン
ターグループ】

事務 美濃部　宏
・天王寺区、浪速区、生野区、阿倍野区、住之江
区、住吉区、東住吉区、西成区及び大正区に所
在する市営住宅に係る管理業務

平野住宅管理センター
担当課長

事務 眞野　麻美 1　平野区に所在する市営住宅に係る管理業務
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平野住宅管理センター
担当課長代理

事務 辰巳　晃弘 ・平野区に所在する市営住宅に係る管理業務

担当係長
【平野住宅管理セン
ターグループ】

事務 北山　稔 ・平野区に所在する市営住宅に係る管理業務

補職 職種 氏名 事務分担

保全整備課長 建築 大西　崇浩

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

保全整備課長代理 事務 殿本　広一郎

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

保全整備課長代理 機械 柳原　卓

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

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

担当係長 事務 植村　美由希 ・市営住宅及び共同施設の維持管理

担当係長 事務 桑島　良孝 ・市営住宅及び共同施設の維持管理

担当係長 建築 東山　あや

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

担当係長 建築 土橋　俊紀

・市営住宅及び共同施設の補修に係る計画、設
計、工事の施行及び連絡調整
・市営住宅の共同施設の建設計画（他の部及び
課の所管に属するものを除く。）
・府営住宅及び共同施設の移管に伴う保全整備
に係る連絡調整

担当係長 建築 飯田　智博

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

担当係長 電気 森　謙太郎

・市営住宅及び共同施設の機械、電気、ガス及
び昇降機設備等の補修に係る計画、設計、工事
の施行及び連絡調整
・府営住宅及び共同施設の移管に伴う保全整備
に係る連絡調整

保全整備課（職員数19人）
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