
建設局

管 財 課

建 設 局

総 務 部

企 画 部

総 務 課

企 画 課

経 理 課

管 理 課

職 員 課

測 量 明 示 課

下 水 道 課

橋 梁 課

設 備 課

施 設 管 理 課

調 整 課

下 水 道 部

街 路 課

河 川 課

道 路 課

調 整 課

道 路 河 川 部

工 務 課

方 面 調 整 課
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建設局

調 整 課

東部方面管理事務所

管 理 課

田 島 工 営 所

大 阪 城 公 園 事 務 所

八 幡 屋 公 園 事 務 所

公 園 緑 化 部

水 質 試 験 所

南部方面管理事務所

市 岡 工 営 所

緑 化 課

中 浜 工 営 所

鶴見緑地公園事務所

津 守 工 営 所

河川・渡船管理事務所

西部方面管理事務所

設 備 課

真 田 山 公 園 事 務 所

管 理 課

管 理 課

設 備 課

公 園 課
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建設局

臨海地域事業調整担当

臨 海 地 域 建 設 担 当

野 田 工 営 所

平 野 工 営 所

管 理 課

十 三 工 営 所

臨港方面管理事務所

管 理 課

臨海地域連絡調整担当

淀 川 左 岸 線 ２ 期
建 設 事 務 所

設 計 課

臨海地域事業推進本部

建 設 課

設 備 課

設 備 課

住 之 江 工 営 所

長 居 公 園 事 務 所

扇 町 公 園 事 務 所

十 三 公 園 事 務 所

舞洲スラッジセンター

北部方面管理事務所

447



建設局

補職 職種 氏名

局長 土木 渡瀨　誠

補職 職種 氏名 事務分担

理事 事務 橋本　広志
1　局運営に係る重要事項の調査、企画及び総合調
整

理事 土木 合田　寛
1　局所管施設の建設、維持管理及び防災に係る調
査、企画及び連絡調整

理事 大阪府 美馬　一浩
1　局所管事業における府市連携に係る調査、企画及
び連絡調整

補職 職種 氏名

部長 事務 春木　崇

補職 職種 氏名 事務分担

管財担当部長 事務 有坂　智裕

1　道路及び公園等の所管不動産の管理（他の部の
所管に属するものを除く）の財産管理
2　道路法の手続き
3　道路及び公園の占用・不法占拠

補職 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 松野　倫子
1　局の文書及び組織
2　局重要事項の進行管理
3　広聴広報

総務課長代理 事務 久保田　尚寛
・局の文書及び組織
・局重要事項の進行管理
・広聴広報

担当係長 事務 中野　誠 ・局の文書及び組織

担当係長
<保健所感染症対策課担
当係長兼務>

事務 三ツ川　貴之 ・局の法務事務

担当係長 事務 吉田　俊博 ・広聴広報

担当係長 事務 吉田　祥子 ・庁舎管理及び業務の進行管理

建設局（職員数  1953人）

総務部（職員数 265人）

総務課（職員数29人）
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建設局

事業管理担当課長 事務 秋山　岳彦

１　外郭団体監理の総括
２　局所管業務に係るコンプライアンス
３　事業リスクの管理
４　内部統制

事業管理担当課長代理 土木 平田　憲親

・外郭団体監理の総括
・局所管業務に係るコンプライアンス
・事業リスクの管理
・内部統制

担当係長 事務 中川　博仁

・外郭団体監理の総括
・局所管業務に係るコンプライアンス
・事業リスクの管理
・内部統制

担当係長 土木 太田　祥史

・外郭団体監理の総括
・局所管業務に係るコンプライアンス
・事業リスクの管理
・内部統制

担当係長 土木 石井　賢

・外郭団体監理の総括
・局所管業務に係るコンプライアンス
・事業リスクの管理
・内部統制

補職 職種 氏名 事務分担

職員課長 事務 犬塚　善博

1　局の人事
2　局員の服務、研修
3　局員の給与手当及び福利厚生
4　局員の勤務条件
5　局の安全衛生

職員課長代理 事務 谷山　敦彦

・局の人事
・局員の服務、研修
・局員の勤務条件
・局員の給与手当及び福利厚生

職員課長代理 事務 越智　智美

・局の人事
・局員の服務、研修
・局の安全衛生
・局員の勤務条件

担当係長 事務 平山　善洋
・局の人事
・局員の勤務条件

担当係長 事務 酒井　亮輔
・局の人事
・局員の勤務条件
・局員の服務

担当係長 事務 山本　友子 ・局の安全衛生

職員課（職員数23人）
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建設局

担当係長 事務 小杉　泰史
・局の人事
・局員の勤務条件
・局員の研修

担当係長 事務 平田　美也子 ・局員の給与手当及び福利厚生

補職 職種 氏名 事務分担

経理課長 事務 飯尾　隆昭

１　局（下水道事業会計を除く）の予算、決算及び物
品
２　一般会計及び駐車場事業会計の使用料、負担
金、占用料、手数料等諸徴収金
３　工事用資材の調達及び管理
４　工事その他の請負契約（他の所管に属するものは
除く）の締結及び履行

経理課長代理 事務 西尾　勝

・局（下水道事業会計を除く）の予算、決算及び物品
・一般会計及び駐車場事業会計の使用料、負担金、
占用料、手数料等諸徴収金
・工事用資材等の調達及び管理
・工事その他の請負契約（他の所管に属するものは除
く。）の締結及び履行

担当係長 事務 大嶋　陽介

・一般会計（公園事業除く）及び駐車場事業会計の予
算、決算
・一般会計（公園事業除く）及び駐車場事業会計の使
用料、負担金、占用料、手数料等諸徴収金
・公会計制度

担当係長 事務 坂本　光史

・一般会計（公園事業）の予算・決算
・一般会計（公園事業）の使用料、負担金、占用料、
手数料等諸徴収金
・公会計制度

担当係長 事務 池宮　和久
・工事用資材等の調達及び管理
・工事その他の請負契約（他の所管に属するものは除
く。）の締結及び履行

担当係長 事務 南　千春　
・工事用資材等の調達及び管理
・工事その他の請負契約（他の所管に属するものは除
く。）の締結及び履行

経理課（職員数 56 人）
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建設局

下水道経営担当課長 事務 名倉　義人

１　下水道事業会計の予算、決算及び物品
２　下水道施設への排水汚水の水量の調査及び認定
３　下水道事業会計の使用料、占用料、手数料等諸
徴収金
4　下水道事業に関する経営調査、財政収支計画、公
費負担区分

下水道経営担当課長代
理

事務 吉﨑　英一郎

・下水道事業会計の予算、決算及び物品
・下水道施設への排水汚水の水量の調査及び認定
・下水道事業会計の使用料、占用料、手数料等諸徴
収金
・水洗便所化の促進
・下水道事業に関する経営調査、財政収支計画、公
費負担区分

担当係長 事務 柴田　和行 ・下水道事業会計の予算、決算

担当係長 事務 森岡　尊純 ・下水道事業会計の予算、決算

担当係長 事務 稲田　加陽子 ・下水道事業会計の予算、決算

担当係長 事務 久我　淳子
・下水道事業会計の予算、決算
・準公営企業財務会計システム再構築
・下水道事業会計の支出負担行為の確認

担当係長 事務 吉井　一裕
・下水道事業に関する経営調査
・下水道事業の財政収支計画
・下水道事業に関する公費負担区分

担当係長 事務 田村　良
・下水道使用料の徴収、収納管理、滞納処分
・下水道事業会計各種証明手数料等の収納管理

担当係長 事務 麻生　裕太
・下水道施設への排水汚水の水量の調査、認定
・下水道使用料の調定

補職 職種 氏名 事務分担

管理課長 事務 山村　英夫

1　道路占用
2　屋外広告物の規制
3　屋外広告物審議会
4　公園占用

管理課長代理 事務 髙戸　安規子

・道路占用
・屋外広告物の規制
・屋外広告物審議会
・公園占用

管理課（職員数 24人）

451



建設局

担当係長 事務 松本　泰典
・道路占用
・行政財産目的外使用

担当係長 事務 乾　はる奈 ・公園占用

担当係長 事務 川道　崇史
・道路占用
・屋外広告物の規制
・屋外広告物審議会

適正化担当課長 事務 川久保　秀雄
１　所管道路及び公園施設の不法占拠の処理及び管
理適正化対策

適正化担当課長代理 事務 三宅　俊之
・所管道路及び公園施設の不法占拠の処理及び管
理適正化対策
・特命による道路占用の調整事項

担当係長 事務 橋本　理弘
・中浜、田島工営所管内における所管道路の不法占
拠の処理及び不正使用対策、違反広告物対策、市民
協働関係業務

担当係長 事務 野村　充則
・津守、市岡工営所管内における所管道路の不法占
拠の処理及び不正使用対策、違反広告物対策、市民
協働関係業務

担当係長 事務 上田　真由美
・住之江、平野工営所管内における所管道路の不法
占拠の処理及び不正使用対策、違反広告物対策、市
民協働関係業務

担当係長 事務 向山　和美
・野田、十三工営所管内における所管道路の不法占
拠の処理及び不正使用対策、違反広告物対策、市民
協働関係業務

担当係長 事務 徳永　満 ・公園施設の不法占拠の処理及び管理適正化対策

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

管財課長 事務 林　　敬二

1　課所管業務の総括
2　道路及び公園等の所管不動産の管理（他の部の
所管に属するものを除く）
3  道路の認定、廃止等の手続き

管財課長代理 事務 山本　登志美

・課所管業務の総括
・道路及び公園等の所管不動産の管理（他の部の所
管に属するものを除く）
・道路の認定、廃止等の手続き

担当係長 事務 河原　知宏

・課内の庶務
・道路及び公園等の所管不動産の管理（他の部の所
管に属するものを除く）
・道路の認定、廃止等の手続き

管財課(職員数 19人)
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建設局

担当係長 事務 山原　克已

・道路台帳及び道路の現況調査・道路統計
・道路及び公園等の所管不動産の管理（他の部の所
管に属するものを除く）
・道路の認定、廃止等の手続き

担当係長 事務 大畑　洋

・法定外道路などの財産管理及び不法占拠対策の総
括
・道路及び公園等の所管不動産の管理（他の部の所
管に属するものを除く）
・道路の認定、廃止等の手続き

担当係長 事務 村上　達哉

・課の法規業務
・道路及び公園等の所管不動産の管理（他の部の所
管に属するものを除く）
・道路の認定、廃止等の手続き

担当係長 事務 込茶　理恵

・道路及び公園等の所管不動産の管理（他の部の所
管に属するものを除く）及び連絡調整
・道路及び公園用地の行政財産目的外使用許可
・道路の認定、廃止等の手続き

補職 職種 氏名 事務分担

測量明示課長 土木 片倉　亮一
１　都市計画街路、道路及び市有不動産の測量（港
湾局・水道局用地を除く）並びに境界明示業務の総
括

測量明示課長代理 土木 吉田　茂
・都市計画街路、道路の測量並びに境界明示業務の
総括

測量明示課長代理 土木 但馬　保信
・市有不動産の測量業務（港湾局・水道局用地を除
く）の総括

担当係長 土木 堀口　光
・都市計画道路の測量並びに都市計画（街路・公園）
境域明示業務

担当係長 土木 渋谷　浩之
・道路区域明示申請、土地境界確定協議の審査、手
続き及び申請手数料収入調定
・道路区域明示図、土地境界確定協議図等の交付

担当係長 土木 吉田　純二

・道路区域明示、土地境界確定協議及び調査、資料
整理業務
≪淀川、東淀川、此花、北、福島、西淀川、阿倍野、
鶴見、城東、天王寺、平野、住之江各区≫

測量明示課（職員数　114人）
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建設局

担当係長 土木 有福　俊幸

・道路区域明示、土地境界確定協議及び調査、資料
整理業務
≪生野、東成、都島、旭、浪速、西成、大正、西、中
央、港、住吉、東住吉各区≫

担当係長 土木 川端　政之
・道路区域線確定測量業務等の企画・立案・設計・監
督
・公共測量に関する国土地理院との調整協議

担当係長 土木 池崎　知美 ・基準点の管理、保全業務

担当係長 土木 角野　康彦
・下水道用地の測量及び境界明示業務
・下水道用地の境界確定業務

担当係長 土木 倉橋　律夫

・市有不動産の測量業務（下水道・港湾局・水道局用
地を除く）
・住宅関連用地及び区画道路等の測量業務
（土地区画整理事務所で実施の測量業務を除く）

補職 職種 氏名 事務分担
企画部長 土木 山向　薫 １　道路・河川・公園施設における全体総括

補職 職種 氏名 事務分担

都心活性化担当部長 土木 上田　大輔
１　道路・河川・公園施設における都心活性化施策の
総括

工務担当部長 土木 齊藤　満
１　道路・公園・河川施設の土木工事、同維持管理、
同技術情報管理の総括
２　水防・防災の総括

道路公園・下水道設備担
当部長

電気 野村　憲由
１　道路・公園・河川部門の設備関係工事（電気・機
械）、同維持管理、同技術情報管理の総括

補職 職種 氏名 事務分担

企画課長 土木 一ツ町　展也

1　局業務に関する総合的企画、調査
2　関係機関との連絡調整
3　局業務の技術的総括
4　局事業の基本計画

企画課長代理
<万博推進局整備調整部
整備調整課長代理兼務>

土木 柚本　真介

・局業務に関する総合的企画、調査
・関係機関との連絡調整
・局業務の技術的総括
・局事業の基本計画

企画課長代理 園芸 木下　ひとみ

・局業務に関する総合的企画、調査
・関係機関との連絡調整
・局業務の技術的総括
・局事業の基本計画

担当係長 土木 衣田　真之
・局業務に関する総合的企画、調査
・関係機関との連絡調整
・局事業の基本計画

担当係長 土木 吉矢　理恵子
・局業務に関する総合的企画、調査
・関係機関との連絡調整
・局事業の基本計画

担当係長 園芸 國下　大樹
・局業務に関する総合的企画、調査
・関係機関との連絡調整
・局事業の基本計画

企画部（職員数 162人）

企画課（職員数 29人）
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建設局

計画調整担当課長 園芸 山﨑　隆明 1　局の事業実施計画の総括

計画調整担当課長代理 土木 野々目 延浩 ・局の事業実施計画の総括

担当係長 土木 新納　幸治 ・局の事業実施計画の企画・調整

担当係長 土木 河口　武 ・局の事業実施計画の企画・調整

道路空間再編担当課長 土木 小松　靖朋 １　道路空間再編に係る企画及び設計の総括
道路空間再編担当課長
代理

土木 松野　雅晃 ・道路空間再編に係る企画及び設計の総括

担当係長 土木 榊原　宣昭
・道路空間再編に係る企画、設計及びこれに係る調
整

担当係長 土木 中西　祥人
・道路空間再編に係る企画、設計及びこれに係る調
整

担当係長 土木 林　孝之
・道路空間再編に係る企画、設計及びこれに係る調
整

担当係長 事務 川本　裕 ・道路空間再編に係る企画及びこれに係る調整

拠点公園活性化担当課
長（兼）＜公園緑化部公
園活性化担当課長兼務
＞

園芸 富永　敦史 ・拠点公園の活性化に係る企画・調整

水辺活性化担当課長
（兼）
＜道路河川部河川課長
兼務＞

土木 麻田　鉄児
１　河川空間の賑わい創出に係る企画及び設計の総
括

企画部企画課水辺活性
化担当課長代理（兼）
＜道路河川部河川課長
代理兼務＞

土木 田中　邦雄 ・河川空間の賑わい創出に係る企画及び設計の総括

担当係長（兼）
＜道路河川部河川課担
当係長兼務＞

事務 松原　良介
・河川空間の賑わい創出に係る企画及びこれに係る
調整

担当係長（兼）
＜道路河川部河川課担
当係長兼務＞

土木 古谷　量平
・河川空間の賑わい創出に係る企画、設計及びこれ
に係る調整

担当係長（兼）
＜道路河川部河川課担
当係長兼務＞

土木 山口　章
・河川空間の賑わい創出に係る企画、設計及びこれ
に係る調整

担当係長（兼）
＜道路河川部河川課担
当係長兼務＞

土木 髙木　裕之
・河川空間の賑わい創出に係る企画、設計及びこれ
に係る調整

担当係長（兼）
＜道路河川部河川課担
当係長兼務＞

土木 柳澤　直裕
・河川空間の賑わい創出に係る企画、設計及びこれ
に係る調整
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補職 職種 氏名 事務分担

方面調整課長 事務 休井　良行

1　局業務に係る区との総合調整
2　局運営方針の進捗管理
3　行財政改革の進捗管理
4　局事業所の統合・再編
5　臨港地区施設の受託

方面調整課長代理 土木 大山　和重

・局業務に係る区との総合調整
・局運営方針の進捗管理
・行財政改革の進捗管理
・局事業所の統合・再編
・臨港地区施設の受託

担当係長 事務 藤本　圭

・局業務に係る区との総合調整
・局運営方針の進捗管理
・行財政改革の進捗管理
・局事業所の統合・再編
・臨港地区施設の受託

担当係長 園芸 下村　智司

・局業務に係る区との総合調整
・局運営方針の進捗管理
・行財政改革の進捗管理
・局事業所の統合・再編
・臨港地区施設の受託

自転車対策担当課長 事務 乗上　隆徳 １　放置自転車対策

自転車対策担当課長代
理

事務 牧田　成史 ・放置自転車対策

担当係長 事務 櫻井　秀昭 ・放置自転車対策

担当係長 事務 古林　秀樹 ・放置自転車対策

担当係長 事務 二家　未称美 ・放置自転車対策

自転車施策担当課長 土木 西村　俊昭
１　自転車駐車場の企画、設計
２　自転車通行環境の企画、設計

自転車施策担当課長代
理

土木 中村　浩一
・自転車駐車場の企画、設計
・自転車通行環境の企画、設計

担当係長 土木 杉本　知洋 ・自転車駐車場の企画、設計

担当係長 土木 宮原　賢 ・自転車通行環境の企画、設計

補職 職種 氏名 事務分担

工務課長 土木 竹内　慎

１　局防災対策の計画
２　局ＩＣＴ活用推進
３　所管水防事務組合との連絡調整
４　所管事業所（道路・河川・公園）との連絡調整
５　指導監察業務

工務課長代理 事務 枡矢　直幸
・課庶務の総括
・所管水防事務組合との連絡調整
・所管水防事務組合の会計管理者（受嘱）

工務課長代理 土木 正野　哲也

・局防災対策の計画
・局ICT活用推進
・庁内情報ネットワークおよび情報システム総括
・情報セキュリティ対策総括

事業所担当課長代理 土木 横尾　英男
・所管事業所（道路・河川）の連絡調整
・指導監察業務

事業所担当課長代理 事務 松永　誠司 ・所管事業所（公園）及び公園緑化部との連絡調整

工務課（職員数 108人）

方面調整課（職員数　25人）
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担当係長 事務 合志　勇人
・課庶務業務
・予算決算事務総括（一般会計・下水道会計）
・所管水防事務組合との連絡調整

担当係長 土木 西脇　慎一
・防災対策の計画
・災害対策委員会事務局
・防災関連訓練事務局業務

担当係長 土木 京名　信一郎
・庁内情報ネットワーク
・情報セキュリティ対策の推進・指導業務

担当係長 土木 石田　篤
・ICTの活用推進業務
・情報セキュリティ対策の推進・指導業務

担当係長 土木 牧野　博文
・情報セキュリティ対策の推進・指導業務
・道路橋梁総合管理システム総括
・道路橋梁総合管理システム運用管理

担当係長 土木 上村　昌豊
・情報セキュリティ対策の推進・指導業務
・下水道総合情報システム総括
・下水道総合情報システム運用管理

担当係長 土木 山田　仁士
・工営所の連絡調整業務
・直営関係の連絡調整業務

担当係長 土木 高田　亜樹
・道路維持作業等の業務委託の設計・調整
・直営関係（道路部門車両の更新等）業務

担当係長 土木 西嶋　久直
・道路工事指導・監察・調整
・請負工事等の安全対策

担当係長 事務 松永　和宏
・所管事業所（公園）及び公園緑化部との連絡調整
・直営関係（公園部門車両・機械器具の更新等）業務

工事監理担当課長 土木 松並　正
１　工事等検査業務
２　工事品質確保関係業務

工事監理担当課長代理 土木 溝端　卓也 ・工事等検査業務

工事監理担当課長代理 土木 稲葉　慶成 ・工事品質確保関係業務

担当係長 土木 太治　直樹
・工事等（土木）検査業務
・仕様書・マニュアル（土木）関係業務

担当係長 土木 小野　忠彦 ・工事等（土木）検査業務

担当係長 電気 安田　貴雄
・工事等（電気）検査業務
・積算（電気）関係業務

担当係長 機械 大和　慎治
・工事等（機械）検査業務
・積算（機械）関係業務

担当係長 建築 槲田　卓也
・工事等（建築）検査業務
・積算（建築）関係業務

担当係長 土木 松木　和弘
・工事等（造園）検査業務
・仕様書・マニュアル（公園）関係業務

担当係長 土木 西村　悦典
・工事等（土木）検査業務
・仕様書・マニュアル（土木）関係業務

担当係長 土木 藤田　眞 ・工事等（土木）検査業務

担当係長 土木 池之内　徹
・工事公表業務
・総合評価・低入札調査等の事務局業務

担当係長 土木 梶村　壮
・工事品質確保関係業務
・建設副産物、グリーン調達、建設リサイクル法

457



建設局

担当係長 大阪府 藤原　利忠

・各種協議会窓口業務
・土木設計積算基準業務
・単価調査業務
・設計積算運用管理
・土木技術情報収集業務
・研修業務

担当係長 土木 三井　準也

・下水道設計積算基準業務
・単価調査業務
・建設発生土業務
・研修業務

道路公園設備担当課長 機械 藤田　武士
１　道路、河川及び公園施設の電気、機械設備の工
事及び維持管理の総括

道路公園設備担当課長
代理

機械 中野　史朗
・道路、河川及び公園施設の電気、機械設備の工事
及び維持管理

担当係長 電気 秋口　達男
・道路、河川施設の電気設備の計画・調整
・道路関係予算執行管理

担当係長 電気 中尾　公明
・道路、河川施設の電気設備の設計・工事
・駐車場電気設備にかかる設計・工事

担当係長 電気 川端　博晶 ・道路、河川、臨港施設の電気設備に係る維持管理

担当係長 電気 中尾　明人
・要領、マニュアル等整備
・駐車場電気設備にかかる維持管理・予算執行管理

担当係長 電気 仙太　隆志 ・公園施設の電気設備の設計・工事

担当係長 電気 馬渡　正光 ・公園施設の電気設備の計画、調整、維持管理

担当係長 機械 柴田　裕介
・道路、河川、臨港、公園施設の機械設備の計画・調
整ならびに設計・工事

担当係長 機械 福永　毅
・道路、河川、臨港、公園施設の機械設備の維持管
理及び執行管理
・駐車場機械設備にかかる設計・工事

補職 職種 氏名
部長 土木 生嶋　圭二

補職 職種 氏名 事務分担
街路担当部長 大阪府 山野　光昭 1　街路事業に係る所管業務の総括

補職 職種 氏名 事務分担

調整課長 土木 大島　禎司

1　道路河川部所管事業（道路・橋梁及び街路）の予
算、進行管理及び連絡調整の総括
2　クリスタ長堀（株）との連絡調整の総括
3　道路河川部庶務の総括
4　道路河川部所管駐車場の設備を除く施設維持補
修の総括
5　道路管理の連絡統制
6　車両制限令による車両制限
7　道路河川部所管駐車場事業に係る予算、企画の
総括

調整課長代理 土木 奥　兼治

・道路河川部所管事業（道路・橋梁及び街路）の予
算、進行管理及び連絡調整の総括
・クリスタ長堀（株）との連絡調整の総括
・道路河川部所管駐車場の設備を除く施設維持補修
の総括

道路河川部（職員数  153名）

調整課（職員数   40名）
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調整課長代理 事務 小山　憲史

・道路管理の連絡統制
・車両制限令による車両制限
・道路河川部所管駐車場事業に係る予算、企画の総
括

調整課長代理 大阪府 笹本　哲司
・大規模開発に伴う協議・調整
・大阪府警との連絡調整

担当係長 事務 宇賀　誠男
・道路河川部庶務
・クリスタ長堀（株）との連絡調整

担当係長 事務 村田　尚子
・大阪市立駐車場を除く道路河川部所管駐車場事業
に係る予算、企画及びこれに係る調整

担当係長 事務 上川　武
・大阪市立駐車場事業に係る予算、企画及びこれに
係る調整

担当係長 土木 大野　良昭 ・道路河川部所管駐車場の設備を除く施設維持補修

担当係長 土木 松本　和功
・道路河川部所管事業（道路・橋梁・街路）における予
算、進行管理及び連絡調整

担当係長 土木 藤本　智成
・道路河川部所管事業に係る総合的企画、調査及び
連絡調整

担当係長 事務 岡部　好宏 ・車両制限令による車両制限

担当係長 事務 矢野　正康
・道路管理の連絡統制（大規模開発に伴う協議・調整
など）

担当係長 土木 藤本　正
・大規模開発に伴う協議・調整
･外部との協議窓口

補職 職種 氏名 事務分担
道路課長 土木 上田　 光昭 1　道路の新設、改良に係る企画及び設計の総括
道路課長代理 土木 池上　博文 ・道路の新設、改良に係る企画及び設計の総括
担当係長 土木 田村　武士 ・道路の新設、改良及びこれに係る調整
担当係長 土木 中村　哲三 ・道路整備に係る企画、設計及びこれに係る調整
担当係長 土木 中島　芳郎 ・交通安全施設に係る企画及びこれに係る調整

担当係長 土木 仲　和也
・道路の新設、改良に係る設計及びこれに係る調整
・共同溝の企画、設計及びこれに係る調整

担当係長 土木 中島　旭 ・無電柱化の企画、設計及びこれに係る調整
担当係長 土木 柏木　誠二 ・無電柱化の企画、設計及びこれに係る調整

道路維持担当課長 土木 梶谷　昌世
1　道路の舗装及び施設の維持補修に係る調整及び
設計の総括

道路維持担当課長代理 土木 濵田　裕次
・道路の舗装及び施設の維持補修に係る調整及び設
計の総括

担当係長 土木 花房　幸司
・道路の舗装及び施設の補修計画
・道路の舗装調査・研究
・道路維持グループ予算

担当係長 土木 石川　佳典 ・道路の舗装補修の設計及び受託（計画・徴収）

担当係長 土木 古川　司
・道路の施設点検、診断及び補修の設計（歩道橋を
含む）

担当係長 土木 山本　太郎 ・大阪駅前東広場大規模改築に係る調整及び設計

道路課（職員数   43名）
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補職 職種 氏名 事務分担

橋梁課長 土木 藤澤　悟
1　橋梁の設計、維持管理の総括
2　橋梁の調査、企画及び調整の総括
3　臨海地域における橋梁の設計の総括

橋梁課長代理 土木 永橋　俊二
・橋梁の設計、維持管理の総括
・橋梁の調査、企画及び調整の総括

橋梁課長代理（兼）<道路
河川部街路課長代理兼
務、臨海地域事業推進
本部臨海地域事業調整
担当課長代理兼務>

土木 大髙　省三

・臨海地域等における道路の設計の総括
・臨海地域等における橋梁の設計の総括
・臨海地域における道路及び橋梁に係る事業調整の
総括

担当係長 土木 谷口　正明 ・橋梁の調査、企画、予算総括

担当係長 大阪府 大石　誠二 ・橋梁の管理、連絡調整、対外協議

担当係長 土木 西村　直人 ・橋梁の改築、維持、管理、補修設計

担当係長 土木 渡邉　修実 ・橋梁の改築、維持、耐震、補修設計

担当係長 土木 廣田　薫 ・橋梁の改築、維持、連絡調整、補修設計

担当係長
<臨海地域事業推進本部
担当係長兼務>

土木 舩津　直樹
・臨海地域等における橋梁の設計
・臨海地域における橋梁に係る事業調整

担当係長
<臨海地域事業推進本部
担当係長兼務>

土木 日髙　健
・臨海地域等における橋梁の設計
・臨海地域における橋梁に係る事業調整

補職 職種 氏名 事務分担

街路課長 土木 橋田　雅弘

1　街路事業に伴う連絡調整、事業認可の総括
2　都市計画道路見直しに伴う用地売却調整等の総
括
3　街路事業に係る用地取得の調整の総括
4　街路事業及び区画整理事業に係る道路設計の総
括
５．臨海地域における道路の設計の総括

街路課長代理 土木 藤原　永護

・街路事業に伴う連絡調整、事業認可の総括
・都市計画道路見直しに伴う用地売却調整等の総括
・街路事業に係る用地取得の調整の総括
・街路事業及び区画整理事業に係る道路設計の総括

街路課長代理<道路河川
部橋梁課長代理兼務、
臨海地域事業推進本部
臨海地域事業調整担当
課長代理兼務>

土木 大髙　省三

・臨海地域等における道路の設計の総括
・臨海地域等における橋梁の設計の総括
・臨海地域における道路及び橋梁に係る事業調整の
総括

担当係長 土木 田谷　次郎
・街路事業に伴う連絡調整
・街路事業の事業認可

担当係長 土木 仲峯　守
・街路事業に係る用地管理（取得・売却・貸付等）に関
する調整
・道路法手続きに係る調整

担当係長 土木 伊藤　克幸
・街路事業に係る用地管理（取得・売却・貸付等）に関
する調整
・道路法手続きに係る調整

担当係長 土木 松永　英郎 ・街路事業及び区画整理事業に係る道路設計
担当係長<臨海地域事業
推進本部担当係長兼務>

土木 尾山　淳
・臨海地域等における道路の設計
・臨海地域における道路に係る事業調整

鉄道交差担当課長 土木 竹田　英司
１　街路事業に係る道路と鉄道の立体交差の企画及
び調整の総括

鉄道交差担当課長代理 土木 中上　貴裕
・街路事業に係る道路と鉄道の立体交差の企画及び
調整の総括

橋梁課（職員数  25名）

街路課（職員数  27名）
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担当係長 土木 山崎　一義
・街路事業に係る道路と鉄道の立体交差の企画及び
調整

担当係長 土木 宮島　孝典
・街路事業に係る道路と鉄道の立体交差の企画及び
調整

補職 職種 氏名 事務分担

河川課長
＜企画部水辺活性化担
当課長兼務＞

土木 麻田　鉄児

１　河川事業の調査、計画及び進行管理
２　河川の設計及び維持管理
３　河川管理の連絡統制
４　公有水面の埋め立て

河川課長代理
＜企画部企画課水辺活
性化担当課長代理兼務
＞

土木 田中　邦雄

・河川事業の調査、計画及び進行管理
・河川の設計及び維持管理
・河川管理の連絡統制
・公有水面の埋め立て

担当係長
＜企画部企画課担当係
長兼務＞

事務 松原　良介
･河川管理の連絡統制
（河川占用及び河川に係る不法占拠の処理含む）

担当係長
＜企画部企画課担当係
長兼務＞

土木 古谷　量平 ・河川事業の調査、計画及び進行管理

担当係長
＜企画部企画課担当係
長兼務＞

土木 山口　章 ・河川の維持管理

担当係長
＜企画部企画課担当係
長兼務＞

土木 髙木　裕之
・河川事業の調査、計画及び進行管理（耐震対策）
・河川の設計
・公有水面の埋め立て

担当係長
＜企画部企画課担当係
長兼務＞

土木 柳澤　直裕
・河川事業の調査、計画及び進行管理
・河川の設計

補職 職種 氏名
部長 土木 上塚　哲彦

補職 職種 氏名
道路公園・下水道設備担
当部長

電気 野村　憲由

補職 職種 氏名 事務分担

調整課長 土木 永長　大典

1　下水道施行手続総括
2　下水道工事施行に係る連絡調整
3　部所管工事の工程管理
4　下水道事業の経営形態見直しに係る事務

調整課長代理 土木 板井　正宏
・事業推進のための部内連絡調整
・下水道工事とこれに関連する他の工事との連絡調整
・部所管工事の工程管理

調整課長代理 土木 中西　啓輔
・下水道事業の経営形態の見直しに係る事務
・下水道事業の経営戦略に係る事務

担当係長 土木 上村　恵三
・下水道事業の経営形態の見直しに係る事務
・下水道事業の経営戦略に係る事務

担当係長 土木 小林　努
・下水道事業全般に係る連絡調整
・下水道事業予算に係る連絡調整

担当係長 土木 石川　尚
・下水道工事の発注及び執行に係る連絡調整
・他事業関連の下水道工事に係る連絡調整

担当係長 土木 白井　久順
・下水道工事計画と地下埋設工事計画及び道路工事
計画との連絡調整

河川課（職員数  18人）

下水道部（職員数 190人）

調整課（職員数 51人）
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下水道管理担当課長 事務 中山　俊述
1　部業務の事務的事項総括及び連絡調整
2　下水道用地の管理等に係る業務の総括

下水道管理担当課長代
理

事務 奥　成司
・部業務の事務的事項総括及び連絡調整
・下水道用地の管理等に係る業務の総括

担当係長 事務 山田　将人 ・部業務の事務的事項の連絡調整

担当係長 事務 山本　晃平
・工事施工手続きに係る事務的事項
・他団体に係る業務
・監理団体に係る業務

担当係長 事務 森本　英人
・下水道用地の管理
・土地の筆界、売却、用地取得
・不法占拠関係業務

担当係長 事務 早田　保
・下水道用地の管理
・占用許可制度管理
・用地管理システム関係業務

担当係長 事務 山西　修
・下水道用地の管理
・占用許可制度管理
・占用料徴収、未収金対策業務

担当係長 事務 小西　聡
・下水道用地の管理
・土地の筆界、売却、賃貸借関係業務
・不法占拠関係業務

事業計画担当課長 土木 檜山　幹 １ 下水道事業計画の総括

事業計画担当課長代理 機械 手島　幸一 ・下水道事業計画の進捗管理

担当係長 土木 前川　波奈江 ・下水道事業計画にかかる連絡調整

担当係長 大阪府 大田　健二 ・浸水対策

担当係長 機械 尾辻　隆史 ・改築計画（設備）

担当係長 土木 北野　陽一郎
・改築計画（土木）
・地震対策

担当係長 化学 壬生　美晴
・水質改善計画
・都市環境対策

担当係長 土木 伊藤　克俊 ・水環境技術の海外展開の推進

担当係長 電気 橋本　豊 ・国際交流及び技術研修の推進

担当係長 化学 武田　万里子
・下水の高度処理等に係る技術研究及び技術開発
・下水道の技術開発に関する共同研究

補職 職種 氏名 事務分担

下水道課長 土木 大野　敏仁
1 下水処理場、抽水所等の設計及び建築物の工事の
施行の総括

下水道課長代理 土木 青山　芳彦
・下水処理場、抽水所等の設計及び建築物の工事の
施行

担当係長 土木 村木　義則 ・下水処理場、抽水所の土木工事の設計の総括

担当係長 土木 中家　誠 ・下水処理場、抽水所の土木工事の設計

担当係長 土木 玉瀬　充康 ・下水処理場、抽水所の土木工事の設計

担当係長 建築 宮﨑　治
・下水処理場、抽水所等の建築物の設計及び工事の
施行の総括

担当係長 建築 中出　哲生
・下水処理場、抽水所等の建築物の設計
・下水処理場、抽水所等の建築工事の施行

担当係長 建築 宮本　英哲
・下水処理場、抽水所等の建築物の設計
・下水処理場、抽水所等の建築工事の施行

担当係長 建築 横山　眞貴 ・下水処理場、抽水所等の建築物の設計

管渠担当課長 大阪府 冨士　真史 1 下水道管渠設計の総括

管渠担当課長代理 土木 上田　智浩 ・他事業関連下水道管渠設計の総括

下水道課（職員数 47人）
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管渠担当課長代理 土木 中川　尚也 ・下水道管渠設計の総括

担当係長 土木 野上　広志 ・下水道管渠設計の総括及び進行管理

担当係長 土木 伊藤　和行
・東部方面管理事務所管内の下水道管渠設計
・他事業関連の下水道管渠設計

担当係長 土木 金元　悠司
・西部方面管理事務所管内の下水道管渠設計
・他事業関連の下水道管渠設計

担当係長 土木 山口　勇 ・南部方面管理事務所管内の下水道管渠設計

担当係長 土木 櫻井　弘
・北部方面管理事務所管内の下水道管渠設計
・他事業関連の下水道管渠設計

補職 職種 氏名 事務分担
設備課長
<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 西本　裕二 １　設備課所管業務の総括

設備課長代理 機械 山本　貴司
・電気設備及び機械設備の調査、企画及び調整の総
括

担当係長 電気 赤松　勇
・電気設備工事の総括
・電気設備工事の企画・調整、審査

担当係長 電気 上原　勉
・電気設備工事の積算基準並びに設計基準
・電気設備工事の設計及び連絡調整

担当係長 電気 岡田　正
・下水道電気設備工事用製品の企業申請
・電気設備工事の設計及び連絡調整

担当係長 電気 松山　正明
・電気設備アセットマネジメント（電気設備）
・電気設備工事の設計及び連絡調整
・電気設備工事の執行管理

担当係長 機械 江川　佳典
・機械設備工事の総括
・機械設備工事の企画・調整、審査

担当係長 機械 吉仲　晋児
・機械設備工事の設計及び連絡調整
・機械設備アセットマネジメント（ポンプ設備）

担当係長 機械 黒川　幸一
・機械設備工事の設計及び連絡調整
・機械設備工事の執行管理

担当係長 大阪府 氏田　賢
・機械設備工事の設計及び連絡調整
・機械設備アセットマネジメント（汚泥処理設備）

担当係長 機械 岡田　直史
・機械設備工事の設計及び連絡調整
・機械設備アセットマネジメント（水処理設備）

補職 職種 氏名 事務分担
施設管理課長 土木 房　兼司 1　施設管理課所管業務の総括

施設管理課長代理 土木 谷口　正典
・下水道土木施設の維持管理に関する調査、企画及
び調整の総括

施設管理課長代理 電気 中村　貴昭
・電気機械設備の維持管理に関する調査、企画及び
調整の総括

担当係長 機械 中谷　忠義
・包括委託業務（下水処理場・抽水所）の設計
・機械設備の維持管理に関する連絡調整
・統計資料・維持管理年表等作成業務

担当係長 電気 有北　幸央

・電気機械設備の維持管理に関する連絡調整
・運営管理評価に関する連絡調整
・災害応急対策関係業務
・降雨情報システムに関すること

担当係長 電気 西村　謙二
・電気設備の維持管理に関する連絡調整
・電気事業法・省エネ法に関する連絡調整
・電気設備修繕、点検等の基準に関すること

担当係長 機械 駄田井　祐二
・機械設備の維持管理に関する連絡調整
・包括委託業務（下水処理場・抽水所）のモニタリング
・機械設備修繕、点検等の基準に関すること

設備課（職員数 37人）

施設管理課（職員数 43人）
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担当係長 土木 沢田　順治
・下水道土木施設の維持管理に関する連絡調整
・包括委託業務（管路施設）のモニタリング
・老朽施設調査関係業務

担当係長 土木 上杉　和弘
・包括業務業務（管路施設）の設計
・下水道総合情報システムの運用・管理業務
・下水道維持管理年報の管理

担当係長 土木 上河　康治

・許認可関連の連絡調整
・排水設備の計画確認及び検査
・受託下水道工事の施行及び施行承認
・下水管きょに係る行為の制限の許可

水質管理担当課長 化学 間渕　弘幸
1　水質管理総括
2　特命による工場排水等の規制指導
3　水質試験所所管業務

水質管理担当課長代理 化学 猪塚　晴美
・特命による工場排水等の規制指導
・水質試験所所管業務

担当係長 化学 太田　章生 ・下水道の水質管理関係の連絡調整・企画

担当係長 化学 松山　邦圭
・合流式下水道改善対策の評価
・下水道の化学物質の管理

担当係長 化学 森岡　徳之
・事業場排水指導関係の連絡調整・企画
・水質汚濁防止法適用事業場の排水指導

担当係長 化学 佐藤　隆弘
・排水規制手法の策定
・水質使用料認定事業場の水質調査

担当係長 化学 安田　一人 ・下水道放流事業場の排水指導

担当係長 化学 田中　真一 ・下水道放流事業場の排水指導
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補職 職種 氏名 事務分担

水質試験所長 化学 平山　勝一
1　下水等の水質検査の技術的総括
2　下水の浄化処理過程の調査及び研究

担当係長 化学 村上　愛美
・工場排水等の分析技術の研究及び試験
・その他水質調査に関する連絡調整

補職 職種 氏名
公園緑化部長 土木 下田　健司

補職 職種 氏名 事務分担
事業連携担当部長（兼）
<経済戦略局集客担当部
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拠
点施策統括

公園企画運営担当部長 事務 林　哲也 １　公園の企画運営関連業務
公園活性化担当部長 事務 牧　慎一郎 １　公園の活性化関連業務

調整課（職員数 54人）
補職 職種 氏名 事務分担

調整課長 園芸 木下　吉樹 １　調整課所管業務の総括

調整課長代理 園芸 東　志保

・公園・緑地の建設に係る調査、企画及び連絡調整
・都市緑化に係る調査及び企画
・予算管理
・公園緑化事業改革関連業務

調整課長代理 土木 小寺　親房
・公園・緑地の建設に係る調査、企画及び連絡調整
・公園事業における他事業との連絡調整

担当係長 事務 阪口　祐介 ・部の庶務業務

担当係長 園芸 住吉　徹
・公園・緑地の建設に係る調査、企画及び連絡調整
・都市緑化に係る調査・企画
・予算管理

担当係長 園芸 藤本　やよい ・公園事業における他事業との連絡調整

担当係長 大阪府 出村　友紀
・公園・緑地の建設に係る調査、企画及び連絡調整
・都市計画関係

担当係長 事務 竹末　政治
・決算管理
・公会計制度

担当係長 園芸 植木　恵良

・公園及び緑地の用地計画に係る調査、企画及び連
絡調整
・特命による公園・緑地用地の活用等に係る調査・企
画

担当係長 園芸 大家　由美子

・公園活用関係
・公園事業における他事業との連絡調整
・都市計画関係
・天王寺公園魅力向上事業の連絡調整

動物園支援担当課長代
理

事務 横山　妹子

・地方独立行政法人天王寺動物園の支援
・大阪市地方独立行政法人天王寺動物園評価委員
会の運営
・地方独立行政法人天王寺動物園との連絡調整
・天王寺公園魅力向上事業の連絡調整

担当係長 事務 浦野　路与

・地方独立行政法人天王寺動物園の支援
・大阪市地方独立行政法人天王寺動物園評価委員
会の運営
・地方独立行政法人天王寺動物園との連絡調整

企画運営担当課長 事務 池松　敏彦
1　中小規模公園の企画及び実施に関する総括
2　公園緑地、公園施設の管理運営業務
3　有料施設の管理運営業務

水質試験所（職員数12人）

公園緑化部（職員数 83人）
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企画運営担当課長代理 事務 高山　宏
・中小規模公園の企画及び連絡調整
・公園緑地、公園施設の管理運営業務
・有料施設の管理運営業務

担当係長 事務 米島　弘晃
・公園緑地、公園施設の管理運営業務
・中小規模公園の活性化

担当係長 事務 米澤　哲嗣
・公園緑地、公園施設の管理運営業務
・公園愛護会制度

担当係長 事務 池田　慎介
・公園緑地、公園施設の管理運営業務
・中小規模公園の活性化

担当係長 園芸 待井　陽介
・緑化の普及啓発・広報
・緑化事業にかかる人材育成

担当係長 事務 泉田　憲司

・有料施設の管理運営業務
・花と緑のまちづくり推進基金の管理
・公園及び緑化に係る寄附収受
・児童遊園補助制度

公園活性化担当課長
<企画部拠点公園活性化
担当課長兼務>

園芸 富永　敦史
１　指定管理者制度業務
２　大規模公園の活性化業務

公園活性化担当課長代
理

事務 氏原　正晴
・指定管理者制度業務
・大規模公園の活性化業務

担当係長 事務 藤田　効央 ・指定管理者制度等民活事業

担当係長 園芸 安藤　茂幸 ・大規模公園の活性化

担当係長 園芸 森田　成 ・指定管理者制度等民活事業

公園課（職員数 16人）
補職 職種 氏名 事務分担

公園課長 土木 永井　茂 １　公園・緑地の建設、改修に関する総括

公園課長代理 園芸 村川　尚哉 ・公園・緑地の建設、改修に係る連絡調整

担当係長 土木 平良　剛啓
・公園・緑地の建設、改修に係る計画、設計及び連絡
調整

担当係長 建築 藤野　智弘
・部所管施設の建築に係る連絡調整、点検及び改
修、保全計画

担当係長 園芸 伯井　篤史
・公園・緑地の建設、改修に係る計画、設計及び連絡
調整

担当係長 土木 稲岡　規之
・公園・緑地の建設、改修に係る計画、設計及び連絡
調整

緑化課（職員数 13人）
補職 職種 氏名 事務分担

緑化課長 園芸 東野　由起子
１　都市緑化に係る企画・調査及び実施に関する総括
２　公園樹・街路樹及び花卉に係る計画及び維持管
理に関する総括

緑化課長代理 土木 景山　安彦

・都市緑化に係る企画・調査及び実施に関する総括
補佐
・公園樹・街路樹及び花卉に係る計画及び維持管理
に関する総括補佐

担当係長 園芸 北原　憲太郎
・予算管理
・庶務業務
・公園樹・街路樹に係る計画及び連絡調整

担当係長 園芸 神野　多恵
・決算管理
・公園樹・街路樹の維持管理業務

担当係長 土木 松原　秀也
・公園樹・街路樹に係る他事業との連絡調整
・所管施設に係る計画及び連絡調整
・都市緑化及び花卉事業関連
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補職 職種 氏名
所長 土木 駒谷　善弘

補職 職種 氏名 事務分担

管理課長 事務 小川　務
１　方面管理事務所業務の総括（他の所管に属するこ
とを除く）

管理課長代理 土木 熊本　尚紀
・方面管理事務所業務の総括（他の所管に属すること
を除く）

担当係長 事務 木下　英樹
・所業務の事務的事項の連絡調整
・所の広聴広報・事故処理
・他の主管に属さないこと

担当係長 事務 米﨑　綾

・工事及び作業施行手続の総括
・工事の受託施工の事務
・所の予算執行管理
・所の安全衛生管理

担当係長 土木 谷口　尚
・下水道施設の土木工事の施行・監督の総括
・下水道施設の維持管理（包括委託を含む）に係る連
絡調整（他の所管に属することを除く）

担当係長 土木 森井　直人 ・下水道施設の土木工事の施行・監督

担当係長 土木 里　孝士 ・下水道施設の土木工事の施行・監督

補職 職種 氏名 事務分担

設備課長 電気 山本　英生

1　下水道施設の電気機械設備の工事並びに特命に
よる管理運営に係る企画及び連絡調整の総括。ただ
し、他の所管に属するものを除く
2　所管下水処理場及び抽水所の維持管理（包括委
託）に係る連絡調整の総括

設備課長代理
＜南部方面管理事務所
設備課長代理兼務＞

化学 大野　裕巳

・下水道施設の電気機械設備の工事並びに特命によ
る管理運営に係る企画及び連絡調整の総括。ただ
し、他の所管に属するものを除く
・所管下水処理場及び抽水所の維持管理(包括委託)
に係る連絡調整の総括

担当係長 電気 藤原　寿生

・特命による下水道施設の電気機械設備の管理運営
に係る企画及び連絡調整
・所管下水処理場及び抽水所の維持管理（包括委
託）に係る連絡調整

担当係長 機械 藤本　博己
・所管電気機械設備工事の施工管理
・所管下水処理場及び抽水所の維持管理（包括委
託）に係る連絡調整

東部方面管理事務所（職員数   250人）

管理課（職員数   19人）

設備課（職員数  11人）
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補職 職種 氏名 事務分担

所長 土木 河内　伸 1　工営所業務の総括

事務総括担当課長 事務 永田　健一 1　工営所業務の事務的事項の総括

土木担当課長代理 土木 河西　征吾 ・工営所業務の技術的事項の総括

担当係長 事務 八尾　直樹
・所の重要事項の進行管理
・特命による道路占用
・他の係長の主管に属さないこと

担当係長 事務 濵崎　聡 ・道路利用の適正化

担当係長 土木 稲葉　茂政

・所の重要事項の進行管理
・道路、河川、橋梁、その他特定土木施設の維持修繕
及び管理並びに占用、受託工事
・所管土木工事の施行

担当係長 土木 松林　俊行
・城東区における道路、河川、橋梁、その他特定土木
施設の維持修繕及び管理並びに占用、受託工事

担当係長 土木 大蔵　義信
・旭区における道路、河川、橋梁、その他特定土木施
設の維持修繕及び管理並びに占用、受託工事

担当係長 土木 岸本　雅弘
・鶴見区における道路、河川、橋梁、その他特定土木
施設の維持修繕及び管理並びに占用、受託工事

担当係長 土木 外勢　祐一郎
・都島区における道路、河川、橋梁、その他特定土木
施設の維持修繕及び管理並びに占用、受託工事

補職 職種 氏名 事務分担

所長 土木 西尾　和哲 1　工営所業務の総括

事務総括担当課長 事務 樫本　栄治 1　工営所業務の事務的事項の総括

土木担当課長代理 土木 川野　敏雄 ・工営所業務の技術的事項の総括

管理担当課長代理（兼）
＜市岡工営所管理担当
課長代理兼務＞

事務 中山　武
・担当行政区における事務的事項及び道路等施設の
維持管理に係る連絡調整

担当係長 事務 日茂　博一
・所の重要事項の進行管理
・特命による道路占用
・他の係長の主管に属さないこと

担当係長 事務 北村　真也 ・道路利用の適正化

担当係長 土木 近藤　誠

・所の重要事項の進行管理
・所管土木工事の施行
・道路、河川、橋梁、その他特定土木施設の維持修繕
等工事監督

担当係長 土木 中居　喜清
・天王寺区における道路、河川、橋梁、その他特定土
木施設の維持修繕及び管理

担当係長 土木 佐伯　慶悟
・東成区における道路、河川、橋梁、その他特定土木
施設の維持修繕及び管理

担当係長 土木 金沢　直和
・生野区における道路、河川、橋梁、その他特定土木
施設の維持修繕及び管理

中浜工営所  (職員数  72人)

田島工営所（職員数   63人）
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鶴見緑地公園事務所（職員数  45人）
補職 職種 氏名 事務分担

所長 事務 桑原　真一 １　公園事務所業務の総括

管理担当課長代理（兼）
＜真田山公園事務所管
理担当課長代理兼務＞

事務 田渕　倫也 ・公園事務所業務の総括

担当係長 事務 南　武志

・所業務の事務的事項の連絡調整
・所及び担当内の庶務
・所の安全衛生管理
・所の苦情、事故処理
・都市公園の占用許可、設置許可及び行為許可
・有料施設の予約、利用料管理
・公園利用の適正化対策
・指定管理者の指導、助言

担当係長 園芸 桑山　和人

・所業務の技術的事項の連絡調整
・所管公園工事の施工
・所管内の公園施設・公園樹・街路樹の維持修繕工
事監督
・所管内の公園施設・公園樹・街路樹の維持修繕及
び管理
・指定管理者の指導、助言

真田山公園事務所（職員数  40人）
補職 職種 氏名 事務分担

所長 土木 上林　恭子 １　公園事務所業務の総括
管理担当課長代理
＜鶴見緑地公園事務所
管理担当課長代理兼務
＞

事務 田渕　倫也 ・公園事務所業務の総括

担当係長 事務 西尾　嘉恭

・所業務の事務的事項の連絡調整
・所及び担当内の庶務
・所の安全衛生管理
・所の苦情、事故処理
・都市公園の占用許可、設置許可及び行為許可
・有料施設の予約、利用料管理
・公園利用の適正化対策

担当係長 園芸 村上　勝

・所業務の技術的事項の連絡調整
・所管公園工事の施工
・所管内の公園施設・公園樹・街路樹の維持修繕工
事監督
・所管内の公園施設・公園樹・街路樹の維持修繕及
び管理

補職 職種 氏名
所長 土木 小川　寿裕

補職 職種 氏名 事務分担

管理課長 事務 西　康弘
１　方面管理事務所業務の総括（他の所管に属するこ
とを除く）

管理課長代理 土木 山田　健二郎
・方面管理事務所業務の総括（他の所管に属すること
を除く）

担当係長 事務 横井　昌美
・所業務の事務的事項の連絡調整
・他の主管に属さないこと

担当係長 事務 林　哲志
・工事等施行手続の総括
・工事の受託施行の事務
・所の予算執行管理

西部方面管理事務所（職員数 322人）

管理課（職員数 　18人）
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担当係長 土木 内谷　裕一 ・下水道施設の土木工事の施行・監督の総括
担当係長 土木 岩野　貴志 ・下水道施設の土木工事の施行・監督

担当係長 土木 占部　正和
・下水道施設の維持管理（包括委託を含む）に係る連
絡調整（他の所管に属することを除く）

補職 職種 氏名 事務分担

設備課長 薬剤 梶　俊哉

1　下水道施設の電気機械設備の工事並びに特命に
よる管理運営に係る企画及び連絡調整の総括。ただ
し、他の所管に属するものを除く
2　所管下水処理場及び抽水所の維持管理（包括委
託）に係る連絡調整の総括

設備課長代理（兼）
＜北部方面管理事務所
設備課長代理兼務＞

化学 長谷部　功

・下水道施設の電気機械設備の工事並びに特命によ
る管理運営に係る企画及び連絡調整の総括。ただ
し、他の所管に属するものを除く
・所管下水処理場及び抽水所の維持管理（包括委
託）に係る連絡調整の総括

担当係長 電気 髙尾　正行

・特命による下水道施設の電気機械設備の管理運営
に係る企画及び連絡調整
・所管下水処理場及び抽水所の維持管理（包括委
託）に係る連絡調整

担当係長 機械 泉　佳明
・所管電気機械設備工事の施工管理
・所管下水処理場及び抽水所の維持管理（包括委
託）に係る連絡調整

補職 職種 氏名 事務分担
所長 土木 野呂　和弘 １　工営所業務の総括
事務総括担当課長 事務 利岡　裕介 1　工営所業務の事務的事項の総括
土木担当課長代理 土木 指吸　政男 ・工営所業務の技術的事項の総括

担当係長 事務 徳田　健一
・所の重要事項の進行管理
・特命による道路占用
・他の係長の主管に属さないこと

担当係長 事務 松原　敏之 ・道路利用の適正化

担当係長 土木 石川　和成
・所の重要事項の進行管理
・西成区における道路、河川、橋梁、その他特定土木
施設の維持修繕及び管理並びに占用、受託工事

担当係長 土木 池田　大輔
・浪速区における道路、河川、橋梁、その他特定土木
施設の維持修繕及び管理並びに占用、受託工事

担当係長 土木 小松　清次郎
・大正区における道路、河川、橋梁、その他特定土木
施設の維持修繕及び管理並びに占用、受託工事

担当係長 土木 森脇　健
・特命による所管土木工事の監督
・道路、河川、橋梁、その他特定土木施設の維持修繕
・道路・橋梁・河川の工事の施行・監督

設備課（職員数    9人）

津守工営所（職員数     59人）
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補職 職種 氏名 事務分担

所長 土木 磯部　重樹 １　工営所業務の総括

事務総括担当課長 事務 杉本　淳二 1　工営所業務の事務的事項の総括

土木担当課長代理 土木 川端　勝 ・工営所業務の技術的事項の総括

管理担当課長代理
＜田島工営所管理担当
課長代理兼務＞

事務 中山　武
・担当行政区における事務的事項及び道路等施設の
維持管理に係る連絡調整

担当係長 事務 折田　政弘

・所の重要事項の進行管理
・特命による道路占用
・工事及び作業施行の手続き
・他の係長の主管に属さないこと

担当係長 事務 勝本　義明 ・道路利用の適正化

担当係長 土木 川口　貴規
・所の重要事項の進行管理
・特命による所管土木工事の監督
・道路、河川、橋梁、その他特定土木施設の維持修繕

担当係長 土木 古田　慎二
・港区における道路、河川、橋梁、その他特定土木施
設の維持修繕及び管理並びに占用、受託工事

担当係長 土木 古川　俊彦
・中央区における道路、河川、橋梁、その他特定土木
施設の維持修繕及び管理並びに占用、受託工事

担当係長 土木 梶谷　貞昭
・西区における道路、河川、橋梁、その他特定土木施
設の維持修繕及び管理並びに占用、受託工事

大阪城公園事務所（職員数   39人）
補職 職種 氏名 事務分担

所長
＜経済戦略局観光部公
園集客担当課長兼務＞

園芸 澤　利彦
１　公園事務所業務の総括（他の所管に属することを
除く）

管理担当課長代理（兼）
＜八幡屋公園事務所管
理担当課長代理兼務＞

土木 堀田　健二
・公園事務所業務の総括（他の所管に属することを除
く）

担当係長 事務 関谷　篤史

・事務所業務の事務的事項の連絡調整
・公園利用にかかる行為・占用許可手続の総括
・公園利用の管理・適正化
・他の主管に属さないこと

担当係長 園芸 諸岡　倫子

・公園・街路樹の整備
・公園施設・街路樹の維持管理にかかる業務
・公園整備工事の監督
・街路樹の移動・撤去にかかる協議・手続の総括

市岡工営所（職員数    65人）
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八幡屋公園事務所（職員数  37人）
補職 職種 氏名 事務分担

所長 事務 巽　博幸 １　公園事務所業務の総括

管理担当課長代理
＜大阪城公園事務所管
理担当課長代理兼務＞

土木 堀田　健二 ・公園事務所業務の総括

担当係長 事務 加治屋　悠介
・事務所業務の事務的事項の連絡調整
・公園利用にかかる行為・占用許可手続の総括
・他の主管に属さないこと

担当係長 事務 鮫島　浩 ・公園利用の適正化

担当係長 土木 田中　祥二

・事務所業務の技術的事項の連絡調整
・公園施設・公園樹・街路樹の整備及び工事の施工
監督
・公園施設・公園樹・街路樹の維持管理

補職 職種 氏名 事務分担
所長 事務 土井　進 １　所管業務全般

担当係長 事務 安藤　純也
・渡船の運航管理
・所の事務的事項

担当係長 土木 土井　健次
・河川管理施設の維持管理
・所の技術的事項

補職 職種 氏名
所長 事務 藤井　信三

補職 職種 氏名 事務分担

管理課長 土木 鈴木　宏昌
1　方面管理事務所業務の総括（他の所管に属するこ
とを除く）

管理課長代理 事務 織田　明
・方面管理事務所業務の総括（他の所管に属すること
を除く）

担当係長 事務 川端　正浩
・所の業務の事務的事項の連絡調整
・他の所管に属さないこと

担当係長 事務 島田　友子
・工事及び作業施行の手続の総括
・工事の受託施行の事務
・所の予算執行管理

担当係長 土木 行枝　和重
・下水道施設の土木工事の施行・監督の総括
・下水道施設の維持管理（包括委託を含む）に係る連
絡調整（他の所管に属することを除く）

担当係長 土木 小林　裕美子
・下水道施設の土木工事の施行・監督
・下水道施設の維持管理（包括委託を含む）に係る連
絡調整（他の所管に属することを除く）

河川・渡船管理事務所（職員数  95人）

南部方面管理事務所（職員数 191人）

管理課（職員数18人）
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補職 職種 氏名 事務分担

設備課長 電気 西谷　正則

1　下水道施設の電気機械設備の工事並びに特命に
よる管理運営に係る企画及び連絡調整の総括。ただ
し、他の所管に属するものを除く
2　所管下水処理場及び抽水所の維持管理（包括委
託）に係る連絡調整の総括

設備課長代理（兼）
＜東部方面管理事務所
設備課長代理兼務＞

化学 大野　裕巳

・下水道施設の電気機械設備の工事並びに特命によ
る管理運営に係る企画及び連絡調整の総括。ただ
し、他の所管に属するものを除く
・所管下水処理場及び抽水所の維持管理（包括委
託）に係る連絡調整の総括

担当係長 電気 東口　共和

・特命による下水道施設の電気機械設備の管理運営
に係る企画及び連絡調整
・所管下水処理場及び抽水所の維持管理（包括委
託）に係る連絡調整

担当係長 機械 藤本　慎司
・所管電気機械設備工事の施工管理
・所管下水処理場及び抽水所の維持管理（包括委
託）に係る連絡調整

担当係長 電気 笠原　章裕

・平野下水処理場汚泥炭化
・溶融施設に係る電気機械設備工事の施工管理及び
維持管理
・所管電気機械設備工事の施工管理
・下水処理場汚泥処理の維持管理（包括委託）に係る
連絡調整

補職 職種 氏名 事務分担

所長 土木 嶋谷　諭 1　工営所の業務の総括

事務総括担当課長 事務 栗原　浩司 1　工営所業務の事務的事項の総括

土木担当課長代理 土木 中村　忠善 ・工営所業務の技術的事項の総括

担当係長 事務 吉井　満
・所の重要事項の進行管理
・特命による道路占用
・他の係長の主管に属さないこと

担当係長 事務 森下　和季 ・道路利用の適正化

担当係長 土木 堀家　秀紀

・所の重要事項の進行管理
・維持管理業務全般に関する総括
・道路・河川・橋梁その他特定土木施設の工事の施
行・監督
・所管土木工事の施行、監督

担当係長 土木 豊崎　充
・住之江区における道路、河川、橋梁、その他特定土
木施設の維持修繕及び管理並びに占用、受託工事

担当係長 土木 北村　優子
・住吉区における道路、河川、橋梁、その他特定土木
施設の維持修繕及び管理並びに占用、受託工事

設備課（職員数10人）

住之江工営所（職員数 45人）
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補職 職種 氏名 事務分担

所長 土木 野々内　幹夫 １　工営所の業務の総括

事務総括担当課長 事務 中村　拓哉 1　工営所業務の事務的事項の総括

土木担当課長代理 土木 水畑　耕治 ・工営所業務の技術的事項の総括

担当係長 事務 寺本　邦彦
・所の重要事項の進行管理
・特命による道路占用
・他の係長の主管に属さないこと

担当係長 事務 中山　麻美 ・道路利用の適正化

担当係長 土木 片山　俊一

・所の重要事項の進行管理
・維持管理業務全般に関する総括
・道路・河川・橋梁その他特定土木施設の工事の施
行・監督
・所管土木工事の施行、監督

担当係長 土木 宮迫　龍輔
・阿倍野区における道路、河川、橋梁、その他特定土
木施設の維持修繕及び管理並びに占用、受託工事

担当係長 土木 山本　大輔
・東住吉区における道路、河川、橋梁、その他特定土
木施設の維持修繕及び管理並びに占用、受託工事

担当係長 土木 池田　力
・平野区における道路、河川、橋梁、その他特定土木
施設の維持修繕及び管理並びに占用、受託工事

長居公園事務所（職員数 56人）
補職 職種 氏名 事務分担

所長 園芸 仲村　啓 １　公園事務所所管業務の総括
管理担当課長代理 事務 吉本　剛理 ・公園事務所所管業務の総括

担当係長 事務 角田　恵子

・所業務の事務的事項の連絡調整
・所及び担当内の庶務
・所の安全衛生管理
・所の苦情、事故処理
・都市公園の占用許可、設置許可及び行為許可
・有料施設の予約、利用料管理
・公園利用の適正化対策
・指定管理者の指導、助言

担当係長 園芸 織田　隆史

・所業務の技術的事項の連絡調整
・所管公園工事の施工
・所管内の公園施設・公園樹・街路樹の維持修繕工
事監督
・所管内の公園施設・公園樹・街路樹の維持修繕及
び管理
・指定管理者の指導、助言

担当係長 園芸 馬渡　肇

・所業務の技術的事項の連絡調整
・所管公園工事の施工
・所管内の公園施設・公園樹・街路樹の維持修繕工
事監督
・所管内の公園施設・公園樹・街路樹の維持修繕及
び管理
・指定管理者の指導、助言

平野工営所（職員数 62人）
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補職 職種 氏名
所長 事務 西　徹

補職 職種 氏名 事務分担

管理課長 土木 東野　洋士
１　方面管理事務所業務の総括（他の所管に属するこ
とを除く）

管理課長代理 事務 吉井　豊
・方面管理事務所業務の総括（他の所管に属すること
を除く）

担当係長 事務 松井　晋

・所業務の事務的事項の連絡調整
・所の苦情・事故処理
・所の安全衛生管理
・他の主管に属さないこと

担当係長 事務 太田　尊
・工事等施行手続の総括
・所の予算執行管理

担当係長 土木 西村　進 ・下水道施設の土木工事の施行・監督の総括

担当係長 土木 小野　竜也
・下水道施設の土木工事の施行・監督
・下水道施設の維持管理（包括委託を含む）に係る連
絡調整（他の所管に属することを除く）

担当係長 土木 吉岡　勝
・下水道施設の土木工事の施行・監督
・下水道施設の維持管理（包括委託を含む）に係る連
絡調整（他の所管に属することを除く）

補職 職種 氏名 事務分担

設備課長 機械 松浦　秀次

1　下水道施設の電気機械設備の工事並びに特命に
よる管理運営に係る企画及び連絡調整の総括。ただ
し、他の所管に属するものを除く
2　所管下水処理場及び抽水所の維持管理（包括委
託）に係る連絡調整の総括

設備課長代理
＜西部方面管理事務所
設備課長代理兼務＞

化学 長谷部　功

・下水道施設の電気機械設備の工事並びに特命によ
る管理運営に係る企画及び連絡調整の総括。ただ
し、他の所管に属するものを除く。
・所管下水処理場及び抽水所の維持管理（包括委
託）に係る連絡調整の総括

担当係長 電気 古賀　慶太

・特命による下水道施設の電気機械設備の管理運営
に係る企画及び連絡調整
・所管下水処理場及び抽水所の維持管理（包括委
託）に係る連絡調整

担当係長 機械 野村　左智
・所管電気機械設備工事の施工管理
・所管下水処理場及び抽水所の維持管理（包括委
託）に係る連絡調整

補職 職種 氏名 事務分担
所長 大阪府 川路　修祐 １　工営所業務の総括
事務総括担当課長 事務 室谷　豊廣 1　工営所業務の事務的事項の総括
土木担当課長代理 土木 谷山　泰司 ・工営所業務の技術的事項の総括

担当係長 事務 太田　勇
・所の重要事項の進行管理
・特命による道路占用
・他の係長の主管に属さないこと

担当係長 事務 池上　亘 ・道路利用の適正化

担当係長 土木 北畑　雄一郎
・所の重要事項の進行管理
・道路、河川、橋梁の工事の施工・監督
・道路、河川、橋梁、その他特定土木施設の維持

担当係長 土木 渡邉　栄次
・北区における道路、河川、橋梁、その他特定土木施
設の維持修繕及び管理並びに占用、受託工事

北部方面管理事務所（職員数247人）

管理課（職員数  20人）

設備課（職員数  14人）

野田工営所（職員数  65人）
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担当係長 土木 田吹　俊二
・此花区における道路、河川、橋梁、その他特定土木
施設の維持修繕及び管理並びに占用、受託工事

担当係長 土木 本吉　龍也
・福島区における道路、河川、橋梁、その他特定土木
施設の維持修繕及び管理並びに占用、受託工事

補職 職種 氏名 事務分担
所長 土木 平岡　明子 １　工営所業務の総括
事務総括担当課長 事務 大塩　義人 1　工営所業務の事務的事項の総括
土木担当課長代理 土木 山内　克浩 ・工営所業務の技術的事項の総括

担当係長 事務 寺尾　祐子
・所の重要事項の進行管理
・特命による道路占用
・他の係の主管に属しないこと

担当係長 事務 塩谷　弘毅 ・道路利用の適正化

担当係長 土木 大川　貴裕
・所の重要事項の進行管理
・道路、河川、橋梁、その他特定土木施設の維持
・道路、河川、橋梁の工事の施行・監督

担当係長 土木 北村　照雄
・淀川区における道路、河川、橋梁、その他特定土木
施設の維持修繕及び管理並びに占用、受託工事

担当係長 土木 武田　周作
・西淀川区における道路、河川、橋梁、その他特定土
木施設の維持修繕及び管理並びに占用、受託工事

担当係長 土木 谷　真憲
・東淀川区における道路、河川、橋梁、その他特定土
木施設の維持修繕及び管理並びに占用、受託工事

扇町公園事務所（職員数  43人）
補職 職種 氏名 事務分担

所長 大阪府 近藤　歩 １　公園事務所業務の総括
管理担当課長代理＜十
三公園事務所管理担当
課長代理兼務＞

事務 谷口　剛一 ・公園事務所業務の総括

担当係長 事務 三宅　由紀

・所業務の事務的事項の連絡調整
・所及び担当内の庶務
・所の安全衛生管理
・所の苦情、事故処理
・都市公園の占用許可、設置許可及び行為許可
・有料施設の予約、利用料管理
・公園の不法占拠物件対応

担当係長 園芸 石田　豊

・所業務の技術的事項の連絡調整
・所管公園工事の施工
・所管内の公園施設・公園樹・街路樹の維持修繕工
事監督
・所管内の公園施設・公園樹・街路樹の維持修繕及
び管理

担当係長 事務 中垣　恭一
・公園施設の適正化対応
・公園施設の管理調整

十三工営所（職員数  61人）
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十三公園事務所（職員数  38人）
補職 職種 氏名 事務分担

所長 園芸 園山　美早紀 １　公園事務所業務の総括
管理担当課長代理（兼）
＜扇町公園事務所管理
担当課長代理兼務＞

事務 谷口　剛一 ・公園事務所業務の総括

担当係長 事務 牧野　久信

・所業務の事務的事項の連絡調整
・所及び担当内の庶務
・所の安全衛生管理
・所の苦情、事故処理
・都市公園の占用許可、設置許可及び行為許可
・有料施設の予約、利用料管理
・公園利用の適正化対策

担当係長 土木 上西窪　宏一

・所業務の技術的事項の連絡調整
・所管公園工事の施工
・所管内の公園施設・公園樹・街路樹の維持修繕工
事監督
・所管内の公園施設・公園樹・街路樹の維持修繕及
び管理

補職 職種 氏名 事務分担
所長 電気 金谷　和明 1　所業務全般
担当係長 機械 近本　幸志 ・所業務の機械設備の維持管理
担当係長 電気 丘　　 正幸 ・所業務の電気設備の維持管理
担当係長 化学 飯田　大樹 ・所業務の汚泥等分析、返流水質の管理

補職 職種 氏名
本部長 土木 寺川　孝

補職 職種 氏名
臨海地域連絡調整担当
部長＜臨海地域連絡調
整担当課長兼務＞

事務 川井田　浩

臨海地域事業調整担当
部長

土木 西尾　富雄

補職 職種 氏名 事務分担
臨海地域連絡調整担当
課長（兼）＜臨海地域連
絡調整担当部長兼務＞

事務 川井田　浩 1　夢洲に関する連絡会議等の調整の総括

担当係長 事務 福田　あゆみ ・夢洲に関する連絡会議等の調整

補職 職種 氏名 事務分担
臨海地域事業調整担当
課長

土木 中野　泰也
1　臨海地域におけるインフラ整備等の事業調整の総
括

臨海地域事業調整担当
課長代理

土木 吉岡　靖記 ・臨海地域におけるインフラ整備等の事業調整の総括

臨海地域事業調整担当
課長代理（兼）＜道路河
川部街路課長代理兼
務、道路河川部橋梁課
長代理兼務＞

土木 大髙　省三

・臨海地域における道路及び橋梁に係る事業調整の
総括
・臨海地域等における道路の設計の総括
・臨海地域等における橋梁の設計の総括

担当係長 土木 近安　規晃 ・臨海地域におけるインフラ整備等の事業調整

臨海地域事業推進本部（職員数　 17人）

舞洲スラッジセンター（職員数  6人）

臨海地域連絡調整担当（職員数   3人）

臨海地域事業調整担当（職員数   6人）

477



建設局

担当係長（兼）
<道路河川部街路課担当
係長兼務>

土木 尾山　淳
・臨海地域における道路に係る事業調整
・臨海地域等の道路の設計

担当係長（兼）
<道路河川部橋梁課担当
係長兼務>

土木 舩津　直樹
・臨海地域における橋梁に係る事業調整
・臨海地域等における橋梁の設計

担当係長（兼）
<道路河川部橋梁課担当
係長兼務>

土木 日髙　健
・臨海地域における橋梁に係る事業調整
・臨海地域等における橋梁の設計

補職 職種 氏名 事務分担

臨海地域建設担当課長 土木 田口　大輔
1　臨海地域におけるインフラ整備等に係る建設の総
括

臨海地域建設担当課長
代理

土木 廣田　知夫 ・臨海地域におけるインフラ整備等に係る建設の総括

担当係長 土木 髙山　学
・臨海地域におけるインフラ整備等に伴う施工管理業
務及び各種対外関係先調整業務

担当係長 土木 小林　功
・臨海地域におけるインフラ整備等に伴う施工管理業
務及び各種対外関係先調整業務

補職 職種 氏名
所長 土木 吉田　孝介

補職 職種 氏名 事務分担

設計課長 土木 石井　友博
1 淀川左岸線（2期）事業に係る企画・調整及び道路
構造物の設計の総括
2 淀川左岸線（2期）事業に係る連絡調整の総括

設計課長代理 土木 初鹿　将司
・淀川左岸線（2期）事業に係る企画・調整の総括
・淀川左岸線（2期）事業に係る連絡調整の総括

設計課長代理 土木 森山　勝
・淀川左岸線（2期）事業に係る道路構造物の設計の
総括
・淀川左岸線（2期）事業に係る連絡調整の総括

担当係長 土木 村山　哲郎
・淀川左岸線（2期）事業に係る企画・調整
・淀川左岸線（2期）事業に係る連絡調整

担当係長 土木 梅津　慎二
・淀川左岸線（2期）事業に係る企画・調整
・淀川左岸線（2期）事業に係る連絡調整

担当係長 土木 金井　晃
・淀川左岸線（2期）事業に係る企画・調整
・淀川左岸線（2期）事業に係る連絡調整

担当係長 土木 中野　進也
・淀川左岸線（2期）事業に係る道路構造物の設計
・淀川左岸線（2期）事業に係る連絡調整

担当係長 土木 細井　征洋
・淀川左岸線（2期）事業に係る道路構造物の設計
・淀川左岸線（2期）事業に係る連絡調整

担当係長 大阪府 松坂　崇司
・淀川左岸線（2期）事業に係る道路構造物の設計
・淀川左岸線（2期）事業に係る連絡調整

担当係長 土木 藤田　庸介
・淀川左岸線（2期）事業に係る道路構造物の設計
・淀川左岸線（2期）事業に係る連絡調整

補職 職種 氏名 事務分担
建設課長 土木 寺西　常顕 1　淀川左岸線（2期）事業の技術的事項の総括
建設課長代理 土木 寺田　昌広 ・淀川左岸線（2期）事業の技術的事項の総括

担当係長 土木 丸山　浩太郎
・淀川左岸線（2期）事業に係る施工管理、技術指導
及び各種対外関係先調整

臨海地域建設担当（職員数　 8人）

淀川左岸線２期建設事務所（職員数　32人）

設計課（職員数 　21人）

建設課（職員数 11人）
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担当係長 土木 河田　真一
・淀川左岸線（2期）事業に係る施工管理、技術指導
及び各種対外関係先調整

担当係長 土木 北内　慎一郎
・淀川左岸線（2期）事業に係る施工管理、技術指導
及び各種対外関係先調整

補職 職種 氏名
所長 園芸 竹野　瑞光

補職 職種 氏名 事務分担

管理課長 事務 中瀬　孝治
1　方面管理事務所業務の総括（他の所管に属するこ
とを除く）

管理課長代理 園芸 西田　宗一郎
・方面管理事務所業務の総括（他の所管に属すること
を除く）

担当係長 事務 荒木　靖夫
・所の業務の事務的事項の連絡調整
・他の所管に属さないこと

担当係長 土木 森﨑　正人
・臨港道路にかかる所の重要事項の進行管理
・建設局が管理を行う臨港道路、橋梁の維持管理

担当係長 土木 山下　正作
・建設局が管理を行う臨港道路、橋梁の補修工事監
督

担当係長 土木 松井　光弘
・建設局が管理を行う臨港緑地・街路樹の維持管理
並びに補修工事の監督

臨港方面管理事務所（職員数 41人）

管理課（職員数41人）
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(コンプラ・広報グループ )

事 業 戦 略 課 (事業戦略グループ ) (企画振興グループ )

（外郭団体監理グループ）

( 測 量 グ ル ー プ )

( 調 達 グ ル ー プ )

(企画調整グループ )

( 規 制 グ ル ー プ )

(利用促進グループ )振 興 課

計 画 課

( 深 日 グ ル ー プ )

事 業 推 進 課

堺 泉 北 建 設 管 理 課

( 事 業 グ ル ー プ ) (地域調整グループ)

阪 南 建 設 管 理 課

( 管 理 グ ル ー プ ) ( 建 設 グ ル ー プ )

( 設 備 グ ル ー プ )

( 建 設 グ ル ー プ ) ( 維 持 グ ル ー プ )

( 維 持 グ ル ー プ )

( 管 理 グ ル ー プ )

工 務 課
(環境保全グループ )

保 全 監 理 課 ( 建 築 グ ル ー プ )

海 務 課

(緑地管理グループ )

(港湾工事グループ )

施 設 管 理 課

( 海 務 グ ル ー プ ) (防災保安グループ )

( 埠 頭 グ ル ー プ ) (海上保全グループ )

(計画調整グループ)

(技術監理・維持管理計画グループ)

( 振 興 グ ル ー プ ) (戦略港湾グループ )

総 務 運 営 課 (総務運営グループ) (危機管理グループ) (施設運営グループ)

設 備 課 ( 電 気 グ ル ー プ ) ( 機 械 グ ル ー プ )

( 統 計 グ ル ー プ )( 計 画 グ ル ー プ ) (財産処分グループ)

(工務・システム・技術調査グループ)

泉 州 港 湾 ・ 海 岸 部

(施設管理グループ )

( 設 計 グ ル ー プ )

大 阪 港 湾 局

総 務 部

総 務 課
(庶務・法規グループ )

計 画 整 備 部

開 発 調 整 課 (開発調整グループ )

経 営 改 革 課 ( 計 理 グ ル ー プ )

営 業 推 進 室

販 売 促 進 課

管 財 課 ( 管 財 グ ル ー プ )

(人事・港湾再編グループ)
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補職 職種 氏名

局長 土木 丸山　順也

補職 職種 氏名 事務分担

理事 土木 佐藤　広章
１　大阪府営港湾等に係る調査、企画及び連
絡調整

補職 職種 氏名 事務分担

理事 事務 秋田　健治
１　港湾管理の一元化に係る調査、企画及び
連絡調整

補職 職種 氏名

総務部長 事務 望戸　弘道

補職 職種 氏名 事務分担

企画調整担当部長 事務 武田　一雄 １　大阪府営港湾等の総務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 川下　敦史

1　大阪港に係る文書、法規
2　大阪港に係る業務の進行管理
3　大阪港に係る広聴、コンプライアンス
4　大阪港に係る広報、報道
5　大阪港に係る事業における担当間の業務
連携調整
6　大阪港に係る出資団体の監理、見直し
7　市政改革の推進
8　局運営方針の総括
9　局の事業評価、事業仕分け
10　他の部、室の主管に属しないこと

人事・港湾再編担当課長 事務 松本　優子

1　大阪港に係る局職員の人事、給与及び労
働条件
2　職員の研修その他人材開発及び事務改善
3　職員の安全衛生管理及び福利厚生
4　局の人権啓発及び研修
5　港湾行政の一元化
6　他局業務との一元化に関する総括

企画調整担当課長 事務 渡部　善文
１　府営港湾等の総務、企画調整
２　府営港湾等に係る職員の人事
３　府営港湾等に係る予算、決算

大阪港湾局（職員数687人）

総務部（職員数58人）

総務課(職員数34人)
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総務課長代理
＜保健所感染症対策課
長代理兼務＞

事務 安田　健一

・大阪港に係る文書、法規
・大阪港に係る業務の進行管理
・大阪港に係る広聴、コンプライアンス
・大阪港に係る広報、報道
・大阪港に係る事業における担当間の業務連
携調整
・大阪港に係る出資団体の監理、見直し
・市政改革の推進
・局運営方針の総括
・局の事業評価、事業仕分け

総務課長代理（兼）
＜人事・港湾再編担当課
長代理兼務＞

事務 出口　幸司

・大阪港に係る文書、法規
・大阪港に係る業務の進行管理
・大阪港に係る広聴、コンプライアンス
・大阪港に係る広報、報道
・大阪港に係る事業における担当間の業務連
携調整
・大阪港に係る出資団体の監理、見直し
・市政改革の推進
・局運営方針の総括
・局の事業評価、事業仕分け

人事・港湾再編担当課長
代理
＜総務課長代理兼務＞

事務 出口　幸司

・大阪港に係る局職員の人事、給与及び労働
条件
・職員の研修その他人材開発及び事務改善
・職員の安全衛生管理及び福利厚生
・局の人権啓発及び研修
・港湾行政の一元化
・他局業務との一元化に関する総括

企画調整担当課長代理 事務 瀬筒　雅仁
・府営港湾等の総務、企画調整
・府営港湾等に係る職員の人事
・府営港湾等に係る予算、決算

担当係長
【庶務・法規グループ】

事務 北山　納

・大阪港に係る局の組織
・大阪港に係る文書、法規
・大阪港に係る業務の進行管理
・大阪市所管庁舎内の取締り
・大阪市所管局庁舎内の建物及び施設の管理

担当係長
【庶務・法規グループ】

事務 塩飽　裕也
・局業務におけるICTの利活用
・サイバーポート構想にかかる国との連絡調整

担当係長
【コンプラ・広報グループ】

事務 山田　倫子

・大阪港に係る訴訟、コンプライアンス
・大阪港に係る広聴
・大阪港に係る広報、報道
・大阪港に係る情報公開
･大阪港に係るホームページ

担当係長
【外郭団体監理グループ】

事務 栢野　浩史 ・大阪港に係る出資団体の監理、見直し
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担当係長
【人事・港湾再編グルー
プ】

事務 中岸　佑二

・大阪港に係る職員の人事、給与及び労働条
件
・職員の研修その他人材開発及び事務改善
・職員の安全衛生管理及び福利厚生
・局の人権啓発及び研修

担当係長
【人事・港湾再編グルー
プ】

事務 芝田　祐輔
・港湾行政の一元化
・副首都推進本部
・他局業務との一元化に関する総括

担当係長
【企画調整グループ】

事務 中野　理沙恵
・府営港湾等に係る総務関係事務
・府営港湾等に係る職員の人事関係事務

担当係長
【企画調整グループ】

事務 梶原　朋也
・府営港湾等に係る法規
・府営港湾等に係る訴訟
・府営港湾等に係る広報・報道、広聴

担当係長
【企画調整グループ】

事務 林田　貴志
・府営港湾等に係る企画調整
・府営港湾等に係る主要課題、懸案事項

担当係長
【企画調整グループ】

事務 小林　寛
・府営港湾等に係る予算、決算
・府営港湾等に係る会計検査関係

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

経営改革課長 事務 寺尾　芳和

1　大阪港に係る予算、決算及び物品
2　大阪港に係る調度事務
3　大阪港に係る港湾事業の経営改善方策・経
営戦略、長期収支

経営改革課長代理 事務 益田　光彦

・大阪港に係る予算、決算及び物品
・大阪港に係る調度事務
・大阪港に係る港湾事業の経営改善方策・経
営戦略、長期収支

担当係長
【計理グループ】

事務 阿曽　恵美

・局所管一般会計の大阪港に係る予算、決算
及び物品
・大阪港に係る公会計改革
・六大港湾協議会

担当係長
【計理グループ】

事務 芝野　佑麻

・大阪港に係る港営事業会計の予算、決算及
び物品
・大阪港に係る港営事業会計支出伝票等関連
帳票の審査
・大阪港に係る港営事業会計の経営改善、長
期収支

担当係長
【調達グループ】

事務 立花　孝昭

・大阪港に係る工事その他請負契約及び物品
の売買契約
・局所管物品の管理
・局における監査対応（他の所管に属するもの
を除く）

経営改革課(職員数22人)
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補職 職種 氏名

営業推進室長 土木 田邊　朝雄

補職 職種 氏名 事務分担

開発調整担当部長 土木 坂田　文郎 １　夢洲･咲洲地区の開発にかかる調整

補職 職種 氏名 事務分担

販売促進課長
＜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＞

事務 兼坂　晃始

１　大阪港の埋立地における所管不動産の管
理
２　大阪港の埋立地の処分及び利用調整
３　大阪港に係る所管不動産の賃貸

販売促進課長代理 事務 福岡　治樹
・大阪港の埋立地における所管不動産の管理
・大阪港の埋立地の処分及び利用調整
・大阪港に係る所管不動産の賃貸

担当係長 事務 桑原　幸也
・市有地有効活用策の検討・実施
・大阪港への企業誘致に向けたＰＲ活動の検
討・実施

担当係長 事務 生田　りか
・咲洲地区及びコスモスクエア地区埋立地の管
理・処分及び利用調整

担当係長 事務 山口　浩司
・舞洲地区及び夢洲地区並びに鶴浜地区の埋
立地の管理・処分及び利用調整

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

管財課長 事務 山下　洋一

１　大阪港の在来地区における所管不動産の
管理
２　大阪港に係る各種財産台帳の整備
３　大阪港に係る所管不動産の処分

管財課長代理 事務 茶畑　禎孝
・大阪港の在来地区における所管不動産の管
理

財産活用担当課長代理 土木 平川　和之
・大阪港の在来地区における所管不動産の管
理

担当係長
【管財グループ】

事務 池田　良生

・大阪港に係る在来普通財産の管理の総括
・大阪港に係る財産運用委員会・不動産評価
審議会等の諮問
・大阪港に係る財産管理主任
・大阪港における国有財産の借受け及び管理
受託

担当係長
【管財グループ】

事務 阪東　正紀
・大阪港に係る在来普通財産の管理及び処分
・大阪港に係る在来普通財産の公募実施
・大阪港における未利用地の活用

営業推進室(職員数63人)

販売促進課(職員数12人)

管財課(職員数32人)
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担当係長
【管財グループ】

事務 三山　健太郎
・大阪港に係る在来普通財産の管理及び処分
・大阪港における未利用地の活用

担当係長
【管財グループ】

事務 井並　涼子

・大阪港に係る所管不動産に係る訴訟
・大阪港に係る不動産管理に係る契約・協定
書等の審査
・大阪港に係る不動産管理に係る適正化

担当係長
【測量グループ】

土木 北村　隆行

・大阪港に係る所管土地（普通財産）の売却・
賃貸に向けた土壌調査・土壌対策
・測量の一元化に向けた各関係部局との調整
及び資料作成

担当係長
【測量グループ】

土木 前田　義文

・大阪港に係る局所管土地の境界の明示及び
測量
・測量成果の整理、測量業務の民間委託の実
施及び調整

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

開発調整課長
＜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＞

土木 田中　一也
1　大阪港の臨海部における開発の企画
2　大阪港の臨港地区内の規制

開発調整課長代理 土木 松田　克仁 ・大阪港の臨海部における開発の企画

建築計画担当課長代理 建築 後藤　裕司 ・大阪港の臨港地区内の規制

道路計画担当課長代理 府警 川畑　貴裕

・大阪港の臨海部における総合的な臨港交通
体系の構築
・大阪港の臨海部における道路整備計画の検
討・調整

担当係長
【開発調整グループ】

土木 西山　真吾

・住之江区開発の技術的調査研究及び土地利
用計画
・住之江区開発の実施計画及び関係機関との
連絡調整
･コスモスクエア地区の活性化

担当係長
【開発調整グループ】

土木 足立　真治

・夢洲地区の技術的調査研究及び土地利用計
画
・夢洲地区開発の実施計画及び関係機関との
連絡調整

担当係長
【開発調整グループ】

土木 小池　智也

・港区・大正区・此花区の技術的調査研究及び
土地利用計画
・港区・大正区・此花区開発の実施計画及び関
係機関との連絡調整

担当係長
【規制グループ】

建築 河田　健治

・大阪港の臨港地区内の開発における施設の
建築計画
・南港ポートタウン内におけるノーカーゾーン
・南港ポートタウン内の総合調整
・大阪港の臨港地区の規制管理
・大阪港の臨港地区内の分区の指定及び分区
内の構築物の規制

開発調整課(職員数17人)
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補職 職種 氏名

計画整備部長 土木 高橋　寛

補職 職種 氏名 事務分担

利用促進担当部長 土木 足立　裕介 １　府営港湾の振興、ポートセールス

補職 職種 氏名 事務分担

事業戦略担当部長 事務 髙橋　秀之
1　大阪港及び大阪府営港湾等における港湾
運営の企画

補職 職種 氏名 事務分担

防災･施設担当部長 土木 綱　潔之
１　大阪港の防災、保安及び所管施設の管理
運営並びに維持管理

計画課(職員数34人)
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

計画課長 土木 矢野　勝史

1　大阪港の港湾事業の基本計画及び実施計
画
2　大阪港の海岸・防災事業の基本計画及び
実施計画
3　大阪港の港湾事業及び海岸事業の執行管
理
4　大阪港の港湾計画、長期計画
5　大阪港の港湾審議会
6　大阪港の港湾工事等に伴う移転補償及び
財産処分
7　大阪港の基幹統計及び港勢調査
8　大阪港に係る官民連携事業

臨港鉄道整備担当課長 土木 小林　靖仁
１　北港テクノポート線の鉄道需要予測
２　大阪港の鉄道基本・詳細設計
３　大阪港に係る事業再評価委員会

津波対策担当課長（兼）
＜危機管理室防災計画
担当課長兼務＞

土木 河村　秀行
１　大阪港の南海トラフ巨大地震津波対策
２　大阪港の津波防災
３　大阪港の津波にかかる連絡調整

計画調整担当課長 土木 灘　祐治 １　府営港湾等の計画

計画整備部(職員数427人)
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計画課長代理
<万博推進局整備調整部
整備調整課長代理兼務>

土木 山谷　武

・大阪港の港湾事業の基本計画及び実施計画
・大阪港の海岸・防災事業の基本計画及び実
施計画
・大阪港の港湾事業及び海岸事業の執行管理
・大阪港の港湾計画、長期計画
・大阪港の港湾審議会
・大阪港の港湾工事等に伴う移転補償及び財
産処分
・大阪港の基幹統計及び港勢調査
・大阪港に係る官民連携事業

津波対策担当課長代理
＜危機管理室危機管理
課防災計画担当課長代
理兼務＞

土木 的場　寿春
・大阪港の東南海・南海地震津波対策
・大阪港の津波防災
・大阪港の津波対策にかかる国との連絡調整

計画調整担当課長代理 土木 山中　隆史

・府営港湾等の計画
・府営港湾の地方港湾審議会
・堺泉北港、阪南港の実施計画
・堺泉北港、阪南港の関係機関との連絡調整
・大阪湾再生にかかる連絡調整

海岸保全対策担当課長
代理

土木 坂本　格
・府営港湾における高潮対策
・海岸保全基本計画

担当係長
【計画グループ】

土木 橋爪　隆幸 ・大阪港の港湾事業の基本計画及び実施計画

担当係長
【計画グループ】

土木 池邉　哲
・大阪港の海岸・防災事業の基本計画及び実
施計画

担当係長
【計画グループ】

土木 山本　進
・大阪港の港湾計画、長期計画
・大阪港の港湾審議会

担当係長
【計画グループ】

土木 細見　茂佳
・万博関連事業（港湾事業）の企画・事業調整
・大阪港の港湾施設のリノベーションにかかる
官民連携の事業実施

担当係長
【財産処分グループ】

事務 本山　茜
・大阪港に係る港湾工事等による移転補償
・大阪港に係る港湾工事等に伴う財産処分

担当係長
【統計グループ】

土木 島津　喜則 ・大阪港の基幹統計及び港勢調査

担当係長
【計画グループ】
＜危機管理室危機管理
課担当係長兼務＞

土木 水谷　泰裕
・大阪港の東南海・南海地震津波対策
・大阪港の津波防災
・大阪港の津波対策にかかる国との連絡調整

担当係長
【計画グループ】

土木 津島　亮

・北港テクノポート線整備の工事実施
・北港テクノポート線インフラ部整備工事関係
者との連絡調整
・北港テクノポート線インフラ外部整備事業者と
の連絡調整
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担当係長
【計画グループ】

土木 浜﨑　貴歩己

・北港テクノポート線整備に係る資金調達
・北港テクノポート線整備に係る関係官庁との
連絡調整
・北港テクノポート線の鉄道需要予測

担当係長
【計画調整グループ】

土木 横井　道典
・府営港湾の港湾計画
・府営港湾の地方港湾審議会

担当係長
【計画調整グループ】

土木 北浦　宏章
・堺泉北港、阪南港の実施計画
・堺泉北港、阪南港の関係機関との連絡調整

担当係長
【計画調整グループ】

土木 植松　忠生
・府営港湾における高潮対策
・海岸保全基本計画
・大阪湾再生にかかる連絡調整

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

振興課長 土木 齋藤　正己

1　大阪港の埠頭の利用の促進
2　大阪港の港湾の普及宣伝
3　大阪港の外国港湾との交流
4　大阪港の船員及び港湾労働者の福利厚生
5　大阪港の関係機関等との連絡調整、各種会
議
6　大阪港の国際戦略総合特別区域計画など
特区計画
7　大阪港の港湾運営会社への支援
8　阪神港の集貨・創貨の取り組み
9　大阪港の港湾物流高度化の取り組み

利用促進担当課長 土木 吉田　光弘
1　府営港湾に係るポートセールス
2　府営港湾に係るクルーズ船誘致
3　府営港湾に係る上屋の在り方、利用調整

振興課長代理 土木 坂井　昭

・大阪港の埠頭の利用促進
・大阪港の普及宣伝
・大阪港と外国港湾との交流
・大阪港の船員及び港湾労働者の福利厚生

事業調整担当課長代理 土木 永井　克実

・大阪港の埠頭の利用促進
・大阪港の関係機関等との連絡調整、各種会
議
・大阪港の国際戦略総合特別区域計画など特
区計画
・大阪港の港湾運営会社への支援
・阪神港の集貨・創貨の取り組み

利用促進担当課長代理 事務 太田　祐子
・府営港湾に係るポートセールス
・府営港湾に係るクルーズ船誘致
・府営港湾に係る上屋の在り方、利用調整

担当係長
【戦略港湾グループ】

土木 北園　博規
・国際コンテナ戦略港湾施策
・大阪港の創貨策
・大阪港に係る特区制度の活用

担当係長
【戦略港湾グループ】

土木 芝　稔洋
・大阪港の集貨策
・阪神港のポートセールス

振興課(職員数20人)

488



大阪港湾局

担当係長
【振興グループ】

事務 青山　賢一
・大阪港の船員及び港湾労働者の福利厚生
・大阪港の港湾関係団体との連絡調整

担当係長
【振興グループ】

土木 和田　昇
・夢洲における物流交通対策
・夢洲コンテナターミナルの利用調整

担当係長
【戦略港湾グループ】

土木 上本　真也

・大阪港の埠頭の利用促進（外貿）
・大阪港への外航定期航路の誘致
・港湾関連用地利用
・港湾関係団体との連絡調整

担当係長
【戦略港湾グループ】

土木 小山　直人
・大阪港のコンテナターミナルにおける港湾物
流高度化
・大阪港のコンテナ車両の滞留対策

担当係長
【利用促進グループ】

事務 大山　知宏
・府営港湾に係るポートセールス
・府営港湾に係るクルーズ船誘致

担当係長
【利用促進グループ】

土木 岩本　文昭 ・府営港湾に係る上屋の在り方、利用調整

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

事業戦略課長
＜経済戦略局観光部客
船誘致担当課長兼務＞

事務 谷川　英樹

1　大阪港及び大阪府営港湾等における港湾
運営の企画
2　大阪港の埠頭の利用の促進
3　大阪港の港湾の普及宣伝
4　大阪港の外国港湾との交流
5　大阪港の姉妹港・友好港交流
6　大阪港に係る所管施設の管理運営、各種
調査
7　大阪港に係る集客施設の見直し

事業戦略課長代理
 ＜経済戦略局観光部観
光課臨海集客担当課長
代理兼務＞

事務 大野　真史

・大阪港及び大阪府営港湾等における港湾運
営の企画
・大阪港の港湾の普及宣伝
・大阪港の外国港湾との交流
・大阪港の姉妹港・友好港交流
・大阪港に係る所管施設の管理運営、各種調
査
・大阪港に係る集客施設の見直し

企画振興担当課長代理
 ＜経済戦略局観光部観
光課客船誘致担当課長
代理兼務＞

事務 濱尾　俊輔
・大阪港の埠頭の利用の促進
・海運事情及び港湾関連施設の調査研究

担当係長
 【事業戦略グループ】

事務 領木　二三子

・府市連携による港湾戦略の企画立案・実施
・大阪みなとビジョンの進捗管理
・環境保護施策（LNGバンカリング拠点形成以
外）
・姉妹港・友好港交流、国際会議
・外国港湾との交流
・舟運事業

事業戦略課（職員数17人）
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担当係長
 【事業戦略グループ】

事務 渡辺　浩史

・もとなにわの海の時空館の処分等
・所管建物賃貸施設の各種調整
・所管施設の使用料、占用料等その他の徴収
金
・港のにぎわいづくりに関する総括（みなとまつ
り、練習船の受入れに関することを含む）
・パークマネジメント

担当係長
 【企画振興グループ】

事務 西岡　秀希
・埠頭の利用促進（客船、内航フェリー）
・海運事情及び港湾関連施設の調査研究

担当係長
 【企画振興グループ】

土木 北岸　賢之助

・埠頭の利用促進（外航フェリー）
・海運事情及び港湾関連施設の調査研究
・客船ターミナルの整備
・国際フェリーターミナルにかかる滞留対策

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

工務課長 土木 川前　修平

1　大阪港の所管工事の検査その他局業務の
技術的な監理
2　特命による大阪港に係る技術的調査研究
3　大阪港に係る工事の積算基準及び施工手
続の総括
4　大阪港の維持管理計画の作成
5　大阪港の環境の整備及び保全
6　夢洲及び新人工島の造成の企画

環境保全担当課長代理 薬剤 木口　行治
・大阪港の維持管理計画の作成
・大阪港の環境の整備及び保全
・夢洲及び新人工島の造成の企画

担当係長
【工務・システム・技術調
査グループ】

土木 久保山　淳

・大阪港に係る工事の積算基準及び施工手続
の総括
・大阪港に係る業務システム及び情報化の総
括

担当係長
【技術監理・維持管理計
画グループ】

土木 岡　崇

・大阪港の港湾、海岸施設の維持管理計画作
成
・大阪港気象・海象システム点検及びデータ解
析業務
・大阪港に係る所管工事及び業務の検査及び
工事用材料等の検収
・大阪港に係る事業における工事・業務の受検
・大阪港に係る港湾工事共通仕様書の改訂

担当係長
【環境保全グループ】

土木 桑山　道子
・新島・夢洲地区埋立事業の実施計画、執行
管理及び連絡調整
・大阪港の港湾環境整備負担金

担当係長
【環境保全グループ】

薬剤 小山　勝也

・大阪港の公有水面埋立免許にかかる業務
・大阪湾フェニックス事業
・大阪港の公害防止対策事業の実施計画、執
行管理及び連絡調整

担当係長
【環境保全グループ】

土木 荻野　英樹
・大阪港の浚渫土砂等の受入計画及び受入料
金
・上記にかかる関係機関との連絡調整

工務課(職員数23人)
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補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

保全監理課長 土木 田野　雅彦

1　大阪港の臨海部における所管工事の施工
監理
2　大阪港の建築物の設計、工事の施工監理
及び維持管理
3　大阪港に係る請負工事の設計、積算及び
発注手続き

保全監理課長代理 土木 原　一行
・大阪港の臨海部における所管工事の施工監
理

設計担当課長代理 土木 武井　泰宏
・大阪港に係る工事の設計、積算及び発注手
続き

担当係長
【建築グループ】

建築 髙島　健一

・大阪港に係る所管事業用建築物の補修設
計、工事監理及び維持補修
・大阪港に係る所管事業用建築物の新・増築
設計、工事監理
・大阪港に係る所管事業用建築物のアスベスト
対策・耐震化

担当係長
【港湾工事グループ】

土木 柳澤　健一
・大阪港の陸域及び海域における請負工事の
施工監理

担当係長
【港湾工事グループ】

土木 藤田　繁輝
・大阪港の陸域及び海域における請負工事の
施工監理

担当係長
【設計グループ】

土木 小沢　徹也
・咲洲及び舞洲開発工事、夢洲造成工事、大
阪港の港湾施設補修（海上）工事、公害事業
工事の設計、積算及び発注手続き

担当係長
【設計グループ】

土木 山田　智一
・大阪港の海岸高潮施設の改修・維持補修工
事の設計・積算

担当係長
【設計グループ】

土木 堤　千真
・大阪港の海岸高潮施設の改修・維持補修工
事の設計・積算

担当係長
【設計グループ】

土木 多川　洋三 ・北港テクノポート線の整備工事の設計・積算

担当係長
【設計グループ】

土木 小澤　秀明 ・夢洲客船埠頭の整備工事の設計・積算

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

施設管理課長 土木 針原　陽一郎

1　大阪港の所管道路の維持管理、運営
2　大阪港の陸上土木施設の維持管理、運営
3　大阪港の緑地施設の維持管理及び維持補
修
4　大阪港の地下埋設物の調整

施設管理課長代理 土木 三井　義紀 ・大阪港の所管道路の維持管理、運営

維持補修担当課長代理 土木 奥村　仁
・大阪港の陸上土木施設の維持管理、運営
・大阪港の緑地施設の維持管理及び維持補修

保全監理課(職員数55人)

施設管理課(職員数74人)
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担当係長
【施設管理グループ】

事務 黒川　洋匡

・大阪港の道路管理及び陸域における工事
（土木施設に係るものに限る）の直営施工に係
る事務処理
・大阪港での事故示談
・夢咲トンネル、咲洲トンネルの管理運営

担当係長
【施設管理グループ】

土木 佐々木　宏

・大阪港の所管道路及びその他付属施設の管
理
・大阪港の臨海地域における供給処理施設
（下水施設）の管理及び調査研究
・大阪港の道路台帳システム

担当係長
【施設管理グループ】

土木 友永　良太

・大阪港の所管道路及びその他付属施設の管
理
・大阪港の道路占用許可、特殊車両通行許可
の総括

担当係長
【施設管理グループ】

土木 朝里　和也

・大阪港の陸域における工事（土木施設に係る
ものに限る）の直営施工
・大阪港の局所管道路及びその他附属施設の
管理

担当係長
【緑地管理グループ】

土木 大年　信彦
・大阪港の所管緑地施設及びこれに付随する
施設等の直営施工に係る維持補修、許可・認
可

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

海務課長 事務 増山　 明

1　大阪港の港湾区域の管理
2　大阪港の係留施設、水域施設、木材整理場
及び運河の管理運営
3　大阪港の公有水面の埋立ての許可及び処
分
4　大阪港の荷さばき地、旅客施設、保管施設
の管理運営
5　大阪港の係留施設利用船舶の係離立会

防災・海上保全担当課長 事務 内谷　一也

１　大阪港における防災対策の総括
２　大阪港の海岸保全区域及び港湾隣接地域
の管理
３　大阪港の保安対策
４　大阪港の海上における直営施工による工事
及び所管施設の維持管理
５　大阪港の公害監視業務
６　大阪港の所管船舶の管理運営

海務課長代理 事務 中井　英鋭
・大阪港の荷さばき地、旅客施設、保管施設の
管理運営

運営企画担当課長代理 事務 杉ノ内　順子

・大阪港の港湾区域の管理
・大阪港の係留施設、水域施設、木材整理場
及び運河の管理運営
・大阪港の公有水面の埋立ての許可及び処分

防災保安担当課長代理 事務 藤田　太穂

・大阪港における防災対策の総括
・大阪港の海岸保全区域及び港湾隣接地域の
管理
・大阪港の保安対策

海務課(職員数127人)
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海上保全担当課長代理 土木 津田　智康

・大阪港の海上における直営施工による工事
及び所管施設の維持管理
・大阪港の公害監視業務
・大阪港の所管船舶の管理運営

担当係長
【海務グループ】

海技 中島　信行

・大阪港の運河、係留施設及び木材整理場の
管理運営
・大阪港の公有水面の埋立ての許認可及び処
分
・大阪港の水面清掃、航行障害物の除去その
他水面の保全
・大阪港の港湾区域内の消火、救難及び警備
・大阪港の船舶給水施設の管理運営

担当係長
【海務グループ】

船長 畦原　聡

・大阪港の水域施設及び係留施設の管理運営
・大阪港の船席の指定
・大阪港の入出港届の受理
・大阪港の国際超短波無線施設の運営

担当係長
【埠頭グループ】

事務 岡田　浩行

・大阪港の荷役機械、荷さばき地、上屋、荷さ
ばき施設附設事務所、貯炭場及びシャーシ
プールの管理運営
・大阪港の埠頭施設の補修、利用促進
・大阪港の埠頭施設の緊急時対応

担当係長
【埠頭グループ】

海技 簾内　真

・大阪港の埠頭施設の等級、利用形態の見直
し
・大阪港の老朽上屋の対応方針、更新計画
・大阪港の災害復旧工事の実施

担当係長
【海務グループ】

船長 須田　全紀
・大阪港の係留施設利用船舶の係離立会
・大阪港の所管船舶の海技
・大阪港の海事関係団体等との連絡調整

担当係長
【防災保安グループ】

事務 中澤　義弘
・大阪港の港湾隣接地域及び海岸保全区域の
管理
・大阪港の防潮施設の管理

担当係長
【防災保安グループ】

事務 石橋　良基

・大阪港の防災にかかる企画、研修
・大阪港の防災の手引、危機管理マニュアル
の作成
・ 大阪港自然災害対策連絡会議

担当係長
【防災保安グループ】

事務 小澤　将基 ・大阪港の保安対策

担当係長
【海上保全グループ】

海技 畦原　知子

・大阪港の海上における工事の直営施工
・大阪港の所管船舶の管理運営
・大阪港の海上における港湾施設・防潮堤の
点検補修
・大阪港の給水船の管理運営

担当係長
【海上保全グループ】

海技 黒田　剛

・大阪港の水域使用状況確認・指導・啓発の実
施計画
・大阪港の水路測量など各種調査業務及び係
留施設等の保守点検
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補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

設備課長 電気 八木　勇
1　局所管の大阪港の電気設備及び機械設備
の維持保全

設備課長代理 機械 辻尾　好彦 ・局所管の大阪港の機械設備の維持保全

担当係長
【電気グループ】

電気 増田　匡裕

・大阪港の事業用電気設備の設計、工事及び
維持保全
・大阪港の事業用電気設備の工事用資材の保
管
・局所管の大阪港の基盤施設（電気設備）の一
元化

担当係長
【電気グループ】

電気 青山　大輔

・大阪港の事業用電気設備の設計、工事及び
維持保全の請負施工
・大阪港の事業用電気設備の補修用物品の保
管

担当係長
【機械グループ】

機械 中西　康仁
・大阪港の事業用船舶及び各種機械設備の設
計、工事並びに維持保全

担当係長
【機械グループ】

機械 真鍋　錠次

・大阪港の事業用船舶及び各種機械設備の設
計、工事並びに維持保全
・大阪港の所管設備の保全及び工事用資材の
保管
・局所管の大阪港の基盤施設（機械設備）の一
元化

補職 職種 氏名

泉州港湾・海岸部長 土木 田川　慎一

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

総務運営課長
＜総務運営課長代理兼
務＞

事務 鳥井　昭宏

1　泉州港湾・海岸部の総務、契約事務
2　府営港湾の防災、保安
3　府営港湾の振興
4　港湾施設の管理運営
5　海岸事業、海岸管理

総務運営課長代理（兼）
＜総務運営課長兼務＞

事務 鳥井　昭宏 ・泉州港湾・海岸部の総務、契約事務

危機管理担当課長代理 土木 西田　克志
・府営港湾の防災・減災対策
・府営港湾の保安対策

施設運営担当課長代理 事務 山野　修二 ・港湾施設の管理運営

海岸管理担当課長代理 事務 吉備　栄太 ・海岸事業、海岸管理

設備課(職員数73人)

泉州港湾・海岸部（職員数136人）

総務運営課(職員数32人)
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担当係長
【総務運営グループ】

事務 上田　洋正

・泉州港湾・海岸部の総務関係事務
・入札事務
・公有財産事務
・備品管理
・出資団体の事務

担当係長
【総務運営グループ】

土木 山根　剛 ・泉州港湾・海岸部の契約関係事務

担当係長
【総務運営グループ】

土木 川端　伸也 ・泉州港湾・海岸部の契約関係事務

担当係長
【総務運営グループ】

事務 熊谷　達郎

・府営港湾の振興
・各種団体の事務
・港湾運営会社の事業管理
・土地の分譲

担当係長
【危機管理グループ】

土木 中込　剣吾 ・府営港湾の防災・減災対策

担当係長
【危機管理グループ】

事務 小山　三智浩 ・府営港湾の保安対策

担当係長
【施設運営グループ】

事務 広瀬　剛
・府営港湾施設の管理運営（堺・泉北）
・国有港湾施設の管理運営
・港湾EDI関係

担当係長
【施設運営グループ】

事務 北尾　智恵子
・府営港湾施設の管理運営（阪南・地方港）
・普通財産関係

担当係長
【施設運営グループ】

事務 工藤　達朗
・海岸事業、海岸管理
・海務（バース）業務、海難防止対策

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

事業推進課長 土木 戸田　雅文
1　港湾・海岸事業の推進
2　汐見沖地区（泉大津フェニックス）、阪南2区
3　府営港湾等に係る設備

事業推進課長代理 土木 富山　和重

・港湾・海岸事業の推進
・検査（会計実地検査、成果検査）
・港湾施設の維持補修に係る計画
・環境事業

地域調整担当課長代理 土木 久保　勝俊 ・汐見沖地区（泉大津フェニックス）、阪南2区

設備担当課長代理 機械 山西　浩一 ・府営港湾等に係る機械・電気設備

担当係長
【事業グループ】

土木 鈴木　清二
・港湾事業の推進
・検査（会計実地検査、成果検査）

担当係長
【事業グループ】

土木 吉田　雄哉
・海岸事業の推進
・地方港湾（尾崎港）事業

担当係長
【事業グループ】

土木 杉原　慎太郎
・港湾施設の維持補修に係る計画
・環境事業

担当係長
【事業グループ】

土木 鈴木　康友
・堺泉北港の埠頭再編
・関係団体との調整

担当係長
【地域調整グループ】

土木 田口　敬祐
・阪南2区の計画・利用調整・予算・収支管理
・汐見沖地区、阪南2区以外の事業調整

事業推進課(職員数22人)
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担当係長
【地域調整グループ】

土木 田渕　忠法
・汐見沖地区（泉大津フェニックス）の計画・利
用調整・予算・収支管理

担当係長
【地域調整グループ】

化学 但馬　由美
・汐見沖地区管理型区画の活用調整
・阪南2区の環境基準・環境監視及び人工干潟
に関する事務

担当係長
【設備グループ】

機械 大髙　隆宏

・機械設備の設計、工事及び維持保全
・機械設備長寿命化計画の策定
・水門試運転・操作訓練の実施
・樋門・門扉点検補修に関すること

担当係長
【設備グループ】

電気 南川　政憲

・電気設備の設計、工事及び維持保全
・電気設備長寿命化計画の策定
・海岸保全施設（水門・樋門・門扉）の高度化整
備
・漁港照明・SOLAS照明点検補修に関すること

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

堺泉北建設管理課長 土木 中村　充信
１　大和川（堺市域）～大津川（泉大津市域）の
港湾施設及び海岸の管理に関すること

管理担当課長代理 事務 釜下　栄治郎
・港湾施設及び海岸保全施設の管理
・港湾区域及び海岸保全区域の許認可
・船舶の運航

建設担当課長代理 土木 明松　康弘 ・港湾、海岸、漁港施設の設計及び工事施工

維持担当課長代理 土木 丸川　幸治 ・港湾、海岸、漁港施設の維持補修

担当係長
【管理グループ】

事務 山本　恵三

・港湾施設及び海岸保全施設の管理
・港湾区域及び海岸保全区域の許認可
・堺泉北港の水門操作に関する事務
・境界確定

担当係長
【管理グループ】

船長 武田　竜馬
・船舶「はまでら」の運航
・海上巡視及び水域の安全確保
・港湾振興に向けた視察等に関すること

担当係長
【管理グループ】

船長 河島　豊
・船舶「おおはま」の運航
・海上巡視及び水域の安全確保
・港湾施設の調査・点検等に関すること

担当係長
【建設グループ】

土木 福谷　彰 ・港湾、海岸、漁港施設の設計及び工事施工

担当係長
【維持グループ】

土木 片岡　健児 ・港湾、海岸、漁港施設の維持補修

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

阪南建設管理課長 土木 西端　薫
１　大津川（忠岡町域）～岬町（和歌山県境）の
港湾施設及び海岸の管理に関すること

管理担当課長代理 事務 上東　宣宏
・港湾施設及び海岸保全施設の管理
・港湾区域及び海岸保全区域の許認可
・船舶の運航

堺泉北建設管理課(職員数41人)

阪南建設管理課(職員数40人)
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大阪港湾局

建設担当課長代理 土木 堀口　和弘 ・港湾、海岸、漁港施設の設計及び工事施工

維持担当課長代理 土木 友田　嘉 ・港湾、海岸、漁港施設の維持補修

深日担当課長代理 土木 辻　光一
・男里川（阪南市域）～岬町（和歌山県境）の港
湾、海岸、漁港施設の設計・工事施工及び維
持補修

担当係長
【管理グループ】

事務 木ノ元　善繁
・港湾施設及び海岸保全施設の管理
・港湾区域及び海岸保全区域の許認可

担当係長
【管理グループ】

事務 小西　康之
・港湾施設及び海岸保全施設の管理
・港湾区域及び海岸保全区域の許認可

担当係長
【管理グループ】

船長 古荘　豊
・船舶「はごろも」の運航
・海上巡視及び水域の安全確保
・港湾振興に向けた視察等に関すること

担当係長
【管理グループ】

船長 角谷　良弘
・船舶「いずみ」の運航
・海上巡視及び水域の安全確保
・港湾施設の調査・点検等に関すること

担当係長
【建設グループ】

土木 木下　達夫 ・港湾、海岸、漁港施設の設計及び工事施工

担当係長
【維持グループ】

土木 坂本　佳弘 ・港湾、海岸、漁港施設の維持補修

担当係長
【深日グループ】

土木 西村　健
・男里川（阪南市域）～岬町（和歌山県境）の港
湾、海岸、漁港施設の設計・工事施工及び維
持補修
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会計室

決 算 調 整 担 当

会 計 室

会 計 企 画 担 当 (庶務・計理グループ ) (財務会計システムグループ)

会 計 管 理 担 当 ( 出 納 グ ル ー プ ) (審査・指導グループ )
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会計室

補職 職種 氏名
室長(兼)
<会計管理者兼務>

事務 馬場　泰子

補職 職種 氏名 事務分担

次長 事務 堀　秀司
１　室内業務の全体調整
２　会計事務の適正化・効率化の推進

 

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

会計企画担当課長 事務 竹田　功

１　室の庶務及び計理
２  室業務に関わる企画・調整
３　統括用品関係業務
４　物品購買基金及び小口支払基金
５　財務会計システムの管理・運営及び開発

担当係長
【庶務・計理グループ】

事務 中野　祐樹

・室業務の進行管理
・室の文書、人事、給与、勤怠、厚生、研修、
安全衛生、危機管理、コンプライアンス
・情報公開、法務
・運営方針の進捗管理

担当係長
【庶務・計理グループ】

事務 鳥越　未央

・市会、計理・契約事務、広報・広聴、情報化
・物品管理システム
・統括用品関係業務
・物品購買基金及び小口支払基金の管理

会計企画担当課長代
理

事務 永田　一博 ・財務会計システムの管理・運営及び開発

担当係長
【財務会計システムグ
ループ】

事務 那須　和彦 ・財務会計システムの管理・運営及び開発

担当係長
【財務会計システムグ
ループ】

事務 渡辺　茂 ・財務会計システムの管理・運営及び開発

担当係長
【財務会計システムグ
ループ】

事務 玉置　浩子 ・財務会計システムの管理・運営及び開発

会計室（職員数 37人）

会計企画担当（職員数11人）
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会計室

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

会計管理担当課長 事務 高野　佳三

１　現金及び有価証券の出納・保管
２　小切手関係業務
３　公金取扱契約関係業務
４　指定金融機関等との連絡調整
５　支出負担行為の確認
６　債権者登録事務
７　会計事務の調査、指導及び研修
８　区会計管理者業務の支援

会計管理担当課長代
理

事務 亀井　雅也

・現金及び有価証券の出納・保管
・小切手関係業務
・公金取扱契約関係業務
・指定金融機関等との連絡調整
・支出負担行為の確認
・債権者登録事務
・会計事務の調査、指導及び研修
・区会計管理者業務の支援

担当係長
【出納グループ】

事務 鷹岡　伸幸

・現金及び有価証券の出納・保管
・小切手関係業務
・公金取扱契約関係業務
・指定金融機関等との連絡調整

担当係長
【審査・指導グループ】

事務 賀集　正子
・支出負担行為の確認
・債権者登録事務
・会計事務の指導及び連絡

担当係長
【審査・指導グループ】

事務 吉田　敏子

・支出負担行為の確認
・会計事務の調査
・会計事務の指導及び連絡
・研修

担当係長
【審査・指導グループ】

事務 岸本　勇樹
・支出負担行為の確認
・会計事務の指導及び連絡
・区会計管理者業務の支援

会計管理担当（職員数15人）
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会計室

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

決算調整担当課長 事務 藤原　美紀

１　公金預金の保護
２　現金及び財産の記録管理
３　決算の調製
４　新公会計制度の運用及び活用支援

決算調整担当課長代
理

事務 松尾　剛典

・公金預金の保護
・現金及び財産の記録管理
・決算の調製
・新公会計制度の運用及び活用支援

担当係長 事務 杉本　恵一
・現金及び財産の記録管理
・決算の調製
・新公会計制度の運用及び活用支援

担当係長 事務 中村　美佳
・公金預金の保護
・新公会計制度の運用及び活用支援

決算調整担当（職員数9人）
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消防局

救 急 部

救 急 課

消 防 署 (25)

予 防 課

規 制 課

警 防 部

警 防 課

司 令 課

予 防 部

消 防 局

総 務 部

総 務 課

施 設 課

企 画 部

企 画 課

人 事 課

高度専門教育訓練センター
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消防局

補職 職種 氏名

消防局長 消防 小西　一功

補職 職種 氏名

消防次長 消防 大坂　昭一

補職 職種 氏名

総務部長 消防 橘　隆義

補職 職種 氏名 事務分担

総務課長 消防 土肥　美紀
１　局の文書、予算、決算及び物品
２　関係諸機関との連絡及び渉外　
３　他の部及び課の主管に属しないこと

副課長 消防 鎌倉　ルリ子
・　総務課長所管業務全般
・　その他特命

財務担当副課長 消防 倉澤　和外

・　予算及び決算
・　寄付収受
・　物品購入、工事請負及び業務委託の契約
・　物品購入、工事請負及び業務委託の検査
・　その他特命

担当係長 消防 三好　克哉

・　文書の受発、編さん及び保存並びに公印
・　儀式
・　ほう賞及び表彰
・　庁中取締り
・　総務課の他の担当係長並びに他の部及び課の
主管に属しないこと

担当係長 消防 八木　秀典

・　市会
・　公共的各種団体及び自治体消防との連絡調整
・　外事
・　災害活動支援隊の事務
・　その他特命

担当係長 消防 倉本　宏

・　消防関係条例及び規則の立案並びに消防長達
の制定及び改廃
・　告示、公告、訓令、指令、通達その他公文の成
案の審査
・　訟務
・　法的リスク審査制度及びリーガルサポーターズ制
度
・　情報公開及び個人情報保護
・　その他特命

担当係長 消防 松尾　隆廣
・　局の予算及び決算
・　寄附収受
・　その他特命

消防局（職員数3,578人）

総務部（職員数61人）

総務課（職員数 39人）
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消防局

担当係長 消防 山本　哲也
・　物品購入、工事請負及び業務委託の契約
・　契約事務に関する研修
・　その他特命

担当係長 消防 前田　憲昭

・　物品購入、工事請負及び業務委託の検査
・　物品の出納、保管、修繕及び処分
・　検査事務に関する研修
・　その他特命

補職 職種 氏名 事務分担

施設課長 消防 永沼　和彦
１　局の所管する施設
２　被服及び燃料

副課長 消防 髙見　英世
・　施設課長所管業務全般
・　その他特命

担当係長 消防 渡木　敬博

・　消防施設の整備計画及び所管不動産の管理
・　営繕
・　被服その他の貸与品及び給与品
・　消防用燃料
・　消防装備
・　施設課の他の担当係長の主管に属しないこと

担当係長 建築 古家　慎一
・　消防施設及び関係設備の設計及び工事の施工
・　消防施設及び関係設備の維持補修
・　その他特命

担当係長 建築 松岡　豊
・　防災基盤としての消防施設の整備
・　消防施設の改築及び改修に伴う連絡調整
・　その他特命

担当係長 電気 宮本　雅央

・　消防施設における電気設備の設計及び工事の
施工
・　消防施設における電気設備の維持補修
・　その他特命

担当係長 機械 福田　英雄

・　消防施設における機械設備の調査、研究、設計
及び工事の施工
・　消防施設における機械設備の管理及び維持補
修
・　その他特命

施設課（職員数22人）
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消防局

補職 職種 氏名

企画部長 消防 橋口　博之

補職 職種 氏名 事務分担

消防制度担当部長 消防 坂上　厚士
１　消防制度
２　その他特命

補職 職種 氏名 事務分担

企画課長 消防 安東　和光

１　局業務の企画立案、進行管理及び事務改善
２　消防職員の服務指導
３　消防広報
４　他の課及びセンターの主管に属しないこと

副課長 消防 小坂　佳史
・　企画課長所管業務全般
・　その他特命

担当係長 消防 濵﨑　晋也

・　特殊重要事項の調査、研究並びに情報の収集
及び交換
・　消防制度の運用に関する総合企画
・　局業務の進行管理
・　海外資料の収集
・　企画課の他の担当係長の主管に属しないこと

担当係長 消防 小林　建史
・　局業務の事務改善
・　その他特命

担当係長 消防 髙井　主税

・　消防広報
・　報道機関との連絡
・　消防年報の編さん
・　その他特命

担当係長 消防 畑中　紀子

・　消防広聴
・　市民の声
・　報道機関との連絡
・　その他特命

消防制度担当課長 消防 上井　孝文
１　消防制度の企画及び総合調整
２　その他特命

消防制度担当副課長 消防 甲斐　武
・　消防制度担当課長所管業務全般
・　その他特命

担当係長 消防 勝山　寛幸
・　消防制度の企画、調査及び研究
・　その他特命

担当係長 消防 倉田　誠

・　国際博覧会開催に伴う消防体制の企画及び関
係機関との連絡調整
・　臨海地域における消防体制の企画及び関係機
関との連絡調整
・　その他特命

監察室長 消防 高垣　忠利

１　監察
２　服務指導　
３　内部統制
４　公益通報
５　不当要求行為及び行政対象暴力
６　その他特命

監察担当副課長 消防 槇得　順一
・  監察室長所管業務全般
・  その他特命

企画課（職員数28人）

企画部（職員数75人）
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消防局

担当係長 消防 泉田　勇平

・　監察
・　内部統制
・　公益通報
・　不当要求行為及び行政対象暴力
・　その他特命

担当係長 消防 濵口　聡純

・　服務指導
・　懲戒事案の調査
・　交通事故の防止及び処理の指導
・　その他特命

補職 職種 氏名 事務分担

人事課長 消防 村田　哲
１　局の人事。ただし、他の課の所管に属するものを
除く。

副課長 消防 内田　英幸
・　人事課長所管業務全般
・　その他特命

担当係長 消防 大越　貢典

・　職員の任免、分限、懲戒、配置その他人事
・　職員の勤務条件
・　職員の表彰事案の調査
・　人事課の他の担当係長の主管に属しないこと

担当係長 消防 山田　仁司

・　人事及び給与制度並びに勤務条件の企画、調
査及び研究
・　給与及び諸手当の支給事務の処理
・　その他特命

担当係長 消防 中川　泰輔
・　高齢期職員の雇用にかかる企画、調査及び研究
・　職員の再任用
・　その他特命

担当係長 消防 山口　佳恵

・　職員の福利及び厚生
・　職員の共済事業
・　職員の公傷病
・　衛生管理
・　消防職員委員会
・　その他特命

補職 職種 氏名 事務分担

高度専門教育訓練セン
ター所長

消防 金井　彩子
１　消防職員の教育訓練及び研修
２　消防職員の人材育成に係る連絡調整

副所長 消防 番平　吉郎
・　高度専門教育訓練センター所長所管業務全般
・　その他特命

人材育成担当副所長 消防 木村　伯也

・　人材育成についての調査及び企画
・　人材育成に係る研修についての関係機関等との
連絡調整
・　消防局研修企画調整員会
・　消防局人材育成基本方針
・　その他特命

担当係長 消防 南野　浩

・　高度専門教育訓練センターの事務管理
・　高度専門教育訓練センターの施設管理
・　新採用者（他の部及び課に所属する者を除く。）
の人事管理
・　高度専門教育訓練センターの他の担当係長の
主管に属しないこと

担当係長 消防 武本　洋典
・　救急救命士資格の取得に係る教育訓練
・　救急救命士の資格取得研修の研究
・　その他特命

人事課（職員数20人）

高度専門教育訓練センター（職員数27人）
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消防局

担当係長 消防 上田　耕平

・　人材育成の企画、調査及び研究
・　消防局研修企画調整員会の運営
・　消防局人材育成基本方針の推進
・　その他特命

担当係長 消防 眞治　利之

・　消防職員の教育訓練及び研修（他の担当に属
すものを除く。）
・　消防職員の体力管理
・　消防職員の資格取得
・　その他特命

補職 職種 氏名

予防部長 消防 奥中　忍

補職 職種 氏名 事務分担

予防課長
消防 片木　恒

１　火災予防に係る企画及び調査
２  防火、防災意識の高揚及び普及啓発
３　消防対象物の査察、違反是正、防火管理及び
防災管理並びに火災予防に係る指導
４  火災原因及び損害の調査（他の部の所管に属
するものを除く。）並びに火災鑑識
５  自主防災組織等の育成及び指導
６  他の課の主管に属しないこと

副課長 消防 松田　幸久
・　予防課長所管業務全般
・　その他特命

担当係長 消防 伊藤　学

・　火災予防に係る企画及び調査
・　住宅防火対策に係る企画、調査及び研究
・　火気使用設備等の保安指導
・　防火対象物の区分の判定基準の策定
・　防炎規制
・　予防統計の総括
・　予防課の他の担当係長の主管に属しないこと

担当係長 消防 森本　忠志
・　防火管理及び防災管理に係る指導
・　防火管理者等の講習
・　その他特命

調査鑑識担当副課長 消防 橋本　巌

・　火災の原因及び損害の調査
・　火災鑑識
・　火災の原因及び損害の統計及び分析
・　火災予防施策に係る調査、研究及び調整
・　その他特命

担当係長 消防 村上　芳郎

・　火災の原因及び損害の調査並びに火災鑑識
・　火災予防施策に係る調査、研究及び調整
・　消防署が実施する火災調査業務の支援
・　製品事故その他消費者事故
・　その他特命

地域担当課長 消防 中道　祐好

１　地域の自主的な防火・防災活動能力の向上
２　市民協働
３　市長部局が行う地域活動支援との総合調整
４  その他特命

地域担当副課長 消防 坂本　徹也
・   地域担当課長所管業務全般
・   その他特命

予防部（職員数92人）

予防課（職員数53人）
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消防局

担当係長 消防 木野　貴博

・　防火・防災意識の高揚
・　地域防災力の向上に係る企画及び調査並びに
関係機関との連絡調整
・　市民防災研修推進プランの推進
・　防災センターの運用に係る企画及び管理並びに
関係機関との連絡調整
・　その他特命

担当係長 消防 住野　敬信

・　地域防災リーダー、女性防火クラブその他の自
主防災組織の育成及び研修
・　放火防止施策の企画、調査及び研究
・　市民防災研修推進プランの推進
・　市民消防教室及び消防体験教室
・　その他特命

査察担当課長 消防 馬場　賢治

１  消防対象物の査察基準の策定に係る調査、企
画及び連絡調整
２　消防対象物の査察及び一般住宅等の防火指導
３　法令違反消防対象物の処理
４　消防署が実施する火薬類取締法、高圧ガス保安
法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適
正化に関する法律に基づく査察
５　その他特命

査察担当副課長 消防 小村　直樹
・　査察担当課長所管業務全般
・　その他特命

担当係長 消防 和泉　義晃

・　消防対象物の査察基準の策定
・　消防対象物の査察及び一般住宅等の防火指導
・　法令違反消防対象物の処理
・　法令違反消防対象物の処理に係る指導
・　消防署が実施する違反処理の手続の技術的支
援
・　査察に係る事例研究、調査研究、指導資料の作
成等
・　消防署が実施する火薬類取締法、高圧ガス保安
法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適
正化に関する法律の規制を受ける対象物の査察及
び違反処理
・　その他特命

担当係長 消防 中井　孝暢

・　消防対象物の違反処理基準の策定
・　法令違反消防対象物の処理
・　法令違反消防対象物の処理に係る指導
・　消防署が実施する違反処理の手続きの技術的
支援
・　違反是正に係る事例研究、調査研究、指導資料
の作成等
・　防火対象物の収容人員の算定及び劇場等の定
員表の発行
・　屋外の火災予防措置
・　その他特命

担当係長 消防 和田　直樹
・　民泊の安全性向上に係る企画及び調査並びに
関係機関との連絡調整
・　その他特命
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消防局

補職 職種 氏名 事務分担

規制課長 消防 黒田　美彦

１　火災予防に係る規制。ただし、他の課の所管に
属するものを除く。
２　建築確認等の同意及び指導
３　火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油
ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
の施行。ただし、他の課の所管に属するものを除く。
４　前３号に定めるもののほか、消防法、石油コンビ
ナー ト等災害防止法、大阪市火災予防条例その他
火災予防関係法令等の施行。 ただし、他の部及び
課の所管に属するものを除く。

副課長 建築 平野　良泉
・  規制課長所管業務全般
・  その他特命

担当係長 消防 大西　邦宏

・　危険物規制の企画及び調査
・　火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガ
スの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の
施行に係る企画及び調査
・　火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスの保安に係
る府内消防本部との連携及び協議
・　危険物の鑑定
・　規制課の他の担当係長の主管に属しないこと

担当係長 消防 中村　成孝

・　危険物製造所等に係る許可、認可及び承認の
審査並びに保安指導
・　少量危険物及び指定可燃物等の保安指導
・　石油コンビナート等災害防止法に基づく特別防
災区域の保安に係る指導
・　化学災害等の事故に係る調査
・　その他特命

消防設備指導担当課長 建築 都丸　純一郎

１　消防用設備等の設置及び維持管理の指導
２　設備規制の企画及び調査
３　電気設備の保安に係る指導
４  建築確認等に係る同意及び指導
５  その他特命

消防設備指導担当副課
長

建築 山本　和弥
・　消防設備指導担当課長所管業務全般
・　その他特命

担当係長 消防 堀内　正和

・  消防用設備等の設置及び維持管理の指導
・  消防用設備等の事故に係る調査
・  設備規制の企画及び調査
・  建築物の防火指導及び関係機関との連絡調整
・  その他特命

担当係長 建築 奥　貴俊

・  建築確認等に係る同意及び指導
・  建築の相談及び指導
・  アーケード及び上空通路の設置及び維持管理の
指導
・　建築物の防火指導及び関係機関との連絡調整
・　地下街の安全対策の指導
・  その他特命

担当係長 建築 野添　規晴

・  消防用設備等の設置及び維持管理の指導
・　消防用設備等の事前相談事務
・　電気設備の保安に係る指導
・　建築確認等に係る同意
･  その他特命

規制課（職員数39人）
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消防局

保安担当課長 消防 柚木崎　浩美

１　火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油
ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
の施行
２　その他特命

担当係長 消防 木下　陽介

・　火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガ
スの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に
係る許可、認可、登録及び認定の審査並びに保安
指導
・　火薬類及び高圧ガスの事故に係る調査
・　その他特命

補職 職種 氏名

警防部長 消防 片山　雅義

補職 職種 氏名 事務分担

警防課長 消防 山下　伸也

１　消防力の運用（他の課の所管に属するものを除
く。）及び警防施策の総合的企画
２　救助業務に係る企画及び調査
３　航空消防
４　警防体制、警防活動及び警防業務（他の課の所
管に属するものを除く。）に係る計画
５　消防相互応援
６　消防機械器具その他消防装備。ただし、他の課
の所管に属するものを除く。
７　通信施設及び電子計算システム
８　通信体制及び情報施設の管理
９　他の課の主管に属しないこと

副課長 消防 小林　竜三
・  警防課長所管業務全般
・  その他特命

担当係長 消防 瀬尾　泰弘

・  警防施策の総合的企画
・  消防力の運用
・  災害活動支援隊の組織及び運用
・　各種協議会関係事務
・  警防統計の総括
・  警防課の他の担当係長の主管に属しないこと

担当係長 消防 栗須　俊光

・  救助体制の研究及び企画
・　救助隊員の研修及び養成指導
・　救助技術における国際協力
・　国際救助隊の登録及び派遣
・　国際救助隊の技術指導
・  その他特命

担当係長 消防 濵田　尚也

・  消火及び救助活動資器材の調査、研究及び配
備
・  警防活動上必要な資格取得
・  警防機械の配備
・  その他特命

警防部（職員数182人）

警防課（職員数87人）
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消防局

担当係長 消防 本土　淳一郎

・  救助訓練の企画及び技術指導
・  救助技術の調査、研究及び企画
・  救助資器材の運用指導
・  救助活動についての他都市、他機関等との連携
・　救助活動に係る部隊指揮支援
・　災害現場の安全管理技術の指導
・　救助情報及び救助統計
・　特異災害等への対応及び特殊任務の従事
・  その他特命

担当係長 消防 木村　剛

・  救助訓練の企画及び技術指導
・  救助技術の調査、研究及び企画
・  救助資器材の運用指導
・  救助活動についての他都市、他機関等との連携
・　救助活動に係る部隊指揮支援
・　災害現場の安全管理技術の指導
・　救助情報及び救助統計
・　特異災害等への対応及び特殊任務の従事
・  その他特命

担当係長（兼）
<北消防署救助担当司令
兼務>

消防 岸本　晃
・  救助活動の技術指導
･  その他特命

担当係長（兼）
<北消防署救助担当司令
兼務>

消防 西本　隆史
・  救助活動の技術指導
･  その他特命

担当係長（兼）
<都島消防署救助担当司
令兼務>

消防 小深田　将
・  救助活動の技術指導
･　その他特命

担当係長（兼）
<都島消防署救助担当司
令兼務>

消防 内田　健一
・　救助活動の技術指導
･　その他特命

担当係長（兼）
<此花消防署救助担当司
令兼務>

消防 岩﨑　勇人
・　救助活動の技術指導
･　その他特命

担当係長（兼）
<此花消防署救助担当司
令兼務>

消防 澤　健一郎
・　救助活動の技術指導
･　その他特命

担当係長（兼）
<中央消防署救助担当司
令兼務>

消防 小南　靖典
・　救助活動の技術指導
･　その他特命

担当係長（兼）
<中央消防署救助担当司
令兼務>

消防 松尾　武明
・　救助活動の技術指導
･　その他特命

担当係長（兼）
<西消防署救助担当司令
兼務>

消防 滝　憲治
・　救助活動の技術指導
･　その他特命

担当係長（兼）
<西消防署救助担当司令
兼務>

消防 名越　公計
・　救助活動の技術指導
･　その他特命

担当係長（兼）
<大正消防署救助担当司
令兼務>

消防 光山　将太郎
・　救助活動の技術指導
･　その他特命

担当係長（兼）
<大正消防署救助担当司
令兼務>

消防 奥田　武史
・　救助活動の技術指導
･　その他特命

担当係長（兼）
<淀川消防署救助担当司
令兼務>

消防 金光　倫和
・　救助活動の技術指導
･　その他特命
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消防局

担当係長（兼）
<淀川消防署救助担当司
令兼務>

消防 薪先　友宏
・　救助活動の技術指導
･　その他特命

担当係長（兼）
<東成消防署救助担当司
令兼務>

消防 野中　修二
・　救助活動の技術指導
･　その他特命

担当係長（兼）
<東成消防署救助担当司
令兼務>

消防 辻　明人
・　救助活動の技術指導
･　その他特命

担当係長（兼）
<城東消防署救助担当司
令兼務>

消防 中谷　哲也
・　救助活動の技術指導
･　その他特命

担当係長（兼）
<城東消防署救助担当司
令兼務>

消防 浦名　亮
・　救助活動の技術指導
･　その他特命

担当係長（兼）
<阿倍野消防署救助担当
司令兼務>

消防 井内　雅也
・　救助活動の技術指導
･　その他特命

担当係長（兼）
<阿倍野消防署救助担当
司令兼務>

消防 工藤　徹也
・　救助活動の技術指導
･　その他特命

担当係長（兼）
<住之江消防署救助担当
司令兼務>

消防 堀江　和志
・　救助活動の技術指導
･　その他特命

担当係長（兼）
<住之江消防署救助担当
司令兼務>

消防 前田　祥亨
・　救助活動の技術指導
･　その他特命

担当係長（兼）
<平野消防署救助担当司
令兼務>

消防 田中　真也
・　救助活動の技術指導
･　その他特命

担当係長（兼）
<平野消防署救助担当司
令兼務>

消防 込山　隆
・　救助活動の技術指導
･　その他特命

担当係長（兼）
<水上消防署救助担当司
令兼務>

消防 谷　奏一郎
・　救助活動の技術指導
･　その他特命

担当係長（兼）
<水上消防署救助担当司
令兼務>

消防 山本　大介
・　救助活動の技術指導
･　その他特命

機械器具開発担当副課
長

消防 脇田　浩隆

・  消防機械器具の設計及び製作仕様に係る調査、
企画及び連絡調整
・  消防機械器具の検査
・  その他特命

担当係長 機械 黒田　亮治

・  消防機械器具の設計、製作仕様及び研究開発
・  消防機械器具の検査、修繕及び整備
・　消防用自動車の登録
・　消防機械器具の取扱指導
・  その他特命

担当係長 機械 麻野　博之
・  消防機械器具の設計及び取扱指導
・  消防機械器具の研究開発
・  その他特命

担当係長 機械 平尾　泉

・  消防機械器具の修繕及び整備
・  高圧ガス製造設備の管理
・  消防機械器具の整備技術の指導
・  その他特命

担当係長 機械 梶本　茂
・  消防機械器具の設計、製作仕様及び研究開発
・  その他特命
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警防対策担当課長 消防 井本　登已彦

１　消防相互応援及び緊急消防援助隊
２　大規模災害及び大規模消防警戒
３　消防活動体制の企画及び調整並びに各種計画
の立案
４　消防水利及び大規模建築物建設、開発の事前
協議
５　その他特命

警防対策担当副課長 消防 池側　智一
・　警防対策担当課長所管業務全般
・　その他特命

担当係長 消防 伊東　甚

・　消防相互応援及び緊急消防援助隊
・　大規模消防警戒
・　地震、風水害及び国民保護の訓練
・　その他特命

担当係長 消防 春田　具範

・  消防活動体制の企画及び調整
・  出場計画
・  特殊対象物及び特殊災害の警防計画
・  地震、風水害及び国民保護の消防計画
・  その他特命

担当係長 消防 川畑　保雄

・　消防水利
・　都市計画法に基づく開発行為の事前協議
・　大規模建築物に係る事前協議
・　その他特命

航空隊長 消防 井上　久徳
・　航空消防
・　その他特命

航空副隊長 消防 田中　美仁

・　運航業務及び運航に係る安全管理
・　航空消防の運用
・　航空隊員の教育訓練
・　その他特命

担当係長 消防 秋根　哲也
・　航空機の飛行
・　その他特命

担当係長 消防 塚田　均
・　航空機の維持管理
･　その他特命

担当係長 消防 中橋　健
・　航空消防活動
・　航空消防活動に係る訓練
・　その他特命

情報システム担当課長 消防 袋井　洋一
１  ICTの活用に係る企画及び調整
２  消防情報システム及び通信施設
３  その他特命

情報システム担当副課長 消防 島袋　順一
・　情報システム担当課長所管業務全般
・　その他特命

担当係長 消防 榮　勇人
・　消防情報システム
・　情報セキュリティ及びデータ保護 
・　その他特命

担当係長 消防 西本　哲也

・　ICTの活用に係る企画及び調整
・　通信施設に関する調査、研究及び企画
・　通信施設
・　庁内情報ネットワーク
・　その他特命

担当係長 消防 小森　寿男
・　指令業務の共同運用
・　その他特命
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補職 職種 氏名 事務分担

司令課長 消防 大塚　通寛

１　指令管制業務
２　救急医療情報の収集
３　非常警備及び職員の非常招集
４　火災警報
５　災害現場の指揮及び活動支援、現場広報並び
に火災原因及び損害の初動の調査
６　警防訓練に係る計画

副課長 消防 野村　彰
・　司令課長所管業務全般
･　その他特命

担当係長 消防 白井　誠

・  消防戦術及び警防活動指揮の調査、研究及び
企画
・  警防訓練の企画
・  特別警戒
・　司令課の他の担当係長の主管に属しないこと

統括方面隊長 消防 長居　優光

・　警防活動に係る安全対策
・　消防戦術及び警防活動指揮の調査、研究及び
企画
・　警防訓練の調査及び研究
・　消火活動及び消火訓練の評価
・　災害現場の指揮
・　火災現場及び消火訓練中の事故発生原因の調
査
・　その他特命

担当係長 消防 佐藤　孝行

・　警防活動に係る安全対策
・　火災及びその他の消防活動に係る消火隊の活
動分析
・　警防訓練の調査及び研究
・　消火活動及び消火訓練の評価の研究
・　火災現場及び消火訓練中の事故発生原因の調
査
・　災害現場の活動の支援
・　災害現場の安全管理及び現場広報
・　その他特命

担当係長（兼）
〈北消防署警防担当
司令兼務〉

消防 早川　眞義
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈北消防署警防担当
司令兼務〉

消防 一木　邦彦
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈都島消防署警防担当
司令兼務〉

消防 堀川　昌宏
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈都島消防署警防担当
司令兼務〉

消防 岡本　英樹
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈福島消防署警防担当
司令兼務〉

消防 林　裕次
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈福島消防署警防担当
司令兼務〉

消防 四宮　達也
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈此花消防署警防担当
司令兼務〉

消防 中塚　裕
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈此花消防署警防担当
司令兼務〉

消防 小東　峰昭
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

司令課（職員数95人）
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担当係長（兼）
〈中央消防署警防担当
司令兼務〉

消防 藤本　英司
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈中央消防署警防担当
司令兼務〉

消防 新垣　浩
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈西消防署警防担当
司令兼務〉

消防 阪口　義博
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈西消防署警防担当
司令兼務〉

消防 山城　稔
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈港消防署警防担当
司令兼務〉

消防 田宮　弘介
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈港消防署警防担当
司令兼務〉

消防 森川　秀明
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈大正消防署警防担当
司令兼務〉

消防 梶原　雄治
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈大正消防署警防担当
司令兼務〉

消防 長谷川　秀夫
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈天王寺消防署警防担当
司令兼務〉

消防 鈴木　啓之
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈天王寺消防署警防担当
司令兼務〉

消防 植野　信一
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈浪速消防署警防担当
司令兼務〉

消防 笠井　明
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈浪速消防署警防担当
司令兼務〉

消防 米原　克律
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈西淀川消防署警防担当
司令兼務〉

消防 中山　登志生
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈西淀川消防署警防担当
司令兼務〉

消防 佐野　文彦
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈淀川消防署警防担当
司令兼務〉

消防 大橋　一仁
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈淀川消防署警防担当
司令兼務〉

消防 山本　肇
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈東淀川消防署警防担当
司令兼務〉

消防 村野　健司
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈東淀川消防署警防担当
司令兼務〉

消防 大塚　敏弘
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈東成消防署警防担当
司令兼務〉

消防 村井　勝
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

515



消防局

担当係長（兼）
〈東成消防署警防担当
司令兼務〉

消防 砂川　修二
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈生野消防署警防担当
司令兼務〉

消防 瀬尾　成生
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈生野消防署警防担当
司令兼務〉

消防 中髪　哲也
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈旭消防署警防担当
司令兼務〉

消防 大野　満
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈旭消防署警防担当
司令兼務〉

消防 政岡　一郎
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈城東消防署警防担当
司令兼務〉

消防 渡慶次　達夫
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈城東消防署警防担当
司令兼務〉

消防 左近　究
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈鶴見消防署警防担当
司令兼務〉

消防 中西　太
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈鶴見消防署警防担当
司令兼務〉

消防 中寺　一之
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈阿倍野消防署警防担当
司令兼務〉

消防 吉橋　龍二
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈阿倍野消防署警防担当
司令兼務〉

消防 佐藤　健二
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈住之江消防署警防担当
司令兼務〉

消防 盛岡　堅
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈住之江消防署警防担当
司令兼務〉

消防 川合　真之
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈住吉消防署警防担当
司令兼務〉

消防 羽田　正
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈住吉消防署警防担当
司令兼務〉

消防 端山　勝雪
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈東住吉消防署警防担当
司令兼務〉

消防 溝渕　弘城
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈東住吉消防署警防担当
司令兼務〉

消防 前田　喜治
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈平野消防署警防担当
司令兼務〉

消防 永松　拓也
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈平野消防署警防担当
司令兼務〉

消防 橘髙　雅弘
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命
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担当係長（兼）
〈西成消防署警防担当
司令兼務〉

消防 納谷　雅之
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈西成消防署警防担当
司令兼務〉

消防 堀北　修
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈水上消防署警防担当
司令兼務〉

消防 今井　肇
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

担当係長（兼）
〈水上消防署警防担当
司令兼務〉

消防 渡場　正司
・　警防活動における安全管理の指導
・　その他特命

方面隊長 消防 山中　隆行

・　警防活動の技術指導
・　災害現場の指揮及び活動の支援
・　災害現場の安全管理及び現場広報
・　火災の原因及び損害の初動調査
・　方面隊と指令情報センターの相互運用
・　その他特命

方面隊長 消防 水口　和也

・　警防活動の技術指導
・　災害現場の指揮及び活動の支援
・　災害現場の安全管理及び現場広報
・　火災の原因及び損害の初動調査
・　方面隊と指令情報センターの相互運用
・　その他特命

方面隊長 消防 板倉　啓造

・　警防活動の技術指導
・　災害現場の指揮及び活動の支援
・　災害現場の安全管理及び現場広報
・　火災の原因及び損害の初動調査
・　方面隊と指令情報センターの相互運用
・　その他特命

方面隊長 消防 島　和也

・　警防活動の技術指導
・　災害現場の指揮及び活動の支援
・　災害現場の安全管理及び現場広報
・　火災の原因及び損害の初動調査
・　方面隊と指令情報センターの相互運用
・　その他特命

方面隊長 消防 西岡　義博

・　警防活動の技術指導
・　災害現場の指揮及び活動の支援
・　災害現場の安全管理及び現場広報
・　火災の原因及び損害の初動調査
・　方面隊と指令情報センターの相互運用
・　その他特命

方面隊長 消防 香西　健

・　警防活動の技術指導
・　災害現場の指揮及び活動の支援
・　災害現場の安全管理及び現場広報
・　火災の原因及び損害の初動調査
・　方面隊と指令情報センターの相互運用
・　その他特命

担当係長 消防 小林　毅之

・　警防活動の技術指導
・　災害現場の指揮及び活動の支援
・　災害現場の安全管理及び現場広報
・　火災の原因及び損害の初動調査
・　警防訓練の調査、研究及び企画
・　その他特命

517



消防局

担当係長 消防 梶原　貴之

・　警防活動の技術指導
・　災害現場の指揮及び活動の支援
・　災害現場の安全管理及び現場広報
・　火災の原因及び損害の初動調査
・　警防訓練の調査、研究及び企画
・　その他特命

担当係長 消防 阪木　義人

・　警防活動の技術指導
・　災害現場の指揮及び活動の支援
・　災害現場の安全管理及び現場広報
・　火災の原因及び損害の初動調査
・　警防訓練の調査、研究及び企画
・　その他特命

担当係長 消防 笹尾　幸司

・　警防活動の技術指導
・　災害現場の指揮及び活動の支援
・　災害現場の安全管理及び現場広報
・　火災の原因及び損害の初動調査
・　警防訓練の調査、研究及び企画
・　その他特命

担当係長 消防 長田　俊幸

・　警防活動の技術指導
・　災害現場の指揮及び活動の支援
・　災害現場の安全管理及び現場広報
・　火災の原因及び損害の初動調査
・　警防訓練の調査、研究及び企画
・　その他特命

担当係長 消防 村上　昌広

・　警防活動の技術指導
・　災害現場の指揮及び活動の支援
・　災害現場の安全管理及び現場広報
・　火災の原因及び損害の初動調査
・　警防訓練の調査、研究及び企画
・　その他特命

指令管制業務担当課長 消防 松前　篤志
１　指令情報センター
２　その他特命

指令管制業務担当副課
長

消防 原田　勝美
・　指令管制業務等の総括
・　指令情報センターと方面隊の相互運用
・　その他特命

指令管制業務担当副課
長

消防 松田　光弘
・　指令管制業務等の総括
・　指令情報センターと方面隊の相互運用
・　その他特命

担当係長 消防 井村　誠
・　指令管制業務等
・　その他特命

担当係長 消防 山下　忍
・　指令管制業務等
・　その他特命

担当係長 消防 河野　宏和
・　指令管制業務等
・　その他特命

担当係長 消防 村橋　咲子
・　指令管制業務等
・　その他特命

担当係長 消防 河口　晋也
・　指令管制業務等
・　その他特命

担当係長 消防 谷口　浩志
・　指令管制業務等
・　その他特命
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消防局

補職 職種 氏名

救急部長 消防 田島　康男

補職 職種 氏名 事務分担

救急課長 消防 前田　達也

１　救急業務に係る企画及び調査
２  救急隊の運用
３　救急医療機関等との連絡調整
４　救急医療に係る相談
５　救急車及び救急資器材

副課長 消防 日髙　康次
・　救急課長所管業務全般
・　その他特命

担当係長 消防 辻野　純也

・　救急業務の企画及び調査
・　救急医療機関等との連絡調整
・　救急技術の研究
・　救急情報及び救急統計の総括
・　救急課の他の担当係長の主管に属しないこと

担当係長 消防 美馬　由夫
・　救急活動資器材の調査、研究及び配備
・　救急車の配備
・　その他特命

救急指導担当課長 消防 藤本　隆志

１　救急指導に係る企画及び調査
２　本部救急
３　救急活動の検証
４　救急業務に係る安全対策
５　その他特命

救急指導担当副課長 消防 勝田　育子
・　救急指導担当課長所管業務全般
・　その他特命

担当係長 消防 武本　泰典

・　救急救命士その他救急隊員の指導
・　救急活動の基準
・　救急業務の高度化
・　救急車及び救急資器材の運用指導
・　その他特命

担当係長 消防 鱧野　和士

・　本部指導救急隊の運営
・　救急救命士その他救急隊員の研修
・　救急活動の二次検証
・　その他特命

担当係長 消防 小川　幸輝

・　本部機動救急隊の運営
・　救急活動に係る部隊指揮支援
・　救急活動についての他都市、他機関等との連携
・　その他特命

担当係長 消防 松岡　篤史

・　本部機動救急隊の運営
・　救急活動に係る部隊指揮支援
・　救急活動についての他都市、他機関等との連携
・　その他特命

担当係長（兼）
〈北消防署救急対策
担当司令兼務〉

消防 永田　行平
・　救急活動の検証
・　その他特命

担当係長（兼）
〈中央消防署救急対策
担当司令兼務〉

消防 瀬川　司朗
・　救急活動の検証
・　その他特命

救急部（職員数55人）

救急課（職員数55人）
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消防局

担当係長（兼）
〈西消防署救急対策
担当司令兼務〉

消防 熊谷　武志
・　救急活動の検証
・　その他特命

担当係長（兼）
〈浪速消防署救急対策
担当司令兼務〉

消防 野尻　浩一
・　救急活動の検証
・　その他特命

担当係長（兼）
〈東淀川消防署救急対策
担当司令兼務〉

消防 佐野　洋
・　救急活動の検証
・　その他特命

担当係長（兼）
〈平野消防署救急対策
担当司令兼務〉

消防 南野　浩
・　救急活動の検証
・　その他特命

担当係長（兼）
〈西成消防署救急対策
担当司令兼務〉

消防 仲内　道雄
・　救急活動の検証
・　その他特命

救急施策担当課長 消防 下垣内　直紀

１　救急施策の企画及び調整
２　救急医療機関等との連携及び協議の実施
３　救急安心センター
４  予防救急に係る調査、研究及び企画
５　その他特命

救急施策担当副課長 消防 木下　哲男
・　救急施策担当課長所管業務全般
・　その他特命

担当係長 消防 舩山　広
・　救急施策の企画及び調整
・　救急医療機関等との連携及び協議の実施
・　その他特命

担当係長 消防 中居　弓恵

・　救急業務全般の普及啓発
・　予防救急
・　民間の患者等搬送事業の指導及び認定
・　その他特命

担当係長 消防 大西　幸世
・　救急安心センター
・　その他特命

担当係長 消防 池田　和美
・　救急安心センター
・　その他特命
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消防局

補職 職種 氏名 事務分担

消防署長 消防 藤田　𠮷仁
１　消防署事務等の統括　
２　所属の消防職員の指揮監督

副署長 消防 山崎　重和 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 本池　圭蔵 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 上村　雄一郎 ・　消防署所管業務全般

管理担当司令 消防 三井　悦司
・　管理関係事務全般
・　その他特命

地域担当司令 消防 岡田　利道
・　地域関係事務全般
・　その他特命

予防担当司令 消防 花島　友和
・　予防関係事務全般
・　その他特命

担当司令[違反是正] 消防 西村　直子

・　予防関係事務のうち消防対象物の査察及び法
令違反消防対象物の処理
・　予防担当職員研修（違反是正）
・　その他特命

担当司令[防火対象物] 消防 猪井　裕幸

・　予防関係事務のうち次に掲げるもの
　(１)　防火管理及び防災管理
　(２)　消防用設備等の事前相談事務及び維持管
理の指導
　(３)　建築確認等に係る同意及び指導
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 早川　眞義

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 一木　邦彦

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

出張所担当司令
[南森町]

消防 堀江　順一
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[南森町]

消防 時信　安孝
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[浮田]

消防 柿内　浩次
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[浮田]

消防 清水　和幸
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[与力]

消防 村田　康光
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[与力]

消防 池田　大輔
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[梅田]

消防 若松　翔
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

北消防署（職員数190人）
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消防局

出張所担当司令
[梅田]

消防 石井　延明
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[本庄]

消防 泉　敏昭
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[本庄]

消防 松下　弘和
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[大淀町]

消防 磯田　馨
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[大淀町]

消防 荒木　和敏
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

救急担当司令
〈救急部救急課担当係長
兼務〉

消防 永田　行平
・　救急活動の検証
・　その他特命

救急担当司令 消防 太田　真司
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救急担当司令 消防 中江　康治
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令
<警防部警防課担当係長
兼務>

消防 岸本　晃
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令
<警防部警防課担当係長
兼務>

消防 西本　隆史
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

補職 職種 氏名 事務分担

消防署長 消防 中山　健
１　消防署事務等の統括　
２　所属の消防職員の指揮監督

副署長 消防 松井　勝 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 寺浦　彰展 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 西田　秀光 ・　消防署所管業務全般

管理担当司令 消防 勝木　秀治
・　管理関係事務全般
・　その他特命

地域担当司令 消防 中村　直紀
・　地域関係事務全般
・　その他特命

予防担当司令 消防 森原　秀明
・　予防関係事務全般
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 堀川　昌宏

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

都島消防署（職員数102人）
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消防局

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 岡本　英樹

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

出張所担当司令
[高倉]

消防 中嶋　典明
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[高倉]

消防 武田　勝
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[東野田]

消防 田中　修
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[東野田]

消防 大門　正人
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

救急担当司令 消防 國見　政照
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救急担当司令 消防 福島　弘和
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令
<警防部警防課担当係長
兼務>

消防 小深田　将
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令
<警防部警防課担当係長
兼務>

消防 内田　健一
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

補職 職種 氏名 事務分担

消防署長 消防 下正　博之
１　消防署事務等の統括　
２　所属の消防職員の指揮監督

副署長 消防 松木　大介 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 上垣　将一 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 宮本　浩一 ・　消防署所管業務全般

管理担当司令 消防 阪田　卓史
・　管理関係事務全般
・　その他特命

地域担当司令 消防 遠藤　勝巳
・　地域関係事務全般
・　その他特命

予防担当司令 消防 宮島　敏雄
・　予防関係事務全般
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 林　祐次

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 四宮　達也

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

出張所担当司令
[上福島]

消防 西浦　靖典
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

福島消防署（職員数112人）
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消防局

出張所担当司令
[上福島]

消防 高津　義広
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[海老江]

消防 坂口　光司
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[海老江]

消防 宮本　正孝
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

救急担当司令 消防 石田　浩
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救急担当司令 消防 面川　弘次
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令 消防 副島　大輔
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令 消防 今村　誠
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

補職 職種 氏名 事務分担

消防署長 消防 松倉　良友
１　消防署事務等の統括　
２　所属の消防職員の指揮監督

副署長 消防 赤松　京輝 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 藤岡　毅 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 長谷川　崇 ・　消防署所管業務全般

管理担当司令 消防 北田　真一
・　管理関係事務全般
・　その他特命

地域担当司令 消防 石倉　昌幸
・　地域関係事務全般
・　その他特命

予防担当司令 化学 川端　康紀
・　予防関係事務全般
・　その他特命

担当司令[危険物] 消防 武田　伸弘
・　予防関係事務のうち危険物等の保安及び規制
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 中塚　裕

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 小東　峰昭

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

出張所担当司令
[桜島]

消防 濱正　訓史
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[桜島]

消防 楠田　貴彦
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[西九条]

消防 中西　健之
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[西九条]

消防 松田　豊
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

此花消防署（職員数112人）

524



消防局

救急担当司令 消防 桝見　良一
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救急担当司令 消防 西村　琢
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令
<警防部警防課担当係長
兼務>

消防 岩﨑　勇人
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令
<警防部警防課担当係長
兼務>

消防 澤　健一郎
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

補職 職種 氏名 事務分担

消防署長 消防 北口　正
１　消防署事務等の統括　
２　所属の消防職員の指揮監督

副署長 消防 萩原　実 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 北岡　秀朗 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 山尾　伸平 ・　消防署所管業務全般

管理担当司令 消防 八木　雅彦
・　管理関係事務全般
・　その他特命

地域担当司令 消防 畠山　裕幸
・　地域関係事務全般
・　その他特命

予防担当司令 消防 中西　淳
・　予防関係事務全般
・　その他特命

担当司令[違反是正] 消防 井上　有香

・　予防関係事務のうち消防対象物の査察及び法
令違反消防対象物の処理
・　予防担当職員研修（違反是正）
・　その他特命

担当司令[防火対象物] 消防 油谷　晃

・　予防関係事務のうち次に掲げるもの
　(１)　防火管理及び防災管理
　(２)　消防用設備等の事前相談事務及び維持管
理の指導
　(３)　建築確認等に係る同意及び指導
・　その他特命

担当司令[防火対象物] 消防 川崎　博嗣

・　予防関係事務のうち次に掲げるもの
　(１)　防火管理及び防災管理
　(２)　消防用設備等の事前相談事務及び維持管
理の指導
　(３)　建築確認等に係る同意及び指導
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 藤本　英司

・  警防関係事務全般
・  火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・  その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 新垣　浩

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

出張所担当司令
[東雲]

消防 櫻井　義明
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

中央消防署（職員数164人）

525



消防局

出張所担当司令
[東雲]

消防 庄司　光良
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[道頓堀]

消防 川下　陽平
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[道頓堀]

消防 岩崎　広雄
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[南阪町]

消防 清水　竜彦
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[南阪町]

消防 河合　拓郎
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[上町]

消防 伊藤　真一
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[上町]

消防 福島　大雅
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

救急担当司令（兼）
〈救急部救急課担当係長
兼務〉

消防 瀬川　司郎
・　救急活動の検証
・　その他特命

救急担当司令 消防 佐藤　憲悟
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救急担当司令 消防 日田　吉信
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令
<警防部警防課担当係長
兼務>

消防 小南　靖典
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令
<警防部警防課担当係長
兼務>

消防 松尾　武明
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

補職 職種 氏名 事務分担

消防署長 消防 山本　博文
１　消防署事務等の統括　
２　所属の消防職員の指揮監督

副署長 消防 和田　喜秀 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 髙井　伸一 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 芦田　直浩 ・　消防署所管業務全般

管理担当司令 消防 渡邉　孝
・　管理関係事務全般
・　その他特命

地域担当司令 消防 河﨑　学
・　地域関係事務全般
・　その他特命

予防担当司令 消防 徳田　泰貴
・　予防関係事務全般
・　その他特命

西消防署（職員数113人）

526



消防局

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 阪口　義博

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 山城　稔

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

出張所担当司令
[新町]

消防 今村　和弘
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[新町]

消防 桑原　章
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[江戸堀]

消防 西山　智
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[江戸堀]

消防 栗田　栄司
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

救急担当司令（兼）
〈救急部救急課担当係長
兼務〉

消防 熊谷　武志
・　救急活動の検証
・　その他特命

救急担当司令 消防 堀内　治
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救急担当司令 消防 貞光　慎介
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令
<警防部警防課担当係長
兼務>

消防 滝　憲治
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令
<警防部警防課担当係長
兼務>

消防 名越　公計
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

補職 職種 氏名 事務分担

消防署長 消防 岩本　正剛
１　消防署事務等の統括　
２　所属の消防職員の指揮監督

副署長 消防 森本　義夫 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 寺本　友明 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 山戸　保友 ・　消防署所管業務全般

管理担当司令 消防 杉本　成彦
・　管理関係事務全般
・　その他特命

地域担当司令 消防 牧野　貢
・　地域関係事務全般
・　その他特命

予防担当司令 消防 中西　正則
・　予防関係事務全般
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 田宮　弘介

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

港消防署（職員数78人）

527



消防局

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 森川　秀明

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

出張所担当司令
[田中]

消防 藤本　優
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[田中]

消防 小田　聡
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

救急担当司令 消防 浦西　寛
・　救急活動の検証
・　その他特命

救急担当司令 消防 辻本　哲也
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令 消防 土井　陵
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令 消防 内藤　亮一
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

補職 職種 氏名 事務分担

消防署長 消防 植松　幸広
１　消防署事務等の統括　
２　所属の消防職員の指揮監督

副署長 消防 大西　恭矩 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 辻井　貴尋 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 江藤　兆一 ・　消防署所管業務全般

管理担当司令 消防 花谷　耕次
・　管理関係事務全般
・　その他特命

地域担当司令 消防 田中　宣寿
・　地域関係事務全般
・　その他特命

予防担当司令 消防 安井　真吾
・　予防関係事務全般
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 梶原　雄治

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 長谷川　秀夫

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

出張所担当司令
[泉尾]

消防 藤本　純二
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[泉尾]

消防 大松　康真
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[鶴町]

消防 木野　武志
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

大正消防署（職員数112人）

528



消防局

出張所担当司令
[鶴町]

消防 日恵野　邦彦
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

救急担当司令 消防 宮﨑　百合
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救急担当司令 消防 柳ヶ瀬　弘宜
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令
<警防部警防課担当係長
兼務>

消防 光山　将太郎
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令
<警防部警防課担当係長
兼務>

消防 奥田　武史
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

　

補職 職種 氏名 事務分担

消防署長 消防 居波　安彦
１　消防署事務等の統括　
２　所属の消防職員の指揮監督

副署長 消防 宮嵜　重樹 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 越智　聖一 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 片野田　雅哉 ・　消防署所管業務全般

管理担当司令 消防 藤井　信哉
・　管理関係事務全般
・　その他特命

地域担当司令 消防 國樹　秀延
・　地域関係事務全般
・　その他特命

予防担当司令 消防 千々岩　剛
・　予防関係事務全般
・　その他特命

警防担当司令 消防
警防担当司令
〈警防部司令課
担当係長兼務〉

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

警防担当司令 消防
警防担当司令
〈警防部司令課
担当係長兼務〉

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

出張所担当司令
[元町]

消防 辰巳　正
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[元町]

消防 村田　和隆
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

救急担当司令 消防 福井　誠
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救急担当司令 消防 藤山　祐実
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令 消防 田中　秀一
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

天王寺消防署（職員数87人）

529



消防局

救助担当司令 消防 永田　靖史
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

補職 職種 氏名 事務分担

消防署長 消防 松下　龍二郎
１　消防署事務等の統括　
２　所属の消防職員の指揮監督

副署長 消防 鈴木　弘司 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 八條　正美 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 中島　康裕 ・　消防署所管業務全般

管理担当司令 消防 藤山　圭典
・　管理関係事務全般
・　その他特命

地域担当司令 消防 山田　達也
・　地域関係事務全般
・　その他特命

予防担当司令 消防 坂出　充
・　予防関係事務全般
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 笠井　明

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 米原　克律

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

出張所担当司令
[恵比須]

消防 平田　雄司
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[恵比須]

消防 稲谷　泰徳
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[立葉]

消防 丸山　綾
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[立葉]

消防 味山　貴之
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[浪速]

消防 田中　真巳
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[浪速]

消防 大野　泰伸
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

救急担当司令（兼）
〈救急部救急課担当係長
兼務〉

消防 野尻　浩一
・　救急活動の検証
・　その他特命

救急担当司令 消防 中村　隆
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救急担当司令 消防 佐々木　良介
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

浪速消防署（職員数154人）
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消防局

救助担当司令 消防 堂本　昌裕
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令 消防 坂田　秀徳
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

補職 職種 氏名 事務分担

消防署長 消防 井上　光敏
１　消防署事務等の統括　
２　所属の消防職員の指揮監督

副署長 消防 後藤　俊明 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 奥村　英卓 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 渡辺　浩樹 ・　消防署所管業務全般

管理担当司令 消防 大原　淳
・　管理関係事務全般
・　その他特命

地域担当司令 消防 相田　光一
・　地域関係事務全般
・　その他特命

予防担当司令 消防 年岡　美佳
・　予防関係事務全般
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 中山　登志生

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 佐野　文彦

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

出張所担当司令
[佃]

消防 長船　勇毅
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[佃]

消防 神屋　剛洋
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[大和田]

消防 上奥　真吾
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[大和田]

消防 川勝　三朗
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[竹島]

消防 加原　信也
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[竹島]

消防 福井　克巳
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

救急担当司令 消防 田中　武久
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

西淀川消防署（職員数111人）
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消防局

救急担当司令 消防 古市　禎久
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令 消防 三谷　延之
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令 消防 石井　直希
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

補職 職種 氏名 事務分担

消防署長 消防 三浦　敏也
１　消防署事務等の統括　
２　所属の消防職員の指揮監督

副署長 消防 港　守 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 片山　和雄 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 上野　正人 ・　消防署所管業務全般

管理担当司令 消防 錫木　浩美
・　管理関係事務全般
・　その他特命

地域担当司令 消防 井上　輝昭
・　地域関係事務全般
・　その他特命

予防担当司令 消防 東浦　宏和
・　予防関係事務全般
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 大橋　一仁

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 山本　肇

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

出張所担当司令
[十三橋]

消防 福満　晃大
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[十三橋]

消防 小澤　豊
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[加島]

消防 増田　隆彦
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[加島]

消防 中井　貴士
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[東三国]

消防 秋野　俊也
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[東三国]

消防 仲谷　浩次
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

救急担当司令 消防 𠮷田　成寿
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救急担当司令 消防 橋口　順一
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

淀川消防署（職員数138人）
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消防局

救助担当司令
<警防部警防課担当係長
兼務>

消防 金光　倫和
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令
<警防部警防課担当係長
兼務>

消防 薪先　友宏
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

補職 職種 氏名 事務分担

消防署長 消防 居垣　裕之
１　消防署事務等の統括　
２　所属の消防職員の指揮監督

副署長 消防 木南　尊嗣 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 坂口　昇 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 西井　克豊 ・　消防署所管業務全般

管理担当司令 消防 上田　実人
・　管理関係事務全般
・　その他特命

地域担当司令 消防 安東　秀記
・　地域関係事務全般
・　その他特命

予防担当司令 消防 林　秀樹
・　予防関係事務全般
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 村野　健司

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 大塚　敏弘

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

出張所担当司令
[柴島]

消防 林　孝司
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[柴島]

消防 阿蘇　大
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[小松]

消防 林　秀喜
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[小松]

消防 阪口　和好
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[西淡路]

消防 三橋　茂夫
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[西淡路]

消防 知野　貴文
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[豊里]

消防 中村　宏
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

東淀川消防署（職員数148人）
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消防局

出張所担当司令
[豊里]

消防 奥　章男
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[井高野]

消防 上村　和之
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[井高野]

消防 石川　修二
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

救急担当司令（兼）
〈救急部救急課担当係長
兼務〉

消防 佐野　洋
・　救急活動の検証
・　その他特命

救急担当司令 消防 重松　伸治
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救急担当司令 消防 島津　原人
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令 消防 村上　公俊
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令 消防 大橋　健郎
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

補職 職種 氏名 事務分担

消防署長 消防 德野　健司
１　消防署事務等の統括　
２　所属の消防職員の指揮監督

副署長 消防 藤田　孝行 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 藤岡　敦司 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 桝井　寿 ・　消防署所管業務全般

管理担当司令 消防 豊島　靖人
・　管理関係事務全般
・　その他特命

地域担当司令 消防 草野　隆広
・　地域関係事務全般
・　その他特命

予防担当司令 消防 山副　進一
・　予防関係事務全般
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 村井　勝

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 砂川　修二

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

出張所担当司令
[中本]

消防 小川　一人
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[中本]

消防 伊藤　靖彦
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[深江]

消防 柴地　克昭
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

東成消防署（職員数111人）
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消防局

出張所担当司令
[深江]

消防 田中　義和
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

救急担当司令 消防 山下　元一
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救急担当司令 消防 和田　有樹
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令
<警防部警防課担当係長
兼務>

消防 野中　修二
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令
<警防部警防課担当係長
兼務>

消防 辻　明人
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

補職 職種 氏名 事務分担

消防署長 消防 髙橋　卓司
１　消防署事務等の統括　
２　所属の消防職員の指揮監督

副署長 消防 八木　祥文 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 杉本　朗義 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 松本　和博 ・　消防署所管業務全般

管理担当司令 消防 辻　泰司
・　管理関係事務全般
・　その他特命

地域担当司令 消防 河上　崇志
・　地域関係事務全般
・　その他特命

予防担当司令 消防 中谷　雅浩
・　予防関係事務全般
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 瀬尾　成生

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 中髪　哲也

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

出張所担当司令
[勝山]

消防 山田　大介
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[勝山]

消防 吉村　大三
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[中川]

消防 島田　貴典
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[中川]

消防 北田　祐治
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

生野消防署（職員数132人）
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消防局

出張所担当司令
[巽]

消防 松田　嘉之
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[巽]

消防 小谷　多賀夫
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

救急担当司令 消防 野口　収
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救急担当司令 消防 橋口　直
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令 消防 河野　稔映
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令 消防 橘本　大
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

補職 職種 氏名 事務分担

消防署長 消防 徳田　竜司
１　消防署事務等の統括　
２　所属の消防職員の指揮監督

副署長 消防 宮城　英彰 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 角山　栄一 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 東條　英史 ・　消防署所管業務全般

管理担当司令 消防 佐野　一郎
・　管理関係事務全般
・　その他特命

地域担当司令 消防 藤原　尚弘
・　地域関係事務全般
・　その他特命

予防担当司令 消防 中元　孝信
・　予防関係事務全般
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 大野　満

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 政岡　一郎

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

出張所担当司令
[新森]

消防 輪形　大志
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[新森]

消防 楢原　賢二
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[赤川]

消防 谷　光明
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[赤川]

消防 野本　貴夫
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

救急担当司令 消防 宮原　三治
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救急担当司令 消防 寺澤　一人
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

旭消防署（職員数99人）
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消防局

救助担当司令 消防 向井　佳之
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令 消防 中　裕建
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

補職 職種 氏名 事務分担

消防署長 消防 岡林　恒久
１　消防署事務等の統括　
２　所属の消防職員の指揮監督

副署長 消防 坂本　英夫 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 石部　大樹 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 木村　成寿 ・　消防署所管業務全般

管理担当司令 消防 有馬　和輝
・　管理関係事務全般
・　その他特命

地域担当司令 消防 松井　良浩
・　地域関係事務全般
・　その他特命

予防担当司令 消防 横井　晃一
・　予防関係事務全般
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 渡慶次　達夫

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 左近　究

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

出張所担当司令
[放出]

消防 金城　義和
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[放出]

消防 水谷　伸哉
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[関目]

消防 田中　博英
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[関目]

消防 遠藤　貴裕
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[中浜]

消防 線﨑　暁
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[中浜]

消防 片岡　栄次
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

救急担当司令 消防 大窪　章仁
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救急担当司令 消防 奥村　守
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令
<警防部警防課担当係長
兼務>

消防 中谷　哲也
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令
<警防部警防課担当係長
兼務>

消防 浦名　亮
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

城東消防署（職員数122人）
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消防局

補職 職種 氏名 事務分担

消防署長 消防 出水　静雄
１　消防署事務等の統括　
２　所属の消防職員の指揮監督

副署長 消防 北野　和幸 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 松口　正 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 神谷　芳之 ・　消防署所管業務全般

管理担当司令 消防 原田　敏明
・　管理関係事務全般
・　その他特命

地域担当司令 消防 山川　光洋
・　地域関係事務全般
・　その他特命

予防担当司令 消防 松永　道広
・　予防関係事務全般
・　その他特命

警防担当司令 消防 中西　太

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

警防担当司令 消防 中寺　一之

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

出張所担当司令
[今津]

消防 越智　俊夫
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[今津]

消防 宮園　健
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[茨田]

消防 高嶋　昭一
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[茨田]

消防 小倉　理史
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

救急担当司令 消防 山田　武志
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救急担当司令 消防 橘　正浩
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令 消防 天羽　雄一
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令 消防 山口　利也
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

補職 職種 氏名 事務分担

消防署長 消防 橋本　宏三
１　消防署事務等の統括　
２　所属の消防職員の指揮監督

副署長 消防 石関　哲也 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 川本　章義 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 三宅　久雄 ・　消防署所管業務全般

管理担当司令 消防 佐藤　洋
・　管理関係事務全般
・　その他特命

鶴見消防署（職員数99人）

阿倍野消防署（職員数113人）
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消防局

地域担当司令 消防 石山　一幸
・　地域関係事務全般
・　その他特命

予防担当司令 消防 山本　和明
・　予防関係事務全般
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 吉橋　龍二

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 佐藤　健二

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

出張所担当司令
[晴明通]

消防 西本　和彦
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[晴明通]

消防 秦川　卓也
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[阪南]

消防 髙田　敦史
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[阪南]

消防 松田　真史
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

救急担当司令 消防 玉宅　祥人
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救急担当司令 消防 箕島　正憲
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令
<警防部警防課担当係長
兼務>

消防 井内　雅也
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令
<警防部警防課担当係長
兼務>

消防 工藤　徹也
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

補職 職種 氏名 事務分担

消防署長 消防 高畠　良彦
１　消防署事務等の統括　
２　所属の消防職員の指揮監督

副署長 消防 山本　直紀 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 阪上　淳之助 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 山中　勉 ・　消防署所管業務全般

管理担当司令 消防 村上　直樹
・　管理関係事務全般
・　その他特命

地域担当司令 消防 谷内　成次
・　地域関係事務全般
・　その他特命

予防担当司令 消防 小柳　誠
・　予防関係事務全般
・　その他特命

住之江消防署（職員数134人）
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消防局

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 森岡　堅

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 川合　真之

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

出張所担当司令
[平林]

消防 竹田　浩二
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[平林]

消防 門畑　克之
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[加賀屋]

消防 森　貴志
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[加賀屋]

消防 若林　稔
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[南港]

消防 辻　清英
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[南港]

消防 名越　康弘
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

救急担当司令 消防 髙瀨　拓久
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救急担当司令 消防 勝川　治
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令
<警防部警防課担当係長
兼務>

消防 堀江　和志
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令
<警防部警防課担当係長
兼務>

消防 前田　祥享
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

補職 職種 氏名 事務分担

消防署長 消防 藤岡　渉
１　消防署事務等の統括　
２　所属の消防職員の指揮監督

副署長 消防 濱出　悟史 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 池邉　賢一 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 西本　明司 ・　消防署所管業務全般

管理担当司令 消防 萩原　浩司
・　管理関係事務全般
・　その他特命

地域担当司令 消防 池田　学
・　地域関係事務全般
・　その他特命

予防担当司令 消防 福田　睦
・　予防関係事務全般
・　その他特命

住吉消防署（職員数109人）
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消防局

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 羽田　正

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 端山　勝雪

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

出張所担当司令
[万代]

消防 築地　一彦
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[万代]

消防 松川　雅則
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[苅田]

消防 宮崎　武士
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[苅田]

消防 田中　信成
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

救急担当司令 消防 村松　泰治
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救急担当司令 消防 松浦　貴子
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令 消防 前川　徹
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令 消防 辻　正一
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

補職 職種 氏名 事務分担

消防署長 消防 島袋　満司
１　消防署事務等の統括　
２　所属の消防職員の指揮監督

副署長 消防 稲田　知之 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 佐藤　友宏 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 山根　誠一 ・　消防署所管業務全般

管理担当司令 消防 藤堂　修司
・　管理関係事務全般
・　その他特命

地域担当司令 消防 大西　聖生
・　地域関係事務全般
・　その他特命

予防担当司令 消防 川勝　悠介
・　予防関係事務全般
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 溝渕　弘城

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 前田　喜治

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

東住吉消防署（職員数120人）
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消防局

出張所担当司令
[北田辺]

消防 小根森　豊和
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[北田辺]

消防 林　幸徳
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[杭全]

消防 山本　雅宏
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[杭全]

消防 附田　昭義
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[矢田]

消防 藤本　聖佳
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[矢田]

消防 服部　光洋
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

救急担当司令 消防 山下　郁夫
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救急担当司令 消防 狹間　亮二
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令 消防 山口　誠
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令 消防 和田　壮太
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

補職 職種 氏名 事務分担

消防署長 消防 橋本　仁司
１　消防署事務等の統括　
２　所属の消防職員の指揮監督

副署長 消防 塩谷　晴彦 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 田中　智也 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 濱田　康人 ・　消防署所管業務全般

管理担当司令 消防 岩田　広宜
・　管理関係事務全般
・　その他特命

地域担当司令 消防 南浦　正洋
・　地域関係事務全般
・　その他特命

予防担当司令 消防 藤守　康雄
・　予防関係事務全般
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 永松　拓也

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 橘髙　雅弘

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

平野消防署（職員数159人）
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消防局

出張所担当司令
[加美]

消防 生田　賢治
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[加美]

消防 中瀬古　大樹
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[長吉]

消防 椎屋　博行
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[長吉]

消防 大山　幸夫
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[喜連]

消防 塩田　裕亮
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[喜連]

消防 照屋　信
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[加美正覚寺]

消防 林垣　保詞
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[加美正覚寺]

消防 松吉　伸明
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

救急担当司令（兼）
〈救急部救急課担当係長
兼務〉

消防 南野　浩
・　救急活動の検証
・　その他特命

救急担当司令 消防 井村　勇一
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救急担当司令 消防 佐藤　圭一
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令
<警防部警防課担当係長
兼務>

消防 田中　真也
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令
<警防部警防課担当係長
兼務>

消防 込山　隆
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

補職 職種 氏名 事務分担

消防署長 消防 中脇　進一
１　消防署事務等の統括　
２　所属の消防職員の指揮監督

副署長 消防 倉澤　律善 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 外前田　博 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 大居　拓哉 ・　消防署所管業務全般

管理担当司令 消防 五十嵐　里恵
・　管理関係事務全般
・　その他特命

地域担当司令 消防 浦山　孝康
・　地域関係事務全般
・　その他特命

西成消防署（職員数145人）
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消防局

予防担当司令 消防 倉橋　茂樹
・　予防関係事務全般
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 納谷　雅之

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 堀北　修

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

出張所担当司令
[海道]

消防 下川　浩史
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[海道]

消防 山城　紹吾
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[津守]

消防 大島　一志
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

出張所担当司令
[津守]

消防 岡井　敏博
・　警防関係事務
・　庁中取締り
・　その他特命

救急担当司令（兼）
〈救急部救急課担当係長
兼務〉

消防 仲内　道雄
・　救急活動の検証
・　その他特命

救急担当司令 消防 西岡　誠
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救急担当司令 消防 渡辺　毅
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令 消防 米澤　賢也
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令 消防 福田　哲也
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

補職 職種 氏名 事務分担

消防署長 消防 中田　和巳
１　消防署事務等の統括　
２　所属の消防職員の指揮監督

副署長 消防 小寺　輝雄 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 坂上　昇 ・　消防署所管業務全般

副署長[警防担当] 消防 伊敷　幸一 ・　消防署所管業務全般

管理担当司令 消防 上羽　直治
・　管理関係事務全般
・　その他特命

地域担当司令 消防 中嶋　和雄
・　地域関係事務全般
・　その他特命

予防担当司令 消防 奥村　典子
・　予防関係事務全般
・　その他特命

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 今井　肇

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

水上消防署（職員数76人）
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消防局

警防担当司令〈警防部司
令課担当係長兼務〉

消防 渡場　正司

・　警防関係事務全般
・　火災の原因及び損害の調査に関する事務の指
揮監督
・　その他特命

救急担当司令 消防 上田　将史
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救急担当司令 消防 田中　馨子
・　警防関係事務のうち救急業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令
<警防部警防課担当係長
兼務>

消防 谷　奏一朗
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命

救助担当司令
<警防部警防課担当係長
兼務>

消防 山本　大介
・　警防関係事務のうち救助業務の指揮監督
・　その他特命
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