
健康局

食 肉 衛 生 検 査 所

動 物 管 理 セ ン タ ー

保 健 所

健 康 推 進 部

（乳肉衛生・動物管理グ
ル ー プ ）

生 活 衛 生 課

中 央 卸 売 市 場
食 品 衛 生 検 査 所

中央卸売市場東部市場
食 品 衛 生 検 査 所

(保健医療グループ )

（地域ケアグループ）

（成人保健グループ）

（食品衛生グループ）

こころの健康センター

（健康づくりグループ）

健 康 局

総 務 部

総 務 課 ( 総 務 グ ル ー プ )

経 理 課

(人事・勤務条件グループ)

（ 経 理 グ ル ー プ ）

管 理 課

保 健 医 療 対 策 課

環 境 衛 生 監 視 課

食 品 衛 生 監 視 課

(保健事業グループ )

(医療指導グループ )

(健康栄養グループ )

(審査・給付グループ )

(企画調査グループ )

( 管 理 グ ル ー プ )

(保健情報グループ )

( 結 核 グ ル ー プ )感 染 症 対 策 課 ( 感 染 症 グ ル ー プ )

(医療法人グループ )

保 健 衛 生 検 査 所

放 射 線 技 術 検 査 所

健 康 施 策 課 ( 管 理 グ ル ー プ )

健 康 づ く り 課

（精神保健医療グループ）

（環境衛生グループ） （薬務指導グループ）
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健康局

栄 養 専 門 学 校

管 理 課

南東部生活衛生監視事
務 所

北部生活衛生監視事務
所

(食品保健グループ )( 企 画 グ ル ー プ ) (微生物保健グループ)

(都市環境グループ )

調 査 研 究 課

南西部生活衛生監視事
務 所

西部生活衛生監視事務
所

東部生活衛生監視事務
所

環 境 科 学 研 究 所

( 管 理 グ ル ー プ )
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健康局

補職 職種 氏名
局長 事務 林　明

補職 職種 氏名 事務分担

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

補職 職種 氏名
部長 事務 坂田　龍彦

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 門田　正広
１　局の文書、関係諸規程、広聴広報
２ 局業務にかかる進行管理及び連絡調整

人事・勤務条件担当課長 事務 久野　恭伸
１　局員の人事及び服務
２　勤務条件その他労務
３ 局員の福利厚生及び安全衛生管理

総務課長代理 事務 友居　和美

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

担当係長☆
【総務グループ】

事務 岩本　典子

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

担当係長
【総務グループ】

事務 井川　啓一郎

・局所管の条例・規則等関連業務
・広聴広報関連業務
・公文書公開・個人情報保護等業務
・コンプライアンス関連業務
・保健衛生事業団体との連絡調整

担当係長
【人事・勤務条件グルー
プ】

事務 広瀬　信行
・局員の人事及び服務
・勤務条件その他労務
・文書主任業務

担当係長
【人事・勤務条件グルー
プ】

事務 吉田　幸人

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

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

経理課長 事務 薦田　昌弘

１　局の予算、決算、物品の調達及び契約
2　局業務に関する総合的企画、調査及び連絡調整
3　局所管の外郭団体等の監理業務
４　局所管不動産の管理
５　局所管施設の建設及び改良(他の部の所管に属
するものを除く)

経理課長代理 事務 寺澤　昭二

・局の予算、決算、物品の調達及び契約
・局業務に関する総合的企画、調査及び連絡調
整
・局所管の外郭団体等の監理業務
・局所管不動産の管理
・局所管施設の建設及び改良(他の部の所管に
属するものを除く)

担当係長
【経理グループ】

事務 松川　幸子 ・局の予算、決算

健康局（職員数679人）

総務部（職員数29人）

総務課（職員数15人）

経理課（職員数13人）
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健康局

担当係長☆
【経理グループ】

事務 吉田　昌之

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

担当係長
【経理グループ】

事務 太田　智明

・局業務に関する総合的企画、調査及び連絡調
整
・局運営方針関係業務
・事業仕分け等に関すること
・地方分権関係業務

担当係長
【経理グループ】

建築 児玉　久夫
・局所管施設の建設及び改良
・局所管不動産の管理

担当係長
【経理グループ】

電気 奥　恵一郎
・物品の調達及び契約
・局所管施設の建設及び改良

補職 職種 氏名
部長 事務 山口　浩明

補職 職種 氏名 事務分担

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

医務監 嘱託 竹内　敏 １ 公衆衛生医師の業務に関する連絡調整
技術監
<健康推進部保健主幹兼
務>

保健 朽木　悦子 １　保健師業務の総括(専)

医務監
<生活習慣病担当医務主
幹兼務、保健所医務主幹
兼務、天王寺区役所医務
主幹兼務>

医師 撫井　賀代 １　生活習慣病対策の企画調整

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担
健康施策課長 事務 谷口　正和 １ 健康保持・増進にかかる施策の総合的企画及び調
健康施策課長代理 事務 岩崎　透 ・健康保持・増進に係る施策の総合的企画及び調整
担当係長☆
【管理グループ】

事務 中林　万智子
・地域保健に係る企画調整
・文書主任業務

担当係長
【管理グループ】

事務 中川　龍 ・保健事業の運営管理及び環境保健協会の監理

担当係長
【管理グループ】

事務 柏田　武志 ・保健業務の企画調整

保健医療計画担当課長 事務 楠亀　達彦

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

医務主幹
<こども青少年局子育て
支援部医務主幹、福島区
役所医務主幹兼務>

医師 大仲　博之 １　地域保健医療計画

医務主幹（兼）
<病院局総合医療セン
ター医務監、精神神経科
部長、総務部医務主幹兼

医師 古塚　大介
１　精神保健医療施策及び精神保健福祉センター業
務の連絡調整

医務主幹（兼）
<病院局総合医療セン
ター周産期センター部長

医師 出口　昌昭 １　周産期救急医療

担当係長
【保健医療グループ】

事務 梅田　正法 ・休日及び夜間急病診療対策

担当係長
【保健医療グループ】

事務 米田　博匡
・地域保健医療計画に係る企画調整
・桃山健康づくりゾーンの整備

担当係長
【保健医療グループ】

事務 藤本　佳子 ・地域医療にかかる企画調整

健康推進部（職員数209人）

健康施策課（職員数18人）
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健康局

保健主幹(兼)
<技術監兼務>

保健 朽木　悦子 １　保健師業務の総括(専)

担当係長
【保健医療グループ】

保健 七堂　美香 ・保健師業務の企画立案及び連絡調整

健康づくり課（職員数33人）
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

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

保健主幹 栄養 永野　七重 １ 栄養指導業務の企画調整
生活習慣病担当医務主
幹(兼)
<医務監、保健所医務主
幹、天王寺区役所医務主
幹兼務>

医師 撫井　賀代 １　生活習慣病対策の企画調整

医務主幹
<旭区役所医務主幹兼務

医師 中川　裕子 １　生活習慣病対策の企画調整

医務主幹
<保健所医務主幹、住吉
区役所医務主幹、市立総
合医療センター代謝・内
分泌内科副部長兼務>

医師 福本　まりこ １　生活習慣病対策の企画調整

医務主幹
<城東区役所医務主幹兼
務>

医師 高野　保名 １　生活習慣病対策の企画調整

医務主幹（兼）
<市立弘済院附属病院神
経内科部長兼精神神経
科部長兼務>

医師 中西　亜紀
１　生活習慣病対策の企画調整(健康的な行動の促
進)

医務主幹（兼）
<市立総合医療センター
リハビリテーション科部長
兼リハビリテーション部長

医師 山口　淳
１　生活習慣病対策の企画調整(健康的な行動の促
進)

健康づくり課長代理 事務 藏田　一成
・健康増進法に基づく保健事業の総括
・健康づくり事業の総括
・すこやか大阪21に係る企画調整

担当係長☆
【健康づくりグループ】

事務 森　千弘
・健康増進法に基づく保健事業にかかる企画調整
・健康づくり事業にかかる企画調整
・文書主任業務

担当係長
【健康づくりグループ】

栄養 金田　智子
・栄養指導業務
・食育の推進に係る企画調整

担当係長
【健康づくりグループ】

事務 塚原　和子
・健康増進に係る企画調整
・すこやか大阪21に係る企画調整

担当係長
【健康づくりグループ】

事務 堀口　正樹
・健康増進に係る企画調整
・すこやか大阪21に係る企画調整

医長
【健康づくりグループ】
<都島区役所保健福祉課
医長兼務、市立総合医療
センター代謝・内分泌内
科医長兼務>

医師 岡田　めぐみ ・生活習慣病対策の企画調整

担当係長
【成人保健グループ】

事務 林　智世子
・健康増進法に基づく健康診査事業にかかる企画立
案

担当係長
【成人保健グループ】

事務 仲埜　康代
・健康増進法に基づく健康診査事業にかかる企画立
案

担当係長
【成人保健グループ】

事務 藤田　進吾
・健康増進法に基づく健康診査事業にかかる企画立
案

生活衛生課（職員数48人）
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

生活衛生課長 薬剤 川人　優 １ 生活衛生業務の総括
保健主幹 薬剤 村山　耕治 １ 環境衛生業務の企画調整(専)
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健康局

保健主幹
<危機管理室保健主幹兼
務>

薬剤 近藤　孝幸

１　食品衛生業務の企画調整(専)
２　動物愛護管理関係業務の総括(共)
３　狂犬病予防関係業務の総括(共)
４　鳥獣保護法関係業務(共)
５ 飼育動物診療施設届出関係業務(共)

薬務担当課長 薬剤 金銅　政宏

１　薬局・薬店等の許認可・監視業務の総括
２　毒物劇物販売業の登録・監視業務の総括
３　有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法
律に関連する販売店等監視業務の総括

生活衛生課長代理 事務 小山　恭介 ・生活衛生業務の総括

担当係長☆
【環境衛生グループ】

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

担当係長
【環境衛生グループ】

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

担当係長
【環境衛生グループ】

薬剤 藤川　徹

・そ族昆虫防除にかかる企画
・旅館、公衆浴場等の監視指導にかかる企画・連絡調
整
・水道法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、墓

担当係長
【薬務指導グループ】

薬剤 松井　澄美子 ・薬務関係業務の統括

担当係長
【薬務指導グループ】

薬剤 本岡　伸介

・薬局･薬店等にかかる許認可・監視指導
・毒物劇物販売業にかかる登録・監視指導
・薬事・毒劇関係団体の指導育成
・有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
等の監視指導にかかる企画・連絡調整

担当係長
<危機管理室危機管理課
担当係長兼務>
【食品衛生グループ】

薬剤 西　康之 ・食品衛生関係業務の統括

担当係長
【食品衛生グループ】

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

担当係長
【食品衛生グループ】

薬剤 中野　有一
・食品に起因する危機管理
・食品の安全確保に関する関係機関との連絡調整

担当係長
【乳肉衛生･動物管理グ
ループ】

獣医 松村　国彦 ・乳肉衛生・動物愛護管理関係業務の統括

担当係長
【乳肉衛生･動物管理グ
ループ】

獣医 伊奈　孝浩

・動物愛護管理関係業務
・狂犬病予防関係業務
・鳥獣保護法関係業務
・飼育動物診療施設届出関係業務

担当係長
【乳肉衛生･動物管理グ
ループ】

獣医 栗山　憲英
・乳肉衛生事業
・乳肉衛生関係団体の指導育成

保健主幹(兼)
<動物管理センター保健
主幹兼務>

獣医 熊野　直人

１　動物愛護管理関係業務(共)
２　狂犬病予防関係業務(共)
３　鳥獣保護法関係業務(共)
４ 飼育動物診療施設届出関係業務(共)

保健副主幹
<中央卸売市場食品衛生
検査所長兼務>

獣医 久保　勝己 ・食品の衛生検査・調査研究

保健副主幹
<中央卸売市場東部市場
食品衛生検査所長兼務>

薬剤 奥原　潤 ・食品の衛生検査・調査研究

補職 職種 氏名 事務分担
所長（兼）
<健康推進部保健副主幹
兼務>

獣医 久保　勝己 ・検査所所管業務全般

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

中央卸売市場食品衛生検査所（職員数6人）
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健康局

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

所長（兼）
<健康推進部保健副主幹
兼務>

薬剤 奥原　　潤 ・検査所所管業務全般

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

こころの健康センター（職員数26人）
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

所長
<病院局総合医療セン
ター精神神経科副部長、
病院局住吉市民病院精
神神経科副部長兼務>

医師 以倉　康充
１　精神保健医療施策及び精神保健福祉センター業
務の総括

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

医務主幹
<病院局総合医療セン
ター精神神経科副部長

医師 田中　政宏
１　精神保健医療施策の総括補佐
２　精神保健に係る調査研究

医務主幹（兼）
<人事室医務主幹、病院
局住吉市民病院精神神
経科副部長兼務>

医師 竹内　伸江
１　精神保健医療施策の総括補佐
２　精神保健に係る調査研究

保健主幹 保健 根来　千穂
１　精神保健医療施策及び精神保健福祉センター業
務の総括
２ 普及啓発に係る企画調整

精神保健医療担当課長
代理

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

医務副主幹（兼）
＜病院局総合医療セン
ター精神神経科副部長
兼務＞

医師 引地　克仁
・精神保健に係る調査研究
・地域保健福祉活動に係る技術支援

保健副主幹 保健 北村　惠子

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

担当係長☆
【精神保健医療グルー
プ】

事務 片桐　幹雄
・関係団体の育成・連絡調整
・普及啓発に係る企画調整
・文書主任業務

担当係長
【精神保健医療グルー

事務 片山　廣明
・精神科医療体制に係る企画調整
・精神科医療に係る連絡調整

担当係長
【精神保健医療グルー

事務 細山　博文
・自立支援医療、手帳に係る企画調整
・ひきこもり相談窓口に係る企画調整

医長
【地域ケアグループ】
<病院局総合医療セン
ター精神神経科医長、病
院局住吉市民病院精神
神経科医長兼務>

医師 横小路　美貴子
・精神保健に係る調査研究
・地域保健福祉活動に係る技術支援

担当係長
【地域ケアグループ】

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

担当係長
【地域ケアグループ】

保健 金森　かずみ
・地域相談、専門相談に係る連絡調整
・精神科医療に係る連絡調整
・地域保健福祉活動に係る技術支援

担当係長
【地域ケアグループ】

保健 山田　和子
・地域生活移行支援に係る連絡調整
・職員等の教育研修に係る企画調整
・地域保健福祉活動に係る技術支援

担当係長
【地域ケアグループ】

保健 山内　幸織
・精神科医療適正化に係る連絡調整
・地域保健福祉活動に係る技術支援
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担当係長
【地域ケアグループ】

保健 植田　高子
・薬物関連問題に係る企画調整
・職員等の教育研修に係る企画調整
・地域保健福祉活動に係る技術支援

担当係長
【地域ケアグループ】

臨心 下田　裕子
・ひきこもり相談窓口に係る企画調整
・思春期関連問題に係る企画調整
・自殺防止対策に係る企画調整

食肉衛生検査所（職員数37人）
補職 職種 氏名 事務分担

所長 獣医 須田　耕平
１　と畜検査及びＢＳＥ対策、南港市場の衛生監視
２　食鳥検査
３　所の庶務業務の総括

保健副主幹 獣医 今川　精二
・と畜検査及びＢＳＥ対策
・南港市場の衛生監視
・食鳥検査

保健副主幹 獣医 澤野　芳範
・と畜検査及びＢＳＥ対策
・南港市場の衛生監視
・食鳥検査

担当係長 獣医 竹内　伸夫

・と畜検査及びＢＳＥ対策
・南港市場の衛生監視
・食鳥検査
・文書主任業務

担当係長 獣医 大賀　康弘
・と畜検査及びＢＳＥ対策
・南港市場の衛生監視
・食鳥検査

動物管理センター（職員数32人）
補職 職種 氏名 事務分担

所長 獣医 真田　秀一 １ 動物管理センター所管業務の総括

保健主幹
<健康推進部保健主幹兼
務>

獣医 熊野　直人

１　動物愛護管理関係業務の総括
２　狂犬病予防関係業務の総括
３　鳥獣保護法関係業務の総括
４ 飼育動物診療施設届出関係業務の総括

保健副主幹 獣医 市川　久雄 ・動物愛護管理関係業務の総括

保健副主幹 獣医 小西　啓之
・鳥獣保護法関係業務の総括
・飼育動物診療施設届出関係業務の総括

担当係長 事務 松下　讓
・センターの庶務・企画
・文書主任業務

担当係長 獣医 軽部　大助
・動物愛護管理業務
・狂犬病予防関係業務

担当係長 獣医 大島　秀基
・動物愛護管理業務
・鳥獣保護法関係業務
・飼育動物診療施設届出関係業務

補職 職種 氏名
所長 医師 甲田　伸一

補職 職種 氏名 事務分担
北部保健医療監
<北区役所医務主幹兼務
>

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

西部保健医療監
<西区役所医務主幹兼務
>

医師 吉野　祥一
１　医師業務
２　保健及び医務に関する専門的、技術的事項に関
する業務

東部保健医療監
<中央区役所医務主幹兼
務>

医師 天津　弘二
１　医師業務
２　保健及び医務に関する専門的、技術的事項に関
する業務

南部保健医療監
<西成区役所医務主幹兼
務>

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

保健所（職員数356人）
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医務監
<環境科学研究所医務主
幹兼務、淀川区役所医務
主幹兼務>

医師 澤田　好伴 １　医師業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

管理課長 事務 藤林　博巳

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

母子保健担当医務主幹
<阿倍野区役所医務主幹
兼務・住吉市民病院小児
科副部長兼務>

医師 稲田　浩
１　母子保健業務の企画調整
２　医師業務

医務主幹
<港区役所医務主幹兼務

医師 廣田　理 １　医師業務

医務主幹
<西淀川区役所医務主幹
兼務>

医師 廣川　秀徹 １　医師業務

医務主幹
<危機管理室医務主幹兼
務、鶴見区役所医務主幹
兼務、病院局十三市民病
院内科副部長兼務>

医師 中山　浩二 １　医師業務

医務主幹
<東住吉区役所医務主幹
兼務>

医師 前野　敏也 １　医師業務

医務主幹
<此花区役所医務主幹兼
務、病院局十三市民病院
小児科副部長兼務>

医師 李　和幸 １　医師業務

保健主幹 保健 松下　恭子 １ 保健所保健師業務の企画調整業務

医務主幹（兼）
<健康局医務監兼健康推
進部生活習慣病担当医
務主幹兼務、天王寺区役
所医務主幹兼務>

医師 撫井　賀代 １　医師業務

医務主幹（兼）
<こども相談センター医務
主幹兼こども青少年局子
育て支援部医務主幹兼
務>

医師 宮村　鈴子 １　医師業務

医務主幹(兼)
<健康推進部医務主幹兼
務、住吉区役所医務主幹
兼務、病院局総合医療セ
ンター代謝・内分泌内科
副部長兼務>

医師 福本　まりこ １　医師業務

管理課（職員数71人）
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管理課長代理 事務 南隅　公美

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

医務副主幹
<生野区役所医務副主幹
兼務、病院局十三市民病
院小児科医長兼務>

医師 藤岡　弘季 ・医師業務

医務副主幹
<平野区役所医務副主幹
兼務、病院局住吉市民病
院小児科副部長兼務、こ
ども青少年局こども相談
センター医務副主幹兼務

医師 池宮　美佐子 ・医師業務

医務副主幹(兼)
<病院局総合医療セン
ター小児神経内科副部
長兼務、病院局住吉市民
病院小児科副部長兼務>

医師 岡崎　伸 ・医師業務

担当係長☆
【管理グループ】

事務 池田　香苗

・庶務業務の総括
・文書主任及び公印取扱責任者業務
・予算・決算業務の総括
・所の文書、人事、給与、衛生管理、福利厚生及び施
設管理
・所内の連絡調整

医長
<東成区役所保健福祉課
医長兼務、こども青少年
局こども相談センター医
長兼務>

医師 川尻　三枝 ・医師業務

医長
<東淀川区役所保健福祉
課医長兼務、十三市民病
院小児科医長兼務>

医師 吉田　敏子 ・医師業務

医長(兼)
<病院局十三市民病院呼
吸器内科医長兼務内科
医長兼務>

医師 洲鎌　芳美 ・医師業務

担当係長
【保健事業グループ】

事務 前田　年昭 ・保健事業業務の総括

担当係長
【保健事業グループ】

事務 貴多　貞子 ・公害保健業務

担当係長
【保健事業グループ】

事務 西岡　隆 ・難病対策業務

担当係長
【保健事業グループ】

事務 永田　康彦
・母子保健業務
・健康づくり関係業務

担当係長
【保健事業グループ】

保健 吉田　あゆみ
・保健事業に係る保健師業務の総括
・公害保健、健康づくりに係る保健師業務

担当係長
【保健事業グループ】

保健 小野　京子 ・難病対策に係る保健師業務

担当係長
【管理グループ】

事務 堤　利行 ・分室業務の総括

担当係長
【管理グループ】

医技 大津　崇 ・分室放射線業務

担当係長
【管理グループ】

保健 吉田　美保 ・分室保健指導業務

保健副主幹 栄養 村井　敦美
・栄養の改善、指導及び調査並びに関係団体の指導
育成(専)

担当係長
【健康栄養グループ】

栄養 藤原　靖之 ・栄養指導業務の総括
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担当係長
【健康栄養グループ】

栄養 北川　富貴代 ・国民健康・栄養調査の連絡調整

担当係長
【健康栄養グループ】

栄養 貴田　利秋
・給食施設指導・連絡調整・特別用途食品許可申請
・栄養表示基準・虚偽誇大広告等に関する指導
・外食栄養管理推進事業の実施・連絡調整

担当係長
【健康栄養グループ】

栄養 寺西　裕美
・大阪市食生活改善推進員協議会の指導・育成及び
連絡調整

公害健康被害補償担当
課長

事務 宇田　耕士

１　公害健康被害の補償等に関する法律に基づく審
査・認定及び補償給付業務の総括
２　小児ぜん息等医療費助成制度の総括
３　石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく
救済給付受付に係る業務の連絡調整
４　役所における公害健康被害補償・小児ぜん息等
医療費助成制度事業の調整
５　公害健康被害認定審査会に係る業務の総括

担当係長
【審査・給付グル－プ】

事務 小亀　孝

・審査、給付所管業務の総括
・公害健康被害の補償等に関する法律に基づく連絡
調整業務
・小児ぜん息等医療費助成制度業務
・健康影響調査業務
・石綿救済法関係業務

担当係長
【審査・給付グル－プ】

事務 水島　宏
・公害健康被害の補償等に関する法律に基づく審査・
認定業務
・小児ぜん息等医療費助成制度に係る助成決定業務

担当係長
【審査・給付グル－プ】

事務 小嶌　登志大

・審査、給付所管業務の総括
・公害健康被害の補償等に関する法律に基づく補償
給付業務
・小児ぜん息等医療費助成制度に係る医療費支給業

保健主幹
<保健衛生検査所長兼務

薬剤 髙橋　京子
１　検査業務の総括
２ 関係機関との連絡調整

保健副主幹
<放射線技術検査所長兼
務>

医技 小山　泰司
・放射線業務の総括
・関係機関との連絡調整

補職 職種 氏名 事務分担
所長(兼)
<保健主幹兼務>

薬剤 髙橋　京子
１　検査業務(共)
２ 関係機関との連絡調整

保健副主幹 獣医 瀬尾　史子 ・検査業務(共)
担当係長 薬剤 阿部　宏巳 ・検査業務(共)
担当係長 薬剤 須田　晋玄 ・検査業務(共)
担当係長 医技 藤村　太一郎 ・検査業務(共)
担当係長 医技 松村　恵里子 ・検査業務(共)
担当係長 医技 山田　智 ・検査業務(共)
担当係長 医技 蛇ヶ崎　美和 ・検査業務(共)

補職 職種 氏名 事務分担
所長(兼)
<保健所保健副主幹兼務

医技 小山　泰司
・放射線業務の総括
・関係機関との連絡調整

保健副主幹 医技 松田　佐賀栄
・放射線業務
・放射線技術検査所業務関係全般

担当係長 医技 橋本　義啓

・放射線業務
・胃部検診車及び胸部検診車における放射線業務の
管理業務
・医療法放射線関係立入検査の管理業務
・管理区域線量測定の管理業務

担当係長 医技 長野　道治

・放射線業務
・保健福祉センターにおける放射線業務の管理業務
（肺がん検診の放射線業務を含む）
・接触者健診関係放射線業務の管理業務

保健衛生検査所（職員数16人）

放射線技術検査所（職員数21人）
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担当係長 医技 齊藤　正典
・放射線業務
・マンモグラフィ検診車における放射線業務の管理業
務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

保健医療対策課長 事務 岡本　信司

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

医療安全担当医務主幹
<住之江区役所医務主幹
兼務>

医師 今井　龍也 １　医療安全関係業務

保健医療対策課長代理 事務 （空）

・医療法その他医務関係法令事務
・保健情報関係業務
・保健サービス事業評価
・大阪ヘルスジャンボリー等啓発業務
・庶務及び連絡調整業務

副参事兼担当係長☆
【医療指導グループ】

事務 越智　輝久

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

担当係長
【医療指導グループ】

事務 田中　清一
・病院・診療所の医療法に基づく申請事務、立入検査
(東部方面）

担当係長
【医療指導グループ】

事務 小山　敏彦
・病院・診療所の医療法に基づく申請事務、立入検査
(南部方面）

担当係長
【医療指導グループ】

事務 横田　太治
・病院・診療所の医療法に基づく申請事務、立入検査
(西部方面）

担当係長
【医療指導グループ】

事務 黒田　賢二
・病院・診療所の医療法に基づく申請事務、立入検査
(北部方面）

担当係長
【医療指導グループ】

事務 村岡　正彦
・病院・診療所の医療法に基づく申請事務、立入検査
(東部方面）

担当係長
【医療指導グループ】

薬剤 齊藤　尚子
・病院・診療所の医療法に基づく申請事務、立入検査
(東部方面）

医療法人監理担当課長
代理

事務 清原　健介
・医療法人の認可等業務
・病院の許可・届出事務

担当係長
【医療法人グループ】

事務 上野　浩一
・医療法人業務の総括
・医療法人の認可等業務
・病院の許可・届出事務

担当係長
【医療法人グループ】

事務 岸口　庄吾
・医療法人の認可等業務
・病院の許可・届出事務

担当係長
【医療法人グループ】

事務 稲森　知咲
・医療法人の認可等業務
・病院の許可・届出事務

担当係長
【保健情報グループ】

事務 川上　美奈子
・保健情報業務の総括
・人口動態調査関係業務
・保健福祉統計表作成業務

担当係長
【保健情報グループ】

事務 宮本　奉美 ・保健衛生システムの管理運用

担当係長
【保健情報グループ】

事務 三上  武志
・厚生統計調査関係業務
・各種免許関係経由事務

担当係長
【保健情報グループ】

保健 徳野　敏子 ・保健衛生情報の収集・分析・提供

担当係長
【企画調査グループ】

事務 田中　明子 ・企画調査業務の総括

担当係長
【企画調査グループ】

保健 高橋　峰子
・保健サービス事業評価
・技術支援・地区診断

担当係長
【企画調査グループ】

栄養 金岡　有奈
・大阪ヘルスジャンボリー関係業務
・市民健康月間関係業務
・栄養関係等集計業務

保健医療対策課（職員数35人）
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医療施設指導担当課長 事務 佐藤　嘉之

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

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

保健副主幹 薬剤 植原　一嘉
・病院・診療所の立入検査
・医療法に係る広告制限の対応及び指導

保健副主幹 医技 笠原　英也
・病院・診療所の立入検査
・放射線装置関係業務

補職 職種 氏名 事務分担
感染症対策監 医師 松本　健二 １ 感染症対策業務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

感染症対策課長
<健康局医務監兼務>

医師 吉田　英樹

1　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律、予防接種法に基づく感染症対策の総括
２　感染症、予防接種その他疾病予防等業務の総括
３　感染症診査協議会に係る業務の総括
４　保健福祉センターにおける感染症対策担当事業
の調整及び技術的支援の総括
５　地域保健に関する広域的又は専門的な知識及び
技術を要する事業の総括

健康危機管理担当課長 事務 笹部　毅
１　健康危機管理にかかる連絡調整業務
２ 予防接種業務

感染症担当医務主幹
<危機管理室医務主幹兼
務、浪速区役所医務主幹
兼務、病院局市立十三市
民病院外科副部長兼務>

医師 半羽　宏之

1　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律、予防接種法に基づく感染症対策
２　感染症、予防接種その他疾病予防等業務
３　感染症診査協議会に係る業務
４　保健福祉センターにおける感染症対策担当事業
の調整及び技術的支援
５　地域保健に関する広域的又は専門的な知識及び
技術を要する事業

感染症対策課長代理 事務 川本　雅人

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

保健副主幹 獣医 辻本　光広 ・感染症(結核を除く)対策業務（共）
保健副主幹 保健 森河内　麻美 ・感染症対策業務(共)
保健副主幹 保健 松本　珠実 ・感染症対策（結核を除く）業務(共)
保健副主幹（兼）
<環境科学研究所研究副
主幹兼務>

研究 入谷　展弘 ・感染症の病原微生物の調査(専)

担当係長☆
【感染症グループ】

事務 村中　康一

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

担当係長
【感染症グループ】

事務 甲藤　博宣 ・予防接種（結核を除く）業務

担当係長
【感染症グループ】

事務 野崎　丈晴

・エイズ・性感染症対策業務
・感染症発生動向調査事業に係る業務
・肝炎対策業務
・被爆者援護法に係る業務

担当係長
【感染症グループ】

獣医 亀本　昌幸
・感染症(結核を除く)対策に関する情報収集、分析、
伝達業務

担当係長
【感染症グループ】

保健 青木　直美
・感染症（結核を除く））対策に関する情報収集、分
析、伝達業務
・予防接種（結核を除く）業務

担当係長
【感染症グループ】

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

感染症対策課（職員数48人）
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担当係長
【結核グループ】

事務 三代　満 ・結核対策業務の総括

担当係長
【結核グループ】

事務 古林　秀樹 ・結核対策業務

医長
【結核グループ】

医師 小向　潤 ・結核対策業務

担当係長
【結核グループ】

保健 蕨野　由佳里 ・結核対策業務

担当係長
【結核グループ】

保健 岸田　正子 ・結核対策業務

担当係長
【結核グループ】

保健 足立　礼子 ・結核対策業務

補職 職種 氏名 事務分担

生活環境担当部長 薬剤 荒西　学
１　環境衛生及び食品衛生施設の監視等に関する業
務

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

環境衛生監視課長 薬剤 伊藤　紀彦

１　墓地、埋葬等に関する法律、興行場法、旅館業
法、公衆浴場法、化製場等に関する法律、水道法、
建築物における衛生的環境の確保に関する法律、有
害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律、浄
化槽法、温泉法その他環境衛生関係法令に基づく営
業許可届出、監視指導の総括

保健副主幹 薬剤 髙岡　祥郎 ・環境衛生関係施設の許認可、監視指導業務の総括
保健副主幹 薬剤 久保　雄 ・環境衛生関係施設の許認可、監視指導業務の総括

担当係長 事務 唄　隆也
・関係機関との連絡調整
・環境衛生関係の受付、各種許可証等の作成業務
・文書主任及び公印取扱責任者業務

担当係長☆ 薬剤 井澤　純 ・環境衛生専門監視業務
担当係長 薬剤 沼田　啓介 ・環境衛生専門監視業務

補職 職種 氏名 事務分担

食品衛生監視課長 獣医 堀本　知昭
１　食品衛生法、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検
査に関する法律、その他食品衛生関係法令に基づく
食品関係施設の監視指導の総括

保健副主幹 獣医 宮前　俊一
・大規模食品関係施設等の監視指導業務の総括
（共）

保健副主幹 獣医 安福　潔
・大規模食品関係施設等の監視指導業務の総括
（共）

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

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

補職 職種 氏名 事務分担
所長
<環境局環境管理部北部
環境保全監視担当課長

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

保健主幹 薬剤 中島　三千雄
１　北部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及
び監視指導業務の遂行管理

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

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

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

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

北部生活衛生監視事務所（職員数32人）

食品衛生監視課（職員数15人）

環境衛生監視課（職員数18人）
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担当係長 薬剤 土見　日出夫
・北部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及 び
監視指導業務
・文書主任及び公印取扱責任者業務

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

補職 職種 氏名 事務分担
所長
<環境局環境管理部西部
環境保全監視担当課長
兼務>

薬剤 宮田　和一
１　西部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可権
限、事務所の管理・監督

保健副主幹 薬剤 坂本　徳裕
・西部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及び
監視指導業務の総括・遂行管理

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

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

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

補職 職種 氏名 事務分担
所長
<環境局環境管理部東部
環境保全監視担当課長
兼務>

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

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

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

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

保健副主幹 薬剤 五島 　晶
・東部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及び
監視指導業務の総括

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

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

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

担当係長 獣医 齊藤　武志
・東部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及び
監視指導業務

係主査 事務 大谷　大樹
・東部区域の環境衛生・食品衛生関係の受付、各種
許可証等の作成業務
・東部生活衛生監視事務所の庶務に関すること

補職 職種 氏名 事務分担
所長
〈環境局環境管理部南東
部環境保全監視担当課
長兼務〉

獣医 河野　富男
１　南東部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可
権限、事務所の管理・監督

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

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

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

担当係長 獣医 松岡　百合子
・南東部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及
び監視指導業務
・文書主任及び公印取扱責任者業務

東部生活衛生監視事務所（職員数36人）

西部生活衛生監視事務所（職員数21人）

南東部生活衛生監視事務所（職員数17人）
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補職 職種 氏名 事務分担
所長
<環境局環境管理部南西
部環境保全監視担当課
長兼務>

獣医 時田　敏臣
１　南西部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可
権限、事務所の管理・監督

保健副主幹 獣医 寺西　敏浩
･南西部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及
び監視指導業務の遂行管理

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

保健副主幹 薬剤 鷲尾　修一
・南西部区域の環境衛生・食品衛生施設の許認可及
び監視指導業務の総括

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

補職 職種 氏名
所長 医師 引石　文夫

補職 職種 氏名 事務分担

副所長 医師 内山　定彦
1  所内におけるﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄやGLP（検査における進
捗管理）等の精度管理の統括

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

管理課長 事務 中尾　勝彦
１　所の文書、人事、給与、予算、決算等の総括
２　所の運営管理及び運営形態検討の総括

管理課長代理 事務 曽田　芳弘
・所の文書、人事、給与、予算決算等
・所内の連絡調整及び危機管理対策
・所の運営形態検討

担当係長☆
【管理グループ】

事務 篠原　　壽

・庶務業務の総括
・総括文書主任及び公印取扱責任者業務
・所の文書、人事、給与、施設管理
・所内の連絡調整

担当係長
【管理グループ】

事務 上田　睦久 ・所の予算・決算業務の総括

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

調査研究課長 研究 山本　耕司
１　研究所業務の企画及び連絡調整の総括
２　研修及び指導の立案の総括
３ 健康事象の疫学的調査研究の総括

医務主幹（兼）
〈健康局医務監兼務、淀
川区役所医務主幹兼務>

医師 澤田　好伴 １　疫学情報

研究主幹 研究 増田　淳二
１　研究検査業務及び体制の管理運営
２　生活環境の調査研究

研究主幹 研究 後藤　薫
１　健康危機管理体制
２　研修及び指導の立案
３ 大学、他の研究機関との連携

研究副主幹 研究 藤原　康博

・情報の収集、解析及び提供
・廃棄物等の処理技術及び環境資源の再生利用技
術の研究
・文書主任業務

微生物保健担当課長 研究 長谷　篤

１　病原微生物の感染機構の解析の総括
２　感染症及び食中毒の原因及び疫学の総括
３　感染症及び食中毒予防の基礎的研究の総括
４　病原微生物の調査、研究の総括

調査研究課（職員数62人）

南西部生活衛生監視事務所（職員数18人）

環境科学研究所（職員数80人）

管理課（職員数13人）
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研究副主幹 研究 小笠原　準
・細菌感染症(専)
・細菌性食中毒(共)

研究副主幹 研究 入谷　展弘
・ウイルス感染症及びその感染機構（専）
・動物由来感染症（共）

研究副主幹 研究 阿部　仁一郎
・寄生虫感染症及びその感染機構（専）
・カビに関する業務（専）
・動物由来感染症（共）

研究主任
【微生物保健グループ】

研究 久保　英幸
・ウイルス感染症及びその感染機構（専）
・動物由来感染症（共）
・文書主任業務

研究主任
【微生物保健グループ】

研究 中村　寛海
・細菌感染症（専）
・細菌性食中毒（共）

研究主任
【微生物保健グループ】

研究 和田　崇之
・細菌感染症（結核を含む）（専）
・細菌性食中毒（共）

食品保健担当課長 研究 清水　充

１　食品衛生に係る検査業務の統括
２　健康増進法に係る許可試験業務の総括
３　生活用品、医薬品に係る業務の統括
４ 食品栄養に係る試験・調査の統括

研究副主幹 研究 山野　哲夫
・健康増進
・食品衛生
・自然毒

研究副主幹 研究 山口　之彦
・食品衛生
・健康増進
・自然毒

研究副主幹 研究 角谷　直哉
・事故・苦情品
・食品中の残留農薬

研究副主幹 研究 大嶋　智子
・家庭用品
・薬事医薬品

研究副主幹 研究 萩原　拓幸
・特定保健用食品の許可試験
・食品中の機能性成分
・食品衛生

研究主任
【食品保健グループ】

研究 仲谷　正

・食品中の有害化学物質
・事故・苦情品
・自然毒
・文書主任業務

研究主任
【食品保健グループ】

研究 尾崎　麻子
・器具・容器包装
・事故・苦情品

研究主任
【食品保健グループ】

研究 上村　聖子 ・動物用医薬品

研究主任
【食品保健グループ】

研究 紀　雅美
・遺伝子組換え食品
・アレルギー物質

都市環境担当課長 研究 西谷　隆司

１　大気質の調査分析および環境汚染防止の総括
2　室内・作業環境の分析、調査の総括
3　廃棄物等の処理・資源化技術の総括
4　臭気調査の総括

環境調査担当課長 研究 北野　雅昭

1　水質、底質、土壌分析調査及び環境汚染防止の
総括
2　飲料水等の各種用水検査及び調査の総括
3　生物の生態および衛生動物の調査の総括

研究主幹 研究 桝元　慶子
１　ヒートアイランド対策
２ 大気質の調査分析及び環境汚染防止

研究主幹 研究 西尾　孝之
１　生物の生態及び生息環境の調査
２　土壌、水質、底質の調査分析及び環境汚染防止
３ 飲料水等の各種用水検査及び調査

研究副主幹 研究 船坂　邦弘
・自動車排ガス調査及び対策
・大気質の調査分析及び環境汚染防止

研究副主幹 研究 先山　孝則
・ダイオキシン類の環境調査
・有害化学物質分析および調査

研究副主幹 研究 酒井　護
・廃棄物等の処理技術
・環境資源の再生利用

研究主任
【都市環境グループ】

研究 新矢　将尚
・河川・海域等の水質及び底質調査
・水質事故調査
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研究主任
【都市環境グループ】

研究 山﨑　一夫
・生物の生態および衛生動物の調査
・外来生物の調査
・文書主任業務

研究主任
【都市環境グループ】

研究 東條　俊樹
・ダイオキシン類の環境調査
・有害化学物質調査

研究主任
【都市環境グループ】

研究 古市　裕子
・労働衛生の試験、検査及び調査
・大気質の調査分析

研究主任
【都市環境グループ】

研究 板野　泰之
・大気質の調査分析
・光化学オキシダントの調査

研究主任
【都市環境グループ】

研究 高倉　耕一
・生物の生態及び衛生動物の調査
・外来生物の調査

研究主任
【都市環境グループ】

研究 高倉　晃人
・廃棄物処理技術
・排ガス等の調査分析

研究主任
【都市環境グループ】

研究 大島　詔
・河川・海域等の水質及び底質調査
・水辺環境調査および創造

研究主任
【都市環境グループ】

研究 加田平　賢史
・土壌、地下水汚染分析および調査
・廃棄物等処理技術

補職 職種 氏名 事務分担
学校長 嘱託 山本　攻 １ 附設栄養専門学校業務の総括
担当係長 事務 水川　幸男 ・附設栄養専門学校業務にかかる事務総括

研究副主幹 研究 中間　昭彦
・附設栄養専門学校の教務(専)
・文書主任業務

保健副主幹 栄養 櫻井　明子 ・附設栄養専門学校の教務(専)

栄養専門学校（職員数3人）
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（虐待対応グループ）

（教育相談グループ）

運 営 担 当 （管理・運営グループ） （心理相談グループ） （保健医療グループ）

（一時保護所グループ） （児童相談グループ） （里親相談グループ）
一 時 保 護 所

（障害相談グループ） （育成相談グループ）

こ ど も 相 談 セ ン タ ー

（兼：福祉局医療助成グループ）

保 育 企 画 課 （企画制度グループ） （保育料徴収グループ）

保 育 所 運 営 課 （ 運 営 グ ル ー プ ） （再編整備グループ）

阿 武 山 学 園

児 童 院

（指導・研修グループ）

（幼稚園運営企画グループ）

（放課後事業グループ）

子 育 て 支 援 部

管 理 課 （子育て支援グループ） （母子保健グループ）

こ ど も 家 庭 課 （ひとり親等支援グループ） （要保護児童グループ）

（児童福祉施設指導監査グループ）

経 理 課 （経理・調達グループ） （管財・施設グループ）

青 少 年 課 （青少年企画グループ） （こども育成事業グループ）

（ 企 画 グ ル ー プ ）

こ ど も 青 少 年 局

企 画 部

総 務 課 （ 庶 務 グ ル ー プ ） （ 人 事 グ ル ー プ ）
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補職 職種 氏名
局長 事務 内本 美奈子

補職 職種 氏名
理事
<市民局理事兼務>

事務 奥野　隆司

補職 職種 氏名
部長 事務 横関 稔

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 木村　昌司

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

総務課長代理 事務 瑞慶覧　薫

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

担当係長☆
【庶務グループ】

事務 嶋原　等

・庶務・市会関連
・文書、規定関連
・個人情報保護関連
・局事業体制

担当係長
【庶務グループ】

事務 高野　亜矢子
・広聴・広報・報道
・寄付収受・表彰

担当係長☆
【人事グループ】

事務 丹葉　浩三
・局員人事・勤務条件
・局員の研修、服務指導

担当係長
【人事グループ】

事務 三宅　俊之
・局員人事・勤務条件
・給与、福利厚生、安全衛生

企画担当課長 事務 工藤　誠
１　局事業の総合的企画
２　調査・連絡調整
３　局運営方針

企画担当課長代理 事務 迫野　京子
・局事業の総合的企画
・調査・連絡調整
・局運営方針

担当係長☆
【企画グループ】

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

担当係長
【企画グループ】

事務 小池　秀裕
・局内施策展開の総括企画・進捗管理
・局事業の連絡調整

担当係長
【企画グループ】

保育 豊福　千恵
・局事業調査研究
・次世代育成支援行動計画
・少子化対策広域連携

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

経理課長 事務 源　　俊司
１　予算・決算
２　調達・契約
３　局所管不動産の管理

施設管理担当課長代理 電気 村中　伸行
・局所管施設の整備
・局所管施設の維持管理

こども青少年局（職員数1,841人）

企画部（職員数76人）

総務課（職員数26人）

経理課（職員数29人）
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担当係長☆
【経理・調達グループ】

事務 井上　徳久 ・予算・決算

担当係長
【管材・施設グループ】

事務 藤原　博紋 ・局所管不動産の管理

担当係長
【管材・施設グループ】

事務 濵島　純
・局所管不動産の管理
・調達・契約

担当係長
【管材・施設グループ】

建築 佐々木　邦弘 ・局所管施設の整備・維持管理

担当係長
【管材・施設グループ】

建築 山﨑　優 ・局所管施設の整備

補職 職種 氏名 事務分担
青少年担当部長 事務 池上 彰一 １ 青少年施策に関すること

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

青少年課長 事務 土居　義浩

１　こども・青少年の健全育成にかかる総合企画
２　青少年の地域活動への参加促進と社会性の滋
養
３　青少年施設管理
４　こどもの安全対策
５　若者の自立支援

青少年課長代理
<こども育成事業担当課長
代理兼務>

事務 西村　隆男

・こども・青少年の健全育成にかかる総合企画
・青少年の地域活動への参加促進と社会性の滋
養
・青少年施設管理
・こどもの安全対策
・若者の自立支援

担当係長☆
【青少年企画グループ】

事務 納田　早美
・青少年施設管理
・担当業務の庶務

担当係長
【青少年企画グループ】

社教 豊田　晃
・青少年団体との連携
・青少年活動促進（成人の日記念事業等）

担当係長
【青少年企画グループ】

事務 小山　延江

・青少年非行防止対策
・こどもの安全対策
・若者の自立支援
・青少年国際交流事業

担当係長
【青少年企画グループ】

事務 小村　勝彦
・青少年指導者育成
・青少年団体との連携

こども育成事業担当課長 事務 西山　明子

１　大阪の資産・人材・公共社会資源の活用による
こどもの健全育成
２　地域における体験学習の普及によるこどもの健
全育成
３　こども文化センターの運営管理
４　上海市との児童作品交流
５　こども向け体験学習のあり方に関すること
６　塾代助成事業に関すること

こども育成事業担当課長代
理（兼）
<青少年課長代理兼務>

事務 西村　隆男

・大阪の資産・人材・公共社会資源の活用によるこ
どもの健全育成
・地域における体験学習の普及によるこどもの健全
育成
・こども文化センターの運営管理
・上海市との児童作品交流
・こども向け体験学習のあり方に関すること
・塾代助成事業に関すること

青少年課（職員数21人）
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担当係長☆
【こども育成事業グループ】

事務 松井　伸幸
・地域における体験学習の企画調整
・塾代助成事業の試行実施に関すること

担当係長
【こども育成事業グループ】

事務 松山　由紀

・民間の資産・人材の活用による体験学習
・教育・学習関連施設の活用による体験学習
・こども文化センターの管理運営
・上海市との児童作品交流
・こども向け体験学習のあり方に関すること

放課後事業担当課長 事務 青柳　毅
１　児童いきいき放課後事業
(いきいき活動、子どもの家)
２　留守家庭児童対策事業

放課後事業担当課長代理 事務 赤本　勇
・児童いきいき放課後事業
（いきいき活動、子どもの家）
・留守家庭児童対策事業

担当係長☆
【放課後事業グループ】

事務 松元　幸治
・児童いきいき放課後事業
（いきいき活動、子どもの家）
・留守家庭児童対策事業

担当係長
【放課後事業グループ】

事務 大平　眞弘 ・児童いきいき放課後事業（いきいき活動）

補職 職種 氏名
部長 事務 松本 勝己

補職 職種 氏名 事務分担

保育企画担当部長（兼）
<企画部長兼務>

事務 横関　稔
１　新たな保育制度への対応及び民間保育所施
設整備に関すること
２　市立幼稚園の管理・運営に関すること

補職 職種 氏名 事務分担

医務監
<子育て支援部医務主幹兼務、福祉局障
害者施策部医務主幹兼務、市立心身障
害者心身障害者リハビリテーションセン
ター診療所医兼務、市立総合医療セン
ター小児総合診療科副部長兼務>

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

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

管理課長 事務 稲木　徹

１　子育て支援施策の企画等
２　こども・子育ての相談・情報提供
３　地域における子育て支援
４　多様な保育サービス
５　子ども手当（児童手当）
６　母子保健

医務主幹（兼）
<健康局健康推進部医務主幹兼務、
福島区役所医務主幹兼務>

医師 大仲　博之 １　母子保健事業管理・相談業務

管理課長代理 事務 程岡　淳子

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

子育て支援部（職員数1,618人）

管理課（職員数21人）
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担当係長
【母子保健グループ】

保健 青木　理恵
・母子保健
・妊産婦・乳幼児の歯科保健

担当係長
【母子保健グループ】

保健 本田　弘美
・母子保健
・専門的家庭訪問支援事業

担当係長☆
【子育て支援グループ】

事務 新堂　豊
・子育て支援施策の企画
・児童福祉施策調査・連絡調整

担当係長
【子育て支援グループ】

事務 置田　勝久 ・児童手当（子ども手当）

担当係長
【子育て支援グループ】

保育 五十嵐　美緒子

・一時保育、休日保育、病児・病後児保育
・地域子育て支援拠点事業
・ブックスタート事業
・児童委員

担当係長
【子育て支援グループ】

福祉 岩上　高志
・各区保健福祉センター子育て支援室
・子育て支援情報提供
・子どものショートステイ

担当係長
【子育て支援グループ】

社教 田村　美加
・子育ていろいろ相談センター
・児童手当（子ども手当）

担当係長
【子育て支援グループ】

社教 笹田　愛子
・子育て活動支援事業（子ども・子育てプラザ）
・ファミリー・サポート・センター事業

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

こども家庭課長 事務 松田　晃一

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

医務主幹（兼）
<こども相談センター医務主
幹兼務、健康局保健所医
務主幹兼務>

医師 宮村　鈴子 １　要保護児童対策

こども家庭課長代理 事務 筏津　浩子

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

担当係長☆
【ひとり親等支援グループ】

事務 田村　綾子
・ひとり親自立支援
・母子福祉センター運営
・母子福祉団体

担当係長
【ひとり親等支援グループ】

事務 高島　志のぶ
・母子寡婦福祉貸付金
・母子家庭自立支援給付金
・母子住宅

担当係長
【ひとり親等支援グループ】

社教 友清  誠子 ・児童扶養手当

担当係長
【要保護児童グループ】

事務 野坂　猛夫
・要保護児童対策
・児童福祉施設（保育所を除く）の指導・措置費・徴
収金

こども家庭課（職員数17人）
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担当係長
【要保護児童グループ】

事務 森田　憲一
・児童福祉施設（保育所を除く）の整備
・児童虐待防止

担当係長
【要保護児童グループ】

保育 温井　一三
・児童福祉施設（保育所を除く）の指導・措置費
・児童虐待防止

担当係長
【要保護児童グループ】

事務 柿原　正秀
・児童福祉施設（保育所を除く）の指導・徴収金
・児童虐待防止

担当係長
【要保護児童グループ】

事務 大佐古　輝男
・児童福祉施設（保育所を除く）の整備、整備計画
・児童虐待防止

担当係長（兼）
<福祉局生活福祉部保健年
金課担当係長兼務>

事務 西川　隆行
・乳幼児医療費助成
・ひとり親医療費助成

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

保育企画課長 事務 多田　勝哉

１　保育費用の支弁
２　保育料設定
３　保育所入所
４　民間保育所の指導
５　保育所職員研修
６　児童福祉施設の栄養管理指導・食育
７　児童福祉施設の保健衛生
８　認可外保育施設指導監督
９　民間保育所施設整備
１０　認定こども園整備
１１　保育士養成校連絡調整
１２　保育実習

保育企画課長代理 事務 東田　幸浩

・保育費用の支弁
・保育料設定・徴収
・保育所入所
・民間保育所の指導
・民間保育所施設整備
・認定こども園整備

保育指導担当課長代理 保育 山﨑  八千惠

・民間保育所の指導
・保育所職員研修
・児童福祉施設の栄養管理指導・食育
・児童福祉施設の保健衛生
・保育士養成校連絡調整
・保育実習

施設指導担当課長代理 事務 板橋　清訓
・認可外保育施設指導監督
・認可外保育施設指導監督基準の制定
・児童福祉施設指導監査

担当係長☆
【企画制度グループ】

事務 高垣　幸治
・保育費用の支弁
・民間保育所の指導
・民間保育所施設整備

担当係長
【企画制度グループ】

事務 泉谷　裕一
・民間保育所施設整備
・認定こども園整備
・保育ママ事業

保育企画課（職員数43人）
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担当係長
【企画制度グループ】

事務 坪井　春彦
・民間保育所施設整備
・認定こども園整備
・新たな保育制度への対応

担当係長
【企画制度グループ】

事務 大久保　信一
・民間保育所施設整備
・認定こども園整備

担当係長
【企画制度グループ】

福祉 梅田　かおり
・保育料設定
・保育所入所

担当係長
【企画制度グループ】

消防 坂本　圭司 ・認可外保育施設指導監督

担当係長
【企画制度グループ】

保育 東岡　美穂
・認可外保育施設指導監督
・認可外保育施設指導監督基準の制定

担当係長
【指導・研修グループ】

保育 中嶋　賢美
・保育所職員研修
・保育士養成校連絡調整
・保育実習

担当係長
【指導・研修グループ】

保育 村岡　睦美 ・保育所職員研修

担当係長
【指導・研修グループ】

保育 向井　典子 ・保育所職員研修

担当係長
【指導・研修グループ】

看護 松林　裕美 ・児童福祉施設の保健衛生

担当係長
【指導・研修グループ】

栄養 黒崎　一彦 ・児童福祉施設の栄養管理指導・食育

担当係長
【指導・研修グループ】

栄養 西川　知子 ・児童福祉施設の栄養管理指導・食育

保育制度担当課長 事務 三谷　眞彦
１　新たな保育制度への対応
２　保育料徴収
３　児童福祉施設指導監査

担当係長
【保育料徴収グループ】

事務 東田　明久 ・保育料徴収

担当係長
【保育料徴収グループ】

事務 池中　信太郎
・保育料徴収
・補助金

担当係長
【児童福祉施設指導監査グ
ループ】

事務 杉ノ内　順子 ・児童福祉施設指導監査

担当係長
【児童福祉施設指導監査グ
ループ】

保育 髙木　浩美 ・児童福祉施設指導監査

幼稚園運営企画担当課長 事務 笠井　康孝

１　市立幼稚園の管理運営
２　幼児の就園奨励
３　認定こども園への対応
４　新たな保育制度への対応

事業統合担当課長代理 事務 吉田　政幸
・認定こども園への対応
・新たな保育制度への対応

担当係長
【幼稚園運営企画グルー
プ】

事務 森岡　慶喜
・市立幼稚園の管理運営
・幼児の就園奨励

担当係長
【幼稚園運営企画グルー
プ】

大阪
府

阪口　成弥
・認定こども園への対応
・新たな保育制度への対応

担当係長（兼）
<教育委員会事務局指導部
総括指導主事兼務>

教員 小磯　久美子 ・市立幼稚園運営の助言
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担当係長（兼）
<教育委員会事務局指導部
主任指導主事兼務>

教員 井谷　正美 ・市立幼稚園運営の助言

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

保育所運営課長 事務 谷口　敏
１　公立保育所管理・運営
２　公立保育所保育活動指導

保育所運営課長代理 事務 三上　雅章
・公立保育所管理・運営
・公立保育所人事・予算

保育所運営課長代理 社教 柴田　昌美
・公立保育所管理・運営
・公立保育所保育活動指導

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

副参事兼担当係長 保育 山口　明美
・公立保育所再編整備
・保育所運営・保育所活動指導

副参事兼担当係長 保育 阪田　弘子
・公立保育所再編整備
・保育所運営・保育所活動指導

副参事兼担当係長 保育 後河内　規子
・公立保育所再編整備
・保育所運営・保育所活動指導

副参事兼担当係長 保育 原田　邦子
・公立保育所再編整備
・保育所運営・保育所活動指導

担当係長☆
【運営グループ】

事務 金田　眞一
・保育所運営総括管理
・保育所職員の人事・連絡調整

担当係長
【運営グループ】

事務 牛尾　耕治 ・保育所職員の人事・連絡調整

担当係長
【運営グループ】

保育 吉田　みゆき ・障害児保育指導・運営

担当係長
【運営グループ】

保育 伊達　裕佳子 ・障害児保育指導・運営

担当係長
【運営グループ】

保育 瀬尾　登史子 ・特別保育活動の指導

担当係長
【運営グループ】

事務 中西　肇 ・保育所運営予算・決算

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

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

保育所再編整備担当課長
代理

保育 歳國　順子
・公立保育所再編整備
・公立保育所建物整備

保育所再編整備担当課長
代理

事務 平井　克昌
・公立保育所再編整備
・公立保育所建物整備

保育所再編整備担当課長
代理

事務 宮　臣司
・公立保育所再編整備
・公立保育所建物整備

保育所再編整備担当課長
代理

事務 河本　哲也
・公立保育所再編整備
・公立保育所建物整備

担当係長
【再編整備グループ】

事務 森川　敦彦 ・保育所整備・保育活動連絡調整

担当係長
【再編整備グループ】

事務 横山　秀昭 ・保育所整備・保育活動連絡調整

担当係長
【再編整備グループ】

事務 奥村　朋之 ・保育所整備・保育活動連絡調整

担当係長
【再編整備グループ】

事務 松井　一生 ・保育所整備・保育活動連絡調整

保育所運営課（職員数1,477人）
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担当係長
【再編整備グループ】

事務 和田　幸一 ・保育所整備・保育活動連絡調整

担当係長
【再編整備グループ】

保育 稲垣　美智子 ・保育所整備・保育活動連絡調整

担当係長
【運営グループ】

看護 栁井　朋子 ・保育所整備・保育活動連絡調整

副参事兼担当係長 保育 三浦　さよ子
・千本保育所長
・保育所運営・保育所活動指導

副参事兼担当係長 保育 鹿島　照子
・十三保育所長
・保育所運営・保育所活動指導

副参事兼担当係長 保育 玉田　典代
・梅本保育所長
・保育所運営・保育所活動指導

副参事兼担当係長 保育 興津　順子
・小田町保育所長
・保育所運営・保育所活動指導

副参事兼担当係長 保育 村瀬　和栄
・鷹合保育所長
・保育所運営・保育所活動指導

副参事兼担当係長 保育 北本　二三子
・味原保育所長
・保育所運営・保育所活動指導

副参事兼担当係長 保育 沼野　百合子
・瓜破保育所長
・保育所運営・保育所活動指導

副参事兼担当係長 保育 米田　敦子
・関目保育所長
・保育所運営・保育所活動指導

担当係長 保育 小野 治美 ・大淀保育所長
担当係長 保育 前濱 明美 ・御幸保育所長
担当係長 保育 山名田 文代 ・毛馬保育所長
担当係長 保育 真部 都史子 ・野田保育所長
担当係長 保育 杉本 則子 ・海老江保育所長
担当係長 保育 竹村 多美子 ・高見町保育所長
担当係長 保育 野方 雅子 ・酉島保育所長
担当係長 保育 鈴木 雅子 ・南大江保育所長
担当係長 保育 打樋 明子 ・西保育所長
担当係長 保育 片岡 ルリ ・八幡屋保育所長
担当係長 保育 織田 由子 ・磯路保育所長
担当係長 保育 國分 政子 ・大浪保育所長
担当係長 保育 飯沼 京子 ・大正北保育所長
担当係長 保育 日野 年子 ・北恩加島保育所長
担当係長 保育 渡辺 美鶴穂 ・大正保育所長
担当係長 保育 土岐 貴美子 ・鶴町保育所長
担当係長 保育 力武 惠子 ・千島保育所長
担当係長 保育 原野 章子 ・天王寺保育所長
担当係長 保育 松田 春美 ・浪速第１保育所長
担当係長 保育 江野 昌子 ・浪速第５保育所長
担当係長 保育 山田 加代 ・広田保育所長
担当係長 保育 新井 三和子 ・日東南保育所長
担当係長 保育 新津 保子 ・大国保育所長
担当係長 保育 井　育代 ・柏里保育所長
担当係長 保育 庄村 いずみ ・姫島保育所長
担当係長 保育 福田 あや子 ・出来島保育所長
担当係長 保育 須上 恭子 ・大和田保育所長
担当係長 保育 村上 優子 ・佃保育所長
担当係長 保育 重松 弥生 ・三国保育所長
担当係長 保育 田中 幸子 ・加島第１保育所長
担当係長 保育 丹羽 昇子 ・木川第１保育所長
担当係長 保育 阪上 三鈴 ・西大道保育所長
担当係長 保育 渡邊 富子 ・西淡路第１保育所長
担当係長 保育 岡藤 美惠子 ・西淡路第２保育所長
担当係長 保育 前原 千秋 ・豊里第１保育所長
担当係長 保育 宮原 慶子 ・あすか保育所長
担当係長 保育 柴田 なみ子 ・南江口保育所長
担当係長 保育 星野 典子 ・日之出保育所長
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担当係長 保育 葭田野 さよ ・南方保育所長
担当係長 保育 増井 喜美代 ・東小橋保育所長
担当係長 保育 森川 美智子 ・北中本保育所長
担当係長 保育 原　由美子 ・南生野保育所長
担当係長 保育 澤村 美恵子 ・鶴橋保育所長
担当係長 保育 中道 久美子 ・生野保育所長
担当係長 保育 山本 明美 ・中川保育所長
担当係長 保育 李　月乃 ・生江保育所長
担当係長 保育 伊藤 淑子 ・森小路保育所長
担当係長 保育 山本 三千子 ・大宮第１保育所長
担当係長 保育 新屋 晃代 ・清水保育所長
担当係長 保育 西村 弘美 ・両国保育所長
担当係長 保育 渡辺 美佐岐 ・赤川保育所長
担当係長 保育 浜﨑 朋子 ・鯰江保育所長
担当係長 保育 西森 保子 ・鴫野保育所長
担当係長 保育 竹内 まさみ ・東中浜保育所長
担当係長 保育 出来場 恭子 ・茨田第１保育所長
担当係長 保育 三浦 惠津子 ・茨田大宮保育所長
担当係長 保育 有田 マツ枝 ・高松保育所長
担当係長 保育 上村 節子 ・阪南保育所長
担当係長 保育 中道 麻美子 ・北加賀屋保育所長
担当係長 保育 小佐野  喜美恵 ・御崎保育所長
担当係長 保育 松下 りえ子 ・浜口保育所長
担当係長 保育 阪口 順子 ・住吉保育所長
担当係長 保育 古閑丸 朋子 ・住吉乳児保育所長
担当係長 保育 小原 孝子 ・浅香東保育所長
担当係長 保育 高田 幸代 ・苅田南保育所長
担当係長 保育 伊藤 純子 ・万領保育所長
担当係長 保育 米田 清美 ・矢田第３保育所長
担当係長 保育 友永 直子 ・矢田教育の森保育所長
担当係長 保育 岡田  洋子 ・加美第１保育所長
担当係長 保育 唐澤 智恵子 ・加美第２保育所長
担当係長 保育 川原  啓子 ・長吉第１保育所長
担当係長 保育 肥田  利恵子 ・長吉第２保育所長
担当係長 保育 小林 操 ・喜連保育所長
担当係長 保育 炭野 眞喜子 ・橘保育所長
担当係長 保育 工藤 喜美子 ・天下茶屋保育所長
担当係長 保育 西野 千里 ・長橋第２保育所長
担当係長 保育 早野 久美子 ・長橋第５保育所長
担当係長 保育 吉田 早苗 ・北津守保育所長
担当係長 保育 山本 廣子 ・松之宮保育所長
担当係長 保育 野本 福子 ・南津守保育所長
担当係長 保育 江川 睦美 ・松通保育所長
担当係長 保育 坂上  由架利 ・山王保育所長

補職 職種 氏名 事務分担

園長 事務 田宮　雄介
１　施設運営・管理
２　入所児童処遇・指導監督

副園長 児専 林　功三
・施設運営・管理
・入所児童処遇・指導

担当係長☆ 事務 三木　靖史 ・施設運営管理

担当係長 児専 来田　義英
・入所児童自立支援総括
・児童自立支援施設との連絡調整

担当係長 児専 武部　正実 ・作業指導・就労指導業務

担当係長 児専 松井　正宣 ・入所児童生活指導・自立支援活動指導

担当係長 児専 浅川　孝之
・入所児童生活・処遇指導
・退所児童への相談援助の総括・調査研究

補職 職種 氏名 事務分担
児童院（職員数22人）

阿武山学園（職員数33人）
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院長 福祉 青木　正博
１　施設運営・管理
２　入所児童処遇・指導監督

副院長 臨心 中嶌　眞知子
・入所児童生活指導
・施設運営・管理

担当係長☆ 事務 重崎　達人
・施設管理運営
・阿波座センタービル管理運営

担当係長 保育 松谷　百美香
・入所児童家庭支援
・生活指導の査察指導

担当係長 事務 毛利　啓栄
・入所児童処遇
・生活指導の査察指導

担当係長 臨心 高下　洋之 ・入通所児童の心理判定・治療

補職 職種 氏名
所長 福祉 阪脇 裕二

補職 職種 氏名
副所長 福祉 市村 好弘

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

運営担当課長◎ 事務 杉谷　英行
１　こども相談センター運営総括
２　こども相談センター事業の総括

運営担当課長代理 福祉 石川　千惠子
・こども相談センターの運営管理
・関係機関・団体連絡調整

担当係長☆
【管理・運営グループ】

社教 久山　真紀
・センターの予算管理、企画、研修
・センターの庁舎管理、連絡調整

担当係長☆
【管理・運営グループ】

事務 森川　貴之 ・センターの庶務総括、運営管理全般

担当係長
【心理相談グループ】

臨心 冨田　忠明 ・児童心理司の業務指導総括

担当係長
【心理相談グループ】

臨心 濱村　浩一 ・児童の心理相談・判定

担当係長
【心理相談グループ】

臨心 佐味　秀雄 ・児童の心理相談・判定

医務主幹
＜子育て支援部医務主幹
兼務、保健所医務主幹＞

医師 宮村　鈴子 ・小児科医師

医務主幹（兼）
＜総合医療センター児童精
神科副部長＞

医師 飯田　信也 ・児童精神科医師

医務主幹（兼）＜心身障害
者リハビリテーションセン
ター＞

医師 峯川　章子 ・児童精神科医師

医務副主幹(兼）
<平野区保健福祉センター
医長兼務、市立住吉市民
病院小児科医長兼務>
【保健医療グループ】

医師 池宮　美佐子 ・小児科医師

こども相談センター（職員数147人）

運営担当（職員数145人）
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医長(兼）
<東成区保健福祉センター
医長兼務>
【保健医療グループ】

医師 川尻　三枝 ・小児科医師

担当係長
【保健医療グループ】

保健 石垣　千春
・児童保健指導・健康管理、診療所
・医療機関等との連絡調整

一時保護所長 福祉 新屋　公孝
・一時保護所の運営・管理総括

担当係長
【一時保護所グループ】

保育 築田　くに子
・一時保護所入所児童処遇総括、連絡調整、指導
員・保育士指導総括
・一時保護所の運営・管理

担当係長
【一時保護所グループ】

事務 芳野　昇
・一時保護所入所児童処遇、指導員指導総括
・一時保護所の運営・管理

担当係長
【一時保護所グループ】

保育 田井　美弥子
・一時保護所入所児童処遇、保育士指導総括
・一時保護所の運営・管理

担当係長
【一時保護所グループ】

臨心 岩佐　和代
・一時保護所入所児童心理療法
・指導員保育士指導

担当係長
【一時保護所グループ】

児専 西浦　勝哉
・一時保護所入所児童処遇・個別指導
・指導員保育士指導

担当係長
【一時保護所グループ】

事務 澤田　康正 ・一時保護所入所児童処遇、指導員指導

担当係長
【一時保護所グループ】

事務 常田　君彦 ・一時保護所入所児童処遇、指導員指導

担当係長
【一時保護所グループ】

社教 西田　知吉 ・一時保護所入所児童処遇、指導員指導

相談支援担当課長 事務 植村　益子 ・児童相談総括指導

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

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

相談支援担当課長代理 福祉 尾瀬　富士男
・障害・里親・育成相談担当児童福祉司の業務指
導総括
・児童福祉法による措置

担当係長
【児童相談グループ】

福祉 西村　一志
・児童福祉司の業務指導
・児童福祉法による措置

担当係長
【児童相談グループ】

福祉 遠藤　有美 ・養育・非行相談担当児童福祉司指導

担当係長
【児童相談グループ】

福祉 溝口　千春 ・養育・非行相談担当児童福祉司指導

担当係長
【児童相談グループ】

福祉 柏木　隆子 ・養育・非行相談担当児童福祉司指導
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担当係長
【児童相談グループ】

福祉 市橋　隆 ・養育・非行相談担当児童福祉司指導

担当係長
【児童相談グループ】

事務 小林　悦子 ・養護・非行相談

担当係長
【児童相談グループ】

福祉 林　真希 ・養護・非行相談

担当係長
【児童相談グループ】

福祉 小川　直洋 ・養護・非行相談

担当係長
【児童相談グループ】

福祉 河原田　啓史 ・養護・非行相談

担当係長
【児童相談グループ】

福祉 北　浩二 ・養護・非行相談

担当係長
【虐待対応グループ】

福祉 長江　史憲 ・養護・非行相談

担当係長
【児童相談グループ】

事務 浅浦　亮一 ・養護・非行相談

担当係長
【障害相談グループ】

福祉 松前　亜夕美 ・障害相談担当児童福祉司指導

担当係長
【障害相談グループ】

福祉 土山　道世 ・障害相談

担当係長
【障害相談グループ】

福祉 西　悟史 ・障害相談

担当係長
【育成相談グループ】

福祉 森國　真里 ・育成相談児童福祉司指導

担当係長
【里親相談グループ】

事務 宮本　高子 ・里親相談児童福祉司指導

担当係長
【里親相談グループ】

福祉 吉谷　幸子 ・里親相談児童福祉司

虐待対応担当課長 事務 岸本　弘子 ・児童虐待相談・対応総括

虐待対応担当課長代理 福祉 音田　晃一 ・児童虐待対応総括補佐

家族回復支援担当課長代
理

臨心 宮井　研治 ・児童虐待に関する家族回復支援

虐待対応担当課長代理
大阪
府

日髙　智文
・児童虐待対応にかかる指導
・警察との連絡調整総括

担当係長
【虐待対応グループ】

福祉 岩田　幸夫 ・児童虐待相談児童福祉司指導

担当係長
【虐待対応グループ】

福祉 青木　直子 ・家族再統合にかかる児童福祉司指導

担当係長
【虐待対応グループ】

事務 吉岡　秀典 ・児童虐待相談・対応

担当係長
【虐待対応グループ】

事務 柏井　裕一 ・児童虐待相談・対応

担当係長
【虐待対応グループ】

福祉 荒井　直子 ・児童虐待相談・対応
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担当係長
【虐待対応グループ】

福祉 前田　厚子 ・児童虐待相談・対応

担当係長
【虐待対応グループ】

福祉 芝井　久文 ・児童虐待相談・対応

担当係長
【虐待対応グループ】

社教 山下　範雄 ・児童虐待相談・対応

担当係長
【虐待対応グループ】

福祉 寺内　眞起子 ・児童虐待相談・対応

担当係長
【虐待対応グループ】

保健 真田　理恵 ・要保護児童にかかる健康管理、診療所

担当係長
【虐待対応グループ】

事務 岩部　孝洋 ・児童虐待相談・対応

担当係長
【虐待対応グループ】

福祉 奥田　みち ・児童虐待相談・対応

担当係長
【虐待対応グループ】

福祉 妹尾　　隆史 ・児童虐待相談・対応

担当係長
【虐待対応グループ】

臨心 貞木　　隆志 ・施設からの家族復帰支援

担当係長
【虐待対応グループ】

大阪
府

川内　成介
・児童虐待相談・対応
・警察との連絡調整

教育相談担当課長（兼）
<教育委員会事務局教育セ
ンター首席指導主事兼務>

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

教育相談担当課長代理 事務 宮本　晃子

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

副参事兼担当係長
【教育相談グループ】

社教 西田　雅一
・教育相談グループ事業総括
・教育相談事業

担当係長(兼）
<教育委員会事務局教育セ
ンター総括指導主事兼務>
【教育相談グループ】

教員 春井　勝 ・教育相談事業

担当係長(兼）
<教育委員会事務局教育セ
ンター主任指導主事>【教
育相談グループ】

教員 池原　武史
・教育相談事業
・スクールカウンセラー事業

担当係長(兼）
<教育委員会事務局教育セ
ンター主任指導主事兼務>
【教育相談グループ】

教員 新開　眞琴 ・特別支援教育相談事業

担当係長
【教育相談グループ】

社教 梅田　奈理子 ・教育相談事業

担当係長
【教育相談グループ】

社教 森川　節夫
・教育相談グループの事務総括
・教育相談事業

担当係長
【教育相談グループ】

社教 有馬　いそ子 ・教育相談事業

担当係長
【教育相談グループ】

社教 阪井　茂 ・教育相談事業
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( 協 働 グ ル ー プ ) （ 緑 化 グ ル ー プ ）

天 王 寺 動 植 物
公 園 事 務 所

管 理 担 当 ( 管 理 グ ル ー プ ) (天王寺魅力グループ) ( 施 設 グ ル ー プ )

( 技 術 監 理 グ ル ー プ )

計 画 課 （ 計 画 グ ル ー プ ） （ 整 備 グ ル ー プ ）

飼 育 担 当

東部 方 面 公園 事 務 所 ( 管 理 グ ル ー プ ) ( 整 備 グ ル ー プ )

真 田 山 公 園 事 務 所

協 働 課

( 運 営 グ ル ー プ ) ( 管 理 グ ル ー プ )管 理 課 ( 庶 務 グ ル ー プ )

緑 化 推 進 部

生 涯 ス ポ ー ツ 担 当 （ 企 画 グ ル ー プ ） （ 振 興 グ ル ー プ ） （スポーツ施設グループ）

競 技 ス ポ ー ツ 担 当

( 水 辺 魅 力 グ ル ー プ )

( 博 物 館 グ ル ー プ )

ス ポ ー ツ 部

観 光 担 当 ( 観 光 企 画 グ ル ー プ )
(都市魅力戦略グルー
プ )

(天王寺魅力グループ)

文 化 部

文 化 振 興 担 当

博 物 館 群 担 当 (経営形態等グループ)

( 観 光 施 策 グ ル ー プ )

(大阪城魅力グループ) ( ま ち 魅 力 グ ル ー プ )

(近代美術館等整備計画グ
ル ー プ )

（ 設 備 グ ル ー プ ）

( 調 達 グ ル ー プ )

ゆ とり とみど り振 興局

企 画 部

庶 務 担 当 ( 庶 務 グ ル ー プ ) ( 計 理 グ ル ー プ )

観 　 　  　　光　  　 　 　室

(人事・勤務条件グループ)

営 繕 担 当 （ 庶 務 グ ル ー プ ） （ 建 築 施 設 グ ル ー プ ）
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十 三 公 園 事 務 所

城 北 公 園 事 務 所

花博 記 念 公園 事 務 所 ( 管 理 グ ル ー プ ) ( 整 備 グ ル ー プ )

港 ・ 大 正 公 園 事 務 所

南部 方 面 公園 事 務 所 ( 管 理 グ ル ー プ ) ( 整 備 グ ル ー プ )

北部 方 面 公園 事 務 所 ( 管 理 グ ル ー プ ) ( 整 備 グ ル ー プ )

西部 方 面 公園 事 務 所 ( 管 理 グ ル ー プ ) ( 整 備 グ ル ー プ )
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補職 職種 氏名

局長 事務 楞川　義郎

補職 職種 氏名 事務分担

緑化総括技監 土木 立田　章 １　緑化に関する専門的、技術的事項の統括

理事 (空）
１　観光施策及び文化施策に係る調査、企画及び連
絡調整の統括

補職 職種 氏名

企画部長 事務 安積　孝夫

補職 職種 氏名 事務分担

観光室長 事務 花田　公絵
１　観光施策の総合的企画、調査及び連絡調整の総
括

都市魅力戦略担当部長 (空） 1　大阪府市都市魅力戦略会議の総括

まち魅力担当部長 事務 井上　泰明 １　まち魅力推進事業の総括

庶務担当（職員数39人）
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

総務担当課長◎ 事務 伊東　一哉
１　局内の庶務業務全般総括
２　庶務担当の所管業務総括

総務担当課長代理 事務 大東　雅美

・局の文書、予算、決算及び物品
・局業務の進行管理
・工事用資材の調達
・局運営方針
・公会計システム導入に伴う資産整理
・局所管施設の活用（増収対策含む）

担当係長☆
【庶務グループ】

事務 西　　康弘

・局の文書
・局業務の進行管理
・組織、職制
・指定管理者制度総括

担当係長
【庶務グループ】

社教 藤本　義隆
・総合計画
・局運営方針
・府市統合本部、市政改革関係の調整

担当係長
【庶務グループ】

事務 新家　隆弘
・公会計システム導入に伴う資産整理
・局所管施設の活用（増収対策含む）
・監査総括

担当係長
【計理グループ】

事務 松岡　博 ・局の予算・決算

担当係長
【調達グループ】

事務 辻田　隆弘

・工事用資材その他物品の調達
・工事その他の請負契約
・物品購入に係る契約事務
・入札制度改善

参事 建築 釘岡　一雄 大阪府派遣

企画部（職員数101人）

ゆとりとみどり振興局（職員数708人）
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業務監理担当課長 事務 藤田　直一

１　特命による局所管業務に係る連絡調整
２　局業務の普及の総括
３　コンプライアンス総括
４　外郭団体の監理総括

担当係長
【庶務グループ】

事務 前阪　弘文

・個人情報保護、情報公開
・コンプライアンス
・外郭団体等の監理
・事業普及（人権研修含む）

担当係長
【庶務グループ】

事務 緒方　早苗
・局の広報、報道
・広聴

人事・勤務条件担当課長 事務 落合　正彦

１　局員の人事・勤務労働条件総括
２　局員の研修総括
３　局員の給与総括
４　局員の衛生管理及び福利厚生総括

人事・勤務条件担当課長代理 事務 石山　英幸

・局員の人事・勤務労働条件
・局員の研修
・局員の給与
・局員の衛生管理及び福利厚生

担当係長
【人事・勤務条件グループ】

事務 古谷　由美 ・局１・３号職員の人事及び勤務労働条件

担当係長
【人事・勤務条件グループ】

事務 森　　 拓也 ・局２号職員の人事及び勤務労働条件

担当係長
【人事・勤務条件グループ】

事務 吉本　剛理
・局員の研修
・局員の給与
・局員の衛生管理及び福利厚生

観光担当（職員数37人）
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

観光企画担当課長◎
<計画調整局開発調整部夢
洲・咲洲地区調整担当課長兼
務>

事務 花澤　隆博
１　観光施策の総合的企画・調査及び連絡調整の総
括

観光企画担当課長代理 事務 田中　錦之助
・観光施策の総合的企画・調査及び連絡調整
・関係団体調整（大阪観光コンベンション協会等)

担当係長☆
【観光企画グループ】

事務 吉井　豊 ・庶務業務

担当係長
【観光企画グループ】

事務 安積　智美
・観光に係る企画・調整・調査
・関係団体調整（大阪観光コンベンション協会等)

都市魅力戦略担当課長 事務 長瀬　智幸 1　大阪府市都市魅力戦略会議の運営の総括

都市魅力戦略担当課長代理 事務 宮田　幸二郎 ・大阪府市都市魅力戦略会議の運営

担当係長
【都市魅力戦略グループ】

事務 梅原　啓志 ・大阪府市都市魅力戦略会議の運営

担当係長
【都市魅力戦略グループ】

園芸 山﨑　隆明 ・大阪府市都市魅力戦略会議の運営

観光施策担当課長
<政策企画室秘書部国際交流
推進担当課長兼務>

建築 大谷　みゆき １　観光振興に係る事業の推進の総括
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観光施策担当課長代理 事務 澤井　　一 ・観光振興に係る事業の推進

担当係長
【観光施策グループ】

事務 五十嵐　哲也
・観光プロモーション（海外)
・大阪フィルムカウンシル

担当係長
【観光施策グループ】

事務 藤本　浩美
・観光ビジターの周遊促進
・観光プロモーション（国内)

担当係長
【観光施策グループ】

事務 中村　みき子
・コミュニティ・ツーリズム支援
・観光案内所の運営業務

大阪城魅力担当課長 園芸 合田　寛
１　大阪城及び周辺の魅力向上につながる総合的企
画・調査及び立案の総括

大阪城魅力担当課長代理 事務 中浦　進
・大阪城及び周辺の魅力向上につながる総合的企
画・調査及び立案

研究主幹
学芸 森　　 毅

・大阪城及び周辺の魅力向上につながる総合的企
画・調査及び立案

担当係長
【大阪城魅力グループ】

事務 宮上　真弓
・大阪城及び周辺の魅力向上につながる総合的企
画・調査及び立案

担当係長
【大阪城魅力グループ】

事務 藤永　学
・大阪城及び周辺の魅力向上につながる総合的企
画・調査及び立案

担当係長
【大阪城魅力グループ】

建築 阪本　恵子
・大阪城及び周辺の魅力向上につながる総合的企
画・調査及び立案

まち魅力担当課長 事務 今井　庸一
１　まちの魅力向上につながるイベントの企画及び推
進

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

担当係長
【まち魅力グループ】

事務 坂口　邦也
・まちの魅力向上につながるイベントの企画及び推
進

水辺魅力担当課長 社教 土橋　ひとみ １　水辺の魅力向上に係る企画及び推進の総括

水辺魅力担当課長代理 事務 乗上　隆徳 ・水辺の魅力向上に係る企画及び推進

担当係長
【水辺魅力グループ】

事務 平野　いずみ ・水辺の魅力向上に係る企画及び推進

天王寺魅力担当課長
〈天王寺動植物公園事務所
         魅力向上担当課長兼

事務 宮沢　圭史
１　天王寺公園・動物園の魅力向上につながる総合
的企画・調査及び推進の総括

天王寺魅力担当課長代理
〈天王寺動植物公園事務所
   魅力向上担当課長代理兼

土木 小寺　親房
・天王寺公園・動物園の魅力向上につながる総合的
企画・調査及び推進

担当係長
【天王寺魅力グループ】
〈天王寺動植物公園事務所
         魅力向上担当係長兼

園芸 大石　芳弘
・天王寺公園・動物園の魅力向上につながる総合的
企画・調査及び推進

営繕担当（職員数22人）
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

施設整備担当課長◎ 建築 下田　康司
１　局所管施設の総括的技術支援
２　局所管施設の整備に係る調査、企画及び連絡調
整
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担当係長☆
【庶務グループ】

事務 木全　重則

・庶務業務
・予算・決算
・局所管施設の整備に係る連絡調整
・学校開放事業の施設整備に係る連絡調整

担当係長
【建築施設グループ】

建築 明石　義男
・局所管施設の建築に係る総括的技術支援、連絡調
整、点検及び改修、保全計画

担当係長
【建築施設グループ】

建築 坂下　直文
・局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
【建築施設グループ】

建築 森岡　明久
・局所管施設の建築に係る連絡調整、点検及び改
修、保全計画

設備担当課長 電気 岸　　 良一
１　局所管施設の電気・機械設備に係る計画、設計、
施行、工事の検査及び連絡調整

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

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

担当係長
【設備グループ】

機械 田中　勇三
・局所管施設の電気・機械設備に係る計画、設計、
施行、工事の検査及び連絡調整

担当係長
【設備グループ】

電気 八木　勇
・局所管施設の電気・機械設備に係る計画、設計、
施行、工事の検査及び連絡調整

担当係長
【設備グループ】

電気 落越　直也
・局所管施設の電気・機械設備に係る計画、設計、
施行、工事の検査及び連絡調整

担当係長
【設備グループ】

電気 北川　正宣
・局所管施設の電気・機械設備に係る計画、設計、
施行、工事の検査及び連絡調整

補職 職種 氏名

文化部長 事務 中川　喜彦

補職 職種 氏名 事務分担

博物館群担当部長 事務 岸本　孝之
１　博物館群の運営及び連絡調整の総括
２　近代美術館の建設計画の総括

文化振興担当（職員数15人）
補職 職種 氏名 事務分担

文化振興担当課長◎ 事務 足立　幸彦

１　文化振興担当総括（都市魅力戦略会議・アーツ
カウンシル含む）
２　文化施策推進関係業務
３　舞台芸術の振興
４　伝統芸能の振興
５ 創造的芸術文化の振興

文化振興担当課長代理
事務 松本　孝史

・庶務業務の総括
・文化施策推進
・舞台芸術の振興
・伝統芸能の振興

担当係長☆ 事務 寺西　道憲

・庶務業務
・予算・決算
・文化施策推進
・難波宮跡関係業務

文化部（職員数37人）
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担当係長 事務 武内　真一郎

・都市魅力戦略会議関係
・アーツカウンシル関係
・舞台芸術活動振興事業
・第一級の芸術にふれる機会の提供
・大阪城星空コンサート
・大阪クラシック

担当係長 事務 尾﨑　真樹

・伝統芸能（文楽、歌舞伎ほか）
・第一級の芸術にふれる機会の提供
・芸術文化を楽しむ元気な地域づくり
・文学振興
・顕彰

担当係長 事務 金田　有司

・都市魅力戦略会議関係
・アーツカウンシル関係
・舞台芸術振興事業
・現代芸術振興事業
・指定管理者との連絡調整

文化振興担当課長代理
<経営形態等担当課長代理兼
務>

事務 國米　哲郎

・創造的芸術文化の振興
・芸術文化拠点施設との連携
・現代芸術支援関係業務
・新進芸術家プロモート事業
・指定管理者との連絡調整
・映像文化の振興

担当係長 事務 米野　恵子

・青少年芸術体験事業
・咲くやこの花賞
・咲くやこの花芸術祭事業
・咲くやこの花コレクション

担当係長 事務 安長　眞衣子

・大阪アジアン映画祭
・シネアスト・オーガニゼーション・大阪エキシビジョン

・ヨーロッパ映画祭
・イベントプロデューサー育成事業
・指定管理者との連絡調整
・顕彰

博物館群担当（職員数20人）
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

経営形態等担当課長 学芸 髙井　健司
１　博物館群（他の所管に属する施設を除く）施設運
営主体の地方独立行政法人化に向けた検討

経営形態等担当課長代理
(兼）

事務 國米　哲郎
・博物館群（他の所管に属する施設を除く）施設運営
主体の地方独立行政法人化に向けた検討

担当係長
【経営形態等グループ】

事務 小幡　憲治
・博物館群（他の所管に属する施設を除く）施設運営
主体の地方独立行政法人化に向けた検討
・難波宮跡等の維持管理

担当係長
【経営形態等グループ】

事務 澤田　将貴
・博物館群（他の所管に属する施設を除く）施設運営
主体の地方独立行政法人化に向けた検討

博物館群担当課長◎ 事務 筒井　清二
１　博物館群の運営及び連絡調整
２　博物館群による連携事業の企画・推進

担当係長☆
【博物館グループ】

事務 池松　敏彦
・博物館群の運営及び連絡調整
・泉布観地区の保存活用

担当係長
【博物館グループ】

事務 植田　壮彦
・博物館群の運営及び連絡調整
・広報報道

近代美術館等整備計画担当
課長

事務 松井　克安
１　近代美術館等の整備計画総括
２　展覧会の開催総括

研究主幹 学芸 (空)
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近代美術館等整備計画担当
課長代理
<都市整備局公共建築部企画
設計課長代理兼務>

建築 洞　　正寛 ・近代美術館等の整備計画の推進

研究副主幹 学芸 菅谷　富夫
・近代美術館の整備計画の推進
・近現代美術の調査研究
・他の美術館、博物館施設との連携

担当係長
【近代美術館等整備計画グ
ループ】

事務 河内　一博

・近代美術館の整備計画の推進
・整備計画関連の事業企画
・展覧会の開催
・展覧会関連の事業企画

担当係長
【近代美術館等整備計画グ
ループ】
<都市整備局公共建築部企画
設計課担当係長兼務>

建築 古川　敦子 ・近代美術館等の整備計画の推進

主任学芸員
【近代美術館等整備計画グ
ループ】

学芸 小川　知子

・近代美術館の整備計画の推進
・展覧会の開催
・美術作品等の収集保存管理
・近現代美術の調査研究

主任学芸員
【近代美術館等整備計画グ
ループ】

学芸 植木　啓子

・近代美術館の整備計画の推進
・展覧会の開催
・美術作品等の収集保存管理
・近現代美術の調査研究

補職 職種 氏名

スポーツ部長 事務 岩橋　潔

生涯スポーツ担当（職員数22人）
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

生涯スポーツ担当課長◎ 事務 大上　一光
１　生涯スポーツ振興の総括
２　総合型地域スポーツクラブ

生涯スポーツ担当課長代理 事務 吉井  徹
・生涯スポーツ振興の業務
・指定管理者制度
・スポーツ施設の管理運営

担当係長☆
【企画グループ】

事務 丸谷　紀子

・部の庶務業務
・予算決算
・生涯スポーツ振興の業務
・スポーツ推進審議会

副参事兼担当係長
【振興グループ】

事務 梶原　廣之
・生涯スポーツ振興の業務
・スポーツ推進委員
・総合型地域スポーツクラブ

担当係長
【振興グループ】

事務 泉　　歌奈子
・生涯スポーツ振興の業務
・市長杯大会
・学校体育施設開放

担当係長
【振興グループ】

事務 髙津　桂子 ・スポーツ情報・施設利用ネットワークシステム

地域スポーツ振興担当課長 事務 藤本　和久
１　スポーツ施設の管理運営の総括
２　指定管理者制度

担当係長
【スポーツ施設グループ】

事務 城戸　康和
・スポーツ施設の管理運営
・指定管理者制度

スポーツ部（職員数35人）
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担当係長
【スポーツ施設グループ】

事務 稲垣　寛太
・スポーツ施設の管理運営
・指定管理者制度

競技スポーツ担当（職員数12人）
補職 職種 氏名 事務分担

競技スポーツ担当課長◎ 事務 下岡　良一
１　競技大会の招致・開催の総括
２　国際スポーツ交流の総括
３　競技団体との連絡調整

競技スポーツ担当課長代理 事務 宮崎　良宣
・競技大会の招致・開催の総括
・国際スポーツ交流の総括
・競技団体との連絡調整

担当係長☆ 事務 岩槻  大輔

・庶務業務
・国際競技大会の招致・開催活動
・競技スポーツ振興事業
・スポーツ少年団との連絡調整
・国際スポーツ交流事業
・社会人野球日本選手権大会の開催
・表敬、表彰
・陸上競技フェスタ

担当係長 事務 大内　美江

・オリンピックデーランの開催
・HPジャパンオープンテニスの開催
・国際スポーツ交流事業
・トップアスリートと市民の交流事業
・中之島ダンスフェスティバル

担当係長 事務 弓削　朋也

・第96回日本陸上競技選手権大会
・ビーチバレー大阪カップの開催
・トライアスロン大阪大会
・市長杯スーパージュニアテニスの開催
・大阪ハーフマラソンの開催
・全日本選抜綱引大会
・スポーツ拠点づくり
・プロスポーツとの連絡調整

担当係長 事務 杉田　順子 ・大阪マラソン開催準備業務に係る連絡調整業務

大阪マラソン担当課長 事務 阪東　正紀
１　大阪マラソン開催準備業務に係る企画・運営業務
の総括

大阪マラソン担当課長代理 事務 久田　和伸 ・大阪マラソン開催準備業務に係る事業運営業務

担当係長 事務 宮崎　聡司 ・大阪マラソン開催準備業務に係る事業運営業務

補職 職種 氏名

緑化推進部長 園芸 上田　正敏

補職 職種 氏名 事務分担
施設管理調整担当部長
(兼）
<建設局施設管理調整担当部
長兼務>

事務 松葉　純
１　所管財産の管理総括
２　公園施設の管理調整総括

管理課（職員数33人）

緑化推進部（職員数533人）
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補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

管理課長 事務 森　　幹雄 １　管理課所管業務の総括

管理課長代理 事務 板谷　安延

・部の庶務業務
・公園緑地、公園施設の管理運営業務
・事業所体制
・事件事故処理対策
・指定管理者

担当係長☆
【庶務グループ】

事務 吉野　悦子 ・部の庶務業務

担当係長
【庶務グループ】

事務 大野　正雄
・事業所体制
・事件事故処理対策

担当係長
【運営グループ】

事務 安藤　広行
・公園緑地、公園施設の管理運営業務
・ごみの分別収集に関すること

担当係長
【運営グループ】

事務 佐藤　寿美子
・指定管理者制度
・鶴見緑地及び有料施設の管理運営業務

施設管理調整担当課長 園芸 松本　直己 １　公園施設の管理調整

施設管理調整担当課長代理 事務 井上　富男 ・公園施設の管理調整

担当係長
【管理グループ】

事務 谷口　剛一 ・公園施設の管理調整

担当係長
【管理グループ】

事務 内原　士月 ・公園施設の管理調整

用地計画担当課長 事務 佐々木康晴
１　所管財産の管理業務
２　公園及び緑地の用地計画
３ 用地の活用等

用地計画担当課長代理 事務 栗原　浩司
・所管財産の管理業務
・公園及び緑地の用地計画
・用地の活用等

担当係長
【管理グループ】

事務 松岡　秀和
・所管財産の管理業務
・用地の活用等

担当係長
【管理グループ】

園芸 吉村　陽安

・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

技術監理担当課長 園芸 入江　義信
１　技術監理業務の総括
２　工事検査業務の総括

担当係長
【技術監理グループ】

土木 草宮　利幸
・技術監理業務
・工事検査業務

担当係長
【技術監理グループ】

土木 景山　安彦
・技術監理業務
・工事検査業務

係主査
【技術監理グループ】

園芸 菊本　幸孝
・設計積算システム運用
・工事検査業務

計画課（職員数30人）
補職 職種 氏名 事務分担

計画課長 園芸 久村　宗憲 １　計画課所管業務の総括

計画課長代理 園芸 竹野　瑞光
・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

計画課長代理 事務 阪本　繁和
・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
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担当係長☆
【計画グループ】

園芸 木下　吉樹
・特命による公園・緑地の建設に係る調査、企画及び
連絡調整
・特命による都市緑化に係る調査・企画

副参事兼担当係長
【計画グループ】

土木 谷口　秀直
・特命による公園・緑地の建設に係る調査、企画及び
連絡調整
・特命による都市緑化に係る調査・企画

担当係長
【計画グループ】

園芸 高橋　隆二
・特命による公園・緑地の建設に係る調査、企画及び
連絡調整
・特命による都市緑化に係る調査・企画

担当係長
【計画グループ】

園芸 黒瀬　毅
・特命による公園・緑地の建設に係る調査、企画及び
連絡調整
・特命による都市緑化に係る調査・企画

担当係長
【計画グループ】

事務 小野　公美雄

・特命による公園・緑地の建設に係る調査、企画及び
連絡調整
・特命による都市緑化に係る調査・企画
・予算管理

連絡調整担当課長 園芸 播本　武史
・府市関係調整及びその他特命による公園・緑地に
係る調整業務

公園整備担当課長 土木 平野　輝行 １　公園・緑地の建設、整備に関する総括

公園整備担当課長代理 園芸 澤　　利彦 ・公園・緑地の建設、整備に係る連絡調整

担当係長
【整備グループ】

園芸 富永　敦史
・公園・緑地の建設、整備に係る計画、設計及び連
絡調整

担当係長
【整備グループ】

園芸 谷井　敏彦
・公園・緑地の建設、整備に係る計画、設計及び連
絡調整

担当係長
【整備グループ】

園芸 村川　尚哉
・公園・緑地の建設、整備に係る計画、設計及び連
絡調整

協働課（職員数20人）
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

協働課長 園芸 岡本　延男 １　協働課所管業務の総括

協働課長代理 事務 世古口　隆志
・市民協働のあり方検討
・企画及び連絡調整

担当係長☆
【協働グループ】

園芸 八尾　賢治

・特命による緑化施策の調整・企画
・種から育てる地域の花づくり支援事業
・公共施設の花飾り
・緑化助成制度

担当係長
【協働グループ】

事務 南　　正昭
・公園愛護会制度
・顕彰
・児童遊園補助制度

担当係長
【協働グループ】

事務 齋藤　安史
・公園及び緑化に係る寄附収受
・緑化普及・啓発・広報

担当係長
【協働グループ】

事務 村尾　宏則 ・緑化事業にかかる普及・啓発・市民協働・人材育成

緑化事業担当課長 園芸 馬渡　　肇
１　緑化事業の調査、企画及び実施に関する総括
２　樹木及び花卉の植栽計画及び維持管理に関す
る総括

緑化事業担当課長代理 土木 名頭薗　正人
・花と緑のまちづくり及びその他都市緑化の推進
・緑化事業に係る植栽等の設計及び維持管理
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担当係長
【緑化グループ】

園芸 遠藤　光一

・植栽関係工事(受託施行を含む)の設計及び施行
・街路樹移動協議、街路樹受託事業
・街路樹等の維持管理に係る工事の設計及び施行
・剪定枝処分（緑のリサイクル）業務
・大規模事前協議等
・公園樹維持管理に係る工事の設計、施行

担当係長
【緑化グループ】

園芸 東　志保
・指定管理
・花卉関連事業

担当係長
【緑化グループ】

園芸 村田　麻依
・指定管理
・生物多様性検討業務

補職 職種 氏名

天王寺動植物公園事務所長 事務 野津　弘昭

天王寺動物園長
〈飼育担当課長兼務〉

獣医 髙橋　雅之

管理担当（職員数76人）
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

管理担当課長◎ 事務 東　　 広美

１　天王寺公園・動物園の管理運営総括
２　管理担当業務の統括
３　人事及び労務管理統括
４　広報・報道対応業務

管理担当課長代理 事務 安間　美彦 ・所管公園施設の管理調整

管理担当課長代理 園芸 上野　あづさ

・天王寺公園・動物園の施設整備
・所管公園の施設整備
・管理担当統括補佐
・樹木及び花卉の管理

担当係長☆
【管理グループ】

事務 那須　雅之

・庶務業務
・人事及び労務管理統括補佐
・安全衛生対策
・技能職員との連絡調整

担当係長
【管理グループ】

事務 大川　典子
・公園使用料調定管理
・広報、行事・催物企画、執行管理
・管理担当におけるその他業務

担当係長
【管理グループ】

電気 山方　將照 ・天王寺公園・動物園設備維持管理

担当係長
【管理グループ】

建築 中島　勝也 ・天王寺公園・動物園施設維持管理

魅力向上担当課長（兼）
〈企画部天王寺魅力担当課長
兼務〉

事務 宮沢　圭史
１　天王寺公園・動物園の魅力向上につながる総合
的企画・調査及び推進の総括

魅力向上担当課長代理（兼）
〈企画部天王寺魅力担当課長
代理兼務〉

土木 小寺　親房
・天王寺公園・動物園の魅力向上につながる総合的
企画・調査及び推進

担当係長（兼）
【管理グループ】
〈企画部天王寺魅力担当係長
兼務〉

園芸 大石　芳弘
・天王寺公園・動物園の魅力向上につながる総合的
企画・調査及び推進

施設管理担当課長 事務 瀧本　正明 １　所管行政区小公園(公園施設含む)維持管理

担当係長
【施設グループ】

園芸 田中　克美 ・所管公園の施設工事施行維持管理

担当係長
【施設グループ】

事務 澤井　睦
・不法占拠処理
・その他所管不動産維持管理

天王寺動植物公園事務所（職員数113人）
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担当係長
【施設グループ】

事務 日茂　博一 ・公園施設管理調整

係主査
【施設グループ】

園芸 山下　浩 ・所管行政区小公園施設工事施行維持管理

飼育担当（職員数35人）
補職 職種 氏名 事務分担

飼育担当課長（兼）◎
〈天王寺動物園長兼務〉

獣医 髙橋　雅之

１　飼育担当業務の統括
２　人事及び労務管理
３　ＺＯＯ２１計画推進業務
4　開園100周年記念事業に関すること

飼育担当課長代理 獣医  九之池　薫

・飼育担当統括補佐
・安全衛生対策業務
・労務管理補佐
・関係団体・機関との連絡調整業務総括

保健副主幹 獣医 今西　隆和

・飼育担当事務統括
・教育普及・企画調整関係業務
・園内工事関係業務
・報道対応業務
・動物飼育展示計画関係業務

保健副主幹
（再任用）

獣医 榊原　安昭
・動物園活性化業務
・報道対応業務
・広報関係業務

担当係長☆ 獣医 高見　一利

・動物飼育管理
・飼育動物診療・検査
・動物飼料管理・栄養管理
・死亡動物死因検案・死体処理
・園内サイン計画業務

担当係長 獣医 西岡　真

・動物飼育管理
・飼育動物診療・検査
・死亡動物死因検案・死体処理
・ユーカリ等調達管理

東部方面公園事務所（職員数58人）
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

東部方面公園事務所長◎ 園芸 宮崎　良彦 １　方面公園事務所所管業務

東部方面公園事務所副所長 事務 世良　純一 ・方面公園事務所所管業務

担当係長☆
【管理グループ】

事務 田原　英行 ・所管公園の管理運営

担当係長
【管理グループ】

事務 中尾　知弘 ・公園施設の管理調整

担当係長
【整備グループ】

園芸 黒川　哲夫 ・所管公園の整備

真田山公園事務所（職員数28人）
補職 職種 氏名 事務分担

真田山公園事務所長☆ 園芸 山﨑　伸二 ・公園事務所所管業務

係主査 園芸 川口　俊彦 ・所管公園の整備・維持管理

西部方面公園事務所（職員数35人）
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補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

西部方面公園事務所長◎ 園芸 三原　桃子 １　方面公園事務所所管業務

西部方面公園事務所副所長 事務 西川　清一郎 ・方面公園事務所所管業務

副参事兼担当係長☆
【管理グループ】

事務 中辻　宏之 ・所管公園の管理運営

担当係長
【管理グループ】

事務 森谷　宗弘 ・公園施設の管理調整

担当係長
【整備グループ】

土木 松木　和弘 ・所管公園の整備

港・大正公園事務所（職員数24人）
補職 職種 氏名 事務分担

港・大正公園事務所長☆ 園芸 下村　雄二 ・公園事務所所管業務

南部方面公園事務所（職員数45人）
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

南部方面公園事務所長◎ 事務 村井　宏行 １　方面公園事務所所管業務

南部方面公園事務所副所長 園芸 西村　照夫 ・方面公園事務所所管業務

担当係長☆
【管理グループ】

事務 西尾　嘉恭 ・所管公園の管理運営

担当係長
【管理グループ】

事務 日野　眞佐德 ・公園施設の管理調整

担当係長
【整備グループ】

園芸 西田　宗一郎 ・所管公園の整備

北部方面公園事務所（職員数39人）
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

北部方面公園事務所長◎ 事務 森　　 昌彦 １　方面公園事務所所管業務

北部方面公園事務所副所長 園芸 森本　治夫 ・方面公園事務所所管業務

副参事兼担当係長☆
【管理グループ】

事務 栗谷　保子 ・所管公園の管理運営

担当係長
【管理グループ】

事務 大前　孝則 ・公園施設の管理調整

担当係長
【管理グループ】

（空） ・公園施設の管理調整

副参事兼担当係長
【整備グループ】

園芸 杉山　卓郎 ・所管公園の整備

十三公園事務所（職員数34人）
補職 職種 氏名 事務分担

北部方面公園事務所副参事
兼十三公園事務所長☆

園芸 吉田　隆 ・公園事務所所管業務
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城北公園事務所（職員数29人）
補職 職種 氏名 事務分担

城北公園事務所長☆ 園芸 久保田  洋行 ・公園事務所所管業務

花博記念公園事務所（職員数43人）
補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

花博記念公園事務所長◎ 園芸 仲村　啓 １　公園事務所所管業務

担当係長☆
【管理グループ】

事務 休井　良行
・鶴見緑地の管理運営
・鶴見緑地の管理調整

担当係長
【整備グループ】

園芸 松本　亜希子
・鶴見緑地の整備
・鶴見緑地の維持管理

担当係長
【整備グループ】

電気 美川　真一
・鶴見緑地の電気機械設備管理
・鶴見緑地におけるエネルギー管理

-163－


