
建設局

設 備 課

道 路 課

調 整 課

道 路 部

街 路 課

橋 梁 課

工 務 課

管 理 課

経 理 課

路 政 課

職 員 課

自 転 車 対 策 課

測 量 明 示 課

建 設 局

総 務 部

管 理 部

総 務 課

企 画 課
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建設局

管 理 課

設 備 課

管 理 課

今 福 下 水 処 理 場

放 出 下 水 処 理 場

田 島 工 営 所

下 水 道 課

河 川 課

西部方面管理事務所

設 備 課

河川・渡船管理事務所

市 岡 工 営 所

調 整 課

水 環 境 課

下 水 道 河 川 部

東部方面管理事務所

水 質 試 験 所

中 浜 工 営 所

津 守 工 営 所
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建設局

設 備 課

住 之 江 工 営 所

十 三 工 営 所

大 野 下 水 処 理 場

管 理 課

設 備 課

海 老 江 工 営 所

舞洲スラッジセンター

此 花 下 水 処 理 場

十 八 条 下 水 処 理場

市 岡 下 水 処 理 場

千 島 下 水 処 理 場

平 野 下 水 処 理 場

北部方面管理事務所

南部方面管理事務所

平 野 工 営 所

管 理 課
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建設局

補職 職種 氏名
局長 土木 西尾　誠

補職 職種 氏名 事務分担

理事 事務 勝田　芳隆 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 福井　聡 1　道路事業、下水道事業及び河川事業に係る総合調整

補職 職種 氏名
部長 事務 鈴木　哲夫

補職 職種 氏名 事務分担
事業所改革担当部長 事務 １ 局事業所の統合・再編

補職 職種 氏名 事務分担

総務課長 事務 田中　利浩
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 中山　俊述
・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 山村　英夫 ・局の文書及び組織

担当係長 事務 上林　政俊 ・庁舎管理及び業務の進行管理

担当係長 事務 松野　倫子 ・広聴広報

事業管理担当課長 事務 春木　崇
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

総務課事業管理担当課
長代理

事務 有坂　智裕
・外郭団体監理の総括
・コンプライアンスの徹底

担当係長 事務 寺山　嗣浩 ・外郭団体監理の総括

担当係長 事務 小牧　敏美 ・コンプライアンスの徹底

事業所改革担当課長 事務 平田　一男 １　局事業所の統合・再編

補職 職種 氏名 事務分担

企画室長 土木 寺尾　豊
1　局業務に関する総合的企画、調査及び連絡調整
2　局事業の技術的総括
3　局事業の基本計画及び事業実施計画

補職 職種 氏名 事務分担

企画課長 土木 竹内　慎

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　駐車対策業務（自動二輪除く）の総括

企画課長代理 土木 正垣　啓之

・局業務に関する総合的企画、調査
・関係機関との連絡調整
・局業務の技術的総括
・駐車対策業務（自動二輪除く）の総括

担当係長☆ 土木 長山　功
・局業務に関する総合的企画、調査
・関係機関との連絡調整

担当係長 土木 黒木　利一
・局業務に関する総合的企画、調査
・駐車対策業務（自動二輪除く）の総括

計画調整担当課長 土木 福西　博 1　局の事業実施計画の総括
企画課計画調整担当課
長代理

土木 平野　みゆき ・局の事業実施計画の総括

建設局（職員数2648人）

総務部（職員数118人）

総務課（職員数29人）

企画課（職員数20人）
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建設局

担当係長 土木 谷山　泰司 ・局の事業実施計画の企画・調整

担当係長 土木 石井　友博 ・局の事業実施計画の企画・調整

業務改革担当課長 事務 河合　英親

1　局運営方針の進捗管理
2　行財政改革の進捗管理
3　事業評価
4　臨港地区施設等の引継ぎ

担当係長 事務 中瀬　孝治 ・局事業所の統合・再編

担当係長 事務 小川　務
・局運営方針の進捗管理
・行財政改革の進捗管理

道路活性化担当課長 土木 髙橋　剛藏 1　道路空間の有効利用

担当係長 土木 但馬　保信
・道路空間の有効利用
・事業評価
・臨港地区施設等の引継ぎ

補職 職種 氏名 事務分担

職員課長 事務 宮本　浩之

1　局の人事
2　局員の研修
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

職員課長代理 事務 八木　逸朗

・局の人事
・局員の研修
・局員の給与手当及び福利厚生
・局員の勤務条件
・局の安全衛生

担当係長 事務 犬塚　善博
・局の人事
・局員の勤務条件

担当係長 事務 久保田　尚寛
・局の人事
・局員の勤務条件
・局員の研修

担当係長 事務 西尾　哲也 ・局員の安全衛生

担当係長☆ 事務 東　紀子 ・局員の給与手当

担当係長 事務 枡矢　直幸
・局の人事
・局員の勤務条件

補職 職種 氏名 事務分担

経理課長 事務 南　則行

1　局の予算、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　使用料、負担金、占用料、手数料等諸徴収金
4　水洗便所化の促進
5　工事用資材の調達及び管理
6　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
7　下水道事業の経営調査、財政収支計画、公費負担区分

経理課長代理 事務 兼坂　雅浩
・局の予算、決算
・一般会計及び政令等特別会計の使用料、負担金、占用料、手
数料等諸徴収金

経理課長代理 事務 小林　和夫

・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、手数料等諸徴収金
・水洗便所化の促進
・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49人）

職員課（職員数20人）

- 210 -



建設局

経理課長代理 事務 野間田　肇

・下水道事業における経営調査
・下水道事業の財政収支計画
・下水道事業における公費負担区分
・公会計制度の改革

担当係長 事務 樋口　智彦
・一般会計及び政令等特別会計の予算、決算
・一般会計及び政令等特別会計の使用料、負担金、占用料、手
数料等諸徴収金

担当係長 事務 大塩　義人 ・下水道事業会計の予算、決算
担当係長 事務 中村　哲也 ・下水道事業会計の支出負担行為の確認

担当係長 事務 織田　明

・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
・下水道事業における公費負担区分
・公会計制度の改革

担当係長 事務 高島　悟
・下水道施設への排水汚水の水量の調査及び認定
・水洗便所化の促進

担当係長 事務 山本　登志美 ・下水道事業会計の使用料、手数料等諸徴収金

担当係長☆ 事務 前田　秀明
・工事及び工事以外の請負契約（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 土井　進
・工事用資材等の請求、管理
・工事以外の請負契約（他の所管に属するものは除く。）の締結
及び履行

補職 職種 氏名
部長 事務 木下　久

補職 職種 氏名 事務分担

施設管理調整担当部長
＜ゆとりとみどり振興局施
設管理調整担当部長兼
務＞

事務 松葉　純 １　特命による道路施設の管理調整

補職 職種 氏名 事務分担

路政課長 事務 橋本　広志

1　道路管理の連絡統制
2　車両制限令による車両制限
3　道路占用
4　屋外広告物の規制
5　屋外広告物審議会

路政課長代理 事務 石川　知子

・道路管理の連絡統制
・車両制限令による車両制限
・道路占用
・屋外広告物の規制
・屋外広告物審議会

路政課長代理 事務 横山　健太郎

・所管道路の不法占拠の処理及び路上違反物件対策（他の所
管に属するものを除く。）
・特命による道路施設の管理調整
・特命による道路占用の調整事項

担当係長☆ 事務 牧田　成史 ・道路占用

担当係長 事務 徳村　優
・車両制限令による車両制限
・道路管理の連絡統制
・特命による道路占用の調整事項

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

路上違反物件担当課長 事務 斉藤　修一
１　所管道路の不法占拠の処理及び路上違反物件対策（他の
所管に属するものを除く。）

管理部（職員数373人）

路政課（職員数29人）
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担当係長 事務 松本　一
・工営所管内における所管道路の不法占拠の処理及び路上違
反物件対策
・特命による道路占用の調整事項

担当係長 事務 有田　満喜雄
・住之江工営所管内における所管道路の不法占拠の処理及び
路上違反物件対策

担当係長 事務 櫻井　俊志男
・中浜、市岡工営所管内における所管道路の不法占拠の処理
及び路上違反物件対策

担当係長 事務 氏原　正晴
・海老江、十三工営所管内における所管道路の不法占拠の処
理及び路上違反物件対策

担当係長 事務 徳田　健一
・田島、津守工営所管内における所管道路の不法占拠の処理
及び路上違反物件対策

道路管理適正化担当課 事務 松下　牧夫 １ 特命による道路施設の管理調整

担当係長 事務 田村　安弘
・特命による道路施設の管理調整
・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路
上違反物件対策

補職 職種 氏名 事務分担

管理課長 事務 中村　謙仁

1　道路の認定、廃止等の手続
2　特命による所管不動産の管理（他の部の所管に属するものを
除く。）
3　自動車駐車場（他の部の所管に属するものを除く。）の管理
4　下水道用地の管理

管理課道路管理担当課
長代理

事務 山内　智子

・道路の認定、廃止等の手続
・特命による所管不動産の管理（他の部の所管に属するものを
除く。）
・自動車駐車場（他の部の所管に属するものを除く。）の管理

管理課用地管理担当課
長代理

事務 木村　泰治
・下水道用地の管理

担当係長☆ 事務 中山　浩二
・道路の認定、廃止等の手続
・特命による所管不動産の管理

担当係長 事務 高田　浩志

・道路台帳
・道路の現況調査及び道路統計
・道路の認定、廃止等の手続
・特命による所管不動産の管理

担当係長 事務 島村　崇
・道路の認定、廃止等の手続
・特命による所管不動産の管理

担当係長 事務 巽　博幸
・道路の認定、廃止等の手続
・特命による所管不動産の管理

担当係長 事務 佐藤　玲子 ・特命による所管不動産の管理

担当係長 事務 松本　耕平
・駐車場（自転車駐車場を除く。）の管理
・特命による有料道路の管理運営

担当係長 事務 久野　勉 ・下水道用地管理業務の総括

担当係長 事務 大谷　昌弘
・下水道用地の管理
・下水道用地の売却
・放棄自動車関連業務

担当係長 事務 右馬ノ　美香
・下水道用地の管理
・下水道用地の売却

担当係長 事務 大林　克幸
・用地取得関係業務
・土地賃貸借関係業務

担当係長 事務 黒田　佐知子
・台帳管理
・管理替え、未利用地処理

補職 職種 氏名 事務分担

測量明示課長 土木 松田　健次
１　都市計画街路、道路及び市有不動産の測量（他の所管を除
く）並びに境界明示業務の総括

管理課（職員数28人）

測量明示課職員数（職員数141人）
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測量明示課長代理 土木 温井　久男
・特命による都市計画街路、道路及び市有不動産の測量（他の
所管を除く）並びに境界明示業務の総括

測量明示課長代理 土木 山内　堅次
・市有不動産の測量（他の所管を除く）及び境界明示業務の総
括

担当係長 土木 斎尾　明秀
・都市計画道路及び所管不動産の測量並びに都市計画道路境
域明示業務の総括

担当係長☆ 土木 河合　勉
・道路区域等明示申請の審査、手続き及び申請手数料収入調
定
・道路境界明示指令書等の交付

担当係長 土木 西村　章
・道路区域、市有地境界明示及び調査、資料整理業務の総括
≪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≫

担当係長 土木 内山　昌之
・道路区域、市有地境界明示及び調査、資料整理業務の総括
≪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 久保　秀樹 ・基準点保全等測量業務の総括

担当係長 土木 近藤　誠
・道路台帳整備の企画立案
・道路区域線確定測量業務
・国の地籍調査推進に関する調整業務

担当係長 土木 藤原　勉
・基準点の管理、保全業務
・情報化関係の運用管理業務
・関係機関との連絡調整業務総括

担当係長 土木 宇田　純次
・基準点の管理、保全業務
・関係機関との連絡調整業務

担当係長 土木 森上　隆信 ・下水道用地の測量及び境界明示業務の総括

担当係長 土木 池之内　徹
・下水道用地の測量及び境界明示業務の総括
・下水道用地の境界確定業務の総括

担当係長 土木 奥　和久
・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）

担当係長 土木 村山　政憲 ・市有不動産の測量（他の所管を除く）及び境界明示業務

担当係長 土木 尾本　正幸 ・市有不動産の測量（他の所管を除く）及び境界明示業務

担当係長 土木 倉橋　律夫 ・市有不動産の測量（他の所管を除く）及び境界明示業務

補職 職種 氏名 事務分担

自転車対策課長 事務 東地　伸丈
1　放置自転車対策
2　キタ、ミナミ緊急対策

自転車対策課長代理 事務 上堀内　要一
・放置自転車対策
・キタ、ミナミ緊急対策

担当係長☆ 事務 中井　康成 ・放置自転車対策

担当係長 事務 利岡　裕介 ・放置自転車対策

担当係長 事務 萩尾　厚人 ・放置自転車対策

担当係長 事務 秋山　岳彦 ・放置自転車対策

担当係長 事務 山中　良一 ・ミナミ緊急対策

担当係長 事務 安西　建 ・キタ緊急対策

自転車施策担当課長 土木 山向　薫
1　駐輪場設置
2　自転車道、自動二輪対策

自転車対策課自転車施
策担当課長代理

土木 中谷　正明 ・駐輪場設置

自転車対策課自転車施
策担当課長代理

土木 西尾　富雄 ・自転車道、自動二輪対策

担当係長 土木 大髙　省三 ・駐輪場設置

担当係長 土木 寺西　常顕 ・駐輪場設置

担当係長 土木 高橋　輝好 ・自転車道、自動二輪対策

自転車対策課（職員数44人）
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補職 職種 氏名 事務分担

工務担当部長 土木 川村　幸男

１　局の防災業務
２　局土木技術及び下水道技術に関する情報の収集及び管理
業務総括
３　局IT業務総括
４　事業所の連絡調整及び下水道（土木施設）の管理運営
５　局所管工事等の検査及び品質確保業務総括

補職 職種 氏名 事務分担

工務課長 土木 松田　清隆

１　防災対策の計画の総括
２　水防事務組合との連絡
３　指導監察業務
４　設計積算業務
５　情報化業務
６　その他特命事項

工務課長代理 土木 大賀　治男
１　指導監察業務
２　防災対策の計画の総括
３　その他特命事項

工務課長代理 事務 西井　隆

１　水防事務組合に関する連絡業務
２　課の庶務業務
３　水防事務組合の会計管理者業務（受嘱）
４　その他特命事項

工務課長代理 土木 芦原　栄治

１　建設発生土・建設副産物
２　設計積算業務
３　IT利用促進業務
４　情報システム総括
５　庁内情報ネットワーク総括
６　その他特命事項

担当係長☆ 事務 松原　伸嘉

１　水防事務組合に関する連絡業務
２　課の庶務業務
３　予算決算事務総括（一般会計・下水道会計）
４　その他特命事項

担当係長 土木 房　兼司
１　道路橋梁総合管理システム総括
２　道路橋梁総合管理システム運用管理
３　その他特命事項

担当係長 土木 中島　芳郎

１　土木設計積算基準業務
２　公共工事コスト縮減業務
３　土木技術情報収集業務
４　各種協議会窓口業務
５　その他特命事項

担当係長 土木 大山　和重

１　建設発生土・建設副産物業務
２　建設リサイクル推進計画
３　グリーン調達方針（公共工事）
４　建設リサイクル法に基づく受付
５　研修業務
６　その他特命事項

担当係長 土木 奥村　忠雄

１　ITの適正な利用促進業務
２　情報セキュリティ対策の推進・指導業務
３　庁内情報ネットワーク総括
４　その他特命事項

担当係長 土木 川戸　隆弘

１　下水道総合管理システム総括
２　下水道総合管理システム運用管理
３　工事積算システムの再構築
４　その他特命事項

担当係長 土木 上加世田　光博
１　下水道設計積算基準業務
２　単価調査業務
３　その他特命事項

工務課（職員数75人）
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担当係長 土木 野呂　和弘

１　指導監察業務
２　道路工事指導・監察・調整
３　請負工事事故調査事務局
４　その他特命事項

担当係長 土木 大野　敏仁

１　防災対策の計画の総括
２　災害対策委員会事務局
３　防災関連訓練事務局
４　その他特命事項

事業所担当課長 土木 田中　正道
１　事業所の連絡調整及び下水道（土木施設）の管理運営の企
画

工務課事業所担当課長
代理

土木 岸本　広次
１　事業所の連絡調整及び下水道（土木施設）の管理運営の企
画

担当係長 事務 浦川　真紀 １　事業所担当の予算・決算、庶務

担当係長 土木 吉田　明彦 １　事業所（道路・河川）の窓口、連絡調整

担当係長 土木 行枝　和重 １　下水直営等事故対応・災害応急対策並びに車両・物品

担当係長 土木 川西　清行
１　下水道（土木施設）の管理運営の企画及び事業所（下水）の
連絡調整

担当係長 土木 土井　健次
１　維持管理の積算基準・代価表並びに許認可業務及び総合
情報システムの運用・管理業務

担当係長 土木 溝端　卓也 １ 下水道の小規模工事・業務委託の設計・連絡調整業務
担当係長 土木 松宮　弘 １ 道路維持作業等の業務委託の設計・調整

工事監理担当課長 土木 二ノ形　一哉
１　工事等検査業務
２　工事品質確保関係業務

工務課工事監理担当課
長代理

土木 指吸　政男 ・工事品質確保関係業務

工務課工事監理担当課
長代理

土木 藤澤　悟
・工事等検査業務
・工事品質確保関係業務

工務課副参事兼
担当係長

土木 宮薗　敏之
・工事等（土木）検査業務
・工事等会計検査・監査窓口業務

担当係長 土木 木下　哲也
・工事品質確保関係業務
・工事等入札制度

担当係長 土木 濵田　祐次
・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 松下　守雄
・契約管財局窓口業務
・工事品質確保関係業務

担当係長 土木 太田　勝師
・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 田中　経浩
・工事等（土木）検査業務
・工事等会計検査・監査窓口業務

担当係長 土木 野村　義一
・工事品質確保関係業務
・工事公表業務

担当係長 電気 笠原　章裕
・工事等（電気）検査業務
・積算・仕様書等（電気）関係業務

担当係長 電気 中畑　博志
・工事等（電気）検査業務
・積算・仕様書等（電気）関係業務

担当係長 機械 原井　秀幸
・工事等（機械）検査業務
・積算・仕様書等（電気）関係業務

担当係長 建築 釘井　賢二
・工事等（建築）検査業務
・積算・仕様書等（建築）関係業務

補職 職種 氏名 事務分担

設備担当部長 機械 片山　英明 １　機械電気設備に関する事業に係る所管業務の総括

技術監
<設備管理担当課長兼務

電気 南　博司
１　局業務に係る重要事項の決定
２ 設備課（設備管理担当）の総括

補職 職種 氏名 事務分担
設備課長 機械 中川　仁志 １ 設備課の総括

設備課長代理 電気 中井　博之 ・電気設備及び機械設備の調査、企画及び調整の総括

設備課（職員数56人）
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担当係長☆ 電気 宮本　篤
・電気設備工事の総括
・電気設備工事の企画・調整、審査、検査

担当係長 電気 西谷　正則
・電気設備工事の積算基準並びに設計基準
・下水道電気設備工事用製品の企業申請

担当係長 電気 田中　守
・監視室統合に係る電気設備の設計及び連絡調整
・建築電気設備工事の積算基準並びに設計基準

担当係長 電気 羽根　栄三 ・河川及び道路施設の電気設備の設計及び工事

担当係長 機械 鎌橋　成幸
・機械設備工事総括
・機械設備工事の企画・調整、審査、検査

担当係長 機械 山上　強司
・機械設備工事の積算基準並びに設計基準
・下水道機械設備工事用製品の企業申請

担当係長 機械 大和　慎治
・機械設備工事（汚泥処理設備を除く）の設計及び連絡調整
・監視室統合に係わる機械設備の設計及び連絡調整

担当係長 機械 木下　隆二
・機械設備のうち汚泥処理設備工事の設計及び連絡調整
・消化ガス有効利用計画の内、機械設備設計

担当係長 機械 角谷　和明 ・下水道施設の建築機械設備の設計及び工事

担当係長 機械 曽我部　佳正 ・河川及び道路施設の機械設備の設計及び工事

設備管理担当課長（兼）
＜技術監兼務＞

電気 南　博司
１　局業務に係る重要事項の決定
２　設備課（設備管理担当）の総括

設備課設備管理担当課
長代理

機械 山本　高弘
・電気設備及び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 電気 髙尾　正行
・電気機械設備の維持管理
・技能研修及び安全衛生に関する連絡調整

担当係長 電気 舩井　嘉人
・河川・道路施設の機械・電気設備の維持管理に関する連絡調
整

担当係長 機械 合谷　敏男

・運営管理評価、統計資料等運転結果の総括
・下水道施設の機械設備の点検等に関する基準・積算基準整
備及び連絡調整
・薬品ユーティリティに関する連絡調整

担当係長 電気 山﨑　裕介

・長寿命化計画策定（電気設備）
・電気事業法・省エネ法に関する連絡調整
・下水道施設の電気設備の点検・修繕に関する基準・積算基準
整備及び連絡調整

担当係長 機械 堀之内　真吾
・長寿命化計画策定
・下水道施設の機械設備の維持管理に関する連絡調整
・汚泥、スクリーンかす等の運搬に関すること

補職 職種 氏名
部長 土木 永井　文博

補職 職種 氏名 事務分担

調整課長 土木 尾崎　滋

1　道路・橋梁及び街路事業の予算、進行管理及び連絡調整の
総括
2　大阪市道路公社・クリスタ長堀（株）との連絡調整の総括
3　道路部庶務の総括

調整課長代理 土木 齊藤　満
・道路・橋梁及び街路事業の予算、進行管理及び連絡調整
・大阪市道路公社、クリスタ長堀（株）との連絡調整

調整課長代理 大阪府 種子　知幸
・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 細谷　訓由 ・道路部庶務

担当係長 事務 武井　敬子 ・大阪市道路公社、クリスタ長堀（株）との連絡調整

担当係長 土木 丸田　満治
・大規模開発に伴う協議・調整
･外部との協議窓口

担当係長 土木 島村　勇次 ・道路部所管事業における予算、進行管理及び連絡調整

道路部（職員数127名）

調整課（職員数25名）
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担当係長 土木 梶谷　昌世 ・道路部所管事業における進行管理、連絡調整

補職 職種 氏名 事務分担

道路課長 土木 浜上　康彦
１　道路及び付属施設の新設、改良に係る企画及び設計の総
括

道路課長代理
<街路課長代理兼務>

土木 手光　隆一 ・道路及び付属施設の新設、改良に係る企画及び設計の総括

担当係長 土木 栗原　寛治 ・道路及び付属施設の新設、改良に係る計画・企画

担当係長 土木 大久保　英俊 ・道路の新設、改良（道路改良）

担当係長 土木 森山　勝 ・道路の新設、改良（道路改良）及び整備Ｇ予算

担当係長 土木 辻野　貴之 ・道路の新設、改良に係る設計（道路改良）

担当係長 土木 吉矢　康人 ・交通安全施設に係る企画・設計

担当係長 土木 中野　泰也
・道路付属施設の新設、改良に係る設計（幹線共同溝、電線共
同溝）

道路維持担当課長 土木 尾植　正順 １　道路及び付属施設の維持補修に係る調整及び設計の総括

道路課道路維持担当課
長代理

土木 吉田　孝介 ・道路及び付属施設の維持補修に係る調整及び設計の総括

副参事兼担当係長☆ 土木 古谷　武章 ・道路及び付属施設の維持補修に係る連絡調整（総括）

担当係長 土木 増田　和夫 ・道路施設の補修計画及び道路維持Ｇ予算

担当係長 土木 稲葉　慶成 ・道路の舗装調査・研究及び受託（計画・徴収）

担当係長 土木 平田　憲親 ・道路の舗装補修設計

担当係長 土木 持田　繁 ・道路施設（歩道橋を含む）の補修設計

補職 職種 氏名 事務分担

橋梁課長 土木 西川　匡
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

橋梁課長代理 土木 長井　義則
・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

担当係長☆ 土木 土井　清樹 ・橋梁の補修設計、調整

担当係長 土木 檜山　幹 ・橋梁の改築設計、調整（街路、大規模橋梁）

担当係長 土木 中村　忠善 ・橋梁の管理、連絡調整、対外協議

担当係長 土木 大野　良昭 ・橋梁の改築・耐震設計

担当係長 土木 奥　　兼治 ・橋梁の耐震設計

担当係長 土木 小松　靖朋 ・橋梁事業の調査、企画、予算総括

担当係長 土木 野崎　一郎 ・橋梁の設計企画

補職 職種 氏名 事務分担
街路担当部長 土木 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

街路課長 土木 麻生　哲也

1　街路事業に係る用地、設計の総括
2　街路事業の事業認可の総括
3　都市計画道路事業に伴う連絡調整の総括
4　区画整理事業等に係る道路の設計の総括

街路課長代理 土木 石井　良典

・街路事業に係る用地の総括
・街路事業及びその他土木施設の設計の総括
・街路事業の事業認可の総括
・区画整理事業等に係る道路の設計の総括

街路課長代理（兼）
<道路課長代理兼務>

土木 手光　隆一 ・都市計画道路事業に伴う連絡調整の総括

担当係長☆ 土木 石川　佳典
・街路事業に係る用地取得の企画及び調整
(北部方面)

担当係長 土木 池上　博文
・街路事業に係る用地取得の企画及び調整
(南部方面)

担当係長 土木 森﨑　正人 ・街路事業の事業認可

担当係長 土木 一ツ町　展也 ・都市計画道路事業に伴う連絡調整

街路課（職員数37名）

橋梁課（職員数21名）

道路課（職員数44名）
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担当係長 土木 上林　恭子
・街路事業及びその他の土木施設の設計
・区画整理事業に係る道路の設計

担当係長 土木 伊坂　保輝
・街路事業及びその他の土木施設の設計
・区画整理事業等に係る道路の設計

担当係長 土木 川端　勝
・街路事業及びその他の土木施設の設計
・区画整理事業に係る道路の設計

特定街路担当課長 大阪府 戸田　功

1 街路事業に係る道路構造物の設計の総括
2 街路事業に係る連絡調整及び所管する用地取得の企画及び
調整の総括
3 阿倍野再開発事業のうち道路構造物の設計の総括

街路課特定街路担当課
長代理

土木 瓦　一良

・街路事業に係る道路構造物の設計の総括
・街路事業に係る連絡調整及び所管する用地取得の企画及び
調整の総括
・阿倍野再開発事業のうち道路構造物の設計の総括

担当係長 土木 小山　謙治
・街路事業に係る連絡調整及び所管する用地取得の企画及び
調整

担当係長 土木 丸山　浩太郎
・街路事業に係る道路構造物の設計
・阿倍野再開発事業のうち道路構造物の設計

担当係長 土木 麻田　鉄児
・街路事業に係る道路構造物の設計
・街路事業に係る連絡調整

鉄道交差担当課長 土木 岸本　浩 １　街路事業に係る鉄道との立体交差の企画及び調整の総括

街路課鉄道交差担当課
長代理

土木 上田　大輔 ・街路事業に係る鉄道との立体交差の企画及び調整の総括

担当係長 土木 西尾　和哲 ・街路事業に係る鉄道との立体交差の企画及び調整

担当係長 土木 上田　光昭 ・街路事業に係る鉄道との立体交差の企画及び調整

担当係長 土木 磯部　重樹 ・街路事業に係る鉄道との立体交差の企画及び調整

担当係長 土木 駒谷　善弘 ・街路事業に係る鉄道との立体交差の企画及び調整

補職 職種 氏名
部長 土木 河谷　幸生

補職 職種 氏名 事務分担

調整課長 土木 寺川　孝

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　下水道事業の計画

調整課長代理 土木 妹尾　学

・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
・下水道建設計画（他の所管に属するものを除く）

調整課長代理 事務 中川　和美

・部業務の事務的事項総括及び連絡調整
・下水道事業における民活事業に係る事務
・下水道事業における効率化の進行管理
・下水道事業に係る広報

担当係長☆ 事務 大橋　透
・部業務の事務的事項の連絡調整
・他の課の所管に属さないこと
・下水道事業に係る広報

担当係長 事務 平山　景子 ・工事施行手続（下水道事業会計）に係る事務的事項

担当係長 事務 西尾　勝
・流域下水道・日本下水道協会
・監理団体
・工事施行手続（一般会計）

担当係長 土木 安井　幹人
・下水道事業計画及び予算に係る各施設間の連絡調整
・下水道工事の執行に係る連絡調整

担当係長 土木 澤井　幸次
・下水道工事の発注及び執行管理に係る連絡調整
・他事業関連の下水道工事に係る連絡調整

担当係長 土木 大杉　朗隆
・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

担当係長 土木 大谷　明 ・下水道建設計画に係る連絡調整

担当係長 土木 原田　俊崇 ・アセットマネジメント

下水道河川部（職員数123人）

調整課（職員数28人）
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担当係長 土木 正野　哲也 ・浸水対策計画の策定

補職 職種 氏名 事務分担

下水道課長 土木 松本　広司
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 建築 中西　久博
・下水処理場、抽水所等の設計及び建築物の工事の施行
・建築物の耐震化事業計画の策定

担当係長☆ 土木 黒田　武志 ・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 谷口　正典 ・下水処理場、抽水所の土木工事の設計、執行管理

担当係長 土木 菊田　功 ・下水処理場、抽水所の土木工事の設計

担当係長 建築 松本　博
・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 筒井　修
・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と他の工事との連絡調整
・下水処理場、抽水所等の上部利用

担当係長 建築 永山　清志
・下水処理場、抽水所等の建築物の営繕工事の設計
・緑化の設計及び施行、維持管理の設計

担当係長 建築 久津輪　徹
・下水処理場、抽水所等の建築工事の施行
・下水処理場、抽水所等の建築工事と他の工事との連絡調整

管渠担当課長 土木 稗田　貢 1　下水管渠の設計の総括
下水道課管渠担当課長
代理

土木 河村　秀行 ・下水管渠の設計の総括

担当係長 土木 河内　伸 ・下水管渠の設計の総括

担当係長 土木 臼田　利之 ・担当の予算執行管理の総括

担当係長 土木 楠田　匡彦 ・東部方面管理事務所管内の下水管渠の設計

担当係長 土木 中井　久隆 ・西部方面管理事務所管内の下水管渠の設計

担当係長 土木 田畑　隆広 ・南部方面管理事務所管内の下水管渠の設計

担当係長 土木 六車　哲也 ・北部方面管理事務所管内の下水管渠の設計

担当係長 土木 牧野　安邦 ・下水管渠(更生工事)の設計の総括

担当係長 土木 角屋　浩二 ・下水管渠(更生工事)の設計

担当係長 土木 田北　憲視 ・下水管渠の改築・更新計画

補職 職種 氏名 事務分担

水環境担当部長 土木 城居　宏

１　水環境技術の海外展開の推進並びに下水道事業に係る技
術調査研究の総括
２　下水の水質管理の総括
３　河川事業に関する所管業務の総括

補職 職種 氏名 事務分担

水環境課長 土木 井上　雅夫

１  アメニティ対策の総括
２　海外展開の推進総括
３　下水道建設計画の総括（浸水対策計画は除く）
４　下水道事業に係る技術研究及び技術開発の総括

水環境課長代理 化学 大谷　佳史

・アメニティ対策
・海外展開の推進
・下水道建設計画の策定（浸水対策計画は除く）
・下水処理場の消化ガス有効利用
・下水道事業に係る技術研究及び技術開発
・ＩＳＯ認証取得に係る業務

担当係長 電気 西本　裕二
・汚泥処理計画の策定
・下水処理場の消化ガス有効利用

担当係長 土木 田中　邦雄
・高度処理計画の策定
・合流改善計画の策定

担当係長 土木 平岡　明子
・水・環境技術の海外展開の推進
・下水道の国際交流・国際貢献

担当係長 土木 西奥　友次
・下水道資源の有効利用計画の策定
・アメニティ対策

水環境課（職員数 26 人）

下水道課（職員数43人）
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担当係長☆ 土木 日下部　和宏
・下水道事業に係る調査及び技術研究（他の係長の所管に属
するものは除く）
・ＩＳＯ認証取得に係る業務

担当係長 土木 水窪　俊博 ・土木施設の改築更新にかかる技術開発

担当係長 機械 藤井　政博
・下水道事業の機械電機設備に係る技術研究及び技術開発
・下水道の国際交流・国際貢献

担当係長 化学 島田　卓
・下水の高度処理等に係る技術研究及び技術開発
・他の部及び他の担当の所管に係る下水道技術開発及び技術
開発との連絡調整

水質管理担当課長 化学 中平　亨
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

水環境課水質管理担当
課長代理

化学 小椋　淳二
・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 橋本　良彰
・下水道の水質管理関係の連絡調整・企画
・河川課関連水質調査の連絡調整

担当係長 化学 長谷部　功
・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 薬剤 梶　　俊哉
・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 横倉　加寿恵
・排水規制手法の策定
・水質使用量認定事業場の水質調査

補職 職種 氏名 事務分担

所長 化学 小林　正知
・下水等の水質検査の技術的総括
・工場排水等の水質の分析及び試験
・下水の浄化処理過程の調査及び研究

補職 職種 氏名 事務分担

河川課長 土木 藁田　博行
１　河川及び運河の管理
２　河川事業の調査、計画、進行管理、連絡調整
３ 河川及び運河の設計、工事の施行

河川課長代理 土木 上塚　哲彦
・河川及び運河の管理
・河川事業の調査、計画、進行管理、連絡調整
・河川及び運河の設計、工事の施行

担当係長☆ 事務 稲本　和彦
･河川管理の連絡調整
・河川占用及び河川に係る不法占拠の処理

担当係長 土木 大島　禎司 ・河川事業の調査、企画、進行管理、連絡調整

担当係長 土木 中山　英也
・河川施設の維持管理
・水防業務
・道頓堀川遊歩道管理運営主体との連絡調整

担当係長 土木 森田　真史
・河川事業の企画及び調整
・河川及び運河の設計、工事の施行

担当係長 土木 竹田　英司 ・河川及び運河の設計、工事の施行

補職 職種 氏名
所長 土木 岡﨑　安志

補職 職種 氏名 事務分担

管理課長 事務 河原　訓 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 川久保　秀雄 ・方面管理事務所業務の事務的事項の総括
管理課工事担当課長代
理

土木 松本　三弘
・方面管理事務所所管道路等工事・下水管渠工事の施工の総
括

担当係長☆ 事務 水落　千栄子
・方面管理事務所の重要事項の進行管理
・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

水質試験所（職員数8人）

河川課（職員数18人）

東部方面管理事務所（職員数472人）

管理課（職員数51人）
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担当係長 事務 西本　優子
・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

担当係長 事務 谷口　哲夫
・所の苦情・事故処理
・所の安全衛生管理

副参事兼担当係長 土木 恒吉　秀実
・方面管理事務所の重要事項の進行管理
・下水道施設の維持管理（他の所管に属するものを除く。）

担当係長 土木 里中　修像
・所管下水管渠工事及び下水処理場、抽水所の土木工事の施
行

担当係長 土木 白井　久順 ・所管下水管渠工事の施行

担当係長 土木 野上　広志
・所管下水管渠工事及び下水処理場、抽水所の土木工事の施
行

担当係長 土木 有村　史朗 ・所管土木工事の施行

担当係長 土木 小川　吉治 ・所管土木工事の施行

係主査 土木 森本　薫 ・所管土木工事の施行

補職 職種 氏名 事務分担

設備課長 機械 安井　宏之

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。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及び作業
3　下水の水質の管理
4　工場排水等に係る規制指導及び除害施設の設置指導
5　道路及び河川の機械電気設備の維持管理

設備課長代理 化学 松浦　眞人
・下水の水質の管理
・工場排水等に係る規制指導及び除害施設の設置指導
・所管下水処理場の維持管理

設備課長代理 電気 辻井　淳一

・所管下水処理場及び抽水所の維持管理及び作業
・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
・道路及び河川の機械電気設備の維持管理

担当係長☆ 機械 木下　明夫
・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

担当係長 電気 南浦　幸司
・下水道施設の電気設備の設計及び工事の施工
・所管下水処理場及び抽水所の維持管理及び作業

担当係長 電気 田中　清恒 ・機械・電気設備リフレッシュ事業の推進

担当係長 電気 岡村　一夫 ・道路及び河川の機械電気設備の維持管理

担当係長 化学 田中　武行 ・下水の水質の管理

担当係長 化学 大野　裕巳 ・工場排水の規制及び除害施設の設置指導

係主査 電気 宗　秀志 ・特命による電気・機械設備の維持管理

補職 職種 氏名 事務分担
所長 土木 猪澤　忠一 1 工営所業務の総括
副所長 事務 谷口　三夫 ・工営所業務の事務的事項の総括
副所長 土木 大前　輝行 ・工営所業務の技術的事項の総括
副所長
＜田島工営所副所長兼
務＞

事務 今池　弘次
・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

副参事兼担当係長☆ 事務 紀平　正美
・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 山本　一人 ・道路利用の適正化

担当係長 土木 苅谷　信廣
・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

担当係長 土木 清水　慎吾 ・特命による下水道施設の維持管理及び工事監督

担当係長 土木 木下　浩二 ・特命による下水道施設の維持管理及び浸水対策

設備課（職員数104人）

中浜工営所  (職員数129人)
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担当係長 土木 山内　克浩
・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

担当係長 土木 濵﨑　博海
・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

担当係長 土木 池田　忠平
・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

担当係長 土木 荷福　晴朗
・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

補職 職種 氏名 事務分担
所長 土木 下田　健司 1 工営所業務の総括
副所長 事務 砂津　達朗 ・工営所業務の事務的事項の総括

副所長 土木 阪口　隆雄 ・工営所業務の技術的事項の総括
副所長（兼）
＜中浜工営所副所長兼
務＞

事務 今池　弘次
・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

副所長（兼）
＜津守工営所副所長、
市岡工営所副所長兼務

事務 野入　洋子
・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

副参事兼担当係長☆ 事務 唐井　千世子
・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 土木 原　一行 ・道路利用の適正化

担当係長 土木 岩崎　明夫 ・特命による下水道施設の維持管理及び工事監督

担当係長 土木 占部　正和 ・特命による下水道施設の維持管理及び浸水対策

担当係長 土木 山口　弘則
・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

担当係長 土木 山田　耕司
・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

担当係長 土木 吉田　茂
・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 新地　睦人
・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

補職 職種 氏名 事務分担
場長 電気 岡島　秀一 1　所管下水処理場の維持管理及び作業
担当係長 事務 有家　敏雄 ・下水処理場の所管業務のうち事務的事項

担当係長☆ 化学 岳山　信広 ・下水処理場の所管業務のうち技術的事項

補職 職種 氏名 事務分担
場長 機械 岡本　文彦 １ 所管下水道処理場の維持管理及び作業

副参事兼担当係長☆ 化学 橋本　正彰
・下水処理場の重要事項の進行管理
・下水処理場の所管業務のうち技術的事項

担当係長 事務 山崎　正継 ・下水処理場の所管業務のうち事務的事項

補職 職種 氏名
所長 土木 山本　智

補職 職種 氏名 事務分担

放出下水処理場（職員数56人）

田島工営所（職員数107人）

今福下水処理場（職員数25人）

西部方面管理事務所（職員数　515人）
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技術監
<設備課長兼務>

化学 田中　茂幸

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。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及び作業
3　下水の水質の管理
4　工場排水等に係る規制指導及び除害施設の設置指導
5　道路及び河川の機械電気設備の維持管理

補職 職種 氏名 事務分担

管理課長 事務 難波　光二 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 吉川　清隆 ・方面管理事務所業務の事務的事項の総括
管理課工事担当課長代
理

土木 江原　佳男
・方面管理事務所所管道路等工事・下水管渠工事下水処理
場、抽水所の土木工事の施工の総括

担当係長☆ 事務 森元　三男
・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 西浦　寛

・工事及び作業施工手続の総括
・工事の受託施行の事務
・所の予算執行管理
・水洗便所の申込受付

担当係長 事務 冨森　知史
・所の苦情・事故処理
・所の安全衛生管理

副参事兼担当係長 土木 手嶋　義一

・方面管理事務所の重要事項の進行管理
・下水管渠にかかる行為の制限の許可
・受託下水道工事の施行及び施行承認
・排水設備の計画確認及び検査

担当係長 土木 氏江　辰巳 ・下水道施設の工事の施工

担当係長 土木 盛川　敏哉 ・特命による下水道施設の工事の施工

担当係長 土木 村木　義則 ・特命による下水処理場、抽水所の土木工事の施工

担当係長 土木 谷口　敏雄 ・道路施設の工事の施工

係主査 土木 嵯峨　武雄 ・特命による占用、受託工事

補職 職種 氏名 事務分担

設備課長（兼）
<技術監兼務>

化学 田中　茂幸

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。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及び作業
3　下水の水質の管理
4　工場排水等に係る規制指導及び除害施設の設置指導
5　道路及び河川の機械電気設備の維持管理

設備課長代理 化学 清水　良晃
・下水の水質の管理
・工場排水等に係る規制指導及び除害施設の設置指導
・所管下水処理場の維持管理

設備課長代理 電気 東　裕亮

・所管下水処理場及び抽水所の維持管理及び作業
・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
・道路及び河川の機械電気設備の維持管理

担当係長☆ 機械 髙島　明
・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

担当係長 機械 八木　剛
・下水道施設の機械設備の設計及び工事施行
・所管下水処理場及び抽水所の維持管理

担当係長 電気 岡田　正 ・道路・河川施設の機械・電気設備の維持管理
担当係長 電気 山田　郁夫 ・機械・電気設備リフレシュ事業の推進
担当係長 化学 矢野　幸一 ・下水の水質の管理
担当係長 化学 戸澤　昭 ・工場排水の規制及び除害施設の設置指導

設備課（職員数　78人）

管理課（職員数　51人）
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補職 職種 氏名 事務分担
所長 土木 仲野　満 １　工営所業務の総括

副所長 事務 泉　康弘 ・工営所業務の事務的事項の総括

副所長 土木 小野　尚之 ・工営所業務の技術的事項の総括
副所長
＜市岡工営所副所長、
田島工営所副所長兼務

事務 野入　洋子
・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

副参事兼担当係長☆ 事務 寺井　静男

・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 岡田　敏雄 ・道路利用の適正化

担当係長 土木 村川　智彦 ・特命による道路施設等の管理調整道路施設の管理調整

担当係長 土木 仲峯　守

・所の重要事項の進行管理
・特命による所管土木工事の設計
・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 中田　好昭 ・特命による下水道施設の維持管理及び浸水対策

担当係長 土木 笠島　正美 ・特命による下水道施設の維持管理

担当係長 土木 西村　悦典
・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

担当係長 土木 前田　和夫
・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

担当係長 土木 涔口　桂一
・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

補職 職種 氏名 事務分担
所長 土木 上原　一剛 １ 工営所業務の総括
副所長 事務 川元　信一 ・工営所業務の事務的事項の総括

副所長 土木 川村　信司 ・工営所業務の技術的事項の総括
副所長（兼）
＜津守工営所副所長、
田島工営所副所長兼務

事務 野入　洋子
・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 中務　武司

・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 橋口　光裕 ・道路利用の適正化

担当係長 土木 中村　睦朗 ・特命による下水道施設の維持管理

担当係長 土木 岩野　貴志 ・特命による下水道施設の維持管理及び浸水対策

担当係長 土木 稲垣　武
・所の重要事項の進行管理
・特命による所管土木工事の設計
・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 河西　征吾
・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 堀田　健二
・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 古里　幸弘
・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

補職 職種 氏名 事務分担
所長 事務 辻　正明 １ 所業務全般

担当係長☆ 事務 松井　　晋
・特命による渡船運航
・特命による所員の人事、給与及び福利厚生

担当係長 土木 大藏　義信 ・河川管理施設の維持管理

津守工営所（職員数113人）

市岡工営所（職員数　115人）

河川・渡船管理事務所（職員数　93人）
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補職 職種 氏名 事務分担

場長 機械 西村　朗 1　所管下水処理場及び抽水所の維持管理及び作業

担当係長 事務 山本　隆 ・所管業務のうち事務的事項

担当係長☆ 電気 金谷　和明 ・所管業務のうち技術的事項

補職 職種 氏名 事務分担

場長 電気 阿部　薫 1　所管下水処理場及び抽水所の維持管理及び作業

担当係長☆ 事務 貴多　泰治 ・所管業務のうち事務的事項

担当係長 機械 後藤　哲平 ・所管業務のうち技術的事項

補職 職種 氏名
所長 事務 山下　克己

補職 職種 氏名 事務分担

技術監
<管理課長兼務>

土木 横田　哲也
１　特命による方面管理事務所の重要事項
２　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）

補職 職種 氏名 事務分担

管理課長（兼）
＜技術監兼務＞

土木 横田　哲也
１　特命による方面管理事務所の重要事項
２　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 西　まゆみ ・方面管理事務所業務の事務的事項の総括

管理課工事担当課長代
理

土木 板谷　治喜
・方面管理事務所所管道路等工事・下水管渠工事の施工の総
括

副参事兼担当係長☆ 事務 小野　弘賀
・所の重要事項の進行管理
・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 田渕　倫也
・工事及び作業施行の手続の総括
・工事の受託施行の事務

担当係長 事務 池浦　リエ
・所の苦情・事故処理
・所の安全衛生

副参事兼担当係長 土木 船間　澄幸
・所の重要事項の進行管理
・下水道施設の維持管理及び許認可（他の所属に属するものを
除く）

担当係長 土木 松浦　正治 ・所管下水道工事の施工

担当係長 土木 南野　政明 ・特命による下水道工事の施工

担当係長 土木 田上　文昭 ・所管土木工事の施工

担当係長 土木 城滝　好男 ・特命による土木工事の施工

担当係長 土木 山田　健二郎 ・特命による下水道工事の施工

係主査 土木 用松　修 ・特命による下水道工事の施工

補職 職種 氏名 事務分担

市岡下水処理場（職員数　32人）

千島下水処理場（職員数 33人）

南部方面管理事務所（職員数407人）

管理課（職員数 53人）

設備課（職員数114人）
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設備課長 機械 鎌田　裕介

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。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及び作業
3　下水の水質の管理
4　工場排水等に係る規制指導及び除害施設の設置指導
5　道路及び河川の機械電気設備の維持管理

設備課長代理 化学 笠松　久
・下水の水質の管理
・工場排水等に係る規制指導及び除害施設の設置指導
・所管下水処理場の維持管理

設備課長代理 機械 米原　俊和

・所管下水処理場及び抽水所の維持管理及び作業
 ・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
・道路及び河川の機械電気設備の維持管理

担当係長☆ 機械 三木　猛
・課の重要事項の進行管理
・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

担当係長 電気 桐山　豊
・下水道施設の機械設備の設計及び工事の施工
・所管下水処理場及び抽水所の維持管理

担当係長 電気 橋本　豊 ・機械電気設備リフレッシュ事業の推進

担当係長 機械 水口　弘司 ・道路施設の機械設備の設計及び工事の施工

担当係長 化学 朝田　広樹 ・工場排水の規制及び除害施設の設置指導

担当係長 化学 松浦　貴久子 ・下水の水質の管理

補職 職種 氏名 事務分担
所長 土木 里中　利亨 ・工営所の業務の総括

副所長 事務 嶋貫　忍 ・工営所業務の事務的事項の総括

副所長 土木 波床　順司 ・工営所業務の技術的事項の総括

副参事兼担当係長 土木 赤土　全紀

・所の重要事項の進行管理
・特命による所管土木工事等の企画・立案
・道路、河川、橋梁、その他特定土木施設の維持修繕及び管理
・特命事項

担当係長☆ 事務 永田　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 河本　健 ・道路利用の適正化

担当係長 土木 渡邉　詳三
・所管施設の維持修繕及び執行管理
・所管施設の保全計画
・特命事項

担当係長 土木 上村　敏夫

・市民要望等の処理に関わる所管施設の維持修繕
・所管施設の点検・調査
・所管施設の許認可等業務
・請負工事監督
・特命事項

担当係長 土木 川上　信敏
・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
・特命事項

担当係長 土木 山下　正作
・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
・特命事項

補職 職種 氏名 事務分担
所長 土木 阿部　浩和 ・工営所の業務の総括

副所長 事務 嶋岡　秀二郎 ・工営所業務の事務的事項の総括

副所長 土木 近藤　英正 ・工営所業務の技術的事項の総括

住之江工営所（職員数 90人）

平野工営所（職員数112人）
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担当係長☆ 事務 斧　　孝子

・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 土木 水畑　耕治 ・道路利用の適正化

担当係長 土木 東野　洋士
・管内下水道施設の維持管理及び浸水対策
・特命事項に関すること

担当係長 土木 竹内　登志男
・管内下水道施設の維持管理
・特命事項に関すること

副参事兼担当係長 土木 上月　智晴

・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
・埋設工事に関すること
・特命事項に関すること

担当係長 土木 小堀　義行
・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
・特命事項に関すること

担当係長 土木 鶴田　久美
・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
・特命事項に関すること

担当係長 土木 石本　隆一
・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
・特命事項に関すること

補職 職種 氏名 事務分担
場長 土木 鈴木　宏昌 ・下水処理場の業務の総括

副参事兼担当係長 機械 野嶋　靖夫 ・下水処理場の業務の技術的事項

担当係長☆ 事務 美濃　芳子 ・下水処理場の業務の事務的事項

補職 職種 氏名
所長 事務 松尾　繁廣

補職 職種 氏名 事務分担

技術監
<管理課長兼務>

土木 岡田　恒夫
１　特命による方面管理事務所の重要事項
２　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）

補職 職種 氏名 事務分担

管理課長（兼）
＜技術監兼務＞

土木 岡田　恒夫
１　特命による方面管理事務所の重要事項
２　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 山中　敏章 ・方面管理事務所業務の事務的事項の総括

管理課工事担当課長代
理

土木 湊崎　和人
・方面管理事務所所管道路等工事・下水管渠工事の施工の総
括

副参事兼担当係長☆ 事務 山本　明
・方面管理事務所の重要事項の進行管理
・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 宮崎　敏也
・工事及び作業施工手続の総括
・工事の受託施工の事務
・所の予算執行管理

担当係長 事務 小山　憲史
・所の苦情・事故処理
・所の安全衛生管理

副参事兼担当係長 土木 山本　康弘
・方面管理事務所の重要事項の進行管理
・下水道施設の維持管理（他の所管に属するものを除く。）

担当係長 土木 山下　匠 ・下水道施設の工事の施工

担当係長 土木 八百　清 ・下水道施設の工事の施工

平野下水処理場（職員数38人）

北部方面管理事務所（職員数513人）

管理課（職員数52人）
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担当係長 土木 熊本　尚紀 ・下水道施設の工事の施工

担当係長 土木 田中　茂廣 ・道路・橋梁・河川の工事の施工

係主査 土木 山下　千尋 ・道路・橋梁・河川の工事の監督

補職 職種 氏名 事務分担

設備課長 機械 中野　康雄

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。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及び作業
3　下水の水質の管理
4　工場排水等に係る規制指導及び除害施設の設置指導
5　道路及び河川の機械電気設備の維持管理

設備課長代理 電気 野村　憲由

・所管下水処理場及び抽水所の維持管理及び作業
 ・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
・道路及び河川の機械電気設備の維持管理

設備課長代理 薬剤 宮本　隆弘
・下水の水質の管理
・工場排水等に係る規制指導及び除害施設の設置指導
・所管下水処理場の維持管理

担当係長☆ 電気 田中　俊彦
・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

担当係長 機械 坂口　和久 ・機械・電気設備リフレッシュ事業の推進

担当係長 機械 小原　泰弘
・下水道施設の機械設備の設計及び工事の施行
・所管下水処理場及び抽水所の維持管理及び作業

担当係長 電気 井本　広次
・道路・河川及び自動車・自転車駐車場における機械・電気設
備の維持管理にかかる設計業務

担当係長 化学 三ツ林　安治 ・工場排水の規制及び除害施設の設置指導

担当係長 化学 中谷　法弘 ・下水の水質の管理

係主査 電気 中森　和也 ・特命による電気・機械設備の維持管理

補職 職種 氏名 事務分担
所長 土木 萩原　修一 １　工営所業務の総括

副所長 事務 井上　公一 ・工営所業務の事務的事項の総括

副所長 事務 谷　逸朗
・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

副所長 土木 西平　平三郎 ・工営所業務の技術的事項の総括

担当係長☆ 事務 小山　良彦
・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 津田　昌則 ・道路利用の適正化

担当係長 土木 内布　茂充
・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

担当係長 土木 岡田　隆志 ・特命による下水道施設の維持管理及び工事監督

担当係長 土木 中本　勲 ・特命による下水道施設の維持管理及び浸水対策

担当係長 土木 小嶋　正昭
・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

担当係長 土木 川北　保男
・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

担当係長 土木 髙野　則義
・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

担当係長 土木 廣田　知夫
・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

設備課（職員数110人）

海老江工営所（職員数133人）
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補職 職種 氏名 事務分担
所長 土木 竹本　輝義 １　工営所業務の総括

副所長 事務 西村　耕一 ・工営所業務の事務的事項の総括

副所長 土木 相見　勝 ・工営所業務の技術的事項の総括

担当係長☆ 事務 岡田　幸博
・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 小杉　泰史 ・道路利用の適正化

担当係長 土木 黒薮　一美 ・特命による下水道施設の維持管理及び浸水対策

担当係長 土木 豊岡　喜一 ・特命による下水道施設の維持管理及び工事監督

担当係長 土木 小野　忠彦
・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

担当係長 土木 染谷　直隆
・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

担当係長 土木 本田　浩志
・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

補職 職種 氏名 事務分担

場長 化学 清水　一弥
1　所管下水処理場及び抽水所の維持管理及び作業
2　その他特命事項

担当係長☆ 事務 角田　恵子
・下水処理場の所管業務のうち事務的事項
・その他特命事項

担当係長 機械 友松　正夫 ・所管下水処理場及び抽水所の所管業務のうち技術的事項

補職 職種 氏名 事務分担

場長 化学 宮田　良英
1　所管下水処理場の維持管理及び作業
2　その他特命事項

担当係長☆ 事務 藤田　柳子
・下水処理場の所管業務のうち事務的事項
・その他特命事項

担当係長 電気 杉浦　広和 ・下水処理場の所管業務のうち技術的事項

補職 職種 氏名 事務分担

場長 化学 中谷　利文
1　所管下水処理場及び抽水所の維持管理及び作業
2　その他特命事項

担当係長☆ 事務 森野　義高
・下水処理場の所管業務のうち事務的事項
・その他特命事項

担当係長 機械 泉　佳明 ・所管下水処理場及び抽水所の所管業務のうち技術的事項

補職 職種 氏名 事務分担
所長 電気 小東　裕治 1　所業務全般

担当係長☆ 事務 矢森　哲 ・所業務のうち事務的事項

担当係長 機械 江川　佳典 ・所業務のうち機械設備の維持管理

担当係長 電気 多田　健史 ・所業務のうち電気設備の維持管理

担当係長 化学 猪塚　晴美 ・所業務のうち汚泥分析、返流水質の管理

舞洲スラッジセンター（職員数12人）

十三工営所（職員数97人）

大野下水処理場（職員数53人）

此花下水処理場（職員数23人）

十八条下水処理場（職員数33人）
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防 災 保 安 担 当 (防災管理グループ ) ( 保 安 グ ル ー プ )

緑 地 管 理 担 当 (緑地計画グループ ) (緑地管理グループ )

海 務 担 当
( 海 務 グ ル ー プ ) ( 埠 頭 グ ル ー プ ) ( 船 舶 グ ル ー プ )
(海上保全グループ )

設 備 担 当 ( 電 気 グ ル ー プ ) ( 機 械 グ ル ー プ )

保 全 監 理 担 当 ( 建 築 グ ル ー プ ) (港湾工事グループ ) ( 設 計 グ ル ー プ )

施 設 管 理 担 当

環 境 整 備 担 当

計 画 整 備 部

計 画 担 当
( 計 画 グ ル ー プ ) (財産処分グループ ) ( 統 計 グ ル ー プ )
(戦略港湾グループ )

振 興 担 当

工 務 担 当
(工務・システム・技術調査
グ ル ー プ )

(技術監理・維持管理計画
グ ル ー プ )

開 発 調 整 担 当 (開発調整グループ ) ( 規 制 グ ル ー プ )

経 営 監 理 担 当 ( 経 営 企 画 グ ル ー プ ) ( 計 理 グ ル ー プ )

営 業 推 進 室

販 売 促 進 担 当

財 産 活 用 担 当 ( 管 財 グ ル ー プ ) ( 測 量 グ ル ー プ )

( 調 達 グ ル ー プ )

監 理 調 整 担 当
（ 監 理 団 体 監 理
グ ル ー プ ）

(業務改革グループ ) （集客施設グループ）

(厚生・人事グループ )

港 湾 局

総 務 部

総 務 担 当 (庶務・法規グループ )
(コンプラ・広報･姉妹港
グ ル ー プ )
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補職 職種 氏名
局長 事務 丸岡　宏次

補職 職種 氏名 事務分担

理事 土木 吉松　邦明
１　局運営に係る重要事項の調査・企画及び総
合調整に関する事項

補職 職種 氏名
部長 事務 矢野　歩

補職 職種 氏名 事務分担

総務担当課長 事務 岡本　多加志

１　局の文書、組織、法規
２　局業務の進行管理
３　局のコンプライアンス、広聴
４　局の広報、報道、姉妹港･友好港交流
５　職員の人事、給与及び労働条件
６　職員の研修その他人材開発及び事務改善
７　職員の安全衛生管理及び福利厚生
８　局の人権啓発及び研修
９　他の部、室の主管に属しないこと

総務担当課長代理 事務 川下　敦史

・局の文書、組織、法規
・局業務の進行管理
・局のコンプライアンス、広聴
・局の広報、報道、姉妹港･友好港交流
・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　☆
【庶務・法規グループ】

事務 田島　 透

・局の文書
・局の法規
・局業務の進行管理
・庁中取締り
・市会業務の取りまとめ
・局の組織
・局庁舎内の建物及び施設並びに公舎の管理

担当係長
【コンプラ・広報・姉妹
港グループ】

事務 大野　真史

・コンプライアンス、訴訟
・局の広聴
・局の広報、報道
・情報公開
･姉妹港、友好港交流
･局ホームページ

担当係長
【厚生･人事グループ】

事務 安田　健一

・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

補職 職種 氏名 事務分担

港湾局（職員数651人）

総務部（職員数60人）

総務担当(職員数18人)

経営監理担当(職員数22人)
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経営監理担当課長 事務 藤井　信三

１　予算、決算
２　調度、物品
３　港湾の管理運営の企画
４　経営改善、長期収支
５　経営方針、損益計算

経営監理担当課長代
理

事務 小林　伸行

・予算、決算及び物品
・業務の進行管理及び事務改善
・調度事務
・港営事業会計の長期収支
・埋立事業の損益計算業務

担当係長　☆
【経営企画グループ】

事務 松原　栄次

・港湾の管理運営の企画
・経営改善、長期収支
・運営方針
･港湾台帳の整備

担当係長
【計理グループ】

事務 長野　康宏
・所管一般会計の予算、決算及び物品
・局所管一般会計の工事費の予算整理及び精
算

担当係長
【計理グループ】

事務 澤田　卓士
・港営事業会計の予算、決算及び物品
・港営事業会計の工事費の予算整理及び精算
・港営事業会計支出伝票等関連帳票の審査

担当係長
【調達グループ】

事務 嶋村　研一 ・工事その他請負契約及び物品の売買契約

補職 職種 氏名 事務分担

業務改革担当課長　◎ 事務 髙橋　秀之

１　出資助成団体の監理、見直し
２　局事業における担当間の業務連携調整
３　他局業務との一元化に関する総括
４　局の事業評価、事業仕分け

監理団体調整担当課
長代理

事務 江野　 一 ・出資助成団体の監理、見直し

業務改革担当課長代
理

土木 池田　佳介
・府市港湾行政の一元化
・府市統合本部との連絡調整

担当係長　☆
【監理団体監理グルー
プ】

事務 中村　拓哉 ・出資助成団体の監理、見直し

担当係長
【業務改革グループ】

事務 益田　光彦

・局事業における担当間の業務連携調整
・他局業務との一元化に関する総括
・市政改革推進業務
･事業評価、事業仕分け

担当係長
【業務改革グループ】

土木 田野　雅彦
・府市港湾行政の一元化
・府市統合本部との連絡調整

集客施設担当課長 事務 井元　賢二

１　指定管理者制度導入施設の管理運営
２　所管施設の管理運営
３　集客施設の見直し
４　帆船あこがれの管理とセイル・トレーニング事
業

集客施設担当課長代
理

事務 橋本　志津子
・港のにぎわいまちづくりに関する総括
・水上アクセス魅力向上事業

監理調整担当(職員数19人)
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担当係長
【集客施設グループ】

事務 藤原　吉生
・指定管理者制度導入施設の管理運営
・所管施設の管理運営
・集客施設の見直し

担当係長
【集客施設グループ】

事務 松本　優子
・港のにぎわいまちづくりに関する総括
・水上アクセス魅力向上事業
・帆船あこがれの管理とセイル・トレーニング事業

補職 職種 氏名
室長 土木 藪内　 弘

補職 職種 氏名 事務分担
開発調整担当部長 大阪 西園　恵次 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 折原　裕之
１　埋立地における所管不動産の管理
２　埋立地の処分及び利用調整
３　所管不動産の賃貸

企画調整担当課長代
理

事務 杉本　淳二

・市有地有効活用策の検討・実施
・企業誘致に向けたインセンティブ策の検討・実
施
・夢洲地区分譲方策の検討

販売促進担当課長代
理

事務 森重　誠司
・埋立地における所管不動産の管理
・埋立地の処分及び利用調整
・所管不動産の賃貸

担当係長　☆ 事務 増山　　明

・市有地有効活用策の検討・実施
・企業誘致に向けたインセンティブ策の検討・実
施
・夢洲地区分譲方策の検討

担当係長 事務 保田　昌克
・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 小松　稔
・舞洲地区埋立地及び鶴浜地区埋立地の管理・
処分及び利用調整

担当係長 事務 宮下　明子
・夢洲地区埋立地の管理・処分及び利用調整
・企業・産業誘致に向けたインセンティブ等の検
討

補職 職種 氏名 事務分担

財産活用担当課長 事務 林　　清二 １　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

事務 原口　幸次 ・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 衣笠　義郎 ・在来地区における所管不動産の管理

副参事兼担当係長　☆
【測量グループ】

土木 三阪　敏男
・所管土地の財産整理及び財産台帳・土地台帳
の整備

営業推進室(職員数65人)

販売促進担当(職員数11人)

財産活用担当(職員数36人)
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担当係長　☆
【管財グループ】

事務 内谷　一也
・在来普通財産の管理の総括
・財産運用委員会・不動産評価審議会等の諮問
・財産管理主任に関する事項

担当係長
【管財グループ】

事務 石田　淳也 ・在来普通財産の管理及び処分

担当係長
【管財グループ】

事務 辻本　慶子
・在来普通財産の管理及び処分
・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 櫻井　一良 ・在来普通財産の公募分譲・公募賃貸の実施

担当係長
【管財グループ】

事務 佐藤　順一
・所管不動産に係る訴訟
・不動産管理に係る契約・協定書等の審査
・不動産管理に係る適正化

担当係長
【測量グループ】

土木 門井　勇司
・所管土地の財産整理に伴う測量及び登記
・基盤施設の一元化推進に向けた局所管土地
の財産整理

担当係長
【測量グループ】

土木 森田　　巧
・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

担当係長
【測量グループ】

土木 八橋　竜郎 ・局所管土地の境界の明示及び測量

補職 職種 氏名 事務分担

開発調整担当課長
＜計画調整局開発調
整部夢洲・咲洲地区調
整担当課長兼務＞

土木 松井　圭一 １　臨海部における開発の企画及び連絡調整

開発調整担当課長代
理

土木 永井　茂 ・臨海部における開発の企画

開発調整担当課長代
理

建築 森　英彦 ・臨海部における開発の調整

開発調整担当課長代
理

大阪
府

大庭　泰明
・臨海部における総合的な臨港交通体系の構築
・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 高田　孝

・咲洲開発の技術的調査研究及び土地利用計
画
・咲洲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 山田　康弘

・此花、住之江地区の技術的調査研究及び土
地利用計画
・此花、住之江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 小林　靖仁

・舞洲、夢洲地区の技術的調査研究及び土地
利用計画
・舞洲、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】

大阪
府

池田　孝

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

開発調整担当(職員数17人)
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担当係長
【規制グループ】

事務 岡田　浩行
・臨港地区の規制管理
・臨港地区内の分区の指定及び分区内の構築
物の規制

担当係長
【規制グループ】

建築 都丸　純一郎
・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

補職 職種 氏名
部長 土木 徳平　隆之

計画担当(職員数27人)
補職 職種 氏名 事務分担

計画担当課長　◎ 土木 丸山　順也

１　港湾事業の基本計画及び実施計画
２　海岸・防災事業の基本計画及び実施計画
３　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　港湾審議会
６　港湾工事等に伴う移転補償及び財産処分
７　基幹統計及び港勢調査

計画担当課長代理 土木 中越　誠二

・港湾事業の基本計画及び実施計画
・海岸・防災事業の基本計画及び実施計画
・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
・港湾審議会
・港湾工事等に伴う移転補償及び財産処分
・基幹統計及び港勢調査

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 中川　政博
１　津波シミュレーションの検証・被害想定
２　水際線施設の津波による影響の検討
３　津波による底質移動の検討

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 寺田　幸紀
・東南海・南海地震津波対策
・大阪港の津波防災
・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 矢野　勝史 ・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 友田　嘉 ・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 田中　一也
・大阪港の港湾計画、長期計画
・港湾審議会

担当係長
【計画グループ】

土木 谷口　正幸 ・港湾事業、海岸事業の予算執行管理

担当係長
【財産処分グループ】

事務 石川　和雄
・港湾工事等による移転補償
・港湾工事等に伴う財産処分

担当係長
【統計グループ】

事務 中島　　哲 ・基幹統計及び港勢調査

担当係長
【計画グループ】

土木 鈴木　清二
・東南海・南海地震津波対策
・大阪港の津波防災
・津波対策にかかる国との連絡調整

計画整備部(職員数524人)
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戦略港湾担当課長 事務 川井田　浩

１　関係機関・団体等との連絡調整
２　阪神港国際コンテナ戦略港湾促進協議会
３　阪神港国際コンテナ戦略港湾総合特区
４　大阪港戦略港湾連絡会
５　大型コンテナ船へのインセンティブの検討・
実施
６　モーダルシフト補助制度

担当係長
【戦略港湾グループ】

土木 足立　裕介

・関係団体との連絡調整
・阪神港国際コンテナ戦略港湾促進協議会
・大阪港戦略港湾連絡会
・推進事務局

担当係長
【戦略港湾グループ】

土木 齋藤　正己
・阪神港国際コンテナ戦略港湾総合特区
・利用者との連絡調整
・インランドポート整備にかかる調査

担当係長
【戦略港湾グループ】

土木 石川　豊

・大型コンテナ船へのインセンティブの検討・実
施
・モーダルシフト補助制度
・埠頭株式会社の統合支援

補職 職種 氏名 事務分担

振興担当課長
＜政策企画室秘書部
国際交流推進担当課
長兼務＞

土木 角谷　広樹

１　埠頭の利用の促進
２　港湾の普及宣伝
３　外国港湾との交流
４　船員及び港湾労働者の福利厚生

技術主幹 海技 和泉　暁雄
１　埠頭の利用促進（客船・フェリー）
２　船員及び港湾労働者の福利厚生

担当係長　☆ 土木 野副　義隆
・埠頭の利用促進
・荷主の誘致

担当係長 土木 蔵所　泰剛
・埠頭の利用促進
・外航定期航路の誘致

担当係長 海技 畦原　知子
・埠頭の利用促進
・内航船（フェリー含む）、客船の誘致

担当係長 事務 出口　幸司
・船員及び港湾労働者の福利厚生
・港湾関係団体との連絡調整

補職 職種 氏名 事務分担

工務担当課長 土木 福本　肇

１　所管工事の検査その他局業務の技術的な監
理
２　特命による技術的調査研究
３　工事の積算基準及び施工手続の総括
４　維持管理計画の作成

担当係長　☆
【工務・システム・技術
調査グループ】

土木 隅田　和人
・工事の積算基準及び施工手続の総括
・業務システム及び情報化の総括

工務担当(職員数12人)

振興担当(職員数10人)
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担当係長
【技術監理・維持管理
計画グループ】

土木 永吉　修二

・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
・所管工事及び業務の検査及び工事用材料等
の検収
・事業における工事・業務の受検
・港湾工事共通仕様書の改訂

補職 職種 氏名 事務分担

環境整備担当課長 土木 鈴木　隆
１　港湾の環境の整備及び保全
２　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 松井　直樹 ・港湾環境対策に関すること

担当係長　☆ 土木 三井　義紀
・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
・公有水面埋立免許にかかる業務

担当係長 事務 岡田　哲二

・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
・港湾工事に伴う漁業団体調整及び漁業補償
・港湾環境整備負担金

担当係長 薬剤 濱口　国章
・港湾整備に係る環境監視及び環境アセスメント
・公害防止対策事業の実施計画、執行管理及
び連絡調整

補職 職種 氏名 事務分担

防災･施設担当部長 土木 渡部　英朗
港湾の防災、保安及び所管施設の管理運営並
びに維持管理

補職 職種 氏名 事務分担

保全監理担当課長 土木 田邊　朝雄

１　臨海部における所管工事の施工監理
２　建築物の設計、工事の施工監理及び維持管
理
３　請負工事の設計、積算及び発注手続き

保全監理担当課長代
理

土木 綱　潔之 ・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 津田　智康 ・工事の設計基準及び施工手続

担当係長
【建築グループ】

建築 高橋　清
・所管事業用建築物の新・増築設計、工事監理
・所管事業用建築物のアスベスト対策・耐震化

担当係長
【建築グループ】

建築 山﨑　幸治
・所管事業用建築物の補修設計、工事監理及
び維持補修

係主査
【建築グループ】

建築 初瀬　美鶴
・所管事業用建築物の補修設計、工事監理及
び維持補修

担当係長
【港湾工事グループ】

土木 井上　　稔 ・陸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 岡田　敏治 ・海域における請負工事の施工監理

環境整備担当(職員数11人)

保全監理担当(職員数52人)
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担当係長　☆
【設計グループ】

土木 片倉　亮一
・港湾施設の改修工事、橋梁の改良（耐震等）
工事及び在来・咲洲の維持補修工事（陸上）の
設計、積算及び発注手続き

担当係長
【設計グループ】

土木 稲山　浩之
・海岸保全施設、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 針原　陽一郎
・咲洲及び舞洲開発工事、夢洲造成工事の設
計、積算及び発注手続き

係主査
【設計グループ】

土木 吉川　武廣
・咲洲及び舞洲開発工事、夢洲造成工事の設
計、積算及び発注手続き

補職 職種 氏名 事務分担

施設管理担当課長 土木 籠瀬　正信
１　直営による陸上土木施設の維持管理
２　所管道路の維持管理、運営
３　地下埋設物の調整

施設管理担当課長代
理

事務 坂口　俊二 ・所管道路の維持管理、運営

副参事兼担当係長 土木 川上　行雄
・局所管道路（有料臨港道路を含む。）及びその
他附属施設の管理
・道路台帳システムの整備

担当係長　☆ 事務 西尾　康子
・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
・事故示談

担当係長 事務 岡田　直人
・局所管道路（有料臨港道路を含む。）の移管
・所管道路の適正化

担当係長 事務 石川　博章
・局所管道路（有料臨港道路を含む。）の移管
・夢咲トンネル、咲洲トンネルの管理運営

担当係長 土木 西村　　進
・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
・道路占用許可、特殊車両通行許可の総括

担当係長 土木 西村　　央
・所管橋梁の管理及び移管
・橋梁台帳システムの総括

担当係長 土木 高松　　芳
・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

係主査 土木 山本　孝昭
・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

補職 職種 氏名 事務分担

防災保安担当課長 事務 服部　篤二
１　港湾における防災対策の総括
２　海岸保全区域及び港湾隣接地域の管理
３　港湾の保安対策

施設管理担当(職員数83人)

防災保安担当(職員数62人)
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防災保安担当課長代
理

事務 寺尾　芳和
・港湾における防災対策の総括
・海岸保全区域及び港湾隣接地域の管理
・港湾の保安対策

担当係長　☆
【防災管理グループ】

事務 中井　英鋭
・港湾隣接地域及び海岸保全区域の管理
・防潮施設の管理
・大阪港地震・津波対策連絡調整会議の総括

担当係長
【防災管理グループ】

事務 小坂　耕悦
・防災にかかる企画、研修
・防災の手引、危機管理マニュアルの作成

担当係長
【保安グループ】

事務 安藤　雅夫 ・港湾の保安対策

補職 職種 氏名 事務分担

海務担当課長 土木 山本　忠正

１　港湾区域の管理
２　係留施設、水域施設、木材整理場及び運河
の管理運営
３　公有水面の埋立ての許可及び処分
４　荷さばき地、旅客施設、保管施設の管理運
営
５　所管船舶(ひき船、渡船)の管理運営
６　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
７　公害監視業務
８　係留施設利用船舶の係離立会

海務担当課長代理 事務 松岡　正幸

・港湾区域の管理
・係留施設、水域施設、木材整理場及び運河の
管理運営
・公有水面の埋立ての許可及び処分
・荷さばき地、旅客施設、保管施設の管理運営
・所管船舶(ひき船、渡船)の管理運営

海上保全担当課長代
理

土木 山戸　孝善
・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
・公害監視業務

担当係長　☆
【海務グループ】

事務 青山　賢一

・運河、係留施設及び木材整理場の管理運営
・公有水面の埋立ての許認可及び処分
・水面清掃、航行障害物の除去その他水面の保
全

副参事兼担当係長
【海務グループ】

海技 黒田　　剛

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

担当係長
【船舶グループ】

海技 大野　大輔
・ひき船及び渡船の管理運営
・港湾区域内の消火、救難及び警備
・船舶給水施設の管理運営

担当係長
【船舶グループ】

船長 上島　文吾

・係留施設利用船舶の係離立会
・所管船舶及び綱取施設の海技
・ひき船、給水船舶等の手配
・海事関係団体等との連絡調整

海務担当(職員数128人)
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港湾局

担当係長
【埠頭グループ】

事務 武政　慎吾
・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

担当係長
【海上保全グループ】

土木 藤井　達司
・海上における工事の直営施工
・所管船舶(工事用船艇)の管理運営

担当係長
【海上保全グループ】

海技 簾内　真
・水域使用状況確認・指導・啓発の実施計画
・鋼構造物現況把握調査、水路測量など各種調
査業務及び係留施設等の保守点検

担当係長
【海上保全グループ】

機関 田中　研造
・所管船舶(工事用船艇)の管理運営
・港内作業許可申請調整

補職 職種 氏名 事務分担

設備担当課長 電気 尾﨑　隆志 １　機械及び電気の業務の総括

設備担当課長代理 機械 赤木　　肇 ・機械部門の業務全般

担当係長　☆
【電気グループ】

電気 中尾　明人
・事業用電気設備の設計、工事及び維持保全
・事業用電気設備の工事用資材の保管

担当係長
【電気グループ】

電気 長谷川　光一
・事業用電気設備の設計、工事及び維持保全
の請負施工
・局所管基盤施設（電気設備）の一元化

担当係長
【電気グループ】

電気 田中　敬悟
・事業用電気設備に係る補修工事等の設計、工
事及び維持保全
・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 赤木　一夫

・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
・所管設備の保全及び工事用資材の保管
・局所管基盤施設（機械設備）の一元化

担当係長
【機械グループ】

機械 中嶋　純治
・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

補職 職種 氏名 事務分担

緑地管理担当課長 土木 梶木　　俊
１　臨海地域における緑地整備事業及び維持管
理並びに維持補修

緑地管理担当課長代
理

土木 本間　義晴 ・緑地施設の維持補修

担当係長　☆
【緑地計画グループ】

園芸 田代　壯一郎

・緑地整備事業の基本計画
・所管緑地施設の移管
・臨海地域における緑地施設及びこれに付随す
る全ての施設の整備、維持補修工事の設計

担当係長
【緑地計画グループ】

土木 切原　一彦
・局所管緑地施設及びこれに付随する全ての施
設等の維持補修における連絡調整

担当係長
【緑地管理グループ】

土木 田中　祥二
・所管緑地施設及びこれに付随する全ての施設
等直営施工に係るの維持補修

担当係長
【緑地管理グループ】

土木 本田　誠司
・所管緑地施設及びこれに付随する全ての施設
等の維持補修、許可・認可

緑地管理担当(職員数43人)

設備担当(職員数94人)
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会計室

会 計 管 理 担 当 (出納・資金グループ ) ( 審 査 グ ル ー プ )

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)

改 善 指 導 担 当

- 241 -



会計室

補職 職種 氏名
室長(兼)
<会計管理者兼務>

事務 名倉　嘉史

補職 職種 氏名 事務分担

会計担当部長 事務 奥野　繁信
１　室内業務の全体調整
２　会計制度改革の推進

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

会計企画担当課長◎ 事務 中西　伸禎

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

会計企画担当課長代
理

事務 中園　秀人 ・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 重枝　克己

・室業務の進行管理
・室の市会、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
・広聴、情報公開、訴訟
・運営方針の進捗管理
・業務企画検討委員会

担当係長
【庶務・計理グループ】

事務 永田　一博

・計理・契約事務
・広報、物品管理システム、情報化
・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

担当係長
【財務会計システム
　グループ】

事務 北田　正治 ・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 柴田　純男 ・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 辻本　友彦 ・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 関口　有加 ・財務会計システムの管理・運営及び開発

補職【グループ】 職種 氏名 事務分担

改善指導担当課長◎ 事務 忍　　康彦
1　会計事務の実地調査、指導及び研修
2　会計事務の改善に係る企画調整

担当係長☆ 事務 眞野　麻美 ・会計事務の実地調査、指導・研修

担当係長 事務 岡本　まり子 ・会計事務の改善に係る企画調整

担当係長 事務 中川　美子 ・会計事務の実地調査、指導・研修

会計室（職員数37人）

会計企画担当（職員数13人）

改善指導担当（職員数5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 西村　悦子

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　公金預金の保護
5　指定金融機関等との連絡調整
6　現金及び財産の記録管理
7　決算の調製
8　債権者登録事務
9　支出負担行為の確認

会計管理担当課長代
理

事務 高野　佳三

・会計事務の指導及び連絡
・現金及び有価証券の出納・保管
・金融機関の検査
・現金及び財産の記録管理
・決算の調製
・支出負担行為の確認
・振替命令書の審査

担当係長☆
【出納・資金グループ】

事務 浅田　加津子

・現金の収納及び有価証券の出納・保管
・小切手関係業務
・現金及び財産の記録管理
・決算の調製
・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
【出納・資金グループ】

事務 久保　千春
・公金預金の保護
・現金の支払業務
・債権者登録事務

主査
【出納・資金グループ】

事務 矢野　剛史 ・大阪府派遣

担当係長
【審査グループ】

事務 神﨑　愼次
・会計事務の指導及び連絡
・支出負担行為の確認
・振替命令書の審査

会計管理担当（職員数17人）
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