
○ 公募した外郭団体役員の選考結果（大阪市退職者が就任したもの）

1 理事長

2 専務理事

大阪港埠頭ターミナル(株) 3 専務取締役

4 常務取締役

5 取締役

6 専務取締役

7 監査役

大阪外環状鉄道(株) 8 代表取締役社長

(株)大阪港トランスポートシステム 9 専務取締役

10 代表取締役社長

11 常務取締役

12 代表取締役社長

13 専務取締役

(公財)大阪国際交流センター 14 理事長

阪神国際港湾(株) 15 取締役副社長

※選考基準、選考の経過及び結果は、別紙「役員公募選考状況について」のとおり。

大阪市高速電気軌道(株)

クリアウォーターOSAKA(株)

　令和２年３月31日現在の外郭団体における令和２年度に改選等が行われた役職のうち、公募により大

阪市退職者が就任した役職について、大阪市の監理対象団体における大阪市退職者の採用等に関する

指針を定める規程第３条第７項に基づき、報告のあった選考基準、選考の経過及び結果を公表します。

　なお、令和２年３月31日までに選考手続が終了しているものについては、同規程附則第３項に基づき、

従前の例により公表します。

団体名 役職名

(一財)大阪市文化財協会

項番

大阪市街地開発(株)

(株)大阪城ホール



1

役　職　名

最終合格者

R2.3.6 書類審査 応募者１名中１名合格

R2.3.16 面接審査 最終合格者１名

選考理由

2

役　職　名

最終合格者

R2.3.6 書類審査 応募者５名中５名合格

R2.3.16 面接審査 最終合格者１名

選考理由

(一財)大阪市文化財協会　専務理事

大上　一光(元　福祉局事業者等指導担当部長)

選考経過

及び

選考基準

一次選考

履歴書及び応募動機書をもとに、「基礎的事項（10点）、実務経験（10点）、組織マネジメント経験(10点)」について、採点方式

（合計30点）による審査を実施。

二次選考

「資質（10点）、経営に関する認識（10点）、組織マネジメント経験（10点）」について、採点方式(合計30点)による審査を実

施。上位１名を最終合格者とした。

・最終合格者は一次選考(書類審査)及び二次選考(面接審査)のいずれも最上位者であった。

・「資質」「経営に関する認識」及び「組織マネジメント経験」について選考委員に高く評価され、専務理事として適任であるとして委員全

員一致で決定した。

役員公募選考状況について

(一財)大阪市文化財協会　理事長

栄原　永遠男(元　大阪市立大学大学院　文学研究科　教授)

選考経過

及び

選考基準

一次選考

履歴書及び応募動機書をもとに、「基礎的事項（10点）、実務経験（10点）、組織マネジメント経験(10点)」について、採点方式

（合計30点）による審査を実施。

二次選考

「資質（10点）、経営に関する認識（10点）、組織マネジメント経験（10点）」について、採点方式(合計30点)による審査を実

施。

・「資質」「経営に関する認識」及び「組織マネジメント経験」について選考委員に高く評価され、理事長として適任であるとして委員全員

一致で決定した。



3

役　職　名

最終合格者

R2.1.29 書類審査 応募者１名中１名合格

R2.1.29 面接審査 最終合格者１名

選考理由

4

役　職　名

最終合格者

R2.1.21 書類審査 応募者１名中１名合格

R2.2.4 面接審査 最終合格者１名

選考理由

大阪港埠頭ターミナル(株)　専務取締役

清野　善剛(元　生野区長)

選考経過

及び

選考基準

一次選考

応募書類をもとに、『資質、経歴、経験、労務管理、法令知識、組織改革、現業事業運営、民営化・自立化』について、採点方式

(各項目5点)（合計40点）による審査を実施。

二次選考

『人格・資質、役職経験、労務管理、法務・不動産関連、組織マネジメント、民営化・自立化』について、採点方式 (各項目10点)

（合計60点）による審査を実施。

・1次及び2次の合計100点、選考委員3名の合計300点満点で審査を行い、協議の結果合格者を決定した。

・最終合格者は、平成29年6月から当社取締役の任に就いている。求められる知識、経験、実績を十分に有している。

選考委員全員で次期専務取締役に適任であると決定した。

・選考委員会での上記選考基準による審査の結果、最終合格者については、一次選考（書類審査）及び二次選考（面接審査）の

選考基準各項目の評価が総じて高かった。

・特に二次選考において、選考基準の（２）、（３）について選考委員に高く評価され、常務取締役候補者として適任であるとして委

員全員一致で決定した。

大阪市街地開発(株)　常務取締役

内藤　和彦(元　教育委員会事務局教育次長)

選考経過

及び

選考基準

一次選考

※採点基準：委員1人2点満点（2,1,0(○､△､×)）、委員3人合計6点満点

提出書類（履歴書、職務経歴書、応募した動機・理由を交えた自己アピール文）において、求める知識・経験があり、応募した動機・

理由・自己アピールが評価できるか。

二次選考

※採点基準：委員1人25点満点（1項目5点）、委員3人合計75点満点

（1）長期的視野に立った健全な経営に寄与できる高度な経営判断力、見識及び熱意を有すること

（2）組織運営に係るガバナンス、コンプライアンスに関する識見を有すること

（3）当社「常務取締役」として相応しい組織マネジメントの経験を有すること

（4）対外的な交渉・調整力があること

（5）当社に対する知識、理解（中期経営計画に対する見識）とその適性があること
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役　職　名

最終合格者

R2.1.21 書類審査 応募者４名中４名合格

R2.2.4 面接審査 最終合格者１名

選考理由

6

役　職　名

最終合格者

R2.5.19 書類審査 応募者２名中１名合格

R2.5.21 面接審査 最終合格者１名

選考理由

・選考委員会での上記選考基準による審査の結果、最終合格者については、一次選考（書類審査）及び二次選考（面接審査）の

選考基準各項目の評価が総じて高かった。

・特に二次選考において、選考基準の（３）、（４）について選考委員に高く評価され、取締役候補者として適任であるとして委員全

員一致で決定した。

大阪市街地開発(株)　取締役

下岡　良一(元　西区副区長)

選考経過

及び

選考基準

一次選考

※採点基準：委員1人2点満点（2,1,0(○､△､×)）、委員3人合計6点満点

提出書類（履歴書、職務経歴書、応募した動機・理由を交えた自己アピール文）において、求める知識・経験があり、応募した動機・

理由・自己アピールが評価できるか。

二次選考

※採点基準：委員1人25点満点（1項目5点）、委員3人合計75点満点

（1）健全な経営に寄与できる見識及び熱意を有すること

（2）各関係先との密接な調整及び協議などを遂行できる対外的な渉外交渉の経験及び能力を有すること

（3）当社「取締役」として相応しい組織マネジメントの経験を有すること

（4）大阪駅前ダイヤモンド地下街の状況認識や活性化への取組みについて

（5）当社に対する知識、理解（中期経営計画等に対する見識）とその適性があること

最終合格者は一次選考（書類審査）及び二次選考（面接審査）のいずれも最上位者であった。

特に、現在、当職に就いており、当社及びOsaka Metro Groupの事業に関する現状・課題など最も認識しており、知識やこれまでの経

験について、選考委員に高く評価され専務取締役に適任であるとして委員全員一致で決定した。

大阪市高速電気軌道(株)　専務取締役

西口　進(元　交通局経営管理本部長)

選考経過

及び

選考基準

一次選考

履歴書、職務経歴書をもとに「募集する役職に対する民間企業や大きな組織における管理職経験の有効・期待度（5点）、募集要

項に掲げる「求める知識・経験」に対する、経験・実績・知識・能力の有効・期待度（５点）」、自己アピール文をもとに「役員への就任

に向けた意欲・熱意（５点）、当社及びOsaka Metro Groupの事業に関する現状・課題認識、成長戦略及び課題解決に向けた

展望（発想・着想の独自性、提案の戦略性・実現性）（５点）、求められる職とアピールポイントの適合度合い、文章の構成及び内

容（５点）」について採点方式（合計2５点）による審査を実施

二次選考

「専務取締役としての評価（５点）」、「職務遂行能力に関する評価（５点）」、「コンプライアンス、ガバナンスに関する経験・識見

（５点）」、「リスクマネジメントに関する経験・識見（５点）」、「総合人物評価（５点）」について採点方式（合計2５点）による

審査を実施
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役　職　名

最終合格者

R2.5.19 書類審査 応募者４名中２名合格

R2.5.21 面接審査 最終合格者１名

選考理由

8

役　職　名

最終合格者

R2.2.7 書類審査 応募者１名中１名合格

R2.2.26 面接審査 最終合格者１名

選考理由

大阪市高速電気軌道(株)　監査役

黒住　兼久(元　政策企画室長)

選考経過

及び

選考基準

一次選考

履歴書、職務経歴書をもとに「募集する役職に対する民間企業や大きな組織における管理職経験の有効・期待度（5点）、募集要

項に掲げる「求める知識・経験」に対する、経験・実績・知識・能力の有効・期待度（５点）」、自己アピール文をもとに「役員への就任

に向けた意欲・熱意（５点）、当社及びOsaka Metro Groupの事業に関する現状・課題認識、成長戦略及び課題解決に向けた

展望（発想・着想の独自性、提案の戦略性・実現性）（５点）、求められる職とアピールポイントの適合度合い、文章の構成及び内

容（５点）」について採点方式（合計2５点）による審査を実施

二次選考

「常勤監査役としての評価（５点）」、「職務遂行能力に関する評価（５点）」、「コンプライアンス、ガバナンスに関する経験・識見

（５点）」、「リスクマネジメントに関する経験・識見（５点）」、「総合人物評価（５点）」について採点方式（合計2５点）による

審査を実施

最終合格者は一次選考（書類審査）及び二次選考（面接審査）のいずれも最上位者であった。

特に、当社の前身である大阪市交通局の事業運営に携わり、大阪市においても財政・人事・政策企画部門の責任者としての豊富な経

験を有することについて、選考委員に高く評価され、監査役に適任であるとして委員全員一致で決定した。

大阪外環状鉄道(株)　代表取締役社長

寺尾　豊(元　建設局臨海地域事業推進本部長)

選考経過

及び

選考基準

一次選考

応募申込書及び課題レポートをもとに、「役員応募申込書の評価（５点）」、「課題レポートの評価（５点）」について、採点方式

（合計10点）による審査を実施。

二次選考

「経営全般に関する能力、経験（５段階）、都市交通インフラの整備、安全・管理に関わる能力、経験（５段階）、役員としての資

質、信頼性（５段階）」の３項目について、それぞれ評価し、その評価をもとに、５段階で総合評価を実施。

１名を最終合格者とした。

・最終合格者は、一次選考においては、各委員の評価平均点が9.5点（満点は10点）であり、二次選考においても、各委員の評価は

５（最高評価は５）であった。

・上記のとおり、各選考において素晴らしい結果を出しており、当社の代表取締役に適任であるとして、委員全員一致で決定した。
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役　職　名

最終合格者

R2.1.21 書類審査 応募者９名中５名合格

R2.2.4 面接審査 最終合格者１名

選考理由

10

役　職　名

最終合格者

R2.1.9 書類審査 応募者１名中１名合格

R2.1.22 面接審査 最終合格者１名

選考理由

・二次選考において、特に「組織経営・企業統治についての考え方等、代表取締役社長としての資質」、「団体・企業の役員等としての

組織マネージメント経験」が選考委員に高く評価され、引き続き代表取締役社長として今後の活躍が期待される人材であり、適任である

と選考委員会において決定した。

選考経過

及び

選考基準

一次選考

職務経歴書及び応募動機書をもとに、「団体・企業の役員等としての組織マネージメント経験（３点）」「高い倫理観・企業の社会的

責任を果たす能力・意欲（３点）」「当社役員としての適格性（３点）」について、選考委員1人９点の持ち点による採点方式の審

査を実施。

二次選考

面接において、「応募者の資質（５点）」「団体・企業の役員等としての組織マネージメント経験（５点）」「高い倫理観・企業　の社

会的責任を果たす能力・意欲（５点）」について、選考委員１人１５点の持ち点による採点方式の審査を実施。

(株)大阪城ホール　代表取締役社長

古屋　和彦(元　北区長)

(株)大阪港トランスポートシステム　専務取締役

宝田　啓行(元　阿倍野区長)

選考経過

及び

選考基準

一次選考

・企業若しくは団体において役員としての経験を有していること

・鉄道事業に関する経験を有していること

・物流事業に関する経験を有していること

二次選考

・企業若しくは団体において、役員等に類する経験を有すること

・組織マネジメントに関する知識、経験を有し、円滑な組織運営ができること

・職務内容を確実に遂行するために必要な知識、経験、能力を有すること

・関係先との適切な調整及び交渉のもと、当社経営課題の解決に熱意をもって取り組めること

・中期経営計画等、重要な計画の策定経験があること

・施設の計画的大規模改良計画等の経験を有すること

・北港テクノポート線開業に向けた関係先に係る代表取締役の補佐ができること

最終合格者は、過去の業務経験において、組織運営に関する知識、経験に加え、企画力、統率力、調整力を十分備えており、当社が

求める人材であると認められる。

また、様々な部門での業務に基づく人的交流や交渉経験は、当社事業の発展に寄与するものと認められ、中期経営計画の策定経験

及びこれを実行する能力を有しており、書類選考及び面接選考において全選考委員より高い評価を得ていることから、最終合格者を専

務取締役候補者とした。
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役　職　名

最終合格者

R2.1.9 書類審査 応募者４名中４名合格

R2.1.22 面接審査 最終合格者１名

選考理由

12

役　職　名

最終合格者

R2.2.25 書類審査 応募者１名中１名合格

R2.3.4 面接審査 最終合格者１名

選考理由

・最終合格者は一次選考（書類審査）及び二次選考（面接審査）いずれにおいても最上位者である。

・二次選考においては、「総務部門を統括する役員としての資質」をはじめ全項目において選考委員から高い評価を得ており、常務取締

役として今後の活躍が期待される人材であり、適任であると選考委員会において決定した。

(株)大阪城ホール　常務取締役

荻野　哲男(元　水道局理事)

選考経過

及び

選考基準

一次選考

職務経歴書及び応募動機書をもとに、「経営改革等に関する知識・経験（３点）」「組織マネージメント経験（３点）」「高い倫理

観・企業の社会的責任を果たす能力・意欲（３点）」「当社役員としての適格性（３点）」　について、選考委員1人１２点の持ち

点による採点方式の審査を実施。

二次選考

面接において、「応募者の資質（５点）」「経営改革等に関する知識・経験（5点）」「組織マネージメント経験（５点）」「高い倫理

観・企業の社会的責任を果たす能力・意欲（５点）」について、選考委員１人２０点の持ち点による採点方式の審査を実施。上位

１名を最終合格者とした。

クリアウォーターOSAKA(株)　代表取締役社長

福井　聡(元　建設局長)

選考経過

及び

選考基準

一次選考

応募書類において、「経験・職歴等（50点）、課題レポートの内容（50点）」について、採点方式（100点満点）による審査を実施

し、各選考委員（3人）の合計点が規定以上（180点以上）の評定点をつけた応募者（1名）を合格とした。

二次選考

面接において、「人柄・人間性（50点）、知識・能力（50点）」について採点方式により実施し、選考委員1人100点×3人の合計

300点満点で審査を行い、1名を最終合格者とした。

最終合格者は、一次選考において、経験・職歴等及び課題レポートの評定点が規定を上回った。

また、二次選考においても、特に業務内容に関する知識・経験の評価が高かった。

この結果、選考委員協議のうえ、代表取締役候補として下水道事業に対する知見・ビジョンを持っているとして、全委員一致して最終合

格者に決定した。
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役　職　名

最終合格者

R2.2.25 書類審査 応募者１名中１名合格

R2.3.4 面接審査 最終合格者１名

選考理由
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役　職　名

最終合格者

R2.1.16 書類審査 応募者１名中１名合格

R2.1.28 面接審査 最終合格者１名

選考理由

(公財)大阪国際交流センター　理事長

内本　美奈子(元　こども青少年局長)

選考経過

及び

選考基準

一次選考

応募書類により経歴全般２項目、自己アピール２項目、課題レポート４項目について選考委員各自１点～５点の採点方式による審

査を実施し、応募者1名を合格者とした。

二次選考

面接において９着目点（実績・経験、事業実施能力・意欲、理解力・判断力、渉外能力情・報収集力、実行力・戦略策定能力、組

織・人事力、財務管理・自律経営力、リスクマネジメント力、将来ビジョン）について選考委員各自１点～５点の採点方式による審査

を実施し、合格者とした。

最終合格者は、一次選考において、経験・職歴等及び課題レポートの内容の評定点が規定を上回った。

また、二次選考においても、特に意欲・熱意や責任感の評価が高かった。

この結果、選考委員協議のうえ、専務取締役候補として管理部門のマネジメント及び代表取締役を補佐する能力を持っているとして、全

委員一致して最終合格者に決定した。

クリアウォーターOSAKA(株)　専務取締役

矢野　歩(元　建設局理事)

選考経過

及び

選考基準

一次選考

応募書類において、「経験・職歴等（50点）、課題レポートの内容（50点）」について、採点方式（100点満点）による審査を実施

し、各選考委員（3人）の合計点が規定以上（180点以上）の評定点をつけた応募者（1名）を合格とした。

二次選考

面接において、「人柄・人間性（50点）、知識・能力（50点）」について採点方式により実施し、選考委員1人100点×3人の合計

300点満点で審査を行い、1名を最終合格者とした。

・「実績・経験」について、財団の特徴をよく理解し、行政とのかかわり方など熟知している。

・特に、現職の理事長として１年８カ月の経営経験があり国際交流等の現状や方向性を客観的に把握しており、継続して国際交流に

貢献したいという強い熱意と意欲が選考委員に高く評価され、理事長として適任であるとして委員全員一致で決定した。
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役　職　名

最終合格者

R2.4.23 書類審査 応募者１名中１名合格

R2.4.28 面接審査 最終合格者１名

選考理由

・当該応募者は、大阪市の部長、局長という地位を歴任後、当社の取締役副社長に就任していることから、経営面を統括するという

面で十分な実績を有しており、組織運営に必要な幅広い経験を有しているものと考えられる。

・当社のおかれた現状や課題について把握できており、当社の業務運営に必要な知見を有しているものと考えられる。

・港湾情報システムの導入などの物流機能の強化による阪神港の発展に貢献する能力、意欲を有しているものと考えられる。

・港湾事業にかかる関係者との調整や折衝の実績については、人脈も含め十分に有しているものと考えられる。

・以上により、取締役（副社長）予定候補者として適任であると認める。

阪神国際港湾(株)　取締役副社長

徳平　隆之(元　港湾局長)

選考経過

及び

選考基準

一次選考

履歴書及び応募についての自己アピール文をもとに、「高度な見識と判断力（5 点）、解決のための提案力と実行力（5 点）、

組織の統率力、リーダーシップ（5 点）、阪神港の発展に貢献する能力、意欲（5 点）」について、採点方式（合計20 点）に

よる審査を実施。

二次選考

「高度な見識と判断力（5 点）、解決のための提案力と実行力（5 点）、組織の統率力、リーダーシップ（5 点）、阪神港の発

展に貢献する能力、意欲（5 点）、交渉・調整の経験（5 点）、経営方針・中期経営計画に対する考え（5 点）、港湾物流に

関する理解度（5 点）、国際コンテナ戦略港湾に対する理解度(5 点)」について、採点方式(40 点)による審査を実施。受験者1

名を最終合格者とした。


