
 

1 

 

 
 

令和５年度 大阪市所属長（局長）公募要綱 
 

令 和 ４ 年 ８ 月 

大 阪 市 

 

大阪市では、大阪市職員基本条例第 10条に基づき、以下のとおり公募を実施します。 

 

１ 公募内容 

（１）募集する職等  

・所属長(局長)職（採用予定人数は各職１名） 

・所属(局)の責任者（トップ）として、所管業務及び組織を統括する職です。 

職  名 主な所管業務 主な経営課題 

こども青少年局長 

・青少年施策に関する企画、調査及び連絡 

調整 

・児童福祉施策及び幼稚園施策に関する企 

画、調査及び連絡調整 

・保育施策に関する企画、調査及び連絡調 

整 

・こども・青少年が、自発的に多様な体験が 

できる取組の推進 

・安心してこどもを生み、育てられるよう支 

援する仕組みの充実 

・児童虐待対策及び社会的養護の充実 

・幼児教育・保育の充実 

建設局長 

・道路、橋梁、河川、下水道、公園の整備 

及び維持管理 

・道路、橋梁、河川、下水道、公園の震災・

風水害などへの対策 

・道路事業、橋梁事業、河川事業、下水道 

事業、公園事業の計画及び進行管理 

・都市基盤施設の計画的な維持管理、及び震災・

風水害などに備えた機能拡充 

・賑わい創出・観光拠点整備による都市魅力の

向上 

・淀川左岸線２期事業の推進や鉄道の連続立体

交差事業の推進による交通の円滑化 

・インフラ整備事業における事業費及び施工期

間等に関するリスクマネジメント 

※職制改正等により、職名もしくは所管業務の変更又は職が廃止される場合がありますが、

任期中は、それに類似するポストへの配置転換等を予定しています。 

※所属長の職務内容の詳細については、大阪市ホームページ（各局等のホームページ）等を

ご参照ください。 

 

＜募集背景＞ 

・行政の高度化、多様化、グローバル化が進展していく中、これら時代の変化に的確に対応

し、市民の期待する行政を推進していくためには、外部人材の活用など、人材の流動性・

多様性が必要です。 

・大阪市では、平成 24年６月に施行された「大阪市職員基本条例」により、所属長（局長）

への任用は、広く公募により行うこととしています。 

・人事異動により内部任用していた所属長（局長）職を内外公募することにより、選考過程

の客観化、外部化が図られています。 
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・組織トップに外部人材を登用することで、民間視点や経営感覚の導入、職員の意識改革、

組織活性化などが期待されます。 

・また、内外公募として、意欲や能力のある内外の人材が同じ土俵で切磋琢磨することで、

より良い人材を登用するとともに、職員の能力向上や組織活性化を図ります。 

 

＜求める人物像＞ 

・全市的な視点で所管業務及び組織を統括し、関係先との適切な調整及び交渉のもと、本市

が抱える経営課題の解決や新たなビジョンの実現に取り組むことができる人材。 

・これまでの行政感覚や行政慣行とは異なる視点や発想で、さまざまな行政課題や組織課題

に対して、有効な指摘や改善策を講じることができる人材。 

・所管業務の推進を統括するために必要な専門的な知識、経験、能力等を有する人材。 

・高いマネジメント能力をもって、円滑に組織運営できる人材。 

・全体の奉仕者として、また、所属職員を管理監督、指導監督すべき組織トップとしてふさ

わしい高い倫理観、見識等がある人材。 

 

（２）身分 

一般任期付職員(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（以下、「任期付

法」という。）第３条第２項) 

※ただし、任期付法の適用を受けていない本市一般職の職員（以下、「本市職員」という。）

が任用される場合は、以下のとおりです。 

・令和５年４月１日時点で満 57歳以下の場合：現在の身分を継続 

・令和５年４月１日時点で満 58歳以上の場合：一般任期付職員 

 

（３）任期 

令和５年４月１日から令和６年３月 31日まで※ 

※なお、任期は１年ごとに更新しますが、適格性に問題がなければ、令和５年４月１日

から向こう３年間を基本とします。 

 

 

（４）その他 

・各職とも採用予定人数は１名ですが、選考の結果、適任者がいない場合は、採用を見合

わせることがあります。 

・任期を通じて勤務実績が特に優秀で、引き続き高いパフォーマンスを発揮できると認め

られる者については、最長５年まで任期を更新する場合があります。 

・任期途中であっても、勤務実績の不良や、適格性が欠如していると認められる場合は、

他の職への人事異動や、分限処分（降任・免職）がなされる場合があります。 

・任期満了に際しては、現に任用されているポストとは異なる公募ポストに応募すること

ができます。 

・採用後は、営利企業等への従事は認められませんので、採用期日までに退職、役員退任

等の手続きを完了する必要があります。 
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２ 応募資格 

次の要件を満たす人が応募できます。 

・組織マネジメントの経験のある人（例:国、地方公共団体、民間企業等での管理職経験者） 

※本市職員が応募する場合は、部長級以上の職員 

・日本国籍を有する人 

 

ただし、地方公務員法第 16条各号のいずれかに該当する人は応募できません。 

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

イ 大阪市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

ウ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第 60 条から第 63 条までに規定する

罪を犯し刑に処せられた者 

エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを

主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

※一般任期付職員（任期付法第３条第２項に基づく）として所属長（局長）に任用されてい

る場合は、現に任用されているポストと同一の公募ポストに応募することはできません。 

 

 

３ 勤務条件 

服  務 

・任期中は、営利企業等への従事制限など、地方公務員法の服務に関す

る規定が適用されます。 

・本市職員以外の人が採用される場合は、現在の勤務先を退職していた

だく必要があります。 

給  与 

年収（税込）1,370 万円程度 

※ただし、勤勉手当（６月、12月支給）は、業績に応じた支給となります。 

※年収は、令和４年４月時点のものです。 

勤務時間 ９時から 17 時 30分（休憩時間 45分を含む） 

休  日 

（１）日曜日及び土曜日 

（２）国民の祝日に関する法律に規定する休日 

（３）12月 29日から翌年１月３日までの日（前号に掲げる日を除く） 

休  暇 
年次休暇及び特別休暇（夏季、結婚、出産、忌引等に要する休暇）等が

あります。 

勤務場所 

こども青少年局長 
大阪市役所 

（大阪市北区中之島 1 丁目３番 20号） 

建設局長 
ＡＴＣビル 

（大阪市住之江区南港北２丁目１番 10 号） 

※勤務条件等については、本市条例等の改正により変更される場合があります。 

※本市職員が現在の身分を継続する場合は、上記勤務条件のもと働くことになりますが、

当該所属長職としての任期満了の際には、原則、元の職位に戻ることになります。 
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４ 申込方法 

応募については、１人につき１つの職とします。区長公募と所属長公募に同時に応募した場

合、無効とすることがあります。 

下記に記載の（１）（２）いずれかの方法により申込みしてください。 

 

（１） 簡易書留郵便又は持参による場合 

受付期間 令和４年８月 19日（金）から令和４年９月 14日（水）【必着】 

提出書類 

（１）公募申込書（写真を貼付してください） 

（２）職務経歴書 

（３）実績調書 

（４）下記５の要領により作成した論文 

（５）返信用封筒（長形３号：長さ 23.5cm、幅 12cm程度のもの）に 84 円

切手を貼付し、申込者の郵便番号、住所、氏名を記載したもの 

申 込 先 

〒530-8201 

大阪市北区中之島１丁目３番 20 号 大阪市役所４階 

大阪市総務局人事部人事課（人事グループ） 

注意事項等 

（１）提出書類は、折り曲げずに提出してください。 

（２）応募に必要となる書類が不足している場合や、返信用封筒に切手が

貼付されていない場合については、応募が無効となる場合がありま

す。 

 

（２）メールによる場合 

受付期間 令和４年８月 19日（金）から令和４年９月 14日（水）17時 30 分まで 

提出書類 

（１）公募申込書（写真についてはデータで貼付してください） 

（２）職務経歴書 

（３）実績調書 

（４）下記５の要領により作成した論文 

申 込 先 

件名に「公募申込」とご記入のうえ、下記メールアドレスあてに送信して

ください。 

【大阪市総務局人事部職員公募専用メールアドレス】 

 shokuin-koubo@city.osaka.lg.jp 

※上記アドレスは申込専用アドレスになりますので、質問等については受付できません。 

注意事項等 

（１） 応募に必要となる書類が不足している場合については、応募が無

効となる場合があります。 

（２） 受付期間外に申込みいただいた場合は無効となりますので、 

必ず上記受付期間内に提出してください。 
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５ 論文作成要領 

（１）課題 

  「応募する所属が抱える主な経営課題と、その解決策について」 

 

（２）字数 

  2,000字程度（Ａ４縦サイズ、横書き） 

（※提出された論文は、公開を前提とします。） 

 

６ 申込書等の入手方法 

ホームページから

ダウンロードする

場合 

＜ダウンロード＞ 

（１）公募申込書 

（２）職務経歴書 

（３）実績調書 

（４）論文様式 

※下記大阪市総務局ホームページからダウンロードしていただけます。 

https://www.city.osaka.lg.jp/somu/page/0000575026.html 

※ご使用のパソコンの環境により、また、ホームページの保守・整備等

のため、ダウンロードできない場合があります。 

※（４）については様式自由ですが、参考様式として掲載しています。 

配布場所で直接受

け取る場合 
上記４（１）の申込先（総務局人事部人事課）で配布します。 

 

７ 選考方法 

（１） 第１次選考（書類選考） 

  提出された職務経歴書、実績調書、論文等により、職務に対する適性、能力、意欲等につ

いて審査します。 

  なお、選考結果を応募者全員に、第２次選考の日時・場所を合格者に通知(郵送又は持参に

よる申込の場合は、提出された返信用封筒で郵送、メールによる申込の場合は、申込メール

への返信により通知)します。 

（令和４年 10月上旬頃に郵送又はメール送信予定） 

 

（２） 第２次選考（面接選考、適性検査）（令和４年 10月中旬～下旬頃に実施予定） 

  個別面接により、職務に対する適性、能力、意欲等について審査します。また、外部から

応募の場合は、適性検査を実施します。 

  なお、選考結果を第２次選考受験者全員に、最終選考の日時・場所を合格者に通知(郵送又

は持参による申込の場合は、申込書の現住所欄記載の住所へ郵送、メールによる申込の場合

は、申込メールへの返信により通知)します。 

 

（３） 最終選考（面接選考）（令和４年 11月中旬頃に実施予定） 

  個別面接により、職務に対する適性、能力、意欲等について審査します。 

なお、選考結果を最終選考受験者全員に通知（第２次選考と同様の方法により通知）しま

す。 

https://www.city.osaka.lg.jp/somu/page/0000575026.html
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８ その他 

（１）電話等による合否の問い合わせにはお答えできません。 

（２）提出された書類については返却しません。また、第１次選考で提出された論文の著作権

は大阪市に帰属します。なお、提出書類等により取得した個人情報については、選考以

外の目的には使用しません。 

（３）最終合格者については、最終合格決定通知後に、任用上の資格調査(照会)を本籍地のあ

る市区町村あてに行います。また、応募資格や経歴等の確認のため、関係先に照会する

場合があります。 

（４）応募資格がないことが判明した場合は、合格を取り消します。また、提出書類の記入事

項が正しくないことが判明した場合は、合格を取り消すことがあります。 

（５）最終合格者については、任用に際して、略歴等を公表することがあります。 

 

 

９ 問合せ先 

  大阪市総務局人事部人事課（人事グループ） 

  電話：06-6208-7511  FAX：06-6202-7070 

  E-mail：ba0008@city.osaka.lg.jp 

  大阪市総務局ホームページ URL：https://www.city.osaka.lg.jp/somu/ 


