
人 事 発 令

新 職 現 職 氏 名

（課　長　級）

水道局総務部ＩＣＴ推進課長 水道局総務部ＩＴ活用担当課長 西　田　　壮　一

水道局総務部事業改革担当課長 水道局総務部経営企画課長代理 高　林　　雅　美

水道局総務部職員課長 水道局総務部経理課長 村　上　　光　司

水道局総務部研修・厚生担当課長 水道局総務部経営改革課事業改革担当課長
代理

福　井　　信一郎

水道局総務部経理課長 水道局総務部お客さまサービス課長 新　見　　さなえ

水道局総務部お客さまサービス課長 水道局総務部研修・厚生担当課長 加　美　　明　輝

水道局工務部計画課長 水道局工務部浄水場再編担当課長 宮　﨑　　博　明

水道局工務部浄水場再編担当課長 水道局総務部副参事
厚生労働省派遣

近　藤　　才　寛

水道局工務部工務課長 水道局工務部配水課長 宮　本　　浩　治

水道局工務部技術監理担当課長 水道局総務部経営改革課事業開発担当課長
代理

瀧　川　　典　一

水道局工務部配水課長 水道局南部水道センター所長 野々内　　幹　夫

水道局東部水道センター営業担当課長 水道局南部水道センター営業担当課長 橋　本　　　　章

水道局西部水道センター維持担当課長 水道局総務部経営改革課技術調整担当課長
代理

髙　城　　伸　一

水道局南部水道センター所長 水道局工務部技術監理担当課長 大　澤　　忠　浩

水道局南部水道センター営業担当課長 教育委員会事務局教務部教職員服務・監察
担当課長

土　井　　康　弘

水道局工務部柴島浄水場長 水道局工務部計画課長 田　中　　　　尚

水道局工務部施設保全センター所長 都市計画局開発調整部開発計画課夢洲・咲
洲地区エネルギーインフラ担当課長代理

土　山　　俊　司

（課長代理級）

水道局総務部総務課法務監査担当課長代理 水道局総務部職員課長代理 小　松　　順　司

水道局総務部総務課危機管理担当課長代理 水道局総務部総務課担当係長 柿　田　　晴　子

       ＜平成29年4月1日付管理職等＞

平成29年4月1日付け人事異動を以下のとおり発令する。

　　　　　　　　　　　　大阪市長
　　　　　　　　　　　　大阪市教育委員会教育長
　　　　　　　　　　　　大阪市消防長
　　　　　　　　　　　　大阪市水道局長
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新 職 現 職 氏 名

水道局総務部経営企画課長代理 水道局北部水道センター営業担当課長代理 百　瀬　　　　敏

水道局総務部経営改革課長代理 水道局総務部経営改革課担当係長 西　原　　健　二

水道局総務部経営改革課事業改革担当課長
代理

水道局工務部柴島浄水場副場長 西　澤　　伸　彦

水道局総務部経営改革課技術調整担当課長
代理

水道局西部水道センター維持担当課長代理 佐々木　　欽　哉

水道局総務部経営改革課事業開発担当課長
代理

水道局工務部豊野浄水場担当係長 安　達　　和　久

水道局総務部職員課長代理 水道局総務部職員課給与・厚生担当課長代
理兼総務部職員課体験型研修センター担当
課長代理

𠮷　原　　直　子

水道局総務部職員課給与・厚生担当課長代
理

水道局総務部経理課長代理 北　口　　浩　子

水道局総務部職員課研修企画担当課長代理 水道局総務部職員課担当係長 近　田　　信一郎

水道局総務部経理課長代理 水道局総務部総務課法務監査担当課長代理 稲　垣　　淳　也

水道局工務部工務課長代理 水道局工務部柴島浄水場副場長 上　田　　智　浩

水道局西部水道センター営業担当課長代理 水道局南部水道センター担当係長 相　原　　幹　朗

水道局北部水道センター営業担当課長代理 水道局西部水道センター営業担当課長代理 中　谷　　勝　治

水道局工務部柴島浄水場副場長 水道局総務部経営改革課長代理 北　山　　昌　彦

水道局工務部柴島浄水場副場長 水道局工務部柴島浄水場所属統括 上　月　　光　一

水道局総務部副参事
厚生労働省派遣

水道局工務部工務課長代理 木　内　　陽　一

（係　長　級）

水道局総務部総務課担当係長 水道局総務部職員課担当係長 二　神　　知　之

水道局総務部総務課担当係長 水道局総務部管財課担当係長 坂　本　　順　子

水道局総務部総務課担当係長 水道局総務部お客さまサービス課担当係長 加　藤　　雅　史

水道局総務部ＩＣＴ推進課担当係長 水道局総務部総務課担当係長 田　島　　直　樹

水道局総務部ＩＣＴ推進課担当係長 水道局総務部職員課担当係長 西　浦　　康　彦

水道局総務部ＩＣＴ推進課担当係長 水道局勤務 小　谷　　　　薫

水道局総務部経営企画課担当係長 水道局総務部経理課担当係長 山　本　　良　二

水道局総務部経営改革課担当係長 中央区役所勤務 梶　木　　拓　実

水道局総務部経営改革課担当係長 水道局総務部経理課担当係長 小　牧　　敏　美

水道局総務部経営改革課担当係長 水道局勤務 内　橋　　慶　隆
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水道局総務部職員課担当係長 水道局勤務 呑　野　　秀　治

水道局総務部職員課担当係長 水道局勤務 宮　本　　圭　三

水道局総務部職員課担当係長 水道局勤務 上　野　　幸　子

水道局総務部職員課担当係長 水道局西部水道センター担当係長 猪　塚　　公　成

水道局総務部経理課担当係長 大阪市民病院機構派遣 岡　田　　信　男

水道局総務部経理課担当係長 水道局総務部職員課担当係長 折　田　　政　弘

水道局総務部管財課担当係長 水道局総務部経営改革課担当係長 池　田　　良　生

水道局総務部管財課担当係長 水道局北部水道センター担当係長 黒　田　　隆　司

水道局総務部管財課担当係長 水道局総務部職員課担当係長 築　出　　博　美

水道局総務部管財課担当係長 政策企画室市民情報部担当係長 山　本　　真由子

水道局総務部管財課担当係長 都市整備局勤務 中　島　　聖　子

水道局総務部お客さまサービス課担当係長 水道局勤務 永　井　　顕　広

水道局総務部お客さまサービス課担当係長 水道局総務部総務課担当係長 池　上　　　　亘

水道局工務部計画課担当係長 水道局工務部工務課担当係長 橋　爪　　拓　人

水道局工務部計画課担当係長 水道局勤務 益　﨑　　大　輔

水道局工務部工務課担当係長 水道局工務部豊野浄水場担当係長 八重田　　正　和

水道局工務部工務課担当係長 水道局勤務 吉　川　　文　人

水道局工務部工務課担当係長 水道局西部水道センター担当係長 吉　澤　　源太郎

水道局工務部工務課担当係長 水道局工務部庭窪浄水場担当係長 橋　本　　典　雄

水道局工務部工務課担当係長 水道局北部水道センター担当係長 鈴　木　　淳　也

水道局工務部施設課担当係長 消防局総務部施設課担当係長 中　尾　　明　人

水道局工務部施設課担当係長 水道局工務部柴島浄水場担当係長 竹　内　　弘　二

水道局工務部施設課担当係長 水道局工務部施設保全センター担当係長 松　原　　一　志

水道局工務部施設課担当係長 水道局工務部庭窪浄水場担当係長 木　村　　昭　博

水道局工務部配水課担当係長 水道局工務部工務課担当係長 家　永　　有　記

水道局工務部給水課担当係長 水道局東部水道センター担当係長 柴　岡　　　　功

水道局工務部給水課担当係長 水道局勤務 池　口　　　　親

水道局工務部給水課担当係長 水道局工務部柴島浄水場担当係長 石　川　　真　士

水道局東部水道センター担当係長 水道局南部水道センター担当係長 今　西　　亮　太

水道局東部水道センター担当係長 水道局総務部管財課担当係長 坂　本　　博　子
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水道局東部水道センター担当係長 水道局工務部給水課担当係長 小　野　　一　義

水道局東部水道センター担当係長 水道局工務部給水課担当係長 藤　原　　豊　城

水道局西部水道センター担当係長 水道局北部水道センター担当係長 浅　葉　　真　也

水道局西部水道センター担当係長 水道局勤務 平　野　　幹　典

水道局西部水道センター担当係長 水道局総務部管財課担当係長 辻　田　　和　文

水道局西部水道センター担当係長 水道局北部水道センター担当係長 前　原　　　　義

水道局南部水道センター担当係長 水道局工務部給水課担当係長 木　下　　誠　司

水道局南部水道センター担当係長 水道局西部水道センター担当係長 内　田　　　　守

水道局南部水道センター担当係長 水道局工務部柴島浄水場担当係長 田　中　　宏　富

水道局北部水道センター担当係長 水道局総務部管財課担当係長 衞　藤　　昌　弘

水道局北部水道センター担当係長 水道局勤務 田　林　　信　人

水道局北部水道センター担当係長 建設局管理部工務課担当係長 橋　元　　芳　浩

水道局北部水道センター担当係長 水道局工務部工務課担当係長 佐　伯　　孝　司

水道局工務部柴島浄水場担当係長 水道局勤務 小　林　　芳　宏

水道局工務部柴島浄水場担当係長 水道局工務部工務課担当係長 中　井　　　　隆

水道局工務部柴島浄水場担当係長 水道局東部水道センター担当係長 池　田　　和　弘

水道局工務部柴島浄水場担当係長 水道局工務部施設課担当係長 福　田　　裕　之

水道局工務部庭窪浄水場担当係長 水道局西部水道センター担当係長 松　本　　哲　治

水道局工務部庭窪浄水場担当係長 水道局工務部施設課担当係長 島　田　　佳　裕

水道局工務部庭窪浄水場担当係長 水道局工務部計画課担当係長 玉　瀬　　充　康

水道局工務部庭窪浄水場担当係長 水道局工務部施設保全センター担当係長 山　路　　祝　作

水道局工務部豊野浄水場担当係長 水道局工務部配水課担当係長 鮫　島　　竜　一

水道局工務部豊野浄水場担当係長 水道局総務部総務課担当係長 山　路　　優　子

水道局工務部施設保全センター担当係長 水道局工務部庭窪浄水場担当係長 前　垣　　雅　一

水道局工務部施設保全センター担当係長 中央卸売市場本場担当係長兼中央卸売市場
担当係長

山　下　　敏　寿

水道局工務部施設保全センター担当係長 水道局勤務 笠　島　　忠　浩

水道局工務部水質試験所担当係長 水道局東部水道センター担当係長 松　本　　克　明

       （平成29年3月29日掲載）
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