
人　　　　事　　　　発　　　　令

平成29年3月31日付け退職を以下のとおり発令する。

大　　阪　　市

現 職 氏 名

（局　長　級）

福島区長 坂　本　　幸　三

西区長 髙　野　　　　賢

浪速区長 玉　置　　賢　司

東淀川区長 金　谷　　一　郎

東成区長 森　本　　万喜子

生野区長 清　野　　善　剛

旭区長 小　川　　明　彦

城東区長 奥　野　　隆　司

東住吉区長 小　倉　　健　宏

危機管理監 東　　　　信　作

経済戦略局長 井　上　　雅　之

都市計画局理事 梶　本　　武　史

都市整備局理事 山　田　　　　昇

都市整備局理事
大阪市住宅供給公社専務理事

酒　井　　裕　一

港湾局理事
大阪港埠頭ターミナル株式会社代表取締役社長

余　田　　昭　文

水道局長 玉　井　　得　雄

水道局理事 山　﨑　　弘太郎

(部　長　級）

職員人材開発センター所長 野　津　　弘　昭

中央区副区長 齋　藤　　拓　也

浪速区副区長 藤　澤　　宗　央

旭区副区長 東　地　　伸　丈

       ＜平成29年3月31日付管理職等＞  
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現 職 氏 名

経済戦略局総務部長 記　田　　芳　実

経済戦略局集客拠点担当部長兼建設局事業連携担当部長 磯　野　　友　彦

経済戦略局副理事
株式会社大阪市開発公社常務取締役兼総務課長

小　田　　章　夫

市民局女性活躍促進担当部長 土　橋　　ひとみ

環境局副理事
大阪市・八尾市・松原市環境施設組合施設部長

松　田　　雅　幸

都市整備局区画整理担当部長 丸　山　　　　正

都市整備局公共建築部長 車　谷　　正　好

建設局総務部長 岡　本　　篤　佳

建設局管理部長 眞　田　　泰　則

教育センター所長 林　田　　国　彦

消防局高度専門教育訓練センター所長 辻　　　　美都利

北消防署長 木　村　　忠　彦

中央消防署長 二　宗　　伸　介

生野消防署長 一　宮　　義　之

交通局副理事
大阪地下街株式会社取締役施設部長

井　下　　泰　具

水道局浄水統括担当部長 柳　生　　眞喜男

(課　長　級）

北区役所健康課長 皆　見　　　　彰

都島区役所まちづくり推進課長 小　田　　哲　夫

此花区役所保健担当課長 舟　木　　一　彦

西区役所保健福祉課長 六　車　　健　一

港区役所子育て支援担当課長 神　崎　　順　子

大正区役所総務課長兼教育委員会事務局総務部大正区教育担当課長 川　見　　直　也

大正区役所生活支援担当課長 堀　江　　ひろみ

天王寺区役所危機管理課長 大　垣　　伸　二

天王寺区役所保健福祉課長 寺　井　　克　至

浪速区役所市民協働課長 村　井　　宏　行
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現 職 氏 名

東淀川区役所安全安心企画担当課長 福　田　　　　浩

東成区役所まちづくり担当課長兼教育委員会事務局総務部東成区教育担当課長 鎌　塚　　隆　男

東成区役所窓口サービス課長 小　谷　　周　三

東成区役所保健福祉課長 中　川　　正　己

生野区役所窓口サービス課長 谷　口　　　　博

生野区役所生活支援担当課長 渡　邊　　　　誠

旭区役所保険年金担当課長 加　美　　敏　隆

住之江区役所政策推進主幹 原　口　　幸　次

住吉区役所地域課長 小　林　　武　彦

住吉区役所保健主幹兼保健福祉課担当係長 豆　多　　文　子

東住吉区役所総務課長 田　中　　増　子

東住吉区役所保護課長 川　村　　憲　市

東住吉区役所生活支援担当課長 花　崎　　　　亘

平野区役所窓口サービス課長 迫　野　　眞　男

平野区役所生活支援調整担当課長 玉　井　　英　男

西成区役所窓口サービス課長 小　田　　敏　郎

西成区役所保健福祉課長 松　本　　孝　博

西成区役所保健担当課長 南　　　　正　彦

経済戦略局総務部参事（大阪市博物館協会派遣） 伊　藤　　廣　之

経済戦略局総務部参事（大阪市博物館協会派遣） 守　屋　　雅　史

市民局ダイバーシティ推進室人権企画課長 籔　中　　昭　二

市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課長 山　脇　　信　子

梅田市税事務所管理担当課長 辻　口　　謹　吾

なんば市税事務所管理担当課長 遠　藤　　昭　二

都市計画局開発調整部開発誘導課長 北　野　　幹　夫

福祉局生活福祉部総合福祉システム担当課長 冨　田　　哲太郎

福祉局障がい者施策部障がい支援課長 蔵　野　　和　男

福祉局高齢者施策部認定担当課長兼障がい者施策部認定担当課長 山　本　　博　章

市立弘済院管理課長 西　川　　勝　也
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現 職 氏 名

市立弘済院附属病院薬剤部長 本　郷　　明　理

市立心身障がい者リハビリテーションセンター管理課長 西　田　　勝　紀

健康局健康推進部生活習慣病担当医務主幹兼都島区役所医務主幹 高　野　　保　名

健康局健康推進部保健主幹 村　井　　敦　美

こころの健康センター保健主幹 熊　谷　　由喜子

保健所保健主幹兼保健衛生検査所長 髙　橋　　京　子

北部生活衛生監視事務所保健主幹 早　川　　和　成

南東部生活衛生監視事務所長兼環境局環境管理部南東部環境保全監視担当課長 河　野　　富　男

市立環境科学研究所研究主幹 中　間　　昭　彦

南部こども相談センター虐待対応担当課長 宮　井　　研　治

環境局事業部斎場霊園担当課長 吉　岡　　節　子

中部環境事業センター所長 西　川　　雅　之

東部環境事業センター所長 木　村　　孝　信

南部環境事業センター所長 田　村　　　　光

東南環境事業センター所長 南　田　　克　広

環境局総務部参事（大阪市・八尾市・松原市環境施設組合派遣） 大久保　　俊　彦

環境局総務部参事（大阪市・八尾市・松原市環境施設組合派遣） 前　田　　和　男

都市整備局総務部工事検査担当課長 前　田　　哲　男

都市整備局企画部阿倍野再開発課長 本　家　　正　浩

都市整備局企画部物件査定担当課長 山　田　　耕　治

都市整備局公共建築部工事担当課長 佐　瀬　　正　雄

建設局管理部道路公園設備担当課長 東　　　　裕　亮

建設局下水道河川部設備課長兼環境局環境施策部エネルギー政策調整担当課長 中　川　　仁　志

建設局下水道河川部施設管理課長 上　尾　　隆　範

建設局公園緑化部改革担当課長 板　谷　　安　延

建設局公園緑化部緑化事業担当課長 入　江　　義　信

建設局津守工営所長 近　藤　　英　正

八幡屋公園事務所長 瀧　本　　正　明

建設局総務部参事（大阪府派遣） 播　本　　武　史
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現 職 氏 名

建設局総務部参事（都市技術センター派遣） 安　井　　宏　之

港湾局営業推進室販売促進課長兼経済戦略局立地推進部夢洲・咲洲地区調整担当
課長

森　重　　誠　司

港湾局計画整備部工務課長 植　村　　典　央

教育委員会事務局学校経営管理センター事務管理担当課長 森　本　　保　彦

市立中央図書館総務担当課長 濱　﨑　　正　行

市立中央図書館利用サービス担当課長 松　下　　玲　子

消防局予防部消防設備指導担当課長 久木野　　孝　治

此花消防署長 芳　森　　　　渡

旭消防署長 赤　井　　孝　好

阿倍野消防署長 細　尾　　　　稔

交通局事業管理本部事業開発部新規事業開発担当課長 寺　西　　弘　育

交通局鉄道事業本部鉄道統括部鉄道技術担当課長 中　尾　　勝　哉

交通局鉄道事業本部運輸部駅務課長 佐　伯　　佳　也

交通局鉄道事業本部運輸部輸送指令所長 野　村　　博　章

交通局鉄道事業本部運輸部森之宮乗務運輸長 酒　井　　得　二

交通局鉄道事業本部車両部車両管理事務所長 四　橋　　和　郎

交通局鉄道事業本部工務部土木工事担当課長 山　下　　正　志

交通局鉄道事業本部工務部技術課長 浅　岡　　克　彦

交通局鉄道事業本部工務部工務管理事務所長 小　椋　　伸治郎

交通局鉄道事業本部工務部改良工事事務所長 南　谷　　昌　弘

水道局東部水道センター営業担当課長 平　田　　千　秋

水道局工務部施設保全センター所長 岡　本　　俊　夫

(課長代理級）

北区役所戸籍登録課長代理 森　口　　康　生

福島区役所保健福祉課長代理 宮　本　　秀　次

此花区役所窓口サービス課住民情報担当課長代理 辻　井　　　　修

中央区役所市民協働課にぎわい創造担当課長代理 藤　野　　行　弘

中央区役所窓口サービス課住民情報担当課長代理 砂　子　　行　弘
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現 職 氏 名

天王寺区役所保健福祉課福祉担当課長代理 辰　己　　恵美子

浪速区役所保健福祉課保健担当課長代理 丸　山　　マユミ

淀川区役所窓口サービス課長代理 今　林　　昭　一

東淀川区役所保健副主幹 吉　澤　　勢津子

東淀川区役所保健福祉課生活支援担当課長代理 鞍　内　　正　一

東成区役所総務課長代理 殿　代　　万紀子

東成区役所保健福祉課生活支援担当課長代理 松　阪　　　　功

旭区役所保健福祉課福祉担当課長代理 溝　口　　千　春

城東区役所窓口サービス課住民情報担当課長代理 前　田　　恵以子

城東区役所保健福祉課福祉担当課長代理 福　本　　欣　也

鶴見区役所窓口サービス課保険年金担当課長代理 天　谷　　慎　吾

平野区役所生活支援課長代理 国　富　　徳　彦

平野区役所加美出張所長 南　　　　壯一郎

西成区役所窓口サービス課窓口サービス改善担当課長代理 小　栁　　まゆ美

経済戦略局スポーツ部スポーツ課大阪マラソン担当課長代理 髙　津　　桂　子

経済戦略局総務部副参事（大阪市博物館協会派遣） 金　沢　　　　至

中央卸売市場東部市場副場長 朝　倉　　　　毅

契約管財局用地部用地課長代理 土　居　　慎　治

都市計画局建築指導部建築企画課副参事兼担当係長 佐　藤　　幹　男

市立弘済院附属病院看護部副部長兼市立弘済院保健副主幹 竹　岡　　由美子

保健所保健副主幹 松　田　　佐賀栄

保健所保健副主幹 五　島　　　　晶

こども青少年局企画部経理・企画課長代理 宮　本　　晃　子

こども青少年局保育施策部保育所運営課ブロック運営担当課長代理兼担当係長 山　本　　廣　子

こども青少年局保育施策部保育所運営課保育所再編整備担当課長代理 原　　　　由美子

環境局総務部副参事（大阪市・八尾市・松原市環境施設組合派遣） 加　藤　　　　忠

都市整備局企画部区画整理課物件補償審査担当課長代理 萩　原　　琢　夫

淡路土地区画整理事務所副所長 菅　原　　政　喜

都市整備局住宅部建設課団地再生担当課長代理 松　原　　仁　司
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現 職 氏 名

都市整備局住宅部管理課梅田住宅管理センター担当課長代理 井　手　　譲　二

都市整備局生野南部事務所副参事兼担当係長 大　嶋　　　　洋

都市整備局企画部区画整理課副参事兼担当係長 万　越　　教　一

建設局管理部測量明示課長代理 尾　本　　正　幸

建設局公園緑化部協働課緑化事業担当課長代理 山　﨑　　伸　二

建設局津守工営所副参事兼担当係長 寺　井　　静　男

建設局市岡工営所管理担当課長代理兼田島工営所管理担当課長代理 今　池　　弘　次

建設局海老江工営所土木担当課長代理 稲　垣　　　　武

扇町公園事務所副参事兼担当係長 小　野　　弘　賀

建設局臨港方面管理事務所管理課長代理 谷　井　　敏　彦

港湾局営業推進室管財課財産活用担当課長代理 八　橋　　竜　郎

消防局予防部規制課消防設備指導担当副課長 宮　岡　　良　博

消防局警防部司令課警備方面副隊長 竹　村　　健一郎

消防局高度専門教育訓練センター副所長 山　野　　晃　一

都島消防署副署長 川　本　　雅　之

福島消防署副署長 和　田　　康　弘

中央消防署副署長 津　田　　唯　司

西消防署副署長 菊　地　　美津之

港消防署副署長 浦　田　　勇　治

大正消防署副署長 窪　田　　宜　邦

浪速消防署副署長 佐　藤　　啓　輝

淀川消防署副署長 峯　松　　裕　巳

東淀川消防署副署長 北　山　　信　介

東淀川消防署副署長 椎　名　　裕　二

生野消防署副署長 上　島　　幸　男

生野消防署副署長 植　木　　敏　朗

旭消防署副署長 山　城　　守　雄

水上消防署副署長 古　川　　宗太郎

水上消防署副署長 寺　澤　　　　孝
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現 職 氏 名

交通局鉄道事業本部鉄道統括部安全推進課長代理 中　川　　　　弘

交通局鉄道事業本部運輸部管理課長代理 大　高　　伸　彦

交通局鉄道事業本部運輸部輸送指令所副所長 南　　　　淳　司

交通局鉄道事業本部工務部工務課長代理 上　田　　裕　正

交通局鉄道事業本部工務部建設改良課長代理 宮　平　　浩　和

交通局鉄道事業本部工務部工務管理事務所副所長 杉　田　　高　敏

交通局鉄道事業本部工務部工務管理事務所副参事兼森之宮保線管区長 中　西　　広　志

交通局自動車部住吉営業所長 乘　次　　　　仁

交通局自動車部守口営業所長 竹　田　　良　文

水道局東部水道センター副参事兼担当係長 竹　谷　　正　志

(平成29年3月29日掲載）
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