
定期異動関係（平成29年3月31日付・4月1日付）

職階名称 新職 現職 氏名

（副首都推進局）

部長級 ＩＲ推進局理事 副首都局総務部長    金森 佳津

次長級 副首都局総務部長 副首都局制度企画部長    水守 勝裕

次長級 副首都局制度企画部長 副首都局制度調整課長    井上 智宏

課長級 議会総務参事 副首都局総務代理    水野 しのぶ

課長級 副首都局戦略調整課長 副首都局住民対話課長    黒田 一人

課長級 副首都局事務事業課長 副首都局事業再編課長    辻本 誠

課長級 副首都局組織体制課長 副首都局制度企画課長    谷口 吉宏

課長級 商労総務参事 副首都局制度調整代理    森口 直人

（政策企画部）

部長級 万博誘致推進監 政策企画部次長    榮野 正夫

部長級 政策企画部理事 戦略事業室長    小林 宏行

次長級 企画副理事 政企総務課長    川﨑 浩二

次長級 政策企画部次長 企画室長    吉田 真治

次長級 企画室長 企画副理事兼総務部副理事    本屋 和宏

次長級 副首都局制度調整部長 計画課長    川平 眞善

次長級 商工労働部次長 特区推進監    村上 和也

次長級 都市魅力創造局副理事 特区推進課長    松原 祥子

次長級 収用委事務局次長 青少年安全室長    松岡 豊

次長級 中小支援副理事 青少年課長    吹井 雅宣

次長級 戦略事業室長 東京事務所次長    見浪 陽一

課長級 政企総務課長 政企総務参事    彌園 友則

課長級 政企総務参事 政企総務補佐兼秘書補佐    野村 晶子

課長級 池田保健次長 政企総務補佐兼秘書補佐    角谷 典計

課長級 自立支援課長 秘書参事兼政企総務参事    黒瀬 康範

課長級 私学参事 政策補佐    近藤 未生

課長級 行政経営参事 政策参事    古田 大

課長級 財産活用参事 計画参事    門田 江平

課長級 事業推進課長 計画参事    増田 將雄

課長級 特区推進課長 地域主権課長    金森 真澄

課長級 北部農緑耕地課長 地域主権参事    塩屋 泰一

課長級 地域福祉課長 事業推進課長    山田 正弥

課長級 監査第一課長 防災企画参事    奥野 暢夫

課長級 計画課長 災害対策課長    西島 亨



定期異動関係（平成29年3月31日付・4月1日付）

職階名称 新職 現職 氏名

課長級 環境衛生参事 災害対策補佐    古井 孝彰

課長級 流通対策課長 消防保安課長    山本 誠一

（総務部）

部長級 福祉部理事（国保連） 総務部次長    山本 讓

次長級 子ども室長 人事課長    市道 泰宏

次長級 総務部次長 総務部副理事    大門 孝治

次長級 人委事務局次長兼任用審査課長 契約局副理事    市橋 康伸

次長級 府民文化部副理事 総務委託課長    尾川 文彦

課長級 経営支援課長 法務参事    馬場 正俊

課長級 地域主権参事 法務補佐    新道 英樹

課長級 建築振興参事 企画厚生参事    水田 克史

課長級 人委給与課長 総務Ｓ課長    谷口 正嗣

課長級 ＩＴ・改革参事 市町村参事（大阪市）    八尾 学

課長級 企画観光課長 市町村参事（和泉市）    宮﨑 豊

課長級 災害対策課長 市町村参事（羽曳野市）    酒井 伸一郎

課長級 副首都局事業再編課長 市町村参事（河南町）    奥村 格一

課長級 庁舎室庁舎管理課長 庁舎管理課長    山本 賢次

課長級 庁舎室庁舎管理参事 庁舎管理参事兼庁舎周辺参事    稲田 信彦

課長級 茨木土木次長 庁舎管理補佐兼庁舎周辺補佐    森下 圭一

課長級 庁舎室庁舎管理参事 庁舎管理参事    舩冨 健志

課長級 庁舎室庁舎整備課長 庁舎周辺課長    入江 健二

課長級 人材育成課長 庁舎周辺参事    安孫子 弘

課長級 庁舎室庁舎整備参事 庁舎周辺参事    石塚 なぎさ

課長級 ＩＴ・改革課長 ＩＴ推進課長    蓮池 忍

課長級 ＩＴ・改革参事 ＩＴ推進補佐    平田 博文

課長級 藤井寺工科事務部長 統計補佐    直山 亨哉

課長級 総務委託課長 総務委託参事    大黒 安洋

課長級 総務委託参事 総務委託補佐    柳川屋 隆

（財務部）

部長級 特区推進監 財務部次長    松本 正光

部長級 契約局長 行政管理監    阿形 公基

次長級 大阪自税所長 税務局副理事    中野 雅幸

次長級 財務部次長 財務部副理事    久下 和宏

次長級 財務部副理事 財産活用課長    多田 宏
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職階名称 新職 現職 氏名

課長級 副首都局財政調整課長 財政参事    芦原 武司

課長級 教職人事課長 財政参事    大武 基

課長級 副首都局資産債務課長 財政補佐    川田 正明

課長級 行政経営課長 行政改革課長    宮口 智明

課長級 障がい企画課長 行政改革参事    武矢 幸信

課長級 市町村参事（大阪市） 行政改革補佐    西島 由美

課長級 万博誘致課長 行政改革参事    東口 勝宏

課長級 中河内府税次長 税政補佐    小川 久藏

課長級 環境衛生参事（水企管理部） 税政参事    笠井 浩二

課長級 計画推進参事（都整推進Ｃ） 財産活用参事    秦 一博

課長級 経営管理参事 財産活用参事    山田 淳裕

課長級 パスポート次長兼調整課長 中央府税納税四課長    河﨑 好希

課長級 大阪自税次長 なにわ北税納税課長    淺野 英子

課長級 中河内府税所長 なにわ南税所長    鎌倉 功

課長級 中央府税課税二部長 三島府税総務課長    福岡 淳一

課長級 なにわ南税所長 豊能府税所長    島田 賢司

課長級 泉州農緑次長 泉北府税次長    永井 浩

課長級 豊能府税所長 泉南府税所長    楠本 成樹

課長級 泉南府税所長 中河内府税次長    長戸 勇二

課長級 泉北府税次長 大阪自税次長    西上 元数

（府民文化部）

部長級 環農水産部長 都市魅力創造局長    竹柴 清二

次長級 文スポ室長 府民文化部副理事    石田 幸祐

次長級 東京事務所次長 府民総務課長    奥平 薫

次長級 議会事務局次長 都市魅力創造局副理事    西野 栄次

次長級 府政情報室長 魅力推進課長    岡本 光司

次長級 万博誘致副理事 都市魅力創造局副理事    永井 隆裕

次長級 文スポ副理事 都市魅力創造局副理事    森田 正典

課長級 庁舎室庁舎整備参事 府民総務補佐    木村 茂晴

課長級 財産活用課長 府民総務参事（府立大学）    西村 浩一

課長級 和泉総合事務部長 府民総務参事（府大高専）    中矢 純司

課長級 スポーツ課長 人権企画課長    田上 恵生

課長級 人権企画課長 人権企画参事    北井 由直

課長級 魅力推進参事 人権擁護参事    田中 克明
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職階名称 新職 現職 氏名

課長級 人権企画参事 男女・府民参事    鶴田 博之

課長級 防災企画参事 男女・府民補佐    木村 みどり

課長級 人権擁護参事 広報広聴補佐    大宅 豊紀

課長級 府民総務課長 企画観光課長    芝原 哲彦

課長級 ＩＲ推進参事 企画観光参事    佐藤 仁司

課長級 文化参事 企画観光参事    大河内 隆生

課長級 魅力推進課長 企画観光参事    時岡 貢

課長級 財政参事 魅力推進参事    樫原 稔

課長級 文化課長 文スポ課長    小川 勝

課長級 スポーツ参事 文スポ参事    西村 直己

課長級 環農総務参事 文スポ参事    齊藤 洋一

課長級 市町村参事（阪南市） 文スポ補佐    渡部 秀樹

課長級 動物愛畜参事 文スポ補佐    多賀井 泰通

（福祉部）

部長級 健康医療部理事（精神Ｃ） 高齢介護室長    児島 和彦

部長級 環境政策監 福祉部理事（国保連）    金田 透

次長級 福祉部副理事 福祉総務課長    中川 和明

次長級 高齢介護室長 子ども室長    中岡 恭子

次長級 青少年安全室長 福祉部副理事兼保健医療副理事    芦田 善仁

次長級 岸和田家庭所長 （現職昇任）    江口 晋

課長級 医療企画参事（機構本部） 福祉総務補佐    西田 和弘

課長級 都市居住参事（住宅公総企） 地域福祉補佐    山本 隆夫

課長級 福祉総務課長 障がい企画課長    奥村 健志

課長級 道路整備参事（大阪高速鉄道） 障がい企画補佐    宮前 元昭

課長級 中央市場次長 生活基盤補佐    余田 俊和

課長級 中央家庭次長兼中央家庭総務企画課長 介護支援補佐    中村 光延

課長級 中央家庭保護一課長 富田林家庭次長兼富田林家庭相談対応課長    河合 孝英

（健康医療部）

部長級 健康医療部理事（健安研） 健康医療部次長    片山 靖隆

部長級 健康医療部長 健康医療部理事（機構本部）    藤井 睦子

部長級 人権局長 健康医療部理事（機構母子Ｃ）    里中 亨

部長級 八尾保健所長 茨木保健所長    髙山 佳洋

部長級 泉佐野保健所長 富田林保健所長    伊藤 裕康

次長級 ＩＲ推進局次長 健康医療部副理事    中村 昌也
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次長級 保健医療室長 健医総務課長    西野 誠

次長級 保健医療副理事 健康医療部副理事（枚方市）    永井 仁美

次長級 健康医療部次長 保健医療室長    秦 光広

次長級 和泉保健所長 保健医療副理事    森脇 俊

次長級 藤井寺保健所長 八尾保健所長    高林 弘の

次長級 茨木保健所長 藤井寺保健所長    谷掛 千里

次長級 四條畷保健所長 和泉保健所長    中村 顕

次長級 消防学校長 公衛研企画総務部長兼健康医療部副理事    三枝 一孝

課長級 計画参事 健医総務補佐    山本 宗作

課長級 財産活用参事 医療企画参事（機構本部）    奥野 和彦

課長級 都市空間参事 医療企画参事（機構急性期）    横田 重樹

課長級 議会調査参事 医療企画参事（機構急性期）    下田 耕平

課長級 鳳土木参事兼地域企画課長 医療企画参事（機構成人病）    田中 卓

課長級 南視覚支援事務部長 医療企画参事（機構成人病）    河野 哲造

課長級 消防保安課長 医療対策参事    前野 祐一

課長級 健康づくり参事 健康づくり補佐    中谷 健志

課長級 健康づくり参事 健康づくり参事（堺市）    西田 伸子

課長級 健医総務参事（健安研） 薬務補佐    和田 眞一

課長級 藤井寺保健生活衛生室長 薬務補佐    高木 靖史

課長級 羽曳野食検所長 食の安全参事    河井 昭男

課長級 茨木保健生活衛生室長 食の安全補佐    佐藤 功

課長級 食の安全参事 食の安全補佐    湯城 正恵

課長級 環境衛生課長 環境衛生参事    木村 直昭

課長級 府民総務参事（府立大学） 環境衛生参事（水企管理部）    高平 嘉二

課長級 富田林保健所長 四條畷保健所長    宮園 将哉

課長級 薬務課長 藤井寺保健生活衛生室長    菱谷 博次

課長級 泉佐野保健生活衛生室長 藤井寺保健環境衛生課長    坂部 憲一

（商工労働部）

部長級 商工労働部理事（保証協会） 商工労働部次長    三枝 泉

部長級 都市魅力創造局長 商工労働部理事（保証協会）    田中 精一

次長級 商工労働部副理事 立地成長課長    樫原 弘幸

次長級 計量検定所長 中小支援副理事    田中 隆好

次長級 雇用推進室長 中小支援副理事    道籏 佳久

次長級 監査事務局次長 雇用推進室長    小原 理恵
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次長級 南大阪技専校長 雇用推進副理事    中岡 照夫

次長級 芦原技専校長 南大阪技専校長    宇田 裕

課長級 地域教育課長 商労総務参事    大野 広

課長級 医療対策参事 商労総務補佐    片伯部 真由

課長級 府民総務参事 ライフ産業補佐    恒川 裕章

課長級 健医総務課長 経営支援課長    領家 誠

課長級 青少年課長 経営支援参事    嶋田 和弘

課長級 府民総務参事（府立大学） 経営支援補佐    谷奥 洋紀

課長級 ものづくり参事（大阪産技研） 経営支援参事（産技総務課）    米田 嘉秀

課長級 行政経営参事 商・サ課補佐    前田 真一

課長級 資源循環参事（広域環整） 金融補佐    江戸 一夫

課長級 就業促進課長 労政課長    柴田 昌幸

課長級 八尾保健次長 就業促進補佐    南田 信二

課長級 労政課長 人材育成課長    前田 真二

課長級 池田土木次長 総合労働次長    清水 利昭

課長級 南大阪技専副校長 南大阪技専訓練課長    山中 一成

（環境農林水産部）

部長級 労委事務局長 環境政策監    大下 達哉

次長級 みどり推進室長 森づくり課長    原 貴美男

次長級 循環推進副理事 産廃指導課長    小林 啓

次長級 府民文化部副理事（府立大学） 交通環境課長    福山 喜彦

課長級 副首都局制度企画課長 環農総務補佐    増田 健次

課長級 泉州農緑耕地課長 環農総務参事（みどり公社）    笠原 秀紀

課長級 医療企画参事（がんＣ） 検査指導補佐    畑中 知子

課長級 資源循環参事 エネ政策参事    堀川 浩

課長級 森づくり課長 森づくり参事    池口 直樹

課長級 南河内農緑地域政策室長 森づくり補佐    田中 武次

課長級 交通環境課長 資源循環課長    西村 嘉一

課長級 産廃指導課長 資源循環参事    小林 正興

課長級 資源循環参事（広域環整事） 資源循環補佐    萩野 貴世子

課長級 検査指導課長 資源循環参事（広域環整）    岩田 知二

課長級 エネ政策参事 資源循環参事（広域環整事）    中西 重二

課長級 環境保全参事 産廃指導補佐    谷垣 文規

課長級 新エネ参事 環境保全参事    岡野 春樹



定期異動関係（平成29年3月31日付・4月1日付）

職階名称 新職 現職 氏名

課長級 南河内農緑耕地課長 農政推進参事    原田 行司

課長級 教委総務課長 流通対策課長    村田 幸正

課長級 中部農緑地域政策室長 流通対策補佐    小野本 徳人

課長級 総合労働次長 動物愛畜補佐    山田 治

課長級 動物愛畜参事 動物愛畜補佐    真柳 敦夫

課長級 農政推進参事 北部農緑地域政策室長    中井 誠司

課長級 農政推進課長 中部農緑地域政策室長    野山 智司

課長級 森づくり参事 南河内農緑地域政策室長    赤井 俊夫

課長級 北部農緑地域政策室長 南河内農緑農の普及課長    中塚 武司

課長級 環農総務参事（みどり公社） 泉州農緑耕地課長    中島 義昭

課長級 中部農緑次長 中央市場次長    菅野 賢

（都市整備部）

部長級 都市整備部理事（大阪高速鉄道） 都市整備部長    吉村 庄平

部長級 都市整備部長 都市整備部技監    井出 仁雄

部長級 都市整備部技監 交通道路室長    森岡 武一

部長級 都市整備部理事（都整推進Ｃ） 港湾局次長    中田 憲正

次長級 万博誘致副理事 都整総務課長    芳本 竜一

次長級 河川室長 都市整備部副理事（大阪市）    下村 良希

次長級 公共建築室長 都市整備部副理事（都整推進Ｃ）    松田 浩三

次長級 万博公園所長 公園課長    増山 和弘

次長級 港湾局次長 河川室長    福井 淳太

次長級 八尾土木所長 河川整備課長    谷口 友英

次長級 都市整備部副理事（大阪市） 枚方土木所長    寺前 真次

次長級 交通道路室長 八尾土木所長    吉備 敏裕

次長級 下水道室長 北部下水所長    稲垣 勝伸

次長級 茨木土木所長 安威川ダム所長    長井 順一

課長級 企画観光参事 都整総務補佐    橋本 貴仁

課長級 事業企画課長 都整総務参事（葛城市）    松倉 昌明

課長級 寝屋川水系所長 都整総務参事（大阪市）    宮武 修司

課長級 富田林土木次長 都整総務参事（大阪市）    香川 明生

課長級 南部下水次長 都整総務参事（大阪市）    森 一夫

課長級 枚方土木次長 都整総務参事（岸和田市）    福島 健二

課長級 都市空間参事 都整総務参事（枚方市）    平野 浩

課長級 枚方土木所長 事業企画課長    鳥牧 昭夫



定期異動関係（平成29年3月31日付・4月1日付）

職階名称 新職 現職 氏名

課長級 河川整備課長 事業企画参事    美馬 一浩

課長級 鳳土木次長 技術管理参事    篠田 伸司

課長級 都整総務参事（枚方市） 計画推進補佐    二見 康夫

課長級 箕面事務所次長 計画推進参事（都整推進Ｃ）    南 健志

課長級 公園課長 公園参事    井上 泰正

課長級 公園参事 公園補佐    仲 和幸

課長級 池田土木次長 道路整備参事    松本 次朗

課長級 河川環境課長 河川整備参事兼用地参事    小池 重一

課長級 南部下水所長 河川環境課長    九野 康司

課長級 医療企画参事（急性期Ｃ） 下水経企補佐    福本 嘉弘

課長級 東部下水所長 下水事業課長    小林 保

課長級 八尾土木次長 港湾局総務企画課長    奥田 英樹

課長級 港湾局総務企画課長 港湾局補佐    北野 仁志

課長級 港湾局阪南港湾所長 港湾局計画調整課長    田川 慎一

課長級 港湾局計画調整課長 港湾局参事    戸田 雅文

課長級 港湾局参事 港湾局補佐    髙平 一哉

課長級 富田林土木次長 池田土木次長    山本 圭持

課長級 安威川ダム所長 池田土木次長    山内 一浩

課長級 都市空間参事 池田土木維持保全課長    進士 肇

課長級 河川整備参事 池田土木建設課長    山本 正志

課長級 道路整備参事（道路公社） 茨木土木次長    松下 淳

課長級 都整総務参事（大阪市） 茨木土木参事兼地域企画課長    岡野 一郎

課長級 富田林土木参事兼地域企画課長 茨木土木維持保全課長    白井 康之

課長級 八尾土木次長 八尾土木参事兼地域企画課長    髙原 範博

課長級 都整総務参事（岸和田市） 八尾土木維持保全課長    清水 章

課長級 建設工事参事 富田林土木次長    辻野 文隆

課長級 技術管理参事 富田林土木参事兼地域企画課長    田中 伸之

課長級 八尾土木参事兼地域企画課長 富田林土木管理課長    吉田 光弘

課長級 道路整備参事 富田林土木維持保全課長    日田 哲也

課長級 計画推進課長 富田林土木松原事業所長    高岡 和久

課長級 下水事業課長 鳳土木次長    坂田 敦

課長級 環境衛生参事（東部水道） 鳳土木参事兼地域企画課長    澤田 圭太

課長級 都整総務参事（大阪市） 鳳土木維持保全課長    難波 孝行

課長級 茨木土木参事兼地域企画課長 鳳土木都市みどり課長    中谷 善信



定期異動関係（平成29年3月31日付・4月1日付）

職階名称 新職 現職 氏名

課長級 南部下水次長 岸和田土木総務契約課長    鬼塚 靖久

課長級 事業企画参事 岸和田土木維持保全課長    山本 将史

課長級 道路整備参事（道路公社） 西大阪治水施設課長    白川 幸正

課長級 河川整備参事兼用地参事 西大阪治水神崎出張所長    堀内 孝治

課長級 技術管理参事 寝屋川水系次長    定兼 康博

課長級 北部下水所長 寝屋川水系所長    福森 一雄

課長級 都整総務参事（大阪市） 北部下水維持管理課長    西 俊光

課長級 寝屋川水系次長 東部下水次長    濱澤 哲也

課長級 建設工事参事 東部下水施設課長    矢幅 保宏

課長級 富田林土木松原事業所長 箕面事務所次長    岡田 秀樹

課長級 計画推進参事（都整推進Ｃ） 箕面事務所工務課長    宮﨑 勝敏

（住宅まちづくり部）

部長級 住まち部長 住まち部技監    山下 久佳

部長級 住宅まちづくり部理事（住宅公社） 住まち部副理事    澤村 晋介

部長級 住まち部技監 住まち部副理事（住宅公住整）    前田 栄治

部長級 都市整備部理事（都整推進Ｃ） 公共建築室長    越智 正一

次長級 都市空間室長 建築防災課長    鶴田 和幸

次長級 住宅経営室長 都市空間室長    戸田 光学

次長級 住まち部副理事 審査指導課長    中杉 重登

次長級 建築指導室長 住宅経営室長    山添 光訓

次長級 庁舎室長 経営管理課長    後藤 保雄

次長級 住まち部副理事（住宅公住整） 住宅設計課長    多田 純治

課長級 政策参事 住まち総務補佐    北川 辰弥

課長級 建築防災課長 住まち総務参事    中岡 正憲

課長級 住宅建築課長 都市居住参事    板田 昌彦

課長級 堺工科事務部長 都市居住参事（住宅公総企）    木村 浩之

課長級 府民総務参事（府大高専） 建築防災補佐    田中 明

課長級 用地課長 都市空間参事    藤本 誠

課長級 タウン誘致課長 都市空間参事    錦織 慎

課長級 成城高事務部長 建築企画補佐    森元 一徳

課長級 都市居住参事 建築企画補佐    津田 敏史

課長級 施設保全参事 建築安全補佐    大西 陽一

課長級 ＩＲ企画課長 建築振興参事    氏内 秀晃

課長級 経営管理課長 経営管理参事    吉田 裕彦



定期異動関係（平成29年3月31日付・4月1日付）

職階名称 新職 現職 氏名

課長級 市町村参事（藤井寺市） 経営管理補佐    瀬野 憲一

課長級 住宅設計課長 施設保全課長    森下 嘉弘

課長級 建築防災参事 施設保全補佐    宮本 佳典

課長級 タウン管理参事（タウン千里） 施設保全補佐    大原 幸三

課長級 施設保全課長 施設保全参事    品田 忠司

課長級 計画参事 公建計画補佐    天田 茂

課長級 審査指導課長 タウン管理参事（タウン千里）    牧田 武一

（議会事務局）

部長級 中央府税所長 議会事務局次長    辻本 秀也

課長級 立地成長課長 議会総務参事    川口 雅子

課長級 都整総務課長 議会議事課長    武田 一雄

課長級 議会議事課長 議会調査課長兼調査課図書室長    中岡 敬二

課長級 議会調査課長兼調査課図書室長 議会調査参事    永尾 光年

課長級 議会調査参事 議会調査補佐    杉山 智博

（教育庁）

部長級 健康医療部理事（機構本部） 教育次長    太田 浩二

次長級 教育監 教育振興室長    橋本 光能

次長級 市町村教育室長 小中学校課長    坂本 暢章

次長級 健康医療部副理事 教職人事課長    白居 裕介

課長級 人事課長 教委総務課長    後藤 克己

課長級 秘書参事 教委総務補佐    大井 孝志

課長級 企画厚生参事 支援教育補佐    山西 康司

課長級 家庭支援参事 保健体育補佐    金森 充宏

課長級 スポーツ参事 保健体育主査主任指主併任文スポ補佐    原田 健

課長級 小中学校課長 小中学校参事    坂本 俊哉

課長級 監査第二課長 地域教育課長    津田 清

課長級 教職人事参事 教職人事管理主事    松井 敏和

課長級 資源循環課長 教委福利課長    亀井 光正

課長級 富田林保健次長 教委福利補佐    土井 一也

課長級 教委福利課長 教委福利参事    島 正子

課長級 総務Ｓ課長 文化財保護課長    星住 哲二

課長級 文化財保護課長 文化財保護参事    森屋 直樹

課長級 四條畷保健次長 文化財保護補佐    西村 正司

課長級 地域主権課長 私学参事    西山 寛



定期異動関係（平成29年3月31日付・4月1日付）

職階名称 新職 現職 氏名

課長級 小中学校参事 教育Ｃ教育企画部長    桝田 千佳

課長級 教育Ｃ教育企画部長 教育Ｃ人権教育室長    髙松 一仁

課長級 中央図書司書部長 中央図書協力振興課長    仙田 ひろ子

（監査委員事務局）

部長級 健康医療部理事（母子Ｃ） 監査事務局次長    野口 雅昭

次長級 契約局副理事 監査第一課長    中村 昭一

課長級 堺支援事務部長 監査第二補佐    盛安 雅夫

（人事委員会事務局）

次長級 教育次長 人委事務局次長兼任用審査課長    中野 伸一

次長級 税務局副理事 人委給与課長    大西 康洋

（労働委員会事務局）

部長級 中之島図書館長 労委事務局長    岡本 富士男

（府立学校）

課長級 布施高事務部長 八尾翠翔高事務部長    二宮 良徳

課長級 大手前高事務部長 城東工科事務長    乙咩 篤志

課長級 富田林高事務部長 藤井寺工科事務部長    松井 謙昌

課長級 藤井寺保健次長 堺工科事務部長    田中 浩喜

課長級 佐野工科事務部長 住吉高事務長    平山 博史


