
生 駒 市 行 政 組 織 図 
 

 
平成２８年４月１日現在 

 
 
 
                      秘書課(4)        秘書係 
                      政策企画推進課(4)    政策企画推進係 
                      広報広聴課(5)      広報広聴係 
         公室長 坂本千鶴     人事課(15)        人材育成係    給与係    
          次長 石畑欽一 
                      総務課(12)      総務係    文書法制係   情報統計係 
                                 行政経営係 
                      防災安全課(9)      防災係    生活安全係 
                          消費生活ｾﾝﾀｰ 
                      契約検査課(6)      契約係    検査係 
         部長 今井正徳      情報政策課(7)      情報化推進係    情報システム係 
                      財政課(6)        財政係 
 
                      市民活動推進課(6)    市民活動推進係 
                         市民活動推進ｾﾝﾀｰ 
                      いこまの魅力創造課(4)  魅力創造係 
                      環境ﾓﾃﾞﾙ都市推進課(9)  環境ﾓﾃﾞﾙ都市推進係    地球温暖化対策係 

経済振興課(15)      農林係    商業観光係   企業支援係 
         部長 平井克典         高山竹林園  
                      市民課(12)      市民係 
                      課税課(26)      庶務係  市民税係  土地係  家屋係 
                      収税課(12)      庶務係  徴収係   滞納整理係 
                      人権施策課(10)    人権施策係    人権教育係 
                         人権文化ｾﾝﾀｰ 
                         男女共同参画ﾌﾟﾗｻﾞ 
         部長 吉岡源裕                 児童館 
小紫雅史                  環境保全課(25)    管理係  事業係  施設係  保全係 
                         清掃ﾘﾚｰｾﾝﾀｰ(内 8) 
                                 火葬場 
 
                      高齢施策課(22)      庶務年金係    高齢対策係 
                         地域包括ｹｱ推進室(内 11)   予防推進係    包括ケア推進係 
                      障がい福祉課(11)     障がい福祉係    支援係 
                      保護課(12)        庶務係    保護係 
    山本 昇              介護保険課(11)      事業推進係  給付係    認定係 
                      健康課(17)        管理係    保健予防係    成人保健係 
         部長 影林洋一      病院事業推進課(4)     病院事業推進係 
         次長 増田剛一      国保医療課(20)      国保係    福祉医療係 
 
                      管理課(14)        管理係    維持保全係 
                      事業計画課(8)       計画係    地籍調査係 
                      土木課(10)        整備係    用地係 
         部長 寺西清幸      営繕課(12)        管理係    営繕第１係    営繕第２係 
 
                      都市計画課(11)      調整係    計画係 
                         学研推進室(3)    学研推進係 
                      建築課(12)        建築指導係    建築審査係    開発指導係 
                      みどり公園課(16)     公園管理係    緑化景観係 
         部長 大西清隆         花のまちづくりｾﾝﾀｰ     
   
                      

 下水道課(18)       管理係    施設係    工務係 
                         竜田川浄化ｾﾝﾀｰ 
    古川文男 部長 上野和久      総務課(14)        企画総務係  経理係    営業係 
         次長 北岡君章      工務課(20)        管理係    工務係 
                         浄水場     浄水場係 
 
                       会計管理者  
                      会計課(7)        会計係    審査係  

古川文男                                                                                                                   

   特命監事務取扱（生駒市立病院事業及び地域連携担当）                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

市議会                事務局(8)     庶務調査係     議事係 

局長 平尾嘉宏 

農業委員会              事務局(2) 

 

選挙管理委員会            事務局(3) 

 

監査委員               事務局(3) 

 

公平委員会 

 

固定資産評価審査委員会 

 

 

 

                      教育総務課(9)     庶務係    学務係 

                                １２小学校  ８中学校 

                      教育指導課(5)     指導係 

                      学校給食ｾﾝﾀｰ(18)    給食係 

          部長 峯島 妙     こども課(146)     庶務係    保育幼稚園係    学童係 

          次長 真銅 宏               ４保育園(69)  ９幼稚園(58)  

                      子育て支援総合ｾﾝﾀｰ(6) 支援係         

                          こどもｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ(内 2) 

 

  中田好昭                生涯学習課(14)     庶務係  生涯学習文化係  青少年係 

                      図書館(24)       図書係  鹿ノ台図書室係 

                          図書館南分館(5)   図書係 

                          図書館北分館(5)   図書係 

          部長 奥畑行宏         生駒駅前図書室(4)  図書係 

                      スポーツ振興課(4)   スポーツ振興係 

 

   

                      総務課(17)       企画庶務係   人事教養係 

                      予防課(5)       予防係     設備係 

                      警防課(10)       通信指令第１係 通信指令第２係 通信指令第３係 

 消防長  坂上 弘                        警防係   救急係 

本部次長 杉本正人 

                  消防署(101)       庶務係 

                              予防第１係    予防第２係    予防第３係 

                              警備第１係    警備第２係    警備第３係 

                              救急第１係    救急第２係    救急第３係 

                              救助第１係    救助第２係    救助第３係 

                      南分署(内 12)  南分署第１係   南分署第２係   南分署第３係 

                      北分署(内 31)  北分署予防第１係 北分署予防第２係 北分署予防第３係 

                              北分署警備第１係 北分署警備第２係 北分署警備第３係 

                              北分署救急第１係 北分署救急第２係 北分署救急第３係  

 

 

 

 
 
 

全職員数 ８１７名 

教育委員会

教 育 長

 市 長 公 室(30) 

 総 務 部 (41) 

 市 民 部 (86) 

 建 設 部 (45) 

 都市整備部(40) 

 上下水道部(54)   

教育振興部(186) 

生涯学習部(43) 
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地域活力創生部(35) 
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福祉事務所 

 福祉健康部(99) 


