
区分 回数・日数 業務内容

１．府議会関連 19 提出議案に関する説明を行う。

31 全ての会議に出席。答弁を行う。

18 知事が答弁をする委員会に出席。

随時 知事行う答弁について調整、決定。

24 各会派からの要望受け及び意見交換

随時

２．庁内活動 802 個別事案に関する部局への指示、報告受け

― 毎週水曜日午後に定例的に実施

― 毎週水曜日午後に定例的に実施

戦略本部会議 23 府政の重要事項に関して議論し意思決定を行う

部長会議（次長会議） 15 幹部職員に対する指示。意見交換

その他 19

8
次年度予算案について説明を受け、府議会に提案する
予算案を最終的に決定

61 各種行事への出席（あいさつ等）

23

8

行政委員会(教育委員） 2

府内市町村長・議員 12

府外自治体首長等 5

駐日大使・総領事等 11

企業・経済界関係、その他 62

（定例）記者会見 35
原則水曜日午後に実施（議会開会時は除く）。
１時間３０分～２時間程度

登庁時の立ちインタビュー 随時 原則毎登庁日に実施（１５～４５分間程度）。

行事等終了後インタビュー 随時 主要行事・会議の終了後にインタビューを受ける.

個別取材・テレビ出演等 14

３．庁外活動 43 各種行事への出席（あいさつ等）

19 府機関、施設等の視察

38
全国知事会議、近畿ブロック知事会議、地域主権戦略
会議、広域連合委員会等

10

15

7 経済プロモーション、観光交流

51

４．その他 随時（毎日）

随時（毎日）

随時（毎日）

随時

随時（毎日）新聞、インターネットでの情報収集

行事出席

訪問・視察

会議出席

個別対応（意見交換・表敬訪問等）

うち、上京・管外出張の回数

海外出張

うち土日祝日勤務の日数

電子メールのチェック・返信

電話連絡

各部局資料の目通し

報告書、関連書籍の目通し

報道対応

会派要望・意見交換

個別議員対応

部局との打合せ（指示・報告受け）

電子決裁

条例・規則の公布・署名

会議

予算ヒアリング

行事出席

辞令交付・任命式

研修等での訓示

個別対応
（意見交換・表
敬訪問等）

答弁調整会議

知事の主な業務実績（平成２２年度）

業務

議会運営委員会

本会議

委員会

資料番号 ６ 

- １ - 



１．　平日の例①

平成２２年６月２４日（木）

時間 場所 事項名 説明者等 内容

９：１５ 登庁

９：３０ ～ １０：５０
府庁別館６階「府市町村会

館会議室」 教育委員との懇談会 教育長 教育をめぐる課題について

１１：０５ ～ １１：２０ 知事室 打合せ（人事室） 人事室長 採用戦略

１２：３５ ～ １３：３０
クリエイション・コア東大阪
（東大阪市荒本北） ＭＯＢＩＯキックオフイベント 商工労働部長 企業との意見交換、感謝状贈呈

１４：１５ ～ １４：４０ 知事室 打合せ（財政課） 財政課 債権管理の強化策

１４：４０ ～ １６：００ 知事室 打合せ（人事室） 総務部長 公務員制度改革

１６：００ ～ １６：１０ 知事室 打合せ（貸金業対策課） 商工労働部長 金融関係

１６：１０ ～ １６：２５ 知事室 打合せ（商工振興室） 商工振興室長 ―

１６：２５ ～ １６：４０ 知事室 打合せ（雇用推進室） 商工労働部次長 福利厚生措置事業関係

１６：４０ ～ １７：３０ 知事室 庁内執務 ― ―

１７：３０ ～ １７：４０ 知事室 打合せ（政令市連携課） 政令市連携課理事 特区関係

１７：４０ ～ １８：００ 知事室 打合せ（文化課） 府民文化部長 センチュリーオーケストラ

１８：００ ～ １８：１０ 知事室 打合せ（府民文化総務課） 府民文化総務課 ―

１８：１０ ～ １８：２０ 知事室 打合せ（行政改革課） 総務部長 国連公共サービス賞

１８：２０ ～ １８：２５ 知事室 打合せ（市町村課） 市町村課 ―

１８：２５ ～ １９：００ 知事室 打合せ（改革プロジェクトチーム） 改革ＰＴ長 財政構造改革プラン

１９：００ 退庁

知事の一日の動静

- ２ - 



１．　平日の例②

平成２２年８月２３日（月）

場所 事項名 説明者等 内容

9:20 ～ 9:50 豊中南警察署 豊中南警察署への訪問 豊中警察署長 署員への激励

10:17 登庁

10:40 ～ 11:00 知事室
ビデオ撮り(「ひったくり・街頭犯罪

ワースト１返上に向けて」) ― ―

11:00 ～ 12:00 知事室 庁内執務 ― ―

13:00 ～ 13:20 知事室 打合せ（企画室） 企画室長 成長戦略

13:25 ～ 13:45 知事室 打合せ（保健医療室） 保健医療室副理事 新型インフルエンザ

13:50 ～ 14:00 知事室 打合せ（健康医療総務課） 綛山副知事 自殺防止対策ＣＭ

14:00 ～ 14:05 知事室 打合せ（子ども室） 家庭支援課 児童虐待ＣＭ

14:05 ～ 14:10 知事室 打合せ（人事室） 人事課 ―

14:10 ～ 15:00 知事室 庁内執務 ―

15:00 ～ 15:15 知事室
ビデオ撮り（８／２９「南河内観
光フォーラム～南河内ファン倍

増宣言」）
― ―

15:35 ～ 16:20 知事室 打合せ（都市魅力創造局） 文化課 大阪カンヴァス

16:20 ～ 16:50 知事室
打合せ（男女共同参画・NPO

課）
男女共同参画・NPO課 府民共済

16:50 ～ 17:00 知事室 打合せ（商工振興室） ものづくり支援課 産業振興

17:00 ～ 17:25 知事室 打合せ（河川室） 河川環境課 アドプトリバー

17:25 ～ 17:50 知事室 打合せ（健康医療総務課） 健康医療総務課長 ―

17:50 ～ 18:05 知事室 打合せ（福祉総務課） 福祉総務課 高齢者調査

18:15 ～ 18:35 知事室 打合せ（教育振興室） 保健体育課 府立体育館

18:35 ～ 19:10 知事室 打合せ（企画室） 企画室 特区関係

19:10 退庁

知事の一日の動静

時間

- ３ - 



１．　平日の例③

平成２２年１１月１６日（火）

場所 事項名 説明者等 内容

10:15 登庁

10:20 ～ 10:40 知事室 打合せ（河川室） 小河副知事 槇尾川ダム

10:40 ～ 10:55 知事室 打合せ（企画室） 企画室副理事 ―

10:55 ～ 11:15 知事室 打合せ（秘書課） 秘書課 知事日程関係

11:15 ～ 12:00 知事室 打合せ（都市魅力創造局） 府民文化部長 ミュージアム構想

12:00 ～ 12:05 知事室 打合せ（政策企画総務課）
政策企画総務

課
全国知事会議

12:05 ～ 12:30 知事室 打合せ（みどり・都市環境室）
みどり・都市環
境室副理事

中之島にぎわいの森づくり共同事業

13:50 ～ 14:20 知事室 打合せ（人事室） 総務部長 ―

14:20 ～ 15:00 知事室 庁内執務 ― ―

15:00 ～ 15:20 知事室 打合せ（都市魅力創造局） 府民文化部長 上海万博大阪館職員報告

15:30 ～ 15:50 知事室
打合せ（健康医療部・環境農林

水産部）
健康医療部長 動物愛護管理センター

15:55 ～ 16:40 知事室 打合せ（国民健康保険課） 国民健康保険課 国民健康保険の広域化

16:40 ～ 17:00 知事室 打合せ（企画室） 報道長 記者会見

17:00 ～ 17:30 知事室
打合せ（大都市制度プロジェク

トチーム）
大都市制度ＰＴ 自治制度研究会

17:45 退庁

知事の一日の動静

時間

- ４ - 



２．　週末（公務のある日）の例

平成２２年６月６日（日）

場所 事項名 同席者等 内容

９：００ ～ １０：００ シティプラザ大阪
国の施策並びに予算に関す
る提案・要望の自民党国会
議員に対する説明会

大阪府選出自
民党国会議員と
副知事以下部

局長

説明、意見交換

平成２２年１０月１７日（日）

場所 事項名 同席者等 内容

１０：３０ ～ １２：１５ 陸上自衛隊伊丹駐屯地
陸上自衛隊中部方面隊創
隊５０周年記念行事

危機管理室長 知事祝辞

平成２２年１１月７日（日）

場所 事項名 同席者等 内容

１３：００ ～ １３：３０ 史跡なにわの宮跡 四天王寺ワッソ 府民文化部長 知事祝辞

知事の一日の動静

時間

時間

時間

- ５ - 



区分 回数（日数） 業務内容

１．府議会関連 31 全ての会議に出席。

随時 知事、部長が行う答弁について調整、決定を行う

24 各会派からの要望受け及び意見交換

随時

２．庁内活動 156 個別事案に関する知事への報告

1,991 個別事案に関する部局への指示、報告受け。

随時

戦略本部会議 23 府政の重要事項に関して議論し意思決定を行う

部長会議（次長会議）等 60 幹部職員に対する指示、意見交換。

11
次年度予算案について説明を受け、府議会に提案する予
算案を検討する。

41 各種行事への出席（あいさつ等）

16

府内市町村長等 27

府外自治体 3

企業・経済界関係、その他 52

報道対応 マスメディア個別取材 41

３．庁外活動 132 各種行事への出席（あいさつ等）

44 府機関等への視察

3

33

４．その他 随時（毎日）

随時（毎日）

随時（毎日）

随時

随時（毎日）

個別議員対応

綛山副知事の主な業務実績（平成２２年度）

業務

本会議

答弁調整会議

会派要望・意見交換

うち土日祝日勤務の日数

知事への報告

部局との打合せ（指示・報告受け）

電子決裁

会議

予算ヒアリング

行事出席

辞令交付立ち会い

来客対応

行事出席

訪問・視察

うち上京・管外出張の回数

電子メールのチェック・返信

電話連絡

各部局資料の目通し

報告書、関連書籍の目通し

新聞、インターネットでの情報収集

- ６ - 



場所 事項名 説明者等

０９：００ 登庁 －

０９：０５ ～ ０９：１０ 副知事室 報告 企画総務課

０９：２０ ～ ０９：２１ 副知事室 電子決裁 ―

０９：２５ ～ ０９：３５ 副知事室 報告 自立支援課

０９：３５ ～ ０９：５５ 副知事室 報告 企画室

０９：５５ ～ １０：０５ 副知事室 打合せ 政策企画部長

１０：０５ ～ １０：０７ 副知事室 報告 政策企画部次長

１０：３５ ～ １０：４５ 副知事室 打合せ 議会事務局長

１１：００ ～ １１：４０ 幹事長室 打合せ 幹事長

１１：４０ ～ １１：４５ 副知事室 報告 まちづくりプロジェクトチーム

１１：５０ ～ １２：００ 副知事室 打合せ 議会事務局長

１２：３５ ～ １２：４５ 副知事室 打合せ 総務部長

１３：００ ～ １３：０５ 副知事室 打合せ 監査事務局長

１３：２０ ～ １３：３０ 副知事室 報告 政策企画総務課

１３：３０ ～ １４：００ 副知事室 来客 銀行副頭取

１４：３０ ～ １４：４５ 副知事室 打合せ 総務部長、政策企画総務課

１４：５５ ～ １５：０５ 副知事室 打合せ 副知事、総務部長

１５：１０ ～ １５：１５ 副知事室 報告 都市魅力創造局理事

１５：２０ ～ １５：２５ 副知事室 打合せ 監査事務局長

１５：２５ ～ １５：３０ 副知事室 報告 政策企画総務課

１５：３５ ～ １５：４５ 副知事室 報告 新エネルギー産業課

１６：０５ ～ １６：１５ 副知事室 打合せ 政策企画部長

１６：１５ ～ １７：００ 副知事室 報告 企画厚生課

１７：００ ～ １７：５０ 副知事室 報告
副知事、

住宅まちづくり部

１７：５５ ～ １８：００ 幹事長室 打合せ 幹事長

１８：００ ～ １８：１０ 副知事室 打合せ 総務部長、政策企画総務課

１８：３５ ～ １８：４０ 副知事室 報告 企画厚生課

１８：４０ ～ １８：４５ 副知事室 打合せ 議会事務局長

１９：００ 退庁 －

綛山副知事の一日の動静

１．　平日の例①

平成２２年５月２７日（木）

時間

*報告・打合せ内容は各課等の担当事項について

- ７ - 



場所 事項名 同席者等

０９：１５ 登庁 －

０９：２５ ～ ０９：３５ 副知事室 打合せ 監査事務局長

０９：３５ ～ ０９：５０ 副知事室 決算委員会対応
副知事、
事業管理室

１０：００ ～ １０：３０ 副知事室 報告 環境農林水産総務課

１０：３５ ～ １１：２０ 副知事室 部長会議 知事以下部局長

１１：２０ ～ １１：２５ 副知事室 打合せ 府民文化部長

１１：２５ ～ １１：３０ 副知事室 打合せ 危機管理監

１１：３０ ～ １１：４０ 副知事室 報告 ものづくり支援課

１１：５０ ～ １２：１０ 副知事室 報告 法務課

１２：１０ ～ １２：１１ 副知事室 決裁 財務課

１３：００ ～ １３：１５ 議場 本会議 ―

１３：４５ ～ １６：５５ 特別会議室大 当初予算ヒアリング
財政課、人事課、環農、商

労、公安委

１６：５５ ～ １７：２０ 副知事室 報告 契約局

１７：２０ ～ １７：５５ 副知事室 報告
私学・大学課、
教育委員会

１７：５５ ～ １８：０５ 副知事室 報告
保健体育課、
公共建築室

１８：１０ ～ １９：２０ 知事室 知事報告
出資法人課、環農部、商労

部

１９：２０ ～ １９：２５ 副知事室 打合せ 総務部長

１９：３０ 退庁 －

綛山副知事の一日の動静

１．　平日の例②

平成２２年１１月２５日（木）

時間

*報告・打合せ内容は各課等の担当事項について

- ８ - 



場所 事項名 説明者等

９：１０ 登庁 －

９：１５ ～ ９：３０ 副知事室 報告 健康医療総務課

９：４０ ～ １０：００ 特別会議室大 答弁調整会議 知事以下関係部局長

１０：１５ ～ １０：４５ 副知事室 報告 人事課

１０：４５ ～ １０：５０ 副知事室 来客 柴島高校校長

１０：５０ ～ １０：５５ 副知事室 報告 大都市制度ＰＴ副理事

１１：００ ～ １１：２０ 副知事室 報告 財政課

１１：２０ ～ １１：３０ 副知事室 報告 健康医療総務課

１１：５５ ～ １２：００ 副知事室 打合せ 政策企画部長

１３：００ ～ １６：１０ 議場 代表質問 ―

１６：１５ ～ １６：２５ 副知事室 報告 健康医療総務課

１６：３０ ～ １７：４５ 特別会議室大 答弁調整会議 知事以下関係部局長

１７：４５ ～ １８：１５ 特別会議室大 知事報告 財政課

１８：２０ ～ １８：３０ 副知事室 打合せ 健康医療部長

１８：３５ ～ １８：４０ 副知事室 報告 秘書長

１８：４０ ～ １８：５０ 知事室 知事報告 府民文化部

１８：５５ ～ １９：００ 副知事室 打合せ 政策企画部長

１９：０５ 退庁 －

綛山副知事の一日の動静

１．　平日の例③

平成２３年２月２５日（金）

時間

*報告・打合せ内容は各課等の担当事項について

- ９ - 



２．　週末（公務のある日）の例

平成２２年６月６日（日）

場所 事項名 同席者等 内容

９：００ ～ １０：００ シティプラザ大阪

国の施策並びに予算に
関する提案・要望の
自民党国会議員に
対する説明会

大阪府選出自民党
国会議員と知事以下

部局長
説明、意見交換

平成２２年９月１８日（土）

場所 事項名 同席者等 内容

１３：３０ ～ １５：１５ エルおおさか
大阪スポーツ賞贈呈式
第６５回国民体育大会
大阪府代表選手結団式

大阪府選出国民体
育大会出場選手ほ

か
祝辞

綛山副知事の一日の動静

時間

時間

- １０ - 




