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平成２１年度組織改正図
企画県民部

改 正 前 改 正 後

防災監 防災監

理事(少子対策･男女家庭担当) 理事(男女家庭・少子対策・消費者行政担当)

企画県民部長 企画県民部長

政策担当部長［ﾀｽｸ⑳］

知事室 秘書課 知事室 秘書課
調整室長

儀典室長 儀典室長
広報課 広報課
広聴室 広聴室

政策参事

政策室 政策担当課長 政策室 政策担当課長
調整担当室長
ビジョン担当課長 ビジョン担当課長
地域担当課長 地域担当課長
統計課 統計課

県民文化局 県民生活課 県民文化局 県民生活課
部参事 部参事消費生活室

地域協働課 地域協働課(生涯学習振興担当) (生涯学習振興担当)
男女青少年課 青少年課教育次長が兼務］ ［教育次長が兼務］
男女家庭室長 男女家庭室長

芸術文化課 芸術文化課部参事
地域安全課 地域安全課(芸術文化担当)

交通安全室長が兼務 ［交通安全室長が兼務］参事(調整担当)［ ］ ［ ］県立美術館副館長が兼務 参事(調整担当)
交通安全室 交通安全室

地域安全課長が兼務 ［地域安全課長が兼務］参事(調整担当)［ ］ 参事(調整担当)

企画財政局 総務課 企画財政局 総務課
財政課 財政課
財政企画参事
資金公債室長 資金公債室長

税務課 税務課
不正軽油特別対策官 不正軽油特別対策官

［ﾀｽｸ○］ ［ﾀｽｸ○］個人住民税特別対策官 個人住民税特別対策官21 21

市町振興課 市町振興課
新行政課 新行政課

事務改革室長
管理局 人事課 管理局 人事課

職員課 職員課
管財課 管財課
財産管理室長 財産管理室長

文書課 文書課
県民情報センター室長 県民情報センター室長
公益法人室長［ﾀｽｸ○］ 公益法人室長［ﾀｽｸ○］25 25

教育･情報局 情報政策課 教育･情報局 情報政策課
参事（情報ｾｷｭﾘﾃｨ担当） 参事（情報ｾｷｭﾘﾃｨ担当）

［ 財）ひょうご情報教育機構事務局参事が兼務］［企画県民部総務課参事(ひょうご情報教育機構事務局参事)が兼務］ （
システム管理室長 システム管理室長

教育課 教育課
大学課［ﾀｽｸ○］ 大学課［ﾀｽｸ○］21 21

防災企画局 防災企画課 防災企画局 防災企画課
防災計画室 防災計画室
復興支援課[ﾀｽｸ○] 復興支援課[ﾀｽｸ○]部参事[ﾀｽｸ○]21 21 21

支援推進参事[ﾀｽｸ○] 支援推進参事[ﾀｽｸ○](復興担当) 21 21

住宅共済推進担当 （住宅共済推進担当）[ﾀｽｸ○]局参事[ﾀｽｸ○]21 参事 [ﾀｽｸ○] 参事（ ） 21 21

［ 財）兵庫県住宅再建共済基金事務局長が兼務］ ［ 財）兵庫県住宅再建共済基金事務局長が兼務］(住宅共済推進担当) （ （

産業保安課［ 財）兵庫県住宅再建共済基金（
常務理事が兼務］

災害対策局 災害対策課 災害対策局 災害対策課
防災技術参事
防災訓練参事 訓練・調整参事
防災情報室長 防災情報室長

消防課 消防課
参事( ）産業保安担当
［産業労働部産業保安課長が兼務］

(神戸 阪神南 阪神北 東播磨 北播磨 中播磨 西播磨 但馬 丹波 淡路) (神戸 阪神南 阪神北 東播磨 北播磨 中播磨 西播磨 但馬 丹波 淡路)県民局 県民局
兵庫県民総合相談センター 兵庫県民総合相談センター
県立生活科学総合センター
県立男女共同参画センター 県立男女共同参画センター
兵庫陶芸美術館 兵庫陶芸美術館
東京事務所 東京事務所
自治研修所 自治研修所
健康管理センター 健康管理センター職員 職員

職員会館 職員会館
兵庫県立大学 兵庫県立大学
広域防災センター 広域防災センター
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健康福祉部

改 正 前 改 正 後

理事(へき地医療支援担当)

健康福祉部長 健康福祉部長

福祉参事 医監

［病院局長が兼務］ ［病院事業副管理者が兼務］部参事（県立病院担当 部参事（県立病院担当） ）

総務課社会福祉局
企画調整参事
情報事務センター室長

社会援護課
福祉法人課
高齢社会課[ﾀｽｸ ]○22
人権推進課部参事(人権担当)
医療保険課部参事(医療制度担当)

医療指導官

[ﾀｽｸ ]○23
障害福祉課障害福祉局

部参事 障害者支援課
(精神医療福祉･障害福祉担当) ）参事(雇用推進担当

[ ][精神保健福祉ｾﾝﾀｰ所長が兼務] 産業労働部しごと支援課長が兼務

企画少子局 総務課 こども局
企画調整参事

健康福祉政策課
少子対策課 少子対策課部参事( )少子担当
児童課 児童課
こども安全官 こども安全官[ﾀｽｸ ]○21

［企画県民部教育課長が兼務］ ［企画県民部教育課長が兼務］[ﾀｽｸ ]○22 参事 参事(調整担当) (調整担当)
人権推進課部参事(人権担当)
医療保険課部参事(医療制度担当)
情報事務センター医療指導官

生活消費局 消費生活課
生活衛生課[ﾀｽｸ ]○23
食品安全官

健康局 医務課 健康局 医務課
部参事 (地域医療再編担当)(医療確保担当) 参事

［健康福祉政策課長が兼務］［病院事業副管理者が兼務］
監察医務官 監察医務官部参事 部参事(医師派遣調整担当) (医師派遣調整担当)

疾病対策課 疾病対策室部参事 部参事(調整担当) (調整担当)
健康増進課 健康増進課［農政環境部環境管理局長が兼務］ 農政環境部環境管理局長が兼務［ ］
生活衛生課
食品安全官[ﾀｽｸ⑳]

薬務課 薬務課

社会福祉局 社会援護課
福祉法人課
高齢社会課

[ﾀｽｸ⑳]
障害福祉課障害福祉局

部参事 障害者支援課
(精神医療福祉・障害福祉担当) ）参事(雇用推進担当

[ ][精神保健福祉ｾﾝﾀｰ所長が兼務] 産業労働部しごと支援課長が兼務

県立健康環境科学研究センター 県立健康生活科学研究所
県立こどもの館 県立身体障害者更生相談所
こども家庭センター 県立知的障害者更生相談所（中央 西宮 姫路 豊岡）
県立女性家庭センター 県立精神保健福祉センター
県立明石学園 県立こどもの館

（中央 西宮 姫路 豊岡）県立総合衛生学院 こども家庭センター 川西
食肉衛生検査センター 県立女性家庭センター
動物愛護センター 県立明石学園
県立身体障害者更生相談所 食肉衛生検査センター
県立知的障害者更生相談所 動物愛護センター
県立精神保健福祉センター 県立総合衛生学院
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産業労働部

改 正 前 改 正 後

産業労働部長 産業労働部長

ものづくり教育参事

産業政策局 産業政策課 政策労働局 総務課
企画参事 産業政策室長

参事(調査担当)
参事(調整担当） 参事(調整担当）部参事 部参事(調整担当) (調整担当)
［農政環境部総合農政課長が兼務］ ［農政環境部総合農政課長が兼務］［ ］ ［ ］農政環境部農政企画局長が兼務 農政環境部農政企画局長が兼務
参事( ）産業保安担当
［企画県民部産業保安課長が兼務］

科学振興課
しごと支援課
労政福祉課

（西はりま天文台公園普及啓発担当）参事
［兵庫県立大学教授が兼務］

能力開発課
ものづくり大学校推進室長

[ﾀｽｸ○]24

経営振興課 産業振興局 経営商業課
地域金融室長 地域金融室長

工業振興課 工業振興課
新産業立地課 新産業立地課
立地推進室長 立地推進室長

科学振興課
産業保安課

しごと支援課しごと局
労政福祉課

（西はりま天文台公園普及啓発担当）参事
［兵庫県立大学教授が兼務］

能力開発課
ものづくり大学校開設準備室長

[ﾀｽｸ⑳]

観光参事 観光参事

国際交流課 国際交流課観光･国際局 観光･国際局
国際経済課 国際経済課
観光交流課 観光交流課
観光振興室 観光振興室

県立工業技術センター 県立但馬技術大学校
（神戸 姫路 障害者）県立但馬技術大学校 県立高等技術専門学院

県立高等技術専門学院 兵庫障害者職業能力開発校（神戸 姫路 障害者）
兵庫障害者職業能力開発校 県立工業技術センター
旅券事務所 旅券事務所
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農政環境部

改 正 前 改 正 後

農政環境部長 農政環境部長

農政企画局 総務課 農政企画局 総務課
総合農政課 総合農政課
参事(調整担当) 参事(調整担当)部参事 部参事(調整担当) (調整担当)

[産業労働部総務課産業政策室長が兼務］［ が兼務］ ［ が兼務］産業労働部産業政策局長 産業労働部政策労働局長[産業労働部産業政策課長が兼務］
楽農生活室長 楽農生活室長

農業経営課 農業経営課
農地調整室長 農地調整室長

消費流通課 消費流通課
農林経済課 農林経済課
団体検査室 団体検査室

農林水産局 農業改良課 農林水産局 農業改良課
農地整備課 農地整備課
農村環境室長 農村環境室長

農産園芸課 農産園芸課
畜産課 畜産課
家畜安全官 家畜安全官[ﾀｽｸ⑳]

林務課 林務課
治山課 治山課
水産課 水産課
資源増殖室長 資源増殖室長

漁港課 漁港課

環境担当部長 環境担当部長

環境創造局 環境政策課 環境創造局 環境政策課
環境学習参事 環境学習参事

自然環境課 自然環境課
豊かな森づくり課 豊かな森づくり課

[林務課長が兼務］ [林務課長が兼務］参事( ) 参事( )調整担当 調整担当
森林保全室長 森林保全室長

環境管理局 環境整備課 環境管理局 環境整備課
環境影響評価室 環境影響評価室部参事 部参事(調整担当) (調整担当)
大気課 大気課［健康福祉部健康局 が兼務］ ［健康福祉部健康局 が兼務］長 長
水質課 水質課

県立農林水産技術総合センター 県立農林水産技術総合センター
（姫路 和田山 洲本） （姫路 和田山 洲本）家畜保健衛生所 家畜保健衛生所

県立林業研修館 県立林業研修館
六甲治山事務所
但馬高原林道建設事務所
森林動物研究センター 森林動物研究センター
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県土整備部

改 正 前 改 正 後

理事(技術担当) 理事(技術担当)

県土整備部長 県土整備部長

[ﾀｽｸ ] [ﾀｽｸ ]部参事 部参事(プロジェクト・技術担当) (プロジェクト・技術担当)○ ○21 21

県土企画局 総務課 県土企画局 総務課
企画調整参事 企画調整参事
収用委員会担当参事 収用委員会担当参事
建設業室長 建設業室長

契約管理課 契約管理課部参事
技術企画課 技術企画課(入札・契約制度担当)
交通政策課 交通政策課
空港室長 空港室長

土木局 用地課 土木局 用地課
道路計画課 道路計画課
高速道路室長 高速道路室長

地域道路室 地域道路室
道路保全課 道路保全課
街路課 街路課
河川整備課 河川整備課
河川計画室 河川計画室

[ﾀｽｸ ] [ﾀｽｸ ]部参事 ] 武庫川企画調整課 部参事 ] 武庫川企画調整課[ ○ ○ [ ○ ○ﾀｽｸ ﾀｽｸ22 22 22 22

砂防課 砂防課(武庫川対策担当) (武庫川対策担当)
土砂災害対策参事

下水道課 下水道課
港湾課 港湾課

まちづくり担当部長 まちづくり担当部長

まちづくり局 都市政策課 まちづくり局 都市政策課
土地対策室長 土地対策室長
景観形成室長 景観形成室長

都市計画課 都市計画課
開発調整室長 開発調整室長

市街地整備課 市街地整備課
公園緑地課 公園緑地課
21世紀の森室長 21世紀の森室長

住宅建築局 住宅政策課 住宅建築局 住宅政策課
公営住宅課 公営住宅課住宅参事

特定課題・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当）［ ］兵庫県住宅供給公社副理事長に併任 参事（
住宅管理室長 住宅管理課

建築指導課 建築指導課
営繕課 営繕課
設備課 設備課

県立淡路景観園芸学校 県立淡路景観園芸学校
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病院局

改 正 前 改 正 後

病院事業管理者 病院事業管理者

病院事業副管理者 病院事業副管理者

病院局長 企画課 病院局長 企画課次長
（調整担当） （調整担当）局参事 参事 局参事 参事(新病院準備担当) (新病院準備担当)

［加古川病院副院長(診療支援･ ［健康福祉部疾病対策課長が兼務］ ［加古川病院副院長(診療支援･ ［健康福祉部疾病対策室長が兼務］
管理課 管理課新病院準備担当)が兼務］ 新病院準備担当)が兼務］
経営課 経営課局参事（医療担当）

［健康福祉部健康局長が兼務］

県立病院 県立病院
(尼崎 塚口 西宮 加古川 淡路 光風 柏原 こども がんｾﾝﾀｰ 姫路循環器病ｾﾝﾀｰ 粒子線医療ｾﾝﾀｰ) (尼崎 塚口 西宮 加古川 淡路 光風 柏原 こども がんｾﾝﾀｰ 姫路循環器病ｾﾝﾀｰ 粒子線医療ｾﾝﾀｰ)

(柏原 淡路) (柏原 淡路)県立看護専門学校 県立看護専門学校
県立東洋医学研究所 県立東洋医学研究所
県立東洋医学研究所附属診療所 県立東洋医学研究所附属診療所
県立東洋医学研究所附属柏原鍼灸院 県立東洋医学研究所附属柏原鍼灸院

※H21.11
県立加古川病院は県立加古川医療センターに名称を
変更する。
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神戸県民局

改 正 前 改 正 後

県民局長 県民局長

副局長 副局長

［総務防災課、財務課、地域企画課］企画県民部 総務室

交流･連携参事総務担当参事 ［総務課、経理課］

［ ］企画調整･連携担当参事 企画課、ﾋﾞｼﾞｮﾝ･広報課、 まちづくり参事 神戸土木事務所まちづくり参事兼務

さわやか県政・連携課

［県民運動課、地域協働課］県民担当参事

健康福祉第1課、健康福祉第2課、健康福祉･環境担当参事

環境課

県民協働課、健康福祉第1課、健康福祉第2課、県民室

商工労政課、環境課

福祉施設参事

神戸生活創造センター

参事（県民運動担当）

ハーバーランド庁舎経営部 ハーバーランド庁舎経営室

県税部

神戸県税事務所神戸県税事務所

灘県税事務所

兵庫県税事務所

西神戸県税事務所 西神戸県税事務所

地域振興部

［商工労政課］産業労働担当参事

神戸農林水産振興事務所神戸農林水産振興事務所

神戸農業改良普及センター 神戸農業改良普及センター

神戸土地改良事務所 神戸土地改良事務所

六甲治山事務所

県土整備部

神戸土木事務所神戸土木事務所

まちづくり参事まちづくり担当参事

＊神戸生活創造センターの運営は、指定管理者が行うため、

県民局の組織としては廃止する。
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阪神南県民局

改 正 前 改 正 後

県民局長 県民局長

副局長 副局長

［総務防災課、財務課、地域企画課］企画調整部 総務室

阪神文化圏参事総務担当参事 ［総務課、経理課］

［ ］企画調整担当参事 ［企画調整課、地域ﾋﾞｼﾞｮﾝ課］ まちづくり参事 西宮土木事務所まちづくり参事兼務

［防災課］防災担当参事

［県民協働課、商工労政課、環境課］県民室

にぎわい創出参事

県税部

尼崎県税事務所

西宮県税事務所西宮県税事務所

県民生活部

［県民運動課、地域協働課］県民担当参事

（芦屋保健所）芦屋健康福祉事務所（芦屋保健所） 芦屋健康福祉事務所

［環境課］環境担当参事

地域振興部

［商工労政課、農林課］産業労働担当参事

［阪神北県民局阪神農林振興事務所長兼務］農林参事

県土整備部

西宮土木事務所西宮土木事務所

まちづくり参事

21世紀の森整備室

鉄道高架対策室 鉄道高架対策室

尼崎港管理事務所 尼崎港管理事務所

尼崎21世紀プロジェクト推進室

まちづくり担当参事
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阪神北県民局

改 正 前 改 正 後

県民局長 県民局長

副局長 副局長

［総務防災課、財務課、地域企画課］企画調整部 総務室

北摂魅力参事総務担当参事 ［総務課、経理課］

［ ］企画調整担当参事 企画調整課、地域ﾋﾞｼﾞｮﾝ課、 まちづくり参事 宝塚土木事務所まちづくり参事兼務

魅力ある地域づくり課

［防災課］防災担当参事

［県民協働課、商工労政課、環境課］県民室

市民文化創造参事

環境参事

県税部

伊丹県税事務所伊丹県税事務所

県民生活部

［県民運動課、地域協働課］県民担当参事

三田保健支援ｾﾝﾀｰ宝塚健康福祉事務所（宝塚保健所） 宝塚健康福祉事務所（宝塚保健所）

（三田保健事務所）三田健康福祉事務所

川西保健支援ｾﾝﾀｰ伊丹健康福祉事務所（伊丹保健所） 伊丹保健所伊丹健康福祉事務所（ ）

（川西保健事務所）川西健康福祉事務所

［環境課］環境担当参事

地域振興部

［商工労政課］産業労働担当参事

阪神農林振興事務所宝塚農林振興事務所

阪神農業改良普及 宝塚地域普及所宝塚農業改良普及センター センター

三田農業改良普及センター

県土整備部

宝塚土木事務所 伊丹業務所宝塚土木事務所

まちづくり参事 三田業務所

河川対策室 河川対策室

伊丹土木事務所

三田土木事務所

まちづくり担当参事
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東播磨県民局

改 正 前 改 正 後

県民局長 県民局長

副局長 副局長

［総務防災課、財務課、地域企画課］企画調整部 総務室

水辺地域づくり参事総務担当参事 ［総務課、経理課］

［ ］企画調整･防災担当参事 企画調整課 地域ﾋﾞｼﾞｮﾝ課、 、 まちづくり参事 加古川土木事務所まちづくり参事兼務

防災課

［水辺の地域づくり課］水辺の地域づくり担当参事

［県民協働課、商工労政課、環境課］県民室

ものづくり産業参事

環境参事

東播磨生活科学センター

県税部

加古川県税事務所加古川県税事務所

明石県税事務所

県民生活部

［県民運動課、地域協働課］地域活動推進担当参事

東播磨生活創造センター

東播磨生活科学センター

高砂保健支援ｾﾝﾀｰ加古川健康福祉事務所（加古川保健所） 加古川健康福祉事務所（加古川保健所）

（高砂保健事務所）高砂健康福祉事務所

（明石保健所） （明石保健所）明石健康福祉事務所 明石健康福祉事務所

［環境課］環境担当参事

地域振興部

［商工労政課］産業労働担当参事

加古川農林水産振興事務所加古川農林水産振興事務所

明石地域普及所加古川農業改良普及センター 加古川農業改良普及センター

明石農業改良普及センター

［ ］土地改良参事 北播磨県民局加古川流域土地改良事務所長兼務

県土整備部

加古川土木事務所 明石業務所加古川土木事務所

まちづくり参事

東播磨南北道路対策室 東播磨南北道路対策室

明石鉄道高架対策室 明石鉄道高架対策室

明石土木事務所

まちづくり担当参事

、 、＊東播磨生活創造センターの運営は 指定管理者が行うため

県民局の組織としては廃止する。
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北播磨県民局

改 正 前 改 正 後

県民局長 県民局長

副局長 副局長

［総務防災課、財務課、地域企画課］企画調整部 総務室

まちむら交流参事総務担当参事 ［総務課、経理課］

［ ］企画調整･防災担当参事 ［ ］企画調整課､地域ﾋﾞｼﾞｮﾝ課､防災課 まちづくり参事 加東土木事務所まちづくり参事兼務

［北はりまﾊｰﾄﾗﾝﾄﾞ課］北はりまハートランド担当参事

［県民協働課、商工労政課、環境課］県民室

地場産業参事

環境参事

県税部

加東県税事務所社県税事務所

県民生活部

［県民運動課、地域協働課］県民担当参事

西脇保健支援ｾﾝﾀｰ社健康福祉事務所（社保健所） 加東健康福祉事務所（加東保健所）

三木保健支援ｾﾝﾀｰ西脇健康福祉事務所（西脇保健事務所）

加西保健支援ｾﾝﾀｰ三木健康福祉事務所（三木保健事務所）

（加西保健事務所）加西健康福祉事務所

［環境課］環境担当参事

地域振興部

［商工労政課］産業労働担当参事

加東農林振興事務所社農林振興事務所

西脇地域普及所加西農業改良普及センター 加西農業改良普及センター

三木地域普及所西脇農業改良普及センター

三木農業改良普及センター

社土地改良事務所 加古川流域土地改良事務所

三木土地改良事務所

県土整備部

社土木事務所 多可事業所加東土木事務所

三木土木事務所 加西業務所

多可土木事務所 三木業務所

まちづくり参事まちづくり担当参事
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中播磨県民局

改 正 前 改 正 後

県民局長 県民局長

副局長 副局長

［総務防災課、財務課、地域企画課］企画調整部 総務室

銀の馬車道参事総務担当参事 ［総務課、経理課］

［ ］企画調整･銀の馬車道担当参事 企画調整課 地域ﾋﾞｼﾞｮﾝ課、 、 まちづくり参事 姫路土木事務所まちづくり参事兼務

開港記念事業担当参事銀の馬車道ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ課

［防災課］防災担当参事

開港記念事業担当参事

［県民協働課、商工労政課、環境課］県民室

企業立地参事

姫路生活科学センター

県税部

姫路県税事務所姫路県税事務所

県民生活部

［県民運動課、地域協働課］県民担当参事

姫路生活科学センター

（福崎保健所）福崎健康福祉事務所（福崎保健所） 中播磨健康福祉事務所

［環境課］環境担当参事

地域振興部

［商工労政課］産業労働担当参事

姫路農林水産振興事務所姫路農林水産振興事務所

姫路農業改良普及 福崎地域普及所姫路農業改良普及センター センター

福崎農業改良普及センター

姫路土地改良事務所 姫路土地改良事務所

県土整備部

姫路土木事務所 福崎事業所姫路土木事務所

まちづくり参事

鉄道高架対策室 姫路駅周辺整備室

福崎土木事務所

姫路港管理事務所 姫路港管理事務所

まちづくり担当参事
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西播磨県民局

改 正 前 改 正 後

県民局長 県民局長

副局長 副局長

［総務防災課、財務課、地域企画課］企画調整部 総務室

西播磨魅力参事総務担当参事 ［総務課、経理課］

［ ］企画調整担当参事 ［企画調整課､地域ﾋﾞｼﾞｮﾝ課］ まちづくり参事 光都土木事務所まちづくり参事兼務

龍野分室

［防災課、地域づくり課］防災･地域づくり担当参事

［県民協働課、商工労政課、環境課］県民室

観光･県際交流参事

環境参事

西播磨文化会館

西播磨生活科学センター

県税部

上郡県税事務所

龍野県税事務所龍野県税事務所

県民生活部

［県民運動課、地域協働課］県民担当参事

西播磨文化会館

西播磨生活科学センター

佐用保健支援ｾﾝﾀｰ龍野健康福祉事務所（龍野保健所） 龍野健康福祉事務所（龍野保健所）

宍粟保健支援ｾﾝﾀｰ佐用健康福祉事務所（佐用保健事務所）

（山崎保健事務所）山崎健康福祉事務所

赤穂健康福祉事務所 赤穂健康福祉事務所（赤穂保健所）（赤穂保健所）

［環境課］環境担当参事

地域振興部

［商工労政課］産業労働担当参事

光都農林水産振興事務所上郡農林水産振興事務所

光都農業改良普及 佐用地域普及所上郡農業改良普及センター センター

佐用農業改良普及センター

龍野農林振興事務所

龍野農業改良普及 宍粟地域普及所龍野農業改良普及センター センター

山崎農業改良普及センター

上郡土地改良事務所 光都土地改良事務所

龍野土地改良事務所

県土整備部

上郡土木事務所 佐用業務所光都土木事務所

まちづくり参事

佐用土木事務所

山崎土木事務所

龍野土木事務所 龍野土木事務所 宍粟事業所

まちづくり担当参事



- 14 -

但馬県民局

改 正 前 改 正 後

県民局長 県民局長

副局長 副局長
［総務防災課、財務第1課、財務第2課、地域企画課］企画調整部 総務室
共生・交流参事総務担当参事 ［ 、 、 ］総務課 経理第1課 経理第2課

［ ］企画調整･防災担当参事 ［ ］企画調整課､地域ﾋﾞｼﾞｮﾝ課､防災課 まちづくり参事 豊岡土木事務所まちづくり参事兼務

［ｺｳﾉﾄﾘ翔る地域づくり担当］コウノトリ翔る地域づくり担当参事
［総務調整課］和田山分室

［県民協働課、商工労政課、環境課］県民室
観光･企業誘致参事

但馬文教府
但馬生活科学センター

県税部
豊岡県税事務所豊岡県税事務所

和田山県税事務所

県民生活部
［県民運動課、地域協働課］県民担当参事

但馬文教府
但馬生活科学センター

［環境課］環境創造担当参事

但馬長寿の郷
管理部
企画調整部

（豊岡保健所） ｾﾝﾀｰ豊岡健康福祉事務所 豊岡健康福祉事務所（豊岡保健所） 新温泉保健支援
新温泉健康福祉事務所 新温泉健康福祉事務所（ ）新温泉保健事務所

（和田山保健所） （朝来保健所）和田山健康福祉事務所 朝来健康福祉事務所
但馬長寿の郷

地域振興部
［商工労政課］商工観光･労働担当参事

豊岡農林水産振興事務所豊岡農林振興事務所
但馬水産事務所

豊岡農業改良普及センター 豊岡農業改良普及センター
新温泉農業改良普及センター 新温泉農業改良普及センター

豊岡土地改良事務所
和田山農林振興事務所 朝来農林振興事務所

朝来農業改良普及 養父地域普及所和田山農業改良普及センター センター
八鹿農業改良普及センター

朝来土地改良事務所
但馬水産事務所
豊岡土地改良事務所

和田山土地改良事務所

県土整備部
豊岡土木事務所 但東業務所豊岡土木事務所

まちづくり参事
但馬空港管理事務所 但馬空港管理事務所
新温泉土木事務所 新温泉土木事務所 香美業務所
八鹿土木事務所 養父土木事務所 朝来業務所

まちづくり担当参事
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丹波県民局

改 正 前 改 正 後

県民局長 県民局長

副局長 副局長

［総務防災課、財務課、地域企画課］企画調整部 総務室

丹波の魅力参事総務担当参事 ［総務課、経理課］

［ ］篠山分室 まちづくり参事 丹波土木事務所まちづくり参事兼務

［ 、 ］企画調整担当参事 企画調整課 地域 課ﾋﾞｼﾞｮﾝ

［防災課､ ］防災･丹波の魅力づくり担当参事 丹波の魅力づくり課

［県民協働課、商工労政課、環境課］県民室

丹波生活科学センター

県税部

丹波県税事務所柏原県税事務所

県民生活部

［県民運動課、地域協働課］県民担当参事

［事業課］文化担当参事

丹波生活科学センター

篠山保健支援ｾﾝﾀｰ柏原健康福祉事務所（柏原保健所） 丹波健康福祉事務所（丹波保健所）

（篠山保健事務所）篠山健康福祉事務所

［環境課］環境担当参事

地域振興部

［商工労政課］商工観光･労働担当参事

丹波農林振興事務所柏原農林振興事務所

丹波農業改良普及 篠山地域普及所柏原農業改良普及センター センター

篠山農業改良普及センター

柏原土地改良事務所

篠山土地改良事務所 篠山土地改良事務所

県土整備部

柏原土木事務所 篠山業務所丹波土木事務所

篠山土木事務所

まちづくり参事森のまちづくり担当参事
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淡路県民局

改 正 前 改 正 後

県民局長 県民局長

副局長 副局長

［総務防災課、財務課、地域企画課］企画調整部 総務室

公園島交流参事総務担当参事 ［総務課、経理課］

［ ］企画調整担当参事 企画調整課 地域ﾋﾞｼﾞｮﾝ課、 、 まちづくり参事 洲本土木事務所まちづくり参事兼務

地域まるごとﾐｭｰｼﾞｱﾑ課

［防災課］防災担当参事

［県民協働課、商工労政課、環境課］県民室

環境立島参事

淡路文化会館

淡路生活科学センター

県税部

洲本県税事務所洲本県税事務所

県民生活部

［県民運動課、地域協働課］県民担当参事

淡路文化会館

淡路生活科学センター

ｾﾝﾀｰ洲本健康福祉事務所（洲本保健所） 北淡路保健支援洲本健康福祉事務所（洲本保健所）

ｾﾝﾀｰ北淡路健康福祉事務所(北淡路保健事務所) 南淡路保健支援

(南淡路保健事務所)南淡路健康福祉事務所

［環境課］環境担当参事

地域振興部

［商工労政課］商工観光･労働担当参事

洲本農林水産振興事務所洲本農林水産振興事務所

南淡路農業改良普及センター 南淡路農業改良普及センター

北淡路農業改良普及センター 北淡路農業改良普及センター

洲本土地改良事務所 洲本土地改良事務所

県土整備部

洲本土木事務所洲本土木事務所

まちづくり参事

災害復興事業室 [ﾀｽｸ○] 災害復興事業室 [ﾀｽｸ○]21 21

まちづくり担当参事
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県立農林水産技術総合センター

改 正 前 改 正 後

県立農林水産技術総合センター所長 県立農林水産技術総合センター所長

次長 次長

総務部 総務部

農業大学校 農業大学校

企画調整・経営支援部企画調整・産学官連携部

環境部

生物工学部

普及部

食品加工流通部

農業技術センター 農業技術センター

作物・経営機械部 農産園芸部

園芸部

病害虫防除部 環境・病害虫部

北部農業技術センター 北部農業技術センター

農業部 農業・加工流通部

畜産部 畜産部

淡路農業技術センター 淡路農業技術センター

農業部 農業部

畜産部 畜産部

畜産技術センター 畜産技術センター

家畜部 家畜部

森林林業技術センター 森林林業技術センター

資源部 資源部

木材利用部 木材利用部

普及部

緑化センター 緑化センター

水産技術センター 水産技術センター

資源部 資源部

増殖部 増殖部

普及部

但馬水産技術センター 但馬水産技術センター

内水面漁業センター 内水面漁業センター
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兵庫県消費者行政推進本部

（ ）本部長 知事 事務局長 理事 男女家庭・少子対策・消費者行政担当

副本部長 副知事 事務局長代理 健康福祉部長

本部員 防災監 健康福祉部医監

会計管理者 事務局次長 生活消費局長（総括）

理事 知事室長

公営企業管理者 管理局長

病院事業管理者 防災企画局長

教育長 健康局長

企画県民部長 産業振興局長

健康福祉部長 観光・国際局長

産業労働部長 農政企画局長

農政環境部長 まちづくり局長

環境担当部長 住宅建築局長

県土整備部長 県民局副局長

まちづくり担当部長 病院局長

神戸県民局長 教育次長

阪神南県民局長 警察本部生活安全部長

阪神北県民局長
事務局各課 消費生活課

東播磨県民局長
生活衛生課

北播磨県民局長

中播磨県民局長 広聴室

西播磨県民局長 文書課

但馬県民局長 防災計画室

丹波県民局長 健康増進課

淡路県民局長 薬務課

東京事務所長 経営商業課

人事委員長 観光振興室

警察本部長 消費流通課

都市政策課

住宅政策課

健康生活科学研究所

県民局県民室

（病院局）
企画課

（教育委員会事務局）
総務課

（警察本部）
生活経済課


