県民局組織の再編のお知らせ
兵庫県では、第３次行革プランに基づき、簡素で効率的な組織体制を徹
底するとともに、効果的・効率的な県民サービスを提供するため、
平成２６年４月に県民局の組織を再編しました。

県民センターへの改組
県では、県民の皆さんに身近なところで総合的な施策を推進し、現地解決型の行
政を展開するため、保健・医療・福祉、産業振興、社会基盤整備などの分野の業務
を幅広く所管する、総合事務所としての県民局を県下１０地域に設置しています。
このうち、政令市又は中核市を所管区域とする神戸県民局、阪神南県民局、中播
磨県民局は、他の７県民局に比べて市に多くの権限が移譲されており、総合事務所
としての役割や機能が異なることから、
「県民センター」に名称を変更し、市との連
携のもと、より効果的・効率的な県民サービスの提供をめざします。
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その他の県民局の名称は変更しませんが、所管区域内の市町との関係や業務量に
応じて、組織体制の見直しを行います。

組織再編後もこれまでどおり、現在の事務所の所在地で業務を実施します。
［事務所の一部の業務については、統合再編を行います。
］

県民局・県民センターの再編内容
名 称

現行組織名
（～26 年 3 月）

神戸県民センター

総務室、県民室、
交流連携参事

阪神南県民センター

総務企画室、県民協働室、
阪神活性化参事

阪神北県民局

総務企画室、県民協働室、
北摂都市活性化参事

東播磨県民局

総務企画室、県民室、
地域振興参事

北播磨県民局

総務企画室、県民生活室、
まちむら交流参事

中播磨県民センター

総務企画室、県民室、
交流観光参事

西播磨県民局

総務企画室、県民室、
元気づくり参事

但馬県民局

総務企画室、県民協働室、
地域政策室

丹波県民局

総務企画室、県民室、
大丹波連携参事

淡路県民局

総務企画室、県民生活室、
公園島推進室

再編後の組織名（26 年 4 月～）
県民交流室
〒650-0004 神戸市中央区中山手通 6-1-1
（神戸総合庁舎）

県民交流室、阪神活性化参事
〒660-8588 尼崎市東難波町 5-21-8
（尼崎総合庁舎）

総務企画室、県民交流室
〒665-8567 宝塚市旭町 2-4-15
（宝塚総合庁舎）

総務企画室、地域振興室
〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1
（加古川総合庁舎）

総務室、県民交流室
〒673-1431 加東市社字西柿 1075-2
（社総合庁舎）

県民交流室、交流観光参事
〒670-0947 姫路市北条 1-98
（姫路総合庁舎）

総務企画室、県民交流室、元気づくり参事
〒678-1205 赤穂郡上郡町光都 2-25
（西播磨総合庁舎）

総務企画室、地域政策室、県民協働参事
〒668-0025 豊岡市幸町 7-11
（豊岡総合庁舎）

県民交流室、大丹波連携参事
〒669-3309 丹波市柏原町柏原 688
（柏原総合庁舎）

総務企画室、県民交流室、未来島参事
〒656-0021 洲本市塩屋 2-4-5
（洲本総合庁舎）

事 務 所 の 見 直 し
県民局事務所の一部の業務について統合再編を行い、業務の専門性の向上や機動
力の強化を図ります。
【統合再編を行う業務】
県民局県民室（県民協働室）の環境課の業務
健康福祉事務所の検査室の業務
農林水産振興事務所の水産課、漁港課の業務
土木事務所のまちづくり建築課、建設業課の業務

各事務所の再編内容
業 務
環 境

※変更した組織のみを記載しています。

現行組織名（～26 年 3 月）

再編後の組織名（26 年 4 月～）

阪神南県民局 県民協働室
環境課

阪神北県民局 県民交流室
里山・自然課、環境課

阪神北県民局 県民協働室
里山・環境課

〒665-8567 宝塚市旭町 2-4-15
（宝塚総合庁舎）

中播磨県民局 県民室
環境課

西播磨県民局 県民交流室
環境第１課、環境第２課

西播磨県民局 県民室
環境課

〒678-1205 赤穂郡上郡町光都 2-25
（西播磨総合庁舎）

【ご注意】中播磨地域の環境学習に係る業務は、中播磨県民センターで実施します。
業 務
健康福祉
（検査）

現行組織名（～26 年 3 月）
阪神北県民局 宝塚健康福祉事務所
検査室
丹波県民局 丹波健康福祉事務所
検査室

再編後の組織名（26 年 4 月～）
阪神北県民局 宝塚健康福祉事務所
検査室
〒665-0825 宝塚市安倉 1-8-28

東播磨県民局 加古川健康福祉事務所
検査室

東播磨県民局 加古川健康福祉事務所
検査室

北播磨県民局 加東健康福祉事務所
検査室

〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1
（加古川総合庁舎）

【ご注意】丹波及び加東健康福祉事務所の検査室は廃止しますが、これまでどおり検査の受付は実施
します。

業 務
農林水産
（水産・漁港）

現行組織名（～26 年 3 月）

再編後の組織名（26 年 4 月～）

東播磨県民局 加古川農林水産振興事務所
水産漁港課

東播磨県民局 加古川農林水産振興事務所
水産漁港課

神戸県民局 神戸農林水産振興事務所
農水産課

〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1
（加古川総合庁舎）

中播磨県民局 姫路農林水産振興事務所
水産課、漁港課

中播磨県民センター 姫路農林水産振興事務所
水産課、漁港課

西播磨県民局 光都農林水産振興事務所
水産漁港課

〒670-0947 姫路市北条 1-98
（姫路総合庁舎）

【ご注意】神戸農林水産振興事務所の農水産課では、水産業務以外の業務は引き続き実施します。
（神戸農林振興事務所 農政振興課に名称を変更します。
）
業 務

現行組織名（～26 年 3 月）

再編後の組織名（26 年 4 月～）

神戸県民局 神戸土木事務所
まちづくり課

［県民まちなみ緑化事業に関すること］
県土整備部 まちづくり局 都市政策課
［HAT 神戸中心街区のまちづくりに関すること］
県土整備部 まちづくり局 景観形成室
［明舞まちづくり広場支援に関すること］
県土整備部 住宅建築局 公営住宅課
〒650-8567 神戸市中央区下山手通 5-10-1
（兵庫県庁）

阪神南県民局 西宮土木事務所
まちづくり建築課

阪神北県民局 宝塚土木事務所
まちづくり建築課

阪神北県民局 宝塚土木事務所
まちづくり建築課

〒665-8567 宝塚市旭町 2-4-15
（宝塚総合庁舎）

中播磨県民局 姫路土木事務所
まちづくり建築課、建設業課

中播磨県民センター 姫路土木事務所
まちづくり建築第１課、第２課、建設業課

西播磨県民局 光都土木事務所
まちづくり建築課

〒670-0947 姫路市北条 1-98
（姫路総合庁舎）

但馬県民局 豊岡土木事務所
まちづくり建築第１課(豊岡総合庁舎)

但馬県民局 豊岡土木事務所
まちづくり建築第１課、第２課

但馬県民局 豊岡土木事務所
まちづくり建築第２課(八鹿庁舎)

〒668-0025 豊岡市幸町 7-11
（豊岡総合庁舎）

土 木
(まちづくり)

【ご注意】神戸地域、阪神南地域の建設業法、宅建業法の施行に関する事務は神戸土木事務所、西宮
土木事務所で引き続き実施します。
◆詳細は県ホームページをご覧ください
http://web.pref.hyogo.lg.jp/pa06/h21_4kenminkyoku.html

◆お問い合わせ先
兵庫県企画県民部企画財政局新行政課組織・事務改革班
TEL：078-341-7711（内線 2216、2345）

県民局組織 再編
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