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平成３０年度組織改正 
 

Ⅰ 組織改正の基本方針 

  県政 150 周年を迎え、記念事業を本格的に推進するとともに、今後とも活力ある

ふるさと兵庫の実現を図るため、女性の活躍促進や健康長寿社会の推進などの政策

課題に機動的に取り組むための組織体制を整備する。 

 

 １ 女性の活躍と県民生活の充実 

   女性の活躍推進をはじめ、県民生活の充実を図るため、仕事と生活の両立支援、参

画と協働の推進などの施策を積極的に展開するとともに、消費者行政を一層推進する

ための体制を整備する。 
 
 ２ 県政 150 周年記念事業等への対応 

   県政 150 周年を迎え、記念式典や県民連携事業等の様々な記念事業を本格的に実施

するとともに、150 周年を契機として老朽化の進む県庁舎の整備方針を含めた県庁周

辺の今後のまちづくりを検討するための体制を整備する。 
 
 ３ 県政の発信力強化 

   県政情報を県民に分かりやすく確実に届けるとともに、地域間競争が激しくなる中、

交流人口のさらなる拡大を図るため、インバウンド観光を強化するなど、県の魅力を

強力に発信するための体制を整備する。 
 
 ４ 兵庫の魅力と資源の活用 

   ひょうご五国の魅力を最大限に活かしながら、専門的な人材育成をはじめ、ジオパ

ークや日本遺産などを活用した地域の多様な魅力づくりをさらに推進するとともに、

本県の強みであるものづくりや森林・林業の振興を図るための体制を整備する。 
 
 ５ 健康・介護・障害対策の推進 

   兵庫県地域創生戦略において新たな自然増対策とした健康長寿対策を推進するため、

高齢者等が安心して暮らせるよう、国民健康保険制度改革への対応や、認知症の医学

的見地に基づく予防・早期発見体制の構築を図るとともに、年齢、性別、障害の有無、

文化等の違いにかかわりなく元気で活躍できるユニバーサル社会づくりを推進するた

めの体制を整備する。 
 
 ６ 県立病院の体制強化 

   集中治療の専門医師の確保や最先端の医療の提供など、診療・研究体制の強化を図る。 
 
 ７ その他の組織改正 

   施策展開を継続的に実施するため、期間を定めて設置していた組織の常設化、効率

化を図るための組織の統廃合などの組織改正を実施する。 

 

 （参考）組織数の増減 

     本庁(課室)１３０→１２８（△２）、地方機関（内部組織を除く）４６→４７（＋１） 
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Ⅱ 組織改正の内容 

 １ 女性の活躍と県民生活の充実 

   

    女性が活躍する社会づくりを総合的に推進するため、男女共同参画推進本部を「女性

活躍推進本部」に改編するとともに、女性生活部長を設置する。 

    女性生活部長は、推進本部の事務局長を担うとともに、「女性青少年局」及び「県民

生活局」を所管する。 

    なお、理事（地域創生・女性担当）[ﾀｽｸ ]について、タスクフォースの期限到来によ

り廃止する。 

 

 

   

  （１）消費生活総合センターの設置 

    消費者行政を一層推進するため、市町との役割分担のもと、地域消費生活センターの

相談機能を集約するとともに、消費活動団体の拠点として「消費生活総合センター」を

設置する。 

    これに伴い、県立健康生活科学研究所について、その試験研究機関である生活科学総

合センターを廃止するとともに、名称を「県立健康科学研究所」に改める。 

 

  （２）消費者センターの設置 

    地域消費生活センターについて、各地域の消費者団体等の活動充実の拠点として、 

地域団体支援や普及啓発活動を担う「消費者センター」に改編する。 

   ※引き続き市町と連携して相談に対応する但馬地域は、当面の間、但馬消費生活センターを存置。 

 

 

 ２ 県政 150 周年記念事業等への対応 

   

    県政 150周年を迎え、記念式典や県民連携事業等の様々な記念事業を本格的に実施す

るため、地域創生課の県政150周年記念事業室を「県政150周年記念事業課」[ﾀｽｸ ]に

改編する。 

 

 

   

    老朽化が進む県庁舎をはじめ、県民会館等の整備方針、新長田合同庁舎への移転後の

神戸総合庁舎等のあり方について、県庁周辺のまちづくりとともに、兵庫の顔としてふ

さわしい拠点となるよう一体的に検討するため、会計管理者を特命統括者とする検討チ

ームを設置する。 

    あわせて、素案の策定を担う部参事（周辺整備担当）及び管財課に参事（周辺整備担当）、

参事（まちづくり担当）[都市政策課長が兼務]、参事（技術担当）［営繕課長が兼務］を

設置する。 

女性生活部長の設置                       （企画県民部） 

消費者行政の推進体制の強化                   （企画県民部） 

県政150周年記念事業課の設置                  （企画県民部） 

県庁周辺地域の再生計画の検討                  （企画県民部） 



- 3 - 

 

 ３ 県政の発信力強化 

   

  （１）広報官等の設置 

    県民に県政情報を確実に届けるとともに、国内外に県の魅力を強力に発信する広報戦

略を推進するため、外部人材を活用した広報官を設置する。 

    また、広報官が示した統一的コンセプトの下、ネット発信の指導・助言、紙面やＨＰ

のデザイン等の制作を支援するディレクターを設置する。 

広 報 官 

【湯川 カナ氏】 

 

・広報紙やテレビの県政情報番組等の広報媒体制作、ＳＮＳ等による

効果的な情報発信など、県のイメージアップ戦略に対する指導 

・県重要施策の戦略的な情報発信への助言 

メディア 

ディレクター 

インターネットなどの様々なメディアの活用方法、分りやすい県

ホームページやＳＮＳ等に対する指導・助言 

編集・デザイン 

ディレクター 

チラシやポスターなどの広報刊行物、動画などのデジタル情報等

に対するデザイン向上のための制作支援 

 

  （２）新たな広報戦略の推進体制 

    広報戦略を統括する広報戦略室長［広報官が兼務］と、その補佐を行う広報戦略参事

［知事室長が兼務］を設置する。 

    あわせて、広報課を「広報戦略課」に改編するとともに、県民からの意見等を県政に

反映させる広聴機能と県民からの相談機能を担う「広聴課」を設置する。これに伴い、

広報課の広聴室は廃止する。 

    なお、全庁的な政策課題である地域創生と一体的に取り組むため、政策創生部長が所

管する。 

 

   【参 考】組織体制図 

 －広 報 官 

 政策創生部長 

 －知 事 室   － 秘書課              企画県民部長所管 

              －儀典室            から移管 

 －広報戦略室長 － メディアディレクター 

            － 編集・デザインディレクター 

   －広報戦略参事   － 広報戦略課      広報課を再編  

            － 広聴課 

 

 

   

    観光による交流人口のさらなる拡大に向け、観光交流課と観光振興課の所掌事務を見

直すとともに、インバウンド観光を強力に推進するための「国際観光課」を設置（観光

交流課を改編）する。  

新たな広報戦略の展開                      （企画県民部） 

観光施策の推進体制の強化                    （産業労働部） 

[広報官が兼務] 

[知事室長が兼務] 



- 4 - 

 

 ４ 兵庫の魅力と資源の活用 

   

    但馬地域の観光・文化をテーマとした専門職大学の開設準備を推進するため、部参事

（専門職大学担当）を県参事（但馬専門職大学担当）に改編する。 

    また、専門職大学の基本計画等の策定、関係省庁や関係機関との調整など、開設に向け

た取組等を推進するため、「専門職大学準備室」及び「専門職大学準備課」を設置する。 

    さらに、文部科学省など関係省庁との調整を円滑に行うため、部参事（専門職大学開

設支援担当）及び課参事（開設支援担当）を設置し、管理局長・大学課長が兼務する。 

    あわせて、地域創生の取組としても重要なことから、部参事（地域連携担当）及び課

参事（地域連携担当）を設置し、地域創生局長・地域創生課長が兼務する。 

   【参 考】組織体制図 

 企画県民部長 

 －県参事（但馬専門職大学担当） 

 －専門職大学準備室           専門職大学準備課 

  －部参事(専門職大学開設支援担当)    －参事(開設支援担当) 
   ［管理局長が兼務］               ［大学課長が兼務］ 

  －部参事(地域連携担当)         －参事(地域連携担当) 
   ［地域創生局長が兼務］             ［地域創生課長が兼務］ 

 

 

   

    山陰海岸ジオパーク推進協議会や「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進協議会の取組促進、

日本遺産のさらなる認定や活用など、県内各地の多彩な地域資源を積極的に発掘・活用

し、地域の活性化やふるさと学習の推進に繋がる取組を推進するため、地域振興課の地

域遺産室を「地域遺産課」に改編する。 

    山陰海岸ジオパーク推進協議会について、管理運営体制を強化し、ユネスコ世界ジオ

パーク再認定の獲得、地域間連携を通じたエリア全体のさらなる活性化に取り組むため、

新たに専任の事務局長が設置される。これに伴い、県との連携を強化するため、事務局

長を県参与（地域遺産担当）とする。 

 

 

   

    森林の有する多面的機能を持続させるための施策と林業及び木材産業の振興策を一体

的に推進するため、森林・林業施策の総合調整を行う森林参事を設置する。 

    あわせて、森づくりの推進を所掌する「豊かな森づくり課」と、森林保全を所掌する

「森林保全室」を環境創造局から農林水産局へ移管する。 

 

 

  

専門職大学の開設準備                      （企画県民部） 

地域遺産課の設置                        （企画県民部） 

森林・林業施策の総合的推進                   （農政環境部） 



- 5 - 

 

   

    明石城築城400周年記念事業や、有馬富士公園の休養ゾーン活性化に向けた検討、淡

路夢舞台温室のリニューアル計画など、都市公園における重要プロジェクトを円滑に推

進するため、関係者等との調整機能を担う参事（特定ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当）[ﾀｽｸ ]を公園緑

地課に設置する。 

 
 

   

    金属素材の製造・加工企業が集積する「ひょうごメタルベルト」の競争力を強化する

ため、県立工業技術センターのサテライトとして県立大学姫路工学キャンパスに開設す

る「金属新素材研究センター」の準備室を設置する。 

   【参 考】組織体制図 

 県立工業技術センター所長 

     ｜ 

 金属新素材研究センター準備室長 －部長（調整担当） 

 ［県立大学副学長が兼務］          ［県立大学事務局社会貢献部長が兼務］ 

                  －部長（企画担当） 
                       ［県立大学産学連携･研究推進機構教授が兼務］ 

 
 

 ５ 健康・介護・障害対策の推進 

   

    来年度の国民健康保険制度改革に伴い、県が市町とともに保険者となり、財政運営の

責任主体としての役割を担うため、新制度への移行に係る国・市町等との調整を担当し

ていた部参事（国民健康保険制度移行担当）を、医療保険制度全般に係る重要事項の総

合調整を行う部参事（医療保険担当）に改編し、そのもとに「国保医療課」を設置する。 

    これに伴い、医療保険課は廃止する。 

 
 

   

    ４月から施行する「ユニバーサル社会づくりの推進に関する条例」に基づき、市町、

事業者、団体等と連携してユニバーサル社会づくりを総合的に推進するため、「ユニバ

ーサル推進課」を設置（障害者支援課を改編）する。 

 
 

   

    認知症の医学的見地に基づき、認知症の予防・早期発見を一層推進するため、加東健康

福祉事務所長が兼務している医師職の部参事（認知症対策担当）を専任化し、健康局に

設置するとともに、健康づくりの総合的支援を担う健康増進課に「認知症対策室」を設置

する。 

都市公園の利用促進                       （県土整備部） 

「ものづくり県・兵庫」の競争力強化               （産業労働部） 

国民健康保険制度改革への対応                  （健康福祉部） 

ユニバーサル推進課の設置                    （健康福祉部） 

認知症対策の推進                        （健康福祉部） 
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    地域包括ケアシステム構築の促進に向け、生活支援・介護予防及び介護保険制度に関

する施策を一体的に推進するため、高齢対策課と介護保険課を統合し「高齢政策課」を

設置する。 

 

 

 ６ 県立病院の体制強化 

   

    100 床を超える集中治療専用病床を横断的に一元管理する体制を構築し、集中治療の

専門医師確保に繋げるため、県立尼崎総合医療センターに「集中治療センター」を設置

する。 

 
 

   

    国が推進する最先端のゲノム医療に取り組み、がんゲノム医療拠点病院の指定を目指

すため、県立がんセンターに「ゲノム医療・臨床試験センター」を設置する。 

 
 

   

    「はりま姫路総合医療センター(仮称)」の 2022 年度開設に向け、大学や民間企業等と

の連携による臨床研究活動の拠点形成を推進するため、県立姫路循環器病センターに

「研究部」を設置する。 

 

  

介護基盤の充実強化                       （健康福祉部） 

県立尼崎総合医療センターへの「集中治療センター」の設置       （病院局） 

県立がんセンターへの「ゲノム医療・臨床試験センター」の設置     （病院局） 

県立姫路循環器病センターへの「研究部」の設置            （病院局） 
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 ７ その他の組織改正 

  (1) 改編する組織等 

部 等 改 正 前 改 正 後 理   由 

企画県民部 
科学情報局 

［ﾀｽｸ ］ 

科学情報局 

［常設］ 

引き続き、科学振興や情報政策の

総合的な振興を推進するため常設

の組織に改編 

 
広域防災参事 

［ﾀｽｸ ］ 

広域防災参事 

［常設］ 

引き続き、関西防災・減災プラン

を推進するため常設の職に改編 

 水エネルギー課 
ビジョン課参事 

（水エネルギー担当） 

地域の将来ビジョンを踏まえたエ

ネルギー対策を推進するため改編 

 
地域振興課 

地域交流室 

地域振興課 

 

地域の主体的な取組による地域振

興を総合的に推進するため統合 

 
(知事室所管) 

芸術文化課 

(県民生活局所管) 

芸術文化課 

参画と協働に基づく芸術文化の創

造・普及を推進するため移管 

産業労働部 
労政福祉課 

しごと支援課 

労政福祉課 

 

就業支援と就業環境改善等に一体

的に取り組むため統合 

 

  (2) 廃止する組織等 

部 等 組 織 名 廃 止 理 由 

企画県民部 理事（地域創生・女性担当）［ﾀｽｸ ］ タスクフォースの期限到来［再掲］

 防災企画課 防災計画参事［ﾀｽｸ ］ タスクフォースの期限到来 

阪神北県民局 宝塚土木事務所 高速道路参事 事業の進捗による業務縮小 

東播磨県民局 明石健康福祉事務所（明石保健所） 明石市の中核市移行に伴う業務移管 

丹波県民局 丹波土木事務所 復興事業室［ﾀｽｸ ］ 
タスクフォースの期限到来 

（復興事業の終了） 
   

（公 社 等） 道路公社 西宮北道路管理事務所 
西宮北有料道路の無料化に伴う 

県(西宮土木事務所)への管理移管 

 住宅供給公社 阪神事務所 指定管理期間の終了 

 

 

 ８ 組織改正図 

   上記の組織改正を踏まえた新たな執行体制について、別添組織改正図のとおりとする。 

 

 

［問い合わせ先］ 

企画県民部企画財政局新行政課組織・事務改革班 

ＴＥＬ（直通）078-362-3055 （内線）2216 
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平成３０年度 組織改正図

Ｈ２９年度 Ｈ３０年度

防災監 防災監
技監 技監
理事（地域創生・女性担当）［ﾀｽｸ ］

広報官

企画県民部 企画県民部

企画県民部長 企画県民部長

知事室 秘書課
参事(調整担当)
儀典室

広報課
広聴室

芸術文化課

政策調整局 政策調整課 政策調整局 政策調整課
広域調整課 広域調整課

企画財政局 総務課 企画財政局 総務課
財政課 財政課

参事(財政企画担当)
［資金財産室長が兼務］
資金財産室 資金財産室

税務課 税務課
不正軽油特別対策官 不正軽油特別対策官
個人住民税特別対策官［ﾀｽｸ ］ 個人住民税特別対策官［ﾀｽｸ ］

新行政課 新行政課
市町振興課 市町振興課

管理局 人事課 管理局 人事課
職員課 職員課
管財課 部参事 管財課

(周辺整備担当) 参事(周辺整備担当)
参事(まちづくり担当)
［県土整備部都市政策課長が兼務］
参事(技術担当)
［県土整備部営繕課長が兼務］

文書課 文書課
県民情報センター 県民情報センター

私学教育課 私学教育課
大学課 大学課

参事(科学振興担当) 参事(科学振興担当)
［科学振興課長が兼務］ ［科学振興課長が兼務］

県参事(但馬専門職大学担当)

専門職大学準備室 専門職大学準備課
部参事(専門職大学開設 参事(開設支援担当)
支援担当)［管理局長が兼務］ ［大学課長が兼務］
部参事(地域連携担当) 参事(地域連携担当)
［地域創生局長が兼務］ ［地域創生課長が兼務］

政策創生部長 政策創生部長

計画監［ひょうご震災記念21世紀研究機構 人と防災未来センター副センター長が兼務］ 計画監［ひょうご震災記念21世紀研究機構 人と防災未来センター副センター長が兼務］

知事室 秘書課
儀典室

広報戦略室長 メディアディレクター
[広報官が兼務] 編集・デザインディレクター
広報戦略参事 広報戦略課

［知事室長が兼務］ 広聴課

ビジョン局 ビジョン課 ビジョン局 ビジョン課
参事(政策分析担当) 参事(政策分析担当)
［統計課参事(政策統計担当)が兼務］ ［統計課参事(政策統計担当)が兼務］

水エネルギー課 参事(水エネルギー担当)
統計課 統計課

参事(政策統計担当) 参事(政策統計担当)
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Ｈ２９年度 Ｈ３０年度

（企画県民部つづき） （企画県民部つづき）

地域創生局 地域創生課 地域創生局 地域創生課
部参事 参事(人口ビジョン担当) 参事(人口ビジョン担当)
(専門職大学担当) ［ビジョン課長が兼務］ ［ビジョン課長が兼務］

県政150周年記念事業室［ﾀｽｸ ］ 県政150周年記念事業課［ﾀｽｸ ］

地域振興課 地域振興課
参事(市町振興担当) 参事(市町振興担当)
［市町振興課長が兼務］ ［市町振興課長が兼務］
参事(自然遺産担当)
［農政環境部自然環境課長が兼務］
参事(文化遺産担当)
［教育委員会事務局文化財課長が兼務］
地域遺産室 地域遺産課

参事(自然遺産担当)
［農政環境部自然環境課長が兼務］
参事(文化遺産担当)
［教育委員会事務局文化財課長が兼務］

地域交流室

県民生活局 県民生活課
部参事 消費生活課
(生涯学習振興担当) 地域安全課
[教育次長が兼務] 交通安全室

女性青少年局 男女家庭課
参事(少子対策担当)
[健康福祉部こども政策課長が兼務]
参事(両立支援担当)
[産業労働部労政福祉課長が兼務]
参事(雇用推進担当)
[産業労働部しごと支援課長が兼務]
参事(起業支援担当)
[産業労働部新産業課長が兼務]

青少年課

科学情報局 科学振興課 科学情報局 科学振興課
［ﾀｽｸ ］ 参事(特区推進担当) 参事(特区推進担当)

［地域振興課長が兼務］ ［広域調整課長が兼務］
参事(大学連携担当) 参事(大学連携担当)
［大学課長が兼務］ ［大学課長が兼務］
参事(産業連携担当) 参事(産業連携担当)
［産業労働部新産業課長が兼務］ ［産業労働部新産業課長が兼務］
参事(放射光利用担当)
［県立大学放射光ナノテクセンター長が兼務］

情報企画課 情報企画課
システム管理室 システム管理室

女性生活部長

女性青少年局 男女家庭課
参事(少子対策担当)
[健康福祉部こども政策課長が兼務]
参事(雇用両立支援担当)
[産業労働部労政福祉課長が兼務]
参事(起業支援担当)
[産業労働部新産業課長が兼務]

青少年課

県民生活局 県民生活課
部参事 消費生活課
(生涯学習振興担当) 地域安全課
[教育次長が兼務] 交通安全室

芸術文化課
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Ｈ２９年度 Ｈ３０年度

（企画県民部つづき） （企画県民部つづき）

【防災監所管】 【防災監所管】
防災企画局 防災企画課 防災企画局 防災企画課

防災計画参事［ﾀｽｸ ］

広域防災参事 広域企画室 広域防災参事 広域企画室
［ﾀｽｸ ］ 復興支援課［ﾀｽｸ ］ 復興支援課［ﾀｽｸ ］

参事(住宅共済推進担当)［ﾀｽｸ ］ 参事(住宅共済推進担当)［ﾀｽｸ ］

［兵庫県住宅再建共済基金事務局長が兼務］ ［兵庫県住宅再建共済基金事務局長が兼務］

災害対策局 災害対策課 災害対策局 災害対策課
訓練・調整参事 訓練・調整参事

消防課 消防課
産業保安課 産業保安課

県民局（阪神北 東播磨 北播磨 西播磨 但馬 丹波 淡路） 県民局（阪神北 東播磨 北播磨 西播磨 但馬 丹波 淡路）
県民センター（神戸 阪神南 中播磨） 県民センター（神戸 阪神南 中播磨）
兵庫県民総合相談センター
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
職員健康管理センター 職員健康管理センター
職員会館 職員会館

兵庫県民総合相談センター
県立男女共同参画センター 県立男女共同参画センター

消費生活総合センター
兵庫陶芸美術館

広域防災センター 広域防災センター
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Ｈ２９年度 Ｈ３０年度

健康福祉部 健康福祉部

健康福祉部長 健康福祉部長

福祉部長 福祉部長

社会福祉局 社会福祉課 社会福祉局 社会福祉課
企画調整参事 企画調整参事
法人指導室 法人指導室
情報事務センター 情報事務センター

生活支援課 生活支援課
人権参事 人権推進課 人権参事 人権推進課
部参事(国民健康 医療保険課 部参事 国保医療課
保険制度移行担当) (医療保険担当)
［医療保険課長を兼務］

少子高齢局 高齢対策課 少子高齢局 高齢政策課
部参事 参事(雇用推進担当） 部参事 参事(雇用推進担当）
(介護医療連携担当) ［産業労働部しごと支援課長が兼務] (介護医療連携担当) ［産業労働部労政福祉課長が兼務]

［健康局長が兼務］ 介護保険課 ［丹波県民局丹波健康福祉

部参事 こども政策課 事務所長が兼務］ こども政策課
(認知症対策担当) 参事(家庭応援担当) 参事(家庭応援担当)
［北播磨県民局加東健康 ［企画県民部男女家庭課長が兼務］ ［企画県民部男女家庭課長が兼務］

福祉事務所長が兼務］ 参事(調整担当) 参事(調整担当)
［企画県民部私学教育課長が兼務］ ［企画県民部私学教育課長が兼務］

児童課 児童課
こども安全官 こども安全官

障害福祉局 障害福祉課 障害福祉局 障害福祉課
部参事 いのち対策室 部参事 いのち対策室
(精神医療福祉･障害福祉担当) 障害者支援課 (精神医療福祉･障害福祉担当) ユニバーサル推進課
[精神保健福祉ｾﾝﾀｰ所長が兼務] 参事(雇用推進担当） [精神保健福祉ｾﾝﾀｰ所長が兼務] 参事(雇用推進担当）

［産業労働部しごと支援課長が兼務] ［産業労働部労政福祉課長が兼務]

健康局 医務課 健康局 医務課
部参事(地域医療人材育成担当) 監察医務官 部参事(地域医療人材育成担当) 監察医務官
部参事(地域医療人材調整担当) 参事(医師育成支援担当) 部参事(地域医療人材調整担当) 参事(医師育成支援担当)
[病院局参事(医師キャリア担当)が兼務] ［病院局管理課長が兼務] [病院局参事(医師キャリア担当)が兼務] ［病院局管理課長が兼務]

部参事(医療確保担当) 疾病対策課 部参事(医療確保担当) 疾病対策課
［医務課長を兼務］ 健康増進課 ［医務課長を兼務］ 健康増進課
部参事(医療担当) 参事(歯科口腔保健担当) 部参事(医療担当) 参事(歯科口腔保健担当)

［疾病対策課長を兼務］ ［職員健康管理ｾﾝﾀｰ参事（歯科口腔保健担当）が兼務］ ［疾病対策課長を兼務］ ［職員健康管理ｾﾝﾀｰ参事（歯科口腔保健担当）が兼務］

部参事(認知症対策担当) 認知症対策室
部参事(歯科口腔保健担当) 薬務課 部参事(歯科口腔保健担当) 薬務課

生活衛生課 生活衛生課
食品安全官 食品安全官
水道企画参事［ﾀｽｸ ］ 水道企画参事［ﾀｽｸ ］

参事(水道事業担当) 参事(水道事業担当)
［企業庁水道課経営参事が兼務] ［企業庁水道課経営参事が兼務]

県立健康生活科学研究所 県立健康科学研究所
こども家庭センター（中央 西宮 川西 姫路 豊岡） こども家庭センター（中央 西宮 川西 姫路 豊岡）
女性家庭センター 女性家庭センター
県立明石学園 県立明石学園
県立身体障害者更生相談所 県立身体障害者更生相談所
県立知的障害者更生相談所 県立知的障害者更生相談所
精神保健福祉センター 精神保健福祉センター
県立総合衛生学院 県立総合衛生学院
食肉衛生検査センター 食肉衛生検査センター
動物愛護センター 動物愛護センター
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Ｈ２９年度 Ｈ３０年度

産業労働部 産業労働部

産業労働部長 産業労働部長

政策労働局 産業政策課 政策労働局 産業政策課
企画調整参事 企画調整参事

労政福祉課 労政福祉課
参事(女性就業担当)
［企画県民部男女家庭課長が兼務］

参事(高齢者就業担当)
［健康福祉部高齢政策課長が兼務］

参事(障害者就業担当)
［健康福祉部ユニバーサル推進課長が兼務］

能力開発課 能力開発課
しごと支援課

参事(女性就業担当)
［企画県民部男女家庭課長が兼務］

参事(高齢者就業担当)
［健康福祉部高齢対策課長が兼務］

参事(障害者就業担当)
［健康福祉部障害者支援課長が兼務］

産業振興局 経営商業課 産業振興局 経営商業課
地域金融室 地域金融室

工業振興課 工業振興課
新産業課 新産業課

参事(科学振興担当) 参事(科学振興担当)
［企画県民部科学振興課長が兼務］ ［企画県民部科学振興課長が兼務］

産業立地室 産業立地室

国際局 国際交流課 国際局 国際交流課
国際経済課 国際経済課

観光監 観光交流課
観光振興課 観光監 観光振興課

国際観光課

県立ものづくり大学校 県立ものづくり大学校
県立但馬技術大学校 県立但馬技術大学校
県立高等技術専門学院（神戸 障害者） 県立高等技術専門学院（神戸 障害者）
兵庫障害者職業能力開発校 兵庫障害者職業能力開発校
県立工業技術センター 県立工業技術センター
旅券事務所 旅券事務所
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Ｈ２９年度 Ｈ３０年度

農政環境部 農政環境部

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
農林調整参事 農林調整参事

総合農政課 総合農政課
楽農生活室 楽農生活室

農業経営課 農業経営課
農地調整室 農地調整室

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
参事(環境創造型農業推進担当) 参事(環境創造型農業推進担当)

農地整備課 農地整備課
農村環境室 農村環境室

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
林務課 森林参事 林務課

参事(調整担当)
[豊かな森づくり課長が兼務］

豊かな森づくり課
森林保全室

治山課 治山課
水産課 水産課

資源増殖室 資源増殖室
漁港課 漁港課

環境部長 環境部長

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
鳥獣対策課 鳥獣対策課
豊かな森づくり課

参事(調整担当)
[林務課長が兼務]

森林保全室

環境管理局 水大気課 環境管理局 水大気課
環境影響評価室 環境影響評価室

温暖化対策課 温暖化対策課
環境整備課 環境整備課

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
家畜保健衛生所（姫路 朝来 淡路） 家畜保健衛生所（姫路 朝来 淡路）
県立森林大学校 県立森林大学校
森林動物研究センター 森林動物研究センター
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Ｈ２９年度 Ｈ３０年度

県土整備部 県土整備部

県土整備部長 県土整備部長

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

契約管理課 契約管理課
計画参事 技術企画課 計画参事 技術企画課
［ﾀｽｸ ］ 交通政策課 ［ﾀｽｸ ］ 交通政策課

空港政策課 空港政策課

土木局 用地課 土木局 用地課
道路企画課 道路企画課

高速道路推進室 高速道路推進室
道路街路課 道路街路課

街路担当参事 街路担当参事
道路保全課 道路保全課
河川整備課 河川整備課
総合治水課 総合治水課

武庫川総合治水室 武庫川総合治水室
［ﾀｽｸ ］ ［ﾀｽｸ ］

砂防課 砂防課
下水道課 下水道課

参事（上下水道連携担当） 参事（上下水道連携担当）

[生活衛生課水道企画参事が兼務］ [生活衛生課水道企画参事が兼務］

港湾課 港湾課

まちづくり部長 まちづくり部長

まちづくり局 都市政策課 まちづくり局 都市政策課
計画調整参事 計画調整参事
土地対策室 土地対策室
景観形成室 景観形成室

都市計画課 都市計画課
市街地整備課 市街地整備課

部参事 公園緑地課 部参事 公園緑地課
(園芸・公園担当) (園芸・公園担当) 参事（特定プロジェクト担当）
［県立淡路景観園芸学校副校長が兼務］ ［県立淡路景観園芸学校副校長が兼務］ ［ﾀｽｸ ］

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

団地再生参事 団地再生参事
住宅管理課 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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Ｈ２９年度 Ｈ３０年度

企業庁 企業庁

公営企業管理者 公営企業管理者

企業庁次長 総務課 企業庁次長 総務課
経営企画参事 経営企画参事

水道課 水道課
経営参事 経営参事
参事(市町水道調整担当) 参事(市町水道調整担当)

[健康福祉部生活衛生課水道企画参事が兼務] [健康福祉部生活衛生課水道企画参事が兼務]

企業庁参事(誘致担当) 企業誘致課 企業庁参事(誘致担当) 企業誘致課
分譲推進課 分譲推進課
地域整備振興課 地域整備振興課

新産業団地整備参事 新産業団地整備参事

猪名川広域水道事務所 猪名川広域水道事務所
北摂広域水道事務所 北摂広域水道事務所
東播磨利水事務所 東播磨利水事務所
姫路利水事務所 姫路利水事務所
水質管理センター 水質管理センター
北播磨・臨海建設事務所 北播磨・臨海建設事務所

芦屋事業所 芦屋事業所
播磨科学公園都市まちづくり事務所 播磨科学公園都市まちづくり事務所

Ｈ２９年度 Ｈ３０年度

病院局 病院局

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
管理課 管理課

参事(人材育成担当) 参事(人材育成担当)
参事(看護担当) 参事(看護担当)

経営課 経営課

局参事(医師キャリア担当) 局参事(医師キャリア担当)
局参事(医療連携担当)［健康福祉部健康局長が兼務］ 局参事(医療連携担当)［健康福祉部健康局長が兼務］

局参事(医師育成担当)［健康福祉部参事(地域医療人材育成担当)が兼務］ 局参事(医師育成担当)［健康福祉部参事(地域医療人材育成担当)が兼務］

局参事(医療担当)［健康福祉部参事(医療確保担当)が兼務］ 局参事(医療担当)［健康福祉部参事(医療確保担当)が兼務］

局参事(医療担当)［健康福祉部参事(医療担当)が兼務］ 局参事(医療担当)［健康福祉部参事(医療担当)が兼務］

県立病院(尼崎総合医療ｾﾝﾀｰ 西宮病院 加古川医療ｾﾝﾀｰ 県立病院(尼崎総合医療ｾﾝﾀｰ 西宮病院 加古川医療ｾﾝﾀｰ
淡路医療ｾﾝﾀｰ ひょうごこころの医療ｾﾝﾀｰ 淡路医療ｾﾝﾀｰ ひょうごこころの医療ｾﾝﾀｰ
柏原病院 こども病院 がんｾﾝﾀｰ 柏原病院 こども病院 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) 姫路循環器病ｾﾝﾀｰ 粒子線医療ｾﾝﾀｰ)
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Ｈ２９年度 Ｈ３０年度

神戸県民センター 神戸県民センター

県民センター長 県民センター長

副センター長［県民交流室長を兼務］ 副センター長［県民交流室長を兼務］

県民交流室 県民交流室
神戸魅力づくり参事［ﾀｽｸ ］ 神戸魅力づくり参事［ﾀｽｸ ］

神戸県税事務所 神戸県税事務所
西神戸県税事務所 西神戸県税事務所

神戸農林振興事務所 神戸農林振興事務所
神戸農業改良普及センター 神戸農業改良普及センター
神戸土地改良センター 神戸土地改良センター
六甲治山事務所 六甲治山事務所

神戸土木事務所 神戸土木事務所

Ｈ２９年度 Ｈ３０年度

阪神南県民センター 阪神南県民センター

県民センター長 県民センター長

副センター長［県民交流室長を兼務］ 副センター長［県民交流室長を兼務］

県民交流室 県民交流室
まちづくり参事［阪神北県民局宝塚土木事務所まちづくり参事が兼務］ まちづくり参事［阪神北県民局宝塚土木事務所まちづくり参事が兼務］

阪神交流参事 阪神交流参事

西宮県税事務所 西宮県税事務所

芦屋健康福祉事務所（芦屋保健所） 芦屋健康福祉事務所（芦屋保健所）

西宮土木事務所 西宮土木事務所
武庫川対策室 武庫川対策室

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 尼崎21世紀プロジェクト推進室
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Ｈ２９年度 Ｈ３０年度

阪神北県民局 阪神北県民局

県民局長 県民局長

副局長 副局長

総務企画室 総務企画室
まちづくり参事［宝塚土木事務所まちづくり参事が兼務］ まちづくり参事［宝塚土木事務所まちづくり参事が兼務］

県民交流室 県民交流室
環境参事 環境参事

伊丹県税事務所 伊丹県税事務所

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）
伊丹健康福祉事務所（伊丹保健所） 伊丹健康福祉事務所（伊丹保健所）

阪神農林振興事務所 阪神農林振興事務所
阪神農業改良普及センター 阪神農業改良普及センター

宝塚土木事務所 伊丹業務所 宝塚土木事務所 伊丹業務所
三田業務所 三田業務所

武庫川対策室 武庫川対策室
[阪神南県民ｾﾝﾀｰ西宮土木事務所武庫川対策室長が兼務] [阪神南県民ｾﾝﾀｰ西宮土木事務所武庫川対策室長が兼務]

まちづくり参事 まちづくり参事

Ｈ２９年度 Ｈ３０年度

東播磨県民局 東播磨県民局

県民局長 県民局長

副局長 副局長

総務企画室 総務企画室
まちづくり参事［加古川土木事務所まちづくり参事が兼務］ まちづくり参事［加古川土木事務所まちづくり参事が兼務］

地域振興室 地域振興室 消費者センター
環境参事 環境参事
東播磨消費生活センター［地域振興室長が消費生活センター長を兼務］

加古川県税事務所 加古川県税事務所

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）
明石健康福祉事務所（明石保健所）

加古川農林水産振興事務所 加古川農林水産振興事務所
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

加古川土木事務所 明石業務所 加古川土木事務所 明石業務所
まちづくり参事 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
明石街づくり対策室 明石街づくり対策室



- 18 -

Ｈ２９年度 Ｈ３０年度

北播磨県民局 北播磨県民局

県民局長 県民局長

副局長 副局長

総務企画室 総務企画室
まちづくり参事［加東土木事務所まちづくり参事が兼務］ まちづくり参事［加東土木事務所まちづくり参事が兼務］

県民交流室 県民交流室
環境参事 環境参事
消費生活参事［東播磨消費生活センター長が兼務］

加東県税事務所 加東県税事務所

加東健康福祉事務所（加東保健所） 加東健康福祉事務所（加東保健所）

加東農林振興事務所 加東農林振興事務所
加西農業改良普及センター 加西農業改良普及センター
加古川流域土地改良事務所 加古川流域土地改良事務所

加東土木事務所 多可事業所 加東土木事務所 多可事業所
加西業務所 加西業務所
三木業務所 三木業務所

まちづくり参事 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

［東播磨県民局加古川土木事務所東播磨南北道路対策室長が兼務］ ［東播磨県民局加古川土木事務所東播磨南北道路対策室長が兼務］

Ｈ２９年度 Ｈ３０年度

中播磨県民センター 中播磨県民センター

県民センター長 県民センター長

副センター長［県民交流室長を兼務］ 副センター長［県民交流室長を兼務］

県民交流室 県民交流室 消費者センター
まちづくり参事［姫路土木事務所まちづくり参事が兼務］ まちづくり参事［姫路土木事務所まちづくり参事が兼務］

交流観光参事 交流観光参事
中播磨消費生活創造センター

姫路県税事務所 姫路県税事務所

中播磨健康福祉事務所（福崎保健所） 中播磨健康福祉事務所（福崎保健所）

姫路農林水産振興事務所 姫路農林水産振興事務所
姫路農業改良普及センター 姫路農業改良普及センター
姫路土地改良センター 姫路土地改良センター

姫路土木事務所 福崎事業所 姫路土木事務所 福崎事業所
まちづくり参事 まちづくり参事

姫路港管理事務所 姫路港管理事務所
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Ｈ２９年度 Ｈ３０年度

西播磨県民局 西播磨県民局

県民局長 県民局長

副局長 副局長

総務企画室 総務企画室
まちづくり参事［中播磨県民センター姫路土木事務所まちづくり参事が兼務］ まちづくり参事［中播磨県民センター姫路土木事務所まちづくり参事が兼務］

県民交流室 県民交流室 消費者センター
元気づくり参事 元気づくり参事
環境参事 環境参事
西播磨消費生活センター［県民交流室長が消費生活センター長を兼務］

龍野県税事務所 龍野県税事務所

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）
赤穂健康福祉事務所（赤穂保健所） 赤穂健康福祉事務所（赤穂保健所）

光都農林振興事務所 光都農林振興事務所
光都農業改良普及センター 光都農業改良普及センター
龍野農業改良普及センター 龍野農業改良普及センター
光都土地改良センター 光都土地改良センター

光都土木事務所 佐用業務所 光都土木事務所 佐用業務所
龍野土木事務所 宍粟事業所 龍野土木事務所 宍粟事業所

Ｈ２９年度 Ｈ３０年度

但馬県民局 但馬県民局

県民局長 県民局長

副局長 副局長

総務企画室 総務企画室
まちづくり参事［豊岡土木事務所まちづくり参事が兼務］ まちづくり参事［豊岡土木事務所まちづくり参事が兼務］

地域政策室 地域政策室
県民協働参事 県民協働参事
但馬消費生活センター［県民協働参事が消費生活センター長を兼務］ 但馬消費生活センター［県民協働参事が消費生活センター長を兼務］
ジオパーク参事 ジオパーク参事

豊岡県税事務所 豊岡県税事務所

豊岡健康福祉事務所（豊岡保健所） 豊岡健康福祉事務所（豊岡保健所）
新温泉健康福祉事務所 新温泉健康福祉事務所

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

豊岡農林水産振興事務所 豊岡農林水産振興事務所
但馬水産事務所 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
豊岡土地改良センター 豊岡土地改良センター

朝来農林振興事務所 朝来農林振興事務所
朝来農業改良普及センター 朝来農業改良普及センター
朝来土地改良センター 朝来土地改良センター

豊岡土木事務所 但東業務所 豊岡土木事務所 但東業務所
まちづくり参事 まちづくり参事

新温泉土木事務所 香美業務所 新温泉土木事務所 香美業務所
養父土木事務所 朝来業務所 養父土木事務所 朝来業務所
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Ｈ２９年度 Ｈ３０年度

丹波県民局 丹波県民局

県民局長 県民局長

副局長［県民交流室長を兼務］ 副局長［県民交流室長を兼務］

県民交流室 県民交流室 消費者センター
まちづくり参事［丹波土木事務所まちづくり参事が兼務］ まちづくり参事［丹波土木事務所まちづくり参事が兼務］

大丹波連携参事 大丹波連携参事
丹波消費生活センター［県民交流室長が消費生活センター長を兼務］

丹波県税事務所 丹波県税事務所

丹波健康福祉事務所（丹波保健所） 丹波健康福祉事務所（丹波保健所）

丹波農林振興事務所 丹波農林振興事務所
丹波農業改良普及センター 丹波農業改良普及センター
篠山土地改良事務所 篠山土地改良事務所

丹波土木事務所 篠山業務所 丹波土木事務所 篠山業務所
まちづくり参事 まちづくり参事
復興事業室［ﾀｽｸ ］

Ｈ２９年度 Ｈ３０年度

淡路県民局 淡路県民局

県民局長 県民局長

副局長 副局長

総務企画室 総務企画室
まちづくり参事［洲本土木事務所まちづくり参事が兼務］ まちづくり参事［洲本土木事務所まちづくり参事が兼務］

県民交流室 県民交流室 消費者センター
未来島・渦潮参事 未来島・渦潮参事
環境参事 環境参事
淡路消費生活センター［県民交流室長が消費生活センター長を兼務］

洲本県税事務所 洲本県税事務所

洲本健康福祉事務所（洲本保健所） 洲本健康福祉事務所（洲本保健所）

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

洲本土木事務所 洲本土木事務所
まちづくり参事 まちづくり参事


