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平成２４年度組織改正について

Ⅰ 基本的な考え方

２１世紀兵庫長期ビジョンが目指す「創造と共生の舞台・兵庫」の実現に向けた施策展開を図る

とともに、第２次行革プランに基づき行財政構造改革を推進するため、簡素で効率的な組織体制を

整備する。

するための体制整備① 政策課題に総合的に対応

するための体制整備② 特定課題に専門的かつ機動的に対応

のための体制整備③ 効率的な施策執行

Ⅱ 主な組織改正の内容

１ 政策課題に総合的に対応するための体制整備

（１）少子・子育て、男女家庭、消費者対策の一体的・重点的推進

・推進本部事務局の再編と理事( )の廃止男女家庭・少子・消費者対策担当

・福祉監の設置

・こども局に男女家庭課を設置

・こども家庭センターの体制強化

（２）防災・減災対策執行体制の再編

・広域防災参事の継続設置と副防災監の廃止

・防災企画局と災害対策局の所掌事務の見直し

２ 特定課題に専門的かつ機動的に対応するための体制整備

（１）未利用地の有効活用

・資金財産室の設置

（２）受動喫煙防止対策の推進

・受動喫煙対策室の設置

（３）雇用就業対策推進のための連携強化

・しごと支援課参事の設置等

３ 効率的な施策執行のための体制整備

（１）課室の再編

・新行政課と事務改革室の統合

・開発調整室事務の移管と室の廃止

（２）県民局の組織改正

・神戸県民局福祉施設参事の廃止

・淡路県民局総務企画室、公園島推進室の設置

◆ 組織数の増減

本庁 １６０ → １５８ （部：５→５ 局：２１→２１ 課・室：１３４→１３２ ）
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Ⅲ 主な組織改正の内容

１ 政策課題に総合的に対応するための体制整備

（１）少子・子育て、男女家庭、消費者対策の一体的・重点的推進

少子対策・子育て支援、男女共同参画社会の構築、消費生活の安全安心の確保といった、県

民生活に密接で全庁横断的な対応が必要な重要課題に、一体的かつ重点的に対応するため、企

画県民部から男女共同参画社会の構築、家庭への支援に関する事務を健康福祉部に移管するな

ど、所要の組織体制を整備する。

（ ）推進本部事務局の再編と理事( )の廃止男女家庭・少子・消費者対策担当 本 庁

県民の健康、医療、福祉など「理事（男女家庭・少子・消費者対策担当 」の廃止に伴い、）

健康福祉部長が 「少子対策本県民生活と密接に関連する事務を所掌する 、全庁横断組織である

する。部 「男女共同参画推進本部 「安全安心な消費生活推進本部」の事務局長を兼務」、 」、

（ ）福祉監 ﾀｽｸ○ の設置［ ］25 健康福祉部

社会保障制度の全面的な見直しに的確に対応するとともに、社会福祉施設等との連携強化を

図るため、 する。健康福祉部に「福祉監［ﾀｽｸ○ 」を設置25］

福祉監は、３推進本部の事務局長代理を兼務する。

これに伴い する。、「健康福祉部医監」は廃止

（ ）こども局に男女家庭課を設置 健康福祉部

こどもや親、家庭、地域等における取り組みのなお一層の連携と一体的な推進を図るため、

男女家庭に関する事務を、健康福祉部「こども局」に移管 「男女家企画県民部から し、同局に

（企画県民部男女家庭室を改編 する。庭課 」を設置）

男女家庭課あわせて、産業労働部と連携して女性の就業支援対策を効果的に推進するため、

し、しごと支援課長が兼務する。に「参事（雇用推進担当 」を設置）

■ こども局の組織体制

健康福祉部

こども局 少子対策課

児童課

こども安全官

参事（調整担当）
［企画県民部教育課長が兼務］

← 企画県民部から移管（男女家庭室を改編）男女家庭課

参事（雇用推進担当）
［産業労働部しごと支援課長が兼務］



- 3 -

（ ）こども家庭センターの体制強化 健康福祉部

重大な虐待事案の未然防止と、深刻化・複雑化する児童虐待相談への適切な対応など、県・

市町、地域が一体となって子育て家庭への見守り・支援を行うため、全てのこども家庭センタ

「 」ーに 虐待事案への適切な対応について市町への助言指導を行う、 市町・県連携アドバイザー

する。を配置

また、虐待をした親や家族に対して、心理状況や生育環境の評価、指導等を行う体制を強化

するため する。、「心理担当職員（非常勤 」を４名増員）

※ 市町･県連携 ：５名配置（中央、西宮、川西、姫路、豊岡 に各１名）アドバイザー

※ 心理担当職員 非常勤 ：11名配置（中央３名、西宮３名、川西３名、姫路２名（各１名増 ）（ ） ）

（２）防災・減災対策執行体制の再編

［ ］ （ ）広域防災参事の継続設置 と副防災監の廃止ﾀｽｸ○→○ 企画県民部23 25

防災企画局長を専任化することに伴い、兼務していた する。「副防災監」を廃止

また、関西防災・減災プランについて、平成23年度に策定した地震・津波災害対策編に基づ

く具体的な手順等を定める応援・受援実施要綱の作成や本格的な原子力災害対策編等の策定に

引き続き取り組む必要があることから を、平成25、「広域防災参事」のタスク･フォースの期限

年度末まで する。２年間延長

（ ）防災企画局と災害対策局の所掌事務の見直し 企画県民部

東日本大震災の被災地支援について、支援内容が“災害対応・復旧”から“復興”へと移行

したことを踏まえ、阪神・淡路大震災の被災者支援を担う し、引「復興支援課」に事務を移管

「災害対策課き続き、被災自治体への情報提供や県内避難者への支援等を行う。これに伴い、

する。被災者支援参事」は廃止

また、災害対策において、防災情報を効果的に活用するため、フェニックス防災システムや

衛星通信ネットワークの管理・運用等を担う する。「防災情報室」を災害対策課に移管

■ 防災分野の組織体制

防災監

防災企画局 防災企画課

防災計画課

広域企画室広域防災参事

← 災害対策課から事務を移管［ﾀｽｸ○］25 復興支援課［ﾀｽｸ○］26

参事（住宅共済推進担当 ［ﾀｽｸ○］） 26

［(財)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

訓練・調整参事

← 防災計画課から移管防災情報室

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］
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２ 特定課題に専門的かつ機動的に対応するための体制整備

（１）未利用地の有効活用

（ ） （ ）資金財産室の設置 資金公債室の改編 企画県民部

県及び公社等が所有する未利用地、先行取得用地等の利活用及び処分を効率的・効果的に推

進するため 「資金公債室」を改編し、 する。、 財政課に「資金財産室」を設置

（２）受動喫煙防止対策の推進

（ ）受動喫煙対策室の設置 健康福祉部

「受動喫煙の防止等に関する条例」の円滑な施行をはじめ、受動喫煙防止対策の推進を図る

ため、 する。健康増進課に「受動喫煙対策室」を設置

、 、 「 」条例の普及啓発は 受動喫煙対策室を中心に 知事を本部長とする 健康ひょうご推進本部

と、県民局長を本部長とする「健康ひょうご地域推進本部」のもと、全庁を挙げて取り組むと

ともに、健康ひょうご21県民運動の推進母体である(公財)兵庫県健康財団・市町、関係団体と

も連携し、全県において重点的に実施する。

「受動喫煙の防止等に関する条例」の普及啓発体制■

健康財団 市 町県

本 庁
＊健康ひょうご ＊住民、市町

21県民運動に 関係団体へ健康ひょうご推進本部
よる普及啓発 の普及啓発

＊推進状況の進行管理

＊県域関係団体への普及啓発

本 部 神戸市受動喫煙対策室

＊推進状況の進行管理、広報戦略の企画実施

＊施設管理者からの相談対応､助成制度の受付･決定

※ 分煙アドバイザー(１名)、普及推進員(１名)を配置

県民局

健康ひょうご地域推進本部

＊地域関係団体への普及啓発

支 部 その他市町健康福祉事務所

＊県民、施設管理者への普及啓発・相談対応

＊助成制度の受付・決定

※ 普及推進員（15名）を配置

県 民

施設管理者
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（３）雇用就業対策推進のための連携強化

（ ）しごと支援課参事の設置等 健康福祉部､産業労働部

高齢者、障害者、女性の雇用就業対策について、産業労働部と健康福祉部の連携を強化する

ため、 し、 するほか、しごと支援課に「参事（高齢者就業担当 」を設置 高齢社会課長が兼務）

しごと支援課長と就業支援を所管する各課長が相互に兼務する体制を整備雇用対策を所管する

する。

雇用対策所管課 兼務する者 就業支援所管課 兼務する者

参事(高齢者就業担当) 高齢社会課参事(雇用推進担当)高齢社会課長
しごと し ご と

参事(障害者就業担当) 障害者支援課参事(雇用推進担当)障害者支援課長
支援課 支援課長

参事(女性就業担当) 男女家庭課参事(雇用推進担当)男女家庭課長

３ 効率的な施策執行のための体制整備

（１）課室の再編

（ ）新行政課と事務改革室の統合 企画県民部

行財政構造改革の総合調整や組織の合理化に関する事務と、公的施設の総合調整や行政事

「事務改革室」を「新行政課」務の合理化に関する事務を一体的かつ効率的に推進するため、

する。に統合

（ ）開発調整室事務の移管と室の廃止 県土整備部

都市計画法及び建築基準法の違反事例が見受けられるヤードの対策や、宅地と建物の耐震

「都市計画法の開発許可 「宅地化対策を効率的に推進するため 「開発調整室」が所掌する、 」、

の耐震化」等の事務を 「建築指導課」、建築基準法の建築確認、建物の耐震化等を所掌する

し、一体的に執行する。に移管

なお、 、業務の関連性が高い都市計画区域マスタープランに関す立地調整に関する事務は

る事務を所掌する し する。「都市計画課」に移管 「開発調整室」は廃止、

(２) 県民局の組織改正

（ ）神戸県民局福祉施設参事の廃止 神戸県民局

地域主権改革推進一括法（第２次一括法）の施行に伴い、福祉施設参事の所掌事務の大宗を

占める介護保険及び障害福祉サービス事業者に対する指導監査事務が、神戸市に移譲されるこ

とから、残る事務は「県民室」に移管し する。、「福祉施設参事」は廃止

（ ）（ ）淡路県民局総務企画室 公園島推進室の設置、 総務室と公園島企画室の再編 淡路県民局

東南海・南海地震対策や「あわじ環境未来島構想」の着実な推進に向けて、地域振興部門を

事業推進のみに特化させ、総務・財務・企画・防災といった総合調整部門を一元化した効率的

な執行体制を整備するため 「公園島企画室」から局内の企画調整に係る事務を「総務室」に、

「総務企画室 「公園島推進室」を設移管するなど 「総務室」と「公園島企画室」を再編し、 、 」、

する。置
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４ 病院局の組織改正

（１）運営体制の強化

（ ）副院長 医療連携・医療情報担当 の設置（ ） 県立病院

地域医療機関との連携充実、ＩＴ化や電子カルテの導入促進、ＤＰＣ分析を踏まえた経営改

県立病院に「副善への対応など、診療支援に係る諸課題への迅速かつ的確な対応を図るため、

する。院長（医療連携・医療情報担当 」を設置）

これに伴い する。、「参事（医療連携担当 」は廃止）

※ 設置病院：尼崎病院、塚口病院、西宮病院、加古川医療センター、淡路病院、光風病院、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

（２）がん対策の充実

（ ）部長 がん登録・診療連携担当 部長 化学療法担当 の設置（ ）、 （ ） 県立病院

、 、がん登録データの分析・評価の着実な推進など 県内のがん診療連携体制の充実を図るため

県立がんセンターに「部長（がん登録・診療連携担「都道府県がん診療連携拠点病院」である

する。当 」を設置）

また、集学的治療体制の確立に向けた取り組みの充実を図るため 「地域がん診療連携拠点、

病院」に する。「部長（化学療法担当 」を設置）

※ 地域がん診療連携拠点病院： 尼崎病院、西宮病院、加古川医療センター、淡路病院、柏原病院

５ その他の組織改正

（１）新設

部 局 名 組 織 名 説 明

健康福祉部 福祉監 ○ （再掲）［タスク ］25

参事（医療扶助担当） 医療扶助審査指導体制の強化

参事（医療制度担当） 医療保険制度改革に係る調整機能の充実

受動喫煙対策室 （再掲）

（再掲）高齢社会課参事（雇用推進担当）［しごと支援課長が兼務］

（再掲）男女家庭課参事（雇用推進担当）［しごと支援課長が兼務］

産業労働部 （再掲）しごと支援課参事（高齢者就業担当）［高齢社会課長が兼務］

（再掲）しごと支援課参事（障害者就業担当）［障害者支援課長が兼務］

（再掲）しごと支援課参事（女性就業担当） ［男女家庭課長が兼務］

農政環境部 林務課参事（調整担当 林業振興と森林保全・再生の一体的推進）［豊かな森づくり課長が兼務］

病 院 局 参事（医療担当 健康福祉部と病院局の連携体制の見直し）［健康福祉部参事(医療担当)が兼務］

（再掲）〔県立病院〕副院長(医療連携・医療情報担当)

（再掲）〔県立がんセンター〕部長(がん登録・診療連携担当)

（再掲）〔 〕県立病院 部長(化学療法担当)
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（２）改組・改称

部 局 名 改 正 前 改 正 後 説 明

本 庁 政策監 政策部長 職制の見直し

企画県民部 広域防災参事 ○ 広域防災参事 ○ （再掲）［ ］タスク ［タスク ］23 25

資金公債室 資金財産室 （再掲）

財産管理室 公有財産管理に係る執行体制の見直し管財課 財産管理参事

（再掲）防災計画課 防災情報室 災害対策課 防災情報室

障害者福祉関係新法への対応等のため２年間延長健康福祉部 障害福祉局 ○ 障害福祉局 ○［タスク ］ ［タスク ］23 25

市町の取組みの定着充実を促すため２年間延長生活消費局 ○ 生活消費局 ○［タスク ］ ［タスク ］23 25

( )男女家庭室 男女家庭課 （再掲）企画県民部

産業労働部 観光・国際局 国際局 名称の簡略化

県土整備部 ○ ○ 所掌事務の見直しに伴う名称変更参事(景観･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当) タスク ［タスク ］［ ］24 24参事(園芸･公園担当)

淡路県民局 総務室 総務企画室 （再掲）

公園島企画室 公園島推進室 （再掲）

（３）廃止

部 局 名 組 織 名 説 明

本 庁 理事 （再掲）（男女家庭・少子・消費者対策担当）

企画県民部 副防災監 （再掲）

事務改革室 （再掲）

災害対策課 被災者支援参事 （再掲）

健康福祉部 医監 （再掲）

参事（保険医療担当） 業務執行方法の変更に伴う体制の見直し

産業労働部 ものづくり教育参事 ものづくり大学校の整備進展に伴う業務縮小

労政福祉課参事 公園の県立大学への移管に伴う体制見直し(西はりま天文台公園普及啓発担当)

県土整備部 開発調整室 （再掲）

神戸県民局 福祉施設参事 （再掲）

病 院 局 企画課参事（病院整備担当） 係制の導入等執行体制の見直し

県立病院 参事（医療連携担当） （再掲）〔 〕

◎ 各部の組織図

上記の組織改正を踏まえた新たな執行体制について、Ｐ．１０～Ｐ．１６に掲げる組織改正図

のとおりとする。
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［知事部局］◎ 組織数の増減

（１）本庁（出納局を除く）

区 分 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 増 減

部 ５ ５ ± ０

局 ２１ ２１ ± ０

課・室 １３４ １３２ ▲ ２

合 計 １６０ １５８ ▲ ２

〔参考〕部参事、課参事等を含む全体の組織数等の増減

区 分 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 増 減

合 計 １９４ １９１ ▲ ３

（２）地方機関（内部組織を除く）

区 分 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 増 減

地方機関 計 ４８ ４８ ± ０

［問い合わせ先］■企画県民部企画財政局新行政課組織係

ＴＥＬ ０７８－３６２－３０５５
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－県事業受託に伴う組織の新設－≪参考≫ 公社等の組織改正

（公財）兵庫県芸術文化協会「県立美術館王子分館」の設置

県立美術館王子分館」の指定管理を担う体制として 「原田の森ギャラリー」と 横尾忠則・ 「「 、

現代美術館」を内部組織とする組織体制を整備

◎ 県立美術館王子分館の組織体制

県立美術館王子分館長

原田の森ギャラリー館長［王子分館長が兼務］

横尾忠則現代美術館長 ［協会「参与(美術担当) （県立美術館長）が兼務］」

◎ 県立美術館王子分館 横尾忠則現代美術館の概要

○ 開設場所：神戸市灘区原田通（県立美術館王子分館西館）

○ 機 能：横尾作品の保管・展示、公開制作、著名人との対談 等

○ 施設供用：平成24年11月（予定）

（社福）兵庫県社会福祉事業団「こども発達支援センター」の設置

県立こども発達支援センター」の指定管理を担う組織体制を整備・「

◎ 県立こども発達支援センターの概要

○ 開設場所：明石市魚住町（県立清水が丘学園に併設）

○ 機 能：発達障害の診断・診療・療育、出張相談、療育機関・市町の支援 等

○ 施設供用：平成24年７月（予定）

（公財）ひょうご産業活性化センター「ひょうご海外ビジネスセンター」の設置

ひょうご国際ビジネスサポートデスクの増設など、県内企業の海外事業展開支援の拡充に伴・

い、同事業を担う専任組織を整備

・海外事務所と連携した企業支援を行うため、国際交流協会海外事務所長に「ひょうご海外ビ

ジネスセンター参与(経済交流担当)」を委嘱

（公財）兵庫県国際交流協会「兵庫県香港経済交流事務所」の設置

、 、・香港を拠点として アジア地域との経済連携の深化や県内企業の海外事業展開支援をはじめ

［開設は平成24年10月予定］広東省等との交流推進等を担う組織体制を整備
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平成２４年度 組織改正図

Ｈ２３年度 Ｈ２４年度

防災監 防災監
理事(男女家庭・少子・消費者対策担当)
理事(へき地医療支援担当) 理事(へき地医療支援担当)
理事(技術担当) 理事(技術担当)

企画県民部 企画県民部

政策監 政策部長

知事室長 秘書課 知事室長 秘書課
儀典室 儀典室

広報課 広報課
広聴室 広聴室

政策調整局長 政策調整課 政策調整局長 政策調整課
広域行政課 広域行政課

ビジョン局長 ビジョン課 ビジョン課ビジョン局長
[ﾀｽｸ○] 地域振興課 [ﾀｽｸ○] 地域振興課25 25

エネルギー対策室 エネルギー対策室
地域再生課 地域再生課
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 協働推進室 部参事 協働推進室

地域安全課 地域安全課(生涯学習振興担当) (生涯学習振興担当)
交通安全室 交通安全室［教育次長が兼務］ ［教育次長が兼務］

青少年課 青少年課
男女家庭室

芸術文化課 芸術文化課部参事 (芸術文化担当) 部参事 (芸術文化担当)
［県立美術館副館長が兼務］ ［県立美術館副館長が兼務］

企画県民部長 企画県民部長

企画財政局 総務課 企画財政局 総務課
財政課 財政課
資金公債室 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 個人住民税特別対策官ﾀｽｸ○ ﾀｽｸ○24 24

［ ］ ［ ］税務システム開発参事 税務システム開発参事ﾀｽｸ○ ﾀｽｸ○26 26

新行政課 新行政課
事務改革室

市町振興課 市町振興課
情報企画課 情報企画課
システム管理室 システム管理室

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 財産管理参事

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

教育課 教育課
大学室[ﾀｽｸ○] 大学室[ﾀｽｸ○]24 24

副防災監

防災企画局 防災企画課 防災企画局 防災企画課
防災計画課 防災計画課
広域企画室 広域企画室広域防災参事 広域防災参事

[ﾀｽｸ○] 防災情報室 [ﾀｽｸ○]23 25

復興支援課[ﾀｽｸ○] 復興支援課[ﾀｽｸ○]26 26

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 ]○ ○26 26

［ 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］（ （

災害対策局 災害対策課 災害対策局 災害対策課
被災者支援参事
訓練・調整参事 訓練・調整参事

防災情報室
消防課 消防課

参事(産業保安担当） 参事(産業保安担当）
［産業労働部産業保安課長が兼務］ ［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
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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Ｈ２３年度 Ｈ２４年度

健康福祉部 健康福祉部

健康福祉部長 健康福祉部長

[ﾀｽｸ ]医監 福祉監 ○25

［病院局長が兼務］ ［病院局長が兼務］部参事（県立病院担当 部参事（県立病院担当） ）

社会福祉局 総務課 社会福祉局 総務課
企画調整参事 企画調整参事
情報事務センター 情報事務センター

社会援護課 社会援護課部参事(医療扶助担当)
福祉法人課 福祉法人課
高齢社会課 高齢社会課

参事(雇用推進担当）
[産業労働部しごと支援課長が兼務][ﾀｽｸ ] [ﾀｽｸ ]○ ○25 25

人権推進課 人権推進課部参事 部参事(人権担当) (人権担当)
［部参事(医療制度担当)が課長を兼務］部参事 部参事(保険医療担当) (医療制度担当)医療保険課 医療保険課

[ﾀｽｸ ] [ﾀｽｸ ]○ ○23 25

障害福祉課 障害福祉課障害福祉局 障害福祉局
部参事 いのち対策室 部参事 いのち対策室

障害者支援課 障害者支援課(精神医療福祉･障害福祉担当) (精神医療福祉･障害福祉担当)
参事(雇用推進担当） 参事(雇用推進担当）[精神保健福祉ｾﾝﾀｰ所長が兼務] [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] [産業労働部しごと支援課長が兼務]

こども局 少子対策課 こども局 少子対策課
児童課 児童課
こども安全官 こども安全官

［ ］ ［ ］参事 参事(調整担当) (調整担当)企画県民部教育課長が兼務 企画県民部教育課長が兼務

男女家庭課
参事(雇用推進担当)
[産業労働部しごと支援課長が兼務]

消費生活課 消費生活課生活消費局 生活消費局
生活衛生課 生活衛生課[ﾀｽｸ ] [ﾀｽｸ ]○ ○23 25

食品安全官 食品安全官

健康局 医務課 健康局 医務課
監察医務官 監察医務官部参事 部参事(医療担当) (医療担当)

疾病対策課 疾病対策課部参事 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］

受動喫煙対策室
薬務課 薬務課

県立健康生活科学研究所 県立健康生活科学研究所
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
県立こどもの館 県立こどもの館

（中央 西宮 川西 姫路 豊岡） （中央 西宮 川西 姫路 豊岡）こども家庭センター こども家庭センター
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

県立男女共同参画センター
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
県立総合衛生学院 県立総合衛生学院
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Ｈ２３年度 Ｈ２４年度

産業労働部 産業労働部

産業労働部長 産業労働部長

［県立ものづくり大学校長が兼務］ものづくり教育参事

政策労働局 総務課 政策労働局 総務課
産業政策課 産業政策課
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)
［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

産業立地室 産業立地室
労政福祉課 労政福祉課

（ ）参事 西はりま天文台公園普及啓発担当
［兵庫県立大学教授が兼務］

能力開発課 能力開発課
しごと支援課 しごと支援課

参事(高齢者就業担当)
［健康福祉部高齢社会課長が兼務］

参事(障害者就業担当)
［健康福祉部障害者支援課長が兼務］

参事(女性就業担当)
［健康福祉部男女家庭課長が兼務］

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
新産業情報課 新産業情報課
科学振興室 科学振興室

産業保安課 産業保安課

観光監 観光監

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

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

（神戸 障害者） （神戸 障害者）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 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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Ｈ２３年度 Ｈ２４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
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)

[産業労働部産業政策課長が兼務］ [産業労働部産業政策課長が兼務］［産業労働部政策労働局長が兼務］ ［産業労働部政策労働局長が兼務］

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
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 林務課
参事(調整担当)
[豊かな森づくり課長が兼務］

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
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 森林保全室

環境管理局 水大気課 環境管理局 水大気課
温暖化対策課 温暖化対策課部参事 部参事(調整担当) (調整担当)
環境整備課 環境整備課［健康福祉部健康局長が兼務］ ［健康福祉部健康局長が兼務］

環境影響評価室 環境影響評価室

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
森林動物研究センター 森林動物研究センター
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Ｈ２３年度 Ｈ２４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
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 建設業室

契約管理課 契約管理課
技術企画課 技術企画課
交通政策課 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
高速道路室 高速道路室

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

砂防課 砂防課
下水道課 下水道課
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
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
開発調整室

市街地整備課 市街地整備課
公園緑地課 公園緑地課部参事 部参事
21世紀の森室 21世紀の森室(景観･プロジェクト担当) (園芸･公園担当)

[ ○] [ ○]ﾀｽｸ ﾀｽｸ24 24

住宅参事 住宅参事
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
(特定課題・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当） (特定課題・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当）参事 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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Ｈ２３年度 Ｈ２４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
参事(病院整備担当)
参事(調整担当) 参事(調整担当)局参事(医療担当)

［健康福祉部疾病対策課長が兼務］ ［健康福祉部疾病対策課長が兼務］［健康福祉部参事(医療担当)が兼務］

管理課 管理課
経営課 経営課

（尼崎 塚口 西宮 加古川医療ｾﾝﾀｰ 淡路 光風 柏原 （尼崎 塚口 西宮 加古川医療ｾﾝﾀｰ 淡路 光風 柏原県立病院 県立病院
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) 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)

県立看護専門学校(柏原 淡路) 県立看護専門学校(柏原 淡路)
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
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Ｈ２３年度 Ｈ２４年度

神戸県民局 神戸県民局

県民局長 県民局長

副局長 副局長

［総務課、財務課、防災課］ ［総務課、財務課、防災課］総務室 総務室
［神戸土木事務所まちづくり参事が兼務］ ［神戸土木事務所まちづくり参事が兼務］まちづくり参事 まちづくり参事

［ 、商工労政課、環境課］ ［ 、商工労政課、環境課］県民室 県民室県民課 県民福祉課

［企画課、連携・ビジョン課］ ［企画課、連携・ビジョン課］交流連携参事 交流連携参事

［健康福祉第１課、健康福祉第２課］福祉施設参事

ハーバーランド庁舎経営室 ハーバーランド庁舎経営室

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
まちづくり参事 まちづくり参事

Ｈ２３年度 Ｈ２４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

［総務課、財務課、 ］ ［総務課、財務課、 ］総務室 総務企画室防災課 企画防災課

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

［県民課、商工労政課、環境課］ ［県民課、商工労政課、環境課］県民生活室 県民生活室
環境参事 環境参事

［消費生活課］ ［消費生活課］淡路消費生活センター 淡路消費生活センター
［県民生活室長が消費生活センター長を兼務］ ［県民生活室長が消費生活センター長を兼務］

［ 、ビジョン課、 ］ ［ビジョン課、 ］公園島企画室 公園島推進室企画課 淡路振興課 未来島推進課

洲本県税事務所 洲本県税事務所

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

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


