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平成２７年度組織改正について

Ⅰ 基本的な考え方

安全で元気なふるさと兵庫の実現に向け、震災20年を機とした防災・減災対策、人口対策と

地域の元気づくりを柱とした地域創生など、政策課題に的確に対応できる組織体制を整備する

とともに、第３次行革プランを踏まえ効率的な業務執行体制を構築する。

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) 防災・減災対策の推進

・副防災監の設置

・防災企画課と防災計画課の統合、防災企画課防災計画参事の設置

・復興支援課の継続設置

・県土安全参事の設置

(2) 地域創生の推進

・理事（地域創生担当）の設置

・政策創生部長の設置

・地域創生局長の設置

・地域創生課、地域振興課、特区推進課の設置

２ 専門的かつ機動的に施策を展開するための体制整備

(1) 女性の活躍の推進

・女性生活局長の設置

(2) 医療・福祉の向上

・県立尼崎総合医療センターの設置［平成27年７月設置］

・健康福祉部参事（認知症対策担当）の設置

・社会福祉課法人指導参事の設置

３ 効率的な業務執行体制の整備

・県民局・県民センター本局組織への班制の導入

・丹波県民局副局長の設置

・県東京事務所と神戸市東京事務所の共同化

・青少年課と（公財）兵庫県青少年本部の一体的な執行体制の整備

◆組織数の増減

本庁 １５４→１５４ （部：５→５ 局：２０→２０ 課室：１２９→１２９）
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Ⅲ 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) 防災・減災対策の推進

副防災監の設置 （企画県民部）

南海トラフ地震対策や地域防災力の充実強化等を図るため、危機管理の統括責任者である防

災監を補佐する「副防災監」を設置する。なお、「副防災監」は「防災企画局長」を兼務する。

防災企画課と防災計画課の統合、防災計画参事［タスク○29］」の設置 （企画県民部）

防災・減災対策に係る企画調整機能を強化するため、「防災計画課」を「防災企画課」に統

合するとともに、日本海津波浸水シミュレーションの実施等を推進するため、防災企画課に

「防災計画参事［タスク○29］」を設置する。

復興支援課の継続設置［タスク○26→○32］ （企画県民部）

阪神・淡路大震災の被災地の残された課題に対応するとともに、震災の経験と教訓のさらな

る発信を進めるため、「復興支援課」のタスクフォースの期限を復興基金事業の終了予定であ

る平成32年度まで延長する。

また、住宅再建共済制度への加入促進に引き続き取り組むため、「復興支援課参事（(財)兵庫

県住宅共済基金事務局長が兼務）」のタスクフォースの期限についても平成32年度まで延長する。

県土安全参事［タスク○28］の設置 （県土整備部）

「第２次山地防災・土砂災害対策５箇年計画」の拡充や「ひょうごインフラ・メンテナンス

10箇年計画」の改定など、安全な県土づくりに係る取組みを強化するため、県土整備部「計画

参事［タスク○26］」を改組し、「県土安全参事［タスク○28］」を設置する。

(2) 地域創生の推進

理事（地域創生担当）［タスク○29］の設置 （企画県民部）

兵庫県地域創生条例のもと、人口減少対策と地域の元気づくりに市町と連携しつつ全庁一体とな

って取り組むため、地域創生の推進を総括する「理事（地域創生担当）［タスク○29］」を設置する。

政策創生部長の設置 （企画県民部）

地域創生や兵庫長期ビジョンの実現に向けた取組み、その礎となるふるさと意識の醸成やイ

ノベーションの創出など、新たな兵庫の創生に向けた政策を総合的に進めるため、政策部長を

改組し、「政策創生部長」を設置する。

地域創生局長の設置 （企画県民部）

地域創生の推進に向けた部局横断的な調整や市町との連携強化を図るため、政策創生部長の

もとに「地域創生局長」を設置する。
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地域創生課、地域振興課、特区推進課［タスク○29］の設置 （企画県民部）

地域創生局長のもとに、地域創生戦略の策定・推進や地域創生リーディングプロジェクトの

推進、市町からの相談対応にあたる「地域創生課」を設置するとともに、兵庫長期ビジョンと

の連携を図るため、「参事（人口ビジョン担当）」を設置し、ビジョン課長が兼務する。

地域再生大作戦など地域活性化施策の推進を図る「地域振興課」を設置（ビジョン局長所管

から移管）するとともに、市町との連携を図るため、「参事（市町振興担当）」を設置し、市町

振興課長が兼務する。

関西圏国家戦略特区や関西イノベーション国際戦略総合特区等の取組みを加速し、地域創生

につなげていくため、特区制度全般の企画及び総合調整を担う「特区推進課［タスク○29］」を

設置するとともに、科学技術基盤を活用した特区の推進を図るため、科学振興課に「参事（特

区推進担当）」を設置し、特区推進課長が兼務する。

■ 理事（地域創生担当）、政策創生部長所管の組織体制

理事（地域創生担当）

政策創生部長

ビジョン局長

地域創生局長 地域創生課

参事（人口ビジョン担当）［ビジョン課長が兼務］

地域振興課 ← ビジョン局長所管から移管

参事（市町振興担当）［市町振興課長が兼務］

特区推進課［タスク○29］

県民生活局長

科学情報局長 科学振興課

［タスク○28］ 参事（特区推進担当）［特区推進課長が兼務］

情報企画課

システム管理室

地域創生推進本部の設置 （企画県民部）

地域創生関連施策の全庁的な推進を図るため、「地域再生大作戦推進本部」「ふるさとづくり

推進本部」を発展的に統合・再編し、知事を本部長とする「地域創生推進本部」を設置する。

■ 地域創生推進本部の体制

本 部 ［本 部 長］知 事 ［副本部長］ 副知事
［総括本部員］理事（地域創生担当） ［本部員］政策会議構成員

事務局 ［事務局長］政策創生部長
［事務局長代理］地域創生局長
［事務局次長］ビジョン局長、科学情報局長
［事 務 局］ビジョン課長、地域創生課長、地域振興課長、特区推進課長

※本部内に関係部局で構成する部会を設置する。
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２ 専門的かつ機動的に施策を展開するための体制整備

(1) 女性の活躍の推進

女性生活局長の設置 （企画県民部）

女性が活躍できる社会づくり、安全で安心な暮らしづくりに向け、女性の就業支援や男女共

同参画、消費者教育等の取組みを県民に幅広く発信しながら推進していくため、広報を所管す

る知事公室長のもとに「女性生活局長」を設置する。

女性生活局長のもとには、男女共同参画社会の推進等を担う「男女家庭課」を設置（健康福

祉部から移管）するとともに、消費者行政を担う「消費生活課」を設置（県民生活局長所管か

ら移管）する。

また、女性の就業支援を一体的に推進するため、男女家庭課に「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）を設置する。

■ 知事公室長所管の組織体制

知事公室長
秘書課

儀典室
広報課

広聴室
芸術文化課

女性生活局長 男女家庭課 ← 健康福祉部から移管
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］

消費生活課 ← 県民生活局長所管から移管
参事（調整担当）

［健康福祉部生活衛生課長が兼務］

(2) 医療・福祉の向上

県立尼崎総合医療センターの設置【平成27年７月設置】 （病院局）

ER型救急医療、小児医療、周産期医療を始めとする診療機能の充実を図るとともに、圏域内

における急性期医療の拠点病院として、より質の高い高度専門医療を提供するため、尼崎病院

と塚口病院を統合再編し、「県立尼崎総合医療センター」を設置する。

健康福祉部参事（認知症対策担当）の設置 （健康福祉部）

認知症の早期発見・早期対応への取組みや、認知症の人が安心して生活できる地域づくりを

推進するため、健康福祉部に「参事（認知症対策担当）」（北播磨県民局加東健康福祉事務所長

が兼務）を設置する。

社会福祉課法人指導参事の設置 （健康福祉部）

社会福祉法人、施設等の運営に対する指導の強化と今後の社会福祉法人制度改革に的確に対

応するため、社会福祉課に「法人指導参事」を設置する。
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３ 効率的な業務執行を図るための組織体制の整備

県民局・県民センター本局組織への「班制」の導入 （県民局・県民センター）

各県民局・県民センターの本局組織について、従来の課のグループ化による「班制」を導入

し、課題に応じた柔軟な人事配置や業務間の連携を推進する。

グループ化した組織は、県民に対して分かりやすい名称とするため引き続き「課」とし、「課」

には課を総括する「課長」および特定の事務を担当する「班長」を配置する。

丹波県民局副局長の設置 （丹波県民局）

平成26年８月豪雨災害の復旧・復興に向けた迅速かつ的確な対応など、県民局長を補佐・代

理する機能を強化するため、丹波県民局「副局長」を設置する。なお、「副局長」は「県民交

流室長」を兼務する。

県東京事務所と神戸市東京事務所の共同化 （企画県民部）

首都圏における情報発信等のワンストップ化やネットワークの構築・拡大を図るため、神戸

市東京事務所を兵庫県東京事務所（都道府県会館）内へ移転し、一層の連携強化を図る体制を

整備する。

青少年課と（公財）兵庫県青少年本部の一体的な執行体制の整備 （健康福祉部）

ひきこもり等の課題を抱える青少年への対応やインターネット上の有害情報への対応など、

青少年の健全育成に向けた取組みを推進するため、青少年課の職員を（公財）兵庫県青少年本

部職員に併任し、一体的に取り組む体制を整備する。

４ その他の組織改正

(1) 新設・改組・改称する組織等

部 等 改 正 前 改 正 後 改 正 理 由

企画県民部 （政策部長所管） （企画県民部長所管） 政策形成と予算編成の連携強化
政策調整局長 政策調整局長 等のため移管

政策調整課 広域調整室 広域調整課 全国知事会や関西広域連合との
連携強化のため課に再編

エネルギー対策課 水エネルギー課 所掌事務の明確化のため名称変
更

農政環境部 （新設） 農業改良課参事 環境創造型農業の普及拡大に向
（環境創造型農業推進担当） けた取組みを推進するため設置

県土整備部 （新設） 参事（園芸・公園担当） 公園を核とした魅力ある地域づ
くりの推進のため設置

阪神南県民センター 阪神活性化参事 阪神交流参事 所掌事務の拡充のため名称変更

北播磨県民局 （新設） 加東土木事務所 加東土木事務所管内における事
東播磨南北道路対策室 業推進のため設置

西播磨県民局 光都土木事務所 河川復興室 光都土木事務所 河川復興室 Ｈ21台風災害からの復旧・復興
［ﾀｽｸ○26］ ［ﾀｽｸ○27］ 事業を完了するため１年間延長
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(2) 廃止する組織等

部 等 組 織 名 廃 止 理 由

企画県民部 参事(ふるさとづくり担当) ふるさとづくりを地域創生の取組みの中で一体的に
推進することに伴う廃止

県民生活課参事（ふるさと学習担当）

税務課 税務システム開発参事 新税務システムの稼働に伴う開発業務の縮小

健康福祉部 健康増進課 受動喫煙対策室 受動喫煙防止条例の全面施行に伴う調整業務の縮小

５ 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、別添組織改正図のとおりとする。

６ 組織数の増減 ［知事部局］

(1) 本庁（出納局を除く）

区 分 ２６年度 ２７年度 増 減 備 考

部 ５ ５ ± ０

局 ２０ ２０ ± ０

課室 １２９ １２９ ± ０

合 計 １５４ １５４ ± ０

(2) 地方機関（内部組織を除く）

区 分 ２６年度 ２７年度 増 減 備 考

地方機関計 ４６ ４６ ± ０

［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 ０７８－３６２－３０５５
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平成２７年度 組織改正図
Ｈ２６年度 Ｈ２７年度

防災監 防災監
理事（地域創生担当）［ﾀｽｸ○29］

理事(技術担当) 理事(技術担当)

企画県民部 企画県民部

知事公室長 知事公室長

秘書課 秘書課
儀典室 儀典室

広報課 広報課
広聴室 広聴室

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

女性生活局長 男女家庭課
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]

消費生活課
参事（調整担当）
［健康福祉部生活衛生課長が兼務］

政策部長 政策創生部長

政策調整局長 政策調整課
広域調整室

エネルギー対策課
文書課

県民情報センター
公益法人室［ﾀｽｸ○27］

ビジョン局長 ビジョン課 ビジョン局長 ビジョン課
地域振興課
統計課 統計課
参事（政策統計担当） 参事（政策統計担当）

地域創生局長 地域創生課
参事（人口ビジョン担当）
［ビジョン課長が兼務］

地域振興課
参事（市町振興担当）
［市町振興課長が兼務］

特区推進課［ﾀｽｸ○29］

県民生活局長 県民生活課 県民生活局長 県民生活課
部参事 参事（ふるさと学習担当）
(ふるさとづくり担当) ［農政環境部環境政策課環境学習参事が兼務］

［(公財）兵庫県青少年本部 協働推進室 協働推進室
こどもの館館長が兼務］ 消費生活課

部参事 参事（調整担当） 部参事
(生涯学習振興担当) ［健康福祉部生活衛生課長が兼務］ (生涯学習振興担当)
［教育次長が兼務］ 地域安全課 ［教育次長が兼務］ 地域安全課

交通安全室 交通安全室

科学情報局長 科学振興課 科学情報局長 科学振興課
[ﾀｽｸ○28 ] [ﾀｽｸ○28 ] 参事（特区推進担当）

［特区推進課長が兼務］

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） 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］ ［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
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Ｈ２６年度 Ｈ２７年度

（企画県民部つづき） （企画県民部つづき）

企画県民部長 企画県民部長

政策調整局長 政策調整課
広域調整課
水エネルギー課
文書課

県民情報センター
公益法人室［ﾀｽｸ○27］

企画財政局 総務課 企画財政局 総務課
財政課 財政課
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○27］ 個人住民税特別対策官［ﾀｽｸ○27］
税務システム開発参事［ﾀｽｸ○26］

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 管財課
財産管理参事 財産管理参事

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］

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 防災計画参事［ﾀｽｸ○29］

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○27 ] 復興支援課[ﾀｽｸ○26 ] [ﾀｽｸ○27 ] 復興支援課[ﾀｽｸ○32 ]

参事（住宅共済推進担当）[ﾀｽｸ○26 ] 参事（住宅共済推進担当）[ﾀｽｸ○32 ]
［（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
訓練・調整参事 訓練・調整参事
防災情報室 防災情報室

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 兵庫県民総合相談センター
兵庫陶芸美術館 兵庫陶芸美術館

県立男女共同参画センター
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
県立大学附属高等学校・中学校 県立大学附属高等学校・中学校
広域防災センター 広域防災センター
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Ｈ２６年度 Ｈ２７年度

健康福祉部 健康福祉部

健康福祉部長 健康福祉部長

福祉監[ﾀｽｸ○27 ] 福祉監[ﾀｽｸ○27 ]

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

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

法人指導参事
情報事務センター 情報事務センター

[ﾀｽｸ○28 ] 生活支援課 [ﾀｽｸ○28 ] 生活支援課
部参事(人権担当) 人権推進課 部参事(人権担当) 人権推進課

医療保険課 医療保険課

高齢社会局 高齢対策課 高齢社会局 高齢対策課
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) [産業労働部しごと支援課長が兼務]

［健康局長が兼務］ 介護保険課 ［健康局長が兼務］ 介護保険課
部参事
（認知症対策担当）
［北播磨県民局加東健康福祉事務所長が兼務］

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) 障害者支援課
[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] [産業労働部しごと支援課長が兼務]

こども局 こども政策課 こども局 こども政策課
参事(調整担当)［企画県民部私学教育課長が兼務］ 参事(調整担当)［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

青少年課 青少年課
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]

健康局 医務課 健康局 医務課
部参事 監察医務官 部参事 監察医務官

（地域医療人材育成担当） 疾病対策課 （地域医療人材育成担当） 疾病対策課
[神戸大学教授が兼務] 健康増進課 [神戸大学教授が兼務] 健康増進課
部参事(医療担当) 受動喫煙対策室 部参事(医療担当)
部参事(調整担当) 薬務課 部参事(調整担当) 薬務課
［農政環境部環境管理局長が兼務］ 生活衛生課 ［農政環境部環境管理局長が兼務］ 生活衛生課

食品安全官 食品安全官
参事（調整担当） 参事（調整担当）
[企画県民部消費生活課長が兼務] [企画県民部消費生活課長が兼務]

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
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
県立男女共同参画センター
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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Ｈ２６年度 Ｈ２７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
参事（産業保安担当） 参事（産業保安担当）
［企画県民部産業保安課長が兼務］ ［企画県民部産業保安課長が兼務］

部参事(調整担当) 参事(調整担当） 部参事(調整担当) 参事(調整担当）
［農政環境部農政企画局長が兼務］ ［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］ ［農政環境部総合農政課長が兼務］

労政福祉課 労政福祉課
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) 参事(高齢者就業担当)
［健康福祉部高齢対策課長が兼務］ ［健康福祉部高齢対策課長が兼務］

参事(障害者就業担当) 参事(障害者就業担当)
［健康福祉部障害者支援課長が兼務］ ［健康福祉部障害者支援課長が兼務］

参事(女性就業担当) 参事(女性就業担当)
［健康福祉部男女家庭課長が兼務］ ［企画県民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 観光監 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
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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Ｈ２６年度 Ｈ２７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

部参事(調整担当) 参事(調整担当) 部参事(調整担当) 参事(調整担当)
［産業労働部政策労働局長が兼務］ [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］ [産業労働部産業政策課長が兼務］

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
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 林務課
参事(調整担当) 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
参事(調整担当)[林務課長が兼務］ 参事(調整担当)[林務課長が兼務］
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
環境影響評価室 環境影響評価室

部参事(調整担当) 温暖化対策課 部参事(調整担当) 温暖化対策課
［健康福祉部健康局長が兼務］ 環境整備課 ［健康福祉部健康局長が兼務］ 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 和田山 淡路） 家畜保健衛生所（姫路 和田山 淡路）
森林動物研究センター 森林動物研究センター
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Ｈ２６年度 Ｈ２７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
計画参事 技術企画課 県土安全参事 技術企画課
[ﾀｽｸ○26] 交通政策課 [ﾀｽｸ○28] 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
[ﾀｽｸ○28 ] [ﾀｽｸ○28 ]

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
市街地整備課 市街地整備課
公園緑地課 部参事 公園緑地課
参事(淡路ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当) （園芸・公園担当） 参事(淡路ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当)
[ﾀｽｸ○28 ] ［広域防災センター次長が兼務］ [ﾀｽｸ○28 ]

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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Ｈ２６年度 Ｈ２７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

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］

阪神活性化参事 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

Ｈ２６年度 Ｈ２７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］ 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 西脇地域普及所 加西農業改良普及センター 西脇地域普及所

三木地域普及所 三木地域普及所
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］
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Ｈ２６年度 Ｈ２７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 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］ ［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
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 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］ ［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 佐用地域普及所 光都農業改良普及センター 佐用地域普及所
龍野農業改良普及センター 宍粟地域普及所 龍野農業改良普及センター 宍粟地域普及所
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
河川復興室 [ﾀｽｸ○26 ] 河川復興室 [ﾀｽｸ○27 ]

龍野土木事務所 宍粟事業所 龍野土木事務所 宍粟事業所

Ｈ２６年度 Ｈ２７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］
県民交流室 県民交流室

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 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］ ［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 篠山地域普及所 丹波農業改良普及センター 篠山地域普及所
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


