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２０１９（平成 31）年度

兵庫県組織改正 

 「すこやか兵庫」の実現に向け、五国の多様性を活かした新時代のふるさと兵庫

づくりを積極的に推進し、地域活力の創出や安全安心な整備の確保などの政策課題

に機動的に取り組むとともに、適切な行財政運営を推進するための組織体制を整備

する。 

１ 地域創生と地域活力の創出

  地域資源の活用や小規模集落への人的支援など、地域の魅力づくりを地域創生につな

げるとともに、産業分野におけるイノベーションの創造拠点の整備や次世代エネルギー

社会への対応、多様な人材が活躍できる就労環境づくり支援など、地域の活力創出を目

指すための体制を整備する。 

２ 安全安心な基盤の確保 

  「がん対策推進条例」に基づくがん対策の総合的推進や、丹波圏域における新たな中核

病院の開院、医療・福祉両面からニーズが高まるリハビリテーションの提供体制の構築

など、医療・介護体制の充実・強化を図るとともに、頻繁・激甚化する自然災害等に備

え、安全安心な基盤を確保するための体制を整備する。 

３ 交流・環流による兵庫の魅力発信 

  2021 年の「全国豊かな海づくり大会」や 2020 年から開催される「淡路花博 20 周年記

念 花みどりフェア」などにより兵庫の魅力を広く発信するとともに、インバウンド対

策を充実・強化し、定着・環流を促進するための体制を整備する。 

４ 適切な行財政運営の推進と行政機能の向上 

  「兵庫県行財政運営方針」に基づき、適切な行財政運営を推進するための全庁体制を

整備するとともに、県庁舎をはじめとした元町山手地区の再整備検討や、県と神戸市が

協調・連携する新長田合同庁舎の開設など、行政機能の向上やまちの賑わいづくりが図

れる体制を整備する。 

５ 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再編・統廃合などの組織改正を実施する。 

組織改正の基本方針
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１ 地域創生と地域活力の創出 

（１）地域の魅力づくり 

   鳴門海峡の渦潮や山陰海岸ジオパーク、県庁発祥の地など県内の多彩な地域遺産を地域

づくり資源として広域的に活用するとともに、さらなる発掘を促し、交流人口の拡大等に

よる地域活性化に繋げていくため、地域遺産課を「地域資源課」に改編する。 

   小規模集落の活性化に向けて、集落の活動支援、都市住民との交流促進等を移住施策と

連携して総合的に行うため、カムバックひょうごセンター（神戸ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ６階）内に「ふ

るさと応援交流センター」を開設する。 

   東京圏における移住情報の発信強化やＵＪＩターン促進など、人口対策を一体的に行う

ため、カムバック２センター及び出会いサポート東京センターを東京事務所が中心となる

推進体制に再構築する。 

  【参 考】組織体制図 

 東京事務所 

－カムバックひょうご東京センター ［地域創生課事業］

－カムバックひょうごハローワーク ［労政福祉課事業］

－ひょうご出会いサポート東京センター ［兵庫県青少年本部事業］

（２）地域活力の創出 

   兵庫の強みである金属素材製造技術を医療機器や航空機などの次世代産業に応用するこ

とを目指し、兵庫県立大学姫路工学キャンパス内に、県立工業技術センターのサテライト

として「金属新素材研究センター」を設置する。 

   また、産業界による放射光利用の高度化に対応するため、兵庫県放射光ナノテク研究所

にデータサイエンスと放射光の融合利用に向けた実験環境等を整備し、「兵庫県放射光研

究センター」に改称する。 

地域資源の発掘・広域的な展開による地域活性化           （企画県民部）

地域再生大作戦の総合的推進                    （企画県民部）

東京における県施策の一体的推進                  （企画県民部）

次世代産業の創出支援                  （産業労働部・企画県民部）

東京都千代田区大手町
（日本ビル３階） 
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   但馬牛の生産基盤を強化するため、畜産施設用地の掘り起こし、各種制度の利用による

法人の参入支援等をワンストップで行う「畜産参入支援センター」を設置する。 

  【参 考】畜産参入支援センターの概要 

場  所： 農政環境部 畜産課内（神戸市中央区下山手通） 

主な機能：①候補用地、放牧用地の掘り起こし 

     ②畜産候補用地の情報や各種制度の情報等を集積 

     ③法人等へ農業参入フェア等を活用した情報発信 

   森林環境譲与税を活用した条件不利地の間伐や木材利用の推進など、今後、市町が主体

的に行うこととなる森林整備事業等を円滑に実施するため、窓口として「ひょうご森づく

りサポートセンター」を設置する。 

  【参 考】ひょうご森づくりサポートセンターの概要 

場  所： 新兵庫県林業会館内（神戸市中央区北長狭通） 

主な機能：①森林環境譲与税を活用した森林整備事業の支援 

     ②森林経営管理法に基づく新たな森林管理システムの運用支援 

     ③木材利用及び木育に関する相談対応及び専門家の派遣 

   水素等次世代エネルギーの普及促進、再生可能エネルギーの導入促進など、県民生活の

安定化と産業の活性化に向けて、県のエネルギー施策を一体的かつ総合的に推進するため、

「兵庫県エネルギー対策推進会議」を「兵庫県エネルギー対策推進本部」に改編する。 

  《兵庫県エネルギー対策推進本部》 

本 部 ［本部長］知 事  ［副本部長］ 副知事  ［本部員］政策会議構成員 

事務局

［事務局長］政策創生部長     ［事務局次長］ビジョン局長 

［事務局員］ビジョン課参事（水エネルギー担当）、 

      新産業課長、環境政策課長、企業庁水道課長 等 

畜産業の生産力強化                        （農政環境部）

市町が行う森林整備等への支援                   （農政環境部）

エネルギー施策の一体的推進                    （企画県民部）
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（３）多様な人材の活躍推進 

   若者、女性、高齢者、障害者など多様な主体に対する就労支援を、より一体的に推進す

るとともに、改正入管法の施行に伴い増加が見込まれる外国人労働者に関する国関係機関

との連絡調整や庁内調整等に対応するため、労政福祉課に就労支援参事を設置する。 

   また、外国人県民に対する生活や法律等の相談機能を充実するため、兵庫県国際交流協

会内に「ひょうご多文化共生総合相談センター」を設置する。 

   ワーク・ライフ・バランスのさらなる普及を図り、多様な人材の活躍を推進するため、

多くの事業所が存在する阪神地域と姫路地域に「ひょうご仕事と生活センター」のブラン

チを設置する。 

  【参 考】設置場所 

阪神ブランチ：尼崎市中小企業センタービル内（尼崎市昭和通） 

姫路ブランチ：姫路労働会館内（姫路市北条） 

２ 安全安心な基盤の確保 

（１）医療・介護体制の充実・強化 

   新たに制定した「がん対策推進条例」のもと、県、市町、医療保険者、医療関係者、県

民等が一体となって、兵庫県がん対策推進計画に掲げるがん対策をより一層推進していく

ため、「がん対策推進本部」を設置する。 

   また、がん対策施策の責任者として、健康福祉部に参事（がん対策担当）を設置し、推

進本部の事務局長を担わせる。 

   《がん対策推進本部》 

本 部 
［本部長］知 事        ［副本部長］ 副知事 

［本部員］健康福祉部長、福祉部長、産業労働部長、教育長ほか関係部局長 

事務局

［事務局長］健康福祉部参事（がん対策担当）兼疾病対策課長 

［事務局員］医務課長、健康増進課長、 

      各部局関係課室長、県民局･県民ｾﾝﾀｰの健康福祉事務所長 等 

   今後の介護需要の増大を見据え、高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるこ

とができるよう、介護サービスを提供する専門的人材を養成し確保するため、県立総合衛

生学院（中山手分校）に介護福祉学科を開設する。 

外国人等の就労環境の整備                     （産業労働部）

仕事と生活の調和の推進                      （産業労働部）

がん対策の総合的推進                       （健康福祉部）

介護人材の養成・確保                       （健康福祉部）
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   丹波圏域の中核病院として、急性期から回復期までの幅広い良質な医療を安定的・継続

的に提供するため、柏原病院と柏原赤十字病院を統合再編した新病院「丹波医療センター」

を開院する。 

  【参 考】新病院の概要 

場  所：丹波市氷上町石生 

延床面積：約26,400 ㎡ 
        ※同一敷地内に、丹波市が丹波市健康ｾﾝﾀｰﾐﾙﾈ 

及び市立看護専門学校を整備 

診療科目：２７科 

   急性期リハビリテーションの必要性及び重要性が高まっているなか、院内の責任体制を

明確化し、患者の早期社会復帰に寄与する効率的・効果的なリハビリテーションの提供体

制を整備するため、県立病院のうち７病院に「リハビリテーション部」を設置する。 

  【参 考】設置する県立病院（７病院） 

西宮病院、加古川医療センター、淡路医療センター、柏原病院（2019.7 丹波医療センターに再編）、

こども病院、がんセンター、姫路循環器病センター 
※尼崎総合医療センターは2015年 7月開院時に設置済。 

   阪神圏域における脳性まひ等肢体不自由児者の通院負担軽減や日常リハビリの頻度向上

を図るため、尼崎だいもつ病院内に、診療やリハビリテーション、相談機能などを有する

県立診療所を開設する。 

  【参 考】主な機能 

診療・リハビリテーション 相談・巡回相談等 

診 療 日：2019年度下期～ 週１日 
     2020年度下期～ 週５日 
診療内容：肢体不自由に係る診療、訪問看護

指示書作成、ﾘﾊﾋﾞﾘ評価 
     (施設でのﾘﾊﾋﾞﾘは 2020 年度下期～)

・理学療法士､医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ等による相談
・学校・福祉施設への巡回相談 
（2020 年度下期～） 
・連絡会議（訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ等との定期的
な情報交換など） 

丹波医療センターの開院【2019 年 7月予定】 （病院局）

県立病院への「リハビリテーション部」の設置              （病院局）

県東部における障害児者リハビリテーション施設の開設【2019 年度下期予定】 （健康福祉部）

内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、
脳神経内科、血液内科、糖尿病・内分泌内科、緩和ケア
内科、外科、消化器外科、脳神経外科、乳腺外科、整形
外科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人
科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線
科、麻酔科、病理診断科、救急科、歯科口腔外科 
 ※ 診療機能の充実を図るため、８科を新設(下線部分)
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（２）地域の安全基盤の強化 

   高潮対策をはじめとした喫緊の課題へ迅速に対応しつつ、頻発・激甚化する自然災害に

備え、災害に強い安全な県土づくりを総合的に推進するため、県土整備部に県土安全参事

［ﾀｽｸ⑳］を設置する。 

３ 交流・環流による兵庫の魅力発信 

   水産資源の保護・管理と環境保全の大切さを訴え、漁業の振興と発展を図ることを目的

とした「全国豊かな海づくり大会」の本県開催に向け、大会の開催準備や機運醸成を円滑

に推進するため、農政環境部に全国豊かな海づくり大会推進参事［ﾀｽｸ⑲］を設置する。 

   国際園芸・造園博「ジャパンフローラ 2000」(淡路花博)の開催から 20 周年を記念して

2020 年から開催される「花みどりフェア」に向け、検討及び準備を推進するため、公園緑

地課に参事（花みどりフェア担当）［ﾀｽｸ ］を設置する。 

   ゴールデンスポーツイヤーズや大阪・関西万博を契機としたインバウンドの拡大等に向

け、マーケティング機能の充実や実効性のある事業展開などに戦略的に取り組むため、ひ

ょうごツーリズム協会の事務局体制を強化し、日本版ＤＭＯ化を目指した検討を行う。 

自然災害への備えの強化                      （県土整備部）

2021 年「全国豊かな海づくり大会」の開催準備     （農政環境部）

「淡路花博20周年記念 花みどりフェア」の開催準備        （県土整備部）

インバウンド対策等の充実強化                   （産業労働部）
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４ 適切な行財政運営の推進と行政機能の向上 

   「行財政の運営に関する条例」及び「兵庫県行財政運営方針」のもと、2019年度以降も

引き続き県民に信頼される適切な行財政運営を推進するため、「行財政運営本部」を設置

する。 

   なお、行革推進条例の失効に伴い、「行財政構造改革本部」は廃止する。 

   老朽化が進む県庁舎について防災拠点として再整備するとともに、県庁周辺のまちづく

りを一体的に推進するため、「新庁舎整備室」を設置する。 

   新庁舎整備室の下には、基本計画の策定や新庁舎に相応しい新しいオフィス・スタイルの

検討を行う「新庁舎企画課」と、施設整備や周辺まちづくりの技術的な業務を所管する「新

庁舎整備課」を設置する。 

   また、設備の整備方針を検討するため、参事（設備担当）［設備課長が兼務］を設置する。 

   これに伴い、管財課参事（周辺整備担当）は廃止する。 

   【参 考】組織体制図 

 企画県民部長 

－新庁舎整備室   －新庁舎企画課

   └部参事(整備担当) －新庁舎整備課
               －参事(まちづくり担当) ［都市政策課長が兼務］ 
               －参事(建築担当)       ［営繕課長が兼務］ 
               －参事(設備担当) ［設備課長が兼務］

   【参 考】再整備の基本的な考え方 

 元町山手地区 県 庁 舎 

基本
方針

・人々が集い、ふれあい、賑わう「まち」 
・安全・安心で、ゆとりある「まち」 
・民間からの提案と活力の導入 

・すこやか兵庫の未来を創る県政の拠点 

整備
概要

・文化・宿泊など賑わい交流施設の誘致 
・緑豊かな都市空間の整備 
・ＪＲ元町駅西口周辺のアクセス改善 

・防災拠点としての高い耐震性能の確保 
・質の高い行政ｻｰﾋﾞｽを提供する拠点の再整備
・県関係団体の集約移転 

    《今後のスケジュール案》 

2019 年度 基本計画プロポーサル 

基本計画策定 

2020 年度～ 設計・設備 

行財政運営本部の設置                       （企画県民部）

県庁舎周辺の再整備計画の推進                   （企画県民部）
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 （１）新長田合同庁舎の開設 

   県と神戸市の協調・連携により、新長田駅南地区における賑わいの創出と行政サービス

の向上を図るため、「新長田合同庁舎」を開設し、関係機関を順次移転させる。 

  【参 考】合同庁舎の概要 

場  所： 神戸市長田区二葉町５丁目 
(アスタくにづか５番館南棟 東側) 

延床面積： 約19,500㎡  

フロア構成： ８階 (市) 神戸すまいまちづくり公社

７階 (県) 神戸県民センター(県民交流室)

住宅供給公社(神戸事務所)

６階 (県) 神戸県民センター(県税事務所)

 2～5階 (市) 市税部門(本庁･各区市税事務所)

１階 (県) 神戸生活創造センター

  【参 考】県関係機関の移転スケジュール(予定) 

８  月 ９  月 

上 旬 中下旬 上 旬 下 旬 

神戸県民センター 
（県民交流室） 

神戸市 
市税部門

神戸県民センター 
（県税事務所） 

神戸生活創造センター 
住宅供給公社(神戸事務所) 

 （２）神戸県税事務所と西神戸県税事務所の統合 

   合同庁舎に移転する神戸県税事務所と西神戸県税事務所について、本庁税務部門と各区

市税事務所が集約する神戸市と共同し、納付・相談等手続きの迅速化や職員育成など、県

税・市税の連携体制を構築するため、2019 年 9 月(予定)の移転を機に「神戸県税事務所」

に統合する。 

   また、円滑な統合や統合後の効率的な業務執行体制を維持するため、統合に向けた業務

調整が本格化する2019 年４月から収税部門及び課税部門を総括する室長を設置する。 

  （統合までの間、収税室長は西神戸県税事務所長を兼務） 

  【参 考】組織体制図 

現 行（2018.4） 新年度（2019.4） 移転･統合後（2019.9 予定）

神戸県税事務所

－税収対策参事 

神戸県税事務所

－収税室長 
[西神戸県税事務所長を兼務]

－課税室長

神戸県税事務所 【新長田】

－収税室長 

－課税室長

西神戸県税事務所 西神戸県税事務所

新長田合同庁舎の開設【2019 年8月予定】 （神戸県民センター）
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５ 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
税務課 

個人住民税特別対策官 
［ﾀｽｸ⑱］ 

税務課 

個人住民税特別対策官 
［常設］ 

引き続き、市町の自立した徴収体制
の構築を推進するため、常設の職に
改編 

健康福祉部
生活衛生課 

水道企画参事［ﾀｽｸ⑱］ 
生活衛生課 

水道企画参事［ﾀｽｸ⑳］ 
引き続き、市町水道事業の広域連携
を推進するため、２年間延長 

人事委員会
事務局 

総務課 
職員課 

任用課 
給与課 

多様な人材確保等の諸課題に対応す
るため、効果的な体制に再編 

 (2) 廃止する組織等 

部 等 組 織 名 廃 止 理 由 

企画県民部
県政150周年記念事業課［ﾀｽｸ⑱］ 
県政150周年記念事業推進本部［ﾀｽｸ⑱］ 

タスク・フォースの期限到来 

県土整備部 計画参事［ﾀｽｸ⑱］ タスク・フォースの期限到来 

企 業 庁 企業庁参事（誘致担当） 事業の進捗による業務縮小 

６ 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。 

 【参 考】組織数の増減

運営方針 現行体制 2019 年４月

部 ５部 ５ ５ (±0)

局 25局 ２７ ２８ (+1) 【１増】 新庁舎整備室 

ﾀｽｸ､ﾌﾟﾛｼﾞ
ｪｸﾄを除く  ２６

《ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ組織》 
 専門職大学準備室 ２６ (±0)

《ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ組織》 
 新庁舎整備室、専門職大学準備室 

課 100課 １０４ １０５ (+1)
【２増】 新庁舎企画課、新庁舎整備課 
【１減】 県政150 周年記念事業課⑱ 

ﾀｽｸ､ﾌﾟﾛｼﾞ
ｪｸﾄを除く  １０１

《ﾀｽｸ・ﾌｫｰｽ》 
県政150 周年記念事業課⑱ 
 復興支援課⑳ 

《ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ組織》 
 専門職大学準備課 

１０１ (±0)

《ﾀｽｸ・ﾌｫｰｽ》 
 復興支援課⑳ 

《ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ組織》 
 専門職大学準備課、 
 新庁舎企画課、新庁舎整備課 

［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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２０１９年度（平成３１年度） 組織改正図

２０１８年度（Ｈ３０年度） ２０１９年度（Ｈ３１年度）

防災監 防災監
技 監 技 監
広報官 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

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

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⑱］ 個人住民税特別対策官

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

部参事 参事(周辺整備担当)
(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］

新庁舎整備室 新庁舎企画課
部参事 新庁舎整備課
(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(建築担当)
［県土整備部営繕課長が兼務］

参事(設備担当)
［県土整備部設備課長が兼務］

県参事(但馬専門職大学担当) 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 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) 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］ 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) 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］ ［地域創生局長が兼務］ ［地域創生課長が兼務］
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２０１８年度（Ｈ３０年度） ２０１９年度（Ｈ３１年度）

（企画県民部つづき） （企画県民部つづき）

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 知事室 秘書課
儀典室 儀典室

広報戦略室長 広報戦略課 広報戦略室長 広報戦略課
[広報官が兼務] 広聴課 [広報官が兼務] 広聴課
広報戦略参事 広報戦略参事

［知事室長が兼務］ ［知事室長が兼務］

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］

参事(水エネルギー担当) 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)

地域創生局 地域創生課 地域創生局 地域創生課
参事(人口ビジョン担当) 参事(人口ビジョン担当)
［ビジョン課長が兼務］ ［ビジョン課長が兼務］

県政150周年記念事業課［ﾀｽｸ⑱］

地域振興課 地域振興課
参事(市町振興担当)
［市町振興課長が兼務］

地域遺産課 地域資源課
参事(市町振興担当)
［市町振興課長が兼務］

参事(自然遺産担当) 参事(自然遺産担当)
［農政環境部自然環境課長が兼務］ ［農政環境部自然環境課長が兼務］

参事(文化遺産担当) 参事(文化遺産担当)
［教育委員会事務局文化財課長が兼務］ ［教育委員会事務局文化財課長が兼務］

科学情報局 科学振興課 科学情報局 科学振興課

参事(特区推進担当) 参事(特区推進担当)
［広域調整課長が兼務］ ［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］

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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２０１８年度（Ｈ３０年度） ２０１９年度（Ｈ３１年度）

（企画県民部つづき） （企画県民部つづき）

女性生活部長 女性生活部長

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

参事(雇用推進担当)
[産業労働部労政福祉課就労支援参事が兼務]

参事(起業支援担当) 参事(起業支援担当)
[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]

青少年課 青少年課

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

芸術文化課 芸術文化課

【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
広域防災参事 広域企画室 広域防災参事 広域企画室

復興支援課［ﾀｽｸ⑳］ 復興支援課［ﾀｽｸ⑳］

参事(住宅共済推進担当)［ﾀｽｸ⑳］ 参事(住宅共済推進担当)［ﾀｽｸ⑳］

［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）
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 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 消費生活総合センター
兵庫陶芸美術館 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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２０１８年度（Ｈ３０年度） ２０１９年度（Ｈ３１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 国保医療課 部参事 国保医療課
(医療保険担当) (医療保険担当)

少子高齢局 高齢政策課 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) ［産業労働部労政福祉課長が兼務] (介護医療連携担当) [産業労働部労政福祉課就労支援参事が兼務]

［丹波県民局丹波健康 こども政策課 ［丹波県民局丹波健康 こども政策課
福祉事務所長が兼務］ 参事(家庭応援担当) 福祉事務所長が兼務］ 参事(家庭応援担当)

［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］

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) ユニバーサル推進課 (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）

［産業労働部労政福祉課長が兼務] [産業労働部労政福祉課就労支援参事が兼務]

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 疾病対策課
［医務課長を兼務］ 健康増進課 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(がん対策担当) 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(歯科口腔保健担当) 部参事(歯科口腔保健担当)
部参事(認知症対策担当) 認知症対策室 部参事(認知症対策担当) 認知症対策室
［認知症対策室長を兼務］ 薬務課 ［認知症対策室長を兼務］ 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⑱］ 水道企画参事［ﾀｽｸ⑳］

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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２０１８年度（Ｈ３０年度） ２０１９年度（Ｈ３１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
就労支援参事

参事(女性就業担当) 参事(女性就業担当)
［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］

参事(高齢者就業担当) 参事(高齢者就業担当)
［健康福祉部高齢政策課長が兼務］ ［健康福祉部高齢政策課長が兼務］

参事(障害者就業担当) 参事(障害者就業担当)
［健康福祉部ユニバーサル推進課長が兼務］ ［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

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 観光振興課 観光監 観光振興課
国際観光課 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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２０１８年度（Ｈ３０年度） ２０１９年度（Ｈ３１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
森林参事 林務課 森林参事 林務課

豊かな森づくり課 豊かな森づくり課
森林保全室 森林保全室

治山課 治山課
水産課 全国豊かな海づくり大会 水産課

資源増殖室 推進参事［ﾀｽｸ⑲］ 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

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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２０１８年度（Ｈ３０年度） ２０１９年度（Ｈ３１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 県土安全参事 技術企画課
［ﾀｽｸ⑱］ 交通政策課 ［ﾀｽｸ⑳］ 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⑳］ ［ﾀｽｸ⑳］

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）
[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］

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) 参事（特定プロジェクト担当） (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］ ［ﾀｽｸ⑳］ ［県立淡路景観園芸学校副校長が兼務］ ［ﾀｽｸ⑳］

参事（花みどりフェア担当）
［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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２０１８年度（Ｈ３０年度） ２０１９年度（Ｈ３１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
企業庁次長 経営企画参事 企業庁次長 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

２０１８年度（Ｈ３０年度） ２０１９年度（Ｈ３１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(医療担当)が兼務］ 局参事(医療担当)［健康福祉部参事(がん対策担当)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 丹波医療ｾﾝﾀｰ(2019.7予定) 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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２０１８年度（Ｈ３０年度） ２０１９年度（Ｈ３１年度）

議会事務局 議会事務局

事務局長 事務局長

次長 総務課 次長 総務課

議事課 議事課

調査課［図書室長を兼務］ 調査課［図書室長を兼務］

図書室 図書室

２０１８年度（Ｈ３０年度） ２０１９年度（Ｈ３１年度）

監査委員事務局 監査委員事務局

事務局長 事務局長

次長 監査第１課 次長 監査第１課

監査第２課 監査第２課

２０１８年度（Ｈ３０年度） ２０１９年度（Ｈ３１年度）

人事委員会事務局 人事委員会事務局

事務局長 事務局長

総務課 任用課

職員課 給与課

２０１８年度（Ｈ３０年度） ２０１９年度（Ｈ３１年度）

労働委員会事務局 労働委員会事務局

事務局長 事務局長

次長 総務調整課 次長 総務調整課
［総務調整課長を兼務］ ［総務調整課長を兼務］

審査課 審査課
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２０１８年度（Ｈ３０年度） ２０１９年度（Ｈ３１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⑲］ 神戸魅力づくり参事［ﾀｽｸ⑲］

神戸県税事務所 神戸県税事務所（2019.9予定）

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

２０１８年度（Ｈ３０年度） ２０１９年度（Ｈ３１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



- 20 -

２０１８年度（Ｈ３０年度） ２０１９年度（Ｈ３１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

２０１８年度（Ｈ３０年度） ２０１９年度（Ｈ３１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 消費者センター 地域振興室 消費者センター
環境参事 環境参事

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）

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
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２０１８年度（Ｈ３０年度） ２０１９年度（Ｈ３１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

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］

２０１８年度（Ｈ３０年度） ２０１９年度（Ｈ３１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 消費者センター 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

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



- 22 -

２０１８年度（Ｈ３０年度） ２０１９年度（Ｈ３１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 消費者センター 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

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

２０１８年度（Ｈ３０年度） ２０１９年度（Ｈ３１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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２０１８年度（Ｈ３０年度） ２０１９年度（Ｈ３１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 消費者センター 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

２０１８年度（Ｈ３０年度） ２０１９年度（Ｈ３１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 消費者センター 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

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


