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令和３年度人事異動 

 

Ⅰ 人事異動の基本方針 

 

１ ポストコロナ新時代への挑戦 

新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、収束させるとともに、デジタル化の

加速、変化に強い産業構造への転換、地方回帰等の社会変革に的確に対応し、ポ

ストコロナを見据えた新しい兵庫づくりに挑むため、適任者を配置する。 

 

２ 時代を先導する活力あふれる兵庫づくり 

時代を先導する兵庫の活力創造と「すこやか兵庫」の実現に向け、新年度の重

点施策である「安全安心な兵庫づくり」、「五国交流の新展開」、「兵庫の強みを活

かした産業の育成」、「多様な兵庫人材の活躍」、「新たな兵庫への道筋」を着実に

推進し、政策課題に専門的・機動的に取り組むため、適任者を配置する。 

 

３ 女性職員の積極的な登用 

「第７次男女共同参画兵庫県率先行動計画-ひょうごアクション８-」において

新たに設定する女性登用の目標を踏まえ、引き続き女性職員を積極的に登用し、

県行政における女性活躍を促進する。 

 

４ 職員の更なる人材育成 

国、他府県、市町、民間企業等への派遣を含め、職員に多くの職場を経験させ

ることにより、多様な行政需要に迅速、的確に対応できる人材を育成するととも

に、適切なサイクルでの人事異動により組織の活性化を図る。 

 

 

Ⅱ 人事異動の規模 

 

１ 異動総数 ２，１９９人（うち役付９９４人） 

 

２ 本庁と地方機関の人事交流 

    本庁、地方機関におけるそれぞれの経験を活用するため、本庁と地方機関と

の交流を推進。 

                                    令和３年度    （令和２年度） 

    本  庁            地方機関    ３９５人        (３６６人) 

        地方機関            本  庁      ３１２人        (２９２人) 
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１ ポストコロナ新時代への挑戦 

Ⅲ 人事異動の概要 

 

 

(1)  新型コロナウイルス感染症への適切な対応 

① 感染拡大防止の徹底 

【健康福祉事務所長】 

加東健康福祉事務所長 逢坂 悟郎 （丹波健康福祉事務所長） 

丹波健康福祉事務所長兼朝

来健康福祉事務所長 
須藤 章 （朝来健康福祉事務所長） 

【9級】 

県立健康科学研究所副研究

所長兼感染症部長 
秋山 由美 

（県立健康科学研究所感染

症部長） 

 

② 県立病院における医療提供体制の充実、持続可能な経営の確保 

【特別職等】 

病院事業管理者 杉村 和朗 ［神戸大学理事・副学長］ 

【病院長】 

県立丹波医療センター院長 西崎 朗 （県立丹波医療センター副院長） 

県立淡路医療センター院長 鈴木 康之 
［香川大学医学部外科学講

座消化器外科学教授］ 

県立こども病院長 飯島 一誠 
［神戸大学大学院医学研究科内

科系講座小児科学分野教授］ 

【8級】 

病院局経営課長 和田 浩二 （県立淡路医療センター総務部長） 

 

(2)  新たな兵庫への道筋 

【10 級】 

政策創生部長 谷口 賢行 （産業労働部長） 
 
① デジタル化の本格的推進 

 ア スマート兵庫の推進 

【外部人材の活用】 

情報戦略監（非常勤） 赤澤 茂 
［西日本電信電話株式会社中国

事業本部ビジネス営業部長］ 

【9級】 

企画県民部参事（情報政策担当） 津川 誠司 （システム管理室長） 

【8級】 

情報政策課長 吉岡 章晃 （専門職大学準備課長） 

デジタル改革課長 松本 尚久 （出納局会計課副課長） 

システム企画課長 前田 晃 
（兵庫丹波の森協会県立丹

波の森公苑副部長） 
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イ 情報発信体制の強化 

【外部人材の活用】 

広報アドバイザー（非常勤） 湯川 カナ （広報官兼広報戦略室長） 

広報プロデューサー（非常勤） 有田 佳浩 （編集・デザインディレクター） 

メディアディレクター（非常勤） 桂 知秋 
［なりわいカンパニー株式会社

マネージャー］ 

デザインディレクター（非常勤） 嶋田 あや 
［編集・デザイン事務所｢コペル

ニクスデザイン｣デザイナー］ 

【8級】 

広聴課長 郡
こおり

田
た

 力 （農地調整室長） 

 

② 変化に強い産業構造への転換 

【10 級】 

産業労働部長 竹村 英樹 （東京事務所長） 
 
ア 成長産業の創出・育成と地域を支える産業の振興 

【9級】 

産業振興局長 宮口 美範 （但馬県民局地域政策室長） 

【8級】 

産業政策課長 白川 智子 （能力開発課長） 

経営商業課長 川西 正孝 （農政環境部総務課農林調整参事） 

工業振興課長 長友 幸一 （地域金融室長） 

地域金融室長 沖田 謙吾 （医務課副課長） 

 

イ 雇用の確保と産業人材の育成 

【8級】 

労政福祉課長 團
だん

野
の

 礼子 （雇用就業室長） 

能力開発課長 増澤 清嗣 （渦潮推進室長兼企画官） 

 

③ 地方回帰を促す環境整備と地域創生戦略の推進 

ア コロナ禍を契機とした地域創生戦略の更なる推進 

【9級】 

地域創生局長 井ノ本 知明 （農政環境部総務課長） 

【8級】 

企画参事（地域創生担当） 飯塚 知香子 （企画参事（地域資源担当）） 

 

 イ 賑わいあるまちづくりの推進 

【10 級】 

まちづくり部長 佐藤 将年 （住宅建築局長） 

【9級】 

住宅建築局長 柴田 和弘 （住宅政策課長） 
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県土整備部参事（園芸・公園

担当）兼公園緑地課長 
北村 智顕 

［近畿地方整備局国営明石

海峡公園事務所長］ 

【8級】 

都市計画課長 太田 宜伸 （淡路市理事） 

住宅政策課長 吉田 良 （加東土木事務所まちづくり参事） 

公園緑地課参事（特定プロジェクト担当） 首藤 健一 （公園緑地課副課長） 

公営住宅課団地再生参事 吉田 昌弘 （公園緑地課参事（特定プロジェクト担当）） 

 

 

 

(1)  安全安心な兵庫づくり 

① 防災・減災対策の推進 

【特別職等】 

防災監 藤原 俊平 （知事公室長） 
 
ア 防災・減災対策、災害への備えの強化 

【9級】 

防災企画局長 計倉 浩寿 （広域防災参事） 

広域防災参事 小野山 正 （防災企画課長） 

広域防災センター次長兼防

災公園管理部長 
黒田 正勝 （道路保全課長） 

【8級】 

防災企画課長 前阪 一彰 （復興支援課長） 

防災支援課長 西島 健治 
（消費生活総合センター次

長兼指導調整部長） 

 
イ 地震・津波・風水害・高潮対策の推進 

【9級】 

県土企画局長 成田 徹一 （税務課長） 

【8級】 

技術企画課長 上田 英則 （高速道路推進室長） 

河川整備課長 勝野 真 （総合治水課長） 

総合治水課長 八尾 昌彦 （武庫川総合治水室長） 

下水道課長 長田 二郎 （芦屋市技監） 

契約管理課長 中野 啓介 （住宅建築総合センター事務局長） 

用地課長 片岡 昭 （収用委員会担当参事） 

武庫川総合治水室長 樋口 俊光 （まちづくり技術センター建設技術部長） 

収用委員会担当参事 山田 晋 （地域総合整備財団企画調整課長） 

 

 

 

２ 時代を先導する活力あふれる兵庫づくり 
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② 子ども・子育て環境の充実 

【9級】 

姫路こども家庭センター所長 中西 史宏 （児童課長） 

県立明石学園長 竹谷
た け や

 貴子 （青少年課長） 

【8級】 

児童課長 山元 浩司 （川西こども家庭センター所長） 

児童課こども安全官 助野 吉郎 （児童課副課長） 

尼崎こども家庭センター所長 稲田 直彦 （県立身体障害者更生相談所長） 

川西こども家庭センター所長 青木 健司 （児童課こども安全官） 

加東こども家庭センター所長 川端 丈彦 （中央こども家庭センター加東分室長） 

 

③ 障害者支援の充実 

【9級】 

障害福祉局長 崎濱 昭彦 
（県立ひょうごこころの医

療センター管理局長） 

【8級】 

障害福祉課長 鯉渕 薫 （財政課副課長） 

 

④ 社会福祉政策の充実 

【9級】 

人権参事 小谷 寛和 （人権推進課長） 

社会福祉局参事兼国保医療課長 庄 宏哉 （障害福祉課長） 

【8級】 

社会福祉課長 村上 恵一 （国保医療課長） 

人権推進課長 安井 洋一 （西宮市政策局参与） 

法人指導室長 北 茂正 （総合農政課副課長） 

 

⑤ くらしの安心確保 

【10 級】 

県民生活部長 城 友美子 （神戸県民センター長） 
 
 ア くらしの安全確保 

【10 級】 

兵庫県民総合相談センター所長 坂本 直子 （女性青少年局長） 

【8級】 

消費生活課長 立石 裕一 （文書課副課長） 

 

 イ 青少年の健全育成の推進 

【9級】 

女性青少年局長 木村 晶子 （経営商業課長） 
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【8級】 

青少年課長 吉村 興二 （県土整備部総務課副課長） 
 

ウ 地域安全対策の強化 

【8級】 

地域安全課長 白井 重孝 
（ひょうご震災記念21世紀

研究機構県史編纂室長） 
 

⑥ 持続可能な地域環境の創造 

【10 級】 

環境部長 遠藤 英二 （西播磨県民局長） 

【8級】 

環境政策課長 呉田 利之 （温暖化対策課長） 

自然環境課長 芳中 正明 （生活衛生課水道企画参事） 

水大気課長 山本 竜一 （温暖化対策課副課長） 

温暖化対策課長 上西 琴子 （水大気課長） 

環境整備課長 高原 伸兒 （環境影響評価室長） 

環境影響評価室長 谷口 明 （社会福祉課経理班長） 

環境学習参事 荒木 和仁 （播磨東教育事務所副所長） 

 

(2)  五国交流の新展開 

① 新たなツーリズムの創出 

 ア 国内外からの誘客促進 

【9級】 

ひょうご観光本部専務理事兼総務部長 松浦 幸浩 （観光企画課長） 

【8級】 

観光企画課長 東尾 憲秀 （ひょうご観光本部事業推進部長） 
 

 イ 国際交流と経済連携の深化 

【9級】 

国際局長 横川 太 （国際交流協会参事） 

【8級】 

国際交流課長 杉山 尚武 
（ひょうご産業活性化センターひょ

うご・神戸投資サポートセンター長） 
 

② 芸術文化・スポーツの振興 

 ア 芸術文化の振興 

【10 級】 

県立美術館副館長 野村 孝 （北播磨県民局副局長） 

【9級】 

県立美術館次長兼館長補佐 奥野所 正樹 （議会事務局総務課長） 

県立歴史博物館次長 神足 孝明 （地域安全課長） 
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イ ワールドマスターズゲームズ 2021 関西の開催に向けた体制強化 

【8級】 

教育委員会事務局ＷＭＧ

2021推進課長 
榊
さかき

 丈直 
（教育委員会事務局スポー

ツ振興課参事） 

 

③ 交流を支える交通基盤の充実 

【8級】 

交通政策課長 鴨川 義宣 （豊岡市技監） 

道路企画課長 神山
こうやま

 泰 （道路街路課長） 

道路街路課長 田中 秀典 （養父土木事務所長） 

道路保全課長 金川 正敏 （姫路港管理事務所長） 

高速道路推進室長 志茂
し も

 大輔 （国土交通省水資源計画課水循環推進調整官） 

 

(3)  農林水産業の基幹産業化 

① 農業の経営基盤の強化 

【9級】 

農政企画局長 岡 明彦 （阪神北県民局県民交流室長） 

環境農業参事 西村 いつき 
（総合農政課環境農業参事兼農業
改良課環境創造型農業推進参事） 

【8級】 

農政環境部総務課長 栁田 順一 （神戸県民センター県民交流室次長） 

総合農政課長 宮島 康彦 （農産園芸課長） 

農業改良課長 堀川 道信 （丹波農林振興事務所長） 

農地整備課長 松岡 浩司 （農村環境室長） 

農産園芸課長 藤本 喜龍 （新温泉町但馬牧場公園長） 

楽農生活室長 永田 学 
（兵庫みどり公社兵庫楽農生

活センター副センター長） 

農地調整室長 藤原 則昭 （林務課副課長） 

農村環境室長 谷垣 和彦 （農地整備課副課長） 

農政環境部総務課農林調整参事 梅田 裕嗣 （農地整備課副課長） 

 

② 畜産業の規模拡大と協業化 

【9級】 

姫路家畜保健衛生所長 永田 圭司 （畜産課長） 

【8級】 

畜産課長 中家
な か や

 一郎 （姫路家畜保健衛生所長） 

 

③ 木材の有効活用と森林の保全再生 

【9級】 

森林参事 塩谷 嘉宏 （洲本農林水産振興事務所長） 

県立森林大学校校長 金子 哲朗 （森林参事） 
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④ 豊かで美しい海の再生、全国豊かな海づくり大会の開催準備 

【9級】 

全国豊かな海づくり大会推進室長 長島 浩 （水産課長） 

【8級】 

水産課長 中岸 明彦 （但馬水産事務所長） 

資源増殖室長 望月 松寿 （水産課副課長） 

 

(4)  多様な兵庫人材の活躍 

① 次代を担う人材の育成、教育の充実 

【10 級】 

県立図書館長 村上 元伸 （関西広域連合本部事務局長） 

【9級】 

教育次長 唐津 肇 （人事課長） 

兵庫県立大学事務局副局長

兼教育企画部長 
野北 浩三 （大学課長） 

【8級】 

教育課長 小倉 陽子 （私学教育課長） 

大学室長 森本 昌 （芸術文化課副課長） 

教育委員会事務局学事課長 塚本 崇 （私学教育課副課長） 

 

② 専門職業人材の育成（芸術文化観光専門職大学の開学） 

【10 級】 

兵庫県公立大学法人副事務総長

兼芸術文化観光専門職大学事務

局長･地域リサーチ＆イノベー

ションセンター推進部長 

日光 秀政 （専門職大学準備室長） 

 

(5)  適切な行財政運営の推進等 

① 適切な行財政運営の推進 

【9級】 

管理局長 和泉 秀樹 （教育次長） 

【8級】 

財政課長 中野 秀樹 （市町振興課長） 

税務課長 宇野 慎一郎 （警察本部会計課管理官） 

新行政課長 篠井 省吾 （資金財産室長） 

人事課長 井筒 信太郎 （新行政課長） 

個人住民税特別対策官 神戸
か ん べ

 美津代 （神戸県税事務所収税室長） 

不正軽油特別対策官 丸山 徹 （加古川県税事務所副所長） 
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② 県政推進の全庁調整 

【9級】 

知事室長兼秘書課長 城谷 美也子 （秘書課長） 

【8級】 

政策調整課長 金澤 友道 （総務省給与能率推進室課長補佐） 

 

③ 地方分権の推進、関西広域連合の活動の展開 

【9級】 

関西広域連合本部事務局次長兼総務課長 川井 史彦 （企画参事（地域創生担当）） 

【8級】 

市町振興課長 梅田 孝雄 （新庁舎企画課長） 

 

④ 県庁舎等の整備 

【8級】 

新庁舎企画課長 相浦
あいうら

 輝之 （新庁舎企画課副課長） 

管財課長 溝垣 敏宏 （教育委員会事務局学事課長） 

 

⑤ 経理の適正化確保 

【特 10 級】 

会計管理者 田中 基康 （環境部長） 

【9級】 

出納局工事検査室長 谷口 徳男 （宝塚土木事務所長） 

【8級】 

出納局会計課長 古川 卓哉 （人事委員会事務局給与課長） 

出納局管理課長 西村 法之 （中播磨県民センター県民交流室次長） 

 

⑥ 企業庁 

【特別職等】 

公営企業管理者 水埜 浩 （政策創生部長） 

【9級】 

次長 上田 浩嗣 （丹波土木事務所長） 

【8級】 

水道課長 内藤 正秀 （企業庁分譲推進課長） 

水道課水道技術参事 茨木 徹雄 （まちづくり技術センター企画部長） 

企業誘致課分譲企画参事 高瀬 正考 （企業庁分譲推進課副課長） 

 

⑦ 議会事務局 

【10 級】 

議会事務局長 小畑 由起夫 （但馬県民局長） 
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【8級】 

総務課長 山下 裕司 （議会事務局調査課長） 

調査課長 葦津
よ し づ

 賢一 （出納局管理課長） 

 

⑧ 人事委員会事務局 

【8級】 

給与課長 吉川 昭裕 （淡路県民局総務企画室長） 

 

(6)  地域の多様性と特性を活かした事業の展開 

【県民局長・県民センター長】【10 級】 

神戸県民センター長 西躰 和美 （産業振興局長） 

東播磨県民局長 小川 佳宏 （農政企画局長） 

西播磨県民局長 渡瀬 康英 （管理局長） 

但馬県民局長 登日 幸治 （企業庁次長） 

丹波県民局長 今井 良広 （地域創生局長） 

 

【東京事務所長】【10 級】 

東京事務所長 河本 要 （県土企画局長） 

 

【県民局副局長・県民センター副センター長等】【9級】 

阪神北県民局副局長 名倉 嗣朗 （太子町副町長） 

阪神北県民局県民交流室長 有田 一成 （財政課長） 

北播磨県民局副局長 大西 淳司 （管財課長） 

西播磨県民局副局長 円増
えんそう

 万司 （西播磨県民局県民交流室長） 

西播磨県民局県民交流室長 久野 洋貴 （産業政策課長） 

但馬県民局地域政策室長 中之薗 善明 （政策調整課長） 

 

【農林水産振興事務所長】【9級】 

姫路農林水産振興事務所長 渡邉 直樹 （総合農政課長） 

光都農林振興事務所長 川口 義人 （農地整備課長） 

洲本農林水産振興事務所長 中島 達也 （光都農林振興事務所長） 

 

【土木事務所長】【9級】 

神戸土木事務所長 八木下 徹 （光都土木事務所長） 

宝塚土木事務所長 雨宮 功 （洲本土木事務所長） 

光都土木事務所長 荒谷
あらたに

 一平 （都市計画課長） 

丹波土木事務所長 作田 良文 （交通政策課長） 

洲本土木事務所長 田中 修平 （下水道課長） 
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【10 級昇任】 

兵庫県民総合相談センター所長 坂本 直子 （女性青少年局長） 

 

【９級昇任】 

知事室長兼秘書課長 城谷 美也子 （秘書課長） 

女性青少年局長 木村 晶子 （経営商業課長） 

環境農業参事 西村 いつき 
（総合農政課環境農業参事兼農業
改良課環境創造型農業推進参事） 

県立健康科学研究所副研究所長兼感染症部長 秋山 由美 （県立健康科学研究所感染症部長） 

県立明石学園長 竹谷
た け や

 貴子 （青少年課長） 

 

【８級昇任】 

神戸県税事務所収税室長 岡本 眞由美 （西宮県税事務所所長補佐） 

中播磨健康福祉事務所福祉室長 三木 水奈子 （県立身体障害者更生相談所副所長） 

丹波健康福祉事務所健康参事 岡本 典子 （薬務課薬務対策・捜査班長） 

青少年本部県立こどもの館副館長兼総務課長 宿南 ひとみ （県民生活課参画協働・ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動支援班長） 

青少年本部県立神出学園校長 宮脇 智子 （教育委員会事務局人権教育課副課長） 

県立健康科学研究所健康科学部長 風見 眞紀子 （宝塚健康福祉事務所所長補佐） 

 

◆「第７次男女共同参画兵庫県率先行動計画-ひょうごアクション８-」(計画期間:

令和３年度～令和７年度)における女性登用の新たな目標及び令和３年度実績 

目  標（R7.4.1） R3.4.1 (参考) R2.4.1 

 本庁部局長相当職  （10・9 級） 10% 11.6% 10.3% 

本庁課長相当職   （8 級） 20% 17.5% 17.6% 

本庁課長相当職以上の計（10･9･8 級） － 15.4% 15.0% 

本庁副課長相当職    （7 級） 20% 16.0% 14.5% 

本庁班長・主幹相当職（6級) 30% 25.3% 23.5% 

 

【参考】「第６次男女共同参画兵庫県率先行動計画-ひょうごアクション８-」 

(計画期間：平成 30 年度～令和２年度)における女性登用の目標及び実績 

※下記目標のいずれも達成 

目  標（R2.4.1） R2.4.1 

本庁課長相当職以上の職（8級以上） 15% 15.0% 

 うち本庁部局長相当職（9級以上） 10% 10.3% 

本庁副課長､班長･主幹相当職（7･6 級） 20% 20.1% 

 

３ 女性職員の積極的な登用 
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【国への帰任】 

県土整備部参事（園芸・公園担当）兼公園緑地課長 戸田 克稔 国土交通省へ 

 

【国との人事交流】 

国からの派遣 国への派遣 

役付職員 一般職員 計 役付職員 一般職員 計 

１６名  ３名 １９名 ２１名 ２２名 ４３名 

 

【他府県等との人事交流】 

他府県等からの派遣 他府県等への派遣 

役付職員 一般職員 計 役付職員 一般職員 計 

 ０名  ２名  ２名  ６名  ５名 １１名 

 

【市町との人事交流】 

市町からの派遣 市町への派遣 

役付職員 一般職員 計 役付職員 一般職員 計 

 ２名 ４８名 ５０名 ４２名  ６名 ４８名 

 

【民間企業との人事交流】 

民間企業からの派遣 民間企業への派遣 

役付職員 一般職員 計 役付職員 一般職員 計 

 ０名  １名  １名  １名  ２名  ３名 

 

 

 

 

 

 

 

 

[問い合わせ先] 

企画県民部管理局人事課人事班 

TEL 078-362-3077(内線)2429 

４ 職員の更なる人材育成 



【参考１】

（令和３年４月）

10・９級 （部長・局長級）・・ 88 名 (103 名)

８級 （課長・所長級）・・ 185 名 (186 名)

役　付 994 名 

(1,059 名) ７級 （副課長級）・・・・ 294 名 (292 名)

総　計 ６級 （本庁班長級）・・・ 427 名 (478 名)

2,199 名 

(2,012 名)

一　般 1,205 名 

(953 名)

（注）（　　）内は、令和２年４月１日の異動数

職員数 6,484 名 

うち異動数 2,199 名 

異動数の割合 33.9 % 

異 動 の 規 模

(教育、警察、病院医療職員を除く)
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【参考２】

令和３年度　幹部職員一覧

新任

西上　三鶴

水埜　浩 新

杉村　和朗 新

四海　達也

松田　直人

藤原　俊平 新

八尋　裕

田中　基康 新

戸梶　晃輔

谷口　賢行 新

城　友美子 新

藪本　訓弘

入江　武信

竹村　英樹 新

寺尾　俊弘

遠藤　英二 新

服部　洋平

佐藤　将年 新

西躰　和美 新

正垣　修志

坂本　哲也

小川　佳宏 新

上田　賢一

小橋　浩一

渡瀬　康英 新

登日　幸治 新

今井　良広 新

亀井　浩之

河本　要 新

技監

氏　名

教育長

公営企業管理者

病院事業管理者

代表監査委員

職　　　名

県
民
局
長
等

特
別
職
等

本
庁
部
長
等

会計管理者

企画県民部長

政策創生部長

県民生活部長

健康福祉部長

福祉部長

産業労働部長

農政環境部長

環境部長

県土整備部長

人事委員会委員長

防災監

まちづくり部長

神戸県民センター長

阪神南県民センター長

阪神北県民局長

東播磨県民局長

淡路県民局長

東京事務所長

北播磨県民局長

中播磨県民センター長

西播磨県民局長

但馬県民局長

丹波県民局長
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