
兵庫県企業庁の沿革 
 
 
 
昭和 38 年４月１日 揖保川工業用水道事業及び原発電所運営事業に地方公営企業法を適用 地

方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）の財務規定等を条例により適用し、

土木部土木総務課、河川課及び揖保川利水事務所が所掌した。 

昭和 39 年４月１日 市川工業用水道事業に地方公営企業法を適用 地方公営企業法の財務規定

等を条例により適用し、従来の揖保川工業用水道事業とともに、事業名を

工業用水道運営事業と改めた。 

昭和 41 年４月１日 工業用水道運営事業に地方公営企業法の全部を適用 加古川工業用水道事

業を新たに加え運営することとなったため、法の全部の当然適用となった。

また、原発電所運営事業については条例で同法の全部を適用することとし

た。 

企業局を設置 内部組織として業務課を設置した。 

加古川・姫路両利水事務所を設置 加古川工業用水道事業を所掌する事務

所を加古川市に、揖保川・市川各工業用水道事業と原発電所運営事業を所

掌する事務所を姫路市に地方機関として設置した。 

昭和 42 年１月１日 地方公営企業法の改正により兵庫県工業用水道事業及び兵庫県電気事業の

設置等に関する条例を制定 従来の兵庫県工業用水道運営事業、兵庫県原

発電所運営事業を改称し、条例を制定した。 

なお、電気事業に同法が全面的に適用されることとなったため、条例によ

る適用から法による当然適用となった。 

昭和 44 年４月１日 臨海土地造成事業、多目的ダム建設事業の所掌と管理者の設置 「兵庫県

工業用水道事業及び兵庫県電気事業の設置等に関する条例」を「兵庫県公

営企業の設置等に関する条例」に改正し、新たに臨海土地造成事業と多目

的ダム建設事業を所掌することとした。また、同条例で公営企業管理者を

置くこととし、内部組織として本庁に総務課・業務課・利水課・開発課を

設置した。 

播磨工業地帯建設局及び生野ダム建設事務所の設置 地方機関として加古

川工業用水道事業及び臨海土地造成事業を所掌する播磨工業地帯建設局を

加古川市に、多目的ダム建設事業（生野ダム）を所掌する生野ダム建設事

務所を朝来郡生野町に設置した。 

昭和 44 年 11 月１日公営企業法の全部適用となるまでの間、知事が所管す

る臨海土地造成事業特別会計、播州総合開発事業特別会計に係る事務を兵

庫県公営企業管理者に事務を委任する規則により管理者が委任を受けてこ

れを執行した。 



昭和 44 年 11 月１日 兵庫県臨海土地造成事業及び兵庫県多目的ダム建設事業について地方公営

企業法の全部を適用した。 

昭和 45 年４月１日 部制の設置 指導管理体制を強化するため管理部・開発部を設置し、管理

部で総務課及び業務課を、開発部では利水課及び開発課のほか、用地取得

及び用地補償事務の増加に伴い新設した補償課を加え所掌することとした。 

阪神臨海開発事務所を設置 阪神地区臨海土地造成事業の調査、設計、施

工等を所掌する地方機関として、芦屋市に設置した。 

昭和 46 年４月１日 水道用水供給事業と水道課の設置 兵庫県公営企業の設置等に関する条例

の改正により従来の４事業と合わせて水道用水供給事業を所掌することと

した。これに伴い、内部組織が改正され、事業の拡大、経営の多角化、複

雑化に対応する能率的責任体制を確立するため、４事業の経営事務を担当

していた業務課を廃止し、管理部に総務課及び補償課を、開発部に利水課、

開発課及び水道課を置くこととした。 

津名臨海開発事務所の設置 津名地区臨海土地造成事業の調査、設計、施

工等を所掌する地方機関として、津名郡津名町に設置した。 

昭和 47 年３月 21 日 水源開発事業を所掌 兵庫県公営企業の設置等に関する条例の改正により

従来の５事業に合わせ所掌することとした。 

昭和 47 年４月１日 猪名川広域水道建設事務所の設置 猪名川広域水道事業の調査、設計、施

工等を所掌する地方機関として川西市に設置した。 

昭和 48 年３月 31 日 生野ダム建設事務所の廃止 生野ダム（多目的ダム）の竣工に伴い廃止し

た。 

昭和 48 年４月１日 本庁に水道部を設置 水道用水供給事業が拡大し、これに対処するため本

庁機構を改編し、従来の管理部及び開発部に加え水道部を設置した。管理

部で総務課及び補償課の２課を、水道部で工業用水道課及び水道課の２課

を、開発部では開発課をそれぞれ所掌することとした。 

昭和 49 年４月１日 企業局を企業庁に改組 組織の強化を図るため企業局を企業庁に改組、補

償課を用地課に、播磨工業地帯建設局を播磨建設局に、阪神臨海開発事務

所を阪神臨海建設事務所に、津名臨海開発事務所を津名臨海建設事務所に

それぞれ名称変更し、責任体制の明確化を図るため本庁各課の担当制を係

制に改めた。 

兵庫県多目的ダム建設事業を廃止 生野ダム建設事業の完了に伴い廃止し

た。 

昭和 50 年４月１日 企業資産運用事業を所掌 兵庫県公営企業の設置等に関する条例の改正に

より、企業資産運用事業を所掌することとし、６事業とした。 

昭和 51 年 12 月１日 姫路臨海建設事務所を設置 白浜・妻鹿地区臨海土地造成事業の調査、設

計、施工等を所掌する地方機関として姫路市に設置した。 



昭和 52 年８月１日 工事検査室を設置 工事検査事務の充実、強化を図るため、管理部に設置

した。 

昭和 53 年４月１日 工事検査事務の一元化 出納事務局に工事検査室が設置されたため、企業

庁の工事検査室は廃止し、県の工事検査事務を一元的に処理することとし

た。 

昭和 54 年４月１日 臨海造成土地分譲室を設置 臨海土地造成事業及び企業資産運用事業に属

する土地の分譲を促進するため、開発部開発課に要綱により設置した。 

昭和 57 年４月１日 臨海土地造成事業を土地造成事業に名称変更等 兵庫県公営事業の設置等

に関する条例の改正により名称の変更と対象事業地域を拡大するとともに、

企業資産運用事業の事業内容の拡充を図った。 

本庁に計画調査室、経営係を設置 経営に関する調査等の充実を図るため、

総務課に要綱により計画調査室を、各事業の経営体制の強化を図るため、

水道課、工業用水道課、開発課の事務係と業務係を統合してそれぞれ経営

係を設置した。なお、臨海土地分譲室は立地室に改称した。 

西播磨建設局の設置 姫路利水事務所と姫路臨海建設事務所を統合して、

西播磨建設局に、播磨建設局を東播磨建設事務所にそれぞれ改組した。 

昭和 57 年４月 20 日 企業立地相談コーナーを設置 企業立地を促進するため、神戸市中央区サ

ンパルビル内に相談コーナーを要綱設置した。 

昭和 58 年４月１日 立地課の設置等 造成土地等の分譲促進及び財産管理の体制強化を図るた

め、管理部に立地課を設置し、用地課並びに開発課立地室（要綱）は廃止

した。建築、設備関係業務の監督及び責任体制の強化を図るため、水道課

に担当参事を置くとともに建築係を設置した。また、権現ダムの竣工に伴

い、工業用水道課の建設係を廃止した。 

北摂広域水道建設事務所の設置等 三田（旧西野上）浄水場系建設の本格

化に伴い東播磨建設事務所から独立させ北摂広域水道建設事務所を三田市

に設置した。また、多田浄水場系の建設事業が一段落したことにより、猪

名川広域水道建設事務所を猪名川広域水道事務所に改称するとともに工務

課を廃止した。 

昭和 59 年１月１日 おのころアイランドの建設を担当 大鳴門橋完成を記念する「くにうみの

祭典」（昭和 60 年）の主会場おのころアイランドの建設担当を総務課に設

置した。 

昭和 59 年４月１日 部制の廃止と西播磨新都市開発室の設置等 行政組織の簡素化・効率化を

図るため部制（管理・水道・開発）を廃止し、次長を事務・技術の２人制

とした。西播磨テクノポリスの建設を企業庁が事業主体として担当するこ

ととなったことにより対応する新組織として西播磨新都市開発室を設置し

た。事務執行体制の適正化を図るため水道課設備係を工業用水道課へ移管



した。 

北摂広域水道建設事務所に浄水課を設置 三田浄水場の給水開始に備え設

置した。 

昭和 60 年４月１日 西播磨建設局に新都市開発課を設置 西播磨テクノポリス新都市の建設を

進めるため現地体制の充実強化を図り、これに伴い臨海開発部を開発部に、

建設課を臨海建設課に改称した。また、ダム課を廃止し水道課で所掌する

こととした。 

昭和 60 年 10 月１日 

 

西播磨新都市開発室を西播磨新都市建設局に改組 組織の充実強化を図り、

西播磨テクノポリスの建設を促進するため、西播磨新都市開発室を西播磨

新都市建設局に改組し、局長を置いた。併せて西播磨建設局開発部を新都

市建設部に、新都市開発課を用地課と建設課に改組した。臨海建設課を利

水部で所掌することとした。 

昭和 61 年４月１日 事務執行体制の適正化を図るため、総務課計画調査室、水道課建築係を廃

止した。 

昭和 62 年４月１日 西播磨新都市建設局を西播磨新都市室に改組 西播磨テクノポリス新都市

建設の進捗状況に合わせ、その推進体制を整備するため、西播磨新都市建

設局を西播磨新都市室に改組した。 

西播磨建設局を西播磨新都市建設局と姫路利水事務所に改組 西播磨建設

局を、西播磨テクノポリス新都市建設の現地推進体制の整備を図るため西

播磨新都市建設局と、西播磨建設局が所掌していた西播磨テクノポリス新

都市以外の事務を所掌するため姫路利水事務所に改組した。 

昭和 63 年４月１日 北摂広域水道建設事務所を北摂広域水道事務所に改称 三田浄水場系の建

設事業が一段落したことにより、北摂広域水道建設事務所を北摂広域水道

事務所に改称するとともに工務課を廃止した。 

事務執行体制の適正化を図るため、西播磨新都市建設局に建設第３課を設

置し、阪神臨海建設事務所の工務課を工務第１課・工務第２課に、東播磨

建設事務所の水道課、工業用水道建設課を工務課に改組した。 

平成元年４月１日 西播磨新都市室を西播磨新都市建設課に改組 播磨科学公園都市建設事業

の本格化に伴う事業執行体制を強化するため、西播磨新都市室を西播磨新

都市建設課に改組し、経営係、都市建設係、計画第１係、計画第２係を設

置するとともに、西播磨新都市建設局に建設第４課を設置し、用地管理課

を管理課に改組した。 

事務執行体制の適正化を図るため、立地課の調整係を廃止し、管理係を設

置した。                               

平成２年４月１日 土地分譲体制の見直しにより、立地課の調査係、立地係を立地第１係、立

地第２係に改組した。 



加古川工業用水道管理所の設置 加古川工業用水道における養老ポンプ場

の完成に伴い、東播磨建設事務所の工業用水道課を廃止し、事務所として

加古川工業用水道管理所を設置した。 

平成３年４月１日 播磨科学公園都市整備局の設置 播磨科学公園都市建設事業に係る総合調

整機能及び西播磨テクノポリス計画の推進のため西播磨新都市建設課を改

組し、播磨科学公園都市整備局を設置するとともに、局に企画調整課及び

新都市計画課を置き、企画調整課には経営係、企画調整係、立地係、新都

市計画課には、計画第１係、計画第２係、都市建設係を設けた。また、西

播磨新都市建設局を播磨科学公園都市建設局に改称し、地域振興課を設け、

管理課を用地管理課に改めた。 

経営管理室の設置 経営管理機能を強化するため経営管理室を新設し、経

営企画担当、立地管理担当を置くとともに立地課を廃止した。多田浄水場

系の建設の進捗に合わせ、猪名川広域水道事務所に工務課を置いた。 

平成４年４月１日 播磨科学公園都市建設局の移転 播磨科学公園都市のまちづくりの本格化

に伴い、事務所を姫路総合庁舎から新都市へ移転した。経営管理室に立地

管理担当参事を置いた。 

平成５年４月１日 土地造成事業を地域整備事業に名称変更等 兵庫県公営企業の設置等に関

する条例の改正により、名称を変更するとともに、工業用地等の取得等に

あわせて行う施設の整備等を事業内容に加えた。 

淡路島国際公園都市整備室の設置 淡路島国際公園都市の整備を推進する

ため、開発課に淡路島国際公園都市整備室を要綱により設置した。 

平成６年４月１日 公園都市整備局の設置等 淡路島国際公園都市整備が計画段階から実施段

階へ移行することに伴い、より迅速かつ的確な対応を図るよう、企画部が

所管していた総合調整事務を企業庁に移管し、一体的な総合整備を推進す

るため、播磨科学公園都市整備局を改組し、公園都市整備局を設置すると

ともに、局に播磨科学公園都市企画調整課（企画調整課を改組）、播磨科

学公園都市整備課（新都市計画課の名称変更）、淡路島国際公園都市企画

調整課（新設）、淡路島国際公園都市整備課（新設）を置き、淡路島国際

公園都市企画調整課には業務係、企画調整係、第３セクター設立準備担当、

淡路島国際公園都市整備課には整備計画係、施設建設係、設備係を設け

た。これに伴い、開発課の淡路島国際公園都市整備室（要綱設置）を廃止

するとともに、立地管理業務等を経営管理室に一元化するため、企画調整

課立地係を経営管理室に移管、経営管理室を改組して管理担当、経営企画

担当、立地担当を置いた。 

淡路建設局の設置 淡路島国際公園都市整備の現地体制として津名臨海建

設事務所を改組して淡路建設局を設置し、国際公園都市建設部と津名臨海



建設部を置いた。 

平成７年４月１日 公園都市整備局を都市整備局に改組 播磨科学公園都市と淡路島国際公園

都市の整備事業を進めてきた公園都市整備局において、震災復興総合計画

に基づく企業庁事業を併せて推進していくため、同局を都市整備局に改組

し、その内部組織である淡路島国際公園都市企画調整課を新都市企画課に、

淡路島国際公園都市整備課を新都市整備課に名称変更するとともに、播磨

科学公園都市の名称がほぼ定着してきたことから、播磨科学公園都市企画

調整課を播磨企画課に、播磨科学公園都市整備課を播磨整備課に名称変更

した。 

神谷ダム建設事業再開に伴い、姫路利水事務所にダム課を設置するととも

に、西宮北部送水に係る建設工事が完了したことにより、猪名川広域水道

事務所の工務課を廃止した。また、東播磨建設事務所において当面の用地

買収業務が終了したことから、用地管理課を廃止した。 

平成８年４月１日 開発課参事の設置等 震災復興事業に対応するため、西宮浜・南芦屋浜地

区の整備を進める開発課に参事（調整担当）を置くとともに、尼崎臨海西

部拠点開発を進める新都市整備課の整備計画係を整備計画第１係と整備計

画第２係に改組し、阪神臨海建設事務所に尼崎臨海西部拠点開発事業担当

を置いた。 

また、播磨科学公園都市における平成９年のまちびらきイベントに対応す

るため、播磨企画課にまちびらきイベント担当を置いた。 

平成９年４月１日 淡路建設局に国際公園都市施設建設部を設置 「淡路夢舞台」施設群、野

島断層保存関連施設、おのころ愛ランド公園リニューアルに係る建築・設

備工事の本格化に伴い、新都市整備課の施設建設係及び設備係を廃止し、

淡路建設局に国際公園都市施設建築部（建築課、設備課）を設置した。 

また、施設建設に係る関係機関との協議・調整を行うため、新都市整備課

に参事（施設整備担当）を設置し、淡路建設局国際公園都市施設建築部長

が兼務することとした。 

神谷ダム建設室の設置 神谷ダム建設の本格化に伴い、姫路利水事務所に

神谷ダム建設室を設置し、室長を置いた。 

また、神谷ダム建設に係る技術的課題解決のための調整・支援等や水道用水

供給事業経営健全化対策の一環としての技術的調整等を行うため、水道課に

参事（技術担当）を設置し、神谷ダム建設室長が兼務することとした。播磨科

学公園都市における地元の町との調整事務等を所掌する地域振興課をまちづ

くり推進課に改称し、建設部の４課体制を３課体制に再編した。 

平成 10 年４月１日 

 

情報公園都市整備課の設置等 東播磨情報公園都市の整備を商工部から企

業庁に移管したことに伴い、都市整備局内に情報公園都市整備課を設置し、



業務係、企画調整係、計画第１係、計画第２係を置くとともに、現地体制

として三木市に情報公園都市建設事務所を設置した。これに伴い、新都市

企画課及び新都市整備課を都市整備局の外に置くとともに、東播磨建設事

務所を東播磨利水事務所に名称変更した。 

科学公園都市整備課の設置等 播磨科学公園都市の整備を一体的、総合的

に推進するため、播磨企画課と播磨整備課を統合し、科学公園都市整備課

を設置し、同課内に参事（調整担当）を置いた。また、都市内の住宅への

入居促進を図るため、住宅入居促進担当を置き、計画第１係と計画第２係

を計画係に統合するとともに、まちびらきフェスティバルが終了したこと

から、同担当を廃止した。 

「淡路夢舞台」施設群の建築工事の増大に対応するため、淡路建設局国際

公園都市施設建築部の建築課を建築第１課と建築第２課に改組するととも

に、西宮浜地区・鳴尾地区の整備の概成に伴い、阪神臨海建設事務所の工

務第１課を廃止、尼崎臨海西部拠点開発事業担当を工務第１課に改称し、

また、播磨科学公園都市建設局建設部の３課体制を２課体制に再編した。 

平成 11 年４月１日 部制の設置等 執行体制及び責任体制の明確化を図り、効率的に業務運営

を推進していくため管理部、地域整備第１部、地域整備第２部を設置し、

管理部で総務課、経営管理課、水道課及び工業用水道課を、地域整備第１

部で科学公園都市整備課及び情報公園都市整備課を、地域整備第２部で開

発課、新都市企画課及び新都市整備課を所掌することとした。これに伴い、

都市整備局及び次長を廃止した。 

室の設置等 目標と責任の明確化及び意思決定の迅速化を図り、効率的に

業務運営を推進していくため総務課に土木工事検査室を、科学公園都市整

備課に経営係及び住宅係を所掌する経営・住宅室を、開発課に南芦屋浜地

区街づくり推進室を設置した。これに伴い、総務課参事（工事検査担当）、 

科学公園都市整備課参事（調整担当）及び開発課参事（調整担当）を廃止

した。 

主幹の設置等 政策課題に係る意思決定の迅速化と組織の簡素効率化を図

っていくため中間職制の副課長を廃止し、主幹を設置した。 

新たに設置した室との区別を明確にするため経営管理室を経営管理課に名

称変更するとともに、担当制を係制に改め、また、所掌事務を明確にする

ため、情報公園都市整備課の業務係、計画第１係及び計画第２係を経営係、

計画係及び建設係に、新都市整備課の整備計画第１係及び整備計画第２係

を淡路島国際公園都市整備係及び尼崎臨海西部整備係に改称した。 

また、水質の悪化に伴う水質管理の強化・充実を図るため、北摂広域水道

事務所に技術専門員（水質担当）を設置した。 



平成 12 年４月１日 局制の設置 知事部局との整合を図るため、部制を局制に改め、管理部、

地域整備第１部及び地域整備第２部を管理局、地域整備第１局及び地域整

備第２局に改組した。 

課の統合等 水道用水供給事業、工業用水道事業、電気事業及び水源開発

事業について、総合的かつ効率的な業務運営を図るため、水道課及び工業

用水道課を統合して水道課に改組し、経営健全化推進係、経営係、利水調

整係及び計画係を置くとともに、水道用水供給施設等の整備等を所掌させ

るため、同課内に施設整備推進室を設置し、水道施設整備係、工業用水道

施設整備係及び設備係を置いた。併せて、水道課参事（技術担当）を廃止

した。 

また、淡路夢舞台整備事業の概成に伴い、新都市企画課と新都市整備課を

統合して新都市整備課に改組し、施設整備推進係、経営係、まちづくり推

進係、計画係及び建設係を置くとともに、淡路夢舞台施設等の管理運営に

係る調整業務等を所掌させるため、同課内に淡路夢舞台調整室を設置した。

併せて、新都市整備課参事（施設整備担当）を廃止した。 

室の改組等 播磨科学公園都市における企業誘致業務を効率的に推進する

ため、経営管理課が所掌する産業用地分譲業務を科学公園都市整備課に移

管するとともに、同課内の経営・住宅室を経営・企業誘致室に、住宅係を

企業誘致係に改称した。 

また、南芦屋浜地区における第１期住宅供給事業の本格化に伴い、業務執

行体制の強化を図るため、開発課内の南芦屋浜地区街づくり推進室の担当

制を係制に改め、調整係及び計画係を置いた。 

主幹が担当する業務を係に所掌させるため、経営管理課に民間開発推進係

を、水道課に経営健全化推進係及び利水調整係（再掲）を、科学公園都市

整備課に都市振興係及びまちづくり推進係を、情報公園都市整備課に大規

模集客施設誘致係及びまちづくり推進係を、開発課に分譲推進係及び開発

推進係を、新都市整備課に施設整備推進係及びまちづくり推進課（再掲）

を置いた。また、総務課の契約担当を契約係に改組した。 

淡路建設事務所の設置等 淡路夢舞台整備事業の概成に伴い、淡路建設局

を廃止し、同局内の津名臨海建設部を改組して淡路建設事務所を設置した。 

平成 13 年４月１日 北摂整備課の設置等 北摂ニュータウン開発事業及び宝塚新都市整備事業

を県土整備部から企業庁に移管したことに伴い、地域整備第２局に北摂整

備課を設置し、施設誘致係、経営係及び整備係を置くとともに、同課内に

宝塚新都市整備室を設置し、計画係及び都市建設係を置いた。また、現地

体制として三田市に北摂整備事務所を設置した。 

課の改組等 南芦屋浜地区における街づくりの本格化に伴い、開発課を南



芦屋浜整備課に改組し、調整係、経営係及び計画係を置くとともに、同課

内に臨海整備室を設置し、立地係及び建設係を置いた。 

また、㈱夢舞台及び㈱おのころ愛ランドの指導・支援等の業務を一元的に

行うため、経営管理課に夢舞台・おのころ愛ランド調整室を設置した。こ

れに伴い、新都市整備課の淡路夢舞台調整室を廃止し、同課の名称を尼崎

臨海整備課に改称した。 

さらに、播磨科学公園都市における企業誘致及び住宅入居の促進をより効

果的に推進するため、科学公園都市整備課の経営・企業誘致室を企業誘致

室に改組し、経営係を課長の下に移管した。 

係の統合等 簡素かつ効率的な執行体制とするため、経営管理課の管理係

と経営企画係を統合して経営企画係に改組するとともに、科学公園都市整

備課及び情報公園都市整備課のまちづくり推進係と計画係を統合して計画

係に改組した。 

また、企業庁全体の土地分譲に係る企画立案及び総合調整等を重点的・戦

略的に推進するため、経営管理課の立地係を立地政策係に改称するととも

に、ひょうご情報公園都市のインフラ整備を所掌する情報公園都市整備課

の建設係を都市建設係に改称した。 

主幹の設置等 地方機関において、意思決定の迅速化と組織の簡素効率化

を図るため、中間職制である副所長を廃止し、主幹を設置した。これに伴

い、阪神臨海建設事務所及び情報公園都市建設事務所にまちづくり推進課

を置くとともに、東播磨利水事務所に施設課を置いた。 

また、篠山市に水道用水を供給する水道管布設工事等に対応するため、北

摂広域水道事務所に工務課を置いた。 

播磨科学公園都市建設局の改組 播磨科学公園都市の第１工区に係る業務

の減少に伴い、播磨科学公園都市建設局を播磨科学公園都市建設事務所に

改組した。 

神谷ダム建設室の廃止 神谷ダム建設事業の完了に伴い、姫路利水事務所

の神谷ダム建設室を廃止した。 

平成 14 年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

臨海整備課の設置 尼崎臨海整備課で所掌していた尼崎 21 世紀の森構想の

総合調整・推進に関する業務を県土整備部に移管したことに伴い、尼崎臨

海整備課を南芦屋浜整備課の臨海整備室と統合して臨海整備課に改組し、

調整係、経営係、計画係、建設係を置いた。 

淡路建設事務所の廃止等 淡路地区における業務量の減少に伴い、淡路建

設事務所を阪神臨海建設事務所の淡路出張所とし、阪神臨海建設事務所を

阪神・淡路臨海建設事務所に改称した。 

課室の見直し等 本庁の課室について、より一層効率的・効果的な業務執



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 15 年４月１日 

行を行うため業務分担の見直しを行い、課と室の業務執行上、緊密な連

携・調整を図る必要があるものについては、課室を統合し課長の下に特定の

事務を担任する参事を設置するとともに、課と室の業務執行上相互に独立

性の高いものについては、室を課から独立した組織としてその位置付けを

より明確にすることとした。これに伴い、総務課の土木工事検査室、経営

管理課の夢舞台・おのころ愛ランド調整室及び水道課の施設整備推進室を

廃止し、総務課参事（土木工事検査担当）、経営管理課参事（夢舞台・お

のころ愛ランド調整担当）及び水道課参事（施設整備担当）を置いた。ま

た、科学公園都市整備課の企業誘致室及び北摂整備課の宝塚新都市整備室 

を課から独立させてそれぞれ地域整備第１局及び地域整備第２局に置いた。 

主幹（会計制度担当）の設置 地域整備事業会計のあり方など、今後 10 年

間の企業庁の経営目標を明らかにする「経営ビジョン」を策定するため、

管理局総務課に主幹（会計制度担当）を設置した。 

係の統合等 簡素で効率的な執行体制を構築するため、科学公園都市整備

課の都市振興係と企画調整係を統合して調整係に、情報公園都市整備課の

大規模集客施設誘致係と企画調整係を統合して調整係に、北摂整備課の施

設誘致係と経営係を統合して経営係に、阪神・淡路臨海建設事務所のまち

づくり推進課と工務第１課を統合してまちづくり推進課に、播磨科学公園

都市建設事務所の建設第１課と建設第２課を統合して建設課に改組した。

また、経営管理課の民間開発推進係を調整係に、阪神・淡路臨海建設事務

所の工務第２課を建設課に、北摂整備事務所の業務管理課を総務課に改称

するとともに、経営管理課の夢舞台・おのころ愛ランド調整担当を夢舞台・

おのころ愛ランド調整係に改組した。 

地域整備第１局と地域整備第２局の統合 簡素で効率的な執行体制を構築

するため、地域整備第１局と地域整備第２局を統合して地域整備局に改組

した。 

総務課と経営管理課の統合等 経営管理事務をより効果的に実施するため、

経営管理課を総務課に統合し、参事（経営企画担当）、経営計画係及び経

営調査係を置き、主幹（会計制度担当）を廃止した。また、土地分譲業務

をより強力に推進するため、経営管理課で所管していた立地政策業務を企

業誘致室に移管して立地推進課に改組し、立地政策係及び企業誘致係を置

いた。 

宝塚新都市整備室の廃止等 地域整備事業の業務量の減少に伴い、宝塚新

都市整備室を北摂整備課に統合して主幹（宝塚新都市担当）を置くととも

に、阪神・淡路臨海建設事務所の淡路出張所を廃止し、課長（淡路地区担

当）を置いた。また、情報公園都市整備課の都市建設係を計画係に、臨海



整備課の建設係を計画係に、阪神・淡路臨海建設事務所のまちづくり推進

課を建設課に、播磨科学公園都市建設事務所のまちづくり推進課を総務課

にそれぞれ統合するとともに、情報公園都市建設事務所のまちづくり推進

課、建設第１課及び建設第２課を統合して建設課に改組した。 

係の移管等 地域整備事業における建築物の設計、工事監督等の業務量の

減少に伴い、科学公園都市整備課の都市建設係を水道課に移管し、建築係

とした。また、北摂整備課の整備係を計画係に改称した。 

平成 16 年４月１日 水質管理センターの設置 安全・安心でおいしい水の供給を目指し、より

精度の高い高度な水質検査や調査研究、危機管理への組織的対応を推進す

るため水質管理センターを設置した。 

北摂整備事務所の廃止 造成工事等の業務量の減少に伴い、北摂整備事務

所を廃止し、北摂整備課の現地出張所（主幹（調整担当）・三田駐在）に

改組した。 

係の統合等 組織の簡素化と業務の円滑な推進のため、総務課経営計画係

を経営調査係に統合した。また、建築業務量の減少に伴い、水道課建築係

を廃止するとともに、篠山市への送水管布設工事が完了したことに伴い、

北摂広域水道事務所工務課を廃止にした。 

平成 17 年４月１日 公園都市整備課の設置 公園都市における企業誘致や住宅分譲について、

一体的・総合的な取り組みを進めるため、科学公園都市整備課、情報公園

都市整備課及び北摂整備課を統合して公園都市整備課に改組した。また、

分譲推進のための企画立案や関係機関との調整を行うため同課に参事（分

譲企画担当）を設置した。 

立地推進課の移管 立地推進と地域整備に係る取組の連携強化を図り、企

業誘致等の一層の拡大を図るため、立地推進課を管理局から地域整備局に

移管した。 

南芦屋浜整備課を潮芦屋整備課に改称 潮芦屋の名称がまちのイメージを

表すものとして定着してきたため、南芦屋浜整備課を潮芦屋整備課に改称

した。 

組織名称の変更等 水道課水道施設整備係と工業用水道施設整備係を統合

して施設整備係に改組するとともに、県民に分かりやすい組織名称とする

ため姫路利水事務所課長（船津浄水場長）、課長（原発電所長）を浄水課

長、発電課長に、水質管理センター課長（水質管理担当）を水質管理課長

に、阪神・臨海建設事務所主幹兼建設課長、課長（淡路・尼崎地区担当）

を主幹兼潮芦屋建設課長、淡路・臨海地区建設課長に改称した。 

平成 18 年４月１日 企業誘致ワンストップサービス体制の整備 立地推進課において、企業誘

致に係る業務（誘致戦略の策定、情報発信、情報収集、企業訪問、分譲交



渉・契約、フォローアップ等）を一元的に取り組むワンストップサービス

体制を整備した。（尼崎臨海地区については臨海整備課が所掌） 

組織名称の変更 県民に分かりやすい組織体制とするため、潮芦屋整備課

及び臨海整備課における分譲等の業務を所掌している調整係を分譲推進係

に改称した。 

平成 19 年４月１日 

 

臨海整備課及び潮芦屋整備課の統合と分譲企画室長の設置 臨海地区にお

ける産業用地や住宅用地等の整備・分譲を一体的に推進するため、臨海整

備課と潮芦屋整備課を統合（統合後の課名：臨海整備課）するとともに、

用地分譲の効果的な推進とまちのにぎわいづくりを進めるため、臨海整備

課に分譲企画室長を設置した。 

公園都市整備課における住宅分譲室長の設置 播磨科学公園都市及び神戸

三田国際公園都市における住宅分譲の効果的な推進とまちのにぎわいを進

めるため、参事（分譲企画担当）を廃止し、住宅分譲室長を設置した。 

所属内の調整・連携を行う副課長及び副所長の設置 所属内の調整力と実

行力を強化するとともに、次世代を担う人材育成等を図るため、本庁各課

に課長を補佐し、係間の調整・連携を行う副課長を設置した。同様に地方

機関についても副所長を設置した。 

平成 20 年４月１日 地域整備局参事（技術担当）の設置 地域整備事業における土地利用計画

の策定等の技術的な課題に関する支援体制を強化するため、地域整備局長

を補佐する「地域整備局参事（技術担当）」を設置した（公園都市整備課

長と兼務）。 

播磨科学公園都市建設事務所の改称 都市の主要な基盤整備がほぼ終了

し、まちのにぎわいづくりに係る業務に比重が移ってきていることから、

所掌事務の明確化を図るため、事務所の名称を「播磨科学公園都市まちづ

くり事務所」に改称した。 

平成 21 年４月１日 係の統合 播磨科学公園都市、神戸三田国際公園都市における建設工事の

減少に伴い公園都市整備課の建設係を計画係に統合するとともに、臨海地

区における建設工事の減少に伴い臨海整備課の尼崎・津名計画係及び潮芦

屋計画係を統合し計画係を置いた。 

産業用地の分譲推進体制の見直し 産業用地の分譲業務をより効率的・効

果的に推進するため、臨海整備課で所掌する臨海地区における企業誘致に

関する業務を立地推進課に移管した。 

平成 22 年４月１日 電気事業の廃止 電力自由化の進展による公営電気事業者の役割の変化等

を踏まえ、兵庫県公営企業の設置等に関する条例を改正し、電気事業を廃

止した。 

次長の設置 総合経営計画に基づく改革の取組をより効率的・効果的に推



進するため、現行の２局制を廃止し、企業庁全般事業について、事務面、

技術面から公営企業管理者を補佐する次長を設置した。 

神戸三田国際公園都市の整備に係る現地推進体制の強化 神戸三田国際公

園都市の整備に係る現地業務を、地方機関である情報公園都市建設事務所

へ移管することにより、現地推進体制を強化した。 

姫路利水事務所発電課の廃止、同事務所の移転 電気事業の廃止に伴い、

姫路利水事務所発電課を廃止した。 

姫路利水事務所（総務課・工務課）を姫路総合庁舎から船津浄水場へ移転

し、同事務所施設課を市川工水管理所へ移転した。 

平成 23 年４月１日 係の統合 事務の効率化及び合理化のため、総務課の経営調査係と契約係

を統合し、経営管理係を設置した。 

平成 24 年 4 月 1 日 水道課における主幹（水質安全担当）の設置 放射能事故等県営水道にお

ける突発的水質汚染への危機管理対応などに、水道技術管理者（施設整備

参事）を水質管理の技術面から補佐する体制強化のため、主幹（水質安全

担当、水質管理センター所長が兼務）を設置した。 

係の統合 県営水道運転管理業務委託の検討業務が終了するとともに、災

害時等における機動的対応や「県営水道放射能対応マニュアル（仮称）」

等危機管理計画策定の効率的執行のため、水道課の利水調整係を計画係に

統合した。 

水質管理センターにおける水質管理課長の専任 所長が水道課主幹（水質

安全担当）を兼務することにより業務が増加すること、水質化学職の各浄

水場への配置によるセンター水質管理業務の維持対応として課長を専任で

設置した。 

北摂広域水道事務所における工務課の設置 「アセットマネジメント推進

計画」に基づき、業務量の増大が見込まれる老朽施設の計画的更新に向け

た体制強化のため、工務課を設置した。 

平成 25 年 4 月 1 日 参事の廃止 組織の簡素、効率化を図るため参事（地域整備担当）を廃止

した。 

水道課における主幹（太陽光発電施設整備担当）の設置 「企業庁メガソ

ーラープロジェクト」等を円滑に推進するため、水道課主幹（太陽光発電

施設整備担当）を設置した。 

平成 26 年 4 月 1 日 班制の導入 柔軟な人事配置や業務間の連携推進による課題対応力を強化

するため、従前の係制を廃止して、関連業務単位のグループ化を図る「班

制」を本庁組織に導入した。 

分譲推進課、地域整備課の設置 住宅用地、施設用地の分譲と地域整備事

業の効率的な推進を図るため、公園都市整備課、臨海整備課を再編し、



「分譲推進課」「地域整備課」を設置するとともに、潮芦屋地区の土地利

用に係る調整等を行うため、地域整備課に「臨海整備参事」を設置した。 

水道課経営参事の設置 水道・工水事業の健全経営を推進するため、「水

道課施設整備参事」を「水道課経営参事」に改編した。 

平成 27 年 4 月 1 日 班の再編等 アセットマネジメントやダムの堤体等を活用した太陽光発電

の維持管理など横断的な業務の発生に伴い、技術的な全体調整を行う水道

課副課長（技術）を配置するとともに、稼働間もない太陽光発電施設の維

持管理業務の調整を図るため、水道課の太陽光発電施設整備班を太陽光発

電施設班に改編した。また、地域特性に応じた宅地分譲業務の効率化を図

るため、分譲推進課の住宅分譲班、業務用地分譲班を、公園都市分譲班、

臨海分譲班に再編した。 

平成 28 年 4 月 1 日 企業庁参事（誘致担当）の設置 スポーツ施設の利用促進や神戸三田国際

公園都市におけるカルチャータウン地区センターの整備検討等を推進する

ため、企業庁に「参事（誘致担当）」を設置した。 

地域整備課新産業団地整備参事の設置 新たな産業団地の整備を推進する

ため、地域整備課に「新産業団地整備参事」を設置するとともに、同課

「臨海整備参事」は廃止した。 

北播磨・臨海建設事務所の設置 新たな産業団地の整備及び阪神・淡路地

区の分譲状況を踏まえ、「阪神・淡路臨海建設事務所」と「情報公園都市

建設事務所」を統合した「北播磨・臨海建設事務所」を設置し、同事務所

に「芦屋事業所」を設置した。 

班の再編等 水道技術にかかる専門業務を効率的に推進するとともに、太

陽光発電施設班の業務を継承するため、水道課に水道技術班を設置した。

また、分譲推進課の班の地区割りを見直し、公園都市分譲班と臨海分譲班

を三田・潮芦屋分譲班と播磨分譲班に再編した。あわせて、分譲状況を踏

まえ、地域整備課の公園都市計画班と臨海計画班を公園都市・臨海計画班

に統合するとともに、新産業団地の整備推進を円滑に行うため、新産業団

地計画班を設置した。 

平成 29 年 4 月 1 日 

 

 

 

 

 

 

 

企業誘致課の設置 分譲目標率の達成に向け、企業誘致に総合的、効率的

に取り組むため、「立地推進課」を改編し、「企業誘致課」を設置した。 

地域整備振興課の設置 ハード整備に加え、にぎわいづくりも含めた総合

的なまちの振興を推進するため、「地域整備課」を改編し、地域整備振興

課を設置した。 

班の再編等 企業誘致にかかる企画立案及び誘致活動を一体的に行うた

め、立地推進課の立地政策班を企業誘致班に統合した。また、三田カルチ

ャー地区センターなどの懸案事項への対応や住宅分譲を効率的に行うた



 

 

平成 30 年 4 月 1 日 

め、分譲推進課の三田・潮芦屋分譲班、播磨分譲班を分譲企画班、宅地分

譲班に再編した。 

水道事務所機能の統合 業務効率化を図るため、近接している広域事務所

機能を一部統合することとし、北摂広域水道事務所の総務課、工務課を猪

名川広域水道事務所に集約する。 

平成 31 年 4 月 1 日 企業庁参事（誘致担当）の廃止 播磨科学公園都市の増設サッカー場及び

合宿所のオープン、三田まほろばブレッツァのオープンなど、事業が収束

したことから、企業庁参事（誘致担当）を廃止した。 

分譲推進課分譲企画班における主幹（調整担当）の設置 昨年度、台風第

21 号により大きな被害が発生した潮芦屋地区について、災害に強いまちづ

くりを推進するため、主幹（調整担当）を設置した。 

令和２年 4 月 1 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務課経営企画参事から総務課事業戦略参事への改編及び総務課経営戦略

班における主幹（新事業担当）の設置 企業庁の強みを生かし、戦略的に

新事業を展開するため、総務課事業戦略参事及び総務課経営戦略班主幹

（新事業担当）を設置した。 

水道課経営参事の廃止 水道料金改定作業終了による業務縮小のため、水

道課経営参事を廃止した。 

分譲推進課分譲企画班における主幹（調整担当）の廃止 潮芦屋地区にお

ける「災害に強いまちづくり」の取組に一定の目処がついたため、分譲推

進課分譲企画班主幹（調整担当）を廃止した。 

 


