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利用上の注意事項 

１ 掲載団体 
本市において外郭団体として位置付けている団体及び本市が出資している独
立行政法人を対象とした。 

（外郭団体として位置付けている団体） 
市が 25％以上を出資又は出捐する法人のほか、市と人的又は資金的及び業務
的に密接な関係を有する法人。 

２ 掲 載 順 
掲載順序は概ね次の区分によった。 
① 所管局順（組織順）

② 出資率順（100％、50％以上、25％以上、その他）

③ 団体の形態別（特別法人、財団法人、株式会社、社会福祉法人）

※財団法人については、「公益」または「一般」の区別も記載。

３ 作成期日 
令和４年７月現在で作成した。 

４ 記載事項 
（１）法 人 名
（２）所在地及び連絡先
（３）ホームページアドレス
（４）設立年月日
（５）基本財産（資本金）及び市の出捐（出資）額・率
（６）設 立 目 的
（７）主 務 官 庁

・特別法人、社会福祉法人、独立行政法人についてのみ記載。
（８）市 所 管 課
（９）執 行 体 制

・役 員 数 または 評議員･理事･監事数
非常勤役員等を含む。

・職 員 数
常勤職員数で、役員は含まない。

（10）事 業 内 容
（11）事 務 分 掌
（12）管理職員一覧

本市現職職員（市長、副市長等含む。）及び本市派遣職員については氏
名の前に・印を付した。 

 本市を退職した職員（退職派遣を除く。）の氏名の前に ◦ 印を付した。 
本市再任用職員については氏名の前に＊印を付した。 
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公益財団法人 神戸国際コミュニティセンター 市 長 室 

〔住 所〕 〒653-0036 

神戸市長田区腕塚町５丁目３番１号 

アスタくにづか１番館 南棟４階

〔電 話〕０７８（７４２）８７２１ 

〔ＦＡＸ〕０７８（６９１）５５５３ 

〔ホームページアドレス〕 https://www.kicc.jp 

〔設立年月日〕 

平成５年７月14日 

令和３年４月１日名称変更 

〔基本財産〕 

  300,000千円（本市出捐  300,000千円 100％） 

〔設立目的〕 

神戸の更なる国際都市としての発展をめざし、開発途上国を中心とする諸外国の抱える諸問題

の解決のための国際協力を行うとともに、市民の国際交流の促進、多文化共生の推進などにより、

地域の国際化を進め、もって国際社会の平和と繁栄に寄与することを目的とする。 

〔主務官庁〕 ― 

〔市所管課・連絡先〕 

市長室国際部国際課 

０７８（３２２）５０１０ 

〔執行体制〕 

○評議員・理事・監事数 （ ）内は常勤の数で内数

役職名 人 数 氏 名 

評議員 ７（０）人 キランＳ.セティ

（在日米国商工会議所特別顧問） 

吉井 昌彦（国立大学法人神戸大学大学院経済学

研究科教授） 

木村 出（独立行政法人国際協力機構関西センタ

ー所長） 

横川 太 

（公益財団法人兵庫県国際交流協会専務理事） 

林 芳樹（神戸新聞社特別編集委員兼論説顧問） 

室﨑 益輝 

（公立大学法人兵庫県立大学名誉教授） 

・増田 匡（神戸市市長室長）

理事長 １（０）人 武田 廣 

（公立大学法人神戸市外国語大学理事長） 

副理事長 １（０）人 井上 典之（国立大学法人神戸大学大学院法学研

究科教授） 

専務理事 １（１）人 *不破 恵子（神戸市市長室担当部長）

常務理事 

（事務局長兼務） 

１（１）人 
・井原 一朗（神戸市市長室担当部長）
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理事 ５（０）人 井上 真二（公益財団法人神戸 YMCA総主事） 

草薙 真一（公立大学法人兵庫県立大学政策科学

研究所長・教授） 

林 範彦（公立大学法人神戸市外国語大学教授） 

村元 四郎（公益社団法人兵庫県工業会副会長） 

山下 淑子 

（一般社団法人神戸市婦人団体協議会理事） 

監事 ２（０）人 飯塚 敏勝（税理士） 

平岡 靖敏（神戸商工会議所産業部参事役） 

合 計 １８（２）人 

○職員数

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

１人 ５人 １人 １１人 １８人 

〔事業内容〕 

１．国際交流・多文化共生事業 

（１）情報提供・相談、日本語学習支援事業

（２）地域日本語教育体制整備事業

（３）外国人支援団体・NPOなどと連携した外国人市民支援・国際交流事業

（４）ふたば国際プラザ運営事業

（５）市民レベルの国際交流事業

（６）国際化推進事業助成

２．留学生支援事業 

（１）奨学生事業

（２）文化施設見学支援

（３）就職活動の支援

３．国際協力事業 

（１）国際協力機構（JICA）草の根技術協力事業

（２）国際協力機構（JICA）国内研修受託事業

４．海外事務所の運営事業 

５．その他の事業 

（１）大学との連携事業

（２）関西領事団の支援
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〔事務分掌〕 

部・室 課 所管する事務 

総務部 総務課 

センターの庶務、人事・給与、労務、福利厚生、

広報、法務、公益通報、コンプライアンス(研修含

む)、情報公開、理事会、評議員会、予算・決算、

経理、海外事務所（天津・上海）との連絡調整 

事業部 事業課 

情報提供・相談、日本語学習支援事業、日本語教

育推進事業、各種国際交流・多文化共生事業、留

学生支援事業、国際協力機構（JICA）草の根技術

協力事業・国内研修受託事業 

神戸・天津経済貿易連絡事務所 

神戸・上海経済港湾連絡事務所 
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〔管理職員一覧〕 

○総務部

役職名 氏 名 電話番号 

総務部長 ・甲斐 隆弘 ℡（078）742-8836 

担当部長 張 文芝 ℡（078）742-8876 

総務課長 ・内藤 誠二 ℡（078）742-8895 

○事業部

役職名 氏 名 電話番号 

事業部長 ・甲斐 隆弘（兼務） ℡（078）742-8836 

事業課長 ・木林 依李佳 ℡（078）742-8902 

担当課長 *喜多村 直子 ℡（078）742-8757 

○神戸・天津経済貿易連絡事務所

役職名 氏 名 電話番号 

神戸・天津経済貿易連絡事務所長 ・高橋 健司 ℡010-86-22-5889-5730 

○神戸・上海経済港湾連絡事務所

役職名 氏 名 電話番号 

神戸・上海経済港湾連絡事務所長 ・仲宗根 晶子 ℡010-86-21-6360-6581 

（　4　）



公益財団法人 神戸医療産業都市推進機構 企画調整局 

〔住 所〕 〒650-0047 

神戸市中央区港島南町６丁目３番地の７ 

クリエイティブラボ神戸５階

〔電 話〕０７８（３０６）１７００ 

〔ＦＡＸ〕０７８（３０６）１７０８ 

〔ホームページアドレス〕 https://www.fbri-kobe.org/ 

〔設立年月日〕 

平成 12年３月 17日 

〔基本財産〕 

1,232,734千円（本市出捐 1,140,280千円 92.87％） 

〔設立目的〕 

21 世紀の成長産業として期待されている健康・福祉・医療関連産業の振興を図ることによっ

て、新産業の創出・既存産業の高度化・雇用の確保による神戸経済の活性化、健康支援と高齢化

社会への対応による市民福祉の向上、さらにはアジア諸国の医療技術の向上等の国際社会への

貢献を目的とする神戸医療産業都市の中核的支援機関として、産官学医の連携・融合を促進する

総合調整機能を担うとともに、先端医療の実現に資する研究開発及び臨床応用の支援、次世代の

医療システムの構築を通じて、革新的医療技術の創出と医療関連産業の集積形成に寄与するこ

とを目的とする。 

〔主務官庁〕 ― 

〔市所管課・連絡先〕 

企画調整局医療・新産業本部医療産業都市部 

０７８（３２２）６３１９ 

〔執行体制〕 

○評議員・理事・監事・会計監査人数 （ ）内は常勤の数で内数

役職名 人 数 氏 名 

評議員 １２（０）人 芦田 信（JCRファーマ株式会社代表取締役会長

兼社長） 

家次 恒（神戸商工会議所会頭・シスメックス株

式会社代表取締役会長兼社長） 

・今西 正男（神戸市副市長）

大津 欣也（国立研究開発法人国立循環器病研

究センター理事長）

片山 安孝（兵庫県副知事）

金田 安史

（国立大学法人大阪大学理事・副学長）

小安 重夫

（国立研究開発法人理化学研究所理事）

・辻󠄀 英之（神戸市企画調整局長）

橋本 信夫

（地方独立行政法人神戸市民病院機構理事長）

藤澤 正人（国立大学法人神戸大学長）

堀本 仁士（一般社団法人神戸市医師会会長）

湊 長博（国立大学法人京都大学総長）
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理事長 １（０）人 本庶 佑 

専務理事 １（１）人 ◦ 村上 雅義 

常務理事 １（１）人 ・永田 章彦（神戸市企画調整局担当部長） 

理事 １０（２）人 浅野 薫 

（シスメックス株式会社取締役専務執行役員） 

川真田 伸（公益財団法人神戸医療産業都市推

進機構細胞療法研究開発センター長） 

川本 篤彦（公益財団法人神戸医療産業都市推

進機構医療イノベーション推進センター長） 

北村 俊雄（公益財団法人神戸医療産業都市推

進機構先端医療研究センター長） 

木原 康樹（地方独立行政法人神戸市民病院機

構神戸市立医療センター中央市民病院長） 

西田 栄介（国立研究開発法人理化学研究所生

命機能科学研究センター長） 

・藤原 政幸 

（神戸市企画調整局医療・新産業本部長） 

南 康博（国立大学法人神戸大学大学院医学研

究科長・医学部長） 

松岡 聡（国立研究開発法人理化学研究所計算

科学研究センター長） 

山下 輝夫（兵庫県保健医療部長） 

監事 ２（０）人 河上 哲也（株式会社三井住友銀行公共・金融法

人部部長） 

松山 康二（公認会計士、税理士） 

会計監査人 １（０）人 和氣 大輔（公認会計士、税理士） 

合 計 ２８（４）人  

 

 名誉理事長  井村 裕夫（神戸医療産業都市推進協議会会長） 

顧  問   齋藤 元彦（兵庫県知事） 

寺田 雅昭（国立研究開発法人国立がん研究センター名誉総長） 

・久元 喜造（神戸市長） 
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○職員数 

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

２７９人 １１人 １人 ７人 ２９８人 
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〔事業内容〕 

１．先端医療研究センター 

（１）免疫医療研究の推進 

（２）神経変性疾患研究の推進 

（３）脳血管再生及び脳梗塞治療法開発研究の推進 

（４）血液・腫瘍研究の推進 

（５）感染症制御研究の推進 

（６）動物実験施設利用運営 

２．医療イノベーション推進センター 

（１）国内外の新たなシーズの開発支援 

（２）治験・臨床研究の推進・管理 

（３）新規事業の開発 

（４）再生医療等製品の製造・品質管理の実施及び実施支援 

（５）新規再生医療等製品の基礎研究と開発 

３．細胞療法研究開発センター 

（１）細胞製造業務を複数の企業等から受託するためのパイプラインの確立 

（２）細胞製造企業への施設保全業務の拡充 

（３）国・企業からの前臨床試験の受託事業の確保 

（４）細胞製造、CPCに係る開発・事業化等支援の仕組みづくり 

４．クラスター推進センター 

（１）産学官医連携の促進によるオープンイノベーションの推進 

（２）国際展開の推進 

（３）地元中小企業・神戸医療産業都市進出企業に対する事業化支援 

（４）研究・操業環境の充実 
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〔事務分掌〕 
 

部・室 課 所管する事務 

監査室 機構の事務及び財務監査に関すること 
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〔管理職員一覧〕 

 

○監査室 

役職名 氏 名 電話番号 

監査室長 ◦ 村上 雅義（兼務） ℡（078）306-1700 

参事 ・永田 章彦（兼務） ℡（078）306-1700 

主幹 ・梶内 慶一（兼務） ℡（078）306-1700 

主幹 ・阿江 亨（兼務） ℡（078）306-0806 

 主幹 楓 穣（兼務） ℡（078）306-0798 

  主査 藏本 弘美（兼務） ℡（078）306-0798 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

経営企画部 

総務人事課 機構の庶務及び人事に関すること等 

企画財務課 
機構で実施するプロジェクトの企画に関するこ

と等 

広報戦略課 
機構及び神戸医療産業都市の広報及び取材に関

すること等 

施設管理課 
機構の施設管理における総合調整に関すること

等 

倫理安全管理課 
機構の研究・事業に係る倫理性・科学性・安全性

等に関すること等 

IBRI事業推進課 

機構の公的研究費の総括管理並びに先端医療研

究センターに係る調整、契約、執行管理、検査及

び共用機器室の管理等に関すること等 

TRI事業推進課 
医療イノベーション推進センターに係る調整、契

約、執行管理及び検査等に関すること等 

RDC事業推進課 
細胞療法研究開発センターに係る調整、契約、執

行管理及び検査等に関すること等 

再生室事業推進

課 

再生医療製品開発室に係る調整、契約、執行管理

及び検査等に関すること等 

 

（　11　）



〔管理職員一覧〕 

 

○経営企画部 

役職名 氏 名 電話番号 

経営企画部長 

（広報戦略課長事務取扱） 
・永田 章彦（兼務） ℡（078）306-1700 

参事 ・花谷 忠昭（兼務） ℡（078）306-0719 

参事 千田 道雄 ℡（078）306-1700 

総務人事課長 ・梶内 慶一 ℡（078）306-1700 

主幹 入倉 潔 ℡（078）306-1700 

  課長代理（総務担当） 藤田 大介 ℡（078）306-1700 

  課長代理（人事担当） ・川原 惇史 ℡（078）306-1709 

企画財務課長 ・阿江 亨 ℡（078）306-0806 

主幹（ICTソリューション担当） 里村 尚 ℡（078）306-0703 

主幹（知財担当） 今野 保彦 ℡（078）306-0806 

 課長代理（財務担当） ・福本 麻人 ℡（078）306-0716 

課長代理（企画担当） ・森口 大輔（兼務） ℡（078）306-0806 

 課長代理 

（ファンドレイジング担当） 
 太田 乃輔 ℡（078）306-0806 

広報戦略課課長代理 ・森口 大輔 ℡（078）306-2231 

課長代理  天辰 香織 ℡（078）306-2231 

 課長代理  太田 乃輔（兼務） ℡（078）306-0806 

施設管理課長 ◦ 上田 剛弘 ℡（078）306-3666 

課長代理 浦田 智弥 ℡（078）306-3666 

倫理安全管理課長 楓 穣 ℡（078）306-0798 

主幹（安全管理担当） 本間 誠 ℡（078）306-0798 

主幹 若菜 茂晴（兼務） ℡（078）306-5014 

 課長代理 藏本 弘美 ℡（078）306-0798 

IBRI事業推進課長 清水 良雄 ℡（078）306-0708 

 課長代理 閑野 篤信 ℡（078）306-0708 

TRI事業推進課長 植松 雅人 ℡（078）306-3680 

 課長代理 久保 由美 ℡（078）306-3680 

RDC事業推進課長 林 直哉 ℡（078）306-3650 

主幹（課長代理事務取扱） 永藤 潤一 ℡（078）306-3650 

再生室事業推進課長 植松 雅人（兼務） ℡（078）306-3506 

 課長代理 久保 由美（兼務） ℡（078）306-3506 
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〔事務分掌〕 

 

（先端医療研究センター） 

部・室 課 所管する事務 

免疫機構研究部 免疫に関連する研究開発に関すること 

神経変性疾患研究部 神経変性疾患に関連する研究開発に関すること 

脳循環代謝研究部 脳循環代謝に関連する研究開発に関すること 

血液・腫瘍研究部 血液・腫瘍に関連する研究開発に関すること 

感染症制御研究部 感染症制御に関連する研究開発に関すること 

臨床研究部 臨床研究・開発に関すること 
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〔管理職員一覧〕 

 

○先端医療研究センター 

役職名 氏 名 電話番号 

先端医療研究センター長   北村 俊雄 ℡（078）306-1700 

 

 

○免疫機構研究部 

役職名 氏 名 電話番号 

免疫機構研究部長 太田 明夫 ℡（078）306-1716 

主任技術員 岡田 美和 ℡（078）306-1716 

 

 

○神経変性疾患研究部 

役職名 氏 名 電話番号 

神経変性疾患研究部長 星 美奈子 ℡（078）303-3684 

  主任研究員 笹原 智也 ℡（078）303-3684 

 

 

○脳循環代謝研究部 

役職名 氏 名 電話番号 

脳循環代謝研究部長   田口 明彦 ℡（078）304-5772 

 

 

○血液・腫瘍研究部 

役職名 氏 名 電話番号 

血液・腫瘍研究部長   井上 大地 ℡（078）515-6228 

主任研究員   西村 耕太郎 ℡（078）515-6228 

 

 

○感染症制御研究部 

役職名 氏 名 電話番号 

感染症制御研究部長 村松 正道 ℡（078）306-1700 

 主任研究員 塩田 智之 ℡（078）306-1700 

 

 

○臨床研究部 

役職名 氏 名 電話番号 

臨床研究部長 大村 浩一郎 ℡（078）306-1700 

上席研究員 山﨑 博司 ℡（078）306-1700 
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〔事務分掌〕 

 

（先端医療研究センター） 

部・室 課 所管する事務 

動物実験飼育施設 実験動物の実験、飼育、施設に関すること 

アカデミア連携部 他研究機関との連携に関すること 
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〔管理職員一覧〕 

 

○動物実験飼育施設 

役職名 氏 名 電話番号 

動物実験飼育施設長 若菜 茂晴 ℡（078）306-5014 

 管理者 田熊 究一 ℡（078）306-5014 
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〔事務分掌〕 

 
（医療イノベーション推進センター） 

部・室 課 所管する事務 

― 

医療開発研究 

グループ 

各プロジェクトに対する医学的判断・助言・支援、

開発薬事業務の推進・臨床開発戦略の立案に関す

ること 

スタディ 

マネジメント 

グループ 

臨床研究の実施支援、進捗管理、臨床試験の事務

に関すること 

モニタリング 

グループ 
臨床研究のモニタリング業務に関すること 

事業開発 

グループ 

医療開発の支援、及び医療イノベーション推進セ

ンターの知的財産管理に関すること 
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〔管理職員一覧〕 

 

○医療イノベーション推進センター 

役職名 氏 名 電話番号 

医療イノベーション推進センター長（医

療開発研究グループグループリーダー

事務取扱） 

 川本 篤彦 ℡（078）304-5772 

センター長補佐（医学統計グループグ

ループリーダー事務取扱） 
 鍵村 達夫 ℡（078）303-9106 

医療開発研究グループサブグルー

プリーダー（メディサイエンスチー

ム担当） 

金田 秀昭 ℡（078）303-9103 

サブグループリーダー（クリニカ

ルオペレーションチーム担当） 
関 哲郎 ℡（078）303-9103 

サブグループリーダー（レギュラ

トリーサイエンスチーム担当） 
藤田 靖之 ℡（078）303-9103 

サブグループリーダー 

（技術開発チーム担当） 
藤田 靖之（兼務） ℡（078）303-9103 

クリニカルオペレーションチー

ムサブチームリーダー 
萩森 奈央子 ℡（078）303-9103 

技術開発チームサブチームリー

ダー 
  谷 歩美 ℡（078）303-9103 

スタディマネジメントグループグ

ループリーダー（スタディオフィス

チームチームリーダー事務取扱） 

中川 聡史 ℡（078）303-9108 

スタディマネジメントチームチ

ームリーダー 
西 正統 ℡（078）304-9108 

スタディオフィスチームサブチ

ームリーダー 
奥田 章雄（兼務） ℡（078）304-9108 

モニタリンググループグループリ

ーダー 
赤井 奈都 ℡（078）303-9104 

モニタリングチームチームリー

ダー 
  林 千尋 ℡（078）303-9104 

メディカルモニタリングチーム

チームリーダー 
金田 秀昭（兼務） ℡（078）303-9103 

事業開発グループグループリーダ

ー 
山口 頂 ℡（078）306-1015 

事業開発チームチームリーダー 尾前 薫 ℡（078）303-9103 

法務・知財チームチームリーダー 安藤 公祐 ℡（078）303-9103 

研究相談チームチームリーダー 小島 伸介 ℡（078）303-9103 
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〔事務分掌〕 

 
（医療イノベーション推進センター） 

部・室 課 所管する事務 

― 

医学統計 

グループ 

臨床研究における統計解析、医学統計手法の開発

と適応に関すること 

データ 

サイエンス 

グループ 

臨床研究のデータマネジメント業務の計画・実施、

臨床研究データの品質管理体制の確保と改善に関

すること 

デジタルイノベ

ーショングルー

プ 

医療イノベーション推進センターのＩＴ戦略、情

報・ナレッジ共有のための電子化・標準化の推進

に関すること 

再生医療製品開発室 再生医療製品開発に関すること 
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〔管理職員一覧〕 

 

○医療イノベーション推進センター 

役職名 氏 名 電話番号 

医学統計グループ統計解析プロ

グラムチームチームリーダー 
岡田 悠 ℡（078）303-9107 

データサイエンスグループグルー

プリーダー（データクオリティマネ

ジメントチームチームリーダー事

務取扱） 

宇野 恵美子 ℡（078）303-9106 

クリニカルデータマネジメント

チームチームリーダー 
吉村 一榮 ℡（078）303-9106 

テクニカルデータマネジメント

チームチームリーダー 
小川 良太 ℡（078）303-9106 

デジタルイノベーショングループ

サブグループリーダー 
中川 智史 ℡（078）304-5251 

システム開発チームチームリー

ダー 
佐々木 玄磨 ℡（078）304-5251 

 

○再生医療製品開発室 

役職名 氏 名 電話番号 

再生医療製品開発室長 郷 正博 ℡（078）306-0390 

CMCマネージャー 朝田 晃一 ℡（078）306-0390 
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〔事務分掌〕 

 
（細胞療法研究開発センター） 

部・室 課 所管する事務 

― 

プロジェクト 

マネジメント 

グループ 

国内外における細胞製造事業化のための細胞製造

施設（CPC）のコンサル、薬事開発、共同研究、受

託事業の推進・実行に関すること 

KCMI事業推進

グループ 

神戸医療イノベーションセンター（KCMI）の細胞

製造施設（CPC）にて実施する受託事業等の推進・

実行・管理に関すること 

CPC管理 

グループ 
細胞製造施設（CPC）の管理に関すること等 

研究・細胞評価

グループ 

細胞の検査及び機能評価、細胞安全性評価のため

の各種前臨床試験に関すること等 
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〔管理職員一覧〕 

 

○細胞療法研究開発センター 

役職名 氏 名 電話番号 

細胞療法研究開発センター長（CPC管理

グループグループリーダー事務取扱） 
川真田 伸 ℡（078）306-0680 

プロジェクトマネジメントグルー

プグループリーダー 
肱岡 孝篤 ℡（078）306-5088 

サブグループリーダー 

（情報統括担当） 
馬場 正弥 ℡（078）306-2105 

サブグループリーダー（総務担当） 深津 考司 ℡（078）306-2105 

サブグループリーダー（ＩＴ担当） 松田 誠 ℡（078）306-2069 

サブグループリーダー 

（ファイナンス担当） 
山口 一（兼務） ℡（078）306-2067 

ＩＴチームチームリーダー 岡本 将彦 ℡（078）306-2069 

渉外チームチームリーダー 片田野 堅司 ℡（078）306-5230 

KCMI 事業推進グループグループリ

ーダー 
肱岡 孝篤（兼務） ℡（078）306-5088 

サブグループリーダー 

（品質管理、衛生担当） 
鹿村 真之 ℡（078）515-6126 

サブグループリーダー（製造担当） 久保 雄昭 ℡（078）306-5230 

サブグループリーダー 

（エンジニアリング担当） 
鈴木 啓一 ℡（078）515-6130 

品質保証チームチームリーダー 鶴崎 昌美 ℡（078）515-6127 

衛生チームチームリーダー 近藤 恵子 ℡（078）515-6127 

製造チームチームリーダー 安井 美加（兼務） ℡（078）306-2067 

エンジニアリングチームチーム

リーダー 
松本 英男 ℡（078）306-2069 

CPC 管理グループサブグループリ

ーダー（品質保証担当） 
山﨑 籍子 ℡（078）306-2069 

CPC管理チームチームリーダー 小野 裕二 ℡（078）306-2014 

CPC 支援サービスチームチーム

リーダー 
小野 裕二（兼務） ℡（078）306-2014 

研究・細胞評価グループグループリ

ーダー 
山本 貴子 ℡（078）306-2067 

サブグループリーダー 

（細胞評価担当） 
鹿村 真之（兼務） ℡（078）515-6126 
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〔事務分掌〕 

 
（細胞療法研究開発センター） 

部・室 課 所管する事務 

CMO 

ディビジョン 

事業推進 

グループ 

CMOディビジョンの事業企画、契約・経理・人事・

庶務等に関すること 

品質保証 

グループ 
細胞製剤の品質保証に関すること 

品質管理 

グループ 
細胞製剤の品質検査に関すること 

細胞製造 

グループ 
細胞製剤の製造業務に関すること 

サプライチェー

ングループ 

生産計画、購買、輸入・通関、在庫・物流管理等に

関すること 

 

  

（　23　）



〔管理職員一覧〕 

 

○CMOディビジョン 

役職名 氏 名 電話番号 

CMOディビジョン事業統括（事業推進

グループグループリーダー事務取扱） 
川真田 伸（兼務） ℡（078）306-0680 

事業統括補佐 山口 一 ℡（078）306-2067 

事業推進グループサブグループグ

ループリーダー（情報統括担当） 
馬場 正弥（兼務） ℡（078）306-2105 

サブグループリーダー 

（ファイナンス担当） 
山口 一（兼務） ℡（078）306-2067 

サブグループリーダー（ＢＯ担当） 南 奈永子 ℡（078）306-2069 

サブグループリーダー（人事担当） 門田 高明 ℡（078）306-2069 

  サブグループリーダー（ＩＴ担当） 松田 誠（兼務） ℡（078）306-2069 

ＩＴチームチームリーダー 岡本 将彦（兼務） ℡（078）306-2069 

品質保証グループグループリーダ

ー 
小林 一幸 ℡（078）306-2075 

グループリーダー 中山 利明 ℡（078）306-2075 

サブグループリーダー 鈴木 啓一（兼務） ℡（078）515-6130 

ラボ管理・サポートチームチーム

リーダー 
仲野 司（兼務） ℡（078）306-2067 

品質管理グループグループリーダ

ー 
藤本 聡 ℡（078）306-2067 

微生物チームチームリーダー 仲野 司 ℡（078）306-2067 

受入チームチームリーダー 仲野 司（兼務） ℡（078）306-2067 

細胞製造グループグループリーダ

ー 
村上 真史 ℡（078）306-2067 

製造チームチームリーダー 後瀬 伸大 ℡（078）306-2067 

サブチームリーダー 

（製造管理担当） 
谷本 雅史 ℡（078）306-2067 

サブチームリーダー 

（文章・batch管理担当） 
安井 美加 ℡（078）306-2067 

教育チームチームリーダー 後瀬 伸大（兼務） ℡（078）306-2067 

  サブチームリーダー 筒井 要 ℡（078）306-2067 

サプライチェーングループグルー

プリーダー 
上田 保通 ℡（078）306-2069 

サブグループリーダー 松田 誠（兼務） ℡（078）306-2069 

  ロジスティックスチームチーム

リーダー 
土生 幸一 ℡（078）306-2069 
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〔事務分掌〕 

 
（細胞療法研究開発センター） 

部・室 課 所管する事務 

CMO 

ディビジョン 

エンジニアリン

ググループ 
施設、機器の管理に関すること 
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〔管理職員一覧〕 

 

○CMOディビジョン 

役職名 氏 名 電話番号 

エンジニアリンググループグルー

プリーダー 
荒木 康弘 ℡（078）306-2067 

エンジニアリグチームチームリ

ーダー 
松本 英男（兼務） ℡（078）306-2067 
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〔事務分掌〕 

 

（クラスター推進センター） 

部・室 課 所管する事務 

― 

事業推進課 

クラスター推進センターで行うプロジェクト事業

（都市運営課に係る事業除く）に係る調整、 

契約、執行管理及び検査等に関すること等 

都市運営課 神戸医療産業都市の都市運営に関すること等 

医療機器 

グループ 

医療機器分野における産官学医連携の促進による

オープンイノベーションの推進、国際展開の推進、

地元中小企業及び神戸医療産業都市進出企業に対

する事業化支援に関すること等 

創業・バイオ 

グループ 

創薬・バイオ分野における産官学医連携の促進に

よるオープンイノベーションの推進、国際展開の

推進、地元中小企業及び神戸医療産業都市進出企

業に対する事業化支援に関すること等 

ヘルスケア 

グループ 

ヘルスケア分野における産官学医連携の促進によ

るオープンイノベーションの推進、国際展開の推

進、地元中小企業及び神戸医療産業都市進出企業

に対する事業化支援に関すること等 

スタートアップ

グループ 

スタートアップ分野における産官学医連携の促進

によるオープンイノベーションの推進、国際展開

の推進、地元中小企業及び神戸医療産業都市進出

企業に対する事業化支援に関すること等 

連携促進 

グループ 

各分野（医療機器、創薬・バイオ、ヘルスケア、ス

タートアップ）の連携促進に関すること 
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〔管理職員一覧〕 

 

○クラスター推進センター 

役職名 氏 名 電話番号 

クラスター推進センター統括監 ・花谷 忠昭 ℡（078）306-0719 

次長 ・永田 章彦（兼務） ℡（078）306-1700 

首席専門役（スタートアップグル

ープグループリーダー事務取扱） 
野口 毅 ℡（078）306-0719 

客員部長 岡村 智教 ℡（078）306-1700 

客員部長 平松 隆司 ℡（078）306-0719 

  事業推進課長 ・山本 のぞみ ℡（078）306-0719 

    課長代理 ・関口 直樹 ℡（078）306-0719 

    課長代理 ・稲葉 彩佳 ℡（078）306-0719 

都市運営課長 ・益谷 佳幸 ℡（078）306-2230 

    課長代理 ・松浦 亮太 ℡（078）306-2230 

  調査役  川村 久仁子 ℡（078）306-2230 

医療機器グループグループリー

ダー 
安田 匡範 ℡（078）306-0719 

専門役 東 正秀 ℡（078）306-0719 

創薬・バイオグループグループ

リーダー 
岩崎 麻美 ℡（078）306-0719 

  調査役 伊藤 紗織 ℡（078）306-0719 

  調査役 笹山 美紀子 ℡（078）306-0719 

 調査役 渡邉 恭子 ℡（078）306-0719 

ヘルスケアグループグループリ

ーダー 
松原 正 ℡（078）306-0719 

  調査役 石田 香織 ℡（078）306-0719 

スタートアップグループ専門役 笹山 淑弘（兼務） ℡（078）306-0719 

  調査役 小林 圭以子 ℡（078）306-0719 

連携促進グループグループリー

ダー 
笹山 淑弘 ℡（078）306-0719 

調査役 川村 久仁子（兼務） ℡（078）306-0719 

調査役 伊藤 紗織（兼務） ℡（078）306-0719 

調査役 渡邉 恭子（兼務） ℡（078）306-0719 
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公益財団法人  計算科学振興財団 企画調整局 

〔住 所〕 〒650-0047 

神戸市中央区港島南町７丁目１番 28号 

計算科学センタービル１階 

〔電 話〕０７８（５９９）５０２０ 

〔ＦＡＸ〕０７８（３０３）５６１１ 

〔ホームページアドレス〕 https://www.j-focus.or.jp/ 

〔設立年月日〕 

平成 20年１月 22日 

〔基本財産〕 

101,000千円（本市出捐  50,000千円 49.50％） 

〔設立目的〕 

 スーパーコンピュータの活用による研究開発、スーパーコンピュータの産業利用及び普及啓

発に関する事業を行うことにより、富岳を中核とする計算科学の研究教育拠点を形成するとと

もに、計算科学分野の振興と産業経済の発展に寄与することを目的とする。 

〔主務官庁〕   ―  

〔市所管課・連絡先〕 

企画調整局医療・新産業本部医療産業都市部推進課 

０７８（３２２）６５６９ 

 

 

〔執行体制〕 

 
○評議員・理事・監事数 （ ）内は常勤の数で内数 

役職名 人 数 氏 名 

評議員 ７（０）人 太田 勲（公立大学法人兵庫県立大学学長）       

河田 惠昭（人と防災未来センターセンター長） 

金花 芳則 

（公益社団法人関西経済連合会副会長） 

杉本 直己（甲南大学先端生命工学研究所所長） 

平尾 公彦 

（公益財団法人ひょうご科学技術協会理事長） 

藤澤 正人（国立大学法人神戸大学学長） 

本庶 佑（公益財団法人神戸医療産業都市推進機

構理事長） 

理事長 １（０）人 秋山 喜久（関西広域連合協議会会長） 

副理事長 １（０）人 
 坂田 東一（一般財団法人日本宇宙フォーラム理

事長/兵庫県参与） 

専務理事 １（１）人  上村 政弘 

常務理事 

（事務局長兼務） 
１（１）人 ・末久 広朗（神戸市企画調整局担当課長） 

理事 

 

 

 

 

９（０）人 緒方 隆昌 

（公益財団法人新産業創造研究機構専務理事） 

加藤 千幸（国立大学法人東京大学生産技術研究

所革新的シミュレーション研究センターセンタ

ー長） 
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理事 富田 浩文 

（一般社団法人 HPCIコンソーシアム理事長） 

野島 学 

（公益社団法人関西経済連合会理事・産業部長） 

・藤原 政幸 

（神戸市企画調整局医療・新産業本部長） 

松岡 聡（国立研究開発法人理化学研究所計算科

学研究センターセンター長） 

宮口 美範（兵庫県産業労働部次長） 

森地 高文（神戸商工会議所副会頭） 

横川 三津夫（神戸大学統合研究拠点・副拠点長

（国立大学法人神戸大学大学院システム情報学

研究科・教授）） 

監事 ２（０）人 関口 幸明（神戸商工会議所理事・事務局長） 

村上 純二（公認会計士、税理士） 

合 計 ２２（２）人  

 

顧  問   今井 敬（日本製鉄株式会社名誉会長） 

       齋藤 元彦（兵庫県知事） 

       ・久元 喜造（神戸市長）         

 

 

○職員数 

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

０人 ２人 １人 １９人 ２２人 

 

 

 

〔事業内容〕 

１．「富岳」をはじめとするスーパーコンピュータの産業利用の促進 

２．シミュレーション技術の普及による産業活性化 

３．普及・啓発活動 

４．高度計算科学研究支援センターの管理・運営 

５．「富岳」の活用による研究開発の促進 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

総務グループ 

理事会・評議員会、財団庶務、人事・労務管理、

予算・決算及び会計、給与管理、財産・物品管理、

法務・財務・コンプライアンス等、高度計算科学

研究支援センターの管理運営、情報システムの更

新・管理運営、アクセスポイント神戸の運営、国・

理研・登録機関 HPCIコンソーシアムとの調整  

普及促進グループ 

普及啓発事業、セミナー開催や展示会出展の企画

運営、FOCUS スパコンの需要開拓、HPCI の産業利

用促進、産業用スパコン利用相談センター                 

の運営、賛助会員交流会、分散コンピュータ博物

館の運営、HPCI運営委託事業の実施 

運用グループ 
FOCUSスパコンの保守・維持管理・運用・利用支援、

賛助会員制度 

人材開発グループ 

スーパーコンピュータを活用可能なシミュレーシ

ョン技術者及びＡＩ関連技術者の育成及び講習会

の運営、「富岳」利用に向けた講習会の運営、ＡＩ

等活用促進事業、内閣府・地方創生推進交付金事

業の推進、国・兵庫県・神戸市との連携プロジェ

クト企画・推進 

研究部門 

研究計画の立案・実施・研究成果の公表、研究機

関運営事務、FOCUSスパコンの共用等産業利用推進

事業の推進、COE事業・理化学研究所への研究助成 
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〔管理職員一覧〕 

 

○総務グループ 

役職名 氏 名 電話番号 

総務グループ長  安竹 素之 ℡（078）599-5020 

担当課長  福岡 ひとみ ℡（078）599-5020 

担当課長 ◦ 川並 肇 ℡（078）599-5020 

担当課長 山口 三恵子 ℡（078）599-5020 

担当課長 ・早見 雅城 ℡（078）599-5023 

 

 

○普及促進グループ 

役職名 氏 名 電話番号 

普及促進グループ長 

産業用スパコン利用相談センタ

ー長 

中谷 景一 ℡（078）599-5024 

担当課長 髙橋 太一  ℡（078）599-5024 

 

 

○運用グループ 

役職名 氏 名 電話番号 

運用グループ長 安竹 素之（兼務） ℡（078）599-5020 

担当課長 滝口 吉樹 ℡（078）599-5936 

 

 

○人材開発グループ 

役職名 氏 名 電話番号 

人材開発グループ長 高原 浩志 ℡（078）599-5038 

担当課長 三輪 英史 ℡（078）599-5038 

担当課長 坂倉 耕太 ℡（078）599-5038 

 

 

○研究部門 

役職名 氏 名 電話番号 

研究部門長 高原 浩志（兼務） ℡（078）599-5038 

主任研究員  西川 武志（兼務） ℡（078）599-5026 

担当課長 滝口 吉樹（兼務） ℡（078）599-5936 

共用専門員 西川 武志 ℡（078）599-5026 
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神戸都市振興サービス株式会社 企画調整局 

〔住 所〕 〒650-0047 

神戸市中央区港島南町２丁目２番地２ 

〔電 話〕０７８（３０６）２５４０ 

〔ＦＡＸ〕０７８（３０６）２５３９ 

〔ホームページアドレス〕 https://www.kups.jp/ 

〔設立年月日〕 

昭和 55年８月 21日 

〔資本金〕 

100,000千円（令和４年２月減資） 

減資前 14,470,000千円（本市出資 5,400,000千円 37.3％） 

〔設立目的〕 

神戸医療産業都市において、医療、バイオ分野等の新規事業の創出を支援するため、中核施

設を整備するとともに施設の管理・運営を行い、良質な研究環境を提供する。また、医療関連

の研究・開発における側面的支援策を展開する。 

〔主務官庁〕 ― 

〔市所管課・連絡先〕 

 企画調整局医療・新産業本部医療産業都市部 

 ０７８（３２２）６３７４ 

 

 

〔執行体制〕 

 
○役員数等 （ ）内は常勤役員数で内数 

役職名 人 数 氏 名 

代表取締役社長 １（１）人 ◦ 長谷川 達也 

代表取締役常務 １（１）人 ・上原 一仁（神戸市企画調整局担当部長） 

取締役 ４（０）人 ・辻󠄀 英之（神戸市企画調整局長） 

西口 基之（神戸商工会議所地域政策部長） 

・藤原 政幸 

 （神戸市企画調整局医療・新産業本部長） 

村上 雅義（公益財団法人神戸医療産業都市推進

機構代表理事兼専務理事） 

監査役 ３（１）人 ◦ 佐藤 一郎（常勤） 

 酒井 俊（株式会社三井住友銀行公務法人営業第

二部副部長） 

藤原 正廣（弁護士） 

会計監査人 １（０）人 若松 尚也（公認会計士、税理士） 

合 計 １０（３）人  
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○職員数 

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

３人 ５人 ９人 ２人 １９人 

 

 

 

 

〔事業内容〕 

１．先端医療センター 

２．神戸バイオメディカル創造センター 

３．神戸アイセンター  

４．クリエイティブラボ神戸 

５．神戸 MI R＆Dセンタービル（理化学研究所生命機能科学研究センター） 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

総務部 

総務部参事（経営

企画担当部長） 

経営計画の企画・改定及び新規事業の企画・立案

（主）、運営課事務の総括 

総務部参事 

株主総会、取締役会、監査役会、人事給与、コン

プライアンス、内部統制、会社規則等、委託等審

査委員会、工事発注業務、契約監理事務、その他

総務事務 

総務課 

予算・決算、資金計画、税務、出納事務、請求事 

務、会計士監査、管理者業務（経理）、その他経理 

事務、ホームページ 

運営課 

テナント間の連絡調整、テナント誘致、契約（賃 

貸借・リース）、現預金管理、駐車場管理、管理者 

業務（規定類・契約関係の整備を含む）、広報、そ

の他施設運営に関する事務 

技術部 

技術課 

先端医療センター・神戸バイオメディカル創造セ

ンター・神戸アイセンター・クリエイティブラボ

神戸・神戸医療イノベーションセンターの施設の

修繕及びテナント工事の調整、その他建築に関す

る事務 

設備第１課 

先端医療センター・神戸バイオメディカル創造セ

ンター・神戸アイセンター・クリエイティブラボ

神戸・神戸医療イノベーションセンターの修繕等

の実施、新規事業計画 

設備第２課 
神戸バイオメディカル創造センターの施設管理業

務・修繕等の実施 
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〔管理職員一覧〕 

 

○参与 

役職名 氏 名 電話番号 

細胞培養施設アドバイザー 川真田 伸 ― 

 

 

○総務部 

役職名 氏 名 電話番号 

総務部長 ・上原 一仁（兼務） ℡（078）306-2540 

総務部参事 ◦ 小泉 外茂男 ℡（078）306-2540 

経営企画担当部長 ◦ 小泉 外茂男（兼務） ℡（078）306-2540 

総務部参事 ◦ 岸田 正則 ℡（078）306-2540 

総務課長 ・苗村 雅樹 ℡（078）306-2540 

運営課長 *八田 正樹 ℡（078）306-2540 

監査担当課長 ◦ 岸田 正則（兼務） ℡（078）306-2540 

 

 

○技術部 

役職名 氏 名 電話番号 

技術部長 ・亀井 浩司 ℡（078）306-2542 

技術部参事（技術課長事務取扱） ◦ 井垣 昭人 ℡（078）306-2542 

設備第１課担当課長 ・高田 淳 ℡（078）306-2542 

設備第１課担当課長 ・永田 雅也 ℡（078）306-2542 

設備第１課担当課長 ・嶋井 康博 ℡（078）306-2542 

設備第１課担当課長 *笠井 俊 ℡（078）306-2542 

設備第１課担当課長 ◦ 山際 伸一 ℡（078）306-2542 

設備第１課担当課長 ◦ 国光 幹生 ℡（078）306-2542 

設備第１課担当課長代理 串崎 輝幸 ℡（078）306-2542 

設備第１課担当課長代理   乾 嘉男 ℡（078）306-2542 

設備第２課担当課長 ◦ 尾崎 正晴 ℡（078）306-2542 

設備第２課担当課長 ◦ 山根 隆明 ℡（078）306-2542 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

CPC管理運営部 CPC管理運営部の管理運営 
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〔管理職員一覧〕 

○CPC管理運営部

役職名 氏 名 電話番号 

CPC管理運営部長 ・上原 一仁（兼務） ℡（078）306-2540 

運営担当部長 ◦ 小泉 外茂男（兼務） ℡（078）306-2540 

運営担当課長 *八田 正樹（兼務） ℡（078）306-2540 

設備担当部長 ・亀井 浩司（兼務） ℡（078）306-2542 

設備担当課長 ・嶋井 康博（兼務） ℡（078）306-2542 

設備担当課長代理   串崎 輝幸（兼務） ℡（078）306-2542 

建築担当部長 ◦ 井垣 昭人（兼務） ℡（078）306-2542 
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公益財団法人 神戸市スポーツ協会 文化スポーツ局 

〔住 所〕 〒651-0083 

神戸市中央区浜辺通５丁目１番 14号 

神戸商工貿易センタービル 10階 

〔電 話〕０７８（２２１）３５５５ 

〔ＦＡＸ〕０７８（２２１）３５５８ 

〔ホームページアドレス〕 https://www.kobe-spokyo.jp/spokyo/ 

〔設立年月日〕 

平成２年４月１日設立 

令和元年７月１日名称変更 

〔基本財産〕 

200,000千円（本市出捐 175,000千円 87.5％） 

〔設立目的〕 

すべての人々が生涯にわたってスポーツに親しみ、健康づくりができるスポーツ社会を基本

理念に、本市におけるスポーツの普及及び競技力の向上を図るとともに、教育・健康増進に関

する事業を行い、もって市民の健全な心身の発達及び保持に寄与することを目的とする。 

〔主務官庁〕 ― 

〔市所管課・連絡先〕 

文化スポーツ局スポーツ企画課 

０７８（３２２）６７６５ 

〔執行体制〕 

○評議員・理事・監事数 （ ）内は常勤役員数で内数

役職名 人 数 氏 名 

評議員 １４（０）人 阿部 雅隆（神戸柔道協会副会長兼理事長） 

伊藤 紀美子（田嶋株式会社代表取締役社長） 

・加藤 久雄（神戸市文化スポーツ局長）

神木 哲男（国立大学法人神戸大学名誉教授）

岸本 洋子（弁護士）

阪本 正彦（神戸市レクリエーション協会会長）

鈴木 信子（神戸市スケート協会会長）

陳 友昱（株式会社神戸新聞社運動部長）

中田 進（神戸総合型地域スポーツクラブ全市連

絡協議会会長）

南平 榮一（NPO法人こうべユースネット顧問）

平野 直美

（神戸女子短期大学食物栄養学科教授）

松本 周二（神戸軟式野球協会会長）

森田 祐子

（一般社団法人神戸市婦人団体協議会副会長）

森本 茂夫（神戸市バスケットボール協会会長）

会長 １（０）人 國井 総一郎（株式会社ノーリツ会長） 

会長代行兼副会長 １（１）人 ◦ 広瀬 朋義
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副会長 １（０）人 沼田 伸彦（株式会社サンテレビジョン顧問） 

常務理事 １（１）人 ・古田 隆（神戸市文化スポーツ局担当部長） 

理事 １３（０）人 川畑 龍雄（神戸市体操協会理事長） 

清見 昌功 

（一般社団法人神戸市サッカー協会専務理事） 

小林 祐梨子 

（一般社団法人日本パラ陸上競技連盟理事） 

坂元 美子（神戸女子大学健康福祉学部健康スポ

ーツ栄養学科准教授） 

田淵 治男（神戸バレーボール協会会長） 

常深 隼太郎 

（神戸市ラグビーフットボール協会副会長） 

中川 一穂（神戸市剣道連盟会長） 

新田 耕造（神戸市卓球協会会長） 

平川 和文（国立大学法人神戸大学名誉教授） 

藤江 久善（神戸市バドミントン協会会長） 

正木 一央（神戸市陸上競技協会副会長） 

森田 賢二 

（神戸市ソフトテニス連盟副会長兼理事長） 

山口 泰雄（国立大学法人神戸大学名誉教授）  

監事 ２（０）人 黒田 信男（兵庫県山岳連盟副会長） 

高橋 信雄（税理士） 

合 計 ３３（２）人  

 

顧  問   植月 正章（元公益財団法人神戸市スポーツ教育協会会長） 

澤松 忠幸（前公益財団法人神戸市スポーツ協会会長） 
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○職員数 

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

１４人 ４人 １６人 １５人 ４９人 
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〔事業内容〕 

１．市民スポーツ振興事業 

（１）市民スポーツ大会等開催事業 

（２）スポーツイベント支援事業 

（３）加盟団体等助成事業 

（４）その他スポーツ振興事業 

２．スポーツ・教育施設管理運営事業 

（１）指定管理施設運営事業 

（２）施設スポーツ振興事業 

（３）スポーツ教室等事業 

３．施設における附帯事業・駐車場運営事業 
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〔事務分掌〕 

 

課 係 所管する事務 

総務課 

総務係 

協会・課に属する庶務及び経理、協会内の連絡調

整及び事務改善、理事会・評議員会及び役員、諸

規程の制定及び改廃、人事・給与・研修及び福利

厚生、職員の公正な職務執行の確保、文書及び公

印、情報公開、事務室等の管理、経営の基本計画

の調査・企画及び調整、事業実施計画の調整、予

算及び決算、財産の管理及び資金の運用、支出審

査及び出納、経理事務の監査及び指導、他の課・

係及び事業所の所管に属さないこと 

企画係 

事業の調査・企画及び調整及び統計、指定管理事

業、管理施設に関する市・関係機関との連絡調整、

広報・情報提供、駐車場等収益事業の運営 

スポーツ振興課 

市民スポーツ係 

課に属する庶務、市・加盟団体及び関係諸団体と

の連絡調整、スポーツ大会・講習会等スポーツ事

業の実施及び援助、地域スポーツ及び生涯スポー

ツの普及振興及び援助、スポーツに関する調査研

究・啓発等、スポーツ協会表彰・スポーツ関係功

労者の表彰等、神戸マラソン支援、神戸レディー

スフットボールセンター、スポーツイベントの企

画・調査・誘致、誘致スポーツイベントの支援、

スポーツ関係諸団体との連絡調整、地域連携の推

進、スポーツイベント情報の収集・提供 

神戸レディース

フットボールセ

ンター 

神戸レディースフットボールセンターに属する庶

務、施設及び設備の管理、施設及び設備の使用許

可及び使用料の収納、スポーツ・レクリエーショ

ン等の普及振興 
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〔管理職員一覧〕 

 

○総務課 

役職名 氏 名 電話番号 

総務課長 ・岡田 敦 ℡（078）221-3555 

総務係長 ・宮路 和宏 ℡（078）221-3555 

企画係長 ・井戸 雅哉 ℡（078）221-3555 

担当係長 富山 雄作 ℡（078）221-3555 

担当係長 敦賀 孝一 ℡（078）221-3555 

 

 

○スポーツ振興課 

役職名 氏 名 電話番号 

スポーツ振興課長 ◦ 馳川 潤哉 ℡（078）261-3620 

市民スポーツ係長 ・幸福 新祐 ℡（078）261-3620 

担当係長 波多野 縁 ℡（078）261-3620 

担当係長 ◦ 進藤 幸生 ℡（078）261-3620 

神戸レディースフットボール

センター所長 
◦ 谷口 忠男 ℡（078）842-3370 
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〔事務分掌〕 

 

課 係 所管する事務 

王子スポーツセンター 

 

王子スポーツセンターに属する庶務、施設及び設

備の管理、施設及び設備の使用許可及び使用料の

収納、スポーツ・レクリエーション等の普及振興

のための事業の計画及び実施、行事・集会等の開

催の計画及び実施、付随する公園施設・その他付

帯設備等の管理、王子わんぱく遊園の管理 

ポートアイランドスポーツセンター 

ポートアイランドスポーツセンターに属する庶

務、施設及び設備の管理、施設及び設備の使用許

可及び使用料の収納、スポーツ・レクリエーショ

ン等の普及振興のための事業の計画及び実施、行

事・集会等の開催の計画及び実施 

ワールド記念ホール 

ワールド記念ホールに属する庶務、施設及び設備

の管理、施設及び設備の使用許可及び使用料収納、

スポーツ・レクリエーション等の普及振興のため

の事業の計画及び実施、行事・集会等の開催の計

画及び実施 

中央体育館 

中央体育館に属する庶務、施設及び設備の管理、

施設及び設備の使用許可及び使用料の収納、スポ

ーツ・レクリエーション等の普及振興のための事

業の計画及び実施、行事・集会等の開催の計画及

び実施、スポーツ医事 

東灘体育館 

東灘体育館に属する庶務、施設及び設備の管理、

施設及び設備の使用許可及び使用料の収納、スポ

ーツ・レクリエーション等の普及振興 

須磨体育館 

須磨体育館に属する庶務、施設及び設備の管理、

施設及び設備の使用許可及び使用料の収納、スポ

ーツ・レクリエーション等の普及振興 

垂水体育館 

垂水体育館に属する庶務、施設及び設備の管理、

施設及び設備の使用許可及び使用料の収納、スポ

ーツ・レクリエーション等の普及振興 

西体育館 

西体育館に属する庶務、施設及び設備の管理、施

設及び設備の使用許可及び使用料の収納、スポー

ツ・レクリエーション等の普及振興 
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〔管理職員一覧〕 

 

○王子スポーツセンター 

役職名 氏 名 電話番号 

王子スポーツセンター所長 ◦ 森安 尚夫 ℡（078）802-0223 

 副所長 ◦ 林 昌美 ℡（078）802-0223 

副所長 ◦ 太田 康美 ℡（078）802-0223 

 

 

○ポートアイランドスポーツセンター 

役職名 氏 名 電話番号 

ポートアイランドスポーツセン

ター所長 
◦ 東 洋昭 ℡（078）302-1031 

 副所長 ◦ 川脇 隆志 ℡（078）302-1031 

 

 

○ワールド記念ホール 

役職名 氏 名 電話番号 

ワールド記念ホール所長 ◦ 松本 秀彦 ℡（078）302-8781 

 

 

○体育館 

役職名 氏 名 電話番号 

中央体育館長 ◦ 有元 文祐 ℡（078）341-7971 

 副館長 大森 整 ℡（078）341-7971 

東灘体育館長 ◦ 金川 則雄 ℡（078）452-9279 

須磨体育館長 ◦ 田渕 誠 ℡（078）734-5588 

垂水体育館長 ◦ 森本 晃 ℡（078）751-0500 

西体育館長 ◦ 照喜名 悟 ℡（078）961-1381 
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〔事務分掌〕 

 

課 係 所管する事務 

生涯学習支援センター 

生涯学習支援センターに属する庶務、施設及び設

備の管理、施設及び付属設備等の使用許可及び使

用料の収納、生涯学習情報の収集・提供、学習相

談、地域の生涯学習グループづくり、生涯学習ネ

ットワーク推進事業、生涯学習ボランティアの活

性化事業、成人教育事業、高齢者学習センターの

運営   
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〔管理職員一覧〕 

 

○生涯学習支援センター 

役職名 氏 名 電話番号 

生涯学習支援センター長 ◦ 南馬 進 ℡（078）251-4731 

  副センター長 ◦ 増田 和幸  ℡（078）251-4731 
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公益財団法人  神戸市民文化振興財団 文化スポーツ局 

〔住 所〕 〒650-0017 

神戸市中央区楠町４丁目２番２号 

〔電 話〕０７８（３６１）７１０５ 

〔ＦＡＸ〕０７８（３５１）３１２１ 

〔ホームページアドレス〕 https://www.kobe-bunka.jp/ 

〔設立年月日〕 

昭和 57年 10月１日 

〔基本財産〕 

216,910千円（本市出捐 100,000千円 46.1％） 

〔設立目的〕 

神戸市民の文化活動の振興に資する事業を行い、もって個性豊かな魅力ある神戸文化の創造

に寄与することを目的とする。 

〔主務官庁〕 ― 

〔市所管課・連絡先〕 

文化スポーツ局文化交流課 

０７８（３２２）５１６５ 

 

 

〔執行体制〕 

 
○評議員・理事・監事数 （ ）内は常勤の数で内数 

役職名 人 数 氏 名 

評議員 ８（０）人 井上 和世（声楽家） 

加藤 隆久（神戸芸術文化会議議長） 

・加藤 久雄（神戸市文化スポーツ局長） 

佐藤 友美子 

（追手門学院大学地域創造学部教授） 

玉岡 かおる（作家） 

矢崎 和彦 

（株式会社フェリシモ代表取締役社長） 

山本 孝子 

（一般社団法人神戸市婦人団体協議会会長） 

山本 裕之 

（神戸親和女子大学発達教育学部教授） 

理事長 １（１）人 服部 孝司 

専務理事 １（１）人 ◦ 古川 厚夫 

常務理事 １（１）人 ・須藤 晃司（神戸市文化スポーツ局担当部長） 

理事 

 

 

 

 

７（０）人 伊藤 紀美子（田嶋株式会社代表取締役社長） 

大谷 燠（特定非営利活動法人 DANCE BOX代表） 

木田 聖子 

（株式会社チャイルドハート代表取締役社長） 
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理事 道満 雅彦 

（オリバーソース株式会社代表取締役社長） 

西上 三鶴 

（公益財団法人兵庫県芸術文化協会理事長） 

藤野 一夫（公立大学法人芸術文化観光専門職大

学副学長） 

宮本 慶子（兵庫県音楽活動推進会議代表） 

監事 ２（０）人 清水 好央（税理士） 

中嶋 展也（弁護士） 

合 計 ２０（３）人  

 

 

○職員数 

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

２７人 ５人 ３人 ７４人 １０９人 

※その他職員には（公財）神戸いきいき勤労財団からの出向者９人を含む。 

 

 

 

 

〔事業内容〕 

１．文化振興事業 

２．演奏事業 

３．神戸文化ホール事業 

４．神戸アートビレッジセンター事業 

５．文化センター事業 

６．文化振興に関する情報の発信事業 
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〔事務分掌〕 

 

 

部・室 課 所管する事務 

総務部 

総務課 
庶務、理事会、人事、給与、福利厚生、諸規程、

経理、出納、コンプライアンス、法務 

文化センター 

事務グループ 

文化センター会計事務の総括 

文化センター部 

文化センター 

事業課  

文化センターでのイベント・講座等事業の企画、

運営 

文化センター 

管理課 

文化センター及び神戸アートビレッジセンターの

管理業務の統括 

事業部 

営業企画課 財団及び財団主催事業の広報・営業活動 

文化ホール 

事業課 

神戸文化ホール主催公演の企画・実施 

演奏課 神戸市室内管弦楽団、神戸市混声合唱団の運営 

文化振興課 
市民文化振興事業、芸術文化鑑賞事業、文化情報

の発信 

管理部 
施設管理課 神戸文化ホールの管理業務の統括 

舞台課 舞台関係の施設及び設備の利用指導 
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〔管理職員一覧〕 

 

○総務部 

役職名 氏 名 電話番号 

総務部長（文化センター事務グ

ループ長事務取扱） 
・田中 智之 ℡（078）361-7194 

総務課長 ・今宮 湧志 ℡（078）361-7105 

 

○文化センター部 

役職名 氏 名 電話番号 

文化センター部長（文化センタ

ー事業課長事務取扱） 
堀 光男 ℡（078）381-5330 

文化センター管理課長 ◦ 藤田 幸俊 ℡（078）381-5807 

 

○事業部 

役職名 氏 名 電話番号 

事業部長 

（営業企画課長事務取扱） 
・今井 真 ℡（078）361-7241 

事業担当部長 岡野 亜紀子 ℡（078）361-7127 

 文化ホール事業課長 熊井 一記 ℡（078）361-7127 

演奏担当部長 森岡 めぐみ ℡（078）361-7241 

演奏課長 ・野間 智晴 ℡（078）361-7241 

演奏担当課長  柿塚 拓真 ℡（078）361-7241 

文化振興課長 ・山田 有紗 ℡（078）351-3597 

 

○管理部 

役職名 氏 名 電話番号 

管理部長 

（施設管理課長事務取扱） 
矢島 邦信 ℡（078）351-3594 

舞台課長 中野 賀寿夫 ℡（078）351-3294 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

神戸アートビレッジセンター 館の管理運営 

東灘区文化センター 館の管理運営 

灘区文化センター 館の管理運営 

中央区文化センター 館の管理運営 

兵庫区文化センター 館の管理運営 

北区文化センター 館の管理運営 

北神区文化センター 館の管理運営 

長田区文化センター 館の管理運営 
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〔管理職員一覧〕 

 

○神戸アートビレッジセンター 

役職名 氏 名 電話番号 

神戸アートビレッジセンター館長 大谷 燠（兼務） ℡（078）512-5500 

館長代理 ◦ 大谷 幸正 ℡（078）512-5500 

 

○東灘区文化センター 

役職名 氏 名 電話番号 

東灘区文化センター館長 飛屋 健司 ℡（078）822-8333 

 

○灘区文化センター 

役職名 氏 名 電話番号 

灘区文化センター館長 村上 利夫 ℡（078）841-1711 

 

○中央区文化センター 

役職名 氏 名 電話番号 

中央区文化センター館長 釘宮 佳子 ℡（078）351-2942 

 

○兵庫区文化センター 

役職名 氏 名 電話番号 

兵庫区文化センター館長 花木 英 ℡（078）576-0981 

 

○北区文化センター 

役職名 氏 名 電話番号 

北区文化センター館長 近藤 健児 ℡（078）593-1150 

 

○北神区文化センター 

役職名 氏 名 電話番号 

北神区文化センター館長 岩城 良樹 ℡（078）987-3400 

 

○長田区文化センター 

役職名 氏 名 電話番号 

長田区文化センター館長 田中 靖二 ℡（078）643-2431 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

須磨区文化センター 館の管理運営 

北須磨文化センター 館の管理運営 

垂水区文化センター 館の管理運営 

西区文化センター 館の管理運営 
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〔管理職員一覧〕 

○須磨区文化センター

役職名 氏 名 電話番号 

須磨区文化センター館長 小山 利弘 ℡（078）735-7641 

○北須磨文化センター

役職名 氏 名 電話番号 

北須磨文化センター館長 三浦 敬三 ℡（078）791-0840 

○垂水区文化センター

役職名 氏 名 電話番号 

垂水区文化センター館長 黒田 昌生 ℡（078）708-8901 

○西区文化センター

役職名 氏 名 電話番号 

西区文化センター館長 津本 佳邦 ℡（078）991-8321 
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公益財団法人 こうべ市民福祉振興協会 福 祉 局 

〔住 所〕 〒651-1106 

神戸市北区しあわせの村１番１号 

〔電 話〕０７８（７４３）８１８３ 

〔ＦＡＸ〕０７８（７４３）８１８０ 

〔ホームページアドレス〕 http://www.kobe‐wa.or.jp/ 

〔設立年月日〕 

昭和 56年６月１日 

〔基本財産〕 

410,000千円（本市出捐 410,000千円 100%） 

〔設立目的〕 

市民、事業者及び本市がそれぞれの有する人材、資力その他の福祉資源を総合的に活用するこ

とによって、市民福祉を振興するための事業を創造し、かつ推進し、もって市民の福祉の向上に

寄与することを目的とする。 

〔主務官庁〕 ― 

〔市所管課・連絡先〕 

福祉局政策課 

０７８（３２２）５１９７ 

〔執行体制〕 

○評議員・理事・監事数 （ ）内は常勤の数で内数

役職名 人 数 氏 名 

評議員 １１（０）人 大辻 正忠 

（一般社団法人神戸市老人クラブ連合会理事長） 

谷村 誠（兵庫県社会福祉法人経営者協議会会長） 

種池 寛（兵庫県福祉部次長） 

◦ 玉田 敏郎

（社会福祉法人神戸市社会福祉協議会理事長）

津田 佳久（神戸商工会議所常務理事）

福住 美彌子

（神戸市民生委員児童委員協議会副理事長）

堀本 仁士（一般社団法人神戸市医師会会長）

松端 信茂（神戸市知的障害者施設連盟会長）

・森下 貴浩（神戸市福祉局長）

山口 康志（神戸労働者福祉協議会事務局長）

山本 孝子

（一般社団法人神戸市婦人団体協議会会長）

会長 １（１）人 ◦ 三木 孝

専務理事 １（１）人 ・三浦 久美子（神戸市福祉局担当局長）

常務理事 １（１）人 ◦ 澤田 靖

理事 ８（０）人 羽原 好一（社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団常 

務理事兼事務局長） 
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理事 ◦ 大寺 直秀（一般財団法人神戸在宅医療・介護推 

進財団常務理事） 

金山 千広（立命館大学産業社会学部教授） 

古和 久朋（国立大学法人神戸大学大学院保健学研 

究科教授） 

武田 良彦 

（公益財団法人神戸新聞厚生事業団専務理事) 

西垣 千春（神戸学院大学総合リハビリテーション

学部教授） 

西田 勉（公益財団法人神戸 YMCA常勤理事） 

水野 ひろみ（元神戸市 PTA協議会副会長） 

監事 ２（０）人 酒井 俊（株式会社三井住友銀行公務法人営業第二 

部副部長） 

瀨尾 文洋（税理士） 

合 計 ２４（３）人  

 

○職員数 

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

２６人 ５人 １０人 ８２人 １２３人 

 

 

〔事業内容〕 

１．市民の福祉意識の啓発を図る事業 

（１）市民福祉情報の発信 

（２）ユニバーサルデザイン（ＵＤ）の普及啓発 

（３）聴覚・視覚障がいへの理解 

（４）全国健康福祉祭（ねんりんピック）への神戸市代表選手の派遣 

２．市民の福祉活動の振興 

市民福祉活動支援 

３．市民福祉事業の調査研究及び開発 

（１）「しあわせの村ラボ（仮称）」の開設 

（２）健康寿命延伸の促進  

（３）「KOBE しあわせの村ユニバーサルカレッジ」の運営 

４．「こうべ医療者応援ファンド」の運営  

５．総合福祉ゾーン「しあわせの村」をはじめとする市民福祉施設の管理運営 

（１）高齢者・障がい者が主役の村づくり（“しごと”などの役割づくり） 

（２）幅広い役割づくりや機会の創出 

（３）さまざまな領域における課題への対応 

（４）あらゆる子どもの成長支援 

（５）しあわせの村の魅力向上に向けた取り組み 

６．介護保険制度の公正・公平な運営を確保するための事業 

７．指定管理施設に付帯する便益施設及び市民福祉施設の運営等 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

企画運営本部 

経営管理課 

人事・給与・労務管理、理事会・評議員会・評議員

選定委員会、しあわせの村の危機管理、医療者応援

ファンド（配分、収納管理）、保養センター太山寺・

ラジウム温泉太山寺、サン舞子マンション、しあわ

せの村ラボ、しあわせの村内ＩＴ・通信、事業計画・

報告、経営計画、経営会議、外郭団体に関する特別

委員会、村内インフラ契約事務、予算決算、資産管

理、税務、支出審査・出納、契約、指定管理・共同

事業体管理統括、コンプライアンス、内部統制 

運営振興課 

広報・広聴、視察、しあわせの村の活性化及び利用

促進、医療者応援ファンド（広報）、こころのアー

ト展、長寿祭、しあわせの村健康倶楽部、フレイル

チェック会、こうべ福祉・健康フェア、ふれあいス

ポーツチャレンジ（実行委員会、調査研究） 

福祉推進課 

ユニバーサルデザイン推進、手話・点訳、パラスポ

ーツ振興、ふれあいスポーツチャレンジ、障がい者

事業所支援バザー、ギャラリー管理、子ども・子育

て支援事業、はっぴねすコーナー、缶バッチ・マグ

ネット、のびのび運動広場、ユニバーサルカレッジ、

障がい者就労支援、平磯児童館の管理運営 

緑地課 

駐車場・ゲートの管理、行為許可事務、屋外イベン

ト等調整、巡回バス運行、村内警備、公衆電話の管

理、園地の維持管理、運動広場・芝生広場・ローン

ボウルズ場・グラウンドゴルフ場・トリム園地・農

園・薬草園・日本庭園・キャンプ場その他緑地の維

持管理、電気・機械等設備の維持管理、ごみ回収・

分別、廃棄物処理 

在宅支援課 

介護保険関係事業者・関係機関との連絡調整、介護

保険に係る要介護認定及び要支援認定の調査、介護

保険事業者に対する運営指導業務 
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〔管理職員一覧〕 

 

○企画運営本部 

役職名 氏 名 電話番号 

企画運営本部長 ・三浦 久美子（兼務） ℡（078）743-8183 

経営管理課長 ・山根 賢治 ℡（078）743-8183 

 総務担当課長 

（総務担当係長事務取扱） 
北尾 憲 ℡（078）743-8183 

   経営担当係長 松村 陽平 ℡（078）743-8187 

運営振興課長 ・藤田 修司 ℡（078）743-8190 

健康事業担当課長（健康事業

担当係長事務取扱） 
佃 孝司 ℡（078）743-8017 

    運営企画担当係長 山岡 陽子 ℡（078）743-8190 

  健康科学担当係長 石田 順子 ℡（078）743-8017 

福祉推進課長 ・来田 健造 ℡（078）743-8092 

障がい者就労推進担当課長 ◦ 狩野 りか ℡（078）743-8188 

ユニバーサル振興担当係長  北尾 美雪 ℡（078）743-8193 

   福祉事業担当係長 髙松 秀夫 ℡（078）743-8092 

    企画推進担当係長 髙田 明弘 ℡（078）743-8188 

    平磯児童館館長 *辻本 敏久 ℡（078）647-7780 

  緑地課長 ◦ 堀井 澄夫 ℡（078）743-8185 

   管理係長 筒崎 康孝 ℡（078）743-8185 

    緑地施設係長 ・安田 佳世 ℡（078）743-8090 

    施設担当係長 ◦ 高松 巌 ℡（078）743-8090 

設備担当係長 ◦ 岡 康 ℡（078）743-8090 

在宅支援課長  ・金子 信一 ℡（078）271-5356 

運営指導担当課長 ◦ 田邉 伸公 ℡（078）200-5339 

調整係長 ◦ 片岡 和子 ℡（078）271-5356 

   認定調査係長 ◦ 片岡 和子（兼務） ℡（078）271-5682 

  運営指導係長 窪田 和人 ℡（078）200-5339 

 

（　60　）



 

〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

シルバーカレッジ事務局 

シルバーカレッジの施設管理・運営、カリキュラム

編成、学生募集、学生活動の支援、卒業生のボラン

ティア活動の推進 
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〔管理職員一覧〕 

 

○シルバーカレッジ事務局 

役職名 氏 名 電話番号 

学長 前田 潔 ℡（078）743-8100 

シルバーカレッジ事務局長 ◦ 澤田 靖（兼務） ℡（078）743-8100 

カレッジマネージャー ◦ 堀 茂 ℡（078）743-8100 

  総務リーダー *福井 宏行 ℡（078）743-8100 

  教務リーダー 三橋 美貴子 ℡（078）743-8100 

学生支援リーダー *鵜崎 研一 ℡（078）743-8100 
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社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会 福 祉 局 

〔住 所〕 〒651-0086 

神戸市中央区磯上通３丁目１番 32号 

こうべ市民福祉交流センター内 

〔電 話〕０７８（２７１）５３１４ 

〔ＦＡＸ〕０７８（２７１）５３６６ 

〔ホームページアドレス〕 https://www.with-kobe.or.jp/ 

〔設立年月日〕 

昭和 26年 6月 30日 

〔基本財産〕 

3,000千円（本市非出捐） 

〔設立目的〕 

 神戸市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉

に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。 

〔主務官庁〕 厚生労働省 

〔市所管課・連絡先〕 

福祉局政策課 

０７８（３２２）５１９７ 

 

 

〔執行体制〕 

 
○役員数 （ ）内は常勤役員数で内数 

役職名 人 数 氏 名 

理事長 １（１）人 ◦ 玉田 敏郎 

副理事長 ３（０）人 黒川 恭眞（神戸市保育園連盟理事長） 

山本 孝子（一般社団法人神戸市婦人団体協議

会会長） 

橋本 好昭 

（神戸市民生委員児童委員協議会理事長） 

専務理事 １（１）人 ◦ 加島 洋子 

理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５（０）人 出上 俊一（一般社団法人神戸市老人福祉施設

連盟理事長） 

 松端 信茂（神戸市知的障害者施設連盟会長） 

大辻 正忠（一般社団法人神戸市老人クラブ連

合会理事長） 

 小林 晋一（神戸市子ども会連合会会長） 

多禰 貴之（神戸労働者福祉協議会会長） 

福住 美彌子 

（神戸市民生委員児童委員協議会副理事長） 

永井 駿一郎（社会福祉法人神戸市兵庫区社会

福祉協議会理事長） 

小池 弘三（社会福祉法人神戸市須磨区社会福

祉協議会理事長） 
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理事 井上 智津子（社会福祉法人神戸市西区社会福

祉協議会理事長） 

 岡本 勝利（神戸市自治会連絡協議会会長） 

 堀本 仁士（一般社団法人神戸市医師会会長） 

 津田 佳久（神戸商工会議所常務理事） 

  松原 一郎（関西大学名誉教授） 

・森下 貴浩（神戸市福祉局長） 

・中山 さつき（神戸市こども家庭局長） 

監事 ３（０）人 松山 康二（公認会計士、税理士） 

川村 基子（神戸市乳児院連盟会長） 

福田 大祐（弁護士） 

合 計 ２３（２）人  
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○職員数 

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

１０３人 ４人 ２５人 １６６人 ２９８人 

※別途区社会福祉協議会への派遣職員：１０５人（固有職員８０人、その他職員２５人） 
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〔事業内容〕 

１．社会福祉を目的とする事業の企画及び実施     

２．社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助  

３．社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成  

４．１～３までのほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 

５．地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業  

６．保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡     

７．ボランティア活動の振興  

８．共同募金事業への協力   

９．社会福祉施設との連絡及び調整 

10．社会福祉事業従事者の福利の増進  

11．児童厚生施設の経営 

12．放課後児童健全育成事業の経営 

13．点字図書館の経営  

14．市民福祉大学の運営  

15．こうべ市民福祉交流センターの経営  

16．総合福祉センターの経営 

17. 権利擁護支援事業（福祉サービス利用援助事業及び成年後見人に関する支援業務）  

18．ファミリー・サポート・センター事業 

19．老人デイサービス事業の経営 

20．居宅介護支援事業の経営 

21．高齢者福祉サービス事業の経営 

22．地域包括支援センターの経営 

23．介護予防事業 

24．障害福祉サービス事業の経営  

25．相談支援事業の経営 

26．障害者スポーツ・文化の振興  

27．ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 

28．民生委員児童委員の連絡調整及び支援  

29．その他この法人の目的達成のため必要な事業   
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

総務部 

総務課 
定款、諸規程、コンプライアンス、人事、給

与、研修、公印、文書 

経営企画課 

理事会、評議員会、事業計画、事業報告、予

算、決算、金銭及び物品の出納保管、経営改

善、こうべ市民福祉交流センターの管理運営 

総合福祉センター 総合福祉センターの管理運営 

点字図書館 点字図書館の管理運営 

福祉部 

福祉事業課 

民間社会福祉施設の振興、施設部会、民間福

祉施設職員退職共済・福利厚生事業、神戸ふ

れあい工房、神戸市介護サービス協会、こう

べオレンジカフェ（認知症カフェ）登録事業、

高齢者安心登録事業、認知症サポーター養成

講座、介護保険施設入所相談センター、認知

症介護実践研修 

在宅支援課 
在宅福祉センターの連絡・転活用調整、障が

い福祉サービスの検討 

北在宅福祉センター 

居宅介護支援事業、地域包括支援センター、

障害者地域生活支援拠点（障害者相談支援セ

ンター、生活介護事業、短期入所事業） 

長田在宅福祉センター 
通所介護事業、居宅介護支援事業、地域包括

支援センター 

須磨在宅福祉センター 

居宅介護支援事業、地域包括支援センター、

障害者地域生活支援拠点（障害者相談支援セ

ンター、生活介護事業、短期入所事業） 

西在宅福祉センター 

通所介護事業、居宅介護支援事業、地域包括

支援センター、障害者地域生活支援拠点（障

害者相談支援センター、生活介護事業、共生

型通所介護事業、短期入所事業） 

中央区障害者 

地域生活支援拠点 

障害者相談支援センター 

長田区障害者 

地域生活支援拠点 

障害者相談支援センター 
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〔管理職員一覧〕 

 

○事務局長 

役職名 氏 名 電話番号 

事務局長 ・星島 淳一 ℡（078）271-5303 

 

○新規事業推進担当局長 

役職名 氏 名 電話番号 

新規事業推進担当局長 ◦ 飯島 久道 ℡（078）271-5347 

 

○子育て支援担当局長 

役職名 氏 名 電話番号 

子育て支援担当局長（こべっこ

ランド所長） 
◦ 荒田 浩 ℡（078）382-1300 

 

○総務部 

役職名 氏 名 電話番号 

総務部長 ・山本 琢也 ℡（078）271-5313 

社協経営担当部長  池奥 義征 ℡（078）271-5315 

  総務課長  吉岡 真紗代 ℡（078）271-5314 

  経営企画課長（事務取扱） 池奥 義征 ℡（078）271-5315 

  総合福祉センター所長 ◦ 比嘉 正 ℡（078）351-1464 

点字図書館館長 今枝 正臣 ℡（078）362-2488 

 

〇福祉部 

役職名 氏 名 電話番号 

福祉部長 本田 幹雄 ℡（078）271-5302 

福祉事業課長   森田 晃世 ℡（078）271-5316 

在宅支援課長 篠原 一 ℡（078）271-5318 

北在宅福祉センター所長 玉置 和美 ℡（078）592-1294 

長田在宅福祉センター所長   井上 多美子 ℡（078）611-2015 

須磨在宅福祉センター所長 有森 孝輔 ℡（078）736-1294 

西在宅福祉センター所長  小山 尚子 ℡（078）961-1294 

中央区障害者地域生活支援

拠点所長 
 田中 靖人 ℡（078）200-5611 

長田区障害者地域生活支援

拠点所長 
 大歳 健太郎 ℡（078）611-8860 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

地域支援部 

地域福祉担当 

区社協の連絡調整、共同募金・歳末たすけあ

い募金運動、民生委員互助共励事業、生活福

祉資金貸付事業、ひとり親家庭高等職業訓練

促進資金貸付事業、地域福祉・児童福祉・障

害者福祉・民生委員児童委員部会の開催、次

世代育成・障害者社会参加支援事業助成 

くらし支援担当 

地域支え合い活動推進事業、地域福祉活動の

振興、地域福祉ネットワーク事業、こどもの

居場所づくり推進事業、善意銀行 

広報交流担当 

広報、ふれあいのまち KOBE・愛の輪運動の推

進、福祉体験（ワークキャンプ）その他福祉

教育、災害救援募金、ボランティア活動の推

進、ボランティア情報センターの運営 

障害者スポーツ振興センター 

障がい者スポーツの普及啓発、指導者及びボ

ランティアの養成、大会や教室の開催及び選

手派遣、団体への支援、調査研究、障がい者

の芸術と文化の振興 

権利擁護支援

部 

安心サポートセンター 

権利擁護相談、福祉サービス利用援助事業、

高齢者くらしの充実資金貸付事業、福祉施設

向け財産管理監査サービス、こうべ安心サポ

ート委員会、神戸シルバー法律研究会、障が

い者安心ネットワーク 

成年後見支援センター 

法人後見事業、成年後見専門相談、成年後見

制度の利用手続き相談室、市民後見人の養

成、成年後見制度の普及啓発、成年後見関係

機関の連絡調整 

市民福祉大学 

運営部 
研修課 

市民・地域活動者・社会福祉事業従事者対象

研修、福祉ライブラリーの管理運営、カリキ

ュラム検討委員会 
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〔管理職員一覧〕 

 

○地域支援部 

役職名 氏 名 電話番号 

地域支援部長 禰宜田 竜樹 ℡（078）271-5348 

  担当課長 石古 恵子 ℡（078）271-5317 

  担当課長   藤崎 圭多朗 ℡（078）271-5317 

  担当課長   長谷部 治 ℡（078）271-5317 

 

○障害者スポーツ振興センター 

役職名 氏 名 電話番号 

障害者スポーツ振興センター長

（事務取扱） 
・星島 淳一 ℡（078）271-5330 

  副センター長 谷水 勇一 ℡（078）271-5330 

 主幹 大久保 正樹 ℡（078）271-5330 

 

○権利擁護支援部 

役職名 氏 名 電話番号 

権利擁護支援部長 金子 麻理 ℡（078）271-5301 

事業推進担当課長 足立 真之助 ℡（078）271-5358 

相談支援担当課長 森永 宏子 ℡（078）271-5358 

成年後見支援センター長 松木 かおり ℡（078）271-5321 

 

○市民福祉大学運営部 

役職名 氏 名 電話番号 

市民福祉大学学長 松原 一郎 ℡（078）271-5300 

 運営部長（事務取扱） ◦ 飯島 久道 ℡（078）271-5304 

 研修課長 唐津 史朗 ℡（078）271-5300 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

児童館運営部 児童館運営課 
地域子育て支援事業、児童の健全育成、児童

館の管理運営 

こべっこランド運営部 
こべっこランドの管理運営、療育指導（発達

クリニック）事業の企画実施 

こどもサポー

ト部 

こどもサポート課 
子どもに関する地域事業の推進、こども会事

務局の受託 

ファミリー・サポー

ト・センター 

神戸市ファミリー・サポート・センターの管

理運営 
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〔管理職員一覧〕 

○児童館運営部

役職名 氏 名 電話番号 

児童館運営部長 ・小先 康治 ℡（078）382-1339 

業務調整担当部長 *上坂 資次 ℡（078）382-1339 

児童館運営課長 松本 麻紀 ℡（078）382-1339 

放課後施策推進担当課長   棚野 歩美 ℡（078）382-1339 

事務改善担当課長   中村 美保（兼務） ℡（078）382-1339 

○こべっこランド運営部

役職名 氏 名 電話番号 

こべっこランド所長 ◦ 荒田 浩 ℡（078）382-1300 

こべっこランド運営部長

（副所長） 
大角 玲子 ℡（078）382-1300 

    運営担当課長   西嶋 理絵 ℡（078）382-1300 

  事業担当課長 井上 利恵子 ℡（078）382-1300 

    療育指導事業担当課長   岩本 直子 ℡（078）382-1355 

○こどもサポート部

役職名 氏 名 電話番号 

こどもサポート部長 大角 玲子（兼務） ℡（078）382-1300 

こどもサポート課長 *中田 宗義 ℡（078）366-3774 

ファミリー・サポート・セ

ンター所長
中村 美保 ℡（078）335-6100 
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一般財団法人 神戸在宅医療･介護推進財団 健 康 局 

〔住 所〕 〒651-1106 

神戸市北区しあわせの村１番 18号 

〔電 話〕０７８（７４３）８２００ 

〔ＦＡＸ〕０７８（７４３）８２１１ 

〔ホームページアドレス〕 http://www.kzc.jp/ 

〔設立年月日〕 

昭和 62年７月７日設立 

〔基本財産〕 

  100,000千円（本市出捐 35,000千円 35％） 

〔設立目的〕 

  在宅あるいは地域における高齢者等に対する医療・介護サービス（在宅医療・介護）について

の推進を図り、もって、高齢者等の福祉の向上に寄与することを目的とする。 

〔主務官庁〕 ― 

〔市所管課・連絡先〕 

健康局地域医療課 

０７８（３２２）５２４６ 

〔執行体制〕 
○評議員・理事・監事数 （ ）内は常勤の数で内数

役職名 人 数 氏 名 

評議員 １５（０）人 入江 正一郎（神戸市北区医師会会長） 

岡田 司郎（神戸市灘区医師会会長） 

岡林 孝直（神戸市長田区医師会会長） 

小野 一広（神戸市須磨区医師会会長） 

・小原 一徳（神戸市副市長）

◦加島 洋子（社会福祉法人神戸市社会福祉協議会

専務理事）

中村 治正（神戸市垂水区医師会会長）

橋本 信夫（地方独立行政法人神戸市民病院機構理

事長）

・花田 裕之（神戸市健康局長）

堀本 仁士（一般社団法人神戸市医師会会長）

増井 裕嗣（神戸市西区医師会会長）

水谷 肇（神戸市兵庫区医師会会長）

百瀬 深志（公益社団法人神戸市歯科医師会会長）

安田 理恵子（一般社団法人神戸市薬剤師会会長）

米田 豊（神戸市中央区医師会会長）

理事長 １（１）人 ◦ 細谷 亮

副理事長 １（０）人 久次米 健市（一般社団法人神戸市医師会副会長） 

常務理事 １（１）人 ◦ 大寺 直秀

施設担当理事 １（１）人 髙井 豊 
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理事 ２（０）人 ◦ 山本 満雄 

（一般社団法人神戸市医師会看護専門学校校長） 

・三浦 久美子（公益財団法人こうべ市民福祉振興協 

会常務理事） 

監事 ２（０）人 松山 康二（公認会計士、税理士） 

髙原 哲夫（髙原クリニック理事長） 

合 計 ２３（３）人  

 

 

○職員数 

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

４０３人 ２人 １４人 １８３人 ６０２人 

 

 

 

 

〔事業内容〕 

１．調査研究事業 

（１）在宅介護実態調査 

（２）神戸リハビリテーション病院退院患者調査 

（３）神戸リハビリテーション病院入院患者の口腔調査研究 

２．地域医療・介護向上支援事業 

（１）医療・介護人材育成 

（２）在宅高齢者等の支援 

３．神戸リハビリテーション病院の管理運営 

４．介護老人保健施設の管理運営 

５．訪問看護事業 

６．在宅介護支援事業 

（１）居宅介護支援事業（えがおの窓口） 

（２）地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター） 

７．在宅医療・介護連携支援事業 

（１）医療介護サポートセンター（在宅医療・介護連携支援センター） 

（２）認知症初期集中支援事業 

（３）こうべオレンジダイヤル 

８．住宅改修助成事業 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

経営企画部 

総務課 
財団の庶務事務（法務、コンプライアンスを含

む）、経理事務 

在宅事業課  

在宅事業課の庶務事務、訪問看護事業、東灘セ

ンター・兵庫センター・西部センター・しあわ

せの村センターの管理運営、住宅改修事業 

地域包括ケア推進室 

在宅医療・介護

連携支援課 
医療介護サポートセンター 

認知症対策課 
認知症初期集中支援事業、こうべオレンジダイ

ヤル 
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〔管理職員一覧〕 

 

○経営企画部 

役職名 氏 名 電話番号 

経営企画部長 ・上田 訓弘 ℡（078）743-8200 

総務課長 ・藤本 和幸 ℡（078）743-8200 

担当課長（公益・経理担当） 西脇 真造 ℡（078）743-8200 

担当課長（病院機能向上担当） 友次 健夫 ℡（078）743-8200 

  総務係長 大山 貴司 ℡（078）743-8200 

  担当係長（働き方改革担当） 因幡 明子 ℡（078）743-8200 

  経理係長 

（担当課長（公益・経理担当）事務取扱） 
西脇 真造 ℡（078）743-8200 

担当課長（設備担当） ◦ 大森 俊彦 ℡（078）743-8200 

担当係長（設備担当） *宿里 嘉常 ℡（078）743-8200 

在宅事業課長 ◦ 廣本 隆彦 ℡（078）754-8100 

担当課長（機能向上・訪問看護担当） 加藤 美奈子 ℡（078）754-8100 

担当課長（包括担当） 清水 ひとみ ℡（078）754-8100 

担当課長（リハビリ担当） 沖山 努（兼務） ℡（078）754-8100 

事務係長 大箭 秀樹 ℡（078）754-8100 

  東灘センター長 寺前 愛子 ℡（078）452-6772 

  中央センター長 山本 みどり ℡（078）242-5454 

  兵庫センター長 粟津 雅代 ℡（078）515-5252 

 しあわせの村センター長 

（担当課長（包括担当）事務取扱） 
清水 ひとみ ℡（078）743-8208 

  西部センター長（担当課長（機能向上・訪問 

看護担当）事務取扱） 
加藤 美奈子 ℡（078）787-7201 

 福祉事業係長 *露本 康裕 ℡（078）743-8323 

 

○地域包括ケア推進室  

役職名 氏 名 電話番号 

地域包括ケア推進室長 ◦ 赤坂 憲章 ℡（078）743-8200 

在宅医療・介護連携支援課長 *衣川 広美 ℡（078）322-6779 

認知症対策課長 *西山 順子 ℡（078）599-8232 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

神戸リハビリテー

ション病院 

事務部 
病院の庶務事務、経理事務、医事業務、設

備管理、病院総合相談業務等 

診療部 

患者の診療、治療用機器及び検査用機器の

整備保管、放射線及びＭＲ検査、臨床検査、

患者の給食、栄養管理・指導等 

看護部 
患者の介護・看護及び診療の補助、患者の

保健指導、病棟・中央材料室の管理等 

リハビリテーション部 
患者の機能回復訓練・相談及び研究、リハ

ビリテーション機器の整備保管等 

薬剤部 調剤・製剤、調剤室・製剤室の管理 
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〔管理職員一覧〕 

 
 

○神戸リハビリテーション病院 

役職名 氏 名 電話番号 

病院長 ◦ 細谷 亮（兼務） ℡（078）743-8200 

事務部長 ・上田 訓弘（兼務） ℡（078）743-8200 

管理課長 ・藤本 和幸（兼務） ℡（078）743-8200 

経理担当課長  西脇 真造（兼務） ℡（078）743-8200 

医事担当課長   友次 健夫（兼務） ℡（078）743-8200 

  管理係長 大山 貴司（兼務） ℡（078）743-8200 

   経理係長（経理担当課長事務取扱） 西脇 真造 ℡（078）743-8200 

  担当係長 因幡 明子（兼務） ℡（078）743-8200 

  医事係長（医事担当課長事務取扱） 友次 健夫 ℡（078）743-8200 

担当課長（設備担当） ◦ 大森 俊彦 ℡（078）743-8200 

 担当係長（設備担当） *宿里 嘉常 ℡（078）743-8200 

総合支援相談室長 尾﨑 朋子 ℡（078）743-8200 

診療部長 東門 美代 ℡（078）743-8200 

 医長 八木 寛次 ℡（078）743-8200 

医長 岡本 洋 ℡（078）743-8200 

医長（診療支援担当部長事務取扱） 石田 哲也 ℡（078）743-8200 

医長 伊藤 佳代子 ℡（078）743-8200 

診療支援担当部長 石田 哲也 ℡（078）743-8200 

 担当課長（放射線科担当）  橋本 克己 ℡（078）743-8200 

    主査（臨床検査科担当） 藪田 保子 ℡（078）743-8200 

看護部長 茨木 ゆかり ℡（078）743-8200 

 副部長   亀井 由香里 ℡（078）743-8200 

 主幹  尾﨑 朋子（兼務） ℡（078）743-8200 

    第２病棟師長 永瀬 幸子 ℡（078）743-8200 

    第３病棟師長   高藤 ひろ美 ℡（078）743-8200 

    第４病棟師長   綱島 里美 ℡（078）743-8200 

リハビリテーション部長   沖山 努 ℡（078）743-8200 

副部長  大山 里美 ℡（078）743-8200 

 担当課長（作業療法担当）   池畑 清美 ℡（078）743-8200 

  主査 

三橋 弘昌 

  田中 康介 

東 悦子 

清水 理英 

℡（078）743-8200 

薬剤部薬剤長 *奥貞 智 ℡（078）743-8200 

  主査   菱田 みか ℡（078）743-8200 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

介護老人保健施設

リハ・神戸 

管理課 

リハ・神戸の庶務事務、運営、療養者の

給食、栄養管理・指導、食堂・厨房の管

理 

療養課 
療養者の介護・看護及び診療の補助、健

康指導等 

リハビリテーション課 
機能回復訓練・相談及び研究、機器の整

備保管等 
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〔管理職員一覧〕 

○介護老人保健施設リハ・神戸

役職名 氏 名 電話番号 

施設長 髙井 豊 ℡（078）743-8500 

管理課長 ◦ 前田 千佳子 ℡（078）743-8500 

管理係長 三吉 浩文 ℡（078）743-8500 

運営係長 松本 静子 ℡（078）743-8500 

療養課長（看護部長事務取扱） 茨木 ゆかり ℡（078）743-8500 

管理師長 井口 いづみ ℡（078）743-8500 

リハビリテーション課

（リハビリテーション部長事務取扱）
  沖山 努 ℡（078）743-8500 

  担当課長（薬剤担当） *奥貞 智（兼務） ℡（078）743-8200 
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公益財団法人 神戸市産業振興財団 経済観光局 

〔住 所〕 〒650-0044 

神戸市中央区東川崎町１丁目８番４号 

神戸市産業振興センター６階 

〔電 話〕０７８（３６０）３１９９ 

〔ＦＡＸ〕０７８（３６０）１４１９ 

〔ホームページアドレス〕 https://www.kobe-ipc.or.jp/ 

〔設立年月日〕 

平成４年３月 13日 

〔基本財産〕 

636,055千円（本市出捐 636,055千円 100％） 

〔設立目的〕 

 神戸市における事業者の経営革新、人材育成、産学官連携、創業及び貿易などの促進等により、

市内産業の基盤強化と振興を図り、もって神戸経済の発展に寄与することを目的とする。 

〔主務官庁〕 ― 

〔市所管課・連絡先〕 

経済観光局経済政策課 

０７８（９８４）０３３２ 

〔執行体制〕 

○評議員・理事・監事数 （ ）内は常勤の数で内数

役職名 人 数 氏 名 

評議員 ８（０）人 阿知波 規之 

（一般社団法人神戸市機械金属工業会会長） 

小田 倶義 

（公益財団法人神戸ファッション協会会長） 

高 四代（神戸市商店街連合会会長） 

長田 庄太郎（神戸商工会議所貿易部会長） 

永吉 一郎 

（株式会社神戸デジタル・ラボ代表取締役） 

西村 順二（甲南大学経営学部教授） 

森 有美（弁護士） 

・大畑 公平（神戸市経済観光局長）

理事長 １（０）人 
冨山 明男（国立大学法人神戸大学大学院工学

研究科教授） 

常務理事 １（１）人 ・藤原 啓（神戸市経済観光局担当部長）

理事 ９（０）人 桂田 重信（神戸市商工団体総連合会会長） 

川西 正記 

（一般社団法人兵庫県信用金庫協会常務理事） 

清水 稔 

（三菱重工業株式会社神戸造船所所長代理） 
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理事 新山 正幸 

（三菱電機株式会社神戸製作所総務部長） 

関口 幸明（神戸商工会議所理事・事務局長） 

 廣田 章光（近畿大学経営学部教授） 

宮本 要（公益社団法人兵庫工業会専務理事） 

村上 昭二（公益財団法人新産業創造研究機構

技術移転部門長） 

吉岡 治（神戸市小売市場連合会会長） 

監事 ２（０）人 髙島 章光（弁護士） 

酒井 俊（株式会社三井住友銀行公務法人営業

第二部副部長） 

合 計 ２１（１）人  

 

 

○職員数 

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

１１人 ８人 １人 ９人 ２９人 

 

 

 

 

〔事業内容〕 

１．中小企業等支援事業 

（１）創業・新事業の支援 

（２）販路開拓・拡大の支援 

（３）情報化・情報提供 

（４）人材育成 

（５）経営課題の解決支援（経営革新支援） 

（６）相談・セミナー・研修等 

２．施設の管理運営 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

総務企画部 

総務・人事 

グループ 

評議員会・理事会、公益認定、人事、労務、給与、

職員研修、ＩＴ／情報化（インフラ）、ガバナン

ス・コンプライアンス強化、その他庶務 

財務・企画・広報

グループ 

予算・決算、収入・支出事務、監査、市会対応、

事業計画、調査、経営計画、広報・広聴、中小企

業支援データベース、販路開拓コーディネート事

業 

ビジネスインフラ 

グループ 

神戸市産業振興センターの管理運営、ソフトウェ

ア研修室、神戸市商工団体総連合会事務局 

産業 

イノベーション 

推進部 

産業 

イノベーション 

推進グループ 

産学官連携、水素・航空機産業参入支援、SDGs、

Society 5.0、ＤＸ、ものづくり企業他企業活性

化支援、神戸生産技術研究会事務局 

経営支援部 
経営支援 

グループ 

神戸開業支援コンシェルジュ、インキュベーショ

ン神戸ハーバーオフィスの運営、100年経営支援

事業（事業承継）、出張型中小企業成長支援、専門

家派遣、人づくり研修、その他中小企業の経営支

援に関すること 

ビジネス開発部 
ビジネス開発 

グループ 

神戸発・優れた技術、食のスタートアップ支援事

業、ふるさと納税返礼品・新商品開発支援事業、

神戸セレクション、神戸マイスター、販売チャレ

ンジパイロットショップ、その他中小企業のビジ

ネス開発支援に関すること 
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〔管理職員一覧〕 

 

○総務企画部 

役職名 氏 名 電話番号 

総務企画部長 ・広瀬 智一 ℡（078）360-3198 

ビジネスインフラ担当部長 ◦ 福田 孝夫 ℡（078）360-3196 

 総務・人事グループリーダー ・木村 貴洋 ℡（078）360-3199 

 財務・企画・広報 

グループリーダー 
・奥町 卓大 ℡（078）360-3199 

 企画・広報 

担当グループリーダー 
中村 千夏 ℡（078）360-3219 

 ビジネスインフラ 

グループリーダー 
小堀 哲 ℡（078）360-3196 

 

 

○産業イノベーション推進部 

役職名 氏 名 電話番号 

産業イノベーション推進部長 ・牛尾 紀夫 ℡（078）360-5011 

戦略産業担当部長  岡田 俊治 ℡（078）360-3730 

航空機産業担当部長   茨木 久徳 ℡（078）360-3730 

 産業イノベーション推進 

グループリーダー（産業イ 

ノベーション推進部長事務 

取扱） 

・牛尾 紀夫 ℡（078）360-5011 

 

 

○経営支援部 

役職名 氏 名 電話番号 

経営支援部長 ・中田 博幸 ℡（078）360-3360 

担当部長 ・西嵜 康彦 ℡（078）360-3360 

  経営支援グループリーダー  上田 恭平 ℡（078）360-3220 

 

 

○ビジネス開発部 

役職名 氏 名 電話番号 

ビジネス開発部長 ・八木 美咲 ℡（078）360-3207 

  ビジネス開発 

グループリーダー 
・坊 正隆 ℡（078）360-3209 
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公益財団法人 神戸いきいき勤労財団 経済観光局 

〔住 所〕〒650-0033 

神戸市中央区江戸町 104番地 

江戸町 104（６階） 

〔電 話〕０７８（３８１）５１０１ 

〔ＦＡＸ〕０７８（３８１）５６８２ 

〔ホームページアドレス〕 https://www.kobe-kinrou.jp 

〔設立年月日〕 

昭和 56年 11月２日 

〔基本財産〕 

30,000千円（本市出捐 30,000千円 100％） 

〔設立目的〕 

市民、事業者と行政の連帯と協力のもとに、中高年齢者に好適な職種、事業の調査及び開発、

勤労者を対象とする生涯教育事業の実施、中高年齢者の福祉の増進に関する事業並びに高年齢

者等の雇用の安定等に関する法律（昭和 46 年法律第 68 号）に基づくシルバー人材センターに

関する事業等を行い、もって高齢社会における勤労者をはじめとする市民の福祉の向上と活力

ある地域社会づくりに寄与することを目的とする。 

〔主務官庁〕 ― 

〔市所管課・連絡先〕 

経済観光局経済政策課 

０７８（９８４）０３２５ 

 

 

〔執行体制〕 

 
○評議員・理事・監事数 （ ）内は常勤の数で内数 

役職名 人 数 氏 名 

評議員 ７（０）人 田中 康秀（岡山商科大学副学長） 

長谷川 孝之（連合神戸地域協議会議長） 

田尻 陽一（連合神戸地域協議会副議長） 

林 直樹（兵庫県経営者協会専務理事） 

松原 守（神戸市シルバー人材センター会員） 

入江 浩子（兵庫県産業労働部労政福祉課長） 

・大畑 公平（神戸市経済観光局長） 

理事長 １（１）人 ◦ 髙須 昭典 

常務理事 

（事務局長兼務） 

１（１）人 
・佐久間 泰次（神戸市経済観光局担当部長） 

理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

６（０）人 宇髙 康弘（連合神戸地域協議会事務局長） 

山口 康志（神戸労働者福祉協議会事務局長） 

高木 貞治（神戸市技能職団体連合会会長） 

今津 由雄（神戸商工会議所常議員） 

山下 貴子 

（同志社大学大学院ビジネス研究科教授） 

黒田 多起子 

（神戸市シルバー人材センター会員） 
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監事 ２（０）人 清宮 豊（近畿労働金庫兵庫地区本部本部長） 

清水 好央（税理士） 

合 計 １７（２）人  

 

 

○職員数 

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

８人 ５人 ２人 ４６人 ６１人 

※その他職員のうち（公財）神戸市民文化振興財団への出向者９名は除く。 

 

 

〔事業内容〕 

１．就業支援 

 ‘（１）勤労者福祉共済制度（ハッピーパック） 

 ‘‘（２）シルバー人材センター 

 ‘ 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

総務部 

総務課 
評議員会、理事会、人事、給与、総合調整、諸規

程、コンプライアンス等、予算、決算、庶務 

勤労者共済課 勤労者の福利厚生事業 
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〔管理職員一覧〕 

 

○総務部 

役職名 氏 名 電話番号 

総務部長 ・岩本 祥裕 ℡（078）381-5101 

 総務課長 *大石 敏雄 ℡（078）381-5101 

 勤労者共済課長 *玄元 一也 ℡（078）381-5681 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

 

シルバー人材センター 

 

安全就業の推進、予算・決算、各センターとの連絡調

整、高年齢者の就業機会の提供、受注開拓、会員の拡

充、就業能力の向上 

東中部センター 

 

高年齢者の就業機会の提供、受注開拓、会員の拡充 

 

西部センター 

北区センター 

西区センター 
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〔管理職員一覧〕 

 

○シルバー人材センター 

役職名 氏 名 電話番号 

シルバー人材センター長 ・花木 晋一郎 ℡（078）381-6152 

 担当課長（請負事業担当） ・加古 正信 ℡（078）381-6152 

 担当課長（派遣事業担当） 吉村 俊哉 ℡（078）381-6152 

 

 

○東中部センター 

役職名 氏 名 電話番号 

東中部センター所長 ◦ 仲田 光男 ℡（078）241-2700 

 

 

○西部センター 

役職名 氏 名 電話番号 

西部センター所長 ◦ 天羽 章司 ℡（078）621-6880 

 

 

○北区センター 

役職名 氏 名 電話番号 

北区センター所長  高澤 和彦 ℡（078）596-3181 

 

 

○西区センター 

役職名 氏 名 電話番号 

西区センター所長   辰巳 浩 ℡（078）993-0066 
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一般財団法人 神戸観光局 経済観光局 

〔住 所〕 〒651-0087 

神戸市中央区御幸通６丁目１番 12 

三宮ビル東館９階 

〔電 話〕０７８（２３０）０８００    

〔ＦＡＸ〕０７８（２３０）０８０８     

〔ホームページアドレス〕 https://kobe-dmo.jp/ 

〔設立年月日〕 

昭和 62年４月１日設立 

平成 31年４月１日（一社）神戸港振興協会を吸収合併 

〔基本財産〕 

130,000千円 

（本市出捐 130,000千円 100％） 

〔設立目的〕 

 神戸市及び周辺地域で形成する「神戸観光圏」における多様な観光資源の魅力を最大限に活か

し、公民連携により、観光事業を国内外において戦略的に推進するとともに、MICE の誘致・支

援等の事業を行うこと、また神戸港の振興事業を推進することにより、地域経済の発展と市民文

化の向上、さらには国際交流及び国際親善、神戸港の発展に寄与することを目的とする。 

 

〔主務官庁〕 ― 

〔市所管課・連絡先〕 

経済観光局観光企画課 

０７８（９８４）０３６１ 

 

 

〔執行体制〕 

 
○評議員・理事・監事数 （ ）内は常勤の数で内数 

役職名 人 数 氏 名 

評議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７（０）人 浅木 隆子 

（北野・山本地区をまもり、そだてる会参与） 

 石丸 鐵太郎（弁護士） 

伊藤 綱太郎（日本放送協会神戸放送局長） 

 稲田 重彦（兵庫県港運協会専務理事） 

・大畑 公平（神戸市経済観光局長） 

小田 倶義 

（公益財団法人神戸ファッション協会会長） 

 高 四代（神戸市商店街連合会会長）  

 土田 恭弘（灘五郷酒造組合常務理事） 

中林 志郎（神戸商工会議所専務理事） 

・長谷川 憲孝（神戸市港湾局長） 

松本 隆司（一般社団法人日本外航客船協会常務

理事 事務局長） 

的場 太（ネスレ日本株式会社コーポレートコミ

ュニケーションズ室長） 

南 康博（国立大学法人神戸大学大学院医学研究

科長・医学部長） 
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評議員 毛利 裕明（阪急電鉄株式会社都市交通事業本部

運輸部長） 

 山田 佐知（神戸市旅館組合連合会専務理事） 

吉川 貴之（兵庫六甲農業協同組合常務執行役

（神戸地域担当）） 

 吉川 紀興 

（一般社団法人兵庫県タクシー協会会長） 

会長 １（０）人 尾山 基（株式会社アシックス取締役会長） 

副会長 ３（１）人 ◦ 岡口 憲義 

 奥田 眞（神戸市観光・ホテル旅館協会名誉会長） 

中内 仁 

（神戸商工会議所集客交通観光部会部会長） 

専務理事 ２（２）人 ・中西 理香子（神戸市経済観光局担当局長） 

◦ 清水 雅範 

常務理事 ２（２）人 ・池上 理俊（神戸市経済観光局担当部長） 

・今井 俊幸（神戸市経済観光局担当部長） 

理事 ９（０）人 加藤 琢二（神戸旅客船協会会長） 

金井 啓修 

（一般社団法人有馬温泉観光協会会長） 

木崎 尚文（株式会社 JTB神戸支店長） 

國弘 正治（西日本旅客鉄道株式会社理事近畿統

括本部神戸支社長） 

白川 智子（兵庫県産業労働部観光局長） 

谷 正典（株式会社神戸新聞社取締役） 

種村 守之 

（全日本空輸株式会社大阪支店支店長） 

藤原 大輔 

（関西エアポート神戸株式会社神戸統括部長） 

渡邉 真二 

（公益社団法人神戸海事広報協会会長） 

監事 ２（０）人 河上 哲也 

（株式会社三井住友銀行公共・金融法人部部長） 

松山 康二（公認会計士、税理士） 

合 計 ３６（５）人  
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顧  問   齋藤 元彦（兵庫県知事） 

       久元 喜造（神戸市長） 

       伊藤 舞（芦屋市長） 

       石井 登志郎（西宮市長） 

       山﨑 晴恵（宝塚市長） 

       森 哲男（三田市長） 

       仲田 一彦（三木市長） 

       中山 哲郎（稲美町長） 

       泉 房穂（明石市長） 

       門 康彦（淡路市長） 

       上崎 勝規（洲本市長） 

       守本 憲弘（南あわじ市長） 

 

 
○職員数 

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

５３人 ７人 ０人 ２２人 ８２人 
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〔事業内容〕 

１．戦略的マーケティング及び公民連携事業 

２．観光誘致宣伝事業 

３．観光客受入事業 

４．観光推進事業 

５．フィルムオフィス事業 

６．MICE誘致事業 

７．MICEに関する自主事業 

８．港湾振興事業 

９．観光関連施設の管理・運営（有馬温泉４施設、萌黄の館） 

10．MICE施設の管理・運営（神戸国際会議場・神戸国際展示場） 

11．港湾施設の管理・運営（須磨ヨットハーバー、旅客ターミナル等） 

12．ポートピア 81記念基金補助事業 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

経営推進部 

団体の庶務、評議員会・理事会、人事・給与、労

務、法務、コンプライアンス、防災計画、情報セ

キュリティ、事務所管理、DMOプラットフォーム、

予算、決算、出納、税務、財務、資金運用、マーケ

ットリサーチ、DMO戦略の策定等 

観光部 

観光情報の発信、公式観光サイト・SNS の運営、神戸

市観光・ホテル旅館協会事務局、おもてなし事業、

観光案内所の運営、インバウンド観光プロモーショ

ンの実施、スポーツツーリズム、神戸ルミナリエ組

織委員会事務局、観光イベント・ツアーの実施、萌

黄の館の運営等 

有馬事業所 
有馬温泉金の湯・銀の湯、有馬の工房、太閤の湯

殿館の管理運営 
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〔管理職員一覧〕 

 

○経営推進部 

役職名 氏 名 電話番号 

経営推進部長 ・衣川 俊明 ℡（078）262-1753 

 総務課長 田中 敏彦 ℡（078）262-1753 

経理担当課長 

（経営推進部長事務取扱） 
・衣川 俊明 ℡（078）262-1753 

企画マーケティング担当部長 服部 卓郎 ℡（078）262-1631 

 企画担当課長 ・前田 憲一 ℡（078）262-1631 

 担当課長  西村 直也 ℡（078）262-1631 

 

 

○観光部 

役職名 氏 名 電話番号 

観光部長 ・渡辺 元樹 ℡（078）262-1903 

観光部担当部長 ・河上 真吾 ℡（078）262-1915 

観光部担当部長 小池 聡 ℡（078）262-1775 

 担当課長 ・新井 学人 ℡（078）262-1904 

 担当課長 ・中尾 美沙子 ℡（078）262-1905 

 担当課長 北村 太 ℡（078）262-1905 

担当課長 山﨑 新太郎 ℡（078）262-1905 

 担当課長 松村 耕一 ℡（078）262-1916 

 担当課長 大野 照和 ℡（078）262-1916 

担当課長 北村 世安 ℡（078）262-1916 

担当課長 中村 恭一 ℡（078）230-1001 

 

 

○有馬事業所 

役職名 氏 名 電話番号 

有馬事業所長 小川 浩志 ℡（078）904-0680 

 有馬事業所課長 阿南 俊介 ℡（078）904-0680 

 有馬事業所担当課長 西脇 稔 ℡（078）904-0680 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

神戸フィルムオフィス フィルムオフィス事業の実施 

MICE推進部 

事業推進課 
主催見本市・展示会の企画・運営、新規見本市・

展示会の開発・調査 

運営課 

国際会議場・国際展示場の管理運営、主催者スケ

ジュール折衝、連絡調整、設営指導、使用承認及

び使用料の徴収 

MICE誘致部 

国際会議場、国際展示場の誘致営業、 MICE

（Meeting、Incentive、Convention、Exhibition）

の誘致促進、主催者サポート、国内外への MICEプ

ロモーションの実施、情報発信、マーケティング

調査、統計等 

港湾振興部 

振興課 
ポートセールス関連事業、市民と港を結ぶ事業、

神戸港振興事業の企画調整等 

客船プロモーシ

ョン課 

入出港情報等の案内、旅客ターミナルの管理運営、

外国客船歓迎行事・誘致促進等 

事業課 須磨ヨットハーバー、施設の管理運営等 
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〔管理職員一覧〕 

 

○神戸フィルムオフィス 

役職名 氏 名 電話番号 

神戸フィルムオフィス代表 松下 麻理 ℡（078）262-1261 

神戸フィルムオフィス担当課

長 
待鳥 直史 ℡（078）262-1261 

 

 

○MICE推進部 

役職名 氏 名 電話番号 

MICE推進部長（常務理事（MICE

担当）事務取扱） 
・今井 俊幸 ℡（078）303-0199 

事業推進担当部長 中島 由起子 ℡（078）303-3128 

 事業推進課長（事業推進担当

部長事務取扱） 
中島 由起子 ℡（078）303-3128 

施設運営担当部長 杉本 嘉奈子 ℡（078）302-5200 

運営課長 福田 亜矢 ℡（078）302-5200 

 

 

○MICE誘致部 

役職名 氏 名 電話番号 

MICE誘致部長 黒田 美香 ℡（078）303-3331 

センター誘致担当課長 

（MICE誘致部長事務取扱） 
黒田 美香 ℡（078）303-3331 

MICE誘致担当マネージャー 貫上 亨 ℡（078）303-3341 

MICE誘致担当マネージャー 軸丸 優子 ℡（078）303-5201 

MICE誘致担当マネージャー 飯田 英二 ℡（078）303-3341 

 

 

○港湾振興部 

役職名 氏 名 電話番号 

港湾振興部長 ・石川 貴美子 ℡（078）327-8981 

担当部長 山脇 美香 ℡（078）327-8982 

 振興課長 岡本 敏夫 ℡（078）327-8982 

客船プロモーション課長 松岡 慎治 ℡（078）327-8985 

事業課長 

（港湾振興部長事務取扱） 
・石川 貴美子 ℡（078）327-8981 
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一般財団法人 神戸農政公社 経済観光局 

〔住 所〕 〒651-2204 

神戸市西区押部谷町高和字性海寺山 1557番地の１ 

 神戸ワイナリー（旧農業公園）内 

〔電 話〕０７８（９９１）３９１２ 

〔ＦＡＸ〕０７８（９９１）３９１５ 

〔ホームページアドレス〕 https://kobenoseikosha.jp/ 

〔設立年月日〕 

昭和 54年２月 20日設立 

令和３年７月１日名称変更 

〔基本財産〕 

124,000千円（本市出捐 72,000千円 58.06％） 

〔設立目的〕 

 神戸市域の農漁業の振興及び里山・農村地域の活性化に資する事業を実施することにより、市

民福祉の向上と市域農漁業及び里山・農村地域の発展に寄与することを目的とする。 

 

〔主務官庁〕 ― 

〔市所管課・連絡先〕 

経済観光局農政計画課 

０７８（９８４）０３６９ 

 

 

〔執行体制〕 

 

○評議員・理事・監事数 （ ）内は常勤の数で内数 

役職名 人 数 氏 名 

評議員 ７（０）人 海妻 俊一（兵庫六甲農業協同組合理事） 

桾 幸行（兵庫六甲農業協同組合理事） 

福田 明弘 

（神戸市漁業協同組合代表理事組合長） 

森 有美（弁護士） 

浅野 里惠（株式会社三井住友銀行公務法人営業

第二部部長代理） 

樋口 芽似 

（株式会社みなと銀行地域戦略部主任） 

・大畑 公平（神戸市経済観光局長） 

理事長 １（１）人 ◦ 大崎 克英 

常務理事 １（１）人 ・福島 国武（神戸市経済観光局担当部長） 

理事 

 

 

 

 

 

 

８（１）人  稲生 芳子（兵庫六甲農業協同組合理事） 

 柳瀬 博彰（兵庫六甲農業協同組合理事） 

 森 敦二（神戸市漁業協同組合副組合長理事） 

 山本 善一（神戸市漁業協同組合副組合長理事） 

 小林 由佳（株式会社神戸新聞社論説委員） 

古家 明子（株式会社 JTBツーリズム事業本部 

西日本阪神エリア販売担当課長） 
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理事 

 

・安岡 正雄（神戸市経済観光局担当局長） 

 加藤 敏明 

監事 ２（０）人 吉川 貴之（兵庫六甲農業協同組合常務執行役

（神戸地域担当）） 

岩﨑 和文（公認会計士、税理士） 

合 計 １９（３）人  

 

 
○職員数 

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

５７人 ４人 １人 １３人 ７５人 

 

 

 

 

〔事業内容〕 

１． 農漁業振興及び里山農村地域の活性化に関する事業 

（１）里山・農村地域の活性化  

（２）六甲山牧場 

（３）平磯海づり公園 

（４）フルーツ・フラワーパーク 

（５）神戸ワイナリー（旧農業公園） 

（６）神戸市西部域漁港 

（７）栽培漁業センター 

２．自主事業 

（１）神戸ワイン事業 

（２）その他の自主事業 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

里山農村地域振興本部 
農地保全活用業務、空家保全活用業務、里山資源

保全活用業務、人材育成・マッチング業務等 

経営企画部 

評議員会、理事会、経営計画、経理、人事、給与、

情報公開、職員研修、法務、コンプライアンス、

広報、施設の管理（神戸ワイナリー）等  

ワイン事業部 
神戸ワイン・ブランデーの醸造、拡販、ワイン用

ぶどうの栽培、指導等、イベントの実施等 

六甲山牧場 
牧場の管理運営、料金徴収、神戸チーズの製造・

販売、家畜の飼育管理等、イベントの実施等 
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〔管理職員一覧〕 

 

○里山農村地域振興本部 

役職名 氏 名 電話番号 

里山農村地域振興本部長 ・林 昌弘 ℡（078）991-1557 

振興部長 ・建部 勝彦 ℡（078）991-1557 

担当部長 ・宮武 弘（兼務）  ℡（078）991-1557 

担当部長  大前 章一（兼務）  ℡（078）991-1557 

担当部長  国崎 靖大（兼務）  ℡（078）991-1557 

担当部長  柳瀬 智博（兼務）  ℡（078）991-1557 

担当部長  吉田 貴亮（兼務） ℡（078）991-1557 

担当課長 *仲村 友和 ℡（078）991-1557 

担当課長 末松 勢二 ℡（078）991-1557 

担当課長 水田 稔子 ℡（078）991-1557 

 

 

○経営企画部 

役職名 氏 名 電話番号 

経営企画部長 ・宮武 弘 ℡（078）991-3912 

担当部長 加藤 敏明（兼務） ℡（078）991-3912 

  担当課長 田中 英彦 ℡（078）991-3912 

  担当課長 大西 省三 ℡（078）991-3912 

 

 

○ワイン事業部 

役職名 氏 名 電話番号 

ワイン事業部長 大前 章一 ℡（078）991-3916 

担当課長 安居 俊和 ℡（078）991-3916 

担当課長 中村 哲朗 ℡（078）991-3916 

 

 

○六甲山牧場 

役職名 氏 名 電話番号 

牧場長 国崎 靖大 ℡（078）891-0280 

副場長 源田 英生 ℡（078）891-0280 

副場長 田口 欽哉 ℡（078）891-0280 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

海浜事業部 

平磯海づり公園 
施設の管理運営、遊魚対策・漁業振興事業、西部

域漁港管理等 

栽培漁業 

センター 
水産資源の培養事業等 

フルーツ・フラワーパーク部 施設の管理運営、農業振興事業等 
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〔管理職員一覧〕 

 

○海浜事業部 

役職名 氏 名 電話番号 

海浜事業部長 柳瀬 智博 ℡（078）753-3973 

副部長兼平磯海づり公園長 大角 充生 ℡（078）753-3973 

栽培漁業センター所長 信川 健一 ℡（078）753-3973 

 

 

○フルーツ・フラワーパーク部 

役職名 氏 名 電話番号 

フルーツ・フラワーパーク 

部長 
吉田 貴亮  ℡（078）954-1010 

  担当課長 扶蘇 博 ℡（078）954-1010 
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株式会社 神戸商工貿易センター 経済観光局 

（神戸商工貿易センター） 

〔住 所〕 〒651-0083 

神戸市中央区浜辺通５丁目１番 14号 

 神戸商工貿易センタービル４階 

〔電 話〕０７８（２５１）３１４１ 

〔ＦＡＸ〕０７８（２５１）８３２１ 

（神戸ファッションマート） 

〔住 所〕 〒658-0032 

神戸市東灘区向洋町中６丁目９番地 

 神戸ファッションマート６階 

〔電 話〕０７８（８５７）８０００ 

〔ＦＡＸ〕０７８（８５７）８０１０ 

〔ホームページアドレス〕 

（神戸商工貿易センター）  https://www.kobe-citc.com/ 

（神戸ファッションマート） https://www.kfm.or.jp/ 

〔設立年月日〕 

昭和 42年８月５日 

〔資本金〕 

1,500,000千円（本市出資 750,000千円 50％） 

〔設立目的〕 

国際港都神戸の貿易、海運等経済関係主要機能の充実及びこれら相互の有機的連携を図るた

め、神戸商工貿易センタービルを建設し、その管理及び運営を行うことにより、経済活動の円滑

化及び効率化を促進し、更には神戸港及び神戸経済の発展に寄与することを目的とする。 

〔主務官庁〕 ― 

〔市所管課・連絡先〕 

経済観光局経済政策課    ０７８（９８４）０３２８ 

経済観光局ファッション産業課 

０７８（９８４）０３４９ 

 

 

〔執行体制〕 

 
○役員数等 （ ）内は常勤役員数で内数 

役職名 人 数 氏 名 

代表取締役社長 １（１）人 ◦鳥居 聡（神戸市文化スポーツ局博物館名誉館長） 

代表取締役常務 １（１）人 ◦片山 昌俊 

取締役 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８（０）人 池田 俊亮（株式会社三井住友銀行公務法人営業

第二部長） 

・大畑 公平（神戸市経済観光局長） 

楠山 泰司（株式会社神戸製鋼所理事総務・CSR

部担当役員補佐） 

佐伯 里香（株式会社ユーシステム代表取締役） 

下垣 竜一郎（川崎汽船株式会社神戸総務グルー

プ長兼関西支店長兼名古屋支店長） 

中林 志郎（神戸商工会議所専務理事） 

長田 庄太郎（一般社団法人神戸貿易協会会長） 

細川 勝伸 

（川崎重工業株式会社執行役員総務本部長） 
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監査役 ３（１）人 ◦佐藤 一郎（常勤） 

西野 百合子（弁護士） 

 妻鹿 佳郎 

（株式会社みなと銀行執行役員本店営業部長） 

相談役 １（０）人 清水 稔 

（三菱重工業株式会社神戸造船所所長代理） 

会計監査人 １（０）人 協立神明監査法人 

合 計 １５（３）人  

  

 

○職員数 

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

２４人 １人 ２人 ３人 ３０人 

 

 

 

 

〔事業内容〕 

１．神戸商工貿易センタービルの管理・運営 

２．神戸ファッションマートの管理・運営 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸商工貿易センター） 

部・室 課 所管する事務 

総務部 
総務課 総務、経理、コンプライアンス、内部統制等に関す

ること 経理課 

営業部 営業課 
オフィス・店舗等の賃貸、貸会議室の管理運営等に

関すること 

施設管理部 施設管理課 施設管理に関すること 

 

 

（神戸ファッションマート） 

部・室 課 所管する事務 

総務部 

総務課 

総務、経理、施設管理に関すること 経理・情報処理課 

施設管理課 

営業部 

営業１課 オフィス賃貸等に関すること 

営業２課 
小売店舗賃貸、貸会議室及びイベント会場の管理運

営等に関すること 
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〔管理職員一覧〕 

 

（神戸商工貿易センター） 

○総務部 

役職名 氏 名 電話番号 

総務部長 *藤原 善浩 ℡（078）251-3141 

 総務課長 吉田 貴博 ℡（078）251-3141 

 経理課長 稲田 知英 ℡（078）251-3141 

 

○営業部 

役職名 氏 名 電話番号 

営業部長 *藤原 善浩（兼務） ℡（078）251-3141 

 営業課長 向谷 敏彦 ℡（078）251-3141 

 

○施設管理部 

役職名 氏 名 電話番号 

施設管理部長 田中 義巳 ℡（078）251-3141 

施設管理課長 

（施設管理部長事務取扱） 
 田中 義巳 ℡（078）251-3141 

 

 

（神戸ファッションマート） 

○総務部 

役職名 氏 名 電話番号 

総務部長 ◦ 阿辻󠄀 覚 ℡（078）857-8000 

参事（施設管理担当） 田中 義巳（兼務） ℡（078）857-8000 

 総務課長 ・大塚 典彦 ℡（078）857-8000 

 経理・情報処理課長 ・大塚 典彦（兼務） ℡（078）857-8000 

 施設管理課長 藤村 耕三 ℡（078）857-8000 

 

○営業部 

役職名 氏 名 電話番号 

営業部長 潮﨑 俊介 ℡（078）857-8001 

 営業１課長 若原 由友 ℡（078）857-8001 

 営業２課長 三代 敏明 ℡（078）857-8001 
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株式会社 有馬温泉企業 経済観光局 

〔住 所〕 〒652-0811 

神戸市兵庫区新開地１丁目３番 24号 

〔電 話〕０７８（５７６）８５１６ 

〔ＦＡＸ〕０７８（５７６）８５２６ 

〔設立年月日〕 

昭和 16年６月 19日設立 

〔資本金〕 

10,000千円（本市出資 5,000千円 50％） 

〔設立目的〕 

 有馬温泉における温泉の安定供給を目的に、神戸有馬電気鉄道株式会社（現在の神戸電鉄株式

会社）と当時の有馬町（現在は神戸市）により設立された。 

 

〔主務官庁〕 ― 

〔市所管課・連絡先〕 

経済観光局観光企画課 

０７８（９８４）０３６１ 

 

 

〔執行体制〕 

 
○役員数 （ ）内は常勤役員数で内数 

役職名 人 数 氏 名 

代表取締役社長 １（０）人  森 兼浩（神戸電鉄株式会社不動産事業本部副本

部長兼不動産事業部長） 

取締役 ３（０）人 ・大畑 公平（神戸市経済観光局長） 

・末若 雅之（神戸市経済観光局担当部長） 

津山 裕昭（神戸電鉄株式会社常務取締役不動産

事業本部長） 

監査役 ２（０）人 ・北川 哲也（神戸市経済観光局観光企画課長） 

 高森 幸二（神戸電鉄株式会社経営企画部部長） 

合 計 ６（０）人  

 

 
○職員数 

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

３人 ０人 ０人 ０人 ３人 
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〔事業内容〕 

１．「金の湯」ほか５施設への温泉の販売供給 

２．神戸市が所有する泉源（天神・御所・妬・極楽の４泉源）の維持管理 
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神戸市道路公社 建 設 局 

〔住 所〕 〒651-1243 

神戸市北区山田町下谷上字池ノ内６番地の１ 

〔電 話〕０７８（５８３）０２３４ 

〔ＦＡＸ〕０７８（５８３）３８４５ 

〔ホームページアドレス〕 http://www.kobe-toll-road.or.jp/ 

〔設立年月日〕 

昭和 46年４月 21日 

〔基本財産〕 

24,933,030千円（本市出捐 24,933,030千円 100％） 

〔設立目的〕 

道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行うこと等により、市内幹

線道路の整備を促進して交通の円滑化を図り、もって住民の福祉の増進と経済の発展に寄与す

ることを目的とする。 

〔主務官庁〕 国土交通省 

〔市所管課・連絡先〕 

建設局道路管理課 

０７８（５９５）６３８３ 

〔執行体制〕 

○役員数 （ ）内は常勤役員数で内数

役職名 人 数 氏 名 

理事長 １（１）人 ◦三島 功裕

副理事長 １（０）人 ・林 泰三（神戸市建設局長）

常務理事 １（１）人 ・林田 亨（神戸市建設局担当部長）

監事 ２（０）人 中嶋 展也（弁護士） 

酒井 俊（株式会社三井住友銀行公務法人営業

第二部副部長） 

合 計 ５（２）人 

○職員数

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

０人 ３３人 １７人 ６人 ５６人 
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〔事業内容〕 

１．有料道路に関する業務 

（１）料金徴収業務 

（２）道路の維持管理補修等業務 

  （道路巡回点検、美化清掃、道路・橋梁・トンネルの補修、法面の補修・保護、事故

防止、事故復旧など） 

（３）中央監視装置（モニターなど）による道路及び設備の監視業務（24時間体制） 

（４）道路に付帯する設備の維持管理・更新業務 

（５）渋滞情報・安全啓発情報の発信 

２．駐車場に関する業務 

（１）料金徴収業務 

（２）駐車場に付帯する設備の維持管理・更新業務 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

経営企画部 経営企画課 

理事会、定款等諸規程、公印、文書、人事、給与、

物品、財産管理、総合調整、広報・広聴、契約、法

務、コンプライアンス、内部統制、全地連、予算、

決算、資金計画・調達、出資金、貸付金、債券、現

預金、監査、会計検査、事業許可申請、有料道路・

自動車駐車場等の業務運営・維持補修・改良・管理、

ETCの運用・連絡・企画・立案・調整、用地の取得・

処分・管理、補償 

総合計画、毎事業年度の事業計画、中期経営計画、

有料道路・自動車駐車場等の建設計画・調査・概略

設計・実施設計の方針、事業の進行管理・調整、料

金施策の企画・立案、関係機関との連絡・調整 

道路管理部 

管理課 

有料道路・自動車駐車場等の維持補修・改良・管理、

技術監理、用地の管理、道路美化、道路の指導・調

整、道路台帳、有料道路の環境対策 

設備課 

有料道路・自動車駐車場等の付設電気施設等の維持

補修・改良・管理、ETC設備の維持補修・改良・管

理、有料道路・自動車駐車場等の付設機械施設等の

維持補修・改良・管理 

料金事務所 

六甲山トンネル 

有料道路料金徴収業務等 

有野 

柳谷 

大沢 

天王谷 

駐車場 

荒田公園 

駐車場料金徴収業務等 
三宮中央通り 

大倉山 

箕谷 
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〔管理職員一覧〕 

 

○総務企画部 

役職名 氏 名 電話番号 

経営企画部長 ・林田 亨（兼務） ℡（078）583-0234 

 経営企画課長 ・田中 佐知栄 ℡（078）583-3811 

  総務係長 ・古田 雅之 ℡（078）583-3811 

  調整係長 ・尼子 聖二 ℡（078）583-3811 

  資産・施設担当係長 

(経営企画課長事務取扱) 
・田中 佐知栄 ℡（078）583-3811 

 企画担当課長 ・谷口 智広 ℡（078）583-3829 

  企画係長 ・安達 浩史 ℡（078）583-3829 

  担当係長 ・濱田 嘉章 ℡（078）583-3829 

 

 

○専門役 

役職名 氏 名 電話番号 

専門役  田口 晴久 ℡（078）583-0234 

 

 

○道路管理部 

役職名 氏 名 電話番号 

道路管理部長 ・横野 勇人 ℡（078）583-0234 

 管理課長 ・織田 敦史 ℡（078）583-3825 

  管理第１係長 ・柴原 聖崇 ℡（078）583-3825 

  管理第２係長 ・柳原 和幸 ℡（078）583-3825 

  管制担当係長 ◦ 美濃 正夫 ℡（078）583-3825 

  管制担当係長 ◦ 柳澤 英雄 ℡（078）583-3825 

  管制担当係長 ◦ 藤田 三男 ℡（078）583-3825 

  管制担当係長 ◦ 高木 光彦 ℡（078）583-3825 

 設備課長 ・小原 哲也 ℡（078）583-3848 

  電気係長 ・岩佐 元成 ℡（078）583-3848 

  担当係長 ・山市 隆幸 ℡（078）583-3848 

  担当係長 ・西山 寛 ℡（078）583-3848 

  機械係長 ・礒野 浩司 ℡（078）583-3848 

  担当係長 ◦ 木村 芳信 ℡（078）583-3848 
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公益財団法人 神戸市公園緑化協会 建 設 局 

〔住 所〕 〒654-0163 

神戸市須磨区緑台 

〔電 話〕０７８（７９５）５５３３ 

〔ＦＡＸ〕０７８（７９５）５５４４ 

〔ホームページアドレス〕 https://www.kobe-park.or.jp/ 

〔設立年月日〕 

 昭和 43年４月 20日 

〔基本財産〕 

24,000千円（本市出捐 12,000千円 50％） 

〔設立目的〕 

都市緑化、公園緑地及び動物園に関する事業を通して、市民や行政との協働の理念による潤

いと彩りあふれる市民生活の実現を推進し、市民に憩いと安らぎの場を提供することにより、

市民の健康増進、余暇活動の促進及び教育文化の向上に寄与することを目的とする。 

〔主務官庁〕 ― 

〔市所管課・連絡先〕 

建設局公園部管理課 

０７８（５９５）６４５１ 

 

 

〔執行体制〕 

 
○評議員・理事・監事数 （ ）内は常勤の数で内数 

役職名 人 数 氏 名 

評議員 ８（０）人 ◦ 安藤 嘉茂 

井上 智津子 

（一般社団法人神戸市婦人団体協議会理事） 

谷 正典（株式会社神戸新聞社取締役 販売・営業担

当 読者本部長） 

木村 榮一 

（公立大学法人神戸市外国語大学名誉教授） 

西口 基之（神戸商工会議所地域政策部長） 

吉田 博宣（国立大学法人京都大学名誉教授） 

米田 耕士（弁護士） 

・林 泰三（神戸市建設局長） 

理事長 １（１）人 ◦ 岡田 健二 

業務執行理事・

常務理事 

１（１）人 
・重藤 洋一（神戸市建設局担当部長） 

理事 

 

 

 

 

 

５（０）人 梶木 典子（神戸女子大学家政学部教授） 

菅 文博（オリックス野球クラブ株式会社執行役員

事業本部副本部長） 

中野 裕行（一般社団法人日本旅行業協会関西事務

局事務局長） 

東 真（一般社団法人神戸市造園協力会代表理事） 
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理事 深町 加津枝（国立大学法人京都大学大学院地球環

境学堂准教授） 

監事 １（０）人 飯塚 敏勝（税理士） 

合 計 １６（２）人  

 

 
○職員数 

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

４８人 １３人 １３人 ４９人 １２３人 

 

 

 

 

〔事業内容〕 

１．公益目的事業 
（１）公益１事業  市民の緑化意識の高揚と緑化活動支援事業 
（２）公益２事業  利用者満足度を高める公園緑地のマネジメント事業 

（３）公益３事業  動物に関する知識の普及と理解の増進事業 

（４）公益共通事業 各有料公園等の魅力の情報発信等 

２．収益事業 

（１）収益１事業  公園施設内での駐車場、自動販売機等の収益事業 

（２）収益２事業  動物園内での遊園地の運営等の収益事業 
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〔事務分掌〕 

 

課 所管する事務 

総務課 

協会の庶務及び総合連絡調整、理事会・評議員会、職員の人事・給与・

旅費・福利厚生及び安全衛生、公印の管理及び文書、定款・規程等の

制定及び改廃、契約、広報、集客対策及びイベント誘致の企画調整、

法務・財務・コンプライアンス、情報セキュリティ監査及び内部監査、

協会組織の見直し及び事務改善、予算及び決算、収入及び支出、資金

計画及び資金管理、出納、資産管理、税務、経営分析・経営計画・経

営改善、その他経理事務、他の課に属さない事務 

公園緑地課 

各事業所（相楽園含む）との連絡調整、一般公園の管理運営、受託事

業（都市公園等維持管理業務他）の連絡調整、公園施設の点検、ユー

カリの栽培、みなとのもり公園、旧乾家庭園、六甲山もりづくり基金

及び六甲山森林整備戦略、神戸みどりの夢基金、公園の広報・協会Ｈ

Ｐ、王子動物園園地管理及び須磨浦公園の桜の保全、その他各種助成

事業を活用したＰＲ事業等、舞子東海浜緑地（海水浴場含む）の管理

運営、垂水健康公園の管理運営、運動施設及び附帯駐車場の運営管理

（地域情報システム）、土木積算、災害復旧、公園緑地課所管の駐車

場の経営及び運営委託（アジュール舞子）、公園緑地課所管の利便施

設の運営、市民農園の募集・契約、運動施設指定管理事業、 須磨浦

公園駐車場の管理運営、舞子東海浜緑地の管理、市民農園の管理運営、

花と緑の情報発信、市民展示会、花と緑の人材育成、花のプロムナー

ド花壇・ふれあい花壇等の維持管理、市民花壇の花苗配布、緑花ボラ

ンティアの活動場所の維持管理、 緑化啓発事業、緑花市民活動の支

援、その他付随する事務 

須磨離宮公園 

須磨離宮公園（本園・植物園）の運営管理、須磨離宮公園の維持管理

（植物栽培温室・花卉育成・噴水設備その他施設を含む）、催物の企

画等入園者の誘致計画及び広報、園内の駐車場・レストハウス・売店

ほかの収益事業の企画運営及び実施、入園料及び使用料の徴収、須磨

離宮公園の神戸環境マネジメントシステム、その他付随する事務 
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〔管理職員一覧〕 

 

役職名 氏 名 電話番号 

担当部長（総務課長事務取扱） ・稲田 浩司 ℡（078）795-5533 

  総務課課長補佐 ・恩塚 昌典 ℡（078）795-5533 

  総務課課長補佐  前田 由希子 ℡（078）795-5533 

  総務課課長補佐 *増田 浩 ℡（078）795-5619 

総務課課長補佐 茶屋 圭一 ℡（078）795-5863 

 公園緑地課長 ・大西 潤 ℡（078）795-6143 

調査役 ◦ 池本 浩一 ℡（078）706-2011 

 公園緑地課課長補佐 ・井川 健 ℡（078）795-5656 

  公園緑地課課長補佐 ・志方 功一 ℡（078）795-5657 

  アジュール舞子事務所長 ◦ 池本 浩一（兼務） ℡（078）706-2011 

担当課長 

（緑花事業推進室長事務取扱） 
・秦 誠 ℡（078）351-6756 

 須磨離宮公園長 ・小林 英夫 ℡（078）732-6688 

  副園長 ◦ 髙田 浩二 ℡（078）732-6688 
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〔事務分掌〕 

 

課 所管する事務 

森林植物園 

森林植物園の運営管理、展示林・公園施設等森林植物園の整備及び維

持管理、森林展示館の運営管理及び展示計画の立案並びに実施、催物

の企画等入園者の誘致計画及び広報、自然愛護に係る啓発活動、種子

交換等植物資料の調査・収集並びに収蔵品の管理、園内の駐車場・売

店・食堂等収益事業の企画運営及び実施、入園料及び使用料の徴収、

森林植物園の神戸環境マネジメントシステム、その他付随する事務 

神戸総合運動公園 

園の予算・決算及び経理、放置自転車対策にかかる連絡調整、案内所

の運営（施設見学他）、神戸総合運動公園の広報・宣伝・渉外及び広

告等、施設の利用状況の調査及び統計、園内で生じた事故等の処理、

神戸総合運動公園の神戸環境マネジメントシステム、近隣地域や企

業・大学等との連携事業（イベント等の実施含む）、神戸総合運動公

園の文化・スポーツイベントの企画及び実施並びに各施設におけるイ

ベントの総合調整、陸上競技場・テニスコート・体育館（トレーニン

グセンター含む）の運営、神戸総合運動公園（野球場除く）の収益事

業の企画運営及び実施、ユニバースポーツクラブの活動支援、園内の

施設（体育館を除く）・その他一般園地の利用受付及び調整並びに利

用促進、駐車場の管理運営、球技場・水上ステージの日常管理、体育

館の周辺園地の日常管理、陸上競技場・体育館・テニスコート・その

他建築物の維持管理・小修繕・保守点検及び美化、一般園地の植栽管

理・施設管理・小修繕・保守点検及び美化、陸上競技場におけるスポ

ーツターフの育成・管理並びにそれに関する調査・研究、野球場を除

く神戸総合運動公園の施設整備や大規模修繕に係る調整、園内におけ

る緑化啓発や野外活動イベントの企画・実施、一般園地における市民

活動の育成及び支援、その他付随する事務 

あいな里山公園 

園の予算・決算及び経理、国への報告書の取りまとめ、広報及び「イ

ンフォメーションセンター」の運営、トラムカー・シャトルバスの運

行、警備業務、園内の駐車場・売店等収益事業、入園料の徴収、入園

者の誘致計画、建築物の維持管理・点検・補修等の発注・監督業務、

「里山交流館」「木工館」「白拍子の家」「相談が辻の家」の運営、イ

ベント・体験メニュー等の企画・実施、ボランティア・造園協力会と

の連絡調整、貴重種保護に関する現場調整、建築物・園地の美化業務、

その他付随する事務 
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〔管理職員一覧〕 

 

役職名 氏 名 電話番号 

 森林植物園長 ・金森 基 ℡（078）591-0253 

  副園長 本位田 有恒 ℡（078）591-0253 

  副園長 岡本 佳菜子 ℡（078）591-0253 

  啓発担当係長 ◦ 萩原 耕太郎 ℡（078）591-0253 

  担当係長 ◦ 吉田 一郎 ℡（078）591-0253 

 神戸総合運動公園長 ・松崎 純一 ℡（078）795-5691 

  副園長 桐山 智津子 ℡（078）795-5658 

  副園長 *中野 正明 ℡（078）795-5509 

  副園長 ・高橋 一夫 ℡（078）795-5540 

あいな里山公園長 ◦ 井川 広行 ℡（078）591-8000 

  副園長 白山 由理 ℡（078）591-8000 

  副園長 *細川 佳宏 ℡（078）591-8000 
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〔事務分掌〕 

 

課 所管する事務 

動物科学資料館 

動物園事業に対する支援協力、動物園利用者に対するサービス、動物

園内売店・遊具及びキッチンカー等の経営、動物科学資料館の案内業

務、動物科学資料館特別展の計画の策定及び実施、展示及び展示室・

展示物管理業務、図書室及び収蔵庫管理業務及び動物に関する資料の

収集、動物園ホールの管理及び使用料の徴収、動物教育支援、その他

の受託業務、その他付随する事務 
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〔管理職員一覧〕 

役職名 氏 名 電話番号 

動物科学資料館長 ◦ 上山 裕之 ℡（078）881-6666 

副館長 宍戸 正芳 ℡（078）881-6666 

  館長補佐 *戸田 信示 ℡（078）881-6666 
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株式会社 こうべ未来都市機構 都 市 局 

〔住 所〕 〒650-0046 

神戸市中央区港島中町６丁目９番１ 

 神戸国際交流会館９階 

〔電 話〕０７８（３０２）２３８１ 

〔ＦＡＸ〕０７８（３０２）２８４４ 

〔ホームページアドレス〕 https://www.kfcc.co.jp/ 

〔設立年月日〕 

昭和 52 年８月２日 

令和４年５月１日 名称変更 

〔資本金〕 

7,388,500千円（出資金総額 14,144,165千円） 

（本市出資 14,084,165千円 99.58％） 

〔設立目的〕 

神戸のまちの均衡のとれた持続的発展のために、神戸市と連携して、商業環境、ビジネス 

空間の提供及び交通インフラの運営等を通じて、便利で潤いのあるまちづくりを進め、活力と

魅力ある地域社会に貢献し続ける企業を目指す。 

〔主務官庁〕 ― 

〔市所管課・連絡先〕 

都市局総務課 

０７８（５９５）６６９４ 

〔執行体制〕 

○役員数等 （ ）内は常勤役員数で内数

役職名 人 数 氏 名 

代表取締役社長 １（１）人 ◦ 山平 晃嗣

代表取締役専務 １（１）人 ・三木 由美子（神戸市都市局担当局長）

専務取締役 １（１）人 ◦ 烏田 政明

常務取締役 ２（２）人 
・荒牧 重孝（神戸市都市局担当部長）

・村瀬 明久（神戸市都市局担当部長）

取締役 ６（１）人 安積 久義 

酒井 俊（株式会社三井住友銀行公務法人営業

第二部副部長） 

多田 真規子（西日本旅客鉄道株式会社理事・ 

地域まちづくり本部地域共生部長） 

南部 真知子（株式会社神戸クルーザー会長） 

細川 勝伸 

（川崎重工業株式会社執行役員総務本部長） 

・山本 雄司（神戸市都市局長）

監査役 ３（１）人 ◦ 梅村 晋一（常勤）

中嶋 展也（弁護士）

藤田 隆大（公認会計士、税理士）

会計監査人 ２（０）人 
白井 義人（公認会計士、税理士） 

梅谷 俊平（公認会計士、税理士） 

合 計 １６（７）人 
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○職員数 

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

７５人 １０人 ２４人 ５１人 １６０人 

 

 

 

 

〔事業内容〕 

１．ショッピングセンター運営事業 

２．ビル運営事業 

３．駅ビル運営事業 

４．商業施設運営事業 

５．駐車場運営事業 

６．海上アクセス事業 

７．体育レクリエーション施設運営事業 

８．公益施設運営事業 

９．歴史的建築物等の保全のための資産転活用の支援 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

コンプライアンス推進室  

総務部 

総務課 

株主総会、取締役会、人事、給与、研修、福利厚

生、物品、公印、文書、情報公開、連絡調整、基

幹業務システムの管理、情報セキュリティ、その

他庶務 

経理課  

神戸市等との連絡調整、資金計画、予算、決算、

会計審査、保証金管理、財務会計システムの改善

等 

契約事務課 契約事務全般、外部調整その他特命事項 

経営企画部 

経営企画課 

新規事業の調査・検討及び実施、経営計画・中期

経営計画の策定・検証、ニュータウンの活性化の

検討 

資産活用室 
歴史的建築物等の保全のための資産転活用支援事

業の計画・実施、戦略的まちづくり事業の検討 
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〔管理職員一覧〕 

 

○コンプライアンス推進室 

役職名 氏 名 電話番号 

コンプライアンス推進室長 ・鳥谷 直由（兼務） ℡（078）302-2381 

 

 

○総務部 

役職名 氏 名 電話番号 

総務部長 ・鳥谷 直由 ℡（078）302-2381 

総務担当部長（環境改善担当） 松本 竜 ℡（078）302-2381 

総務担当部長 ◦ 米田 幹生 ℡（078）302-2381 

総務課長 ・越智 康介 ℡（078）302-2381 

経理課長 ・牧元 陽太 ℡（078）302-2381 

経理担当課長 ・壇 達也 ℡（078）302-2381 

契約事務課長  本多 信人 ℡（078）302-2381 

 

 

○経営企画部 

役職名 氏 名 電話番号 

経営企画部長 ◦ 中嶋 知之 ℡（078）302-2384 

経営企画担当部長 ◦ 高木 雅章 ℡（078）302-2384 

担当マネージャー ◦ 池口 和雄 ℡（078）302-2384 

担当マネージャー ◦ 稲松 敏彦 ℡（078）302-2384 

経営企画課長 野村 悦子 ℡（078）302-2384 

経営企画担当課長 ◦ 菅野 孝 ℡（078）302-2384 

経営企画担当課長 *橘 満 ℡（078）302-2384 

資産活用室長 ◦ 池口 和雄（兼務） ℡（078）302-2384 

資産活用室担当課長 ・中山 圭輔 ℡（078）302-2384 

資産活用室担当課長 *横山 和人 ℡（078）302-2384 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

施設部 施設整備課 

所有施設及び受託公益施設等の建設・計画・維持

補修、所有土木施設等の建設・計画・維持補修、

緑地管理 

設備部 設備課 
施設の維持管理・保守点検、テナントの工事等の

指導・調整 
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〔管理職員一覧〕 

 

○施設部 

役職名 氏 名 電話番号 

施設部長 ◦ 松本 悟司 ℡（078）302-6771 

建築担当部長 

（駅前リノベーション担当） 
・酒井 優 ℡（078）920-9351 

建築担当部長 

（駅前リノベーション担当） 
・平井 勝彦 ℡（078）302-2384 

施設整備課長 

（施設部長事務取扱） 
◦ 松本 悟司 ℡（078）302-6771 

建築担当課長 ◦ 阪本 章 ℡（078）302-6771 

建築担当課長（西部） ◦ 大塚 映二 ℡（078）920-9351 

建築担当課長（西部） ◦ 大西 利幸 ℡（078）920-9351 

土木担当課長 ◦ 杉村 明夫 ℡（078）302-6771 

土木担当課長 ◦ 菅野 孝（兼務） ℡（078）302-6771 

 

 

〇設備部 

設備部長 ・倉品 智之 ℡（078）791-7102 

設備課長 *日松 勉 ℡（078）791-7102 

設備担当課長  岸本 和博 ℡（078）992-0500 

設備担当課長 佐々木 信二 ℡（078）992-0500 

設備担当課長 *加藤 武司 ℡（078）791-7102 

設備担当課長 

（ＳＣリニューアル担当） 
・岩崎 良之 ℡（078）791-7102 

担当課長 宮ノ下 義浩（兼務） ℡（078）791-7100 

担当課長 清原 誠（兼務） ℡（078）741-1252 

担当課長 今井 修（兼務） ℡（078）992-0500 

担当課長 豊井 正則（兼務） ℡（078）992-8888 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

ビル事業部 

管理第１課 

ポートアイランドビル・北埠頭デッキプラザ・神

戸国際交流会館・神戸キメックセンタービル・神

戸医療イノベーションセンター・神戸国際ビジネ

スセンター・センタープラザ・フォンテ上御影・

キャナルタウンイースト・メゾンビューハーバー

ランドの管理運営 

管理第２課 

名谷センタービル・ユニバープラザ・西神センタ

ービル・西神南センタービル・西区文化センター

ビル・西区総合庁舎ビルの管理運営 

誘致推進課 

ビル運営事業の調査・研究、ビルテナント誘致及

び契約、ビルヂング協会、市等関係団体との連絡

調整 

駅ビル事業部 管理課 

駅ビル（新長田地下鉄ビル・北野坂壱番館・湊川

パークサイドビル・名谷駅ビル・学園都市駅ビ

ル・学園Ｕビル・伊川谷駅ビル・西神中央駅ビ

ル・みなと元町Ｕビル・御崎Ｕビル・苅藻業務ビ

ル）の管理運営、駅構内店舗の営業管理、テナン

ト誘致及び契約 
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〔管理職員一覧〕 

 

○ビル事業部 

役職名 氏 名 電話番号 

ビル事業部長 山品 康憲 ℡（078）302-2382 

ビル事業担当部長 佐竹 和典 ℡（078）302-2382 

 管理第１課長  三谷 剛 ℡（078）302-2382 

 担当課長 黒岩 隆一 ℡（078）302-2382 

管理第２課長（ビル事業担当

部長事務取扱） 
佐竹 和典 ℡（078）302-2382 

誘致推進課長 池田 仁子 ℡（078）302-2382 

 

 

○駅ビル事業部 

役職名 氏 名 電話番号 

駅ビル事業部長 ・岡 玄 ℡（078）647-3316 

 管理課長 *朝田 徳夫 ℡（078）647-3316 

 担当課長  丸田 憲一 ℡（078）647-3316 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

地域事業部 

地域事業第１課 

六甲アイランド内商業施設・六甲アイランド健康

増進施設の管理運営、六甲アイランド・名谷・西

神・西神南の各テニス場・高塚ゴルフ・西神中央

総合住宅公園 運営事業者との連絡調整、駐車場

の管理運営 

地域事業第２課 

港島ふれあいセンター・港島立体駐車場・ポート

アイランド健康増進施設・ポートアイランド地区

月極駐車場の管理運営、名谷・西神地区集会所・

月が丘集会所の管理運営、渦森会館・鶴甲会館・

高倉会館・名谷南会館運営事業者との連絡調整 

有野台会館 有野台会館・駐車場の管理運営 

ひよどり台会館 ひよどり台会館・駐車場の管理運営 

商業事業部 

商業事業第１課 

商業施設のテナント誘致、西神地区商業施設・西

神工業会館・神戸流通会館の管理運営、西神地区

公益施設用駐車場の管理運営、商業施設活性化の

計画・実施 

商業事業第２課 

須磨地区・有野台・ひよどり台・月が丘の商業施

設の管理運営、商業施設活性化の計画・実施、高

倉・名谷・西神・西神南・王居殿・美穂が丘・月

が丘・西神工業団地・複合産業団地内月極駐車場

の管理運営 

リーシング統括本部 

リーシング活動、リーシングに関する各ＳＣ事業

部・社内との協議・調整等、西神百貨店ビル（エ

キソアレ）の管理運営 

ＳＣ管理部 ＳＣ管理課 

ＳＣ事業の事務に係る連絡及び調整とりまとめ、

ＳＣ相互及び各事業部門との連携強化、ＳＣ運営

の改善及びＳＣ管理の円滑化 
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〔管理職員一覧〕 

 

○地域事業部 

役職名 氏 名 電話番号 

地域事業部長 寺西 浩和 ℡（078）302-2898 

 地域事業第１課長 上村 吉広 ℡（078）302-2898 

地域事業第２課長 

（地域事業部長事務取扱） 
 寺西 浩和 ℡（078）302-2898 

有野台会館長  北 盛延 ℡（078）981-7000 

 ひよどり台会館長 ◦ 高橋 良彦 ℡（078）741-9890 
 

 

 

○商業事業部 

役職名 氏 名 電話番号 

商業事業部長 山名 美華 ℡（078）792-8833 

 商業事業第１課長 原 幹生 ℡（078）792-8833 

商業事業担当課長 鷲尾 隆亮 ℡（078）792-8833 

商業事業第２課長 西村 崇  ℡（078）792-8833 

担当課長 *榊 真輔 ℡（078）792-8833 

 

 

○リーシング統括本部 

役職名 氏 名 電話番号 

リーシング統括本部長 

（取締役事務取扱） 
 安積 久義 ℡（078）915-7878 

リーシング統括本部担当部長 半田 圭一（兼務） ℡（078）915-7878 

リニューアル推進室長 前田 光生 ℡（078）915-7878 

 担当課長 梶原 健 ℡（078）915-7878 

 

 

○ＳＣ管理部 

役職名 氏 名 電話番号 

ＳＣ管理部長  岸本 勝代 ℡（078）791-7101 

 ＳＣ管理課長 松浦 英明 ℡（078）791-7101 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

須磨パティオ 

事業部 

須磨パティオ 

事業課 

須磨パティオの営業企画及び販売促進、テナント

の営業管理及び指導、売上金管理、テナントの誘

致及び契約、直営事業の運営 

須磨パティオ警

備・サービス統括

課 

施設の防犯・警備、駐車場の管理運営、施設整備 

リファーレ 

横尾事業部 

リファーレ横尾 

事業課 

リファーレ横尾の営業企画及び販売促進、テナン

トの営業管理及び指導、売上金管理、テナントの

誘致及び契約、直営事業の運営 

リファーレ横尾 

警備・サービス課 
施設の防犯・警備、駐車場の管理運営、施設整備 

プレンティ 

事業部 

プレンティ 

事業課 

プレンティの営業企画及び販売促進、テナントの

営業管理及び指導、売上金管理、テナントの誘致

及び契約、直営事業の運営、西神中央駅立体駐車

場・自転車駐車場の管理運営 

プレンティ警備・

サービス統括課 
施設の防犯・警備、駐車場の管理運営、施設整備 

キャンパス 

事業部 

キャンパス 

事業課 

キャンパススクェアの営業企画及び販売促進、テ

ナントの営業管理及び指導、売上金管理、テナン

トの誘致及び契約、直営事業の運営 

キャンパス 

警備・サービス課 
施設の防犯・警備、駐車場の管理運営、施設整備 

セリオ事業部 

セリオ事業課 

セリオの営業企画及び販売促進、テナントの営業

管理及び指導、売上金管理、テナントの誘致及び

契約、直営事業の運営 

セリオ 

警備・サービス課 
施設の防犯・警備、駐車場の管理運営、施設整備 
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〔管理職員一覧〕 

○須磨パティオ事業部 

役職名 氏 名 電話番号 

須磨パティオ事業部長  児玉 浩男 ℡（078）791-7100 

 須磨パティオ事業課長 藤澤 敬徳 ℡（078）791-7100 

 営業担当課長 溝上 麻衣子 ℡（078）791-7100 

 リニューアル担当課長 前田 光生（兼務） ℡（078）791-7100 

ＳＣ須磨地区警備・サービス統括課長 宮ノ下 義浩 ℡（078）791-7100 

須磨パティオ警備・サービス担当課長 清原 誠（兼務） ℡（078）791-7100 

 

○リファーレ横尾事業部 

役職名 氏 名 電話番号 

リファーレ横尾事業部長 半田 圭一 ℡（078）741-1252 

  リファーレ横尾事業課長   末岡 直祐 ℡（078）741-1252 

  リファーレ横尾警備・サービス課長 清原 誠 ℡（078）741-1252 

 

○プレンティ事業部 

役職名 氏 名 電話番号 

プレンティ事業部長 島津 昭弘 ℡（078）992-0500 

 プレンティ事業課長 西村 覚 ℡（078）992-0500 

  営業担当課長 渡辺 俊彦 ℡（078）992-0500 

 リニューアル担当課長 前田 光生（兼務） ℡（078）992-0500 

  ＳＣ西地区警備・サービス統括課長 今井 修 ℡（078）992-0500 

 プレンティ警備・サービス担当課長 豊井 正則（兼務） ℡（078）992-0500 

 

○キャンパス事業部 

役職名 氏 名 電話番号 

キャンパス事業部長 山内 享保 ℡（078）793-6600 

  キャンパス事業課長   山口 嘉彦 ℡（078）793-6600 

  キャンパス警備・サービス課長 豊井 正則（兼務） ℡（078）793-6600 

 

○セリオ事業部 

役職名 氏 名 電話番号 

セリオ事業部長 竹澤 佳晃 ℡（078）992-8888 

  セリオ事業課長 

（セリオ事業部長事務取扱） 
  竹澤 佳晃 ℡（078）992-8888 

  セリオ警備・サービス課長 豊井 正則 ℡（078）992-8888 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

海上アクセス 

事業部 

海上アクセス 

事業第１課 
海上アクセス事業部の事務総括等 

海上アクセス 

事業第２課 
航路事業、関連駐車場事業の事業推進等総括 

海上アクセス運航管理部 海上アクセスの運航管理 

 

（　135　）



〔管理職員一覧〕 

 

○海上アクセス事業部 

役職名 氏 名 電話番号 

海上アクセス事業部長 

（安全統括管理者） 
吉見 広幸 ℡（078）304-0050 

海上アクセス事業第１課長 西田 徹 ℡（078）304-0050 

海上アクセス事業第２課長  松本 英樹 ℡（078）304-0050 

 

 

○海上アクセス運航管理部 

役職名 氏 名 電話番号 

海上アクセス運航管理部長 

（運航管理者） 
 小泉 哲彦 ℡（078）304-0050 
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神戸新交通株式会社 都 市 局 

〔住 所〕 〒650-0045 

神戸市中央区港島６丁目６番地の１ 

〔電 話〕０７８（３０２）２５００ 

〔ＦＡＸ〕０７８（３０２）４５０４ 

〔ホームページアドレス〕 https://www.knt-liner.co.jp/ 

〔設立年月日〕 

昭和 52年７月 18日 

〔資本金〕 

100,000千円（平成 28年１月減資） 

減資前 24,266,000千円（本市出資 18,773,600千円 77.36％） 

〔設立目的〕 

神戸市総合基本計画における総合交通体系の一端を担い、市民の交通の利便を確保することを

目的とする。 

 

〔主務官庁〕 ― 

〔市所管課・連絡先〕 

都市局交通政策課 

０７８（８９１）６４４４ 

 

〔執行体制〕 

 

○役員数等 （ ）内は常勤役員数で内数 

役職名 人 数 氏 名 

代表取締役社長 １（１）人 ◦ 岸田 泰幸 

代表取締役常務 １（１）人 *茨木 修（神戸市都市局担当部長） 

取締役 ９（１）人 川本 義仁（安全統括管理者） 

酒井 俊（株式会社三井住友銀行公務法人営業

第二部副部長） 

・城南 雅一（神戸市交通事業管理者） 

津田 佳久（神戸商工会議所常務理事） 

中森 慶太郎 

（株式会社神戸製鋼所執行役員総務・CSR部長） 

・長谷川 憲孝（神戸市港湾局長） 

・林 泰三（神戸市建設局長） 

堀内 敏弘（株式会社上組代表取締役常務） 

・山本 雄司（神戸市都市局長） 

監査役 ３（１）人 伴 俊作（常勤） 

中嶋 展也（弁護士） 

妻鹿 佳郎（株式会社みなと銀行執行役員本店

営業部長） 

会計監査人 １（０）人 岡村 修（公認会計士、税理士） 

合 計 １５（４）人  
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○職員数 

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

１６０人 １人 ０人 ２５人 １８６人 

 

 

 

 

〔事業内容〕 

１．鉄軌道事業 

（１）新交通ポートアイランド線の運行 

（２）新交通六甲アイランド線の運行 

２．不動産賃貸事業 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

総務部 

総務課 

取締役会、株主総会、コンプライアンス、会社

施設管理、広報、環境保全活動、業務改革、会

社総務 

経営企画課 

経営計画、輸送力増強の社外調整、三宮駅の改良

工事、全社的特命事項、予算決算、資金計画・運

用・調達、財務諸表、税務、財産管理、原価計算、

工事・物品調達契約、出納事務 

ガバナンス 

推進課 

労務ガバナンスの推進に関すること、働き方改革、

人事労務制度、人材育成、人事、給与、組織管理、

福利厚生、安全衛生、労働組合、法務、訴訟、会

社労務 

営業推進課 

運輸収入、お客さまに関する諸規程、乗車券審査、

運輸成績、運賃制度、乗車券、補償、駅務機器・

施設、各種申請・届出、運輸業務、増収対策・乗

客誘致対策、お客さまに係わる調査・統計・企画・

営業、広告宣伝、営業促進に関すること、乗客誘

致に関する企画・立案・調整、沿線活性化に関す

ること、各種乗車券の商品開発・宣伝、関係団体

との連絡調整、ＩＣ乗車券の販促・宣伝、付帯事

業、関連事業、テナント・店舗管理、新規事業、 

地域連携、関係団体との連絡調整 
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〔管理職員一覧〕 

 

○総務部 

役職名 氏 名 電話番号 

総務部長 

（代表取締役常務事務取扱） 
*茨木 修 ℡（078）302-2500 

 総務課長 藤原 英晃 ℡（078）302-2500 

  総務係長 樋口 雅子 ℡（078）302-2500 

 経営企画課長 吉川 桂史 ℡（078）302-2501 

課長代理（経営企画担当） 峰松 江次 ℡（078）302-2501 

  課長代理 

  （三宮駅改良工事担当） 
濵田 仁志（兼務） ℡（078）302-2501 

  経理係長 金谷 保和 ℡（078）302-2501 

 ガバナンス推進課長 ・竹内 信介 ℡（078）302-2500 

 人事労務担当課長 沖 恵一 ℡（078）302-2500 

課長代理 

（ガバナンス推進） 
勝浦 誠 ℡（078）302-2500 

  制度企画係長 勝浦 誠（兼務） ℡（078）302-2500 

  課長代理（人事労務係長） 岩永 聡 ℡（078）302-2500 

  人事労務担当係長 窓場 浩美 ℡（078）302-2500 

営業推進課長 田野 秀幸 ℡（078）302-2503 

地域連携担当課長 米澤 貴裕 ℡（078）302-2505 

  業務係長 合楽 康則 ℡（078）302-2503 

  営業担当係長 今井 一博 ℡（078）302-2503 

  課長代理（事業推進係長） 岸本 敏彦 ℡（078）302-2505 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

運輸技術部 

安全管理課 

技術伝承の仕組みの構築・調査、推進、安全管

理体制の維持運営・改善、安全推進委員会、安

全推進実行委員会 

司令課 

安全輸送、運転保安、事故防止、運転・駅務・電

力等の指令、列車運行計画、列車の出入庫、輸送

に関わる教育訓練、運転指令・乗務に関する諸規

程の制定・改廃、運行管理、操縦員の資質管理・

教育訓練、動力車運転免許養成、全社員の運転関

係訓練、運転、事故等の現場処理、駅構内事故の

現場一時処理 

運輸課 

窓口業務、駅務、乗車券、金銭の出納、駅舎、施

設、駅務機器、運転・駅構内事故故障等の現場処

理、駅業務 
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〔管理職員一覧〕 

 

○運輸技術部 

役職名 氏 名 電話番号 

運輸技術部長 

（取締役事務取扱） 
川本 義仁 ℡（078）302-2500 

技術担当部長 稲岡 茂伸 ℡（078）303-3500 

 安全管理課長 藤原 英晃（兼務） ℡（078）302-2775 

 技術伝承担当課長 片平 博之（兼務） ℡（078）302-2775 

安全管理係長 大前 勝紀 ℡（078）302-2775 

司令課長 播本 耕治 ℡（078）303-3300 

  課長代理（司令係長） 加納 隆行 ℡（078）303-3300 

司令担当係長（六甲） 北山 聖剛 ℡（078）822-6831 

ＰＩ司令長 花房 晋二 ℡（078）303-3300 

ＰＩ司令長 和田 欣也 ℡（078）303-3300 

ＰＩ司令長 奥山 岩文 ℡（078）303-3300 

ＰＩ司令長 濱崎 雅也 ℡（078）303-3300 

ＲＩ司令長 重信 博 ℡（078）822-6831 

ＲＩ司令長 道見 幸男 ℡（078）822-6831 

ＲＩ司令長 西尾 伸一 ℡（078）822-6831 

ＲＩ司令長 谷川 博敏 ℡（078）822-6831 

安全運転教育係長 東 智彦 ℡（078）303-3300 

安全運転教育担当係長 薗村 武宏 ℡（078）303-3300 

運輸課長 長井 透 ℡（078）251-2116 

運輸担当課長 笹間 浩則 ℡（078）822-7231 

お客さまサービス係長 保利 篤 ℡（078）251-2116 

三宮駅長 松尾 晋吾 ℡（078）251-2116 

住吉駅長 

（運輸担当課長事務取扱） 
笹間 浩則 ℡（078）822-7231 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

運輸技術部 

施設課 

建築設備等の調査・計画・立案・調整・設計・積算

工事・検査、設備等の保守、リバーモールにおける

安全・樹木・施設等管理 

土木施設・線路の調査・計画・立案・調整・設計・

積算・工事・検査、土木施設・線路等の保守 

電気課 
電気設備等の計画・立案・調整・調査・統計・設計・

積算・工事・検査・保守・申請・届出 

車両課 

車両及び関連する機器・装置等の調査・統計・設

計・積算、車両の更新・改造、申請・届出、建築・

設備の大規模補修計画・管理、車両（ポートアイ

ランド線・六甲アイランド線）の操車・保守管理・

車両運用管理・委託業務の監督、車両全般 
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〔管理職員一覧〕 

 

○運輸技術部 

役職名 氏 名 電話番号 

施設課長 

（技術担当部長事務取扱） 
稲岡 茂伸 

℡（078）303-3500 

  建築設備係長 竹中 学 ℡（078）303-3500 

  設備担当係長 前田 和則 ℡（078）303-3500 

課長代理（工務係長） 濵田 仁志 ℡（078）303-3500 

  土木担当係長 内村 里志 ℡（078）303-3500 

  土木（教育）担当係長 出口 則雄 ℡（078）303-3500 

 電気課長 上田 靖 ℡（078）303-3502 

  課長代理（電気係長） 松岡 卓矢 ℡（078）303-3502 

  電気計画担当係長 

（電気課長事務取扱） 
上田 靖 ℡（078）303-3502 

  電力担当係長 松岡 卓矢（兼務） ℡（078）303-3502 

  信通担当係長 佐々木 良太 ℡（078）303-3502 

  教育担当係長 山本 良治 ℡（078）303-3502 

  教育担当係長 矢持 久嗣 ℡（078）303-3502 

  統計担当係長 渡辺 一良 ℡（078）303-3502 

 車両課長 北島 信宏 ℡（078）302-3404 

 車両担当課長 片平 博之 ℡（078）857-2550 

車両係長 

（車両課長事務取扱） 
北島 信宏 ℡（078）302-3404 

検車第１係長 山岡 真矢 ℡（078）302-3404 

検車第２係長 河野 博久 ℡（078）857-2550 

  車両担当係長（六甲） 河野 博久（兼務） ℡（078）857-2550 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

監査室 内部監査、内部通報、監査役会 
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〔管理職員一覧〕 

 

〇監査室 

役職名 氏 名 電話番号 

監査室長 樋口 剛史 ℡（078）302-2500 

  監査係長 峰松 江次（兼務） ℡（078）302-2500 
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雲井通５丁目再開発株式会社 都 市 局 

〔住 所〕 〒651-0096 

神戸市中央区雲井通四丁目２番２号 

マークラー神戸ビル７階 

〔電 話〕０７８（８９１）３６５０ 

〔ＦＡＸ〕０７８（８９１）３６５１ 

〔ホームページアドレス〕 https://kumoi-redevelopment.jp/ 

〔設立年月日〕 

平成 30年５月 16日 

〔資本金〕 

5,000千円（本市出資 2,550千円 51％） 

〔設立目的〕 

 雲井通５丁目の再整備に向けた市街地再開発事業の施行を主たる目的とする。 

〔主務官庁〕 ― 

〔市所管課・連絡先〕 

都市局都心再整備本部都心再整備部都心三宮再整備課 

０７８（９８４）０２５０ 

 

 

〔執行体制〕 

 
○役員数 （ ）内は常勤役員数で内数 

役職名 人 数 氏 名 

代表取締役社長 １（０）人 ◦ 鳥居 聡（神戸市文化スポーツ局博物館名誉館長） 

取締役 ２（０）人 ・中原 信（神戸市都市局都心再整備本部長） 

尤 泰基（株式会社アサヒ代表取締役） 

監査役 １（０）人 岩﨑 和文（公認会計士、税理士） 

合 計 ４（０）人  

 

 
〇執行役員 

役職名 氏 名 業務内容 

業務執行役員 ・谷中 俊宣 
雲井通５丁目市街地再開発事業に係る調整等

業務 

 

 
○職員数 

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

０人 ２人 ０人 ０人 ２人 
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〔事業内容〕 

雲井通５丁目の再整備 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

総務・事業担当 

総務、人事、労務、経理、コンプライアンス、株主

総会等会社経営業務及び雲井通５丁目市街地再開

発事業に係る調整等業務 
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〔管理職員一覧〕 

 

役職名 氏 名 電話番号 

総務・事業担当部長 ・谷中 俊宣（兼務） ℡（078）891-3650 

  総務・事業担当係長 ・寺田 武 ℡（078）891-3650 
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株式会社 神戸サンセンタープラザ 都 市 局 

〔住 所〕 〒650-0021 

神戸市中央区三宮町２丁目 11番１－604号 

〔電 話〕０７８（３３１）５３１１ 

〔ＦＡＸ〕０７８（３３１）９６１８ 

〔ホームページアドレス〕 https://kscp.co.jp/ 

〔設立年月日〕 

昭和 45年５月１日設立 

〔資本金〕 

75,000千円（本市出資   23,050千円 30.73％） 

〔設立目的〕 

三宮市街地改造事業により建設された区分所有ビルであるさんプラザ、センタープラザ、 

センタープラザ西館の効率的な管理運営を行うため、神戸市及び民間の共同出資により設立し、 

近隣商店街とともに神戸の中心商業地区の発展に寄与することを目的とする。 

〔主務官庁〕 ― 

〔市所管課・連絡先〕 

都市局都心再整備本部都心再整備部都心三宮再整備課 

０７８（８９１）５３７４ 

 

 

〔執行体制〕 

 
○役員数 （ ）内は常勤役員数で内数 

役職名 人 数 氏 名 

代表取締役社長 １（１）人 ◦ 清水 義一 

専務取締役 １（１）人 ◦ 山上 義輝 

取締役 ９（０）人 入江 康夫 

（株式会社カスカード代表取締役会長） 

 沖 純子（株式会社江戸家代表取締役社長） 

 久利 計一 

（株式会社マイスター大学堂代表取締役社長） 

 佐野 元彦（佐野商事有限会社代表取締役社長） 

・中原 信（神戸市都市局都心再整備本部長） 

 原田 兼嗣（原田商事株式会社会長） 

 福島 眞司（株式会社都ホールディングス代表

取締役会長） 

・三木 由美子（株式会社こうべ未来都市機構代

表取締役専務） 

・山本 雄司（神戸市都市局長） 

監査役 ３（０）人 石丸 鐵太郎（弁護士） 

酒井 俊（株式会社三井住友銀行公務法人営業

第二部副部長） 

楡井 義丈 

（株式会社みなと銀行地域戦略部部長） 

合 計 １４（２）人  
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○職員数 

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

１６人 ０人 ３人 ４人 ２３人 

 

 

 

 

〔事業内容〕 

１．「さんプラザ」「センタープラザ」「センタープラザ西館」の管理運営 

２．事務所・倉庫等の賃貸 

３．サンセンタープラザ駐車場の運営 

４．センタープラザ西館会議室の運営 

５．三宮連絡地下道・京町筋歩道橋・オーバーブリッジの管理運営 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

総務部 

総務課 

社内の庶務及び事務の連絡・調整・改善、人事、

給与、福利厚生、株主総会、取締役会、区分所有

者集会、区分所有者理事会、法務及びコンプライ

アンスにかかるもの、規則・規定・規約の制定・

運用、区分所有者の権利譲渡、店舗の賃貸借の届

出に伴う諸手続、その他社内各課に属さない事務 

経理課 

一般会計及び管理会計の予算、決算及び資金計

画、税務事務、財務事務、共益費・専用電力料・

専用水道料、金品・物品の管理、契約事務 

事業課 

店舗等の賃貸借、共用部分の利用計画及び賃貸、

社有床、貸事務所・ショーウインドウ・倉庫・ロ

ッカー・懸垂幕等の賃貸、貸会議室等の運営、駐

車場及び駐輪場の運営、案内施設の製作・改良、

自動販売機の運用、店舗有線放送の供給、収益事

業の企画、地元関係団体の事務、名店会事務局及

び地元関係商店街に関すること、広告・案内業務

事業調査・研究、その他収益業務 

保険課 保険代理店業務に関すること 

管理部 

防災保安課 

建物及び地下道等の警備・保安・防火・防災・保

全、消防訓練、消防署・警察署との連絡調整、共

用部分の使用規制・指導・監督・防火・防犯・安

全等協議会、警備業務に係る指導・監督、拾得物

に関すること 

施設管理課 

建物・建物設備の維持管理、店舗等の内装工事の受

付・許可・指導・監督、清掃業務の指導・監督、設

備業務に係る指導・監督、店舗等の内装工事の指導・

監督 
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〔管理職員一覧〕 

 

○総務部 

役職名 氏 名 電話番号 

総務部長 武村 只朗 ℡（078）331-5311 

 総務課長 武村 只朗（兼務） ℡（078）331-5311 

  総務課長代理  中村 正明 ℡（078）331-5311 

 経理課長 安川 典良 ℡（078）331-5311 

  経理課係長 鞍本 健  ℡（078）331-5311 

  経理課主査 水見 嘉都子 ℡（078）331-5311 

 事業課長  中尾 岳広 ℡（078）331-5311 

事業課長代理（三宮プラザ

名店会事務局兼務） 
吉見 成之 ℡（078）331-5311 

  事業課主査 琵琶 裕子 ℡（078）331-5311 

  事業課主査 下田 啓介 ℡（078）331-5311 

 保険課長 小池 啓文 ℡（078）331-5311 

  保険課係長 江幡 大輔 ℡（078）331-5311 

 

 

○管理部 

役職名 氏 名 電話番号 

管理部長 ◦ 田中 研児 ℡（078）331-5311 

 防災保安課長 ◦ 田中 研児（兼務） ℡（078）331-5311 

 防災保安課課長代理 福山 一人 ℡（078）331-5311 

 防災保安課主査 ◦ 髙崎 博幸 ℡（078）331-5311 

 施設管理課長 *藤本 哲則 ℡（078）331-5311 

  施設管理課係長 安原 光幸 ℡（078）331-5311 

  施設管理課係長 山下 康一郎 ℡（078）331-5311 
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神戸ハーバーランド株式会社 都 市 局 

〔住 所〕 〒650-0044 

神戸市中央区東川崎町１丁目３番３号 

〔電 話〕０７８（３６０）３３３３ 

〔ＦＡＸ〕０７８（３６０）３３３９ 

〔ホームページアドレス〕 https://www.kobeharborland.com/ 

〔設立年月日〕 

昭和 63年４月 11日設立 

〔資本金〕 

 1,650,000千円（本市出資 480,000千円 29.09％） 

〔設立目的〕 

 「海につながる文化都心の創造」を目指す神戸ハーバーランド地区において、地区内事業者と

して街全体の活性化に貢献するとともに、地区管理の中核的役割を担うことを目的とする。 

〔主務官庁〕 ― 

〔市所管課・連絡先〕 

都市局駅まち推進課 

０７８（５９５）６７０４ 

 

 

〔執行体制〕 

 
○役員数等 （ ）内は常勤役員数で内数 

役職名 人 数 氏 名 

代表取締役社長 １（１）人 ◦ 小林 隆一郎 

常務取締役 １（１）人 松本 太樹 

取締役 ８（０）人 ・山本 雄司（神戸市都市局長） 

中林 志郎（神戸商工会議所専務理事） 

髙倉 通（株式会社竹中工務店神戸支店長） 

大下 央（日本生命保険相互会社不動産部ビル事

業運用部長兼本店不動産部長） 

中田 洋介（日本電気株式会社神戸支社長） 

東 琢 

（大阪ガス株式会社理事兵庫地区統括支配人） 

川村 操（三菱倉庫株式会社神戸支店長） 

河端 秀直（株式会社日建設計執行役員クライア

ントリレーショングループ副代表(大阪)） 

監査役 ３（１）人 ◦ 梅村 晋一（常勤） 

 中嶋 展也（弁護士） 

 酒井 俊（株式会社三井住友銀行公務法人営業第

二部副部長） 

会計監査人 １（０）人 藤田 隆大（公認会計士） 

合 計 １４（３）人  
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○職員数 

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

８人 ０人 ２人 ０人 １０人 

 

 

 

 

〔事業内容〕 

１． 貸室事業 

ハーバーランドセンタービルの事務所、店舗、駐車場等の賃貸 

２． 地区管理事業 

（１）歩道・デッキ・花壇等公共施設の管理 

（２）貸イベントスペース（スペースシアター）の運営 

（３）煉瓦倉庫の活用 

（４）イベントの企画・運営等の来街促進事業 

（５）総合インフォメーションの運営 

３． 情報サービス事業 

（１）神戸市地域サービス情報システム（あじさいネット）の事務局運営 

（２）大型映像装置の運営 

４． その他事業 

（１）タウンカード事業 

（２）広告代理店事業 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

総務課 

庶務、株主総会、取締役会、監査役会、人事・給与、

諸規則、コンプライアンス、予算、決算、出納、資

金計画、経営計画、税務 

管理課 
建物貸室管理、テナント誘致、地区管理事業、都市

利便増進協定関係、煉瓦倉庫事業、広告代理店事業 

システム課 

地域サービス情報システムの事務局運営、運営協議

会（来街促進委員会を除く）、建築協定運営委員会、

神戸駅周辺地域津波避難等対策協議会、総合インフ

ォメーション、タウンカード、大型映像装置 

企画課 
来街促進委員会、イベントの企画運営、広報、街づ

くり事業、スペースシアター事業、指定管理事業 

総合インフォメーション ハーバーランドの案内全般 
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〔管理職員一覧〕 

 

役職名 氏 名 電話番号 

総務課長 *竹内 伸二 ℡（078）360-3334 

管理課長 *吉村 稔 ℡（078）360-3333 

システム課長 牧瀬 修 ℡（078）360-3336 

企画課長 半田 真澄 ℡（078）360-3335 
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神戸高速鉄道株式会社 都 市 局 

〔住 所〕 〒650-0015 

神戸市中央区多聞通３丁目３番９号 

神戸楠公前ビル４階 

〔電 話〕０７８（３５１）０８８１ 

〔ＦＡＸ〕０７８（３５１）１６０７ 

〔ホームページアドレス〕 http://www.kobe-kousoku.jp 

〔設立年月日〕 

昭和 33年 10月２日設立 

〔資本金〕 

100,000千円（平成 27年７月減資） 

減資前 2,000,000千円（本市出資 500,000千円 25％） 

〔設立目的〕 

阪急・阪神・山陽・神戸電鉄を結び相互直通運転をすることによって、市内交通の不便を解消

するとともに、京阪神と播州工業地帯及び西北神地区の輸送力を増強することによって、各地域

と産業の発展に寄与することを目的とする。 

 

〔主務官庁〕 ― 

〔市所管課・連絡先〕 

都市局交通政策課 

０７８（８９１）６４４４ 

 

 

〔執行体制〕 

 
○役員数等 （ ）内は常勤役員数で内数 

役職名 人 数 氏 名 

代表取締役会長 １（１）人 ◦ 梶川 龍彦 

代表取締役社長 １（０）人 久須 勇介（阪神電気鉄道株式会社専務取締役） 

専務取締役 １（１）人 鳥居 祐典 

取締役 ５（１）人 八畠 敦 

三田 和司（阪急電鉄株式会社執行役員） 

・山本 雄司（神戸市都市局長） 

増田 隆治（山陽電気鉄道株式会社取締役） 

岸本 和也 

（神戸電鉄株式会社代表取締役専務執行役員） 

監査役 １（０）人 福嶋 康徳（阪急阪神ホールディングス株式会

社グループ監査室課長） 

会計監査人 １（０）人 有限責任あずさ監査法人 

合 計 １０（３）人  
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○職員数 

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

０人 ０人 ０人 ７人 ７人 

 

〔事業内容〕 

１．神戸高速線事業 

（１）第３種鉄道事業（東西線：7.2km、南北線：0.4km、計 7.6km） 

２．その他の事業 

（１）神戸高速地下街（メトロこうべ）の運営等 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

総務企画部 
神戸高速線事業、総務（法務・コンプライアンス

を含む）・経理に係る業務 

事業部 その他の事業 
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〔管理職員一覧〕 

○総務企画部

役職名 氏 名 電話番号 

総務企画部長 八畠 敦（兼務） ℡（078）351-0875 

課長 大住 敏寛 ℡（078）351-0881 

○事業部

役職名 氏 名 電話番号 

事業部長 森岡 大輔 ℡（078）371-1011 

課長 藤岡 香里 ℡（078）371-1011 
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一般財団法人 神戸住環境整備公社 建築住宅局 

〔住 所〕 〒653-8768 

神戸市長田区二葉町５丁目１番 32号 

新長田合同庁舎８階  

〔電 話〕０７８（６４７）９７２０ 

〔ＦＡＸ〕０７８（６４７）９６２１ 

〔ホームページアドレス〕 https://www.kobe-rma.or.jp/ 

〔設立年月日〕 

昭和38年５月18日 

令和４年５月 1日 名称変更 

〔基本財産〕 

120,500千円（本市出捐 120,000千円 99.59％） 

〔設立目的〕 

 住宅および公益施設の整備と管理に関する多様な技術力・資産・経験を創造的に活用し、神

戸を中心に住環境の質の向上を目指した施策を実施することで、一人ひとりが安心安全で心豊

かに幸せを実感できる持続可能な社会の実現に寄与する。 

〔主務官庁〕 ― 

〔市所管課・連絡先〕 

建築住宅局政策課 

０７８（５９５）６４９５ 

〔執行体制〕 

○評議員・理事・監事・会計監査人数 （ ）内は常勤の数で内数

役職名 人 数 氏 名 

評議員 ４（０）人 梶木 典子 

（神戸女子大学家政学部家政学科教授） 

加登 豊 

（同志社大学大学院ビジネス研究科教授） 

中尾 悦子（弁護士） 

・根岸 芳之（神戸市建築住宅局長）

理事長 １（１）人 ◦ 三木 太志

専務理事 １（１）人 ◦ 宮本 一郎

常務理事 １（１）人 ・中島 和也（神戸市建築住宅局担当部長）

理事 ８（２）人 ・小林 令伊子（神戸市建築住宅担当局長）

◦谷口 貴成（安全統括管理者）

弘本 由香里（大阪ガスネットワーク株式会社

エネルギー・文化研究所特任研究員）

正木 恵子 

（公益社団法人兵庫県建築士会副会長） 

松原 永季 

（有限会社スタヂオ・カタリスト代表取締役） 

水野 優子（武庫川女子大学生活環境学部生活環 

境学科准教授） 

村澤 健一（株式会社システム機材代表取締役） 
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理事 保田 敬一郎（独立行政法人都市再生機構西日本

支社兵庫エリア経営部部長） 

監事 

 

２（０）人 岩﨑 和文（公認会計士、税理士） 

西野 百合子（弁護士） 

会計監査人 １（０）人 中川 雅文（公認会計士） 

合 計 １８（５）人  

 

 
○職員数 

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

１０１人 ５１人 ４４人 ６１人 ２５７人 

 

 

〔事業内容〕 

 

１．住環境の提供に関連する事業 

（１）賃貸住宅事業 

（２）桜の宮住宅再整備事業 

（３）空き家リノベーション推進事業 

（４）賃貸住宅オーナー支援事業 

（５）公益施設等整備事業 

（６）公益施設等管理事業 

（７）再開発ビル等管理受託業務 

２．すまいづくり支援に関連する事業 

（１）神戸市すまいの総合相談窓口「すまいるネット」運営事業 

（２）住宅政策関連事業（市営住宅募集業務） 

（３）消防関係講習事業（防災講習センター運営事業） 

（４）その他市政関連事業（こうべまちづくり会館管理運営事業等） 

３．その他この法人の目的を達成するために必要な事業 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

監査室 

内部監査、内部統制システムの検証及び助言、運

輸事業に係る安全管理監査、規則・規程の制定及

び改正に関する審査、リスク管理・自主監査 

経営企画部 

 

総務課 

公社・部の庶務、公社内事務の連絡・調整及び改

善、人事・給与、理事会・評議員会、契約、提案

型事業者選定、公印及び文書の管理、職場の安全

衛生、研修、定款及び諸規程、庁舎管理、備品、

社用車の管理、福利厚生、情報セキュリティ等監

査室との連携、予算・決算並びにその他財務諸表

の作成、会計監査、財政計画及び経営分析、資産

管理、市外郭団体に関する特別委員会、資金計画

及び調達、出納事務、現金・有価証券の管理、他

の課及び係の所管に属しないこと 

事業再編推進室 

室の庶務、経営計画、事業再編に係る事業譲渡の

推進・調整、管理者業務の移管に係る調査・企画・

調整、市及び外郭団体等との事業調整、重要事項

の調査及び企画、広報の調整、公社資産（保有床

及び土地）の活用等（他課所管に属することを除

く。）、桜の宮住宅再整備、都市計画道路東山菊水

線事業抵触者の移転支援、公社の社史編纂 

国際技術支援室 

JICA 及び地元企業等の海外展開に係る都市基盤整

備に関する技術的支援の調査、企画、計画の立案

及び実施に関すること。 
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〔管理職員一覧〕 

 

○監査室 

役職名 氏 名 電話番号 

監査室長 長井 完文（公認会計士） ℡（078）647-9720 

監査係長 *茶屋道 利広 ℡（078）647-9720 

 

○経営企画部 

役職名 氏 名 電話番号 

経営企画部長 ・諏訪 久志 ℡（078）647-9720 

総務課長 ・林崎 昭裕 ℡（078）647-9720 

 総務係長 ・木本 秀樹 ℡（078）647-9720 

 担当係長  宮本 千嘉 ℡（078）647-9720 

担当係長（文書公開担当） ◦ 清水 良祐 ℡（078）322-0708 

 財務係長 ・長岡 季彦 ℡（078）647-9720 

担当係長（出納担当） 塩崎 昌 ℡（078）647-9720 

事業再編推進室長 ◦ 川田 誉史子 ℡（078）647-9716 

担当課長 

（管理者業務調整担当） 
・岩崎 敏博 ℡（078）647-9716 

担当課長 

（管理者業務調整担当） 
・奥中 基文 ℡（078）647-9716 

担当課長（調整担当） ◦ 仲井 昌之 ℡（078）647-9716 

 推進係長 ・山田 高宏 ℡（078）647-9716 

 担当係長 

（管理者業務調整担当） 
 山田 圭介 ℡（078）647-9716 

 担当係長 

（管理者業務調整担当） 
 丸尾 圭介 ℡（078）647-9716 

担当係長 宮本 千嘉（兼務） ℡（078）647-9720 

担当係長 寺澤 正敏（兼務） ℡（078）647-9716 

担当係長 宮本 一広（兼務） ℡（078）647-9800 

国際技術支援室長 

（理事事務取扱） 
◦ 谷口 貴成 ℡（078）647-9714 

 支援係長 ◦ 田中 宗博 ℡（078）647-9714 

 専門員 ◦ 浜田 圭吾 ℡（078）647-9714 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

経営企画部 

経営管理課 

課及び営業推進課の庶務、事業に係る調査・企画・

経営計画及び改善、所管床に係る請求事務等、所

管施設の修繕及び設備管理、所管ビルにおける管

理者業務・各種相談・役員会等の開催・修繕（日

常点検及び工事の初期対応）・計画修繕の計画策定

等、消防に関する事項、その他各所管ビルの庶務

等 

営業推進課 

営業推進課所管施設の管理運営及びリーシング・

サブリース、ゴルフ場運営事業における企画立案、

駐車場事業の企画・改善及び調整、路外駐車場の

設置及び管理運営、公営駐車場及び垂水地区の駐

車場の管理運営、事業再編に係る各事業の調整等 
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〔管理職員一覧〕 

 

○経営企画部 

役職名 氏 名 電話番号 

経営管理課長 伊藤 広国 ℡（078）647-9700 

  経営係長 山下 大介 ℡（078）647-9700 

 担当係長（施設管理担当） 院田 啓晃 ℡（078）647-9700 

管理係長 滝本 康報 ℡（078）647-9700 

ウェルブ六甲道管理事務

所長 
森 博昭 ℡（078）845-9515 

  ウェルブ六甲道管理事務

所長 
永松 初男 ℡（078）845-9515 

フォレスタ六甲管理事務

所長 
臼井 隆一 ℡（078）854-3965 

ウエステ垂水管理事務所     

長 
山本 善之 ℡（078）708-3155 

レバンテ垂水管理事務所 

長 
北岡 義正 ℡（078）707-8880 

ティオ舞子管理事務所長 野口 一世 ℡（078）783-2606 

営業推進課長 高橋 佐知子 ℡（078）647-9702 

担当課長（事業再編担当） 西 俊也 ℡（078）647-9702 

調査役（ゴルフ場振興担当） ◦ 四十宮 利夫 ℡（078）647-9702 

運営係長（担当課長（事業

再編担当）事務取扱） 
西 俊也 ℡（078）647-9702 

担当係長（ゴルフ場担当） 瀬戸口 宣幸 ℡（078）647-9702 

駐車場係長 ◦ 雉子谷 誠 ℡（078）647-9702 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

住環境部 

住環境推進室 

部・室の庶務、統計・調査、保険契約等、ひとり

親世帯家賃補助制度、賃貸住宅・附帯駐車場及び

賃貸店舗の入居者の募集・管理・入居者対応・修

繕、賃料等収納・滞納整理、管理会社の指導・対

応、集会所の運営、賃貸宅地事業、市営住宅の募

集事務、新たな住宅事業の施策展開の検討及び調

査、空き家リノベーション推進事業、賃貸住宅オ

ーナー支援事業、家賃債務保証料低廉化補助事業、

広報戦略並びに入居促進に係る企画立案及び市場

調査、保険代理店業務、民間賃貸住宅の管理受託、

住宅・施設の修繕及び修繕計画の策定、住環境推

進事業、分譲住宅の瑕疵担保責任に係る事務 

支援課 

課の庶務、神戸市すまいの安心支援センター運営

の調整及び企画、すまいまちづくりに関する相

談・知識の普及啓発、市民・専門家・事業者及び

行政のネットワークづくり、すまいまちづくり支

援人材等活用事業、神戸市居住支援協議会に係る

事務、空き家等活用相談窓口・空き家空き地地域

利用バンク・空き家空き地活用促進に関する補助

に係る受付及び審査、マンション管理に関する相

談・知識の普及及び啓発、高経年マンション管理

の支援、分譲マンション管理組合ネットワークに

係る事務、分譲マンション管理状況の届出・情報

開示の受付、まちの不燃化促進事業に係る受付及

び審査、中古住宅の流通促進に係る事務、老朽空

家等解体補助に係る受付及び審査、すまいの耐震

化の普及・促進並びに耐震診断・改修等に関する

補助申請の受付及び審査、耐震化促進に関する関

係団体とのネットワークの形成、建築物の耐震に

関する認定制度、危険ブロック塀等撤去助成事業

に係る受付及び審査、神戸市バリアフリー住宅改

修補助事業に係る受付及び審査、その他すまいの

安全推進に係る事務、まちづくり会館指定管理業

務 

防災講習 

センター 

消防関係講習会の計画及び実施 

（　169　）



〔管理職員一覧〕 

 

○住環境部 

役職名 氏 名 電話番号 

住環境部長 ・東 和恵 ℡（078）647-9800 

 住環境推進室長 ◦ 吉田 亮浩 ℡（078）647-9800 

 担当課長（事業推進担当） 藤本 晃一 ℡（078）647-9800 

担当課長（管理担当） 横田 文子 ℡（078）647-9800 

管理係長（担当課長（管理

担当）事務取扱） 
横田 文子 ℡（078）647-9800 

担当係長（家賃補助担当） *山川 浩司 ℡（078）647-9800 

お客様サービス係長 宮本 一広 ℡（078）647-9800 

市営住宅募集係長 平林 之英 ℡（078）647-9800 

企画営業係長 寺澤 正敏 ℡（078）647-9800 

担当係長 鰐渕 和信 ℡（078）647-9800 

事業係長 ◦ 土居 宏行 ℡（078）647-9800 

担当係長 ・長縄 太郎（兼務） ℡（078）647-9817 

 支援課長 ・今井 政仁 ℡（078）647-9911 

担当課長 ◦ 横川 文彦 ℡（078）647-9911 

  企画運営係長 ・海原 美奈子 ℡（078）647-9911 

  担当係長 

（マンション支援担当） 
・橘 佑一郎 ℡（078）647-9911 

担当係長（すまい支援担当） 藤本 育代 ℡（078）647-9911 

担当係長 

（空き家等活用担当） 
・山下 卓洋 ℡（078）647-9911 

担当係長（耐震支援担当） *生田 哲也 ℡（078）647-9911 

担当係長 

（すまい安全推進担当） 
・𠮷野 貴美子 ℡（078）647-9911 

担当係長（再生支援担当） 中川 健 ℡（078）647-9911 

まちづくり会館長 ◦ 木原 正剛 ℡（078）361-4523 

防災講習センター長 ◦ 竹田 雅洋 ℡（078）647-9999 

講習係長 *橋本 利夫 ℡（078）647-9999 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

施設整備部 

都市整備課 

部・課及び設備課の庶務、部の所管事業の調査・

企画・経営計画及び改善、工事の施工手続及び調

整、定期借地の管理（他課所管に属するものを除

く）、土木工事の調査・設計・工事、建築施設、改

修に係る調査・設計・工事、建築技術関連基準の

調査及び整備、施設のファシリティマネジメント、

土木・建築施設の技術支援 

運輸事業課 

課の庶務、事業計画、六甲有馬ロープウェー・摩

耶ロープウェー・摩耶ケーブル及び各付帯施設の

（以下「ロープウェー等」という。）管理運営・事

業の統括及び調整、ロープウェー等の運転・施設

の保全管理、その他輸送の安全確保、ロープウェ

ー等の営業・広報・営業戦略の立案及び実施 

設備課 

課の庶務、施設のファシリティマネジメント、設

備の技術支援、（電気・機械）設備の新設・改修に

係る調査・設計・監督及び検査 
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〔管理職員一覧〕 

 

○施設整備部 

役職名 氏 名 電話番号 

施設整備部長 ・山根 正利 ℡（078）647-9812 

担当部長 ・渡辺 一弘 ℡（078）647-9817 

 都市整備課長 ・田中 仁 ℡（078）647-9812 

  事務係長 ・明石 卓己 ℡（078）647-9812 

  工務係長 *藤本 正彦 ℡（078）647-9812 

  建築１係長 ・西村 翔吾 ℡（078）647-9812 

建築２係長  ・桝田 裕司 ℡（078）647-9812 

  担当係長 平松 拓一郎 ℡（078）647-9812 

  担当係長  古島 美佳 ℡（078）647-9812 

  担当係長 *村井 正範 ℡（078）647-9812 

  担当係長 ◦ 樋口 裕 ℡（078）647-9812 

  担当係長 ◦ 土居 宏行（兼務） ℡（078）647-9800 

 運輸事業課長 湯浅 勉 ℡（078）647-9810 

担当課長（事業担当） 辻元 浩志 ℡（078）647-9810 

担当課長（事業再編担当） ◦ 和田 卓也 ℡（078）647-9810 

担当課長 ◦ 吉田 雅好（兼務） ℡（078）647-9817 

  事業係長（担当課長（事業

担当）事務取扱） 
辻元 浩志 ℡（078）647-9810 

  担当係長 ・明石 卓己（兼務） ℡（078）647-9812 

   技術長 北山 雅彦 ℡（078）647-9810 

   六甲有馬ロープウェー駅

長 
宮﨑 眞溫 ℡（078）891-0031 

   まやビューライン駅長 濱谷 美暢 ℡（078）861-2998 

 設備課長（担当部長事務取扱） ・渡辺 一弘 ℡（078）647-9817 

担当課長（運輸事業担当） ◦ 吉田 雅好 ℡（078）647-9817 

  ファシリティマネジメント

係長 
・長縄 太郎 ℡（078）647-9817 

  担当係長 *西川 正章 ℡（078）647-9817 

担当係長 院田 啓晃（兼務） ℡（078）647-9700 

  電気係長 ・岡野 訓久 ℡（078）647-9817 

機械係長 ・石井 卓治 ℡（078）647-9817 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

施設整備部 設備保全課 

課の庶務、受託施設の設備マネジメント、電気・

機械設備の保全技術の調査及び研究、設備保全の

調査見積、受託施設の省エネルギー及びコスト削

減、公社、市及び外郭団体所管の受託施設の設備

保全及び技術支援、受託施設の自家用電気工作物

の主任技術者に係る事務、農業集落排水施設等の

機能強化に係る電気及び機械設備の調査・設計・

監督及び検査 
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〔管理職員一覧〕 

○施設整備部

役職名 氏 名 電話番号 

設備保全課長 ・松井 真治 ℡（078）381-8313 

担当課長（西部設備保全担当） ◦ 瀧村 豪 ℡（078）795-6616 

設備調整係長 ・西村 申一郎 ℡（078）381-8313 

東部設備保全係長 ・京極 圭吾 ℡（078）381-8313 

担当係長 

（東部設備保全担当） 
・楠本 弘幸 ℡（078）381-8313 

担当係長 *早川 敏彦 ℡（078）381-8313 

西部設備保全係長 ・辻 英士 ℡（078）795-6616 

担当係長 

（西部設備保全担当） 
・前田 剛志 ℡（078）795-6616 

担当係長 *長岡 務 ℡（078）795-6616 

担当係長 *太田 隆雄 ℡（078）795-6616 

担当係長 *栗林 潔 ℡（078）793-6091 

担当係長 ◦ 藤本 昭成 ℡（078）793-6091 

農業集落排水係長 *中後 豊 ℡（078）795-6616 
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株式会社 神戸ウォーターフロント開発機構 港 湾 局 

〔住 所〕 〒650-0041 

神戸市中央区新港町 11番１号 

ジーライオンアワーズビル４階 

〔電 話〕０７８（５８７）８１９１ 

〔ＦＡＸ〕 ― 

〔ホームページアドレス〕 https://kobe-waterfront-development.ink/ 

〔設立年月日〕 

令和３年５月 31日 

〔資本金〕 

45,000千円（本市出資 45,000千円 100％） 

〔設立目的〕 

ウォーターフロントのまちづくりに関わる多様な主体が一体となって、順次形成されるエリア

のマネジメントや地域活性化等の先導的役割を担い、持続性のある都心・ウォーターフロントの

形成を目的とする。 

〔主務官庁〕 ― 

〔市所管課・連絡先〕 

港湾局ウォーターフロント再開発推進課 

０７８（５９５）６３０６ 

〔執行体制〕 

○役員数 （ ）内は常勤役員数で内数

役職名 人 数 氏 名 

代表取締役社長 １（１）人 ◦ 岡口 憲義（一般財団法人神戸観光局副会長）

常務取締役 １（１）人 ・和泉 智久（神戸市港湾局担当部長）

取締役 ４（０）人 矢崎 和彦 

（株式会社フェリシモ代表取締役社長） 

川村 操（三菱倉庫株式会社神戸支店長） 

・長谷川 憲孝（神戸市港湾局長）

河上 哲也

（株式会社三井住友銀行公共・金融法人部部長） 

監査役 １（０）人 綴木 公子（公認会計士） 

合 計 ７（２）人 

○職員数

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

０人 ３人 ０人 ５人 ８人 
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〔事業内容〕 

１．ウォーターフロント開発に関する情報の調査、収集及び提供 

２．ウォーターフロント開発に関する事業の企画、調整、支援及び運営の受託等 

３．景観形成、地域の賑わい創出等エリアマネジメントに関する企画、調整及び運営 

４．公共公益施設等の利活用、管理及び運営 

５．広告及び宣伝等に関する業務 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

経営企画部 

経営企画課 

庶務・経理・コンプライアンス並びに神戸市港湾

局等との連絡調整、ウォーターフロント開発に係

る企画・調査・調整、地域の賑わい創出等エリア

マネジメント 

事業推進課 

ウォーターフロント開発に係る企画・調査・調整、

景観形成、地域の賑わい創出等エリアマネジメン

ト、公共公益施設等の利活用、広告及び宣伝 
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〔管理職員一覧〕 

 

○専門役 

役職名 氏 名 電話番号 

経営戦略専門役 井上 英雄 ℡（078）587-8191 

 

○経営企画部 

役職名 氏 名 電話番号 

経営企画部長 ・松浦 啓介 ℡（078）587-8191 

経営企画課長 ・剱物 賢二 ℡（078）587-8191 

事業推進課長 ・風嵐 陽太 ℡（078）587-8191 

事業推進担当課長 井上 寛子 ℡（078）587-8191 
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神戸航空貨物ターミナル株式会社 港 湾 局 

〔住 所〕 〒658-0031 

神戸市東灘区向洋町東４丁目 16番地 

〔電 話〕０７８（８５８）１５００ 

〔ＦＡＸ〕０７８（８５８）１５０１ 

〔ホームページアドレス〕 https://www.kact.co.jp/ 

〔設立年月日〕 

平成４年４月 28日 

〔資本金〕 

 100,000千円（平成 28年８月減資） 

減資前 2,936,000千円（本市出資 1,720,000千円 58.58％） 

〔設立目的〕 

 平成６年９月４日の関西国際空港の開港によって訪れた本格的な「空の時代」に対応して、西

日本一円の航空貨物の物流拠点としての、荷さばき、通関、保管及び関西国際空港への集中輸送

等の機能を備えた「神戸航空貨物ターミナル」を整備運営することにより、神戸港を海空陸の総

合的な物流ネットワークの結節点として、さらに発展させることを目的として設立された。 

〔主務官庁〕 ― 

〔市所管課・連絡先〕 

港湾局経営企画課 

０７８（５９５）６２６６ 

 

 

〔執行体制〕 

 
○役員数 （ ）内は常勤役員数で内数 

役職名 人 数 氏 名 

代表取締役社長 １（１）人 ◦ 東野 展也 

代表取締役常務 １（１）人 ◦ 松村 賢一 

取締役 ９（０）人 ・長谷川 憲孝（神戸市港湾局長） 

西口 基之（神戸商工会議所地域政策部長） 

◦ 𠮷井 真（阪神国際港湾株式会社取締役副社長） 

近藤 真二郎（郵船ロジスティクス株式会社執行

役員西日本営業本部本部長） 

早瀨 彰哉（日本通運株式会社大阪航空支店長） 

池内 正悟（株式会社近鉄エクスプレスコーポレ

ート・プランニング＆アドミニストレーション

部次長） 

岡本 博之（株式会社阪急阪神エクスプレス西日

本第二営業部部長） 

布井 健志（日本航空株式会社日本地区貨物販売

支店西日本販売部部長） 

渡邉 圭二（株式会社 ANA Cargo 常務取締役オ

ペレーション部門担当総括兼全日本空輸株式会

社貨物事業室オペレーション企画部長） 
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監査役 

 

２（０）人 酒井 俊（株式会社三井住友銀行公務法人営業第

二部副部長） 

藤原 正廣（弁護士） 

合 計 １３（２）人  

 

 

○職員数 

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

１人 ０人 ２人 ２人 ５人 

 

 

 

 

〔事業内容〕 

１．航空貨物の集中輸送 

２．物流倉庫の賃貸 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

総務部 
総務グループ 

人事、給与、庶務、株主総会、取締役会、収支計

画・決算、資金計画、経理、コンプライアンス 

管理課 施設保全・補修計画 

事業部 事業グループ 

営業企画、関連事業プロジェクト、カスタマーサ

ービス、施設賃料及び料金計画、保税蔵置、PR 営

業計画策定、貨物テナント誘致、テナント契約、

集中輸送作業計画管理、運送事業免許 
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〔管理職員一覧〕 

 

○総務部 

役職名 氏 名 電話番号 

総務部長 ◦ 松村 賢一（兼務） ℡（078）858-1500 

総務グループ課長 *川崎 孝男 ℡（078）858-1500 

管理課長 *山田 一之 ℡（078）858-1500 

 

 

○事業部 

役職名 氏 名 電話番号 

事業部長  植田 進 ℡（078）858-1500 
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株式会社 神戸フェリーセンター 港 湾 局 

〔住 所〕 〒650-0041 

神戸市中央区新港町３番７号 

〔電 話〕０７８（３２７）３３０８ 

〔ＦＡＸ〕０７８（３２７）３３１６ 

〔ホームページアドレス〕 http://www.kobe-fc.co.jp/ 

〔設立年月日〕 

昭和 44年８月 29日 

〔資本金〕 

50,000千円（本市出資 18,000千円 36％） 

〔設立目的〕 

 昭和 40 年代、積載効率が高く経済性にも優れた大型カーフェリーが増加し、大型駐車場や海

陸交通の効率的結合機能を有する埠頭施設設置の要請が高まったことから、公共の東神戸フェリ

ーターミナルが整備された。公共フェリーターミナルの公共性を維持しながら、車両や旅客、貨

物の安全輸送に資するとともに神戸港の発展に寄与することを目的として設立された。 

〔主務官庁〕 ― 

〔市所管課・連絡先〕 

港湾局経営企画課 

０７８（５９５）６２６６ 

 

 

〔執行体制〕 

 
○役員数 （ ）内は常勤役員数で内数 

役職名 人 数 氏 名 

代表取締役社長 １（１）人 ・西森 正至（神戸市港湾局担当部長） 

代表取締役常務 １（１）人 ◦ 黒田 有恒 

取締役 ３（０）人 ・長谷川 憲孝（神戸市港湾局長） 

◦ 山村 昭（神戸地下街株式会社代表取締役社長） 

◦ 山平 晃嗣（株式会社こうべ未来都市機構代表取 

締役社長） 

監査役 １（０）人 福元 隆久（弁護士） 

合 計 ６（２）人  

 

 

 

 

 

○職員数 

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

２５人 ０人 １人 ５人 ３１人 
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〔事業内容〕 

１．フェリー事業 

２．駐車場事業等 

３．指定管理者事業 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

総務部 

庶務、人事、契約、渉外、社内規定、広報、企画、

資金、決算、税務、会計帳簿、法務、コンプライ

アンス、経営分析、駐車場管理、施設管理、自販

機管理 

神戸三宮フェリーセンター 
乗船券発売、放送案内、綱取り放し、可動橋・人

導橋操作、乗船客・車両の案内、誘導 

六甲事業部 
六甲フェリー 

センター 

乗船券発売、放送案内、綱取り放し、可動橋・人

導橋操作、乗船客・車両の案内、誘導、給水作業 
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〔管理職員一覧〕 

 

○総務部 

役職名 氏 名 電話番号 

総務部長 西村 正 ℡（078）327-3308 

担当課長 都甲 勇介 ℡（078）327-3308 

 担当課長 堀口 知章 ℡（078）327-3308 

担当課長 ◦ 大内 茂稔 ℡（078）327-3313 

担当課長 藤崎 良治 ℡（078）327-3313 

 

 

○神戸三宮フェリーセンター 

役職名 氏 名 電話番号 

ジャンボフェリー担当部長 西村 正（兼務） ℡（078）327-3308 

宮崎カーフェリー担当部長 山 雅通 ℡（078）321-2244 

神戸三宮フェリーセンター長 澤井 敏浩 ℡（078）327-3333 

 係長 久田 孝行 ℡（078）327-3333 

 係長 加藤 真 ℡（078）327-3333 

宮崎カーフェリー担当係長 酒井 聖子 ℡（078）321-2244 

係長 井ノ元 豪 ℡（078）321-2244 

係長 大前 翔一 ℡（078）321-2244 

係長 武田 昭生 ℡（078）321-2244 

  

 

○六甲事業部 

役職名 氏 名 電話番号 

六甲フェリーセンター長 糸山 順也 ℡（078）857-1988 
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阪神国際港湾株式会社 港 湾 局 

〔住 所〕 〒651-0087 

神戸市中央区御幸通８丁目１番６号 

神戸国際会館 20階 

〔電 話〕０７８（８５５）２２１５ 

〔ＦＡＸ〕０７８（８５５）３９６０ 

〔ホームページアドレス〕 https://hanshinport.co.jp/ 

〔設立年月日〕 

平成 26年 10月１日  

〔資本金〕 

730,000千円（本市出資 225,000千円 30.8％） 

〔設立目的〕 

阪神港の国際競争力の強化を図り、もって港湾の振興、貿易の増進及び経済・産業の発展に

寄与するため、外貿埠頭並びにフェリー埠頭等の建設、賃貸及び管理運営を総合的かつ効率的

に行うこと等を目的とする。 

〔主務官庁〕 － 

〔市所管課・連絡先〕 

港湾局経営企画課 

０７８（５９５）６２６６ 

 

 

〔執行体制〕 

 
○役員数等 （ ）内は常勤役員数で内数 

役職名 人 数 氏 名 

代表取締役社長 １（１）人 外園 賢治 

取締役副社長 ３（３）人 田中 利光 

◦𠮷井 真 

池田 薫 

非業務執行取締役 ５（０）人 ・長谷川 憲孝（神戸市港湾局長） 

丸山 順也（大阪港湾局長） 

原田 浩起 

（日本郵船株式会社代表取締役・専務執行役員） 

黒田 晃敏（一般社団法人日本港運協会理事長） 

須藤 明彦 

（株式会社大森廻漕店代表取締役社長） 

監査役 ２（０）人 森脇 肇（弁護士） 

小林 潔司（国立大学法人京都大学名誉教授） 

会計監査人 １（０）人 有限責任監査法人トーマツ 

合 計 １２（４）人  
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〇執行役員 

役職名 氏 名 業務内容 

専務執行役員 中樋 博行 事業開発部、営業部に関する業務 

常務執行役員 井元 賢二 総務部、経理部、コンプライアンス室に関する

業務 

・小嶋 省一 企画部に関する業務、営業部のうち社長の特命

に関する業務 

中村 光男 神戸事業部に関する業務 

友田 伸治 大阪事業本部に関する業務 

 
 
 
 
 
○職員数 

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

６９人 ９人 ２人 １４人 ９４人 

 

 

 

 

〔事業内容〕 

１．外貿埠頭並びにフェリー埠頭等の建設、賃貸及び管理運営 

２．コンテナ蔵置施設等物流施設の建設、賃貸及び管理運営 

３．港湾施設の設計、施工、監理及び管理運営 

４．港湾振興に寄与する集荷・集客促進事業の実施 

５．海外の港湾の整備及び運営並びにこれらに関する調査 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

総務部 総務課 

株主総会・取締役会・経営会議、諸規程の制定及

び改廃、危機管理、情報システム、会社全体のシ

ステムの一元化に係る調査及び調整、会社全体の

広報の総括、内部監査、文書・社印の管理、本社

の管理、物品管理、組織、執行役員、人事・給与・

労働条件、安全衛生・労働災害、福利厚生、研修、

任免・賞罰、その他特命事項 

経理部 

経理課 
会計、税務、財産管理、会計システム、その他特

命事項 

契約資金課  
契約事務、資金計画、資金調達、資金運用、資金

管理、借入金の返済、出納事務、その他特命事項 

企画部 

国際コンテナ戦略港湾施策の企画・検証、借受者

誘致の総括、埠頭施設の再編の調整、阪神港全体

に係る情報集約・調整、防災対策、埠頭整備に係

る基本計画と事業計画の策定及びこれらに必要な

調査、埠頭施設に係る中長期的な維持管理計画、

埠頭施設の整備・維持管理に係る神戸事業部・大

阪事業本部との連絡調整、国・港湾管理者への予

算要求・執行等、国・港湾管理者との連絡調整、

経営状況分析・経営計画の企画調整、予算実績管

理、外貿埠頭及びフェリー埠頭の利用状況に係る

調査及び統計、国・港湾管理者などからの施設借

受け等の契約（ただし、大阪事業本部に属するも

のを除く）、その他特命事項 
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〔管理職員一覧〕 

 

○総務部 

役職名 氏 名 電話番号 

総務部長 井元 賢二 ℡（078）855-2215 

総務課長 ・岸田 貴久 ℡（078）855-2215 

総務担当課長 坊野 要 ℡（078）855-2215 

係長 川端 奈穂子 ℡（078）855-2215 

  係長  枝川 祥平 ℡（078）855-2215 

  係長 藤本 弘輔 ℡（078）855-2215 

  係長 三石 光 ℡（078）855-2215 

 

 

○経理部 

役職名 氏 名 電話番号 

経理部長  星川 美貴子 ℡（078）855-2693 

経理課長 神田 郁美 ℡（078）855-2679 

  係長  塩足 啓介 ℡（078）855-2679 

契約資金課長  川口 庸子 ℡（078）855-2749 

  係長  中川 陽子 ℡（078）855-2749 

 

 

○企画部 

役職名 氏 名 電話番号 

企画部長 ・小嶋 省一 ℡（078）855-2893 

課長（企画担当） 宮下 明子 ℡（078）855-2894 

課長（計画担当） ・北尾 大輔 ℡（078）855-2893 

 課長代理 ・松井 智彦 ℡（078）855-2893 

 課長代理 ・松本 和也 ℡（078）855-2894 

  係長 中濱 健太 ℡（078）855-2894 

係長  井川 健太郎 ℡（078）855-2893 

 係長 大西 剛史 ℡（078）855-2894 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

事業開発部 

事業開発課 

阪神港の将来計画・長期計画の策定に必要な企画

及び調査、港湾のＩＴ化及び新たな集貨事業の企

画調整、統計分析、調査及びそれに基づく事業計

画・方針の立案、その他特命事項 

海外事業課 
海外の港湾の整備及び運営並びにこれらに関する

調査、会社の海外活動、その他特命事項 

営業部 営業課 

新規航路及び借受者の誘致、集貨及び創貨施策に

係る調査・研究・企画及び実施、外貿埠頭に係る

振興・宣伝・渉外及び広報、その他特命事項 
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〔管理職員一覧〕 

 

○事業開発部 

役職名 氏 名 電話番号 

事業開発部長 久保 まり ℡（078）855-2240 

理事 篠原 正治 ℡（078）855-2240 

事業開発担当部長 姫野 圭祐 ℡（078）855-2240 

調査担当課長 今田 謙次郎 ℡（078）855-2240 

 

 

○営業部 

役職名 氏 名 電話番号 

営業部長 小笹 基人 ℡（078）855-3206 

営業担当部長 金子 淳 ℡（078）855-3206 

営業担当部長  姫野 圭祐（兼務） ℡（078）855-2240 

 営業課長 ・脇本 禎久 ℡（078）855-3206 

   係長 坂本 皓平 ℡（078）855-3206 

   係長 尾上 友章 ℡（078）855-3206 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

神戸事業部 

埠頭運営課 

外貿・フェリー埠頭の管理・保安対策、外貿・フ

ェリー埠頭の借受者との契約・貸付料、外貿・フ

ェリー埠頭の新規借受者の誘致、フェリー埠頭に

係る振興・宣伝・渉外及び広報、その他特命事項 

施設課 

土木施設・建築施設・電気施設及び機械施設に係

る保守管理及び維持修繕、埠頭施設に係る維持補

修調査及び実施、工事施工計画、工事台帳及び施

設管理台帳、直轄工事に係る工事調整、工事の安

全管理、受託工事、その他特命事項 
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〔管理職員一覧〕 

 

○神戸事業部 

役職名 氏 名 電話番号 

神戸事業部長 ◦ 西村 一郎  ℡（078）855-6721 

埠頭運営課長  安部 博章 ℡（078）855-3341 

   係長 加柴 俊平 ℡（078）855-3341 

   係長 吉野 利彦 ℡（078）855-3341 

 施設課長 ◦ 上杉 主悦  ℡（078）855-6723 

 施設担当課長   笹 智樹 ℡（078）855-6723 

   係長 菅原 真人 ℡（078）855-6723 

係長 播本 貴之 ℡（078）855-6723 

  課長代理 ・成川 武雄 ℡（078）855-6722 

  課長代理 江尻 昌憲 ℡（078）855-6722 

   係長 中元 勝 ℡（078）855-6722 

係長 南 恵己 ℡（078）855-6722 

   係長 ・車 洋介 ℡（078）855-6722 

 建築担当課長 ・田中 宏樹 ℡（078）855-6721 

   係長 坊農 良司 ℡（078）855-6721 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

大阪事業本部 

管理課 

外貿・フェリー埠頭の管理・保安対策、外貿・フ

ェリー埠頭の借受者との契約・貸付料、国・港湾

管理者などからの施設借受け等の契約、外貿・フ

ェリー埠頭の新規借受者の誘致、フェリー埠頭に

係る振興・宣伝・渉外及び広報、外貿埠頭の振興、

その他特命事項 

施設課 

土木施設・建築施設・電気施設及び機械施設に係

る保守管理及び維持修繕、埠頭施設に係る維持補

修調査及び実施、工事施工計画、工事台帳及び施

設管理台帳、直轄工事に係る工事調整、工事の安

全管理、受託工事、その他特命事項 
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〔管理職員一覧〕 

 

○大阪事業本部 

役職名 氏 名 電話番号 

大阪事業本部長 友田 伸治 ℡（06）6615-7239 

 管理課長 廣田 しげみ ℡（06）6615-7228 

  課長代理 浦南 満 ℡（06）6615-7232 

   係長  中山 正容 ℡（06）6615-7227 

   係長 荒木 功 ℡（06）6615-7228 

   係長 原田 佳明 ℡（06）6615-7232 

大阪事業本部担当部長 切原 一彦 ℡（06）6615-7239 

 施設課長 切原 一彦（兼務） ℡（06）6615-7239 

  課長代理 塚本 尚也 ℡（06）6615-7239 

   係長  神田 政宏  ℡（06）6615-7239 

   係長 眞末 裕志 ℡（06）6615-7239 

 設備担当課長 篠﨑 昇 ℡（06）6615-7561 

  課長代理 瀧川 武士 ℡（06）6615-7561 

   係長 森井 英章 ℡（06）6615-7561 

   係長 坂西 雅弘 ℡（06）6615-7561 

   係長 檢見﨑 敦 ℡（06）6615-7561 

 建築担当課長 植並 昭則 ℡（06）6615-7560 

   係長 坂本 雄次 ℡（06）6615-7560 

   係長 徳稲 功介 ℡（06）6615-7560 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 所管する事務 

コンプライアンス室 
コンプライアンスに係る連絡調整（ただし、総務

部の所管に属するものは除く）、その他特命事項 
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〔管理職員一覧〕 

 

○コンプライアンス室 

役職名 氏 名 電話番号 

コンプライアンス室長  久保 まり（兼務） ℡（078）855-2240 

 担当課長 ・岸田 貴久（兼務） ℡（078）855-2215 

 担当課長 神田 郁美（兼務） ℡（078）855-2679 

 担当課長  切原 一彦（兼務） ℡（06）6615-7239 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 所管する事務 

設計課 

土木施設に係る調査、設計、積算、監督、検査、

保守管理及び維持修繕（ただし、保守管理及び維

持修繕に関することのうち、神戸事業部又は大阪

事業本部に属するものを除く）、土木積算システム 

建築課 

建築施設に係る調査、設計、積算、監督、検査、

保守管理及び維持修繕（ただし、保守管理及び維

持修繕に関することのうち、神戸事業部又は大阪

事業本部に属するものを除く） 

設備課 

電気施設、機械施設に係る調査、設計、積算、監

督、検査、保守管理及び維持修繕（ただし、保守

管理及び維持修繕に関することのうち、神戸事業

部又は大阪事業本部に属するものを除く） 
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〔管理職員一覧〕 

○設計課

役職名 氏 名 電話番号 

設計課長 切原 一彦（兼務） ℡（06）6615-7239 

設計課担当課長 ◦ 上杉 主悦（兼務） ℡（078）855-6723 

設計課担当課長 笹 智樹（兼務） ℡（06）6615-7239 

課長代理 塚本 尚也（兼務） ℡（078）855-6723 

係長 眞末 裕志（兼務） ℡（06）6615-7239 

係長 菅原 真人（兼務） ℡（078）855-6723 

係長 播本 貴之（兼務） ℡（078）855-6723 

○建築課

役職名 氏 名 電話番号 

建築課長 植並 昭則（兼務） ℡（06）6615-7560 

建築課担当課長 ・田中 宏樹（兼務） ℡（078）855-6721 

係長 坂本 雄次（兼務） ℡（06）6615-7560 

係長 坊農 良司（兼務） ℡（078）855-6721 

係長 徳稲 功介（兼務） ℡（06）6615-7560 

○設備課

役職名 氏 名 電話番号 

設備課長 篠﨑 昇（兼務） ℡（06）6615-7561 

課長代理 瀧川 武士（兼務） ℡（06）6615-7561 

課長代理 ・成川 武夫（兼務） ℡（078）855-6722 

課長代理 江尻 昌憲（兼務） ℡（06）6615-7561 

係長 森井 英章（兼務） ℡（06）6615-7561 

係長 中元 勝（兼務） ℡（078）855-6722 

係長 南 恵己（兼務） ℡（078）855-6722 

係長 坂西 雅弘（兼務） ℡（06）6615-7561 

係長 檢見﨑 敦（兼務） ℡（06）6615-7561 

係長 ・車 洋介（兼務） ℡（078）855-6722 
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〔執行体制〕 

○評議員・理事・監事数 （ ）内は常勤の数で内数

役職名 人 数 氏 名 

評議員 ４（０）人 瓦田 太賀四（兵庫県立大学名誉教授） 

藤原 正廣（弁護士） 

三宅 雅也（神戸商工会議所総務部主任調査役） 

・山本 泰生（神戸市水道局長）

理事長 １（１）人 ◦ 山本 剛司

常務理事 １（１）人 ・江本 直輔（神戸市水道局担当部長）

理事 １（０）人 ・桑形 雅彦（神戸市水道局副局長）

監事 ２（０）人 楡井 義丈 

（株式会社みなと銀行地域戦略部部長） 

和氣 大輔（公認会計士、税理士） 

合 計 ９（２）人 

一般財団法人 神戸市水道サービス公社 水 道 局 

〔住 所〕 〒654-0026 

神戸市須磨区大池町５丁目６番 30号 

〔電 話〕０７８（７３３）５１５０ 

〔ＦＡＸ〕０７８（７３９）０７０２ 

〔ホームページアドレス〕 https://www.kwsc.jp/ 

〔設立年月日〕 

昭和 40年８月 13日設立 

〔基本財産〕 

110,000千円（本市出捐 110,000千円 100％） 

〔設立目的〕 

 市内における水道の円滑な利用促進と適正かつ合理的な維持管理を行うとともに、公社の技術

的能力を活用して国内外の水道事業を支援することを目的とする。 

〔主務官庁〕  ― 

〔市所管課・連絡先〕 

水道局経営企画課 

０７８（３２２）５８６８ 
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○職員数 

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

１６人 ４人 １６人 ９人 ４５人 

 

 

 

 

〔事業内容〕 

１．設計・工事関連業務 

（１）鵯越墓園インフラ再整備工事委託 

（２）工業用水道メーター更新作業の監理 

（３）水道施設各所防草対策工事等 

（４）水道施設各所防草対策工事詳細設計 

（５）水管橋塗装更新工事の監理 

（６）第二神明送水管充填工事 

（７）縦断輻輳管統合工事 

（８）播磨町工事監理業務 

（９）配水管取替工事 

（10）六甲山牧場給水工事監理業務 

（11）漏水調査・施設巡回点検等業務 

２．調査・支援業務  

（１）水・インフラ整備に関する国際貢献 

（２）受水槽の適正管理等 

（３）指定給水装置工事事業者の更新受付事務 

（４）指定給水装置工事事業者講習会開催事務 

（５）日本水道協会兵庫県支部事務局事務 

（６）水道事業における ICT活用促進事業 

３．水道施設の管理 

（１）メーター資材管理業務 

（２）水道施設用地の草刈・植栽の剪定業務の監理 

（３）淡路送水管維持管理業務 

４．その他 

（１）駐車場の経営 

（２）管路情報システムデータ入力業務 

（３）給水設計台帳システムデータ入力業務 

（４）神戸市水道 web閲覧システム運営 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

総務課 

事務所管理、職制・規程、福利・厚生、人事・給与、

表彰・懲戒、労働組合、渉外、連絡調整、研修、人

材開発、経理、出納、契約、物品管理、中期計画、

事務改善、コンプライアンスの推進 

工務課 

水道施設の設計・工事監理、鵯越墓園インフラ再整

備工事委託、工業用水道メーター更新作業監理、水

道施設各所防草対策の設計・工事監理、水管橋塗装

更新工事の監理、第二神明送水管充填工事、縦断輻

輳管統合工事、播磨町工事監理、配水管取替工事、

六甲山牧場給水工事監理、水・インフラ整備に関す

る国際貢献、受水槽適正管理（啓発、設備点検、定

期検査等）、指定給水工事事業者更新受付事務、指

定給水工事事業者講習会開催事務、日本水道協会

兵庫県支部事務局事務、水道事業における ICT 活

用促進事業、メーター資材管理、水道施設用地の草

刈・植栽の剪定業務の監理、淡路送水管維持管理、

駐車場の運営、管路情報システムデータ入力業務、

給水設計台帳システムデータ入力業務、神戸市水

道 web閲覧システム運営、漏水調査・施設巡回点検 
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〔管理職員一覧〕 

役職名 氏 名 電話番号 

総務課長 ・藤田 健志 ℡（078）733-5277 

総務係長 ◦ 田村 佳彦 ℡（078）733-5277 

経営企画係長 *山田 孝浩 ℡（078）733-5281 

工務課長 ・高木 亮祐 ℡（078）733-5164 

技術支援担当課長 ◦ 松下 眞 ℡（078）733-5197 

工事担当係長 ・森 一樹 ℡（078）733-5204 

工事・システム担当係長 ・三木 大知 ℡（078）733-5204 

業務担当係長 ◦ 上西 賢治 ℡（078）733-5291 

公益・派遣事業担当係長 北原 雅之 ℡（078）733-5298 

資材管理担当係長 水畑 俊彦 ℡（078）621-1902 

施設管理担当係長 *竹田 勝 ℡（078）621-1906 
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一般財団法人 神戸市学校給食会 教育委員会事務局 

〔住 所〕 〒651-0083 

神戸市中央区浜辺通５丁目１番 14号 

神戸商工貿易センタービル 10階 

〔電 話〕０７８（２２１）３１３２ 

〔ＦＡＸ〕０７８（２２１）２２０３ 

〔ホームページアドレス〕 https://kobe-gk.jp/ 

〔設立年月日〕 

平成 30年５月 10日 

〔基本財産〕 

3,000千円（本市出捐 3,000千円 100％） 

〔設立目的〕 

神戸市立の義務教育諸学校の給食において、安全で良質な食材の調達、食育の推進及び地産

地消の推進に関する事業を行い、もって児童生徒の心身の健全な育成に寄与することを目的と

する。 

〔主務官庁〕 ― 

〔市所管課・連絡先〕 

教育委員会事務局学校支援部健康教育課 

０７８（９８４）０６９８ 

〔執行体制〕 

○評議員・理事・監事数 （ ）内は常勤の数で内数

役職名 人 数 氏 名 

評議員 ５（０）人 金井 美智子（弁護士） 

西川 貴子（NPO法人食ネット理事長） 

西村 順二（甲南大学経営学部教授） 

山本 正実（元神戸市教育委員会委員） 

吉村 直朗（神戸市 PTA協議会会長） 

会長 １（１）人 ◦ 後藤 徹也

常務理事 １（１）人 ・中村 俊彦（神戸市教育委員会事務局担当部長）

理事 ５（０）人 ・竹森 永敏

（神戸市教育委員会事務局学校支援部長）

・田中 浩一（神戸市立中学校長会対策委員会経営

副委員長（中学校給食））

・椿野 智弘（神戸市経済観光局副局長）

・中山 裕介（神戸市健康局副局長）

・山田 光（神戸市小学校代表校長会副会長）

監事 １（０）人 谷木 祐介（公認会計士、税理士） 

合 計 １３（２）人 
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○職員数 

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

０人 １人 ４人 ２人 ７人 

 

 

 

 

〔事業内容〕 

１．学校給食用食材調達事業 

（１）食材の調達 

（２）食材の安全管理 

（３）リスク管理機能の強化   

２．食育・地産地消推進事業 

（１）食育支援事業 

（２）地産地消推進事業 

３．神戸学校給食の魅力、安全管理等の情報発信 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

総務課 

給食会の庶務、給食会内の連絡調整及び事務改善、

理事会・評議員会及び役員、諸規程の制定及び改

廃、職員の人事・給与・研修及び福利厚生、文書

及び公印、情報公開、予算及び決算、財産の管理

及び資金の運用、支出審査及び出納、基本又は実

施計画の調査・企画及び調整、事務の監査・指導

（法務及びコンプライアンスを含む。）、広報・情

報発信・広聴、事務室等の管理 

給食・食育推進課 

学校給食に係る企画及び調査研究、学校給食用食

材納入業者の登録及び指導、学校給食用食材の購

入契約・発注及び精算、学校給食用食材の衛生管

理、学校給食を通じた地産地消の推進、学校給食

費の収納及び管理、学校給食用食材の検収・検査、

学校給食用食材の事故等の処理、学校における食

育の支援 
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〔管理職員一覧〕 

役職名 氏 名 電話番号 

常務理事（総務課長事務取扱） ・中村 俊彦 ℡（078）221-3132 

総務係長 ・中村 拓馬 ℡（078）221-3132 

給食・食育推進課長 ◦ 原 秀樹 ℡（078）221-3132 

 給食運営係長 *古川 勝宏 ℡（078）221-3132 

中学校給食担当係長 *福原 肇 ℡（078）221-3132 

調整係長 ◦ 井上 祥子 ℡（078）221-3132 

（　208　）



2．地方独立行政法人 





公立大学法人 神戸市外国語大学 企画調整局 

〔住 所〕 〒651-2187 

神戸市西区学園東町９丁目１番地 

〔電 話〕０７８（７９４）８１２１ 

〔ＦＡＸ〕０７８（７９２）９０２０ 

〔ホームページアドレス〕 https://www.kobe-cufs.ac.jp/ 

〔設立年月日〕 

平成 19年４月１日 

〔資本金〕 

8、813、900千円（本市出資 8、813、900千円 100％） 

〔設立目的〕 

 神戸市における外国語及び国際文化に関する実践教育及び理論研究の中心として市民の大学教

育に対する要請に応え、もって文化及び教育の面で地域の社会及び産業の発展に貢献するととも

に、我が国その他世界の高等教育及び学術研究の向上に寄与する。 

〔主務官庁〕 

総務省・文部科学省 

〔市所管課・連絡先〕 

企画調整局企画調整課 

０７８（３２２）６９１７ 

〔執行体制〕 

○役員数 （ ）内は常勤役員数で内数

役職名 人 数 氏 名 

理事長 １（１）人 武田 廣 

副理事長 ２（１）人 田中 悟 

伊藤 紀美子（神戸商工会議所副会頭） 

理事 ５（４）人 ・棱野 敦雄（総務担当）

田村 美恵（学生担当）

光永 雅明（教務担当）

北見 諭（学術担当）

梶山 卓司（広報担当）

監事 ２（０）人 福元 俊介（公認会計士、税理士） 

羽田 由可（弁護士） 

合 計 １０（６）人 

○職員数

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

１０８人 １４人 ９人 ２１人 １５２人 
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〔事業内容〕 

１．グローバルに活躍できる人材の育成 

２．高度な学術研究の推進 

３．大学ブランドの確立と戦略的な魅力発信 

４．神戸と世界の架橋 

５．柔軟で機動的な大学運営 
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〔事務分掌〕 

 

（法人組織） 

部・室 課 所管する事務 

法人監査室  

法人事務局 経営グループ 
総務、法務、人事、労務、施設、予算、決算、出

納、企画、法人評価、理事会、広報、情報管理 
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〔管理職員一覧〕 

 

○法人監査室 

役職名 氏 名 電話番号 

法人監査室長 ・棱野 敦雄（兼務） ℡（078）794-8121 

課長 ・中野 善文（兼務） ℡（078）794-8101 

係長 ・兵頭 達哉（兼務） ℡（078）794-8111 

係長 ・石田 圭次郎（兼務） ℡（078）794-8124 

係長 ・森 優太（兼務） ℡（078）794-8106 

 

○法人事務局（経営グループ） 

役職名 氏 名 電話番号 

法人事務局長 ・棱野 敦雄（兼務） ℡（078）794-8121 

経営グループ課長 ・中野 善文 ℡（078）794-8101 

同一法人化担当課長 ・川崎 智志 ℡（078）794-8102 

係長 ・兵頭 達哉 ℡（078）794-8111 

係長 ・齋藤 貴寛 ℡（078）794-8122 

係長 *赤尾 雅裕 ℡（078）794-8122 

係長 ・石田 圭次郎 ℡（078）794-8124 

係長 ・渡邊 愛子 ℡（078）794-8124 

係長 ・森 優太 ℡（078）794-8106 

係長  中根 由美子 ℡（078）794-8104 

係長 鍬形 円（兼務） ℡（078）794-8165 
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〔事務分掌〕 

 

（法人組織） 

部・室 課 所管する事務 

大学事務局 

法人事務局 

総務グループ 
総務、人事、労務、施設、予算、決算、認証評価、

広報、デジタル戦略、学内ネットワーク 

学生支援・教育 

グループ 

学生支援、奨学金、教務、入試、教職、就職推進・

支援 

研究所グループ 研究支援、大学院、地域貢献、国際交流 

学術情報グループ 図書館 

（　213　）



〔管理職員一覧〕 

 

○法人事務局（大学事務局） 

大学事務局長 ・棱野 敦雄（兼務） ℡（078）794-8121 

大学事務局次長 ・都築 由美 ℡（078）794-8120 

総務グループ課長 ・中野 善文（兼務） ℡（078）794-8101  

同一法人化担当課長 ・川崎 智志（兼務） ℡（078）794-8102 

係長 ・兵頭 達哉（兼務） ℡（078）794-8111 

係長 ・齋藤 貴寛（兼務） ℡（078）794-8122 

係長 *赤尾 雅裕（兼務） ℡（078）794-8122 

係長 ・石田 圭次郎（兼務） ℡（078）794-8124 

係長 ・渡邊 愛子（兼務） ℡（078）794-8124 

係長 ・森 優太（兼務） ℡（078）794-8106 

係長 中根 由美子（兼務） ℡（078）794-8104 

係長 鍬形 円 ℡（078）794-8165 

学生支援・教育グループ課長 ・宮田 善章 ℡（078）794-8130 

係長 ・皆木 奈美 ℡（078）794-8131 

係長 清水 啓司 ℡（078）794-8134 

係長 浜辺 章吾 ℡（078）794-8133 

係長 *山田 孝雄 ℡（078）794-8126 

係長 浅井 祐二 ℡（078）794-8451 

   研究所グループ課長 ◦ 大野 利彦 ℡（078）794-8162 

係長 久野 友士 ℡（078）794-8161 

係長 ・辻井 泉子 ℡（078）794-8171 

係長 壽谷 理恵 ℡（078）794-8163 

学術情報グループ課長 ◦ 松永 憲明 ℡（078）794-8150 

係長 ・橋本 真里 ℡（078）794-8151 
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〔事務分掌〕 

 

（大学組織） 

部・室 課 所管する事務 

大学監査室  

学生支援部 

学生支援・教育 グループ 学生支援、奨学金、就職推進・支援 

研究所グループ 国際交流 

キャリアサポートセンター 就職推進・支援 

国際交流センター 国際交流 

神戸グローバル 

教育センター 

模擬国連・国際理解教育 
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〔管理職員一覧〕 

 

○学長 

役職名 氏 名 電話番号 

学長 田中 悟（兼務） ℡（078）794-8121 

 

○副学長 

役職名 氏 名 電話番号 

副学長 田村 美恵（兼務） ℡（078）794-8131 

副学長 光永 雅明（兼務） ℡（078）794-8134 

副学長 北見 諭（兼務） ℡（078）794-8151 

 

○外国語学部 

役職名 氏 名 電話番号 

外国語学部長 光永 雅明（兼務） ℡（078）794-8134 

 

○大学監査室 

役職名 氏 名 電話番号 

大学監査室長 ・都築 由美（兼務） ℡（078）794-8120 

課長 ・中野 善文（兼務） ℡（078）794-8101 

係長 ・兵頭 達哉（兼務） ℡（078）794-8111 

係長 ・石田 圭次郎（兼務） ℡（078）794-8124 

係長 ・森 優太（兼務） ℡（078）794-8106 

 

○学生支援部 

役職名 氏 名 電話番号 

学生支援部長 田村 美恵（兼務） ℡（078）794-8131 

学生支援・教育グループ課長 ・宮田 善章（兼務） ℡（078）794-8130 

 研究所グループ課長 ◦ 大野 利彦（兼務） ℡（078）794-8162 

  キャリアサポートセンター長 中村 嘉孝 ℡（078）794-8451 

国際交流センター長 金子 百合子 ℡（078）794-8171 

神戸グローバル教育センター長 山口 治彦 ℡（078）794-8171 
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〔事務分掌〕 

 

（大学組織） 

部・室 課 所管する事務 

教務部 
学生支援・教育 グループ 教務、入試 

教職支援センター 教職 

外国学研究所 

研究所グループ 研究支援、大学院、地域貢献 

地域連携推進 

センター 

地域貢献 

図書館 学術情報グループ 図書館 
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〔管理職員一覧〕 

○教務部

役職名 氏 名 電話番号 

教務部長 光永 雅明（兼務） ℡（078）794-8134 

学生支援・教育グループ課長 ・宮田 善章（兼務） ℡（078）794-8130 

教職支援センター長 岡本 義裕 ℡（078）794-8126 

○外国学研究所

役職名 氏 名 電話番号 

外国学研究所長 北見 諭（兼務） ℡（078）794-8151 

研究所グループ課長 ◦ 大野 利彦（兼務） ℡（078）794-8162 

地域連携推進センター長 横田 玲子 ℡（078）794-8161 

○図書館

役職名 氏 名 電話番号 

図書館長 芝 勝徳 ℡（078）794-8151 

学術情報グループ課長 ◦ 松永 憲明（兼務） ℡（078）794-8150 
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地方独立行政法人神戸市民病院機構 健康局 

（法人本部） 

〔住 所〕 〒650-0047 

神戸市中央区港島南町２丁目２番地 

〔電 話〕０７８（９４０）０１５６ 

〔ＦＡＸ〕０７８（３０６）２８７０ 

（神戸市立医療センター中央市民病院） 

〔住 所〕 〒650-0047 

神戸市中央区港島南町２丁目１番地の１ 

〔電 話〕０７８（３０２）４３２１ 

〔ＦＡＸ〕０７８（３０２）７５３７ 

（神戸市立医療センター西市民病院） 

〔住 所〕 〒653-0013 

神戸市長田区一番町２丁目４番地 

〔電 話〕０７８（５７６）５２５１ 

〔ＦＡＸ〕０７８（５７６）５３５８ 

（神戸市立西神戸医療センター） 

〔住 所〕 〒651-2273 

神戸市西区糀台５丁目７番地１ 

〔電 話〕０７８（９９７）２２００ 

〔ＦＡＸ〕０７８（９９７）２２２０ 

（神戸市立神戸アイセンター病院） 

〔住 所〕 〒650-0047 

神戸市中央区港島南町２丁目１番地の８ 

〔電 話〕０７８（３８１）９８７６ 

〔ＦＡＸ〕０７８（３８１）９９１０ 

〔ホームページアドレス〕 http://www.kcho.jp/ 

〔設立年月日〕 

平成 21年４月１日 

〔資本金〕 

14,728,534千円（本市出資 14,728,534千円 100％） 

〔設立目的〕 

医療の提供、医療に関する調査及び研究並びに技術者の研修等の業務を行うことにより、市民の

立場に立った質の高い医療を安全に提供し、もって市民の信頼に応え、市民の生命と健康を守る。 

〔主務官庁〕 

総務省・厚生労働省 

〔市所管課・連絡先〕 

健康局地域医療課 

０７８（３２２）５２４６ 

〔執行体制〕 

○役員数 （ ）内は常勤役員数で内数

役職名 人 数 氏 名 

理事長 １（１）人 橋本 信夫 

理事 １０（５）人 木原 康樹 

有井 滋樹 

京極 高久 

栗本 康夫 

・小倉 修弘

植村 武雄（小泉製麻株式会社代表取締役会長・神

戸商工会議所副会頭）

千原 和夫

（兵庫県立加古川医療センター名誉院長）

小西 郁生（独立行政法人国立病院機構京都医療

センター名誉院長）
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理事 南 裕子 

（公立大学法人神戸市看護大学副理事長・学長） 

◦ 村上 雅義（公益財団法人神戸医療産業都市推進

機構専務理事） 

監事 ２（０）人 藤原 正廣（弁護士） 

岡村 修（公認会計士、税理士） 

合 計 １３（６）人  

 

 

○職員数 

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

２,８５１人 ４３８人 ４１人 ０人 ３,３３０人 

 

 

 

 

〔事業内容〕 

１．市全域の基幹病院である「神戸市立医療センター中央市民病院」の運営 

２．市街地西部の中核病院である「神戸市立医療センター西市民病院」の運営 

３．神戸西地域の中核病院である「神戸市立西神戸医療センター」の運営 

４．眼科領域における高水準の医療を行う基幹病院である「神戸市立神戸アイセンター病

院」の運営 
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〔事務分掌〕 

 

部・室 課 所管する事務 

法人本部  

経営企画室 

総務課 
総務、給与、広報・広聴、医療安全、人事、組織、

定数、看護職員確保 

企画財務課 

施策の企画・調整、第３期中期計画、年度計画、 

予算、決算、病院事業債、購買統括、出納、西市民

病院・西神戸医療センターの将来ビジョン検討 

施設設備課 
各施設整備（電気・機械・建築）、西市民病院の施

設整備（建築） 

情報戦略課 システム管理・企画・改善 

ＤＸ推進室  
法人のＤＸ推進に関すること、法人のＤＸ推進に

伴う関係機関との調整に関すること 
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〔管理職員一覧〕 

 

○法人本部 

役職名 氏 名 電話番号 

法人本部長 ・小倉 修弘（兼務） ℡（078）940-0146 

 

○経営企画室 

役職名 氏 名 電話番号 

経営企画室長（法人本部長事務取扱） ・小倉 修弘 ℡（078）940-0146 

 担当部長 ・天野 稔也（兼務） ℡（078）579-1901 

担当部長 ・山崎 茂樹（兼務） ℡（078）940-0384 

技術顧問 *高木 泰幸 ℡（078）940-0384 

担当部長 ◦ 竹橋 美由紀 ℡（078）940-0153 

  総務課長 ・三宅 正人 ℡（078）940-0149 

総務係長 ・畠山 洋一 ℡（078）940-0156 

   職員係長 鴨川 泰彦 ℡（078）940-0155 

担当係長 高田 圭美  ℡（078）940-0381 

   企画財務課長 ・桑村 佳孝 ℡（078）940-0160 

担当課長 ・金澤 忠弘 ℡（078）940-0385 

課長補佐  広瀬 和範 ℡（078）579-1953 

 経営係長 菊畑 興平 ℡（078）940-0158 

 担当係長 井立 美穂 ℡（078）940-0158 

担当係長 藤岡 成豪 ℡（078）940-0157 

   相談役 ◦ 橋本 秀規 ℡（078）940-0157 

財務係長 ・三嶋 潤平 ℡（078）940-0161 

調査係長 ・岡本 優士 ℡（078）940-0386 

施設整備課長 ・桝井 信司 ℡（078）302-4397 

  担当係長 ・坪井 聡 ℡（078）302-4379 

  担当係長 ・寺田 和功 ℡（078）302-4379 

  担当係長 ・長谷川 貴美江 ℡（078）302-4379 

情報戦略課長 小前 哲治（兼務） ℡（078）302-4430 

  情報推進係長 喜田 泰史（兼務） ℡（078）302-4321 

  診療情報係長  髙田 三奈子（兼務） ℡（078）302-4321 

  医療情報係長   中島 壽紀（兼務） ℡（078）302-4321 

 

○ＤＸ推進室 

役職名 氏 名 電話番号 

   担当係長 ・大塚 博幸 ℡（078）940-0147 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立医療センター中央市民病院） 

部・室 課 所管する事務 

事務局 

総務課 
臨床研究推進、臨床研究体制整備、人事、庶務、教

育部、診療部、給与 

経営企画課 経営企画調整、予算、決算、広報、物品等調達 

設備課 建物、設備管理（建築・電気・機械） 
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〔管理職員一覧〕 

 

○神戸市立医療センター中央市民病院 

役職名 氏 名 電話番号 

病院長 木原 康樹（兼務） ℡（078）302-4321 

主席副院長 高橋 豊 ℡（078）302-4321 

副院長 

富井 啓介 

石川 隆之 

猪熊 哲朗 

貝原 聡 

安田 義 

・藤原 のり子 

℡（078）302-4321 

院長補佐 ◦ 橋田 亨 ℡（078）302-4321 

 

○事務局 

役職名 氏 名 電話番号 

事務局長 ・一安 顕昭 ℡（078）302-4354 

総務課長 ・権代 慶一 ℡（078）302-4463 

  担当課長 北村 文章 ℡（078）302-4321 

    総務係長 ・椎木 智史 ℡（078）302-4350 

担当係長  細川 義知 ℡（078）302-4352 

担当係長   中島 薫 ℡（078）302-4350 

担当係長 柳澤 武志 ℡（078）302-4321 

担当係長 島田 由美 ℡（078）302-4321 

担当係長 ・後山 文子 ℡（078）302-4321 

  経営企画課長 ・六田 晋介 ℡（078）302-6339 

経営戦略係長 ・髙丸 啓 ℡（078）302-4469 

  担当係長  塩貝 智彦 ℡（078）302-4469 

  設備課長 ・桝井 信司（兼務） ℡（078）302-4397 

担当係長 ・寺田 和功（兼務） ℡（078）302-4379 

 担当係長 ・長谷川 貴美江（兼務） ℡（078）302-4379 

  担当係長 ・坪井 聡（兼務） ℡（078）302-4379 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立医療センター中央市民病院） 

部・室 課 所管する事務 

事務局 

医事課 
診療報酬、入院、救急、外来、医療安全、患者サ

ービス、DPC管理 

情報企画課 

庶務、情報セキュリティ対策、インターネット系

のネットワークの管理・運用、診療情報の管理、

医療情報システムの運用保守管理、地域医療連携

システム、システム更新 

地域医療推進課 
患者支援、地域連携に関する調査・企画、後方支

援、がん対策 
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〔管理職員一覧〕 

 

○事務局 

役職名 氏 名 電話番号 

医事課長 ・大西 聡 ℡（078）302-4357 

  医事係長 永松 美絵 ℡（078）302-4429 

診療報酬係長 矢吹 亮介 ℡（078）302-4437 

担当係長 横田 勝弘 ℡（078）302-4583 

担当係長 天羽 康彦 ℡（078）302-4413 

  相談役 ◦乃村 秀龍 ℡（078）302-4583 

相談役 ◦原 隆男 ℡（078）302-6129 

DPC管理室長 高橋 豊（兼務） ℡（078）302-4321 

副室長 ・大西 聡（兼務） ℡（078）302-4357 

情報企画課長 小前 哲治 ℡（078）302-4430 

   情報推進係長 喜田 泰史 ℡（078）302-4598 

  診療情報係長 髙田 三奈子 ℡（078）302-4430 

  医療情報係長 中島 壽紀 ℡（078）302-5083 

  学術支援係長 島田 由美（兼務） ℡（078）302-4448 

地域医療推進課長 ・米谷 久美子（兼務） ℡（078）302-4381 

担当課長  ・金中 宏江  ℡（078）302-4321 

課長補佐  松永 京子  ℡（078）302-4321 

事業係長 

（課長補佐事務取扱） 
松永 京子（兼務） ℡（078）302-4321 

担当係長 稲越 浩二 ℡（078）302-4321 

患者支援係長 鴎端 洋人 ℡（078）302-4321 

担当係長 都成 祥子 ℡（078）302-4321 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立医療センター中央市民病院） 

部・室 課 所管する事務 

第１診療部 

循環器内科  

糖尿病・内分泌内科  

腎臓内科  

脳神経内科  

消化器内科  
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〔管理職員一覧〕 

 

○診療部門 

役職名 氏 名 電話番号 

診療部門担当副院長  高橋 豊（兼務） ℡（078）302-4321 

 

○第１診療部 

役職名 氏 名 電話番号 

第１診療部長  古川 裕 ℡（078）302-4321 

循環器内科部長 古川 裕（兼務） ℡（078）302-4321 

 医長 

  木下 愼 

江原 夏彦 

小堀 敦志 

金 基泰 

谷口 智彦 

佐々木 康博 

豊田 俊彬 

岡田 大司 

℡（078）302-4321 

副医長 村井 亮介 ℡（078）302-4321 

糖尿病・内分泌内科部長 松岡 直樹 ℡（078）302-4321 

医長 

岩倉 敏夫 

 籏谷 雄二 

藤本 寛太 

℡（078）302-4321 

腎臓内科部長 吉本 明弘 ℡（078）302-4321 

医長 
田路 佳範 

大﨑 啓介 
℡（078）302-4321 

脳神経内科部長 川本 未知 ℡（078）302-4321 

参事 幸原 伸夫（兼務） ℡（078）302-4321 

医長 

吉村 元 

尾原 信行 

高杉 純司 

℡（078）302-4321 

副医長 

石井 淳子 

藤原 悟 

前川 嵩太 

℡（078）302-4321 

消化器内科部長 猪熊 哲朗（兼務） ℡（078）302-4321 

医長 

鄭 浩柄 

井上 聡子 

森田 周子 

和田 将弥 

℡（078）302-4321 

副医長 

籔内 洋平 

丹家 元祥 

細谷 和也 

秋山 慎介 

℡（078）302-4321 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立医療センター中央市民病院） 

部・室 課 所管する事務 

第１診療部 

呼吸器内科  

血液内科  

腫瘍内科  

膠原病・リウマチ内科  

緩和ケア内科  

感染症科  

 精神・神経科  
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〔管理職員一覧〕 

 

○第１診療部 

役職名 氏 名 電話番号 

呼吸器内科部長 富井 啓介（兼務） ℡（078）302-4321 

医長 

立川 良 

中川 淳 

永田 一真 

℡（078）302-4321 

副医長 佐藤 悠城 ℡（078）302-4321 

血液内科部長 石川 隆之（兼務） ℡（078）302-4321 

医長 

米谷 昇 

近藤 忠一 

平本 展大 

永井 雄也 

℡（078）302-4321 

副医長 
下村 良充 

山本 隆介 
℡（078）302-4321 

腫瘍内科部長 安井 久晃 ℡（078）302-4321 

医長 永井 宏樹 ℡（078）302-4321 

膠原病・リウマチ内科部長 大村 浩一郎 ℡（078）302-4321 

参事 西岡 弘晶（兼務） ℡（078）302-4321 

医長 
金森 真紀（兼務） 

住友 秀次 
℡（078）302-4321 

  副医長 
志水 隼人（兼務） 

岡 秀樹（兼務） 
℡（078）302-4321 

緩和ケア内科部長代行 西本 哲郎 ℡（078）302-4321 

   副医長 三好 祐輔 ℡（078）302-4321 

感染症科部長 西岡 弘晶（兼務） ℡（078）302-4321 

医長 
𡈽井 朝子（兼務） 

蓮池 俊和（兼務） 
℡（078）302-4321 

副医長 黒田 浩一（兼務） ℡（078）302-4321 

精神・神経科部長 松石 邦隆 ℡（078）302-4321 

医長 
福島 春子 

大谷 恭平 
℡（078）302-4321 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立医療センター中央市民病院） 

部・室 課 所管する事務 

第１診療部 
小児科・新生児科  

皮膚科  
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〔管理職員一覧〕 

 

○第１診療部 

役職名 氏 名 電話番号 

小児科・新生児科部長 鶴田 悟 ℡（078）302-4321 

参事 山川 勝 ℡（078）302-4321 

医長 

岡藤 郁夫 

宮越 千智 

菅原 勝美 

山本 茜 

青田 千恵 

℡（078）302-4321 

  副医長 
林 賢 

山下 裕加 
℡（078）302-4321 

皮膚科部長 長野 徹 ℡（078）302-4321 

医長 
田井 志正 

小倉 香奈子 
℡（078）302-4321 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立医療センター中央市民病院） 

部・室 課 所管する事務 

第２診療部 

外科  

移植外科  

乳腺外科  

心臓血管外科  

呼吸器外科  

脳神経外科  
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〔管理職員一覧〕 

 

○第２診療部 

役職名 氏 名 電話番号 

第２診療部長  川喜田 睦司 ℡（078）302-4321 

外科・移植外科部長 貝原 聡（兼務） ℡（078）302-4321 

医長 

小林 裕之 

橋田 裕毅 

瓜生原 健嗣 

近藤 正人 

北村 好史 

大嶋 野歩 

鳥口 寛 

福井 伸行 

℡（078）302-4321 

乳腺外科部長 鈴木 栄治 ℡（078）302-4321 

 医長 常盤 麻里子 ℡（078）302-4321 

  副医長 武部 沙也香 ℡（078）302-4321 

心臓血管外科部長 小山 忠明 ℡（078）302-4321 

参事 高橋 豊（兼務） ℡（078）302-4321 

医長 
坪田 秀樹 

松田 靖弘 
℡（078）302-4321 

副医長 
中村 健 

吉田 一史 
℡（078）302-4321 

呼吸器外科部長 高橋 豊（兼務） ℡（078）302-4321 

医長 
濵川 博司 

齋藤 正男 
℡（078）302-4321 

脳神経外科部長 太田 剛史 ℡（078）302-4321 

参事 足立 秀光（兼務） ℡（078）302-4321 

医長 

坂井 千秋（兼務）  

森實 飛鳥（兼務） 

小柳 正臣 

後藤 正憲 

福光 龍 

春原 匡 

福井 伸行 

℡（078）302-4321 

副医長 
髙野 裕樹 

春山 裕典 
℡（078）302-4321 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立医療センター中央市民病院） 

部・室 課 所管する事務 

第２診療部 

整形外科  

形成外科  

産婦人科  

泌尿器科  

眼科  
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〔管理職員一覧〕 

 

○第２診療部 

役職名 氏 名 電話番号 

整形外科部長 安田 義（兼務） ℡（078）302-4321 

医長 

大西 英次郎 

太田 悟司 

竹内 久貴 

塚本 義博 

℡（078）302-4321 

副医長 
山下 伸之輔 

光澤 定己 
℡（078）302-4321 

形成外科部長 片岡 和哉 ℡（078）302-4321 

医長 池田 実香 ℡（078）302-4321 

産婦人科部長 吉岡 信也 ℡（078）302-4321 

医長 

三木 通保 

青木 卓哉 

大竹 紀子 

小山 瑠梨子 

田邉 更衣子 

℡（078）302-4321 

副医長 

林 信孝 

松林 彩 

﨑山 明香 

山添 紗恵子 

岡本 葉留子 

℡（078）302-4321 

泌尿器科部長 川喜田 睦司（兼務） ℡（078）302-4321 

医長 
山﨑 俊成 

堤 尚史 
℡（078）302-4321 

副医長 
阿部 陽平 

服部 悠斗 
℡（078）302-4321 

眼科参与 栗本 康夫（兼務） ℡（078）302-4321 

部長 
平見 恭彦（兼務） 

万代 道子（兼務） 
℡（078）302-4321 

医長 

藤原 雅史（兼務） 

横田 聡（兼務） 

伊藤 晋一郎（兼務） 

℡（078）302-4321 

副医長 

宇山 紘史（兼務） 

山本 庄吾（兼務） 

吉水 聡（兼務） 

松崎 光博（兼務） 

林田 真由香（兼務） 

℡（078）302-4321 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立医療センター中央市民病院） 

部・室 課 所管する事務 

第２診療部 

耳鼻咽喉科  

頭頸部外科  

麻酔科  

歯科・歯科口腔外科  
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〔管理職員一覧〕 

 

○第２診療部 

役職名 氏 名 電話番号 

耳鼻咽喉科部長 篠原 尚吾（兼務） ℡（078）302-4321 

参事 内藤 泰（兼務） ℡（078）302-4321 

医長 

藤原 敬三 

濵口 清海 

山崎 博司 

℡（078）302-4321 

副医長 道田 哲彦 ℡（078）302-4321 

総合聴覚センター長 内藤 泰 ℡（078）302-4321 

頭頸部外科部長 篠原 尚吾 ℡（078）302-4321 

参事 竹信 俊彦（兼務） ℡（078）302-4321 

医長 濵口 清海（兼務） ℡（078）302-4321 

麻酔科部長 美馬 裕之 ℡（078）302-4321 

参事 山崎 和夫 ℡（078）302-4321 

医長 

宮脇 郁子 

東別府 直紀 

下薗 崇宏 

山下 博 

植田 浩司 

伊原 直子 

柚木 一馬 

℡（078）302-4321 

副医長 

野住 雄策 

森 美喜 

伊藤 次郎 

大内 謙二郎 

℡（078）302-4321 

歯科・歯科口腔外科部長 竹信 俊彦 ℡（078）302-4321 

医長 
谷池 直樹 

山本 信祐 
℡（078）302-4321 

副医長 前田 圭吾 ℡（078）302-4321 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立医療センター中央市民病院） 

部・室 課 所管する事務 

第３診療部 

病理診断科  

放射線診断科  

放射線治療科  

リハビリテーション科  
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〔管理職員一覧〕 

 

○第３診療部 

役職名 氏 名 電話番号 

第３診療部長 小久保 雅樹 ℡（078）302-4321 

病理診断科部長 原 重雄 ℡（078）302-4321 

医長 
伊丹 弘恵 

山下 大祐 
℡（078）302-4321 

放射線診断科部長 安藤 久美子 ℡（078）302-4321 

参事 

石藏 礼一 

山根 登茂彦（兼務） 

千田 道雄（兼務） 

℡（078）302-4321 

医長 

金尾 昌太郎 

菅 剛 

有薗 茂樹 

℡（078）302-4321 

副医長 

光野 重芝 

染矢 祐子 

山本 有香 

廣井 崇 

岡 祥次郎 

吉田 篤史 

℡（078）302-4321 

放射線治療科部長 小久保 雅樹 ℡（078）302-4321 

医長 今葷倍 敏行 ℡（078）302-4321 

副医長 
光吉 隆真 

芦田 良 
℡（078）302-4321 

リハビリテーション科部長 幸原 伸夫 ℡（078）302-4321 

参事 安田 義（兼務） ℡（078）302-4321 

医長 

福光 龍（兼務） 

太田 悟司（兼務） 

平本 展大（兼務） 

立川 良（兼務） 

金 基泰（兼務） 

中川 淳（兼務） 

℡（078）302-4321 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立医療センター中央市民病院） 

部・室 課 所管する事務 

中央管理部 
中央手術部  

集中治療部  

総合診療部 

救命救急センター  

救急部  

臓器提供対策室  

総合内科  
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〔管理職員一覧〕 

 

〇中央管理部 

役職名 氏 名 電話番号 

中央管理部長 美馬 裕之（兼務） ℡（078）302-4321 

中央手術部長 美馬 裕之（兼務） ℡（078）302-4321 

集中治療部長 美馬 裕之（兼務） ℡（078）302-4321 

 

〇総合診療部 

役職名 氏 名 電話番号 

総合診療部担当副院長 安田 義（兼務） ℡（078）302-4321 

救命救急センター長 有吉 孝一（兼務） ℡（078）302-4321 

救急部長 有吉 孝一 ℡（078）302-4321 

副部長 

小林 裕之（兼務） 

美馬 裕之（兼務） 

水 大介（兼務） 

金 基泰（兼務） 

瀬尾 龍太郎（兼務） 

・寺坂 恵美（兼務） 

℡（078）302-4321 

医長 

 許 智栄 

瀬尾 龍太郎 

水 大介 

松岡 由典 

℡（078）302-4321 

副医長 

神谷 侑画 

浅香 葉子 

栗林 真悠 

坂谷 朋子 

白川 和宏 

℡（078）302-4321 

臓器提供対策室長 有吉 孝一（兼務） ℡（078）302-4321 

総合内科部長 西岡 弘晶 ℡（078）302-4321 

参事 大村 浩一郎（兼務） ℡（078）302-4321 

医長 

𡈽井 朝子 

住友 秀次（兼務） 

蓮池 俊和 

金森 真紀 

℡（078）302-4321 

副医長 

黒田 浩一 

志水 隼人 

吉﨑 亜衣沙 

岡 秀樹 

℡（078）302-4321 

 

  

（　242　）



〔事務分掌〕 

 

（神戸市立医療センター中央市民病院） 

部・室 課 所管する事務 

集学医療部門 

心臓センター  

脳卒中センター  

透析・血液浄化センター  

内視鏡センター  

外来化学療法センター  

総合周産期母子医療センター  

感染症センター  

がんセンター  

緩和ケアセンター  

外来感覚器センター  

血管撮影・IVRセンター  

放射線治療センター  

入院前準備センター  
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〔管理職員一覧〕 

 

〇集学医療部門 

役職名 氏 名 電話番号 

集学医療部門担当副院長 石川 隆之（兼務） ℡（078）302-4321 

 心臓センター長 江原 夏彦（兼務） ℡（078）302-4321 

 脳卒中センター長 太田 剛史（兼務） ℡（078）302-4321 

 透析・血液浄化センター長 吉本 明弘（兼務） ℡（078）302-4321 

 内視鏡センター長 猪熊 哲朗（兼務） ℡（078）302-4321 

 外来化学療法センター長 石川 隆之（兼務） ℡（078）302-4321 

 総合周産期母子医療センター長 吉岡 信也（兼務） ℡（078）302-4321 

 感染症センター長 𡈽井 朝子（兼務） ℡（078）302-4321 

がんセンター長 小久保 雅樹（兼務） ℡（078）302-4321 

   副センター長 西本 哲朗（兼務） ℡（078）302-4321 

 緩和ケアセンター長 小久保 雅樹（兼務） ℡（078）302-4321 

外来感覚器センター長 藤原 敬三（兼務） ℡（078）302-4321 

 血管撮影・IVRセンター長 石藏 礼一（兼務） ℡（078）302-4321 

 放射線治療センター長 小久保 雅樹（兼務） ℡（078）302-4321 

 遺伝センター長 安井 久晃（兼務） ℡（078）302-4321 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立医療センター中央市民病院） 

部・室 課 所管する事務 

看護部門  

看護部  
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〔管理職員一覧〕 

 

○看護部門 

役職名 氏 名 電話番号 

看護部門担当副院長 ・藤原 のり子（兼務） ℡（078）302-4321 

 

○看護部 

役職名 氏 名 電話番号 

看護部長 ・藤原 のり子（兼務） ℡（078）302-4321 

参事 ◦竹橋 美由紀（兼務） ℡（078）302-4321 

副部長 

・伊藤 明美 

・寺坂 恵美 

・小林 由香 

・柴田 美由紀 

・長谷川 美和 

・稲岡 佳子 

・吉田 直子 

・末神 純子 

・田中 優子 

℡（078）302-4321 

主幹 

・前田 淳子 

・田中 真咲 

・橋内 堅司 

・飯塚 瑞恵 

・濱田 麻美子 

・金中 宏江 

・梅田 節子 

・高尾 佳美 

・田川 早苗 

℡（078）302-4321 

看護師長 

・雑賀 貴子 

・田中 年恵 

・松村 佳苗 

・佐藤 恵美 

沖吉 みどり 

・成島 佳代 

・竹内 志津枝 

・正城 奈美 

・丸山 浩枝 

・花房 由美子 

・西岡 道代 

・石井 雅世 

・騰 由香 

・増本 智香 

榮口 裕美 

・堤 典江 

・森田 幸子 

・松尾 幸恵 

・山中 美香 

・児島 雅美 

℡（078）302-4321 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立医療センター中央市民病院） 

部・室 課 所管する事務 

看護部  
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〔管理職員一覧〕 

 

○看護部 

役職名 氏 名 電話番号 

主査 

*岡崎 美晴 

・藤森 瑞穂 

・片山 悌代 

・三谷 紀子 

・谷尻 淑子 

・木田 弘美 

・岩田 奈美 

・中垣 由紀子 

・橋本 真理子 

・東田 規希 

・瀬戸口 雅子 

・日下部 邦代 

・中村 祐美子 

・池田 由美 

・小倉 久充子 

・藤原 知香 

・大塚 香世子 

・小迫 瞳 

・三宅 景子 

・川合 明子 

・大桑 由美 

・高林 祥子 

・荻上 優香 

・石井 美和 

・山田 奈々 

・木村 健吾 

・佐野 亜紀子 

・杉江 英理子 

・鯰谷 雅志 

杉尾 利恵 

松井 洋幸 

佐伯 和美 

二場 祐樹 

藤岡 直昭 

前原 潤一郎 

沖 佳祐 

・仲村 直子 

・利川 亜弥 

・公門 三穂 

・田村 景子 

・三近 淑美 

福永 香織 

牧原 尚範 

前田 千晶 

谷口 富美子 

川村 修司 

℡（078）302-4321 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立医療センター中央市民病院） 

部・室 課 所管する事務 

薬剤部門  

薬剤部  
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〔管理職員一覧〕 

 

○薬剤部門 

役職名 氏 名 電話番号 

薬剤部門担当院長補佐 ◦橋田 亨（兼務） ℡（078）302-4321 

 
 

○薬剤部 

役職名 氏 名 電話番号 

薬剤部長 室井 延之 ℡（078）302-4321 

参事 ◦橋田 亨（兼務） ℡（078）302-4321 

副部長 

池末 裕明 

・平畠 正樹 

 久米 学 

℡（078）302-4321 

主査 

・大音 三枝子 

・登 佳寿子 

尾山 将樹 

高瀬 友貴 

高栁 信子 

薩摩 由香里 

田村 亮 

山本 晴菜 

鎌田 里紗 

吉野 新太郎 

藤原 秀敏 

冨田 秀明 

増本 憲生 

℡（078）302-4321 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立医療センター中央市民病院） 

部・室 課 所管する事務 

医療技術部門  

臨床検査技術部  

放射線技術部  
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〔管理職員一覧〕 

 

○医療技術部門 

役職名 氏 名 電話番号 

医療技術部門担当院長補佐 ◦橋田 亨（兼務） ℡（078）302-4321 

 

○臨床検査技術部 

役職名 氏 名 電話番号 

臨床検査技術部技師長 ・川井 順一 ℡（078）302-4321 

 副技師長 ・角田 敏明 ℡（078）302-4321 

技師長補佐 

・丸岡 隼人 

・﨑園 賢治 

*簑輪 和士 

℡（078）302-4321 

主査 

・佐々木 一朗 

・菅沼 直生子 

 尾松 雅仁 

吉田 昌弘 

宮川 祥治 

奈須 聖子 

℡（078）302-4321 

 

 ○放射線技術部 

役職名 氏 名 電話番号 

放射線技術部技師長 ・福井 達也 ℡（078）302-4321 

  副技師長 ・茨木 丈晴 ℡（078）302-4321 

   技師長補佐 
・耕田 隆志 

・中野 大 
℡（078）302-4321 

主査 

*奥内 昇 

・宇都宮 隆 

小川 敦久 

清水 敬二 

岡村 佳明 

鈴木 順一 

・大黒 美鈴 

*石井 政男 

・國正 大吾 

名定 良祐 

℡（078）302-4321 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立医療センター中央市民病院） 

部・室 課 所管する事務 

リハビリテーション技術部  

臨床工学技術部  

栄養管理部  
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〔管理職員一覧〕 

 

○リハビリテーション技術部 

役職名 氏 名 電話番号 

リハビリテーション技術部 

技師長 
・本田 明広 ℡（078）302-4321 

技師長補佐 ・酒井 英樹 ℡（078）302-4321 

主査 
・岩田 健太郎 

・影山 智広 
℡（078）302-4321 

 

○臨床工学技術部  

役職名 氏 名 電話番号 

臨床工学技術部長  美馬 裕之（兼務） ℡（078）302-4321 

技士長 ・坂地 一朗 ℡（078）302-4321 

 技士長補佐 
・吉田 一貴 

 畑 秀治 
℡（078）302-4321 

 

○栄養管理部  

役職名 氏 名 電話番号 

栄養管理部長代行  岩倉 敏夫（兼務） ℡（078）302-4321 

  副部長 
西岡 弘晶（兼務） 

  長野 徹（兼務） 
℡（078）302-4321 

    副部長代行 ・岩本 昌子 ℡（078）302-4321 

   主査 中林 瑞保 ℡（078）302-4321 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立医療センター中央市民病院） 

部・室 課 所管する事務 

医療安全管理室  

感染管理室  

教育部門  

教育部 

臨床研修センター  

人材育成センター  

図書室  
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〔管理職員一覧〕 

 

○医療安全管理室 

役職名 氏 名 電話番号 

医療安全管理室長  貝原 聡（兼務） ℡（078）302-4321 

 顧問  富井 啓介（兼務） ℡（078）302-4321 

 副室長 ・稲岡 佳子（兼務） ℡（078）302-4321 

 副室長  北村 好史（兼務） ℡（078）302-4321 

 副室長  江原 夏彦（兼務） ℡（078）302-4321 

 副室長  和田 将弥（兼務） ℡（078）302-4321 

 副室長  有薗 茂樹（兼務） ℡（078）302-4321 

 副室長 ・前田 淳子（兼務） ℡（078）302-4321 

副室長 *奥内 昇（兼務） ℡（078）302-4321 

 副室長 ・本田 明広（兼務） ℡（078）302-4321 

 副室長 ・坂地 一朗（兼務） ℡（078）302-4321 

 副室長 ・岩本 昌子（兼務） ℡（078）302-4321 

 副室長  松永 京子（兼務） ℡（078）302-4321 

 

○感染管理室 

役職名 氏 名 電話番号 

感染管理室長 𡈽井 朝子（兼務） ℡（078）302-4321 

 副室長 蓮池 俊和（兼務） ℡（078）302-4321 

 副室長 黒田 浩一（兼務） ℡（078）302-4321 

 室長補佐 ・小倉 明子（兼務） ℡（078）302-4321 

 室長補佐  藤田 拓俊 ℡（078）302-4321 

 

○教育部門 

役職名 氏 名 電話番号 

教育部門担当副院長 安田 義（兼務） ℡（078）302-4321 

 

○教育部 

役職名 氏 名 電話番号 

教育部長  西岡 弘晶（兼務） ℡（078）302-4321 

臨床研修センター長  西岡 弘晶（兼務） ℡（078）302-4321 

人材育成センター長  岩倉 敏夫（兼務） ℡（078）302-4321 

図書室長  篠原 尚吾（兼務） ℡（078）302-4321 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立医療センター中央市民病院） 

部・室 課 所管する事務 

臨床研究推進センター  
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〔管理職員一覧〕 

 

○臨床研究推進センター 

役職名 氏 名 電話番号 

臨床研究推進センター長 ◦橋田 亨（兼務） ℡（078）302-4321 

 分子イメージング研究部長 山根 登茂彦 ℡（078）302-4321 

 参事 千田 道雄 ℡（078）302-4321 

  難病研究部長 古川 裕（兼務） ℡（078）302-4321 

 造血幹細胞研究部長 石川 隆之（兼務） ℡（078）302-4321 

 脳血管治療研究部長 坂井 信幸（兼務） ℡（078）302-4321 

難聴研究部長 山崎 博司（兼務） ℡（078）302-4321 

臨床免疫研究部長 大村 浩一郎（兼務） ℡（078）302-4321 

再生医療研究部長 森實 飛鳥 ℡（078）302-4321 

高難度研究推進部長 坂井 千秋（兼務） ℡（078）302-4321 

主査 城野 歌子 ℡（078）302-4321 

学術研究推進部長 宮越 千智（兼務） ℡（078）302-4321 

 データ管理部長 宮越 千智（兼務） ℡（078）302-4321 

 管理支援部長 室井 延之（兼務） ℡（078）302-4321 

  管理室主幹 ・小田 稔彦（兼務） ℡（078）302-4321 

   管理室主査  冨田 秀明（兼務） ℡（078）302-4321 

   支援室主査 興津 美由紀 ℡（078）302-4321 

 品質管理部長 ◦橋田 亨（兼務） ℡（078）302-4321 

     主任 土肥 麻貴子（兼務） ℡（078）302-4321 

 事務部門部長 ・一安 顕昭（兼務） ℡（078）302-4354 

  担当課長 ・伊藤 聡 ℡（078）302-4321 

  担当課長 入倉 潔 ℡（078）302-4321 

   担当係長 島田 由美（兼務） ℡（078）302-4321 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立医療センター中央市民病院） 

部・室 課 所管する事務 

臨床研究監査室  

臨床研究審査室  

医療情報部 診療情報管理室  

患者総合支援部門  
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〔管理職員一覧〕 

 

○臨床研究監査室 

役職名 氏 名 電話番号 

臨床研究監査室長  石川 隆之（兼務） ℡（078）302-4321 

 監査部門部長代行 久米 学（兼務） ℡（078）302-4321 

 

○臨床研究審査室 

役職名 氏 名 電話番号 

臨床研究審査室長  高橋 豊（兼務） ℡（078）302-4321 

 審査部門部長代行  北村 文章（兼務） ℡（078）302-4321 

 

 

○医療情報部 

役職名 氏 名 電話番号 

医療情報部長 猪熊 哲朗（兼務） ℡（078）302-4321 

 副部長 室井 延之（兼務） ℡（078）302-4321 

 副部長 貝原 聡（兼務） ℡（078）302-4321 

 副部長 竹信 俊彦（兼務） ℡（078）302-4321 

 副部長 谷口 智彦（兼務） ℡（078）302-4321 

 副部長 藤原 敬三（兼務） ℡（078）302-4321 

 副部長 ・小林 由香（兼務） ℡（078）302-4321 

診療情報管理室長 猪熊 哲朗（兼務） ℡（078）302-4321 

 

○患者総合支援部門 

役職名 氏 名 電話番号 

患者総合支援部門担当副院長 石川 隆之（兼務） ℡（078）302-4321 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立医療センター中央市民病院） 

部・室 課 所管する事務 

 

地域医療部 

 

地域医療連携室 

 入退院支援室 

医療相談・在宅支援室 

病床管理室  
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〔管理職員一覧〕 

 

○地域医療部 

役職名 氏 名 電話番号 

地域医療部長 石川 隆之（兼務） ℡（078）302-4321 

参事 石原 隆（兼務） ℡（078）302-4321 

 副部長 猪熊 哲朗（兼務） ℡（078）302-4321 

 副部長 富井 啓介（兼務） ℡（078）302-4321 

 副部長 坂井 信幸（兼務） ℡（078）302-4321 

 副部長 安田 義（兼務） ℡（078）302-4321 

 副部長 ・米谷 久美子（兼務） ℡（078）302-4321 

地域医療連携室長 松永 京子（兼務） ℡（078）302-4321 

地域医療ネットワークセンター長 石原 隆（兼務） ℡（078）302-4321 

がん総合支援センター長 石川 隆之（兼務） ℡（078）302-4321 

入退院支援室長 金中 宏江（兼務） ℡（078）302-4321 

入院前準備センター長 瓜生原 健嗣（兼務） ℡（078）302-4321 

医療相談・在宅支援室長 金中 宏江（兼務） ℡（078）302-4321 

患者サポートセンター長 石川 隆之（兼務） ℡（078）302-4321 

 

○病床管理室 

役職名 氏 名 電話番号 

病床管理室長 猪熊 哲朗（兼務） ℡（078）302-4321 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立医療センター西市民病院） 

部・室 課 所管する事務 

事務局 

総務課 

人事、給与、庶務、土地、建物、設備管理、増

改築等の調査、予算、決算、経理、医療機器、

経営改善に関する調査・企画 

医事課 
医事業務管理運営、診療に関わる事務、医療統

計、調査、システム管理、企画、改善 

地域医療在宅支援室 地域医療に関する調査・企画、在宅支援の推進 
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〔管理職員一覧〕 

 

○神戸市立医療センター西市民病院 

役職名 氏 名 電話番号 

病院長 有井 滋樹（兼務） ℡（078）576-5251 

 院長代行 中村 一郎 ℡（078）576-5251 

 副院長 山下 幸政 ℡（078）576-5251 

 副院長 冨岡 洋海 ℡（078）576-5251 

 副院長 ・別府 清香 ℡（078）576-5251 

 副院長   原田 武尚 ℡（078）576-5251 

 

〇事務局 

役職名 氏 名 電話番号 

事務局長 ・天野 稔也 ℡（078）579-1901 

総務課長 ・眞田 めぐみ ℡（078）579-1902 

設備担当課長 ・佐々木 勝英（兼務） ℡（078）997-2200 

総務係長 ・二星 裕真 ℡（078）579-1905 

    担当係長 ・片岡 淳 ℡（078）579-1921 

  経理係長 ・岡﨑 祐太 ℡（078）579-1910 

  担当係長  田中 泰 ℡（078）579-1910 

医事課長 ・吉川 敬一 ℡（078）579-1912 

課長補佐（医事係長事務取扱） 忽那 晴美 ℡（078）576-5251 

  医事担当係長 新川 敏弘 ℡（078）576-5251 

医療情報係長 福田 壮司 ℡（078）576-5251 

地域医療在宅支援室長 ・高橋 千香 ℡（078）940-2779 

 担当係長  青野 浩之 ℡（078）576-5251 

担当係長 岩蕗 かをり ℡（078）576-5251 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立医療センター西市民病院） 

部・室 課 所管する事務 

診療部 

消化器内科  

呼吸器内科  

リウマチ・膠原病内科  

循環器内科  

腎臓内科  

糖尿病・内分泌内科  

脳神経内科  

総合内科  

臨床腫瘍科  

精神・神経科  

小児科  
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〔管理職員一覧〕 

 

○診療部 

役職名 氏 名 電話番号 

消化器内科部長  山下 幸政（兼務） ℡（078）576-5251 

医長 

 住友 靖彦 

 髙田 真理子 

山田 聡 

℡（078）576-5251 

  副医長 
 星 充 

 平佐 貴弘 
℡（078）576-5251 

呼吸器科内科部長  冨岡 洋海（兼務） ℡（078）576-5251 

医長 

藤井 宏 

金子 正博 

瀧口 純司 

℡（078）576-5251 

副医長 網本 久敬 ℡（078）576-5251 

リウマチ・膠原病内科副医長 
壺井 和幸 

岩谷 真季 
℡（078）576-5251 

循環器内科部長 高橋 明広 ℡（078）576-5251 

医長 吉野 智亮 ℡（078）576-5251 

副医長 
永野 雄一朗 

田畑 論子 
℡（078）576-5251 

腎臓内科医長 瀧口 梨愛 ℡（078）576-5251 

  副医長 
渡邉 周平 

原 明子 
℡（078）576-5251 

糖尿病・内分泌内科部長 中村 武寛 ℡（078）576-5251 

医長 
武部 礼子 

宗 杏奈 
℡（078）576-5251 

副医長 倉本 尚樹 ℡（078）576-5251 

脳神経内科部長 木原 武士（兼務） ℡（078）576-5251 

医長 菅生 教文 ℡（078）576-5251 

総合内科部長 小西 弘起 ℡（078）576-5251 

医長  王 康治 ℡（078）576-5251 

臨床腫瘍科部長 山下 幸政（兼務） ℡（078）576-5251 

 精神・神経科医長 古野 和歌子 ℡（078）576-5251 

小児科部長 江口 純治 ℡（078）576-5251 

医長 

田中 由起子 

安島 英裕 

光田 好寛 

森川 悟 

℡（078）576-5251 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立医療センター西市民病院） 

部・室 課 所管する事務 

診療部 

外科  

消化器外科  

呼吸器外科  

乳腺外科  

脳神経外科  

整形外科  

血管外科  

皮膚科  

泌尿器科  

産婦人科  

眼科  

耳鼻咽喉科  

歯科口腔外科  

病理診断科  

放射線科  

麻酔科  
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〔管理職員一覧〕 

 

○診療部 

役職名 氏 名 電話番号 

消化器外科部長 原田 武尚（兼務） ℡（078）576-5251 

医長 

中嶋 早苗 

姜 貴嗣 

村上 哲平 

本間 周作 

細川 慎一 

℡（078）576-5251 

副医長 松井 優悟 ℡（078）576-5251 

呼吸器外科部長 竹尾 正彦 ℡（078）576-5251 

副医長 大越 祐介 ℡（078）576-5251 

乳腺外科部長 三瀬 昌宏 ℡（078）576-5251 

脳神経外科部長 足立 秀光 ℡（078）576-5251 

整形外科部長 西口 滋 ℡（078）576-5251 

参事 布施 謙三（兼務） ℡（078）576-5251 

医長 
藤原 弘之 

山根 逸郎 
℡（078）576-5251 

 副医長 橋村 卓実 ℡（078）576-5251 

血管外科部長 竹尾 正彦（兼務） ℡（078）576-5251 

  皮膚科副医長 
中村 維文 

谷川 絢乃 
℡（078）576-5251 

泌尿器科部長 中村 一郎（兼務） ℡（078）576-5251 

 医長 
亭島 淳 

吉井 貴彦 
℡（078）576-5251 

産婦人科部長 森島 秀司 ℡（078）576-5251 

医長 
新谷 潔 

市田 耕太郎 
℡（078）576-5251 

 副医長 田邉 昌平 ℡（078）576-5251 

眼科部長 石田 和寛 ℡（078）576-5251 

耳鼻咽喉科部長 後藤 昭一 ℡（078）576-5251 

  副医長 木戸上 知弘 ℡（078）576-5251 

歯科口腔外科部長 西田 哲也 ℡（078）576-5251 

病理診断科部長 勝山 栄治 ℡（078）576-5251 

放射線科部長 奥野 晃章 ℡（078）576-5251 

医長 大木 晴香 ℡（078）576-5251 

麻酔科部長 榎 泰二郎 ℡（078）576-5251 

医長 岡崎 俊 ℡（078）576-5251 

    副医長 
星 歩美 

蛯名 仁美 
℡（078）576-5251 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立医療センター西市民病院） 

部・室 課 所管する事務 

診療部 リハビリテーション科  
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〔管理職員一覧〕 

 

○診療部 

リハビリテーション科部長 布施 謙三 ℡（078）576-5251 

医長 

吉野 智亮（兼務） 

金子 正博（兼務） 

藤原 弘之（兼務） 

菅生 教文（兼務） 

℡（078）576-5251 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立医療センター西市民病院） 

部・室 課 所管する事務 

中央医療部 

手術部  

集中治療部  

血液浄化センター  

内視鏡室  

外来化学療法センター  

周産期センター  

救急部  

認知症疾患医療部  
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〔管理職員一覧〕 

 

〇中央医療部 

役職名 氏 名 電話番号 

中央医療部長 中村 一郎（兼務） ℡（078）576-5251 

 手術部長 原田 武尚（兼務） ℡（078）576-5251 

 集中治療部長 榎 泰二郎（兼務） ℡（078）576-5251 

 血液浄化センター長 渡邉 周平（兼務） ℡（078）576-5251 

 内視鏡室長 山下 幸政（兼務） ℡（078）576-5251 

 外来化学療法センター長 山下 幸政（兼務） ℡（078）576-5251 

 周産期センター長 森島 秀司（兼務） ℡（078）576-5251 

 

〇救急部 

役職名 氏 名 電話番号 

救急部長 足立 秀光（兼務） ℡（078）576-5251 

参事 小西 弘起（兼務） ℡（078）576-5251 

部長代行 髙田 真理子（兼務） ℡（078）576-5251 

  医長 王 康治（兼務） ℡（078）576-5251 

    副医長 永野 雄一朗（兼務） ℡（078）576-5251 

 

〇認知症疾患医療部 

役職名 氏 名 電話番号 

認知症疾患医療部長 木原 武士 ℡（078）576-5251 

担当係長 岩蕗 かをり（兼務） ℡（078）576-5251 

担当係長 青野 浩之（兼務） ℡（078）576-5251 

 

  

（　272　）



〔事務分掌〕 

 

（神戸市立医療センター西市民病院） 

部・室 課 所管する事務 

看護部  
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〔管理職員一覧〕 

 

○看護部 

役職名 氏 名 電話番号 

看護部長 ・別府 清香（兼務） ℡（078）576-5251 

参事 ◦ 竹橋 美由紀（兼務） ℡（078）576-5251 

 副部長 

・西浦 郁絵 

・山本 和代 

・岸本 愛子 

・斎藤 美智子 

・佐野 光代 

・大路 貴子 

℡（078）576-5251 

  主幹 

・青野 智子 

・藤原 久美子 

・俣木 陽子 

・後藤 たみ 

℡（078）576-5251 

担当係長 
*嶋村 倫子 

*大森 幸子 
℡（078）576-5251 

  看護師長 

・田中 圭子 

・竹内 博美 

・金澤 佐貴子 

・厳本 英 

・荒木 敬雄 

・山口 陽恵 

・松川 咲子 

・左山 朋美 

・小和田 喜広 

・泉谷 裕子  

・安保 真美 

 瀬戸山 千津 

℡（078）576-5251 

  主査 

・大納 英美 

・鶴亀 美幸 

・吉元 奈央子 

・金谷 妃佐子 

・森岡 賢一 

・大谷 かおり 

・川辺 由美 

・岸本 芽久美 

・谷元 直美 

・前田 裕美 

・川島 佳奈 

・岡田 梨亜 

・川口 麻衣 

・谷口 恵 

 衣笠 千絵 

樋浦 絵美子 

北林 聖子 

足立 茜 

三島 準也 

橋本 達矢 

℡（078）576-5251 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立医療センター西市民病院） 

部・室 課 所管する事務 

薬剤部  

臨床検査技術部  

放射線技術部  

リハビリテーション技術部  

臨床工学室  
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〔管理職員一覧〕 

 

〇薬剤部 

役職名 氏  名  電話番号 

薬剤部長 ◦ 田中 詳二 ℡（078）576-5251 

   副薬剤長 ・中浴 伸二 ℡（078）576-5251 

    主査 

・公門 法子 

・福嶋 浩一 

・巽 弥生 

久保 嘉靖 

嶋本 藍 

野村 洋道 

森本 めぐみ 

℡（078）576-5251 

 

〇臨床検査技術部 

役職名 氏 名 電話番号 

臨床検査技術部技師長 ・山下 展弘 ℡（078）576-5251 

  副技師長 ・釜谷 博行 ℡（078）576-5251 

 主査 

・吉田 澄子 

内田 浩也 

松之舎 教子 

弘田 大智 

武元 優允 

℡（078）576-5251 

 

〇放射線技術部 

役職名 氏 名 電話番号 

放射線技術部技師長 ・酒井 慎治 ℡（078）576-5251 

 副技師長 ・四井 哲士 ℡（078）576-5251 

  主査 

・中村 大 

・大小田 誠 

 井上 修一 

℡（078）576-5251 

 

〇リハビリテーション技術部 

役職名 氏 名 電話番号 

リハビリテーション技術部技師長

代行 
・永谷 智里 ℡（078）576-5251 

    主査 
・門 浄彦 

 下雅意 崇亨 
℡（078）576-5251 

 

〇臨床工学室 

役職名 氏 名 電話番号 

臨床工学室技士長代行 井上 和久 ℡（078）576-5251 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立医療センター西市民病院） 

部・室 課 所管する事務 

栄養管理室  

地域医療部  

医療情報部    

医療安全管理室  

感染管理室  

臨床研修センター  

チーム医療推進部  
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〔管理職員一覧〕 

 

〇栄養管理室 

役職名 氏 名 電話番号 

栄養管理室長代行 ・赤沢 尚美 ℡（078）576-5251 

 

〇地域医療部 

役職名 氏 名 電話番号 

地域医療部長  中村 一郎（兼務） ℡（078）576-5251 

 地域医療在宅支援室長 ・高橋 千香（兼務） ℡（078）576-5251 

 

〇医療情報部 

役職名 氏 名 電話番号 

医療情報部長  江口 純治（兼務） ℡（078）576-5251 

 

〇医療安全管理室 

役職名 氏 名 電話番号 

医療安全管理室長  冨岡 洋海（兼務） ℡（078）576-5251 

 副室長 

・青野 智子（兼務） 

山根 逸郎（兼務） 

井上 和久 

℡（078）576-5251 

 

〇感染管理室 

役職名 氏 名 電話番号 

感染管理室長代行  王 康治（兼務） ℡（078）576-5251 

 副室長 ・俣木 陽子（兼務） ℡（078）576-5251 

  主査 ・黒田 普美子（兼務） ℡（078）576-5251 

 

〇臨床研修センター 

役職名 氏 名 電話番号 

臨床研修センター長 中村 武寛（兼務） ℡（078）576-5251 

 副センター―長 姜 貴嗣（兼務） ℡（078）576-5251 

 

〇チーム医療推進部 

役職名 氏 名 電話番号 

チーム医療推進部長 冨岡 洋海（兼務） ℡（078）576-5251 

 副部長  金子 正博（兼務） ℡（078）576-5251 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立西神戸医療センター） 

部・室 課 所管する事務 

事務局 

総務課 

人事、給与、庶務、職員に関する業務、障害者

雇用促進に関する業務、予算、決算、経理、契

約、調達、土地、建物、施設管理 

医事課 

医事業務管理運営、診療に関する業務、診療支

援に関する業務、院内情報システム、病歴室の

管理運営 

地域医療課 
地域連携に関する事務、医療福祉相談に関する

業務 
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〔管理職員一覧〕 

 

○神戸市立西神戸医療センター  

役職名 氏 名 電話番号 

院長  京極 高久（兼務） ℡（078）997-2200 

副院長 

北垣 一 

永澤 浩志 

井谷 智尚 

・濱本 カナコ 

℡（078）997-2200 

 

○事務局 

役職名 氏 名 電話番号 

事務局長 ・中村 直行 ℡（078）997-2200 

総務課長 ・森下 健次 ℡（078）997-2200 

  担当課長（施設担当） ・佐々木 勝英 ℡（078）997-2200 

  総務係長 ・表 直宏 ℡（078）997-2200 

  担当係長  佐藤 純一 ℡（078）997-2200 

    担当係長 景井 洋次 ℡（078）997-2200 

  経理契約係長 ・西井 皓一 ℡（078）997-2200 

施設係長 ・上田 篤 ℡（078）997-2200 

 医事課長  山口 健司 ℡（078）997-2200 

  医事係長  中水 義昭 ℡（078）997-2200 

医療情報企画係長 清水 啓子 ℡（078）997-2200 

担当係長 中島 健 ℡（078）997-2200 

担当係長 中山 渉 ℡（078）997-2200 

 地域医療課長 田村 千枝 ℡（078）997-2200 

  地域連携係長 牧野 恵太 ℡（078）997-2200 

担当係長 菅田 大介 ℡（078）997-2200 

担当係長 友次 佳代 ℡（078）997-2200 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立西神戸医療センター） 

部・室 課 所管する事務 

診療部 

救急科  

総合内科  

脳神経内科  

腎臓内科  

糖尿病・内分泌内科  

免疫血液内科  

循環器内科  

消化器内科  

呼吸器内科  

腫瘍内科  
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〔管理職員一覧〕 

 

○診療部 

役職名 氏 名 電話番号 

診療部長（外科担当） 井谷 智尚（兼務） ℡（078）997-2200 

診療部長（内科担当）  永澤 浩志（兼務） ℡（078）997-2200 

救急科部長  江尻 純哉（兼務） ℡（078）997-2200 

 総合内科部長代行 宮川 一也 ℡（078）997-2200 

  副医長 尾下 寿彦 ℡（078）997-2200 

脳神経内科部長 柳原 千枝 ℡（078）997-2200 

医長   石尾 ゆきこ ℡（078）997-2200 

 副医長  赤堀 元樹 ℡（078）997-2200 

腎臓内科部長代行  垣田 浩子 ℡（078）997-2200 

副医長 中田 庸介 ℡（078）997-2200 

糖尿病・内分泌内科部長 辻 和雄 ℡（078）997-2200 

医長 
孫 徹 

藤原 雄太 
℡（078）997-2200 

免疫血液内科部長 新里 偉咲（兼務） ℡（078）997-2200 

 医長 

山本 和代 

橋本 朗子 

末木 佑季 

℡（078）997-2200 

  副医長 井本 寛東 ℡（078）997-2200 

循環器内科部長 永澤 浩志（兼務） ℡（078）997-2200 

参事 江尻 純哉（兼務） ℡（078）997-2200 

 医長 
大末 剛史 

土岐 啓己 
℡（078）997-2200 

  副医長 

斉藤 克寛 

鈴木 雅貴 

吉開 友羽子 

℡（078）997-2200 

消化器内科部長 井谷 智尚（兼務） ℡（078）997-2200 

 医長 

林 幹人 

島田 友香里 

安達 神奈（兼務） 

髙田 裕 

℡（078）997-2200 

副医長 井上 元気 ℡（078）997-2200 

呼吸器内科部長 多田 公英 ℡（078）997-2200 

 医長 

櫻井 稔泰 

木田 陽子 

纐纈 力也 

上領 博 

三輪 菜々子 

℡（078）997-2200 

 副医長 濵﨑 直子 ℡（078）997-2200 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立西神戸医療センター） 

部・室 課 所管する事務 

診療部 

緩和ケア内科  

精神・神経科  

小児科  

外科・消化器外科  

乳腺外科  

整形外科  

脳神経外科  

呼吸器外科  

皮膚科  

泌尿器科  
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〔管理職員一覧〕 

 

○診療部 

役職名 氏 名 電話番号 

緩和ケア内科部長 安藤 俊弘（兼務） ℡（078）997-2200 

 精神・神経科部長代行 奥小路 明子 ℡（078）997-2200 

   副医長 内田 杏子 ℡（078）997-2200 

小児科部長 松原 康策（兼務） ℡（078）997-2200 

医長 

岩田 あや 

堀 雅之 

磯目 賢一（兼務） 

山口 善道（兼務） 

平海 良美 

川﨑 悠 

℡（078）997-2200 

    副医長 
内藤 昭嘉 

金 伽耶 
℡（078）997-2200 

外科・消化器外科部長 伊丹 淳（兼務） ℡（078）997-2200 

医長 

松浦 正徒（兼務） 

塩田 哲也 

中村 公治郎 

畑 俊行 

山本 高正 

吉野 健史 

℡（078）997-2200 

乳腺外科部長 奥野 敏隆（兼務） ℡（078）997-2200 

副医長 林 雪 ℡（078）997-2200 

整形外科部長 吉田 圭二 ℡（078）997-2200 

  医長 
川井 康嗣 

阿部 光伸 
℡（078）997-2200 

脳神経外科部長 細田 弘吉 ℡（078）997-2200 

参事 西原 賢在（兼務） ℡（078）997-2200 

  医長 蘆田 典明 ℡（078）997-2200 

呼吸器外科部長 大政 貢（兼務） ℡（078）997-2200 

医長 
中西 崇雄 

本山 秀樹 
℡（078）997-2200 

皮膚科部長代行 鷲尾 健 ℡（078）997-2200 

泌尿器科部長 金丸 聰淳 ℡（078）997-2200 

医長 
清水 洋祐 

宇都宮 紀明 
℡（078）997-2200 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立西神戸医療センター） 

部・室 課 所管する事務 

診療部 

産婦人科  

眼科  

耳鼻いんこう科  

形成外科  

リハビリテーション科  

放射線診断科  

放射線治療科  

麻酔科  

病理診断科  

歯科口腔外科  
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〔管理職員一覧〕 

 

○診療部 

役職名 氏 名 電話番号 

産婦人科部長 佐原 裕美子（兼務） ℡（078）997-2200 

医長 
近田 恵里 

森上 聡子 
℡（078）997-2200 

副医長 
小菊 愛 

夏山 貴博 
℡（078）997-2200 

眼科部長 三河 章子 ℡（078）997-2200 

医長 吉田 章子 ℡（078）997-2200 

耳鼻いんこう科部長代行 小嶋 康隆 ℡（078）997-2200 

副医長 
甲藤 麻衣 

原 真貴子 
℡（078）997-2200 

形成外科部長 小熊 孝 ℡（078）997-2200 

 副医長 平位 恵梨 ℡（078）997-2200 

リハビリテーション科部長 西原 賢在（兼務） ℡（078）997-2200 

放射線診断科部長 桑田 陽一郎（兼務） ℡（078）997-2200 

医長 

北村 ゆり 

富松 浩隆 

工藤 剛史 

℡（078）997-2200 

副医長 
河野 泰秀 

田原 潤子 
℡（078）997-2200 

放射線治療科部長代行 河邊 哲也 ℡（078）997-2200 

麻酔科部長 堀川 由夫（兼務） ℡（078）997-2200 

麻酔科参事 伊地智 和子 ℡（078）997-2200 

医長 

飯島 克博 

樋口 恭子 

川瀬 太助 

℡（078）997-2200 

副医長 
伊藤 綾子 

濱場 千夏 
℡（078）997-2200 

 病理診断科部長代行 勝嶌 浩紀 ℡（078）997-2200 

医長 石原 美佐 ℡（078）997-2200 

歯科口腔外科部長 岩城 太 ℡（078）997-2200 

副医長 平井 雄三 ℡（078）997-2200 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立西神戸医療センター） 

部・室 課 所管する事務 

中央管理部 
中央手術部  

集中治療室  

救急部  

看護部  
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〔管理職員一覧〕 

 

○中央管理部 

役職名 氏 名 電話番号 

中央管理部長 北垣 一（兼務） ℡（078）997-2200 

参事（臨床検査担当） 松原 康策（兼務） ℡（078）997-2200 

参事（放射線担当） 桑田 陽一郎（兼務） ℡（078）997-2200 

中央手術部長  大政 貢（兼務） ℡（078）997-2200 

集中治療室長 堀川 由夫（兼務） ℡（078）997-2200 

 

〇救急部 

役職名 氏 名 電話番号 

救急部長 江尻 純哉（兼務） ℡（078）997-2200 

 副部長 

安達 神奈（兼務） 
山口 善道（兼務） 
松浦 正徒（兼務） 
尾畑 かおる（兼務） 

℡（078）997-2200 

 

〇看護部 

役職名 氏 名 電話番号 

看護部長 ・濱本 カナコ（兼務） ℡（078）997-2200 

 副部長 

・長尾 幸恵 
・松本 紀子 
・竹崎 裕子 
・永石 かずみ 
大﨑 裕子 
長野 淑恵 
尾畑 かおる 

℡（078）997-2200 

 主幹 
・石井 須美子（兼務） 
・森 ふみ代（兼務） 
・坂本 広子（兼務） 

℡（078）997-2200 

看護師長 

・友清 美奈 
・渕上 恵子 
・有馬 真由美 
・森 ふみ代 

℡（078）997-2200 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立西神戸医療センター） 

部・室 課 所管する事務 

看護部  
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〔管理職員一覧〕 

 

〇看護部 

役職名 氏 名 電話番号 

看護師長 

松倉 聖子 
永石 真希 
岡山 智子 
神野 ひろみ 
田中 亜希子 
吉川 寛子 
井上 薫 
児玉 享子 
田中 正恵 
右手 順子 
飯田 雅子 
小栁 淳子 
橋本 裕子 
新井 まゆ子 
駒井 江里 
伊吹 伸介 
津川 紀 

℡（078）997-2200 

主任 

・佐藤 琴美 
・舟津 広美  
・荒木 雄穂 
・関 英之 
中村 真理 
下條 恵  
高木 美希   
坂梨 聡子  
村崎 和世 
尾花 翼  
瀧澤 紘輝  
佐内 博子 
宮崎 輝美   
井上 深雪  
小泉 智子 
中澤 みなみ 
中島 佳代 
藤田 京子 
内藤 環  
辻埜 恭子 
鷲尾 麻紀子 
上﨑 英子 
布施 江梨 
正井 志穂 
江原 明代 
習田 祐子 
志倉 奈歩 
山下 亜沙子 
長田 真由美 

℡（078）997-2200 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立西神戸医療センター） 

部・室 課 所管する事務 

薬剤部  

臨床検査技術部  

放射線技術部  

リハビリテーション技術部  
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〔管理職員一覧〕 

 

〇薬剤部 

役職名 氏 名 電話番号 

薬剤部長 森本 茂文 ℡（078）997-2200 

副薬剤長  奥野 昌宏 ℡（078）997-2200 

主査 

・赤瀬 博文 
・松岡 勇作 
奥貞 佳奈子 
中西 真也 
松尾 種代  
山﨑 貴之 

℡（078）997-2200 

 

○臨床検査技術部 

役職名 氏 名 電話番号 

臨床検査技術部技師長 ・江藤 正明 ℡（078）997-2200 

副技師長  西田 稔 ℡（078）997-2200 

  主査 

・三羽 えり子 
・竹川 啓史 
東 貞之 
毛利 衣子 
粟田 千絵  

℡（078）997-2200 

 

〇放射線技術部 

役職名 氏 名 電話番号 

放射線技術部技師長 ・浜田 誠 ℡（078）997-2200 

技師長補佐 ・合田 靖司 ℡（078）997-2200 

  主査 

・布垣 和也 
・浅田 泰弘 
・吉田 一貴 
山之内 真也 
竹本 幸志 
小形 朋子 
三船 祐輔 

℡（078）997-2200 

 

〇リハビリテーション技術部 

役職名 氏 名 電話番号 

リハビリテーション技術部 

技師長代行 
田中 利明 ℡（078）997-2200 

主査 
  佐久間 真里 

 垣内 優芳 
℡（078）997-2200 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立西神戸医療センター） 

部・室 課 所管する事務 

臨床工学室  

栄養管理室  

地域医療室  

医療情報管理室  

医療安全推進室  

感染防止推進室  

がん総合診療部  

学術研修部  

チーム医療推進室  

 

  

（　293　）



〔管理職員一覧〕 

 

〇臨床工学室 

役職名 氏 名 電話番号 

臨床工学室長 伊丹 淳（兼務） ℡（078）997-2200 

技士長代行 ・石井 利英 ℡（078）997-2200 

 

〇栄養管理室 

役職名 氏 名 電話番号 

栄養管理室長 ・有岡 靖隆 ℡（078）997-2200 

  主査 寺園 沙矢香 ℡（078）997-2200 

 

〇地域医療室 

役職名 氏 名 電話番号 

地域医療室長 永澤 浩志（兼務） ℡（078）997-2200 

 

〇医療情報管理室 

役職名 氏 名 電話番号 

医療情報管理室長  佐原 裕美子（兼務） ℡（078）997-2200 

 

〇医療安全推進室 

役職名 氏 名 電話番号 

医療安全推進室長 伊丹 淳（兼務） ℡（078）997-2200 

 

〇感染防止対策室 

役職名 氏 名 電話番号 

感染防止対策室長 磯目 賢一（兼務） ℡（078）997-2200 

 

〇がん総合診療部 

役職名 氏 名 電話番号 

がん総合診療部長   新里 偉咲（兼務） ℡（078）997-2200 

 

〇学術研修部 

役職名 氏 名 電話番号 

学術研修部長 松原 康策（兼務） ℡（078）997-2200 

 
〇チーム医療推進室 

役職名 氏 名 電話番号 

チーム医療推進室長 井谷 智尚（兼務） ℡（078）997-2200 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立西神戸医療センター） 

部・室 課 所管する事務 

医療クラーク室  

緩和ケアセンター  
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〔管理職員一覧〕 

 
〇医療クラーク室 

役職名 氏 名 電話番号 

医療クラーク室長 奥野 敏隆（兼務） ℡（078）997-2200 

 

〇緩和ケアセンター 

役職名 氏 名 電話番号 

緩和ケアセンター長 安藤 俊弘（兼務） ℡（078）997-2200 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立神戸アイセンター病院） 

部・室 課 所管する事務 

事務局 経営管理課 

人事、給与、庶務、契約、調達、出納、医事業

務管理運営、地域連携に関する業務、治験臨床

研究に関する業務、情報セキュリティ対策、イ

ンターネット系のネットワーク管理、建物、設

備管理（建築・機械・電気） 

診療部  
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〔管理職員一覧〕 

 

○神戸市立神戸アイセンター病院 

役職名 氏 名 電話番号 

病院長 栗本 康夫（兼務） ℡（078）381-9870 

  副院長 平見 恭彦 ℡（078）381-9870 

院長補佐 ・早川 悦子 ℡（078）381-9870 

 

〇事務局 

役職名 氏 名 電話番号 

事務局長 ・山崎 茂樹 ℡（078）381-9870 

経営管理課長 ・山崎 茂樹（兼務） ℡（078）381-9870 

担当課長 ・桝井 信司（兼務） ℡（078）381-9870 

  総務担当係長  小林 純子 ℡（078）381-9870 

  医事担当係長 宮﨑 春光 ℡（078）381-9870 

研究担当係長   杉上 裕 ℡（078）381-9870 

情報担当係長 喜田 泰史（兼務） ℡（078）381-9870 

施設担当係長 ・長谷川 喜美江（兼務） ℡（078）381-9870 

施設担当係長 ・寺田 和功（兼務） ℡（078）381-9870 

施設担当係長 ・坪井 聡（兼務） ℡（078）381-9870 

 

○診療部 

役職名 氏 名 電話番号 

診療部参事 石田 和寛（兼務） ℡（078）381-9870 

診療科長  藤原 雅史 ℡（078）381-9870 

医長 
伊藤 晋一郎 

横田 聡 
℡（078）381-9870 

副医長 

宇山 紘史 

山本 庄吾 

吉水 聡 

松崎 光博 

平野 真由香 

℡（078）381-9870 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立神戸アイセンター病院） 

部・室 課 所管する事務 

看護部  

薬剤部  

視能訓練士室 視機能検査及び視能訓練に関すること 

栄養管理室  

研究センター 

研究部門 研究に関すること 

支援部門 研究支援に関すること 

管理部門 研究管理に関すること 

事務部門 研究事務に関すること 
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〔管理職員一覧〕 

 

〇看護部 

役職名 氏  名  電話番号 

看護部参事 ◦ 竹橋 美由紀（兼務） ℡（078）381-9870 

部門長 ・早川 悦子（兼務） ℡（078）381-9870 

看護師長 

・岡田 由有子 

・中西 雅美 

高田 圭美（兼務） 

℡（078）381-9870 

主査 
・鈴木 佳津子 

・稲美 幸 
℡（078）381-9870 

 

〇薬剤部 

役職名 氏 名 電話番号 

薬剤部薬剤部長 室井 延之（兼務） ℡（078）381-9870 

主査  柴谷 直樹 ℡（078）381-9870 

主査  平野 達也 ℡（078）381-9870 

 

〇視能訓練士室 

役職名 氏 名 電話番号 

視能訓練士室室長代行  山本 庄吾（兼務） ℡（078）381-9870 

 

〇栄養管理室 

役職名 氏 名 電話番号 

栄養管理室長代行 ・岩本 昌子（兼務） ℡（078）381-9870 

 

〇研究センター 

役職名 氏 名 電話番号 

研究センター長  万代 道子 ℡（078）381-9870 

 副センター長  前田 亜希子 ℡（078）381-9870 

研究部門長 万代 道子（兼務） ℡（078）381-9870 

支援部門長 前田 忠郎（兼務） ℡（078）381-9870 

管理部門長  室井 延之（兼務） ℡（078）381-9870 

事務部門長 ・山崎 茂樹（兼務） ℡（078）381-9870 
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〔事務分掌〕 

 

（神戸市立神戸アイセンター病院） 

部・室 課 所管する事務 

医療安全管理室  

感染管理室   

機能向上推進室 人材育成に関すること 
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〔管理職員一覧〕 

 

〇医療安全管理室 

役職名 氏 名 電話番号 

医療安全管理室長  平見 恭彦（兼務） ℡（078）381-9870 

 

〇感染管理室 

役職名 氏 名 電話番号 

感染管理室室長   伊藤 晋一郎（兼務） ℡（078）381-9870 

 

〇機能向上推進室 

役職名 氏 名 電話番号 

機能向上推進室長   平見 恭彦（兼務） ℡（078）381-9870 
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公立大学法人 神戸市看護大学 健 康 局 

〔住 所〕 〒651-2103 

神戸市西区学園西町３丁目４番地 

〔電 話〕０７８（７９４）８０８０ 

〔ＦＡＸ〕０７８（７９４）８０８６ 

〔ホームページアドレス〕 https://www.kobe-ccn.ac.jp/ 

〔設立年月日〕 

平成31年４月１日 

〔資本金〕 

8,340,000千円（本市出資 8,340,000千円 100％） 

〔設立目的〕 

 大学を設置し、及び管理することにより、保健医療に関する質の高い教育研究活動に取り組

み、その成果を絶えず地域社会に還元すること及び豊かな教養と看護の専門性を備えた実践力

のある看護人材を育成することを通じて、学術の発展と市民の保健、医療及び福祉の向上に寄

与することを目的とする。 

〔主務官庁〕 文部科学省 

〔市所管課・連絡先〕 

健康局地域医療課 

０７８（３２２）５２４６ 

 

 

〔執行体制〕 

 
○役員数 （ ）内は常勤役員数で内数 

役職名 人 数 氏 名 

理事長 １（１）人 北 徹  

副理事長 １（１）人  南 裕子 

理事 ６（３）人 ・小村 正俊 

二宮 啓子 

江川 幸二 

◦ 三木 孝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

（公益財団法人こうべ市民福祉振興協会会長） 

笹田 昌孝（滋賀県顧問） 

内布 敦子（公立大学法人敦賀市立看護大学理事

長兼学長） 

監事 ２（０）人 藤原 正廣（弁護士） 

福元 俊介（公認会計士、税理士） 

合 計 １０（５）人  
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○職員数 

固有職員 市派遣職員 市ＯＢ職員 その他職員 合 計 

５３人 １２人 ５人 １５人 ８５人 

 

 

 

 

〔事業内容〕 

１．大学・大学院の設置及び運営 

２．社会的ニーズに対応した幅広く高い能力を持つ看護人材の育成 

３．地域課題の解決や健康創造都市戦略等を担う学術研究の推進 

４．市民との連携・交流による地域の保健医療への貢献の推進 

５．グローバルな視点を培う国際交流の推進 
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〔事務分掌〕 

 

（法人組織） 

部・室 課 所管する事務 

法人本部 

内部監査室 内部監査 

広報戦略室 
広報活動の企画・実施・総合調整、ＩＲに関する

調査・分析・総合調整、報道機関との連携・調整 

経営管理課 

人事、給与、庶務、施設管理・保全、予算、決算、

経理、出納、理事会、経営審議会、教育研究審議

会、企画、広報、法人及び大学評価 
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〔管理職員一覧〕 

 

○法人本部 

役職名 氏 名 電話番号 

法人本部長 ・小村 正俊（兼務） ℡（078）794-8080 

内部監査室長 ・上西園 英宣（兼務） ℡（078）794-8080 

担当係長 ・小西 康之（兼務） ℡（078）794-8080 

 広報戦略室長 ・小村 正俊（兼務） ℡（078）794-8080 

 担当課長 ・上西園 英宣（兼務） ℡（078）794-8080 

 担当課長 ◦ 青柳 佳枝（兼務） ℡（078）794-8085 

  担当係長 ・藤川 和輝（兼務） ℡（078）794-8080 

  担当係長 ・小西 康之（兼務） ℡（078）794-8080 

  担当係長 ・平松 恵一（兼務） ℡（078）794-8085 

経営管理課長 ・上西園 英宣 ℡（078）794-8080 

担当課長 ◦ 青柳 佳枝（兼務） ℡（078）794-8085 

総務係長 ・藤川 和輝 ℡（078）794-8080 

担当係長 ・小西 康之  ℡（078）794-8080 

担当係長 ・平松 恵一（兼務） ℡（078）794-8085 
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〔事務分掌〕 

 

（大学組織） 

部・室 課 所管する事務 

事務局 

経営管理課 研究資金、学術振興及び研究支援、図書の利用等 

教務学生課 
学生支援、教務、入学試験、広報、キャリア支援

及び保健室 

学生部  

看護学部  

看護学研究科  

図書情報センター  
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〔管理職員一覧〕 

 

○学長 

役職名 氏 名 電話番号 

学長 南 裕子（兼務） ℡（078）794-8080 

 

○事務局 

役職名 氏 名 電話番号 

事務局長 ・小村 正俊（兼務） ℡（078）794-8080 

経営管理課長 ・上西園 英宣（兼務） ℡（078）794-8080 

担当課長 ◦ 篠原 良浩 ℡（078）794-8080 

総務係長 ・藤川 和輝（兼務） ℡（078）794-8080 

担当係長 ・小西 康之（兼務） ℡（078）794-8080 

図書情報係長 *乾 和人 ℡（078）794-8090 

教務学生課長 ◦ 青柳 佳枝 ℡（078）794-8085 

  教務係長 ・平松 恵一 ℡（078）794-8085 

担当係長 *堤 恵美 ℡（078）794-8085 

担当係長 *林 裕美 ℡（078）794-8085 

保健係長 *森川 奈緒美 ℡（078）794-8085 

 

○学生部 

役職名 氏 名 電話番号 

学生部長  二宮 啓子（兼務） ℡（078）794-8080 

 

○看護学部 

役職名 氏 名 電話番号 

看護学部長  江川 幸二（兼務） ℡（078）794-8080 

 

○看護学研究科 

役職名 氏 名 電話番号 

看護学研究科長  江川 幸二（兼務） ℡（078）794-8080 

 

○図書情報センター 

役職名 氏 名 電話番号 

図書情報センター長  藤代 節 ℡（078）794-8080 
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〔事務分掌〕 

 

（大学組織） 

部・室 課 所管する事務 

いちかんダイバーシティ看護開発セ

ンター 

地域連携活動、国際交流、産官学連携、防災減災

支援、生涯教育 
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〔管理職員一覧〕 

 

○いちかんダイバーシティ看護開発センター 

役職名 氏 名 電話番号 

いちかんダイバーシティ看護開発セン

ター長 
 南 裕子（兼務） ℡（078）794-8080 
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