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▽特定調達契約に係る随意契約による相手方

　の決定（消防ヘリコプターエンジン購入）

 　　［行財政局財政部契約監理課］

▽特定調達契約に係る随意契約による相手方

　の決定（消防ヘリコプターメイン・トラン

　スミッション購入）

 　　［行財政局財政部契約監理課］

▽建築協定による建築協定の認可及びその縦

　覧（ジークレフ神戸北鈴蘭台コミュニティ

　ガーデンズ建築協定）

　　　　［建築住宅局建築指導部建築安全課］

▽開発行為に関する工事の完了（東灘区向洋

　町西）  ［都市局計画部指導課］

▽開発行為に関する工事の完了（垂水区小束

　台）  ［都市局計画部指導課］

水   道   局

▽水道局会計年度任用職員の勤務時間，休暇

　等に関する規程 　［水道局経営企画課］

▽神戸市水道局会計年度任用職員の給与に関

　する規程 　［水道局経営企画課］

 

令和２年４月７日   神  戸  市  公  報   第３６５３号
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２５

２６

２６

２７

２７

３３

２
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  規     則  

　神戸市会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年３月２４日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第６５号

　　　神戸市会計規則の一部を改正する規則

　神戸市会計規則（昭和３９年３月規則第８１号）の一部を次のように改正する。

　第５２条に次の１号を加える。

　⑷　第３７条の２第１項の規定により納入義務者が指定代理納付者に納付させる歳入に係る指

　　定代理納付取扱手数料　指定代理納付者により納付される収入金

　　　附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

―――――――――――――――――

　神戸市公有財産規則の特例に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年３月２４日

    神戸市長　久　元　喜　造

神戸市規則第６６号

　　　神戸市公有財産規則の特例に関する規則の一部を改正する規則

　神戸市公有財産規則の特例に関する規則（平成１３年７月規則第２８号）の一部を次のように改

正する。

　附則第２項中「平成３２年３月３１日」を「令和３年３月３１日」に改める。

　　　附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

  訓  令  甲  

訓令甲第９号

庁 中 一 般 　

区　役　所　

事　業　所　

　公文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　令和２年３月１９日

    神戸市長　久　元　喜　造　

　　　公文書管理規程の一部を改正する訓令

令和２年４月７日   神  戸  市  公  報   第３６５３号



　公文書管理規程（昭和３５年４月訓令甲第８号）の一部を次のように改正する。

　第３条第４号を次のように改める。

　⑷　公文書担当課　局等の総務担当課をいう。

　第４条の見出し中「総務課長」を「総務・文書改革担当課長」に改め，同条第１項中「総

務・文書担当改革担当課長」を「総務・文書改革担当課長」に改める。

　第６条第３項中「庶務担当課」を「総務担当課」に改め，同条第４項中「補職」を「補職

名」に改める。

　第１５条の３第１項中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

　第１６条第２項第５号ただし書中「職名若しくは補職名及び氏名又は職名若しくは」を「職名

のみ，補職名及び氏名又は」に改め，同条第３項第３号ア中「（市長）」を「市長」に改め，

同号イ中「（副市長）」を「副市長」に改め，同号ウ中「（局区）（部）（課）」を「局区長

　部長　課長　係長」に改める。

　第２６条を次のように改める。

第２６条　削除

　第３０条第１項中「を除く。」の次に「次項において同じ。」を加える。

　第４０条第１項中「保存期間が１年以上のものに限る。」を「保存期間が１年以上のもの及び

常時執務の用に供する帳簿その他これに類するものであつて完結したものに限る。以下この項

において同じ。」に改め，「（保存期間が３年以上のものに限る。）」を削る。

　別表第１中

「

      　　」

「

      　　」

「  　　　　　　　　　「

  　　　　　　　」   　　」

令和２年４月７日   神  戸  市  公  報   第３６５３号４

　を

課長，所長，センター長又は室長

（課を置かない部等にあつては，

担当課長）

神戸市事務分掌規則第２条第１項の表に規

定する課，課に相当するラボ，センター及

び室並びに部又は部に相当する室であつて

課を置かないもの（以下「課を置かない部

等」という。）並びに会計室会計課

　に，

課長，所長，センター長又は室長

（課を置かない部等にあつては，

担当課長）

神戸市事務分掌規則第２条の表に規定する

課，課に相当するラボ，センター及び室並

びに部又は部に相当する室であつて課を置

かないもの（以下「課を置かない部等」と

いう。）

課長会計室会計課

　に，
第１類の事業所（課を置かな

いものに限る。）
を

第１類の事業所（課のないも

のに限る。）
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「  　　　　　　　　　「

  　　　　　　　」  　　　　　」

　様式中「総務課」を「業務改革課」に，「区役所の公文書担当課」を「区公文書担当課」に

改める。

　　　附　則

　この訓令は，令和２年３月２３日から施行する。

  告     示  

神戸市告示第８３６号

　特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第５７条第１項の規定により，認定特定非営利

活動法人の認定が効力を失ったため，同条第２項の規定により，次のとおり告示する。

　　令和２年３月２３日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　名称

　　特定非営利活動法人市民活動センター神戸

２　主たる事務所の所在地

　　神戸市中央区元町通６丁目７番９号秋毎ビル３階

３　代表者の氏名

　　中田　豊一

４　失効の理由

　　認定特定非営利活動法人の認定の有効期間が経過したため

５　失効年月日 

　　令和２年３月２３日

―――――――――――――――――

神戸市告示第８３７号

　次の地縁による団体について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規

定により，告示された事項に変更があったとして届出があったので，同条第１０項の規定により

次のとおり告示する。

　　令和２年３月２３日    

    神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体

令和２年４月７日   神  戸  市  公  報   第３６５３号

　に改める。

神戸市事務分掌規則別表第１

に規定する当該事業所が属す

る所属の長
を

その属する課，第２類の事業

所若しくは区役所出張所の長

又はその属する課を置かない

部等の担当課長



　⑴　名称  

　　　大畑自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市西区平野町大畑１３２番地の２  

　⑶　代表者の氏名  

　　　戸田　英行  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市西区平野町大畑１７１番地  

２　変更があった事項及びその内容

　⑴　代表者の氏名

　　　「戸田　和広」を「戸田　英行」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市西区平野町大畑８７番地」を「神戸市西区平野町大畑１７１番地」に改める。 

３　変更の年月日   

　　令和２年１月１２日   

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第８５６号

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２第６項及び神戸市会計規則（昭和３９年３月

規則第８１号）第３７条の２第１項の規定により，次のとおり指定代理納付者を指定したので，告

示する。

　　令和２年３月２５日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　指定代理納付者の指定を受けた者

　　東京都渋谷区恵比寿南３丁目５－７デジタルゲートビル５階

　　ベリトランス株式会社

　　　代表取締役執行役員社長　篠　寛

２　指定代理納付者に納入させる歳入

　　キャッシュレス決済を利用して納付する証明書交付等手数料

３　指定代理納付者による代理納付を開始する日

　　令和２年３月２５日

―――――――――――――――――

神戸市告示第８５７号

　神戸海洋博物館条例（令和元年９月条例第２４号）第８条第３項の規定により令和２年４月１

日以降の利用料金の額を承認したので，同条第４項の規定により告示する。

　　令和２年３月２５日

    神戸市長　久　元　喜　造

令和２年４月７日   神  戸  市  公  報   第３６５３号６
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１　利用料金の額

　⑴　入館料

　　　備考：この表において「大人」とは１８歳以上の者を，「小人」とは６歳以上１８歳未満の

　　　　　　者（小学校就学の始期に達するまでの者を除く。）をいう。

　⑵　講堂等の利用料金

　⑶　附属設備の利用料金

２　入館料の割引

　　　次の各号に掲げる場合の区分に応じ，当該各号に定める額の割引とする。

　⑴　学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する小学校，中学校，又は中等教育学

　　校並びに外国人学校の児童又は生徒が，教育上の目的のために，教職員に引率されて入館

　　するとき。

１００円

令和２年４月７日   神  戸  市  公  報   第３６５３号

入館料区分

４００円大人

１５０円小人

金　　　額施設の

名称 時間超過利用料

（３０分につき）

終日（午前１０時か

ら午後５時まで）

午後（午後１時か

ら午後５時まで）

午前（午前１０時

から正午まで）

４，６００円３６，０００円２６，４００円１３，２００円講堂

１，５００円１２，０００円８，４００円４，２００円研修室

金額（１回につき）単位附属設備の名称

１１，０００円１台液晶プロジェクター

２，２００円１台ビデオ（ＤＶＤ）デッキ

１１，０００円１台４６型フルハイビジョンテレビ

５，５００円１台ノートパソコン

２，７５０円１台ＣＤプレーヤー

１，１００円１式映写用スクリーン

５５０円１本３本目からのマイク設備

１１，０００円１式移動式マイク設備

５５０円１巻延長コード

５５０円１式水差し

１，１００円１式レーザーポインター

５５０円１式手元ライト

５５０円１台ハンガーラック

５５０円１台スタンドミラー



　⑵　学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する高等学校，又は高等専門学校並び

　　に外国人学校の生徒が，教育上の目的のために，教職員に引率されて入館するとき。

５０円

　⑶　前２号に掲げるもののほか，指定管理者が，必要があると認めるとき。

６割以内において指定管理者がその都度定める額

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１号

　地方自治法施行令（昭和２２年５月３日政令第１６号）第１５８条第１項の規定により，家庭から

排出される粗大ごみの処分に係る手数料の収納事務を次の者に委託したので同条第２項の規定

により告示する。

　　令和２年４月７日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　委託先

令和２年４月７日   神  戸  市  公  報   第３６５３号８

住　　所氏名又は名称

兵庫県宍粟市山崎町今宿１２９番地１株式会社ホームセンターアグロ

大阪府大阪市西成区花園南１丁目４番４号イズミヤ株式会社

大阪府吹田市江坂町１丁目１８番１０号株式会社ダイエー

東京都中野区中央１丁目３８番１号　

住友中野坂上ビル８階
ファーマライズ株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原２丁目２番２２号株式会社ライフコーポレーション

東京都港区芝浦３丁目１番２１号

msb Tamachi 田町ステーションタワー S９階
株式会社ファミリーマート

神戸市東灘区甲南町３丁目６番１２号新甲南協同組合

神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号生活協同組合コープこうべ

神戸市中央区下山手通８丁目９番２７号宇治川商業協同組合

東京都千代田区二番町８番地８株式会社セブン－イレブン・ジャパン

加古川市神野町神野２２５番地１株式会社マルアイ

東京都品川区大崎１丁目１１番２号株式会社ローソン

埼玉県本庄市早稲田の杜１丁目２番１号株式会社カインズ

神戸市北区桂木２丁目１番１０号株式会八百竹

千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番１号イオンリテール株式会社

千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番１号イオンリテールストア株式会社

神戸市北区鳴子３丁目１番地の２
一般財団法人日本老人福祉財団神戸ゆうゆ

うの里

神戸市北区有野中町２丁目１２番１３号兵庫六甲農業協同組合



９

２　委託期間

　　令和２年４月１日から令和３年３月３１日までとする。

―――――――――――――――――

神戸市告示第２号

　次の事業者について，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第２９条第１項の指定障害福祉サービス事業者の指定をしたので，同法第５１

条第１号の規定により告示する。

　　令和２年４月７日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　指定障害福祉サービス事業者

　⑴　生活介護

　⑵　短期入所

令和２年４月７日   神  戸  市  公  報   第３６５３号

東京都千代田区岩本町３丁目１０番１号
山崎製パン株式会社

デイリーヤマザキ事業統括本部

神戸市垂水区塩屋町１丁目３番１号合資会社上田商店

神戸市西区岩岡町岩岡６１６番地３０タカラ食販岩岡店

東京都中央区京橋３丁目１番１号株式会社ミツウロコプロビジョンズ

神戸市東灘区向洋町西５丁目９番株式会社トーホーストア

神戸市灘区鹿ノ下通１丁目３番２号株式会社リノ

大阪府大阪市西区北堀江３丁目１２番２３号株式会社光洋

千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番１号ミニストップ株式会社

神奈川県藤沢市鵠沼東２番３号株式会社グッドライフ

神戸市中央区中山手通８丁目５番２０号中野　寿敏

指定

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称

令和元年

８月１日

神戸市垂水区宮本町３－１４中

塚マンション１階

こぐまくらぶ垂水明石市朝霧南町二丁目１番１３

号吉川マンション２号室

特定非営利活動法人

こぐまくらぶ

令和元年

９月１日

神戸市須磨区前池町３丁目４

番１号

Ｔラボスタジオ　リ

ハ・リハ

神戸市垂水区学が丘一丁目１２

番１１号

株式会社ＲＥＨＡ・

ＬＩＢＥＲＯ

令和元年

１１月１日

神戸市西区櫨谷町栃木字勝負

谷４１９番地

神戸ゆいゆいの杜明石市茶園場町４番２３号株式会社Ｔｕｒｑｕ

ｏｉｓｅ

令和元年

１１月１日

神戸市北区鈴蘭台西町１－２６

－２

北区障害者支援セン

ター

神戸市中央区磯上通三丁目１

番３２号

社会福祉法人神戸市

社会福祉協議会

令和２年

２月１日

神戸市須磨区大田町７丁目３

－１５

須磨区障害者支援セ

ンター

神戸市中央区磯上通三丁目１

番３２号

社会福祉法人神戸市

社会福祉協議会

令和２年

２月１日

神戸市灘区永手町３丁目４－

２１　１Ｆ

あすと　Ｌｉｆｅ神戸市灘区永手町一丁目４番

１６号アルパー六甲３０１

特定非営利活動法人

ＡＳＴＯ



　⑶　就労継続支援（Ｂ型）

　⑷　共同生活援助

令和２年４月７日   神  戸  市  公  報   第３６５３号１０

指定

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称

令和元年

１０月１日

神戸市西区神出町宝勢字大歳

谷７７４－６７

ホームのどか神戸市西区神出町宝勢字辻堂

西８５８番－１

社会福祉法人神戸あ

ゆみの会

令和元年

１１月１日

神戸市北区鈴蘭台西町１－２６

－２

北区障害者支援セン

ター

神戸市中央区磯上通三丁目１

番３２号

社会福祉法人神戸市

社会福祉協議会

令和２年

２月１日

神戸市垂水区舞多聞西六丁目

１番５号

グループホームＲＡ

ＳＩＥＬ舞多聞

神戸市中央区御幸通二丁目１

番６号

株式会社ビオネスト

令和２年

２月１日

神戸市須磨区大田町７丁目３

－１５

須磨区障害者支援セ

ンター

神戸市中央区磯上通三丁目１

番３２号

社会福祉法人神戸市

社会福祉協議会

指定

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称

令和元年

８月１日

神戸市北区山田町小部大東１

－１シャンブレ古志根１階

１０１

エンジェル・ハウス神戸市西区玉津町小山５６８番

地の７

合同会社エンジェ

ル・ハウス

令和元年

９月１日

神戸市西区押部谷町栄２０５番

地の６９　２階

オリーブの丘三木市緑が丘町西四丁目１３番

地の２９

特定非営利活動法人

人優福祉会

令和元年

１１月１日

神戸市東灘区御影塚町２丁目

２５番２号

ｑｕａｒｔｅｔ神戸市東灘区御影塚町二丁目

２５番２号

一般社団法人ｅｘｐ

ａｎｄ

令和元年

１１月１日

神戸市長田区東尻池町六丁目

１番９号

アミーゴ！神戸市長田区東尻池町六丁目

１番９号

一般社団法人縁ｇａ

ｇｅ

令和元年

１１月１日

神戸市西区大津和２－９－１

　ルナパルク１０２

うさぎとかめ神戸市西区大津和２－９－１

－１０２

合同会社フューチャ

ー企画

令和２年

１月１日

神戸市垂水区本多聞３丁目４

－１３

あすなろ神戸市垂水区本多聞三丁目４

－１３

一般社団法人桜英会

令和２年

１月１日

神戸市西区王塚台７丁目３５－

１　カキザワビル２Ｆ

しあわせ色神戸市西区王塚台七丁目３５－

１－２Ｆ

合同会社リアン

令和２年

２月１日

神戸市西区王塚台六丁目７６番

地２号

就労継続支援Ｂ型事

業所　じりつね

神戸市西区王塚台一丁目１４５

番地２号

一般社団法人リ・シ

ュウニャ

令和２年

２月１日

神戸市須磨区明神町２丁目５

－５

明日への扉東京都中央区八丁堀三丁目９

番２号パークハビオ八丁堀

２０７号室

株式会社シチリア

令和２年

２月１日

神戸市兵庫区下沢通６丁目１

－２６

陽気の杜神戸市北区南五葉一丁目１番

鈴蘭台第四団地１号棟１０１

株式会社みらいず

令和２年

４月１日

神戸市北区有野中町１丁目８

－６ＯＧビル２階

きたベジふぁーむ神戸市北区有野中町一丁目８

番６号ＯＧビル２階

特定非営利活動法人

きたベジファーム

令和２年

４月１日

神戸市中央区宮本通２丁目１

番９号２階

令和倶楽部神戸市灘区八幡町二丁目１３番

３号－１０１号

株式会社オートナビ

指定

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称

令和元年

８月１日

神戸市長田区大谷町二丁目１３

番１７号

ケアホーム大谷町神戸市長田区大谷町二丁目１３

番１７号

株式会社ＴＮＫ

令和元年神戸市西区押部谷町栄２０５番オリーブ三木市緑が丘町西四丁目１３番特定非営利活動法人
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――――――――――――――――

神戸市告示第３号

　次の事業者について，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第５１条の１４第１項の指定一般相談支援事業者の指定をしたので，同法第５１

条の３０第１項第１号の規定により告示する。

　　令和２年４月７日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　指定一般相談支援事業者

　⑴　地域移行支援

　⑵　地域定着支援

令和２年４月７日   神  戸  市  公  報   第３６５３号

９月１日地の６９地の２９人優福祉会

令和元年

１０月１日

神戸市西区神出町宝勢字大歳

谷７７４－６７

ホームのどか神戸市西区神出町宝勢字辻堂

西８５８番－１

社会福祉法人神戸あ

ゆみの会

令和元年

１０月１日

神戸市須磨区南落合３丁目１０

－１９０－１０３号・１０４号

グループホーム南落

合

神戸市須磨区友が丘一丁目１

番地

社会福祉法人神戸聖

隷福祉事業団

令和元年

１２月１日

神戸市東灘区魚崎中町２－５

－３－１

ＡＬＯＨＡ　ＨＯＵ

ＳＥ

神戸市東灘区魚崎中町二丁目

５番３－１号

特定非営利活動法人

縁

令和２年

１月１日

神戸市須磨区多井畑字渋人谷

上６－９

グループホームアリ

エッタ北須磨

神戸市須磨区友が丘一丁目１

番地

社会福祉法人神戸聖

隷福祉事業団

令和２年

１月１日

神戸市長田区東尻池町１丁目

１０番１９号

グループホーム　ｅ

ｇａｏ

神戸市長田区水笠通４－５－

２

特定非営利活動法人

Ｋ．Ｏ．Ｂ．Ｅ

令和２年

２月１日

神戸市須磨区白川台５丁目５８

－１２

はなかるた３号棟東京都中央区八丁堀三丁目９

番２号パークハビオ八丁堀

２０７号室

株式会社シチリア

令和２年

２月１日

神戸市垂水区舞多聞西六丁目

１番５号

グループホームＲＡ

ＳＩＥＬ舞多聞

神戸市中央区御幸通二丁目１

番６号

株式会社ビオネスト

令和２年

３月１日

神戸市中央区野崎通４丁目２

番３号　２０２号室

リアン野崎神戸市灘区灘南通四丁目３番

２２号

株式会社和

指定

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称

令和元年

１１月１日

神戸市北区鈴蘭台西町１－２６

－２

きた障害者地域生活

支援センター

神戸市中央区磯上通三丁目１

番３２号

社会福祉法人神戸市

社会福祉協議会

令和２年

２月１日

神戸市須磨区大田町７丁目３

－１５

たかとり障害者地域

生活支援センター

神戸市中央区磯上通三丁目１

番３２号

社会福祉法人神戸市

社会福祉協議会

指定

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称

令和元年

１１月１日

神戸市北区鈴蘭台西町１－２６

－２

きた障害者地域生活

支援センター

神戸市中央区磯上通三丁目１

番３２号

社会福祉法人神戸市

社会福祉協議会

令和２年

２月１日

神戸市須磨区大田町７丁目３

－１５

たかとり障害者地域

生活支援センター

神戸市中央区磯上通三丁目１

番３２号

社会福祉法人神戸市

社会福祉協議会



―――――――――――――――――

神戸市告示第４号

　次の事業者について，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第５１条の１７第１項第１号の指定特定相談支援事業者の指定をしたので，同

法第５１条の３０第２項第１号の規定により告示する。

　　令和２年４月７日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　指定特定相談支援事業者

　⑴　計画相談支援

―――――――――――――――――

神戸市告示第５号

　次の事業者について，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定による事業の廃止の届出があったため，同法第５１条第

２号の規定により告示する。

　　令和２年４月７日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　指定障害福祉サービス事業者

　⑴　生活介護

　⑵　就労移行支援（一般型）

令和２年４月７日   神  戸  市  公  報   第３６５３号１２

指定

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称

令和元年

９月１日

神戸市須磨区北落合２丁目１１

番地５

ミルキー神戸市須磨区北落合二丁目１１

番地５

株式会社かみふうせ

ん

令和元年

１１月１日

神戸市西区南別府３丁目２４－

１　リバーハイツＫＡＮＢＥ

Ｅ２０４号

相談支援事業所０７８神戸市西区南別府三丁目２３番

地の６

一般社団法人Ｊｏｂ

ｓ

令和元年

１１月１日

神戸市北区鈴蘭台西町１－２６

－２

きた障害者地域生活

支援センター

神戸市中央区磯上通三丁目１

番３２号

社会福祉法人神戸市

社会福祉協議会

令和２年

１月１日

神戸市垂水区宮本町１番２８号

　松井ビル３階

Ｈｉｍｅ神戸市垂水区宮本町１番２８号株式会社Ｊｏ

令和２年

２月１日

神戸市須磨区大田町７丁目３

－１５

たかとり障害者地域

生活支援センター

神戸市中央区磯上通三丁目１

番３２号

社会福祉法人神戸市

社会福祉協議会

廃止

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称

令和２年

３月３１日

神戸市北区有野町唐櫃３６８１－

６

コロロ風翠倶楽部東京都杉並区西荻北３－３３－

９

株式会社コロロ発達

療育センター

廃止

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称
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　⑶　就労継続支援（Ａ型）

　⑷　就労継続支援（Ｂ型）

―――――――――――――――――

神戸市告示第６号 

　次の事業者について，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第５１条の２５第２項の規定による事業の廃止の届出があったため，同法第５１

条の３０第１項第２号の規定により告示する。

　　令和２年４月７日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　指定一般相談支援事業者

　⑴　地域移行支援

　⑵　地域定着支援

令和２年４月７日   神  戸  市  公  報   第３６５３号

廃止

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称

令和元年

６月３０日

神戸市須磨区飛松町３－１－

９－４Ｆ

さくら治療院神戸市須磨区戎町４－１－１７株式会社兵庫福祉保

険サービス

令和元年

８月３１日

神戸市兵庫区本町２丁目１－

２５神戸タケサンハイツ１Ｆ

クレール神戸市兵庫区本町二丁目１番

２５号

一般社団法人武美

令和元年

１１月３０日

神戸市西区王塚台４丁目８四つ葉のクローバー神戸市西区王塚台四丁目８安寿の郷神戸合同会

社

廃止

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称

令和元年

８月３１日

神戸市北区淡河町木津３８３番

地

神戸光の村授産学園神戸市北区淡河町木津３８３番

地

社会福祉法人神戸光

の村

令和２年

３月３１日

神戸市北区しあわせの村１番

１２号

ワークホーム緑友神戸市西区玉津町水谷字セリ

合４００番地７

社会福祉法人新緑福

祉会

令和２年

３月３１日

神戸市須磨区友が丘１丁目１

番地

神戸聖生園神戸市須磨区友が丘１丁目１

番地

社会福祉法人神戸聖

隷福祉事業団

廃止

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称

令和２年

３月３１日

神戸市北区谷上西町２７番６－

２０１号

聖隷はぐくみ北神戸静岡県浜松市中区住吉２丁目

１２－１２

社会福祉法人聖隷福

祉事業団

令和元年

６月３０日

神戸市北区有野町有野３４１９－

１

野いちごの会神戸市北区鈴蘭台北町四丁目

１番２０号

社会福祉法人ゆうわ

福祉会

令和元年

９月３０日

神戸市長田区細田町６－１－

１

ワークステーション

細田

神戸市北区山田町藍那瀬戸２

－４

社会福祉法人くすの

き会

廃止

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称

令和２年

３月３１日

神戸市北区谷上西町２７番６－

２０１号

聖隷はぐくみ北神戸静岡県浜松市中区住吉２丁目

１２－１２

社会福祉法人聖隷福

祉事業団



―――――――――――――――――

神戸市告示第７号

　次の事業者について，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第５１条の２５第４項の規定による事業の廃止の届出があったため，同法第５１

条の３０第２項第２号の規定により告示する。

　　令和２年４月７日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　指定特定相談支援事業者

　⑴　計画相談支援

―――――――――――――――――

神戸市告示第８号 

　次の事業者について，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の指定障

害児通所支援事業者の指定をしたので，同法第２１条の５の２５第１号の規定により告示する。

　　令和２年４月７日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　指定障害児通所支援事業者

　⑴　児童発達支援（児童発達支援センターを除く）

令和２年４月７日   神  戸  市  公  報   第３６５３号１４

廃止

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称

令和元年

１０月３１日

神戸市灘区船寺通５丁目４－

１９

ケアプランニング若

松

神戸市東灘区魚崎北町５丁目

９－８

有限会社アプリシエ

イト

令和元年

１１月３０日

神戸市灘区永手町二丁目３番

７号六甲ｽｶｲﾊｲﾂ２F西号室

あじさい六甲ケアセ

ンター

神戸市灘区永手町二丁目３番

７号

有限会社あじさい

令和２年

３月１５日

神戸市須磨区北落合２丁目１１

番地５

ミルキー神戸市須磨区北落合二丁目１１

番地５

株式会社かみふうせ

ん

令和２年

３月３１日

神戸市東灘区御影本町３丁目

９番８号

すみれ神戸市東灘区御影本町３丁目

９番８号

社会福祉法人　木の

芽福祉会

令和２年

３月３１日

神戸市北区谷上西町２７番６－

２０１号

聖隷はぐくみ北神戸静岡県浜松市中区住吉２丁目

１２－１２

社会福祉法人聖隷福

祉事業団

令和２年

３月３１日

神戸市東灘区魚崎北町４丁目

３－１５

あかね在宅介護神戸市東灘区魚崎中町２丁目

３番５号

特定非営利活動法人

ケアット

指定

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称

令和元年

８月１日

神戸市灘区篠原本町３丁目２

番２１号

障害児通所支援事業

所ミルク

神戸市灘区篠原本町三丁目２

番２１号

一般社団法人ハート

ねっとふれあい

令和元年

８月１日

神戸市中央区北長狭通５丁目

７－１２

パンダキッズ元町神戸市兵庫区浜崎通５番３０号株式会社パシフィッ

クライフ

令和元年

１０月１日

神戸市垂水区舞子坂３－１５－

１　１階

キッズ舞子坂音楽堂神戸市須磨区平田町一丁目１

－１５

特定非営利活動法人

音楽堂



１５

　⑵　放課後等デイサービス

令和２年４月７日   神  戸  市  公  報   第３６５３号

令和元年

１０月１０日

神戸市中央区山本通４丁目９

番１５号　松田ビル１階

マーシーワルツ愛知県一宮市時之島妙光寺６

－１

特定非営利活動法人

響愛学園

令和元年

１１月１日

神戸市灘区神ノ木通３－５－

３０

ハイ・にこ・ポン　

part２

神戸市北区藤原台南町三丁目

９番１２号

一般社団法人神戸総

合支援センターｈｅ

ａｒｔ

令和元年

１１月１日

神戸市西区櫨谷町栃木字勝負

谷４１９番地

神戸ゆいゆいの杜明石市茶園場町４番２３号株式会社Ｔｕｒｑｕ

ｏｉｓｅ

令和元年

１２月１日

神戸市中央区国香通５丁目２

－３０国香レジデンス１階

はなうたキッズハウ

ス

神戸市中央区磯辺通二丁目２

番１０号ワンノットトレーズビ

ル

株式会社あおやまラ

イフクリエイト

令和元年

１２月１日

神戸市灘区大石東町四丁目５

番１８号メゾン・ド・平岡２番

館１階１Ａ号室

児童発達支援・放課

後等デイサービス　

あすなろ

神戸市灘区大石東町四丁目５

番１８号メゾン・ド・平岡２番

館１階１Ａ号室

株式会社柏和

令和２年

１月１日

神戸市中央区八幡通四丁目２

番９　フラワーロードビル

２０２号室

コペルプラス　三宮

教室

東京都渋谷区神宮前四丁目２

番１７号

株式会社コペル

令和２年

１月１日

神戸市灘区浜田町三丁目３番

２３号　プレステージフジ灘壱

番館２０１号室

コペルプラス　灘教

室

東京都渋谷区神宮前四丁目２

番１７号

株式会社コペル

令和２年

１月１日

神戸市兵庫区下沢通６丁目１

－２６

子どもみらいサポー

トあくしす　上沢

神戸市北区南五葉一丁目１番

鈴蘭台第四団地１号棟１０１

株式会社みらいず

令和２年

１月１日

神戸市灘区水道筋２丁目１３－

１－１０１号

まんまる塾神戸市灘区大和町三丁目２－

１２－５０８

特定非営利活動法人

じゅら

令和２年

２月１日

神戸市灘区神前町１丁目１－

５　ステラビルディング１階

スマートキッズプラ

ス六甲

東京都江東区富岡二丁目１番

９号

スマートキッズ株式

会社

令和２年

２月１日

神戸市垂水区塩屋北町４丁目

１９－１６

塩屋北児童発達支援

事業　バンビ

神戸市垂水区星陵台二丁目２

番１号

一般社団法人児遊人

令和２年

４月１日

神戸市西区池上４丁目１３－７

－１Ｆ

伊川谷第三デイサー

ビスステップ

神戸市長田区若松町四丁目４

－１０アスタクエスタ北棟４階

一般社団法人未来こ

ども学院

令和２年

４月１日

神戸市兵庫区中道通４丁目２

－３４

小さな療育園ひよこ

っこ

神戸市中央区花隈町１７番２５－

５０３号

株式会社プルメリア

指定

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称

令和元年

８月１日

神戸市長田区大丸町３丁目１３

－１２

重症心身　放課後等

デイサービス　Ｄａ

ｉｓｙ

神戸市長田区房王寺町四丁目

６番１２号相互ハイツ４０１号

株式会社Ｌａｄｙ

令和元年

８月１日

神戸市灘区永手町３丁目４番

１８号

ガリレオ　六甲道神戸市東灘区北青木４－１７－

２摂津コーラルハイツ１０５号

室

株式会社Ｓ－Ｓｕｐ

ｐｏｒｔ

令和元年

８月１日

神戸市中央区北長狭通５丁目

７－１２

パンダキッズ元町神戸市兵庫区浜崎通５番３０号株式会社パシフィッ

クライフ

令和元年

１０月１日

神戸市兵庫区駅前通１丁目３

番１４号ブリックシャトー兵庫

２０１号

兵庫児童デイサービ

スステップ

神戸市長田区若松町四丁目４

－１０アスタクエスタ北棟４Ｆ

一般社団法人未来こ

ども学院

令和元年

１０月１０日

神戸市中央区山本通４丁目９

番１５号　松田ビル１階

マーシーワルツ愛知県一宮市時之島妙光寺６

－１

特定非営利活動法人

響愛学園



令和２年４月７日   神  戸  市  公  報   第３６５３号１６

令和元年

１１月１日

神戸市灘区神ノ木通３－５－

３０

ハイ・にこ・ポン　

part２

神戸市北区藤原台南町三丁目

９番１２号

一般社団法人神戸総

合支援センターｈｅ

ａｒｔ

令和元年

１１月１日

神戸市西区櫨谷町栃木字勝負

谷４１９番地

神戸ゆいゆいの杜明石市茶園場町４番２３号株式会社Ｔｕｒｑｕ

ｏｉｓｅ

令和元年

１２月１日

神戸市東灘区御影本町２丁目

１番７号ライフェスト御影パ

ート１

放課後等デイサービ

ス　みらいスポーツ

神戸市東灘区御影中町一丁目

１４番１０号

ハッピーライフ株式

会社

令和元年

１２月１日

神戸市中央区国香通５丁目２

－３０国香レジデンス１階

はなうたキッズハウ

ス

神戸市中央区磯辺通二丁目２

番１０号ワンノットトレーズビ

ル

株式会社あおやまラ

イフクリエイト

令和元年

１２月１日

神戸市西区長畑町１番７号放課後等デイサービ

スふらっぷ長畑校

神戸市垂水区舞多聞西七丁目

２１番３号

株式会社コアケアサ

ービス

令和元年

１２月１日

神戸市灘区大石東町四丁目５

番１８号メゾン・ド・平岡２番

館１階１Ａ号室

児童発達支援・放課

後等デイサービス　

あすなろ

神戸市灘区大石東町四丁目５

番１８号メゾン・ド・平岡２番

館１階１Ａ号室

株式会社柏和

令和元年

１２月１日

神戸市北区有野中町２丁目１１

番３号

ほっとランド神戸市北区有野中町二丁目５

番１９号

社会福祉法人陽気会

令和元年

１２月１日

神戸市長田区大塚町１丁目１

－１７

児童デイサービス紅

葉　夢のみらいスタ

ジオ

神戸市長田区長田天神町二丁

目３番２７号

有限会社ユニバーサ

ルライフ

令和２年

１月１日

神戸市兵庫区下沢通６丁目１

－２６

子どもみらいサポー

トあくしす　上沢

神戸市北区南五葉一丁目１番

鈴蘭台第四団地１号棟１０１

株式会社みらいず

令和２年

１月１日

神戸市西区玉津町今津５９１－

７

児童デイサービス　

ひより　玉津

神戸市西区玉津町高津橋３４２

番３

合同会社こども支援

プロジェクト

令和２年

１月１日

神戸市灘区水道筋２丁目１３－

１－１０１号

まんまる塾神戸市灘区大和町三丁目２－

１２－５０８

特定非営利活動法人

じゅら

令和２年

２月１日

神戸市垂水区塩屋北町４丁目

１９－１６

塩屋北放課後等デイ

サービス　ポニー

神戸市垂水区星陵台二丁目２

番１号

一般社団法人児遊人

令和２年

３月１日

神戸市灘区摩耶海岸通２－３

ＨＡＴ神戸・灘の浜１番館

放課後等デイサービ

ス　オウル

神戸市中央区脇浜海岸通二丁

目２番３号

株式会社リヴァンス

令和２年

４月１日

神戸市東灘区田中町１ １ー０－

１６

えびす本山西宮市寿町５－１６株式会社ＹＥＶＩＳ

令和２年

４月１日

神戸市西区池上４丁目１３－７

－１Ｆ

伊川谷第三デイサー

ビスステップ

神戸市長田区若松町四丁目４

－１０アスタクエスタ北棟４階

一般社団法人未来こ

ども学院

令和２年

４月１日

神戸市中央区北長狭通５丁目

１番１３号ベルビ山手元町１０１

号

放課後等デイサービ

スるび

神戸市灘区一王山町１２番２７号合同会社相俟って

令和２年

４月１日

神戸市垂水区南多聞台４丁目

３－４０ロイヤル舞子１０１号室

放課後等デイサービ

ス　コレクト

三木市緑が丘町本町１－１３７株式会社Rise

令和２年

４月１日

神戸市垂水区舞子坂１丁目２

－１１舞子ベルゲンハイツ１０１

号室

放課後等デイサービ

ス　コレクト舞子教

室

三木市緑が丘町本町１－１３７株式会社Rise

令和２年

４月１日

神戸市西区大津和二丁目９番

１ルナパルク１階

放課後等デイサービ

ス　コレクト神戸西

教室

三木市緑が丘町本町１－１３７株式会社Rise



１７

―――――――――――――――――

神戸市告示第９号

　次の事業者について，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２６第１項第１号の指定

障害児相談支援事業者の指定をしたので，同法第２４条の３７第１号の規定により告示する。

　　令和２年４月７日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　指定障害児相談支援事業者

―――――――――――――――――

神戸市告示第１０号 

　次の事業者について，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の２０第４項の規定に

よる事業の廃止の届出があったため，同法第２１条の５の２５第２号の規定により告示する。

　　令和２年４月７日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　指定障害児通所支援事業者

　⑴　児童発達支援（児童発達支援センター以外）

　⑵　放課後等デイサービス

令和２年４月７日   神  戸  市  公  報   第３６５３号

指定

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称

令和元年

１１月１日

神戸市西区南別府３丁目２４－

１　リバーハイツＫＡＮＢＥ

Ｅ２０４号

相談支援事業所０７８神戸市西区南別府三丁目２３番

地の６

一般社団法人Ｊｏｂ

ｓ

令和元年

１１月１日

神戸市北区鈴蘭台西町１－２６

－２

きた障害者地域生活

支援センター

神戸市中央区磯上通三丁目１

番３２号

社会福祉法人神戸市

社会福祉協議会

令和２年

１月１日

神戸市垂水区宮本町１番２８号

　松井ビル３階

Ｈｉｍｅ神戸市垂水区宮本町１番２８号株式会社Ｊｏ

令和２年

２月１日

神戸市須磨区大田町７丁目３

－１５

たかとり障害者地域

生活支援センター

神戸市中央区磯上通三丁目１

番３２号

社会福祉法人神戸市

社会福祉協議会

廃止

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称

令和元年

７月３１日

神戸市垂水区福田４丁目４番

２２号１０２号，１０１号

児童デイサービスひ

なたぼっこ

神戸市垂水区福田４丁目４番

２２号１０２号室

合同会社ひなたぼっ

こ

令和元年

８月１７日

神戸市東灘区住吉山手８丁目

１５－３４

Ｏｈａｎａ芦屋市東芦屋町２５－４５合同会社　幹

令和２年

３月３１日

神戸市西区北別府４丁目１３－

７－１０２

伊川谷未就学デイサ

ービスステップ

神戸市長田区若松町４丁目４

－１０アスタクエスタ北棟４Ｆ

一般社団法人未来こ

ども学院

令和２年

３月３１日

神戸市長田区若松町４丁目４

－１アスタクエスタ南棟３０３

号

新長田未就学デイサ

ービスステップ

神戸市長田区若松町４丁目４

－１０アスタクエスタ北棟４Ｆ

一般社団法人未来こ

ども学院



―――――――――――――――――

神戸市告示第１１号 

　次の事業者について，児童福祉法第２４条の３２第２項の規定による事業の廃止の届出があった

ため，同法第２４条の３７第２号の規定により告示する。

　　令和２年４月７日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　指定障害児相談支援事業者

 

令和２年４月７日   神  戸  市  公  報   第３６５３号１８

廃止

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称

令和元年

９月３０日

神戸市兵庫区駅前通４丁目１

番３２号

ＰＬＵＭ学園神戸市兵庫区駅前通４丁目１

番３２号

株式会社ＳＮＯＷ　

ＰＬＵＭ

令和２年

２月２９日

神戸市北区藤原台北町１－１７

－１２

放課後デイサービス

　デイライト

神戸市北区有野中町４－１５－

５

一般社団法人デイラ

イト

令和２年

３月３１日

神戸市垂水区南多聞台４丁目

３－４０ロイヤル舞子１０１号室

放課後等デイサービ

ス　コレクト

神戸市西区伊川谷町有瀬１４－

２１－１０１

株式会社ａｍｂｉｔ

ｉｏｎ

令和２年

３月３１日

神戸市西区大津和二丁目９番

１　ルナパルク１階

コレクト　神戸西教

室

神戸市西区伊川谷町有瀬１４－

２１－１０１

株式会社ａｍｂｉｔ

ｉｏｎ

令和２年

３月３１日

神戸市垂水区舞子坂１丁目２

－１１　舞子ベルゲンハイツ

１０１号室

放課後等デイサービ

ス　コレクト舞子教

室

神戸市西区伊川谷町有瀬１４－

２１－１０１

株式会社ａｍｂｉｔ

ｉｏｎ

廃止

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称

令和元年

１０月３１日

神戸市灘区船寺通５丁目４－

１９

ケアプラニング若松神戸市東灘区魚崎北町５丁目

９番８号

有限会社アプリシエ

イト

令和元年

１１月３０日

神戸市灘区永手町２丁目３番

７号六甲スカイハイツ２Ｆ西

号室

あじさい六甲ケアセ

ンター

神戸市灘区永手町２丁目３番

７号

有限会社あじさい

令和２年

３月１５日

神戸市須磨区北落合２丁目１１

番地５

ミルキー神戸市須磨区北落合二丁目１１

番地５

株式会社かみふうせ

ん

令和２年

３月３１日

神戸市兵庫区湊川町４丁目９

番１２号

みなとがわ相談支援

事業所

神戸市兵庫区湊川町３丁目１３

番２０号

医療法人尚生会

令和２年

３月３１日

神戸市北区谷上西町２７番６－

２０１号

聖隷はぐくみ北神戸静岡県浜松市中区住吉２丁目

１２－１２

社会福祉法人聖隷福

祉事業団

令和２年

３月３１日

神戸市東灘区魚崎北町４丁目

３－１５

あかね在宅介護神戸市東灘区魚崎中町２丁目

３番５号

特定非営利活動法人

ケアット



１９

  公     告  

神戸市公告第１５０８号

　都市計画法（昭和４３年６月１５日法律第１００号）第６２条第１項の規定による神戸国際港都建設

道路事業の認可の告示（令和２年兵庫県告示）があったので，同法第６６条の規定により，次の

とおり公告します。

　　令和２年３月２３日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　施行者の名称

　　神戸市

２　都市計画事業の種類および名称

　　神戸国際港都建設道路事業３．４．１４号鈴蘭台幹線

　　神戸国際港都建設道路事業３．４．３９号鈴蘭台環状線

３　事務所の所在地

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　事業地の所在

　⑴　収用の部分

　　　変更なし

　⑵　使用の部分

　　　なし

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５０９号

　都市計画法（昭和４３年６月１５日法律第１００号）第６２条第１項の規定により，兵庫県知事から

次の都市計画事業の認可に係る事業地を表示する図面および設計の概要を表示する図書の写し

の送付を受けたので，同条第２項の規定により，当該図書の写しを神戸市中央区浜辺通２丁目

１番３０号神戸市都市局市街地整備部都市整備課において，公衆の縦覧に供します。

　　令和２年３月２３日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　施行者の名称

　　神戸市

２　都市計画事業の種類および名称

　　神戸国際港都建設道路事業３．４．１４号鈴蘭台幹線

　　神戸国際港都建設道路事業３．４．３９号鈴蘭台環状線

３　事業施行期間

　　自平成２８年２月１２日

　　至令和２年１０月３１日

４　事業地

令和２年４月７日   神  戸  市  公  報   第３６５３号



　⑴　収用の部分

　　　変更なし

　⑵　使用の部分

　　　なし

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５１０号

　農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第１項の規定に基づき，次

に掲げる土地につき農業振興地域の整備に関する法律施行令（昭和４４年政令第２５４号）第１０条

第１項に規定する神戸農業振興地域整備計画に係る軽微な変更をしたので，同法第１３条第４項

において準用する同法第１２条第１項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年３月２４日

   神戸市　　　　　　　　　　　　　

   代表者　神戸市長　久　元　喜　造　

別図は省略する。

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５１１号

　神戸市都市景観条例（昭和５３年１０月条例第５９号）第３１条の９第２項の規定に基づく協議の申

し出がありましたので，同条第４項の規定により次のとおり公告し，当該申し出に係る書面及

び図書の写しを都市局計画部景観政策課窓口において一般の縦覧に供します。

　　令和２年３月２４日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　景観建築行為予定者の氏名及び住所

　　　株式会社プレサンスコーポレーション　代表取締役　土井　豊

　　　大阪府大阪市中央区城見１丁目２番２７号　クリスタルタワー２７Ｆ

２　代理者および設計者の氏名，住所及び電話番号

　　（代理者）

　　　株式会社ＴＯＫＩ設計　鳴戸　元基

令和２年４月７日   神  戸  市  公  報   第３６５３号２０

変更内容
土　　地　　の　　表　　示

面積地番字町区市

農業用施設用地に

用途区分を変更す

る

２８８のうち

９８㎡

１２８３番のうち

別図１の斜線部分
北山櫨谷町菅野西神戸

農業用施設用地に

用途区分を変更す

る

１，５００のうち

８３．４㎡

２０３番１のうち

別図２の斜線部分
内山岩岡町野中西神戸



２１

　　　大阪府大阪市北区西天満３丁目１番６号　辰野西天満ビル７Ｆ　

　　　０６－６８０９－６９８１

　　（設計者）

　　　同上

３　景観影響建築行為の概要

　⑴　所在及び地番　神戸市中央区加納町２丁目８番１１号

　⑵　敷地面積　　　約　　１，７３９　平方メートル

　⑶　建築面積　　　約　　　７３１　平方メートル

　⑷　延べ面積　　　約　　８，５４８　平方メートル

　⑸　高さ　　　　　約　　 ４４．２　メートル

　⑹　構造　　　　　鉄筋コンクリート造

　⑺　階数　　　　　地上１５階

　⑻　建物用途　　　共同住宅

４　縦覧の期間

　　　令和２年３月２４日から同年４月６日まで

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５１４号

　神戸市都市公園条例施行規則（昭和３３年３月規則第１１７号）第５条第４項の規定により，神

戸市立王子動物園及び王子公園駐車場を令和２年３月２５日（水），同年４月１日（水），同年

４月８日（水）に供用する。

　　令和２年３月２５日

    神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５１５号

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第４条に規定する特定調達契約に係る一般競争入札により落札者を決定したので，同令第

１２条及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の１２の

規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年３月２５日

    神戸市長  久  元  喜  造

１　落札に係る物品の名称及び調達の種類

　　令和２年度上半期共通物品（トイレットペーパー）

２　数量（予定）

　　４，５２０箱

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

令和２年４月７日   神  戸  市  公  報   第３６５３号



　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　落札者を決定した日

　　令和２年３月１３日

５　落札者の氏名及び住所

　　鈴木清見株式会社

　　　　代表取締役　鈴木　乾司

　　神戸市灘区船寺通２丁目５番６号

６　落札金額

　　１箱（６０個入り）当たり３，４８０円

７　契約の相手方を決定した手続

　　規則第１０条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相当する価格の制限の範囲内で最

　低の価格をもって入札した者を落札者としました。

８　規則第２７条の５第１項において読み替える規則第４条の規定による公告を行った日

　　令和２年１月２９日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５１６号

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第４条に規定する特定調達契約に係る一般競争入札により落札者を決定したので，同令第

１２条及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の１２の

規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年３月２５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　ポートターミナル　ボーディングブリッジ製作・据付

２　数量

　　１基

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　落札者を決定した日

　　令和元年１２月２０日

５　落札者の氏名及び住所

　　ベン・ライン・エージェンシーズ・ジャパン株式会社

　　　　代表取締役　宮崎　博正

　　東京都港区港南２丁目１３番４０号

６　落札金額

　　４３１，０００，０００円

７　契約の相手方を決定した手続

令和２年４月７日   神  戸  市  公  報   第３６５３号２２



２３

　　規則第１０条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相当する価格の制限の範囲内で最

　低の価格をもって入札した者を落札者としました。

８　規則第２７条の５第１項において読み替える規則第４条の規定による公告を行った日

　　令和元年１１月６日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５１７号

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第４条に規定する特定調達契約に係る一般競争入札により落札者を決定したので，同令第

１２条及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の１２の

規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年３月２５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　生物処理設備接触材の製造

２　数量

　　一式

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　落札者を決定した日

　　令和２年３月３日

５　落札者の氏名及び住所

　　日立造船株式会社

　　　　取締役社長　谷所　敬

　　大阪市住之江区南港北１丁目７番８９号

６　落札金額

　　１２４，０００，０００円

７　契約の相手方を決定した手続

　　規則第１０条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相当する価格の制限の範囲内で最

　低の価格をもって入札した者を落札者としました。

８　規則第２７条の５第１項において読み替える規則第４条の規定による公告を行った日

　　令和２年１月１５日

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５１８号

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第１１条に規定する特定調達契約に係る随意契約の相手方を決定したので，同令第１２条及び

令和２年４月７日   神  戸  市  公  報   第３６５３号



神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）第２７条の１２の規定により，次のとおり公告しま

す。

　　令和２年３月２５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　随意契約に係る物品の名称及び調達の種類

　　神戸市中学校給食ランチボックス購入（追加分）

２　数量

　　一式

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年３月３日

５　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社梅屋

　　　　代表取締役　小西　豊

　　東京都西東京市田無町４丁目２０番１２号

６　随意契約に係る契約金額

　　１２，１３８，５００円

７　契約の相手方を決定した手続

　　次項に規定する理由により，第５項に規定する者以外に契約の相手方となるべき者がいな

　いため，同項に規定する者を契約の相手方としました。

８　随意契約による理由

　　神戸市中学校給食ランチボックスについては，既に競争入札により契約業者を決定し，上

　記請負人と契約を交わしており，神戸市仕様の製品を製作し納品することになっている。

　　今回の追加購入については，上記で述べた製品と同じものを調達する必要があり，上記請

　負人以外からの調達は不可能であるため随意契約を行うものである。

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５１９号

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第１１条に規定する特定調達契約に係る随意契約の相手方を決定したので，同令第１２条及び

神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）第２７条の１２の規定により，次のとおり公告しま

す。

　　令和２年３月２５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　随意契約に係る物品の名称及び調達の種類

　　消防ヘリコプターエンジン購入
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２５

２　数量

　　２基

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年２月２１日

５　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　日本エアロスペース株式会社

　　　　代表取締役　谷村　仁司

　　東京都港区南青山一丁目１番１号

６　随意契約に係る契約金額

　　２８２，７００，０００円

７　契約の相手方を決定した手続

　　次項に規定する理由により，第５項に規定する者以外に契約の相手方となるべき者がいな

　いため，同項に規定する者を契約の相手方としました。

８　随意契約による理由

　　本件は，神戸市消防局が保有する消防ヘリコプター（ＪＡ２８ＨＹ・ＢＫ１１７Ｃ－２型）に

　装備されているエンジン２基の交換用エンジンを購入するものである。

　　上記請負人は，当該ヘリコプターに装備されているサフラン・ヘリコプター・エンジンズ

　社が製造・販売するエンジンを取り扱う国内唯一の業者であり，上記請負人以外からの調達

　は不可能であるため随意契約を行うものである。

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５２０号

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第１１条に規定する特定調達契約に係る随意契約の相手方を決定したので，同令第１２条及び

神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）第２７条の１２の規定により，次のとおり公告しま

す。

　　令和２年３月２５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　随意契約に係る物品の名称及び調達の種類

　　消防ヘリコプターメイン・トランスミッション購入

２　数量

　　１基

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　随意契約の相手方を決定した日
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　　令和２年２月２１日

５　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　川崎重工業株式会社　関西支社

　　　　支社長　飛永　佳成

　　大阪市北区曽根崎二丁目１２番７号

６　随意契約に係る契約金額

　　８４，７５８，９６０円

７　契約の相手方を決定した手続

　　次項に規定する理由により，第５項に規定する者以外に契約の相手方となるべき者がいな

　いため，同項に規定する者を契約の相手方としました。

８　随意契約による理由

　　本件は，神戸市消防局が保有する消防ヘリコプター（ＪＡ２８ＨＹ・ＢＫ１１７Ｃ－２型）に

　装備されているメイン・トランスミッション１基を購入するものである。

　　上記請負人は，当該ヘリコプターに装備されているヘリコプター用メイン・トランスミッ

　ションを製造・販売している国内唯一の業者であり，上記，請負人以外からの調達は不可能

　であるため随意契約を行うものである。

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５２１号

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７６条第３項において準用する第７３条第１項の規定に

より次の建築協定を認可したので，同条第２項の規定により公告します。

　この建築協定に係わる建築協定書は，神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課において，一

般の縦覧に供します。

　　令和２年３月２５日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　建築協定の名称

　　ジークレフ神戸北鈴蘭台コミュニティガーデンズ建築協定

２　建築協定区域の位置

　　神戸市北区甲栄台４丁目１４－１２８　他

―――――――――――――――――

神戸市公告第１号

　次の開発区域（工区）の全部について開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法

（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により公告します。

　　令和２年４月７日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市東灘区向洋町西６丁目２番４
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２７

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都武蔵野市中町１－１４－１５

　　株式会社松屋フーズ

　　　代表取締役社長　瓦葺　一利

３　許可番号

　　平成３１年２月１３日　第６９３８号

　　（変更許可　令和２年２月１３日　第１３６０号）

―――――――――――――――――

神戸市公告第２号

　次の開発区域（工区）の全部について開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法

（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により公告します。

　　令和２年４月７日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市垂水区小束台８６８番３７　の内１工区

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　加古川市別府町別府８６５番１

　　　医療法人社団　順心会

　　　　理事長　栗原　英治

３　許可番号

　　平成３０年１２月１２日　第６９２５号

  水  道  局  

　水道局会計年度任用職員の勤務時間，休暇等に関する規程をここに公布する。

　　令和２年３月２５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市水道事業管理者　広　瀬　朋　義　

神戸市水道管理規程第２５号

　　　水道局会計年度任用職員の勤務時間，休暇等に関する規程

（趣旨）

第１条　この規程は，水道局に勤務する職員で地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下 

　「法」という。）第２２条の２第１項に規定する職員（以下「会計年度任用職員」という。）

　の勤務時間，休暇等に関し，必要な事項を定めるものとする。

（１週間の勤務時間）

第２条　法第２２条の２第１項第２号に定める職員の勤務時間は，休憩時間を除き，１週間当た

　り３８時間４５分とする。ただし，水道事業管理者（以下「管理者」という。）は，職務の性質
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　により当該勤務時間を超えて勤務することを必要とし，かつ，その勤務時間が給与の算定の

　基礎となっている会計年度任用職員の勤務時間については，別に定めることができる。

２　法第２２条の２第１項第１号に定める職員（以下「パートタイム会計年度任用職員」という。）

　の勤務時間は，休憩時間を除き，１週間当たり３８時間４５分に満たない範囲内で，管理者が定

　める。

　（週休日及び勤務時間の割振り）　

第３条　日曜日及び土曜日（パートタイム会計年度任用職員にあっては，日曜日及び土曜日並

　びにこれらの日以外の日において各勤務場所の実情に応じて管理者が定める日）は，週休日

　（勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。）とする。

２　管理者は，月曜日から金曜日までの５日間（パートタイム会計年度任用職員にあっては，

　これらの日のうち週休日以外の日）において，勤務時間を割り振るものとする。

３　管理者は，公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任

　用職員については，前２項の規定にかかわらず，週休日及び勤務時間の割振りを別に定める

　ことができる。

４　管理者は，前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には，４週間ごと

　の期間についてこれを定め，当該期間内に８日（パートタイム会計年度任用職員にあっては，

　８日以上）の週休日を設け，かつ，勤務日（勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。）

　が引き続き１２日を超えないようにしなければならない。ただし，職務の特殊性又は当該公署

　の特殊の必要がある場合であって，毎４週間につき４日以上の割合で週休日を設けるときに

　は，この限りではない。

５　前各項に規定するもののほか，週休日及び勤務時間の割振りに関し必要な事項は，管理者

　が定める。

　（週休日の振替等）

第４条　管理者は，会計年度任用職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務

　することを命ずる必要がある場合には，勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られ

　た勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

２　前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については，他の

　職員（水道局職員の勤務時間，休日及び休暇に関する規程（昭和３３年３月水道管理規程第１２

　号。以下「勤務時間規程」という。）の適用を受ける職員をいう。以下同じ。）の例による。

　（正規の勤務時間以外の時間における勤務）　

第５条　管理者は，業務上の必要がある場合においては，第２条から前条までの規定による勤

　務時間（以下「正規の勤務時間」という。）以外の時間において会計年度任用職員に勤務を

　することを命ずることができる。

２　管理者は，会計年度任用職員に前項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務を

　命ずる場合は，他の職員の例により，必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

　（休憩時間及び育児時間）

第６条　勤務時間規程第３条の規定は，会計年度任用職員の休憩時間及び育児時間について準

　用する。

　（会計年度任用職員の休日及び休日の振替）

第７条　会計年度任用職員の休日及び休日の振替については，他の職員の例による。
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２９

　（休暇の種類）

第８条　会計年度任用職員の休暇は，年次有給休暇，病気休暇，特別休暇，介護休暇及び介護

　時間とする。

　（休暇の単位）

第９条　休暇の単位は，１日を単位として与える。ただし，次に掲げる休暇については，それ

　ぞれ当該各号に定める日，時間又は分を単位として与えることができる。

　⑴　勤務日１日あたりの勤務時間が７時間４５分の会計年度任用職員の年次有給休暇，特別休

　　暇のうち子の看護休暇及び短期の介護休暇並びに介護休暇　１日，半日，１時間又は４５分

　⑵　勤務日１日あたりの勤務時間が７時間４５分以外の会計年度任用職員の年次有給休暇，特

　　別休暇のうち子の看護休暇及び短期の介護休暇並びに介護休暇　１日，１時間又は４５分

　⑶　勤務日１日あたりの勤務時間が７時間４５分の会計年度任用職員の夏季休暇　１日又は半

　　日

　⑷　病気休暇（長期にわたり正規の勤務時間に通院治療を行わなければならない特別の事情

　　があると管理者が認める場合に限る。）　１５分

　⑸　介護時間　１５分

２　時間又は分を単位として与えた年次有給休暇，病気休暇及び特別休暇を日に換算する場合

　は，勤務日１日当たりの勤務時間をもって１日とする。

　（年次有給休暇）

第１０条　年次有給休暇は，１年度ごとにおける休暇とし，６月以上の任期が定められている会

　計年度任用職員又は任期が６月未満であって，任命権者を同じくする職及びこれに準ずる職

　（以下「特定職」という。）に引き続き在職した期間（以下「継続勤務期間」という。）が

　６月以上の会計年度任用職員（週以外の期間によって勤務日が定められている者で１年間の

　勤務日が４７日以下であるものを除く。）に与え，その日数は，継続勤務期間及び週の期間に

　よって勤務日が定められている会計年度任用職員については，１週間の勤務日の日数，週以

　外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員については，１年間の勤務日の

　日数に応じて，１年度において別表第１のとおりとする。ただし，その日数が労働基準法 

　（昭和２２年法律第４９号）第３９条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合

　には，同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。なお，１週間の勤務日が

　４日以下とされている会計年度任用職員で１週間の勤務時間が２９時間以上である者について

　は，１週間の勤務日の日数を５日とみなす。

２　管理者は，年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。た

　だし，請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合におい

　ては，他の時季にこれを与えることができる。

３　当該年度に付与された年次有給休暇のうち，使用しなかった日数がある場合は，２０日を限

　度として翌年度に限りこれを繰り越すことができる。１日未満の端数があるときは，これを

　１日に切り上げて繰り越すものとする。

４　第１項及び第３項の年度とは，４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わるものとする。

　（病気休暇）

第１１条　病気休暇は１年度ごとにおける休暇とし，会計年度任用職員（６月以上の任期が定め

　られている者又は継続勤務期間が６月以上ある者（週以外の期間によって勤務日が定められ
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　ている者で１年間の勤務日の日数が４７日以下であるものを除く。）に限る。）が医師の証明

　等に基づき負傷又は疾病のため療養する必要があり，その勤務しないことがやむを得ないと

　認められる場合に与え，その日数は，週休日及び第７条に規定する会計年度任用職員の休日

　を除き，週の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員については，１週間の

　勤務日の日数，週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員については，

　１年間の勤務日の日数に応じて，１年度において別表第２のとおりとする。ただし，１週間

　の勤務日が４日以下とされている会計年度任用職員で１週間の勤務時間が２９時間以上である

　者については，１週間の勤務日の日数を５日とみなす。

２　前項の年度とは，４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わるものとする。

　（特別休暇）

第１２条　特別休暇は，生理休暇，産前休暇，産後休暇，妊娠障害休暇，結婚休暇，忌服休暇，

　夏季休暇，子の看護休暇及び短期の介護休暇とする。

２　特別休暇の期間については，日数で定められているものを除き，週休日及び会計年度任用

　職員の休日を含むものとする。

　（生理休暇）

第１３条　勤務時間規程第１０条の規定は，会計年度任用職員の生理休暇について準用する。

　（産前休暇）

第１４条　勤務時間規程第１２条第１項の規定は，会計年度任用職員の産前休暇について準用する。

　（産後休暇）

第１５条　勤務時間規程第１２条第２項の規定は，会計年度任用職員の産後休暇について準用する。

（妊娠障害休暇）

第１６条　勤務時間規程第１２条の２の規定は，会計年度任用職員の妊娠障害休暇について準用す

　る。

　（結婚休暇）

第１７条　結婚休暇は会計年度任用職員が結婚するときに，願い出た場合に与え，その日数は週

　休日及び会計年度任用職員の休日を除き，週の期間によって勤務日が定められている会計年

　度任用職員については，１週間の勤務日の日数，週以外の期間によって勤務日が定められて

　いる会計年度任用職員については，１年間の勤務日の日数に応じて，別表第３のとおりとす

　る。

　（忌服休暇）

第１８条　勤務時間規程第１４条の規定は，会計年度任用職員の忌服休暇について準用する。

　（夏季休暇）

第１９条　夏季休暇は，６月１６日から８月１日までの間に在職する会計年度任用職員のうち，６

　月以上の任期が定められている者又は任期が６月未満であって，８月１日までに継続勤務期

　間が６月以上となるものが６月１６日から９月３０日までの間において願い出た場合に与え，そ

　の日数は，週の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員については１週間の

　勤務日の日数に，週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員について

　は１年間の勤務日の日数に，６月以上の任期が定められている会計年度任用職員については

　採用された日（休職中の者にあっては，復職した日）に，任期が６月未満であって，継続勤

　務期間が６月以上の会計年度任用職員については継続勤務期間が６月以上となる日（当該日
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　に休職中の者にあっては，退職した日）に応じて，別表第４のとおりとする。

　（子の看護休暇）

第２０条　勤務時間規程第１６条の４の規定は，会計年度任用職員（１週間の勤務日が３日以上と

　されている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で１年間の勤務日が１２１

　日以上であるものであって，継続勤務期間が６月以上あるものに限る。）の子の看護休暇に

　ついて準用する。

　（短期の介護休暇）

第２１条　勤務時間規程第１６条の５の規定は，会計年度任用職員（１週間の勤務日が３日以上と

　されている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で１年間の勤務日が１２１

　日以上であるものであって，継続勤務期間が６月以上あるものに限る。）の短期の介護休暇

　について準用する。

　（介護休暇）　　　　　　　　

第２２条　勤務時間規程第１６条の６の規定は，会計年度任用職員（勤務時間規程第１６条の６第１

　項に規定する申出の時点において，１週間の勤務日が３日以上とされている者又は週以外の

　期間によって勤務日が定められている者で１年間の勤務日が１２１日以上であるものであって，

　継続勤務期間が１年以上であり，かつ，当該申出において，勤務時間規程第１６条の６第５項

　の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して９３日を経過する日から６月

　を経過する日までに，その任期（任期が更新される場合にあっては，更新後のもの）が満了

　すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。）の介護休暇

　について準用する。この場合において，勤務時間規程第１６条の６第１項及び第１１項中「６月」

　とあるのは「９３日」と読み替えるものとする。

　（介護時間）

第２３条　勤務時間規程第１６条の７の規定は，会計年度任用職員（初めて勤務時間規程第１６条の

　７第１項の休暇の承認を請求する時点において，１週間の勤務日が３日以上とされている者

　又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で１年間の勤務日が１２１日以上である

　ものであり，かつ，１日につき定められた勤務時間が６時間以上である勤務日があるもので

　あって，継続勤務期間が１年以上であるものに限る。）の介護時間について準用する。この

　場合において，勤務時間規程第１６条の７第２項中「２時間」とあるのは「２時間（当該会計

　年度任用職員について１日につき定められた勤務時間から５時間４５分を減じた時間が２時間

　を下回る場合は，当該減じた時間）」と読み替えるものとする。

　（休暇の承認等）

第２４条　病気休暇，特別休暇（産前休暇及び産後休暇を除く。），介護休暇及び介護時間の承

　認並びに休暇の請求等の手続については，他の職員の例による。

　（その他の事項）

第２５条　この規程に規定するもののほか，会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要

　な事項は，管理者が定める。

　　　附　則

　この管理規程は，令和２年４月１日から施行する。

別表第１（第１０条関係）
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別表第２（第１１条関係）

別表第３（第１７条関係）

別表第４（第１９条関係）

令和２年４月７日   神  戸  市  公  報   第３６５３号３２

１日２日３日４日５日以上
１週間の勤務日の

日数

４８日から

７２日まで

７３日から

１２０日まで

１２１日から

１６８日まで

１６９日から

２１６日まで
２１７日以上

１年間の勤務日の

日数

１日３日５日７日１０日１年未満継

続

勤

務

期

間

２日４日６日８日１１日
１年以上

２年未満

２日４日６日９日１２日
２年以上

３年未満

２日５日８日１０日１４日
３年以上

４年未満

３日６日９日１２日１６日
４年以上

５年未満

３日６日１０日１３日１８日
５年以上

６年未満

３日７日１１日１５日２０日６年以上

１日２日３日４日５日以上
１週間の勤務日の

日数

４８日から

７２日まで

７３日から

１２０日まで

１２１日から

１６８日まで

１６９日から

２１６日まで
２１７日以上

１年間の勤務日の

日数

１日３日５日７日１０日付与日数

１日２日３日４日５日以上
１週間の勤務日の

日数

４８日から

７２日まで

７３日から

１２０日まで

１２１日から

１６８日まで

１６９日から

２１６日まで
２１７日以上

１年間の勤務日の

日数

１日３日４日６日７日付与日数

１日２日３日４日５日以上
１週間の勤務日の

日数

４８日から

７２日まで

７３日から

１２０日まで

１２１日から

１６８日まで

１６９日から

２１６日まで
２１７日以上

１年間の勤務日の

日数

１日２日３日４日５日６月１６日まで

１日１日２日２日３日
６月１７日から７月

１日まで
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―――――――――――――――――

　神戸市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程をここに公布する。

　　令和２年３月２５日　

　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市水道事業管理者　広　瀬　朋　義　

神戸市水道管理規程第３０号

　　　神戸市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程

　（目的）

第１条　神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和２８年３月条例第５号）第

　１４条の規定に基づき，水道局企業職員で地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」

　という。）第２２条の２第１項に規定する職員（以下「会計年度任用職員」という。）に支給

　する給与に関しては，別に定めるもののほか，この規程の定めるところによる。

　（給与の種類）

第２条　法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員（以下「パートタイム会計年度任用職員」と

　いう。）の給与は，給料，地域手当，通勤手当，特殊勤務手当，時間外勤務手当，宿日直手

　当，夜間勤務手当，休日勤務手当，期末手当，管理職手当及び管理職員特別勤務手当とする。

２　法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員（以下「フルタイム会計年度任用職員」という。）

　の給与は，給料，地域手当，通勤手当，特殊勤務手当，時間外勤務手当，宿日直手当，夜間

　勤務手当，休日勤務手当，期末手当，管理職手当，管理職員特別勤務手当及び退職手当とす

　る。

　（給料）

第３条　フルタイム会計年度任用職員の給料は，職務の級に応じ，給料表の定める号給を支給

　する。　

２　フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は，神戸市水道局企業職員の給与に関する規

　程（昭和３１年１１月水道管理規程第９号。以下「給与規程」という。）第４条第２項に規定す

　るとおりとし，各給料表の適用範囲は，それぞれ，当該給料表に定めるところによる。

　　ただし，フルタイム会計年度任用職員の職務の級は，水道事業管理者（以下「管理者」と

　いう。）が別に定める者を除き，別表の左欄に掲げる給料表の種類に応じ，それぞれ同表の

　右欄に掲げる職務の級に限る。

３　フルタイム会計年度任用職員の職務は，その複雑，困難及び責任の度に基づきこれを給料

　表に定める職務の級に分類するものとし，その分類の基準となるべき職務の内容は，企業職

　員の職務分類の基準に関する規程（昭和３３年１月水道管理規程第１０号。以下「職務分類規 

　程」という。）別表第１及び別表第２のとおりとする。

４　フルタイム会計年度任用職員の職務の級は，職務分類規程の定めるところにより，それぞ

　れの職務の内容に応じて格付けし，決定する。

５　フルタイム会計年度任用職員の初任給は管理者が別に定めるものを除き，企業一般職給料
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７月２日から８月

１日まで



　表の適用を受ける職員は１級１号給，企業職給料表の適用を受ける職員は１級１３号給とする。

６　新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち，経験年数を有する者の号給は，そ

　の経験年数に応じて調整することができる。この場合において，経験年数の取り扱いについ

　ては，管理者が別に定める。

７　月額による給料を受けるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は，その者が新たにフ

　ルタイム会計年度任用職員となったとしたならば支給されることとなる給料の月額に相当す

　る額に算出率（その者の１週間あたりの勤務時間をフルタイム会計年度任用職員の正規の勤

　務時間で除して得た数をいう。）を乗じて得た額とする。

８　日額による給料を受けるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は，次項の規定を適用

　して得た額に，１日当たりの勤務時間を乗じて得た額とする。

９　時間額による給料を受けるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は，その者が新たに

　フルタイム会計年度任用職員となったとしたならば支給されることとなる給料の月額に相当

　する額に１２を乗じ，その額を会計年度任用職員の１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたもの

　から１３９．５を減じたもので除して得た額とする。

　（給料の支給方法）

第４条　フルタイム会計年度任用職員及び月額による給料を受けるパートタイム会計年度任用

　職員の給料は，月の初日から末日までの期間について，その月額を支給する。

２　フルタイム会計年度任用職員及び月額による給料を受けるパートタイム会計年度任用職員

　の給料の支給日は，毎月２０日とする。ただし，その日が休日（国民の祝日に関する法律（昭

　和２３年法律第１７８号。以下「祝日法」という。）に規定する休日をいう。），日曜日又はそ

　の月の第３土曜日に当たるときは，順次繰り上げるものとする。

３　日額又は時間額による給料を受けるパートタイム会計年度任用職員の給与は，その月分を

　翌月の２０日に支給する。ただし，その日が休日（祝日法に規定する休日をいう。），日曜日

　又はその月の第３土曜日に当たるときは，順次繰り上げるものとする。

第５条　月額による給料は，新たに会計年度任用職員となった者には，その日からこれを支給

　する。

２　フルタイム会計年度任用職員及び月額による給料を受けるパートタイム会計年度任用職員

　が退職し又は死亡したときは，その日まで給料を支給する。ただし，管理者が別に定めるも

　のについては，前条第１項に規定する期間の末日まで給料を支給することができる。

３　前２項の規定（前項ただし書に係る部分を除く。）により給料を支給する場合であって，

　月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは，その月

　について支給すべき給料の額は，その月の現日数から水道局会計年度任用職員の勤務時間，

　休暇等に関する規程（令和２年３月水道管理規程第２５号。以下「勤務時間規程」という。）

　第４条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

４　日額による給料は，パートタイム会計年度任用職員の勤務日に応じて支給する。

５　時間額による給料は，パートタイム会計年度任用職員の勤務時間数に応じて支給する。

６　日額又は時間額による給料を受けるパートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行した

　場合において，その間に勤務すべき日又は時間があるときは，給料の支給については，その

　日又は時間に勤務したものとみなす。

　（勤務１時間当たりの給与額等）
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第６条　フルタイム会計年度任用職員の勤務１時間当たりの給与額は，給与規程の適用を受け

　る職員に支給される額を例とする。

２　月額による給料を受けるパートタイム会計年度任用職員の勤務１時間当たりの給与額は，

　給与規程の適用を受ける短時間勤務職員に支給される額を例とする。

３　日額又は時間額による給料を受けるパートタイム会計年度任用職員の勤務１時間あたりの

　給与額は，勤務１時間あたりの給料の額に，これに対する地域手当及び特殊勤務手当等のう

　ち管理者が指定するものの額を加えたものとする。

　（給料の減額）

第７条　会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは，次に掲げる場合を除くほ

　か，その勤務しない１時間につき，前条に規定する勤務１時間あたりの給与額を減額して給

　与を支給する。

　⑴　勤務時間規程第３条に規定する休日である場合

　⑵　勤務時間規程第１０条に規定する年次有給休暇である場合

　⑶　勤務時間規程第１７条から第１９条に規定する休暇である場合

　⑷　職員の職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和２６年３月条例第１３号）第２条第１

　　項各号（同条例第２条第１項第３号の規定に基づく場合にあつては，適法な交渉を行う場

　　合に限る。）及びこれに基づく水道局職員の職務に専念する義務の特例に関する規程（昭

　　和３４年３月水道管理規程第１６号）第２条第１号から第７号まで，第１２号から第１６号まで，

　　第１８号，第２０号及び第２３号の規定に基づきその義務を免除された場合

２　会計年度任用職員が，勤務しなかった時間数（前項各号に規定する場合を除く）はその計

　算期間ごとに通算し，その時間数に１時間未満の端数が生じた場合は，３０分以上は１時間と

　し，３０分未満は切り捨てる。

３　前各項にかかわらず，別に定めるものを除き，会計年度任用職員が，月の初日から末日ま

　での期間の全日数にわたって勤務しなかった場合（第１項各号に規定する場合を除く。）は，

　いかなる給与も支給しない。

４　前各項の規定によるもののほか，会計年度任用職員の給料については，給与規程の適用を

　受ける職員の例により，減額することができる。

　（地域手当）

第８条　会計年度任用職員の地域手当は，給与規程の適用を受ける職員の地域手当支給の例に

　よる。

　（通勤手当）

第９条　フルタイム会計年度任用職員の通勤手当は，給与規程の適用を受ける職員の通勤手当

　支給の例による。

２　パートタイム会計年度任用職員の通勤手当は，給与規程の適用を受ける短時間勤務職員の

　通勤手当支給の例による。

　（特殊勤務手当）

第１０条　会計年度任用職員の特殊勤務手当は，給与規程の適用を受ける職員の特殊勤務手当支

　給の例による。

　（時間外勤務手当）

第１１条　フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当は，給与規程の適用を受ける職員の時
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　間外勤務手当支給の例による。

２　パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当は，給与規程の適用を受ける短時間勤務

　職員の時間外勤務手当支給の例による。

　（休日勤務手当）

第１２条　会計年度任用職員の休日勤務手当の額は，勤務１時間につき，第６条に規定する勤務

　１時間当たりの給与額の１００分の１３５（１２月２９日から翌年の１月３日までの日における勤務に

　あっては１００分の１５０）とする。

２　前項に規定するもののほか，休日勤務手当の支給については，給与規程の適用を受ける職

　員の休日勤務手当支給の例による。

　（夜間勤務手当）

第１３条　会計年度任用職員の夜間勤務手当の額は，勤務１時間につき，第６条に規定する勤務

　１時間当たりの給与額の１００分の２５とする。

２　前項に規定するもののほか，夜間勤務手当の支給については，給与規程の適用を受ける職

　員の夜間勤務手当支給の例による。

　（宿日直手当）

第１４条　会計年度任用職員の宿日直手当は，給与規程の適用を受ける職員の宿日直手当支給の

　例による。

　（期末手当）

第１５条　会計年度任用職員の期末手当は，市長の事務部局の会計年度任用職員に対する期末手

　当支給の例による。

　（管理職手当）

第１６条　フルタイム会計年度任用職員の管理職手当は，給与規程の適用を受ける職員の管理職

　手当支給の例による。

２　月額による給料を受けるパートタイム会計年度任用職員の場合，フルタイム会計年度任用

　職員に支給される管理職手当の例により計算して得た額に，パートタイム会計年度任用職員

　の１週間あたり勤務時間をフルタイム会計年度任用職員の１週間当たりの勤務時間で除して

　得た数を乗じて得た額とする。

３　日額による給料を受けるパートタイム会計年度任用職員の場合，次項の規定による勤務１

　時間当たりの手当額に，当該職員の１日当たりの勤務時間を乗じて得た額を，勤務１日当た

　りの手当額とし，これに月の初日から末日までの勤務日数（第７条第１項各号に規定する場

　合を含む）を乗じて得た額とする。

４　時間額による給料を受けるパートタイム会計年度任用職員の場合，フルタイム会計年度任

　用職員に支給される管理職手当の例により計算して得た額に１２を乗じ，その額を，フルタイ

　ム会計年度任用職員の１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたものから１３９．５を減じたもので

　除して得た額を，勤務１時間当たりの手当額とし，これに月の初日から末日までの勤務時間

　数（第７条第１項各号に規定する場合を含む。１時間に満たない端数があるときは，３０分以

　上は１時間とし，３０分未満は切り捨てる。）を乗じて得た額とする。

５　前各項に定める額に１円未満の端数があるときは，その端数を切り捨てた額をもって当該

　職員の手当とする。

　（管理職員特別勤務手当）
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第１７条　会計年度任用職員の管理職員特別勤務手当は，給与規程の適用を受ける職員の管理職

　員特別勤務手当支給の例による。

　（退職手当）

第１８条　フルタイム会計年度任用職員に対する退職手当の支給については，市長の事務部局の

　フルタイム会計年度任用職員に対する退職手当支給の例による。

　（休職者の給与等）

第１９条　休職中の会計年度任用職員に対しては，給与を支給しない。

　（口座振替による支払）

第２０条　給与は，会計年度任用職員の申出により，口座振替の方法により支払うことができる。

　（給与からの控除）

第２１条　給与規程第２３条各号に掲げるものについては，給与から控除することができる。

　（管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与）

第２２条　第２条から前条の規定にかかわらず，職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認

　める会計年度任用職員の給与については，常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考

　慮し，管理者が別に定めるものとする。

　（施行の細目）

第２３条　この規程の施行に関して必要な事項は，管理者が別に定める。

別表

 

 

　　　附　則

　この管理規程は，令和２年４月１日から施行する。
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