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規      則

▽神戸市国民健康保険条例及び神戸市後期高

　齢者医療に関する条例の一部を改正する条

　例附則第２項に規定する規則で定める日を

　定める規則の一部を改正する規則

 　　　　［福祉局国保年金医療課］

▽神戸市公有財産の特例に関する規則の一部

　を改正する規則

 ［都市局新都市事業部企業誘致課］

▽神戸市立名谷図書館の供用を開始する日を

　定める規則

　　　　［文化スポーツ局中央図書館総務課］

▽神戸市事務分掌規則の一部を改正する規則

　　　　［文化スポーツ局中央図書館総務課］

訓   令   甲

▽事務引継規程の一部を改正する訓令

  ［行財政局法務支援課］

告      示

▽地縁による団体の認可についての告示（上

　津台三丁目南環境管理の会）

 　　　　［企画調整局つなぐラボ］

▽神戸市港湾環境整備負担金条例による負担

　対象工事の指定 　［港湾局経営企画課］

▽都市計画の決定（神戸国際港都建設計画土

　地区画整理事業）　　［都市局都市計画課］

▽都市計画の変更（神戸国際港都建設計画公

　園）  　［都市局都市計画課］

▽都市計画の変更（神戸国際港都建設計画道

　路）  　［都市局都市計画課］

▽個人の市民税の控除の対象となる寄附金に

　係る団体の指定（公益社団法人　日本海員

　掖済会）　　　［行財政局税務部市民税課］

▽神戸市公印規則により印影等を印刷するこ

　とができる文書の名称，使用公印の名称等

　の件（平成２７年２月告示第５７３号）の一部

　改正  ［行財政局業務改革課］

▽神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐

　車場の整備に関する条例による三宮駅周辺

　及び元町駅周辺自転車等放置禁止区域の変

　更 　　　　［建設局中部建設事務所］

▽一般廃棄物の処分に関する手数料の徴収事

　務の委託 　　　［環境局施設課］

▽放置自転車等の撤去及び保管

 　　　　［建設局東部建設事務所］

▽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による指定障害福祉サ

　ービス事業者の指定　［福祉局監査指導部］

▽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による指定特定相談支

　援事業者の指定 　［福祉局監査指導部］

▽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による指定障害福祉サ

　ービス事業者の廃止　［福祉局監査指導部］

▽児童福祉法による指定障害児通所支援事業

　者の指定 　［福祉局監査指導部］

▽児童福祉法による指定障害児通所支援事業

　者の廃止 　［福祉局監査指導部］

▽瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定

　施設の設置許可申請の概要及び事前評価に

　関する事項を記載した書面の縦覧

　　　　［環境局環境保全部環境保全指導課］

▽道路法による道路の区域変更及び供用開始

　（市道　水谷１０号線）［建設局道路管理課］

▽道路法による道路の区域変更及び供用開始

　（市道　湊西方面第１号線）

  　［建設局道路管理課］

▽道路法による道路の区域変更及び供用開始

　（市道　住吉東町３６号線）

  　［建設局道路管理課］

▽道路法による道路の認定，廃止及び変更

　（市道　南五葉５９号線ほか）

  　［建設局道路管理課］

▽道路法による道路の区域変更及び供用開始

　（県道　切畑道場線ほか）

  　［建設局道路管理課］

▽道路法による道路の区域変更（県道　切畑

　道場線） 　［建設局道路管理課］

▽道路法による兼用工作物管理協定の締結

　（県道　切畑道場線ほか）

  　［建設局道路管理課］
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▽災害対策基本法による指定緊急避難場所の

　指定   　　［危機管理室］

▽災害対策基本法による指定緊急避難場所の

　取消し   　　［危機管理室］

▽災害対策基本法による指定避難所の指定

   　　［危機管理室］

▽災害対策基本法による指定避難所の取消し

   　　［危機管理室］

公      告

▽都市計画の決定に伴う図書の縦覧（神戸国

　際港都建設計画土地区画整理事業）

  　［都市局都市計画課］

▽都市計画の変更に伴う図書の縦覧（神戸国

　際港都建設計画公園）［都市局都市計画課］

▽都市計画の変更に伴う図書の縦覧（神戸国

　際港都建設計画道路）［都市局都市計画課］

▽都市再生整備計画の縦覧（神戸都心・ウォ

　ーターフロント地区（第２期）（第２回変

　更））  　　　［都市局指導課］

▽都市公園の設置（ひよどり台南町西公園ほ

　か）  ［建設局公園部管理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による契

　約者の決定（港島クリーンセンター計量等

　業務）   　［環境局施設課］

▽建築基準法第４８条第１５項の規定による公聴

　会の開催

　　　　［建築住宅局建築指導部建築安全課］

▽都市再生整備計画の縦覧（神戸ハーバーラ

　ンド地区（第２期）（第４回変更）ほか）

  　　　［都市局指導課］

水   道   局

▽神戸市指定給水装置工事事業者の指定

  　　　［水道局配水課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市水道局センター５施設

　および北野会館電気調達）［水道局施設課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市水道局奥平野浄水場他

　１２施設電気調達） 　　　［水道局施設課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市水道局逢山峡ポンプ場

　他２施設電気調達） 　［水道局施設課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市水道局千苅浄水場電気

　調達）   　［水道局施設課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市水道局烏原ポンプ場電

　気調達）  　［水道局施設課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市水道局奥畑ポンプ場電

　気調達）  　［水道局施設課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市水道局丸山ポンプ場電

　気調達）  　［水道局施設課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市水道局名谷ポンプ場電

　気調達）  　［水道局施設課］

交   通   局

▽神戸市交通局ＩＣ証票乗車券取扱規程の一

　部を改正する規程の一部を改正する規程

  　［交通局営業推進課］

人 事 委 員 会 

▽神戸市職員の勤務時間，休暇等に関する条

　例の施行規則の一部を改正する規則

 　　　［人事委員会事務局調査課］

▽神戸市職員の初任給，昇給等の基準に関す

　る規則の一部を改正する規則

 　　　［人事委員会事務局調査課］

教 育 委 員 会 

▽神戸市立学校における学校運営協議会の設

　置等に関する規則の一部を改正する規則

 ［教育委員会事務局総務部総務課］

▽神戸市立特別支援学校学則の一部を改正す

　る規則

　［教育委員会事務局学校教育部特別支援教

　育課］

▽事務引継規程の一部を改正する訓令

 ［教育委員会事務局総務部総務課］
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  規     則  

　神戸市国民健康保険条例及び神戸市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例附則

第２項に規定する規則で定める日を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和３年３月１２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第４９号

　　　神戸市国民健康保険条例及び神戸市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

　　　附則第２項に規定する規則で定める日を定める規則の一部を改正する規則

　神戸市国民健康保険条例及び神戸市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例附則

第２項に規定する規則で定める日を定める規則（令和２年５月規則第９号）の一部を次のよう

に改正する。

　次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第２号におい

て「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１

号及び第３号において「改正後部分」という。）については，次のとおりとする。

　⑴　改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは，当該改正部分を当該改

　　正後部分に改める。

　⑵　改正部分のみ存在するときは，当該改正部分を削る。

　⑶　改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。

　　　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３年３月１６日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第５０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。

　次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第２号におい

令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２号 ５５２０

改正前改正後

　神戸市国民健康保険条例及び神戸市後期高

齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

（令和２年５月条例第７号）附則第２項に規

定する規則で定める日は，令和３年３月３１日

とする。

　神戸市国民健康保険条例及び神戸市後期高

齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

（令和２年５月条例第７号）附則第２項に規

定する規則で定める日は，令和３年６月３０日

とする。



５５２１

て「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１

号及び第３号において「改正後部分」という。）については，次のとおりとする。

　⑴　改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは，当該改正部分を当該改

　　正後部分に改める。

　⑵　改正部分のみ存在するときは，当該改正部分を削る。

　⑶　改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。

　　　附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

　　

―――――――――――――――――

　神戸市立名谷図書館の供用を開始する日を定める規則をここに公布する。

　　令和３年３月１７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第５１号

　　　神戸市立名谷図書館の供用を開始する日を定める規則

　神戸市立図書館条例の一部を改正する条例（令和２年７月条例第２０号）附則第２項に規定す

る規則で定める日は，令和３年３月２４日とする。

　　　附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

　　

―――――――――――――――――

　神戸市事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和３年３月１７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第５２号

　　　神戸市事務分掌規則の一部を改正する規則

　神戸市事務分掌規則（平成３１年３月規則第６６号）の一部を次のように改正する。

令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２

改正前改正後

　　　附　則

１　［略］

　（この規則の失効）

２　この規則は，令和３年３月３１日限り，そ

　の効力を失う。ただし，その時までにした

　第２条の規定の適用を受ける貸付けに係る

　契約及び第３条の規定の適用を受ける譲渡

　に係る契約については，この規則は，その

　時以後も，なおその効力を有する。

　　　附　則

１　［略］

　（この規則の失効）

２　この規則は，令和４年３月３１日限り，そ

　の効力を失う。ただし，その時までにした

　第２条の規定の適用を受ける貸付けに係る

　契約及び第３条の規定の適用を受ける譲渡

　に係る契約については，この規則は，その

　時以後も，なおその効力を有する。



　次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第２号におい

て「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１

号及び第３号において「改正後部分」という。）については，次のとおりとする。

　⑴　改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは，当該改正部分を当該改

　　正後部分に改める。

　⑵　改正部分のみ存在するときは，当該改正部分を削る。

　⑶　改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。

　　　附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

  訓  令  甲  

訓令甲第７号

庁 中 一 般 　

区　 役 　所　

事　 業 　所　

　事務引継規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　令和３年３月１７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

　　　事務引継規程の一部を改正する訓令

　事務引継規程（昭和２６年５月訓令甲第７号）の一部を次のように改正する。

　次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第２号におい

て「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１

号及び第３号において「改正後部分」という。）については，次のとおりとする。

　⑴　改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは，当該改正部分を当該改

令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２号 ５５２２

改正前改正後

　（中央図書館総務課）

第１６９条　中央図書館総務課総務係は，次に

　掲げる事務を分掌する。

　⑴，⑵　［略］

　⑶　東灘図書館，灘図書館，三宮図書館，

　　兵庫図書館，北図書館，北神図書館，新

　　長田図書館，須磨図書館，垂水図書館及

　　び西図書館に関すること（企画情報係及

　　び利用サービス課の所管に属するものを

　　除く。）。

２　［略］　

　（中央図書館総務課）

第１６９条　中央図書館総務課総務係は，次に

　掲げる事務を分掌する。

　⑴，⑵　［略］

　⑶　東灘図書館，灘図書館，三宮図書館，

　　兵庫図書館，北図書館，北神図書館，新

　　長田図書館，須磨図書館，名谷図書館，

　　垂水図書館及び西図書館に関すること

　　（企画情報係及び利用サービス課の所管

　　に属するものを除く。）。

２　［略］　



５５２３

　　正後部分に改める。

　⑵　改正部分のみ存在するときは，当該改正部分を削る。

　⑶　改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。
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改正前改正後

第２条　次に掲げる事由があつたときは，前

　任者は，その事由の生じた日から１０日以内

　に，その担任する事務を後任者に引き継が

　なければならない。

　⑴～⑷　［略］

第３条　部局の長（局長（市長室長，危機管

　理室長及び会計室長を含む。以下同じ。），

　区長その他これらに準ずる者をいう。以下

　同じ。）が死亡その他の故障により自ら事

　務の引継ぎができないときは，後任者又は

　その職務を行うことを命ぜられた者は，そ

　の事務を調査し，引継ぎの事由が生じた日

　から，１０日以内に調査書を調製して，市長

　に報告しなければならない。

２　部局の長以外の職員が死亡その他の故障

　により自ら事務の引継ぎができないときは，

　後任者，その職務を行うことを命ぜられた

　者又は所属長の定める職員は，その事務を

　調査し，引継ぎの事由が生じた日から１０日

　以内に調査書を調製して，所属長（直近上

　位の局長，部長，課長，係長その他これら

　に準ずる者をいう。以下同じ。）に報告し

　なければならない。

３　［略］

第４条　事務引継は，前任者が引継ぎの事由

　が生じた日現在で調製した様式による事務

　引継書によつて行い，引継ぎをする者及び

　これを受ける者が連署して，部局の長の場

　合は市長に，その他の職員の場合は所属長

　に提出しなければならない。

２　局部課長（局長，部長，課長その他これ

　らに準ずる者をいう。）以外の職員の事務

　引継の場合においては，前項に規定する事

第２条　次に掲げる事由に該当することとな

　るときは，前任者は，その事由が生じるこ

　ととなる日の１０日後までに，その担任する

　事務を後任者に引き継がなければならない。

　⑴～⑷　［略］

第３条　部局の長（局長（市長室長，危機管

　理室長及び会計室長を含む。以下同じ。），

　区長その他これらに準ずる者をいう。以下

　同じ。）が死亡その他の故障により自ら事

　務の引継ぎができないときは，後任者又は

　その職務を行うことを命ぜられた者は，そ

　の事務を調査し，引継ぎの事由が生じるこ

　ととなる日の１０日後までに調査書を調製し

　て，市長に報告しなければならない。

２　部局の長以外の職員が死亡その他の故障

　により自ら事務の引継ぎができないときは，

　後任者，その職務を行うことを命ぜられた

　者又は上司（前条各号のいずれかの事由に

　該当することとなる者の直近上位の局長，

　部長，課長，係長その他これらに準ずる補

　職に充てられた者をいう。以下同じ。）の

　定める職員は，その事務を調査し，引継ぎ

　の事由が生じることとなる日の１０日後まで

　に調査書を調製して，上司に報告しなけれ

　ばならない。

３　［略］

第４条　事務引継は，前任者の調製した様式

　による事務引継書によつて行い，引継ぎを

　する者及びこれを受ける者を記名して，部

　局の長の場合は市長に，その他の職員の場

　合は上司に提出しなければならない。

２　局部課長（局長，部長，課長その他これ

　らに準ずる者をいう。）以外の職員の事務

　引継の場合においては，前項に規定する事



　様式を次のように改める。 
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　務引継書の調製を所属長が省略しても差し

　支えがないと認められるものについては，

　これを省略することができる。

第６条　［略］

２　引継事務の所管について疑義があるとき

　は，引継ぎをする者（第３条第１項又は第

　２項に規定するときにあつては，引継事務

　を調査する者）が部局の長の場合は市長に，

　その他の職員の場合は所属長に，その旨届

　け出て，市長又は所属長の決定を受けた後

　に，事務引継を行うものとする。

第７条　［略］

２　部局の長以外の職員の事務引継又は調査

　の事項については，所属長が前項の規定に

　準じて処置しなければならない。

第８条　所定の期間内に事務の引継ぎ又は調

　査を完了することができないときは，部局

　の長にあつては市長，その他の職員にあつ

　ては所属長に，その理由を報告しなければ

　ならない。

　務引継書の調製を上司が省略しても差し支

　えがないと認められるものについては，こ

　れを省略することができる。

第６条　［略］

２　引継事務の所管について疑義があるとき

　は，引継ぎをする者（第３条第１項又は第

　２項に規定するときにあつては，引継事務

　を調査する者）が部局の長の場合は市長に，

　その他の職員の場合は上司に，その旨届け

　出て，市長又は上司の決定を受けた後に，

　事務引継（第３条第１項又は第２項に規定

　するときにあつては，調査）を行うものと

　する。

第７条　［略］

２　部局の長以外の職員の事務引継又は調査

　の事項については，上司が前項の規定に準

　じて処置しなければならない。

第８条　所定の期間内に事務の引継ぎ又は調

　査を完了することができないときは，部局

　の長にあつては市長，その他の職員にあつ

　ては上司に，その理由を報告しなければな

　らない。
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　　　附　則

　この訓令は，令和３年３月１８日から施行し，同日以後に調製する事務引継書及び調査書につ

いて適用する。

  告     示  

神戸市告示第８４５号

　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１項の認可を

したので，同条第１０項の規定により次のとおり告示する。   

　　令和３年３月１２日  

　     神戸市長　久　元　喜　造

１　名称

　　上津台三丁目南環境管理の会

２　規約に定める目的 

　　この会は，快適で充実した生活が送れるよう，良好な地域社会の維持及び形成を図ること

　を目的とし，次の各号に掲る事業を行う。

　⑴　会員相互の連絡と親睦を図ること。

　⑵　区域内の清掃などの環境整備を図ること。

　⑶　財産の維持管理を図ること。

　⑷　防火，防犯等に関すること。

　⑸　市政への協力及び他団体との連絡調整に関すること。

　⑹　その他目的達成に必要なこと。  

３　区域  

　　神戸市北区上津台三丁目１から１１番までのうち４番，１１番の６号，９号，及び３３号を除く

　区域とする。  

４　主たる事務所  

　　神戸市北区上津台三丁目１番５号  

５　代表者の氏名  

　　本田　和久  

６　代表者の住所  

　　神戸市北区上津台三丁目１番５号  

７　裁判所による代表者の職務執行の停止  

　　なし  

８　職務代行者の選任  

　　なし  

９　代理人  

　　なし  

１０　規約に定めた解散の事由  
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５５２７

　　総会において全会員の４分の３以上の同意により解散する。  

１１  認可年月日  

　　令和３年３月５日  

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第８４６号

　神戸市港湾環境整備負担金条例（昭和５５年３月条例第３５号。以下「条例」という。）第２条

第２項の規定により，令和元年度に実施した港湾工事のうち，次に掲げる工事を同条第１項に

規定する負担対象工事に指定する。

　　令和３年３月１２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

   

―――――――――――――――――
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負担対象工事の

完了した日に現

に当該工事に係

る負担区域内に

ある工場又は事

業場の敷地の面

積の合計

負担対象工事

に係る負担区

域

条例第４

条第１号

の割合

負担対象工事に

要した費用

負担対象工

事の完了し

た日

負担対象工事の

種類及び名称

１７，１２１，６０５㎡

神戸港臨港地

区及び設置予

定区域

　

分
の
１

６０

７９３，８１３，０５２円
令和２年

３月３１日

条例第２条第１

項第１号に掲げ

る工事（須磨地

区海岸整備工事，

須磨地区緑地等

整備工事，須磨

海岸中央便所改

築工事）

１５，８０９，６４５㎡
神戸港臨港地

区

２
分
の
１

１０８，９７７，６４８円
令和２年

３月３１日

条例第２条第１

項第２号に掲げ

る工事（緑地の

清掃，管理業務

及び街路植栽等

管理業務）

１６，８２４，０５２㎡

神戸港臨港地

区及び神戸港

港湾区域

２
分
の
１

１００，４８６，３３８円
令和２年

３月３１日

条例第２条第１

項第４号に掲げ

る工事（港内海

面清掃工事）



神戸市告示第８４７号

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１９条第１項の規定により次の都市計画を決定したの

で，同法第２０条第１項の規定により告示する。

　　令和３年３月１６日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造　

１　都市計画の種類

　　神戸国際港都建設計画土地区画整理事業

２　都市計画の名称

　　鈴蘭台駅北地区土地区画整理事業

  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第８４８号

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の規

定により次の都市計画を変更したので，同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項

の規定により告示する。

　　令和３年３月１６日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造　

１　都市計画の種類

　　神戸国際港都建設計画公園

２　都市計画の名称

　　２．２．２４６号鈴蘭台北町北公園

　　２．２．３５０号鈴蘭台北町１丁目公園

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第８４９号

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の規

定により次の都市計画を変更したので，同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項

の規定により告示する。

　　令和３年３月１６日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造　

１　都市計画の種類

　　神戸国際港都建設計画道路

２　都市計画の名称

　　８．７．２５号三宮駅地下線
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５５２９

―――――――――――――――――

神戸市告示第８５０号

　神戸市市税条例（昭和２５年８月条例第１９９号）第２３条の２第１項第３号の規定に基づき，個

人の市民税の控除の対象となる寄附金に係る法人又は団体を指定したので，次のとおり告示す

る。

　　令和３年３月１６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

神戸市告示第８７８号  

　神戸市公印規則（昭和５２年３月規則第１１１号）第８条第１項の規定により印影等を印刷する

ことができる文書の名称，使用公印の名称，様式及び書体並びに印影等の寸法の件（平成２７年

２月告示第５７３号）の一部を次のように改正する。

　　令和３年３月１７日

     神戸市長　久　元　喜　造

「

        　」

を

「

        　」

に改める。

　

―――――――――――――――――
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名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
指定年月日

（対象となる寄附金）

指定番号

公益社団法人　日本海員掖済会

代表理事　谷山　將

東京都中央区明石町１番２９号

令和３年３月１０日

（令和３年１月１日以後

に支出された寄附金）

２０２０００１６

印影等の寸法

（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ）

使　用　公　印
文　　書　　名

書　体様式名　称

方１５隷書２市長の印
はり紙，はり札，立看板除却協定団体

の証

印影等の寸法

（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ）

使　用　公　印
文　　書　　名

書　体様式名　称

方１５隷書２市長の印
はり紙，はり札，立看板除却協定団体

携行証



神戸市告示第８８１号

　神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和５８年４月条例第３

号）第９条第１項の規定により指定した三宮駅周辺及び元町駅周辺自転車等放置禁止区域を令

和３年４月１日から別図のとおり変更するので，同条第４項において準用する規定により告示

する。　　

　　令和３年３月３０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市長　久　元　喜　造
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―――――――――――――――――

神戸市告示第８８２号

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により，一般廃棄物の処分

に関し，手数料の徴収事務を次のとおり委託するので，同条第２項の規定により告示する。

　　令和３年３月３０日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　受託者

　　神戸兵庫区遠矢浜町五番八号

　　神戸市生活環境事業協同組合

　　　理事長　藤定　孝光

２　委託年月日

　　令和３年４月１日

―――――――――――――――――

神戸市告示第８８３号

　神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和５８年４月条例第３

号）第１１条第２項（同条例第１２条第２項において準用する場合を含む。）及び第２３条の２の規

定により自転車等を撤去し，及び保管したので，同条例第１３条第１項の規定により次のとおり

告示する。

　　令和３年３月３０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　自転車等の保管及び返還の場所，自転車等が置かれ，又は放置されていた場所，撤去し，

　及び保管した自転車等の台数，撤去し，及び保管した年月日並びに問い合わせ先

　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　魚崎浜保管所及び稗原保管所

　　ア　月曜日から金曜日まで　　　　午後３時から午後７時まで

　　イ　土曜日 　　　　　　　　　午後１時から午後５時まで

　　　　（日曜日，祝日及び１２月２８日から１月４日を除く）

４　返還を受けるために必要な事項

　　自転車等の利用者等は，当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは，その住

　所及び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示し

　なければならない。

５　その他

　　この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から

　１月を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相

令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２号 ５５３２



５５３３

　当な費用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないと

　きは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表　

令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２

問 い 合 わ せ 先
撤去し，及び

保管した年月日

撤去し，及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管及び

返還の場所

東灘区御影塚町２丁目２７番２０号

建設局東部建設事務所

電話　８５４－２１９１

令和３年２月２日台

台

１１

３

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

灘駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

王子公園駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

岩屋駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和３年２月４日台

台

１

２

自転車 

原動機付自転車

摂津本山駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

岡本駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

甲南山手駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

魚崎駅周辺

自転車等長期放置

台

台

４

０

自転車 

原動機付自転車

深江駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和３年２月９日台

台

０

１

自転車 

原動機付自転車

王子公園駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

岩屋駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

７

０

自転車 

原動機付自転車

阪神御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１３

５

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和３年２月１２日台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

岡本駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

摂津本山駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

６

０

自転車 

原動機付自転車

青木駅周辺

自転車等長期放置

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

深江駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和３年２月１６日台

台

９

０

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番



  　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第８８４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３年３月３０日　

     神戸市長　久　元　喜　造

令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２号 ５５３４

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

阪神御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

４

４

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

１

自転車 

原動機付自転車

六甲駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和３年２月１８日台

台

１

１

自転車 

原動機付自転車

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

魚崎駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

５

０

自転車 

原動機付自転車

深江駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

摂津本山駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和３年２月１９日台

台

９

２

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

３

１

自転車 

原動機付自転車

六甲駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

灘駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

１

自転車 

原動機付自転車

摩耶駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和３年２月２５日台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

阪神御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

阪急御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１８

２

自転車 

原動機付自転車

灘区管内

自転車等長期放置

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

岡本駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

台

台

５

２

自転車 

原動機付自転車

摂津本山駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

９

０

自転車 

原動機付自転車

東灘区管内

自転車等長期放置

サービス

種類

指定年月日指定申請者

の所在地

指定申請者

の名称

事業所等

の所在地

事業所等

の名称

事業所番号

行動援護令和３年

３月１日

兵庫県神戸市

須磨区寺田町

株式会社

Ｍ．Ａ．Ｐ．

兵庫県神戸市

灘区大石東町

ぷてぃケアス

テーション

２８１０２００８９５



５５３５

―――――――――――――――――

神戸市告示第８８５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３年３月３０日　

     神戸市長　久　元　喜　造

    　

―――――――――――――――――

神戸市告示第８８６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３年３月３０日　

     神戸市長　久　元　喜　造

令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２

サービス

種類

指定年月日指定申請者

の所在地

指定申請者

の名称

事業所等

の所在地

事業所等

の名称

事業所番号

計画相談支

援

令和３年

３月１日

兵庫県神戸市

東灘区魚崎北

町６丁目９番

１０　甲ビル１

階

特定非営利活

動法人こころ

兵庫県神戸市

東灘区魚崎北

町６丁目９番

１０　甲ビル１

階

ケアステーシ

ョン　こころ

ぷらねっと

２８３０１００１３３

３丁目１番３

－２０４号

Ｓ５丁目８－１

東和ビルⅡ　

１１１号

居宅介護令和３年

３月１日

大阪府豊中市

春日町１丁目

３番３号

株式会社ポラ

リス

兵庫県神戸市

長田区水笠通

６丁目５番１０

号

サルビア訪問

介 護ステー

ション

２８１０６０１８７８

重度訪問介

護

令和３年

３月１日

大阪府豊中市

春日町１丁目

３番３号

株式会社ポラ

リス

兵庫県神戸市

長田区水笠通

６丁目５番１０

号

サルビア訪問

介 護ステー

ション

２８１０６０１８７８

自 立 訓 練

（生活訓練）

令和３年

３月１日

兵庫県神戸市

北区上津台二

丁目３番８号

合同会社カム

シーン

兵庫県神戸市

北区上津台二

丁目３番８号

ライフアシス

ト　カムシー

ン

２８１５００１５９５

サービス廃止年月日指定申請者指定申請者事業所等事業所等事業所番号



　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第８８７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３年３月３０日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２号 ５５３６

種類の所在地の名称の所在地の名称

居宅介護令和３年

２月２８日

兵庫県神戸市

兵庫区上三条

町８番１２号

一般社団法人

フェリシモ

兵庫県神戸市

兵庫区上三条

町８番１２号

ケアサポート

　結

２８１０５０１３１８

重度訪問介

護

令和３年

２月２８日

兵庫県神戸市

兵庫区上三条

町８番１２号

一般社団法人

フェリシモ

兵庫県神戸市

兵庫区上三条

町８番１２号

ケアサポート

　結

２８１０５０１３１８

居宅介護令和３年

２月２８日

兵庫県神戸市

北区鈴蘭台東

町３丁目３－

２９

特定非営利活

動法人ポプリ

兵庫県神戸市

北区鈴蘭台東

町３丁目３－

２９

サポートセン

ターほっと

ファミリー

２８１５０００５０６

重度訪問介

護

令和３年

２月２８日

兵庫県神戸市

北区鈴蘭台東

町３丁目３－

２９

特定非営利活

動法人ポプリ

兵庫県神戸市

北区鈴蘭台東

町３丁目３－

２９

サポートセン

ターほっと

ファミリー

２８１５０００５０６

居宅介護令和３年

２月１２日

兵庫県神戸市

中央区磯辺通

２丁目２番１０

号

one knot 

trades 

株式会社

兵庫県神戸市

中央区国香通

５丁目２－３０

国香レジデン

ス２０１

はなうたヘル

プステーショ

ン

２８１５１０１８０９

重度訪問介

護

令和３年

２月１２日

兵庫県神戸市

中央区磯辺通

２丁目２番１０

号

one knot 

trades 

株式会社

兵庫県神戸市

中央区国香通

５丁目２－３０

国香レジデン

ス２０１

はなうたヘル

プステーショ

ン

２８１５１０１８０９

サービス

種類

指定年月日指定申請者

の所在地

指定申請者

の名称

事業所等

の所在地

事業所等

の名称

事業所番号

保育所等訪

問支援

令和３年

３月１日

兵庫県三田市

弥生が丘五丁

目１４番地５

さくらこども

センター合同

会社

兵庫県神戸市

中央区中山手

通２丁目１５－

１　アトラス

神戸中山手通

１Ｆ

さくらこども

センター　神

戸北野校

２８５５１０００１８

放課後等デ

イサービス

令和３年

３月１日

兵庫県神戸市

長田区神楽町

一般社団法人

神戸障害児ス

兵庫県神戸市

長田区御屋敷

ＩＰＰＯプロ

グラミング　

２８５０６００１４５



５５３７

―――――――――――――――――

神戸市告示第８８８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３年３月３０日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第８８９号　　

　瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第５条第１項の規定による特定施設

の設置の許可の申請があったので，同条第４項の規定により，その概要を次のとおり告示する。

なお，当該特定施設の設置による環境への影響についての調査に基づく事前評価に関する事項

を記載した書面を次のとおり縦覧に供する。

　　令和３年３月３０日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　申請の概要

　⑴　申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　　名　称　川崎重工業株式会社

　　　住　所　神戸市中央区東川崎町３丁目１番１号

　　　代表者　代表取締役　橋本　康彦

　⑵　工場又は事業場の名称及び所在地

　　　名　称　川崎重工業株式会社　西神戸工場

　　　所在地　神戸市西区櫨谷町松本２３４番地

　⑶　特定施設に関する事項

　　ア　特定施設の種類

令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２

二丁目３－１

－４０２

ポーツ振興協

会

通４－３－９

幸永ビル２０２

長田校

放課後等デ

イサービス

令和３年

３月１日

兵庫県明石市

魚住町住吉四

丁目１６番１７号

２Ｆ

株式会社ＹＡ

ＭＡＳＨＩＴ

Ａ

兵庫県神戸市

東灘区青木６

丁目６－１６－

１０８－３

ＨＡＰＰＩＮ

ＥＳＳ

２８５０１００１６１

サービス

種類

廃止年月日指定申請者

の所在地

指定申請者

の名称

事業所等

の所在地

事業所等

の名称

事業所番号

放課後等デ

イサービス

令和３年

２月２８日

兵庫県明石市

朝霧南町三丁

目１６番５８号

株式会社美々

樽

兵庫県神戸市

東灘区深江本

町２丁目１２－

１１

どんぐり２８５０１００５９１



 水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１

 第６５号　酸又はアルカリによる表面処理施設

　　イ　特定施設の概要

 別表１のとおり

　⑷　汚水等の処理に関する事項

　　　新設する特定施設からの廃水は全量産業廃棄物として処理する。

２　縦覧の期間及び場所

　⑴　期間　令和３年３月３０日から令和３年４月１９日

　⑵　場所　神戸市環境局環境保全部環境保全指導課

別表１　特定施設の概要

―――――――――――――――――

神戸市告示第８９０号

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により，道路の区域を次のように変更

し，同条第２項の規定により，令和３年３月３１日からその供用を開始する。

令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２号 ５５３８

６５号
種　　類

酸又はアルカリによる表面処理施設

タンク容量８９０Ｌ×１基

タンク容量８３５Ｌ×１基
能力・基数

許可後工事着手予定年月日

工事着手１０日後工事完成予定年月日

完成後翌日使用開始予定年月日

８：００～１８：００，２０：００～翌６：００

１８時間（昼休み２時間停止）

季節的変動なし

使用時間間隔及び

１日当たりの使用時間

並びに季節的変動の概要

最大通常項　　目

１１９～１０水素イオン濃度

汚
水
等
の
汚
染
状
態
及
び
量

２０，０００～４０，０００５，０００～２０，０００生物化学的酸素要求量（㎎/Ｌ）

５，０００～１０，０００４，０００～５，０００化学的酸素要求量（㎎/Ｌ）

５０～５０００～５０浮遊物質量（㎎/Ｌ）

２，０００～１０，０００３００～２，０００ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（㎎/Ｌ）

９００～５，０００５００～９００窒素含有量（㎎/Ｌ）

０～５０００～１００りん含有量（㎎/Ｌ）

０．０９３０．０４７２基合計汚水量（㎥/月）

汚水は全量を廃棄物処理業者に処理を委託する。備　考



５５３９

　その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて，令和３年４月１３日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和３年３月３０日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第８９１号

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により，道路の区域を次のように変更

し，同条第２項の規定により，令和３年３月３１日からその供用を開始する。

　その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて，令和３年４月１３日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和３年３月３０日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第８９２号

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により，道路の区域を次のように変更

し，同条第２項の規定により，令和３年３月３１日からその供用を開始する。

　その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて，令和３年４月１３日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和３年３月３０日

    神戸市

令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２

幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）

新旧

別　
区　　　間路線名

道路の

種類

　　６．５０３．８０新神戸市西区玉津町水谷字南

山神４２番６地先から

神戸市西区玉津町水谷字南

山神４２番７地先まで

水谷１０号線市道

　　６．５０３．８０旧

幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）

新旧

別　
区　　　間路線名

道路の

種類

７．００２．９０新神戸市兵庫区東出町３丁目

２１２番６８地先から

神戸市兵庫区東出町３丁目

２１２番６８地先まで

湊西方面第１

号線

市道

７．００２．９０旧



    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第８９３号  

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条及び第１０条の規定により，市道路線を次のように認

定し，廃止し，及び変更する。

　その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて，一般の縦覧に供する。

　　令和３年３月３０日

　     神戸市長　久　元　喜　造　

１　認定する市道路線

２　廃止する市道路線

令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２号 ５５４０

幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）

新旧

別　
区　　　間路線名

道路の

種類

６．００２．９０新神戸市東灘区住吉東町４丁

目１１番１地先から

神戸市東灘区住吉東町４丁

目１１番１地先まで

住吉東町３６号

線

市道

　　６．００２．９０旧

終　　　点起　　　点路線名

神戸市北区南五葉３丁目２７番３５
地先

神戸市北区南五葉３丁目２７番１３
地先

南五葉５９号線

神戸市須磨区緑が丘２丁目１番

４７地先

神戸市須磨区緑が丘２丁目１番

４２地先

妙法寺６９号線

神戸市西区伊川谷町有瀬字頭谷

９１１番１地先

神戸市西区伊川谷町有瀬字頭谷

９０９番４９地先

有瀬５２号線

神戸市北区山田町下谷上字澤４６
番１地先

神戸市北区山田町下谷上字澤３８
番地先

下谷上７号線

神戸市北区有野町二郎字小屋ケ
谷５９７番９地先

神戸市北区有野町二郎字中６６７
番２地先

二郎７号線

神戸市北区唐櫃台３丁目１３２８番
２地先

神戸市北区唐櫃台３丁目１３２８番
１地先

唐櫃団地３９号線

神戸市北区唐櫃台３丁目１３２８番
２地先

神戸市北区唐櫃台３丁目１３２８番
３地先

唐櫃団地４０号線

神戸市西区見津が丘５丁目５番

２地先

神戸市西区見津が丘５丁目５番

４地先

見津が丘２６号線

終　　　点起　　　点路線名



５５４１

３　変更する市道路線

―――――――――――――――――

神戸市告示第８９４号

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により，道路の区域を次のように変更

し，同条第２項の規定により，令和３年３月３１日からその供用を開始する。

　その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて，令和３年４月１３日まで一般の縦覧

に供する。

令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２

神戸市北区有野町有野字切畑

１０７８番地先

神戸市北区有野町有野字切畑

１０７７番１地先

有野町合併第１７７号線

神戸市北区有野町有野字切畑

１０７９番１地先

神戸市北区有野町有野字切畑

１０７６番地先

有野町合併第１７９号線

神戸市西区神出町小束野字入道

ノ鼻６０番１地先

神戸市西区神出町小束野字入道

ノ鼻６０番４地先

神出里１２６号線

神戸市西区神出町小束野字入道

ノ鼻６０番１地先

神戸市西区神出町小束野字入道

ノ鼻５１５番地先

神出里１２７号線

神戸市中央区宮本通７丁目３０１
番１地先

神戸市中央区宮本通７丁目３３０
番地先

葺合北１４号線

神戸市北区道場町生野字南山

１１７２番１地先

神戸市北区道場町生野字東山

１１７４番１地先

道場村第８３号線

神戸市北区道場町平田字イヤノ
川原１１３１番３地先

神戸市北区道場町平田字大日６７
番１地先

道場里１８５号線

神戸市垂水区名谷町字猿倉２４０
番１地先

神戸市垂水区名谷町字猿倉２３８
番１８地先

名谷９３号線

神戸市西区岩岡町岩岡字四ツ塚

２３２３番１地先

神戸市西区岩岡町岩岡字四ツ塚

２２７１番２地先

岩岡里２６０号線

神戸市西区岩岡町岩岡字四ツ塚

２３２３番１地先

神戸市西区岩岡町岩岡字四ツ塚

２２４１番２地先

岩岡第１４２号線

神戸市兵庫区松本通８丁目７番

地先

神戸市兵庫区会下山町３丁目９
番地先

湊西方面第２２７号線

終　　　点起　　　点
新旧

別
路線名

神戸市兵庫区湊川町１０丁目３８番
３地先

神戸市兵庫区湊川町１０丁目２３番
１２地先

新夢野第２７号線

神戸市兵庫区湊川町１０丁目３８番
２地先

神戸市兵庫区湊川町１０丁目２３番
１２地先

旧



　　令和３年３月３０日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第８９５号

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により，道路の区域を次のように変更

する。

　その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて，令和３年４月１３日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和３年３月３０日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２号 ５５４２

幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）

新旧

別　
区　　　間路線名

道路の

種類

最大 　１２．００

最小　　６．８０

２８３．００新神戸市北区道場町生野字コ

ヤケ尾１００９番５地先から

神戸市北区道場町生野字コ

ヤケ尾１００９番９地先まで

切畑道場線県道

最大　　６．８０

最小　　３．２０

２８３．００旧

幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）

新旧

別　
区　　　間路線名

道路の

種類

最大 　１７．５０

最小　　７．５０

１０６．８０新神戸市北区道場町生野字コ

ヤケ尾１００９番５４地先から

神戸市北区道場町生野字コ

ヤケ尾１００９番４４地先まで

切畑道場線県道

　　　１１．４０１１．００旧

最大 　１１．１０

最小　　４．２０

１７８．６０新神戸市北区道場町生野字コ

ヤケ尾１００９番４４地先から

神戸市北区道場町生野字コ

ヤケ尾１００９番１５地先まで

道場村第７５号

線

市道

最大　　２．５０

最小　　２．００

１４５．４０旧

最大 　１０．８０

最小　　４．２０

　　　２５８．００新神戸市北区道場町生野字コ

ヤケ尾１００９番４４地先から

神戸市北区道場町生野字コ

ヤケ尾１００７番７地先まで

道場村第８４号

線

　　　　２．００　　　１４５．６０旧



５５４３

神戸市告示第８９６号

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２０条第１項の規定に基づき，河川と道路との兼用工作物

の管理の方法について協議が成立したので，道路法第２０条第６項の規定により次のとおり告示

する。

　その関係図書は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて，令和３年４月１３日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和３年３月３０日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　道路の種類及び路線名

　　県道　切畑道場線

　　市道　道場村第７５号線，道場村第８４号線

２　道路の位置

　　神戸市北区道場町生野字コヤケ尾１００９番５６他

３　工作物の管理者の氏名及び住所

　　氏名　河川管理者　兵庫県神戸県民センター長

　　　　　（神戸土木事務所）城　友美子

　　住所　神戸市長田区浪松町３丁目２番５

４　管理者が行う兼用工作物の管理の内容

　　兼用工作物の新設，改築，維持，修繕及び災害復旧

５　管理の期間

　　令和３年３月３１日から道路の存続する日まで

  　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第８９７号

　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の４第１項の規定に基づき，指定緊急避難

場所を指定したので，同条第３項の規定に基づき，次のとおり告示する。

　　令和３年３月３０日

     神戸市長　久　元　喜　造

※「対象とする異常な現象の種類」の凡例

令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２

指定避

難所と

の重複

対象とする異常な現象の種類

住　　所施設・場所名 大規模

な火事
津波地震

崖崩れ，

土石流及

び地滑り

洪水

１１１
神戸市中央区北野町４

丁目１１番１９号
浄福寺

○１１
神戸市北区山田町藍那

字下の町７７番地の８

藍那小河地域福祉セ

ンター

○１１
神戸市西区学園西町８

丁目２番１号

兵庫県立大学（神戸

商科キャンパス）



　災害対策基本法では，政令で定める異常な現象の種類ごとに，指定緊急避難場所として指定

しなければならないと定められていることから，各指定緊急避難場所が対象とする異常な現象

の種類に「１」を記入している。

―――――――――――――――――

神戸市告示第８９８号  

　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の６第１項の規定に基づき，指定緊急避難

場所の指定を取り消したので，同条第２項の規定に基づき，次のとおり告示する。

　　令和３年３月３０日

     神戸市長　久　元　喜　造

※「対象とする異常な現象の種類」の凡例

　災害対策基本法では，政令で定める異常な現象の種類ごとに，指定緊急避難場所として指定

しなければならないと定められていることから，各指定緊急避難場所が対象とする異常な現象

の種類に「１」を記入している。

  　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第８９９号

　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の７第１項の規定に基づき，指定避難所を

指定したので，同条第２項において読み替える同法第４９条の４第３項の規定に基づき，次のと

おり告示する。

　　令和３年３月３０日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２号 ５５４４

指定避

難所と

の重複

対象とする異常な現象の種類

住　　所施設・場所名 大規模

な火事
津波地震

崖崩れ，

土石流及

び地滑り

洪水

〇１１
神戸市北区山田町藍那

字北ノ町１
藍那公民館

○１１

神戸市北区山田町下谷

上字中一里山９番地の

１０７

神戸鈴蘭台高等学校

○１１
神戸市北区有野台５丁

目２
有野東小学校

指定緊急避難場所

との重複
住　　　所施　設　名

○
神戸市北区山田町藍那字下の町７７番地

の８
藍那小河地域福祉センター

○神戸市西区学園西町８丁目２番１号
兵庫県立大学（神戸商科キャン
パス）



５５４５ 令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２

神戸市東灘区住吉本町３丁目７番４１号特別養護老人ホーム光明苑

神戸市東灘区北青木１丁目１番３号特別養護老人ホームおおぎの郷

神戸市東灘区向洋町中３丁目１番２号
特別養護老人ホーム協同の苑六

甲アイランド

神戸市東灘区向洋町中３丁目２番地６
特別養護老人ホーム協同の苑六

甲アイランドにじの家

神戸市東灘区住吉宮町３丁目４番１７号
特別養護老人ホームセ・ラ・ヴ
ィ

神戸市東灘区魚崎中町４丁目１０番５０号
特別養護老人ホームサンライフ
魚崎

神戸市東灘区西岡本２丁目２５番４－
１０１

特別養護老人ホームロングステ
ージＫＯＢＥ岡本

神戸市東灘区鴨子ヶ原２丁目１４番１７号
特別養護老人ホーム友愛苑・ケ
アハウスゆうあい

神戸市東灘区御影石町１丁目２番１８号
特別養護老人ホームロングステ
ージ御影

神戸市東灘区魚崎南町４丁目１３番１１号ケアハウスこすもぴあ

神戸市東灘区本庄町１丁目１０番２号特別養護老人ホーム甲南山手

神戸市東灘区森北町６丁目１番１号高齢者ケアセンター甲南

神戸市東灘区鴨子ヶ原３丁目１９番３０号特別養護老人ホームかもこの風

神戸市東灘区魚崎西町１丁目７番１４号
特別養護老人ホームうみのほし
ルルド

神戸市東灘区深江南町１丁目１番２０号
特別養護老人ホーム芦屋すみれ
園

神戸市東灘区魚崎南町３丁目７番１８号
介護老人保健施設アトレーユう
おざき

神戸市東灘区魚崎西町２丁目３番１９号
介護老人保健施設すばる魚崎の
郷

神戸市東灘区西岡本４丁目１７番地１協同の苑もとやま園

神戸市灘区鶴甲５丁目１番５０号
養護盲老人ホーム千山荘・ケア
ハウスきしろ長寿の里

神戸市灘区大石東町１丁目２番１号
特別養護老人ホームロングステ
ージ灘

神戸市灘区青谷町２丁目１番地９号
特別養護老人ホームブルーバレ
イ



令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２号 ５５４６

神戸市灘区摩耶海岸通２丁目３番９号
特別養護老人ホームハピータウ
ンＫＯＢＥ

神戸市灘区篠原北町３丁目１１番１５号特別養護老人ホームうみのほし

神戸市灘区篠原北町４丁目１８番１号
特別養護老人ホームうみのほし
長峰台

神戸市灘区大石南町２丁目４番２２号
特別養護老人ホームロングステ
ージＫＯＢＥ大石

神戸市灘区琵琶町２丁目１番２７号灘在宅福祉センター

神戸市灘区篠原伯母野山町３丁目９９６
番２７６

特別養護老人ホームまんてん六

甲の丘

神戸市灘区鶴甲１丁目４番２１号
特別養護老人ホーム陽だまりの
家きしろ

神戸市灘区大和町１丁目２番１号
介護老人保健施設ケアホームす
ばる

神戸市灘区鶴甲１丁目３番１０号介護老人保健施設すばる六甲

神戸市中央区生田町１丁目２番３２号特別養護老人ホームオリンピア

神戸市中央区脇浜海岸通３丁目２番６
号

特別養護老人ホームケアポート
神戸

神戸市中央区港島中町５丁目２番介護老人福祉施設ぽー愛

神戸市中央区下山手通７丁目１番１６号
特別養護老人ホーム山手さくら
苑

神戸市中央区中山手通４丁目１０番１０号すまいるデイサービスセンター

神戸市中央区磯辺通１丁目１番２８号神戸海岸特養ケアセンター

神戸市兵庫区夢野町４丁目３番１３号養護老人ホーム夢野老人ホーム

神戸市兵庫区菊水町１０丁目４０番地養護老人ホーム海光園

神戸市兵庫区駅南通５丁目１番２号
特別養護老人ホームモーツァル
ト兵庫駅前

神戸市兵庫区中道通６丁目１番３３号
特別養護老人ホームパーマリ
ィ・イン中道

神戸市兵庫区千鳥町３丁目５番１号
特別養護老人ホームパーマリ
ィ・イン千鳥山荘

神戸市兵庫区浜中町１丁目１６番１８号特別養護老人ホーム花みさき



５５４７ 令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２

神戸市兵庫区浜中町１丁目１７番１４号特別養護老人ホーム花みさきⅡ

神戸市兵庫区里山町１番４８号
特別養護老人ホーム高齢者ケア
センターひょうご・デイサービ
スセンターさとやま

神戸市兵庫区小松通５丁目１番１４号
高齢者総合福祉施設オリンピア
兵庫

神戸市兵庫区滝山町５１１番地
特別養護老人ホーム真愛たきや
まホ－ム

神戸市兵庫区菊水町１０丁目４０番地の１
特別養護老人ホーム海光園ミラ
ホーム・介護型ケアハウスイル
マーレ

神戸市兵庫区荒田町３丁目４７番１号
特別養護老人ホーム真愛あらた
ホーム

神戸市兵庫区滝山町７番２号
介護老人保健施設ドリームヒル
ズ滝山

神戸市北区鈴蘭台東町２丁目４番６号養護老人ホーム鈴蘭台荘

神戸市北区山田町小部字妙賀山１３番地

１７号
特別養護老人ホーム六甲の館

神戸市北区山田町小部字杉ノ木３番２
号

特別養護老人ホームさつき園

神戸市北区しあわせの村１番１０号
特別養護老人ホーム神港園しあ
わせの家

神戸市北区山田町東下野田南３０番地特別養護老人ホームつくし園

神戸市北区山田町小部字南山２番３５号特別養護老人ホーム梅香園

神戸市北区ひよどり北町３丁目２番地
特別養護老人ホームひよどりホ
ーム

神戸市北区長尾町上津４６６３番地の５特別養護老人ホーム愛寿園

神戸市北区藤原台中町５丁目１番２号特別養護老人ホームふじの里

神戸市北区八多町中６８１番地特別養護老人ホーム八多の里

神戸市北区山田町上谷上字ヤンゲン３
番地

特別養護老人ホーム大池サンホ
ーム

神戸市北区道場町塩田３０８０番地
特別養護老人ホームやすらぎの
里道場

神戸市北区山田町下谷上字梅木谷３９番
地の１１

ケアハウス南風



令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２号 ５５４８

神戸市北区松宮台１丁目３７番２号ケアハウスカトレア神戸

神戸市北区八多町中１３０６番地
小規模特別養護老人ホームほわ
いえ

神戸市北区藤原台南町３丁目１８番４号
特別養護老人ホームなでしこ神

戸

神戸市北区赤松台１丁目１番７７号
特別養護老人ホームやすらぎの
里神戸赤松台

神戸市北区西大池２丁目７番４１号特別養護老人ホーム駒どりの郷

神戸市北区山田町小部字惣六畑山８番

地の８８
特別養護老人ホーム恵風園

神戸市北区鈴蘭台北町１丁目２１番１０
介護老人福祉施設カトレア鈴蘭

台・ケアハウスカトレアすずら
ん台

神戸市北区鳴子３丁目１番１８号特別養護老人ホーム万寿の家

神戸市北区山田町小部字惣六畑山８番

地の１８
在宅サービス複合施設さくらホ
ーム

神戸市北区西大池１丁目３１番２８号介護老人保健施設あすなろ旭

神戸市北区淡河町淡河５７４介護老人保健施設うらら

神戸市北区緑町８丁目１２番１号
介護老人保健施設シルバーステ
イあじさい

神戸市北区有野町二郎字篭谷８９８番１０障害者支援施設二郎苑

神戸市北区しあわせの村１番１３号
障害者支援施設ワークホーム明

友

神戸市北区有野中町２丁目５番１９号障害児入所施設おかば学園

神戸市北区山田町下谷上字鷹の子９番

地
みのたに園

神戸市北区しあわせの村１番１２号ワークホーム緑友

神戸市北区しあわせの村１番１１号グリーンホーム平成

神戸市北区淡河町神田３８２番２７号障害者支援施設ヨゼフ寮

神戸市北区山田町藍那字瀬戸２番４ひふみ園



５５４９ 令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２

神戸市北区しあわせの村１番１５号障害者支援施設神戸明生園

神戸市北区若葉台１丁目１番６号障害者支援施設清心ホーム

神戸市長田区北町３丁目３番
特別養護老人ホーム長田ケアホ
ーム

神戸市長田区宮丘町１丁目３番１１号
高齢者ケアセンターながたサテ
ライト宮丘

神戸市長田区鹿松町２丁目９番地４３
特別養護老人ホーム長田すみれ
園

神戸市長田区東尻池町７丁目４番２１号
特別養護老人ホーム故郷の家・

神戸

神戸市長田区三番町１丁目４番１号ふれあいホーム

神戸市長田区二葉町５丁目１番１号

１０１
特別養護老人ホームふたば

神戸市長田区丸山町２丁目３番１７号神戸市立ケアハウス松寿園

神戸市長田区雲雀ヶ丘１丁目１４番１号ケアハウス丸山の郷

神戸市長田区腕塚町２丁目１番２８号長田在宅福祉センター

神戸市長田区大丸町１丁目５番１号
特別養護老人ホーム神戸まどか
園

神戸市長田区大日丘町３丁目２番１号介護老人保健施設サニーヒル

神戸市長田区細田町５丁目２番６号くすのき会たまも園

神戸市長田区細田町６丁目１番１号ワークステーション細田

神戸市長田区重池町２丁目３番１号みらい　おもいけ園

神戸市須磨区養老町１丁目８番３０号神戸市立和光園

神戸市須磨区友が丘３丁目１２６番地
特別養護老人ホーム友が丘ＹＵ

ＡＩ

神戸市須磨区妙法寺字野路山１０５３特別養護老人ホーム愛の園

神戸市須磨区離宮西町２丁目２番３号
特別養護老人ホーム離宮しあわ
せ荘

神戸市須磨区白川台１丁目３５番３号
特別養護老人ホーム神港園サニ
ーライフ白川



令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２号 ５５５０

神戸市須磨区松風町４丁目２番２６号
特別養護老人ホームあいハート
須磨

神戸市須磨区一ノ谷町３丁目３番２１号特別養護老人ホーム須磨浦の里

神戸市須磨区神の谷５丁目２番２号特別養護老人ホーム宙カミーノ

神戸市須磨区外浜町３丁目３番１８号
特別養護老人ホーム須磨シニア
コミュニティ

神戸市須磨区車字菅ノ池１３５１番地１４
特別養護老人ホームＫＯＢＥ須

磨きらくえん

神戸市須磨区白川台３丁目６３番１号ショートステイやまもも

神戸市須磨区一ノ谷町３丁目３番１６号ケアハウス須磨浦の里みち

神戸市須磨区若草町３丁目６２２番地１１
介護老人保健施設オラージュ須

磨

神戸市須磨区妙法寺字荒打３０８番地の
１

介護老人保健施設コスモス苑

神戸市須磨区妙法寺字樫原２番１介護老人保健施設すま松の郷

神戸市須磨区須磨本町１丁目１番６号ホーリーツリー西部

神戸市須磨区友が丘１丁目１番地神戸愛生園

神戸市須磨区友が丘１丁目１番地神戸聖生園

神戸市垂水区名谷町字猿倉２７３番地の
７

特別養護老人ホームオービーホ
ーム

神戸市垂水区桃山台５丁目１１３９番地３
特別養護老人ホーム桃山台ホー
ム

神戸市垂水区本多聞７丁目２番２号
特別養護老人ホーム本多聞ケア
ホーム

神戸市垂水区星陵台４丁目４番４３号
特別養護老人ホームファボール
星陵

神戸市垂水区泉が丘５丁目８番３４号
サテライト型特別養護老人ホー
ムファボール泉が丘

神戸市垂水区塩屋町６丁目３８番地８号特別養護老人ホームふるさと

神戸市垂水区舞子台７丁目２番１号介護老人福祉施設舞子台ホーム

神戸市垂水区名谷町大谷１９０５番地の１
特別養護老人ホームメープルホ
ーム



５５５１ 令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２

神戸市垂水区塩屋町４丁目２５番１１号
特別養護老人ホーム塩屋さくら
苑

神戸市垂水区西舞子６丁目１番１３号
特別養護老人ホーム舞子すみれ
園

神戸市垂水区塩屋町６丁目３２番地４８号ケアハウスふるさと

神戸市垂水区南多聞台４丁目４番５０号多夢の森デイサービスセンター

神戸市垂水区五色山７丁目１２番３８号
さん舞子神港園・特別養護老人

ホームさん舞子神港園いこいの
家

神戸市垂水区名谷町１５４７番地１ケアハウスまんてん垂水

神戸市垂水区平磯１丁目２番５号垂水在宅福祉センター

神戸市垂水区福田５丁目２番２１号特別養護老人ホーム向陽荘

神戸市垂水区名谷町１９４１番１
小規模特別養護老人ホーム花の
森

神戸市垂水区舞子台４丁目９番１１号
特別養護老人ホームオレンジ神

戸

神戸市垂水区高丸６丁目７番２号神戸垂水ちどり

神戸市垂水区上高丸３丁目７番２２号
特別養護老人ホームオービーホ
ーム高丸

神戸市垂水区南多聞台８丁目２３番１５号神戸光生園

神戸市西区櫨谷町長谷１３番１号

養護老人ホーム大慈吉祥園・特

別養護老人ホーム大慈弥勒園・

大慈デイサービスセンター

神戸市西区神出町東１１８８番地３４５号

養護老人ホーム神港園・特別養

護老人ホーム神港園シルビアホ
ーム・神港園シルビアデイサー
ビスセンター

神戸市西区平野町常本３０９番５号特別養護老人ホーム透鹿園

神戸市西区神出町小束野５８番地の９２特別養護老人ホーム萬寿園

神戸市西区伊川谷町長坂８００番地特別養護老人ホーム永栄園

神戸市西区神出町南字谷畑３６８番地１１９
特別養護老人ホーム神出シニア
コミュニティ



令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２号 ５５５２

神戸市西区平野町慶明字花岡７７特別養護老人ホーム花園ホーム

神戸市西区神出町宝勢７７４番地の３９
特別養護老人ホームサンビラこ
うべ

神戸市西区岩岡町岩岡６５６番地の２特別養護老人ホーム岩岡の郷

神戸市西区岩岡町古郷２８８８番地特別養護老人ホーム西神の里

神戸市西区春日台７丁目４５番２号
特別養護老人ホームパーマリ
ィ・イン西神春日台

神戸市西区玉津町上池３１５番地１０号
特別養護老人ホームオリンピア
神戸西

神戸市西区玉津町今津３６４番地６１特別養護老人ホーム大慈智音園

神戸市西区神出町小束野５８番地９１
軽費老人ホームケアハウスかん
で

神戸市西区平野町印路８８７番地８号
特別養護老人ホームサンホーム
神戸西

神戸市西区伊川谷町潤和１４４７番地の１特別養護老人ホーム三芳苑

神戸市西区月が丘１丁目６３４番地１４
地域密着型特別養護老人ホーム
フェニックス月が丘ケアセンター

神戸市西区前開南町２丁目１番１２号特別養護老人ホームときわ

神戸市西区月が丘１丁目４１番１２号
特別養護老人ホーム櫻ホーム西

神

神戸市西区伊川谷町有瀬５５６の６番地ケアハウスシェ・モア

神戸市西区神出町東１１８８番地７０号神港園あんすこハウス神出

神戸市西区伊川谷町有瀬字屋敷前１４３２
番地１

介護老人保健施設ハーベスピア

神戸市西区伊川谷町潤和２番地の２障害者支援施設リバティ神戸

神戸市西区井吹台北町５丁目２番地神戸市立さざんか療護園

神戸市西区神出町南６１９番地
あさぎりの里・さわらび学園・

ゼノの村

神戸市西区春日台５丁目１番地２新緑の家

神戸市西区玉津町水谷字セリ合４００番
地の７

玉津むつみの家・とこはの家



５５５３

―――――――――――――――――

 

神戸市告示第９００号

　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の７第２項において読み替える同法第４９条

の６第１項の規定に基づき，指定避難所の指定を取り消したので，同条第２項の規定に基づき，

次のとおり告示する。

　　令和３年３月３０日

     神戸市長　久　元　喜　造

  公     告  

神戸市公告第１３４１号

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１９条第１項の規定により次の都市計画を決定したの

で，同法第２０条第２項の規定により同法第１４条第１項に規定する総括図，計画図及び計画書を

神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号神戸市都市局都市計画課において公衆の縦覧に供します。

　　令和３年３月１６日

　     神戸市長　久　元　喜　造　

１　都市計画の種類

　　神戸国際港都建設計画土地区画整理事業

２　都市計画の名称

　　鈴蘭台駅北地区土地区画整理事業

　

―――――――――――――――――

令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２

神戸市西区神出町宝勢字辻堂西８５８番
地１号

あゆみの里

神戸市西区櫨谷町友清字南谷１３０番１西神ファーム

神戸市西区神出町宝勢字辻堂西８５９番
１

なごみの里

指定緊急避難場所

との重複
住　　　　　所施　　設　　名

○神戸市北区山田町藍那字北ノ町１藍那公民館

○
神戸市北区山田町下谷上字中一里山９
番地の１０７

神戸鈴蘭台高等学校

○神戸市北区有野台５丁目２有野東小学校



神戸市公告第１３４２号

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の規

定により次の都市計画を変更したので，同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第２項

の規定により同法第１４条第１項に規定する総括図，計画図及び計画書を神戸市中央区浜辺通２

丁目１番３０号神戸市都市局都市計画課において公衆の縦覧に供します。

　　令和３年３月１６日

　     神戸市長　久　元　喜　造　

１　都市計画の種類

　　神戸国際港都建設計画公園

２　都市計画の名称

　　２．２．２４６号鈴蘭台北町北公園

　　２．２．３５０号鈴蘭台北町１丁目公園

―――――――――――――――――

神戸市公告第１３４３号

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の規

定により次の都市計画を変更したので，同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第２項

の規定により同法第１４条第１項に規定する総括図，計画図及び計画書を神戸市中央区浜辺通２

丁目１番３０号神戸市都市局都市計画課において公衆の縦覧に供します。

　　令和３年３月１６日

　     神戸市長　久　元　喜　造　

１　都市計画の種類

　　神戸国際港都建設計画道路

２　都市計画の名称

　　８．７．２５号三宮駅地下線

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第１３６５号

　都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第４６条第１項に基づき都市再生整備計画を作成

したので，同法第４６条第２８項の規定により都市再生整備計画（下記に示す地区）を神戸市中央

区浜辺通２丁目１番３０号　三宮国際ビル６階　神戸市都市局指導課において公衆の縦覧に供し

ます。

　　令和３年３月３０日

　　　　   神戸市　　　　　　　　　　　　　　

　    代表者　神戸市長　久　元　喜　造　

記

神戸都心・ウォーターフロント地区（第２期）（第２回変更）

令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２号 ５５５４



５５５５

―――――――――――――――――

神戸市公告第１３６６号

　都市公園を設置するので，神戸市都市公園条例（昭和３３年３月条例第５４号）第３条の規定に

より，次のとおり公告します。

　　令和３年３月３０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　設置する都市公園

　⑴　名称，位置及び区域

　⑵　供用開始の年月日

　　　令和３年３月３０日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１３６７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３年３月３０日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　随意契約に係る特定役務の名称

　　港島クリーンセンター計量等業務

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

　　神戸市環境局施設課

　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号　三宮プラザＥＡＳＴ２階

４　随意契約を相手側に決定した日

　　令和３年１月２９日

５　随意契約の相手側の氏名及び住所

　　神戸市生活環境事業協同組合

　　　理事長　藤定孝光

　　　神戸市兵庫区遠矢浜町五番八号

６　随意契約に係る契約金額

　　３３，０００，０００円（単年度税抜）

令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２

区　　　域位　　　置名　　称

神戸市建設局公園部管理課

備付けの図面のとおり

北区ひよどり台南町三丁目

北区ひよどり台南町三丁目

ひよどり台南町西公園

ひよどり台南町展望公園



７　履行期間

　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

８　契約の相手方を決定した手続き

　　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側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側としました。

９　随意契約による理由

　　再度の入札に付し落札者がなかったため。

１０　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１２月８日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１３６８号

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４８条第６項ただし書の規定による許可の申請に関し，

同条第１５項の規定により次のとおり公開による意見の聴取を行うので，利害関係者で意見のあ

る人は御参集ください。

　　令和３年３月３０日

（特定行政庁）神戸市長　久　元　喜　造　

１　許可しようとする建築物の建築の計画

　⑴　申請者の住所及び氏名（法人にあっては，名称及び代表者名）

　　　神戸市北区鈴蘭台西町４丁目９番１５号

　　　　株式会社川上ビル　代表取締役　川上　欣一

　　　尼崎市名神町１丁目１８番２５号

　　　　ネッツトヨタ神戸株式会社　代表取締役会長　四宮　慶太郎

　⑵　建築物の敷地の所在

　　　神戸市北区山田町小部字北ノ谷４３－３，４３－４，４３－５，４３－６，

　　　　　　　　　　　　　字峠谷２８－７，２８－８，２８－９，２８－１０，２８－１１

　⑶　建築物の用途

　　　物品販売業を営む店舗（自動車販売店舗）及び自動車修理工場

　⑷　工事の種別

　　　新築

　⑸　建築物の構造及び規模

　　ア）構造

 鉄骨造

　　イ）規模

 

令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２号 ５５５６

２，２７１．３５ 平方ﾒｰﾄﾙ　敷地面積

９４５．６５ 平方ﾒｰﾄﾙ　建築面積

１，１３７．０３ 平方ﾒｰﾄﾙ　

（自動車修理工場１９３．７３ 平方ﾒｰﾄﾙ）

延べ面積

（許可対象床面積）

地上２階階　　数



５５５７

２　意見の聴取の期日及び場所

　⑴　期日

　　　令和３年４月７日（水）午前１０時から

　⑵　場所

　　　神戸市北区泉台３丁目１３－１　泉台地域福祉センター

３　連絡先

　　神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課　電話０７８－５９５－６５５４

４　その他

　　当日は午前９時４５分から会場にて受付を行います。

　　会場では感染症対策にご協力をお願いします。

　　御参集の方は，マスクの着用をお願いします。

　　当日，発熱のある方や，体調に違和感がある方は，御参集をお控えください。

　　御参集に不安のある方は，事前に，上記連絡先までお問い合わせ願います。

―――――――――――――――――

神戸市公告第１３６９号

　都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第４６条第１項に基づき都市再生整備計画を作成

したので，同法第４６条第２８項の規定により都市再生整備計画（下記に示す地区）を神戸市中央

区浜辺通２丁目１番３０号　三宮国際ビル６階　神戸市都市局指導課において公衆の縦覧に供し

ます。

　　令和３年３月３０日

　　　　   神戸市　　　　　　　　　　　　　　

　    代表者　神戸市長　久　元　喜　造　

記

  神戸ハーバーランド地区（第２期）（第４回変更）

  神戸西神中央地区

  神戸垂水地区

  神戸・神鉄沿線地区

  水  道  局  

神戸市水道告示第２３号

　神戸市指定給水装置工事事業者規程（平成１０年３月水道管理規程第１０号）第５条の規定によ

り次のとおり神戸市指定給水装置工事事業者を指定したので，同規程第１０条の規定により告示

する。

　　令和３年３月３０日

令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２



神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１３６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条及び神戸市水道局契約規程（昭和３９年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）

第２１条の１４の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年３月３０日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市水道局センター５施設および北野会館電気調達

２　数量

　　１，３１７，４０８キロワットアワー

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市水道局経営企画課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

５　落札者を決定した日

　　令和３年１月２０日

６　落札者の氏名及び住所

　　九電みらいエナジー株式会社

　　　　代表取締役　水町　豊

　　福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目４番８号　小学館ビル３階

７　落札金額

　　１７，０８１，６２２円

８　契約の相手方を決定した手続

　　規程第９条の規定により定めた予定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。

９　規程第２１条の７第１項において読み替える規程第６条の規定による公告を行った日

　　令和２年１１月１８日

令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２号 ５５５８

指定年月日

事　　　業　　　所事　　　業　　　者

所　在　地名　　称代表者所　在　地氏名又は名称

令和３年

３月３１日
大阪府大阪市鶴見区緑２－１－１２

ａ１技研株式会

社

代表取締役　

栃木　博人
大阪府大阪市鶴見区緑２－１－１２

ａ１技研株式会

社

令和３年

３月３１日
大阪府四条畷市砂二丁目１７番１０号

百進建設株式会

社

代表取締役　

新谷　味希
大阪府四条畷市砂二丁目１７番１０号

百進建設株式会

社



５５５９

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１３７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条及び神戸市水道局契約規程（昭和３９年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）

第２１条の１４の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年３月３０日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市水道局奥平野浄水場他１２施設電気調達

２　数量

　　１４，５５８，２６２キロワットアワー

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市水道局経営企画課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

５　落札者を決定した日

　　令和３年１月２０日

６　落札者の氏名及び住所

　　九電みらいエナジー株式会社

　　　　代表取締役　水町　豊

　　福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目４番８号　小学館ビル３階

７　落札金額

　　１８１，０６１，４１２円

８　契約の相手方を決定した手続

　　規程第９条の規定により定めた予定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。

９　規程第２１条の７第１項において読み替える規程第６条の規定による公告を行った日

　　令和２年１１月１８日

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１３８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条及び神戸市水道局契約規程（昭和３９年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）

第２１条の１４の規定により，次のとおり公告します。

令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２



　　令和３年３月３０日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市水道局逢山峡ポンプ場他２施設電気調達

２　数量

　　２，６４３，２５６キロワットアワー

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市水道局経営企画課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

５　落札者を決定した日

　　令和３年１月２０日

６　落札者の氏名及び住所

　　九電みらいエナジー株式会社

　　　　代表取締役　水町　豊

　　福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目４番８号　小学館ビル３階

７　落札金額

　　３６，７１４，５２６円

８　契約の相手方を決定した手続

　　規程第９条の規定により定めた予定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。

９　規程第２１条の７第１項において読み替える規程第６条の規定による公告を行った日

　　令和２年１１月１８日

―――――――――――――――――

　

神戸市水道公告第１３９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条及び神戸市水道局契約規程（昭和３９年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）

第２１条の１４の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年３月３０日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市水道局千苅浄水場電気調達

２　数量

　　１５，５８０，０００キロワットアワー

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２号 ５５６０



５５６１

　　神戸市水道局経営企画課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

５　落札者を決定した日

　　令和３年１月２０日

６　落札者の氏名及び住所

　　九電みらいエナジー株式会社

　　　　代表取締役　水町　豊

　　福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目４番８号　小学館ビル３階

７　落札金額

　　１６１，１９１，８５２円

８　契約の相手方を決定した手続

　　規程第９条の規定により定めた予定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。

９　規程第２１条の７第１項において読み替える規程第６条の規定による公告を行った日

　　令和２年１１月１８日

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１４０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条及び神戸市水道局契約規程（昭和３９年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）

第２１条の１４の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年３月３０日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市水道局烏原ポンプ場電気調達

２　数量

　　２０，５０４，０００キロワットアワー

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市水道局経営企画課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

５　落札者を決定した日

　　令和３年１月２０日

令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２



６　落札者の氏名及び住所

　　九電みらいエナジー株式会社

　　　　代表取締役　水町　豊

　　福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目４番８号　小学館ビル３階

７　落札金額

　　２４２，８４６，１１２円

８　契約の相手方を決定した手続

　　規程第９条の規定により定めた予定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。

９　規程第２１条の７第１項において読み替える規程第６条の規定による公告を行った日

　　令和２年１１月１８日

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１４１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条及び神戸市水道局契約規程（昭和３９年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）

第２１条の１４の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年３月３０日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市水道局奥畑ポンプ場電気調達

２　数量

　　１１，２２６，０００キロワットアワー

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市水道局経営企画課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

５　落札者を決定した日

　　令和３年１月２０日

６　落札者の氏名及び住所

　　中部電力ミライズ株式会社

　　　　代表取締役社長　社長執行役員　大谷　真哉

　　愛知県名古屋市東区東新町１番地

７　落札金額

　　１３７，４９７，８８８円

８　契約の相手方を決定した手続

令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２号 ５５６２



５５６３

　　規程第９条の規定により定めた予定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。

９　規程第２１条の７第１項において読み替える規程第６条の規定による公告を行った日

　　令和２年１１月１８日

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１４２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条及び神戸市水道局契約規程（昭和３９年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）

第２１条の１４の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年３月３０日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市水道局丸山ポンプ場電気調達

２　数量

　　６，３３８，０００キロワットアワー

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市水道局経営企画課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

５　落札者を決定した日

　　令和３年１月２０日

６　落札者の氏名及び住所

　　株式会社ホープ

　　　　代表取締役　時津　孝康

　　福岡県福岡市中央区薬院１－１４－５　ＭＧ薬院ビル

７　落札金額

　　７６，３７３，８３２円

８　契約の相手方を決定した手続

　　規程第９条の規定により定めた予定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。

９　規程第２１条の７第１項において読み替える規程第６条の規定による公告を行った日

　　令和２年１１月１８日

―――――――――――――――――

令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２



神戸市水道公告第１４３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条及び神戸市水道局契約規程（昭和３９年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）

第２１条の１４の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年３月３０日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市水道局名谷ポンプ場電気調達

２　数量

　　１０，１７０，０００キロワットアワー

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市水道局経営企画課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

５　落札者を決定した日

　　令和３年１月２０日

６　落札者の氏名及び住所

　　株式会社ホープ

　　　　代表取締役　時津　孝康

　　福岡県福岡市中央区薬院１－１４－５　ＭＧ薬院ビル

７　落札金額

　　１０５，２６０，７４０円

８　契約の相手方を決定した手続

　　規程第９条の規定により定めた予定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。

９　規程第２１条の７第１項において読み替える規程第６条の規定による公告を行った日

　　令和２年１１月１８日

  交  通  局  

　神戸市交通局ＩＣ証票乗車券取扱規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程をここに

公布する。

　　令和３年３月１５日

　　　　神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸　

神戸市交通管理規程第１９号

令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２号 ５５６４



５５６５

　　　神戸市交通局ＩＣ証票乗車券取扱規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程

第１条　神戸市交通局ＩＣ証票乗車券取扱規程の一部を改正する規程（平成２０年８月交規程第

　１２号）の一部を次のように改正する。

　　次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第２号にお

　いて「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下

　第１号及び第３号において「改正後部分」という。）については，次のとおりとする。

　　⑴　改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは，当該改正部分を当該

　　　改正後部分に改める。

　　⑵　改正部分のみ存在するときは，当該改正部分を削る。

　　⑶　改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。

　　　附　則

　この規程は，令和３年３月１６日から施行する。

  人 事 委 員 会  

　神戸市職員の勤務時間，休暇等に関する条例の施行規則の一部を改正する規則をここに公布

する。

　　令和３年３月１５日

神戸市人事委員会　　　　

委員長　芝　原　貴　文　

神戸市人事委員会規則第１９号

　　　神戸市職員の勤務時間，休暇等に関する条例の施行規則の一部を改正する規則

　神戸市職員の勤務時間，休暇等に関する条例の施行規則（平成６年１２月人委規則第７号）の

一部を次のように改正する。

令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２

改正前改正後

　　附　則（平成２０年８月２９日交規程第１２ 

　　号）抄

　（施行期日）

１　この規程は，平成２０年９月１日から施行

　する。ただし，第１条中神戸市交通局ＩＣ

　証票乗車券取扱規程第４条及び第８条第１

　項の乗合自動車における乗車処理に係る改

　正規定は，普通区においては，管理者の定

　める日から，第３条は，平成２０年９月１６日

　から施行する。

　（経過措置）

２　［略］

　　附　則（平成２０年８月２９日交規程第１２ 

　　号）抄

　（施行期日）

１　この規程は，平成２０年９月１日から施行

　する。ただし，第１条中神戸市交通局ＩＣ

　証票乗車券取扱規程第４条及び第８条第１

　項の乗合自動車における乗車処理に係る改

　正規定は，普通区においては，令和３年３

　月１６日から，第３条は，平成２０年９月１６日

　から施行する。

　（経過措置）

２　［略］



　　次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第２号にお

　いて「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下

　第１号及び第３号において「改正後部分」という。）については，次のとおりとする。

　　⑴　改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは，当該改正部分を当該

　　　改正後部分に改める。

　　⑵　改正部分のみ存在するときは，当該改正部分を削る。

　　⑶　改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。

　　　附　則　

　この規則は，令和３年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　神戸市職員の初任給，昇給等の基準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３年３月１５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市人事委員会　

委員長　芝　原　貴　文　

神戸市人事委員会規則第２０号

　　　神戸市職員の初任給，昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則

　神戸市職員の初任給，昇給等の基準に関する規則（平成１３年３月人委規則第８号）の一部を

次のように改正する。

　　次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第２号にお

　いて「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下

　第１号及び第３号において「改正後部分」という。）については，次のとおりとする。

　　⑴　改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは，当該改正部分を当該

　　　改正後部分に改める。

　　⑵　改正部分のみ存在するときは，当該改正部分を削る。

　　⑶　改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。
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改正前改正後

　（週休日の振替等）

第７条　条例第４条及び第９条の人事委員会

　規則で定める期間は，当該勤務することを

　命ずる必要がある日を起算日とする４週間

　前の日から当該勤務することを命ずる必要

　がある日を起算日とする４週間後の日まで

　の期間とする。

　（週休日の振替等）

第７条　条例第４条及び第９条の人事委員会

　規則で定める期間は，当該勤務することを

　命ずる必要がある日を起算日とする４週間

　前の日から当該勤務することを命ずる必要

　がある日を起算日とする４週間後の日まで

　の期間とする。ただし，神戸市職員の給与

　等に関する条例（昭和２６年３月条例第８ 

　号）第３条第１項第３号に規定する教育職

　給料表の適用を受ける職員にあっては，教

　育委員会規則で別に定める。
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改正前改正後

（定義）

第２条　この規則において，次の各号に掲げ

　る用語の意義は，当該各号に定めるところ

　による。

　⑴～⑹　［略］

　⑺　経験年数　職員が職員として同種の職

　　務に在職した年数（第６条の規定により

　　その年数に換算された年数を含む。）を

　　いう。

　（経験年数を有する者の給料月額）

第６条　新たに職員となった者のうち，その

　者の学歴免許等の資格を取得した以後の期

　間の中で別表第３に定める経験年数換算表

　（以下「経験年数換算表」という。）の適

　用を受ける期間を有する者の号給は，第３

　条第１項の規定による号給（前条の規定の

　適用を受ける者にあっては，同条の規定に

　よる号給）の号数に，経験年数換算表に定

　めるところにより当該期間を換算した年数

　に４を乗じて得た数を加えて得た数を号数

　とする号給とすることができる。

２　社会人を対象として実施する採用試験又

　は選考により新たに職員となった者（以下

　「社会人採用の職員」という。）のうち，

　行政職給料表の適用を受ける職員に対する

　前項の規定の適用については，同項中「当

　該期間を換算した年数」とあるのは「当該

　期間を換算した年数から３を減じた年数」

　とする。

３　前２項に基づく経験年数換算の際に１年

　未満の端数がある場合は，３月以上６月未

　満のときは１号給，６月以上９月未満のと

　きは２号給，９月以上のときは３号給とし

　（定義）

第２条　この規則において，次の各号に掲げ

　る用語の意義は，当該各号に定めるところ

　による。

　⑴～⑹　［略］

　⑺　経験年数　新たに職員となった者が学

　　歴免許等の資格を取得した以後の期間を

　　第６条の規定により換算した年数をいう。

　（経験年数を有する者の給料月額）

第６条　新たに職員となった者のうち，その

　者の学歴免許等の資格を取得した以後の期

　間の中で別表第３に定める経験年数換算表

　（以下「経験年数換算表」という。）の適

　用を受ける期間を有する者の号給は，第３

　条第１項の規定による号給（前条の規定の

　適用を受ける者にあっては，同条の規定に

　よる号給）の号数に，経験年数換算表に定

　めるところにより当該期間を換算した経験

　年数の月数を１２月（その者の経験年数のう

　ち５年を超える経験年数（別表第３におい

　て換算率が１００／１００と規定されている期間

　による経験年数を除く。）の月数にあつて

　は，１８月）で除した数に４を乗じて得た数

　を加えて得た数を号数とする号給とするこ

　とができる。

２　社会人を対象として実施する採用試験又

　は選考により新たに職員となった者（以下

　「社会人採用の職員」という。）のうち，

　行政職給料表の適用を受ける職員に対する

　前項の規定の適用については，同項中「当

　該期間を換算した経験年数の月数」とある

　のは「当該期間を換算した経験年数の月数

　から３６を減じた月数」とする。

３　前２項の規定により経験年数の月数を１２

　月又は１８月で除した際に１２月又は１８月未満

　の端数となる月数がある場合は，前２項の

　規定により得られた号給の号数に，次の各
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　て加算する。

４　経験年数換算表により換算した後の初任

　給が，在職者と比較して均衡を失する等特

　別の必要がある場合は，８号給上位又は８

　号給下位の範囲内で調整することができる。

５　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，第１項及び第２項の規定にかかわらず，

　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，経験年数の取扱い

　については，あらかじめ人事委員会の承認

　を得て任命権者が定める。

　（人事交流等により異動した場合の給料月

　額）

第７条　次の各号に掲げる者から人事交流等

　により引き続いて職員となった者の給料月

　額について，前条の規定による場合には著

　しく部内の他の職員との均衡を失すると認

　められるときは，同条の規定にかかわらず，

　あらかじめ人事委員会の承認を得てその者

　の給料月額を決定することができる。

⑴　給料表の適用を受けない市の職員

　号に掲げる場合に応じ各表の端数となる月

　数欄に応じた号数欄の数を加えた数を号数

　とする号給とする。

　⑴　１２月で除した場合

　⑵　１８月で除した場合

４　第１項から前項までの規定による初任給

　が，在職者と比較して均衡を失する等特別

　の必要がある場合は，８号給上位又は８号

　給下位の範囲内で調整することができる。

５　新たにフルタイム会計年度任用職員とな

　った者のうち，経歴を有する者の号給は，

　第１項及び第２項の規定にかかわらず，あ

　らかじめ人事委員会の承認を得て任命権者

　が定めるところによりその経歴に応じて調

　整することができる。

　（人事交流等により異動した場合の給料月

　額）

第７条　次の各号に掲げる者から人事交流等

　により引き続いて職員となった者の給料月

　額について，第３条から第６条までの規定

　による場合には著しく部内の他の職員との

　均衡を失すると認められるときは，これら

　の規定にかかわらず，あらかじめ人事委員

　会の承認を得てその者の給料月額を決定す

　ることができる。

　⑴　給料表の適用を受けない市の職員

号数端数となる月数

０３月未満

１３月以上６月未満

２６月以上９月未満

３９月以上

号数端数となる月数

０５月未満

１５月以上９月未満

２９月以上１４月未満

３１４月以上



５５６９ 令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２

⑵　他の地方公共団体の職員

　⑶　国家公務員

　⑷　人事委員会が前３号に掲げる者に準ず

　　ると認める者

　（初任給基準を異にする異動）

第１１条　職員を一の職から給料表の適用を異

　にすることなく，初任給基準表又は第３条

　第４項に定める表に異なる初任給の定めが

　ある他の職に異動させる場合におけるその

　者の属する職務の級及び給料月額は，あら

　かじめ人事委員会の承認を得て決定するも

　のとする。

　（給料表の適用を異にする異動）

第１２条　前条の規定は，職員を一の職から給

　料表の適用を異にして，他の職に異動させ

　る場合におけるその者の職務の級及び給料

　月額を決定する場合に準用する。

別表第３　経験年数換算表（第６条関係）

　⑵　他の地方公共団体の職員

　⑶　国家公務員

　⑷　人事委員会が前３号に掲げる者に準ず

　　ると認める者

　（初任給基準を異にする異動）

第１１条　職員を一の職から給料表の適用を異

　にすることなく，初任給基準表又は第３条

　第４項に定める表に異なる初任給の定めが

　ある他の職に異動させる場合におけるその

　者の給料月額は，あらかじめ人事委員会の

　承認を得て決定するものとする。

　（給料表の適用を異にする異動）

第１２条　前条の規定は，職員を一の職から給

　料表の適用を異にして，他の職に異動させ

　る場合におけるその者の給料月額を決定す

　る場合に準用する。

　別表第３　経験年数換算表（第６条関係）

換算率経　　歴

１００／１００職員の職務と同

種・類似の業務ま

たは職員としての

職務にその経験が

直接役立つと認め

られる職務に従事

した期間

国家・地

方公務員

又は民間

企業等の

職員とし

ての在職

期間

８０／１００その他の期間のう

ち，任命権者が認

める期間

１００／１００正規の修学年数内

の経歴（課程を修

了した経歴に限

る）

学校又は

学校に準

ずる教育

機関にお

ける在学

期間

６０／１００その他の期間のう

ち，任命権者が認

める期間

２５／１００その他の期間

換算率経　　歴

１００／１００同種かつ正規の在学期間

１００／１００神戸市における正規職員とし

ての同種の経歴

７５／１００神戸市以外の同種の経歴

７５／１００神戸市における正規職員とし

ての異種の経歴

６０／１００神戸市以外の異種の経歴

２５／１００その他の期間



　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は，令和３年４月１日から施行する。

　（適用期間の経過措置）

２　改正後規則第６条による経験年数及び号給の換算は，令和３年４月１日以降の期間に適用

　し，それ以前の期間については従前の例による。

  教 育 委 員 会  

　神戸市立学校における学校運営協議会の設置等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３年３月１５日

神戸市教育委員会　　　　

教育長　長　田　　　淳　

神戸市教育委員会規則第１０号

　　　神戸市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の一部を改正する規則

　神戸市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則（平成３０年３月教育委員会規則

第１３号）の一部を次のように改正する。

　次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線の表示部分（以下第１号及び第２号において「改正

部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線の表示部分（以下第１号及び第３号にお

いて「改正後部分」という。）については，次のとおりとする。

　⑴　改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは，当該改正部分を当該改
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備考

１　「神戸市以外の同種の経歴」及び「神戸

　市における正規職員としての異種の経歴」

　を有する者を新たに採用する場合に，採用

　前５年以内については，換算率を「８０／

　１００」と読み替えるものとする。

２　医師，歯科医師を新たに職員として採用

　する場合に，「神戸市以外の同種の経歴」

　がある場合の換算率は「１００／１００」と読み

　替える。ただし，免許取得から１０年経過後

　は，換算率は「８０／１００」と読み替えるも

　のとする。

３　教育職給料表⑵，教育職給料表⑶，教育

　職給料表⑷又は教育職給料表⑸が適用され

　る職員については別の規定による。

備考

　　教育職給料表⑵，教育職給料表⑶，教育

　職給料表⑷又は教育職給料表⑸が適用され

　る職員については別の規定による。



５５７１

　　正後部分に改める。

　⑵　改正部分のみ存在するときは，当該改正部分を削る。

　⑶　改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。
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改正前改正後

　（目的）

第１条　この規則は，地方教育行政の組織及

　び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

　号）第４７条の６の規定に基づき設置する学

　校運営協議会（以下「協議会」という。）

　に関し，必要な事項を定めるものとする。

　（趣旨）

第２条　協議会は，学校運営及び当該運営へ

　の必要な支援に関して協議する機関として，

　神戸市教育委員会（以下「教育委員会」と

　いう。）及び校長（園長を含む。以下同

　じ。）の権限と責任の下，保護者及び地域

　住民等の学校運営への参画や，保護者及び

　地域住民等による学校運営への支援・協力

　を促進することにより，学校と保護者及び

　地域住民等との間の信頼関係を深め，学校

　運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組

　むものとする。

　（設置）

第３条　教育委員会は，前条の趣旨が達成で

　きると認められる学校について，協議会を

　設置することができる。ただし，教育委員

　会が２以上の学校運営に関し相互に密接な

　連携を図る必要がある場合には，２以上の

　学校について１の学校運営協議会を置くこ

　とができる。

２　前項の規定により協議会を設置する学校

　（以下「設置校」という。）は，教育長が

　定める。

３　［略］

　（目的）

第１条　この規則は，地方教育行政の組織及

　び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

　号）第４７条の５の規定に基づき設置する学

　校運営協議会（以下「協議会」という。）

　に関し，必要な事項を定めるものとする。

　（趣旨）

第２条　協議会は，協議会を設置する学校

　（以下「設置校」という。）に在籍する児

　童，生徒等の保護者（以下「保護者」とい

　う。），設置校の所在する地域の住民（以

　下「地域住民」という。）等の学校運営へ

　の参画及びこれらの者による学校運営への

　支援・協力を促進するとともに，学校とこ

　れらの者との協働した教育活動を推進する

　ことにより，地域とともにある地域に開か

　れた学校づくりを進め，学校運営の改善及

　び児童，生徒等の健やかな育成を図るもの

　とする。

　（設置）

第３条　神戸市教育委員会（以下「教育委員

　会」という。）は，前条の趣旨を達成でき

　ると認められる学校について，協議会を設

　置することができる。ただし，教育委員会

　が２以上の学校の運営に関し相互に密接な

　連携を図る必要がある場合には，２以上の

　学校について１の協議会を置くことができ

　る。

２　［略］

　（役割）

第４条　協議会は，第２条の趣旨に基づき，

　次に掲げる事項のほか，設置校の運営及び
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　（学校運営に関する基本的な方針等の承

　認）

第４条　設置校の校長は，次に掲げる事項に

　ついて協議会の承認を得るものとする。

　⑴，⑵　［略］

２　設置校の校長は，前項において承認され

　た基本的な方針に従って学校運営を行うこ

　ととする。

第５条，第６条　［略］

　（運営への参画等）

第７条　協議会は，設置校の運営について，

　地域住民等の理解，協力，参画等が促進さ

　れるよう努めるものとする。　

　（情報発信）

第８条　協議会は，その活動の状況に関する

　情報の発信に努めるものとする。

　（委員）

第９条　協議会の委員（以下「委員」とい　

　う。）は，次に掲げる者のうちから，教育

　委員会が任命する。

　⑴，⑵　［略］

　⑶　学校の運営に資する活動を行う者

　⑷　学識経験者

　⑸　［略］

２～５　［略］　

　その運営への必要な支援に関して協議を行

　う。

　⑴　次条に規定する学校運営に関する基本

　　的な方針等を承認すること。

　⑵　必要に応じて，第６条に規定する学校

　　運営等に関する意見の申し出を行うこと。

　⑶　第７条に規定する学校運営等に関する

　　評価を行うこと。

　⑷　設置校における社会教育法（昭和２４年

　　法律第２０７号）第５条第２項に規定する

　　地域学校協働活動の促進を図ること。

２　協議会は，その活動の状況に関する情報

　の発信に努めるものとする。

　（学校運営に関する基本的な方針等の承

　認）

第５条　設置校の校長（園長を含む。以下同

　じ。）は，次に掲げる事項について協議会

　の承認を得るものとする。

　⑴，⑵　［略］

２　設置校の校長は，前項において承認され

　た基本的な方針に従って学校運営を行う。

第６条，第７条　［略］

　（委員）

第８条　協議会の委員（以下「委員」とい

　う。）は，次に掲げる者のうちから，教育

　委員会が任命する。

　⑴，⑵　［略］

　⑶　設置校の運営に資する活動を行う者

　⑷　［略］

２～５　［略］
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第１０条　［略］

　（任期）

第１１条　委員の任期は，任命の日から１年と

　し，再任を妨げない。

２　第９条第４項の規定により新たに任命さ

　れた委員の任期は，前任者の残任期間とす

　る。

（会長及び副会長）

第１２条　［略］　

２，３　［略］　

４　副会長は会長を補佐し，会長に事故ある

　とき又は会長が欠けたときは，その職務を

　行う。

（会議）

第１３条　［略］　

２　会議は，委員の半数以上が出席しなけれ

　ば，開くことができない。

３～５　［略］　

（会議の公開）

第１４条　協議会の会議は，特別の事情により

　協議会が公開すべきでないと認める場合を

　除き，公開する。

２　協議会の会議を傍聴しようとする者は，

　あらかじめ会長に申し出なければならない。

３　［略］

　（協議会の適正な運営を確保するために必

　要な措置）

第９条　［略］　

　（任期）

第１０条　委員の任期は，教育委員会が任命し

　た日の属する年度の末日までとする。ただ

　し，再任を妨げない。

　（委員の解任）

第１１条　教育委員会は，次の各号のいずれか

　に該当する場合は，委員を解任することが

　できる。

　⑴　本人から辞任の申し出があった場合

　⑵　委員が心身の故障のために職務を遂行

　　することができないとき

　⑶　第９条の義務に反した場合

　⑷　その他解任に相当する事由が認められ

　　る場合

２　校長は，委員が前項各号のいずれかに該

　当すると認めるときは，直ちに教育委員会

　に報告しなければならない。

　（会長及び副会長）

第１２条　［略］

２，３　［略］　

４　副会長は会長を補佐し，会長に事故があ

　ったとき又は会長が欠けたときは，その職

　務を行う。

　（会議）

第１３条　［略］　

２　会議は，委員の半数以上の出席がなけれ

　ば議決することができない。

３～５　［略］　

　（会議の公開）

第１４条　協議会の会議は，これを公開する。

　ただし，協議会が公開すべきでないと認め

　る場合は，この限りでない。

２　協議会の会議の傍聴を希望する者は，原

　則として会議の前日までに設置校の校長に

　申し出なければならない。

３　［略］

　（協議会の適正な運営を確保するために必

　要な措置）



　　　附　則

　この規則は，令和３年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――
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第１５条　教育委員会は，協議会の運営状況に

　ついて的確な把握を行い，必要に応じて指

　導及び助言を行うとともに，協議会の運営

　が適正を欠くことによって設置校の運営に

　現に支障が生じ，又は生ずるおそれがある

　と認められる場合には，協議会の適正な運

　営を確保するための措置を講ずるものとす

　る。

２　教育委員会及び設置校の校長は，協議会

　が適切な合意形成を行うことができるよう

　必要な情報提供に努めなければならない。

３　設置校の校長は，前項に規定する情報提

　供に努めたにもかかわらず，第４条第１項

　各号に掲げる基本方針等について協議会の

　承認を得られないとき又は設置校の運営に

　現に支障が生じ，若しくは生じるおそれが

　あると認めるときは，教育委員会に対して，

　設置の取消しその他の措置を講じる必要が

　あることを申し出ることができる。

　（委員の解任）

第１７条　教育委員会は，次の各号のいずれか

　に該当する場合は，委員を解任することが

　できる。

　⑴　本人から辞任の申出があった場合

　⑵　委員が心身の故障のために職務を遂行

　　することができないとき

　⑶　第１０条の義務に反した場合

　⑷　その他解任に相当する事由が認められ

　　る場合

２　校長は，委員が前項各号のいずれかに該

　当すると認めるときは，直ちに教育委員会

　に報告しなければならない。

第１８条，第１９条　［略］

第１５条　教育委員会は，協議会の運営状況に

　ついて適切に把握し，必要に応じて指導及

　び助言を行うとともに，協議会の運営が適

　正を欠くことによって設置校の運営に現に

　支障が生じ，又は生ずるおそれがあると認

　められる場合には，協議会の適正な運営を

　確保するための措置を講ずるものとする。

２　設置校の校長は，教育委員会の協力の下

　で，協議会が適切な合意形成を行うことが

　できるよう必要な情報提供に努めなければ

　ならない。

３　設置校の校長は，前項に規定する情報提

　供に努めたにもかかわらず，第５条第１項

　各号に掲げる基本方針等について協議会の

　承認を得られないとき又は設置校の運営に

　現に支障が生じ，若しくは生じるおそれが

　あると認めるときは，教育委員会に対して，

　設置の取消しその他の措置を講じる必要が

　あることを申し出ることができる。

第１７条，第１８条　［略］　



５５７５

　神戸市立特別支援学校学則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和３年３月１５日

神戸市教育委員会　　　　

教育長　長　田　　　淳　

神戸市教育委員会規則第１１号

　　　神戸市立特別支援学校学則の一部を改正する規則

　神戸市立特別支援学校学則（平成１９年３月教育委員会規則第７号）の一部を次のように改正

する。

　次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第２号におい

て「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１

号及び第３号において「改正後部分」という。）については，次のとおりとする。

　⑴　改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは，当該改正部分を当該改

　　正後部分に改める。

　⑵　改正部分のみ存在するときは，当該改正部分を削る。

　⑶　改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。
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改正前改正後

別表別表

修業

年限

設置部対象者　　　　項目

学校名

［略］［略］［略］神戸市立盲学

校

６年小学部知的障害

者及び肢

体不自由

者

神戸市立灘さ

くら支援学校

３年中学部

３年高等部肢体不自

由者

３年高等部知的障害

者

神戸市立青陽

灘高等支援学

校

　

　

［略］［略］［略］神戸市立友生

支援学校

　

　

　

［略］［略］［略］［略］

修業

年限

設置部対象者　　　　項目

学校名

［略］［略］［略］神戸市立盲学

校

６年小学部知的障害

者

神戸市立青陽

灘高等支援学

校

３年中学部

３年高等部

［略］［略］［略］神戸市立友生

支援学校

６年小学部肢体不自

由者

神戸市立友生

支援学校住吉

分校

３年中学部

３年高等部

［略］［略］［略］［略］



　　　附　則

　この規則は，令和３年４月１日から施行する。

　

―――――――――――――――――

　事務引継規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　令和３年３月１７日

神戸市教育委員会　　　　

教育長　長　田　　　淳　

神戸市教育委員会教育長訓令甲第１号

　　　事務引継規程の一部を改正する訓令

　事務引継規程（昭和２６年５月教育長訓令甲第３号）の一部を次のように改正する。

　次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第２号におい

て「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１

号及び第３号において「改正後部分」という。）については，次のとおりとする。

　⑴　改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは，当該改正部分を当該改

　　正後部分に改める。

　⑵　改正部分のみ存在するときは，当該改正部分を削る。

　⑶　改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。
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　（備考）　［略］　（備考）　［略］

改正前改正後

第２条　次に掲げる事由があつたときは，前

　任者はその事由の生じた日から１０日以内に

　その担任する事務を後任者に引き継がなけ

　ればならない。

　⑴～⑸　［略］

第３条　前条の場合において，特別の事情に

　より後任者に引き継ぐことができないとき

　は，事務局長，教育次長及び担当局長の場

　合は，教育長に報告するものとし，学校長

　及び幼稚園長（以下「校園長」という。）

　の場合は，地区統括官の指定する職員（教

　諭を含む。以下同じ。）に，その他の職員

　の場合は，所属長（直近上位の局長，部長，

　課長，校園長，係長その他これらに準ずる

　者をいう。以下同じ。）の指定する職員に，

　それぞれ引き継がなければならない。

第２条　次に掲げる事由に該当することとな

　るときは，前任者は，その事由が生じるこ

　ととなる日の１０日後までに，その担任する

　事務を後任者に引き継がなければならない。

　⑴～⑸　［略］

第３条　前条の場合において，特別の事情に

　より後任者に引き継ぐことができないとき

　は，事務局長，教育次長及び担当局長の場

　合は，教育長に報告するものとし，学校長

　及び幼稚園長（以下「校園長」という。）

　の場合は，地区統括官の指定する職員（教

　諭を含む。以下同じ。）に，その他の職員

　の場合は，上司（前条各号のいずれかの事

　由に該当することとなる者の直近上位の局

　長，部長，課長，校園長，係長その他これ

　らに準ずる補職に充てられた者をいう。以

　下同じ。）の指定する職員に，それぞれ引
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２　［略］

第４条　事務局長，教育次長，担当局長及び

　校園長が死亡その他の故障により自ら事務

　の引継ができないときは，後任者又は職務

　を行うことを命ぜられた者は，その事務を

　調査し，引継の事由が生じた日から１０日以

　内に調査書を調製の上，事務局長，教育次

　長及び担当局長の場合は教育長に，校園長

　の場合は地区統括官に報告しなければなら

　ない。

２　事務局長，教育次長，担当局長及び校園

　長以外の職員が死亡その他の故障により，

　自ら事務の引継ができないときは，後任者，

　その職務を行うことを命ぜられた者，又は

　所属長の定める職員は，その事務を調査し，

　引継の事由が生じた日から１０日以内に調査

　書を調製の上，所属長に報告しなければな

　らない。

３　［略］

第５条　第２条及び第３条第１項の規定によ

　る事務引継の場合においては，その事由を

　生じた日現在，第３条第２項の規定による

　事務引継の場合においては，後任者就任の

　日現在において，事務引継書（別記様式）

　を調製し，引継をする者及び引継を受ける

　者が，これに連署の上，事務局長，教育次

　長及び担当局長にあつては教育長に，校園

　長にあつては地区統括官に，部課長（部長

　及び課長に準ずる者を含む。以下同じ。）

　にあつては所属長に提出しなければならな

　い。

２　事務局長，教育次長，担当局長，校園長

　及び部課長以外の職員の引継の場合におい

　ては，前項に規定する事務引継書の調製を，

　所属長が省略しても差し支えがないと認め

　られるものについては，これを省略するこ

　とができる。

第７条　［略］

　き継がなければならない。

２　［略］

第４条　事務局長，教育次長，担当局長及び

　校園長が死亡その他の故障により自ら事務

　の引継ができないときは，後任者又は職務

　を行うことを命ぜられた者は，その事務を

　調査し，引継の事由が生じることとなる日

　の１０日後までに調査書を調製の上，事務局

　長，教育次長及び担当局長の場合は教育長

　に，校園長の場合は地区統括官に報告しな

　ければならない。

２　事務局長，教育次長，担当局長及び校園

　長以外の職員が死亡その他の故障により自

　ら事務の引継ができないときは，後任者，

　その職務を行うことを命ぜられた者又は上

　司の定める職員は，その事務を調査し，引

　継の事由が生じることとなる日の１０日後ま

　でに調査書を調製の上，上司に報告しなけ

　ればならない。

３　［略］

第５条　事務引継は，前任者の調製した事務

　引継書（様式）によつて行い，引継をする

　者及び引継を受ける者が，これに記名の上，

　事務局長，教育次長及び担当局長にあつて

　は教育長に，校園長にあつては地区統括官

　に，部課長（部長及び課長に準ずる者を含

　む。以下同じ。）にあつては上司に提出し

　なければならない。

２　事務局長，教育次長，担当局長，校園長

　及び部課長以外の職員の引継の場合におい

　ては，前項に規定する事務引継書の調製を

　上司が省略しても差し支えがないと認めら

　れるものについては，これを省略すること

　ができる。

第７条　［略］



様式を次のように改める。 

令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２号 ５５７８

第７条　［略］

２　引継事務の所管について疑義があるとき

　は，引継する者（但し，第４条に該当する

　ときは，引継事務を調査する者とする。）

　から事務局長，教育次長及び担当局長の場

　合は教育長に，校園長の場合は地区統括官

　に，その他の職員の場合は所属長に，その

　旨届け出て，教育長，地区統括官又は所属

　長の決定を受けた後に，事務引継を行うも

　のとする。

第８条　［略］

２　事務局長，教育次長，担当局長及び校園

　長以外の職員の事務引継又は調査の事項に

　ついては，所属長において前項の規定に準

　じ処置しなければならない。

第９条　所定の期間内に事務の引継又は調査

　を完了することができないときは，事務局

　長，教育次長及び担当局長にあつては教育

　長，校園長にあつては地区統括官，その他

　の職員にあつては所属長に，その理由を報

　告しなければならない。

第７条　［略］

２　引継事務の所管について疑義があるとき

　は，引継する者（第４条第１項又は第２項

　に規定するときにあつては，引継事務を調

　査する者）が事務局長，教育次長及び担当

　局長の場合は教育長に，校園長の場合は地

　区統括官に，その他の職員の場合は上司に，

　その旨届け出て，教育長，地区統括官又は

　上司の決定を受けた後に，事務引継（第４

　条第１項又は第２項に規定するときにあつ

　ては，調査）を行うものとする。

第８条　［略］

２　事務局長，教育次長，担当局長及び校園

　長以外の職員の事務引継又は調査の事項に

　ついては，上司が前項の規定に準じ処置し

　なければならない。

第９条　所定の期間内に事務の引継又は調査

　を完了することができないときは，事務局

　長，教育次長及び担当局長にあつては教育

　長，校園長にあつては地区統括官，その他

　の職員にあつては上司に，その理由を報告

　しなければならない。



５５７９ 令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２



令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２号 ５５８０



５５８１ 令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２



　　　附　則

　この訓令は，令和３年３月１８日から施行し，同日以後に調製する事務引継書及び調査書につ

いて適用する。

令和３年３月３０日   神  戸  市  公  報   第３７０２号 ５５８２




