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３．議事 の概要
第 57 号議案 第１ ７ 回人事委 員会の 議事録 について
第１７回 人事委 員会の 議事録 の 確認を 行った 。
第 58 号議案 部長 級 任期付職 員の採 用の選 考につい て
部長級任期付職員の採用の選考について、対象者の経歴、職務等に関し事務局より
説明を受 け、 審 議した 結果、合 格と す ること に決定し た。
第 59 号議案 神戸 市 会計年度 任用職 員の勤 務時間，休 暇等に 関す る規則の 制定に つい
て
神戸市会計年度任用職員の勤務時間，休暇等に関する規則の制定について、事務局
より説明 を受け 、審議 した結果 、規則 の制定 を決定し た。
第 60 号議案 神 戸市 職員の給 与に関 する条 例の施行 規則等 の一部 を改正す る規則 の制
定につい て
神戸市職員の給与に関する条例の施行規則、職員の初任給，昇給等の基準に関する
規則、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則、及び公
益的法人 等への職員の派遣等に関する条 例の施行規則 の一部を改正 する規則 について、
事務局よ り説明 を受け 、審議し た結果 、 規則 の 制定を 決定し た。
第 61 号議案 職員 の 任用に関 する規 則等の 一部を改 正する 規則の 制定につ いて
職員の任用に関する規則、及び人事委員会の権限の一部を委任する規則の一部を改
正する規 則 につ いて、事務局よ り説明 を受け 、審議 した結果 、規 則 の 制定を 決定し た。
第 62 号議案 令和 元 年度神戸 市会計 年度任 用職員採 用計画 の決定 について
令和元年度神戸市会計年度任用職員採用計画の決定について、事務局より説明を受
け、審議 した結 果、計 画を決定 した。
第 63 号議案 令和 元 年度神戸 市育児 休業代 替任期付 職員採 用計画 の決定に ついて
令和元年度神戸市育児休業代替任期付職員採用計画の決定について、事務局より説
明を受け 、審議 した結 果、計画 を決定 した。
第 64 号議案 管理職 手当の支 給に関 する規 則等の一 部を改 正する 規則の制 定につ いて
管理職手当の支給に関する規則、管理職員等の範囲を定める規則、及び級別基準職
務表の適 用範囲 に関する規則の一部を改正 する規則 について、事務 局より説 明を受 け、
審議した 結果、 規則の 制定を決 定した 。

報告事項(1) 令和 元 年度職員（社 会人 ）採 用試験（選考 ）の 第１ 次試験合 格者の 決定
について
令和元年度職員（社会人）採用試験（選考）の第１次試験合格者の決定について、
事務局よ り説明 を受け 、了承し た。
報告事項(2)
令和元 年度職員（（大学 卒（ 航海），高 専・短大卒（事務 ，消 防），高校
卒）採用 試験（ 選考） の第１次 試験合 格者の 決定につ いて
令和元 年度職 員（（ 大学卒（ 航海 ），高専・短大卒（事 務，消 防 ），高 校卒 ）採用 試験
（選考） の第１ 次試験 合格者の 決定に ついて 、事務局 より説 明を受 け、了承 した。
報 告 事 項 (3)
令和元年度障害者を対象とした職員（高専・短大，高校卒）採用選考
の第１次 試験合 格者の 決定につ いて
令和元年度障害者を対象とした職員（高専・短大，高校卒）採用選考の第１次試験
合格者の 決定に ついて 、事務局 より説 明を受 け、了承 した。
なお、高専・短大卒 、高校卒の 採用試 験の在 り方を整 理する 必要が あるので はない か、
との意見 があっ た。
報告事項(4) 平 成 31 年（審） 第 1 号 事案に ついて
平成 31 年（ 審）第 1 号事案に ついて 、承継 人から審 査手続 承継願 の添付資 料が提 出
されたと 事務局 より説 明を受け た。
以上

