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３．議事 の概要
第 130 号議案 第 29 回人事委 員会の 議事録 について
第 29 回人事 委員会 の 議事録 の 確認を 行った 。
第 131 号議案 臨時第 ２回人事 委員会 の議事 録につい て
臨時第２ 回人事 委員会 の議事録 の確認 を行っ た。
第 132 号議案 部長級 任期付職 員の任 期の更 新につい て
部長級任期付職員の任期の更新について、事務局より説明を受け、審議した結果、
任期の更 新を承 認した 。
第 133 号議案 昇任の 選考に関 する規 則の一 部を改正 する規 則の制 定等につ いて
昇任の選考に関する規則の一部を改正する規則の制定、班長主任等昇任の選考の根
拠・基準の決定についての一部を改正する決定、及び昇任の選考に関する規則の付表
（別表第１）中の保健福祉局保健所環境保健研究所担当係長の職の職務内容について
の一部を改正する決定について、事務局より説明を受け、審議した結果、規則の制定
等を決定 した 。
第 134 号議案

令和 ２年度職 員（大 学卒特 別枠，就 職氷河 期世代 対象）採 用試験 計画
の変更に ついて
令和２年度職員（大学卒特別枠，就職氷河期世代対象）採用試験計画の変更につい
て、事務 局より 説明を 受け、審 議した 結果、 決定した 。
第 135 号議案

神戸 市職員の 給与等 に関す る条例の 施行規 則の一 部を改正 する規 則の
制定につ いて
神戸市職 員の給与等 に関する条例 の施 行規則 の一部 を改 正する規 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 136 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 137 号議案

神戸 市職員の 勤務時 間，休 暇等に関 する条 例の施 行規則及 び神戸 市会
計年度任 用職員 の勤務 時間，休暇等 に関する 規則の一 部を改 正する 規
則の制定 につい て
神戸市職員の勤務時間，休暇等に関する条例の施行規則及び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一部を改正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 138 号議案

神戸 市 立学校 の臨時 的任用 職員の給 与支給 基準の 一部改正 に係る 承認
について
神戸市立学校の臨時的任用職員の給与支給基準の一部改正について、事務局より説
明を受け 、審議 した結 果、承認 した。
第 139 号議案

神戸 市職員の 退職管 理に関 する規則 の一部 を改正 する規則 の制定 につ
いて
神戸市職員の退職管理に関する規則の一部を改正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 等の改 正を決定 した。
協議事項(1)
適用事 業所調査 につい て
適用事業所調査について、事務局より説明を受け、審議した結果、引き続き協議す
ることと した。
報告事項(1)

神戸市 労働組合 連合会 から の 2020 年度の給 与勧 告につい ての申 し入れ
について
神戸市労 働組合 連合会 からの 2020 年度の 給 与勧告に ついて の申し 入れにつ いて 、事
務局より 説明を 受けた 。
報告事項(2)
令和元 年（審） 第３号 事案に ついて
令和元年（審）第３号事案について、処分者から再答弁書等が提出されたと事務局
より説明 を受け た。
報告事項(3)
令和元 年（審） 第４号 事案に ついて
令和元年（審 ）第４ 号 事案につ いて、処分者 から答弁 書等及 び３ 月 23 日付上 申書が
提出され たと事 務局よ り説明を 受けた 。
以上

