
開催年月日

第１回 （定例会） ３１．４．４（木） 報告 人事委員会平成31年度運営方針について

第２回 （定例会） ３１．４．９（火） 議案第1号 職員（上級，消防吏員Ａ等及び社会人経験者）採用試験等の実施について

第３回 （定例会） ３１．４．１７（水） 報告 平成31年職種別民間給与実態調査の概要について

第４回 （定例会） ３１．４．２５（木） 報告 大都市人事委員会連絡協議会委員長会議の結果について

報告 平成31年度九州地方人事委員会協議会委員長会議の議題について

報告 審査請求（平成31年(審)第１号事案）の取下げについて

第５回 （定例会） ０１．５．１６（木） 報告 2019年度 九州地方人事委員会協議会委員長会議について

報告 福岡市職員労働組合及び福岡市教職員組合からの申し入れについて

第６回 （定例会） ０１．５．２３（木） 議案第2号 職員（育児休業代替任期付職員（学校栄養職員））の採用選考について

議案第3号 福岡市職員の給与に関する条例施行細則の一部改正に関する協議について

第７回 （定例会） ０１．５．３０（木） 議案第4号 職員（回転翼航空機操縦士）の採用選考について

議案第5号
外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する規
則の一部改正について

報告 平成30年度における昇任選考の状況について

第８回 （定例会） ０１．６．６（木） 議案第6号 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の承認について

議案第7号 職務に専念する義務の免除に関する規則の一部改正について

議案第8号 福岡市会計年度任用職員の給与に関する規則の制定に関する協議について

議案第9号 定数外職員の身分取扱に関する規則の一部改正の承認について

報告
2019年度（平成31年度）福岡市職員（上級，消防吏員Ａ等及び社会人経験者）
採用試験等申込状況について

第９回 （定例会） ０１．６．１３（木） 議案第10号 昇任選考（局長及び部長）について

議案第11号 一般職の任期付職員の採用の承認について

第10回 （定例会） ０１．６．１９（水） 議案第12号 職員（行政事務）の採用選考及び職務の級の決定について

報告 平成30年度における再任用等の状況について

第11回 （定例会） ０１．６．２６（水） 議案第13号
職員（消防吏員Ａ及び上級行政技術の早期採用）採用試験第１次合格者の決
定について

報告
職員（上級行政事務（行政））採用試験第１次試験口頭試問受験該当者につ
いて

報告 第127回　全国人事委員会連合会総会の結果について

第12回 （定例会） ０１．７．４（木） 議案第14号
職員（上級行政事務（福祉・心理），上級行政技術（定期採用），獣医師，保健
師及び海技）採用試験等第１次合格者の決定について

議案第15号 職員（中級，初級及び消防吏員Ｂ等）採用試験等の実施について

議案第16号 平成31年（措）第１号事案の判定等について

令和元年度人事委員会会議の開催状況

回 議題
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開催年月日

令和元年度人事委員会会議の開催状況

回 議題

第13回 （定例会） ０１．７．９（火） 議案第17号
福岡市教育委員会の任命に係る会計年度任用職員の勤務時間，休暇等に関
する規則の制定の承認について

議案第18号
福岡市立学校の会計年度任用職員の給与に関する規則の制定に関する協
議について

議案第19号 定数外職員の身分取扱に関する規則の一部改正の承認について

議案第20号 条件付採用職員等の病気休暇の取扱いについて

報告 令和元年給与勧告について

第14回 （定例会） ０１．７．１８（木） 議案第21号 職員（上級行政事務（行政））採用試験第１次合格者の決定について

報告
職員（消防吏員Ａ及び文化財専門職）採用試験第２次試験口頭試問等受験該
当者について

報告
職員（社会人経験者）採用選考第１次選考論文・口頭試問受験該当者につい
て

報告 令和元年給与勧告について

第15回 （定例会） ０１．７．２４（水） 議案第22号 昇任選考（課長及び係長）について

議案第23号 平成31年（審）第３号事案の裁決について

議案第24号 平成31年（不）第１号事案の決定について

報告 令和元年給与勧告について

第16回 （定例会） ０１．８．１（木） 報告 令和元年給与勧告について

第17回 （定例会） ０１．８．８（木） 議案第25号 選考職の承認及び当該職に係る採用選考の実施について

議案第26号 職務に専念する義務の免除の承認について

議案第27号 解雇予告除外認定について

報告 令和元年給与勧告について

第18回 （定例会） ０１．８．１６（金） 議案第28号 職員（行政事務）の採用選考について

報告 令和元年給与勧告について

第19回 （臨時会） ０１．８．２０（月） 報告 令和元年給与勧告について

第20回 （定例会） ０１．８．２２（木） 議案第29号
2019年度（平成31年度）福岡市職員（上級行政事務（行政），上級行政技術及
び海技）採用試験等最終合格者の決定について

報告 福岡市教職員組合及び福岡市職員労働組合からの申し入れについて

第21回 （臨時会） ０１．８．２６（月） 報告 令和元年給与勧告について

第22回 （定例会） ０１．８．２９（木） 議案第30号 職員の給与等に関する報告及び勧告について

議案第31号
福岡市消防局長の任命に係る会計年度任用職員の勤務時間，休暇等に関す
る規程の制定の承認について

報告 令和元年給与勧告について
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開催年月日

令和元年度人事委員会会議の開催状況

回 議題

第23回 （定例会） ０１．９．５（木） 議案第32号
福岡市職員の任用に関する規則及び福岡市職員の任用に関する規則施行
細目の一部改正について

議案第33号
福岡市職員の分限に関する条例等の一部を改正する条例案に対する意見に
ついて

報告
令和元年度福岡市職員（中級，初級，消防吏員Ｂ，保育士，運輸業務従事者
及び海技）採用試験等申込状況について

第24回 （定例会） ０１．９．１２（木）  議案第34号 職員（社会人経験者）採用選考第１次合格者の決定について

 議案第35号
2019年度（平成31年度）福岡市職員（上級行政事務（福祉，心理），上級行政技
術，消防吏員Ａ，獣医師及び保健師）採用試験等最終合格者の決定について

議案第36号 職員（医師）の採用選考について

議案第37号
特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程等の一部改正の承認
について

議案第38号 時間外勤務の上限規制に関する規則の制定の承認について

議案第39号
福岡市教育委員会の任命に係る職員の時間外勤務の上限規制に関する規
則の制定の承認について

議案第40号
福岡市消防局長の任命に係る職員の時間外勤務の上限規制に関する規程
の制定の承認について

第25回 （定例会） ０１．９．２０（金） 議案第41号 昇任選考（係長）について

議案第42号 選考の基準に関する承認について

議案第43号 条件付採用の期間の延長の決定について

第26回 （定例会） ０１．９．２６（木） 議案第44号 条件付採用の期間の延長の決定について

報告
令和元年度福岡市職員（身体に障がいのある人を選考対象とする行政事務及び
身体に障がいのある人を選考対象とする学校事務）採用選考申込状況について

第27回 （定例会） ０１．１０．２（水） 報告 職員（中級行政事務）採用試験第１次試験口頭試問受験該当者について

第28回 （定例会） ０１．１０．１０（木） 議案第45号
職員（中級学校事務，初級，消防吏員Ｂ，保育士，運輸業務従事者及び海技）
採用試験等第１次合格者の決定について

第29回 （定例会） ０１．１０．１７（木） 議案第46号 職員（中級行政事務（早期採用））採用試験第１次合格者の決定について

議案第47号 職員（文化学芸職）の採用選考について

第30回 （定例会） ０１．１０．２４（木） 議案第48号 職員（中級行政事務（定期採用））採用試験第１次合格者の決定について

第31回 （定例会） ０１．１０．３１（木） 議案第49号
職員（中級行政事務（早期採用）及び初級行政事務（早期採用））採用試験最
終合格者の決定について

報告
職員（消防吏員Ｂ及び保育士）採用試験等第２次試験口頭試問受験該当者に
ついて

第32回 （定例会） ０１．１１．７（木） 議案第50号
職員（身体に障がいのある人を選考対象とする行政事務及び身体に障がい
のある人を選考対象とする学校事務）採用選考第１次合格者の決定について

第33回 （定例会） ０１．１１．１４（木） 議案第51号 職員（社会人経験者）採用選考最終合格者の決定について

第34回 （定例会） ０１．１１．２１（木） 議案第52号 昇任選考（課長及び係長）について

議案第53号
職員（中級学校事務，初級行政事務（定期採用），初級学校事務及び初級行
政技術（定期採用））採用試験最終合格者の決定について

報告 大都市及び九州各県等の報告・勧告内容
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開催年月日

令和元年度人事委員会会議の開催状況

回 議題

第35回 （定例会） ０１．１１．２７（木） 議案第54号
職員（中級行政事務（定期採用）及び保育士）採用試験等最終合格者の決定
について

議案第55号 職員（回転翼航空機整備士）の採用選考について

議案第56号 解雇予告除外認定について

第36回 （定例会） ０１．１２．５（木） 議案第57号 昇任選考（係長）について

議案第58号
福岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案等に対する意見に
ついて

議案第59号 職務に専念する義務の免除の承認について

第37回 （定例会） ０１．１２．１２（木） 議案第60号
職員（消防吏員Ｂ，運輸業務従事者及び海技）採用試験等最終合格者の決定
について

議案第61号
職員（身体に障がいのある人を選考対象とする行政事務及び身体に障がい
のある人を選考対象とする学校事務）採用選考最終合格者の決定について

議案第62号 職員（海技）採用選考の実施について

議案第63号
福岡市立学校の教育職員の初任給，昇格，昇給等の基準に関する規則の一
部改正について

議案第64号 福岡市職員の給与に関する条例施行細則の一部改正に関する協議について

第38回 （定例会） ０１．１２．１９（木） 議案第65号 福岡市職員の任用に関する規則施行細目の一部改正について

報告 職員（技能・労務職）採用選考について

第39回 （定例会） ０２．１．１６（木） 報告 令和元年度福岡市職員（海技）採用選考申込状況について

第40回 （定例会） ０２．１．３０（木） 議案第66号 職員（海技）採用選考第１次合格者の決定について

議案第67号 職員（上級行政事務（行政（特別）））採用試験の実施について

第41回 （定例会） ０２．２．６（木） 議案第68号 福岡市職員の任用に関する規則施行細目の一部改正について

第42回 （定例会） ０２．２．１３（木） 議案第69号 昇任選考（係長）について

議案第70号 職務に専念する義務の免除の承認について

第43回 （定例会） ０２．２．１８（火） 議案第71号 職員（海技）採用選考最終合格者の決定について

議案第72号
福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案等に対す
る意見について

議案第73号
福岡市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規
則の一部改正に関する協議について

議案第74号 職務に専念する義務の免除の承認について

議案第75号 職務に専念する義務の免除の承認について

第44回 （定例会） ０２．２．２７（木） 議案第76号 職員（任期付短時間勤務職員（乗務員））の採用選考について

報告 令和２年度福岡市職員採用試験等の計画について
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開催年月日

令和元年度人事委員会会議の開催状況

回 議題

第45回 （定例会） ０２．３．３（火） 議案第77号 福岡市人事委員会委員長及び事務局長以下専決規程の一部改正について

議案第78号 昇任選考（労務職５級職）について

議案第79号
福岡市立学校の教育職員の初任給，昇格，昇給等の基準に関する規則の一
部改正について

議案第80号
福岡市立学校の教育職員の初任給，昇格，昇給等の基準に関する規則の運
用の一部改正について

議案第81号 福岡市職員の住居手当に関する規則の一部改正に関する協議について

議案第82号
福岡市立学校の教育職員の管理職手当の額を定める規則の一部改正に関
する協議について

第46回 （定例会） ０２．３．１２（木） 議案第83号 昇任選考（局長，部長，課長及び係長）について

議案第84号
選考合格者名簿（回転翼航空機操縦士）の有効期間の延長に関する承認に
ついて

議案第85号 職員（行政事務）の採用選考について

議案第86号
福岡市職員であった者で再就職したものによる依頼等の規制等に関する規則
の一部改正について

議案第87号 管理職員等の範囲を定める規則の一部改正について

議案第88号 審査請求について

第47回 （定例会） ０２．３．１９（木） 議案第89号 昇任選考（係長及び技能・労務職５級職）について

議案第90号 福岡市職員の任用に関する規則施行細目の一部改正について

議案第91号 職員（土木技術等）の採用選考について

議案第92号 一般職の任期付職員の採用の承認について

議案第93号 一般職の任期付職員の任期の更新の承認について

議案第94号 一般職の任期付職員の採用の承認について

議案第95号
福岡市職員の初任給，昇格，昇給等の基準に関する規則の一部改正につい
て

議案第96号
福岡市職員の初任給，昇格，昇給等の基準に関する規則の運用についての
一部改正について

議案第97号 福岡市職員の給与に関する条例施行細則の一部改正に関する協議について

議案第98号
特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程の一部改正の承認に
ついて

議案第99号 福岡市消防職員の勤務等に関する規程の一部改正の承認について

議案第100号 臨時的任用職員の身分取扱に関する規程の一部改正の承認について

議案第101号
福岡市会計年度任用職員の給与に関する規則の一部改正に関する協議につ
いて

議案第102号
福岡市立学校の会計年度任用職員の給与に関する規則の一部改正に関す
る協議について

議案第103号
福岡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則の一部改
正について

議案第104号
福岡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則の運用に
ついての一部改正について

- 5 -



開催年月日

令和元年度人事委員会会議の開催状況

回 議題

第48回 （定例会） ０２．３．２５（水） 議案第105号 職員（医師）の採用選考について

議案第106号 職員（育児休業代替任期付職員（学校栄養職員））の採用選考について

議案第107号 一般職の任期付職員の採用の承認について

議案第108号
特殊な勤務に従事する福岡市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程の
一部改正の承認について

議案第109号
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改正の承認につ
いて

議案第110号 昭和56年（不）第387号事案等の判定について

報告
令和２年度福岡市職員（上級行政事務（行政（特別）））採用試験申込状況に
ついて

※人事委員会会議は，原則非公開です。ただし，職員採用や審査請求等に関する個人情報等並びに意思決定に関する事項などが含ま
れない案件を審議する場合は，出席委員の過半数の同意を得て会議を公開することができます。会議の傍聴に関しては，事前に人事
委員会事務局任用課へお問い合わせください。
【 問い合わせ先 ： 人事委員会事務局任用課　TEL　０９２－７１１－４６８７ 】
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