
分類 資料名 年次・巻次 発行課 タイトルコード

総務局
危機管理監

はじめての避難所運営委員会    ～平常時の活動～   
　　　　　地域による避難所開設・運営の手引き 平常時編

C317.9 避難所開設・運営訓練マニュアル 改定版 平成30年8月 防災対策課 1000801708507

C317.9 避難所開設・運営マニュアル　
　　　　　地域による避難所開設・運営の手引き 災害時編

C317.9 避難所開設・運営マニュアル(様式集)      
　　　　　地域による避難所開設・運営の手引き 災害時編 

C317.9 避難所開設・運営マニュアル(ルール集)　
　　　　　地域による避難所開設・運営の手引き 災害時編

総務部

C317.6 千葉市公報 平成30年1～6月 総務課 1000801749802
C317.6 千葉市公報 平成30年7～12月総務課 1000801795118
C317.6 千葉市公報 【ファイル】　 平成31年1～3月 総務課 1000710002028

C317.6 千葉市公報 目録 【ファイル】　
平成30年4月～
平成31年3月

総務課 1000210001740

C317.4 個人情報保護事務の手引　その1　逐条解釈編 平成30年版 政策法務課 1000801675814

C317.4 個人情報保護事務の手引　その2　資料編 平成30年版 政策法務課 1000801675815

C317.4 情報公開事務の手引　 平成30年版 政策法務課 1000801675813

C317.4 千葉市の情報公開・個人情報保護　運用状況報告書 平成29年度 政策法務課 1000801697780

C317.5 千葉市職員録 平成30年度 人事課 1000801693748

C317.5
研修概要　平成30年度職員研修計画・平成29年度職員
研修実績

平成30年度 人材育成課 1000801685705

C317.6 千葉市生活情報誌 千葉市・ちば【ファイル】
平成30年4月～
平成31年3月

千葉市国際交流協会 1000801155466

C317.6 ふれあい【ファイル】 No.92～No.94 千葉市国際交流協会 1000110038587

情報経営部

C335.7 法人の経営状況説明書　平成29年度決算・平成30年度事業計画 平成30年度 業務改革推進課 1000801706557

C317.9 平成30年 防災対策課 1000801708529

平成30年 防災対策課 1000801708530

平成30年 防災対策課 1000801708531

平成30年 防災対策課 1000801708532
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分類 資料名 年次・巻次 発行課 タイトルコード

総合政策局
総合政策部

C317.3 TSU・NA・GU 未来へ～つなぐ～　千葉市の主要プロジェクト 平成30年度 政策企画課 1000801664114

C317.3
千葉市まち・ひと・しごと創生　人口ビジョン・総合戦略
(2018改訂版)

平成30年度 政策企画課 1000801745659

C317.3
千葉市まち・ひと・しごと創生　人口ビジョン・総合戦略  概要
版　(2018改訂版)

平成30年度 政策企画課 1000801764632

C351　 千葉市統計書 平成30年度版 政策企画課 1000801771231

C351　 ポケットデータCHIBA 【ファイル】　 平成30年度 政策企画課 1000410044797

C358 [千葉市]国勢調査報告書　 平成27年 政策企画課 1000801718740

C358 千葉市の人口動向　人口を考えるデータ集 平成30年版 政策企画課 1000801787008

C358 千葉市の推計人口 【ファイル】    
平成30年4月1日～
31年3月1日現在  政策企画課 1000310065913

C358 千葉市町丁別世帯・人口集計表 【ファイル】
平成30年4月30日～
31年3月31日時点 政策企画課 1000110038449

C518.8 幕張新都心 オフィシャルガイド　2018　 平成30年 幕張新都心課 1000801685710

オリンピック・パラリンピック推進部

1000801767060C210.1 千葉開府900年に向けたロードマップ　～「千葉氏」PR計画～

2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた千葉市行動計画　
オリンピック・
パラリンピック
振興課

2019年度版C780 1000801768828

都市アイデンティ
ティ推進課 1000801687798千葉氏まち歩きマップ【ファイル】C291.1

都市アイデンティ
ティ推進課
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分類 資料名 年次・巻次 発行課 タイトルコード

財政局
財政部

C343.1 ふるさと応援寄附金だより　【ファイル】 平成30年9月 資金課 1000801335362

C342.1 市の財政　財政状況の公表    平成30年6月 財政課 1000801681842

C342.1 市の財政　財政状況の公表    平成30年12月 財政課 1000801733216

C342.1
千葉市財政の概要
平成28年度決算・平成30年度当初予算

平成30年度 財政課 1000801697790

C342.1 みんなの財政　～平成29年度決算～ 平成29年度 財政課 1000801718733

C343.1 主要施策の成果説明書      平成29年度  財政課 1000801714677

C344.1 [千葉市]一般会計及び特別会計継続費精算報告書 平成29年度 財政課 1000801710587

C344.1 [千葉市]一般会計補正予算書  附 補正予算に関する説明書 平成30年6月 財政課 1000801689857

C344.1 [千葉市]一般会計予算書  附 予算に関する説明書 平成31年度 財政課 1000801757869

C344.1 [千葉市]特別会計予算書　附 予算に関する説明書 平成31年度 財政課 1000801757870

C344.1 当初予算(案)のあらまし    平成31年度 財政課 1000801753324

C344.1 千葉市一般会計特別会計補正予算書　附 補正予算に関する説明書 平成30年9月 財政課 1000801714679

C344.1 千葉市一般会計特別会計補正予算書　附 補正予算に関する説明書 平成30年12月 財政課 1000801737911

C344.1 千葉市一般会計特別会計補正予算書　附 補正予算に関する説明書 平成31年2月 財政課 1000801757871

C344.1 みんなの公会計　～平成28年度決算 ～ 平成28年度 財政課 1000801701754

C498.1 千葉市病院事業会計予算書　附 予算に関する説明書 平成31年度 財政課 1000801757873

C518.1 千葉市水道事業会計予算書　附 予算に関する説明書 平成31年度 財政課 1000801757872

C518.2 千葉市下水道事業会計予算書　附 予算に関する説明書　 平成31年度 財政課 1000801757874

資産経営部

C317.3 千葉市公共施設等個別施設計画 概要・本編 平成30年5月 資産経営課 1000801681855

C334.6 市有地売払い 一般競争入札応募要領 【ファイル】         平成30年12月 管財課 1000110038396

税務部

C345.1 税務統計 平成30年版 1000801718735

C345.1 市税のしおり くらしを支える税を知るために 平成30年度 税制課 1000801685706
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分類 資料名 年次・巻次 発行課 タイトルコード

市民局
市民自治推進部

C210.7 考えよう 平和の大切さ [平成30年] 市民総務課 1000801689787

C317 千葉市市民参加・協働実施計画 平成30年度 市民自治推進課 1000801666309

C317　 千葉市市民参加・協働実施状況 平成29年度 市民自治推進課 1000801714707

C317.8 町内自治会活動ハンドブック 2018 市民自治推進課 1000801743870

C317.8 町内自治会設立ハンドブック 2018 市民自治推進課 1000801742247

C317 区政概要 平成30年度版 区政推進課 1000801706558

C681 千葉市交通安全実施計画 平成30年度 地域安全課 1000801710588

C681 マイロードCHIBA 【ファイル】
Vol.80(2018.9)～
Vol.81(2019.3)

地域安全課 1000110036121

C317.6 ちば市政だより 縮刷版 全市版・区版 42(平成30年度) 広報広聴課 1000801777804

T317.6 ちば市政だより [点字雑誌]
平成30年4月号
～平成31年3月

広報広聴課 2000000099608

C317.7 広聴事業報告【ファイル】 平成30年度 広報広聴課 1000801731041

C317.7 市民の声【ファイル】 平成30年度 広報広聴課 1000801731042

C379.1 千葉市政出前講座テーマ集 平成30年度 広報広聴課 1000801668601

生活文化スポーツ部

C365.4 生活経済に関する意識調査　調査結果報告書 2019 男女共同参画課 1000801766994

C367.1 ちば男女共同参画基本計画 第4次ハーモニープラン年次報告書 平成29年度 男女共同参画課 1000801757829

C379.3 あなたに知ってほしい スマホ・インターネットの使い方 男女共同参画課 1000801749982

Ｃ063 あでるは 【ファイル】
Vol.402(2018.5・6)～
Vol.407（2019.3･4）

千葉市文化振興
財団

1000800502494

C780 千葉ポートアリーナ催物案内 【ファイル】
2018.5月～
2019.3月

千葉市スポーツ
振興財団

1000110041008

C780 みんなのスポーツちば 【ファイル】
Vol.105(2018.6)～
Vol.108(2019.3)

千葉市スポーツ
振興財団

1000110038586

C367.1 みらい
Vol.37(2018.Autumn)
～
Vol.38(2019.Spring)

千葉市男女共同
参画センター

1000110041047

C369.2 千葉市男女共同参画センターKOUZAにゅーす 【ファイル】
2018夏号～
2019年2・3月号

千葉市男女共同
参画センター

1000210007361

C365.8 暮らしの情報 いずみ 【ファイル】
Vol.227(2018.5月)～
Vol.232(2019.3月)

消費生活センター 1000110036071
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分類 資料名 年次・巻次 発行課 タイトルコード

保健福祉局

C498.1 千葉市保健統計 平成29年統計 保健福祉総務課 1000801781699

C368 第2期 千葉市自殺対策計画 2018 地域福祉課 1000801737913

C369.1 ちばし社協だより 【ファイル】
No.102(30年6月）
～No.105(31年3月)

千葉市社会福祉
協議会 1000610080486

C369.1 福祉教育ニュース 【ファイル】
No.54(30年7月)～
No.55(31年2月)

千葉市社会福祉
協議会

1000110038593

C369.7 ボランティアセンターのお知らせ 【ファイル】
No.161(2018.4)～
No.168(2019.3)

千葉市社会福祉
協議会

1000800191292

C369.1 ゆいゆいおゆみ野 【ファイル】
45号(30年7月)～
47号(31年3月)

千葉市社会福祉協議
会 おゆみ野地区部会 1000800499552

健康部

C498.1 千葉市病院事業会計決算書 平成29年度 健康企画課 1000801728941

C498 健康づくり支援マップ(各区版) 【ファイル】 [平成30年] 健康支援課 1000800209672

C498.5 おいしくタベル たのしくマナブ【ファイル】 vol.4(平成31年2月) 健康支援課 1000801345729

C498.5 第3次千葉市食育推進計画 2019～2023年度 健康支援課 1000801764472

C364 国保のしおり 【ファイル】 平成30年度版 健康保険課 1000110041016

C364 国民健康保険事業概要 平成30年度版 健康保険課 1000801706552

C498.5 千葉市食品衛生監視指導計画 【ファイル】 平成30年度 生活衛生課 1000800370764

C493 予防接種で元気な子ども【ファイル】 平成30年度版
千葉市保健所
感染症対策課 1000110085427

C498.1 千葉市環境保健研究所年報
第25号(平成29年
度)

千葉市環境保健
研究所 1000801742189

高齢障害部

C369.2 高齢者保健福祉のあらまし 平成30年度版 高齢福祉課 1000801675821

C369.2 千葉市高齢者居住安定確保計画 2018 高齢福祉課 1000801742110

C364 千葉市介護相談員派遣事業実績報告書 平成29年度 介護保険事業課 1000801776168

C364 みんなで支え合う介護保険【ファイル】 平成30年4月
介護保険管理課/
介護保険事業課 1000210107793

C369.2 障害者福祉のあんない 平成30年度版 障害者自立支援課 1000801691938

T369.2 点字版 障害者福祉のあんない  第1巻 平成30年度版 1000801720673

T369.2 点字版 障害者福祉のあんない  第2巻 平成30年度版 1000801720675

T369.2 点字版 障害者福祉のあんない  第3巻 平成30年度版 1000801720677

C369.2 [千葉市障害者相談センター]事業概要　平成29年度事業実績 平成30年度
千葉市障害者相談
センター 1000801735632

C369 こころ○まる 千葉市こころの健康センターだより 【ファイル】 第32号(2019.3)
千葉市こころの
健康センター

1000310022734

C369.1 [千葉市こころの健康センター]事業概要 平成29年度 
千葉市こころの
健康センター

1000801776170
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分類 資料名 年次・巻次 発行課 タイトルコード

こども未来局
こども未来部

C599 子育てナビ　 平成30年度 こども企画課 1000801722865

C629 はっぱだより No.57～No.60
NPO法人プレイフルエン

タープライズわかば

こども企画課
1000610044520

C599 育男手帳　パパになるあなたへ 幼保支援課 1000801771205

C368 ひとこえ　補導員だより No.176, No.177
千葉市青少年
サポートセンター

1000110041049

C379.3 ゆくっと　千葉市少年自然の家だより No.154～165
千葉市少年
自然の家

1000510037833

C369.4 [千葉市児童相談所]事業概要 平成29年度実績 児童相談所 1000801735649

環境局
環境保全部

C519 千葉市環境白書 平成30年版 1000801737894

C519.1 千葉市環境基本計画の点検・評価結果 平成29年度 環境総務課 1000801762067

Ｃ375 千葉市環境学習モデル校活動実践集 平成30年度 環境保全課 1000801766999

Ｃ519.1 千葉市再生可能エネルギー等導入計画 改訂版 平成30年6月 環境保全課 1000801693749

Ｃ519.1 千葉市自動車公害防止実施計画 平成30年度 環境保全課 1000801733213

C519.8 環境学習ハンドブック 2019 環境保全課 1000801783451

C519.8 ちばキッズ　エコエコ大作戦 19～’21 環境保全課 1000801783448

C519.8 千葉市水環境保全計画の推進について 平成30年10月 環境保全課 1000801764270

C519.3 大気汚染防止法のてびき 平成30年7月 環境規制課 1000801764555

Ｃ519.3 千葉市大気環境測定結果報告書 平成29年度 環境規制課 1000801743948

資源循環部

C518.5 ゴー!ゴー! へらそうくん 【ファイル】
No.10
(2019年3月1日) 廃棄物対策課 1000800440275

C518.5 清掃事業概要 平成30年度版 廃棄物対策課 1000801718741

C518.5 千葉市ごみ組成測定分析業務　報告書
平成30年度
（平成31年3月）

廃棄物対策課 1000801766998

C518.5
[千葉市]ごみ組成測定分析調査業務報告書 概要版
 【ファイル】

平成30年度
（平成31年3月）

廃棄物対策課 1000510051460

C518.5 リサイクリーンちば 事業所ごみ通信 【ファイル】 Vol.38(2019.3) 廃棄物対策課 1000110038392
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分類 資料名 年次・巻次 発行課 タイトルコード

経済農政局
経済部

C290.9 千葉あそび 2018夏号 1000801691804

C290.9 千葉あそび 2018秋・冬号 1000801710627

C290.9 千葉あそび 2019早春号 1000801737788

C291.03 千葉市里山サイクリングマップ 2019 観光MICE企画課 1000801786914

C317.6
Chiba City map for Muslims
 ムスリムおもてなしマップin千葉市【ファイル】

Ver.4
観光プロモ－
ション課

1000801509633

C291.09
千葉とっておき
 観る　遊ぶ　食べる　 千葉市おすすめスポット427選

2019-2020 千葉市観光協会 1000801759885

C689 千葉市観光情報ニュース
NO.71(7月-9月)～
NO.74(4月-6月)

千葉市観光協会 1000210091765

C290.9 ゆるり 働くあなたの潤い生活 【ファイル】
2018年5-6月vol.74～
2019年3-4月vol.79

千葉市ビジネス支援
センター勤労者サー
ビス課

1000610052055

地方卸売市場

C675 千葉市地方卸売市場概要 平成30年度版 管理課 1000801764504

農政部

C611 千葉市農業概要 平成30年度 農政課 1000801747892

都市局

C518.8 千葉市立地適正化計画 2019 都市総務課 1000801762253

都市部

C518.8 千葉都市計画総括図【ファイル】 平成30年 都市計画課 1000210016469

建築部

C365.3 千葉市空家等対策計画 平成30年7月 住宅政策課 1000801706555

C365.3 千葉市営住宅長寿命化・再整備計画（改定版） 平成30年7月改定 住宅整備課 1000801704565

公園緑地部

C629 花びと通信 【ファイル】 第30号～第31号
花びと会ちば/
緑政課

1000800449414

C480 ちばZOO どうぶつこうえんニュース 【ファイル】
No.106(2018 SUMMER)
～No.109(2019 SPRING) 千葉市動物公園 1000110038438

C480 動物公園年報 ANNUAL REPORT '17 平成29年度版 千葉市動物公園 1000801735414
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建設局
土木部

道路部

下水道管理部

C518.2 千葉市下水道事業会計決算書 平成29年度 下水道経営課 1000801718742

C518.2 千葉市の下水道と河川 平成30年度
下水道管理部・下水
道建設部(共同刊行) 1000801714672

中央区役所

花見川区役所

稲毛区役所

若葉区役所

緑区役所

C369 みどりのきずな【ファイル】
第35号（平成30
年11月）

緑区支え合いの
まち推進協議会
広報部会／編

1000801504756

美浜区役所
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消防局
総務部

C317.9 千葉市消防年報 平成29年度 総務課 1000801697781

警防部

予防部

C317.9 火災統計 平成29年 予防課 1000801693745

C317.9 査察統計 2017年度 予防課査察対策室 1000801762252

C317.9 千葉市の消防【ファイル】 平成30年版 予防課 1000110104454

C317.9 防火管理 第56号(2019） 防火管理者協議会 1000801757767

水道局

C518.1 千葉市水道事業会計決算書 平成29年度 千葉市水道局 1000801724957

病院局
経営管理部

C498.1 ［千葉市］看護職員募集案内 【ファイル】　　 平成30年度 管理課 1000800674435

C498.1 千葉市立病院改革プラン　平成30年4月
(第4期:
平成30～32年
度)

管理課 1000801666166

市立海浜病院

C498.1 千葉市夜間応急診療業務年報 平成30年度版 千葉市立海浜病院 1000801714678

会計管理者

C344.1 千葉市一般会計特別会計歳入歳出決算書 平成29年度 会計室 1000801718744
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教育委員会
教育総務部

C370 教育だよりちば 【ファイル】 Vol.110～Vol.113 企画課 1000110038395

C370
第2次千葉市学校教育推進計画・第5次千葉市生涯学習
推進計画　中間見直し

企画課 1000801767059

C373 千葉市教育委員会 事務点検・評価報告書 平成30年度 企画課 1000801706576

C373 第3次 千葉市学校適正規模・適正配置実施方針　 平成30年4月 企画課 1000801670874

C373 第3次 千葉市学校適正規模・適正配置実施方針　改訂版 平成30年9月 企画課 1000801716915

C373 [千葉市]教育要覧 平成30年度版 企画課 1000801722855

C374 千葉市 学校施設長寿命化基本計画 学校施設課 1000801766853

学校教育部

C019 千葉市読書感想文集 小学校 第55集(平成30年度) 1000801760035

C019 千葉市読書感想文集 中学校 第55集(平成30年度) 1000801760034

C291 伸びゆく千葉市  中学校社会科資料 平成30年 1000801683896

C291 わたしたちの千葉市 小学3・4年生用社会科副読本 平成30年度版 1000801683893

C375 教科用図書採択情報公開資料 平成30年度 1000801710715

C375 21世紀を拓く 平成30年度 1000801664117

C816 ともしび 小学校 第1・2学年 第65号（平成30年度） 1000801762033

C816 ともしび 小学校 第3・4学年 第65号（平成30年度） 1000801762035

C816 ともしび 小学校 第5・6学年 第65号（平成30年度） 1000801762036

C816 ともしび[中学校]　 第65号（平成30年度） 1000801737784

C374 学校体育振興施策 平成30年度 保健体育課 1000801668597

C374 学校における食物アレルギー対応の手引き 8版 保健体育課 1000801781465

C374 千葉市の保健体育 第59号(平成31年3月) 保健体育課 1000801771233

C375 [千葉市教育センター]要覧 【ファイル】　 平成30年度 教育センター 1000110048181

生涯学習部

C379 千葉市の社会教育 2018 生涯学習振興課 1000801706556

C027
千葉市生涯学習センター視聴覚ライブラリー
視聴覚教材追加目録　【ファイル】

平成30年度 生涯学習センター 1000210038332

C027
千葉市生涯学習センター視聴覚ライブラリー　視聴覚教材目録
～DVD編～

生涯学習センター 1000801777805

C379 ちば生涯学習ボランティアセンター登録者名簿 【ファイル】 平成31年 生涯学習センター 1000610061277

C379.1 千葉市生涯学習センター 講座・イベント情報 【ファイル】
2018年4・5月号～
2019年2・3月号

生涯学習センター 1000800645136

C379.1 千葉市生涯学習センター事業のあゆみ 平成29年度 生涯学習センター 1000801755778

C379.1 「千葉市の公民館に関するアンケート調査」報告書 平成30年度 生涯学習センター 1000801771250

C379.1 ちばまなびの森 【ファイル】 Vol.22～Vol.24 生涯学習センター 1000800658198

C379.1 まなびフェスタ【ファイル】 2018 生涯学習センター 1000110094967

C379.2 千葉市公民館情報誌【ファイル】 創刊号(2019) 教育振興財団 1000801749803

C379 ボランティアタイム 第18号～第20号
ちば生涯学習ボラ
ンティアセンター 1000800866479
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分類 資料名 年次・巻次 発行課 タイトルコード

C210.2 特別史跡加曽利貝塚グランドデザイン　 1000801762255

C069 貝塚博物館紀要 第45号
千葉市立加曽利
貝塚博物館

1000801767030

C210.2 [千葉市]埋蔵文化財調査(市内遺跡)報告書　 平成30年度 
千葉市埋蔵文化財
調査センター

1000801767128

C069 [千葉市立郷土博物館]研究紀要 第25号 千葉市立郷土博物館 1000801769029

C204
千葉常胤と鎌倉幕府の成立　東国武士と武家政権
千葉常胤生誕900年記念特別展

千葉市立郷土博物館 1000801724954

C210.1 ちば市史編さん便り 【ファイル】 №21～№22 千葉市立郷土博物館 1000800384052

C210.1 千葉いまむかし 　 No.32 千葉市立郷土博物館 1000801769013

C288.1
千葉氏とアイデンティティ
軍記物語の語るもの、近代の人々のいとなみ

千葉市立郷土博物館 1000801771337

C706 C’n(SCENE NEWS) -千葉市美術館ニュース- 【ファイル】
vol.86(2018.8)～
vol.89(2019.3)

千葉市美術館 1000110041009

C708.7 生誕135年　石井林響 千葉市美術館 1000801737785

C708.7 1968年 激動の時代の芸術 千葉市美術館 1000801724989

C708.7 百花繚乱列島  江戸諸国絵師めぐり　 千葉市美術館 1000801672890

C708.7 平塚運一展　木版画の神様 千葉市美術館 1000801695610

C016　 千葉市の図書館 2018 千葉市教育委員会 1000801706542

C016 千葉市図書館利用アンケート調査結果 平成30年度 千葉市図書館 1000801796995

C016 [千葉市]図書館だより 【ファイル】 第60号～第61号 千葉市図書館 1000210010072

C016 千葉市図書館協議会 議事録 【ファイル】
平成29年度第2回～
平成30年度第2回

千葉市中央図書館 1000210070298

C019
我が家のファミリーブックタイム
新入学児童をお持ちのご家庭へ　【ファイル】

平成30年 千葉市中央図書館 1000800119813

C019
我が家のファミリーブックタイム
4か月児健康診査を受診されたお子さんをお持ちのご家庭
へ　【ファイル】

平成30年 千葉市中央図書館 1000800119812

C011 Net Work通信 【ファイル】
No.55(2018.9)～№57
（2019.3）

千葉市図書館情報
ネットワーク協議会 1000110099591

C016 子どもと本～明るい未来を　40周年記念誌 1978年～2018年 文庫連絡協議会 1000801771270

C016 ふみくら 【ファイル】 No.186～No.189 文庫連絡協議会 1000110063147

市立学校等

C376.8
千葉市立稲毛高等学校附属中学校　適性検査Ⅰ・Ⅱ
 【ファイル】

平成31年度
千葉市立稲毛高等
学校附属中学校 1000800745860

※　千葉市美術館発行の資料のうち、 平成22年度版～平成23年度版は、市民局生活文化部に記載。
　　　　　　　　　　　　 　          　         　平成24年度版～平成28年度版は、市民局生活文化スポーツ部に記載。
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選挙管理委員会

C313.8 明るい選挙だより 【ファイル】 第52号 選挙管理委員会 1000110041024

人事委員会事務局

Ｃ317.5 職員の給与に関する報告及び勧告 平成30年10月 人事委員会 1000801718738

C317.5 人事委員会年報　 平成29年度 人事委員会 1000801768798

C317.5 千葉市職員募集 【ファイル】 平成30年度 人事委員会 1000110041048

C317.5 千葉市職員採用試験 ［例題］ 【ファイル】 平成30年度 人事委員会 1000800364739

監査委員事務局

C335.7 千葉市公営企業会計決算審査意見書 平成29年度 監査委員 1000801710589

C343.1 監査報告書　第1期工事定期監査結果報告 平成30年度(Ⅰ) 監査委員 1000801724959

C343.1 監査報告書　第1期事務事業定期監査結果報告 平成30年度(Ⅱ) 監査委員 1000801733217

C343.1
監査報告書　第2期事務事業定期監査結果報告・
第2期工事定期監査結果報告・財政援助団体等
監査結果報告

平成30年度（Ⅲ） 監査委員 1000801767001

C343.1 千葉市健全化判断比率等審査意見書 平成29年度 監査委員 1000801710611

C344.1
千葉市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用
状況審査意見書

平成29年度 監査委員 1000801710590

農業委員会

C611 千葉市農業委員会だより 【ファイル】　 130号～132号 農業委員会 1000110038557
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議会事務局

C313.1 ちば市議会だより　タブロイド版 №100～103 千葉市議会 2000000099254

C313.1 千葉市議会定例会会議録　付　予算審査特別委員会記録　 平成30年 第1回 千葉市議会 1000801701747

C313.1 千葉市議会定例会会議録 平成30年 第2回 千葉市議会 1000801737896

C313.1 千葉市議会定例会会議録　付　決算審査特別委員会記録 平成30年 第3回 千葉市議会 1000801762254

C313.1 千葉市議会定例会会議録 平成30年 第4回 千葉市議会 1000801766996

C313.1 [千葉市議会]常任委員会記録 平成30年 第1号 千葉市議会 1000801706559

C313.1 [千葉市議会]常任委員会記録 平成30年 第2号 千葉市議会 1000801743947

C313.1 [千葉市議会]常任委員会記録 平成30年 第3号 千葉市議会 1000801749808

C313.1 [千葉市議会]常任委員会記録 平成30年 第4号 千葉市議会 1000801762251

C313.1 [千葉市議会]決算審査特別委員会　分科会記録 平成30年　第1分冊 千葉市議会 1000801749810

C313.1 [千葉市議会]決算審査特別委員会　分科会記録 平成30年　第2分冊 千葉市議会 1000801749811

C313.1 [千葉市議会]決算審査特別委員会　分科会記録 平成30年　第3分冊 千葉市議会 1000801749812

C313.1 [千葉市議会]予算審査特別委員会　分科会記録 平成30年　第1分冊 千葉市議会 1000801706551

C313.1 [千葉市議会]予算審査特別委員会　分科会記録 平成30年　第2分冊 千葉市議会 1000801706550

C313.1 [千葉市議会]予算審査特別委員会　分科会記録 平成30年　第3分冊 千葉市議会 1000801706549

C313.1
[千葉市議会]特別委員会記録　大都市制度・地方創生調査
特別委員会・新庁舎整備調査特別委員会・地方創生・オリ
ンピック・パラリンピック調査特別委員会

平成30年 千葉市議会 1000801749809

C313.1 [千葉市議会]議会運営委員会記録 平成30年 千葉市議会 1000801762248

ちば市議会だより　[点字雑誌] №100～103 調査課 2000800001481

C313.1 調査時報 第190号 調査課 1000801737901

C313.1 調査時報 第191号 調査課 1000801737906

C313.1 調査時報 第192号 調査課 1000801753322

C317 ［千葉市］市政概要 平成30年度版 調査課 1000801706554

記念誌
小学校

C376.2 [千葉市立都賀の台小学校]　創立40周年記念誌 1000801740217

C376.2 [千葉市立松ヶ丘小学校]　創立60周年記念誌 1000801757827

中学校

C376.3 [千葉市立天戸中学校]創立40周年記念誌　あまど坂 1000801733387

C376.3 [千葉市立幸町第一中学校]創立50周年記念誌　幸くあれ 1000801733168

C376.3 [千葉市立高浜中学校]創立40周年記念誌 1000801733178

C376.3 ［千葉市立椿森中学校］創立70周年記念誌　椿 1000801733386
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