
分類 資料名 年次・巻次 発行課 タイトルコード

総務局
市長公室

C317.6 千葉市生活ガイドブック [英語版] [2011] 国際交流課 1000800757636

C317.6 千葉市生活ガイドブック [中国語版] [2011] 国際交流課 1000800757639

C317.6 千葉市生活ガイドブック [ハングル版] [2011] 国際交流課 1000800757637

C317.6 千葉市生活ガイドブック [スペイン語版] [2011] 国際交流課 1000800757638

C780 ゆめ半島千葉国体2010　千葉市報告書 平成22年 国体推進課 1000800605675

総務部

C317.6 千葉市公報 【ファイル】 平成22年1～6月 総務課 1000800591379

C317.6 千葉市公報 【ファイル】 平成22年7～12月 総務課 1000800658656

C317.6 千葉市公報 【ファイル】 平成23年1～6月 総務課 1000710002028

C317.6 千葉市公報 目録 【ファイル】　
平成22年4月～
平成22年12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22年版 政策法務課 1000800585654

C317.4 個人情報保護事務の手引 その2　資料編 平成22年版 政策法務課 1000800585656

C317.4 情報公開事務の手引 平成22年版 政策法務課 1000800585653

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21年度  政策法務課 1000800553036

C317.1 千葉市の組織 平成22年4月1日 人事課 1000800527923

C317.4 千葉市事務報告書   第1編 平成21年度 人事課 1000800553073

C317.4 千葉市事務報告書   第2編 平成21年度 人事課 1000800553074

C317.5 千葉市職員録 平成22年度 人事課 1000800527924

C317.5 研修概要 平成22年度職員研修計画・平成21年度職員研修実績 平成22年度 人材育成課 1000800547698
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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 マニフェストに関する取組み事業の進捗状況 【ファイル】 平成22年5月末 政策企画課 1000800547853

C317 マニフェストに関する取組み事業の進捗状況 【ファイル】 平成23年1月末 政策企画課 1000800605452

C317.3 [千葉市]アクションプラン 平成23年度 政策企画課 1000800580120

C317.3 千葉市公共施設整備計画図 【ファイル】　 平成22年度 政策企画課 1000310046745

C317.3 千葉市の主要プロジェクト 【ファイル】　 平成22年度 政策企画課 1000110041277

C518.8
市民をはじめとする多様な主体の参画による中心市街地内
未利用公有地の有効活用について

平成22年度 政策調整課 1000800645273

C317.3 千葉市行政改革推進プラン  平成23年3月 行政改革推進課 1000800625392

C317.3 千葉市新行政改革推進計画の達成状況（平成17年度～21年度） 平成22年9月 行政改革推進課 1000800561055

C335.7
法人の経営状況説明書
 平成21年度決算・平成22年度事業計画 第1編   

平成22年8月 行政改革推進課 1000800547941

C335.7
法人の経営状況説明書
 平成21年度決算・平成22年度事業計画 第2編   

平成22年8月 行政改革推進課 1000800547942

C335.7
法人の経営状況説明書
 平成21年度決算・平成22年度事業計画 第3編

平成22年8月 行政改革推進課 1000800547943

C331 千葉市の市民経済計算 平成19年度 統計課 1000800509161

C351 千葉市統計書 平成22年度版 統計課 1000800650084

C351 統計グラフから見る千葉市  【ファイル】　   平成23年3月 統計課 1000110041020

C351 ポケットデータCHIBA  【ファイル】　     平成23年3月 統計課 1000410044797

C358
千葉市稲毛区 町丁別年齢別人口 住民基本台帳及び外国
人登録による　【ファイル】

平成22年4月1日～23
年3月31日現在 

統計課 1000110041284

C358
千葉市中央区 町丁別年齢別人口 住民基本台帳及び外国
人登録による　【ファイル】

平成22年4月1日～23
年3月31日現在 

統計課 1000110041307

C358
千葉市 町丁別人口及び世帯数　住民基本台帳及び外国
人登録による　【ファイル】

平成22年4月1日～23
年3月1日現在 

統計課 1000110041170

C358 千葉市の推計人口 【ファイル】    
平成22年4月1日～23
年3月1日現在 

統計課 1000310065913

C358
千葉市花見川区 町丁別年齢別人口 住民基本台帳及び外
国人登録による　【ファイル】

平成22年4月1日～23
年3月31日現在 

統計課 1000210054489

C358
千葉市緑区 町丁別年齢別人口 住民基本台帳及び外国人
登録による　【ファイル】

平成22年4月1日～23
年3月31日現在 

統計課 1000110041320

C358
千葉市美浜区 町丁別年齢別人口 住民基本台帳及び外国
人登録による　【ファイル】

平成22年4月1日～23
年3月31日現在 

統計課 1000110041310

C358
千葉市若葉区 町丁別年齢別人口 住民基本台帳及び外国
人登録による　【ファイル】

平成22年4月1日～23
年3月31日現在 

統計課 1000110041313

C505 千葉市の工業  工業統計調査結果報告    平成20年(2008) 統計課 1000800509159

市民自治推進部

C317 千葉市市民参加・協働実施計画　 平成22年度  市民自治推進課 1000800502977

C317 千葉市市民参加・協働実施状況　 平成21年度 市民自治推進課 1000800580116

C317 千葉市勢要覧　 2010 広報課 1000800494134

C317.6 ちば市政だより 縮刷版  全市版・区版  34(平成22年度)  広報課 1000800631445

T317.6 声の市政だより  [録音雑誌] （カセット） 平成23年3月 広報課 2000000099445

T317.6 ちば市政だより [点字雑誌] 
平成22年4月1日号～
平成23年3月15日号

広報課 2000000099608

C317.7 市民の声      平成21年度  広聴課 1000800565745

C379.1 千葉市政出前講座テーマ集     平成22年度  広聴課 1000800497113

千葉市行政資料目録　平成22年度（平成27年9月改訂）



分類 資料名 年次・巻次 発行課 タイトルコード

財政局

C343.1 千葉市財政健全化プランの取組結果 平成18年度～21年度 1000800561019

財政部

C342.1 市の財政    財政状況の公表    平成22年6月 財政課 1000800514438

C342.1 市の財政    財政状況の公表    平成22年12月 財政課 1000800580248

C343.1 主要施策の成果説明書      平成21年度  財政課 1000800547893

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21年度 財政課 1000800561020

C344.1 [千葉市]一般会計及び特別会計繰越計算書 平成21年度 財政課 1000800519576

C344.1 [千葉市]一般会計予算書  附　予算に関する説明書 平成23年度 財政課 1000800617156

C344.1 [千葉市]特別会計予算書　附:予算に関する説明書 平成23年度 財政課 1000800617158

C344.1 当初予算(案)のあらまし    平成23年度 財政課 1000800605676

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22年8月 財政課 1000800553032

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22年11月 財政課 1000800591377

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23年2月 財政課 1000800617163

C344.1 当初予算(案)関係資料  【ファイル】  平成22年度 財政課 1000800482674

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23年度 財政課 1000800617164

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23年度 財政課 1000800617166

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23年度 財政課 1000800617165

C334.6 市有地等売払い 一般競争入札応募要領  【ファイル】         平成22年度 管財課 1000110038396

税務部

C345.1 市税のしおり　くらしを支える税を知るために 平成22年度 税制課 1000800575272
C345.1 税務統計 平成22年度 税制課 1000800561018
C345.1 納税だより　【ファイル】  平成23年1月 課税管理課 1000210007362
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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
市民部

 
C210.7 千葉空襲写真誌  [平成22年] 市民総務課 1000800533174

C358 町丁別世帯・人口集計表(除外国人) 【ファイル】
平成22年4月30日現在
～23年3月31日現在

市民総務課 1000110038449

C317 区政概要 平成22年度版 区政課 1000800547878

C291.09 千葉市の散歩道 【ファイル】 ［2010］ 地域振興課 1000800514470

C681 マイロードCHIBA 【ファイル】
Vol.64(2010.8)～
Vol.65(2011.3)

地域振興課 1000110036121

C518 美しい千葉 【ファイル】
第71号
（平成23年3月）

千葉市を美しくする会 1000110041041

C681 千葉市交通安全実施計画 平成22年度
千葉市交通安全
対策会議

1000800669013

C393 千葉市国民保護計画 平成23年2月 [総合防災課] 1000800605832

生活文化部

C709.1 千葉市文化施設等の市民ニーズ・利用実態調査報告書 平成23年3月 文化振興課 1000800653048

C063 千葉文化 【ファイル】
第55号（22年8月）～
第56号（23年1月） 千葉市文化連盟 1000110075872

C706 採蓮 Siren  -千葉市美術館研究紀要- 第14号 千葉市美術館 1000800645339

C708 市展 第42回 千葉市美術協会 1000800708196

C708.7 伊藤若冲　-アナザーワールド- 千葉市美術館 1000800532755

C708.7 田中一村 -新たなる全貌- 千葉市美術館 1000800548058

C708.7 ニューオーリンズ　ギッター・コレクション展 -帰ってきた江戸絵画- 千葉市美術館 1000800591193

C708.7 ひととき  千葉市美術館 1000800645439

C708.7 ブラティスラヴァ世界絵本原画展 千葉市美術館 1000800568604

C708.7 ボストン美術館浮世絵名品展 -錦絵の黄金時代―清長、歌麿、写楽- 千葉市美術館 1000800647734

C708.7 MASKS -仮の面- 千葉市美術館 1000800533005

C063 あでるは 【ファイル】
Vol.318（2010.5）～
Vol.329（2011.4）

千葉市文化振興財団 1000800502494

C367.1 職場での均等待遇に関する調査 男女共同参画課
千葉市女性センター

1000800642593

C367.1 ちば男女共同参画基本計画 新ハーモニープラン 後期計画平成23年度～27年度 男女共同参画課 1000800637695

C367.1 ちば男女共同参画基本計画新ハーモニープラン年次報告書 平成22年度版 男女共同参画課 1000800637694

C367.1 ハーモニーちば 【ファイル】 第58号 男女共同参画課 1000110038397

C367.1 みらい 【ファイル】
Vol.21～Vol.22
(2010 AUTUMN～
2011.3)

千葉市女性センター1000110041047

C369.2 千葉市女性センターこうざNews 【ファイル】 2010.6月～2011.2月 千葉市女性センター1000210007361

C365.8 消費者行政の事業実績 平成21年度
千葉市消費生活セ
ンター

1000800547886

C365.8 暮らしの情報 いずみ 【ファイル】
Vol.179(2010.5)～
Vol.184(2011.3)

千葉市消費生活セ
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21年統計) 保健福祉総務課 1000800668785

C498.1 保健福祉局事業概要 平成21年度統計 保健福祉総務課 1000800561058

C369.1 保健福祉サービスハンドブック 平成22年度版 地域福祉課 1000800625383

C369.7 千葉市地域福祉計画 第2期 平成23～26年度 地域福祉課 1000800645157

C369.1  ちばし社協だより 【ファイル】
No.70(22年6月）～
No.73(23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.39(22年9月)～
No.40(23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.91(2010.4)～
No.99(2011.3)

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】
No.21(2010.7)～
No.23(2011.3)

千葉市社会福祉協議
会/おゆみ野地区部会 1000800499552

健康部

C317.3
中期経営計画の進捗状況（最終報告）
病院事業（平成17年度～21年度） 【ファイル】

健康企画課 1000800572960

C498.1 千葉市病院事業会計決算書 平成21年度 健康企画課 1000800573081

C364 国民健康保険事業概要 平成22年度版 健康保険課 1000800555125

C364 国民年金ミニ辞典 【ファイル】 平成22年度版 健康保険課 1000110041019

C364 国保のしおり 【ファイル】 平成22年度版 健康保険課 1000110041016

C498.5 千葉市食品衛生監視指導計画 【ファイル】 平成22年度 生活衛生課 1000800370764

C640 猫と共に暮らすためのガイドライン
生活衛生課・動物保
護指導センター

1000800639820

C498.1 千葉市看護職員募集 【ファイル】 [平成22年度] 病院事業室 1000800674435

C498.1 千葉市夜間救急初期診療業務年報 平成22年度版 千葉市立海浜病院 1000800553035

C498.1 [海浜病院]病院年報 
第14号
(平成21年度)

千葉市立海浜病院 1000800705814

C493 千葉市予防接種あんない 【ファイル】 ［平成22年］ 千葉市保健所 1000110085427

C498 健康づくり支援マップ（各区版） 【ファイル】 ［平成22年］ 千葉市保健所 1000800209672

C498.1 千葉市環境保健研究所年報
第17号
(平成21年度)

千葉市環境保健
研究所

1000800583072

高齢障害部

C369.2 今からはじめる元気アップの秘訣 高齢福祉課 1000800631472

C369.2 高齢者保健福祉のあらまし 平成22年度版 高齢福祉課 1000800527919

C317.3
中期経営計画の進捗状況（最終報告）
介護サービス事業（平成17年度～21年度） 【ファイル】

介護保険課 1000800572960

C364 千葉市介護相談員派遣事業実績報告書 平成21年度 介護保険課 1000800625400

C364 ハートページ　介護サービス事業者ガイドブック　千葉市版 2011 介護保険課 1000800672071

C369.2 みんなで支え合う介護保険 【ファイル】 平成22年4月 介護保険課 1000210107793

C369.2 障害者福祉のあんない 平成22年4月 障害企画課 1000800541813

C369.2 第2次 千葉市障害者計画 平成23～26年度 障害企画課 1000800640012

C369.2 精神保健福祉のあんない 平成22年10月 障害者自立支援課 1000800605678

C369.2 知的障害を理解するためのハンドブック 障害者相談センター1000800625404

C369.2 [千葉市障害者相談センター]事業概要 平成22年度 障害者相談センター1000800672082

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16号（2010.7)
～17号(2011.3)

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21年度
千葉市こころの
健康センター

1000800553034
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こども未来局
こども未来部

C369.4 いきいき子育て vol.17(2011年3月) こども企画課 1000110050214

C599 子育てハンドブック 平成22年 こども企画課 1000800541814

C369.4 保育所（園）のご案内　【ファイル】 ［平成22年度］ 保育運営課 1000110041061

C369.4 ［千葉市児童相談所］事業概要 平成21年度 児童相談所 1000800625380

環境局
環境管理部

C518.5 千葉市ごみ組成測定・分析業務 概要版 【ファイル】 平成22年度 環境総務課 1000510051460

C518.5 千葉市ごみ組成測定・分析業務資料編 平成22年度 環境総務課 1000800614740

C518.5 千葉市ごみ組成測定・分析業務報告書 平成22年度 環境総務課 1000800614735

C518.5 清掃事業概要 平成22年度 ごみ減量推進課 1000800573084

C518.5 千葉市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画策定調査報告書 平成23年 ごみ減量推進課 1000800631232

C518.5 千葉市生ごみ分別収集モデル事業に関する調査報告書 平成22年度 ごみ減量推進課 1000800655480

C518.5 リサイクリーンちば 事業所ごみ通信 【ファイル】 vol.29 ごみ減量推進課 1000110038392

C518.5 リサイクルハンドブック 【ファイル】 2010年度版 ごみ減量推進課 1000110075185

環境事業部

C518.5 ゴー!ゴー! へらそうくん 【ファイル】 No.2・臨時特集号 収集業務課 1000800440275

C317.3
中期経営改革の進捗状況（最終報告）
電気事業（平成17～21年度） 【ファイル】

施設課 1000800572960

環境保全部

C519 千葉市環境白書 平成22年版 環境調整課 1000800591372

C375 千葉市環境学習モデル校活動実践集 平成22年度 環境調整課 1000800611503

C519.1 エコライフちば 【ファイル】 No.48・49 環境調整課 1000110036028

C519.1 千葉市環境基本計画 環境調整課 1000800639836

C519.1 千葉市自動車公害防止実施計画 平成22年度 環境保全推進課 1000800547915

C512 千葉市水準測量成果表 平成23年3月 環境規制課 1000800573082

C519.3 千葉市大気環境測定結果報告書 平成21年度 環境規制課 1000800573086

C519.6 自動車騒音常時監視、道路交通振動及び交通量等調査報告書 平成22年度 環境規制課 1000800672056

C519.6 千葉市地下水位地盤沈下調査報告書 平成23年3月 環境規制課 1000800705713

C369.4
千葉市次世代育成支援行動計画　後期計画　夢はぐくむ
ちば子どもプラン

こども企画課 1000800541852
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経済農政局
経済部

C335
産業人材の育成の一環としてのキッズ・アントレプレナーシップ
（起業家精神）教育の在り方について

[経済企画課] 1000800645262

C366 千葉市雇用状況実態調査報告書　概要版 平成22年度 産業支援課 1000800663654

C366 働く市民のガイドブック よりよい明日のために ［平成22年］ 産業支援課 1000800527922

C366 技あり 産業支援課 1000800631466

C291.09 ちばシティガイド 【ファイル】 千葉市観光協会 1000800577812

C291.09
千葉とっておき
 ｢食べる｣｢遊ぶ｣｢観る｣！千葉市観光協会おすすめスポット370

2011 千葉市観光協会 1000800585874

C291.09 千葉とっておき [雑誌] 2011年版 千葉市観光協会 2000000099229

C290.9 ゆるり　働くあなたの潤い生活 【ファイル】
2010年5-6月vol.26～
2011年3-4月vol.31

千葉市勤労者福祉
サービスセンター

1000610052055

農政部

C611 千葉市農業概要 平成23年度 農政課 1000800631468

C611 千葉市農業基本計画 [平成23年] 農政課 1000800631233

C611 千葉市農政だより  【ファイル】 第20号 農政課 1000110038398

C317.3
経営改革の進捗状況（最終報告）
農業集落排水事業（平成17～21年度） 【ファイル】

農業環境整備課 1000800572960

中央卸売市場

C317.3
経営改革の進捗状況（最終報告）
中央卸売市場事業（平成17～21年度） 【ファイル】

管理課 1000800572960

C689 千葉市観光情報ニュース
No.39(7月-9月)～
No.42（4月-6月） 千葉市観光協会 1000210091765
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都市局
都市部

C518.8 千葉都市計画総括図 【ファイル】 平成22年度 都市計画課 1000210016469

C518.8 千葉市景観計画
都市計画課
都市景観ﾃﾞｻﾞｲﾝ室

1000800631446

C334.6 [千葉市]地価公示 平成22年 宅地課 1000800530482

C334.6 地価公示【千葉市分】(速報版) 【ファイル】 平成23年 宅地課 1000210027093

C334.6 [千葉市]地価調査 平成22年 宅地課 1000800591375

C334.6 地価調査【千葉市分】(速報版) 【ファイル】 平成22年 宅地課 1000210050273

C334.6 千葉市地価マップ 【ファイル】 平成22年 宅地課 1000210054457

C317.3
中期経営改革の進捗状況（最終報告）
宅地造成事業（平成17～21年度） 【ファイル】

市街地整備課 1000800572960

建築部

C520 [千葉市都市局建築部]事業概要 平成22年度 建築管理課 1000800547875

公園緑地部

C629 都川水の里公園 小川・田んぼエリア 【ファイル】 公園建設課
若葉公園緑地事務所

1000800547934

C629 はっぱだより 【ファイル】 No.25～28
自然遊びわかばの会

緑政課
1000610044520

C629 花びとさん通信 【ファイル】 第9号～11号
花とひとのネットワーク
実行委員会／緑政課
緑と花の推進室

1000800449414

C629 花の美術館だより
Vol.37～38
(2010 AUTUMN)～
（2011WINTER)

千葉市花の美術館 1000110057882

C317.3
中期経営改革の進捗状況（最終報告）
観光その他事業（平成17～21年度） 【ファイル】

動物公園管理課 1000800572960

C480 どうぶつこうえんニュース 【ファイル】 第76号～79号 動物公園
千葉市動物公園協会

1000110038438

C480 動物公園年報 平成21年度版 動物公園 1000800666398
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建設局
土木部

C515 千葉市橋梁長寿命化修繕計画 維持管理課 1000800538712

道路部

C514 新港横戸町線道づくりニュース 【ファイル】
No.28・30
(2010年4月・9月)

特定街路課 1000800502674

C518.8 誉田駅周辺まちづくりニュース 【ファイル】 No.17(平成22年7月) 特定街路課 1000800533152

下水道管理部

C317.3
中期経営改革の進捗状況（最終報告）
下水道事業（平成17～21年度） 【ファイル】

下水道経営課 1000800572960

C518.2 千葉市下水道事業会計決算書 平成21年度 下水道経営課 1000800573082

C518.2 千葉市の下水道と河川 平成22年度 下水道経営課 1000800547919

C518.2 千葉市水だより　下水道・河川 【ファイル】
Ｎｏ.4(2010年4月)
Ｎｏ.5(2011年3月)

下水道営業課 1000800503679

中央区役所

C317 [千葉市]中央区ガイド 【ファイル】 平成23年3月 中央区役所 1000800552846

C369.7 [千葉市]中央区地域福祉計画 平成23～26年度 高齢障害支援課 1000800645160

花見川区役所

C317 [千葉市]花見川区ガイド 【ファイル】 平成23年3月 花見川区役所 1000800552844

C369.7 [千葉市]花見川区地域福祉計画 平成23～26年度 高齢障害支援課 1000800645162

稲毛区役所

C317 [千葉市]稲毛区ガイド 【ファイル】 平成23年3月 稲毛区役所 1000800552833

C369.7 [千葉市]稲毛区地域福祉計画 平成23～26年度 高齢障害支援課 1000800645165

若葉区役所

C317 [千葉市]若葉区ガイド 【ファイル】 平成23年3月 若葉区役所 1000800552845

C369.7 [千葉市]若葉区地域福祉計画 平成23～26年度 高齢障害支援課 1000800645166

緑区役所

C317 [千葉市]緑区ガイド 【ファイル】 平成23年3月 緑区役所 1000800552840

C369.7 [千葉市]緑区地域福祉計画 平成23～26年度 高齢障害支援課 1000800645330

美浜区役所

C317 [千葉市]美浜区ガイド 【ファイル】 平成23年3月 美浜区役所 1000800552817

C369.7 [千葉市]美浜区地域福祉計画 平成23～26年度 高齢障害支援課 1000800645169
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消防局

予防部

C317.9 救急統計 平成22年 警防部 1000800881279

C317.9 火災統計 平成22年 予防課 1000800637699

C317.9 千葉市消防年報 平成21年度 予防課 1000800614553

C317.9 防火管理 第48号(2011) 予防課 1000800601092

C317.9 安全管理 第52号(2011) 指導課 1000800603519

水道局

C317.3
中期経営計画の進捗状況（最終報告）
 水道事業（平成17～21年度） 【ファイル】

水道局 1000800572960

C518.1 千葉市水道事業会計決算書 平成21年度 千葉市水道局 1000800573083

C518.1 [千葉市]水道事業年報 平成21年度 水道総務課 1000800560879

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21年度 会計室 1000800573079
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教育委員会

C371 千葉市農山村留学推進事業(長野県)報告書 平成22年度 教育委員会 1000800619252

教育総務部

C369.4 いきいき子育て【ファイル】 Vol.17 企画課 1000110050214

C370 教育だよりちば【ファイル】 Vol.78～Vol.81 企画課 1000110038395

C373 [千葉市]教育施策 平成22年度 企画課 1000800583333

C373 千葉市の教育【ファイル】 平成22年度 企画課 1000010823503

C373 千葉市学校適正配置実施方針 改訂版 平成22年8月 企画課 1000800544852

C373 千葉市教育委員会　事務点検・評価報告書 平成22年度 企画課 1000800580272

C373 千葉市立高等学校改革の評価・検証 平成23年本編 企画課 1000800614260

学校教育部

C019 千葉市読書感想文集 小学校　「本だな」 第47集 指導課 1000800591312

C019 千葉市読書感想文集 中学校　「本だな」 第47集 指導課 1000800591313

C291 伸びゆく千葉市 平成22年 指導課 1000800625233

C291 わたしたちの千葉市　-小学校3・4年生用社会副読本- 平成22年度版 指導課 1000800591275

C313.1 [千葉市]子ども議会報告書 平成22年度 指導課 1000800677715

C375 21世紀を拓く 【ファイル】 平成22年度 指導課 1000510106476

C375 教科用図書採択情報公開資料 平成22年度 指導課 1000800553024

C375 千葉市生徒指導の課題と方策 平成22年度 指導課 1000800695709

C816 ともしび[中学校] 第57号 指導課 1000800591332

C816 ともしび 小学校 第1・2学年 第57号 指導課 1000800591335

C816 ともしび 小学校 第3・4学年 第57号 指導課 1000800591334

C816 ともしび 小学校 第5・6学年 第57号 指導課 1000800591333

C374 学校体育振興施策 平成22年度 保健体育課 1000800593854

C374 千葉市の保健体育 第51号 保健体育課 1000800631294

C375 [千葉市]教育センターだより 【ファイル】 第146号～第148号 教育センター 1000110038364

C375 [千葉市教育センター]要覧 【ファイル】 平成21年度 教育センター 1000110048181

C378 [千葉市]養護教育センターだより 【ファイル】 第42号～第43号 養護教育センター 1000110038602

C378 [千葉市養護教育センター]年報 【ファイル】 平成21年度 養護教育センター 1000110038589

C378 特別支援学級担任のためのハンドブック 授業実践編 養護教育センター 1000800631458

C378 特別支援学級の学習指導の在り方 授業実践編 養護教育センター 1000800631464

C375
コンピテンシー育成プログラムの開発と校内研修（OJT)の在
り方

平成22年度 教育センター 1000800645268
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生涯学習部

C210.2 [千葉市]埋蔵文化財調査(市内遺跡)報告書 平成22年度 生涯学習振興課 1000800813919

C369.4 千葉市放課後子ども教室事業報告 平成21年度 生涯学習振興課 1000800663258

C379 千葉市の社会教育 2010 生涯学習振興課 1000800560878

C379.1 できる! 【ファイル】 Vol.26～Vol.27 生涯学習振興課 1000110033589

C379.1 千葉市生涯学習推進計画 平成23～27年度 生涯学習振興課 1000800631455

C290 もっともっと、ちば。ちばカレッジ記録集 平成22年度 生涯学習センター 1000800619593

C369.7 地域活動・ボランティア活動に関する意識調査報告書 2011.3 生涯学習センター 1000800645425

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】 2011.3 生涯学習センター 1000610061277

C379.1 千葉市生涯学習センター事業のあゆみ 平成21年度 生涯学習センター 1000800535997

C379.1 まなびフェスタ 【ファイル】 2010 生涯学習センター 1000110094967

C379.1 生涯学習ひろば　Sa!　ま NAVI 【ファイル】 No.01～No.07 生涯学習センター 1000800506876

C379.1 生涯学習ひろば　Sa! 【ファイル】 No.61～No.67 生涯学習センター 1000110081125

C400 ちばの大地と自然 ちばカレッジ記録集 平成22年度 生涯学習センター 1000800619635

C379 ぼらセン通信 【ファイル】 第11号～第16号 生涯学習ボランティアセンター1000800359355

C816 折々の記　-検見川公民館後援事業「折々の記サークル」- 9 検見川公民館 1000800511534

C069 貝塚 【ファイル】 No.29 加曽利貝塚博物館 1000510058197

C069 貝塚博物館紀要 第38号 加曽利貝塚博物館 1000800628076

C069 [千葉市立郷土博物館]研究紀要 第17号 郷土博物館 1000800622528

C069 [千葉市立郷土博物館]館報 平成22年12月 郷土博物館 1000800603532

C210.1 千葉いまむかし　 No.24 郷土博物館 1000800637674

C210.1 埋蔵文化財調査センター年報 23（平成21年度） 埋蔵文化財調査センター 1000800813339

C780 千葉市の社会体育 平成22年度 社会体育課 1000800527917

C780 元気・ふれあい・夢　スポーツプランCHIBA 平成23～27年度 社会体育課 1000800625386

C780 Athlete(アスリート) 【ファイル】 Vol.73～Vol.76 スポーツ振興財団 1000110038586

C780 千葉ポートアリーナ催物案内 【ファイル】 2011.1月～3月 スポーツ振興財団 1000110041008

C016 千葉市の図書館 2010 中央図書館 1000800538594

C016 [千葉市]図書館だより 第34～37号 中央図書館 1000210010072

C019 千葉市子ども読書活動推進計画 平成23年3月 中央図書館 1000800634158

C016 ふみくら 【ファイル】 No.156～No.159 文庫連絡協議会 1000110063147

C379
千葉市社会教育功労者感謝状贈呈式
 -受賞者名簿- 【ファイル】

第55回 生涯学習振興課 1000210096150

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22年度 生涯学習センター 1000210038332
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選挙管理委員会事務局

C313.8 明るい選挙だより 【ファイル】 第43号～44号 選挙管理委員会 1000110041024

C313.8 選挙結果調
平成22年7月11
日執行

選挙管理委員会 1000800718698

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22年10月 人事委員会 1000800565744

C317.5 人事委員会年報　 平成21年度 人事委員会 1000800527976

C317.5 千葉市職員募集 【ファイル】 平成22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22年度 人事委員会 1000800364739

監査委員会事務局

C335.7 千葉市公営企業会計決算審査意見書 平成21年度 監査委員 1000800547890

C343.1 監査報告書 平成22年度　1 監査委員 1000800573085

C343.1 監査報告書 平成22年度　2 監査委員 1000800580244

C343.1 監査報告書 平成22年度　3 監査委員 1000800625382

C343.1 監査報告書 平成22年度　4 監査委員 1000800625381

C343.1 千葉市健全化判断比率等審査意見書 平成21年度 監査委員 1000800547887

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21年度 監査委員 1000800547892

C343.1 千葉市包括外部監査報告書 平成22年度 包括外部監査人 1000800625393

農業委員会事務局

C611 千葉市農業委員会だより　【ファイル】　 第102号～105号 農業委員会 1000110038557
C611 [千葉市]農業委員会のあらまし 平成22年度 農業委員会 1000800647828
C611 千葉市農政に関する建議書　【ファイル】 平成23年度 農業委員会 1000210096149
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分類 資料名 年次・巻次 発行課 タイトルコード

議会事務局

C313.1 千葉市議会提要 平成22年 議会事務局 1000800499955

C313.1 [千葉市議会］議会運営委員会記録 平成22年 第1分冊 議事課 1000800631312

Ｃ313.1 [千葉市議会］議会運営委員会記録 平成22年 第2分冊　 議事課 1000800631332

Ｃ313.1 [千葉市議会］決算審査特別委員会　第1分科会記録 平成22年 第1分冊　 議事課 1000800617159

C313.1 [千葉市議会］決算審査特別委員会　第1分科会記録 平成22年 第2分冊 議事課 1000800617160

C313.1 [千葉市議会］決算審査特別委員会　第2分科会記録 平成22年 第1分冊 議事課 1000800617161

Ｃ313.1 [千葉市議会］決算審査特別委員会　第2分科会記録 平成22年 第2分冊　 議事課 1000800617162

C313.1 [千葉市議会]常任委員会記録 平成22年 第1号（第1分冊） 議事課 1000800519578

C313.1 [千葉市議会]常任委員会記録 平成22年 第1号（第2分冊） 議事課 1000800519579

C313.1 [千葉市議会]常任委員会記録 平成22年 第1号（第3分冊） 議事課 1000800519721

C313.1 [千葉市議会]常任委員会記録 平成22年 第2号（第1分冊） 議事課 1000800565737

C313.1 [千葉市議会]常任委員会記録 平成22年 第2号（第2分冊） 議事課 1000800565739

C313.1 [千葉市議会]常任委員会記録 平成22年 第3号（第1分冊） 議事課 1000800595816

C313.1 [千葉市議会]常任委員会記録 平成22年 第3号（第2分冊） 議事課 1000800595818

C313.1 [千葉市議会]常任委員会記録 平成22年 第4号（第1分冊） 議事課 1000800617152

C313.1 [千葉市議会]常任委員会記録 平成22年 第4号（第2分冊） 議事課 1000800617154

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22年 第1回 議事課 1000800519577

C313.1 千葉市議会定例会会議録 平成22年 第2回 議事課 1000800573087

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22年 第3回 議事課 1000800605677

C313.1 千葉市議会定例会会議録 平成22年 第4回 議事課 1000800631214

C313.1 [千葉市議会]予算審査特別委員会 第1分科会記録 平成22年 第1分冊 議事課 1000800565736

C313.1 [千葉市議会]予算審査特別委員会 第1分科会記録 平成22年 第2分冊 議事課 1000800565740

C313.1 [千葉市議会]予算審査特別委員会 第2分科会記録 平成22年 第1分冊 議事課 1000800565742

C313.1 [千葉市議会]予算審査特別委員会 第2分科会記録 平成22年 第2分冊 議事課 1000800565743

C313.1 [千葉市議会]決算審査特別委員会 
平成22年 第1分科
会記録 第1分冊

議事課 1000800617159

C313.1 [千葉市議会]決算審査特別委員会 
平成22年 第1分科
会記録 第2分冊

議事課 1000800617160

C313.1 調査時報 第167号 調査課 1000800506658

C313.1 調査時報 第168号 調査課 1000800595819

Ｃ317 [千葉市]市政概要 平成22年度版 調査課 1000800547925

記念誌
小学校

C376.2 海風 千葉市立高洲第一小学校 閉校記念誌  最終号  1000800622139

C376.2 風と光と緑の子 [高洲第二小学校]閉校記念誌  1000800622158

C376.2 かもめの子 [磯辺第三小学校]創立30周年記念誌    1000800571012

中学校

C376.3 オリオン ［土気南中学校］創立20周年記念誌 1000800575333

C376.3 感謝 [轟町中学校]創立50周年記念誌 1000800578017

C376.3 想から創へ 千葉市立山王中学校創立30周年記念誌  第3集 1000800583315

C376.3 夢 [幸町第二中学校]創立30周年記念誌  1000800619132
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