
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

C317.9 千葉市津波ハザードマップ 【ファイル】 危機管理課 1000800919022

C317.9 千葉市土砂災害ハザードマップ 【ファイル】 危機管理課 1000800925346

総務部

C317.6 千葉市公報 平成24年4～6月 総務課 1000800881139

C317.6 千葉市公報 平成24年7～12月 総務課 1000710002028

C317.6 千葉市公報 【ファイル】 平成25年1～3月 総務課 1000710002028

C317.6 千葉市公報 目録 【ファイル】　
平成24年1月～
平成24年12月

総務課 1000210001740

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23年度 政策法務課 1000800813559

C317.5 千葉市職員録 平成24年度 人事課 1000800807162

C317.5 研修概要 平成24年度職員研修計画・平成23年度職員研修実績 平成24年度 人材育成課 1000800832499
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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24年5月末 政策企画課 1000800829539

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25年1月末 政策企画課 1000800896399

C317.3 千葉市の主要プロジェクト 【ファイル】　 平成24年度 政策企画課 1000110041277

C317.3
千葉市行政改革推進プラン (平成22年度～25年度)
 平成23年度の取組状況

平成24年9月 行政改革推進課 1000800836079

C335.7
法人の経営状況説明書
 平成23年度決算・平成24年度事業計画 第1編   

平成24年9月 行政改革推進課 1000800835860

C335.7
法人の経営状況説明書
 平成23年度決算・平成24年度事業計画 第2編   

平成24年9月 行政改革推進課 1000800835864

C335.7
法人の経営状況説明書
 平成23年度決算・平成24年度事業計画 第3編

平成24年9月 行政改革推進課
1000800835869

C331 千葉市の市民経済計算 平成21年度 統計課 1000800971619

C351　 千葉市統計書 平成24年度版 統計課 1000800942484

C351　 ポケットデータCHIBA 【ファイル】　 平成25年度版 統計課 1000410044797

C358 国勢調査報告書 平成22年 その1 統計課 1000800942482

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24年4月1日～
25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24年4月1日～
24年9月30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24年4月1日～
25年3月31日現在 

統計課 1000110041170

C358 千葉市の推計人口 【ファイル】    
平成24年4月1日～
25年3月31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24年4月1日～
25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24年4月1日～
25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24年4月1日～
25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24年4月1日～
25年3月31日現在 

統計課 1000110041313

C358 町丁別世帯・人口集計表 【ファイル】
平成24年4月1日～
25年3月31日現在 

統計課 1000110038449
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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 千葉市財政健全化プランの取組結果　平成23年度 平成23年度  資金課 1000800875502

C343.1 千葉市の都市経営と財政状況　平成24年度 平成24年度 資金課 1000800875481

C342.1 市の財政　財政状況の公表    平成24年6月 財政課 1000800790885

C342.1 市の財政　財政状況の公表    平成24年12月 財政課 1000800869425

C342.1
千葉市財政の概要　平成24年度
 平成22年度決算・平成24年度当初予算

平成24年度 財政課 1000800776079

C343.1 主要施策の成果説明書      平成23年度  財政課 1000800835779

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23年度 財政課 1000800836039

C344.1 [千葉市]一般会計及び特別会計繰越計算書 平成23年度 財政課 1000800802240

C344.1 [千葉市]一般会計予算書  附 予算に関する説明書 平成25年度 財政課 1000800912865

C344.1 [千葉市]特別会計予算書　附 予算に関する説明書 平成25年度 財政課 1000800912866

C344.1 当初予算(案)のあらまし    平成25年度 財政課 1000800898860

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24年6月 財政課 1000800802319

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24年9月 財政課 1000800843120

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24年11月 財政課 1000800875303

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25年2月 財政課 1000800912861

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25年度 財政課 1000800912864

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25年度 財政課 1000800912867

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25年度 財政課 1000800912863

資産経営部

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25年度 管財課 1000110038396

税務部

C345.1 税務統計 平成24年版 1000800851365

C345.1 市税のしおり くらしを支える税を知るために 平成24年度 税制課 1000800793820

C345.1 納税だより 【ファイル】  平成25年1月 課税管理課 1000210007362

千葉市行政資料目録　平成24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

市民局
市民自治推進部

C317 千葉市市民参加・協働実施計画 平成24年度 市民自治推進課 1000800796761

C317　 千葉市市民参加・協働実施状況 平成23年度 市民自治推進課 1000800847639

C317 区政概要 平成24年度版 市民サービス課 1000800819679

C681 マイロードCHIBA 【ファイル】　 
Vol.68(2012.9)～
Vol.69(2013.3)

市民サービス課 1000110036121

C681 千葉市交通安全実施計画 平成24年度 
千葉市交通安全
対策会議

1000800836399

C317.6 ちば市政だより 縮刷版 全市版・区版 36(平成24年度) 広報課 1000800930694

T317.6 ちば市政だより [点字雑誌] 
平成24年4月1日号
～平成2５年3月15日
号

広報課 2000000099608

C317.7 インターネットモニターアンケート調査結果 【ファイル】 平成24年度 広聴課 1000800909279

C317.7 広聴事業報告 【ファイル】 平成24年度 広聴課 1000800909299

C317.7 市民の声 平成23年度 広聴課 1000800829079

C317.7 市民の声 【ファイル】 平成24年度 広聴課 1000800909321

C379.1 千葉市政出前講座テーマ集 平成24年度 広聴課 1000800767699

生活文化スポーツ部

C063 千葉文化 【ファイル】
第59号
(平成24年8月)

千葉市文化連盟 1000110075872

C708 市展 千葉市民美術展覧会 第44回 千葉市美術協会 1000800962899

C706 採蓮 Siren -千葉市美術館研究紀要- 第15号 千葉市美術館 1000800817159

C706 C’n(SCENE NEWS) -千葉市美術館ニュース- 【ファイル】
vol.62(2012.4)～
Vol.65(2012.12)

千葉市美術館 1000110041009

C708.7 Kimono Beauty -シックでモダンな装いの美 江戸から昭和- 千葉市美術館 1000800883999

Ｃ708.7 溪斎英泉 KEISAI EISEN　 千葉市美術館 1000800793379

Ｃ708.7 蕭白ショック! 曾我蕭白と京の画家たち　 千葉市美術館 1000800793361

Ｃ708.7 須田悦弘展 千葉市美術館 1000800866419

Ｃ063 あでるは 【ファイル】
Vol.341(2012.4)～
Vol.352（2013.3）

千葉市文化振
興財団

1000800502494

C780 千葉ポートアリーナ催物案内
2012.4月～
2013.3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.81(2012.7)～
Vol.84（2013.3)

千葉市スポーツ
振興財団

1000110038586

C210.7 考えよう 平和の大切さ [平成24年] 男女共同参画課 1000800805100

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） 年次報告書 平成24年度版 男女共同参画課 1000800869430

C367.1 仕事と生活の調和に関する意識調査 平成25年3月 男女共同参画課 1000800930859

C367.1 みらい 
Vol.25(2012.Autumn) ～
Vol.26(2013.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】
2012.6月～
2013春号

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.191(2012.4)～
Vol.196(2013.3)

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23年統計 福祉総務課 1000800939960

C369.1 ちばし社協だより 【ファイル】
No.78(24年6月）～
No.81(25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.42（25年2月）～
No.43（25年3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.109(2012.4)～
No.117(2013.3)

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.27(2012.7)～
No.29(2013.3)

千葉市社会福祉協議
会 おゆみ野地区部会 1000800499552

健康部

C498.1 新世紀ちば健康プラン 最終評価報告書 平成25年3月 健康企画課 1000800990960

C498.1 千葉市病院事業会計決算書 平成23年度 健康企画課 1000800859704

C498 健康づくり支援マップ(各区版) 【ファイル】 [平成24年] 健康支援課 1000800209672

C364 国民健康保険事業概要 平成24年度版 健康保険課 1000800835759

C364 国保のしおり 【ファイル】 平成24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24年度 生活衛生課 1000800370764

C498.1 千葉市環境保健研究所年報
第19号
(平成23年度)

千葉市環境保
健研究所

1000800887419

高齢障害部

C369.2 高齢者保健福祉のあらまし 平成24年度版 高齢福祉課 1000800813540

C369.2 千葉市高齢者居住安定確保計画 2013 高齢福祉課 1000800919216

C364 介護保険事業概要 平成23年度統計 介護保険課 1000800843140

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　 2013 介護保険課 1000800942740

C364 みんなで支え合う介護保険 【ファイル】 平成24年10月 介護保険課 1000210107793

C369.2 障害者福祉のあんない 平成24年度版    障害企画課 1000800821859

C369.2 [千葉市障害者相談センター]事業概要 平成24年度
千葉市障害者相
談センター

1000800869656

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20号(2012.9)～
第21号(2013.3)

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23年度
千葉市こころの健
康センター

1000800869652

こども未来局
こども未来部

C369.4 いきいき子育て 【ファイル】 Vol.20～21 こども企画課 1000110050214

C599 子育てハンドブック [平成24年] こども企画課 1000800828940

C367.1 千葉市DV防止・支援基本計画
(平成24年度～
27年度)

健全育成課 1000800861962

C369.4 公立保育所の施設改善に関する基本方針 平成24年7月 保育支援課 1000800878899
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分類 資料名 年次・巻次 発行課 タイトルコード

環境局
環境保全部

C519 千葉市環境白書 平成24年度 環境総務課 1000800881080

Ｃ375 千葉市環境学習モデル校活動実践集 平成24年度 環境保全課 1000800905821

C519.1 エコライフちば 【ファイル】 No.52・53 環境保全課 1000110036028

C519.8 ちばキッズ　エコエコ大作戦　みんなの一歩が地球を救う! ’13～’15 環境保全課 1000801057501

Ｃ519.8
中学生のための環境学習ハンドブック
 かけがえのない地球と千葉市の環境を守るために行動しよう｡

’13～’15 環境保全課 1000801057500

C512 千葉市水準測量成果表 [基準日 平成25年1月1日] 平成25年3月 環境保全課 1000800978441

Ｃ519.1 千葉市自動車公害防止実施計画 平成24年度 環境規制課 1000800829099

Ｃ519.3 千葉市大気環境測定結果報告書 平成23年度 環境規制課 1000800859702

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24年度 環境規制課 1000800968302

C519.6 千葉市地下水位地盤沈下調査報告書 平成25年3月 環境規制課 1000800978442

資源循環部

C518.5 ゴー!ゴー! へらそうくん 【ファイル】
No.4
（平成25年2月1
日）

廃棄物対策課 1000800440275

C518.5 清掃事業概要 平成24年度版 廃棄物対策課 1000800864259

C518.5 千葉市ごみ組成測定・分析業務 概要版 【ファイル】
平成24年度
（平成25年3月）

廃棄物対策課 1000510051460

C518.5 千葉市ごみ組成測定・分析業務報告書
平成24年度
（平成25年3月）

廃棄物対策課 1000800930782

C518.5
千葉市のごみ減量大作戦！
 まだできる!ともに取組むごみ削減・一歩先へ

廃棄物対策課 1000800758499

C518.5 リサイクリーンちば Vol.31(2013.3) 廃棄物対策課 1000110038392

経済農政局
経済部

C509 企業立地のご案内 【ファイル】
平成24年10月・
平成25年3月

経済企画課 1000210035334

C601 幕張新都心魅力向上のための社会実験業務報告書 【ファイル】 経済企画課 1000800906339

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360

2013 千葉市観光協会 1000800893442

C689 千葉市観光情報ニュース
NO.47(7月-9月)
～NO.50(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】
2012年5-6月vol.38
～2013年3-4月
vol.43

千葉市産業振興財
団
勤労者福祉サービス

1000610052055

農政部

C611 千葉市農業概要 平成25年度 農政課 1000800954700
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分類 資料名 年次・巻次 発行課 タイトルコード

都市局
都市部

C518.8 千葉都市計画総括図 【ファイル】 平成24年 都市計画課 1000210016469

C681 施策の推進計画 2012 交通政策課 1000800777540

C681 千葉市バリアフリー基本構想（変更） 平成24年7月 交通政策課 1000800807179

C681 千葉市総合交通政策 2012 交通政策課 1000800777539

C334.6 [千葉市]地価公示・地価調査 2012 宅地課 1000800919061

C334.6 地価調査【千葉市】(速報版) 【ファイル】 平成24年 宅地課 1000210050273

C334.6 地価公示【千葉市】(速報版) 【ファイル】 平成25年 宅地課 1000210027093

C513 宅地造成工事技術指針
平成24年
10月1日改訂

宅地課 1000800843103

建築部

C365.3 千葉市住生活基本計画 平成24年7月改定 住宅政策課 1000800809459

公園緑地部

C629
地域住民の緑地保全・緑化活動への主体的な参加を促進
するための方策に関する研究 報告書

2013 緑政課 1000800948384

C629 はっぱだより 【ファイル】 No.33～36
自然遊びわかばの会
/緑政課

1000610044520

C629 花の美術館だより 【ファイル】
Vol.41
(2012 SUMMER)

千葉市花の美術館 1000110057882

C629 花びとさん通信 【ファイル】 第15号～17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

公園管理課
公園建設課

C480 ちばZOO どうぶつこうえんニュース 【ファイル】
No.83(2012秋号)
～No.85(2013 春
号)

千葉市動物公園 1000110038438

C480 動物公園年報 平成23年度版 千葉市動物公園 1000800881179

C369.3 東日本大震災千葉市災害記録誌　液状化による被害と復旧への道 公園災害復旧編 1000800934263
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建設局
土木部

C369.3 東日本大震災千葉市災害記録誌　液状化による被害と復旧への道 道路災害復旧編 維持管理課 1000800934289

C291.03千葉市自転車走りやすさマップ 自転車対策課 1000800930479

道路部

C518.8 誉田駅周辺まちづくりニュース 【ファイル】 No.19（平成24年9月） 道路建設課 1000800533152

C514 新港横戸町線道づくりニュース 【ファイル】 No.33（2012年5月） 街路建設課 1000800502674

下水道管理部

下水道経営課
下水道計画課

C518.2 千葉市下水道事業会計決算書 平成23年度 下水道経営課 1000800859699

C518.2 千葉市の下水道と河川 平成24年度
下水道管理部・下水
道建設部(共同刊行)

1000800843102

中央区役所

C317 [千葉市]中央区ガイド　 平成25年3月 中央区役所 1000800552846

花見川区役所

C317 [千葉市]花見川区ガイド　 平成25年3月 花見川区役所 1000800552844

稲毛区役所

C317 [千葉市]稲毛区ガイド　 平成25年3月 稲毛区役所 1000800552833

若葉区役所

C317 [千葉市]若葉区ガイド　 平成25年3月 若葉区役所 1000800552845

緑区役所

C317 [千葉市]緑区ガイド　 平成25年3月 緑区役所 1000800552840

美浜区役所

C317 [千葉市]美浜区ガイド　 平成25年3月 美浜区役所 1000800552817

東日本大震災千葉市災害記録誌　液状化による被害と復旧への
道

下水道災害復旧編 1000800930800C369.3
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消防局
警防部

C317.9 救急統計 2011年(平成23年) 救急課 1000800881280

予防部

C317.9 千葉市消防年報 平成23年度 予防課 1000800804781

C317.9 火災統計 平成23年 予防課 1000800782864

C317.9 防火管理 第50号(2013） 防火管理者協議会 1000800893399

水道局

C518.1 千葉市水道事業会計決算書 平成23年度 千葉市水道局 1000800859709

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24年度 管理課 1000800674435

市立海浜病院

C498.1 千葉市夜間救急初期診療業務年報 平成24年度版
千葉市立海浜病
院

1000800835979

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23年度 会計室 1000800859710
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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.86～Vol.89 企画課 1000110038395

C373 千葉市教育委員会 事務点検・評価報告書 平成24年度 企画課 1000800836059

C373 [千葉市]教育施策 平成24年度 企画課 1000800787502

C373 [千葉市]教育要覧 平成24年度版 企画課 1000800854879

学校教育部

C019 千葉市読書感想文集 小学校 第49集(平成24年度) 指導課 1000800878446

C019 千葉市読書感想文集 中学校 第49集(平成24年度) 指導課 1000800878447

C291 伸びゆく千葉市 平成24年度版 指導課 1000800898759

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24年度版 指導課 1000800796669

C371 千葉市農山村留学推進事業報告 平成24年度 指導課 1000800990979

C375 教科用図書採択情報公開資料 平成24年度 指導課 1000800829119

C375 21世紀を拓く 平成24年度 指導課 1000800784881

C816 ともしび 小学校 第1・2学年 第59号(平成24年度) 指導課 1000800878259

C816 ともしび 小学校 第3・4学年 第59号(平成24年度) 指導課 1000800878260

C816 ともしび 小学校 第5・6学年 第59号(平成24年度) 指導課 1000800878261

C816 ともしび[中学校]　 第59号(平成24年度) 指導課 1000800878682

C374 学校体育振興施策 平成24年度 保健体育課 1000800790902

C374 学校における食物アレルギー対応の手引き 2版 保健体育課 1000800905839

C374 千葉市の保健体育 第53号(平成25年3月) 保健体育課 1000800930695

C375 [千葉市教育センター]要覧 【ファイル】　 平成24年度 教育センター 1000110048181

生涯学習部

C379 千葉市の社会教育 2012 生涯学習振興課 1000800843099

C200 ちばに生きる ～街・食・祭からのヒント～  ちばカレッジ記録集 平成24年度 生涯学習センター 1000800915999

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25年 生涯学習センター 1000610061277

C379.1 市民（成人）の生涯学習活動に関する実態調査報告書 生涯学習センター 1000800915641

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】
2012年4・5月号～
2013年4・5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23年度 生涯学習センター 1000800821420

C379.1 ちばまなびの森 【ファイル】 Vol.4～Vol.6 生涯学習センター 1000800658198

C517 ちばに学ぶ 水環境と生活 ちばカレッジ記録集 平成24年度 生涯学習センター
1000800918886

C379.1 千葉市生涯学習センター事業のあゆみ 平成23年度 生涯学習センター 1000800821420

C379 ボランティアタイム 第1号～第2号
ちば生涯学習ボラ
ンティアセンター

1000800866479

C816 折々の記 検見川公民館後援事業「折々の記サークル」　 11 検見川公民館 1000800757739

C069 貝塚 【ファイル】 No.31
加曽利貝塚博物
館

1000510058197

C069 貝塚博物館紀要 第40号 
加曽利貝塚博物
館

1000800927519

C069 [千葉市立郷土博物館]研究紀要 第19号 郷土博物館
1000800927919

C210.1 ちば市史編さん便り 【ファイル】 No.6～No.10 郷土博物館 1000800384052
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C210.1 千葉いまむかし No.26 郷土博物館
1000800934259

C750　 漆　その歴史と文化 郷土博物館
1000800934262

C210.2 埋蔵文化財調査センター年報 25 平成23年度 
千葉市教育振興財
団埋蔵文化財調査セ
ンター

1000800975520

C210.2 千葉市遺跡発表会要旨 【ファイル】 平成24年度 
千葉市教育振興財
団埋蔵文化財調査セ
ンター

1000510040261

C016　 千葉市の図書館 2012 千葉市教育委員会 1000800864264

C016 千葉市図書館利用アンケート調査結果 平成23年度 千葉市図書館 1000800890001

C019 [千葉市]図書館だより 【ファイル】 第38号～第45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23年度第1回～
平成24年度第2回

中央図書館 1000210070298

C488
貯水池・み春野橋周辺の野鳥と自然環境
  ～河川改修、外来種による影響～

千葉市花見川図書館 1000800916000

C011 Net Work通信 【ファイル】
No.37(2012.9)～
No.39(2013.3)

千葉市図書館情
報ネットワーク協議
会

1000110099591

C016 ふみくら 【ファイル】 No.160～No.16７ 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24年度
千葉市立稲毛高
等学校附属中学
校

1000800745860

C374
千葉市立千葉高等学校 スーパーサイエンスハイスクール
 【ファイル】

千葉市立千葉高
等学校

1000800869439

C375
スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告書
平成24年度・1年次

千葉市立千葉高
等学校

1000801215029

C376.4 スーパーサイエンスハイスクール生徒課題研究報告書 平成24年度
千葉市立千葉高
等学校

1000801215025

選挙管理委員会

C313.8 明るい選挙だより 【ファイル】 第46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24年10月 人事委員会 1000800851319

C317.5 人事委員会年報　 平成23年度 人事委員会 1000800880920

C317.5 千葉市職員募集 【ファイル】 平成24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24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23年度 監査委員 1000800836019

C343.1 監査報告書 平成24年度　1 監査委員 1000800859713

C343.1 監査報告書 平成24年度　2 監査委員 1000800869432

C343.1 監査報告書 平成24年度　3 監査委員 1000800925081

C343.1 監査報告書 平成24年度　4 監査委員 1000800925080

C343.1 千葉市健全化判断比率等審査意見書 平成23年度 監査委員 1000800835939

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23年度 監査委員 1000800835999

C343.1
[千葉市] 包括外部監査の結果報告書
  -市有財産の有効活用について-

平成24年度
千葉市包括外
部監査人

1000800919079

千葉市行政資料目録　平成24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

農業委員会

C611 千葉市農業委員会だより 【ファイル】　 第110号～113号 農業委員会 1000110038557

C611 千葉市農政に関する建議書 【ファイル】 平成25年度 農業委員会 1000210096149

議会事務局

C313.1 ［千葉市議会］議会運営委員会記録 平成23年 議事課 1000800790881

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24年 議事課 1000800925086

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24年 議事課 1000800925089

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24年 議事課 1000800925091

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24年 議事課 1000800925092

C313.1 [千葉市議会]常任委員会記録
平成23年 第4号
（第1分冊）

議事課 1000800790879

C313.1 [千葉市議会]常任委員会記録
平成23年 第4号
（第2分冊）

議事課 1000800790880

C313.1 [千葉市議会]常任委員会記録
平成24年 第1号
（第1分冊）

議事課 1000800851367

C313.1 [千葉市議会]常任委員会記録 
平成24年 第1号
（第2分冊）

議事課 1000800851369

C313.1 [千葉市議会]常任委員会記録 平成24年 第2号 議事課 1000800875300

C313.1 [千葉市議会]常任委員会記録 平成24年 第3号 議事課 1000800925085

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24年 第1回 議事課 1000800807160

C313.1 千葉市議会定例会会議録 平成24年 第2回 議事課 1000800851374

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24年 第3回 議事課 1000800893400

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24年 第1分冊 議事課 1000800851370

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24年 第2分冊 議事課 1000800851371

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24年 第1分冊 議事課 1000800851372

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24年 第2分冊 議事課 1000800851373

C313.1 調査時報 172号 調査課 1000800790899

C313.1 調査時報 173号 調査課 1000800790901

C313.1 調査時報 174号 調査課 1000800898862

C317 ［千葉市］市政概要 平成24年度版 調査課 1000800828959

C313.1

[千葉市議会]特別委員会記録
 -大都市税財政制度・地方分権調査特別委員会・大都市行財政
制度調 査特別委員会・都市活性化対策調査特別委員会・新基
本計画等策定調査特別委員会-

平成23年 第１分冊 議事課 1000800790883

C313.1
[千葉市議会]特別委員会記録
　-防災・危機対策調査特別委員会-

平成23年 第2分冊　議事課 1000800790882
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記念誌
小学校

C376.2 いなげ 千葉市立稲毛小学校創立140周年記念誌 1000800901979

C376.2 草の子 [草野小学校]創立40周年記念PTA広報誌　 1000800936709

C376.2 こぶし 朝日ヶ丘小学校創立30周年 1000800936708

C376.2 幸四小 Wonderful Days 千葉市立幸町第四小学校 閉校記念誌 1000800965382

C376.2 椎名のあゆみ [椎名小学校]創立140周年記念誌 1000800875542

C376.2 蘇我 [蘇我小学校]創立140周年記念誌 1000800915659

C376.2 つばさ [新宿小学校]創立140周年記念誌 1000800912779

C376.2 のびゆく都小 [都小学校]創立140周年記念誌 1000800901999

C376.2 のぶと 千葉市立登戸小学校創立140周年記念誌 1000800939604

C376.2 東小のあゆみ ［千城台東小学校］創立40周年記念誌 1000800936661

C376.2 ふるさと [北貝塚小学校]創立四十周年記念誌 1000800887020

C376.2 鳳凰 [本町小学校]創立百四十周年記念誌 1000800939606

C376.2 やよい [弥生小学校]創立60周年記念誌   1000800857301

中学校

C376.3 [大宮中学校]創立40周年記念誌 1000800857345

C376.3 蘇我 [蘇我中学校]創立60周年記念誌 1000800869518
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