
分類 資料名 年次・巻次 発行課 タイトルコード

総務局

C317.9 千葉市業務継続計画　地震対策編 危機管理課 1000801215185

C317.9 千葉市防災マップ　稲毛区　まもろう明日の笑顔  【ファイル】 危機管理課 1000801211685

C317.9 千葉市防災マップ　中央区　まもろう明日の笑顔　【ファイル】 危機管理課 1000801211672

C317.9 千葉市防災マップ　花見川区　まもろう明日の笑顔　【ファイル】 危機管理課 1000801211686

C317.9 千葉市防災マップ　緑区　まもろう明日の笑顔　【ファイル】 危機管理課 1000801211688

C317.9 千葉市防災マップ　美浜区　まもろう明日の笑顔　【ファイル】 危機管理課 1000801211689

C317.9 千葉市防災マップ　若葉区　まもろう明日の笑顔　【ファイル】 危機管理課 1000801211687

総務部

C317.6 千葉市公報 平成26年1～6月 総務課 1000801180845

C317.6 千葉市公報 平成26年7～12月 総務課 1000801215525

C317.6 千葉市公報 【ファイル】　 平成27年1～3月 総務課 1000710002028

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25年度 政策法務課 1000801120820

C317.5 千葉市職員録 平成26年度 人事課 1000801110999

C317.5 研修概要 平成26年度職員研修計画・平成25年度職員研修実績 平成26年度 人材育成課 1000801133304

情報経営部

C317.3 千葉市行政改革推進指針 平成26年 業務改革推進課 1000801219045

C317.3 千葉市指定管理者制度運用ガイドライン 平成26年 業務改革推進課 1000801215237

C335.7 法人の経営状況説明書　平成25年度決算・平成26年度事業計画 平成26年度 業務改革推進課 1000801138650

C317.6 千葉市公報 目録 【ファイル】　
平成26年1月～
平成26年12月

総務課 1000210001740

千葉市行政改革推進プランにおける平成25年度の取組状況
（平成22年度～26年度）

業務改革推進課 1000801138886平成26年C317.3
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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 市民1万人のまちづくりアンケート報告書　《概要版》 平成27年3月 政策企画課 1000801255988

C317.3 市民1万人のまちづくりアンケート報告書 平成27年3月 政策企画課 1000801255989

C317.3 千葉市新基本計画　第2次実施計画　平成27～29年度 平成27年3月 政策企画課 1000801218985

C317.3 千葉市の主要プロジェクト 【ファイル】　 平成26年度 政策企画課 1000110041277

C331 千葉市の市民経済計算 平成23年度 統計課 1000801129320

C351　 千葉市統計書 平成26年度版 統計課 1000801232437

C351　 ポケットデータCHIBA 【ファイル】　 平成26年度版 統計課 1000410044797

1000110038449統計課
平成26年4月1日～
27年3月31日現在 町丁別世帯・人口集計表 【ファイル】C358

C358 千葉市の推計人口 【ファイル】    
平成26年4月1日～
27年3月31日現在  統計課 1000310065913

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26年4月1日～
27年3月31日現在  統計課 1000110041170

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26年4月1日～
27年3月31日現在  統計課 1000110041313

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26年4月1日～
27年3月31日現在  統計課 1000110041310

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26年4月1日～
27年3月31日現在  統計課 1000110041320

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26年4月1日～
27年3月31日現在  統計課 1000210054489

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26年4月1日～
27年3月31日現在  統計課 1000110041307

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26年4月1日～
27年3月31日現在  統計課 1000110041284

C317
マニフェストに関する取組み事業の進捗状況  平成27年2月  （平成27年
度当初予算(案)時点） 【ファイル】      

平成27年2月 政策企画課 1000801196106

C317
マニフェストに関する取組み事業の進捗状況
平成25年度決算時点 【ファイル】

平成25年度 政策企画課 1000801136306
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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 千葉市の都市経営と財政状況　平成26年度 平成26年度 資金課 1000801188189

C342.1 市の財政　財政状況の公表    平成26年6月 財政課 1000801091221

C342.1 市の財政　財政状況の公表    平成26年12月 財政課 1000801168687

C342.1 みんなの財政　～平成24年度決算～ 平成24年度 財政課 1000801091227

C343.1 主要施策の成果説明書      平成25年度  財政課 100080113864

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25年度 財政課 1000801138655

C344.1 [千葉市]一般会計及び特別会計繰越計算書 平成25年度 財政課 1000801107918

C344.1 [千葉市]一般会計予算書  附 予算に関する説明書 平成27年度 財政課 1000801208561

C344.1 [千葉市]特別会計予算書　附 予算に関する説明書 平成27年度 財政課 1000801208562

C344.1 当初予算(案)のあらまし    平成27年度 財政課 1000801196348

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26年6月 財政課 1000801107919

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26年9月 財政課 1000801144292

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26年11月 財政課 1000801180905

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27年2月 財政課 1000801208558

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27年度 財政課 1000801208557

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27年度 財政課 1000801208554

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27年度 財政課 1000801208555

資産経営部

C317.3 公共施設の見直しってなんだろう？　マンガ版 平成27年3月 資産経営課 1000801208185

C317.3 千葉市公共施設見直し方針 平成26年7月 資産経営課 1000801108459

C317.3 千葉市新庁舎整備基本構想　概要版 平成26年11月 管財課 1000801168845

C317.3 千葉市新庁舎整備基本構想　冊子版 平成26年11月 管財課 1000801168825

C334.6 市有地売払い 一般競争入札応募要領 【ファイル】         平成26年11月 管財課 1000110038396

税務部

C345.1 税務統計 平成26年版 1000801157950

C345.1 市税のしおり くらしを支える税を知るために 平成26年度 税制課 1000801097439

C342.1
千葉市財政の概要　平成26年度
 平成24年度決算・平成26年度当初予算

平成26年度 財政課 1000801087621
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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

C317.6 ちば市民便利帳 平成26～27年度 市民総務課 1000801100999

C317 千葉市市民参加・協働実施計画 平成26年度 市民自治推進課 1000801070180

C317　 千葉市市民参加・協働実施状況 平成25年度 市民自治推進課 1000801147567

C317 区政概要 平成26年度版 市民サービス課 1000801125679

C317.9 第3次千葉市地域防犯計画
（平成27年度～
平成29年度）

市民サービス課 1000801215811

C681 マイロードCHIBA 【ファイル】
Vol.72(2014.9)～
Vol.73(2015.3) 市民サービス課 1000110036121

C681 千葉市交通安全実施計画 平成26年度
千葉市交通安全
対策会議

1000801147571

C317.6 ちば市政だより 縮刷版 全市版・区版 38(平成26年度) 広報課 1000801232439

T317.6 ちば市政だより [点字雑誌]
平成26年4月1日号～
平成27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26年度 広聴課 1000801092143

C317.7 広聴事業報告 【ファイル】 平成26年度 広聴課 1000801092145

C317.7 市民の声 平成25年度 広聴課 1000801144305

C317.7 市民の声 【ファイル】 平成26年度 広聴課 1000800922559

C379.1 千葉市政出前講座テーマ集 平成26年度 広聴課 1000801070179

生活文化スポーツ部

C063 千葉文化 【ファイル】
第61号(平成26年4月)
～第63号(平成27年1
月)

千葉市文化連盟 1000110075872

C708 市展 千葉市民美術展覧会 第46回 千葉市美術協会 1000801205605

C706 採蓮 Siren -千葉市美術館研究紀要- 第17号 千葉市美術館 1000801177925

C706 C’n(SCENE NEWS) -千葉市美術館ニュース- 【ファイル】
vol.70(2014.4)～
vol.73(2014.11)

千葉市美術館 1000110041009

C708.7 光琳を慕う-中村芳中 千葉市美術館 1000801070682

Ｃ708.7 水彩画家・大下藤次郎 千葉市美術館 1000801094139

Ｃ708.7 浮世絵に描かれた子どもたち 千葉市美術館 1000801128801

C708.7 鏑木清方と江戸の風情 千葉市美術館 1000801147185

C708.7 赤瀬川原平の芸術原論展 千葉市美術館 1000801171725

C708.7 ブラティスラヴァ世界絵本原画展　絵本をめぐる世界の旅 美術館連絡協議会 1000801196345

Ｃ063 あでるは 【ファイル】
Vol.365(2014.4)～
Vol.376（2015.3）

千葉市文化振興
財団

1000800502494

C780 千葉ポートアリーナ催物案内 【ファイル】
2014.4月～
2015.4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.89(2014.6)～
Vol.92（2015.3)

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26年] 男女共同参画課 1000801107059

C367.1 自分らしくいきいきと　職場や地域における女性の活躍推進 2015 男女共同参画課 1000801215106

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26年度版 男女共同参画課 1000801215187

C367.1 配偶者等における暴力に関する調査 平成26年 男女共同参画課 1000801232475

C367.1 みらい
Vol.29(2014.Summer) ～
Vol.30(2015.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】
2014初夏号～
2015早春号

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.203(2014.5)～
Vol.208(2015.3)

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25年統計 保健福祉総務課 1000801232885

C368 千葉市自殺対策計画 平成27年3月改定 地域福祉課 1000801215951

C369.7 支え合いのまち千葉 推進計画～第3期千葉市地域福祉計画～ 平成27～29年度 地域福祉課 1000801232585

C369.1 ちばし社協だより 【ファイル】
No.86(26年6月）～
No.89(27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.46(26年7月)～
No.47(27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.127(2014.4)～
No.135(2015.2)

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.33(2014.7)～
No.35(2015.3)

千葉市社会福祉協議
会 おゆみ野地区部会 1000800499552

健康部

C498.1 千葉市病院事業会計決算書 平成25年度 健康企画課 1000801157965

C498 健康づくり支援マップ(各区版) 【ファイル】 [平成26年] 健康支援課 1000800209672

C498.3 「アプリで健康ウォーキングちば2014」実施報告書 健康支援課 1000801253005

C498.5 第2次千葉市食育推進計画 平成26～30年度 健康支援課 1000801110782

C364 国保のしおり 【ファイル】 平成26年度版 健康保険課 1000110041016

C364 国民健康保険事業概要 平成26年度版 健康保険課 1000801133320

C498.5 千葉市食品衛生監視指導計画 【ファイル】 平成26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26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21号(平成25
年度)

千葉市環境保健
研究所

1000801191560

高齢障害部

C369.2 いきいきあんしん生活の秘訣　今からはじめる介護予防 [2015] 高齢福祉課 1000801191525

C369.2 高齢者保健福祉のあらまし 平成26年度版 高齢福祉課 1000801107913

C369.2 千葉市高齢者保健福祉推進計画(介護保険事業計画) 平成27～29年度 高齢福祉課 1000801232406

C369.2 千葉市高齢者保健福祉推進計画(介護保険事業計画)　概要版 平成27～29年度 高齢福祉課 1000801232405

C364 千葉市介護相談員派遣事業実績報告書 平成25年度 介護保険課 1000801196365

C369.2 第3次千葉市障害者計画及び第4期千葉市障害福祉計画
（平成27年度～
平成29年度）

障害企画課 1000801232587

C369.2
第3次千葉市障害者計画及び第4期千葉市障害福祉計画
概要版

（平成27年度～
平成29年度）

障害企画課 1000801232725

C369.2 障害者福祉のあんない 平成26年度版 障害者自立支援課 1000801107915

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24号(2014.9)～
第25号(2015.3)

千葉市こころの健
康センター

1000310022734

こども未来局
こども未来部

C369.4 [千葉市児童相談所]事業概要 平成25年度実績 こども企画課 1000801240985

C369.4 千葉市こどもプラン　平成27年度～平成31年度 こども企画課 1000801222005

C369.4 千葉市こどもプラン 平成27年度～平成31年度 概要版 こども企画課 1000801222006

C599 子育てナビ　保存版 平成26年度版 こども企画課 1000801168706

C629 はっぱだより 【ファイル】 No.41～44
自然遊びわかばの会
こども企画課 1000610044520
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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26年版 環境総務課 1000801174907

C519.1 千葉市環境基本計画の点検・評価結果 平成25年度 環境総務課 1000801285830

Ｃ375 千葉市環境学習モデル校活動実践集 平成26年度 環境保全課 1000801208560

C519.1 エコライフちば 【ファイル】 No.56～57 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!  '15～'17 環境保全課 1000801211888

C519.8 千葉市水環境保全計画の推進について 平成27年2月 環境保全課 1000801285806

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｡

 '15～'17 環境保全課 1000801211853

C519.6 自動車騒音・道路交通振動・交通量等調査報告書 平成26年度 環境規制課 1000801272085

Ｃ519.1 千葉市自動車公害防止実施計画 平成26年度 環境規制課 1000801133321

Ｃ519.3 千葉市大気環境測定結果報告書 平成25年度 環境規制課 1000801174908

資源循環部

C518.5 ゴー!ゴー! へらそうくん 【ファイル】
No.6
(平成27年3月1日)

廃棄物対策課 1000800440275

C518.5 清掃事業概要 平成26年度版 廃棄物対策課 1000801157949

C518.5 千葉市ごみ組成測定・分析業務 概要版 【ファイル】
平成26年度
（平成27年3月）

廃棄物対策課 1000510051460

C518.5
千葉市ごみ組成測定分析・ごみ質分析業務　報告書
（ごみ組成測定分析編）

平成26年度
（平成27年3月）

廃棄物対策課 1000801232438

C518.5 リサイクリーンちば 事業所ごみ通信 【ファイル】 Vol.33(2014.12) 廃棄物対策課 1000110038392

経済農政局
経済部

C291.03 自転車で行こう!ちばベイエリア 【ファイル】 集客観光課 1000801067219

C291.09 千葉あそび 2014秋号 集客観光課 1000801150545

C291.09 千葉あそび 2014-2015冬号 集客観光課 1000801160666

C291.09 千葉あそび 2015春号 集客観光課 1000801194148

C291.09 千葉市観光ガイド 2014 集客観光課 1000800514633

C291.09
千葉とっておき
 食べる。遊ぶ。観る。おすすめスポット371選

2015 千葉市観光協会 1000801194185

C689 千葉市観光情報ニュース
No.55(7月-9月)～
No.58(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】
2014年5-6月vol.50～
2015年3-4月vol.55

千葉市産業振興財団
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27年度 農政課 1000801194125
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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

C681 千葉市総合交通政策　第2次施策の推進計画 2015 交通政策課 1000801222469

公園緑地部

C629 花の美術館だより 【ファイル】
Vol.44(2014)～
Vol.48(2015.1)

千葉市花の美術館 1000110057882

C629 花びと通信 【ファイル】 第20号～第23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

C480 ちばZOO どうぶつこうえんニュース 【ファイル】
No.90(2014 夏号)～
No.93(2015 春号) 千葉市動物公園 1000110038438

C480 動物公園年報 ANNUAL REPORT '12 平成24年度版 千葉市動物公園 1000801114680

C480 動物公園年報 ANNUAL REPORT '13 平成25年度版 千葉市動物公園 1000801166365

建設局
道路部

C518.8 誉田駅周辺まちづくりニュース 【ファイル】 No.22(平成27年3月) 道路建設課 1000800533152

下水道管理部

C518.2 千葉市下水道事業会計決算書 平成25年度 下水道経営課 1000801157952

C518.2 千葉市の下水道と河川 平成26年度
下水道管理部・下水
道建設部(共同刊行) 1000801133300

中央区役所

C317 [千葉市]中央区ガイド　 平成27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27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27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27年3月 若葉区役所 1000800552845

緑区役所

C317 [千葉市]緑区ガイド　 平成27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27年3月 美浜区役所 1000800552817
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分類 資料名 年次・巻次 発行課 タイトルコード

消防局
総務部

C317.9 千葉市消防年報 平成25年度 総務課 1000801110840

警防部

C317.9 救急統計 2013年(平成25年) 救急課 1000801188825

予防部

C317.9 火災統計 平成25年 予防課 1000801107916

C317.9 千葉市の消防 【ファイル】 平成26年版 予防課 1000110104454

C317.9 防火管理 第52号(2015） 防火管理者協議会 1000801196347

水道局

C518.1 千葉市水道事業会計決算書 平成25年度 千葉市水道局 1000801157946

C518.1 水道事業年報
平成25年度
(平成25年4月1日～
平成26年3月31日)

水道総務課 1000801278406

病院局
経営管理部

C498.1 千葉市立病院改革プラン (第3期:平成27～29年度) 平成27年3月 経営企画課 1000801232706

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26年度版
千葉市立海浜病
院

1000801144287

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25年度 会計室 1000801157951

C498.1 ［千葉市］看護職員募集案内 【ファイル】
平成26年度
平成27年度

管理課 1000800674435
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分類 資料名 年次・巻次 発行課 タイトルコード

教育委員会
教育総務部

C370 教育だよりちば 【ファイル】 Vol.94～Vol.97 企画課 1000110038395

C373 千葉市教育委員会 事務点検・評価報告書 平成26年度 企画課 1000801138653

C373 [千葉市]教育施策 平成26年度 企画課 1000801116859

C373 [千葉市]教育要覧 平成26年度版 企画課 1000801104960

学校教育部

C019 千葉市読書感想文集 小学校 第51集(平成26年度) 指導課 1000801175228

C019 千葉市読書感想文集 中学校 第51集(平成26年度) 指導課 1000801175229

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26年度版 指導課 1000801205885

C375 教科用図書採択情報公開資料 平成26年度 指導課 1000801138665

C375 21世紀を拓く 平成27年度 指導課 1000801215365

C816 ともしび 小学校 第1・2学年 第61号(平成26年度) 指導課 1000801175225

C816 ともしび 小学校 第3・4学年 第61号(平成26年度) 指導課 1000801175226

C816 ともしび 小学校 第5・6学年 第61号(平成26年度) 指導課 1000801175227

C816 ともしび[中学校]　 第61号(平成26年度) 指導課 1000801177585

C374 学校における食物アレルギー対応の手引き 4版 保健体育課 1000801232468

C374 千葉市の保健体育 第55号(平成27年3月) 保健体育課 1000801215190

C374 学校体育振興施策 平成26年度 保健体育課 1000801063640

C375 [千葉市教育センター]要覧 【ファイル】　 平成26年度 教育センター 1000110048181

生涯学習部

C379 千葉市の社会教育 2014 生涯学習振興課 1000801144286

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2７年 生涯学習センター 1000610061277

C379 ボランティアタイム 第4号～第8号 生涯学習センター 1000800866479

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】
2014年4・5月号～
2015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25年度 生涯学習センター 1000801117860

C379.1 ちばまなびの森 【ファイル】 Vol.10～Vol.12 生涯学習センター 1000800658198

C379.1
平成26年度調査研究事業　「生涯学習関係団体の活動に関
するアンケート調査」報告書

生涯学習センター 1000801221965

C069 貝塚博物館紀要 第41号
千葉市立加曽利
貝塚博物館

1000801219006

C069 [千葉市立郷土博物館]研究紀要 第21号 千葉市立郷土博物館 1000801225030

C210.1 ちば市史編さん便り 【ファイル】 No.13～No.14 千葉市立郷土博物館 1000800384052

C210.1 千葉いまむかし No.28 千葉市立郷土博物館 1000801076460

C372 学びと書籍　近世から近代へ移り変わる中で 千葉市立郷土博物館 1000801186205

C210.2 千葉市遺跡発表会要旨 【ファイル】 平成26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 2014 千葉市教育委員会 1000800988240

C016 千葉市図書館利用アンケート調査結果 平成25年度 千葉市図書館 1000801070005

C016 千葉市図書館利用アンケート調査結果 平成26年度 千葉市図書館 1000801215808

C019 [千葉市]図書館だより 【ファイル】 第50号～第53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26年度第1回～
平成26年度第2回

千葉市中央図書館 1000210070298

C011 Net Work通信 【ファイル】

No.43(2014.10)～
千葉市図書館情報
ネットワーク協議会20
周年記念 No.45合併
号(2015.3)

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.172～No.174 文庫連絡協議会 1000110063147
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分類 資料名 年次・巻次 発行課 タイトルコード

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27年度
千葉市立稲毛高等
学校附属中学校 1000800745860

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26年度・3年次

千葉市立千葉高等
学校

1000801215046

C376.4 スーパーサイエンスハイスクール課題研究論文集 平成25年度
千葉市立千葉高等
学校

1000801215047

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26年度 
千葉市立千葉高等
学校 1000801215028

選挙管理委員会

C313.8 明るい選挙だより 【ファイル】 第48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26年10月 人事委員会 1000801150371

Ｃ317.5 職員の給与に関する報告及び勧告 平成26年12月 人事委員会 1000801180866

C317.5 人事委員会年報　 平成25年度 人事委員会 1000801129321

C317.5 千葉市職員募集 【ファイル】 平成26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26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25年度 監査委員 1000801150373

C343.1 監査報告書 第1期工事定期監査結果報告 平成26年度　1 監査委員 1000801157953

C343.1 監査報告書  第1期財務定期監査結果報告 平成26年度　2 監査委員 1000801168688

C343.1
監査報告書 第2期財務定期監査結果報告・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26年度　3 監査委員 1000801215196

C343.1 監査報告書  行政監査結果報告 平成26年度　4 監査委員 1000801215196

C343.1 千葉市健全化判断比率等審査意見書 平成25年度 監査委員 1000801150406

C343.1

[千葉市]　包括外部監査の結果報告書
市が出資する公益財団法人（8法人）及び財政的援助を与えている公益社団法人
（2法人）の出納その他の事務の執行並びにそれらの法人への出資及び財政的援
助等に係る所管課の事務の執行について

平成26年度
千葉市包括外部
監査人

1000801215199

C343.1

[千葉市]　包括外部監査の結果報告書 概要版
市が出資する公益財団法人（8法人）及び財政的援助を与えている公益社団法人
（2法人）の出納その他の事務の執行並びにそれらの法人への出資及び財政的援
助等に係る所管課の事務の執行について

平成26年度
千葉市包括外部
監査人

1000801215204

農業委員会

C611 千葉市農業委員会だより 【ファイル】　 第120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26年度 農業委員会 1000210096149

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25年度 監査委員 1000801150405
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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］議会運営委員会記録 平成25年 議事課 1000801107909

C313.1 [千葉市議会]決算審査特別委員会　分科会記録 平成26年第1分冊 議事課 1000801196349

C313.1 [千葉市議会]決算審査特別委員会　分科会記録 平成26年第2分冊 議事課 1000801196350

C313.2 [千葉市議会]決算審査特別委員会　分科会記録 平成26年第3分冊 議事課 1000801196351

C313.1 [千葉市議会]常任委員会記録 平成25年 第4号 議事課 1000801107908

C313.1 [千葉市議会]常任委員会記録 平成26年 第1号 議事課 1000801125680

C313.1 [千葉市議会]常任委員会記録 平成26年 第2号 議事課 1000801144293

C313.1 [千葉市議会]常任委員会記録 平成26年 第3号 議事課 1000801174909

C313.1 [千葉市議会]常任委員会記録 平成26年 第4号 議事課 1000801196352

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26年 第1回 議事課 1000801107899

C313.1 千葉市議会定例会会議録 平成26年 第2回 議事課 1000801138652

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26年 第3回 議事課 1000801174910

C313.1 千葉市議会定例会会議録 平成26年 第4回 議事課 1000801196346

C313.1 [千葉市議会]予算審査特別委員会　分科会記録 平成26年第1分冊 議事課 1000801144291

C313.1 [千葉市議会]予算審査特別委員会　分科会記録 平成26年第2分冊 議事課 1000801144290

C313.1 [千葉市議会]予算審査特別委員会　分科会記録 平成26年第3分冊 議事課 1000801144294

C313.1 調査時報 178号 調査課 1000801107910

C313.1 調査時報 179号 調査課 1000801107914

C313.1 調査時報 180号 調査課 1000801237966

C317 ［千葉市］市政概要 平成26年度版 調査課 1000801144289

記念誌
小学校

C376.2 あゆみ　千葉市立大宮小学校50周年記念誌 1000801177785

C376.2 いぶき　小中台小学校創立50周年記念誌 1000801177961

C376.2 かがやく　[打瀬小学校]創立20周年記念誌 1000801202346

C376.2 小中台南小学校創立40周年記念文集 1000801138686

C376.2 そんのう　[園生小学校]創立140周年記念誌 1000801193865

C376.2 高浜第一小学校創立40周年記念誌 1000801171948

C376.2 千草台東小学校創立40周年記念誌 1000801171947

C376.2 土気南小学校30周年記念誌 1000801224669

C376.2 西の谷　西の谷小学校創立30周年記念誌 1000801185892

中学校

C376.3 海風  [千葉市立打瀬中学校]創立20周年記念誌 1000801191253

C376.3 高洲第二中学校創立40周年記念誌 1000801174650

C376.3 つが　都賀中学校創立40周年記念誌 1000801175205

C376.3 [千葉市立白井中学校]第50回招待弁論大会 1000801193925

C313.1
[千葉市議会]特別委員会記録
　-少子高齢社会問題調査特別委員会-

平成25年 第3分冊　議事課 1000801107905

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25年 第2分冊　議事課 1000801107900

C313.1
[千葉市議会]特別委員会記録
 -大都市制度・都市問題調査特別委員会-

平成25年 第１分冊 議事課 1000801107902
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