
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

C317.3 千葉市多文化共生のまちづくり推進指針 国際交流課 1000801637039

C317.3 千葉市多文化共生のまちづくり推進指針（概要版） 国際交流課 1000801681747

C317.3 千葉市多文化共生のまちづくり推進指針（概要版）[英語版] 国際交流課 1000801681749

C317.3 千葉市多文化共生のまちづくり推進指針（概要版）[中国語版] 国際交流課 1000801681751

C317.3 千葉市多文化共生のまちづくり推進指針（概要版）[ハングル版] 国際交流課 1000801681750

C317.9 千葉市国土強靭化地域計画 平成30年3月 危機管理課 1000801668719

C317.9 千葉市地域防災計画  (平成30年3月修正)  共通編 平成30年3月 危機管理課 1000801668673

C317.9 千葉市地域防災計画　(平成30年3月修正)　災害応急対策編 平成30年3月 危機管理課 1000801668675

C393 千葉市国民保護計画  平成29年9月 危機管理課 1000801607470

総務部

C317.6 千葉市公報 平成29年1～6月 総務課 1000801594643
C317.6 千葉市公報 平成29年7～12月総務課 1000801640579
C317.6 千葉市公報 【ファイル】　 平成30年1～3月 総務課 1000710002028

C317.6 千葉市公報 目録 【ファイル】　
平成29年1月～
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29年版 政策法務課 1000801603475

C317.4 個人情報保護事務の手引　その2　資料編 平成29年版 政策法務課 1000801603476

C317.4 情報公開事務の手引　 平成29年版 政策法務課 1000801603477

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28年度 政策法務課 1000801603470

C317.5 千葉市職員録 平成29年度 人事課 1000801586228

C317.5
研修概要　平成29年度　平成29年度職員研修計画・平成28年度
職員研修実績

平成29年度 人材育成課 1000801615237

C317.6 千葉市生活情報誌 千葉市・ちば【ファイル】 平成28年度 千葉市国際交流協会 1000801155466

C317.6 ふれあい【ファイル】 平成28年度 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28年度決算・平成29年度事業計画 平成29年度 業務改革推進課 1000801603463

総合政策局
総合政策部

C317.3 千葉市新基本計画第3次実施計画 平成30～32年度 政策企画課 1000801664110

C317.3
TSU・NA・GU 未来へ～つなぐ～　平成29年度千葉市の主
要プロジェクト

平成29年度 政策企画課 1000801557106

C681 千葉市自転車を活用したまちづくり推進計画 平成29年度 政策企画課 1000801670871

C351　 千葉市統計書 平成29年度 政策企画課統計室 1000801675818

C351　 ポケットデータCHIBA 【ファイル】　 平成29年度 政策企画課統計室 1000410044797

C358 千葉市の推計人口 【ファイル】    
平成29年4月1日～
30年3月1日現在 

政策企画課統計室 1000310065913

C358 町丁別世帯・人口集計表 【ファイル】
平成29年4月30日～
30年3月31日時点

政策企画課統計室 1000110038449

C317
マニフェストに関する取組み事業の実績
平成28年度決算時点【ファイル】 平成28年度 政策企画課 1000801609497
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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 第3期千葉市財政健全化プラン　平成30年度～33年度
平成30年度～
33年度

資金課 1000801704563

C343.1 ふるさと応援寄附金だより　【ファイル】 平成29年10月 資金課 1000801335362

C342.1 市の財政　財政状況の公表    平成29年6月 財政課 1000801577888

C342.1 市の財政　財政状況の公表    平成29年12月 財政課 1000801629792

C342.1
千葉市財政の概要　平成29年度
平成27年度決算・平成29年度当初予算

平成29年度 財政課 1000801577889

C342.1 みんなの財政　～平成28年度決算～ 平成28年度 財政課 1000801615233

C343.1 主要施策の成果説明書      平成28年度  財政課 1000801603458

C344.1 [千葉市]一般会計及び特別会計繰越計算書 平成28年度 財政課 1000801590293

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28年度 財政課 1000801603490

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29年9月 財政課 1000801611495

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2月 財政課 1000801659265

C344.1 [千葉市]一般会計予算書  附 予算に関する説明書 平成30年度 財政課 1000801659269

C344.1 [千葉市]特別会計予算書　附 予算に関する説明書 平成30年度 財政課 1000801659264

C344.1 当初予算(案)のあらまし    平成30年度 財政課 1000801650067

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29年6月 財政課 1000801590294

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29年9月 財政課 1000801611496

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29年11月 財政課 1000801634402

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2月 財政課 1000801659268

C344.1 みんなの公会計　～平成27年度決算 ～ 平成27年度 財政課 1000801577890

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30年度 財政課 1000801659261

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30年度 財政課 1000801659263

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30年度 財政課 1000801659260

資産経営部

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1月 管財課 1000110038396

税務部

C345.1 税務統計 平成29年版 1000801615235

C345.1 市税のしおり くらしを支える税を知るために 平成29年度 税制課 1000801588200
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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29年] 市民総務課 1000801584199

C291.09 CHIBA LOVES PROJECT 2017 2017 市民自治推進課 1000801613555
C317 千葉市市民参加・協働実施計画 平成29年度 市民自治推進課 1000801557128

C317　 千葉市市民参加・協働実施状況 平成28年度 市民自治推進課 1000801609496

C317 区政概要 平成29年度版 区政推進課 1000801603462

C317.9 第4次千葉市地域防犯計画
(2018年度～
2020年度)

地域安全課 1000801704564

C681 千葉市交通安全実施計画 平成29年度 地域安全課 1000801607466

C681 マイロードCHIBA 【ファイル】
Vol.78(2017.9)～
Vol.79(2018.3)

地域安全課 1000110036121

C317.6 ［千葉市］相談事業のご案内 2017 広報広聴課 1000801571043

C317.6 ちば市政だより 縮刷版 全市版・区版 41(平成29年度) 広報広聴課 1000801668598

T317.6 ちば市政だより [点字雑誌]
平成29年4月1日号～
平成30年3月号 広報広聴課 2000000099608

C379.1 千葉市政出前講座テーマ集 平成29年度 広報広聴課 1000801571040

C317.7 広聴事業報告【ファイル】 平成29年度 広報広聴課 1000801650270

C317.7 市民の声【ファイル】 平成29年度 広報広聴課 1000801650169

生活文化スポーツ部

C367.5 男性のライフスタイルに関する意識調査 男女共同参画課 1000801663933

Ｃ063 あでるは 【ファイル】
Vol.396(2017.5・6)～
Vol.401（2018.3･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】
2017.5月～
2018.4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.101(2017.6)～
Vol.104(2018.3)

千葉市スポーツ
振興財団

1000110038586

C367.1 みらい
Vol.35(2017.Autumn)
～
Vol.36(2018.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】
2017夏号～
2018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.221(2017.5)～
Vol.226(2018.3)

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

C369.7 支え合いのまち千葉　推進計画　第4期千葉市地域福祉計画 平成30～32年度 地域福祉課 1000801675806

C369 千葉市貧困対策アクションプラン　
平成30年度～
平成32年度

保護課 1000801668722

C369.1 ちばし社協だより 【ファイル】
No.98(29年6月）～
No.101(30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.52(29年7月)～
No.53(30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.153(2017.4)～
No.160(2018.2)

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】
42号(29年7月)～
44号(30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 健やか未来都市 ちばプラン  平成30年3月 健康企画課 1000801659437

C498.1 健やか未来都市 ちばプラン　概要版 平成30年3月 健康企画課 1000801659436

C498.1 千葉市病院事業会計決算書 平成28年度 健康企画課 1000801629796

C498 健康づくり支援マップ(各区版) 【ファイル】 [平成29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.3(平成29年12月) 健康支援課 1000801345729

C364 国保のしおり 【ファイル】 平成29年度版 健康保険課 1000110041016

C364 国民健康保険事業概要 平成29年度版 健康保険課 1000801603466

C498.5 千葉市食品衛生監視指導計画 【ファイル】 平成29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24号(平成28年
度)

千葉市環境保健
研究所 1000801640569

高齢障害部

C369.2 高齢者保健福祉のあらまし 平成29年度版 高齢福祉課 1000801571035

C369.2 千葉市高齢者保健福祉推進計画 第7期介護保険事業計画 平成30～32年度 高齢福祉課 1000801675769

C369.2
千葉市高齢者保健福祉推進計画 第7期介護保険事業計画
概要版

平成30～32年度 高齢福祉課 1000801675770

C364 千葉市介護相談員派遣事業実績報告書 平成28年度 介護保険事業課 1000801683770

C364 みんなで支え合う介護保険【ファイル】 平成29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29年度版 障害者自立支援課 1000801592285

T369.2 点字版 障害者福祉のあんない  第1巻 平成29年度版 1000800864261

T369.2 点字版 障害者福祉のあんない  第2巻 平成29年度版 1000800864263

T369.2 点字版 障害者福祉のあんない  第3巻 平成29年度版 1000801615251

T369.2 点字版　千葉市障害福祉計画
（平成30年度～
平成32年度）

障害者自立支援課 1000801673327

C369.2
第4次千葉市障害者計画 第5期千葉市障害福祉計画 第1期千
葉市障害児福祉計画

（平成30年度～
平成32年度）

障害者自立支援課 1000801673309

C369.2 第4次千葉市障害者計画 第5期千葉市障害福祉計画 第1期千
葉市障害児福祉計画　概要版

（平成30年度～
平成32年度）

障害者自立支援課 1000801673313

C369.2 千葉市における障害福祉施策に係る中長期指針
平成29年度～
平成38年度

障害者自立支援課 1000801611494

C369.2 [千葉市障害者相談センター]事業概要　平成27年度事業実績 平成28年度
千葉市障害者相談
センター 1000801607490

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30号(2017.9)～
第31号(2018.3)

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28年度 
千葉市こころの
健康センター

1000801673413
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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29年度 こども企画課 1000801623265

C629 はっぱだより No.53～No.56
自然遊びわかばの会
こども企画課 1000610044520

C599 育男手帳 幼保支援課 1000801661591

C368 ひとこえ　補導員だより No.174, No.175
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.142～153
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28年度実績 児童相談所 1000801661467

環境局
環境保全部

C519 千葉市環境白書 平成29年版 1000801634398

C519.1 千葉市環境基本計画の点検・評価結果 平成28年度 環境総務課 1000801673414

Ｃ375 千葉市環境学習モデル校活動実践集 平成29年度 環境保全課 1000801668599

Ｃ519.1 千葉市自動車公害防止実施計画 平成29年度 環境保全課 1000801629795

C519.8 環境学習ハンドブック 2018 環境保全課 1000801664084

C519.8 ちばキッズ　エコエコ大作戦  '18～’20 環境保全課 1000801664083

C519.8 千葉市水環境保全計画　改定版 平成29年4月 環境保全課 1000801681959

C519.8 千葉市水環境保全計画(概要版)　改定版 平成29年4月 環境保全課 1000801664083

C519.8 千葉市水環境保全計画の推進について 平成29年9月 環境保全課 1000801673437

Ｃ519.3 千葉市大気環境測定結果報告書 平成28年度 環境規制課 1000801634399

資源循環部

C518.5 ゴー!ゴー! へらそうくん 【ファイル】
No.9
(平成30年3月1日) 廃棄物対策課 1000800440275

C518.5 清掃事業概要 平成29年度版 廃棄物対策課 1000801615239

C518.5 千葉市ごみ組成測定分析業務　報告書
平成29年度
（平成30年3月）

廃棄物対策課 1000801664071

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29年度
（平成30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.37(2018.2) 廃棄物対策課 1000110038392

C518.5 千葉市家庭ごみの減量と出し方ガイドブック 平成30年2月～ 収集業務課 1000801629797
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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 2017夏号 1000801586352

C290.9 千葉あそび 2017秋・冬号 1000801605430

C290.9 千葉あそび 2018早春号 1000801632153
C291.03 千葉市里山サイクリングマップ 2018 観光MICE企画課 1000801672887

C291.09 千葉市観光ガイド 【ファイル】 2017 観光MICE企画課 1000800514633

C291.09 千葉市がもっと「好き」になる本　改訂版
観光プロモ－
ション課

1000801646391

C291.09
＃ちば市らしさ マイノート
 ～北欧女子オーサが見つけた千葉市の不思議～

観光プロモ－
ション課

1000801652449

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.3
観光プロモ－
ション課

1000801509633

C291.09 千葉市のトリセツ 2017 千葉市観光協会 1000801578048

C291.09
千葉とっておき
 食べる 遊ぶ 観る 千葉市おすすめスポット413選

2018-2019 千葉市観光協会 1000801657130

C689 千葉市観光情報ニュース
NO.67(7月-9月)～
NO.70(4月-6月)

千葉市観光協会 1000210091765

C335.4 千葉市元気企業のご紹介 千葉市産業振興財団 1000801592355

C290.9 ゆるり 働くあなたの潤い生活 【ファイル】
2017年5-6月vol.68～
2018年3-4月vol.73

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29年度 農政課 1000801632223

地方卸売市場

C675 千葉市地方卸売市場概要 平成29年度版 管理課 1000801661520

都市局
都市部

C518.8 千葉都市計画総括図【ファイル】 平成29年 都市計画課 1000210016469
C681 千葉市総合交通政策 第3次施策の推進計画  2018 交通政策課 1000801661764

建築部

C365.3 千葉市住生活基本計画 平成29年7月改定  住宅政策課 1000801615236

公園緑地部

C629 花びと通信 【ファイル】 第29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.102(2017 夏号)～
No.105(2018Spring) 千葉市動物公園 1000110038438

C480 動物公園年報 ANNUAL REPORT '16 平成28年度版 千葉市動物公園 1000801634482

C798 どうぶつかるた 2018 千葉市動物公園 1000801632166
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分類 資料名 年次・巻次 発行課 タイトルコード

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28年度 下水道経営課 1000801619472

C518.2 千葉市の下水道と河川 平成29年度
下水道管理部・下水
道建設部(共同刊行) 1000801603473

中央区役所

花見川区役所

稲毛区役所

C369.7 支え合いのまち 稲毛【ファイル】
第22号（平成29
年4月）～第24号
（平成30年3月）

稲毛区地域福
祉計画推進協
議会事務局／
編

1000801028340

若葉区役所

緑区役所

C369 みどりのきずな【ファイル】
第31号（平成29
年4月）～第34号
（平成30年3月）

緑区地域福祉
計画推進協議
会広報部会／
編

1000801504756

美浜区役所
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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28年度 総務課 1000801598367

警防部

予防部

C317.9 火災統計 平成28年 予防課 1000801675809

C317.9 査察統計 平成28年度 予防課査察対策室 1000801650070

C317.9 防火管理 第55号(2018） 防火管理者協議会 1000801654913

水道局

C518.1 千葉市水道事業会計決算書 平成28年度 千葉市水道局 1000801619473

病院局

C498.1 ［千葉市］看護職員募集案内 【ファイル】　　 平成29年度 管理課 1000800674435

市立海浜病院

C498.1 千葉市立海浜病院医療安全管理体制第三者検証委員会報告書 千葉市立海浜病院 1000801581856

C498.1 千葉市夜間応急診療業務年報 平成29年度版 千葉市立海浜病院 1000801619468

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28年度 会計室 1000801619475
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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.106～Vol.109 企画課 1000110038395

C373 千葉市教育委員会 事務点検・評価報告書 平成29年度 企画課 1000801601434

C373 [千葉市]教育要覧 平成29年度版 企画課 1000801617465

学校教育部

C019 千葉市読書感想文集 小学校 第54集(平成29年度) 1000801634405

C019 千葉市読書感想文集 中学校 第54集(平成29年度) 1000801634406

C291 伸びゆく千葉市 平成29年 1000801683894

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29年度版 1000801683892

C375 教科用図書採択情報公開資料 平成29年度 1000801607476

C375 21世紀を拓く 平成29年度 1000801554909
C816 ともしび 小学校 第1・2学年 第64号（平成29年度） 1000801637034

C816 ともしび 小学校 第3・4学年 第64号（平成29年度） 1000801637032

C816 ともしび 小学校 第5・6学年 第64号（平成29年度） 1000801637031

C816 ともしび[中学校]　 第64号（平成29年度） 1000801664289

C374 学校体育振興施策 平成29年度 保健体育課 1000801557101

C374 学校における食物アレルギー対応の手引き 7版 保健体育課 1000801683870

C374 千葉市の保健体育 第58号(平成30年3月) 保健体育課 1000801668595

C375 [千葉市教育センター]要覧 【ファイル】　 平成29年度 教育センター 1000110048181

生涯学習部

C379 千葉市の社会教育 2017 生涯学習振興課 1000801619464

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29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 1000801670884

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30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 平成29年度 生涯学習センター 1000801664046

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】
2017年4・5月号～
2018年2・3月号

生涯学習センター 1000800645136

C379.1 ちばまなびの森 【ファイル】 Vol.19～Vol.21 生涯学習センター 1000800658198

C379.1 まなびフェスタ【ファイル】 2017 生涯学習センター 1000110094967

C379 ボランティアタイム 第15号～第17号
ちば生涯学習ボラ
ンティアセンター 1000800866479

C069 貝塚博物館紀要 第44号
千葉市立加曽利
貝塚博物館

1000801663952

C069 [千葉市立郷土博物館]研究紀要 　※『千葉いまむかし』と合冊 第24号 千葉市立郷土博物館 1000801668460

C210.1 ちば市史編さん便り 【ファイル】 №18～№20 千葉市立郷土博物館 1000800384052

C210.1 千葉いまむかし 　※『[千葉市立郷土博物館]研究紀要』 と合冊 No.31 千葉市立郷土博物館 1000801668462

C288.1
戦国時代の千葉氏　古文書が語る争乱
千葉市立郷土博物館特別展図録

千葉市立郷土博物館 1000801657210
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C706 採蓮 Siren -千葉市美術館研究紀要- 第20号 千葉市美術館 1000801673189

C706 C’n(SCENE NEWS) -千葉市美術館ニュース- 【ファイル】
vol.82(2017.6)～
vol.85(2018.3)

千葉市美術館 1000110041009

C708.7 椿 貞雄 千葉市美術館 1000801579840

C708.7 ボストン美術館浮世絵名品展 千葉市美術館 1000801611371

C708.7 没後70年　北野恒富展 千葉市美術館 1000801623172

C708.7 小沢剛 不完全－パラレルな美術史 千葉市美術館 1000801649946

C210.2 [千葉市]埋蔵文化財調査(市内遺跡)報告書　 平成29年度 
千葉市埋蔵文化財
調査センター

1000801668654

C016　 千葉市の図書館 2017 千葉市教育委員会 1000801596612

C016 千葉市図書館利用アンケート調査結果 平成29年度 千葉市図書館 1000801666165

C016 [千葉市]図書館だより 【ファイル】 第58号～第59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28年度第1回～
平成29年度第1回

千葉市中央図書館 1000210070298

C011 Net Work通信 【ファイル】
No.52(2017.10)～№
54（2018.3）

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.181～No.185 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30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51号 選挙管理委員会 1000110041024

C313.8 選挙結果調-千葉市長選挙-
平成29年5月
28日執行

選挙管理委員会 1000801603479

C313.8 選挙結果調-衆議院議員総選挙　最高裁判所裁判官国民審査-
平成29年10月
22日執行

選挙管理委員会 1000801650072

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29年9月 人事委員会 1000801611491

C317.5 人事委員会年報　 平成28年度 人事委員会 1000801661468

C317.5 千葉市職員募集 【ファイル】 平成29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29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28年度 監査委員 1000801603485

C343.1 監査報告書　第1期工事定期監査結果報告 平成29年度(Ⅰ) 監査委員 1000801623283

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

平成29年度(Ⅱ) 監査委員 1000801629794

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・第2期財政援助団体等
監査結果報告

平成29年度（Ⅲ） 監査委員 1000801664070

C343.1 千葉市健全化判断比率等審査意見書 平成28年度 監査委員 1000801603488

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28年度 監査委員 1000801603486

農業委員会

C611 千葉市農業委員会だより 【ファイル】　 127号～129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 №96～99 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29年 第1回 千葉市議会 1000801590290

C313.1 千葉市議会定例会会議録 平成29年 第2回 千葉市議会 1000801619478

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29年 第3回 千葉市議会 1000801654916

C313.1 千葉市議会定例会会議録 平成29年 第4回 千葉市議会 1000801664068

C313.1 [千葉市議会]常任委員会記録 平成29年 第1号 千葉市議会 1000801594515

C313.1 [千葉市議会]常任委員会記録 平成29年 第2号 千葉市議会 1000801634400

C313.1 [千葉市議会]常任委員会記録 平成29年 第3号 千葉市議会 1000801640553

C313.1 [千葉市議会]常任委員会記録 平成29年 第4号 千葉市議会 1000801654911

C313.1 [千葉市議会]決算審査特別委員会　分科会記録 平成29年　第1分冊 千葉市議会 1000801646413

C313.1 [千葉市議会]決算審査特別委員会　分科会記録 平成29年　第2分冊 千葉市議会 1000801646414

C313.1 [千葉市議会]決算審査特別委員会　分科会記録 平成29年　第3分冊 千葉市議会 1000801646415

C313.1 [千葉市議会]予算審査特別委員会　分科会記録 平成29年　第1分冊 千葉市議会 1000801594510

C313.1 [千葉市議会]予算審査特別委員会　分科会記録 平成29年　第2分冊 千葉市議会 1000801594511

C313.1 [千葉市議会]予算審査特別委員会　分科会記録 平成29年　第3分冊 千葉市議会 1000801594512

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

平成29年 千葉市議会 1000801646411

C313.1 [千葉市議会]議会運営委員会記録 平成29年 千葉市議会 1000801650069

C313.1 千葉市議会提要 平成29年6月 千葉市議会 1000801634394

C313.1 千葉市議会先例（事例）集 平成29年6月 千葉市議会 1000801634391

ちば市議会だより　[点字雑誌] №96～99 調査課 2000800001481

C313.1 調査時報 187号 調査課 1000801634403

C313.1 調査時報 188号 調査課 1000801634404

C313.1 調査時報 189号 調査課 1000801664082

C317 ［千葉市］市政概要 平成29年度版 調査課 1000801603461

記念誌
小学校

C376.2 あゆみ　［千葉市立院内小学校］創立90周年記念誌 1000801627363

C376.2 [千葉市立金沢小学校]　創立20周年記念誌2017　 1000801652408

C376.2
ちしろ　第48号 平成29年度　［千葉市立千城小学校］創立
140周年記念特集号

1000801657208

C376.2 [千葉市立瑞穂小学校]　創立20周年記念式典のしおり 1000801634494

中学校

C376.3 [千葉市立有吉中学校]創立20周年記念誌　光り輝け未来へ! 1000801663938

C376.3 [千葉市立大椎中学校]創立20周年記念誌 1000801657209

C376.3 葛城　[千葉市立葛城中学校]創立70周年記念誌 1000801619648

C376.3 あゆみ　［千葉市立小中台中学校］創立70周年記念誌 1000801629669

C376.3 さらしな　[千葉市立更科中学校]創立70周年記念誌 1000801617373

C376.3 末広　［千葉市立末広中学校］創立70周年記念誌 1000801627361

C376.3 [千葉市立土気中学校] 創立70周年記念誌 1000801668707

C376.3 譽　千葉市立誉田中学校 創立70周年記念誌 1000801685742

C376.3 30th　千葉市立幕張本郷中学校創立30周年記念 1000801685741

C376.3 緑が丘　[千葉市立緑が丘中学校]創立40周年記念誌 1000801627591

C376.3 繋－つなぐ－　千葉市立緑町中学校　創立70周年記念誌 1000801627362
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