
事務の名称

来訪者受付管理事務

市民総合賠償補償制度

事務の名称

禁煙外来治療費助成事業事務

高齢者保護情報共有サービス事業

住宅宿泊事業

道路施設管理瑕疵に関する補償事務

道路境界標設置協議及び購入申請に関する事務

千葉市道路サポートに関する事務

法定外道路工事等承認に関する事務

法定外道路占用許可に関する事務

行政財産道路工事施行承認に関する事務

不法占用の指導に関する事務

千葉県在宅難病患者一時入院事業

産後ケア事業

（３）市長・固有事務

事務の名称

インターンシップ事業

ドローンフィールド貸出事務

シェアリングエコノミー推進事業

共同溝工事施工承認・共同溝保守点検施行承認・共同溝入溝承認

東京2020参画プログラムの主体登録代理申請、主体者確認書の発行
手続き

東京2020大会に伴うボランティア体制構築等事業

東京五輪音頭-2020-ＣＤ貸出事業

新庁舎整備に係る調査および指定事務

納税義務者の相続人調査

住居表示等実施関係事務

財
政
局

資産経営部新庁舎整備課

税務部税制課

市民局市民自治推進部区政推進課

総務局総務部人材育成課

総
合
政
策
局

総合政策部国家戦略特区推進課

総合政策部国家戦略特区推進課

総合政策部幕張新都心課

オリンピックパラリンピック推進部
オリンピックパラリンピック調整課

オリンピックパラリンピック推進部
オリンピックパラリンピック振興課

オリンピックパラリンピック推進部
オリンピックパラリンピック振興課

建設局各土木事務所管理課

建設局各土木事務所管理課

建設局各土木事務所管理課

建設局各土木事務所管理課

各区健康課

各区健康課

保健福祉局健康部健康支援課・各区健康課

保健福祉局地域包括ケア推進課・各区高齢障害支援課

保健福祉局健康部生活衛生課・
保健福祉局保健所環境衛生課

建設局各土木事務所管理課

建設局各土木事務所管理課

建設局各土木事務所管理課

１　平成３０年度に届出のあった個人情報取扱事務一覧

１　条例第６条第１項の規定による開始届

（１）市長・共通事務

所掌する組織の名称

市長事務局内各所管課

（２）市長・事業所共通事務

所掌する組織の名称

所掌する組織の名称



保健福祉総合相談事務

生活困窮者支援事務

高齢者の低栄養防止事業

特定医療費（指定難病）支給認定事務

千葉市災害医療関係者連絡用LINE WORKS

飲食店禁煙化補助金事業

千葉市骨髄移植ドナー支援事業

千葉市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する事業認定
事務

建築物における衛生的環境の確保に関する事業登録事務

ことぶき大学校運営業務

千葉市短期リハビリ型通所サービス

生活援助型訪問サービス従事者研修

介護事業者合同就職説明会

千葉市かかりつけ医等発達障害対応力向上研修

障害福祉サービス等情報公表制度

ＤＶ防止対策事業事務

子どもの貧困対策総合コーディネート事業

居住実態が把握できない児童に関する調査事務

遺児等のグリーフケア事業

弁護士による養育費相談

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

地球環境保全ポスター事業

千葉市地球温暖化対策地域協議会名簿

中小事業者向け省エネルギー設備導入促進事業補助金交付関係事務

電気自動車導入事業補助金交付関係事務

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス普及促進事業補助金交付関係事
務

太陽光発電事業に係る庁内連絡調整

リサイクル施設見学ツアー

防鳥ネット等貸付事業

こども未来部こども家庭支援課

環
境
局

環境保全部環境保全課

環境保全部環境保全課

環境保全部環境保全課

環境保全部環境保全課

環境保全部環境保全課

環境保全部環境保全課

資源循環部廃棄物対策課

資源循環部収集業務課

高齢障害部介護保険事業課

高齢障害部介護保険管理課

高齢障害部障害者自立支援課

高齢障害部障害福祉サービス課

こ
ど
も
未
来
局

こども未来部こども家庭支援課

こども未来部こども家庭支援課

こども未来部こども家庭支援課

こども未来部こども家庭支援課

こども未来部こども家庭支援課

健康部健康企画課

健康部健康企画課

保健所環境衛生課

保健所環境衛生課

高齢障害部高齢福祉課

高齢障害部介護保険事業課

保
健
福
祉
局

保健福祉総務課

保護課

地域包括ケア推進課

健康部健康企画課

健康部健康企画課



ＷＥＢ販売力強化塾及び無店舗開業塾

千葉市民間創業支援施設入居支援補助金交付事務

千葉市商業者創業支援事業補助金交付事務

千葉市ビジネス支援センター移転事業補助金交付事務

著作権セミナー開催に係る事務

千葉市経済振興関係事業補助金

外国人観光客受入環境整備等支援事業

中央公園ステージ利用に関する申請

競輪依存相談事業

農業生産力強化支援事業

林地台帳運用事務

立地適正化計画に係る届出事務

結婚新生活支援事業

住宅確保要配慮者円滑入居支援事業

Brew at the Zooの来場者アンケート調査

Brew at the Zoo来場者へのイベント情報提供

総合評価落札方式による建設工事入札参加の技術者基礎点制度申請

緑区自主企画事業「緑区健康フェア」

（４）消防長・共通事務

事務の名称

来訪者受付管理事務

（５）消防長・固有事務

事務の名称

応急手当インストラクター事務

応急手当ジュニアインストラクター事務

傷病者情報管理事務

高圧ガス保安法に係る事務

（６）教育委員会・共通事務

事務の名称

来訪者受付管理事務

予防部指導課

教育委員会内各所管課

建設局土木部技術管理課

緑区役所健康課

消防局内各所管課

警防部救急課

警防部救急課

警防部救急課

農政部農政課

農政部農業経営支援課

経
済
農
政
部

都
市
局

都市総務課

建築部住宅政策課

建築部住宅政策課

公園緑地部動物公園

公園緑地部動物公園

経済部産業支援課

経済部産業支援課

経済部産業支援課

経済部産業支援課

経済部産業支援課

経済部産業支援課

経済部産業支援課

経済部産業支援課

経済部公営事業事務所

所掌する組織の名称

所掌する組織の名称

所掌する組織の名称



（７）教育委員会・固有事務

事務の名称

教職たまごプロジェクトに関する事務

教育功労者表彰事務

学校給食費及び日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収事務

文化財保存管理事務（特別史跡加曾利貝塚）

（８）市選挙管理委員会事務局・固有

事務の名称

来訪者受付管理事務

（９）人事委員会事務局・固有事務

事務の名称

来訪者受付管理事務

（10）農業委員会・固有事務

事務の名称

農業委員、農地利用最適化推進委員及び元委員の履歴管理

諸証明に係る事務

農用地利用集積計画の決定に係る事務

農用地利用配分計画の策定に係る意見の申述に係る事務

農地銀行事業

農地法第３条許可申請

農地法第３条届出

農地法第４条、５条許可申請

農地法第４条、５条届出

農地法第１８条第６項の規定による通知書

（11）病院事業管理者・共通事務

事務の名称

来訪者受付管理事務

教育総務部教育職員課

教育総務部教育総務課

学校教育部保健体育課

生涯学習部文化財課

農業委員会

所掌する組織の名称

病院局内各所管課

所掌する組織の名称

農業委員会

農業委員会

農業委員会

所掌する組織の名称

市選挙管理委員会事務局

農業委員会

農業委員会

農業委員会

農業委員会

農業委員会

所掌する組織の名称

農業委員会

所掌する組織の名称

人事委員会事務局



（12）議会事務局・共通事務

事務の名称

来訪者受付管理事務

（13）議会事務局・固有事務

事務の名称

市議会ホームページに掲載された政務活動費収支報告書（別紙）の
閲覧事務

所掌する組織の名称

総務課

所掌する組織の名称

議会事務局内各所管課



（１）市長・事業所共通事務

事務の名称 変更箇所

避難所運営委員会設置推進事業 収集先

ボランティア活動補償制度関係事務 組織の名称

自動車臨時運行許可事務 記録項目

戸籍事務 対象者の範囲

住民基本台帳事務 記録項目

死体（胎）埋火葬許可事務 記録項目

印鑑登録事務 記録項目

就学事務 記録項目

外国人関係事務 記録項目

マイナンバーカードの交付等 記録項目

電子証明書の発行等 記録項目

国民年金事務 組織の名称

老齢福祉年金事務 組織の名称

国民年金給付事務 組織の名称

国民健康保険事務 組織の名称

はり、きゅう、マッサージ施設利用助成事
業

組織の名称

後期高齢者医療被保険者に係る資格管理事
務

組織の名称

後期高齢者医療被保険者に係る保険料徴収
事務

組織の名称

後期高齢者医療被保険者に係る給付 組織の名称

国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料
に係る徴収金の徴収及び滞納処分に関する
こと

組織の名称

戸籍事務 組織の名称

住民基本台帳事務 組織の名称

国民健康保険及び国民年金の資格・得喪事
務

組織の名称

住居表示証明事務 組織の名称

市民相談事務（くらし、法律、行政、住
宅）

組織の名称

市民相談事務（交通事故） 組織の名称

子ども医療費助成事務 組織の名称

（２）市長・固有事務

事務の名称 変更箇所

市税過誤納金に関する事務 組織の名称財政局税務部納税管理課

各区市民総合窓口課・各市民センター・
区政事務センター

各区市民総合窓口課・各市民センター・
区政事務センター

各市民センター・区政事務センター

各区こども家庭課・区政事務センター

各区地域振興課

各区地域振興課

総務局防災対策課・各区地域振興課

各区市民総合窓口課・各市民センター

各区市民総合窓口課・各市民センター

各区市民総合窓口課・各市民センター

各区市民総合窓口課・各市民センター

各区市民総合窓口課・各市民センター

市民局市民自治推進部市民自治推進課・
各区地域振興課

各区市民総合窓口課

各区市民総合窓口課・区政事務センター

各区市民総合窓口課・区政事務センター

各区市民総合窓口課・区政事務センター

各区市民総合窓口課・区政事務センター

各区市民総合窓口課・区政事務センター

各区市民総合窓口課・各市民センター・
区政事務センター

２　条例第６条第１項の規定による変更届

所掌する組織の名称

所掌する組織の名称

各区市民総合窓口課・各市民センター

各区市民総合窓口課・各市民センター

各区市民総合窓口課・各市民センター

各区市民総合窓口課・区政事務センター

各区市民総合窓口課・区政事務センター

各区市民総合窓口課・区政事務センター

各区市民総合窓口課・区政事務センター



外国人登録事務の総括 収集先

戸籍事務の総括 収集先

上水道配水管布設事業の補助金交付事務 組織の名称

ＷＥＢアンケート 収集先

市政出前講座 電算処理

市長の出前講座
組織の名称、記録項目、収集先、
電算処理

市長との対話会 収集先

ランチ・ミーティング 記録項目、収集先、電算処理

くらしとすまいの特設相談 電算処理

特設法律相談 記録項目、電算処理

社会福祉法人等指導監査事務 組織の名称、記録項目

国民健康保険事務の総合調整事務 記録項目、収集先

国保健康保険に係る特定健康診査、特定保
健指導その他の保健事業に関する事務

事務の目的、記録項目、収集先

理容所確認事務 記録項目

美容所確認事務 記録項目

クリーニング所確認事務 記録項目

公衆浴場営業許可事務 記録項目

簡易専用水道届出事務 記録項目

化製場等許可事務 記録項目

旅館業営業許可事務 記録項目、収集先

興行場営業許可事務 記録項目

温泉法許可事務 記録項目、経常的な目的外提供先

墓地経営許可事務 記録項目

専用水道届出事務 記録項目

小規模水道届出事務 記録項目

特定建築物届出事務 記録項目

浄化槽情報の提供 記録項目、経常的な目的外利用

石綿健康被害救済制度の運用 電算処理、経常的な目的外提供先

避難行動要支援者名簿整備事務 事務の名称、事務の目的

行政代執行に要した費用の徴収事務 記録項目、収集先

事業系一般廃棄物処理業に係る許可申請事
務

組織の名称、記録項目、収集先

事業用大規模建築物ごみ減量指導事務(建
築物所有者）

組織の名称

事業用大規模建築物ごみ減量指導事務（廃
棄物管理責任者）

組織の名称

下田最終処分場浸出水処理施設建替事業
組織の名称、事務の名称、事務の
目的、記録項目、収集先

最終処分場関連用地賃貸借契約事務 組織の名称

環
境
局

資源循環部産業廃棄物指導課

資源循環部産業廃棄物指導課

資源循環部産業廃棄物指導課

資源循環部産業廃棄物指導課

資源循環部廃棄物施設整備課

資源循環部廃棄物施設維持課

保健所環境衛生課

保健所環境衛生課

保健所環境衛生課

保健所環境衛生課

保健所環境衛生課

高齢障害部高齢福祉課

保健所環境衛生課

保健所環境衛生課

保健所環境衛生課

保健所環境衛生課

保健所環境衛生課

保健所環境衛生課

市民自治推進部広報広聴課

市民自治推進部広報広聴課

保
健
福
祉
局

保健福祉総務課

健康部健康保険課

健康部健康保険課

保健所環境衛生課

保健所環境衛生課

保健所環境衛生課

保健所環境衛生課

市
民
局

市民自治推進部区政推進課

市民自治推進部区政推進課

市民自治推進部区政推進課

市民自治推進部広報広聴課

市民自治推進部広報広聴課

市民自治推進部広報広聴課

市民自治推進部広報広聴課

市民自治推進部広報広聴課



キッズ・アントレプレナーシップ（起業家
精神）教室開催事業

組織の名称、事務の名称、記録項
目、電算処理

千葉市技能功労者等選考事務 組織の名称

合同企業説明会 組織の名称

農業次世代人材投資事業 事務の名称、事務の目的

森林簿取扱事務 事務の名称、事務の目的

「いずみウォーク」推進事務 事務の名称、記録項目

中田都市農業交流センター管理運営事務 事務の目的、記録項目、収集先

農業振興地域整備計画事務 組織の名称

農業後継者対策事業（あととり支援） 組織の名称

生産緑地管理事務 組織の名称

農用地の利用権設定事務 組織の名称

埋立等事前協議事務 組織の名称

廃棄物施設設置事前協議事務 組織の名称

開発行為事前協議事務 組織の名称

遊休農地台帳作成及びその活用事務 組織の名称

農地中間管理事業 組織の名称

千葉市分譲マンション再生等合意形成支援
制度

事務の名称

住宅関連情報提供コーナー（すまいのコン
シェルジュ）相談事務

事務の名称

都川水の里公園稲作体験講座 組織の名称

きぼーるアトリウム運営事務 組織の名称

きぼーるアトリウム内の拾得物処置事務 組織の名称

（３）消防長・固有事務

事務の名称 変更箇所

消防車両等事故処理事務 対象範囲、記録項目、収集先

（４）教育委員会・共通事務

事務の名称 変更箇所

寄附金事務 組織の名称

（５）人事委員会・固有事務

事務の名称 変更箇所

公平審査関係事務 事務の名称、事務の目的

総務部施設課

教育総務部学校施設課

農政部農地活用推進課

都
市
局

建築部住宅政策課

建築部住宅政策課

公園緑地部若葉公園緑地事務所

区
役
所

中央区地域振興課

中央区地域振興課

農政部農地活用推進課

農政部農地活用推進課

農政部農地活用推進課

農政部農地活用推進課

農政部農地活用推進課

農政部農地活用推進課

経
済
農
政
局

経済部雇用推進課

経済部雇用推進課

経済部雇用推進課

農政部農業経営支援課

農政部農業経営支援課

農政部農業経営支援課

農政部農業経営支援課

農政部農地活用推進課

農政部農地活用推進課

人事委員会事務局

所掌する組織の名称

所掌する組織の名称

所掌する組織の名称



（１）市長・事業所共通事務

事務の名称

臨時福祉給付金支給業務

公共用財産土木工事施行許可事務

公共用財産占使用に関する事務

（２）市長・固有事務

事務の名称

開発基本計画策定業務

財政局資産経営部管財課

土地・建物借上合議事務

千葉市文化交流プラザ施設使用許可等事務

男性インターネット相談

消費者被害防止に係る啓発活動実施団体の募集及び選考

千葉市花見川保健福祉センター整備事業

健康度測定事務

地域保健推進員委嘱事務

妊産婦、新生児訪問指導員委嘱事務（総括）

栄養相談事務

市制度老人医療助成事務

老人医療費助成事業対象者のレセプトに係る記載事務手数料支給事務

老人保健医療給付事務

老人医療資格認定・照合事務

老人医療費助成事業対象者の柔道整復師施術に係る扶助事務

千葉市食品衛生推進員の委嘱

ホームヘルパー養成研修修了証明書交付証明書発行事務

通所介護運営委託事業

生活管理指導短期宿泊事業

生きがい活動支援通所事業

子育てふれ愛フェスタ事業

こどものまちＣＢＴ

子どもの職場探検＆ランチミーティング

社団法人千葉市幼稚園協会特別支援教育費助成事業事務

母子家庭等高校就学扶助費支給事務

こ
ど
も
未
来
局

こども未来部こども企画課

こども未来部こども企画課

こども未来部こども企画課

こども未来部こども企画課

こども未来部こども家庭支援課

高齢障害部高齢福祉課

高齢障害部高齢福祉課

高齢障害部高齢福祉課

健康部健康保険課

健康部健康保険課

健康部健康保険課

健康部健康保険課

健康部生活衛生課

高齢障害部高齢福祉課

保健福祉総務課

健康部健康企画課

健康部健康企画課

健康部健康企画課

健康部健康支援課

健康部健康保険課

保健福祉局保健福祉総務課・
こども未来局こども未来部こども家庭支援課

建設局土木部各土木事務所管理課

建設局土木部各土木事務所管理課

財
政
局

資産経営部管財課

資産経営部管財課

市
民
局

総務局情報経営部情報システム課

生活文化スポーツ部文化振興課

生活文化スポーツ部男女共同参画課

消費生活センター

保
健
福
祉
局

３　条例第６条第２項の規定による廃止届

所掌する組織の名称

所掌する組織の名称



家庭ごみの計量調査

ごみステーション管理支援事業補助金

高齢者等ごみ出し支援事業補助金の交付事務

千葉市優良観光土産品推奨審査会推奨申込受付事務

５ビーチプロモーション

千葉競輪場臨時従事員身上調査事務

千葉競輪場臨時執務員身上調査従事員台帳事務

千葉市産農産物生産者認証制度

拠点整備部会運営事務

肉牛農家台帳作成事務

採卵鶏の羽数調査事務

建築士事務所カード保管業務

フラワー散歩道事務

千葉市緑化推進協議会

昭和の森キャンプ場使用許可事務

公園・緑地の新設事業

こども動物園非常勤職員採用事務

下水道事業に係る損失補償事務（アナログ電波障害）：（電波障害を受ける者）

下水道事業に係る損失補償事務（アナログ電波障害）：（有線ＴＶ放送技術者）

（３）消防長・共通事務

事務の名称

入札資格要件審査事務

（４）消防長・事業所共通事務

事務の名称

防火対象物の使用開始、使用変更届出事務

（５）消防長・固有事務

事務の名称

予算編成事務

予算執行事務

建
設
局

下水道建設部下水道整備課

下水道建設部下水道整備課

農政部農業経営支援課

農政部農業生産振興課

農政部農業生産振興課

都
市
局

建築部建築指導課

公園緑地部緑政課

公園緑地部緑政課

公園緑地部公園管理課

公園緑地部公園建設課

公園緑地部動物公園

環
境
局

資源循環部廃棄物対策課

資源循環部収集業務課

資源循環部収集業務課

経
済
農
政
局

経済部観光プロモーション課

経済部観光プロモーション課

経済部公営事業事務所

経済部公営事業事務所

農政部農政課

総務部総務課

総務部総務課

所掌する組織の名称

消防局内各所管課

所掌する組織の名称

各消防署

所掌する組織の名称



（６）教育委員会・事業所共通事務

事務の名称

公民館主催事業事務

公民館施設運営事業

団体育成事業

公民館図書室運営事務

（７）農業委員会・固有事務

事務の名称

部会・議案関係事務

農業委員会委員選挙人名簿の調整に関する事務

公民館

公民館

所掌する組織の名称

所掌する組織の名称

農業委員会

農業委員会

公民館

公民館


