
No 附属機関の名称 所管課名 設　　置　　目　　的 設置根拠
公開・非公開
の決定状況

原則非公開
とした理由

1 名誉市民選考委員会 秘書課
名誉市民の選考について市長の諮問に応
じ、審議答申する。

千葉市名誉市民条例 原則非公開 イ-２

2 国民保護協議会 危機管理課

市の区域に係る国民の保護のための措置
に関し広く住民の意見を求め、市の国民
の保護のための措置に関する施策を総合
的に推進する。

武力攻撃事態等におけ
る国民の保護のための
措置に関する法律

公開

3 防災会議① 危機管理課
地域防災計画の作成及びその実施の推進
をするとともに水防計画を調査審議す
る。

災害対策基本法、水防
法、千葉市防災会議条
例

公開

4
防災会議②（幹事会
議）

危機管理課
防災会議の所掌事務について、予備的な
協議及び調整を行う。

千葉市防災会議運営要
綱

公開

5
防災会議③（男女共同
参画の視点を取り入れ
る部会）

危機管理課
地域防災計画等に男女共同参画の視点を
取り入れる。

千葉市防災会議条例、
千葉市防災会議男女共
同参画の視点を取り入
れる部会設置要綱

公開

6
防災会議④（防災・減
災対策検討部会）

危機管理課
国土強靱化地域計画等に係る防災・減災
に資する施策について検討を行う。

千葉市防災会議防災・
減災対策検討部会設置
要綱

公開

7
情報公開・個人情報保
護審議会

政策法務課

情報公開及び個人情報の保護に関する重
要事項について、市長の諮問に応じて調
査審議し、又は市長に意見を述べるとと
もに、千葉市個人情報保護条例の規定に
より、その権限に属させられた事項を処
理する。

千葉市情報公開・個人
情報保護審議会設置条
例

公開

8

情報公開・個人情報保
護審議会
特定個人情報保護評価
部会

政策法務課

行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律(平成２
５年法律第２７号)第２７条第１項に基づ
く特定個人情報保護評価について調査審
議し、その結果を審議会に報告する。

千葉市情報公開・個人
情報保護審議会設置条
例

原則非公開 イ-６

9 情報公開審査会 政策法務課
千葉市情報公開条例第１９条に規定する
諮問に応じて審議する。

千葉市情報公開条例 原則非公開
ア
イ-１～６

10 個人情報保護審査会 政策法務課
千葉市個人情報保護条例第４２条に規定
する諮問に応じて審議する。

千葉市個人情報保護条
例

原則非公開
ア
イ-１～６

11 行政不服審査会 政策法務課
行政不服審査法第４３条第１項に規定す
る諮問に応じて審査する。

千葉市行政不服審査法
施行条例

原則非公開
イ-２、
３、５

12 政治倫理審査会 人事課
資産等報告書等の審査その他の処理を行
うことにより、公正で開かれた民主的な
市政の発展に寄与する。

千葉市長の政治倫理に
関する条例

公開

13 職員懲戒審査委員会 人事課
副市長、専門委員、選挙管理委員及び監
査委員の懲戒審査をする。

地方自治法施行規程、
千葉市職員懲戒審査委
員会規則

14 いじめ等調査委員会 人事課

市立学校において、いじめ、体罰又は学
校の管理下において発生した事故による
重大事案について、事実関係を明確に
し、事態への対処及び再発防止について
調査審議する。

千葉市いじめ等調査委
員会設置条例

原則非公開 イ-２

15 特別職報酬等審議会 給与課
特別職の報酬等の額について審議し、市
長の諮問に答申する。

千葉市特別職報酬等審
議会設置条例

公開

16 公務災害補償等審査会 給与課

公務上の災害又は通勤による災害の認
定、療養の方法、補償金額の決定その他
補償の実施についての不服申立てを審査
する。

千葉市議会の議員その
他非常勤の職員の公務
災害補償等に関する条
例

17
公務災害補償等認定委
員会

人材育成課

千葉市議会の議員や非常勤職員などが、
公務上あるいは通勤途上の災害により負
傷をした際に、各任命権者が公務災害あ
るいは通勤災害に該当するか否かの認定
をするに当たって、その当否について意
見を述べる。

千葉市議会の議員その
他非常勤の職員の公務
災害補償等に関する条
例

原則非公開 イ-２

18 行政改革推進委員会
業務改革推
進課

行政改革の推進に関する事項について調
査審議する。

千葉市行政改革推進委
員会設置条例

公開

19 新基本計画審議会① 政策企画課
市長の諮問に応じ、新基本計画に関する
事項について審議し、市長に答申する。

千葉市新基本計画審議
会設置条例

公開

20
新基本計画審議会②
（総論部会）

政策企画課

千葉市新基本計画（原案）（以下「原
案」という。）のうち、第１章「計画の
前提」、第２章「計画の枠組み」及び第
３章「まちづくりの基本方針」について
審議し、答申(案)を作成する。

千葉市新基本計画審議
会設置条例

公開

21
新基本計画審議会③
（第１部会）

政策企画課

原案のうち、第４章「分野別計画」の方
向性１「豊かな緑と水辺を活かした、自
然とともに生きるまちへ」、方向性４
「ひと・モノ・情報がつながる、生活基
盤の充実したまちへ」及び方向性５「ひ
とが集い働く、魅力と活力にあふれるま
ちへ」について審議し、答申(案)を作成
する。

千葉市新基本計画審議
会設置条例

公開
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22
新基本計画審議会④
（第２部会）

政策企画課

原案のうち、第４章「分野別計画」の方
向性２「支えあいが安らぎを生む、あた
たかなまちへ」及び方向性３「豊かな心
が育ち、新たな価値が生まれるまちへ」
について審議し、答申(案)を作成する。

千葉市新基本計画審議
会設置条例

公開

23
新基本計画審議会⑤
（区計画部会）

政策企画課
原案のうち、「区基本計画」について審
議し、答申(案)を作成する。

千葉市新基本計画審議
会設置条例

公開

24
新基本計画審議会⑥
（地方創生部会）

政策企画課

千葉市まち・ひと・しごと創生推進本部
が策定する「人口ビジョン」及び「総合
戦略」について審議し、答申(案)を作成
する。

千葉市新基本計画審議
会設置条例

公開

25
新基本計画審議会⑦
（政策評価部会）

政策企画課
千葉市新基本計画の政策評価について審
議し、答申（案）を作成する。

千葉市新基本計画審議
会設置条例

公開

26
新基本計画審議会⑧
（公共事業再評価部
会）

政策企画課
千葉市が作成した公共事業の再評価につ
いての対応方針（案）について審議し、
答申（案）を作成する。

千葉市新基本計画審議
会設置条例

公開

27
ＰＦＩ事業等審査委員
会

政策企画課
ＰＦＩ事業に関する事項を調査審議す
る。

千葉市ＰＦＩ事業等審
査委員会設置条例

原則非公開 イ-５

28 資産経営推進委員会 資産経営課
平成２５年度からの資産経営システムの
運用開始に合わせ、資産運営の取組みを
調査審議する。

千葉市資産経営推進委
員会設置条例

公開

29 財産評価委員会① 管財課
財産の取得などに係る適正な価格等につ
いて調査審議する。

千葉市財産評価委員会
設置条例

公開

30
財産評価委員会②（財
産評価専門部会）

管財課
財産の取得、交換、売払い、貸付等に係
る適正な価格・公募による売り払いに係
る適正な価格を調査審議する。

千葉市財産評価委員会
設置条例

公開

31
財産評価委員会③（土
地評価専門部会）

管財課
用地の取得に係る標準地の正常な価格を
調査審議する。

千葉市財産評価委員会
設置条例

原則非公開 イ-２、５

32 本庁舎整備検討委員会
新庁舎整備
課

本庁舎整備に関する事項について調査審
議し、市長に意見を述べる。

千葉市本庁舎整備検討
委員会設置条例

原則非公開 イ-６

33
入札適正化・苦情検討
委員会

契約課
入札・契約に係る事務における公正性の
確保並びに客観性・透明性の向上を図
る。

千葉市入札適正化・苦
情検討委員会設置条例

公開

34
市民局指定管理者選定
評価委員会①

市民総務課

市長等の諮問に応じ、指定管理予定候補
者の選定、指定管理者の行った施設の管
理に係る評価に関する事項について、審
議する。

千葉市公の施設に係る
指定管理者の選定等に
関する条例

公開

35
市民局指定管理者選定
評価委員会 ②（市
民・文化部会）

市民総務課

市民自治推進部及び生活文化スポーツ部
の各課が所管する施設中、スポーツ施設
以外の施設（千城台コミュニティセン
ターを含む）に係るものに関する事項を
審議する。

千葉市公の施設に係る
指定管理者の選定等に
関する条例

公開

36
市民局指定管理者選定
評価委員会③（スポー
ツ部会）

文化振興課

生活文化スポーツ部の各課が所管する施
設中、スポーツ施設（花島コミュニティ
センターを含む）に係るものに関する事
項を審議する。

千葉市公の施設に係る
指定管理者の選定等に
関する条例

公開

37
市民局指定管理者選定
評価委員会④（中央区
役所部会）

中央区地域
振興課

中央区役所の各課が所管する施設に係る
ものに関する事項を審議する。

千葉市公の施設に係る
指定管理者の選定等に
関する条例

公開

38
市民局指定管理者選定
評価委員会⑤（花見川
区役所部会）

花見川区地
域振興課

花見川区役所の各課が所管する施設に係
るものに関する事項を審議する。

千葉市公の施設に係る
指定管理者の選定等に
関する条例

公開

39
市民局指定管理者選定
評価委員会⑥（稲毛区
役所部会）

稲毛区地域
振興課

稲毛区役所の各課が所管する施設に係る
ものに関する事項を審議する。

千葉市公の施設に係る
指定管理者の選定等に
関する条例

公開

40
市民局指定管理者選定
評価委員会⑦（若葉区
役所部会）

若葉区地域
振興課

若葉区役所の各課が所管する施設に係る
ものに関する事項を審議する。

千葉市公の施設に係る
指定管理者の選定等に
関する条例

公開

41
市民局指定管理者選定
評価委員会⑧（緑区役
所部会）

緑区地域振
興課

緑区役所の各課が所管する施設に係るも
のに関する事項を審議する。

千葉市公の施設に係る
指定管理者の選定等に
関する条例

公開

42
市民局指定管理者選定
評価委員会⑨（美浜区
役所部会）

美浜区地域
振興課

美浜区役所の各課が所管する施設に係る
ものに関する事項を審議する。

千葉市公の施設に係る
指定管理者の選定等に
関する条例

公開

43 市民参加協働推進会議
市民自治推
進課

市民参加・協働の推進について調査審議
する。

千葉市市民参加及び協
働に関する条例

公開

44 交通安全対策会議① 地域安全課
交通安全対策の総合的、計画的な推進を
図る。

交通安全対策基本法、
千葉市交通安全対策会
議条例

公開

45
交通安全対策会議②幹
事会

地域安全課
交通安全対策の総合的、計画的な推進を
図る。

交通安全対策基本法、
千葉市交通安全対策会
議条例

公開

46 行政区画審議会 区政推進課
市長の諮問に応じて本市の行政区画に関
し必要な事項を審議し、市長に答申す
る。

千葉市行政区画審議会
設置条例

公開

47 住居表示審議会 区政推進課
本市の住居表示整備事業の合理的な促進
を図る。

千葉市住居表示審議会
設置条例

公開
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48
芸術文化新人賞選考委
員会

文化振興課
千葉市芸術文化新人賞の受賞候補者の選
考等を行う。

千葉市芸術文化新人賞
選考委員会設置条例

原則非公開 イ-２、５

49 文化芸術振興会議 文化振興課
文化行政施策や千葉市文化芸術振興計画
等に関する事項を審議する。

千葉市文化芸術振興会
議設置条例

公開

50 美術品等収集審査会 文化振興課

美術品等の収集計画及び収集方法に関す
ることについて調査審議するとともに、
美術品等の選定に係る審査及び評価を行
う。

千葉市美術品等収集審
査会設置条例

原則非公開 イ-２、５

51 スポーツ推進審議会
スポーツ振
興課

スポーツ振興法第４条第４項に規定する
もののほか、教育委員会の諮問に応じ
て、スポーツの振興に関する重要事項に
ついて調査審議し、及びこれらの事項に
関して教育委員会に建議する。

スポーツ振興法、千葉
市スポーツ振興審議会
に関する条例

公開

52 男女共同参画審議会
男女共同参
画課

男女共同参画を推進するに当って施策の
方向について意見を求める。

千葉市男女共同参画
ハーモニー条例

公開

53 消費生活審議会①
消費生活セ
ンター

消費生活に関する重要な事項について調
査審議する。

千葉市消費生活条例 公開

54
消費生活審議会②（苦
情処理部会）

消費生活セ
ンター

裁判外紛争処理機関として消費者と事業
者との間の取引に関して生じた苦情の処
理に関するあっせん又は調停を行う。

千葉市消費生活条例 公開

55
消費生活審議会③（適
正化部会）

消費生活セ
ンター

商品の単位価格等の表示基準、包装等の
基準について、調査審議する。

千葉市消費生活条例 公開

56
消費生活審議会④（消
費者施策のあり方検討
部会）

消費生活セ
ンター

市民の安全で安心できる暮らしの実現に
向けた消費者施策のあり方について、審
議する。

千葉市消費生活条例 公開

57
消費生活審議会⑤
（条例等改正検討部
会）

消費生活セ
ンター

特定商取引に関する法律の一部改正伴う
千葉市消費生活条例及び同施行規則の一
部改正について議論する。

千葉市消費生活条例 公開

58
消費生活審議会⑥
（消費者教育推進部
会）

消費生活セ
ンター

消費者教育推進計画の策定のため。
千葉市消費生活条例、
千葉市消費生活条例施
行規則

公開

59
消費生活審議会⑦
（基本計画検討部会）

消費生活セ
ンター

消費生活基本計画の策定のため。
千葉市消費生活条例、
千葉市消費生活条例施
行規則

公開

60 社会福祉審議会①
保健福祉総
務課

社会福祉に関する事項（精神障害者福祉
に関する事項を除く）を調査審議する。

社会福祉法、千葉市社
会福祉審議会条例

公開

61
社会福祉審議会②
（民生委員審査専門分
科会）

地域福祉課
民生委員の適否の審査に関する事項を調
査審議する。

社会福祉法、千葉市社
会福祉審議会条例

原則非公開 イ-２

62
社会福祉審議会③
（身体障害者福祉専門
分科会）

障害者自立
支援課

身体障害者の福祉に関する事項を調査審
議する。

社会福祉法、千葉市社
会福祉審議会条例

公開

63
社会福祉審議会④
（身体障害者福祉専門
分科会審査部会）

障害者自立
支援課

身体障害者の障害程度の審査に関する事
項を調査審議する。

社会福祉法、千葉市社
会福祉審議会条例

原則非公開 イ-２

64
社会福祉審議会⑤
（高齢者福祉・介護保
険専門分科会）

高齢福祉
課・介護保
険事業課

高齢者福祉及び介護保険事業の運営に関
する事項について協議する。

社会福祉法、千葉市社
会福祉審議会条例

公開

65

社会福祉審議会⑥
（高齢者福祉・介護保
険専門分科会あんしん
ケアセンター等運営部
会）

地域包括ケ
ア推進課

あんしんケアセンター（介護保険法に定
める地域包括支援センターをいう。）の
適切な運営等及び指定地域密着型サービ
スの適正な運営等を図る。

社会福祉法、千葉市社
会福祉審議会条例

公開

66
社会福祉審議会⑦
（地域福祉専門分科
会）

地域福祉課 地域福祉に関する事項を調査審議する。
社会福祉法、千葉市社
会福祉審議会条例

公開

67
社会福祉審議会⑧（社
会福祉法人・施設専門
分科会）

保健福祉総
務課

社会福祉に関する事項（精神障害者福祉
に関する事項を除く）を調査審議する。

千葉市社会福祉審議会
条例

原則非公開
イー３、
５、ウ

68
社会福祉審議会⑨（児
童福祉専門分科会）

こども企画
課

児童の福祉に関する事項を調査審議す
る。

社会福祉法、千葉市社
会福祉審議会条例

公開

69
社会福祉審議会⑩（児
童福祉専門分科会処遇
検討部会）

こども家庭
支援課

児童の処遇に関する事項を調査審議す
る。

社会福祉法、千葉市社
会福祉審議会条例

原則非公開 イ-２

70
社会福祉審議会⑪
（児童福祉専門分科会
設置認可部会）

こども企画
課

児童福祉に関する事項を審議する。
千葉市社会福祉審議会
条例

原則非公開 イ-５

71
保健福祉局指定管理者
選定評価委員会①

保健福祉総
務課

市長等の諮問に応じ、指定管理予定候補
者の選定、指定管理者の行った施設の管
理に係る評価に関する事項について、審
議する。

千葉市公の施設に係る
指定管理者の選定等に
関する条例

公開

72
保健福祉局指定管理者
選定評価委員会②(医
療施設等部会)

保健福祉総
務課

休日救急診療所及び千葉市斎場に関する
事項を審議する。

千葉市公の施設に係る
指定管理者の選定等に
関する条例

公開

73
保健福祉局指定管理者
選定評価委員会③(高
齢者施設部会)

保健福祉総
務課

各区いきいきプラザ、いきいきセン
ター、幸老人センター及び和陽園に関す
る事項を審議する。

千葉市公の施設に係る
指定管理者の選定等に
関する条例

公開
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74
保健福祉局指定管理者
選定評価委員会④(障
害者施設等部会)

保健福祉総
務課

ハーモニープラザ、療育センター、大宮
学園、桜木園、亥鼻・鎌取福祉作業所に
関する事項を審議する。

千葉市公の施設に係る
指定管理者の選定等に
関する条例

公開

75 民生委員推薦会 地域福祉課 民生委員を推薦する。 民生委員法 原則非公開 イ-２

76 医療扶助審議会 保護課
生活保護法の規定に基づく医療扶助の適
正な実施を図る。

千葉市医療扶助審議会
条例

77 地域保健医療協議会① 健康企画課
本市における保健及び医療に係る施策の
総合的な推進に関する重要事項について
調査審議する。

千葉市地域保健医療協
議会設置条例

公開

78
地域保健医療協議会②
（救急医療対策検討部
会）

健康企画課 救急医療に関する事項を調査審議する。
千葉市地域保健医療協
議会設置条例

公開

79
地域保健医療協議会③
（新型インフルエンザ
等対策検討部会）

健康企画課
新型インフルエンザ等行動計画に関する
調査審議をする。

千葉市地域保健医療協
議会設置条例

公開

80
地域保健医療協議会④
（在宅医療部会）

地域包括ケ
ア推進課

在宅医療介護連携の推進に関する事項の
調査審議をする。

千葉市地域保健医療協
議会設置条例

公開

81
予防接種健康被害調査
委員会

健康企画課
予防接種実施に起因すると考えられる健
康被害について調査審議する。

千葉市予防接種健康被
害調査委員会設置条例

原則非公開 イ-２、３

82 指定難病審査会 健康企画課
特定医療費（指定難病）支給認定に関
し、申請者の認定に関する事項等につい
て審議する。

難病の患者に対する医
療等に関する法律
千葉市指定難病審査会
条例

原則非公開 イ-２、３

83
小児慢性特定疾病審査
会

健康支援課

小児慢性特定疾病医療支援及びぜんそく
等小児指定疾病医療費助成事業の対象者
の認定に関する事項等について審議す
る。

千葉市小児慢性特定疾
病審査会条例

原則非公開 イ-２

84 幼児腎疾患対策協議会 健康支援課

次に掲げる事項等を審議する。
（１）幼児尿検査の実施体制に関するこ
と。
（２）幼児尿検査の実施後の保健医療の
連携体制に関すること。

千葉市幼児腎疾患対策
協議会設置条例

原則非公開 イ-２

85
健康づくり推進協議会
①

健康支援課
本市における健康づくり施策の総合的か
つ効率的な推進に関する事項について調
査審議する。

千葉市健康づくり推進
協議会設置条例

公開

86
健康づくり推進協議会
②（８０２０運動推進
部会）

健康支援課
８０２０運動の推進とともに、地域歯科
保健医療施策について総合的な協議を行
う。

千葉市健康づくり推進
協議会設置条例

公開

87
健康づくり推進協議会
③（地域・職域連携推
進部会）

健康支援課

地域保健及び職域保健を担う組織の連携
により、保健事業の実施に要する社会資
源を相互に有効活用し、生涯を通じた継
続的な保健サービスの提供体制を整備
し、もって働き盛り層の生活習慣病等の
予防と健康寿命の延伸を図る。

千葉市健康づくり推進
協議会設置条例

公開

88
健康づくり推進協議会
④（食育推進部会）

健康支援課
食育の推進に関する基本的事項を検討す
るとともに、総合的かつ計画的な食育の
推進を図る。

千葉市健康づくり推進
協議会設置条例

公開

89
健康づくり推進協議会
⑤（検診等評価検討部
会）

健康支援課

市が実施する各検診等について、検診の
実施者として常に質の高い検診体制を維
持・管理する必要があり、検診等の精度
を高めるために、１．検診等データの分
析による事業の改善、２．検診等事業に
おける評価・調査等の実施を行うことに
より、検診等の信頼性を一層高める。

千葉市健康づくり推進
協議会設置条例

原則非公開 イ-２

90
健康づくり推進協議会
⑥（健康づくり施策の
行動計画検討部会）

健康企画課

本市の健康増進計画である「健やか未来
都市ちばプラン」に基づく健康づくりの
取組みをより効果的に実施していくた
め、優先的に取り組むべき施策を抽出し
た具体的な行動計画である「健康づくり
施策の行動計画」について調査審議す
る。

千葉市健康づくり推進
協議会設置条例

公開

91
国民健康保険運営協議
会

健康保険課
国民健康保険事業の運営についての諮問
機関として重要事項を審議する。

国民健康保険法、千葉
市国民健康保険条例

公開

92 保健所運営協議会①
保健所総務
課

保健所の所管区域内の地域保健及び保健
所の運営に関する事項を審議する。

地域保健法、千葉市保
健所運営協議会設置条
例

公開

93
保健所運営協議会②
（医療安全相談窓口運
営部会）

保健所総務
課

医療安全相談窓口の運営等に関する事項
について審議する。

千葉市保健所運営協議
会設置条例

公開
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94 感染症診査協議会
保健所感染
症対策課

保健所長の諮問に応じ、感染症法第１８
条第１項の規定による通知（就業制
限）、第２０条第１項（第２６条におい
て準用する場合を含む。）の規定による
勧告（入院勧告）及び第２０条第４項
（第２６条において準用する場合を含
む。）の規定による入院の期間の延長並
びに第３７条の２第１項の規定による申
請に基づく費用の負担に関し必要な事項
を審議する。
感染症法第１８条第６項（就業制限）及
び第１９条第７項（入院勧告・措置）
（第２６条において準用する場合を含
む。）の規定による報告に関し、意見を
述べる。

感染症の予防及び感染
症の患者に対する医療
に関する法律、千葉市
感染症診査協議会条例

原則非公開 イ-２

95
感染症診査協議会
（結核部会）

保健所感染
症対策課

保健所長の諮問に応じ、感染症法第１８
条第１項の規定による通知（就業制
限）、第２０条第１項（第２６条におい
て準用する場合を含む。）の規定による
勧告（入院勧告）及び第２０条第４項
（第２６条において準用する場合を含
む。）の規定による入院の期間の延長並
びに第３７条の２第１項の規定による申
請に基づく費用の負担に関し必要な事項
を審議する。
感染症法第１８条第６項（就業制限）及
び第１９条第７項（入院勧告・措置）
（第２６条において準用する場合を含
む。）の規定による報告に関し、意見を
述べる。
結核について審議する。

感染症の予防及び感染
症の患者に対する医療
に関する法律、千葉市
感染症診査協議会条例

原則非公開 イ-２

96
感染症診査協議会
（感染症部会）

保健所感染
症対策課

保健所長の諮問に応じ、感染症法第１８
条第１項の規定による通知（就業制
限）、第２０条第１項（第２６条におい
て準用する場合を含む。）の規定による
勧告（入院勧告）及び第２０条第４項
（第２６条において準用する場合を含
む。）の規定による入院の期間の延長並
びに第３７条の２第１項の規定による申
請に基づく費用の負担に関し必要な事項
を審議する。
感染症法第１８条第６項（就業制限）及
び第１９条第７項（入院勧告・措置）
（第２６条において準用する場合を含
む。）の規定による報告に関し、意見を
述べる。
重大な感染症について審議する。

感染症の予防及び感染
症の患者に対する医療
に関する法律、千葉市
感染症診査協議会条例

原則非公開 イ-２

97
福祉有償運送運営協議
会

高齢福祉課

次に掲げる事項等を調査審議する。
（１）福祉有償運送の登録申請につい
て、その必要性及び対価に関すること。
（２）福祉有償運送を行う者の合意の解
除に関すること。

千葉市福祉有償運送運
営協議会設置条例

公開

98 介護認定審査会①
介護保険管
理課

介護保険法第３８条第２項に規定する審
査判定業務を行う。

介護保険法、千葉市介
護保険条例

原則非公開 イ-２、５

99
介護認定審査会審査部
会長会議

介護保険管
理課

審査部会の円滑な運営を図るとともに、
審査及び判定の平準化を図る。

千葉市介護認定審査会
運営要綱

原則非公開 イ-２、５

100
介護認定審査会②
（中央区第１～第５審
査部会）

中央保健福
祉センター
高齢障害支
援課

介護保険法第３８条第２項に規定する審
査判定業務を行う。

介護保険法施行令、千
葉市介護保険規則

原則非公開 イ-２、５

101
介護認定審査会③
（花見川区第１～第４
審査部会）

花見川保健
福祉セン
ター高齢障
害支援課

介護保険法第３８条第２項に規定する審
査判定業務を行う。

介護保険法施行令、千
葉市介護保険規則

原則非公開 イ-２、５

102
介護認定審査会④
（稲毛区第１～第４審
査部会）

稲毛保健福
祉センター
高齢障害支
援課

介護保険法第３８条第２項に規定する審
査判定業務を行う。

介護保険法施行令、千
葉市介護保険規則

原則非公開 イ-２、５

103
介護認定審査会⑤
（若葉区第１～第５審
査部会）

若葉保健福
祉センター
高齢障害支
援課

介護保険法第３８条第２項に規定する審
査判定業務を行う。

介護保険法施行令、千
葉市介護保険規則

原則非公開 イ-２、５

104
介護認定審査会⑥
（緑区第１～第３審査
部会）

緑保健福祉
センター高
齢障害支援
課

介護保険法第３８条第２項に規定する審
査判定業務を行う。

介護保険法施行令、千
葉市介護保険規則

原則非公開 イ-２、５
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105
介護認定審査会⑦
（美浜区第１～第３審
査部会）

美浜保健福
祉センター
高齢障害支
援課

介護保険法第３８条第２項に規定する審
査判定業務を行う。

介護保険法施行令、千
葉市介護保険規則

原則非公開 イ-２、５

106
介護認定審査会⑧
（千葉市第１審査部
会）

介護保険管
理課

介護保険法第３８条第２項に規定する審
査判定業務を行う。

介護保険法施行令、千
葉市介護保険規則

原則非公開 イ-２、５

107 障害者施策推進協議会
障害者自立
支援課

障害者に関する施策の総合的かつ計画的
な推進について必要な事項を調査審議す
るとともに障害者に関する施策の推進に
ついて必要な関係行政機関相互の連絡調
整を要する事項を調査審議する。

障害者基本法、千葉市
障害者施策推進協議会
条例

公開

108
障害者施策推進協議会
（障害者差別解消支援
部会）

障害者自立
支援課

障害を理由とする差別の解消の推進に関
する法律第１７条第１項の障害者差別解
消支援地域協議会としての業務を行う。

障害を理由とする差別
の解消の推進に関する
法律、千葉市障害者施
策推進協議会条例

公開

109
障害者介護給付判定審
査会①（全体会）

障害福祉
サービス課

障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律第２１条及び第２
２条第２項に規定する業務を行う。

障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支
援するための法律、千
葉市障害者の日常生活
及び社会生活を総合的
に支援するための法律
施行条例

公開

110
障害者介護給付判定審
査会②（中央区審査部
会）

中央保健福
祉センター
高齢障害支
援課

障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律第２１条及び第２
２条第２項に規定する業務を行う。

障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支
援するための法律、千
葉市障害者の日常生活
及び社会生活を総合的
に支援するための法律
施行条例

原則非公開 イ-２、５

111
障害者介護給付判定審
査会③（花見川区審査
部会）

花見川保健
福祉セン
ター高齢障
害支援課

障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律第２１条及び第２
２条第２項に規定する業務を行う。

障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支
援するための法律、千
葉市障害者の日常生活
及び社会生活を総合的
に支援するための法律
施行条例

原則非公開 イ-２、５

112
障害者介護給付判定審
査会④（稲毛区審査部
会）

稲毛保健福
祉センター
高齢障害支
援課

障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律第２１条及び第２
２条第２項に規定する業務を行う。

障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支
援するための法律、千
葉市障害者の日常生活
及び社会生活を総合的
に支援するための法律
施行条例

原則非公開 イ-２、５

113
障害者介護給付判定審
査会⑤（若葉区審査部
会）

若葉保健福
祉センター
高齢障害支
援課

障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律第２１条及び第２
２条第２項に規定する業務を行う。

障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支
援するための法律、千
葉市障害者の日常生活
及び社会生活を総合的
に支援するための法律
施行条例

原則非公開 イ-２、５

114
障害者介護給付判定審
査会⑥（緑区審査部
会）

緑保健福祉
センター高
齢障害支援
課

障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律第２１条及び第２
２条第２項に規定する業務を行う。

障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支
援するための法律、千
葉市障害者の日常生活
及び社会生活を総合的
に支援するための法律
施行条例

原則非公開 イ-２、５

115
障害者介護給付判定審
査会⑦（美浜区審査部
会）

美浜保健福
祉センター
高齢障害支
援課

障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律第２１条及び第２
２条第２項に規定する業務を行う。

障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支
援するための法律、千
葉市障害者の日常生活
及び社会生活を総合的
に支援するための法律
施行条例

原則非公開 イ-２、５

116 精神保健福祉審議会
精神保健福
祉課

精神保健及び精神障害者の福祉に関する
事項を調査審議する。

精神保健及び精神障害
者福祉に関する法律、
千葉市精神保健福祉審
議会条例

公開

117 精神医療審査会
こころの健
康センター

精神保健福祉及び精神障害者福祉に関す
る法律第３８条の３第２項及び第３８条
の５第２項の規定による審査を行う。

精神保健及び精神障害
者福祉に関する法律

原則非公開 イ-２

118
こども未来局指定管理
者選定評価委員会

こども企画
課

市長等の諮問に応じ、指定管理予定候補
者の選定、指定管理者の行った施設の管
理に係る評価に関する事項について、審
議する。

千葉市公の施設に係る
指定管理者の選定等に
関する条例

公開
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119 子ども・子育て会議
こども企画
課

子育て当事者や子育て支援当事者等の参
画を得て、新制度に基づく子ども・子育
て支援施策を、本市の実情を踏まえて審
議する。

千葉市子ども・子育て
会議設置条例

公開

120 青少年問題協議会 健全育成課

青少年の指導、育成、保護及び矯正に関
する総合的施策の樹立につき必要な重要
事項を調査審議するとともに、青少年の
指導、育成、保護及び矯正に関する総合
的施策の適切な実施を期するために必要
な関係行政機関相互の連絡調整を図る。

地方青少年問題協議会
法、千葉市青少年問題
協議会設置条例

公開

121
障害児等保育審査指導
委員会

保育運営課

次に掲げる事項等を調査審議する。
（１）障害児等の保育所での保育の適否
　　に係る判定に関すること。
（２）障害児等の保育所における適切な
　　保育の実施に係る処遇に関するこ
　　と。

千葉市障害児等保育審
査指導委員会設置条例

原則非公開 イ-２、５

122 環境審議会① 環境総務課
環境の保全及び創造に関して、基本的事
項を調査審議する。

千葉市環境基本条例 公開

123
環境審議会②（環境総
合施策部会）

環境総務課
地球環境の保全、環境学習・教育、その
他総括的環境施策に関して調査審議す
る。

千葉市環境基本条例 公開

124

環境審議会③（環境総
合施策部会
再生可能エネルギー導
入専門委員会）

環境保全課
再生可能エネルギーの導入に関する専門
の事項について調査研究する。

千葉市環境基本条例 公開

125

環境審議会④（環境総
合施策部会
自動車公害防止対策専
門委員会）

環境規制課 自動車公害対策に関し調査研究する。 千葉市環境基本条例 公開

126

環境審議会⑤（環境総
合施策部会
防災拠点再生可能エネ
ルギー等導入推進基金
事業専門委員会

環境保全課
防災拠点再生可能エネルギーの導入に関
する専門の事項について調査研究するた
め。

千葉市環境基本条例 公開

127
環境審議会⑥（環境保
全推進計画部会）

環境総務課

大気環境の保全、水環境、地下水・土壌
の保全、化学物質対策、自然環境の保
全、その他地域環境対策に関して調査審
議する。

千葉市環境基本条例 公開

128

環境審議会⑦（環境総
合施策部会
地球温暖化対策専門委
員会）

環境保全課
地球温暖化対策計画の策定・実行に関す
ることを調査・検討する。

千葉市環境基本条例 公開

129

環境審議会⑧（環境保
全推進計画部会
大気環境保全専門委員
会）

環境規制課
大気環境の保全に関する専門の事項につ
いて調査研究する。

千葉市環境基本条例、
千葉市環境審議会運営
要綱

公開

130

環境審議会⑨（環境保
全推進計画部会
地下水保全専門委員
会）

環境規制課
地下水及び土壌の保全に関して調査研究
する。

千葉市環境基本条例 公開

131 環境影響評価審査会 環境保全課

千葉市環境影響評価条例に規定する事項
その他環境影響評価に関し市長が必要と
認める事項について、市長の諮問に応
じ、調査審議する。

千葉市環境影響評価条
例

公開

132
公害健康被害認定審査
会

環境保全課
公害健康被害の補償等に関する法律によ
りその権限に属させられた事項の審査を
行う。

公害健康被害の補償等
に関する法律、千葉市
公害健康被害認定審査
会条例

原則非公開 イ-２

133
公害健康被害診療報酬
等審査会

環境保全課
公害健康被害の補償等に関する法律の規
定による診療内容及び診療報酬の審査を
行う。

千葉市公害健康被害診
療報酬等審査会設置条
例

原則非公開 イ-２

134
廃棄物減量等推進審議
会

廃棄物対策
課

廃棄物の減量及び適正処理の推進に関す
る事項その他市長が必要と認める事項に
ついて、市長の諮問に応じ、審議する。

千葉市廃棄物の適正処
理及び再利用等に関す
る条例

公開

135
廃棄物減量等推進審議
会（一般廃棄物処理基
本計画部会）

廃棄物対策
課

次期一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の
策定にあたり、専門的・技術的事項につ
いて、調査研究を行う。

千葉市廃棄物の適正処
理及び再利用等に関す
る条例

公開

136
放置自動車廃物判定委
員会

収集業務課
放置自動車の廃物の判定その他放置自動
車の発生の防止及び適正な処理に関し必
要な事項を審議する。

千葉市放置自動車の発
生の防止及び適正な処
理に関する条例

公開

137
一般廃棄物処理施設長
期責任委託審査委員会

廃棄物施設
維持課

千葉市最終処分場長期責任型運営維持管
理事業の事業者選定等にあたり専門的か
つ技術的な審査、評価等を行う。

千葉市一般廃棄物処理
施設長期責任委託審査
委員会設置条例

原則非公開 イ-３、５
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138
廃棄物処理施設設置等
審議会

産業廃棄物
指導課

廃棄物施設（焼却施設及び最終処分場）
を設置する場合における生活環境の保全
に関し、調査審議する。

千葉市廃棄物処理施設
設置等審議会設置条例

公開

139
経済農政局指定管理者
選定評価委員会①

経済企画課

市長等の諮問に応じ、指定管理予定候補
者の選定、指定管理者の行った施設の管
理に係る評価に関する事項について、審
議する。

千葉市公の施設に係る
指定管理者の選定等に
関する条例

公開

140
経済農政局指定管理者
選定評価委員会②（産
業部会）

経済企画課
千葉市勤労市民プラザ（蘇我・長沼原・
幕張）、千葉市ビジネス支援センターに
係るものに関する事項を審議する。

千葉市公の施設に係る
指定管理者の選定等に
関する条例

公開

141
経済農政局指定管理者
選定評価委員会③（農
政部会）

経済企画課

千葉市ふるさと農園、千葉市富田都市農
業交流センター、千葉市下田都市農業交
流センター、千葉市中田都市農業交流セ
ンター、千葉市乳牛育成牧場に係るもの
に関する事項を審議する。

千葉市公の施設に係る
指定管理者の選定等に
関する条例

公開

142
経済農政局指定管理者
選定評価委員会④（観
光部会）

経済企画課

委員会の所掌事務のうち、千葉ポートタ
ワー、千葉市ユース・ホステル及び昭和
の森キャンプ場に係るものに関する事項
の審議を審議する。

千葉市公の施設に係る
指定管理者の選定等に
関する条例

公開

143
千葉市ナイトタイムエ
コノミー推進審議会

経済企画課

審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げ
る事項を調査審議し、市長に答申する。
（１）本市が推進するナイトタイムエコ
　　ノミー(夜間における経済活動及び文
　　化活動をいう。以下この条及び次条
　　第２項第２号において同じ。)に係る
　　施策に関する事項
（２）ナイトタイムエコノミーの推進に
　　資する事業に係る審査及び評価に関
　　する事項
（３）前2号に掲げるもののほか、ナイト
　　タイムエコノミーに関し市長が必要
　　と認める事項

千葉市ナイトタイムエ
コノミー推進審議会設
置条例

公開

144
中小企業資金融資審議
会

産業支援課
市長の諮問に応じて中小企業者に対する
資金の融資に関する事項について審議す
る。

千葉市中小企業資金融
資審議会設置条例

公開

145
大規模小売店舗立地審
議会

産業支援課

次に掲げる事項等を調査審議する。
（１）大規模小売店舗の設置者に対する
　　意見に関する事項
（２）上記意見を適切に反映せず、周辺
　　地域の生活環境に著しい悪影響を及
　　ぼす大規模小店舗の設置者対する勧
　　告に関する事項

千葉市大規模小売店舗
立地審議会設置条例

公開

146
千葉市産業用地整備支
援事業審査会

企業立地課

審査会は、市長の諮問に応じ、次に掲げ
る事項を調査審議し、市長に答申する。
（１）産業用地整備支援事業（本市の区
　　域内における企業立地（法人その他
　　の団体が、その事業の用に供する工
　　場、研究所、事務所等の新増設を行
　　うことをいう。以下この号において
　　同じ。）の促進を図るため、事業者
　　が行う都市計画法（昭和４３年法律
　　第１００号）第４条第１２項に規定
　　する開発行為その他の企業立地のた
　　めの環境の整備に対し、本市が道
　　路、下水道等の公共の用に供する施
　　設の整備に要する費用の一定額を負
　　担することをいう。第３号において
　　同じ。）に係る計画の募集に関する
　　事項
（２）前号の計画の選定に係る基準に関
　　する事項
（３）産業用地整備支援事業に係る企画
　　提案書の審査及び評価に関する事項
（４）前３号に掲げるもののほか、市長
　　が必要と認める事項

千葉市産業用地整備支
援事業審査会設置条例

公開

147
千葉競輪場開催業務等
包括委託審査委員会

公営事業事
務所

次に掲げる事項を調査審議する。
（１）民間事業者の募集に関する事項
（２）民間事業者の選定に係る基準に関
　　する事項
（３）包括委託事業に係る業務の企画提
　　案書の審査及び評価

千葉競輪場開催業務等
包括委託審査委員会設
置条例

公開

148 農政審議会 農政課 農政について調査審議する。
千葉市農政審議会設置
条例

公開
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149 農政推進協議会① 農政課

次に掲げる事項等を調査審議する。
（１）農業振興地域整備計画の策定及び
　　変更
（２）農業経営基盤強化の推進に関する
　　基本構想の策定
（３）農業経営改善計画の認定
（４）農業後継者対策の推進

千葉市農政推進協議会
設置条例

公開

150
千葉地域農林業セン
ター運営審議会

農業経営支
援課

農林業センターの管理及び運営に関する
事項を審議する。

千葉地域農林業セン
ター設置管理条例

151
乳牛育成牧場運営委員
会

農業生産振
興課

乳牛の育成に関する事項を審議し、市長
の諮問に応じる。

千葉市乳牛育成牧場設
置管理条例

公開

152
地方卸売市場運営協議
会

地方卸売市
場

市長の諮問に応じ、千葉市地方卸売市場
の業務の運営に関すること、市場の施設
の整備に関することなどについて調査審
議する。

千葉市地方卸売市場運
営協議会設置条例

公開

153
都市局指定管理者選定
評価委員会①

都市総務課

市長等の諮問に応じ、指定管理予定候補
者の選定、指定管理者の行った施設の管
理に係る評価に関する事項について、審
議する。

千葉市公の施設に係る
指定管理者の選定等に
関する条例

公開

154
都市局指定管理者選定
評価委員会②（スポー
ツ部会）

都市総務課
千葉マリンスタジアム及び蘇我スポーツ
公園庭球場に係るものに関する事項を審
議する。

千葉市公の施設に係る
指定管理者の選定等に
関する条例

公開

155
都市局指定管理者選定
評価委員会③（公園部
会）

都市総務課

亥鼻公園集会所、稲毛海浜公園教養施設
（稲毛記念館、海星庵、野外音楽堂、稲
毛民間航空記念館）、稲毛海浜公園花の
美術館及び都市緑化植物園に係るものに
関する事項を審議する。

千葉市公の施設に係る
指定管理者の選定等に
関する条例

公開

156
公園等活用事業者選定
委員会

都市総務課
公園等において、賑わいを創出し、市民
に親しまれるものとするための民間事業
の実施に関する調査・審議。

千葉市公園等活用事業
者選定委員会設置条例

公開

157 都市計画審議会 都市計画課
都市計画法によりその権限に属させられ
た事項を調査審議し、市長の諮問に応じ
都市計画に関する事項を調査審議する。

都市計画法、千葉市都
市計画審議会条例 公開

158
景観総合審議会①
（全体会）

都市計画課
屋外広告物及び都市景観の形成に関する
事項の調査審議する。

千葉市景観総合審議会
設置条例

公開

159
景観総合審議会②（表
彰選考部会）

都市計画課

すぐれた都市景観の形成に寄与している
と認められる建築物及びその他の工作物
などを表彰する「千葉市優秀都市景観・
建築文化賞」を選考する。

千葉市景観総合審議会
設置条例

原則非公開
イ-２、
３、５

160
景観総合審議会③
（屋外広告部会）

都市計画課 屋外広告物制度の課題の検討をする。
千葉市景観総合審議会
設置条例

原則非公開
イ-２、
３、５

161 総合交通政策会議 交通政策課
総合的な交通政策に関する事項を審議
し、市長に助言・提言する。

千葉市総合交通政策会
議設置条例

公開

162
バリアフリー基本構想
推進協議会

交通政策課
バリアフリー基本構想の策定などに関し
て調査・審議する。

千葉市バリアフリー基
本構想推進協議会設置
条例

公開

163
千葉市地域公共交通活
性化協議会

交通政策課

協議会は、次に掲げる事項を調査審議す
る。
（１）法第５条第１項に規定する地域公
　　共交通網形成計画の策定及び実施に
　　関する事項
（２）地域の実情に応じた適切な一般乗
　　合旅客自動車運送の態様、運賃等に
　　関する事項
（３）前２号に掲げるもののほか、法第
　　２条第１号に規定する地域公共交通
　　に関し市長が必要と認める事項

千葉市地域公共交通活
性化協議会設置条例

公開

164
千葉市都市計画事業千
葉駅西口地区第二種市
街地再開発審査会

都心整備課
都市再開発法及び千葉都市計画事業千葉
駅西口地区第二種市街地再開発事業施行
規程で定める権限を行う。

千葉都市計画事業千葉
駅西口地区第二種市街
地再開発事業施行規程

原則非公開 イ-２

165 開発審査会 宅地課

都市計画法第５０条第１項に規定する審
査請求に対する裁決その他都市計画法に
よりその権限に属させられた事項を行
う。

都市計画法、千葉市開
発審査会条例

原則非公開 イ-２、５

166 土地利用審査会 宅地課
国土利用計画法の規定によりその権限に
属された事項を処理する。

国土利用計画法、千葉
市土地利用審査会条例

原則非公開 イ-２

167 液状化対策推進委員会
市街地整備
課

東日本大震災に起因する地盤の液状化に
より著しい被害を被った地域における公
共施設と隣接宅地の一体的な液状化対策
を推進するため、次の事項を調査審議す
るもの。

千葉市液状化対策推進
委員会設置条例

公開

168
千葉都市計画事業検見
川・稲毛地区土地区画
整理審議会

検見川稲毛
土地区画整
理事務所

換地計画、仮換地の指定及び減価補償金
の交付に関する事項について土地区画整
理法に定める権限を行う。

土地区画整理法、千葉
都市計画事業検見川・
稲毛地区土地区画整理
事業施行規程

公開
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169
千葉都市計画事業寒川
第一土地区画整理審議
会

寒川土地区
画整理事務
所

換地計画、仮換地の指定及び減価補償金
の交付に関する事項について土地区画整
理法に定める権限を行う。

土地区画整理法、千葉
都市計画事業寒川第一
土地区画整理事業施行
規程

公開

170
千葉都市計画事業東幕
張土地区画整理審議会

東幕張土地
区画整理事
務所

換地計画、仮換地の指定及び減価補償金
の交付に関する事項について土地区画整
理法に定める権限を行う。

土地区画整理法、千葉
都市計画事業東幕張土
地区画整理事業施行規
程

公開

171 建築審査会 建築管理課

都市再開発法第１１８条の２８に規定す
る施行者以外の者による施設建築物の建
築について、その建築を行う者の選定に
関し、必要な事項を調査審議する。

建築基準法、千葉市建
築審査会条例

公開

172 住宅政策審議会 住宅政策課
住宅政策に関する重要事項について調査
審議する。

千葉市住宅政策審議会
設置条例

公開

173 空家等対策協議会 住宅政策課
「空家等対策計画」の策定や実施に関し
協議する。

千葉市空家等及び空地
の対策の推進に関する
条例

公開

174 建築紛争調停委員会 建築指導課
市長の付託に応じ調停を行うとともに、
市長の諮問に応じ紛争の予防と調整に関
する重要事項について調査審議する。

千葉市中高層建築物の
建築に係る紛争の予防
と調整に関する条例

原則非公開 イ-２

175
新みどりと水辺の基本
計画策定委員会

緑政課
市長の諮問に応じ、新みどりと水辺の基
本計画に関する事項について審議し、市
長に答申する。

千葉市新みどりと水辺
の基本計画策定委員会
設置条例

公開

176
自転車等駐車対策協議
会

自転車対策
課

自転車等の駐車対策に関する重要事項に
ついて調査審議する。

千葉市自転車等の放置
防止に関する条例

公開

177
下水道事業経営委員会
①

下水道経営
課

下水道事業の経営、計画、広報・広聴に
関することを審議する。

千葉市下水道事業経営
委員会設置条例

公開

178

下水道事業経営委員会
②（浄化センター包括
的維持管理業務委託審
議部会）

下水道経営
課

中央及び南部浄化センター並びに各ポン
プ場における第４期包括的維持管理業務
委託契約（平成３１年度から３５年度ま
で）の受注者を決定する平成３０年度の
総合評価一般競争入札を行うにあたり、
落札者決定基準を定めるため、部会を設
置して、
学識経験者の意見を聴取する。

千葉市下水道事業経営
委員会設置条例

原則非公開 イ-６

179
救急業務検討委員会①
（全体会）

救急課
救急業務の諸問題について審議検討を行
う。

千葉市救急業務検討委
員会設置条例

公開

180
救急業務検討委員会②
（事後検証に関する専
門部会）

救急課
救急業務の諸問題について審議検討を行
う。

千葉市救急業務検討委
員会設置条例

公開

181

救急業務検討委員会③
（救急隊員の行う外傷
処置に関するプロト
コール作成専門部会）

救急課
外傷処置に関するプロトコールの作成を
行う。

千葉市救急業務検討委
員会設置条例

公開

182
救急業務検討委員会④
（重要症例調査専門部
会）

救急課 事案を医学的見地から検証する。
千葉市救急業務検討委
員会設置条例

公開

183

救急業務検討委員会⑤
（救急業務に携わる職
員に対する再教育専門
部会）

救急課 事案を医学的見地から検証する。
千葉市救急業務検討委
員会設置条例

公開

184

救急業務検討委員会⑥
（救急ヘリによるドク
ターピックアップ方式
での救急活動に関する
専門部会）

救急課
消防ヘリによる救急活動体制の構築につ
いて検討を行うとともに、事案を、医学
的な見地から検証する。

千葉市救急業務検討委
員会設置条例

公開

185
救急業務検討委員会⑦
（マニュアル・プロト
コール専門部会）

救急課

次に掲げる事項について検討する。
・救急隊員現場活動マニュアル
・指令センター常駐医師用マニュアル
・口頭指導プロトコール及び新受入体制
の構築

千葉市救急業務検討委
員会設置条例

公開

186

救急業務検討委員会
⑧（ＩＣＴを活用した
新受入れ体制構築に関
する専門部会）

救急課
ＩＣＴを活用した新受入れ体制構築を審
議する。

千葉市救急業務検討委
員会設置条例

公開

187 水道事業運営協議会 水道総務課
水道事業及び簡易水道事業の運営に関す
る事項を協議する。

千葉市水道給水条例 公開

188 病院運営委員会 経営企画課
市立病院の運営及び改革に関すること、
地域医療連携に関する事項等を審議す
る。

千葉市病院事業の設置
等に関する条例

公開

189
千葉市病院事業のあり
方検討委員会

経営企画課
市長の諮問に応じ、病院事業のあり方に
関する事項について調査審議し、市長に
答申する。

千葉市病院事業のあり
方検討委員会設置条例

公開

190
千葉市立海浜病院地域
医療支援病院運営委員
会

海浜病院事
務局

千葉市立海浜病院が地域医療支援病院と
して、地域における医療の確保のために
必要な支援に係る業務の適切な運営につ
いて審議し提言する。

医療法
医療法施行規則

公開
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191
千葉市立青葉病院地域
医療支援病院運営委員
会

青葉病院事
務局

千葉市立青葉病院が地域医療支援病院と
して、地域における医療の確保のために
必要な支援に係る業務の適切な運営につ
いて審議し提言する。

医療法
医療法施行規則

公開

192
教育委員会指定管理者
選定評価委員会

教育委員会
総務課

市長等の諮問に応じ、指定管理予定候補
者の選定、指定管理者の行った施設の管
理に係る評価に関する事項について、審
議する。

千葉市公の施設に係る
指定管理者の選定等に
関する条例

公開

193 学校教育審議会 企画課

教育委員会の諮問に応じ、学校教育の振
興のための施策に関する基本的な計画に
関する事項その他の学校教育に関する重
要な施策について調査審議し答申する。

千葉市学校教育審議会
設置条例

公開

194
学校教育審議会②（市
立高等学校の教育課程
等に係る部会）

教育指導課

市立高等学校改革について審議するにあ
たり、市立千葉高等学校について先進的
な理数教育の拡充の具体像及び市立稲毛
高等学校・附属中学校について中等教育
学校への移行に伴う教育課程などの検討
を行うことを目的とする。
部会において、専門的かつ具体的な内容
について検討し、その結果を審議会に報
告する。

千葉市学校教育審議会
設置条例

公開

195
心身障害児童生徒就学
指導委員会

教育支援課
教育委員会の諮問に応じ、心身障害児童
生徒の就学についての判定及び就学指導
に関し、答申する。

千葉市心身障害児童生
徒就学指導委員会条例

原則非公開 イ-２

196
教育委員会いじめ等の
対策及び調査委員会

教育支援課

千葉市が設置する学校における、いじめ
の防止等のための対策を実効的に行うた
めの審議、いじめ等による重大事態に係
る事実関係を明確にする調査を行う。

いじめ防止対策推進法
千葉市教育委員会いじ
め等の対策及び調査委
員会設置条例

公開

197
学校児童生徒結核対策
審議会

保健体育課
児童生徒の結核対策に関する教育委員会
の諮問に応じる。

千葉市学校児童生徒結
核対策審議会設置条例

原則非公開 イ-２

198 学校心疾患対策委員会 保健体育課

次に掲げる事項を行う。
（１）児童生徒に対する心疾患検診の実
　　施及び運営に関する審議
（２）児童生徒に対する心疾患に係る精
　　密な検査の結果の判定等

千葉市学校心疾患対策
委員会設置条例

原則非公開 イ-２

199 学校腎疾患対策委員会 保健体育課

次に掲げる事項を行う。
（１）児童生徒に対する腎疾患検診の実
　　施及び運営に関する審議
（２）児童生徒に対する腎疾患に係る精
　　密な検査の結果判定等

千葉市学校腎疾患対策
委員会設置条例

原則非公開 イ-２

200
学校脊柱側弯症対策委
員会

保健体育課

次に掲げる事項を行う。
（１）児童生徒に対する脊柱側弯症の実
　　施及び運営に関する審議
（２）児童生徒に対する脊柱側弯症に係
　　る精密な検査の結果の判定等

千葉市学校脊柱側弯症
対策委員会設置条例

原則非公開 イ-２

201
学校給食センター運営
委員会

保健体育課
給食センターの運営に関する事項につい
て審議する。

千葉市学校給食セン
ター設置管理条例

公開

202 社会教育委員会議
生涯学習振
興課

社会教育に関し教育委員会に助言する。
社会教育法、千葉市社
会教育委員設置条例

公開

203 生涯学習審議会
生涯学習振
興課

教育委員会又は市長の諮問に応じ、市の
処理する事務に関し、生涯学習に資する
ための施策の総合的な推進に関する重要
事項を調査審議し、必要と認める事項を
委員会又は市長に建議する。

千葉市生涯学習審議会
設置条例

公開

204
中央区公民館運営審議
会

生涯学習振
興課

館長の諮問に応じ、区内公民館の各種事
業の企画実施につき調査審議する。

社会教育法、千葉市公
民館設置管理条例

公開

205
花見川区公民館運営審
議会

生涯学習振
興課

館長の諮問に応じ、区内公民館の各種事
業の企画実施につき調査審議する。

社会教育法、千葉市公
民館設置管理条例

公開

206
稲毛区公民館運営審議
会

生涯学習振
興課

館長の諮問に応じ、区内公民館の各種事
業の企画実施につき調査審議する。

社会教育法、千葉市公
民館設置管理条例

公開

207
若葉区公民館運営審議
会

生涯学習振
興課

館長の諮問に応じ、区内公民館の各種事
業の企画実施につき調査審議する。

社会教育法、千葉市公
民館設置管理条例

公開

208 緑区公民館運営審議会
生涯学習振
興課

館長の諮問に応じ、区内公民館の各種事
業の企画実施につき調査審議する。

社会教育法、千葉市公
民館設置管理条例

公開

209
美浜区公民館運営審議
会

生涯学習振
興課

館長の諮問に応じ、区内公民館の各種事
業の企画実施につき調査審議する。

社会教育法、千葉市公
民館設置管理条例

公開

210
青少年センター運営審
議会

南部青少年
センター

青少年センターの管理及び運営に関する
事項を審議する。

千葉市青少年センター
設置管理条例

公開

211 史跡保存整備委員会 文化財課
市内史跡等の保存管理や整備活用並びに
調査研究に関する事項について調査審議
する。

千葉市史跡保存整備委
員会設置条例

公開

212
史跡保存整備委員会
加曽利貝塚調査研究部
会

文化財課
加曽利貝塚の発掘調査や研究に関する重
要事項について調査審議する。

千葉市史跡保存整備委
員会設置条例

公開

213 文化財保護審議会 文化財課
文化財の保護の保存及び活用に関する重
要事項について、調査審議し、意見を具
申し、必要な調査研究を行う。

千葉市文化財保護条例 公開

 



No 附属機関の名称 所管課名 設　　置　　目　　的 設置根拠
公開・非公開
の決定状況

原則非公開
とした理由

214 市立博物館協議会 郷土博物館
博物館の運営に関し館長の諮問に応ずる
とともに、館長に対して意見を述べる。

博物館法、千葉市立博
物館設置条例

公開

215 千葉市史編さん会議 郷土博物館

次に掲げる事項を行う。
（１）市史編さんの計画や方針・方針に
　　関すること。
（２）市史の普及に関すること。

千葉市史編さん会議設
置条例

公開

216 図書館協議会
中央図書館
管理課

図書館の運営に関し館長の諮問に応ずる
とともに、図書館の行う図書館奉仕につ
き、館長に対して意見を述べる。

図書館法、千葉市図書
館設置条例

公開

217
千葉市図書館協議会外
部評価部会

中央図書館
管理課

千葉市図書館のよりよい運営やサービス
の向上に資するため図書館評価を行う。

千葉市図書館管理規則 原則非公開 イ-５

 


