
 

 

千葉市事務分掌規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和２年３月３１日 

千葉市長 熊 谷 俊 人   

千葉市規則第３８号 

   千葉市事務分掌規則等の一部を改正する規則 

 （千葉市事務分掌規則の一部改正） 

第１条 千葉市事務分掌規則（平成４年千葉市規則第２号）の一部を次

のように改正する。 

第１条第１号の表情報経営部の部中 

 「 

情報システム課 情報セキュリティ管理室  を 

  」 

 「 

情報システム課    

  」 

同条第２号の表を次のように改める。 

総合政策部 政策企画課 統計室 

政策調整課 
 

都市アイデンティテ

ィ推進課 

 

未来都市戦略

部 

スマートシティ推進

課 

 

国家戦略特区推進課 
 

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

リンピック振興課 

 

第１条第３号の表税務部の部債権管理課の項を削り、同条第５号の

表を次のように改める。 

に改め、 



 

 

保健福祉総務課 監査指導室 

保護課 不正受給対策室 

健康福祉部 地域福祉課 
 

地域包括ケア推進課  

健康推進課 受動喫煙対策室 

健康支援課  

医療衛生部 医療政策課 
 

健康保険課  

生活衛生課 斎園整備室 

高齢障害部 高齢福祉課  

介護保険管理課  

介護保険事業課  

障害者自立支援課  

障害福祉サービス課  

精神保健福祉課  

第１条第１０号の表下水道管理部の部中 

 「 

下水道維持課   を 

  」 

 「 

下水道施設建設課    

  」 

同表下水道建設部の部中 

 「 

下水道施設建設課   を 

  」 

 「 

下水道維持課    

  」 

第２条総務部総務課の事務分掌中第１３号を第１４号とし、第５号

に改め、 

に改める。 



 

 

から第１２号までを１号ずつ繰り下げ、第４号の次に次の１号を加え

る。 

 （５）局内の会計年度任用職員の任用（人事課及び給与課の所      

管に属するものを除く。）に関すること。 

第２条総務部人事課の事務分掌中第１１号を第１２号とし、第１０

号を第１１号とし、第９号の次に次の１号を加える。 

（10）会計年度任用職員の任用（職員の欠員に対する代替とし

て任用するものに限る。ただし、幼保運営課及び下水道経営

課の所管に属するものを除く。）に関すること。 

第２条総務部給与課の事務分掌中第１５号を第１６号とし、第６号

から第１４号までを１号ずつ繰り下げ、同事務分掌第５号中「臨時職

員等」を「会計年度任用職員等」に、「賃金」を「報酬等」に改め、

同号の次に次の１号を加える。 

（６）会計年度任用職員の任用（代替として任用するものに限る。

ただし、人事課、幼保運営課及び下水道経営課の所管に属す

るものを除く。）に関すること。 

第２条情報経営部業務改革推進課の事務分掌中第１１号を第１３号

とし、第１０号を第１２号とし、第９号を第１０号とし、同号の次に

次の１号を加える。 

 （11）内部統制制度の推進及び評価に関すること。 

第２条情報経営部業務改革推進課の事務分掌中第８号を第９号とし、

第４号から第７号までを１号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の１号を

加える。 

（４）情報セキュリティ対策に係る指導及び調整に関すること。 

第２条情報経営部情報システム課情報セキュリティ管理室の事務分

掌を削る。 

第３条総合政策部政策企画課の事務分掌中第１１号を第１２号とし、

第５号から第１０号までを１号ずつ繰り下げ、第４号の次に次の１号

を加える。 

 （５）局内の会計年度任用職員の任用に関すること。 

第３条総合政策部政策調整課の事務分掌中第１６号を第１７号とし、



 

 

第７号から第１５号までを１号ずつ繰り下げ、第６号の次に次の１号

を加える。 

（７）九都県市首脳会議に関すること。 

第３条総合政策部幕張新都心課の事務分掌及び国家戦略特区推進課

の事務分掌を削り、同部の事務分掌の次に次の事務分掌を加える。 

  未来都市戦略部 

スマートシティ推進課 

（１）課の庶務に関すること。 

（２）先端技術を活用したまちづくりの推進に関すること（他の

課の所管に属するものを除く。）。 

（３）部内の所掌事務に係る連絡及び調整に関すること。 

（４）部内他の課の主管に属しない事項に関すること。 

国家戦略特区推進課 

（１）課の庶務に関すること。 

（２）国家戦略特別区域法（平成２５年法律第１０７号）に基づ

く国家戦略特別区域に関する関係機関との連絡及び調整に関

すること。 

（３）シェアリングエコノミーの推進に関すること。 

幕張新都心課 

（１）課の庶務に関すること。 

（２）幕張新都心の活性化に関する調査、研究及び総合調整に関

すること（交通政策課の所管に属するものを除く。）。 

（３）千葉県企業局との総合的な調整に関すること。 

（４）元気な幕張新都心をつくる県市連絡会議に関すること。 

  第４条財政部資金課の事務分掌中第１５号を第１６号とし、第５号

から第１４号までを１号ずつ繰り下げ、第４号の次に次の１号を加え

る。 

（５）局内の会計年度任用職員の任用に関すること。 

第４条税務部税制課の事務分掌第７号中「税務オンラインシステム」

を「税務システム」に改め、同事務分掌中第１７号を第１８号とし、

第１６号を第１７号とし、第１５号の次に次の１号を加える。 



 

 

（16）納税貯蓄組合との連絡及び調整に関すること。 

第４条税務部課税管理課の事務分掌中第１１号を第１２号とし、第

１０号を第１１号とし、第９号を第１０号とし、同事務分掌第８号中

「税務オンラインシステム」を「税務システム」に改め、同号を同事

務分掌第９号とし、同事務分掌中第２号から第７号までを１号ずつ繰

り下げ、第１号の次に次の１号を加える。 

（２）現年度の市税の調定に関すること。 

第４条税務部納税管理課の事務分掌第２号中「市税」の次に「並び

に国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料及び

下水道使用料（以下「国民健康保険料等」という。）」を、「滞納処

分」の次に「（国民健康保険料等にあっては、他の課の所管に属する

ものを除く。）」を加え、同事務分掌第３号中「その延滞金の収納」

を「国民健康保険料等に係る徴収金（延滞金、不申告加算金、過少申

告加算金及び重加算金並びに国民健康保険料等にあっては、他の課の

所管に属するものを除く。）」に改め、同事務分掌第４号中「市税の

口座振替に係る企画、指導及び調整」を「滞納繰越の市税の調定」に

改め、同事務分掌第５号中「に係る徴収金（延滞金、不申告加算金、

過少申告加算金及び重加算金を除く。）」を「及びその延滞金の収納」

に改め、同事務分掌第６号中「及びその延滞金の過誤納金の充当の決

定並びに還付の決定及び支払」を「の納付方法に係る企画、指導及び

調整」に改め、同事務分掌第７号中「の徴収に係る訴訟（債権管理課

の所管に属するものを除く。）」を「及びその延滞金の過誤納金の充

当の決定並びに還付の決定及び支払」に改め、同事務分掌第８号中

「市税の徴収に係る事務監査」を「差押物件の公売」に改め、同事務

分掌第９号中「差押物件の公売」を「市税の徴収に係る訴訟」に改め、

同事務分掌第１０号中「徴収に係る税務オンラインシステムの維持管

理及び運用」を「市税及び国民健康保険料等の徴収（国民健康保険料

等にあっては、他の課の所管に属するものを除く。）に係る事務監査」

に改め、同事務分掌第１１号中「税務職員」を「職員」に改め、同事

務分掌中第１２号を次のように改める。 

（12）収納に係る税務システムの維持管理及び運用に関すること。 



 

 

第４条税務部納税管理課の事務分掌第１２号の次に次の４号を加え

る。 

（13）滞納管理システムの維持管理及び運用に関すること。 

（14）納付推進センターに関すること。 

（15）債権管理の総合調整及び指導に関すること。 

（16）市長が特に認めた者の債権の徴収に関すること。 

第４条税務部債権管理課の事務分掌を削る。 

第５条市民自治推進部市民総務課の事務分掌中第１１号を第１２号

とし、第６号から第１０号までを１号ずつ繰り下げ、第５号の次に次

の１号を加える。 

 （６）局内の会計年度任用職員の任用に関すること。 

第５条市民自治推進部市民自治推進課の事務分掌中第９号を削り、

第１０号を第９号とし、第１１号を第１０号とし、第１２号を第１１

号とし、同事務分掌第１３号中「市民参加協働推進会議」を「市民自

治推進会議」に改め、同号を同事務分掌第１２号とする。 

第６条保健福祉総務課の事務分掌中第２０号を第２１号とし、第５

号から第１９号までを１号ずつ繰り下げ、第４号の次に次の１号を加

える。 

（５）局内の会計年度任用職員の任用に関すること。 

第６条地域福祉課の事務分掌及び地域包括ケア推進課の事務分掌を

削り、同条保護課の事務分掌の次に次の事務分掌を加える。 

健康福祉部 

地域福祉課 

（１）課の庶務に関すること。 

（２）地域福祉に係る企画及び調整（局内他の課及びこども未来

局の所管に属するものを除く。）に関すること。 

（３）地域福祉計画に関すること。 

（４）社会福祉法人（地域福祉に関するものに限る。）の設立認

可並びに指導及び監督に関すること。 

（５）福祉のまちづくりの総括に関すること。 

（６）民生委員の総括に関すること。 



 

 

（７）戦傷病者及び戦没者遺族等の援護事務の総括に関すること。 

（８）再犯防止事務の総括に関すること。 

（９）保護司及び保護司会の活動に対する協力に関すること。 

（10）災害弔慰金の支給等の事務に関すること。 

（11）同和問題の啓発に関すること。 

（12）社会福祉基金に関すること。 

（13）社会福祉研修の総括に関すること。 

（14）多機関の協働による包括的な相談支援体制に関すること。 

（15）民生委員推薦会に関すること。 

（16）社会福祉審議会民生委員審査専門分科会及び地域福祉専

門分科会に関すること。 

（17）災害弔慰金等支給審査委員会に関すること。 

（18）社会福祉法人千葉市社会福祉協議会との連絡及び調整に

関すること。 

（19）部内の所掌事務に係る連絡及び調整に関すること。 

（20）部内他の課等の主管に属しない事項に関すること。 

地域包括ケア推進課 

（１）課の庶務に関すること。 

（２）地域包括ケアシステムの推進に関すること。 

（３）在宅医療・介護連携支援センターとの連絡及び調整に関す

ること。 

（４）認知症対策の総括に関すること。 

（５）地域包括支援センターに関すること（保健福祉センターの

所管に属するものを除く。）。 

（６）社会福祉審議会高齢者福祉・介護保険専門分科会あんしん

ケアセンター等運営部会（介護保険事業課の所管に属するも

のを除く。）に関すること。 

（７）地域保健医療協議会（在宅医療部会に関するものに限る。）

に関すること。 

健康推進課 

（１）課の庶務に関すること。 



 

 

（２）健康施策に係る企画及び立案に関すること。 

（３）健康増進計画及び食育推進計画に関すること。 

（４）地域保健活動の総括に関すること。 

（５）健康及び栄養の指導、相談、調査等の総括に関すること。 

（６）食生活改善推進員の総括に関すること。 

（７）歯科保健の総括に関すること。 

（８）健康づくり事業の推進に関すること。 

（９）介護予防事業に関すること。 

（10）高齢者の保健事業と介護予防事業の一体的な実施に関す

ること。 

（11）保健福祉センター等の専門技術研修の企画及び運営に関

すること。 

（12）在宅療養者の支援に関すること。 

（13）健康づくり推進協議会に関すること。 

受動喫煙対策室 

（１）受動喫煙対策に関すること。 

健康支援課 

（１）課の庶務に関すること。 

（２）国民健康保険に係るデータヘルス計画に関すること。 

（３）国民健康保険に係る特定健康診査、特定保健指導その他の

保健事業に関すること（健康推進課の所管に属するものを除

く。）。 

（４）後期高齢者医療制度に係る健康診査その他の保健事業に関

すること（健康推進課の所管に属するものを除く。）。 

（５）人間ドック及び脳ドック費用助成に関すること。 

（６）がん検診等の総括に関すること。 

（７）がん検診等の実施及び支払に関すること。 

（８）がん検診等の精度管理に関すること。 

（９）母子保健の推進に関すること。 

（10）不妊・不育治療及び女性の健康の支援に関すること。 

（11）健康被害予防事業のうち健康相談に関すること。 



 

 

（12）腎炎及びネフローゼ児の対策に関すること。 

（13）特定疾患対策及び先天性血液凝固因子障害等治療研究事 

業に関すること。 

（14）指定難病医療費助成制度に関すること。 

（15）難病患者の療養支援等に関すること。 

（16）療育医療の給付に関すること。 

（17）養育・育成医療の総括に関すること。 

（18）小児慢性特定疾病医療支援の総括に関すること。 

（19）ぜんそく等小児指定疾病医療費助成事業の総括に関する

こと。 

（20）幼児腎疾患対策協議会に関すること。 

（21）指定難病審査会に関すること。 

（22）小児慢性特定疾病審査会に関すること。 

第６条健康部健康企画課の事務分掌中「健康企画課」を「医療政策

課」に改め、第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を削り、第

５号を第３号とし、第６号から第１５号までを２号ずつ繰り上げ、第

１６号から第１９号までを削り、第２０号を第１４号とし、第２１号

から第２９号までを６号ずつ繰り上げ、受動喫煙対策室の事務分掌を

削り、同部健康支援課の事務分掌を削り、同部健康保険課の事務分掌

第８号中「こと」の次に「（他の課の所管に属するものを除く。）」

を加え、同事務分掌中第１５号を削り、第１６号を第１５号とし、第

１７号を第１６号とし、第１８号を第１７号とし、同号の次に次の１

号を加える。 

（18）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（他の課の所管に属するものを除く。）。 

第６条健康部健康保険課の事務分掌中第２２号を削り、第２３号を

第２２号とし、第２４号を第２３号とし、第２５号を第２４号とし、

同条中「健康部」を「医療衛生部」に改める。 

第６条高齢障害部高齢福祉課の事務分掌第２号中「健康企画課」を

「健康推進課」に改め、同部障害福祉サービス課の事務分掌第２号中

「社会福祉法人千葉市社会福祉事業団及び」を削り、同事務分掌中第



 

 

５号を削り、第６号を第５号とし、第７号を第６号とし、第８号を第

７号とする。 

第７条こども未来部こども企画課の事務分掌中第１９号を第２０号

とし、第６号から第１８号までを１号ずつ繰り下げ、第５号の次に次

の１号を加える。 

 （６）局内の会計年度任用職員の任用（幼保運営課の所管に属

するものを除く。）に関すること。 

第７条こども未来部健全育成課の事務分掌第１４号中「との連絡調

整」を削り、同部幼保支援課の事務分掌第６号中「及び私立幼稚園」

を「、私立幼稚園、国立幼稚園、預かり保育（幼保運営課の所管に属

するものを除く。）、病児・病後児保育及びファミリー・サポート・

センター」に改め、同事務分掌に次の１号を加える。 

（20）私立幼稚園、国立幼稚園、預かり保育（幼保運営課の所

管に属するものを除く。）、病児・病後児保育及びファミリ

ー・サポート・センターに係る施設等利用費の支給に関する

こと。 

第７条こども未来部幼保運営課の事務分掌中第２０号を第２３号と

し、第１５号から第１９号までを３号ずつ繰り下げ、第１４号を第 

１６号とし、同号の次に次の１号を加える。 

（17）市立保育所及び市立認定こども園に勤務する会計年度任

用職員の任用に関すること。 

第７条こども未来部幼保運営課の事務分掌中第１３号を第１５号と

し、第７号から第１２号までを２号ずつ繰り下げ、第６号中「こと」

の次に「（他の課の所管に属するものを除く。）」を加え、同号を第

８号とし、第５号を第６号とし、同号の次に次の１号を加える。 

（７）預かり保育（新制度移行幼稚園及び認定こども園に限

る。）、認可外保育施設及び一時預かりに係る施設等利用費

の支給に関すること。 

第７条こども未来部幼保運営課の事務分掌中第４号を第５号とし、

同事務分掌第３号中「及び地域型保育給付」を「、地域型保育給付及

び施設等利用給付」に、「支給認定」を「教育・保育給付認定及び施



 

 

設等利用給付認定」に改め、同号を同事務分掌第４号とし、同事務分

掌第２号の次に次の１号を加える。 

（３）預かり保育（新制度移行幼稚園及び認定こども園に限

る。）、認可外保育施設及び一時預かりの施設等利用費の支

給に係る施設又は事業としての確認に関すること。 

第８条環境保全部環境総務課の事務分掌中第１１号を第１２号とし、

第６号から第１０号までを１号ずつ繰り下げ、第５号の次に次の１号

を加える。 

 （６）局内の会計年度任用職員の任用に関すること。 

第８条環境保全部環境規制課の事務分掌中第８号を削り、第７号を

第８号とし、第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号の次

に次の１号を加える。 

（５）大気汚染に係る環境及び発生源の常時監視に関すること。 

第９条経済部経済企画課の事務分掌中第１２号を第１３号とし、第

６号から第１１号までを１号ずつ繰り下げ、第５号の次に次の１号を

加える。 

  （６）局内の会計年度任用職員の任用に関すること。 

第１０条都市総務課の事務分掌中第１３号を第１４号とし、第６号

から第１２号までを１号ずつ繰り下げ、第５号の次に次の１号を加え

る。 

（６）局内の会計年度任用職員の任用に関すること。 

第１０条建築部宅地課の事務分掌中第９号を第１０号とし、第６号

から第８号までを１号ずつ繰り下げ、第５号の次に次の１号を加える。 

（６）被災宅地に係る擁壁改修及び新設工事費用の助成に関する

こと。 

第１０条建築部建築情報相談課の事務分掌第９号中「第８６条の８」

の次に「及び第８７条の２」を加える。 

第１１条建設総務課の事務分掌中第７号を第８号とし、第６号を第

７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

（６）局内の会計年度任用職員の任用（下水道経営課の所管に属す

るものを除く。）に関すること。 



 

 

第１１条土木部土木保全課の事務分掌に次の１号を加える。 

（６）橋りょう、トンネル等の長寿命化に係る修繕等の設計及び

工事に関すること。 

第１１条道路部道路建設課の事務分掌中第３号を削り、第４号を第

３号とし、第５号から第７号までを１号ずつ繰り上げる。 

第１１条道路部街路建設課の事務分掌中第４号を削り、第５号を第

４号とする。 

第１１条下水道管理部下水道経営課の事務分掌中第９号を第１０号

とし、第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。 

 （８）下水道事業に係る会計年度任用職員の任用に関すること。 

第１１条下水道管理部下水道営業課の事務分掌第２号中「こと」の

次に「（他の課の所管に属するものを除く。）」を加える。 

第１１条下水道管理部下水道維持課の事務分掌を削り、同部下水道

営業課の事務分掌の次に次の事務分掌を加える。 

下水道施設建設課 

（１）課の庶務に関すること。 

（２）下水処理場及びポンプ場（人孔内ポンプ場を除く。）の新

設及び再構築に関すること。 

（３）下水処理場及びポンプ場の施設の改築に関すること。 

（４）公共下水道事業（下水処理場及びポンプ場に係るものに限

る。）に係る補償（事前及び事後調査に限る。）に関するこ

と。 

第１１条下水道建設部下水道整備課の事務分掌第５号中「公共下水

道事業」の次に「（雨水及び下水処理場及びポンプ場に係るものを除

く。）」を加え、「用地買収及び」を削り、「補償」の次に「（事前

及び事後調査に限る。）」を加える。 

第１１条下水道建設部下水道施設建設課の事務分掌を削り、同部下

水道整備課の事務分掌の次に次の事務分掌を加える。 

下水道維持課 

（１）課の庶務に関すること。 

（２）下水道施設（各浄化センター所管施設を除く。）の維持管



 

 

理に関すること。 

（３）下水道施設への接続に係る協議、承認及び検査に関するこ

と。 

（４）開発行為に係る下水道施設（各浄化センター及び下水道計

画課所掌事務を除く。）の指導、協議及び同意並びに用地の

帰属に関すること。 

（５）下水道用地（各浄化センター所管用地を除く。）の管理に

関すること。 

（６）下水道施設（各浄化センター所管施設を除く。）に係る台

帳の整備に関すること。 

（７）公共下水道事業及び農業集落排水事業に係る用地買収及び

補償に関すること。 

第１３条中第５項を削り、第６項を第５項とし、第７項を第６項と

し、同条第８項中「別表第２」を「別表」に改め、同項を同条第７項

とし、同条中第９項を第８項とし、第１０項を第９項とし、第１１項

を第１０項とする。 

第１４条第２項中「、別表第１により所掌事務が定められた担当局

長を置く局の局長は、担当局長の所掌事務については、局長が担任す

べきものに限るものとし、」を削り、「別表第２」を「別表」に改め、

同条第３項を削り、同条中第４項を第３項とし、第５項を第４項とし、

第６項を第５項とし、同条第７項中「別表第２」を「別表」に改め、

同項を同条第６項とし、同条中第８項を第７項とし、第９項から第 

１１項までを１項ずつ繰り上げ、同条第１２項中「第１１項」を「第

１０項」に改め、同項を同条第１１項とする。 

別表第１を削り、別表第２を別表とし、同表業務改革推進課の項に

次の１号を加える。 

（６）内部統制制度の推進に関すること。 

別表業務改革推進課の項の次に次のように加える。 

政策調整課 広域行政担当

課長 

（１）県等に対する重点要望の総

括に関すること。 

（２）広域行政の推進に関するこ 



 

 

  と。 

（３）九都県市首脳会議に関する

こと。 

（４）指定都市市長会に関するこ

と。 

（５）大都市制度その他地方制度

の調査に関すること。 

（６）国土計画等に係る連絡調整

に関すること。 

（７）業務核都市制度に関するこ

と。 

（８）国の施策及び予算に対する

重点要望に関すること。 

別表幕張新都心課の項を削り、同表健康企画課の項中「健康企画課」

を「医療政策課」に改め、同表健康支援課の項を削り、同表幼保支援

課の項第２号中「及び私立幼稚園」を「、私立幼稚園、国立幼稚園及

び預かり保育（幼保運営課の所管に属するものを除く。）」に改め、

同項第５号の次に次の１号を加える。 

（６）私立幼稚園、国立幼稚園及び預かり保育（幼保運営課の所

管に属するものを除く。）に係る施設等利用費の支給に関する

こと。 

（千葉市下水道条例施行規則の一部改正） 

第２条 千葉市下水道条例施行規則（昭和３８年千葉市規則第１６号）

の一部を次のように改正する。 

  第１１条の次に次の１条を加える。 

 （準用規定） 

第１１条の２ この規則に定めるもののほか、下水道使用料の徴収

については、千葉市市税条例（昭和４９年千葉市条例第６号）の規定

を準用する。 

別表第２０号の項の次に次のように加える。 



 

 

第２０号の

２ 

徴収職員証 規則第１２条第

２項 

― 

様式第２０号の次に次の１様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 第２０号様式の２ 

  

 

 

 



 

 

（千葉市公有財産規則の一部改正） 

第３条 千葉市公有財産規則（昭和４０年千葉市規則第１１号）の一部

を次のように改正する。 

  第２条第８号中「教育センターにあっては各室、」を削る。 

（千葉市公印規則の一部改正） 

第４条 千葉市公印規則（昭和４５年千葉市規則第３５号）の一部を次

のように改正する。 

別表第１一般公印の表２４の項中「５８」を「５５」に改める。 

別表第１専用公印の表１０の項中「並びに還付」を「、還付」に改

め、「充当」の次に「並びに所管に属する債権」を加え、同表中１１

の項を削り、１２の項を１１の項とし、１３の項から１６の項までを

１項ずつ繰り上げ、１７の項を１６の項とし、同項の次に次の１項を

加える。 

別表第１専用公印の表５０の項中「電線共同溝」を「道路協議及び

電線共同溝」に改め、「文書」の次に「、登記事項証明書等交付等請

求関係書及び所管に属する諸証明用」を加え、同表８３の項中  

「１０７」を「１０６」に改め、同表８６の項中「６４」を「６３」

に改める。 

別表第２専用公印の表中１１の項を削り、１２の項を１１の項とし、

１３の項から１６の項までを１項ずつ繰り上げ、１７の項を１６の項

とし、同項の次に次の１項を加える。 
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専 用 

  別表第２備考中「専用公印の１７中」を「専用公印の１６中」に改

める。 

（千葉市物品会計規則の一部改正） 

第５条 千葉市物品会計規則（昭和５２年千葉市規則第４９号）の一部

を次のように改正する。 

  第２条第１項第４号中「教育センター総務室」を「教育センター」

に改める。 

  別表第４第１号の表環境情報センターの項を削り、同表教育センタ

ーの項中「総務室長」を「所長」に改める。 

（千葉市国民健康保険条例施行規則の一部改正） 

第６条 千葉市国民健康保険条例施行規則（昭和６１年千葉市規則第 

１８号）の一部を次のように改正する。 

  第９条中「保健福祉局健康部健康保険課」を「保健福祉局医療衛生

部健康保険課」に改める。 

  様式第１３号の次に次の１様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 様式第１３号（その２） 

  

 

 

 



 

 

（千葉市保健所規則の一部改正） 

第７条 千葉市保健所規則（昭和６３年千葉市規則第１９号）の一部を

次のように改正する。 

  第２条中「健康部」を「医療衛生部」に改める。 

  第３条の表食品安全課の項中第６号を第７号とし、第５号を第６号

とし、第４号の次に次の１号を加える。 

（５）農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律（令和元年法律

第５７号）の施行（市場・食鳥監視室の所管に属するものを除

く。）に関すること。 

第３条の表市場・食鳥監視室の項中第４号の次に次の１号を加える。 

（５）農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の施行（地方卸

売市場に係るものに限る。）に関すること。 

（千葉市事業所事務分掌規則の一部改正） 

第８条 千葉市事業所事務分掌規則（平成４年千葉市規則第３号）の一

部を次のように改正する。 

  第３条の表東部市税事務所及び西部市税事務所の部市民税課の項中

第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号から第１４号までを１号

ずつ繰り上げ、同部納税第一課及び納税第二課の項中第２号を削り、

同項第３号中「市税」の次に「、国民健康保険料、介護保険料、後期

高齢者医療保険料、保育料及び下水道使用料（以下「国民健康保険料

等」という。）」を加え、「及び」を「並びに」に改め、「滞納処分」

の次に「（国民健康保険料等にあたっては、他の課の所管に属するも

のを除く。）」を加え、同号を同項第２号とし、同項中第４号を第３

号とし、第５号を第４号とする。 

第３条の表中少年自然の家の部及び環境情報センターの部を削る。 

第３条の表公営事業事務所の項に次の２号を加える。 

 （７）競輪事業運営基金に関すること。 

（８）競輪事業施設整備基金に関すること。 

第３条の表農政センターの部農業生産振興課の項中第１４号を削り、

第１５号を第１４号とし、第１６号から第１９号までを１号ずつ繰り

上げる。 



 

 

第５条第３項中「動物公園」を「環境保健研究所に次長、動物公園」

に改める。 

第６条第２項中「所長補佐」を「次長、所長補佐」に改める。 

第７条中「おいては」の次に「、次長」を加える。 

  別表第１健全育成課の部中少年自然の家の項及び同表環境規制課の

項を削り、同表健康部の項中「健康部」を「医療衛生部」に改める。 

  別表第２中少年自然の家の項及び環境情報センターの項を削る。 

（千葉市区役所事務分掌規則の一部改正） 

第９条 千葉市区役所事務分掌規則（平成４年千葉市規則第４号）の一

部を次のように改正する。 

  第３条市民総合窓口課の事務分掌第１８号、第２０号及び第２４号

中「保健福祉局健康部健康保険課」を「保健福祉局医療衛生部健康保

険課」に改め、同事務分掌第２５号中「保健福祉局健康部健康保険課」

を「他の課」に改め、同事務分掌第２６号中「保健福祉局健康部健康

保険課及び区政事務センター」を「他の課」に改め、同事務分掌第 

３１号中「保健福祉局健康部健康保険課」を「保健福祉局医療衛生部

健康保険課」に改め、「除く。」の次に「徴収に関することについて

は、他の課の所管に属するものを除く。」を加える。 

  第６条介護保険室の事務分掌第３号中「こと」の次に「（他の課の

所管に属するものを除く。）」を加え、同条健康課の事務分掌第１２

号中「健康部」を「保健福祉局健康福祉部地域包括ケア推進課、健康

推進課及び高齢障害部介護保険管理課」に、「に限る」を「を除く」

に改める。 

（千葉市区長事務委任規則の一部改正） 

第１０条 千葉市区長事務委任規則（平成４年千葉市規則第９号）の一

部を次のように改正する。 

  第２条第１項第１０号中「その他の徴収金の徴収」を「の納入通知

及び督促」に改め、同項第１２号中「決定に関すること」の次に「並

びに他の課の所管に属するもの」を加え、同項第２３号中「及び国民

健康保険料」を「、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料」に改

める。 



 

 

  第２条第２項中「、第１０号」を削り、同条第３項中「第１項第 

１０号及び第１２号」を「第１項第１２号」に改める。 

（千葉市予算会計規則の一部改正） 

第１１条 千葉市予算会計規則（平成４年千葉市規則第９７号）の一部

を次のように改正する。 

第１条中「第１７３条の２」を「第１７３条の３」に改める。 

  第１４条第１項中「各四半期ごとに」を「議会の議決後速やかに」

に改める。 

  第３０条第２項中「磁気テープ」を「電磁的記録媒体」に改める。 

  第３２条第１項中「（当該日が土曜日に当たる場合にあっては、そ

の日後において最も近い日曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和 

２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「休日」という。）で

はない日）」を削る。 

第３５条第１項第１７号中「認定こども園給食費」を「認定こども

園副食費」に、同条第１８号中「保育主食費」を「保育副食費」に、

同条第２７号中「放課後子ども教室利用料」を「アフタースクール利

用料」に改める。 

第３５条第２項の表中 

 「 

00190-5-960268 千葉市会計管理者 固定資産税、都市計画

税及び軽自動車税（い

ずれも口座振替のもの

に限る。） 

                              」 

 「 

00190-5-960268 千葉市会計管理者 固定資産税、都市計画

税及び軽自動車税（種 

  別割）（いずれも口座

振替のものに限る。） 

                              」  

  

を 

に、 



 

 

「 

00100-4-961146 千葉市会計管理者 保育料及び延長保育料

（口座振替のものに限

る。） 

                              」 

 「 

00100-4-961146 千葉市会計管理者 保育料、延長保育料、

認定こども園保育料、

認定こども園延長保育

料、認定こども園副食

費及び保育副食費（口

座 振 替 の も の に 限

る。） 

                              」 

「 

00180-2-963280 千葉市会計管理者 放課後子ども教室利用

料（口座振替のものに

限る。） 

                              」 

 「 

00180-2-963280 千葉市会計管理者 アフタースクール利用

料（口座振替のものに

限る。） 

                              」 

 「 

00170-8-967099 千葉市会計管理者 第３５条第１項第１号

に掲げる歳入のうち固

定資産税、都市計画

税、軽自動車税及び普

通徴収に係る市県民税 

を 

に、 

に、

、 

を 



 

 

  並びに第４号から第６

号まで、第８号、第９

号、第１２号、第１５

号から第２０号まで及

び第２５号から第２８

号までに掲げる歳入 

                              」 

 「 

00170-8-967099 千葉市会計管理者 第３５条第１項第１号

に掲げる歳入のうち固

定資産税、都市計画

税、軽自動車税（種別

割）及び普通徴収に係

る市県民税並びに第４

号から第６号まで、第

８号、第９号、第１２

号、第１５号から第 

２０号まで及び第２５

号から第２８号までに

掲げる歳入 

                              」 

改める。 

  第３７条第２項ただし書を削る。 

  第４２条第６項中「（当該日が土曜日に当たる場合にあっては、そ

の日後において最も近い日曜日又は休日でない日）」を削る。 

 第５０条第２項中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号から

第１０号までを１号ずつ繰り上げる。 

 第５１条第１項第１号中「並びに賃金」を削る。 

 第５３条第１項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から

第２７号までを１号ずつ繰り上げる。 

 第５７条第１項中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号を第

を 

に 



 

 

４号とする。 

  第１１０条第１項中「もって」の次に「後任者は」を加える。 

  別表第１の７の項を削り、同表中８の項を７の項とし、９の項から

２８の項までを１項ずつ繰り上げる。 

  別表第３中「総合政策局総合政策部幕張新都心課」を「総合政策局

未来都市戦略部幕張新都心課」に改め、同表財政局税務部債権管理課

の項を削り、同表中 

 「 

保健福祉局地域福祉課   

保健福祉局健康部健康企

画課 

 

保健福祉局健康部健康支

援課 

 

保健福祉局健康部健康保

険課 

 

保健福祉局健康部生活衛

生課 

 

保健福祉局健康部動物保

護指導センター 

所長の職にある者  

保健福祉局健康部桜木霊

園管理事務所 

 

保健福祉局健康部保健所

総務課 

課長の職にある者  

保健福祉局健康部保健所

感染症対策課 

  

保健福祉局健康部保健所  

環境衛生課  

保健福祉局健康部保健所

食品安全課 

  

保健福祉局健康部環境保 健康科学課長の職  

を 



 

 

健研究所 にある者  

                              」 

 「 

保健福祉局健康福祉部地

域福祉課 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健福祉局健康福祉部地

域包括ケア推進課 

保健福祉局健康福祉部健

康推進課 

 

保健福祉局健康福祉部健

康支援課 

保健福祉局医療衛生部医

療政策課 

保健福祉局医療衛生部健

康保険課 

保健福祉局医療衛生部生

活衛生課 

保健福祉局医療衛生部動

物保護指導センター 

所長の職にある者 

保健福祉局医療衛生部桜

木霊園管理事務所 

保健福祉局医療衛生部保 課長の職にある者 

健所総務課  

保健福祉局医療衛生部保

健所感染症対策課 

  

保健福祉局医療衛生部保  

健所環境衛生課   

保健福祉局医療衛生部保

健所食品安全課 

保健福祉局健康部環境保 健康科学課長の職 

に、 



 

 

健研究所 にある者  

                              」 

「建設局下水道管理部下水道維持課」を「建設局下水道建設部下水道

維持課」に、「総務室長」を「所長」に改める。 

別表第４中「総合政策局総合政策部幕張新都心課」を「総合政策局

未来都市戦略部幕張新都心課」に改め、同表財政局税務部債権管理課

の項を削り、同表中 

 「 

保健福祉局地域福祉課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健福祉局健康部健康企

画課 

 

保健福祉局健康部健康支

援課 

 

保健福祉局健康部健康保

険課 

 

保健福祉局健康部生活衛

生課 

 

保健福祉局健康部動物保

護指導センター 

 

保健福祉局健康部桜木霊

園管理事務所 

 

保健福祉局健康部保健所  

総務課  

 

 

保健福祉局健康部保健所 

感染症対策課 

保健福祉局健康部保健所

環境衛生課 

 

  

保健福祉局健康部保健所

食品安全課 

 

保健福祉局健康部環境保  

を 



 

 

健研究所健康科学課   

                              」 

 「 

保健福祉局健康福祉部地

域福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健福祉局健康福祉部地

域包括ケア推進課 

 

保健福祉局健康福祉部健

康推進課 

 

保健福祉局健康福祉部健

康支援課 

 

保健福祉局医療衛生部医

療政策課 

 

保健福祉局医療衛生部健

康保険課 

 

保健福祉局医療衛生部生

活衛生課 

 

保健福祉局医療衛生部動

物保護指導センター 

 

保健福祉局医療衛生部桜

木霊園管理事務所 

 

保健福祉局医療衛生部保  

健所総務課  

保健福祉局健康部保健所

感染症対策課 

 

 

保健福祉局医療衛生部保

健所環境衛生課 

 

保健福祉局医療衛生部保

健所食品安全課 

 

保健福祉局医療衛生部環  

に 



 

 

境保健研究所健康科学課   

                              」 

「教育センター総務室」を「教育センター」に改める。 

（千葉市介護保険規則の一部改正） 

第１２条 千葉市介護保険規則（平成１２年千葉市規則第７４号）の一

部を次のように改正する。 

  別表第２の５８の項の次に次のように加える。   

５８の２ 徴収職員証 規則第３５条 

様式第５８号の次に次の１様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 様式第５８号の２ 

  

 

 

 



 

 

（千葉市法定外水路条例施行規則の一部改正） 

第１３条 千葉市法定外水路条例施行規則（平成１７年千葉市規則第 

３４号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第３項中「建設局下水道管理部下水道維持課」を「建設局下

水道建設部下水道維持課」に改める。 

  様式第１号から様式第６号までの規定中「下水道管理部」を「下水

道建設部」に改める。 

（千葉市後期高齢者医療に関する規則の一部改正） 

第１４条 千葉市後期高齢者医療に関する規則（平成２０年千葉市規則

第２４号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「様式第８号」の次に「又は様式第８号（その２）」を加

える。 

様式第８号の次に次の１様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 様式第８号（その２） 

  

 

 

 



 

 

（児童福祉法、子ども・子育て支援法及び千葉市保育所及び千葉市認

定こども園使用料条例に基づく使用料等の徴収等に関する規則の一

部改正） 

第１５条 児童福祉法、子ども・子育て支援法及び千葉市保育所及び千

葉市認定こども園使用料条例に基づく使用料等の徴収等に関する規則

（平成２７年千葉市規則第３１号）の一部を次のように改正する。 

  第７条に次の１項を加える。 

 ４ この規則に規定するもののほか、保育料の徴収については、千葉

市市税条例（昭和４９年千葉市条例第６号）の規定を準用する。 

第９条第２項中「様式第２号」の次に「又は様式第２号（その２）」

を加える。 

様式第２号の次に次の１様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第２号（その２） 

  

 

 

 



 

 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 


