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３年３月３１ 日
千葉市長

神

谷

俊

一

千葉市規則第２５ 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８号の表 経済部の部中
「
経済企画課

２５０競輪準備室

を
」

「
経済企画課

に
」

改める。
第３条総合政策部政策企画課の事務分掌第９号中「こと」の次に
「（政策調整課及びスマートシティ推進課の所管に属するものを除
く。）」を加え、 同条総合政策部政 策調整課の事務分 掌中第１７号を
第１８号とし、第 ６号から第１６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）新基本計画 審議会公共事業再 評価部会に関する こと。
第３条未来都市 戦 略部スマートシ テ ィ推進課の事務 分 掌中第４号を
第５号とし、第３ 号を第４号とし、 第２号の次に次の １号を加える。
（３）新基本計画 審議会スマートシ ティ部会に関する こと。
第４条財政部資金課の事務分掌中第１４号を削り、第１５号を第
１４号とし、第１ ６号を第１５号と する。
第６条医療衛生 部 医療政策課の事 務 分掌中第２３号 を 第２４号とし、
第１２号から第２ ２号までを１号ず つ繰り下げ、第 １ １号の次に次の
１号を加える。
（ 12 ） 予 防 接 種 事 業 に 関 す る こ と （ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染
症に係る予防接種 に関するものに限 る。）。
第７条こども未 来 部こども家庭支 援 課の事務分掌第 ９ 号中「 母子及
び父子家庭等」を 「ひとり親家庭等 」に、「並びに」 を「及び」に改

め、同事務分掌第１０号及び第１１号中「母子及び父子家庭等」を
「ひとり親家庭等 」に改める。
第９条経済部経済 企画課２５０競輪 準備室 の事務分掌 を削る。
第９条経済部産 業 支援課の事務分 掌 中第１３号を削 り 、第１４号を
第１３号とし、第 １５号を第１４号 とし、第１６号を 第１５号とする。
第９条農政部農 政 課の事務分掌中 第 ２５号を第２６ 号 とし、第１７
号から第２４号ま でを１号ずつ繰り 下げ、第１ ６号の 次に次の１号を
加える。
（17）ふるさと農園の管理に関す ること。
第９条農政部農 地 活用推進 課の事 務 分掌中第１１号 を 第１３号とし、
第５号から第１０ 号までを２号ずつ 繰り下げ、第４号 を第５号とし、
同号の次に次の１ 号を加える。
（６）認定農業 者及び家族経営協 定に関すること。
第９条農政部農 地 活用推進 課の事 務 分掌第３号の次 に 次の１号を加
える。
（４）農地活用 に係る企画及び調 整に関すること。
第１０条都市 部交通政策課の事 務分掌第３号中「 バリアフリー基本
構想」を「バリア フリーマスタープ ラン等 」に改める 。
第１０条都市部都 心整備課の事務分 掌第２号中「千葉 駅西口第二種
市街地再開発事業 の推進」を「千葉 駅西口地区第二種 市街地再開発事
業」に改め、同事 務分掌第３号中「 ウェストリオ」の 次に「 及び新千
葉公園ビル」を加え、同事務分掌中第１２号を削り、第１１号を第
１２号とし、第１ ０号を第１１号と し、同事務分掌第 ９号中「実施」
を「調査及び計画 」に改め、同号を 同事務分掌第１０ 号とし、同事務
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）新千葉公 園の管理に関する こと。
第１０条都市部 市 街地整備課 液状 化 対策室の事務分 掌 中第２号を削
り、第３号を第２ 号とする。
第１０条建築部 建 築管理課の 事務 分 掌第８号中「市 営 住宅」を「学
校、市営住宅」に 改める。

第１０条建築部住宅政策課の事務分掌中第４号を削り、同事務分
掌中第５号を第４ 号とし、第６号か ら第１７号までを １号ずつ繰り上
げる。
第１０条公園緑地 部公園管理課の事 務分掌第５号中「 及び 千葉みな
と桟橋公園」を「 、千葉みなと桟橋 公園及び新千葉公 園 」に改め、第
１９号を第２０号 とし、第１０号か ら第１８号までを １号ずつ繰り下
げ、第９号の次に 次の１号を加える 。
（ 10） 公 園 、 緑 地 に お け る 指 定 管 理 者 に よ る 管 理 に 関 す る こ と 。
別表経済企画課 の項第１号中「経 済振興施策」を「 経済政策」に、
「調整」を「立案 」に、「実施」を 「調整」に改め、 同項に次の２号
を加える。
（２）産業分野に おける地域間連携 に関すること。
（３）ナイトタイ ムエコノミー推進 審議会に関するこ と。
別表都市総務課の 項の次に次のよう に加える。
公園管理課

運営調 整担当 （１）公園、緑地における指定管
課長

理者による管理に関するこ
と。
（２）千葉マリンスタジアム及び
千葉市蘇我スポーツ公園の管
理に関すること。
（３）千葉マリンスタジアム基金
に関すること。
（４）青葉の森スポーツプラザの
管理に関すること 。

（千葉市公印規則 の一部改正）
第２条

千葉市公 印規則（昭和４５ 年千葉市規則第３ ５号）の一部を次

のように改正する 。
別表第１専用公印 の表３２の項使用 範囲の欄中「第２ 条第５項」の
次に「及び第６項 」を加え、同表４ １の項使用範囲の 欄中「特定優良
賃貸住宅、」を削 り、同表４７の項 個数の欄中「５」 を「４」に改め
る。

（千葉市物品会計 規則の一部改正）
第３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「 、管理 課」を「各課」に 改め 、同条第２項
中「令第１７４条 の４６第１項」を 「令第１７４条の ４４第１項」に
改める。
別表第４第１ 号の表中央図書館 の項中「中央図書 館」を「中央図書
館各課」に、「管 理課長補佐」を「 課長補佐」に改め る。
（千葉市保健所規 則の一部改正）
第４条

千葉市保 健所規則（昭和６ ３年千葉市規則第 １９号）の一部を

次のように改正す る。
第３条の表感 染症対策課の項を 次のように改める 。
感染症対策課

（１）課の庶務に 関すること。
（２）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（平成１０年法律第１１４
号）に基づく患者処置等に関
すること。
（３）狂犬病予防法（昭和２５年
法律第２４７号）第８条第１
項の規定による届出に関する
こと。
（４）後天性免疫不全症候群及び
性感染症の予防に関するこ
と。
（５）結核・感染症発生動向調査
事業に関すること 。
（６）肝炎ウイルス検査及び相談
に関すること（健康増進法
（平成１４年法律第１０３
号 ） に 基 づ く も の を 除

く。）。
（７）感染症診査 協議会に関する
こと。
（８）予防接種事業に関すること
（新型コロナウイルス感染症
に係る予防接種に関するもの
を除く。）。
新 型 コ ロ ナ ウ イ （１）新型コロナ ウイルス感染症
ルス対策室

対策に関すること 。

（千葉市事業所 事務分掌規則の一 部改正）
第５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条の表公 営事業事務所の 部 中第２号及び第３ 号を次のように改
める。
（２）競輪に関す る企画、立案及び 調整に関すること 。
（３）競輪の開催 及び運営に関する こと。
第３条の表公営事 業事務所の部中第 ８号を第１０号と し、第７号を
第９号とし、第６ 号を第７号とし、 同号の次に次の１ 号を加える。
（８）民間車券 発売所との連絡調 整に関すること。
第３条の表公営事 業事務所の部中第 ５号を第６号とし 、第４号を第
５号とし、第３号 の次に次の１号を 加える。
（４）所の財産管 理に関すること。
第３条の表農政セ ンターの部農業経 営支援課の項中第 ８号を削り、
第９号を第８号と し、第１０号 から 第１５号までを１ 号ずつ繰り上げ、
第１６号を削り、 第１７号を第１５ 号とし、第１８号 を第１６号とし、
同部農業生産振興 課の項中第７号を 削り、第８号を第 ７号とし、 第９
号から第１８号ま でを１号ずつ繰り 上げ、同表中央・ 稲毛公園緑地事
務所、花見川公園 緑地事務所、若葉 公園緑地事務所、 緑公園緑地事務
所及び美浜公園緑地事務所の部中「中央・稲毛公園緑地事務所」を
「中央・美浜公園 緑地事務所」に、 「花見川公園緑地 事務所」を「花
見川・稲毛公園緑 地事務所」に、「 、緑公園緑地事務 所」を「及び緑

公園緑地事務所」 に改め、「及び美 浜公園緑地事務所 」を削 り、同部
第２号中「及び」を「、」に改め、「千葉みなと桟橋公園」の次に
「及び新千葉公園 」を加え、同表中 央・美浜土木事務 所、花見川・稲
毛土木事務所、若 葉土木事務所及び 緑土木事務所の部 維持建設課の項
第３号及び第７号 中「下水道管理部 」を「下水道建設 部」に改める。
第５条第３項中「 環境保健研究所に 次長」を「公営事 業事務所に事
業推進担当課長」 に改める。
第６条中第７ 項を第８項とし、 第 ３項から第６項 までを１項ずつ繰
り下げ、同条第２ 項中「次長、」を 削り、同項を同条 第 ３項とし、第
１項の次に次の１ 項を加える。
２

事業推進担当 課長は、上司の命 を受け、競輪に関 する企画、立案
及び調整、競輪の プロモーション、 競輪の映像権に関 する事務を掌
理し、所属職員が あるときは、これ を指揮監督する。
第７条中「、次 長」を削る。
別表第１公園管理課の部中「中央・稲毛公園緑地事務所」を「中

央・美浜公園緑地事務所」に、「花見川公園緑地事務所」を「花見
川・稲毛公園緑地 事務所」に改め、 美浜公園緑地事務 所の項を削る。
別表第２中央 ・稲毛公園緑地事 務所 の部中「中央 ・稲毛公園緑地事
務所」を「中央・ 美浜公園緑地事務 所」に、「中央区 弁天３丁目１番
１号」を「美浜区 高浜７丁目２番１ 号」に、「中央区 及び稲毛区の区
域」を「中央区及 び美浜区の区域」 に改め、同表花見 川公園緑地事務
所の部中「花見川 公園緑地事務所」 を「花見川・稲毛 公園緑地事務所」
に、「花見川区の 区域」を「花見川 区及び稲毛区の区 域」に改め、同
表美浜公園緑地事 務所の部を削る。
（千葉市区役所事 務分掌規則の一部 改正）
第６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条地域振 興課の事務分掌中 第１６号を第１７ 号とし、第５号か
ら第１５号まで１ 号ずつ繰り下げ、 第４号の次に次の １号を加える。
（５）区役所の会 計年度任用職員の 任用に関すること 。
第３条区政事 務センターの事務 分掌第２号中「郵 送」の次に「及び

オンライン申請」 を加える。
第６条こども 家庭課の事務分掌 第１１号中「 母子 及び父子家庭等」
を「ひとり親家庭等」に改め、同事務分掌第１７号及び第１８号中
「母子及び父子家 庭等」を「ひとり 親家庭等」に、「 並びに」を「及
び」に改める。
（千葉市予算会計 規則の一部改正）
第７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２条第６号中「 又は室」を削り、 同条第８号中「、 第２５条の２
第２項」、「及び 室」及び「 、教育 センター総務室に あっては室長の
指名する者」を削 る。
別表第３中
「
中央図書館

管理課長の職にあ る者

を
」

「
中央図書館管理課

課長の職にある者

に

中央図書館情報資 料課
改める。
別表第４中
「
中央図書館管理課

所属職員のうちから現

を

金出納員が指名す る者
」
「
中央図書館管理課

所属職員のうちから現

中央図書館情報資 料課

金出納員が指名す る者

に
」

改める。
（千葉市長の政 治倫理に関する条 例施行規則の一部 改正）

第８条

千葉市長 の政治倫理に関す る条例施行規則（ 平成２２年千葉市

規則第３７号）の 一部を次のように 改正する。
第２条第２号を削り、同条中第３号を第２号とし、第４号から第
１７号までを１号 ずつ繰り上げる。
附

則

この規則は、令和 ３年４月１日から 施行する。

