
千葉県オープンデータ一覧

令和3年3月1日現在

分類 データ名 データ概要 形式
更新
頻度

担当課

1 人口・世帯
千葉県毎月常住人口調査
(年報はH25分のみ）

県内に常住する人口の動態 xls,pdf 毎月 総合企画部統計課

2 人口・世帯 千葉県年齢別・町丁字別人口
各市区町村の年齢別人口の男女別人口並びに町
丁字別の世帯数、男女別人口及び年齢3区分別人
口

xls,pdf 毎年 総合企画部統計課

3 人口・世帯 住民基本台帳人口 各市町村の住民基本台帳人口及び世帯数等 xls 毎年 総務部市町村課

4 人口・世帯 国勢調査
我が国に居住する全ての人を対象として実施してい
る最も基本的で重要な統計調査

pdf,html 5年ごと 総合企画部統計課

5 人口・世帯 高齢者人口等の統計データ
千葉県年齢別・町丁字別人口調査及び国勢調査等
の結果から、県内の高齢者人口の推移や市町村別
の高齢者人口、高齢者率等を整理

xls,pdf 毎年
健康福祉部高齢者福祉
課

6 人口・世帯 人口動態統計
人口及び厚生労働行政施策の基礎資料とするた
め、出生、死亡、婚姻等の人口動態事象を把握

xls,html 毎年
健康福祉部健康福祉指
導課

7 労働・賃金 千葉県毎月勤労統計調査（月報・年報）
県内事業所の賃金,労働時間及び雇用についての
変動状況

xls,pdf 毎月、毎年 総合企画部統計課

8 労働・賃金 就業構造基本調査
国民の就業及び不就業の状況を調査し、全国及び
地域別の就業構造に関する基礎資料を得る

xls,word,pdf,html 5年ごと 総合企画部統計課

9 労働・賃金 社会生活基本調査
生活時間の配分や余暇時間における主な活動の状
況など、国民の社会生活の実態

xls,pdf 5年ごと 総合企画部統計課

10 労働・賃金 ワーク・ライフ・バランス取組状況調査
企業の仕事と家庭の両立に関する意識や実態の変
化について調査

xls,pdf 隔年 商工労働部雇用労働課

11 労働・賃金
不当労働行為事件の審査、労働争議の調
整、個別的労使紛争のあっせんの実施状
況

月別、年別、過去10年分の不当労働行為事件の審
査、労働争議の調整、個別的労使紛争のあっせん
の実施状況

html 毎月
労働委員会事務局審査
調整課

12 農林水産業 農林業センサス 農林業に関する基礎データ xls,pdf 5年ごと 総合企画部統計課
13 農林水産業 漁業センサス 漁業の基本的生産構造、就業構造及び背景 xls,pdf 6年ごと 総合企画部統計課

14 農林水産業 千葉の農林水産物（全国順位）
H26年時点の千葉の農林水産物の全国順位（産出
額による）

html 年１回 農林水産部流通販売課

15 農林水産業
荒廃農地の発生・解消状況に関する調査
（旧耕作放棄地全体調査）

荒廃農地の発生・解消状況に関する調査要領に従
い、各市町村、農業委員会が実施した調査の結果

pdf 毎年
農林水産部農地・農村
振興課

16 農林水産業
農地の利用状況調査（農地法に基づく遊休
農地対策）

農地法に従い、各市町村、農業委員会が利用状況
調査を実施した結果

pdf 毎年
農林水産部農地・農村
振興課

17 農林水産業
担い手への農地集積の状況と農地中間管
理機構の利用状況

担い手への農地集積面積、集積率及び、農地中間
管理機構の借入、転貸面積

pdf 毎年
農林水産部農地・農村
振興課

18 農林水産業 野生鳥獣による被害
野生鳥獣による農作物の被害状況調査の結果(県
全体の5カ年分の推移)

pdf 毎年
農林水産部農地・農村
振興課

19 農林水産業 森林・林業関係統計情報 千葉県の森林・林業の現況と事業の実績 xls,pdf 毎年 農林水産部森林課
20 農林水産業 総合農協一覧 県内の総合農協の一覧（所在地、連絡先） pdf 随時 農林水産部団体指導課
21 農林水産業 森林組合一覧 県内の森林組合の一覧（所在地、連絡先） pdf 随時 農林水産部団体指導課
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22 農林水産業
千葉県農業共済組合及び漁業共済組合一
覧

県内の農業共済組合・漁業共済組合の所在地や対
象市町村等

html 随時 農林水産部団体指導課

23 農林水産業 定期種畜検査の結果
農林水産省から一部委託されている千葉県内の定
期種畜検査の結果を県HPで公表

pdf 年3回以上 農林水産部畜産課

24 農林水産業 ふ化業者の登録の結果
養鶏振興法に基づき千葉県のふ化業者の登録を公
表

pdf
年度により

異なる
農林水産部畜産課

25 農林水産業 死亡牛ＢＳＥ検査の状況 死亡牛で実施しているＢＳＥ検査実施状況 xlsx 毎月 農林水産部畜産課

26 農林水産業 ちば食育サポート企業 ちば食育サポート企業の名簿 html ２年ごと
農林水産部安全農業推
進課

27 農林水産業 県産農産物の放射性物質検査結果
県が実施する農産物の放射性物質モニタリング検
査の結果

xls,pdf 毎週
農林水産部安全農業推
進課

28 農林水産業 「ちばエコ農産物」栽培情報
認証番号から、生産者や品目、肥料や農薬の使用
状況など、詳しい栽培情報を知ることができる。

xlsx,pdf 毎月
農林水産部安全農業推
進課

29 農林水産業 「ちばエコ農業産地」
産地マップ（水稲、野菜・果樹）、出荷カレンダー、産
地一覧を掲載。

pdf 随時
農林水産部安全農業推
進課

30 農林水産業 県産農林水産物の輸出額
アンケート調査等に基づき、品目ごとの輸出額を取
りまとめ

html 年１回 農林水産部流通販売課

31 農林水産業 フード・アクション・ちば推進パートナー一覧
フード・アクション・ちば制度に登録いただいている
推進パートナーの一覧

html 随時 農林水産部流通販売課

32 農林水産業 千葉県卸売市場概要(消費地市場)
県内の消費地市場の取扱高や概要等について取り
まとめ、県民に公開

pdf 毎年 農林水産部流通販売課

33 農林水産業 体験・イベント情報（県産農林水産物）
イベントやキャンペーン情報、県内にある農林漁業
体験施設、農林漁家民宿、農林漁家レストラン等の

html 随時 農林水産部流通販売課

34 農林水産業 森林・林業関係統計情報 千葉県の森林・林業の現況と事業の実績 xls,pdf 毎年 農林水産部森林課

35 農林水産業
しいたけ・野生きのこ等の県産特用林産物
の放射性物質検査結果

県等が実施した県産特用林産物のモニタリング検
査結果

xls,html 随時 農林水産部森林課

36 農林水産業
原木しいたけの市町村別出荷制限・出荷自
粛状況

原木しいたけに係る市町村別出荷制限・出荷自粛
状況の一覧表

html 随時 農林水産部森林課

37 農林水産業 千葉の漁港（県管理漁港） 千葉県内漁港の位置図 pdf,html 随時 農林水産部漁港課

38 鉱工業 千葉県鉱工業指数（月報・四半期・年報）
鉱工業指数の推移、業種別・品目別の動向、生産
指数など

xls,pdf
毎月、四半
期、毎年

総合企画部統計課

39
商業・サービス
業

商業統計調査
商業を営む事業所について、業種別、従業者規模
別、地域別等に事業所数、従業者数、年間商品販
売額等を把握

xls,pdf 随時 総合企画部統計課

40
商業・サービス
業

商店街実態調査
県下商店街の景況や商店街が抱える問題等の実
態を把握するため、商店街及び消費者にアンケート
調査等を実施

xls,pdf 随時 商工労働部経営支援課

41
商業・サービス
業

千葉県市町村別大規模小売店名簿 県内に立地する大型店の一覧（千葉市を除く） pdf 毎年 商工労働部経営支援課
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42
商業・サービス
業

大規模小売店舗立地法に基づく届出状況
(届出の概要及び手続の状況)

月ごとの届出状況と進捗状況一覧 xls 毎月 商工労働部経営支援課

43
企業・家計・経
済

千葉県県民経済計算
県内及び県民の経済活動の成果を生産・分配・支
出の３面から把握

xls,pdf 毎年 総合企画部統計課

44
企業・家計・経
済

千葉県産業連関表
県内における産業相互間及び産業と消費者等の間
の財・サービスの取引状況

xls,pdf 5年ごと 総合企画部統計課

45
企業・家計・経
済

平成27年千葉県製造業出荷先地域調査
県内で生産した製造品が、どの地域へどのくらい出
荷しているのかについて調査

xls 特別調査 総合企画部統計課

46
企業・家計・経
済

千葉県月例経済報告
県内における経済統計を収集・把握し、中小企業振
興施策展開の基礎資料とする

html 毎月 商工労働部経済政策課

47
企業・家計・経
済

データで見る千葉県の商工業
県内産業の特徴と経済動向を主要経済指標や各
種統計等から分析

pdf 毎年 商工労働部経済政策課

48
企業・家計・経
済

消費者購買動向調査
県内消費者の購買動向、県内各地域の商圏等に関
する調査

pdf 随時 商工労働部経営支援課

49
住宅・土地・建
設

住宅・土地統計調査
全国の約350万世帯を対象に5年ごとに実施する大
規模な調査

xls,word,pdf 5年ごと 総合企画部統計課

50
住宅・土地・建
設

地価調査・地価公示
毎年7月1日（地価調査）、１月１日（地価公示）を基
準日として基準地及び標準地の地価を調査し、その
結果を公表

pdf 毎年 県土整備部用地課

51
住宅・土地・建
設

建築着工統計
国土交通省が行っている建築着工統計調査の千葉
県分を取りまとめた統計情報

xls,pdf 毎月、毎年 県土整備部建築指導課

52
住宅・土地・建
設

耐震診断・耐震改修に係る相談窓口一覧 耐震診断・耐震改修に係る県内の相談窓口の一覧 xls,pdf 毎年 県土整備部建築指導課

53
住宅・土地・建
設

千葉県の住宅
本県の住宅事情を明らかにし、住宅施策の計画・立
案の基礎資料を得る

pdf 毎年
県土整備部都市整備局
住宅課

54
住宅・土地・建
設

住まいの専門相談機関 住宅に関する相談窓口と紛争処理機関の一覧 html 随時
県土整備部都市整備局
住宅課

55
住宅・土地・建
設

住まいの情報提供機関 住情報を提供する公的サイト等の一覧 html 随時
県土整備部都市整備局
住宅課

56
住宅・土地・建
設

空き家に対する意識調査結果
空き家対策の検討の基礎資料として活用するため
に実施した意識調査結果

html 予定無し
県土整備部都市整備局
住宅課

57
住宅・土地・建
設

千葉県あんしん賃貸協力店
千葉県が登録した住宅確保要配慮者の住まい探し
をサポートする不動産店の情報

pdf 随時
県土整備部都市整備局
住宅課

58
住宅・土地・建
設

千葉県あんしん賃貸支援団体
千葉県が登録した住宅確保要配慮者の居住を支援
する団体の情報

pdf 随時
県土整備部都市整備局
住宅課

59 エネルギー・水 水道統計（千葉県の水道） 各年度における上水道事業等の業務、施設状況等 xls,pdf 毎年 総合企画部水政課

60 エネルギー・水 千葉県内ダムの貯水状況
渇水に備えて、水源となっている県内のダムの貯水
状況

html 毎週 総合企画部水政課

61 運輸・観光 千葉県港湾統計年報 千葉港・木更津港の入港船舶、施設利用状況など xls 毎年 県土整備部港湾課
62 運輸・観光 数字で見る千葉港・木更津港 千葉港・木更津港の入港船舶、海上出入貨物など xls,pdf 毎年 県土整備部港湾課
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63 運輸・観光 港湾調査月報（速報値） 千葉港・木更津港の入港船舶、取扱貨物量など xls 毎月 県土整備部港湾課

64 運輸・観光 鉄道・バスのバリアフリー状況
県内鉄軌道駅のバリアフリー化、コミュニティバスに
おける低床バスの導入状況など

pdf 毎年 総合企画部交通計画課

65 運輸・観光 千葉県知事登録旅行業者 県登録の旅行業者の一覧 pdf 随時 商工労働部観光企画課

66 運輸・観光 観光客の入込動向
年間、ゴールデンウィーク、夏季観光シーズンの観
光客の入込動向

pdf,html 毎年 商工労働部観光企画課

67 運輸・観光 県内海水浴場の開設予定の状況等
県内海水浴場の開設予定、津波対策の状況を登録
し、公開

pdf 毎年 商工労働部観光企画課

68
教育・文化・ス
ポーツ・生活

千葉県教育便覧
教育機関の一覧。教育予算、学校統計、社会教育・
文化財統計など

xls,word,pdf 毎年
教育庁企画管理部教育
政策課

69
教育・文化・ス
ポーツ・生活

地方教育費調査 県内における教育費の支出先、財源など xls,pdf 毎年
教育庁企画管理部教育
政策課

70
教育・文化・ス
ポーツ・生活

進路状況調査 県内の公立中学・高等学校の卒業生の進路状況 xls,pdf 毎年
教育庁企画管理部教育
政策課

71
教育・文化・ス
ポーツ・生活

学校教員統計調査 教員の年齢構成や勤続年数 csv,xls,pdf 3年ごと
教育庁企画管理部教育
政策課

72
教育・文化・ス
ポーツ・生活

児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問
題に関する調査

小・中・高等学校・特別支援学校におけるいじめの
認知件数やいじめの状況など

pdf 毎年
教育庁教育振興部指導
課

73
教育・文化・ス
ポーツ・生活

特別支援教育に関する統計情報
特別支援学校の設置状況や在籍者数、進路状況な
ど

pdf 毎年
教育庁教育振興部特別
支援教育課

74
教育・文化・ス
ポーツ・生活

千葉県の社会教育
県の社会教育施策の方針や、社会教育事業の実
績等を紹介した資料

pdf 毎年
教育庁教育振興部生涯
学習課

75
教育・文化・ス
ポーツ・生活

社会教育調査
社会教育関係施設の施設一覧や職員数、講座等
開催実績など

csv,xls,pdf 3年ごと
教育庁企画管理部教育
政策課

76
教育・文化・ス
ポーツ・生活

家庭教育に係る相談機関
千葉県の各相談機関、市町村家庭教育担当部署、
市町村で実施している家庭教育相談等の相談機関
など県内の相談機関等を掲載

xls,html 毎年
教育庁教育振興部生涯
学習課

77
教育・文化・ス
ポーツ・生活

県内の登録博物館 県内の登録博物館の一覧 html 随時
教育庁教育振興部文化
財課

78
教育・文化・ス
ポーツ・生活

県内の博物館相当施設 県内の博物館相当施設の一覧 html 随時
教育庁教育振興部文化
財課

79
教育・文化・ス
ポーツ・生活

県内の文化財指定状況 県内の文化財指定状況、文化財の概要 html 随時
教育庁教育振興部文化
財課

80
教育・文化・ス
ポーツ・生活

千葉県公立社会体育施設調査結果 県内公立社会体育施設の整備状況 pdf 2年ごと
教育庁教育振興部体育
課

81
教育・文化・ス
ポーツ・生活

県政に関する世論調査
県民の生活と県政の主要分野にわたる県民の関
心、要望、意向

xls,pdf 年2回 総合企画部報道広報課

82
教育・文化・ス
ポーツ・生活

千葉県男女共同参画白書
県民に男女共同参画の現状等を理解してもらい、
様々な活動の参考資料として利用してもらうために

pdf 毎年
総合企画部男女共同参
画課

4
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83
教育・文化・ス
ポーツ・生活

男女共同参画社会の実現に向けての県民
意識調査

男女平等の意識や、家庭生活、教育、人権、働き
方、仕事と家庭生活の両立、少子・高齢化など、
様々な面から、県民の意識変化等を把握

pdf 5年ごと
総合企画部男女共同参
画課

84
教育・文化・ス
ポーツ・生活

NPO法人認証状況等
千葉県認証のＮＰＯ法人一覧（認証後、未登記団体
は除く）

xls 毎月
環境生活部県民生活・
文化課

85
教育・文化・ス
ポーツ・生活

大学・短期大学の高大連携に関する取組
予定一覧

県内の大学・短期大学の高大連携に関する取組予
定の一覧

xls,pdf 毎年
教育庁教育振興部生涯
学習課

86
教育・文化・ス
ポーツ・生活

開かれた学校づくり委員会
開かれた学校づくりの委員会の実施状況やアン
ケート結果、リーフレット等

pdf 毎年
教育庁教育振興部生涯
学習課

87
教育・文化・ス
ポーツ・生活

「ちば家庭・学校・地域応援企業等登録制
度」登録企業名等

登録企業の一覧、教育CSRの取組内容 html 随時
教育庁教育振興部生涯
学習課

88
教育・文化・ス
ポーツ・生活

「子ども参観日キャンペーン」協力企業名等 協力企業の一覧、子ども参観日の取組内容 pdf,html 随時
教育庁教育振興部生涯
学習課

89
教育・文化・ス
ポーツ・生活

放課後子供教室実施市町村一覧 放課後子供教室実施市町村一覧 html 毎年
教育庁教育振興部生涯
学習課

90
教育・文化・ス
ポーツ・生活

県立学校開放講座実施一覧 実施校・講座内容 pdf,html 随時
教育庁教育振興部生涯
学習課

91
教育・文化・ス
ポーツ・生活

県立学校教室等開放事業実施校一覧 実施校・開放場所 html 毎年
教育庁教育振興部生涯
学習課

92
教育・文化・ス
ポーツ・生活

学校を核とした県内1000か所ミニ集会開催
情報

開催校・開催内容、実践例 xls,pdf 随時
教育庁教育振興部生涯
学習課

93
教育・文化・ス
ポーツ・生活

「地域学校協働本部」実施市町一覧 実施市町の一覧 html 毎年
教育庁教育振興部生涯
学習課

94
教育・文化・ス
ポーツ・生活

視聴覚センター・ライブラリー一覧
県内にある視聴覚センター・ライブラリーの連絡先
をまとめたデータ

html 毎年
教育庁教育振興部生涯
学習課

95
教育・文化・ス
ポーツ・生活

全国学力・学習状況調査の結果 全国学力・学習状況調査の結果概要等 html 毎年
教育庁教育振興部学習
指導課

96
教育・文化・ス
ポーツ・生活

セクシュアルハラスメント及び体罰実態調
査の結果

県内公立学校の児童生徒及び職員からのセクハラ
及び体罰の調査

pdf 毎年
教育庁教育振興部教職
員課

97
教育・文化・ス
ポーツ・生活

学校給食実施状況等調査
千葉県内小中高等学校で完全給食を実施している
学校の給食に関する基本的事項

pdf,html 毎年
教育庁教育振興部学校
安全保健課

98
教育・文化・ス
ポーツ・生活

県機関等 県機関等の情報をちば情報マップにて掲載 html 随時 総務部情報システム課

99 行財政 千葉県税務統計書 県税決算状況、賦課状況、徴収状況や滞納状況 pdf 毎年 総務部税務課

100 行財政
平成28年度市町村公営企業決算(見込み)
の概況

地方公営企業の事業数、決算規模、経営状況など pdf 毎年 総務部市町村課

101 行財政 平成28年度市町村公営企業決算カード 各地方公営企業の経営状況 xls 毎年 総務部市町村課
102 行財政 平成27年度市町村公営企業決算概況 市町村公営企業の決算の概況、統計資料 pdf 毎年 総務部市町村課

5
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103 行財政
平成27年度市町村公営企業決算「経営比
較分析表」

市町村公営企業の経営指標の概要、事業別類型
別区分

xls,pdf 毎年 総務部市町村課

104 行財政
市町村公営企業の抜本的な改革等の取組
状況調査結果（平成28年3月31日現在）

市町村公営企業の抜本的な改革等の取組状況 xls,pdf 毎年 総務部市町村課

105 行財政 平成29年度市町村資料集 市町村の行財政に関する資料 pdf 毎年 総務部市町村課
106 行財政 千葉県の当初予算・補正予算の概要 各年度の当初予算・補正予算の状況 pdf 随時 総務部財政課

107 行財政
千葉県の当初予算における補助金・負担
金・交付金一覧

部局ごと、最新年度の予算計上状況及び事業概要 pdf 毎年 総務部財政課

108 行財政 千葉県の決算・財政状況 各年度の決算状況、財務諸表等 pdf 毎年 総務部財政課
109 行財政 千葉県企業局の予算 千葉県企業局の予算の概要 pdf 毎年 企業局管理部財務課
110 行財政 千葉県企業局の決算 千葉県企業局の決算の概要 xls,pdf 毎年 企業局管理部財務課

111 行財政 千葉県行政改革計画等
行政改革計画・財政健全化計画、県有建物長寿命
化計画の内容

pdf
およそ4年

ごと
総務部財政課

112 行財政 県債・ＩＲ情報 年間の県債発行計画・過去の発行条件・ＩＲ情報な pdf,html 随時 総務部財政課
113 行財政 千葉県の宝くじ情報 宝くじ収益金の活用事業一覧 html 毎年 総務部財政課

114 行財政 公営競技
船橋オートレース事業について（これまでの入場者
数・売上げや、県・市への繰出し、廃止に至る経緯

pdf なし 総務部財政課

115 行財政 県議会での知事あいさつ 各議会での知事あいさつの内容 pdf 随時 総務部財政課

116 行財政 ちば電子申請サービス利用状況
職員採用試験の申込みなどに係る電子申請サービ
ス利用状況

html 毎年 総務部情報システム課

117 行財政 運用状況（情報公開） 前年度に受け付けた行政文書開示請求の件数など pdf,html 年２回 総務部審査情報課
118 行財政 運用状況（個人情報保護） 前年度に受け付けた自己情報開示請求の件数など pdf,html 年２回 総務部審査情報課
119 行財政 個人情報取扱事務登録簿 本県の個人情報を取り扱う事務の状況 pdf 随時 総務部審査情報課
120 行財政 市町村税の概況 市町村の税に関する各種統計情報をまとめたもの pdf 毎年 総務部市町村課

121 行財政 市町村税の徴収状況等の概要
市町村の徴収業務の遂行に有益な資料や情報を
提供することを目的に、各団体の取り組み状況等を
まとめたもの

pdf 毎年 総務部市町村課

122 行財政 市町村別の徴収率の状況 各市町村の徴収率をまとめたもの xls,pdf 毎年 総務部市町村課

123 行財政
固定資産（土地）の基準宅地の価格につい
て

固定資産評価替えにおける基準宅地の価格 xls,pdf ３年 総務部市町村課

124 行財政 固定資産（土地）の提示平均価額について
指定市町村以外の市町村に係る土地の提示平均
価額

xlsx,pdf
３年

※H30以降
総務部市町村課

125 行財政 市町村当初予算（普通会計）の概要につい 市町村当初予算（普通会計）に関する資料 html 毎年 総務部市町村課

126 行財政
市町村普通会計決算・健全化判断比率（見
込み）の概要

市町村普通会計決算・健全化判断比率（見込み）に
関する資料

xlsx,pdf,html,jpeg 毎年 総務部市町村課

127 行財政 市町村普通会計決算カード 市町村の財政状況 pdf 毎年 総務部市町村課
128 行財政 一部事務組合等普通会計決算カード 一部事務組合等の財政状況 pdf 毎年 総務部市町村課
129 行財政 各市町村の財政状況資料集 市町村の総合的な財政情報 xlsx 毎年 総務部市町村課
130 行財政 普通交付税等の決定（市町村分）について 市町村の普通交付税の算定結果 xls,pdf,html,jpeg 毎年 総務部市町村課

6
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131 行財政 パブリックコメント実施状況
広く県民の声を聴くパブリックコメント制度の実施状
況や結果概要

html 随時 総合企画部報道広報課

132 行財政 タウンミーティング開催実績
平成26年度から現時点までのタウンミーティング開
催実績

html 随時 総合企画部報道広報課

133 行財政 インターネットアンケート調査結果
平成26年度から現時点までのインターネットアン
ケート調査結果

html 年4回 総合企画部報道広報課

134 行財政 広聴の概要 広聴事業の実績や、各種相談窓口の連絡先等 pdf 年1回 総合企画部報道広報課

135 行財政 県土整備部主要施策の概要
県土整備部が行っている主要施策をまとめた広報
資料

pdf 毎年
県土整備部県土整備政
策課

136 行財政 営繕工事に係る設計材料単価
営繕課が物価調査機関に委託した「建築資材価格
調査業務」の調査品目のうち、労務単価などを除外
した調査品目の単価

pdf 毎年 県土整備部営繕課

137 行財政
「県有建築物の耐震化整備プログラム」及
び「県有建築物の耐震化状況」

主要な県有建築物の耐震化状況等に関するデータ pdf 毎年 県土整備部施設改修課

138 行財政 財政収支状況報告 千葉港、木更津港に関する財政収支状況 pdf 年１回 県土整備部港湾課
139 行財政 港湾関係官公庁及び諸団体 関係団体の名称・住所・連絡先一覧 html 随時 県土整備部港湾課
140 行財政 港湾計画 千葉港、木更津港、名洗港の港湾計画書・港湾計 pdf,html 随時 県土整備部港湾課
141 行財政 東京湾沿岸海岸保全基本計画 東京湾沿岸海岸保全基本計画 pdf,html 随時 県土整備部港湾課
142 行財政 港湾施設の長寿命化計画 港湾施設の長寿命化計画 pdf,html 随時 県土整備部港湾課
143 行財政 千葉港長期構想 千葉港の長期構想 pdf,html 随時 県土整備部港湾課
144 行財政 千葉港の経済波及効果 千葉港の経済波及効果 pdf,html 随時 県土整備部港湾課

145 行財政 港湾施設の指定管理者

指定管理者を導入している港湾緑地について（各緑
地の情報・選定結果・管理運営評価）
※千葉ポートパーク、袖ヶ浦海浜公園、船橋港親水
公園、新港公園、潮浜公園、富津みなと公園、上総
湊港海浜公園、名洗港海浜公園、興津港海浜公園

html
原則年一

回
県土整備部港湾課

146 行財政 下水道事業関連行政資料
千葉県の下水道、千葉県の流域下水道、千葉県全
県域汚水適正処理構想

pdf 随時 県土整備部港湾課

147 行財政
千葉県流域下水道終末処理場における汚
泥等の放射性物質の測定結果

各流域下水道終末処理場における汚泥等の放射
性物質の測定結果

pdf 毎年 県土整備部下水道課

148 行財政 水道事業年報 各年度における上水道事業の各種実績 pdf 毎年
企業局管理部総務企画
課

149 行財政 千葉県企業局アンケート集計結果
千葉県営水道事業中期経営計画における基本目
標の遂行にあたり、お客様の意識を把握し、お客様
の声を反映させた事業を展開するための基礎資料

pdf 随時
企業局管理部業務振興
課

150 行財政 千葉県企業局　お客様の声（広聴結果）
「個別広聴」の集計分析結果及び企業局の対応状
況

pdf 毎年
企業局管理部業務振興
課

151 行財政 職員の給与に関する報告及び勧告 人事統計及び職種別民間給与実態調査の集計結 pdf 毎年 人事委員会事務局

152
司法・安全・環
境

犯罪発生情報
県内で発生した「ひったくり」「車上ねらい」などの発
生地・発生年月日・被害者の属性等を集計

csv 毎年
警察本部生活安全部生
活安全総務課

7
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153
司法・安全・環
境

消費生活相談の概要
県消費者センター及び県内市町村の相談窓口に寄
せられた消費生活相談を集計

pdf,html 毎年
環境生活部くらし安全推
進課

154
司法・安全・環
境

消費生活などのご相談窓口
消費者ホットライン（全国共通の相談電話）、千葉県
消費者センター、市町村の消費生活相談窓口の案

html 随時
環境生活部くらし安全推
進課

155
司法・安全・環
境

消防防災年報
県下消防防災体制および火災やその他の災害発
生状況、消防活動状況等

pdf 毎年 防災危機管理部消防課

156
司法・安全・環
境

千葉県環境白書
本県の環境の状況や環境保全に関する施策の実
施状況

pdf 毎年 環境生活部環境政策課

157
司法・安全・環
境

大気環境・過年度の測定結果
大気環境常時測定結果、光化学スモッグ発生状況
など

csv,xls,pdf,html 毎年 環境生活部大気保全課

158
司法・安全・環
境

羽田空港再拡張後の航空機騒音実態調査
結果

羽田空港D滑走路の供用開始(平成22年10月)によ
る航空機騒音の実態調査

pdf 予定無し 環境生活部大気保全課

159
司法・安全・環
境

PRTRデータの集計結果
環境中に排出等される化学物質の排出量・移動量
など

xls,pdf 毎年 環境生活部大気保全課

160
司法・安全・環
境

公共用水域水質測定結果データベース
公共用水域水質測定地点の一覧と、各地点の測定
結果

csv,pdf 毎年 環境生活部水質保全課

161
司法・安全・環
境

みどりの現況値 公園、緑地、森林、農地などの千葉県全体の現況 pdf 随時
県土整備部都市整備局
公園緑地課

162
司法・安全・環
境

これまでの放射性物質等の測定結果
水道水・原水・浄水場における汚泥の放射性物質
の測定結果

pdf 毎月 企業局水道部浄水課

163
司法・安全・環
境

水質検査結果
県企業局が管理する給水栓、浄水場における水質
検査結果

pdf 毎月 企業局水道部浄水課

164
司法・安全・環
境

千葉県石油コンビナート等防災計画　付属
資料編

石油コンビナート等特別防災区域の現況など pdf 随時 防災危機管理部消防課

165
司法・安全・環
境

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自
主測定結果

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき事業者か
ら県に報告された排ガス等の自主測定結果

pdf 毎年 環境生活部大気保全課

166
司法・安全・環
境

水準測定成果表
毎年1月1日の千葉県の水準点標高及び前年1月1
日の水準点標高との比較による変動量

xls,pdf 毎年 環境生活部水質保全課

167
司法・安全・環
境

千葉県レッドデータブック・リスト
絶滅の恐れのある希少動植物のデータ（植物編、
動物編）

pdf 概ね10年 環境生活部自然保護課

168
司法・安全・環
境

認定鳥獣捕獲等事業者台帳 認定鳥獣捕獲等事業者の認定事業者一覧 pdf 随時更新 環境生活部自然保護課

169
司法・安全・環
境

鳥獣の捕獲等許可申請窓口一覧 許可申請先一覧 html 毎年 環境生活部自然保護課

170
司法・安全・環
境

千葉県射撃場水質調査
射撃場及びその周辺における地下水・表流水の水
質調査

xlsx,pdf 毎月 環境生活部自然保護課

171
司法・安全・環
境

狩猟に関する問合せ窓口
自然保護課、各地域振興事務所地域環境保全課
問合せ先一覧

html
変更のあっ

た都度
環境生活部自然保護課
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172
司法・安全・環
境

狩猟免許申請書提出先一覧
自然保護課、各地域振興事務所地域環境保全課
問合せ先一覧

html
毎年（変更
のあった都

度）
環境生活部自然保護課

173
司法・安全・環
境

狩猟免許更新申請書類提出先一覧
自然保護課、各地域振興事務所地域環境保全課
問合せ先一覧

html
毎年（変更
のあった都

度）
環境生活部自然保護課

174
司法・安全・環
境

狩猟者登録窓口案内
自然保護課、各地域振興事務所地域環境保全課
問合せ先一覧

html
毎年（変更
のあった都

度）
環境生活部自然保護課

175
司法・安全・環
境

千葉県の温室効果ガス排出量
千葉県における温室効果ガス排出量、部門別内訳
及び推移等

pdf 毎年
環境生活部循環型社会
推進課

176
司法・安全・環
境

一般廃棄物に係る千葉県調査
資源ごみの公共収集や集団回収に対する助成等
の各施策等についての調査結果

xlsx 毎年
環境生活部循環型社会
推進課

177
司法・安全・環
境

清掃事業の現況と実績
一般廃棄物（ごみ・し尿）の排出量、処理内訳、ゴミ
のリサイクル及び一般廃棄物処理施設等

pdf 毎年
環境生活部循環型社会
推進課

178
司法・安全・環
境

産業廃棄物多量排出事業者処理計画等

産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物多量排出事
業者より提出のあった、当該年度産業廃棄物（特別
管理産業廃棄物）処理計画書及び前年度計画の実
施状況報告書について

pdf 毎年
環境生活部循環型社会
推進課

179
司法・安全・環
境

千葉県地球温暖化対策実行計画～
CO2CO2スマートプラン～

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方
公共団体実行計画（区域施策編）

pdf 随時
環境生活部循環型社会
推進課

180
司法・安全・環
境

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管
量及び処分量の見込み

毎年3月31日時点での千葉県内（千葉市、船橋市、
柏市を含む）におけるポリ塩化ビフェニル（PCB）廃
棄物の発生量、保管量及び処分量の見込み

html ―
環境生活部廃棄物指導
課

181
司法・安全・環
境

高濃度PCB廃棄物の保管実態
毎年3月31日時点での県及び県内自治体（千葉市、
船橋市、柏市を除く市町村）が管理する施設で保管
している高濃度ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物の

pdf,html ―
環境生活部廃棄物指導
課

182
司法・安全・環
境

高濃度PCB使用製品の所有実態
毎年3月31日時点での県及び県内自治体（千葉市、
船橋市、柏市を除く市町村）が管理する施設で所有
している高濃度ポリ塩化ビフェニル（PCB）使用製品

pdf,html ―
環境生活部廃棄物指導
課

183
司法・安全・環
境

第一種フロン類充塡回収業登録事業者一
覧

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関す
る法律に基づく第一種フロン類充塡回収業登録事
業者一覧

xls,pdf 年４回
環境生活部廃棄物指導
課

184
司法・安全・環
境

自動車リサイクル法関連事業者一覧
使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく
業者一覧

xls,pdf 年４回
環境生活部廃棄物指導
課

185
司法・安全・環
境

自動車リサイクル法に係る行政処分状況 自動車リサイクル法の規定による行政処分の一覧 pdf,html 随時
環境生活部廃棄物指導
課

186
司法・安全・環
境

ヤード適正化条例に基づく立入りについて
ヤード適正化条例に基づく立入検査件数、県内地
域別ヤード数等

html ―
環境生活部廃棄物指導
課
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187
司法・安全・環
境

県残土条例に基づく千葉県許可特定事業
場一覧表

残土条例に基づき許可を受けた特定事業場の一覧 pdf 四半期毎
環境生活部廃棄物指導
課

188
司法・安全・環
境

県残土条例の適用除外市町村一覧
市町村長からの申し出により県残土条例の適用を
除外された市町村の一覧表

html 随時
環境生活部廃棄物指導
課

189
司法・安全・環
境

残土条例関係の行政処分(許可の取り消し
など)

残土条例に基づく行政処分の一覧 pdf,html 随時
環境生活部廃棄物指導
課

190
司法・安全・環
境

登録廃棄物再生事業者名簿 廃棄物処理法に基づく登録事業者名簿 pdf 随時
環境生活部廃棄物指導
課

191
司法・安全・環
境

産業廃棄物処理業者名簿 （特別管理）産業廃棄物処理業の許可業者一覧 pdf 年１回
環境生活部廃棄物指導
課

192
司法・安全・環
境

優良産廃処理業者認定制度における優良
認定業者一覧

廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理に係る優良
認定業者名簿

pdf 随時
環境生活部廃棄物指導
課

193
司法・安全・環
境

廃棄物処理法関係の行政処分状況
廃棄物処理法の規定による一般廃棄物処理施設
や産業廃棄物収集運搬業等に係る行政処分の一

pdf 随時
環境生活部廃棄物指導
課

194
司法・安全・環
境

産業廃棄物収集運搬車両の路上調査結果
産業廃棄物の不法投棄等の不適正処理を未然に
防止するために年2回実施している産業廃棄物収
集運搬車両の路上調査の結果

html 年2回
環境生活部廃棄物指導
課

195
司法・安全・環
境

受付機関一覧｜産廃残土県民ダイヤル(産
廃110番)

産業廃棄物や残土の不法投棄に関する相談の受
付機関一覧

html 随時
環境生活部廃棄物指導
課

196
司法・安全・環
境

消費生活などのご相談窓口
消費者ホットライン（全国共通の相談電話）、千葉県
消費者センターの窓口の案内

html 随時
環境生活部くらし安全推
進課

197
司法・安全・環
境

県内消費者団体一覧 県内の消費者団体の案内 pdf,html 随時
環境生活部くらし安全推
進課

198
司法・安全・環
境

多重債務の相談窓口と相談先一覧
多重債務の相談窓口と相談先の案内
※生活困窮者自立支援制度相談窓口一覧は参考
として掲載

pdf,html 随時
環境生活部くらし安全推
進課

199
司法・安全・環
境

災害向け資金について
災害発生時に利用可能な資金の概要や問い合わ
せ先等

html 随時 農林水産部団体指導課

200
司法・安全・環
境

県産野生鳥獣肉の放射性物質検査結果
県内処理加工施設で加工される野生鳥獣肉の放射
性物質モニタリング検査結果

xls 随時
農林水産部農地・農村
振興課

201
司法・安全・環
境

県内処理加工施設で加工されるイノシシ肉
の放射性物質検査結果について

県内5つの処理加工施設で加工されるイノシシ肉の
放射性物質の全頭検査結果

xls 随時
農林水産部農地・農村
振興課

202
司法・安全・環
境

山地災害危険地区マップ 山地災害危険地区の位置、種類を記した図 pdf 随時 農林水産部森林課

203
司法・安全・環
境

千葉県の港湾ＢＣＰ（事業継続計画） 千葉県の港湾ＢＣＰ pdf,html 随時 県土整備部港湾課

204
司法・安全・環
境

千葉港の海水中の放射能測定
千葉港の一部の水域における放射性物質の測定
結果

xls,html 毎週 県土整備部港湾課

205
司法・安全・環
境

千葉港におけるヒアリトラップ調査結果につ
いて

ヒアリトラップ調査結果 html 県土整備部港湾課
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206
司法・安全・環
境

生産緑地地区決定状況 生産緑地の市町村別地区数・面積 html 随時 県土整備部公園緑地課

207
司法・安全・環
境

特別緑地保全地区一覧 特別緑地保全地区の一覧 html 随時 県土整備部公園緑地課

208
司法・安全・環
境

近郊緑地保全地区及び近郊緑地特別保全
地区一覧

近郊緑地保全区域及び近郊緑地特別保全地区の
地区名・面積

html 随時 県土整備部公園緑地課

209
司法・安全・環
境

風致地区一覧 風致地区の市町村別地区数・面積 html 随時 県土整備部公園緑地課

210
司法・安全・環
境

屋外広告業者登録一覧 屋外広告業者登録の一覧 pdf 毎月 県土整備部公園緑地課

211
司法・安全・環
境

工業用水浄水場における汚泥の放射性物
質及び空間放射線量の測定結果

工業用水浄水場における汚泥の放射性物質及び
空間放射線量の測定結果

xls,pdf 毎月
企業局工業用水部施設
設備課

212
司法・安全・環
境

工業用水浄水場における水質検査結果及
び汚泥、薬品等のデータ

工業用水浄水場における水質検査結果及び汚泥、
薬品等のデータ

xlsx 毎月
企業局工業用水部施設
設備課

213 社会保障・衛生 健康福祉情報の森 各種相談窓口、Q&Aなど html 随時
健康福祉部健康福祉指
導課

214 社会保障・衛生 ちば健康福祉ブック 各種相談窓口、制度紹介、関係団体一覧など pdf 毎年
健康福祉部健康福祉指
導課

215 社会保障・衛生 ちば福祉ナビ
県内の社会福祉施設等の名称、所在地、連絡先、
事業開始年月日、サービスの項目名など

html 毎月
健康福祉部健康福祉指
導課

216 社会保障・衛生 各種厚生統計調査 人口動態統計、合計特殊出生率、死因統計など xls,pdf,html 毎年
健康福祉部健康福祉指
導課

217 社会保障・衛生 衛生統計年報
人口動態、医療施設動態調査・病院報告、介護
サービス施設・事業所調査、感染症発生動向調査、
食中毒発生状況など

csv,xls,pdf,html 毎年
健康福祉部健康福祉指
導課

218 社会保障・衛生 健康情報ナビ
健康寿命ほか、健康施策の推進をサポートする各
種統計情報

xls,pdf 随時
健康福祉部健康づくり
支援課

219 社会保障・衛生 看護の現況 職種別、市町村別の看護職員数等 xls 2年ごと 健康福祉部医療整備課

220 社会保障・衛生 社会福祉施設等一覧表
介護サービス事業所、障害者総合支援法による事
業所を除く県内社会福祉施設の情報

xls,pdf 毎年
健康福祉部健康福祉指
導課

221 社会保障・衛生 特別養護老人ホーム一覧表 県内の特別養護老人ホームの一覧表 xls,pdf 随時
健康福祉部高齢者福祉
課

222 社会保障・衛生 養護老人ホーム一覧表 県内の養護老人ホームの一覧表 xls,pdf 随時
健康福祉部高齢者福祉
課

223 社会保障・衛生 軽費老人ホーム一覧表
県内の軽費老人ホーム（ケアハウス・A型）ホームの
一覧表

xls,pdf 随時
健康福祉部高齢者福祉
課

224 社会保障・衛生 有料老人ホーム一覧表 県内の有料老人ホームの一覧表 xls,pdf 随時
健康福祉部高齢者福祉
課

225 社会保障・衛生 看護師等学校・養成所一覧 県内の看護師等学校・養成所の一覧 html 随時 健康福祉部医療整備課
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226 社会保障・衛生 市町村ごとの障害者手帳所持者数 市町村ごとの障害者手帳所持者数 xls 毎年
健康福祉部障害者福祉
推進課

227 社会保障・衛生 県民健康・栄養調査 身体状況、栄養摂取状況、生活習慣 pdf 5年ごと
健康福祉部健康づくり
支援課

228 社会保障・衛生 千葉県生活習慣に関するアンケート調査 食生活、運動習慣、喫煙、飲酒などの状況 pdf 2年ごと
健康福祉部健康づくり
支援課

229 社会保障・衛生 子育てアンケート集計結果
各市町村の１歳６か月児の保護者を対象に実施し
たアンケート結果

pdf 毎年
健康福祉部子育て支援
課

230 社会保障・衛生 地域子育て支援拠点事業実施施設一覧
親子の交流や子育て相談ができる地域子育て支援
拠点事業の実施施設の名称、所在地、実施体制等

pdf 随時
健康福祉部子育て支援
課

231 社会保障・衛生 自立支援医療（育成医療）申請窓口一覧 市町村の自立支援医療（育成医療）担当窓口の一 pdf 随時 健康福祉部児童家庭課
232 社会保障・衛生 未熟児養育医療担当窓口一覧 未熟児養育医療の市町村担当窓口の一覧 pdf 随時 健康福祉部児童家庭課
233 社会保障・衛生 未熟児養育医療指定養育医療機関一覧 未熟児養育医療の県内指定養育医療機関の一覧 pdf 随時 健康福祉部児童家庭課

234 社会保障・衛生
各市町村の子ども医療費助成制度の助成
内容一覧

各市町村の子ども医療費助成制度の助成内容（助
成の対象年齢、自己負担額、所得制限など）

pdf 随時 健康福祉部児童家庭課

235 社会保障・衛生
千葉県特定不妊治療費助成事業指定医療
機関一覧

千葉県特定不妊治療費助成事業の県内指定医療
機関の一覧

pdf 随時 健康福祉部児童家庭課

236 社会保障・衛生
先天性代謝異常等検査の精密検査医療機
関一覧

先天性代謝異常等検査の精密検査受検可能な医
療機関の一覧

pdf 随時 健康福祉部児童家庭課

237 社会保障・衛生 不育症医療機関一覧
不育症についての相談・検査・治療のいずれかを実
施している医療機関の一覧

pdf 随時 健康福祉部児童家庭課

238 社会保障・衛生 妊娠に関する相談窓口一覧
妊娠に関する相談の概要及び窓口（市町村・県保
健所・県助産師会）の一覧

pdf 随時 健康福祉部児童家庭課

239 社会保障・衛生 児童相談所 県内児童相談所の位置・所管区域・連絡先等 html 随時 健康福祉部児童家庭課

240 社会保障・衛生 認知症身元不明者状況調査
市町村で保護された身元不明者のうち、保護時に
認知症と思われる高齢者の方について

pdf 毎年
健康福祉部高齢者福祉
課

241 社会保障・衛生
老人福祉施設整備費補助金に係る内示情
報

老人福祉施設整備費補助金に係る内示情報 （設置
主体、施設名称、設置予定地、定員等）

pdf 随時
健康福祉部高齢者福祉
課

242 社会保障・衛生 国民健康保険事業年報
本県の国民健康保険の事業状況（被保険者数、保
険給付、保険料（税）、財政収支等）

pdf 毎年 健康福祉部保険指導課

243 社会保障・衛生 国民健康保険病類別疾病統計
本県の国民健康保険の入院・入院外別の件数、点
数及び日数

xls,pdf 毎年 健康福祉部保険指導課

244 社会保障・衛生 病院名簿、診療所名簿、歯科診療所名簿 県内の医療機関名簿、詳細はちば医療なびで確認 pdf 3ヶ月毎 健康福祉部医療整備課
245 社会保障・衛生 歯科技工所一覧 県内歯科技工所一覧 pdf 毎年 健康福祉部医療整備課
246 社会保障・衛生 地域医療支援病院業務報告書について 地域医療支援病院一覧及び業務報告書 pdf 毎年 健康福祉部医療整備課

247 社会保障・衛生 病床機能報告（平成２６年度）
医療機関が有する病床（一般病床及び療養病床）
において担っている医療機能を自ら選択し、都道府
県に報告したもの

html 毎年 健康福祉部医療整備課

248 社会保障・衛生 介護老人保健施設一覧 介護老人保健施設の名称、所在地等 xls,pdf 随時 健康福祉部医療整備課
249 社会保障・衛生 千葉県立保健医療大学　入試結果 千葉県立保健医療大学　入学者選抜試験の結果 pdf 毎年 健康福祉部医療整備課
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250 社会保障・衛生 千葉県立保健医療大学　学生数調
千葉県立保健医療大学　月ごとの在籍学生数
毎年4月現在の学生数は大学ＨＰ（県ＨＰ内）で公開

html 毎月 健康福祉部医療整備課

251 社会保障・衛生
千葉県立保健医療大学　卒業生の就職進
学及び分野別就職状況

千葉県立保健医療大学　卒業生の就職進学状況 html 毎年 健康福祉部医療整備課

252 社会保障・衛生 千葉県立保健医療大学　国家試験合格率 千葉県立保健医療大学　国家試験の合格率 html 毎年 健康福祉部医療整備課
253 社会保障・衛生 後発医薬品にかかるアンケート調査 後発医薬品使用促進の取組み状況 pdf 随時 健康福祉部薬務課
254 社会保障・衛生 水質検査精度管理結果 検査結果、評価及び解析 pdf 年1回 健康福祉部薬務課

255 社会保障・衛生 建築物衛生登録業
営業者氏名・住所
営業所名・住所など

pdf 年１回 健康福祉部衛生指導課

256 社会保障・衛生 食肉衛生検査所事業概要 と畜・食鳥検査関係統計 pdf 毎年 健康福祉部衛生指導課

257 社会保障・衛生 介護サービス施設・事業所統計 介護サービスの提供体制、提供内容等 xlsx,pdf,html 随時
健康福祉部健康福祉指
導課

258 社会保障・衛生 医師・歯科医師・薬剤師統計
医師・歯科医師・薬剤師について、性、年齢、業務
の種別、従事場所及び診療科名（薬剤師を除く）等
による分布

xlsx,html 隔年
健康福祉部健康福祉指
導課

259 社会保障・衛生 医療施設調査・病院報告
医療施設（病院及び診療所）の分布及び整備の実
態を明らかにするとともに医療施設の診療機能を把

xlsx,html 毎年
健康福祉部健康福祉指
導課

260 社会保障・衛生 歯科保健実態調査
乳幼児・児童生徒のむし歯、歯磨き状況、間食の摂
取状況等

pdf
計画策定

年度
健康福祉部健康づくり
支援課

261 社会保障・衛生 健康ちば協力店
「健康ちば協力店」として登録された飲食店の一覧
（メニューの栄養成分表示、健康・栄養情報等の提
供、ヘルシーオーダー対応、たばこ対策等を実施）

html 随時更新
健康福祉部健康づくり
支援課

262 社会保障・衛生 感染症発生概要
県民への感染症についての正しい知識の普及及び
感染症の予防についての注意・喚起

html 毎月 健康福祉部疾病対策課

263 社会保障・衛生 認可保育所一覧
認可保育所の名称、所在地、定員数を掲載し、県民
に公開。

html 随時
健康福祉部子育て支援
課

264 社会保障・衛生 認定こども園一覧
認定こども園の名称、所在地、連絡先、定員数を掲
載し、県民に公開。

html 随時
健康福祉部子育て支援
課

265 社会保障・衛生 認可外保育施設一覧
認可外保育施設の名称、所在地、連絡先等を掲載
し、県民に公開。

html 随時
健康福祉部子育て支援
課

266 社会保障・衛生 病児保育事業実施施設一覧
施設の名称、所在地、実施体制等の届出内容を記
録し、職員が閲覧。

pdf 随時
健康福祉部子育て支援
課

267 社会保障・衛生 地域子育て支援拠点事業実施施設一覧
施設の名称、所在地、実施体制等の届出内容を記
録し、職員が閲覧。

pdf 随時
健康福祉部子育て支援
課

268 社会保障・衛生 保育士実態調査結果
保育士の確保・定着対策の検討のため、登録保育
士に対して実施した調査結果

pdf,html 未定
健康福祉部子育て支援
課

269 社会保障・衛生 児童厚生施設一覧
施設の名称、所在地、実施体制等の届出内容を記
録し、職員が閲覧

xlsx,html 随時
健康福祉部子育て支援
課

270 社会保障・衛生 子育て応援！チーパス事業　協賛店 登録している店舗やサービスの情報 html 随時
健康福祉部子育て支援
課
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271 社会保障・衛生 子育てアンケート集計結果
各市町村の１歳６か月児の保護者を対象に実施し
たアンケート結果

pdf 年１回
健康福祉部子育て支援
課

272 社会保障・衛生 障害者虐待防止センター
市町村及び千葉県の障害者虐待防止センターの電
話番号、FAX番号の一覧

html 随時
健康福祉部障害福祉事
業課

273 社会保障・衛生 環境衛生関係施設一覧
県内の理容所、美容所、クリーニング所、旅館の前
年度末時点での許可施設及び月ごとの許可施設の
一覧（千葉市、船橋市及び柏市を除く）

xlsx 毎月 健康福祉部衛生指導課

274 社会保障・衛生 食品営業許可施設一覧
県内の食品営業許可施設の前年度末時点での許
可施設及び月ごとの許可施設の一覧（千葉市、船
橋市及び柏市を除く）

xlsx 毎月 健康福祉部衛生指導課

275 社会保障・衛生 施術所一覧（あはき・柔道整復）
県内の施術所（あはき・柔道整復）の前年度末時点
での届出施設及び月ごとの届出施設の一覧（千葉
市、船橋市及び柏市を除く）

xlsx 毎月 健康福祉部医療整備課

276 社会保障・衛生 AED設置箇所一覧 自動体外式除細動器（AED）設置情報の一覧 pdf 随時 健康福祉部医療整備課

277 国際 県内の外国人数 市町村別、国籍別の外国人数・登録者数 xls,pdf 毎年 総合企画部国際課
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