
 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 秘書課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
庁内通知 庁内通知
広報・区民の声 区民の声処理依頼票

常～イントラネット用プリンター複合機
常～情報セキュリティ参考文書
常～イントラネットパソコンの運用に関する協議・届出
常～グループウエア
情報課通知
継～長期保存文書ファイル基準表
文書通知
ファイル基準表
公印印影印刷等承認申請及び処理台帳
常～個人情報保護
情報公開・個人情報保護通知
常～立案請求
継～目黒区政策法務連絡会議設置要領の制定
調査回答（東京都）
他区等からの通知・調査
継～職員カード
人事通知
事務分担・金銭出納員等任免
非常勤職員任用
飲食届
非常勤職員出勤簿・年次有給休暇簿・休暇簿
欠勤・遅参・早退届
常～通勤手当認定経路
非常勤職員報酬等支給仕訳書
旅行命令簿（宿泊）
旅行命令簿（即日帰庁）
給与通知
手当等支給仕訳書
研修案内
福利通知
安全衛生
会計課通知
契約課通知

公金取扱 継～会計課の金庫使用
継～秘書課所蔵美術品
継～物品名鑑
継～備品総括表
継～備品取扱説明書
継～備品・消耗品シール
継～東山魁夷「樹根」貸出し
継～絵画等寄贈の経緯
備品管理
平成３１年度補正１号
平成３１年度補正２号
令和２年度当初予算
財政課通知
予算要望書
予算変更申請書
歳入科目新設申請書
継～支出科目の取扱い
債権者登録申請書
予定額増減
年間契約納品書（生花・再生紙）
年間契約見積書・契約書
年間契約依頼
支出負担行為決定書
契約依頼書(５０万円未満）
契約決定
公共料金管理（区長車電話・NHK受信料）
支出命令
振替収支・科目更正
調定収入通知書
平成３０年度決算資料
平成３０年度定期監査
監査事務局通知
主要な施策の成果報告作成資料
常～区長車管理
常～区長職務代理
継～皇太子殿下・皇太子妃殿下結婚慶祝資料
継～組織改正
継～歴代四役名簿
FAX・コピー機修理レポート
食糧費の支出
その他の支出
レンタカー代・ガソリン代の支出
区長車運行業務報告書
車両管理確認日誌
FAX送受信レポート
郵便物受領証
区長初登庁資料

各種名簿等 常～新年のつどい等招待者名簿
区長見舞金 継～区長見舞金贈呈に関する内規

秘書課全般 秘書課庶務

人事

服務

給与

契約管理

予算執行

決算・監査

財務会計 財務会計全般

用品管理・備品管理

予算編成

秘書課 庶務・文書

情報システム

文書

例規・要綱

人事・給与

情報公開

予算管理

調査・回答（庁外）

研修・福利厚生
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 秘書課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～区長ホームページ
区長ホームページ更新申請
その他ホームページ更新申請
常～区長と管理職との懇談
継～施策情報研究会
区長施設訪問
常～秘書課所管条例等
常～秘書課所管要綱等改正
常～葬儀用花環の贈呈に関する内規
継～電報Ｄ－ＭＡＩＬ登録
継～葬祭用花環贈呈の見直し
訃報
生花代の支出
常～贈呈品支給基準
継～贈呈品受払簿
継～扇子（めぐろのさんま）資料
贈呈品支給申請書
常～資産報告書等の閲覧及び写しの交付に関する取扱要領
継～資産公開資料
継～資産公開（条例・規則）
継～資産公開（川崎市）
継～資産公開条例（広報めぐろ原稿）
継～資産公開条例（自治体資料）
継～長の資産等の公開に関する条例（例示）
継～資産等報告書記載要領
継～資産公開条例（都議会・委員会）
継～資産公開資料
継～長の資産公開条例（他の自治体）
継～長の資産公開条例・規則資料（立案請求）
継～長の資産公開条例（他の自治体）
報告書の作成・閲覧
常～交際費調査・検討資料
常～区長交際費支出基準
継～交際費に関する参考資料
継～交際費に関する参考資料
継～交際費に関する参考資料
交際費の支出
交際費支払証明書
交際費現金出納簿
交際費領収書
継～交際費公開請求資料
継～交際費開示請求
継～交際費監査請求
常～区議会議員等に係る葬祭料の贈呈に関する内規
常～葬祭料の支出
常～令和元年台風第１９号災害に係る義援金
常～寄付制度拡充検討資料
常～平成３０年７月豪雨災害・北海道胆振東部地震災害に係る義援金
常～平成２８年熊本地震災害に係る義援金
常～東日本大震災に係る義援金
常～遺言による寄付申出
常～寄付物件取扱基準
継～＜団体名＞寄付金返還
継～社会福祉協議会・事業団寄付取扱要領
継～寄付者への記念品受払簿
継～寄付者に対する感謝状贈呈基準
寄付ホームページ更新申請
ワンストップ特例制度
遺贈による寄付申し出
寄付　調査・回答
継～香取正彦記念館の寄付
継～寄附感謝状文例
継～＜会社名＞からの寄付金
現金寄付の納付書兼納入済通知書
物品の寄付
ふるさと納税の利用契約
遺贈による寄付
ふるさと納税の寄付
ふるさと納税申込書
現金の寄付
収納金収入報告書
社会福祉協議会への寄付
継～交通遺児に対する寄付
継～ユニセフに対する寄付
常～表彰状、感謝状及び褒状贈呈基準
常～目黒区表彰等取扱要領
継～吉川英治文化賞受賞者一覧
継～区長杯レプリカの受払簿
継～「小さな親切」実行章受章者一覧
区長杯レプリカの贈呈
表彰状等の授与
吉川英治文化賞
常～付属機関の構成員であった者に対する感謝状贈呈基準
継～感謝状文例

秘書課全般

ホームページ

会議・懇談会等

秘書課

表彰事務

寄附 寄附全般

寄附受領

区外団体への寄附

表彰事務全般

付属機関職員感謝

所管条例等

生花等の贈呈

葬祭料

贈呈品

交際費

長の資産公開 長の資産公開

交際費全般

交際費公開請求
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 秘書課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～青少年善行表彰受賞者一覧
継～成人善行表彰受賞者一覧
継～(社)日本善行会表彰規程
継～特別表彰善行金章・銀章受賞者一覧

寄附(続） 寄附内訳書 寄付内訳書
常～栄典事務に係る都からの通知
継～栄典事務の手引
継～区議会委員会構成
継～栄典関係事務提要（自治功労）
継～厚生省関係叙勲・褒章事務取扱要領
継～特旨叙位叙勲の伝達方法
継～叙勲・褒章・都知事表彰受章者一覧表
継～叙勲・知事表彰潜在候補者資料
栄典事務に係る調査

旧栄典事務 継～旧栄典事務提要
継～叙勲参考資料
継～叙勲申請（Ｓ６０～）
春秋叙勲（地方自治功労）候補者の推薦について
叙勲候補者（厚生労働省関係）の推薦
平成３１年秋の叙勲候補者（総務省関係）申請
高齢者叙勲潜在候補者数の調査
春秋叙勲（地方自治功労）に係る潜在候補者等に関する調査について
死亡叙勲・叙位申請
高齢者叙勲申請
常～紺綬褒章授与申請（平成２～）
常～紺綬褒章事務取扱要領
継～藍綬褒章授与推薦（昭和６０～）
継～褒章（昭和６０、平成２～５）
継～紺綬褒章事務取扱要領
常～各種感謝状の贈呈
常～＜団体名＞に対する感謝状の贈呈
継～外国人相談員（非常勤職員）に対する感謝状の贈呈
継～各種感謝状贈呈基準
継～目黒区議会永年在職議員に対する感謝状贈呈に関する内規（廃止）
継～目黒区議会永年在職議員に対する感謝状の贈呈（廃止）
常　区政功労表彰（平成２６年度）（退職教育委員）
継～区政功労者被表彰者一覧表（退職区議、行政委員、特別職）
継～区政功労者表彰基準（議員等）
継～区政功労者表彰式
継～行政委員等の選任通知
継～行政委員等の任期
特別区政功労者表彰
常～区民賞に関する要綱
継～特別区議会議員表彰規程
継～表彰等一覧
継～目黒区民賞
継～区民賞に関する要綱
継～区政功労者表彰要綱（周年記念行事）
継～青少年対策功労者・功労団体一覧
区民栄誉賞
常～各区名誉区民条例・資料、名誉都民通知
継～名誉区民（５３、５８、５９、６２、６３、元年度）
継～名誉区民選定委員会会議録（５８、５９、６２、６３、６４、H４）
継～名誉区民選定の手順
継～名誉区民選定に関する資料
継～名誉区民条例・施行規則
継～名誉区民の選定＜個人名＞
継～名誉区民候補者が選定中に死亡した場合の取扱（議会答弁）
継～名誉区民称号記式次第
継～名誉区民記章の見本
継～称号記・記章の制定
継～名誉区民表彰状見本
継～名誉区民記章カタログ
継～名誉区民写真ネガ
継～名誉区民名簿
継～名誉都民小伝
継～＜個人名＞資料

叙勲 継～＜個人名＞
都知事表彰 継～＜個人名＞
潜在候補者 継～＜個人名＞
叙位・叙勲あ行 継～＜個人名＞
叙位・叙勲か行 継～＜個人名＞
叙位・叙勲さた行 継～＜個人名＞
叙位・叙勲なは行 継～＜個人名＞
叙位・叙勲まやらわ行 継～＜個人名＞
その他死亡 継～＜個人名＞

秘書課

表彰事務

栄典事務 栄典事務全般

叙位・叙勲

褒章

名誉区民 名誉区民全般

称号記・記章・写真

名誉区民資料

区長感謝状 感謝状贈呈

（社）日本善行会

死亡者履歴書

栄典履歴書

区政功労表彰(特別)

区民賞
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