
 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 政策企画課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
事業概要
料金後納郵便差出票
システム管理運用基準及びセキュリティ実施手順
飲食届
常～危機管理対策（危機管理対策本部資料を含む）
常～職員危機対応訓練
政策企画課に係る金銭出納員･給与取扱者･収入通知者･物品出納員･供用者･
公印取扱主任
ホームページ更新
区民の声
プリンター保守
私物利用許可書
庶務担当課長会
庁内資機材利用申請
イントラネット用パソコン運用協議
情報公開・個人情報保護
廃案起案
文書通知
行政情報開示請求
訓令・要綱
立案請求書
常～引継予定表
常～保存文書の廃棄・長期保存文書の保存に関する協議
継～議会運営委員会資料
目黒区総合戦略等調査特別委員会
継～施設建設にかかる議会への報告の基準
継～事務事業執行にかかる議会への報告の基準
継～初当選議員勉強会
常～初当選議員勉強会
継～区長新年のあいさつ(平成７年～）
継～区長所信表明資料
常～区長所信表明
常～代表質問・一般質問答弁　３０年
常～代表質問・一般質問答弁　２９年
常～代表質問・一般質問答弁
人事通知
育休代替臨時職員の雇用
非常勤職員の任用
目標によるマネジメント制度
旅行命令簿
常～子の看護休暇確認票
出退勤時刻データ修正記録簿
子の看護休暇申請書
常～事務引継届
在庁理由入力記録簿
時差出勤利用申請書
給与減額免除申請書・欠勤届
企画職員通勤経路届出一覧
給与通知
法定調書
仕訳書超勤等確認簿
研修・福利・健康管理通知
研修案内
定期健康診断
被服貸与
福利厚生事業案内・互助会カフェテリアプラン利用手引き
継～公務災害・通勤災害保証請求の手引き・事故処理の手引き
安全衛生委員会
財務通知
常～財務通知
備品総括表・供用備品現在高調書
契約通知
契約依頼書・支出負担行為書・予定額増減書（含む　見積書・納品書）
支出命令書
当初予算議運資料
当初予算全議員説明会資料
平成３１年度補正１号予算
平成３１年度補正２号予算
令和２年度当初予算復活要求
令和２年度当初予算編成
令和２年度当初予算要求
当初予算編成通知
予算要望書
執行委任
科目更正
歳入調定
予算流用
予算執行計画
継～現金出納簿
継～税外収入徴収簿・現金出納簿（行革）
監査資料
決算・監査（調査・回答・通知）
行政監査
決算資料
主要な施策の成果報告書
常～企業との連携（通信会社）

決算・監査

企画共通 企画庶務

人事・給与 人事

服務

給与

研修・福利厚生

財務 財務全般

契約

予算編成

予算執行

政策企画課 共通 庶務

文書

例規・要綱

ファイル基準表(企画担
当)

区議会 区議会全般

区長所信表明

区議会一般質問
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 政策企画課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～区の歌に関する調査等
常～受動喫煙防止条例
常～所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
図柄入りナンバープレート
常～大学との連携
常～林試の森公園周辺の国有地
常～東京都事務処理特例
常～地上デジタル放送
政策会議室利用申込書
継～区のうた・新目黒音頭制定記録
継～区のうた制定
継～区民の日
継～区民憲章・シンボルマーク・区民の日制定経過
継～区民憲章・パネル
継～公の施設の区域外設置
継～施設の名称・愛称等について
継～担当部長・担当課長の新任事務等について
継～防犯カメラ設置基準
継～目黒区教育委員会への補助執行（芸文助成）
包括連携協定
常～企業との連携（コンビニ）
常～プラチナ構想ネットワーク
森林環境税（仮称）
常～企業との連携（損保）
常～企業との連携（製薬会社）
常～企業との連携（スポーツ）
常～企業との連携（警備会社）
常～調査・回答・通知
常～議会、政策決定会議等
常～国、他自治体資料
常～パブリックコメント
常～民泊対応検討会
常～２０２０アクションプラン検討部会会議録
常～準備担当部長会・課長会
常～通知・調査・回答
常～オリパラ推進本部
常～要綱・要領等
常～マイナポータル
常～社会保障・税番号制度
常～マイキープラットフォーム
番号（マイナンバー）制度対応検討会会議録
常～立案請求
調査・回答・通知（企画経営部）
調査・回答･通知（世論調査に関するもの）
調査・回答・通知（企画･総務を除く）
調査・回答・通知（総務部）
助成申請
調査･回答･通知（東京都）
調査・回答・通知（国・他団体）
常～構造改革特区資料
国家戦略特区通知
特別区全国連携プロジェクト
常～都区のあり方検討委員会
調査・回答・通知（特別区）
特別区の統計の編集に伴う調査
調査・回答（民間団体）
調査・回答（３年保存）
調査・回答（市役所事務機構に関するアンケート調査）
公共施設状況調査（都から通知）
公共施設状況調査（システム手順）
公共施設状況調査（所管へ依頼）
公共施設状況調査（都へ提出）
継～区政のつどい意見集約について（平成１５年度）
継～区政懇談会
常～平成３０年度　国・都への要望
常～平成２９年度　国・都への要望
常～平成２８年度　国・都への要望
常～２０２０年度　国・都への要望
常～平成３１年度　国・都への要望
常～令和３年度　国・都への要望
継～「区政のあゆみ」発行の打合せ
継～「区政の動き」リーフレット
付議要求に伴う審査・決定（印刷物等広告掲載運営委員会）
継～印刷物広告掲載サンプル資料
印刷物等への広告掲載にかかる調査・決定
印刷物広告掲載等業者募集
継～印刷物等広告掲載検討過程　要綱・基準制定
継～印刷物等広告掲載他区市の実施状況
常～会議（検討部会、作業部会、懇話会）
常～実施計画（地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金）
常～地域経済分析システム
アンケート調査
区報、ホームページ
通知・回答
常～政策決定会議の取り扱い
常～政策決定会議下部機関

政策決定会議等 政策決定会議

企画共通 企画庶務

住宅宿泊事業

オリンピック・パラリ
ンピック

マイナンバー制度

調査･回答･通知（目黒
区）

調査･回答･通知（東京
都）

調査・回答・通知(特別
区）

調査・回答（民間団
体）

公共施設状況調査

区政のつどい

国・都要望

「区政の動き」「区政
のあゆみ」
印刷物広告掲載

まち・ひと・しごと創
生

政策企画課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 政策企画課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～政策決定会議の電子化
政策決定会議　広報
政策決定会議付議
政策決定会議結果通知
政策決定会議開催通知
政策決定会議会議録（第２０回～　　　　）
政策決定会議会議録（第１回～第１９回）
常～庁議・政策会議・政策決定会議　議題一覧
常～政策経営委員会議題一覧
政策経営委員会会議録（第１回～第２０回）
政策経営委員会会議録（第２１回～　　　）
政策経営委員会付議及び開催
常～政策会議等全般
常～政策会議室の利用について
総合教育会議会議録等
目黒区教育に関する大綱
目黒区総合教育会議調整連絡会
総合教育会議調査・通知
継～施設建設計画の変更に係る庁義への付議基準
継～トップマネージメントの見直しについて
継～庁義付議事案の取扱い通知
継～庁議・政策会議　議題一覧（昭和６１年度～平成１２年度）
継～庁議規則改正
継～長期計画推進に係る担当者会議等の見直しについて
継～長期計画推進会議議題一覧
継～庁議下部機関活動状況調査
継～プロジェクトチーム要綱等
継～庁議下部機関図
継～目黒区庁舎問題検討委員会設置要綱
継～庁議下部機関設置要綱・構成員名簿（平成１２年度～）
継～庁議下部機関設置要綱・構成員名簿（旧）（平成７年度～１１年度）
継～庁議下部機関設置要綱・構成員名簿（旧）（～平成２年４月１日）
継～長期計画推進懇話会設置要綱
継～担当者会議見直し
長期計画推進に係る担当者会議要綱
常～長期計画推進に係わる担当者会議要綱の一部改正について（過年度分）
継～長期計画推進特別調査員・専門調査員
常～付属機関等に関する基準・調査・通知
継～付属機関等の構成員及び選出方法の基準についての見直し
継～付属機関等に関する会議の公開及び会議録の公開に関する
継～付属機関全般
継～付属機関委員等への労働組合関係者の選任
継～付属機関のあり方に関する資料
継～公募委員に関する調査結果
継～付属機関等委員報酬・謝礼
継～付属機関等の条例・要綱
継～区議会議員の報酬等について
継～官公署職員の報酬等について
付属機関の報酬等に関する協議・回答
継～付属機関等の構成員及び選出方法の基準についての見直し（検討経緯・結
果）
付属機関等の予算及び構成員等に関する調査
継～付属機関等の設置状況及び構成員内訳（昭和６０年度～平成１２年度）
継～付属機関等の予算及び構成員等に関する調査（平成１７年～）
常～付属機関等に関する調査
付属機関等の委員の改選結果
行財政運営基本方針
部局別政策課題調査
常～行財政運営基本方針
継～各部局重要課題に対する政策調整会議の意見（平成５年度～）
継～行財政運営基本方針策定　基礎資料集
継～行財政運営基本方針策定要綱
継～地域生活環境指標集
継～行政指標集
継～特別区の指標
継～２３区比較データマップ
継～行政指標の整備
継～「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」及び「公益法人等の設
立と委託の方向について」について
財団法人等連絡会
継～「公益法人の設立許可及び指導監督基準」及び
継～公益法人等の概要
継～財団法人等連絡会議題一覧
継～財団法人等連絡会設置要綱
継～区長庁内放送実施要領
継～区長庁内放送原稿
継～区長庁内放送他区調査

管理職区政説明会 継～管理職区政説明会要領
継～プロジェクトチーム
継～政策研究
継～ボランティア
継～メグるれろ
継～職員の施設見学会
継～職員の地域参加全般
継～東京都ボランティア・非営利団体の活動促進に関する懇談会
継～目黒区面積修正・住区町丁別面積測定地図・面積修正 面積修正

付属機関等 付属機関等全般

付属機関等調査

行財政運営基本方針 行財政運営基本方針全
般

行政指標

財団法人等連絡会 財団法人等連絡会

組織の活性化 区長庁内放送

横断的な行政課題検討

職員の地域参加

政策決定会議等 政策決定会議

政策経営委員会

政策会議等全般

総合教育会議

庁議 庁議全般

庁議下部機関

長期計画推進に係る担
当者会議

政策企画課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 政策企画課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～東京都区市町村別の面積修正に伴う住区・町丁別
継～東京都区市町村の面積について（都通知）
継～旧施設配置図
継～街区域及び基礎番号の変更
継～地図情報（平成８年度～）
継～白地図
継～目黒区施設配置図作成
継～他部署・他区市町村等の地図

施設計画現況全般 継～施設計画現況区外
継～施設計画現況菅刈住区
継～施設計画現況東山住区
継～施設計画現況駒場住区
継～施設計画現況烏森住区
継～施設計画現況下目黒住区
継～施設計画現況中目黒住区
継～施設計画現況田道住区
継～施設計画現況不動住区
継～施設計画現況油面住区
継～施設計画現況鷹番住区
継～施設計画現況上目黒住区
継～施設計画現況五本木住区
継～施設計画現況碑住区
継～施設計画現況大岡山東住区
継～施設計画現況向原住区
継～施設計画現況原町住区
継～施設計画現況月光原住区
継～施設計画現況自由が丘住区
継～施設計画現況東根住区
継～施設計画現況八雲住区
継～施設計画現況中根住区
継～施設計画現況大岡山西住区
継～「制度改革の実現を祝うつどい」の開催
常～都区制度
継～特別区制度改革における主要課題
継～東京都区長委任条項の廃止について（都広報）
継～都区制度改革実施大綱
継～経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３（骨太の方針第３弾）
常～第９次地方分権一括法
継～第二次東京都地方分権計画（中間のまとめ）
継～第二次東京都地方分権計画（中間のまとめ）別冊参考資料(案）
継～第二次東京都地方分権計画に対する意見
継～第二次東京都地方分権計画の調整案
継～第二次東京都地方分権推進計画
継～地方分権・議会委員会等資料
継～地方分権一括法関係
継～地方分権改革推進会議資料
継～地方分権関連資料（法律・政令等）
継～地方分権関連通知資料
調査・回答
常～地域主権改革資料
常～第８次地方分権一括法
常～第７次地方分権一括法
常～第６次地方分権一括法
継～第一次東京都地方分権推進計画
常～特別区統計情報システム
常～決算委員会用人口統計資料
常～予算委員会用人口統計資料
常～人口動態推計調査（住記活用）
常～居住年数別・男女別人口集計
常～転入・転出世帯の形態・所得階層・世帯主の年齢調査
人口統計リスト出力日程
ホストシステム処理
継～人口推計の経過と結果（H１２基本計画改定用）
継～ＴＷＡＩＮ人口推計Ｅｘｃｅｌシートの使用法
継～特別区統計情報システム説明会
常～契約依頼、提供データ等
常～国勢調査に基づく人口・世帯推計：公表用、内部用
常～人口・世帯推計（資料）
常～国勢調査基本単位区別集計
常～国勢調査に基づく人口・世帯推計：町丁別推計表（コピー用）
継～IT・電子政府への取組・交付金等
継～長期計画区職員研修レジメ
継～長期計画職員広報
継～長期計画等有償販売
まち・ひと・しごと総合戦略の評価に関する意見交換会（５年保存）
ＳＤＧｓへの取組（５年保存）
継～目黒区地域づくり推進事業計画
継～目黒区基本構想の告示文
継～補助計画一覧表
継～「東京構想２０００(仮称）」の策定について
継～市町村合併資料
継～首都圏整備計画・首都圏事業計画
継～住環境整備等事業要綱（建設省所管）
継～新税の検討資料
継～長期計画関連通知（国・都）
継～土地政策（方針・重点施策・推進要綱）

人口推計 国勢調査に基づく人口
推計

長期計画 長期計画全般

長期計画国・都通知

地図・面積修正 面積修正

施設配置図

施設計画現況
施設計画現況北部

施設計画現況東部

施設計画現況中央

施設計画現況南部

施設計画現況西部

特別区制度改革 記念事業

地方分権 地方分権

統計 人口統計全般

ホストシステム処理

ＴＷＡＩＮ

政策企画課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 政策企画課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～生活都市東京構想
継～生活都市東京の創造重点計画
基本構想改定
継～長期計画審議会条例・規則
継～長期計画改定資料
継～長期計画改定に関する区民等意見・要望検討結果等
継～長期計画改定に関する基本方針・基本計画・実施計画改定要領
継～長期計画・他区の状況
継～基本構想の策定及び告示（原義）
継～「市町村計画書策定方法研究報告」
継～基本構想・基本計画のあらまし
継～基本構想素案・基本計画改定素案・実施計画に対する意見要望及び検討結
果
継～長期計画改定広報
継～長期的課題への取り組み
継～目黒区基本構想に関する検討の結果(答申）
長期計画審議会（５年保存）
会議公開
継～長期計画審議会委員の委嘱・諮問
継～長期計画審議会委員名簿
常～長期計画審議会
基本計画（平成２２～３１年度）冊子
常～基本計画改定全般
常～基本計画改定地域説明（まちづくり懇談会等）
常～基本計画改定に係る区民意見
常～改定基本計画（２２-３１）作成・事務説明会
常～実施計画施設建設費等単価
常～実施計画改定全般
常～実施計画改定所管案（２７～３１年度）
常～実施計画事務説明会
常～実施計画改定原案所管修正案
常～実施計画事業ヒアリング
常～実施計画改定原案
常～実施計画改定素案議会報告
常～実施計画改定素案所管修正案
常～実施計画改定素案政策決定会議
常～実施計画改定素案パブリックコメント
常～実施計画改定素案Ｑ＆Ａ
常～実施計画改定素案（パブコメ原本）
常～区民と区長のまちづくり懇談会
常～実施計画改定案 議会報告
常～実施計画改定案 政策決定会議
常～実施計画改定案所管確認
常～実施計画製本・印刷・配布
常～実施計画めぐろ区報
常～実施計画完成版
常～予算特別委員会資料
常～決算特別委員会資料
常～実施計画事業執行状況

区政に対する意識調査 常～区政に対する意識調査
継～沿道整備資金貸付要領
継～区施設延床面積の考え方
継～公園
継～自動車車庫に係る法的制約
継～余裕教室活用整備費補助
継～二中跡地教育施設
継～特別支援教育
継～東山小学校地域建築計画
継～地域における区立学校のあり方について答申
継～小学校統廃合
継～原町小学校暫定利用（南部地区ＳＯ）
継～施設確保空き教室校地活用
継～六中跡地施設
継～緑ヶ丘小学校改築
継～幼保一元化
継～目黒中央中学校
継～放課後対策
継～碑小学校（地区プール・南部地区ＳＯ）改築計画
継～区立幼稚園のあり方
継～区立中学校の適正化規模・適正配置(答申）
継～区立第六中学校の保全
継～区立学校耐震診断・耐震補強工事
継～区立学校空き教室に関する所管要望
継～教育人口推計（区立小・中学校）
継～宮前小学校用地・教室活用計画（八雲保育園改修）
継～学校施設複合化
継～学校緊急情報等連絡システム
継～学校給食調理業務委託
継～学校環境改善３ヵ年集中プラン
継～めぐろ学校教育プラン
継～「空き教室」利用計画
継～学校教育・学校施設に関する答申
継～完全学校週５日制に向けた取り組みについて
継～区立学校の開放促進
継～芸術文化の振興
継～こども・青少年担当者会議

実施計画 実施計画改定全般

実施計画改定着手

実施計画改定原案

実施計画改定素案

実施計画改定案

実施計画

実施計画執行状況

長期計画個別施策全般

長期計画教育文化 学校教育

生涯学習・学校関係

長期計画

長期計画調査回答資料
送付

長期計画改定 長期計画改定全般

広報公聴

長期計画審議会 長期計画審議会全般

基本計画 基本計画全般

政策企画課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 政策企画課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～生涯学習センター機能の確保
継～生涯学習実施推進計画
継～生涯教育の推進答申・報告
継～社会教育委員の会議答申（平成８年１２月）
継～めぐろパーシモン・ホール
スポーツ推進計画
継～大橋図書館改築工事
継～中央体育館
継～中央地区社会教育館整備検討委員会
継～中目黒駅前図書館跡地暫定利用計画
継～都立大跡地総合文化センター実施設計
継～歴史と文化の散歩道事業(東京都）
継～目黒区立八雲中央図書館
継～目黒区図書館の基本構想
継～日本近代文学館と区長との懇談
継～図書館情報システム方針
継～図書館の整備（中央館の新設）
継～守屋教育会館の整備
継～守屋教育会館の機能拡充検討委員会
継～子どもの放課後等居場所づくり検討会議
継～芸術文化スポーツ振興財団(仮称）の設立
継～駒場野公園拡張用地
継～都立大跡地総合文化センター全体計画
継～めぐろ芸術文化振興プラン
継～区民交流プラザ検討会議
継～コミュニティ懇話会の答申
継～コミュニティ活動支援の具体的方策について
継～地区サービス事務所の整備
継～住民会議への対応について
継～コミュニティ施策の現状と今後の方向
継～「区民自然の村」の見直し
継～目黒銀座会館改築に係る要望
継～保養所
継～緊急地域雇用創出特別補助事業
継～三田フレンズ（三田地区店舗施設）
継～目黒区産業政策区民会議
継～自由が丘中心市街地活性化
継～就業相談窓口事業
継～商店街の整備に関する検討結果
継～商店街振興プラン
継～中小企業制度融資の制度について
継～消費生活基本条例
継～消費者行政懇談会
継～観光ビジョン
継～観光の活性化の推進
継～めぐろプログレス
継～産業振興ビジョン

戸籍・住民記録 継～戸籍システム開発
継～社会福祉施設整備補助要綱
継～保健医療福祉計画・介護保険事業計画
継～健康福祉全般
継～健康福祉行財政運営基本方針策定に係る重要課題
継～健康福祉空き教室資料
継～健康福祉ボランティア活動調査
継～保健福祉サービス苦情解決制度
継～保健福祉サービス事務所のあり方
継～目黒区保健福祉情報システム
継～東京都福祉改革
継～社会福祉基礎構造改革
継～地域福祉計画（計画期間：１５年度～１９年度）
継～健康づくりに関する調査報告書
継～目黒区保健医療計画
継～東京都区西南部保健医療圏地域保健医療計画
継～食育の推進
継～健康危機管理
継～健康めぐろ２１
継～健康づくり基本方針
継～目黒区母子保健計画
継～保健衛生・保健所
継～保健衛生部・保健所リハビリ検討会報告
継～訪問看護ステーションの整備
継～訪問指導の拡充
継～老人保健施設の整備
継～かかりつけ医に関する調査報告書
継～救急医療体制の整備
継～健康センターの設置
継～在宅保健医療事業等検討会
継～精神障害者グループホームの整備
継～精神障害者共同作業所
継～精神障害者地域生活支援センター
継～介護サービス評価
継～介護保険事業計画
継～認知症高齢者グループホーム
継～公的介護保険
継～地域包括支援センター
継～介護保険料

長期計画コミュニ
ティ・産業経済

豊かなコミュニティの
形成

区民保養施設

産業経済

長期計画健康福祉 健康福祉全般

福祉計画

健康計画

健康推進

介護保険

長期計画教育文化

生涯学習・学校関係

生涯学習・学校関係そ
の他の施設

政策企画課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 政策企画課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～中町老人いこいの家改築
継～特別養護老人ホームの整備
継～大橋老人いこいの家
継～上二老人いこいの家
継～高齢福祉
継～権利擁護センター
継～一人暮らし高齢者等
継～ホームヘルプサービスのあり方
継～シルバー人材センター分室機能
継～シルバー人材センター
継～ゴールドプラン
継～ケアハウス
継～ふれあい工房（授産場）のあり方
継～老人いこいの家の配置のあり方
継～認知症高齢者対策
継～中根ふれあい工房
継～障害者自立支援法
継～障害者乗馬
継～地域デイグループ事業
継～鉄道駅舎昇降機整備支援
継～東が丘一丁目障害者福祉施設（仮称）等整備基本構想
継～東が丘一丁目障害者福祉施設等整備（特別区人事厚生事務組合・厚生部
長用資料）
継～東が丘一丁目障害福祉施設（仮称）等整備（関東財務局用資料）
継～支援費制度
継～交通バリアフリー推進基本構想
継～しいの実社用地（旧交通局跡地）の利用計画
継～しいの実社
継～「目黒さくら作業所（旧第六出張所）」跡用地等の利用
目黒本町障害福祉施設
継～知的障害者通所授産施設
継～知的障害者生活寮
継～第三次障害者行動計画
継～心障センター
継～障害福祉
継～障害者福祉住宅
継～障害者入所施設の確保
継～幼児療育通所事業（すくすくのびのび園）
継～東が丘福祉工房改築
継～福祉のまちづくり整備基準
継～福祉の店「あみい」
継～「目黒区における児童館・学童保育クラブの新展開」の基本的方向
継～学童保育クラブ
継～東根荘（母子生活支援施設）の移設
継～東根学童保育クラブ設置工事
継～田道小学校内への学童保育クラブの整備
継～中根小学校内学童保育クラブの整備
継～中根学童保育クラブ（宮前学区域移設）
継～鷹番学童保育クラブ
継～少子化対策臨時特例交付金申請
継～次世代育成
継～児童関係施策検討委員会児童福祉問題審議会報告
継～子ども条例
継～子ども家庭支援計画
継～子ども家庭支援センター
継～「保育料のあり方」について
継～保育全般
継～保育所待機児童解消計画
継～保育園民営化
継～保育園の整備
継～八雲保育園の改修
継～保育料のあり方について
継～東山保育園の改築
継～第二田道保育園
継～双葉保育園改修計画
継～上目黒保育園改修
継～上目黒一丁目文化公益施設
継～原町保育園の改修
継～認証保育所
継～あいネットプランⅡ（第二次目黒区地域福祉活動計画）
継～路上生活者対策事業
継～地域福祉活動計画（あいネットプラン）
継～公益質屋廃止に伴う跡施設利用
総合治水対策基本計画
継～用途地域の見直し
常～都市計画全般
都市整備部組織改正
継～ＲＥＰＩＳ
継～開発許可調整会議
継～街づくり条例・都市計画マスタープラン
継～街づくり条例分科会
継～建築､開発行為に対する指導のあり方検討会
継～交通バリアフリー推進基本構想
継～国土利用計画法
継～青葉台一丁目地区街づくりガイドライン
継～総合型Ｇ・Ｉ・Ｓシステム

高齢福祉

障害福祉

子育て支援

保育

その他福祉

長期計画環境･都市整備 都市計画全般

長期計画健康福祉

政策企画課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 政策企画課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～大規模建築物の建築にかかる住環境整備と紛争予防に関する規程の整備
継～都市計画マスタープラン策定作業部会
継～都市計画施設及び街づくり構想位置図
目黒区景観計画
継～学芸大学駅周辺地区整備構想
空家等対策検討調整会作業部会
継～自由が丘駅周辺地区整備構想
継～大岡山周辺地区整備構想
継～都市整備全般
継～都立大学駅周辺地区整備構想
継～防災都市まちづくり推進計画(東京都)
継～木造住宅密集地域整備事業
継～目黒線沿線地域の整備
継～林試の森周辺地区防災まちづくり計画
継～三田地区の整備
常～西小山街づくり整備構想
目黒本町五丁目地区都市防災不燃化促進事業
目黒駅周辺地区整備構想
中目黒駅周辺地区整備構想
大橋一丁目地区整備構想
継～中目黒駅周辺地区整備構想策定調査報告
継～都営上目黒一丁目アパートの区移管
継～中目黒駅周辺地区整備構想
継～上目黒二丁目地区市街地再開発事業
継～上目黒一丁目文化・公益施設検討委員会
継～上目黒一丁目地区市街地再開発事業連絡調整会議
継～上目黒一丁目地区市街地再開発事業
継～国土利用計画・再開発資料
継～公園パンフレット
継～公園運営管理
継～みどりの散歩道整備
継～みどりのまちなみ助成
駒場公園の文化財保存・修復計画
継～緑化地区指定
継～緑化センターの整備
継～目黒区緑の基本計画
継～農地に係る基本方針
継～生産緑地
継～植樹運動の推進
継～自然環境基礎調査
継～公共施設の緑化の手引き
継～公園配置図
継～公園整備計画
継～駒場野公園拡張計画連絡会
継～放置自転車対策の推進
継～法定外・法定公共物
継～目黒区交通安全計画
継～目黒川ウォーターフロント構想（ふるさとの川モデル事業）
継～目黒川総合環境整備の推進
継～八雲地区コミュニティゾーン形成事業
継～道路交通政策全般
継～東横線･大井町線連続立体交差事業
継～都市高速道路中央環状品川線
継～都市計画道路の第二次事業化計画
継～電線類地中化
継～中央環状新宿線計画
継～公共駐車場の整備
継～駒沢住宅区長要望連絡会資料
継～区部における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）
継～安全で快適なまちづくり（狭あい道路拡幅整備事業）
継～コミュニティ道路
継～コミュニティバス
継～目黒線(目蒲線）連続立体交差事業
常～自転車集積所の整備
法定外公共物の用途廃止・処分取扱い
継～エイトライナー
住宅政策全般
継～目黒本町四丁目アパート(仮称)改築
高齢者福祉住宅の整備
継～目黒区住宅白書
目黒区住宅マスタープラン
継～東京都住宅マスタープラン改定
継～借上型区民住宅制度
継～区営住宅
継～目黒区公営住宅ストック総合活用計画
継～目黒区における震災対策の課題等に係る調査結果(土木･環境建築･教育委
員会以外)
継～目黒区における震災対策の課題等に係る調査の結果(土木・環境建築・教育
委員会)
継～防災対策事業関係資料
継～防災拠点
継～復興まちづくり資料
継～東京都復興計画
継～東京都復興マニュアル（検討）
継～地域防災計画(修正）
継～震災復興計画(復興マニュアル等）の検討

道路･交通体系

住宅

防災

長期計画環境･都市整備 都市計画全般

地区別整備計画

再開発事業

公園･緑化

政策企画課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 政策企画課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～目黒区震災復興マニュアル策定
継～震災復興マニュアル
継～環境教育学習及び啓発推進計画」
継～環境清掃全般
継～環境清掃部事業概要
継～清掃事業
継～東京都環境計画
継～目黒区環境標準
継～目黒区環境保全行動指針
地球温暖化対策
継～ISO
継～エコアクションプログラム
継～エコプラザ
継～ポイ捨て防止などまちの環境美化に関する条例
継～リサイクル推進計画
継～環境基本計画
継～環境基本条例、環境基本方針
継～施設保全管理
継～地方分権改革
継～男女平等全般資料
継～第二次施設問題プロジェクト報告
継～住民基本台帳ネットワークシステム
継～施設の多目的利用打合会議報告
継～住区サービス事務所の見直しについて（中間報告）
継～具体化計画（行財政・男女平等）
継～個人情報保護条例
継～国際化推進
継～電子自治体
継～地区サービス事務所所掌事務･名称･条例関係
継～地区SOへの移行計画案､拠点確保考え方
継～地区サービス事務所見直し､コミュニティ懇答申具体化考え方検討経過議会
報告
継～新ｻｰﾋﾞｽ拠点検討課題・ｽｹｼﾞｭｰﾙ
継～新サービス拠点標準面積調査含む気積資料､福祉環境備要綱
継～新サービス拠点配置庁議報告
継～新サービス拠点政策調整会議報告
継～行政サービス拠点問題検討部会
継～行政サービス拠点､地域福祉第二次拠点在り方
継～住区サービス事務所見直しまち担報告
継～拠点確保北部地区
継～拠点確保南部地区
継～拠点確保東部地区
継～拠点確保中央地区
継～拠点確保西部地区
継～庁舎移転に伴う地区Ｓ.Ｏ、行窓の設置見直し
継～新サービス拠点整備調整会議(第４５回~)
継～新サービス拠点整備調整会議(第４１回~)
継～新サービス拠点整備調整会議(第３５回~第４０回)
継～新サービス拠点整備調整会議(第２８回~第３４回)
継～新サービス拠点整備調整会議(第２２回~第２７回)
継～新サービス拠点整備調整会議(第１回~第４回)
継～新サービス拠点整備調整会議(第２１回)
継～新サービス拠点整備調整会議(第９回･第１０回)
継～新サービス拠点整備調整会議(第５回~第８回)
継～新サービス拠点整備調整会議(第１７回~第２０回)
継～新サービス拠点整備調整会議(第１３回~第１６回)
継～新サービス拠点整備調整会議(第１１回･第１２回)
継～サービス事務所見直し意見要望職員団体
継～地区サービス事務所への移行に関する説明会等の実施状況
継～サービス事務所見直し･コミュニティ方針案説明会
継～サービス事務所見直し質問・答弁代表質問･一般質問
継～サービス事務所見直し意見･要望会派､住民会議､区民の声
継～住民票･印鑑登録証明自動交付機､受付箱
継～補完窓口
継～田道･下目黒住区区域変更に伴う面積調整
継～生圏計画改定･コミカル作成経過
継～生活圏域別施設整備状況決算特別委員会資料（１０月１日）現在
継～生活圏域整備計画現況調査
継～生活圏域整備計画の進行管理について
継～生活圏域区画設定
継～住区域と管轄区域との調整

生活圏域整備計画見直
し

常～見直しの必要性の検証

継～コミュニティカルテ経過報告(北部･東部･中央地区)
継～コミュニティカルテ経過報告(南部･西部地区)
継～コミュニティカルテの評価
継～コミュニティカルテに係る区の取組態勢について
継～コミュニティカルテ(北部･東部･中央地区)
継～コミュニティカルテ(南部･西部地区)
継～カルテ取扱状況所管検討結果
継～コミュニティカルテ東山住区(会議録)
継～カルテ経過報告および取扱区分
常～国有財産管理調査センター
常～用地利用計画
不動産貸付等一覧
継～用地利用手続(用地の利用全般)

生活圏域整備計画

コミュニティカルテ

用地の利用 用地の利用全般

防災

環境清掃

長期計画行政・財政 行政全般

新サービス拠点 新サービス拠点全般

新サービス拠点

新サービス拠点整備調
整会議

新拠点議会審議､住民参
加

新サービス拠点検討資
料

長期計画環境･都市整備

政策企画課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 政策企画課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～用地利用資料
継～用地利用計画一覧
継～用地利用計画（取得不調）
継～用地利用計画（取得手続中）
継～用地利用計画（取得検討中）
継～用地利用計画(政策会議・政策調整会議･庁議への協議)
継～用地等の寄付申し出
継～用地情報事務処理手続改善
継～未利用地（議会報告・関連資料）
継～包括外部監査（未利用地）
継～平成１７年度区管理用地
継～土地開発公社事業報告書･資金計画(用地利用全般)
継～土地開発公社
継～都市計画図､都市計画施設図
継～施設建設にかかる議会への報告について
継～公示地価一覧(用地の利用全般)
継～区内各施設パンフレット
継～区取得用地(土地売却処分)検討基準
継～区議会、委員会資料（未利用地）平成１６年度～
常～目黒区行革計画の取組状況報告
常～用地利用資料
常～国民年金中央会館こまばエミナース
継～用地情報一覧・地図
継～用地資料
継～国有地等情報
継～国有財産取得費に関する資料
常～用地情報
常～用地情報(平成２５年度）
継～用地情報（処分保留分）
常～上目黒五丁目寄付物件（遺贈）
常～大岡山一丁目寄付物件（遺贈）
常～用地情報
常～用地情報(２６年度）
常～公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出
継～用地情報受付件数
継～駒沢住宅政策会議・議会報告資料
継～東山小学校急増対策
継～東山保育園仮設園舎用地について
継～区民等からの要望書
継～政策決定会議付議要求
継～東山２期用地国有財産審議会
継～東山公務員宿舎「２期用地」対策協議会
継～用地取得要望書
継～議会委員会資料
継～関東財務局との打合せ
継～近隣住民説明会
常～氷川荘
常～上目黒シルバー作業所跡施設
常～大橋ジャンクション駆体内
常～大橋図書館跡地
常～大橋二丁目団地
継～旧朝倉邸調査報告書
継～旧朝倉邸用地
継～駒場一丁目首都高速道路公団跡地周辺用地
継～駒場火災跡地
継～駒場三丁目用地（道路拡張用地）
継～駒塲三丁目（東大用地）都市緑地用地
継～青葉台四丁目緑地用地
継～東大駒場２団地
常～東山公園拡張計画
常～東山住区センター
継～下目黒五丁目用地利用計画（街かど公園）
継～下目黒三丁目用地利用計画（隣地も含む）
常～下目黒二丁目用地（万有製薬跡地）
継～薬師湯跡地利用計画
継～目黒二丁目用地
継～目黒銀座会館用地
継～中目黒三丁目旧公益質屋跡用地
継～総合庁舎東側用地利用計画
継～総合庁舎１階東側区民ｽﾍﾟｰｽ（旧ﾗｳﾝｼﾞ利用計画）
継～千代田生命保険相互会社本社
継～清掃工場還元施設（田道ふれあい館）
継～上目黒二丁目用地利用計画（木賃住宅）
継～上目黒二丁目用地（伊勢脇公園拡張用地）
継～上目黒二丁目市街地再開発文化公益施設
継～上目黒一丁目用地利用計画
継～上目黒２丁目用地（道路整備）
継～区民センター１階（区役所前共同ビル）
継～旧清水小売市場
継～下目黒二丁目用地利用計画
継～ボウリング場跡地施設利用計画
継～勧業グランド（陳情・要望等）
継～旧第二庁舎（中央町二丁目障害福祉施設）
継～旧油面住区サービス事務所跡地利用計画
継～五本木一丁目用地（自転車駐車場用地）
継～五本木二丁目用地（公園用地）

用地・施設の利用計画 用地・施設の利用計画
(北部地区）

用地・施設の利用計画
(東部地区）

用地・施設の利用計画
(中央地区）

用地の利用 用地の利用全般

用地情報

公務員宿舎・駒沢住宅

東山公務員宿舎２期用
地

政策企画課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 政策企画課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～五本木二丁目用地利用計画（木賃住宅）
継～上目黒一丁目用地
継～上目黒四丁目寄付用地利用計画
継～上目黒四丁目寄付用地利用計画（知的障害者グループホーム資料）
継～第一勧業銀行碑文谷総合グランド全般
継～鷹番１－８－１５（鷹番老人いこいの家）
継～鷹番行政ｻｰﾋﾞｽ窓口２階部分
継～鷹番二丁目１９番用地利用計画（自転車置場）
継～中央町１－３（ボルゲン電機本社ビル跡）施設利用計画
継～中央町さくらプラザ
継～勧業グランド（価格・経過・利用計画）
継～勧業グランド（クラブハウス・別棟）
常～中町一丁目用地（油面地蔵前交差点）
常～中町二丁目公共駐車場跡地
常～中町二丁目共同ビル
常～旧守屋教育会館跡地
常～東横線高架橋下
常～中央町一丁目用地（粗大ごみ中継所、Ａ・Ｂ用地）
継～祐天寺二丁目用地（寄付用地、自転車駐車場）
継～祐天寺駅周辺自転車対策（上目黒小学校利用）
継～祐天寺一丁目用地
継～目黒区立コーポ中町３階部分
継～碑文谷六丁目用地利用計画（学童保育クラブ暫定利用）
継～碑文谷六丁目東急高架下
継～碑文谷五丁目用地（福祉センター隣地）利用計画（すくのび、保育園暫定利
用）
継～唐ケ崎児童遊園（祐天寺借地）用地
継～中町二丁目４６番用地
継～中央町二丁目（Ｍ邸）利用計画
継～中央町一丁目用地（ＡＢ用地・都有地）利用計画
継～中央町一丁目用地利用計画
継～中央町一丁目用地利用計画（防災センター）
常～原町一丁目用地（原町一丁目２１番公園用地）
継～目黒本町六丁目用地利用計画
常～洗足一丁目用地利用検討（洗足学園高等学校）
常～目黒本町五丁目用地（中央体育館隣接地）
常～環境保全課分析室跡施設（碑文谷保健センター４Ｆ）
常～原町一丁目７・８番用地
常～南部地区・目黒線沿線整備計画
常～目黒本町二丁目２５番用地（第二ひもんや保育園・高齢者福祉住宅）
南保育園大規模改修用地
継～原町二丁目
継～原町二丁目（第九出張所跡地）
継～原町二丁目用地（西小山街かど公園用地拡張用地）
継～洗足二丁目用地（自転車駐車場）
継～南一丁目用地陳情
継～南一丁目用地利用計画
継～碑文谷三丁目用地利用計画
継～碑文谷二丁目用地利用計画
継～目黒本町五丁目用地（街かど公園）
継～目黒本町五丁目用地利用計画
継～目黒本町五丁目用地利用計画
常～生産緑地の買取について（南１丁目）
常～都立大学跡地第Ⅲ期工事（郷土・科学博物館）
常～平町一丁目用地利用計画(平町エコプラザ）
常～柿の木坂二丁目都有地
常～大岡山寄付物件（大岡山１－１７－１４）
継～コミュニティセントウ大岡山浴場
継～柿の木坂一丁目用地利用計画
継～宮前テニスコート
継～自由が丘駅駐輪場予定用地
継～生産緑地(自由が丘二丁目)の買い取り
継～生産緑地(東が丘１-１７)の買い取り
継～生産緑地(東が丘１-２９)の買い取り
継～生産緑地(八雲３丁目)の買い取り
継～大分県東京事務所平町所長・職員宿舎
継～中根公園隣接寄付用地
継～中根西町会事務所への対応
継～中根二丁目寄付用地
継～東が丘一丁目自転車集積所用地
継～八雲一丁目用地利用計画
継～八雲二丁目用地利用計画
継～平町一丁目緩衝緑地帯用地
継～平町二丁目用地利用計画
継～旧伊東保養所用地
常～旧伊東保養所用地
常～北軽井沢林間学園跡施設
継～箱根保養所隣地
継～菅平寄付用地（目高会）
継～興津健康学園隣地
継～中央町さくらプラザ広報
継～本庁舎跡地当に関する問題
継～利用計画・基本設計に対する意見、要望
継～中央町さくらプラザ（仮称）説明会
継～中央町さくらプラザ（仮称）実施設計
継～集会施設の検討

用地・施設の利用計画

用地・施設の利用計画
(中央地区）

用地･施設の利用計画
（南部地区）

用地･施設の利用計画
（西部地区）

用地施設の利用計画
（区外）

中央町さくらプラザ

政策企画課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 政策企画課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～区有地売却関係課長会
継～利用計画資料、基本設計
継～共同住宅、基本設計説明会
継～区政運営会議、議会報告資料
継～ＰＦＩガイドライン
継～ＰＦＩ協会
継～東京都におけるＰＦＩ基本方針
継～改正ＰＦＩ法資料
継～新庁舎建設手法等調査委託
継～ＰＦＩ総務省通知
継～用地・財産状況資料
常～庁内意思決定手続
常～損害賠償請求事件
常～区民の声・周辺住民要望等（ＪＲ宿舎跡地）
常～周辺地域説明
常～住民監査請求
常～上一ＪＲ宿舎跡地議会報告（企画総務委員会等）
常～上目黒一丁目旧国鉄清算事業団宿舎跡地活用検討委員会
常～上目黒一丁目旧国鉄清算事業団宿舎跡地事業検討専門部会
常～各種調査・回答
継～国鉄清算事業本部
継～財務関係資料（予算・契約等）
継～暫定利用（東京都水道局・東京ガス）
継～実施方針検討・事業者募集要項
継～周辺住民・団体等資料
継～上目黒アパート建替時移管
継～測量・埋蔵文化財等調査・樹木調査
都有地の有効活用
常～目黒三丁目（合同庁舎目黒住宅跡地）
常～国際平和協力センター
常～東京法務局目黒出張所
継～関東信越地方医務局
継～交通局用地
継～公有財産中央審議会答申
継～国家公務員宿舎の移転・再配置
継～国公有地リスト
継～国公有地議会報告（平成７年～）
継～国公有地広報広聴
継～国公有地等調査・通知
継～国有財産関係法令
独立行政法人物質・材料研究機構
常～国有地（２３区庁舎・宿舎）売却
継～情報通信研修所跡地公園庁内調整会議
継～情報通信研修所等国有財産地方審議会資料
継～情報通信研修所等施設概要等
継～情報通信研修所等大学入試センター東側区道
継～情報通信研修所等利用計画資料
継～東京都財務事務所提出資料打合せ資料

国公有財産の最適利用 調査・回答・通知
継～中学校跡地施設活用検討部会設置要綱
継～第二・第六中学校跡地施設活用方針
継～政策決定会議／政策調整会議
常～政策決定会議／政策経営委員会
常～区立学校跡地施設状況調査
継～議会提出資料
常～要綱・要領等
常～中学校跡地活用検討部会・調整会議
継～平成１７年度中学校跡地施設活用検討部会
継～中学校跡地施設活用検討部会平成１７年度ヒアリング
継～中学校跡地施設活用検討部会報告（二中）
継～中学校跡地施設活用検討部会設置要綱
継～第二中学校跡地資料
継～第二中学校活用計画・活用計画（案）
継～第二・第六中学校跡地施設活用方針
継～暫定管理の検討（二中）
継～区民及び団体意見・要望
継～区民の声（中学校跡地）
継～区議会意見・要望（二中）
継～企業・官公署など利用意向
継～活用計画周知・区民等意見
継～各部局活用意向調査（二中）
継～都市計画道路補２６号線関係資料
継～第六中学校跡地施設活用検討委員会設置要綱
継～第六中学校跡地施設活用検討委員会諮問
継～第六中区民意見募集（第２回）
継～中学校跡地施設活用検討部会
継～第六中行政目的による活用意向調査
継～第六中区民意見募集（第１回）
常～都市計画道路補助２６号線資料
常～周辺地域住民要望
常～中学校跡地施設活用検討部会
常～北側校舎予備スペース
継～第六中学校資料
継～第六中学校跡地施設活用検討委員会
継～第六中学校跡地施設活用検討委員会（正副委員長打合せ）
継～第六中学校跡地施設活用検討委員会委員委嘱

中学校跡地施設 中学校跡地施設

第二中学校跡地

第六中学校跡地

用地・施設の利用計画

中央町さくらプラザ

ＰＦＩ

国公有地の利用 旧国鉄上目黒宿舎跡地
プロジェクト

国公有地全般（移転
等）

情報通信研修所等跡地
利用計画

政策企画課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 政策企画課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
区報、HP
常～第四中学校跡地活用計画
常～政策決定会議、政策経営委員会、議会報告等
継～金材研跡地目黒川調整池
継～金属材料技術研究所写真資料
継～金属材料技術研究所跡地議会報告
継～金材研跡地建物解体
継～金材研跡地広域避難場所
継～金材研跡地合同宿舎･共済病院部分の国有地財産地方審答申
継～金材研跡地住民要望及び対応
継～金材研跡地戦艦金剛ボイラー
継～金材研跡地測量図
継～金材研跡地測量図
継～金材研跡地敷地分割図面
継～道路整備計画（金属材料技術研究所跡地）
継～公園整備計画（金材研跡地）
継～金材研整備方針等策定調査報告書

残留物質処理 継～廃棄物処理法
継～東京共済病院液化酸素貯蔵所
継～東京共済病院リニアック室
継～国家公務員共済組合連合会､東京共済病院との打ち合わせ
継～防衛庁留学生会館
継～共済病院への損失補償考え方
継～売却候補用地委員会等資料
継～売却候補用地等資料
継～売却候補用地協議事項等
継～財源対策部会
継～財源対策小委員会
継～首都機能移転議会答弁・意見書
継～首都機能移転パンフレット
継～首都機能移転資料
継～政策立案機能の充実に関する検討組織
継～政策立案機能検討会議の通知・議事録
継～政策立案研究部会
継～政策立案調整会議設置要綱
継～政策立案調整会議
継～政策立案研究部会設置要領
継～検討課題資料
継～職員提案（旧制度）
継～東京都職員提案制度報告書
継～職員提案制度実施報告書（平成３年度～６年度）
継～職員提案制度アンケート集計
継～職員提案制度アンケート
継～職員提案制度（他自治体の状況）
継～職員提案制度（事業評価１４年度）
継～職員提案実施報告書（平成１１～１４年度）
継～職員提案実施報告書（平成７～９年度）
継～締め切り以降の応募提案
継～応募提案･関係所管意見調査と審査の実施
継～採用提案検討・実施状況
継～過去の採用提案の取扱いについて

１６年度職員提案 継～短期実現改善提案
継～政策づくりチャレンジ制度の試行実施
継～政策づくりチャレンジ提案（１６年度）
継～行政機関が行う政策の評価に関する法律について
継～事業評価等アンケート１５
継～事業評価制度導入支援業務委託
継～事業評価実施後アンケート
調査・回答
継～モデル事業評価コンサル報告書（１２年度）
継～他区事業評価指標（１５年度）
継～事業評価結果に対する意見
継～１５年度事業評価事業単位検討資料
継～１５年度事業評価実施資料
継～公共事業分析マニュアル（旧建設省）
継～事業評価一次評価検証（１４年度）
継～事業評価基準検討会（１４年度）
継～事業評価広報（１４年度）
継～事業評価事務説明会（１４年度）
継～改善状況調査（１４年度）
継～⑭事業評価マニュアル
継～１３年度地方公共団体における行政評価研究会報告(行政評価指標設定の
課題･考え方)
継～事業評価実施方針（１４年度）
継～事業評価対象事業資料（１４年度）
継～事業評価部会（１４年度）
継～評価指標設定表（１４年度）
継～平成１４年度事業評価コンサル報告
継～平成１４年度事業評価制度評価結果
継～平成１４年度事業評価制度評価結果公表
継～事業評価制度結果に対する意見（１４年度）
継～１３年度実施方針
継～１３年度事業評価制度コンサル報告
継～１３年度事業評価実施結果報告書
継～１３年度事業評価事業の選定について
継～１３年度一次評価検証

職員提案 職員提案制度

改善提案

採用提案

政策づくりチャレンジ
制度

事業評価制度 事業評価制度全般

１５年度事業評価

事業評価制度（１４年
度）

事業評価制度（１３年
度）

中学校跡地施設

第四中学校跡地

金属材料技術研究所跡
地

金材研跡地全般

整備計画内容スケ
ジュール

周辺機関等の状況

首都機能移転 区有地の売却候補用地

首都機能移転

政策立案 政策立案機能検討会議

政策立案調整会議

政策企画課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 政策企画課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～１３年度一次評価
継～事業評価制度評価結果（１３年度）
継～１３年度二次評価
継～事業評価「基本事項の整理」及び評価指標決定表の提出
継～事業評価ヒアリング資料
継～事業評価啓発資料（１３年度）
継～１３年度対象事業実施状況調査
継～事業評価講演会
継～事業評価研修会（１３年度）
継～自治体経営革新手法説明会（H１１.１１.２６）
継～自治省行政評価研究会報告書
継～事業評価制度（官庁速報）
継～事業評価資料（雑誌）
継～行政評価表記載事例集
継～行政評価システム構築への提案
継～行政評価導入上の悩みと解決策
継～地方自治体評価セミナー
継～政策評価制度のあり方に関する最終報告
継～政策・施策評価制度のご紹介
継～新たな自治体経営と行政評価
継～自治体行革シンポジウム
継～行政診断説明会
継～１３年度地方公共団体における行政評価についての研究会報告
継～公務能率研究会議
継～事業評価制度（三重県）
継～事業評価制度（札幌市）
継～事業評価制度（岩手県）
継～事業評価制度（横須賀市）
継～事業評価制度（東京都）
継～事業評価制度（静岡県）
継～事業評価制度（特別区）
区民の声
広報（区報・HP）
調査・回答
他課・他機関への協議
区有施設見直し検討会議
職員活用しま専科
設置要領
開催通知
契約依頼
履行実績評価
プロポーザル方式採用
広報
第１回
第３回
第２回

検討素材 意見募集
文書
財務
開催通知
設置要領
ホームページ公開等申請
パソコン・イントラネット運用
常～事務引継届
調査・回答（国・都・その他）
区民の声
調査・回答（庁内）
常～通知
常～まちづくり担当者会議
常～コミュニティ施策に係る当面の具体的取組案
常～コミュニティ施策の今後の進め方
区職員活用しま専科（地域におけるコミュニティについて）
常～所管事業の住区住民会議及び町会・自治会との関わり調査
常～地域コミュニティに関する各区調査
常～地域コミュニティ検討会
常～意見交換会
継～公共料金改革の提言(平成９年３月物価安定政策会議特別部会)
継～保育所保育料改定資料
継～福祉サービスと受益者負担検討資料
継～人的サービス利用者負担専門部会
継～公的個人認証
継～受益者負担に関する論文等
継～事務手数料の見直し
継～使用料等検討部会報告に対する所属意見
継～使用料・手数料の考察
継～受益者負担見直しの方向について
継～手数料に関する調査（１２年度）
継～手数料に関する調査（１４年度）
継～手数料見直しの当面の考え方
継～戸籍手数料関係
継～建築確認等
継～興行場等
継～各種証明書の取扱基準について
継～医療費控除のための証明発行手数料
常～手数料に関する調査（２７年度）
常～手数料条例等改正

受益者負担見直し 受益者負担全般

手数料の見直し

事業評価研究

事業評価自治体資料

共通 庶務

目黒区民センター見直
し検討部会
プロポーザル

目黒区民センター

事業者選定委員会

文書

会議

学校施設 学校施設更新等検討部
会

地域政策共通 庶務

調査・回答・通知

ワークショップ

コミュニティ施策調査
検討

事業評価制度

事業評価制度（１３年
度）

政策企画課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 政策企画課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～各種証明の取扱基準について（依命通達）
継～手数料条例改正
継～手数料条例全部改正（１２．３．１）
継～道路管理支援システム導入に伴う閲覧手数料
継～広報めぐろ(H９年度改正)
継～公の施設包括外部監査（１５年度）
継～使用料に関する調査の回答
継～使用料に関する法令解釈
継～使用料検討課題
継～使用料見直し日程･進行管理
継～使用料･手数料の考察(S４６.１０、都財務局主計部)
継～施設使用料の改定の可否（１２.１０．２６）
継～施設使用料関係作成資料
継～消費者物価指数
継～｢区の管理に係る施設の使用料について｣の事務改善委員会
継～広報めぐろ(S５１、５５、５９改定時)
継～コミュニティ懇話会答申(H５.１.２０)
使用料関係の調査・回答
使用料算定協議
使用料改定予算要求
継～住民団体からの要望
継～常任委員会審議･資料
継～特別区制度･行財政改革調査特別委員会資料
継～使用料条例改正公布文
継～使用料見直し方針についての議会要望等
継～議会議事録(平成３年保養所条例改正時)
継～議会議事録(昭和５９年改正時)
継～議会議事録(昭和５５年改正時)
継～使用料改定増収見込
継～使用料見直しに関するＱ＆Ａ
継～使用料見直し方針
継～経営改善本部決定事項
継～経営改善本部小委員会検討(６～８年度）
継～公の施設使用料見直し方針(案)
継～行財政改革推進本部小委員会(９年度検討)
継～使用料等検討部会会議録(平成８年度)
施設使用料見直し検討
常～施設使用料・利用等問題調査
常～施設使用料･利用等問題検討部会
常～施設使用料等見直し作業部会
継～使用料等検討部会開催(平成８年度)
継～平成９年度施設使用料･利用等問題検討部会会議録
継～施設使用料等検討部会資料
継～施設使用料･利用等問題検討部会（平成１１年度～１８年度）
継～施設使用料･利用等問題検討部会報告書(H８.１１.７)
継～施設別使用料計算･面積(平成６年度決算値)
継～時間帯別使用料調整
継～使用料等検討部会事前打ち合わせ会(㍻８年５月３０日)
継～管理受託団体の使用料の減除
継～各公の施設等の利用に係る使用料の減額等に関する規程の解釈
常～各公の施設等の利用に係る使用料の減額等に関する規程の解釈
常～通知カード・個人番号カード手数料の減免
常～使用料減額等依命通達立案請求
継～使用料減額等依命通達立案請求
継～平成３年度減額適用団体調査
継～障害者の減額検討
継～使用料減免規程の見直し資料
区の施設における自動販売機の設置
継～施設利用案内パンフレット等
継～還付制度
継～区の施設における自動販売機設置
継～減価償却
継～使用料見直し原案
継～施設利用面積
継～団体登録制度要綱
継～徴収･収納事務委託
継～登録制に関する検討
継～登録制度ワーキンググループ検討
継～土日料金見直し
継～施設予約管理システム
継～施設の利用状況
継～利用料金制
継～一般公開使用料
継～香取正彦記念館入館料
継～社会教育課内部検討資料
継～社会教育関係資料、文献等
継～社会教育館の他区の状況
継～社会教育館無料化経緯
継～生涯学習の費用負担、シティカレッジ
継～幼稚園保育料･入園料
継～青少年プラザ
継～体育施設(体育館･プール)
継～林間学園
継～エアライフル場
継～美術館区民ギャラリー
継～西部地区プール

使用料見直し項目 社会教育施設使用料

受益者負担見直し

手数料の見直し

使用料検討共通 使用料改定検討全般

議会、関係団体

経営改善本部小委員会
検討

施設使用料･利用等問題
検討部会

減免制度

使用料検討共通項目

政策企画課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 政策企画課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～学童保育使用料
継～区民斎場使用料
継～区民農園
継～公園特殊施設使用料
継～保育所延長保育料
継～預かり保育（みどりがおか幼稚園）
継～高齢者センター
継～心身障害者センター
継～駐輪場、自転車集積所
継～(仮称)区民斎場使用料
継～総合庁舎区民利用スペース
継～保養所使用料
継～文化ホール使用料
継～中小企業センター使用料
継～中央町さくらプラザ
継～住区会議室使用料検討
継～住区会議室
継～使用料検討福祉センター
継～使用料検討消費者センター
継～使用料検討女性情報センター
継～使用料検討学校サポートセンター
継～公会堂運営上の問題点
継～区民自然の村
継～完全学校５日制の実施に向けた対応
継～リサイクルプラザ、リサイクルショップ
継～ホール利用等に係る｢練習等利用｣
継～庁舎駐車場有料化
継～駐車場有料化第２実施について
継～駐車場有料化（利用状況）
継～施設付帯駐車場有料化に対する意見
継～施設付帯駐車場有料化（方針作成まで）
継～施設付帯駐車場有料化
継～難病り患者に対する免除について
継～駐車場（中町二丁目）
継～職員住宅使用料
継～区立住宅使用料
継～区営住宅使用料基本方針(H３.１０.１)
継～区営住宅使用料の設定方針細則
継～駐車場使用料(中央町２丁目駐車場)
常～三田地区従前居住者用ビル(住宅･店舗･集会室)
継～児童館目的外使用許可
継～総合庁舎
継～葬祭場(中目黒住区サービス事務所特別会議室)
継～大橋図書館会議室目的外使用許可
継～行政財産使用許可
継～行政財産目的外使用等調査(９年度)
継～高齢者センター目的外使用料
行政財産目的外使用許可（自動販売機等）
目的外使用許可に伴う使用料見直し
継～学校開放、学校施設目的外使用
継～行政財産の目的外使用の使用料(昭和５９年使用料検討委員会報告書)
継～美術館の芸術文化振興財団使用
継～老人いこいの家目的外使用許可使用料
継～中小企業センタービデオ料金
文化ホール特殊器具
継～施設備付特殊器具使用料
継～社会教育館プロジェクター
継～社教館等に設置するパソコン等の試行
継～住区会議室カラオケセット使用料
継～女性情報センタービデオプロジェクター
継～還元指数の算定(５７年度決算)
継～消費税法施行に伴う施設使用料の措置、昭和６２年度決算に基づく施設使
用料改定
継～消費税導入に伴う都市の使用料改定状況(元.７.１調査)
継～消費税資料
継～企画･財政担当者会議
継～使用料改定に伴う消費税の扱い
継～消費税施行に伴う施設使用料の措置等

施設維持管理経費調査
１７年度

継～維持管理費調査（１７年度）

施設維持管理経費調査
１８年度

継～維持管理費調査（１８年度）

施設維持管理経費調査
１６年度

継～維持管理費調査（１６年度）

施設維持管理経費調査 常～施設維持管理費調査
継～｢使用料還付の見直しについて｣(昭和６３年１０月使用料部会報告)
継～｢使用料改定基準等の見直しについて｣(平成元年１０月１９日使用料部会報
告)
継～｢公の施設の管理運営のあり方について｣(報告書H３.２.２８)
継～施設使用料･利用等問題検討部会中間報告｢使用料の改定について｣
継～施設使用料･利用等問題検討部会幹事会(第１回～第７回)
継～施設使用料･利用等問題検討部会会議録(平成４年度第１回･第２回)
継～施設使用料･利用等問題検討部会会議録(平成３年度第１回～第６回)
継～施設使用料･利用等問題検討部会(第１～２０回)(S６３.７.１～H３.２.２０)
継～施設使用料・利用状況調査(１１.９.１)
継～施設使用料･利用等問題検討部会第二小委員会

使用料見直し項目

個別対応施設

使用料検討個別項目

使用料検討個別項目
（駐車場）

住宅･店舗･駐車場

行政財産の目的外使用

施設備付特殊器具使用
料

消費税

施設維持管理経費調査

旧施設使用料等検討部
会

旧使用料部会検討(Ｓ６
３～Ｈ３)

部会･小委員会

政策企画課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 政策企画課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～施設使用料･利用等問題検討部会第一小委員会
継～施設使用料･利用等問題検討部会第三小委員会
継～使用料検討委員会第一次報告(５８.１１.４)
継～昭和５９年使用料改定
継～使用料検討委員会第二次報告(５９.４.１２)
継～５９年度使用料改定検討経過
継～使用料検討委員会第三次報告(５９.６.７)
継～使用料の改定について(５５.７.３０)
継～５５年使用料改定経緯
継～使用料･手数料検討部会最終答申(５５.７.３１)
継～施設利用通年開館
継～第二次施設問題ＰＴ報告書(５７.６.３０)
継～第二次施設問題ＰＴ報告書に対する各部局意見
継～第二次施設問題ＰＴ報告書実施案
継～第二次施設問題ＰＴ中間報告書(５７.２.１６)
継～第一次施設問題プロジェクトチーム報告書(５４.１１.２８)
継～他区施設利用についての報告書
継～開館日･利用時間延長に関する調査(平成３年度)
継～区の施設の月曜開館に関する陳情
継～施設利用閉庁･時短組合要求
継～他区施設開館時間･休館日
継～使用料杉並区
継～使用料世田谷区
継～使用料葛飾区
継～使用料他区資料
継～秦野市行財政調査会提言(S６２.１１)

継～都使用料･手数料の状況(平成５年度)受益者負担適正化調査様式作成要領

継～都財政に関する報告書
包括協定締結
職員研修
協働に係る調査・回答・通知
協働推進方針（案）に対する意見
協働推進方針（案）意見募集
協働推進方針（平成１８年２月公表資料）
区民との協働に関する基本方針（平成１２年１０月）
区民と区の協働に関する基本的考え方（平成１４年３月）
区民説明会資料（協働推進方針案）
住区住民会議ほか団体説明資料
重要課題・改革項目
庁内の情報共有（研修等）

パブリックコメント パブリックコメント実施状況
個人情報保護
職員報
めぐろ区報
区民の声処理

協働推進会議 協働推進会議幹事会
政策会議
政策決定会議

区議会 議会資料（協働）
専門部会
検討会設置要綱
非営利活動団体との協働推進に関する基本方針検討会設置について
検討会
検討会
ボランティア活動に係る意見交換会
ホームページ申請
審査会
協働事業参加申込み
協働事業協定書締結
協働事業セミナー実施
協議結果報告書
協働事業実績報告書・事業評価票

提案書 協働事業提案書
協働推進会議室（中町二丁目共同ビル）
補助金
貸与備品
提言（１６．１１．１５）
区民フォーラム決算関係書類（引継文書）
パートナーシップ協定
ボランティア保険
協働区民フォーラム会則
協働区民フォーラム事務局だよりＭｅｇｍｉｎ
全体会議
中間報告会
検討用素材集
協働に係る目黒区の現状説明用補足資料
住民参加の現状
住民参加に関する調査回答
住民参加フロー
菅刈ネット２１
キャリアガーデン
わき・あい・あい
行政とＮＰＯ－東京のＮＰＯをめぐって－
ＮＰＯと地域社会（地域政策研究）
ＮＰＯに関する職場研修

協働区民フォーラム 協働区民フォーラム全
般

全体会議

学習会・講演会

住民活動 住民参加

活動団体

ＮＰＯ・ボランティア

他自治体使用料 特別区(周辺区)使用料

特別区(周辺外)使用料

都､他団体使用料

協働推進 協働推進全般

広報・公聴・個人情報

方針検討
政策決定会議

基本方針検討会

協働事業提案 協働事業提案募集

協働事業実施

旧施設使用料等検討部
会

部会･小委員会

使用料検討部会(Ｓ５
９)

使用料検討部会(Ｓ５
５)

施設問題ＰＴ

政策企画課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 政策企画課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
旭化成ＮＰＯ支援
ＮＰＯ法関係資料
ＮＰＯ団体チラシ・資料等
ＮＰＯ施策に対する要望等
明治大学ガバナンス研究科
ＮＰＯに関する新聞記事
ＮＰＯサポートセンター（民間）
エコマネー
全国都市再生モデル調査
住民投票制度
自治基本条例
国際ボランティア年資料
ナレッジバンク
都社会貢献活動団体との協働事業事例集
都担当者会議
都協働の推進指針
都協働の推進指針策定への提言
都市民活動との協働の進め方手引き
都ボランティア・非営利団体の活動促進に関する懇談会報告
都ボランティア活動の考え方、推進のあり方について
ＮＰＯ活動推進ネットワーク
市民協働型まちづくりモデル事業（横須賀市）
他自治体の協働マニュアル
他県・他市の取り組み
新年のつどい
講演会等への参加
区民の声
常～区有施設見直し計画
常～区有施設見直し計画（素案）の作成に向けた検討素材
常～施設データ集
常～職員活用しま専科（区有施設見直し出前講座）
生活圏域整備計画
都有地活用
土壌汚染対策法および都環境確保条例に基づく届出
民有地活用
目黒区構造体耐久性調査に係る業務委託
めぐろ区報
ホームページ
情報公開・個人情報保護
調査・通知
常～区民説明会
国有地活用
食販ビル　要望書
個別施設見直し
区有施設見直し検討ワーキンググループ
区有施設見直し検討会議
常～区有施設整備アドバイザー
政策決定会議・行財政改革推進本部
学校施設更新等検討部会
区議会
生活圏域整備計画検証委員会
目黒区民センター見直し検討部会
その他会議
国家公務員駒場住宅跡地活用等検討会

財務 財務
ホームページ公開等申請
非常勤職員・臨時職員雇用協議
広報掲載計画・掲載依頼
庶務担当課長会・政策決定会議
庁内通知
調査・回答
継～ISO１４００１環境マネジメント
継～ISO１４００１研修等
継～ホームページ操作マニュアル
継～経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６
継～公共サービス改革法（市場化テスト）
継～施設案内図
継～総務省集中改革プラン
継～総務省集中改革プラン調査・回答
継～目黒区震災復興マニュアル
広報原稿
アクションプログラム取組結果
歳入調定通知書（コピー代）
「多様なPPP／PFI手法導入を優先的に検討するための指針」
情報公開
区民の声連絡票・報告票
常～行革推進課長事務引継ぎ
常～総務省行革推進本部専門部会調査会資料
常～包括外部監査報告書・措置状況
政策決定会議付議要求
区職員活用しま専科
継～旅費事務の区市町村再委託について
継～印刷物広告掲載による収入確保
継～経営改善想定問答集
継～経営改善本部決定事項(平成５～８年度）
継～目黒区経営改善計画

行革共通 行革共通

経営改善 経営改善全般

住民活動

ＮＰＯ・ボランティア

他自治体 施策

東京都

他県自治体

施設改革推進共通 庶務

文書

会議

政策企画課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 政策企画課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～職員団体等人員要求資料
継～経営改善の実績

委員会資料（８年度以
降)

常～企画総務委員会等資料

常～議会答弁資料
常～予算・決算特別委員会資料

区民対応 継～住民団体資料
継～労使委員会
継～清掃労組
継～職員団体要望･回答
継～職員団体との合意･確認文書一覧
継～職員団体資料
継～目黒区行財政改革推進本部設置要綱
継～政策会議・区政運営委員会(１５年度)
継～行財政改革推進本部（平成１５年度～１８年度）
常～組織・定数見直し小委員会（開催通知・会議録）
常～行財政改革推進本部・経営委員会資料
常～行革本部設置要綱・要領
行財政改革推進本部（開催通知・会議録）

部会･分科会 継～事務事業見直し部会部会報告(９.１２.４)
継～経営委員会ヒヤリング
継～経営委員会（平成１５年度～１８年度）
継～経営委員会開催通知
継～経営委員会検討資料
継～経営委員会等の構成と進め方
継～年次別推進プラン見直し検討部会(第１回～第５回)
継～年次別推進プラン見直し検討部会(第６回～第８回)
継～年次別推進プラン見直し検討部会ワーキンググループ(第１回～)
継～会議改善マニュアル
継～押印廃止
継～経営改善本部の設置要綱等
継～｢経営改善の方向について｣資料編
継～決算状況
継～経費節減マニュアル
常～行財政改革資料集
継～経営改善実施策過去の経緯(平成７年度～)
継～現業系人事制度の見直し
継～総合的人事考課制度の導入
継～行政系職種の見直し
継～行財政改革に伴う転職について
継～特別区人事制度の見直し
継～委託化に伴う個人情報保護
継～協働によるまちづくり
継～三位一体改革（１６年）
継～分りやすい予算説明書
継～政策立案機能の充実
継～生活圏域別施設整備計画一覧
継～助役一人制
継～公共工事コスト縮減に対する取組について
継～施設保全管理計画
継～女性情報センター体制見直し
継～職員倫理の確保に関する制度ガイドブック
継～人事考課制度・目標によるマネジメントの手引き
継～福利厚生事業の外部委託
継～防災センター管理運営
継～防災対策課題
継～防災対策実務担当者連絡会
継～本庁舎における夜間等の電話対応
常～常設コールセンターの設置
継～ＬＧＷＡＮ電子文書交換システム
継～管理監督者のための人材育成の手引き
継～契約課（検収主査の見直し）
継～高年齢者職業相談室
継～１４年度国民健康保険・老人医療保険制度の改正
自治体間ベンチマーキング（戸籍住民課）
継～電子申告システム(税)
継～国保徴収嘱託員制度
継～住民基本台帳ネットワークシステム
継～財源確保策～特別区税徴収強化計画
継～国民健康保険システム再開発
継～税務組織見直し検討
継～住区サービス事務所第２次定数ＰＴ報告書
継～新サービス拠点整備調整会議資料
継～地区サービス事務所移行
継～サービス事務所職員数算定
継～サービス事務所取扱件数
継～サービス事務所見直し庁議決定・報告
継～サービス事務所見直し職員団体意見・要望
継～サービス事務所見直し住民説明会
継～サービス事務所見直し議会資料
継～コミュニティ支援
継～地区サービス事務所職員数見直し
継～地区事務所移行及びコミュニティ支援検討部会
継～コミュニティ懇話会答申
継～広域斎場への派遣について
継～庁内ごみ減量リサイクル推進報告書

経営改善事項サービス
事務所

経営改善事項地域振興
(除ＳO)

経営改善事項所管別(区
長部局)

経営改善事項企画、大
規模

経営改善事項総務

経営改善事項区民

経営改善 経営改善全般

議会対応

職員団体対応

行財政改革推進本部 本部･小委員会

政策経営委員会 政策経営委員会

経営改善事項共通 経営改善事項全般

経営改善実績資料集

経営改善事項人事

政策企画課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 政策企画課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～中小企業センター、勤労福祉会館見直し
継～地域経済活性化対策本部
継～国勢調査所要人員
継～公会堂の管理運営
継～経済課の組織改正
継～区民自然の村、保養所の見直し
継～区民センター管理事務所見直し
継～区民まつりのあり方(提言)
継～リサイクルプラザ管理運営基本的考え方
継～まちづくり活動助成金交付要綱
継～権利擁護の検討
継～目黒区地域福祉計画実施状況
継～目黒区障害福祉計画
継～目黒区社会福祉事業団見直し
継～放課後子どもプラン
継～保健福祉相談実績
継～保健福祉情報システム、介護保険システム
継～保健福祉サービス事務所職員体制
継～保健福祉オンブズパーソン
継～乳幼児医療費助成
継～生活保護ケースワーカー配置状況
継～障害者福祉サービス支援費制度
継～少子化対策臨時特例交付金
自治体間ベンチマーキング（子育て支援課）
継～高齢福祉課、障害福祉課職員配置状況
継～社会福祉事業団所管施設管理運営
継～障害者福祉施設管理運営
継～心身障害者センター
継～大橋えのき園
継～中央町福祉工房法内化
継～老人いこいの家見直し
継～福祉工房、かみよん工房
継～特別養護老人ホームの検討
継～福祉センター事業概要
継～すくすくのびのび園
継～ふれあい工房の見直し
継～公益質屋
継～田道ふれあい館管理運営
継～母子寮職員配置
継～放課後子どもプラン（仮称）
継～区立保育所職員配置数調査
継～児童館見直し資料
継～児童館職員配置陳情、要求
継～次世代育成支援行動計画検討委員会
継～次世代育成支援対策推進法
継～東根学童保育ｸﾗﾌﾞ
継～保育園の公設民営化
継～保育園の公設民営化組合資料
継～保育園職員配置体制の見直し
継～保育所、学童保育ｸﾗﾌﾞ職員配置陳情
継～保育所、児童館･学童保育ｸﾗﾌﾞ見直し
継～保育所職員配置基準
継～健康危機管理マニュアル
継～公害保健係保健部
継～地域保健体制整備計画
継～保健衛生部･保健所から福祉部へ移管する事業
継～薬事衛生業務
継～都市整備促進に係る公社設立について
継～都市計画マスタープラン
継～土木・公園維持作業執行体制見直し
継～マルチペイメント検討資料
継～収入未済対策委員会
継～収入役室職員定数見直し
継～平成８年度図書館事務事業見直し方針(案)
継～文化ホール職員配置
継～東京都公立図書館調査
継～体育施設管理運営の見直し
継～生涯学習時代における社会教育の役割
継～総合型地域スポーツクラブスポルテ目黒
継～体育協会の公益法人化
継～図書館職員配置数見直し
継～図書館情報システム開発
継～図書館事務事業見直し資料
継～図書館の業務委託について
継～新中央館の開設(図書館)
継～守屋教育会館夜間管理、休館日見直し
継～社会体育課業務委託検討
継～社会教育主事の任用
継～社会教育館の見直し
継～芸術文化振興財団派遣職員
継～区民交流プラザの開設
継～学校週５日制対応
継～２３区学校職員委託状況
継～区立幼稚園のあり方検討
継～健康学園の見直し
継～昭和５９年度学校警備･学童擁護見直し記録

経営改善事項地域振興
(除ＳO)

経営改善事項福祉(児童
保育以外)

経営改善事項（福祉施
設）

経営改善事項児童･保育

経営改善事項保健衛生

経営改善事項都市環境･
土木

経営改善事項所管別(行
政委員会)

経営改善事項行委事務
局

経営改善事項教委事務
局

経営改善事項学校

経営改善事項所管別(区
長部局)
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 政策企画課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～知的障害学級
継～｢空き教室｣活用について
継～区立中学校の統廃合
継～わかたけ学級職員配置数
継～学校開放の今後のすすめ方
継～区立学校のあり方
継～教育委員会事務局関係臨時職員
継～学校職員配置基準、配置数
継～学校施設改築・改修
継～学校警備･学童擁護制度見直し
継～学校給食調理員配置基準
継～学校給食の効率的な運営のあり方
継～学校技能系職員配置見直し
継～学校給食調理業務民間委託(労使委員会)
継～給食委託(足立区資料)
継～給食委託(他自治体、業者資料)
継～学校給食とＯ－１５７資料
継～給食委託(大田区資料)
継～学校給食調理業務委託の実施
継～学校給食調理業務委託検討委員会
継～給食委託と配置基準による職員の採用検討
継～学校給食調理委託職員団体等資料
継～行政改革会議
継～行政改革通知(都･自治省)
継～規制改革３か年計画
継～公務員制度改革の基本的方向に関する答申
継～規制緩和推進計画について
継～公務部門における高齢者雇用問題検討委員会最終報告
継～地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針の策定につい
て
継～財政構造改革会議
常～他団体行革プラン
継～都第２次財政再建推進プランの特別区への影響
常～行革　新事業提案
継～都区財政調整制度の見直し
継～都区制度改革
継～都地方分権推進計画
継～地方分権
継～地教行法５９条の廃止
継～清掃派遣短縮
継～清掃事業派遣期間中の労使関係ルール等について
継～清掃事業職員の受入れ等準備部会
継～清掃事業関連所管打合会
継～清掃事業課題検討
継～清掃事業の区移管
継～清掃作業計画と職員数
継～東京都後期高齢者医療広域連合
継～経験者採用制度（機械・電気）について
継～建築基準法の一部改正

組織の活性化 組織の活性化全般 継～｢組織の活性化をめざして｣
継～施設の名称･愛称等の決定方法
継～東京都目黒区行事実施要綱
継～付属機関
常～　ＩＣＴ関連
継～ＰＦＩ
継～押印廃止関係資料
継～公共料金の電子決裁
継～行事等の統合
継～目黒区行政手続条例の手引き

ＮＰＯ資料 継～ＮＰＯ資料
常～　補助執行
継～補助執行
継～文化ホール・区民キャンパス駐車場委任規則
継～担当係長の名称の検討
継～組織図変遷
継～組織改正等に関する情報
継～組織改正資料･プロジェクト報告
継～新任研修テキスト(組織と仕事)
継～新しく職員となった皆さんへ
継～職の名称変更
継～助役の担任事務の変更
継～次世代育成支援組織
継～事案決定手続の見直し
継～事案決定権の委譲
継～最高意思決定機関･総合調整機関等設置状況
継～健康福祉部高齢福祉組織見直原案
継～区長の職務代理指定
継～教育委員会との協議基準
継～学校基本調査に係る事務の教育委員会への委任
継～会議等における特別職等の役割変更
継～２３区組織図
常～住区センター受付ポスト廃止
常～事案決定手続規程改正
常～債権管理条例の事案決定区分
翌年度組織改正
常～事案決定権の委譲

組織 組織全般

経営改善事項所管別(行
政委員会)

経営改善事項学校

学校給食調理委託検討

国･他自治体行政改革 国行政改革

特別区行政改革推進状
況

制度改革 制度改革全般

事務改善 事務改善全般
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 政策企画課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～組織条例改正
現年度組織改正
常～組織改正等立案請求
常～担当部長・担当課長の担任事務

１９年度組織改正 継～１９年度組織改正
１８年度組織改正 継～１８年度組織改正

継～関係所管課資料
継～１７年度組織改正立案請求等
継～平成１６年度組織改正立案請求
継～「担当」を削除した呼称の運用
継～平成１６年度規則等改正
継～担当部課長の担任事務⑯
継～１６年度組織改正
継～１６年度条例改正
継～１５年度条例規則等改正
継～平成１５年度組織改正(第１次・第２次)
継～平成１５年度組織改正立案請求
継～平成１５年度担当部長・担当課長の担任事務
継～平成１４年度組織改正立案請求（組織・規則）
継～平成１４年度組織改正（第一次・第二次）
継～平成１４年度担当部長・担当課長の担任事務
継～１３年度中の組織改正立案請求（組織規則・事案決定規程）
継～平成１３年度組織改正（第一次・第二次）
継～平成１３年度組織改正の決定（第三次案、名称変更、ポスト整理）
継～平成１３年度組織改正議会報告
継～平成１３年度組織改正立案請求（組織・規則）
継～平成１３年度担当部長・担当課長の担任事務
継～１３年度組織改正立案請求（組織規則を除く）
継～１３年度組織改正に係る教育委員会との協議
継～組織改正議会対応
継～組織改正素案に対する意見
継～二次検討結果
継～平成１２年度に向けた組織見直しに関する中間のまとめ
継～平成１２年度教育委員会の組織改正
継～平成１２年度組織改正の決定
継～平成１２年度組織改正案に対する調整
継～平成１２年度組織改正検討依頼
継～平成１２年度組織改正素案
継～平成１２年度組織改正第１次案
継～平成１２年度組織改正第２次案
継～１２年度に向けた組織見直しに関する調査
継～１２年度組織改正に関する定数･現員等調査
継～組織改正案
継～１２年度組織改正立案請求（組織規則・事案決定規程）
継～１２年度組織改正立案請求（組織規則・事案決定規程以外）
継～１２年度担当部・課長
継～平成１２年度中の組織改正、立案請求（組織規則・事案決定規程）
継～平成１２年度分掌事務
継～平成１２年度組織改正条例改正
継～課題調整分科会
継～組織見直し部会
継～部編成モデル検討分科会(会議録)
継～部編成モデル検討分科会(会議録除く)
常～職員定数条例改正
事務分担表
継～平成１３年度定数条例改正
継～平成１２年度定数条例改正
継～平成１０年度定数条例改正
継～年別所属別職員数一覧表
継～都内自治体の戦略的な組織定数
継～定数条例改正立案請求(S６３～H２)
常～中長期的な定数管理の考え方
定数・所要人員
常～大都市定数事務担当者会議資料
継～中長期的な定数管理の考え方
継～定数管理規定改正
継～定数基本方針
継～定数条例２条３項適用
継～定数条例改正用資料
継～定数条例改正立案請求(H４～H７)
継～配分定数（平成１０年度～１８年度）
配分定数全般
配分定数表
継～配分定数推移
継～庶務担当課事務量検討
継～欠過員状況表
継～平成１０年度定数査定ワークシート
継～職員団体との定数関係確認書
継～職員定数の決定（平成１０年度～１７年度）

定数･配置数査定表 継～平成１８年度配分定数・配置数査定表
定数事務処理方針 常～組織改正・職員定数算定事務処理方針の策定並びに組織改正要望・職員

定数見直し調査
継～需要数について（平成１７年度～２０年度）
常～需要数調査
継～職員の年齢別構成･平均年齢
継～事務分担表集計表（平成４年度～７年度）

組織 組織全般

１７年度組織改正

１６年度組織改正

１５年度組織改正

１４年度組織改正

１３年度組織改正

１２年度組織改正

組織規則等改正

組織見直し部会･分科会

定数 定数全般

配分定数

定数査定

職員定数の決定

需要数

現員全般

政策企画課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 政策企画課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～事務分担表（平成８年度～１７年度）
継～現員調･事務分担表等製本
継～職種別職員数表
継～学校職員配置表
常～特別区現員調べ
継～特別区現員調（平成１７年度～１９年度）
継～特別区現員調等（職員数）

特別区現員調統計 継～特別区現員調統計
継～庁舎（施設）別職員数表
継～定員管理調査（平成１０年度～１９年度）
常～定員管理調査
継～定員管理調査人事給与システム仕様
継～平成１５年度定員管理調査基礎資料
継～定員管理調査値推移(S５０～)
継～平成１５年度地方公務員給与実態調査について
継～定員管理調査結果概要(S６０～H７)
継～類似団体別職員数の状況(平成７年度～)
都区財政調整算定職員数（試算値）
特別区職員配置実態調査(２５年度)
財調職員算定部会
継～１７年度都区財調算定基準
継～特別区職員配置実態調査(８年度)
継～定数算定基準の見直し
継～特別区職員配置実態調査(１１年度)
継～特別区職員配置実態調査(１３年度)
継～定数関係調査・提出資料
常～行革の実施状況
常～行革大綱・行革計画
継～「都民感覚から始まる都政の構造改革」
継～行政改革調査回答
継～｢地方公共団体における職員給与等の公表について｣の一部改正
継～今後の行政改革の方針（H１６.１２.２４閣議決定）
継～地方自治･新時代に対応した地方公共団体の行財政改革推進のための指
針の策定
継～都財政再建プラン(H１１.７月)
継～国行政改革大綱
継～改革実施策において取り組む見直し項目
継～第２次行財政改革大綱
継～年次別推進プラン・１４年度改革実施策製本
継～第２次行財政改革大綱等送付
継～第２次行財政改革大綱製本
継～行革課題検討会
継～行財政改革見直し部会
継～第１回改革項目作業検討会
継～第２回改革項目作業検討会
継～第２回課題検討会
継～行革大綱改定（適正化計画改定）に係る所要人員調査
継～職員定数適正化計画
継～第２次行革大綱年次別推進プラン改定へのご意見（１５年３月分）
継～第２次行革大綱年次別推進プラン改定方針
継～第２次行革大綱年次別推進プラン改定方針広報
継～年次別推進プラン改定説明会
継～年次別推進プラン職員アイデア
継～プラン改定・１６実施策検討調査回答
継～事務事業総点検・年次別推進プラン改定等に係る所管回答を踏まえた検討
指示事項
継～新年次別推進プラン等区報
継～他区行財政改革計画
継～新年次別推進プラン(素案)関係所管課調整内容について
継～新年次別推進プラン(素案)への意見・要望について
継～年次別推進プラン等最終決定(１６.３.１１)
継～新年次別推進プラン素案確認調査
継～新年次別推進プラン(素案)労使関係資料について
継～新年次別推進プラン(素案)原稿
継～１５年度改革実施策決定
継～１５年度改革実施策等に関する調査回答
継～１５年度改革実施策区民周知
継～１５年度改革実施策まとめ
継～１５年度に向けた改革実施策（素案）所管回答
継～１５年度に向けた改革実施策（素案）
継～１５年度に向けた改革実施策（案）に係る検討指示・調査回答
継～１５年度に向けた改革事項ヒアリング
継～実施策（案）に対する区議会各会派からの意見・要望
継～平成１５年度に向けた第２次行財政改革大綱に係る検討事項とその方向
継～平成１５年度に向けた改革実施策（案）公表
継～平成１５年度に向けた改革実施策（案）

１６年度に向けた改革
実施策

継～１６年度に向けた改革実施策（案）に係る検討指示

継～１７年度に向けた年次別推進プランのヒアリング結果を踏まえた検討指示に
ついて
継～１７年度実施策所管回答
継～改革実施策情報公開請求
継～１７年度に向けた改革実施策（案）（取組調査票含む）
継～実施策（案）に対する区議会各会派等からの意見・要望
継～平成１７年度に向けた年次別推進プランに係る検討事項の取組について
継～年次別推進プランに係る改革項目等の取組状況について

定員管理調査 年度別定員管理調査

定員管理調査結果、類
似団体

職員数調査 財調人件費

行財政改革大綱 行財政改革大綱全般

第２次行財政改革大綱

行財政改革見直し部会

職員定数適正化計画

第２次行革大綱推進プ
ラン改定

方針決定、当初時意見
調査

新年次別推進プラン(素
案)まとめ

改革実施策 １５年度に向けた改革
実施策

１７年度に向けた改革
実施策

定数

現員全般

現員調

政策企画課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 政策企画課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～平成１７年度実施策・１６年度実施状況
継～１８年度に向けた改革実施策（案）
継～１８年度実施策調査
継～第２次行革大綱・年次別推進プラン改訂素案への意見等検討結果
継～改訂素案等委員会対応・説明要領
継～１８年度実施状況
継～第２次行革大綱・年次別推進プラン（１９年３月）
常～行革計画改定
行革計画（２７－２９）
行革計画（２４－２６）
行革計画（３０－３２）

歳入確保 新たな歳入確保策の継続的な取組
継～ＩＴ活用推進検討部会（平成１８年度以前）
継～ＩＴ活用推進検討部会（平成１７年度以前）
継～ＩＴ活用推進検討部会（平成１６年度以前）
継～窓口業務電子化検討部会（電子申請システム）
収納促進対策検討部会
施設予約システムプロポーザル検討資料
継～施設予約システム検討
継～集会施設予約システム仕様検討
継～集会施設予約システム検討部会（平成１６年度～１８年度）
継～スポーツ施設予約システム
集会施設予約システム予算見積資料
継～内部情報システムプロポーザル資料
継～庶務事務システム開発
継～庶務事務（臨時職員）システム
継～文書管理システム開発
継～内部情報系システム開発
継～窓口時間延長等他区実態調査
継～窓口時間の延長等に関する所管調査
継～図書館開館日・開館時間拡大
継～施設の開館日・開館時間見直し課題整理
継～来庁以外の窓口対応向上策調査（１４年１２月）
継～窓口時間検討部会
継～土・休日開庁
継～オンブズマン雑誌論文等
継～目黒区の取組
継～自治体オンブズマン制度
継～現行管理委託施設における指定管理者制度実施方針
継～指定管理者実施方針（案）への意見・回答
継～直営施設導入検討所管最終報告
継～指定管理者制度研究会報告
継～指定管理者制度導入検討部会
継～直営施設における指定管理者制度導入プラン
継～直営施設指定管理者制度導入プラン（素案）
継～直営施設指定管理者制度導入プラン（素案）への意見
継～直営施設指定管理者導入検討
継～直営施設導入プランへの意見等検討結果
常～施設点検制度
常～指定管理者制度活用の基本方針
常～　指定管理者制度運用
継～指定管理者制度活用の基本方針（案）への意見
継～利用承認等の名義・印
継～「区長が指定するもの」の指定
継～運営評価進捗状況（ダイジェスト）
継～運営評価進捗状況（区民生活・健康福祉）
継～運営評価進捗状況（都市整備・環境清掃・教育）
継～公募要項等資料
継～指定管理者選定評価
継～指定議案（１７年１１月）
継～事務手続等各課あて通知
継～消防関係届出取扱い
継～情報公開・個人情報保護
継～損害賠償責任保険
継～標準協定書
継～暴力団排除条項
常～児童館・学童保育クラブ
常～図書館・社会教育館
継～保育園
継～美術館文化ホール
継～体育施設
継～障害福祉施設
継～住区会議室・区民斎場
継～社会福祉事業団芸術文化振興財団経営改善計画
継～高齢福祉施設
継～区営住宅等・三田フレンズエコプラザ・公園
常～保育園
継～ボウリング場
各種通知等
継～指定管理者制度国通知等
継～指定管理者制度に関する指針・条例等
継～指定管理者の導入実務における問題点と課題セミナー資料
継～公募要項・選定評価事例
継～公共施設維持管理経費資料
継～指定管理者指定状況（特別区１７年度調査結果）
指定管理者制度調査・回答

施設予約システム

内部情報システム

窓口改善

オンブズマン制度 制度全般

第２次推進プラン１８
年度改訂

１８年度改訂共通

行革計画 行革計画

行財政改革推進本部専
門部会

行財政改革推進本部専
門部会

指定管理者制度 指定管理者制度方針・
計画

導入実務

導入検討施設

国・他自治体資料

調査・回答

改革実施策

１７年度に向けた改革
実施策

１８年度に向けた改革
実施策

政策企画課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 政策企画課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
運営評価 常～運営評価

常～公益法人会計基準等職場研修
常～公益法人見直し関係他自治体資料
常～財政援助団体の公租公課制度
継～公益法人の税務
継～公益法人見直し調査結果
継～公益法人等の概要
継～公益法人等の効率化に関する２３区調査
継～公益法人等見直し検討調査
継～行革大綱における公益法人等の効率化の推進
継～社会福祉協議会事業報告・決算書（１４～）
継～社会福祉事業団事業報告書・決算書（１３～１５）
継～東京都監理団体総点検のための基本方針
常～公益法人等見直し検討
公益法人見直し検討部会
継～(福)目黒区社会福祉協議会
継～(社)目黒区シルバー人材センター
継～(財)目黒区都市整備公社
継～(財)中小企業勤労者福祉サービスセンター
継～(財)国際交流協会
継～(福)目黒区社会福祉事業団
継～東京都目黒区土地開発公社
継～各公益法人定款及び組織
継～リサイクルめぐろ推進協会
継～(福)目黒区社会福祉事業団事業報告
継～(財)芸術文化振興財団
継～財団法人等の職員数について
継～他区公社資料
継～他自治体公社等経営評価
継～第三セクターに関する指針(平成１１年度)
継～第三セクターの設立、運営等の基本的あり方(平成５年度)
継～地方公社の外郭団体に関する関与等調べ(９年度)
継～財団等理事会評議員報酬
継～国方針等
継～公社等財源確保策等
継～公社検討委員会報告等
継～公益法人等派遣職員の処遇
継～公益法人等見直し部会資料
継～公益法人等見直し検討に係る調査
継～公益法人等改善（指定管理者に関連して）
継～公益法人の設立と委託の方向
継～公益法人の手引き(都)
継～公益法人に関する調査･回答
継～地方独立行政法人制度
継～｢公益法人化の今後の方向｣調査回答
継～利用料金制に伴う事業所税免除について
日本公共サービス研究会（足立区）
継～ＡＢＣ分析
継～｢今後の委託推進について｣の取扱い
継～社会教育施設の管理委託文献
継～私人への収納・徴収委託（コンビニ収納）
継～市立美術館･博物館の管理運営に関する調べ(H５.１０.１現在)
継～市有施設を管理する財団法人調べ(H７.１.１現在地方行財政調査会資料)
継～公会堂の芸文財団への委託検討
国・東京都からの情報提供
継～公の施設管理委託文献
継～教育機関の委託に関する都議会記録(S６０.厚生文教委員会速記録)
継～委託指針検討
継～これからの外部委託のあり方
継～アウトソーシングに関する調査（総務省・内閣府調査）
継～アウトソーシング資料
継～委託に係る共産党区議団への回答
常～行政評価に関する資料等
継～メールマガジン
継～行政評価に関する研究資料
継～行政評価制度に関する意見・要望
継～施策評価検討資料
継～平成１６年度第２回事業評価部会
継～平成１６年度第３回行政評価部会
継～平成１６年度第４回行政評価部会
継～平成１６年度第１回事業評価部会
事務事業見直し所管調査
事務事業見直し検証等

公益法人・委託検討 公益法人検討

各公益法人業務内容

公益法人検討各種資料

委託検討

行政評価制度 行政評価制度全般

行政評価部会

事務事業見直し

指定管理者制度

政策企画課
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