
 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 財政課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～情報公開事務の手引き
調査回答
常～高病原性鳥インフルエンザ等対応マニュアル
常～住民監査請求
常～訴訟資料
継～包括外部監査
継～特別区制度改革
継～事故処理の手引
継～行政手続
継～区政課メールアドレス
継～区職員活用しま専科
常～開示請求
庁内通知
情報化推進委員会
危機管理対策本部
区民の声
常～訴訟資料（子ども手当）
システム通知・回答
継～財務情報システム維持管理担当者連絡会
継～電子計算処理の手引
セキュリティ実施手順
防災通知・回答
継～災対企画情報部マニュアル
常～防災マニュアル
継～新エコ・アクションプログラム
継～低公害車
継～ＰＣＢ
継～グリーン購入
継～目黒区地球温暖化対策推進実行計画
庶務担当課長会
政策決定会議
継～ウェルカムのこころで
継～組織図
継～事業評価
行財政改革
区有施設等調査特別委員会
継～経費節減マニュアル
継～組織改正
常～ファイル基準表（平成１５年度～）
常～保存箱引継票・引継予定表
常～印刷物作成協議書
継～文書事務の手引
継～長期保存文書ファイル基準表
継～印刷物作成協議
ファイリング通知
継～公文書公開
継～ファイリングシステムの手引
常～予算事務規則等の改正
継～補助金等要綱の改正
時間外縮減対策
人事通知
継～職員名簿
特別区人事委員会定期監督
常～事務引継書

服務 服務諸届
雑給支出
常～給与取扱者の指定
給与通知
通勤手当認定簿（異動分）
常～通勤手当認定簿（在課分）
福利通知
継～目標による管理
研修案内
健康管理
常～研修管理システム手引
支出命令書等
流用申請書兼決定書等
継～物品名鑑
継～備品説明書
契約依頼
継～契約管理
財務全般通知
契約管理
継～備品管理カード
次年度当初予算
現年度補正予算
予算執行計画
収支予定表
決算資料
監査資料
監査通知
定期監査結果
国・都からの通知
常～地域の元気臨時交付金
予算事務経費支出
財政課ホームページ
常～地方創生推進交付金
国・都以外からの通知

予算編成

予算執行

決算・監査

予算庶務 予算庶務全般

人事

給与

研修･福利厚生

財務会計 財務全般

財政課 庶務・文書 庶務

システム

防災

環境

組織経営改善

文書

例規・要綱

人事・給与
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 財政課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～２減債基金立案請求・積立
継～基金の統廃合
継～議会の予算案修正権
継～予算事務規則の解釈運用について
継～予算書貸出簿
常～がんばる地域交付金（地域活性化・効果実感臨時交付金）
常～ホームページ作成マニュアル
常～会計検査院実地検査
常～地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金
国通知（地方財政運営）
継～シルバー大学会
継～区の財政（研修資料）（平成１３年度）
継～区の財政（研修資料）（平成１４年度）
継～特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例
常～地域活性化・地域住民生活等支援交付金
常～事務処理特例交付金（３１年度）
常～事務処理特例交付金（３０年度）
常～事務処理特例交付金（２９年度）
事務処理特例交付金（２８年度）
減債・財調基金等の積立と取崩
調定収入通知書等
譲与税・交付金等歳入
継～事務処理特例交付金調査記録

歳入歳出現計表 歳入歳出現計表
他区財政状況の公表
予算案のあらまし（めぐろ区報）
財政状況の公表
継～目黒区公共工事の前払金取扱要綱
継～地方分権推進計画
継～節の経費内容説明
継～消費税
継～事業コードリスト
継～歳入歳出予算の科目の区分について
継～債務負担行為行政実例
常～特別区税実績調べ（３１年度分）
常～特別区税実績調べ（２９年度分）
常～特別区税実績調べ（３０年度分）
常～特別区税実績調べ（２８年度分）
常～特別区税実績調べ（２７年度分）
常～特別区税実績調べ（２６年度分）
常～特別区税実績調べ（２５年度分）
常～特別区税実績調べ（２４年度分）
常～特別区税実績調べ（２３年度）
常～特別区税実績調べ（２２年度以前分）
常～公益法人制度改革
常～実施計画単価
継～地上波デジタル化
継～施設計画修繕
常～維持保全業務積算標準単価表

用地・事業等査定資料 継～国の行政機関等の移転跡地利用計画に関する資料
継～庁舎財政計画
継～庁舎起債計画
継～庁舎移転全般（１２年度）
継～庁舎財政計画積算資料
継～庁舎移転（区政課資料）
３１当初予算編成全般
３１年度予算編成へ向けた対応
３１部局枠への戻し処理
３１編成概要
３１予算原案
３１当初予算告示・報告
３１立案請求
３１区長ヒアリング
３１財政収支見通し作成・説明会資料
３１重点化対象事業
３１政策決定会議資料
３１予算要望

事務事業見直し ３１改革実施策
３１プレス発表資料
３１当初予算見積書
３１議会運営委員会資料
３１当初予算内示書
３１実施計画
３１当初編成概要資料
３１全議員説明会
３１編成経過資料（原案）
３１編成経過資料（復活・予算案）
３１予算特別委員会資料
３１予算編成事務処理方針
３１区長ヒア・予算要求事項説明書

当初予算編成事項別資
料

常～暮らしサポート２２

３１予算要求事項説明書（区議会・会計管理・選管・監査）
３１予算要求事項説明書（企画経営・総務）
３１予算要求事項説明書（文化・スポーツ、教育委員会）
３１予算要求事項説明書（都市整備）
３１予算要求事項説明書（区民生活・健康推進）
３１予算要求事項説明書（健康福祉）

予算編成資料 査定全般資料

施設・設備査定資料

庁舎関連資料

現年度当初予算編成 当初予算編成全般

当初予算編成資料

当初予算要求事項説明
書

予算庶務 予算庶務全般

研修資料

歳入調定

財政状況の公表

財政課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 財政課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
３１予算要求事項説明書（子育て・環境清掃）
３１部別査定資料（企画経営・総務）総括
３１部別査定資料（総務）
３１部別査定資料（企画経営・総務）復活
３１部別査定資料（企画経営）
３１部別査定資料（企画経営・総務）部局
３１部別査定資料（区民生活）復活
３１部別査定資料（国保、後医）
３１部別査定資料（産業経済）
３１部別査定資料（税務・戸籍住民）
３１部別査定資料（地域振興・地区）
３１部別査定資料（区民生活）部局
３１部別査定資料（区民生活）総括
３１部別査定資料（健康推進）
３１部別査定資料（健康推進）総括
３１部別査定資料（健康推進）部局
３１部別査定資料（健康推進）復活
３１部別査定資料（健康福祉）総括
３１部別査定資料（介護保険）
３１部別査定資料（健康福祉計画）
３１部別査定資料（健康福祉）復活
３１部別査定資料（健康福祉）部局
３１部別査定資料（高齢福祉）
３１部別査定資料（障害福祉）
３１部別査定資料（生活福祉）
３１部別査定資料（地域ケア推進）
３１部別査定資料（環境清掃）
３１部別査定資料（子育て・環境清掃）総括
３１部別査定資料（子育て・環境清掃）部局
３１部別査定資料（子育て）
３１部別査定資料（子育て・環境清掃）復活
３１部別査定資料（道路管理）
３１部別査定資料（土木工事）
３１部別査定資料（都市整備）部局
３１部別査定資料（都市整備）復活
３１部別査定資料（都市整備）総括
３１部別査定資料（都市整備）
３１部別査定資料（都市計画）
３１部別査定資料（住宅）
３１部別査定資料（建築）
３１部別査定資料（みどりと公園）
３１部別査定資料（学校運営）
３１部別査定資料（文化・スポーツ）
３１部別査定資料（教育委員会）部局
３１部別査定資料（生涯学習）
３１部別査定資料（教育政策）
３１部別査定資料（教育委員会）総括
３１部別査定資料（教育委員会）復活
３１部別査定資料（教育指導・サポートセンター）
３１部別査定資料（区議会）
３１部別査定資料（選管・監査）
３１部別査定資料（会計管理）
継～協働（１５年度）（１８年度）
継～アスベスト対策
継～上目黒一丁目旧国鉄清算事業団宿舎跡地の活用
継～庁舎管理運営
継～都立大一期工事
継～部別執行管理資料（防災課）
継～都立大二期工事
継～部別執行管理資料（企画経営部)
継～部別執行管理資料（人事課）
継～部別執行管理資料（総務部)
継～防災センター
継～都立大跡地の財政計画
継～臨海部広域斎場
継～部別執行管理資料（地域振興課）
継～部別執行管理資料（住区）
継～部別執行管理資料（国保）
継～部別執行管理資料（経済課）
継～中心市街地活性化（自由が丘）
継～住民基本台帳ネットワークシステム
継～産業経済課報告書・計画集
継～国民健康保険制度改正
継～緊急地域雇用創出特別基金事業
継～戸籍事務のシステム化
継～緊急雇用経済対策（国・都補助金）
継～がん検診
継～老健施設
継～部別執行管理資料（保健衛生）
継～部別執行管理資料（保健衛生・要綱）
継～在宅保健医療
継～休日診療
継～シルバー人材センター
継～部別執行管理資料（地域福祉）
継～苦情処理制度・権利擁護事業
継～民間福祉団体等への運営補助・委託
継～民間施設建設補助元利償還金
継～福祉局予算概要

区民生活

健康福祉部（保健）

健康福祉部（福祉）

部別執行管理資料 企画・総務

文化・スポーツ、教育
委員会

現年度当初予算編成

当初予算要求事項説明
書

現年度当初部別査定資
料

企画経営・総務

区民生活・健康推進

健康福祉

子育て・環境清掃

都市整備

区議会・会計管理・選
管・監査

財政課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 財政課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～福祉関係東京都要綱等
継～福祉のまちづくり（駅舎エレベーター等）
継～社会福祉協議会
継～部別執行管理資料（健康・子育て除く）
継～損害保険・傷害保険（福祉関係）・労災保険
継～生活保護システム
継～社会福祉施設整備寄付金等積立基金
継～社会福祉事業委託の消費税の取扱い
継～社会福祉事業団（規程等）
継～社会福祉事業団（特養・在宅サービス・機能訓練室））
継～国包括補助制度（１２年度～）（介護予防・生活支援事業等）
継～地方公営企業の総点検の実施状況調査
継～都包括補助制度（１２年度～）（福祉改革推進・高齢者いきいき事業等）
継～国庫補助削減資料
常～公営企業の経営健全化取組状況調査
継～自立支援法
継～支援費サービス
継～介護保険
継～介護サービス事業と消費税
継～介護保険パンフレット
継～介護関連サービス
常～目黒本町一丁目障害福祉施設等建設
常～路上生活者自立支援センター
継～すくすくのびのび園
継～グループホーム
継～心身障害者センター
継～心身障害者通所・入所施設
継～中町老人いこいの家改築
継～東が丘一丁目障害福祉施設等建設
継～特養・在宅サービスセンター施設計画
継～福祉施設パンフレット
継～福祉施設建設
継～老人クラブ・老人いこいの家
常～子ども手当支給
継～下目黒二丁目母子生活支援施設建設
継～部別執行管理資料（子育て支援・保育）
継～八雲保育園改築
継～第二田道保育園改築
継～保育料
継～上目黒一丁目保育施設
継～上目黒一丁目福祉住宅等施設建設
継～次世代育成支援行動計画
継～駐車場整備基金
継～中町二丁目用地
継～まちづくり交付金
継～ＧＩＳ・ＴＤＭ
道路・公園維持管理体制検討会
継～大岡山駅前駐輪場
継～住都公団の公営賃貸用特定分譲住宅制度
継～都市整備公社
継～都市整備部・要綱等
継～都市整備部補助金財調
継～土木事務所・公園事務所統合・委託
継～公共駐車場整備
継～三田フレンズ
継～総合治水
継～市街地再開発資料・要綱
継～三田街づくり基金
継～交通バリアフリー
継～狭あい道路拡幅整備
継～街づくり・地区整備計画
継～沿道環境整備
継～コミュニティバス
継～自由が丘地区整備
継～木造住宅密集地域整備事業
継～防災都市づくり・防災生活圏促進事業
継～都市防災不燃化促進事業
継～都市計画マスタープラン
継～地区計画
継～大橋地区整備
継～上目黒２丁目市街地再開発
継～上目黒１丁目市街地再開発
継～コミュニティゾーン
継～清流復活事業
継～電線地中化
継～都市計画道路（全般）
継～東横線・大井町線立体交差化
継～道路管理システム･水防監視システム
継～緑が丘用地
継～補助３０号線
継～放置自転車対策
継～目蒲線連続立体交差
継～目黒川整備
継～土木・道路要綱
継～補助１９号線
常～大橋一丁目公園整備
継～駒場野公園拡張整備
継～公園（全般）

健康福祉部（子育て・
保育）

都市整備部（総括・要
綱・施設）

都市整備部（みどりと
公園）

健康福祉部（福祉）

健康福祉部（国都補
助）

健康福祉部（介護保
険）

健康福祉部（福祉施
設）

部別執行管理資料

都市整備部（まちづく
り）

都市整備部（道路・土
木）

財政課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 財政課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～公園要綱
継～自由が丘駅公衆便所
継～青葉台二丁目公園
継～総合庁舎屋上緑化
継～第一勧業銀行碑文谷総合グラウンド跡地
継～中目黒二丁目公園（金材研跡地）
継～東山公園拡張整備
継～東山公園拡張整備１６年度～
継～緑化事業
継～青葉台一丁目アパート割賦金
継～目黒本町住宅割賦金
継～公営住宅ストック総合活用計画
継～高齢者福祉住宅
継～区営住宅全面改善
継～耐震
継～地域住宅交付金
継～区営住宅管理基金
継～部別執行管理資料（住宅課）
継～部別執行管理資料（リサイクル～５年度）
継～環境基本条例ＩＳＯ１４００１
継～環境保全行動指針
継～部別査定資料（ごみ減量課）
継～部別執行管理資料（清掃）
継～部別執行管理資料（車庫）
継～部別執行管理資料（リサイクル６～９年度）
継～緑ヶ丘小学校増築
継～部別執行管理資料（報告書等）
継～部別執行管理資料（八雲中央図書館）
継～部別執行管理資料（地域学習課）
継～部別執行管理資料（学務課）
継～部別執行管理資料（企画調整課）
継～部別執行管理資料（興津健康学園・１６以降年次別推進プラン）
継～部別執行管理資料（芸術文化振興財団）
継～部別執行管理資料（指導課）
継～部別執行管理資料（学校施設計画課）
継～部別執行管理資料（上目二丁目再開発）
継～部別執行管理資料（学校運営費標準）
継～部別執行管理資料（スポーツ振興課）
継～碑小学校改築
継～東山小学校校庭拡張整備
継～２・５・６中統廃合計画
継～部別執行管理資料（選管）
継～部別執行管理資料（区議会）
９月補正告示・報告
９月補正全般資料
９月補正会派要望
９月補正人件費資料
９月補正区長ヒアリング・区長査定
９月補正委員会資料
９月補正予算見積書
９月補正（健康福祉）査定資料
９月補正（子育て・環境清掃）査定資料
９月補正（都市整備）査定資料
９月補正（会計・選管・監査・区議会・教育委員会）査定資料
９月補正（区民生活・健康推進）査定資料
９月補正（企画経営、総務、文化・スポーツ）査定資料
３月補正区長ヒアリング・区長査定
３月補正人件費資料
３月補正告示・報告
立案請求
３月補正全般資料
３月補正会派要望
３月補正委員会資料
３月補正予算見積書
３月補正（都市整備）査定資料
３月補正（子育て・環境清掃）査定資料
３月補正（健康福祉）査定資料
３月補正（区民生活・健康推進）査定資料
３月補正（企画経営、総務、文化・スポーツ）査定資料
３月補正（会計・選管・監査・区議会・教育委員会）査定資料
令和元年度台風１５号・１９号被災県への求償
常～繰越明許（定額給付金・子育て応援手当）
常～歳入科目新設
常～事故繰越・繰越明許
常～求償に関する資料（住宅課提供）
常～歳入歳出外現金科目新設
予算執行方針等
所属決定配当通知
東日本大震災被災県への求償
予算執行管理資料全般
予算執行計画
常～東京電力株式会社への賠償金請求
R２区長ヒアリング
R２財政収支見通し作成・説明会資料
R２重点化対象事業
R２政策決定会議資料
R２当初予算告示・報告
R２当初予算編成全般

次年度当初予算編成 当初予算編成全般

現年度予算執行管理

都市整備部（みどりと
公園）

都市整備部（住宅）

環境清掃部

教育委員会

会計管理室・議会・選
挙・監査

現年度補正予算 ９月補正

９月補正資料

３月補正

３月補正資料

部別執行管理資料

財政課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 財政課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
R２年度予算編成へ向けた対応
３２部局枠への戻し処理
３２編成概要
３２予算原案
R２予算要望
R２立案請求

事務事業見直し ３２改革実施策
３２区長ヒア・予算要求事項説明書
３２全議員説明会
３２当初予算見積書
３２当初編成概要資料
３２実施計画
３２当初予算内示書
３２プレス発表資料
３２議会運営委員会資料
３２編成経過資料(原案)
３２編成経過資料(復活･予算案)
３２予算特別委員会資料
３２予算編成事務処理方針
３２予算要求事項説明書（区民生活・健康推進）
３２予算要求事項説明書（健康福祉）
３２予算要求事項説明書（子育て・環境清掃）
３２予算要求事項説明書（都市整備）
３２予算要求事項説明書（会計・選管・監査・区議会・教育委員会）
３２予算要求事項説明書（企画経営、総務、文化・スポーツ）
３２部別査定資料（総務）
３２部別査定資料（企画経営、総務、文化・スポーツ）部局
３２部別査定資料（企画経営、総務、文化・スポーツ）復活
３２部別査定資料（企画経営）
３２部別査定資料（文化・スポーツ）
３２部別査定資料（企画経営、総務、文化・スポーツ）総括
３２部別査定資料（地域振興・地区）
３２部別査定資料（産業経済）
３２部別査定資料（税務・戸籍住民）
３２部別査定資料（国保、後医）
３２部別査定資料（健康推進）復活
３２部別査定資料（健康推進）部局
３２部別査定資料（健康推進）総括
３２部別査定資料（健康推進）
３２部別査定資料（区民生活）復活
３２部別査定資料（区民生活）部局
３２部別査定資料（区民生活）総括
３２部別査定資料（高齢福祉）
３２部別査定資料（健康福祉計画）
３２部別査定資料（生活福祉）
３２部別査定資料（福祉総合）
３２部別査定資料（健康福祉）復活
３２部別査定資料（健康福祉）総括
３２部別査定資料（障害福祉）
３２部別査定資料（健康福祉）部局
３２部別査定資料（介護保険）
３２部別査定資料（環境清掃）
３２部別査定資料（子育て・環境清掃）総括
３２部別査定資料（子育て・環境清掃）復活
３２部別査定資料（子育て）
３２部別査定資料（子育て・環境清掃）部局
３２部別査定資料（道路公園）
３２部別査定資料（土木管理）
３２部別査定資料（都市整備）復活
３２部別査定資料（都市整備）
３２部別査定資料（都市整備）総括
３２部別査定資料（都市整備）部局
３２部別査定資料（都市計画）
３２部別査定資料（住宅）
３２部別査定資料（建築）
３２部別査定資料（みどり土木政策）
３２部別査定資料（教育指導・サポートセンター）
３２部別査定資料（会計・選管・監査・区議会・教育委員会）復活
３２部別査定資料（会計・選管・監査・区議会・教育委員会）部局
３２部別査定資料（会計・選管・監査・区議会・教育委員会）総括
３２部別査定資料（選管・監査）
３２部別査定資料（教育政策）
３２部別査定資料（生涯学習）
３２部別査定資料（会計）
３２部別査定資料（区議会）
３２部別査定資料（学校運営）
特別区長会資料
特別区財政課長会資料
常～都区のあり方検討委員会
都区財調通知
都区財政調整説明会配布資料
施設視察
財務事務担当者会（区長会事務局資料）
継～財調概要（５～）
継～財調算定職員数及び算定式
継～都区財政調整資料（区長会事務局）
継～都区財調資料（国民健康保険）
財調調査（区長会事務局）

都区財調 都区財調全般

財調調査

次年度当初予算編成 当初予算編成全般

当初予算編成資料

当初予算要求事項説明
書

次年度当初部別査定資
料

企画経営、総務、文
化・スポーツ

区民生活・健康推進

健康福祉

子育て・環境清掃

都市整備

会計・選管・監査・区
議会・教育委員会

財政課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 財政課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
財調調査（土木関係）
継～学校施設態容補正
次年度都区財政調査（フレーム調査）
継～特別区における小中学校改築等実態調査（平成１５年度）
継～教育財調数値確認
継～公債費・財産費数値確認資料
継～青葉台ＪＲ金材研跡地碑文谷財産費
常～財調数値確認調書（所管配布用）
継～義務教育一件算定全般
現年度財調数値確認調書
継～財調議会説明
継～主要５課題（１７年度議会資料）
継～主要５課題（１７年度広報等）
継～調整３税都税事務所別収入状況
継～７年度目黒区算定結果
継～６年度目黒区算定結果
継～５年度目黒区算定結果
継～１９年度目黒区算定結果
継～１８年度目黒区算定結果
継～１７年度目黒区算定結果
継～１６年度目黒区算定結果
継～１５年度目黒区算定結果
継～１４年度目黒区算定結果
継～１３年度目黒区算定結果
継～１２年度目黒区算定結果
継～１１年度目黒区算定結果
継～１０年度目黒区算定結果
常～３０年度目黒区算定結果
常～２９年度目黒区算定結果
常～２７年度目黒区算定結果
常～２６年度目黒区算定結果
常～２５年度目黒区算定結果
常～３１年度目黒区算定結果
常～２８年度目黒区算定結果
継～９年度目黒区算定結果
継～８年度目黒区算定結果
常～標準施設調査
決算分析
決算分析ワーキンググループ
財調ブロック要望
常～特別交付金措置結果（６３～）
特別交付金申請書（１２月交付分）（起案）
特別交付金関係資料
特別交付金申請書（３月交付分）（起案）
現年度都市計画交付金（当初申請）
現年度都市計画交付金（変更申請）
常～都市計画公園整備における「特別区都市計画交付金」の取扱い
常～都市計画事業等実績調査
都市計画交付金事業執行状況調査
常～都市計画交付金要綱・算定要綱・交付状況
交付予定額及び交付申請
現年度都市計画交付金（実績報告）
常～３１年度起債協議
常～２６年度起債協議
常～２７年度起債協議
常～２８年度起債協議
常～２９年度起債協議
常～３０年度起債協議
常～起債借用証書
常～公的資金補償金免除繰上償還実施要綱
常～ＮＴＴ貸付都市局所管事業申請要領
常～起債申請等マニュアル
常～地震災害対策特別措置法
常～地震防災緊急事業５か年計画（特別措置法）
常～防災対策事業防災整備事業取扱要領
常～２４年度起債協議
常～２５年度起債協議
継～減収補てん債（５年度）
継～臨時税収補てん債（９年度）
継～減収補てん債（４年度）
継～減税補てん債（８年度）
継～減税補てん債（７年度）
継～減税補てん債（６年度）
継～減税補てん債（１８年度）
継～減税補てん債（１７年度）
継～減税補てん債（１０年度）
継～減税補てん債（１１年度）
継～減税補てん債（１２年度）
継～減税補てん債（１３年度）
継～減税補てん債（１４年度）
継～減税補てん債（１５年度）
継～減税補てん債（１６年度）
継～１０地総債（ふるさとづくり事業）事業計画書
継～７地総債（ふるさとづくり事業）計画申請
継～８地総債（ふるさとづくり事業）事業計画書
継～９地総債（ふるさとづくり事業）事業計画書
継～地域づくり推進事業計画

都区財調

財調調査

財調数値確認調書

財調予算見積

目黒区算定結果

財調要望

特別交付金

都市計画交付金

地方債計画 起債計画全般

減収・減税補てん債

地域総合整備事業債

財政課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 財政課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
起債計画申請（～７年
度）

継～緊急防災基盤整備事業（７年度申請）

常～２７年度起債計画申請（当初申請）
常～２６年度起債計画申請（当初申請）
常～２５年度起債計画申請（当初申請）
常～２９年度起債計画申請（当初申請）
常～３０年度起債計画申請（当初申請）
継～緊急防災基盤整備事業（１０年度申請）
継～緊急防災基盤整備事業（８年度申請）
常～２８年度起債計画申請（当初申請）
常～３１年度起債計画申請（当初申請）
継～緊急防災基盤整備事業（９年度申請）
常～げっこうはらこども園整備
常～祐天寺保育園大規模改修
常～統合新校事業
常～中目黒駅前保育園新築
常～中央町保育園増築
常～興津自然学園整備
常～大橋図書館等整備
地方債調査・回答
常～一般債振替制度
地方債通知
発行条件・利率の変更
常～財政融資資金等により取得した財産の処分に係る手続き
常～郵政事業地方公共団体連絡協議会
常～特別区債現在高調
常～住民参加型ミニ市場公募債
常～公共用地先行取得事業債の取扱い
常～縁故債満期一括償還方式
常～財政融資資金（財政投融資）
常～地方公営企業等金融機構出資金
常～地方債通知（継続資料）
常～東京都区市町村振興基金（減税・減収）
地方債事務取扱説明会
継～公共用地先行取得実績等調査
継～公営企業金融公庫使途状況調査（１６年度）
継～関東財務局財政融資資金実地監査（１５年度）（１８年度）
継～簡保現況報告書等（平成８年度分～）
継～会計検査院実地調査（１３年度）
継～１６・１９年度簡保借入実地調査（１４・１７年度債）
常～関東財務局財政融資資金貸付先実地調査（２４年度）
常～関東財務局財政状況把握ヒアリング（２６年度）
常～東京都区市町村振興基金検査（３０年度）
常～東京都区市町村振興基金検査（２９年度）
常～東京都区市町村振興基金検査（３１年度）
地方公共団体金融機構貸付金の使途状況調査（平成３１年）（東山小学校防
災倉庫整備）

登録・抹消・元利金領
収

継～登録通知書・振替債原簿

常～地方公共団体金融機構借入（２３年度）
常～２３年度銀行等引受債の発行
常～区市町村振興協会借入（２３年度）
常～金融機構融資借入（２３年度）
常～財政融資資金借入（２３年度）
常～区市町村振興協会借入（２４年度）
常～２４年度銀行等引受債の発行
常～東京都区市町村振興基金借入（２４年度）
常～財政融資資金借入（２４年度）
常～地方公共団体金融機構借入（３１年度）
常～区市町村振興協会借入（３１年度）
常～財政融資資金借入（３１年度）
常～銀行等引受債資金借入（３１年度）
長期貸付借用証書の返却
常～東京都振興基金借入（２８年度）
常～地方公共団体金融機構借入（３０年度）
常～地方公共団体金融機構借入（２９年度）
常～銀行等引受債資金借入（２８年度）
常～銀行等引受債資金借入（２９年度）
常～銀行等引受債資金借入（３０年度）
常～区市町村振興協会借入（２８年度）
常～区市町村振興協会借入（２９年度）
常～区市町村振興協会借入（３０年度）
常～財政融資資金借入（２５年度）
常～財政融資資金借入（２６年度）
常～財政融資資金借入（２７年度）
常～財政融資資金借入（２８年度）
常～財政融資資金借入（２９年度）
常～財政融資資金借入（３０年度）
銀行等引受債元利償還金
簡保・郵貯資金元利償還金
地方債歳入調定
元利償還金等の支出命令書等
振興基金・振興協会・公営企業金融公庫資金元利償還金
財政融資資金元利償還金
継～起債償還表（６年度）
継～起債償還表（元年度）
継～起債償還表（５７年度）
継～起債償還表（５８年度）

地方債執行管理 地方債執行管理全般

実地調査・現況報告

資金別借入（２３年
度）

資金別借入（２４年
度）

資金別借入（２５年度
～）

調定・元利償還

起債償還表（４１～６
年度）

起債計画資料(一般単独
以外）

地方債計画

起債計画申請（８年度
～）

財政課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 財政課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～起債償還表（５９年度）
継～起債償還表（６０年度）
継～起債償還表（６１年度）
継～起債償還表（６２年度）
継～起債償還表（６３年度）
継～起債償還表（２年度）
継～起債償還表（３年度）
継～起債償還表（４年度）
継～起債償還表（５年度）
継～起債償還表（４１～５３年度）
継～起債償還表（５４～５６年度）
常～起債償還表（２１年度）
継～起債償還表（１１年度）
常～起債償還表（２３年度）
継～起債償還表（１２年度）
常～起債償還表（３１年度）
継～起債償還表（１３年度）
継～起債償還表（１４年度）
継～起債償還表（１５年度）
継～起債償還表（１６年度）
継～起債償還表（１７年度）
継～起債償還表（１８年度）
継～起債償還表（１９年度）
継～起債償還表（２０年度）
継～起債償還表（７年度）
継～起債償還表（８年度）
継～起債償還表（９年度）
常～起債償還表（２２年度）
継～起債償還表（１０年度）
常～起債償還表（３０年度）
継～起債基本台帳
継～起債償還資料
継～起債台帳インデックス
継～公債台帳（１１～１５）
継～公債台帳（１６～）
継～公債台帳（４８～５７）
継～縁故債の消費税後の手数料参考資料
継～公債台帳（６３～５）
継～公債台帳（６～１０）
継～債権基本台帳電算打出し分
継～起債データ資料
継～起債システム
継～公債台帳（５８～６２）
財政健全化法
財政状況資料集
決算委員会資料
監査審査意見（決算、健全化判断比率）
決算全般
各会計の決算審査・告示
主要な施策の成果全般
主要な施策の成果等報告書原稿
常～主要な施策の成果マニュアル等
常～目黒区財政白書（２４年度）
常～目黒区財政白書（２１年度）
継～目黒区財政白書（平成１５年度）
継～目黒区財政白書（平成１２年度）
継～目黒区財政白書（１８年度）
継～他区財政白書（１７年度）
継～財政白書資料（平成８年度）
常～目黒区財政白書（２６年度）
常～目黒区財政白書（２９年度）
継～区財政の現状と見通し（１２年５月）
公共事業施行状況調査
継～交通安全対策特別交付金制度の運用通知
国・都要望調査
調査・回答全般
継～道路財源調査
継～土地開発公社ヒアリング
次年度普通会計当初予算（案）調
次年度財政規模等調査(文京区等）
現年度総務省当初予算調査
財政事情調査（９月補正）

超過負担調査 前年度における超過負担調査
常～普通交付税・特別交付税基礎数値調査
継～普通交付税・特別交付税調査（回答のための基礎データ）
決算統計（作成要領・突合表）
継～繰出公債費償還表
常～駐車場整備事業の取扱い
歳入変換ファイル・純計控除
地方財政状況調査システム
決算統計通知
継～質疑応答
継～統計マニュアル
継～選定団体資料原稿

決算統計リスト 継～款・節別まるめリスト（５年度～）
０７～１２表 議会費・健康福祉費（児童・健康）・環境清掃費
０７～１２表 教育費
０７～１２表 区民生活費・行政委員会

決算 決算全般

主要な施策の成果資料

財政白書

調査 調査全般

予算調査

地方交付税調査

決算統計 決算統計全般

０７～１２表

地方債執行管理

起債償還表（４１～６
年度）

起債償還表（７年度
～）

起債償還資料

財政課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 財政課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
０７～１２表 健康福祉費
０７～１２表 総務費・健康推進費
０７～１２表 都市整備費
２０、４７、５４、５８、９４表
１９表
１５.１６.２９.４５.５１表
０４.０５.１３.１４表
００.０１.０４.０５.０６.１４表　増減　検収１.６.７.８
第三セクター等調査（前年度決算）
２０～２３，４０.７０～７５表、公営企業（駐車場）
２７.３３～３６.５２表
３０、３２、９３、９６表、確認事項一覧
３７～３９表
財団等決算書（前年度決算）
６３、６４、２７、６０、６１、９２表(公営企業）
４６表 施設管理・標準施設
常～３０年度決算統計調書
常～２３年度以降 公害対策事業費決算
常～２４年度決算統計調書
常～２５年度決算統計調書
常～２６年度決算統計調書
常～２７年度決算統計調書
常～２８年度決算統計調書
常～２９年度決算統計調書
継～１０年度決算統計調書
継～１１年度決算統計調書
継～１１年度公害対策事業費決算
継～１２年度決算統計調書
継～１２年度公害対策事業費決算
継～１３年度決算統計調書
継～１３年度公害対策事業費決算
継～１４年度決算統計調書
継～１４年度公害対策事業費決算
継～１５年度決算統計調書
継～１５年度公害対策事業費決算
継～１６年度決算統計調書
継～１６年度公害対策事業費決算
継～１７年度決算統計調書
継～１７年度公害対策事業費決算
継～１８年度決算統計調書
継～８年度決算統計調書
継～９年度決算統計調書
継～６０年度決算統計調書
継～６１年度決算統計調書
継～６２年度決算統計調書
継～６３年度決算統計調書
継～２年度決算統計調書
継～元年度決算統計調書
継～４年度決算統計調書
継～５年度決算統計調書
継～６年度決算統計調書
継～７年度決算統計調書
継～決算統計総括表写し（５０年度～）
継～３年度決算統計調書
継～施設の維持・更新予算のあり方検討会（１７年度資料）
継～収入未済検討委員会
継～収納強化対策委員会
内部情報システム更改（平成３５年度予定）に向けた予算編成手法の見直し
検討
行政コストの見える化と公会計情報の活用検討
継～９施設使用料改定
継～ペイオフ対応研究会
継～縁故債等研究会（特別区）
継～施設の維持・更新予算のあり方検討会（１７年度会議録）
予算編成過程の公表
継～基本計画・財政見通し
継～基本構想・基本計画

基本構想・基本計画
（３１年度）

常～基本構想・基本計画改定等

継～財政計画（１６～２０年度）
継～実施計画等（１６～２０年度）
継～実施計画等（案）
継～見直し項目（財政課）
継～財源フレーム設定
継～団体補助金見直し
継～年次別推進プラン（素案）
継～計画改定資料（１８年度）
継～実施計画改定原案
常～財政計画（２２～２６年度）
常～財政収支見通し（３１年度）
常～財政計画（２７～３１年度）
常～財政計画（３０～３４年度）
常～財政収支見通し（２５年度）
常～財政収支見通し（２６年度）
常～財政収支見通し（２７年度）
常～財政収支見通し（２８年度）
常～財政収支見通し（２９年度）
常～財政収支見通し（３０年度）

プロジェクト 個別プロジェクト

基本構想・基本計画改
定（１２年度）

実施計画等改定（１５
年度）

財源縮減（１５年度）

実施計画等改定（１８
年度）
財政収支見通し

決算統計

０７～１２表

０７～１２表以外

決算統計調書（８年度
～）

決算統計調書（７年度
以前）

財政課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 財政課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～財政計画（１３～１７年度）
継～財政計画（１９～２３年度）
継～財政計画（９年度最終）
継～財政収支見通し（１６年度）
継～財政収支見通し（１７年度）
継～財政収支見通し（１８年度）
継～財政収支見通し（１９年度）
継～財政収支見通し（２０年度）
常～財政計画（２５～２９年度）
常～緊急財政対策本部（第一次）（H２２.９月～１１月）
常～緊急財政対策本部（第二次）（H２３.４月～）
常～緊急財政対策本部（第二次）各所管見直し項目・検討指示事項
常～緊急財政対策　他区視察
常～緊急財政対策縮減整理
継～行財政改革・年度別実績
継～財源確保（１６年度）
継～縮減確保（１７年度）
継～査定会議・政策決定会議資料
継～課内検討会（１８年度）
継～新しい編成手法事務処理の手引
継～予算管理権限の見直し
継～予算編成手法の改善について（案）への職員意見
継～予算編成手法改善報告書原稿
継～重点化参考資料
継～課内検討会（１７年度）
次年度一般財源等把握調査
継～編成手法説明会（５.６月）及び職員広報
継～予算編成マニュアル
継～予算編成事務に係る研修会（７.８月）
継～新たな予算編成手法アンケート
継～新しい財務情報システム説明会（Ｈ１９年８月）
継～各部局庶務担当対象説明会（７月）
継～四日市市、浜松市（１７.６.３視察）
継～他自治体資料
継～文京区（１６.１０.１８視察）
継～板橋区（１８.４.１８視察）
継～品川区（１７.５.１９視察）
継～特別区資料
継～１２年度組織改正バッチ作業・組替作業リスト（歳入）
継～１２年度組織改正予算科目変更に伴う組替（議運資料）
継～１２年度組織改正予算科目変更に伴う組替資料（所管調査結果）
継～１２年度組織改正予算科目変更に伴う組替資料（組替用所管調査リス
ト、組替経過）
継～主要な施策と決算書の統合
継～東京都公会計制度資料
内部情報システム
継～１２年度組織改正バッチ作業・組替作業リスト（歳出）
継～バランスシート（１４年度作成資料）
継～バランスシート（１３年度全般資料）
継～バランスシート（１３年度作成資料）
継～バランスシート（１２年度全般資料）
継～バランスシート（１２年度）
継～バランスシート（〈法人名〉委託）
継～バランスシート（〈法人名〉）
継～バランスシート（バランスシート研究会）
継～バランスシート（１４年度全般資料）
継～バランスシート作成資料（決算統計・財産台帳等）
継～バランスシート（〈法人名〉等）
継～バランスシート（１３年度）
継～他自治体財務報告書
継～連結バランスシート（１７年度作成資料）
継～連結バランスシート（１８年度作成資料）
継～連結バランスシート（１９年度作成資料）
継～連結バランスシート作成資料（１９年度）
常～財務諸表（３１年度作成資料）
常～財務諸表（３０年度作成資料）
継～バランスシート（１７年度作成資料）
財務諸表作成に係る国通知等
常～公会計
常～財務諸表（２４年度作成資料）
常～財務諸表（２５年度作成資料）
常～財務諸表（２６年度作成資料）
常～財務諸表（２７年度作成資料）
常～財務諸表（２８年度作成資料）
常～財務諸表（２９年度作成資料）
継～バランスシート（１５年度作成資料）
継～行政コスト計算書（１９年度作成資料）
継～行政コスト計算書（１８年度作成資料）
継～行政コスト計算書（１７年度作成資料）
継～行政コスト計算書（１６年度作成資料）
継～バランスシート連結（１６年度作成資料）
継～バランスシート連結（１６年度作成資料）
継～バランスシートシステムマニュアル
継～バランスシート（１８年度全般資料）
継～バランスシート（１８年度作成資料）
継～バランスシート（１７年度全般資料）
継～バランスシート（１５年度全般資料）
継～バランスシート（１６年度全般資料）

プロジェクト

財政収支見通し

緊急財政対策

財源確保

予算編成手法の改善

予算編成手法職員通知

予算編成手法改善・他
団体資料

財務会計システム

バランスシート（～１
４年度）

バランスシート（１５
年度～）

財政課

11／12



 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 財政課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～バランスシート（１６年度作成資料）
地方公会計制度（財務書類）
地方公会計制度（活用検討）
常～財務書類（３０年度作成資料）
常～財務書類（３１年度作成資料）
令和２年度プロポーザルによる事業者選定
継～都区財政調整検討グループ（決算分析）
継～都区財政調整検討グループ
継～都区財政調整検討グループ（事業別算定）

プロジェクト

個別プロジェクト（財
調）

バランスシート（１５
年度～）

財務書類（２８年度
～）

財政課
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