
 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 広報課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
協働事業提案制度
常～各所管の計画等（１０年）
常～取扱説明書・保証書
常～各所管の計画等（５年）
犯罪被害者支援ネットワーク
東京都組織人事一覧
常～事務引継書
カタログ・パンフレット・各セミナー
備品類管理
常～各所管の計画等（３年）
区民の声連絡票
区民からの問合せメール等
区・関係団体等の各種広報紙(誌）
庁内通知（７～９月）
庁内通知（４～６月）
庁内通知（１０～１２月）
庁外通知
庁内通知（１～３月）
防災（非常配備態勢等）
防災通知・調査回答

危機管理 危機管理調査回答
人権 男女平等・共同参画

継～情報公開事務の手引き
継～文書事務の手引き
継～文書事務の手引き資料編
立案請求
常～文書通知
文書通知
郵便物発送依頼書
継～個人情報業務登録
継～個人情報保護条例の改正
継～公文書公開条例･個人情報保護条例運用基準
継～行政手続資料
継～ファイル基準表（１１年度以前）
継～ファイル基準表（区政情報コーナー・～１２年度）
継～ファイル基準表〈１６・１７年度〉
継～ファイル基準表〈１８年度〉
常～引継予定表及び保存箱引継票
常～長期保存文書ファイル基準表
ファイリング通知
継～ファイル基準表（１２年度～）

めぐろエコ・プラン 調査回答
調査回答（７～９月）
調査回答（４～６月）
対外調査回答
調査回答（１～３月）
調査回答（１０～１２月）
常～コンピュータウィルス対応
常～イントラネットパソコン運用に関する協議・届出
個別システム管理運用基準・セキュリティ実施手順
内部システム通知等
IT、イントラネット研修
IT関連・調査回答
イントラネット通知
情報課許可済外部記録媒体管理簿
イントラネット複合機
外部訪問者入室記録簿
非常勤職員任用等
人事通知
常～時間外勤務の縮減対策
会計年度任用職員制度
臨時職員雇用
人事通知〈非常勤職員関連〉
非常勤職員出勤簿・休暇簿
目標によるマネジメント
臨時職員　出勤簿
継～専務的非常勤の設置
事務引継超過勤務等依頼
欠勤・遅参・早退届
給与減額免除申請簿
各種休暇申請
旅行命令簿
出退勤時刻データ修正記録簿
公務災害認定請求
服務通知
在庁理由入力記録簿
時差出勤
飲食届
職務専念義務免除申請書添付書類
通勤手当認定簿（異動分）
通勤手当認定経路一覧表
管理職員特別勤務実績簿
法定調書
給与通知

調査回答

イントラネット

人事・給与 人事

服務

給与

広報課 共通 庶務

庁内・庁外通知

防災

文書

ファイリング
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 広報課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～通勤手当認定簿（在課分）
福利通知
本庁舎安全衛生委員会
被服貸与
職場研修資料
健康管理
研修案内
派遣研修
常～ゴム印購入
常～印鑑届・給与取扱者指定届
物品管理通知・調査
財務通知
備品総括表・供用備品現在高調書
継～物品名鑑
財務関係調査回答
債権者登録申請書・変更届
契約・支出通知
契約依頼書
支出負担行為決定書
清算命令・還付命令
年間契約
支出命令
歳出戻入
歳入調定
公共料金の支出（ＮＨＫ受信料・ＣＡＴＶ使用料・ＮＴＴ電話料金）
雑給支出
追録支出
日本広報協会会費の支出
再生紙購入
事後調定一覧表
名入封筒
目黒区紹介映像（ニュース）
常～予算補正２号
常～予算補正１号
常～当初予算
常～予算補正３号
予算通知
予算要望書
執行計画
予算流用申請書兼決定書
執行委任申請書兼決定書
収支予定表
継～新しい予算編成手法事務処理の手引き
監査調査
行政監査
常～監査資料
常～決算資料
監査通知
決算通知
主要な施策の成果報告
未執行・未清算一覧
常～特別区協議会関係
広報写真デジタル化委託
広報計画作成（部局別重点広報テーマ、区報・ＨＰ掲載、報道希望調査）
常～写真利用の申込み
常～目黒区情報掲載冊子など
目黒法人会「広報椎の木」（旧「法人めぐろ」）
戦略的な情報発信のため指針（改訂）
継～区長写真（貸し出し用）
継～区長写真（ネガ）
継～区長・助役プロフィール
継～著作権
継～著作権通知
継～テレビ番組の著作権
マスコミからの調査・回答
所管・マスコミ等からの情報提供
継～報道マニュアル
報道予定調査（四半期毎）
報道メモ（４月～９月）
報道メモ（１０月～３月）
常～週末めとろポリシャン
事業及びリリース予定表
当初予算案プレス発表
予算案プレス発表資料
継～区長記者懇談会第２回(H１２.１２.８)
継～区長記者懇談会第３回(H１３.４.３)
継～区長記者懇談会第１回(H１２.１０.２)
常～平成２８年度区長記者会見（第１回）
常～平成２８年度区長記者会見（第２回）

行幸啓 継～菅刈保育園行幸啓
常～議案
常～質問通告書
常～区長選挙
常～東京都知事選挙

広報事業共通 広報庶務全般

区長写真

著作権

報道 報道全般

パブリシティ

予算案プレス発表

区長記者懇談会

区議会

選挙

財務会計 財務全般

契約・支出全般

契約支出管理

歳入歳出

予算編成

予算執行

決算・監査

人事・給与

給与

研修･福利厚生

広報課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 広報課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～都議会議員選挙
常～衆議院議員選挙
常～参議院議員選挙
常～区議会議員選挙
継～契約課長収賄事件（１６.３.９）
継～政務調査費問題
常～デング熱
常～家庭福祉員受託児童の事故について
常～向原小「児童理解のための資料」紛失
常～税収納の誤還付
継～薬師寺区長死亡（１６.３.８）
継～区立中学校教論盗撮事件（第八中）
継～区長選買収事件
継～営団地下鉄中目黒駅脱線事故（１２.３.８）
継～大規模停電事故（１８.８.１４）
継～第一勧銀碑文谷グランド
継～テレビ朝日「欠陥住宅」に対する抗議

定期事業共通 継～区民写真コンクール部会資料
継～めぐろ風景５５発行資料
継～めぐろ風景５５推進委員会資料
継～めぐろ風景５５写真展
継～テレホンサービス周知用ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
継～テレホンサービス他区市状況
継～新テレホンサービス
継～新テレホンサービス概要書
継～テレホンサービス検討資料
継～電話情報ｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑ検討資料
継～テルテルめぐろﾒﾝﾃﾅﾝｽﾏﾆｭｱﾙ
継～テルテルめぐろ年間利用実績
継～テレホンサービスシステム管理
継～ビデオ広報製作一覧表
継～ビデオ製作の基本〈ＮＨＫ放送研修センター〉
継～毎日映画社〈作品リスト・レポーターリスト〉
継～広報ビデオ＜こんにちはめぐろ＞
継～広報ビデオＭＸテレビ放映
継～ＭＸＴＶ東京ＦＩＬＥ２３番組方針
継～ＭＸＴＶ開局時パンフレット
継～気仙沼(目黒さんままつり)
継～防災
継～平和
継～八雲町
継～庁舎
継～区民施設
継～コミュニティ
継～区民自然の村(和田村)
継～住区センターパンフレット
常～イベント（祭り）パンフレット
継～高齢者施設
継～心身障害者施設
継～公園
継～恵比寿再開発
継～目黒川
継～中目黒再開発
継～大橋一丁目周辺地区整備
継～清掃・ごみ問題
継～桜の名所
継～目黒区美術館〈６２年.１１月オープン〉
継～目黒公会堂のあゆみ
継～体育施設
継～生涯学習
継～図書館
継～守屋教育会館郷土資料室
継～古民家
継～目黒中央中学校
継～めぐろ区民キャンパス
継～興津健康学園
継～目黒銀座･観音今昔
継～目黒ばやし
継～目黒の民話
継～目黒の地名・由来
継～目黒のみち･坂
継～伝統工芸資料
継～地理・区の沿革
継～西郷従道･庭園
継～古地図
継～熊野信仰
継～近代文学者の見た目黒
継～甘しょまつり
継～目黒競馬場
継～目黒区の歩み
継～目黒区の湧水
継～目黒区の歴史
継～歴史を訪ねて
継～練兵場物語

定期事業
めぐろ風景５５

テレホンサービス

ビデオ広報

ＭＸテレビ

基礎資料 歴史

広報資料(各所管) 総務

区民生活

福祉

都市整備・環境清掃

教育委員会

報道

選挙

事件・訴訟

広報課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 広報課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～目黒の筍
継～目黒の文化財・地名・神社
継～本居長世
継～目黒富士講
継～比翼塚（白井権八）
継～板碑
継～東京都指定文化財
継～地蔵尊庚申
継～神社･寺院･縁起
継～七福神
継～佐藤佐太郎(歌人)碑
継～香取正彦記念館
継～江戸五色不動
継～剣の舞
継～仏像
継～東京工業大学
継～美術館･博物館・資料館
継～文学博物館･文学館･民芸館
継～目黒不動付近区内句行
継～区内情報
継～自然園
継～自由が丘に関する資料
継～自由が丘学園･トモエ学園

名簿資料 継～各種団体名簿
継～東京都歴史と文化の散歩道
継～観光ガイド
継～CATV資料(港区)
継～CATV資料(他自治体)
継～CATV資料(台東区)
継～CATV資料(東京都)
継～CATV資料(品川区)
継～CATV資料(文京区)

映像・メデイア 継～文字放送の目黒区番組の休止
継～インターネット研修資料
継～インターネット運営委員会
継～インターネット(目黒区医師会)
継～インターネット資料(区政関係)
継～インターネットに関する情報課との打ち合わせ
継～目黒区インターネット活用研究会
継～小型電子計算組織設置申請書(インターネット)
継～コンピュータ･ウイルス
継～インターネット要綱・要領
継～インターネット資料(冊子等)
継～インターネット取り組み状況
継～インターネット端末及びホームページ作成機器利用についての通知
継～地上デジタル放送
常～印刷メディア
継～目黒区におけるコミュニティ放送の在り方(報告書)
継～電光ニュース
継～２３区のメールマガジン状況
継～メールマガジン発行計画
継～ファクス取扱説明書
継～電話説明書
継～照明器具取扱説明書
継～広報機材保証書
継～テープレコーダー･エアドライヤー取扱説明書
継～ヘッドホン保証書
継～ビデオカメラ取扱説明書
継～デジタルカメラ記録・印刷機器保証書
継～デジタルカメラ記録・印刷機器取扱説明書
継～カメラ･レンズ取扱説明書
常～要綱制定・改正
常～審議会・審査会委員報酬　口座振替依頼書
継～両制度の運用について
継～電子自治体共同運営電子申請
常～非常勤職員任用
庁内調査・回答
継～解釈運用基準正誤表
継～企画総務委員会資料
継～区に関連した団体の位置づけ
継～区長交際費ＨＰ作成の考え方
継～現行要綱
継～公開・保護相談事例(平成１６年度以降)
継～公開保護に係る警視庁からの依頼
継～情報公開・個人情報保護制度実施状況
継～情報提供要綱等
継～規則改正資料（テープの写しの交付について）
継～情報公開事務の手引き＜原稿＞
継～情報公開条例改正経緯
継～永年・長期保存公文書目録
写しの作成に要する費用等の告示
継～条例施行前文書の整理完了の告示
継～専門委員等の調査・会議等に出席した者の謝礼金等に関する要綱
継～第三者情報の取扱い要綱

広報機材 事務機器

カメラ・ビデオ

公開・保護共通 公開・保護全般

公開制度見直し

情報公開・会議公開 例規･要綱･告示

東京都

ニューメディア 他自治体ＣＡＴＶ

インターネット

ニューメディア

メールマガジン全般

基礎資料 歴史

文化財

地域情報

広報課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 広報課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～電磁的記録等管理要綱
継～情報公開制度の内部調整要綱
継～写しの作成に要する費用等の告示
継～出資法人等の指定告示
継～情報の公表に関する要綱
継～情報公開条例
継～情報公開条例施行規則
継～情報公開専門委員設置規則
継～選挙管理委員会の条例施行規則
継～区議会公文書公開条例・施行規程
継～教育委員会の条例施行規則
継～監査委員の条例施行規則
継～外郭団体の情報公開規程集
継～付属機関等の会議録の作成等について
継～付属機関等の会議の運営及び会議録の取扱い等について《７年９月》
継～付属機関等の会議の運営及び会議録の取扱いの調査《６年９月》
継～請求内容が複数課にまたがるものの取扱いについて
継～国民生活センター〔消費生活相談情報〕開示要項
継～公開・非公開の第一次判断欄の記載方法について《６年３月通知》
継～公文書の閲覧等の調査結果《昭和５９年９月実施》
継～会議における傍聴者への資料提供及び公開について《６年２月》
継～会議の公開及び会議録の公開に関する基本的な考え方（６年１０月》
継～公文書公開実施状況(平成元/２年度）
継～公文書公開実施状況(平成１２/１３年度）
継～公文書公開実施状況(昭和６２/６３年度）
継～公文書公開実施状況(昭和５９/６０/６１年度）
継～公文書公開実施状況(平成３/４年度）
継～公文書公開実施状況(平成１０/１１年度）
継～公文書公開実施状況(平成７/８/９年度）
継～公文書公開実施状況(平成５/６年度）

情報公開協議 全部開示調査
会議公開連絡票
会議の公開状況
公表施策の公表状況調査
公表情報連絡票
常～行政情報目録公開システム
重点施策等の進捗状況
継～銀行口座番号の考え方
継～公開相談(講師謝礼額・議会答弁）
継～日本赤十字社地区分文書《平成１４年７月》
継～公開・提供相談（平成６年度）
継～公開・提供相談（平成７年度）
継～建築確認申請書
継～公開相談(食糧費）
継～公開相談(標識設置届）
継～公開相談(保健所の各種台帳）
継～公開相談（請求者名）
継～食糧費公開請求新聞記事
開示請求
常～開示請求（目黒区が契約した損害保険契約の証券）
継～国・都からの通知
継～公益通報者保護法と個人情報保護法
継～港区個人情報取扱指針
継～個人情報保護調査回答
継～個人情報保護説明会資料
継～個人情報保護、情報セキュリテイハンドブック
継～個人情報に係る事故
継～関係団体等への説明会
継～学校におけるインターネット利用
継～介護保険制度における情報提供
個人情報事故
特定個人情報事故
個人情報の管理体制等について
常～個人情報に係る業務委託関係
継～指定管理者制度
継～住基ネットの個人情報保護
継～住民票大量閲覧
継～情報セキュリティポリシー
継～診療報酬明細書等の被保険者への開示について
継～防犯カメラ
継～個人情報保護条例施行規則（教育委員会・監査・選管）
継～個人情報保護条例施行規則
継～個人情報保護制度に係わる内部調整に関する要綱
継～戸籍住民課申請書に係る自己情報開示請求取扱い
継～事案決定手続規程
継～個人情報保護条例
継～診療報酬明細書等開示取扱要綱
継～電子情報処理規則
継～区立学校における個人情報保護制度のあり方について(答申）
継～目黒区における個人情報保護制度のあり方について(審議会答申）
継～出資法人の個人情報保護規程
継～個人情報保護制度実施状況《平成１２・１３年度》
継～個人情報保護制度実施状況《平成７・８・９・年度》
継～個人情報保護制度実施状況《平成１０・１１年度》

情報公開・情報公表 公表施策

情報公開･提供相談

開示請求（広報課）

個人情報保護 個人情報保護全般

例規・要綱

個人情報保護実施状況

情報公開・会議公開 例規･要綱･告示

例規(行政委員会等）

情報公開解釈･運用

情報公開実施状況

会議公開

広報課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 広報課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～個人情報保護実施状況《平成３・４年度》
継～個人情報保護実施状況《平成５/６年度》
継～個人情報保護実施状況《平成元、２年度》
継～〔照会制度の実証的研究〕抜粋
継～名簿の取扱いについての基本的考え方
継～弁護士会からの照会について
継～戸籍謄本・住民票の写し第三者請求の扱い（Ｈ１５・１０月）
継～（福）（障）高額医療費償還システムの相談・健康推進課アンケートの相談
継～個人情報に関する照会に対する基本的考え方《国民健康保険課》
継～「個人情報保護条例の解釈・運用」
継～センシテイブデータ収集例《思想・信条など》
継～パソコン処理等に関する取扱について
継～個人情報ファイル登録事務
個人情報業務登録調査・回答
個人情報登録業務名称一覧
継～個人情報業務登録一覧（～１９年度）
継～一括承認基準検討《目的外利用・外部提供》
継～一括承認基準検討《本人外収集》
継～一括承認基準の検討（基本）
継～事前一括承認基準の諮問・答申
継～自己情報開示請求・結合禁止検討
常～LGWAN回線を利用した個人情報を含むメール送信申請書
継～個人情報相談窓口連絡会
継～区民の個人情報相談
継～民間個人情報の取扱い
継～個人情報に係る苦情相談窓口
継～町会、民生委員と個人情報保護
継～目的外利用相談(平成７年度)
継～外部委託時の仕様書･覚書の見本
継～保護全般に係る相談(平成７年度)
継～電算重要事項相談
継～住民票の閲覧制度
継～死者の個人情報に係る開示請求の取扱いに関する報告書
継～公開･保護相談一覧表
継～外部提供相談(平成６/７年度)
継～外部委託相談
継～未成年者の法定代理人による開示請求の取扱いに関する報告書
継～会計検査院への情報提供
常～個人情報取扱事業者の行った行為に対する苦情
継～国保情報の電話による不開示に係る不服申立て事件《平成３年２月》
継～戸籍謄抄本等請求書の開示請求《平成７年９月
継～外国人登録原票の本人開示《平成７年》
継～住民票請求書の開示請求《平成７年９月》
継～電話番号等開示・訂正請求
継～墓地経営許可申請書中の意見書《平成１４年７月》
継～相談・目的内外部提供
継～相談・目的外利用（事前一括承認）
継～相談・目的外利用
継～相談・電算入力禁止事項
継～相談・電算重要事項
継～相談・電算結合禁止
継～相談・適正管理
継～相談・業務登録
継～相談・情報提供
継～相談・定義
継～相談・外部提供（弁護士会請求）
継～相談・外部提供（事前一括承認）
継～相談・外部提供
継～相談・外部委託
継～相談・開示請求
継～区民からの相談（含事業者）
継～苦情相談・情報システム

目的外利用 目的外利用・外部提供記録票
外部提供 目的外利用・外部提供記録票
開示請求等 継～利用中止請求等要綱協議(平成１４年度・住基ネット)

継～外部委託要綱協議(平成元･２年度）
継～本人外収集要綱協議(平成元年度)
情報公開・個人情報保護審議会諮問文・答申文
審議会諮問事項調査
常～情報審運営資料
常～審議会委員退任に伴う感謝状の贈呈
常～審議会公募委員選出
常～審議会答申一覧
情報審議会の開催
審議会会議録作成委託
審議会経費支出
諮問相談
継～情報審委員委嘱（１４年度～）
継～情報審委員委嘱（～１３年度）
継～情報審運営要領
継～情報審会長等プロフィール
継～情報審議会委員名簿
継～情報審公募委員選出
継～情報審公募委員選出(平成１８年度）

個人情報保護協議

本人外収集他

審議会 審議会諮問・答申

審議会運営

個人情報保護

個人情報保護実施状況

個人情報保護解釈・運
用

個人情報業務登録

一括承認基準の検討

区民事業者への支援

個人情報保護相談 保護全般相談

開示請求相談

保護相談事例

区民からの相談

広報課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 広報課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～情報審公募委員選出（平成１６年度）
継～情報審団体推薦委員選出
継～審議会意見の報告
常～情報審委員委嘱・解嘱
審議会一括承認関係
継～情報審の所掌事項
審議会会議録作成
継～会議録作成委託諮問依頼
継～情報審会議録(平成１４年度)
継～情報審会議録(平成１５年度下半期)
継～情報審会議録(平成１５年度上半期)
継～情報審会議録(平成１６年度上半期)
継～情報審会議録(平成１７年度下半期)
継～情報審会議録(平成１７年度上半期)
継～情報審会議録（平成１６年度下半期）
継～情報審会議録（平成１９年度上半期）
継～審議会会議録（平成１８年度下期）
継～審議会会議録（平成１８年度上期）
継～審議会発言要旨(昭和６３・平成元年度)
継～審議会発言要旨(平成１０年度)
継～審議会発言要旨(平成１２年度)
継～審議会発言要旨(平成１３年度)
継～審議会発言要旨(平成２年度)
継～審議会発言要旨(平成３年度)
継～審議会発言要旨(平成４年度)
継～審議会発言要旨(平成５・６年度)
継～審議会発言要旨(平成７年度)
継～審議会発言要旨(平成８年度)
継～審議会発言要旨(平成９年度)
継～審議会発言要旨（平成１１年度）
常～審議会会議録
審査会会議録
常～委員の区政功労表彰
常～審査会審議用資料
常～審査会委員委嘱
審査会の開催
審査会経費支出
答申作成料支出
継～審査会(異議申立て）手続き
継～審査会の諮問･答申状況
継～審査会委員の委嘱
継～審査会運営要領
継～審査会会議録(平成１８年度）
継～審査会会議録（平成１４年度）
継～審査会会議録（平成１５年度）
継～審査会会議録（平成１６年度）
継～審査会会議録（平成１７年度）
継～審査会会議録発言要旨集（平成元年度～）
常～審査会答申の作成及び公表の取扱いについて
継～専門委員への諮問・答申(飼い犬の原簿)
継～専門委員への諮問・(マンション建設反対看板撤去指導)
継～専門委員への諮問(寄付文書)
常～情報公開専門委員の任用

異議申立て(昭６１～) 異議申立 異議申立資料
継～情報公開等制度連絡会（平成１７年度）
常～情報公開・個人情報保護制度連絡会
継～情報公開等制度連絡会（平成１６年度）
継～情報公開等制度連絡会（平成１５年度）
継～情報公開等制度連絡会（平成１８年度）

東京都・その他の自治
体

他団体の情報公開状況

常～支援措置等に係る情報提供制限申出書
特定個人情報保護評価計画管理書
特定個人情報保護評価実施通知
第三者点検の実施
特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応
特定個人情報の取扱いの状況に係る定期的な報告
政策決定会議付議要求
常～特定個人情報保護評価書実施・見直し
個人番号利用事務等の委託に関する適切な取扱い
特定個人情報保護評価書
ホームページ担当者
ホームページ調査・回答
常～ウェブサイトクオリティ実態調査
ホームページ一般

ホームページ要綱・要領 常～目黒区ホームページの管理運用に関する要綱
システムエラー対応
常～CMS設定変更
常～CMS ID・パスワード申請書
ＣＭＳ保守
常～リビジョンアップ
常～各課コンテンツ打ち合わせ資料
常～ホームページ申請書
常～翌日のトップページ

ホームページ共通

ＣＭＳ運用

コンテンツ管理

他団体の情報公開 情報公開等制度連絡会

番号制度

ホームページ

審議会

審議会運営

審議会会議録

審査会・専門委員 審査会運営

専門委員

広報課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 広報課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
ホームページ不要なコンテンツ削除
広報課作成コンテンツ
ホームページにのみ掲載する区報寄稿情報
施設規模・設備検索ページ
CDN導入
フォームメール
常～ウイルスバスターライセンス
常～OCN申込み（OCN 光 「フレッツ」IP１）
常～SLLサーバー証明書
常～音声読み上げ機能
常～検索エンジン
常～自動翻訳機能
常～電子ブック
ＱＲコード・電子書籍
緊急用レンタルサーバー利用料
常～携帯電話機種変更
ホームページアンケート
常～ホームページ緊急対応
緊急災害用ページ

セキュリティ対策 システムの脆弱性診断事業
ホームページ研修　資料
ホームページ研修　アンケート
ホームページ研修　実施
自治体Webサイト運営者交流会
ホームページ研修　名簿
ホームページ全ページアクセシビリティ検証
総務省通知
アクセシビリティガイドライン
常～トップページ改修
常～公式ホームページサーバリプレース

外国語自動翻訳 常～外国語自動翻訳
常～ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）
常～地域ＳＮＳ（マチマチ）との協定締結
地域ＳＮＳ（マチマチ）の管理・運用
オープンデータ利活用推進検討会設置要領
オープンデータ職員研修
常～オープンデータ推進指針及びオープンデータ利用規約
オープンデータ外部研修
常～オープンデータ
常～CMS・HPコンサルティング
常～FAQ機能
常～WEBサイト
常～地図機能
常～動画
モバイルニュース配信
常～メールマガジン配信事業者資料
メールマガジン統計
メールマガジン担当者
東日本大震災復興支援バナー広告掲載申込み
バナー広告掲載申込み
常～バナー広告営業資料
バナー広告歳入調定
常～バナー広告取扱要綱・要領・基準
常～東日本大震災復興支援バナー広告
常～お詫び記事（平成２６年度）
予算資料
通知（外部）
企画会議
めぐろ区報調査・回答
常～スポーツ情報紙（平成２７年度）
常～マイ広報紙
常　区報等に関する区民の声
常～生活福祉課職員の預金着服事件
処理基準
ノベルティ関係
常～業者との打ち合わせ
めぐろ区報納品書（４～６月）
めぐろ区報納品書（７～９月）
めぐろ区報発行起案
めぐろ区報納品書（１０～１２月）
めぐろ区報納品書（１～３月）
めぐろ区報受付簿
めぐろ区報合本
常～臨時号
常～他区資料
常～区報に関する庁内通知
常～めぐろ区報イラスト等使用申込受付簿
区報取材依頼
常～他課との調整
区報多言語化
常～リニューアル資料
広報計画資料
常～イベント中止対応
常～特別職等の就任記事

バナー広告

区報係庶務 区報係庶務

めぐろ区報全般

区報記事掲載基準

コンテンツ管理

各種設定

ホームページ研修・セ
ミナー

ホームページリニュー
アル

ソーシャル・ネット
ワーキング・サービス
(SNS)
オープンデータ

メールマガジン

ホームページ

アクセシビリティ

緊急・事件・事故対応

課題・研究資料

インターネット

めぐろ区報

広報課
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 広報課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～訂正等処理記録
常～右上囲み掲載基準
常～めぐろ区報掲載基準（総合）
常～めぐろ区報外部記事掲載基準

ＤＴＰ・グループウエ
ア

カラーＰＳプリンター借上げ

めぐろ区報配送対象者名簿
継～めぐろ区報個別配送事務処理要領
継～めぐろ区報配送サービスＰＲ
継～めぐろ区報配送用封筒原稿
常～めぐろ区報納品一覧表
めぐろ区報郵送（申込書）
常～めぐろ区報郵送（定期送付分）
継～めぐろ区報配布事故報告
継～新聞折り込み
区報配送部数調査
めぐろ区報等発送業務委託
広報スタンド・ラック残部報告
常～めぐろ区報ラック増設等
常～広報スタンド資料
広報スタンドラック受託事業完了届
２５日号（当月分）
５日号（当月分）
新型コロナウイルスでボツになった原稿
１５日号（当月分）
１５日号（前月分）
２５日号（前月分）
５日号（前月分）
１５日号（前々月分）
２５日号（前々月分）
５日号（前々月分）
外部原稿（掲載済み）
外部原稿（未掲載）
常～サークル紹介掲載基準
サークル紹介申込書（掲載済）
常～サークル紹介入力マニュアル
常～サークル紹介申込書（キャンセル分）
常～サークル紹介掲載申込書（来月分以降候補）

デイジー版 完了報告書
カタログポケットＰＲ
MCCatalog運用
MCCatalog申請
MCCatalog資料

Meguro style（目黒区
ミニガイドブック）

常～Meguro style（目黒区ミニガイドブック）

区報記事掲載基準

めぐろ区報元稿（前月
分）

めぐろ区報元稿（前々
月分）

外部原稿

サークル紹介

英文広報 めぐろ区報多言語対応
電子書籍

めぐろ区報元稿《当月
分》

区報配送サービス

めぐろ区報区報郵送・
配布

スタンド・ラック管理

めぐろ区報

広報課
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