
 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 区民の声担当）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
庁内通知 庁内通知

区政功労者表彰（感謝状贈呈含む）
常～めぐろエコ・プラン
庶務担当課長会・政策決定会議
企画経営部事業概要
イントラネット　複合機
情報セキュリティ
常～ホームページ
会計年度任用職員用ICカード申請
電磁的記録媒体保管管理簿
情報課許可済外部記録媒体持出使用管理簿
イントラネット通知
常～新庁舎における案内・相談業務等の運営検討資料
行財政改革調査・回答
常～行政手続きに基づく審査基準等
継～事業評価
継～行政手続法
継～公益通報保護制度
組織改正要望・職員定数見直等調査
継～透明性向上実施本部
継～要望記録資料
継～要望記録手引き作成
継～要望記録要綱制定
要望記録
常～課内職員連絡先名簿
常～災害対策本部運営訓練
常～災対企画経営部運営マニュアル
常～新型インフルエンザ対策
常～目黒区危機管理指針（改正）
常～目黒区高病原性鳥インフルエンザ等対応マニュアル
常～机・椅子・ロッカー配付
自衛消防訓練
新型コロナウイルス対策
立案請求
文書通知
訓令
常～ファイル基準表
行政情報目録公開ファイル
情報公開・個人情報保護調査・回答
情報公開・個人情報保護調査・回答
常～情報開示請求
常～捜査関係事項照会書
継～図書館行政に係る区民の声情報開示請求
継～公文書公開個人情報保護
継～個人情報業務登録
常～専務的非常勤職員募集要項（２６～）
臨時職員雇用
継～非常勤職員取扱要綱・要領
人事配置・事務分担
人事通知
再任用職員
専務的非常勤任用
常～広報課（区民の声担当）専務的非常勤職員取扱要領（２６～）
臨時職員出勤簿、欠勤・遅参・早退届
飲食届
欠勤・遅参・早退届
週休日の振替命令簿
時差出勤
会計年度任用職員休暇簿・出勤簿
職務専念義務免除申請処理簿
出退勤時刻データ修正記録簿
超過勤務
子の看護休暇申請書
会計年度任用職員年次別有給休暇簿
給与減額免除申請簿
通勤手当認定簿（異動者分）
賃金・報酬支払い台帳
旅行命令簿（会計年度任用職員）
給与通知
個人番号提供カード専用封筒（平成３１年分）
常～通勤手当認定簿（２６～）
個人番号取得事務管理簿（平成３１年分）
法定調書
旅行命令簿（宿泊旅行）
科目別支給明細内訳書(会計年度任用職員)
健康管理
安全衛生委員会
研修申込み
公務災害
研修案内
常～備品登録（２４～）
常～現金出納簿（１２～）
財務通知
支出負担・支出命令

人事

服務

給与

研修・福利

財務会計 財務全般

契約

区民の声担当 共通
庶務

庁内システム

行政管理

要望記録

庁舎管理・防災

文書

情報公開・個人情報保
護

人事・給与
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 区民の声担当）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
公共料金自動振替
契約通知
契約依頼書（請書兼請求書）
債権者登録申請書・変更届
年間契約（契約依頼書）
予算編成
継～予算編成手法
予算通知
戻入命令
科目更正
複写機借り上げ契約
電話線利用内訳書
追録代金（控え）
事後調定一覧
予算変更
納付書兼納入済通知書
新聞購読・資料購入起案
歳入調定
執行委任
インターネット接続サービス利用
謝礼金の支出
清算命令
監査
決算
主要な施策の成果等報告書
常～空き家対策（２６～）
常～広聴全般
継～施設見学会実施要領
継～広聴広報事務の２３区状況
継～コールセンター資料
継～オンブズパーソン制度
特別区広報広聴主管課長会
広報広聴１年の記録
広聴　調査・回答
世論調査の現況調査（内閣府調査）
常～世論調査
継～まちづくりを語る会等記録（平成１６年）
常～区民と区長のまちづくり懇談会
区民と区長のまちづくり懇談会手持ち資料
区民と区長のまちづくり懇談会会議録
区民の声への対応の処理
「区長へのはがき」の作成・送付
継～空き地の適正管理に関する指導要綱
継～空き地の適正管理に関する苦情対応の取扱い
継～区民の声処理様式
継～区民の声委託資料（コールセンター等）
継～区長へのはがき・声のポスト設置起案
継～メールに関する取扱い
継～ご意見・ご要望と区の回答例
特例の文書記号の使用についての承認申請
他官公庁等への通知
常～未受信メール対応
区民相談員への情報提供
区民の声回答案の報告
常～広聴システム資料
常～広聴システム管理
常～サーバ停止・起動手順
広聴システム年度切替
広聴システムパスワード申請書
常～広聴システムリプレース

区長へのはがき 区長へのはがき
投書 投書
区長へのメール 区長へのメール
電話 電話
面接 面接
陳情 陳情

東京都保健福祉局関連案件（児童虐待事件）
その他
継～課題
継～団体名
継～個人名

問い合わせメール 問い合わせメール
供覧 供覧

相談室使用承認
区民相談全般
各種相談通知・パンフレット
専門相談派遣依頼
常～相談受付票等様式（２６～）
区民相談図書購入・管理
継～相談事務マニュアル
継～個人情報保護苦情相談
継～区民相談実施要領
継～区民相談実施要綱
相談ＰＲポスター、チラシ

相談事業 相談事業全般

その他

区民の声長期対応

広聴 広聴全般

世論調査

まちづくり懇談会

区民の声処理 区民の声全般

広聴（区民の声）シス
テム

財務会計

契約

予算

歳入歳出

決算・監査

区民の声担当
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 区民の声担当）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
ＤＶ防止関係機関連絡会
都・区市町村相談担当者業務連絡会
法律相談連絡協議会
犯罪被害者支援ネットワーク
区民相談（専門相談）月別利用状況
法律相談受付票
相談受付票・相談票（税務・不動産取引・登記・成年後見制度）
相談受付票・相談票（年金・行政書士・こころ・行政・少年）
法律相談相談表
法律相談予約受付簿
継～年度別利用状況
相談員出勤確認簿
法律相談懇談会
無料法律相談
常～弁護士再相談無料券
常～法律相談懇談会議事録（２６～）
目黒区法曹会
継～相談窓口調査
継～日本司法支援センター
司法書士会による区民無料法律相談
継～法律相談扶助協会補助金交付要綱
行政相談全般
行政相談週間
区長懇談会
行政相談員第３支部
行政相談委員委嘱
栄典関係通知
継～行政相談資料
常～こころの相談
外国人相談
行政書士相談
税務相談
登記・成年後見制度相談
年金・労務相談
不動産取引相談

相談事業全般 継～相談全般経緯資料
継～法律相談経緯
継～不動産取引相談経緯
継～年金相談経緯
継～交通事故相談経緯
継～人権身の上相談経緯
継～少年相談経緯
継～行政相談経緯
継～行政書士相談経緯
継～こころの相談経緯
継～登記・成年後見相談経緯
継～一般相談月間報告書（平成７年度～１４年度）
区民相談（一般相談）月別利用状況
一般相談相談者記録

一般相談用資料 死亡後の手続に関する資料
継～区政資料コピー機の取扱い
継～目黒区資料検索システム
継～著作権法
貸出申込書
常～特別区全国連携プロジェクト
資料室資料郵送請求
行政情報閲覧用端末利用申込書
区政情報コーナー回覧
ＨＰ記載文書等・写真の利用申し込み
継～地下書庫の取扱い
継～資料室運営要綱
継～資料室運営規則
添書
継～みどりの散歩道コースガイド頒布取扱
継～会計課金庫の使用申請
継～角田市資料について取扱
継～区政資料室運営
継～区政資料室利用状況（昭和５６年～）
職員コピー使用状況
問合せメール等処理
区政資料室利用状況（月間）
頒布物領収書控え
複写代金領収書控え
製本リスト
除籍リスト・蔵書点検
図書受入
常～印刷物作成協議書
常～特定印刷物作成協議書
継～印刷物等の調査（有償化含）
常～出版者記号（ISBNコード）・書籍JANコード　２９～
継～印刷物作成の留意事項
継～印刷物取扱規定
継～刊行物の有償化検討
継～目黒区五十年史取扱い

区政資料室 資料室運営

利用統計・調査・回答

領収書控

資料室図書

印刷物取扱規程

有料印刷物取扱い

その他の相談

相談事業経緯資料
相談経緯（相談種別）

一般相談 一般相談記録

相談事業

相談業務連絡会

行政相談

受付・利用状況

法律相談

区民の声担当
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 区民の声担当）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～目黒区五十年史編さん資料
継～目黒区史取扱い
継～有料印刷物取扱要綱
常～有料印刷物取扱いについて
継～資料室資料分類表
継～資料収集・保存・廃棄基準
継～定期刊行物一覧表
継～目黒区史資料編付録地図
継～浸水実績図（平成１２年５月）
継～資料室資料レファレンス事例集（配布用パンフレット・広報誌一覧）
継～資料室資料（登録しないもの）
資料室資料
継～地域資料担当者会
継～東京デジタルマップ（東京都縮尺１/２５００地形図）
継～東京都の都民情報ﾙｰﾑ・公文書館･中央図書館
継～専門図書館協議会
継～図書館法･公文書館法
継～国立公文書館
特別区統計情報システム
特別区協議会資料室
特別区協議会における有料刊行物販売委託事務
継～目黒区関係レコード
常～国立国会図書館
常～自治体行政資料室の現況
継～個別システムセキュリティの管理
継～区政資料室蔵書目録
継～区政資料室システム入れ替えに伴うソフトウエアの決定について
継～区政資料室システムハードウエアカタログ
継～区政資料システム導入時の資料
行政情報サービス
継～アンチウィルスソフト
継～区政資料システム見積書
マイナポータル用端末
継～図書・資料横断検索
継～行政情報サービスＷｅｂ
継～メールアドレス・インターネット接続
区政情報コーナーホームページ
公開会議日程　掲示
ヒアリングシート
令和２年度業者選定
常～広告付区政情報モニター・番号表示システム設置事業者選定委員会設置
要綱
区政情報モニター放映コンテンツ
広告審査
区政資料検索システム保守
常～区政資料検索システム作業報告書
常～図書管理システムリース契約
継～区政資料検索システムパンフレット
継～区政資料検索システムライセンス
継～女性情報センター図書資料
継～書誌データ入力委託
継～新区政資料システム検討資料
常～くらしのガイド広告掲載
継～くらしのガイド報道資料
継～区民便利帳２３区の状況
継～くらしのガイド電話番号
継～くらしのガイド広告
常～くらしのガイド全般
常～くらしのガイド配布
常～くらしのガイド　次回の懸案事項等
ホームページ作成
常～くらしのガイド作成・事業者選定
継～くらしのガイド共同発行提案
スケジュール
入稿原稿（７月）
常～原稿提出依頼・回答
常～くらしのガイド校正
継～区勢要覧英語版
継～区勢要覧データ化
区勢要覧発行
区勢要覧校正
常～施設案内図発行資料
施設案内図の作成

編集作業 施設案内図校正
目黒リビングガイド 編集・発行 リビングガイド発行

接遇研修（窓口サービス向上運動）
窓口サービス向上運動
ニューリーダー養成研修（人事課）
学校職員向け接遇研修（教育政策課）
初任者研修会（めぐろ学校サポートセンター）

接遇マニュアル 継～マニュアル改訂
常～めぐろウェルカム通信バックナンバー
常～接遇研修テキスト

発行全般施設案内図

窓口サービス向上 窓口サービス向上

窓口サービス向上資料

くらしのガイド 発行全般

編集作業

区勢要覧 編集・発行

他の資料室･図書館 資料室・図書館資料

区政資料システム 区政資料システム全般

インターネット（Ｗｅ
ｂ、メール）

広告付き区政情報モニ
ター

区政資料検索システム

区政情報システム入替
時資料

区政資料室

有料印刷物取扱い

資料室の資料

資料室資料の取扱い

区民の声担当
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