
 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 情報課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
部内課長会資料
常～大容量ファイル送受信サービスログイン情報
常～区民の声
エコ・プラン
問合せメール
ホームページ
金銭出納員等任免
常～目黒区業務継続計画（ＢＣＰ）
非常配備態勢等指定
常～行革計画（行動計画）改定
常～財政計画改定
常～実施計画改定

目黒区計画 常～基本構想・基本計画・実施計画
各種通知 庁内通知
庁内各課 庁内調査・照会

常～行政情報化調査
国＆自治体による調査・照会
常～電算事務費等調査

国及び自治体以外の団
体

団体＆民間による調査・照会

文書通知
料金後納郵便物差出票
常～ファイル基準表
ファイリングシステム通知

公文書公開・個人情報 開示請求
常～情報課所管要綱
常～立案請求
人事課通知・調査
事務引継書
常～臨時職員任用
常～服務の手引き
常～非常勤職員任用
常～服務取扱
通勤手当認定簿（異動分）
常～通勤手当認定簿（在課分）
雑給内訳表
雑給関係
給与通知
旅行命令簿
給与減額免除申請簿・欠勤届
休暇申請書
休暇取消申請書
介護休暇・部分休業取消申請書
常～服務諸届
時差出勤利用申請書
出退勤時刻データ修正記録簿
職務専念義務免除申請書
健康管理
安全衛生
福利
研修・講演会通知
研修生推薦
人材育成全般
支出関係書類等
債権者登録申請書・変更届
財務会計事務通知
常～予算見積書・資料（当初）
常～予算見積書・資料（補正）
予算通知
予算要望書
繰越明許費繰越調書
執行委任
予算流用・予備費充用
予算執行計画

歳入管理 歳入調定
契約通知
契約変更・予定額増減
再委託
支出負担行為/（随時契約・契約書なし）
支出負担行為/（年間契約・契約書なし）
電話回線使用料明細（＜企業名＞）
電話回線使用料明細（企業名）
電話回線使用料明細（＜企業名＞）
年間契約請求書
納品書（契約課契約）
納品書（情報課年間契約）
公共料金支出
支出予定確認表
科目更生・振替収支
支出負担兼支出命令書
支出命令書
常～長期継続契約
契約依頼
契約決定

情報課 共通 庶務

防災

行財政改革・経営改善

調査・照会
国及び自治体

文書 文書全般

ファイリングシステム

例規・要綱

人事・給与 人事

給与全般

服務簿

福利厚生

研修・講演会

財務会計 財務会計全般

予算編成

予算管理

契約・支出
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 情報課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～備品修理
常～備品保証書
備品処理一覧
継～物品供用者・物品出納員手続
備品総括表
継～封入封かん機入れ替え
物品関係通知
主要な施策の成果等報告作成資料
常～操作マニュアル
監査資料
決算資料
監査通知
決算通知
継～目黒区電子計算組織の管理運営に関する規則
継～情報システム課事務処理要領
職員研修
常～社会保障・税番号（マイナンバー）制度
常～情報課に係る協定
常～貸出用情報機器
光回線工事（<サービス名>）
常～オープンデータ
常～カタログ・パンフレット
常～目黒区の電子情報処理のあらまし
外部訪問者入室記録簿
子育てワンストップサービス
私物利用許可書
地方公共団体情報システム機構負担金
クラウド対応
常～情報化推進計画（平成２８年度～）
取り組み状況調査
継～電算運営委員会の経過資料
情報化推進委員会（下半期）
情報化推進委員会（上半期）
継～グループウェア導入専門部会設置
継～情報化推進委員会設置要綱・要領
継～目的外利用記録一覧表
外部委託に伴う覚書・契約書見本
情報資産持出管理簿
継～オペレーション業務委託答申
情報課データ移行用パソコン使用管理簿
継～移転に伴うネットワーク工事
継～庁舎移転全般
継～緊急時対応
継～印鑑登録証明事務処理要領
常～障害状況報告書
継～郵便番号７桁化

システム計画（個別計
画）

継～ホストシステム及びイントラネット等におけるアンケート

継～＜企業名、製品名＞登録カード
継～システムコード命名則

システム管理(ハード
ウェア)

継～データエントリー機管理

システム管理(ソフト
ウェア)

継～＜企業名、製品名＞アンチウィルスソフトライセンス

継～各種設定資料
常～ネットワーク機器更新
常～システム監視(＜サービス名＞)
継～回線(＜サービス名＞)
継～ＣＡＴＶの導入について（＜建物名、企業名＞）
庁外施設新設・移転
常～電話回線管理手続き
メンテナンス工事対応
継～電話回線管理手続
住記端末設置
住記端末保守点検
継～機械室管理（ＰＭ、清掃、電気）
外部訪問者入室申請書兼承認簿
常～サーバー室の入退室記録簿
常～機械室キーカード管理
サーバー室入退室管理
保守作業報告書
パンチ入力作業報告

システム管理全般 基幹系システム運用
セキュリティソフト更新用DVD実施報告書
セキュリティ全般
ウイルス対策ソフト更新
情報セキュリティ研修
常～セキュリティ対策事業
インシデント報告
都区市町村情報セキュリティクラウド
個人情報取扱事業者保険
職員向け啓発チラシ
常～各種セキュリティ実施手順作成
常　各種ガイドライン・手引き

情報課

財務会計

物品管理

決算・監査

課共通 課共通全般

情報化推進計画

情報化推進委員会

データ保護管理

庁舎移転

システム共通 システム調査

システム管理 システム管理表・構成
図

システム管理(ネット
ワーク)

システム管理(端末)

機械室監視・警備

システム作業管理

情報セキュリティ 情報セキュリティ全般

情報セキュリティポリ
シー

2／6



 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 情報課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～総務省ガイドライン
継～実証性監査報告書
継～実証性監査実施

セキュリティ診断 常～セキュリティ診断実施
セルフチェック 情報セキュリティセルフチェックの実施

継～指摘事項の改善状況
継～ファイリングキャビネット等施錠管理調査（平成１７年度）
継～ファイリングキャビネット等施錠管理調査（平成１８年度）
継～委託事業者持ち込みパソコン配送物管理
情報セキュリティ外部監査
情報セキュリティ内部監査
継～法律案（平成９年度）（１０年度）（１１年度）
継～予算要求（平成１３年度当初～）
常～住民基本台帳ネットワークシステム外部監査
継～国・都からの通知
継～住基ネット区市町村連絡会資料
継～住基ネット区民の声区議会
継～住基ネット実施統計資料
継～住基ネット住基カード資料
継～住基ネット調査結果
継～住民基本台帳ネットワークシステムパンフレット
継～住基ネット区市町村連絡会資料
継～住基ネット推進協議会資料
継～特別区戸籍住民課長会資料
継～住基ネットセキュリティ会議・議事録
継～外字資料
継～Ｑ＆Ａ(平成１３年度～)
継～Ｑ＆Ａ(～平成１２年度)
継～基本設計書
継～仕様書
継～住記端末マニュアル
継～住民基本台帳ネットワーク概要
継～統一文字
継～基本設計概要書
継～都議選・区議選における情報提供アプリケーションの適用について
継～住基ネット緊急対応訓練
継～住基ネット耐タンパー装置導入
継～住基ネットＣＳ導入
継～ＣＳラック機器構成図

ファイヤーウォール 継～住基ネットファイヤウォール(区設置分)の設定
継～二次稼動に向けた総合テストの実施
継～一次サービス稼動までのスケジュール
継～一次サービス稼動結果
継～広域交付自動化実証実験実施
継～住基ネット市町村テスト(Ｐ３)資料
継～住基ネット市町村テスト(Ｐ３－１.２.３)実施
継～住基ネット市町村テスト(疎通試験)資料
継～住基ネット市町村テスト(追加試験)実施
継～ＣＳセキュリティ強化及び手順書(パスワード変更)
継～イベントログ解析支援ツールの作成及びセキュリティの強化
継～住基ネット他自治体等資料（＜自治体名＞）
継～公的個人認証全国実用試験
継～公的個人認証サービス資料
継～公的個人認証サービス内部監査実施
継～公的個人認証システム庁内ＬＡＮ整備及び機器入替
ネットワーク更改（庁外施設）
ネットワーク更改（庁舎内）

オンライン延長 オンライン時間延長申請書
電算運用 運用通知
記憶媒体・消耗品管理 継～テープ保管再検討資料(平成１７年度)

継～昭和６３年目黒区ＯＡ化計画
継～災害時の通信手段
非常勤職員セキュリティ研修
meg－net通信
継～ＩＴ活用推進検討部会
ＩＴ推進運用全般
継～ＪＱＡ(ＩＳＯ取得等)
継～＜製品名＞ウィルスアラート
継～ウィルス対策の基礎知識
継～委託業者セキュリティ説明会
継～自治省セキュリティ対策通知
継～ＩＤＳ運用
継～ＩＰＡ案内(ウィルス被害届)
継～インシデント報告（ウィルス検知等）
常～インシデント報告（ウイルス検知等）
継～ＩＤＳ設定資料
継～平成９年１０月ウィルス被害
継～情報化コンサルタント委託
継～公共ＩＴにおけるアウトソーシングに関するガイドライン
平成３１年度（令和元年度）パソコン修理
令和元年度パソコン導入
常～イントラネット作業報告書
資産運用（<企業名>）
イントラ用複合機（<企業名>）運用

情報課

外部監査・内部監査

情報セキュリティ

情報セキュリティポリ
シー

実証性監査

監査指摘事項の改善

情報セキュリティ監査

住民基本台帳ネット
ワークシステム

住民基本台帳ネット
ワークシステム全般

課長会資料・セキュリ
ティ会議

住民基本台帳ネット
ワーク開発資料

コミュニケーション
サーバ

住民基本台帳ネット
ワーク稼動

住基ネットセキュリ
ティ対策

公的個人認証サービス 公的個人認証サービス
全般

電算業務

ＩＴ推進 ＩＴ推進全般

セキュリティ・ウィル
ス対策・データ保護

全庁システム全般

庁内ネットワーク 機器設置・更新

イントラネット イントラネット運用
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 情報課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
イントラネット用パソコンの運用に関する協議・回答
イントラネット運用共通
イントラネットシステム作業申請・報告
ｍｅｇ－ＷＥＢ掲載依頼
２８年度イントラネット用パソコン導入
２７年度パソコン導入
３０年度パソコン導入
２９年度パソコン導入
常～バックアップテープ外部保管
常～サーバー更新
常～＜技術名＞資料
常～ネットワーク機器入替え
常～プリンタ入替
常～マルチシートコンピューティング
常～リスクレター
常～校務ＬＡＮ
常～大容量ファイル交換サービス申込み
ＩＴリーダー
保守作業
イントラミーティング
親展通信
継～＜製品名＞
継～イントラ運用コンサル委託（１８年２～３月）
継～データセンター設置
継～施設予約データセンター
継～全庁イントラでのマルチメディア活用
継～庁舎インターネット接続
継～物品登録上のパソコンの取扱い
イントラネット各種照会
常～メール誤送信防止システム
常～校務ＬＡＮ連携
常～サーバラック
大容量ファイル交換サービス
常～＜製品名＞
常～ＳＰＦ設定
常～＜製品名＞
継～学校のイントラネット運用
継～イントラネット運用のてびき
継～イントラネット運用全般
継～＜企業名＞自治体向けライセンス解説資料
継～イントラネット用パソコンライセンス
継～＜製品名＞ライセンス証
継～＜製品名＞更新ライセンス
＜製品名＞サブスクリプション
常～現状調査実施計画書
常～ディスクシュレッダー
常～＜企業名＞ボリュームアクティベーション
常～＜製品名＞
継～＜製品名＞ライセンス及びパスワード
代用コード発行依頼書
ＩＣカード共通
非常勤職員ＩＣカードシステム変更申請
非常勤職員ＩＣカード更新申請
非常勤職員ＩＣカード発行申請
ファイルサーバー運用
継～ファイルサーバー設定
継～庁内ＬＡＮ配置図
常～ネットワーク変更・機器更新
継～イントラ構築ミーティング(１４年１２月～１５年３月)
継～企業名資料
継～庁内ＬＡＮ設定
常～ＰＣ入替え
<企業名>－ＷＶＳ検査証（内部情報ＤＣ）
常～インターネット　フィルタリング
継～ＩＣカード(フェリカ)作成(凸版)
継～勤怠端末ＩＣカード化資料
継～ＩＣカード（職員証）発行・運用
継～ＩＣカードによるＰＣアクセス管理資料
継～ＩＣカード基礎資料
継～ＩＣカード導入(業者選定・導入決定起案)
継～ＩＣカード用マネージャ機
継～＜技術名＞暗号化資料
継～＜技術名＞導入設定
常～イントラネット再構築ＲＦＩ
常～イントラネット再構築全般
継～２０年度パソコン配置（庁外）
継～１９年度スキャナ付複合機設置作業報告書
継～選挙用ＰＣの配置
継～２０年度パソコン配置（庁内）
継～グループウェアソフト選定
継～アカウント設定
常～グループウェアクラウド対応
継～職員報グループウェア記事
継～グループウェア保守情報

情報課

イントラネット イントラネット運用

運用ルール

ライセンス管理

ＩＣカード発行

ファイルサーバー

庁内ＬＡＮ

職員証ＩＣカード化

イントラネット再構築

パソコン導入・設定 パソコン配置

グループウェア グループウェア全般
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 令和元年度 行政情報目録 （企画経営部 情報課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～グループウェア導入検討会（１３年度）
継～グループウェア運用ミーティング（１８年度）
継～グループウェア運用ミーティング（１７年度）
継～グループウェアライセンス
継～外部アプリケーション設定
継～掲示板
グループウェア設定変更協議
継～ワークフロー
継～システム設定
継～スケジュール
常～グループウェア作業報告書
継～グループウェア運用起案
継～フォーラム
継～内部情報システム開発計画
継～内部情報システム稼働
継～内部情報システムの開発について（１８年４月最終報告）
継～情報化推進委員会・企画総務委員会・個人情報審議会等資料
継～行革本部ＩＴ部会資料
内部情報代表者会
常～内部情報定例会
常～<企業名>　ライセンス確認書
常～内部情報システムインフラサービス
常～管理運用基準及びセキュリティ実施基準
継～内部情報システム選定資料
継～内部情報システム研修（実績）
継～内部情報システム検討資料
継～サーバルーム設置
継～＜企業名＞ＯＴＲ資料
継～内部情報システム契約締結（システム設計）（１８年度）
継～内部情報システム契約締結（運用保守委託）（１９年度～）
継～内部情報システム契約締結（共同運営連携サーバ借上げ）（１９～２２年
度）
継～内部情報システム契約締結（財務システム構築）（１８～２０年度）
継～内部情報システム契約締結（人給システム構築・人給連携）（１８・１９年
度）
継～内部情報システム契約締結（文書・庶務・基盤システム構築）（１８～２０年
度）
内部情報システム障害報告
常～金融機関・店舗情報ライセンス
常～＜製品名＞使用者登録書
出納整理期間操作員登録
財務情報システム運用
常～スマートフォン運用
＜企業名＞作業報告書
継～内部情報システム契約締結（コンサルタント）（１７・１８年度）
継～内部情報システム契約締結（サーバ等借上げ）（１８～２３年度）
内部情報システム運用共通
常～通信回線
継～内部情報システム委託管理（＜企業名＞）
常～各種通知
常～検討会・作業部会
ビジネスチャット
各課システム関連予算要求支援委託
個別システム関連　各種調査
<企業名>公金収納ネットワークサービス　端末利用簿
<製品名>用端末利用記録簿
<企業名>公金収納ネットワークサービス <製品名>
常～個別システム関連設備資料　１　外部接続・回線・ＬＧＷＡＮ
常～個別システム事前相談資料（ヒアリング検討）
常～個別システム現年度相談

個別システム進行中 常～防災課災害情報システム
常～個別システム設置状況報告
システム登録書
常～個別システム管理運用基準及びセキュリティ実施手順
常～個別システム登録申請書・廃止報告書

区民生活部設置 常～戸籍住民課設置申請
常～健康推進課設置申請
常～碑文谷保健センター設置申請
常～障害福祉課設置申請

教育委員会設置 常～生涯学習課設置申請
東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた公衆無線LAN整備検
討部会・作業部会
常～公衆無線ＬＡＮ全般
常～第四次ＬＧＷＡＮ移行
ＬＧＷＡＮ関連文書
常～ＬＧＷＡＮ接続ルータ借上保守
常～ＬＧＷＡＮ停止方法

ＬＧＰＫＩ 第四次ＬＧＰＫＩ移行
オンライン化 オンライン化全般 常～電子自治体オンライン利用推進指針

協議会負担金
調査・回答
共同運営職員研修
電子申請利用職員登録
常～共同運営通知

情報課

内部情報システム 内部情報系システム全
般

サーバールーム

内部情報運用

システム更改

グループウェア グループウェア全般

グループウエア運用

個別システム 個別システム設置全般

個別システム事前相談

システム登録

個別システム設置
健康福祉部設置

公衆無線LAN 公衆無線LAN全般

ＬＧＷＡＮ ＬＧＷＡＮ全般

ＬＧＷＡＮ運用

共同運営 共同運営協議会

電子申請
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
電子申請サービス利用（開始・停止）届
常～パソコン運用に関する協議

電子申請運用 運用実績 月次報告
ｐｕｆｕｒｅ
ＭＰＮ利用職員登録
常～ＭＰＮ障害情報・ＢＣＰ訓練　障害対応マニュアル

情報課

マルチペイメント ＭＰＮ運用

共同運営

電子申請
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