
 令和元年度 行政情報目録 （総務部 総務課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
災対総務部災害活動
事務量等測定
災害応急対策本部活動
区民の声
立案請求
常～新型インフルエンザ総務部行動マニュアル
継～情報公開事務の手引
個人情報の登録
行政手続条例関係
開示請求
永年長期保存公文書目録
ファイリングシステムの手引
ファイリング調査通知
行政情報開示請求
常～行政手続条例関係
公示・告示
内容証明郵便
料金後納郵便差出票
ファイル基準表
電磁的記録等総合目録
長期保存文書ファイル基準表
復命書
非常勤職員任用
服務の手引
人事考課制度及び目標によるマネジメント制度
セクハラ防止指針
物品供用者・給与取扱者
人事通知
４月１日付け部発令通知
会計年度任用職員出勤簿
人事・任用制度、昇任選考
臨時職員の雇用
物品・金銭出納員引継報告書
再任用職員任用
事務引継・担任事務
服務取扱
常～飲食届
職員表彰
目黒区長事務引継書
時差出勤利用申請書
継～職員倫理の確保に関する制度
過重労働防止の取組
会計年度任用職員勤怠関係書類
妊娠出産育児に関わる休暇申請書
出退勤時刻データ修正記録簿
子の看護休暇申請書
給与減額免除申請簿、勤怠各種届添付書類
休暇申請書
常～子の看護休暇確認票
会計年度任用職員等旅行命令簿
通勤手当認定簿（異動分：庁舎管理係除く）
出退勤時刻データ修正記録簿
給与事務の手引
給与通知
通勤手当認定経路一覧表
時間外勤務手当等仕訳書
旅行命令簿（宿泊）
旅費事務の手引
安全衛生
被服貸与
福利厚生通知
管理監督者のための職場の人材育成の手引
健康管理
職員研修
個人番号提供カード・管理簿・封筒（翌年分）
法定調書
個人番号提供カード・管理簿・封筒（当年分）
現金出納簿
物品名鑑
備品総括表及び増減一覧表
物品処分調書
各種保証書・説明書

公共料金 公共料金取扱要綱
予定額増減
所管契約（３０万円未満）の見積徴収の取扱
債権者登録申請
契約依頼書・支出負担行為決定書
長期継続契約
契約変更依頼書
契約依頼予定書（翌年度年間契約分）
協定
完了報告書・納品書
年間契約書
歳入歳出予算見積書（補正）

総務課 共通

文書

郵便

ファイル基準表

人事・給与 人事

服務

給与

予算・決算・監査 予算編成

研修･福利厚生

財務会計 財務会計全般

備品・用品

契約 契約全般

契約依頼書・支出負担
行為決定書

年間契約

庶務

1／10



 令和元年度 行政情報目録 （総務部 総務課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
歳入歳出予算見積書（当初）
翌年度当初予算（政策枠）要求事項説明書
予算編成調査・回答
予算要望書
要求事項説明書（補正１号）
翌年度当初予算通知
予算書原稿
翌年度当初予算復活要求説明書
翌年度当初予算見積書・資料（部局枠）
翌年度当初予算（部局枠）要求事項説明書
翌年度当初予算（政策枠）見積書・資料
要求事項説明書(補正２号)
補正予算見積資料（第２号）
補正予算見積資料(第１号）
執行委任申請書兼決定書
収支予定
予算配当通知
予算執行計画
予算変更申請書兼決定書
主要な施策の成果報告書作成資料
事業概要
決算説明資料
定期監査資料
定期監査
例月･小中学校等監査結果報告
住民監査請求受理通知
包括外部監査の結果報告
行政監査
各部定期監査
各会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書
財政援助団体等監査
目黒区職員措置要求（住民監査請求）受理通知・監査結果
庁外施設・区外施設定期監査
清算・戻入命令
科目更正・振替命令
支出命令
調定
歳入の収納事務検査報告書
選挙に係る供託物
総務係要綱・要領
労働組合関係者の委員への委嘱について
常～区市町村別面積調
常～東京法務局目黒出張所適正配置計画
常～目黒区渇水対策連絡会
犯罪被害者等支援
ミニＳＬ受入
押収品目録交付書
営団地下鉄日比谷線事故・要請書
天皇陛下即位
常～故崇仁親王御喪儀の当日における弔意表明
天皇陛下御在位三十年記念慶祝事業
故宣仁親王妃喜久子御喪儀の当日における弔意表明
常～故宜仁親王御葬儀の当日における弔意表明
常～故寛仁親王殿下御葬儀の当日における弔意表明
皇太后陛下崩御に際しての弔意奉表
天皇陛下御在位十年記念慶祝事業
天皇・皇后両陛下行幸啓
皇太子さま・雅子さまご結婚祝賀行事資料
皇太子妃御出産皇孫殿下御誕生
秋篠宮妃ご出産
昭和天皇崩御
区議会公約要望事項
慣例・慣行見直し
周辺事態法資料
後援名義等使用承認
目黒区紋章の使用承認
目黒区紋章の使用承認・事務取扱要綱
後援名義等使用承認事務取扱要綱
常～２０１５年ネパール大地震に対する救援金（平成２７年度）
拉致被害者義捐金
常～義援金・救援金
スマトラ島沖地震救援金
パキスタン北部地震災害への救援金
雲仙・普賢岳募金
災害派遣等従事車両証明
三宅島・新島・神津島地震被害救援募金
鹿児島地方集中豪雨被害救援募金
新潟県中越地震災害義援金
日本海重油流出事故に係る義捐金
兵庫県南部地震被災地への支援
平成１９年新潟県中越沖地震義援金
北海道南西沖地震救援募金
平成１８年インドネシア・ジャワ島地震災害救援金
常～２８年熊本地震に対する義援金

総務課

予算・決算・監査 予算編成

予算管理・予算執行

決算

監査

歳出管理

歳入管理

総務課共通 総務課共通

事件・事故・災害

皇室関係

検討事項

後援名義・区紋章

救援募金
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 総務課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
防衛庁施設計画
自衛隊幹部学校建築確認事項
防衛庁の移転計画
行事実施要綱
年末年始区長あいさつ
新年のつどい受付整理券
新年のつどい各部校正原稿
新年のつどい受付名簿
新年のつどい資料
新年のつどい開催
自治体分担金
各種団体分担金
負担金団体資料
公益通報者保護委員報告書
公益通報者保護委員
公益通報者保護制度国・都からの通知
公益通報者保護制度説明会
公益通報者保護制度運営状況公表
常～公益通報者保護条例
常～公益通報者保護委員選任
継～公益通報者保護条例
公益通報者保護法施行に伴う目黒区における通報処理に関する取扱要綱
公益通報者保護制度導入までの経緯資料
公益通報者保護制度資料
公益通報者保護条例作業部会
公益通報者保護制度（外部通報）
公益通報者保護制度（他自治体）
公益通報者保護制度における個人情報保護
公益通報者保護制度の手引
常～公益通報報告書
北方領土資料
北方領土起案
常～大井競馬場観覧席の取扱い
特別区競馬組合調査等
特別区競馬組合
官公署長連絡会
継～城南地区官公署長会
翌年度開催日程、翌年度官公署長連絡会（第１回）
庶務担当課長会取り決め等
庶務担当課長会
区境界確認箇所一覧
区境界に関する情報提供
区境界に関する国・都調査
行政界確認図（東京都１/２５００地形図）
東京都縮尺１/２５００地形図
地形図作成東京都調査資料
区境界確認申請取下分
区境界関する法令解釈
林試の森敷地内（品川区／下目黒２丁目外）
〈特定地区〉拡幅道路事業に伴う目黒区・品川区との境界確認
目黒川から〈施設名〉（住所）
〈企業名〉（住所）
防衛庁技術研究所内（渋谷区／中目黒２丁目）
都市計画道路補助１９号線（渋谷区／三田２丁目）
〈企業名〉付近（住所）
〈住所〉民有地内（住所）
〈企業名〉～〈企業名〉（住所）
〈施設名〉隣接地（住所）
旧朝倉邸（中央官庁渋谷会議所跡地）（渋谷区/青葉台１丁目）
〈住所〉区境（目黒・世田谷）
駒場公園付近（渋谷区／駒場４丁目）
剣が崎交差点付近（渋谷区／中目黒１丁目）
国土地理院跡地内（公務員宿舎立替資料含む）（世田谷区／東山）
国道２４６号から目黒川（世田谷区／大橋２丁目）
西小山駅前ひろば（品川区／原町１丁目）
大岡山駅前整備計画（大田区／東工大構内付近）
都立大学深沢校舎跡地東側
東京工業大学敷地内（大田区／大岡山２丁目）
〈住所〉（世田谷区／目黒区）
(住所）(品川区/目黒区）
東京都平和の日
平和祈念行事懇談会
一般戦災総合データベース事業
平和関連資料
平和祈念行事資料
〈団体名〉
平和記念行事懇談会議録
被爆体験講話集
平和関連資料（資料の収集・保存）
他団体（他自治体）平和祈念調査案内
都区市町平和関係担当者連絡会
平和祈念行事実施起案
平和祈念のつどいポスター、チラシ、プログラム
平和都市宣言告示

総務課

連絡会・課長会 官公署連絡会

庶務担当課長会

総務課共通

防衛省

行事

分担金・負担金

区境確認 区境全般

目黒地区

碑文谷地区

公益通報者保護制度

北方領土

競馬組合

平和祈念 平和祈念全般

平和祈念のつどい
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 総務課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
平和祈念標語優秀作品集
平和祈念のつどい講師依頼
平和祈念のつどい映画資料
平和祈念のつどい名簿校正
平和祈念標語
つどいアンケート集計結果
平和祈念東京大空襲展
平和祈念学童疎開展示資料
平和祈念のつどい資料
平和に関するモニュメント等写真・ネガ
〈団体名〉資料
遺骨問題
平和祈念物品預かり書
地区巡回写真展
<個人名>写真貸し出し
平和のための写真、資料展
〈個人名〉写真(広島・長崎)
〈個人名〉写真貸付け要綱
〈個人名〉写真説明資料
〈個人名〉写真図録
〈個人名〉写真資料
継～Ｈ１２〈個人名〉中国新聞記事
核実験等
非核自治体からの資料
日本非核宣言自治体協議会　調査・通知
継～核実験等
非核自治体からの調査
日本非核自治体協議会分担金
平和首長会議
その他団体　調査・通知
被爆二世樹木
「戦後の生活体験」応募者
区民の生活体験集
昭和の戦争記録
戦争体験記に対する手紙
平和のブロンズ像
平和の石管理
報恩の鐘
梵鐘の管理
戦後の庶民生活頒布
戦後文化の軌跡展
終戦５０周年記念事業（区全体の事業計画）
平和関係彫塑（きらめくしっと）
終戦５０年平和祈念事業(パンフ等)
終戦５０年平和祈念講演と室内楽コンサート
継～広島派遣事業実施要綱
体験レポート集
体験報告会
広島市通知
広島派遣作文（体験レポート用）
他市区町村文集
広島原爆資料
広島派遣〈団体名〉関係
広島派遣資料
広島派遣実施
広島派遣経費の支出
常～広島派遣事業実施要綱等改正起案
選考委員会
契約課調査・通知
施設課調査・通知
総務課調査・通知
防災課調査・通知
生活安全課調査・通知
人権政策課調査・通知

人事課 人事課調査・通知
企画経営部調査・通知
常～組織改正・定数通知
常～事務事業見直し
部局別政策課題調査
目黒区基本構想
目黒区基本計画
常～目黒区基本構想検証・策定
常～情報セキュリティ
広報課調査通知
情報セキュリティ
情報課調査通知
財政課調査通知
区民生活部調査・通知
都市整備部調査・通知
会計管理室調査・通知
監査事務局調査・通知
子育て支援部調査・通知
区議会事務局調査・通知
教育委員会調査・通知

総務課

平和祈念

平和祈念のつどい

平和祈念のつどい資料

平和のための写真展

非核

平和祈念臨時事業（そ
の１）

平和祈念臨時事業（そ
の２）

広島派遣

調査・通知 総務部(人事課除く)

政策企画課･行革推進
課･秘書課
行財政改革･基本構想

情報課･財政課・広報課

他部
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 総務課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
環境清掃部調査・通知
選挙管理委員会調査・通知
健康福祉部調査・通知
総務省調査・照会
地方自治月報回答
東京都（調査・通知）
特別区人事厚生事務組合調査通知
法改正通知
特別区協議会調査通知
他区市町村調査・通知
他の団体調査通知
法務省調査・照会
常～区長交代に伴うセレモニー
「故小渕恵三」内閣・自民党合同葬儀黙祷実施
「故鈴木善幸」内閣・自民党合同葬儀
区葬
区長の死去について
歴代特別職名簿
区長初登庁
区長職務代理
故塚本俊雄目黒区長区葬資料
新区長勉強会資料
内閣合同葬儀
区長交代に伴うセレモニー
特別職任免
１３年常勤監査委員設置
退職手当条例一部改正
継～特別職委解嘱(１８年度)
区議会選出付属機関等委員の委解嘱
付属機関等委員の委嘱・解嘱
遺族補償年金資料
非常勤公務災害申請手続
特別区非常勤職員の公務災害補償等関連規程
遺族補償年金
非常勤公務災害分担金
非常勤公務災害要綱
庁舎管理規程
ＡＥＤ取扱説明書
掲示依頼

庁舎内配置 ロッカー室配置
自転車管理
常～目黒区総合庁舎における自転車管理要綱
常～目黒区交換便取扱要綱
交換便業務委託管理資料
交換便
交換便業務委託管理資料（報告書等）
イントラネットパソコン
事務用机・いす配布
目黒区職員等事務用机・いす使用申請書
庁舎内美術品
ホームページ作成
特別会議室
新車購入
常～緊急対応
常～ドライブレコーダー
常～ETC燃料カード
ETC燃料カード（明細等）
常～庁用車管理要綱
常～庁用車運行管理業務委託
庁用車管理要綱
車両関係庶務
車両の事故処理マニュアル
自動車保管場所証明申請書
自動車住所変更登録
自動車運転見直し検討資料
広報車(道路許可申請書)
緊急通行車両等事前届出書
安全運転管理者・副安全管理者
調査・通知
マイクロバス使用申込書兼受付確認書
庁用車運行管理業務委託
ＪＡＦロードサービス
安全運転管理者・副安全運転管理者
高速道路料金等
庁用車法定車体検査経費
有料道路通行料及び燃料料金支出
自動車車検証写し
自動車保険証書
任意保険（フリート契約）関連
保険料概算見積一覧
継～庁用車事故
常～庁用車事故
自治体総合賠償責任保険の優良戻し
継～自治体総合賠償責任保険対象施設通知⑲まで

総務課

東京都・その他の団体

総務人事 総務人事全般

特別職任免

付属機関構成員の委解
嘱
公務災害

調査・通知

自治体賠償保険

自動車保険

庁用車事故

庁用車管理 庁用車管理全般

庁用車歳入・歳出

他部

庁舎管理 庁舎管理全般

自転車管理

交換便

各種管理

自治体賠償保険
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 総務課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
自治体総合賠償責任保険分担金
継～自治体総合賠償責任保険の手引
自治体総合賠償保険使用管理施設通知書
継～庁舎内外の事故
報酬等審議会
常～特別職給料等立案請求
報酬等審議会委員資料
継～報酬等審議会事務局資料（平成１７年度）
継～目黒区答申・立案請求
他区報酬審答申
特別職報酬等調査
特別職報酬審他区調査
常～条例制定改廃直接請求
陳情書
議会召集告示
新区議会議員と区理事者の顔合わせ
政務活動費
政務調査費
区議会代表・一般質問通告
企画総務委員会連絡表・報告資料
区議会委員会開催通知
理事者座席表
継～区議会議員が出席する会議情報提供マニュアル
継～区議会議員と理事者との懇談会
継～区議会議員選挙当選証書付与報告
継～初当選議員勉強会
継～条例制定直接請求
継～政務調査費審議会
継～政務調査費調査委員報告、政務調査費に関する対応
継～他市区政務調査費調査
継～都区財政調整主要５課題議決通知
区議会会議結果
常～区議会定例会の期月に関する告示

交通安全宣言塔 継～宣言塔撤去
学校法人等基礎調査
私立学校証明
現況調査
国家公務員採用一般職試験等の受験資格が認められる専修学校専門課程の
名簿作成
私立学校等実態調査（私立専修各種学校）
勤労学生控除
アスベスト関連調査
学割証
東京都からの調査・通知
専修学校名簿整備調査
外国人留学生調査
学校施設関連調査
継～目黒区専修学校各種学校協会総会
継～専修学校教育功労者（文部科学大臣表彰）
常～専修学校河合塾自由が丘校設置
継～留保事項
〈学校名〉
継～廃校
継～入学願書等の記載事項調査
継～学生寮設置届
継～各種学校(休校中)
<学校名>（留学生数指導）
常～休校中
常～廃校
常～留学生調査関連
〈学校名〉指導
<学校名>（<学校名>問題）
〈学校名〉（相談）
常～職業実践専門課程
常～専修学校における学校評価
常～総入学定員の２分の１を超える留学生受入れ
継～東京都の私学行政
継～専各学校資料留学生手続き
継～条例・規則(区内校非該当分）
継～条例・規則法律(私立学校）
継～専各学校に関する資料
常～キャリア形成促進プログラム

専門士 専門士
常～大学・大学院入学資格手続
大学・大学院入学資格手続
継～外国人学校保護者補助金要綱
外国人学校補助金
継～外国人学校補助に関する資料
常～外国人学校保護者補助金要綱
常～東京都功労者表彰（地域活動功労）
継～都知事表彰受賞者名簿
継～都知事表彰（専各）
常～東京都功労者表彰（学校教育功労）
継～東京都青少年の健全な育成に関する条例に基づく表彰要領等

総務課

自治体賠償保険

報酬審 本区報酬審

他区報酬審

議会

私立専修各種学校 学校調査

東京都功労者表彰

自治体賠償保険

学校資料

大学・大学院入学資格
手続

外国人学校 外国人学校補助
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 総務課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～都知事表彰申請（Ｈ２～）
常～東京都功労者表彰（地域文化功労）
継～（旧）知事表彰事務取扱要領
継～都知事表彰（学校教育功労）資料
継～東京都表彰事務取扱要領
区政功労者表彰要綱等改正起案
継～区民表彰再受賞状況（２３区）
区政功労表彰基準見直し
２３区等区政功労者表彰調査
区政功労者表彰要綱等改正
２３区区政功労者表彰調査
継～区政功労者表彰審査･表彰関係書類（Ｓ６２～）
継～区政功労者表彰状文案
継～区政功労者表彰式写真資料
継～区政功労者表彰資料
継～区政功労者表彰基礎調査
継～区政功労者表彰（一般）被表彰者名簿
継～区政功労者推薦書（Ｓ４２～）
常～区政功労者表彰式（会場利用申請等）
常～区政功労者推薦依頼
常～区政功労者表彰審査会
継～表彰式台本
常～区政功労者表彰式
訪問者入室等管理簿
調査・通知
行政情報開示請求

文書係ＰＣ イントラＰＣ用運用協議・届出書
図書追録 図書追録代金の支出

立案請求依頼
議案送付
常～提出予定議案概要
条例の公布
提出予定議案等調査
条例起案
条例起案（令和２年）
財務関係議案（補正予算）
財務関係議案（当初予算）
財務関係議案（決算認定）
指定管理者の指定議案
道路議案
協定議案
遺贈の放棄議案
規約変更議案
契約議案
当初予算議決書送付
決算認定議決書送付
契約議案等の議決書送付
補正予算議決書送付
規則起案
規則起案（令和２年）
訓令起案
訓令起案（令和２年）

依命通達起案 常～依命通達起案
議案作成資料全般 議案作成資料（給与別表）

常～人事案件（監査委員・議員選出）平成６年２定以後
常～人事案件（教育委員）
常～人事案件（副区長）
常～人事案件（人権擁護委員）平成６年５月以後
常～目黒区例規集（過去版）データ
常～例規ＤＢサーバ関係資料
印刷物作成協議書

公の施設 公の施設使用料依命通
達

常～使用料減額依命通達（平成１３年度～）

要綱 常～要綱・要領の制定及び改廃の取扱い
条例、規則、訓令、告示、諮問簿
特例起案用紙
改元
常～押印の廃止
常～決定関与者の省略
公印文書処理台帳
事前押印承認申請
印影打出承認申請
印影印刷承認申請
常～公印台帳
公印改刻・新調・廃棄
公印台帳の写しの請求
ファイリング基礎研修
ファイリング用品必要数調査回答
サプライズ・キャビネットの調査
ＦＳ作業届
ファイリングシステム実地指導
文書庫入退室管理簿
引継ぎ・移換え等作業通知
目黒区犯罪人名簿等取扱要綱に基づく通知

総務課

契約・訴え等議案

東京都功労者表彰

区政功労者表彰 区政功労者表彰基準等

区政功労表彰（一般）

規則起案

訓令起案

財務議案

ＦＳ ＦＳ共通全般

引継ぎ・保存・廃棄

文書係共通 文書係全般

議案 議案共通

条例起案

議決書の送付

議案作成資料
人事議案作成資料

例規 例規集

文書管理 文書管理全般

公印
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 総務課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
ＦＳ資料 ＦＳ関係企業情報

機密文書作業届
機密文書廃棄依頼書
郵便料金等の改定
常～郵便料金計器導入検討資料
郵便要綱
少量郵便物依頼書
書留郵便物発送簿
少量郵便物差出票
少量郵便物日計表
大量郵便物差出記録
大量発送郵便物に係る調査について
後納郵便料科目更正起案
後納郵便物等取扱控
郵便料金不足のお知らせ
執行委任申請書兼決定書写し
後納郵便料支出起案
受取人払交付証
料金受取人払承認書写し
郵便切手所管替通知書兼郵便切手所管替受入通知書
郵便切手使用記録書
郵便切手交付申請の承認
郵便切手使用記録書（過年度）
郵便切手受領票
郵便切手等の購入
郵便切手交付小票
常～目黒区浄書事務集中処理要領
印刷用紙使用届
常～高速複合機更改
印刷関係納品書等

毛筆浄書依頼票 毛筆浄書依頼票
行政手続制度 行政手続制度全般 審査基準等の見直し

常～ＬＧＷＡＮ資料
常～ＬＧＷＡＮマニュアル
証明書発行等申請
常～内部情報システム定例会議
常～内部情報システム代表者会議
常～システム更改
常～移管処理用資料
システム機器更新
常～システム上の改元対応
作業報告書

説明会・操作研修 常～文書管理システム操作研修
調査等回答 調査等回答
政策決定会議 常～政策決定会議情報提供
企画総務委員会 常～企画総務委員会資料
専決処分議会報告 常～専決処分議会報告
法務調査室ニュース 法務調査室ニュース

常～国家賠償請求事件に係る開示請求（平成３０年６月１５日及び同年７月５
日付けのもの）
常～区道と民有地の道路境界に関する裁決に係る開示請求（令和元年８月７
日付けのもの）

訴訟・調停共通 常～訴訟事件の代理人指定・区職員併任及び解除
継～原告側証拠（甲１～２１号証）
継～甲号証（原告）の証拠説明書
継～商業登記簿謄本交付申請<法人名>
継～証拠証明書（２１～２１５）
継～証拠証明書（２１６～）
継～被告側証拠資料審理概要、答弁書、乙号証
継～路線バス停留所移設に係る慰謝料請求訴訟
常～損害賠償請求事件（平成３１年４月８日送達）
常～生活保護費不支給処分と職員らによる暴力行為等に対する損害賠償請
求事件（令和元年５月１７日送達）
継～介護給付費不支給決定取消請求訴訟
継～旧本庁舎跡地等売却住民訴訟（控訴）
継～健康づくり健診の採血に係る損害賠償請求訴訟
継～建築確認是正命令訴訟（控訴）
継～三田店舗明渡訴訟（Ｂ店舗）
継～清掃事務所派遣社員負傷損害賠償請求訴訟
継～中目黒区道敷地明渡訴訟（第三次訴訟）
継～南一丁目所在建築物に係る訴訟
継～中目黒１丁目区道敷地明渡請求訴訟事件
継～強制執行手続（建物明渡し）の流れ
継～商業登記簿謄本・住民票の写しの交付申請
継～申立て手数料等の支出
継～旧清水市場明渡等請求訴訟甲号証審理概要
継～旧清水小売市場明渡等請求訴訟（訴訟提起）
継～訴状提出時の必要書類など郵券、収入印紙、商業登記等
継～賃貸借契約の経過説明資料
継～被告陳述書
継～文書提出命令申立書
継～補助参加人の書証
継～保証金返還請求事件提出事件提出証拠甲号証
継～中央緑地公園境界確定請求事件（訴訟依頼、審理概要）

総務課

ＦＳ

機密文書廃棄

浄書印刷 浄書印刷全般

浄書印刷機器

郵便 郵便全般

少量郵便物

後納郵便料金

料金受取人払

郵便切手

ＬＧＷＡＮ

文書管理システム

システム運用

訴訟
訴訟・調停

大量発送郵便物

システム開発・導入

開示請求

庶務
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 総務課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～住民票職権消除処分に関する損害賠償請求上告受理事件
継～鷹番小損害賠償等請求事件（訴訟依頼）
継～建物収去・土地建物明渡請求事件
継～建物収去・土地明渡等請求控訴事件
継～住民記録に関する損害賠償請求事件
継～住民票職権消除処分に関する損害賠償請求事件（控訴）
継～住民票職権消除処分に関する損害賠償請求事件（訴訟資料）
生活保護に関する調停事件
継～旧清水市場店舗１３号民事調停
常～住民票の写し等の不交付決定に係る審査請求（令和元年１２月１１日受
理）
常～保護申請に対する不作為に係る審査請求（令和元年１１月７日受理）
常～特別区民税・都民税税額決定に係る審査請求（令和元年６月１４日受理）
常～審理員関係
常～行政不服審査会委員関係
継～処理困難事件
継～事故見舞金支給申請平成１６年度
継～事故見舞金支給申請平成１７年度
継～事故見舞金支給申請平成１８年度
継～補償金対象事故報告書（教育委員会）
継～第１１中中毒事故仮払い
継～事故処理の手引
継～作業上事故報告書（平成１２年度清掃事務所）
継～軽微事故
継～事故の学説・判例（その他）
継～学校事故の学説・判例
継～学校内事故の教師・区の責任・幼児負傷の場合の慰謝料請求権
常～清掃車への誤積事故（平成３１年３月７日発生）
常～ごみ収集業務に伴う物損事故（令和元年８月１９日発生）
常～住民税扶養親族調査における事故（令和元年９月２９日発生）
常～ごみ収集業務に伴う物損事故（令和元年９月１６日発生）
常～庁用車と警備員との接触事故（令和元年６月４日発生）
常～庁用車と自転車の接触事故（令和２年３月４日発生）
常～起震車とトラックの接触事故（令和元年１１月１２日発生）
常～ポスター掲示による壁面塗装剥離事故（令和元年１２月４日発生）
常～ごみ収集業務に伴う誤積載事故（令和２年２月１０日発生）
常～区道の舗装の剥離による物損事故（平成３１年４月１日発生）

常～軽小型清掃車による駐車車両への接触事故（平成３１年３月１８日発生）

継～不燃ごみスプレー缶破裂による塗料付着事故（平成１５年度）
継～東部地区サービス事務所公金盗難事故（平成１１年度）
継～碑文谷体育館駐車料金盗難事故〈平成１５年度）
継～原町保育園の散歩中の交通事故
継～五本木小学校前歯破損事故
継～清掃車とバイクの物損事故
継～第１１中での一酸化炭素中毒事故
継～中目黒小児童負傷事故（指導課）
継～駐車場フェンス破損事故（土木工事課）
継～庁用車と自転車の衝突事故（みどりと公園課）
常～庁用車と自転車の接触事故（平成３０年８月２２日発生）
常～清掃車による軽ワゴン車への追突事故（平成３０年４月４日発生）
清掃車とタクシーの接触事故（平成２９年６月１２日発生） 
常～庁用車とガードパイプの接触事故（平成３０年１１月１日発生）
継～下目黒自転車集積所盗難事故
継～五本木児童遊園での負傷事故について（平成１４年度）
継～清水池公園での負傷事故
継～庁用自転車での接触による負傷事故（平成１５年度都市整備課）
継～唐が崎児童遊園での負傷事故（平成１４年度）
継～特別区道（中根１丁目）における負傷事故（土木工事課平成１４年度）
継～呑川薬剤散布負傷事故（みどりと公園課平成１５年度）
継～パーキンソン病訓練教室での負傷事故
継～東山学童クラブ児による物損事故
継～不動保育園での負傷事故
継～不動保育園における事故（平成１２年度）
継～ごみ収集車による散水栓の破損事故〈平成１６年度）
継～区民柔道大会での負傷事故（平成１４年度）
継～向原小児童との接触事故による負傷事故（平成１５年度）
継～借り上げバス解約事故
継～第７中の部活動中における損傷事故

物品事故 常～物品事故
区施設内異常事故等 常～区施設内異常事故等報告

継～防火水槽撤去の申入れについて
継～生活保護法に関する審査請求
法律相談委任契約・報償費支出
法律相談業務報告
継～職員食堂事業委託契約継続要望
継～包括外部監査に関するアンケート市民オンブズマン
継～包括外部監査（条例改正）
継～他区の外部監査報告書
継～他区の外部監査条例
継～資格書面の閲覧
継～個別外部監査
継～外部監査制度導入資料
継～２３区実施状況調査

総務課

外部監査

訴訟

調停

訴訟・調停

審査請求

事故共通

事故（物品事故を除い
たもの）

事故

法律相談
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～外部監査人選任手続要綱

総務課

外部監査
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