
 令和元年度 行政情報目録 （総務部 庁舎管理担当）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～庁舎管理係要綱･要領･基準等
行政財産用途廃止
常～行政情報開示請求

委員会・課長会 庶務担当課長会・政策決定会議資料
区民の声連絡票
常～ホームページ(対外用）
常～ＮＴＴ電話帳（タウンページ・ハローページ）調査
国都道府県区市町村・関係団体調査・回答・通知
常～近隣区防災無線放送等通知
調査・通知（総務部総務課）
調査・回答・通知（総務部総務課以外）
調査・通知（区民生活部）
調査・通知（企画経営部）
調査・通知（環境清掃部）
発信通知（全般）
常～情報公開事務の手引き
ファイリング通知
常～ファイル基準表（引継ぎ）
常～個人情報保護・情報公開
年次有給休暇簿
休暇簿
非常勤出勤簿
常～非常勤職員取扱要綱
職員表彰
休暇申請書
欠勤・遅参・早退届
職務専念義務免除申請書
出勤記録修正依頼書
電話交換・案内業務用　区職員名簿
電話交換選定委員会
電話交換委託事業者選定
常～交換業務参考資料
夜間巡視シフト予定表
夜間巡視休暇願い届出
夜間巡視日誌
夜間休日連絡先一覧
夜間巡視臨時職員
常～臨時職員履歴書・様式
常～夜間巡視資料
常～非常勤職員の職の設置、任用、更新
会計年度任用職員配置
人事通知
臨時職員補充（休職代替）
巡視超勤チェック資料
給与通知
法定調書
臨時職員賃金仕訳書
給与減額免除申請書
常～通勤手当認定経路一覧
旅行命令簿(即日・宿泊）
常～時差出勤利用申請書

研修 派遣研修（経費支出を含む）
被服貸与
安全衛生
常～イントラネットＰＣの協議等
常～グループウェア

財務会計全般 財務全般通知
備品・用品 備品処理一覧表

契約事務説明会資料
契約通知
予定額増減
契約変更依頼書
契約書
債権者登録
契約依頼書（需用費）
委託契約依頼書（所管課契約）
工事契約依頼書
支出負担行為更正書
借上げ契約依頼
契約依頼書　備品購入費
契約依頼書（所管課契約）
委託契約依頼書（契約課契約）
契約依頼予定書（翌年度年間契約分）
常～長期継続契約
年間契約書
年間契約納品書
契約依頼書（年間契約）
支出予定確認表
歳計外・基金管理
科目更正
四半期配当
歳入歳出計算書
予算流用・基礎間変更・予備費充用申請書
執行委任

人事

給与

福利厚生

グループウエア

財務会計

契約事務

契約依頼書

年間契約

予算執行

庶務庁舎管理担当 庶務・文書

区民の声・ＨＰ

調査・通知

庁内通知・調査

文書

服務

電話交換

夜間巡視
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 庁舎管理担当）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
減額執行委任
未執行・未清算一覧
支出負担行為決定書
支出負担行為兼支出命令書
清算・戻入命令
差金使用申請書兼決定書

歳入管理 調定収入通知書
委託支出命令
その他支出命令
工事支出命令
工事検査証
常～当初予算に係る工事費見積依頼
補正１号予算見積書
補正２号予算見積書
予算特別委員会資料
予算見積書・内示
財政課からの通知
監査資料・監査通知
決算資料
常～総合庁舎内異常事故等報告
常～非常持出品保管（郵便局）
拾得物受取書
懸垂幕
各課からのレイアウト変更要望
電気錠
常～防犯カメラ設置届
常～防犯カメラ運用
セキュリティカード
個別キー
拾得物
常～PHS貸出し
常～節電対策（災害時対応を含む）
常～総合庁舎喫煙室
常～総合庁舎建築ガイドツアー（美術館主催）
常～総合庁舎　庁舎見学
目黒区総合庁舎村野藤吾の建築意匠冊子
常～村野藤吾賞
常～局預け電話回線
電話等所管との取り決め
常～電話割引サービス
ウェディング事業者募集
ウェディング歳入起案
総合庁舎ウェディング　新聞等報道
ウェディング事業　庶務
目黒区公共料金自動振替口座新規登録・変更処理申請書（電話料金）
国際電話利用連絡票
電話料金
公共料金科目別内訳表
電気料金（その他の公共料金)
水道料金（その他の公共料金)
常～総合庁舎電気契約（契約課扱い分）
ガス料金（その他の公共料金)
常～ＮＨＫ受信料
常～目的外使用許可（関係団体）
常～目的外使用許可（企業名）
常～目的外使用許可（行政名）
常～広告付区政情報モニター・番号表示システム
常～目的外使用許可（表示灯）
常～目的外使用許可（郵便差出箱）
常～目的外使用許可（飲料自販機）及び公募選定
常～目的外使用許可（企業名（携帯用充電器））
常～目的外使用許可（ウェディング）
常～行政財産目的外使用許可（公衆電話）
行政財産目的外使用許可（未舗装部駐車場）
検針（負担金）
税外徴収簿
光熱水費負担金（月次以外）
常～総合庁舎冷却塔下水道減水量申告
納入済通知書・済通
光熱水費等負担金（月次）
常～電話台数算定資料

行政財産使用許可全般 常～行政財産使用許可（企業名）
喫茶・売店 常～喫茶・売店事業者選定（平成２６年度）

庁舎使用許可申請
更生保護サポートセンター
常～地域協力
常～旧喫煙室等の暫定利用
自転車シェアリング事業（サイクルポート設置）
関係団体等の利用
ロケ誘致歳入起案
ロケ誘致　庶務
総合庁舎使用許可報告(ロケ実施)
警備駐車場配置表
警備駐車場整理・案内業務日報

行政財産目的外使用許
可

使用料・負担金

庁舎使用許可

ロケ誘致事業

警備

支出命令

予算編成

決算・監査

施設運営管理 庁舎運営全般

庁舎見学

電話各種サービス

ウェディング事業

電話料金

その他の公共料金

財務会計

予算執行

歳出管理

庁舎管理担当
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 庁舎管理担当）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
機械警備報告書

案内業務 案内業務シフト表
駐車場使用届
投棄原動機付自転車
常～職員用駐車区画の使用（身体障害等）
常～駐車場有料化資料
常～テープライタ回収
廃棄物処理票
常～小型充電式電池リサイクル協力者[回収拠点]登録申請
常～産業廃棄物管理票管理手順
常～廃棄物再利用計画書
産業廃棄物管理票（マニフェスト）
古紙回収

清掃業務 清掃日報
周辺清掃業務 周辺清掃活動

常～ＡＥＤ設置
常～水防本部設置時の対応
目黒区危機管理管理指針（案）
オリンピック・パラリンピック関連用途
西口ロビー等スペース使用届
常～団体登録変更届
常～総合庁舎会議室貸出利用（試行）
会議室等使用申請書
会議室等使用許可変更等
会議室利用変更取消(行政利用)
会議室先行予約　全体調整
常～他課との取り決め（会議室・倉庫）
常～団体登録申請
常～防火・防災管理者
常～防災管理点検
防災センター要員講習
目黒防火管理研究会
防火管理
消防訓練
自衛消防審査会
自衛消防技術試験
消防署からの通知等
常～消防計画
常～自衛消防訓練資料

ポスター・チラシ 常～ポスター・チラシ取扱い
総括業務日誌
証明書
業務実施報告書
設備日報
作業届（各課提出分）
作業届（業者提出分）
常～清掃・警備・案内等業務委託
業務実施報告書
清掃・警備等業務打ち合わせ
常～清掃・警備等従事者名簿
業務委託仕様書
業務評価（契約課提出）
電話交換業務報告（月報）
電話交換業務月間勤務シフト表
電話交換業務実施日報
電話交換室　庁内放送等
常～電話交換業務従事者名簿
常～指定地球温暖化対策事業所への通知文書
常～指定地球温暖化対策事業所関連資料
常～地球温暖化対策の実施状況入力シート

ＩＳＯ運用 常～内部環境監査（ＩＳＯ）
常～産業廃棄物管理票（マニフェスト）
常～総合庁舎　施設点検
常～総合庁舎設備機器法定点検等年間予定

総合庁舎緊急対応 事故報告書
総合庁舎行事対応 常～総合庁舎　消防用設備等法定点検

冷房・暖房申請書
常～改正フロン法
点検報告書（ガス器具）
常～湧水ポンプ交換工事
３階エントランスホール池の管理について

強電設備 常～事業用電気工作物点検報告書
常～消防設備関係提出書類
常～総合庁舎消防用設備点検結果報告書

照明設備 常～ＬＥＤ照明器具
電気設備機能改善 ２階大会議室映像・音響設備改修工事
弱電設備 通信アンテナ設備
ＰＣＢ 常～ＰＣＢ管理・届出
電話設備 電話交換機作業報告
建築工事 常～総合庁舎３階エントランスホール天井改修工事基礎調査業務
サイン 道路占用許可申請書

樹木等手入れ委託　報告書
樹木等手入れ委託
他課・外部からの調査

清掃･警備等　業務委託

総合管理業務

電話交換業務委託

エネルギー管理 エネルギー管理

設備管理 設備管理全般

空調換気設備

給排水衛生ガス設備

消防設備

植栽

測定・調査

廃棄物・じんかい処理

危機管理･非常時対応

共用スペース利用･活用

会議室・倉庫

消防計画

設備等　業務委託

警備

駐車場

施設運営管理

庁舎管理担当
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 庁舎管理担当）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～総合庁舎　ばい煙排出量調査
常～総合庁舎管理委託業者報告
常～設備機器管理業務委託入札事務

機械警備委託 常～総合庁舎警備平面図
総合庁舎設備機器等予
算

常～維持保全業務積算標準単価表・積算指針

設備管理

測定・調査

総合庁舎設備機器管理
業務委託

庁舎管理担当
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