
 令和元年度 行政情報目録 （総務部 人権政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
庁内通知
窓口改善
政策決定会議・庶務担当課長会資料（８～１１月）
政策決定会議・庶務担当課長会資料（４～７月）
政策決定会議・庶務担当課長会資料（１２～３月）
調査・回答
継～区政功労賞受賞歴

環境 環境通知
環境通知
中期定数見直し
企画調査・回答
企画通知
継～ウエルカムのこころで職場用
継～行財政改革大綱
継～情報課と協議
情報通知
情報調査・回答
情報セキュリティ
常～イントラネット用パソコン運用協議届出書
継～情報基本方針・要綱等
継～標準個別システム管理運用基準及びセキュリティ実施基準
継～情報公開事務の手引

物品管理 継～保証書・取扱説明書
継～非常配備態勢
防災通知
めぐろ区報こころの輪
区民の声処理依頼票
常～行政情報開示請求
常～個人情報業務登録票
めぐろ区報掲載依頼
継～｢こころの輪｣スクラップ
ホームページ更新
広報通知
継～めぐろ区報掲載記事
継～めぐろ区報人権特集号
継～職員広報（人権特集等）
常～初当選議員の勉強会資料
議会予算要望
料金後納郵便物差出票
常～公印新調申請
文書通知
継～ファイリングシステムの手引き
非常勤職員任用
臨時職員任用
常～非常勤職員取扱要領
人事通知
人事全般調査・回答
飲食届・復命書
職務専念義務免除申請書
出退勤時刻データ修正記録簿
欠勤・遅参・早退届・その他の休暇
給与減額免除申請簿
臨時職員出勤簿
非常勤職員出勤簿・年次有給休暇簿
常～休暇簿（非常勤）
常～事務引継書
個人番号取得事務管理簿（法定調書用）
給与通知
雑給支給仕訳書
常～通勤手当認定簿
賃金・報酬支払台帳
収受押印済個人番号提供カード専用封筒
旅行命令簿・振替命令簿
非常勤職員報酬等支給仕訳書
人材育成通知
福利健康管理通知
人事課で行う研修決定、結果通知
継～所管契約見積徴取取扱方針
財務通知
継～契約時の対応（ディーゼル車規制）
契約通知
会計通知
物品管理
債権者登録
見積書・納品書
契約依頼書・支出負担行為書
清算命令書
兼命令・支出命令書
収入通知
振替命令書
今年度予算見積書（当初）
補正１号予算
補正２号予算
予算通知

共通 庶務

企画経営

情報

防災・危機管理

広報

区議会

文書

人権政策課

人事

財務

人事全般

服務

給与

研修・福利

財務全般

予算編成
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 人権政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
次年度予算見積書（当初）

予算執行 予算変更（流用等）申請書
決算資料
決算・監査通知
監査資料
人権教育・啓発事業調査
常～外国人住民意識調査（平成２８年度実施）
目黒区後援名義等使用承諾
東京都人権啓発活動区市町村補助金
啓発資料
常～人権関係担当者会議（庁内・関係機関）
常～人権に関する意識調査（平成３０年度）
常～人権に関する意識調査（平成２５年度実施）
人権教育推進委員会
人権施策推進都区連絡会
人権通知
東京法務局通知
継～区長挨拶文
継～事業実績
継～人権に関する意識調査（平成１８年度実施）
継～人権関係事業予算

人権・男女平等担当者
会議

人権・男女平等多様性推進担当者会議

継～用語、表現方法について
継～北朝鮮人権侵害問題
継～犯罪被害者資料
継～犯罪被害者支援資料
継～他区市町村の条例等
継～性同一性障害に関する検討
継～人権教育啓発推進法
継～人権救済制度
継～同和対策終了関係資料
継～子どもの権利条約
継～アイヌ文化に関する法律の執行について
常～犯罪被害者等支援庁内連絡会議
東京都人権擁護委員連合会、都ネット、特ネット
目黒地区人権擁護委員会
継～人権擁護委員名簿
人権メッセージ発表会
人権擁護委員通知
東京人権擁護委員協議会（助成金）
中学生人権作文コンテスト
東京人権擁護委員協議会第３部会
人権擁護事務担当打合せ会
人権教室
人権の花運動

人権相談 人権相談実施通知
常～人権擁護委員委嘱
継～人権擁護委員委嘱
継～人権擁護委員候補者選定の考え方について
継～人権擁護員委嘱通知
常～啓発紙作成（企業と人権）
人権啓発パンフレット
継～啓発誌資料子どもと人権
継～啓発誌（あなたの「常識」は非常識？）
人権オープンスクール
人権問題管理職等研修
犯罪被害者週間行事
人権啓発パネル展
人権啓発標語作品展
他自治体人権週間行事
継～ガイドライン資料
継～ヒューマンライツ大賞作品集
「人権週間区民のつどい」アンケート
「人権週間区民のつどい」開催
継～人権週間区民のつどい資料Ｈ.９～
常～公正採用選考人権啓発推進員の選任について
常～えせ同和
常～戸籍不正請求資料
同和活動団体資料
継～目黒区同和対策本部設置要綱
継　保管庫にて保存
継～同和対策啓発資料
継～差別はがき事件資料
継～関係団体定期大会
四区合同管理職研修
四区連絡会冊子作成
常～関係団体要請
担当職員研修
継～四区合同人権啓発パネル作成資料
継～四区連絡会規約等
継～人権啓発フェスティバル参考資料
継～同和問題啓発映画「お～い」
全国研修

人権政策課

人権啓発 人権啓発事業全般

人権週間区民のつどい

同和対策 同和対策全般

四区連絡会

決算・監査

集会・研修

人権政策 人権政策庶務

財務

例規・要綱

人権擁護委員啓発活動

人権擁護委員委嘱

予算編成
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 人権政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
人権啓発研究集会
集会・研修参加（即日）
東日本研究集会
部落解放研究全国集会
常～　条例制定・改正
常～　指針策定・改定
男女平等・共同参画通知
男女平等・共同参画調査・回答
常～付属機関等への女性の参画促進検討
男女平等推進担当職員研修
男女共同参画社会づくりに向けての全国会議
特別区女性政策主管課長会

男女平等・共同参画セ
ンターとの連携

常～男女平等政策係と男女平等センター係の事務分担

年次報告書
区民意識調査
常～区民意識調査翻訳データ
事業実績調査
常～区職員意識調査（平成２０・２６・令和元年度）
計画改定
会議録（審議会）
会議録（小委員会）
常～委員選任・委嘱
委員報酬支出
常～審議会関連要綱・要領・基準等
常～諮問･答申
審議会・小委員会開催
傍聴者名簿
審議会開催資料
常～審議会委員報酬支払口座振替依頼書
常～公募委員面接採点
常～公募委員申し込み
常～公募委員作文採点
常～学経委員経歴書・団体委員推薦書
常～オンブーズ身分証明書
常～オンブーズ要綱等
年次報告
オンブーズ特別相談
オンブーズ周知
常～オンブーズ選任・委嘱
オンブーズ報酬・旅費支出
オンブーズの改選について
オンブーズ申出供覧
オンブーズ相談供覧
常～女性団体連絡会名簿
常～女性団体連絡会からの要望
常～女性団体連絡会と区長との懇談会
常～女性団体連絡会のあゆみ
常～条例制定１０周年記念シンポジウム（２４年７月８日）

メールマガジン メールマガジン「キラリねっと」
セクシュアル・ハラス
メント防止対策

セクシュアル・ハラスメント防止研修

常～ワーク・ライフ・バランス推進事業者表彰制度
常～ワーク・ライフ・バランス表彰　資料
常～ワーク・ライフ・バランス事業者への啓発
常～中小企業合同顕彰式
男女雇用平等問題連絡会議
ワーク・ライフ・バランスに関する研修・講演会
「女性に対する暴力をなくす運動」期間パネル展
男女共同参画週間パネル展

ＤＶＤ貸出 常～ＤＶＤ貸出
常～目黒区ＤＶ防止関係機関連絡会議設置要領
ＤＶ防止関係機関連絡会議
常～DVに関する資料
常～ＤＶ相談関係課担当者打合せ
DV相談カード点検表（補充）
配偶者暴力に関する区市町村事業調査
ＤＶに関する研修・講演会
ＤＶに関する国・都からの通知
常～配偶者暴力相談支援センター整備
常～ＤＶ支援資料（２１定額給付金）
常～臨時福祉給付金（制度資料）
常～臨時福祉給付金（ＤＶ事前申出）
常～一時保育に伴う事故・ケガ
一時保育者登録名簿
常～一時保育者登録名簿（配布先一覧）
常～一時保育実施手引き
一時保育ジョイントマット・やわらかゴムマット貸出
一時保育実施結果報告書
一時保育アンケート集計結果
常～一時保育登録者資格証明
常～一時保育登録者名簿の区民活動・問合せ
常～一時保育要綱・要綱・実施基準
一時保育に伴う損害保険

人権政策課

オンブーズ オンブーズ庶務

オンブーズ相談・申出
処理

啓発 団体支援

ワーク・ライフ・バラ
ンス

パネル展

ＤＶ（配偶者等からの
暴力）

ＤＶ（配偶者等からの
暴力）全般

臨時福祉給付金 臨時福祉給付金

一時保育 一時保育全般

推進計画・審議会 推進計画

計画改定

審議会

同和対策

男女平等・共同参画共
通

男女平等・共同参画全
般

国・都・他自治体との
連携

集会・研修
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 人権政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
一時保育の保育者フォローアップ・意見交換会
一時保育者登録申請書
常～一時保育の保育者養成講座
職員研修
ＬＧＢＴ通知等
常～申請書における性別欄調査

自殺対策 自殺対策全般 自殺対策調査・回答
継～区民の声・広聴システム操作マニュアル
継～光化学スモッグ対策実施要綱
継～公益通報者保護
継～窓口改善の手引き
継～不当要求防止責任者
障害者差別解消法対応ハンドブック
区民の声処理依頼票
審議会委員・女性団体・運営委員・オンブーズ等行政通知
めぐろ区報掲載原稿
涼み処の開設
継～リサイクルの手引き
組織図
職員連絡先名簿・座席表
町会自治会長名簿
広報課通知
財政課通知
施設課通知
庶務担課長会資料
契約課通知
給与係通知
会計課通知
情報課通知
文書係通知
福利健康係通知
庁内通知（その他）
人事課通知
エコアクションプログラムめぐろ実施状況
継～第２次行財政改革大綱・年次別推進プラン（１９～２０年度）
継～実施計画改定
調査回答
エネルギー使用量等報告
継～第２次行財政改革大綱に基づく実施状況（１７年度～）
要綱制定・改正
文書通知
継～ファイリングシステムの手引き
継～「文書」マニュアル
個人情報業務の届出
継～目的外利用・外部提供記録票
継～情報公開事務の手引
継～事故処理の手引き
継～行政手続条例手引き
継～行政事件訴訟法の改正
継～個人情報業務登録
継～電子申請
継～ＬＧＷＡＮ（電子文書）
継～ホームページリンク依頼
webサイト作成
情報セキュリティ
個人情報保護審議会、情報化推進委員会
継～情報セキュリティ
国立女性教育会館データベース
継～ＣＭＳ操作マニュアル
ホームページ
継～内部情報システム（財務情報）
継～内部情報システム導入通知
継～内部情報システム（文書管理）
継～内部情報システム（庶務事務）
給免・職免申請書
職員の倫理の確保に関する制度
出退勤時刻データ修正記録簿
臨時職員雇用
週休日の割振り指定表
週休日の振替等命令簿
欠勤、遅参、早退届
法定調書
個人番号取得のマニュアル
支払台帳
常～個人番号取得事務（平成２９年分）
個人番号人事課送付済封筒（平成２９年分）
雑給仕訳書(写）
臨時職員報酬
通勤手当認定簿（異動分）
継～給与事務の手引き
常～通勤手当認定簿（在課分）
研修生推薦
安全衛生
カフェテリアプラン

内部情報システム

人事・給与 人事・服務

給与

研修･福利厚生

ＬＧＢＴ

情報システム

ＬＧＢＴ

男女平等センター担
当

庶務・文書 庶務

庶務資料

庁内通知

調査回答

文書

情報公開・行政手続

人権政策課

一時保育 一時保育全般
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 人権政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
予算執行計画
財産台帳照会用資料
予算に計上する工事費等の見積
補正予算（第２号）
補正予算（第１号）
歳入科目新設申請書
流用（節内）申請書兼決定書
流用（節間）申請書兼決定書
予備費充用申請書兼決定書
執行委任申請書兼決定書
差金使用申請書兼決定書
予算見積資料(工事費)
継～予算見積懸案資料(施設維持管理)
監査資料
決算資料（歳入振分含む）
支出負担行為書
契約決定（入札調書）
契約依頼予定書
個人情報の保護に関する覚書
継～機械警備委託契約仕様書
支出未処理
契約改善（業務評価・改善提案・検査）
債権者登録、変更等
契約依頼書
駐車場領収証・済通
駐車場日計部門清算
駐車場日計取引清算
駐車場収納金日計表
駐車場レジスター記録紙
事後調定一覧表
収納金日報（区政資料複写収入・複写機等利用負担金）
収納金日報（施設使用料等）
施設・駐車場使用料収納事務委託
複写機等利用負担金歳入調定
調定収入通知書
調定更正収入通知書
駐車場利用料金歳入調定
自販機電気料・ボラセン光熱水費歳入
収納金日報（駐車場）
施設使用料還付
講座等参加者自己負担金
区政資料複写収入歳入調定
還付命令書
施設使用料歳入調定
公共料金（電気）
公共料金（電話）
公共料金（放送受信料）
公共料金振替支出管理表
支出負担行為兼支出命令書
支出命令関係
支出命令書
清算命令書
郵便切手購入･受払簿
公共料金（ガス）
公共料金（水道）
戻入命令書
支出予定確認表
物品処分
備品総括表
継～レジスター関係書類
常～中央監視装置
継～自転車防犯登録カード・鍵・ＴＳマーク
センター業務委託業者への通知
常～資料室業務委託について
センターパンフレット作成
窓口業務マニュアル（平成２４年度版改定）
継～目黒女性団体連絡会
継～都内女性センター資料
継～窓口業務マニュアル
継～資料室業務委託について
継～センター記録写真
東京ウィメンズプラザフォーラム
都内女性センター館長等会議
男女平等・共同参画審議会
事業担当者会議
常～事業記録（２８年度～）
ワーク・ライフ・バランス推進企業等支援事業
常～センター開設２０周年行事
事業記録
利用者懇談会及び交流会
子ども・青少年事業担当者連絡調整会
常～社会教育調査
男女平等・共同参画調査・回答
常　ワーク・ライフ・バランス推進企業等支援事業ワーク・ライフ・バランス

センター共通 男女平等センター全般

財務会計 財務会計全般

予算編成

決算・監査

契約

歳入

歳出

備品

男女平等センター担
当
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 人権政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常　ワーク・ライフ・バランス推進企業等支援事業チラシ
アドバイザー個別相談事業
アドバイザー派遣提案事業
ワーク・ライフ・バランス推進企業等支援事業業務報告書
「TOKYOライフ・ワーク・バランス」掲載原稿
国からの通知
東京都からの通知・調査・回答
ワーク・ライフ・バランス推進企業等支援事業実施報告書
アドバイザーへの謝礼の支出
一時保育者登録申請書
一時保育報告書
継～一時保育実施手引き
継～保育室玩具資料
一時保育（区民活動用）
一時保育者名簿
保育カード・保護者への周知文
常～運営委員会委員募集（第１２期）
運営委員会保育
常～運営委員会会議録及び開催通知
常～運営委員募集(第１４期）
継～他区資料
常～センター運営委員会庶務
継～運営委員ファイル資料
継～運営委員報告書
継～運営委員名簿
運営委員募集（１３期）
フォーラム実行委員会ちらし印刷
フォーラム実施
フォーラム実行委員会登録団体紹介冊子
継～フォーラム実行委員会設置要領
広報紙等情報提供
継～センター案内パンフレット
であいきらり１回目
常～であいきらり掲載記録（平成２８年～）
であいきらり（訂正）
であいきらり２回目
女性団体リーダー国内研修助成金
女性団体リーダー国内研修費助成
日本女性会議への参加旅費助成金
登録団体コピーサービス集計
登録団体情報発信
目黒女性団体連絡会資料
登録申請不承認
登録団体承認起案
登録団体専用ロッカーの貸与
団体登録更新
団体登録変更届・再交付
センター利用登録団体登録要綱
常～センター条例・規則　２７～
継～利用団体指導者派遣要綱
継～保育室運営要綱
継～中目黒スクエア駐車場条例・規則
継～中目黒スクエア駐車場使用料免除基準
継～女性問題の活動登録団体支援要領
継～女性問題の活動登録団体支援
継～事案決定権の委譲
継～資料室資料リサイクル事業実施要綱
継～資料室運営要綱
常～目黒区男女平等・共同参画センターに設置する印刷機等の利用に関する
要綱
常～収納事務受託者等に対する検査要領
常～運営委員会設置要綱
常～利用団体登録要綱　２７～

連続講座 女性への暴力防止講座
女性への暴力防止講座
ウィンターフェスティバル企画
センター運営委員会企画講座
デートＤＶ防止教育講座
パワー・ハラスメント防止講座
ＷＬＢ推進啓発講座
パワー・ハラスメント防止講座
男性向け家事育児講座
男女共同参画週間企画講座
性的マイノリティの理解促進講座
女性の就労支援講座
女性のキャリアアップ講座
女性のための健康講座
資料室利用促進講座
教養講座「
教養講座
ワーク・ライフ・バランス推進啓発講座
継～レンタル映画･ビデオのリスト
継～講座参考資料
常　公の施設使用料の見直し調査

ワーク・ライフ・バランス

講座
単発講座

講座計画資料

施設利用 貸室全般

広報・情報交換

機関紙

団体支援

団体登録

センター条例・要綱

センター共通

一時保育

運営委員会

フォーラム実施

男女平等センター担
当
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 人権政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～電話による利用承認取消申出の扱いについて
継～施設使用料還付の考え方
継～公の施設使用料の見直し方針他
談話コーナー利用申込書
会議室・研修室・保育室利用状況（統計）
常～維持管理連絡会
常～システム用機材
常～システム連絡表・システムの決め事
常～ICカード通知
継～利用者端末取扱説明書
継～操作研修テキスト
継～Ｑ＆Ａ（障害対応含む）
通知・調査・報告
週刊予定表
休館設定・使用中止設定
利用登録の案内
利用登録申請書・変更申請書
削除情報
会議室･研修室・保育室利用申請書
利用取消申請書
利用登録票の廃棄
資料室調査・回答
継～資料室運営方針検討事項
継～貸出停止・解除取扱い
継～団体貸し出し
継～資料室システム(１６年度資料）
継～資料室システム(１７年度資料）
「情報館mini」サポート委託
常～資料室蔵書管理システム管理運用基準及びセキュリティ実施手順
蔵書点検
継～資料室マニュアル原稿
継～「情報館mini」マニュアル資料
継～資料横断検索ページ
継～貴重本一覧
資料室資料除籍（資料）
資料室企画展示等年間予定
寄贈資料受領簿
蔵書・利用統計
資料選定基準（方針）
継～寄贈本取扱基準
資料室資料購入
継～資料室資料除籍基準
継～資料選定基準
継～他施設の相談事業
相談業務調査回答
女性支援ネットワーク会議
人権相談
常～相談業務危機管理　２６～
常～相談業務参考資料
継～緊急一時保護資料
継～配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律
継～目黒区ＤＶ防止関係機関連絡会議設置要領
ストーカー対策の改定
継～ＤＶ関連資料（パンフレット）（民間）
継～家庭等における暴力問題対策連絡会議
継～デートＤＶ関連資料
継～ＤＶ関連資料（パンフレット）（内閣府）
継～ＤＶ関連資料（パンフレット）（東京都）
継～ＤＶ関連会議(東京都)資料
継～ＤＶ関係調査及び報告書
継～ＤＶ加害者相談資料
要保護児童対策地域協議会
DV防止関連資料
常　目黒区ＤＶ防止関係機関連絡会議設置要領
常～配偶者暴力相談支援センター機能整備の手引き
常～目黒区男女平等・共同参画センターＤＶ相談事例（取扱注意）
DV防止関係機関連絡会議
継～こころの悩みなんでも相談資料
こころの悩みなんでも相談相談員との打合せ会
こころの悩みなんでも相談月例報告書
相談業務用資料の購入
自己情報開示請求
こころの悩みなんでも相談実施
こころの悩みなんでも相談の支出
常～こころの悩みなんでも相談業務報告書　２６～
グループカウンセリング報告書
グループカウンセリング実施
自己表現トレーニング～グループカウンセリングの保育支出
自己表現トレーニング～グループカウンセリング相談員謝礼支出
センター登録弁護士との懇談会
法律相談アンケート
翌年度法律相談準備
継～法律相談相談員登録に関する基準
継～法律相談参考資料

施設利用 貸室全般

集会施設予約システム

利用申請書

資料室利用

資料室蔵書資料受入

相談 相談業務全般

ＤＶドメスティック・
バイオレンス

こころの悩みなんでも
相談

グループカウンセリン
グ

法律相談

資料室システム

男女平等センター担
当
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 人権政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
目黒区法曹会との法律相談懇談会
法律相談報告書
法律相談実施
法律相談謝礼支出
からだの相談実施
からだの相談月例報告書
からだの相談謝礼支出
常～ＮＨＫ放送受信料
常～談話コーナー１階移設
常～省エネ法等の改正にかかる説明会
常～中目黒スクエア事故処理・苦情等履歴
中目黒スクエア管理全般
常～AED設置
常～中目黒スクエア内管理について（覚書含む）
常～廃棄物管理責任者
中目黒スクエア北側舗装等改修工事留意事項
避難所ですぐに使える食中毒予防ブック
常～首都高速品川線工事に関する家屋調査
特別作業報告書
館内連絡会
施設見学受け入れ
青少年プラザ宿泊・特別会議室利用連絡表
中目黒スクエア非常放送設備改修工事
継～施設見学等受入
継～水害ハザード・マップ
継～中目黒スクエアエレベータの障害
継～中目黒スクエア危機管理マニュアル
継～中目黒スクエア事故処理・苦情等履歴
継～廃棄物管理責任者
常～めぐろボランティア・区民活動センター
常～行政財産使用許可(貯水槽）
常～行政財産使用許可(自動販売機）
常～行政財産使用許可(ボランティア・区民活動センター）
継～行政財産使用許可(全般）
継～行政財産使用許可(自動販売機）
継～行政財産使用許可(共同受信設備）
継～拾得物取り扱い
継～特別会議室事務取扱要綱
継～廃棄物処理手引き
継～施設維持管理現状分析結果
継～懸垂幕等揚出要綱
継～スクエア内事業所勤務体制
常～保健所（特定建築物）立入調査
継～防災無線の手引き
常～フロン法に関する点検資料
常～電気事業法に関する届出資料
継～建築設備定期報告実務マニュアル
継～中目黒スクエア補修工事等履歴
継～中目黒スクエア保守資料
継～中目黒スクエア修繕等懸案事項
継～中目黒スクエア境界確定
継～主任技術者選任及び資格リスト
継～施設保全管理システム手引き
継～施設巡回点検結果
常～特定建築物立入調査指導票
継～建具・機器の納入業者リスト
継～鍵保管リスト
継～維持保全業務監督要領
継～施設維持管理見直し基準（平成１３年度）
継～施設維持管理委託仕様見直し資料
継～維持保全業務標準仕様書
継～維持保全業務内訳書
継～標準単価表
継～清掃委託仕様見直し基準
継～施設維持管理見直し基準（平成１４年度）
継～ＴＶ電波障害改善対策実施要綱
継～ＣＡＴＶ線添架契約書
常～電波障害補償に係る道路占用許可
継～電波障害補償工事（スクエア建築時）
継～電波障害補償に係る施設加入者
継～電波障害改善工事（スクエア建築後）
継～消防計画
継～消防用設備等の点検資料
継～防火管理のてびき
自衛消防訓練実施
防火対象物点検報告特例申請
消防用設備等点検結果報告書
自主検査チェック表
継～防火管理維持台帳
常～防火管理者講習会
防火管理者選任（解任）届・消防計画関係届出書
廃棄物
業務日誌（作業報告書）
清掃報告書

中目黒スクエア管理 中目黒スクエア管理全
般

行政財産使用許可

施設管理資料

建物保守資料

標準仕様

電波障害

防火管理

委託報告書

相談

法律相談

からだの相談

男女平等センター担
当
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 人権政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
総合管理委託人員派遣名簿
日常施設点検日誌
男女平等・共同参画センター受付業務報告書
機械警備委託
月間作業予定表
受託者からの月出勤予定表
受託者提出書類
立体駐車場利用状況報告書
空気環境測定報告書
空調機保守点検報告書
施設点検結果等
自家用電気工作物定期点検報告書
自動ドア保守点検報告書
常～駐車場保守点検報告書
植栽管理業務報告
水質試験検査・給水設備点検
水熱源ヒートポンプ保守点検報告書
設備機器保守点検報告書
貯湯槽・受水槽清掃報告書
電気設備関係保守点検報告書
避雷設備点検
エレベーター保守点検報告書
遠方監視業務報告書
汚水槽・雑排水槽清掃報告書
害虫駆除報告書
常～緊急地震速報システム
継～エレベーター電源回路災害時運転フローチャート
継～スクエア施設面積詳細図
継～スクエア内設備取扱説明書
継～機械警備取扱説明書
継～立体駐車場取扱説明書
継～受水槽・雑廃水槽平面図・立面図
継～中目黒スクエア境界確定
継～中目黒スクエア図面
継～舞台照明設備機器
継～自動制御設備（地下１F)取扱説明書

保守点検報告書

建築等図面・設備取扱
説明書

中目黒スクエア管理

委託報告書

男女平等センター担
当
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