
 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
航空写真・図面製作
医事業務
病院給食・学校給食
催事関係業務
業者選定書（給排水）
業者選定書（その他工事）
業者選定書（電気）
業者選定書（設計）
業者選定書（測量・地質調査）
業者選定書（建築）
業者選定書（土木）
業者選定書（空調）

業者選定（Ｒ２年度） 業者選定書（Ｒ２年度）
契約依頼予定書・契約依
頼書

契約依頼予定書・契約依頼書

産業振興ビジョン
国、都からの通知（契約に関するもの除く）
特別区経理課長会
調査回答（庁内）
調査・回答（国・都・他自治体）
調査・回答（共同運営協議会）
調査・回答（新聞社等）
常～男女平等・共同参画推進計画書、年次報告書
政策決定会議・庶務担当課長会
他自治体等からの通知
庁内通知
区民の声
防災
事務引継書
常～電話データ
継～事故見舞金支給要綱
継～目黒区行政手続条例手引き
継～目黒区災害対策本部運営要綱・計画書
常～組織図
保守サービス報告書
常～目黒区業務継続計画
常～文書事務の手引き
ファイリングシステム維持管理実地指導
庁内通知１１　総務課文書係
郵便
継～個人情報登録業務
常～審査基準等
常～目黒区実施計画
組織改正・職員定数見直し
庁内通知０４　行革推進課（緊急財政対策除く）
常～目黒区行革白書
常～行革計画作成
緊急財政対策
「中長期の定数管理の考え方」に基づく取組
継～１０年以上保存ファイル基準表（５年経過後）
継～ファイリングシステムの手引き
継～永年・長期保存目録
継～平成１７年度ファイル基準表
継～平成１８年度ファイル基準表
常～ファイル基準表
常～グリーン購入関係資料
常～環境配慮契約法基本方針関連資料
常～環境物品等の調達の推進に関する基本方針
常～省エネ法
継～エコ・アクションプログラムめぐろ通知
常～めぐろ　エコ・プラン
継～環境管理マニュアル
継～環境物品等調達方針
継～公共工事・グリーン購入専門部会
エコポイント

例規・要綱 立案請求
時差出勤利用申請書
事務引継
非常勤職員
常～会計年度任用職員制度
欠勤届、給与減額免除申請簿
出退勤時刻データ修正記録簿
庁内通知
継～名札用品
継～目黒区人材育成活用基本方針
新規採用職員育成計画書
常～新再雇用非常勤職員取扱
常～庶務システム操作手引き
常～再任用職員取扱
継～休暇簿
職務専念義務免除申請書
育児休業承認請求書
常～服務の手引
常～子の看護休暇確認票

通知共通

業者選定書（工事）

業者選定契約課 業者選定書（委託・そ
の他）

庶務

文書

行財政改革

ＩＳＯ

人事・給与 人事

休暇

ファイル基準表
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
職員給与チェックリスト
個人番号提供カード提出対象者名簿
常～旅費事務の手引き
常～通勤手当認定簿（在課分）
継～給与事務の手引
法定調書
通勤手当認定簿（異動分）
庁内通知
宿泊旅費支出・清算
旅行命令簿
宿泊命令簿
庁内通知
継～公務災害補償
研修関係支出
被服貸与
調査・回答
常～臨時職員雇用の手引き
臨時職員賃金支出
常～臨時職員賃金口座振替依頼書
臨時職員業務に関する申請
臨時職員情報セキュリティー研修
臨時職員出勤簿
臨時職員雇用承諾書兼勤務条件明示書
臨時職員雇用決定・退職
現金出納簿・出納金収入
常～公金等の適正な保管・管理について
物品処理
備品総括表
継～公金等の適正な保管・管理について
継～備品取扱説明書財務全般
継～物品名鑑
支出負担行為決定書等（契約係）
支出負担行為決定書等（契約調査担当・検査担当）
契約依頼書
支出命令書等
支出負担行為決定書等（用地管財係）
９月補正
常～当初予算
常～予算要望書
区民のための予算ハンドブック
庁内通知
予算案プレス発表資料
常～予算編成事務の手引き
３月補正
予算執行
節間等流用
執行委任
庁内通知
予算執行計画
収支予定確認表
支出予定確認表
予備費充用
歳出・歳入決算書
主要な施策の成果等報告書
庁内通知
定期監査資料
財政援助団体等監査資料
行政監査
工事監査
決算説明資料
住民監査請求
常～監査事務の手引き
常～決算事務の手引き
行政監査実施結果について
常～他課からの契約に係る通知
継～公正取引委員会報告
業者団体からの通知
常～公正取引委員会報告
国、都からの通知
図書購入希望(地方自治小六法)
帳簿一括購入
各所属宛て契約通知
契約事務説明会
年間契約事務説明会
発注工事予定表

緊急地域雇用補助事業 緊急地域雇用補助事業要領・留意事項
常～他自治体契約状況
継～低入札価格調査
コリンズ申込
電気需給契約依頼
常～電気需給関連業者情報

契約研修 契約研修
調定収入通知書
歳入調定

契約課

財務会計 財務全般

歳出管理

予算編成

予算執行

人事・給与

給与全般

雑給

研修・福利厚生

臨時職員雇用

決算・監査

契約一般 契約通知

契約課発信通知

情報公開

契約調査
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～入札経過調書・契約台帳
継～住民監査請求
実績証明書発行に伴う手数料の歳入調定
実績証明書発行
行政情報公開請求
継～情報化推進委員会

設計労務単価に係る特
例措置

令和２年３月から適用する公共工事設計労務単価の適用に伴う特例措置

一般競争入札発注取下
工事告示文起案
総合評価方式一般競争入札工事（試行案件）起案文書
物件告示文起案
常～めぐろ区民キャンパス（平成２３年度）資格確認書類
常～めぐろ区民キャンパス（平成２３年度）
常～物件・工事情報
常～談合情報への対応（件名）
継～工事談合情報
継～物件談合情報
継～（件名）
継～談合情報（件名）
継～談合情報への対応（件名）
継～談合情報への対応（件名）
継～談合情報マニュアル

契約違反情報 契約違反情報
常～指名停止処分
処分情報
事故報告
継～契約解除に伴う違約金（企業名）
継～契約期間遅延に基づく違約金＜企業名＞
継～契約上の事故発生に伴う弁償金収入
継～窓ガラス清掃における死亡事故
履行遅滞（企業名）
契約解除（企業名）
常～債権差押
契約解除　調定
常～債権差押
履行遅滞（企業名）
常～瑕疵担保請求（企業名）
業務上過失傷害事故＜企業名＞
契約上の事故発生に伴う弁償金収入
継～（企業名）廃業
継～民事再生法・会社更正法適用業者
継～保証金・支払金請求事務手続要領
継～契約解除（企業名）
継～契約解除（企業名）
継～廃業（企業名）
継～契約解除（企業名）
継～契約解除（企業名）
継～破産処理（企業名）
継～契約解除（企業名）
継～＜企業名＞破産処理
継～破産処理（企業名）
継～契約解除（違約金あり）（企業名）
継～建設工事公衆災害防止対策要綱
継～官公需法
継～適正化法に係る区の処理
継～公共土木設計業務等標準委託契約約款
常～官公需法　適正化法　調査・回答
官公需法関係通知
常～契約事務規則・契約条項改正
常～スライド条項
継～入札制度
継～契約事務規則・契約条項改正
継～契約関係要綱
継～契約書様式変更（２年度～）
常～電力需給
継～建退共関係資料
継～清掃委託仕様見直
継～契約書様式変更（元年度以前）
維持保全業務積算標準単価表
常～貸切バス事業者との運送契約
常～下請セーフティネット債務保証
常～公共工事代金債権信託
常～地域建設業経営強化融資制度
常～中間前払金
常～担保調査報告書
契約保証金
中断・再開
地方自治法施行令第１６ ７条の２第３号又は第４号の規定に基づく随意契約
の発注見通し
早期契約
プロポーザル・再委託協議

契約台帳 契約台帳
継～＜団体名＞名簿

契約 一般競争入札

公募型指名競争入札

談合情報

業者名簿

指名停止

契約事故

民事再生・破産

契約法律

契約要綱・基準

契約資料

契約課

契約一般

区内業者名簿

情報公開

契約保証

契約経過文書
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～区内企業団体名簿
継～＜団体名＞
継～＜団体名＞名簿
公共工事代金債権信託制度承諾
債権譲渡承諾（その他）
資格確認資料
継～告示文

業者選定書（物品） 業者選定書（物品）
業者選定書（委託・そ
の他）

業者選定書（委託・その他）

常～一般競争入札告示文（年間契約）
常～最低制限価格の適用
常～施設管理業務委託の発注方針
年間契約通知
常～債権者登録申請書・変更届
常～入札参加者の資格に関する告示
常～簡易業者登録
継～債権者登録の取り扱い

議会関係資料 企画総務委員会資料 継～企画総務委員会報告事項
イントラネットＰＣ運用協議（ソフトウェアインストール）
外部記録媒体例外接続用協議
電子計算処理依頼書
情報化推進委員会審議依頼
内部情報システム運用
継～システム改善要望書
常～印刷関係業務委託に係るセキュリティの取扱い基準

システム詳細設計 継～システム稼動前の契約帳票
継～グループウェア
継～ウィルス情報
継～ＪＣＩＳ検索システム利用マニュアル
ホームページ更新申請
継～契約課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～契約課ホームページ

内部情報系システム開
発

継～財務検討WG資料

東京電子自治体共同運営協議会負担金
電子調達運用部会
電子調達担当者会議
電子自治体協議会（通知・回答）
共同運営お知らせ情報掲載
共同運営連携サーバ更新
ＪＣＩＳ利用（旧「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」）
工事希望申込書（建築）
工事希望申込書（空調設備）
工事希望申込書（土木）
工事希望申込書一覧
入札参加資格確認申請書
工事希望申込書（電気）
希望確認型工事発注予定
工事希望申込書（その他）
工事希望申込書（給排水）

工事発注予定票 工事発注予定票（土木）
入札参加資格確認申請
書

入札参加資格確認申請書

希望確認型指名競争入札公表（空調）
希望確認型指名競争入札公表（建築）
希望確認型指名競争入札公表（電気）
希望確認型指名競争入札公表（土木）
希望確認型指名競争入札公表（給排水）
希望確認型指名競争入札公表（その他工事）
建築工事積算内訳書（落札者以外・１係）
建築工事積算内訳書（落札者以外・２係）

電気 電気設備工事積算内訳書（落札者以外）
給排水 給排水工事積算内訳書（落札者以外）
空調 空調設備工事積算内訳書（落札者以外）
土木 土木工事積算内訳書（落札者以外）
造園 造園工事積算内訳書（落札者以外）
その他工事 その他工事積算内訳書（落札者以外）

街路灯維持工事・単価契約見積書
狭あい道路拡幅整備工事・単価契約見積書
道路維持工事・単価契約見積書
造園・単価契約見積書
交通安全施設修繕工事・単価契約見積書
区画線維持工事・単価契約見積書
政策企画課
情報課
財政課
広報課
秘書課
人権政策課
人事課
生活安全課
総務課
防災課

届出・申請 届出

事業物件等契約書 企画経営部

総務部

年間契約 年間契約

業者登録 電子登録

業者登録資料

電算 電算一般

インターネット

電子自治体協議会

システム調達

工事 工事希望申込書

希望確認型公表

工事積算内訳書等（落
札者以外等）

建築

単価契約工事

業者名簿

業界名簿

業者選定 選定資料

契約課

区内業者名簿
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
契約課
施設課
スポーツ振興課
戸籍住民課
東部地区サービス事務所
中央地区サービス事務所
地域振興課
国保年金課
西部地区サービス事務所
産業経済・消費生活課
北部地区サービス事務所
南部地区サービス事務所
文化・交流課
税務課
保健予防課
碑文谷保健センター
生活福祉課
生活衛生課
障害福祉課
高齢福祉課
健康福祉計画課
福祉総合課
健康推進課
介護保険課
子育て支援課
子ども家庭課
保育課
都市整備課
土木管理課
道路公園課
都市計画課
住宅課
みどり土木政策課
建築課
清掃リサイクル課
環境保全課
清掃事務所
選挙管理委員会事務局
区議会事務局
会計課
監査事務局
八雲中央図書館
生涯学習課
教育指導課
学校運営課
教育政策課

複数課依頼契約 複数課依頼
不調・中止 物品不調・中止

公益通報
民間保養施設利用委託
廃棄物処理委託
派遣弁護士法律相談委任契約
電力需給契約
地域包括支援センター事業委託
知的障害者短期施設入所
障害者相談支援事業委託
一時保育事業委託
介護予防教室
各種覚書・協議書・契約書（文書のみ）
学校給食調理業務委託
学童保育クラブ事業運営委託
高齢者配食サービス事業委託
子ども教室運営委託
自家用電気工作物保安管理業務
自動車保険
週一食事サービス事業業務委託

預託契約書 預託契約書
紙パック売却契約書
古紙売却契約書（総務課）
古紙売却契約書（清掃事務所）
古紙売却契約書（小・中学校）
機密文書売却契約書（総務課）
缶売却契約書
びん売却契約書
「坂道ウォーキングのすすめ」の売却
その他売却契約書
「みどりの散歩道コースガイド」の売却
「みんな大好き学校給食」の売却
「めぐろのいきもの８０選」の売却
「家庭で味わう保育園給食のすすめ」の売却

物品貸付契約 物品貸付契約書
請負収入 請負収入契約

肝炎ウィルス検診
がん検診総合支援事業

事業物件等契約書

総務部

区民生活部

健康福祉部

子育て支援部

都市整備部

環境清掃部

その他部局

教育委員会事務局

事業別契約書

収入契約書 資源等売却

その他売却

集合契約書

契約課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
目黒区産後ケア事業（訪問型）委託
胃がんリスク検診
大腸がん検診
眼科検診
目黒区心身障害者（児）緊急介護人派遣事業委託
目黒区在宅療養支援病床確保事業委託
訪問保健相談事業委託
訪問型介護予防事業委託
補装具
風しん抗体検査委託
肺炎球菌予防接種委託
廃棄物運搬請負契約
任意のＭＲ・麻しん・風しん予防接種委託
日常生活用具・住宅設備改善
二次予防事業対象者把握事業委託
定期予防接種委託（３ワクチン）
定期予防接種委託
新生児・妊産婦訪問指導委託
１歳６ か月児健康診査
がん検診推進事業（乳がん）検診委託
ひとり親家族ホームヘルプサービス事業
医学的検査の委託
貨物自動車借上げ（碑文谷土木公園事務所）
貨物自動車借上げ（目黒土木公園事務所）
検診等委託
高齢者インフルエンザ予防接種委託
高齢者在宅支援ヘルパー事業委託
高齢者理美容サービス委託
子育てパートナー事業委託
重度心身障害児（者）在宅レスパイト事業委託

事故繰越（物件） 事故繰越
常～データエントリーマシン借上げ
常～自動封入封かん機借上げ

総務部 庁舎管理課
常～生活保護システム借上げ
常～Ｘ線デジタル画像処理装置（ＣＲ）一式の借上げ
常～イオンクロマトグラフ一式の借上げ
常～食品衛生管理システムソフトの借上げ
常～水防監視システム（河川情報）の借上げ
常～高所作業車の借上げ
常～カラー電子複写機借上げ（都市計画課）

環境清掃部 常～電気自動車借上げ（平町リサイクルプラザ）
常～目黒区立小学校・中学校個別分散ガス冷暖房装置賃貸借
常～目黒区立小学校・中学校小容量氷蓄熱式冷暖房装置賃貸借
教育用コンピューター機器借り上げ（平成２０年度導入分再リース）
常～選挙用パソコン借上げ
常～総合庁舎案内支援システム機器等借上げ
常～地域ネットワーク端末機の借上げ
常～電気自動車借上げ（環境保全課）
常～電気自動車借上げ（地域振興課）
常～謄抄本用コピー機借上げ料
常～封書作成機借上げ
常～ファクシミリ借上げ（西部地区サービス事務所）
常～ファクシミリ借上げ（南部地区サービス事務所）
常～ホストコンピューター借上げ
常～リサイクル情報システム借上げ
常～胃部集団検診Ｘ線装置部品借上げ
常～営繕積算システムＲＩＢＣの賃貸借
常～下請け企業情報システム端末機借り上げ
常～介護保険システムコンピューター等借上げ
常～介護保険システムコンピューター等借上げ
常～介護保険システムコンピューター等借上げ
常～介護保険システムコンピューター等借上げ
常～ＢＤＳ用機器及び自動貸出機等借上げ（八雲中央図書館）
常～オフィスコンピューター等借上げ（平成１２年リプレース分）
常～オフィスコンピューター等借上げ（平成１３年度リプレース分）
常～タイムレコーダー借上げ
常～ファクシミリ借上げ(中央地区サービス事務所）
常～ファクシミリ借上げ(北部地区サービス事務所）
常～ファクシミリ借上げ（戸籍住民課）
常～ファクシミリ借上げ（住民記録係）
常～介護保険システムパッケージ借上げ
常～簡易印刷機借上げ
常～簡易印刷機借上げ（中目黒住区ほか４ヶ所）
常～議長車借上げ
常～区長車借上げ
常～公害補償システム借上げ
常～歯科用ユニット借上げ
常～自動貸出機等の借上げ
常～上目黒保育園食器洗浄機借上げ
常～食品衛生管理システム機器の借上げ
常～清掃事業総合情報システムの借上げ
常～生化学自動分析装置一式の借上げ
常～生活保護システム借上げ(増設分）

単年度リース契約書 企画経営部

健康福祉部

都市整備部

教育委員会

単年度リース終了契約
書

平成１９年度以前終了

集合契約書

契約課

6／36



 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～道路管理支援システム用パソコン等借上げ
常～道路管理システム端末機借上げ
常～期日前投票及び選挙システム用機器借上げ
常～印刷機器の借上げ
常～複写機借上げ（防災センター）
常～新土木積算システム借上げ
常～全有機炭素計一式の借り上げ
常～大気汚染監視システム借上げ
常～電子複写機借上げ（西部地区サービス事務所）
常～東京２３区廃棄物情報管理システム機器の借上げ
常～統計調査支援システム借上げ
常～複写機借上げ（環境保全課）
常～オフィスコンピューター等借上げ（平成１７年度リプレース分）
常～ＤＴＰシステム借上げ
常～ＢＤＳ用機器及び自動貸出機等借上げ（中目黒駅前図書館）
常～ＢＤＳ用機器の借上げ（図書館６ 館分）
常～高速液クロＬ－２０００の借上げ
常～八雲小学校・第四中学校
継～花とみどりの学習館
継～五中武道室・二中
継～上目黒小学校
継～新庁舎・田道小学校
継～菅刈小学校
継～第二田道保育園
継～碑小学校
継～中町老人いこいの家
継～中央町さくらプラザ
継～向原小・月光原小・宮前小・東山中・八雲保育園
継～第九中学校
継～鷹番・烏森小学校
常～上目黒宿舎跡地
常～城南河川清流復活事業協定
常～青葉台一丁目アパート建替事業
常～大丸跨線橋補修耐震化工事に伴う調査・測量施行協定
常～大橋ジャンクションにおけるエレベーター整備に係る工事施行協定書
常～大橋ジャンクション工事施工協定書
常～大橋ジャンクション設計委託協定書
常～大橋一丁目自転車駐車場（仮称）整備事業に係わる施行協定
電線地中化基本協定（企業名）
常～電線地中化事業の施行に伴う既存ストックを活用した電線共同溝事業の
委託に関する協定
常～電線類地中化事業の施行に伴う譲渡設備を活用した電線共同溝工事に
関する調査・設計委託協定（都立大学駅前地区）
常～都立大学駅前電線類地中化事業における既存ストックを活用した電線共
同溝整備に伴う引込管路工事等の設計委託に関する協定
常～東横線・稲荷橋
常～東横線・東三谷橋
常～東横線学芸大学高架橋下建物解体工事
常～東横線都立大学踏切道部工事施行協定
常～東京工業大学緑が丘駅通用門に関する工事施工協定
常～東京電力基本設計協定
常～東京都市計画道路補助第４６ 号線（原町・洗足）整備に伴う事業計画検討
業務に関する協定
常～廃棄処分する自転車等の無償譲渡の協定
常～平成２４年度民間保養施設利用契約に伴う覚書
継～目黒区西口地区・特殊地下壕の埋め戻し
継～目黒川ふるさとの川モデル事業
目黒区証明書等自動交付事務の運営管理に係る協定
常～コンビニ収納三者間協定
常～マルチペイメントネットワークを利用した収納手数料覚書
常～モバイルレジ収納に係る基本協定
（企業名）
常～（企業名）
常～一般国道２４６ 号大橋横断歩道橋（仮称）及び歩行者デッキ（仮称）整備
に関する協定
常～確定申告書等の発送にかかる約定書の締結
常～古紙回収
常～古紙売却契約に伴う協定
常～国道２４６ 号横断歩道橋に接続する歩行者デッキに関する協定
常～災害時における注射用医薬品等の備蓄に関する協定
常～紙パック売却契約に伴う協定
常～小中学校の水飲栓直結給水化モデル事業に関する施工協定
常～山手線目黒・恵比寿間三田橋ほか１橋の点検に伴う施行協定
常～補助４６ 号線沿線まちづくりコーディネイトに係る業務委託協定
常～補助第１９号線電線共同溝整備に伴う引込管路工事等の委託に関する協
定
常～目蒲線立体交差事業に伴う覚書
常～目黒・恵比寿間三田橋こ線橋外１箇所点検に関する施行協定
常～目黒・恵比寿間大丸こ線人道橋耐震補強その他工事に関する施行協定
常～目黒・恵比寿間大丸こ線人道橋耐震補強その他工事に関する平成２８年
度協定書
常～目黒・恵比寿間大丸こ線人道橋耐震補強その他工事に関する平成２９年
度協定書
常～目黒区における防災まちづくり推進業務

単年度リース終了契約
書

平成２０年度終了

平成２１年度終了

機械警備導入 新規導入

見直し導入

協定書 協定書

契約課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～目黒区目黒二丁目１番地先から同区三田二丁目１９番地先間における目
黒区道補助１９号線舗装工事に関する施行協定書
常～目黒区立氷川荘・目黒区立大橋えのき園建物管理委託及び光熱水費の
費用負担に関する協定
常～目黒区立祐天寺駅東口第一駐輪場の移転に関する工事施行協定書
常～目黒区立祐天寺駅東口第一駐輪場の移転に関する設計施行協定
常～目黒川水質改善対策検討委託の実施に係る細目協定
常～目黒線洗足駅前広場・自転車駐車場新設事業に係る工事施行協定
常～緑が丘駅周辺地区都市再生交通拠点整備事業等協定書
目黒区証明書等自動交付事務の運営管理に係る協定
継～１４年度めぐろ区民キャンパス外構等工事に関する費用負担協定書
継～びん回収
継～アルミ缶回収
継～ガス需給契約
継～バス等運行委託覚書
継～井の頭線・駒場東大前踏切
継～雨量・水位観測
継～勤労者生活資金貸付金
継～公共下水道
継～厚生労働省
継～国保新システム開発
（団体名）
継～埼玉県
継～蛇崩川・羅漢寺川水位情報配信
継～田楽架橋替
継～東が丘一丁目障害福祉施設
継～東横線都立大～自由が丘立体交差協定
継～東京都
継～東京都社会保険診療報酬支払基金
継～道路工事関係協定
継～八雲一丁目アパート及び目黒区施設の維持管理
継～八雲一丁目地区（都立大移転跡地）の開発に伴う１３年度テレビ電波受信
障害対策の施行に関する費用負担協定書
継～氷川荘
継～補３１１跨線橋の協定書（企業名）
常～上目黒一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物Ｂ棟X－２区画
のＢ工事協定書

企画経営部 スポーツ振興課
常～封入封緘委託（特別区民税・都民税及び軽自動車税及び国民健康保険
料の督促・催告帳票） 債務負担行為　３１-３２
スポーツ振興課
常～特別区民税・都民税、軽自動車税に関する帳票等の作成、印字及び封入
封緘　３１-３２
常～令和２年度国民健康保険料通知書及び納付書発送関連業務委託（債務
負担行為）　３１-３２
保育課
介護保険課
障害福祉課
保育課
常～１９・２０年度契約依頼書
常～２２年度契約依頼書
常～平成２１年度契約依頼書

長期継続契約全般 常～長期継続契約取扱い
企画経営部 常～長期継続（賃貸借）企画経営部
総務部 常～長期継続（賃貸借）総務部
区民生活部 常～長期継続（賃貸借）区民生活部
健康福祉部 常～長期継続契約（賃貸借）健康福祉部
子育て支援部 常～長期継続契約（賃貸借）子育て支援部
環境清掃部 常～長期継続（賃貸借）環境清掃部
都市整備部 常～長期継続（賃貸借）都市整備部

常～長期継続（賃貸借）区議会事務局
常～長期継続（賃貸借）会計管理室
常～長期継続（賃貸借）選挙管理委員会事務局

教育委員会事務局 常～長期継続（賃貸借）教育委員会事務局
機械警備 長期２年目以降契約変更依頼等
総務部 常～長期継続（機械警備）総務部
区民生活部 常～長期継続（機械警備）区民生活部
健康福祉部 常～長期継続（機械警備）健康福祉部
子育て支援部 常～長期継続（機械警備）子育て支援部
都市整備部 常～長期継続（機械警備）都市整備部
環境清掃部 常～長期継続（機械警備）環境清掃部
教育委員会事務局 常～長期継続（機械警備）教育委員会事務局

長期継続契約（電力需
給）

長期継続契約（電力需
給）

常～中目黒スクエア他２９ヶ所電力需給契約

継～補助第１９号線擁壁築造工事
継～補助第１９号線補償代行工事設計委託
継～補助第１９号線土地分筆測量委託
継～入札参加資格審査申込書
継～都市計画道路補助第１９号線擁壁築造工事
継～都市計画道路補助第１９号線ずい道撤去工事
継～（債）（共同企業体名）
継～補助第１９号線擁壁築造工事申込書
継～要領等請求受領証
継～都市計画道路補助第３０号線道路詳細等設

長期継続契約（賃貸
借）

２年目以降契約依頼書

その他部局

長期継続契約（機械警
備）

債務負担契約書（工
事・設計）

第１９号線擁壁築造工
事

補助第３０号線道路

協定書 協定書

債務負担契約書（物
件）

健康福祉部・子育て支
援部

区民生活部

契約課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～補助第３０号線土地分筆測量委託

用途地域等見直し 継～目黒区用途地域等見直し業務委託
総務省情報通信研究所
跡地

継～総務省情報通信研究所跡地等整備測量・設計委託

目黒区立下目黒福祉工房３階厨房ほか改修工事・関連工事
目黒区立中央体育館大規模改修工事・関連工事
目黒区めぐろパーシモンホール大ホール音響設備改修工事
目黒区立中央体育館大規模改修工事
目黒区立東山小学校校舎改築等工事（後期）
目黒区立東山小学校校舎改築等工事（前期）

ア・工事契約書 ア・工事契約書
イ・工事契約書 イ・工事契約書
エ・工事契約書 エ・工事契約書
オ・工事契約書 オ・工事契約書
カ・工事契約書 カ・工事契約書
キ・工事契約書 キ・工事契約書
ク・工事契約書 ク・工事契約書
ケ・工事契約書 ケ・工事契約書
コ・工事契約書 コ・工事契約書
サ・工事契約書 サ・工事契約書
シ・工事契約書 シ・工事契約書
ス・工事契約書 ス・工事契約書
セ・工事契約書 セ・工事契約書
ソ・工事契約書 ソ・工事契約書
タ・工事契約書 タ・工事契約書
チ・工事契約書 チ・工事契約書
ツ・工事契約書 ツ・工事契約書
テ・工事契約書 テ・工事契約書
ト・工事契約書 ト・工事契約書
ナ・工事契約書 ナ・工事契約書
ニ・工事契約書 ニ・工事契約書
ノ・工事契約書 ノ・工事契約書
ハ・工事契約書 ハ・工事契約書
ヒ・工事契約書 ヒ・工事契約書
フ・工事契約書 フ・工事契約書
へ・工事契約書 へ・工事契約書
ホ・工事契約書 ホ・工事契約書
マ・工事契約書 マ・工事契約書
ミ・工事契約書 ミ・工事契約書
モ・工事契約書 モ・工事契約書
ヤ・工事契約書 ヤ・工事契約書
ユ・工事契約書 ユ・工事契約書
ヨ・工事契約書 ヨ・工事契約書
ラ行・工事契約書 ラ・工事契約書
ワ・工事契約書 ワ・工事契約書
工事不調 工事不調

事故繰越（工事） 事故繰越
建築設計 契約書 建築設計委託契約書
土木設計 契約書 土木設計委託契約書
設備設計 契約書 設備設計委託契約書
地質調査 契約書 地質調査委託契約書
測量 契約書 測量委託契約書
その他・工事委託調査
不調

工事委託・調査不調

工事 工事業者登録
物品 物品業者登録
検査依頼（建築） 検査依頼

給排水
その他
空調
エレベーター

検査依頼（電気） 電気
土木
その他
造園

検査証（建築） 検査証
給排水
空調
エレベーター
その他

検査証（電気） 電気
土木
造園
その他
検査（その他資料）
検査証（その他）
工事成績評定報告書（その他工事）
工事成績評定報告書（建築）
工事成績評定報告書（造園）
工事成績評定報告書（空調）
工事成績評定報告書（エレベーター）
工事成績評定報告書（電気）
工事成績評定報告書（土木）
常～工事成績評定報告書（給排水）

検査証
検査証（機械）

検査証（土木）

検査証（その他）

工事評定報告書 工事成績評定報告書

議案工事契約書 議案（工事・設計）

工事契約書

設計・測量・調査等契
約書

共同運営業者登録

検査台帳
検査依頼（機械）

検査依頼（土木）

債務負担契約書（工
事・設計）

補助第３０号線道路

債務負担契約書（工
事・設計）

契約課

9／36



 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
検査成績評定書（その他工事）
検査成績評定書（エレベーター）
検査成績評定書（給排水）
検査成績評定書（空調）
検査成績評定書（建築）
検査成績評定書（造園）
検査成績評定書（電気）
検査成績評定書（土木）
目黒区公契約条例の手引
第３回公契約審議会
第２回公契約審議会
第１回公契約審議会
公契約審議会　会議公開
公契約審議会支出処理
公契約条例
継～低入札価格調査制度資料
継～総合評価方式資料
他自治体入札・契約制度資料
継～建築基準法改正に伴う建築物等の点検
継～他自治体入札・契約制度資料
継～実施策（案）
継～実施策
審査結果
開催通知
適正化委員会資料
常～目黒区入札・契約適正化委員会設置要綱
常～工事成績評定一覧
総合評価方式要綱
総合評価方式の試行
常～プロポーザル方式契約期間変更協議
常～プロポーザル方式採用申請
常～プロポーザル方式採用結果
プロポーザル方式履行評価結果
入札監視等委員会支出処理帳票
入札監視等委員会経理処理
第３０回入札監視等委員会
第２９回入札監視等委員会
継～入札監視等委員会運営
継～傍聴
継～入札監視等委員会設置要綱
令和元年度第３回入札監視等委員会
令和元年度第２回入札監視等委員会
入札監視等委員会運営
令和元年度第１回入札監視等委員会
常～入札監視等委員会委員委嘱
入札監視等委員会
第２７回入札監視等委員会
第２８回入札監視等委員会
常～業務改善提案型方式の本格実施
業務改善提案型方式の試行
業務評価結果
業務評価結果報告書（各所管課提出分）
継～長期継続契約条例
継～施行規則
継～運用要領
継～入札・契約に係る苦情処理の手続き要領
入札・契約に係る苦情処理

ＶＥ試行 継～契約後ＶＥ試行要領
常～工事施工体制点検要領
継～工事施工体制点検要領

施設維持管理業務委託 継～施設維持管理業務委託の受託者提出書類
区内業者認定 常～区内業者認定

常～目黒区工事成績評定要綱
常～目黒区工事成績評定実施細目
常～契約からの暴力団排除に関する合意書
入札参加除外措置等
常～目黒区契約における暴力団等排除措置要綱・指針
暴力団排除関連通知
常～寄付
常～公的不動産（ＰＲＥ）ポータルサイト
常～地価公示に係る閲覧用図書
郵便切手申請
総合庁舎駐車場使用申請
研修室等利用申請
館内放送申請
常～地価公示　基準地
常～Ａ２複写機
法定調書関係
常～ホームページ・ＣＭＳ
常～政策決定会議　付議要求
常～情報公開異議申立処理
常～行政情報　公開請求
平成２８年度予算
支出負担行為書

契約における暴力団等
排除措置

用地管財係庶務

用地管財係財務 用地管財財務全般

入札監視等委員会 入札監視等委員会全般

業務委託契約

長期継続契約

入札・契約に係る苦情
処理

工事施行体制点検

目黒区工事成績評定要
綱等

工事評定報告書

検査成績評定書

契約事務改善 公契約条例

資料

契約事務改善実施策

入札・契約適正化委員
会

総合評価方式

プロポーザル方式

契約課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
財政調整交付金・特別交付金調査（回答）
常　財務情報システム担当問い合わせ先
支出・清算・戻入命令書（公共料金支払基金）
平成３０年度予算
平成２９年度予算
令和２年度予算
平成３１年度予算
土地開発公社への支出・収入
支出命令書（Ａ２対応複写機）
支出負担行為兼支出命令書（特別区火災共済加入分担金）
支出負担行為兼支出命令書（公共料金）
常～歳入調定参考資料
収入調定調書等
基金利子収入
財産価格審議会開催経費
財産価格審議会委員報酬
北軽井沢林間学園　消防分担金
水道料金支出
北軽井沢林間学園　道路維持管理負担金
常～積立基金の繰替運用
常～積立基金運用資料
常～積立基金事務処理手引
常～積立基金利子一覧
常～区政功労
常～財産価格審議会への付議省略事項
常～財産価格審議会委員の委嘱
常～財産価格審議会委員報酬改定
常～財産価格審議会基準
常～公有財産管理システム
常～めぐろ平和の鐘取扱要領
常～目黒区及び区庁舎の歴史
公有財産に係る調査・回答・照会・調査結果等報告
区民の声
常～普通財産の保管について
常～実施計画用地単価
常～情報公開
常～旧出張所一覧表
常～公園配置図
常～公有財産の適正な維持及び保存の徹底（平成１３年１０月１７日）
常～行政財産の保管について
常～三田フレンズ
常～施設跡地利用計画
常～図面保管インデックス［実測図索引］
常～総合庁舎既設施設管路の取扱
常～中目黒ＧＴタワー財産譲渡
常～土地信託
区有通路
引渡書（工事業者から区へ）
常～新規取得・用途変更・用途廃止等予定
常～宮前公園財産委任
用途変更・用途廃止
財産の引継ぎ・引渡し
常～都市整備部からの普通財産の引継ぎに伴う添付書類について
常～財産管理参考例規
常～執務時間外における施設管理業務取扱要領
常～他区財産管理規則千代田区～江東区
常～他区財産管理規則品川区～江戸川区
常～東京都公有財産規則
常～無償貸付等に関する条例財産管理規則
常～立案請求過去事例等資料
常～行政財産使用料条例：使用料の特例
常～立案請求
常～「環境確保条例」に基づく土壌汚染調査及び対策について
常～旧清水小売市場店舗部分の一時使用取扱要綱
常～境界石の保全
常～公共施設の緑化の手引き
常～行政財産使用料の減免基準
常～行政財産使用料等に係る消費税の取扱い
常～再建指数価格比・比準倍率表
常～財産管理関係　条例・規則・要綱・基準等
常～公有財産管理運用委員会（H１２.９.８）（八雲第二材料置場）
常～公有財産管理運用委員会（H１８.５.１８）(旧清水市場）
常～公有財産管理運用委員会（H１４.１２.２６ ）（三田地区整備事業住宅）
常～公有財産管理運用委員会（H１４.５.１０）（本庁舎及び公会堂外７件）
常～公有財産管理運用委員会（H１４.５.３１）（八雲第一材料置場）

常～公有財産管理運用委員会（H１４.６ .２６ ）（旧中目黒駅前図書館の一部）

常～公有財産管理運用委員会（H１４．１０.２８／H１４．１１.１）（第４庁舎外２
件）
常～公有財産管理運用委員会（H１５.１０.９）（旧福祉センター・旧目黒区保健
所）
常～公有財産管理運用委員会（H１５.３.１７）（目黒区民センタ－）
常～公有財産管理運用委員会（H１５.５.３０）（旧目黒区保健所の一部）
常～公有財産管理運用委員会（H１６ .７.１４）（上一権利変換）

財産価格審議会

財産管理　全般 財産管理全般

引渡・用途変更

条例・規則・要領

公有財産管理運用委員
会

用地管財係財務 用地管財財務全般

収入調定

支出起案

積立基金

契約課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～公有財産管理運用委員会（H１６ .７.１）（旧中町老人いこいの家）
常～公有財産管理運用委員会（H１７.３.１８）（旧中根西ふれあいの家）
常～公有財産管理運用委員会（H１８.１.３１）（身体障がい者福祉住宅「田道ハ
イム」）
常～公有財産管理運用委員会（H１３.１.１８）（下目黒三丁目社会福祉事業用
常～公有財産管理運用委員会（H１０.４.２４）（下目黒三丁目社会福祉事業用
常～公有財産管理運用委員会（H１０.１１.５）（旧第三出張所）
常～公有財産管理運用委員会　２７-１（H２７.８.２４）（伊東保養所跡地）
常～公有財産管理運用委員会　２６ -３（H２６ .１２.２５）（上目黒一丁目用地）
常～公有財産管理運用委員会　２６ -２（H２６ .１０.１）（上目黒一丁目用地）
常～公有財産管理運用委員会　２６ -１（H２６ .６ .６ ）（旧大橋図書館）
常～公有財産管理運用委員会(H２８.７.１４）(普通財産の貸付け（六中跡地） 法
定外公共物評価基準)
常～公有財産管理運用委員会(H２８.５.２６ ）(中央体育館隣地　交換)
常～公有財産管理運用委員会(H２６ .３.２７）(不動児童館　行目)
常～公有財産管理運用委員会(H２４.８.２８）(旧伊東保養所)
常～公有財産管理運用委員会(H２４.４.１４）(ｽﾏｲﾙﾌﾟﾗｻﾞ中央町)
常～公有財産管理運用委員会(H２４.１２.５）(上目黒福祉工房)
常～公有財産管理運用委員会(H２２.４.２２）(法定外公共物)
常～公有財産管理運用委員会(H１６ .１２.７）(旧大橋図書館)
常～公有財産管理運用委員会(R２.３.２６ ）(普通財産の交換・貸付（中央町一
丁目児童遊園））
常～公有財産管理運用委員会付議事項省略区分事案決定
常～公有財産管理運用委員会等への付議について（付議省略事項）
常～公有財産管理運用委員会（H５.９.１６ ）（旧上目黒公益質屋敷地）
常～公有財産管理運用委員会（H２５.４.２５）（中央町２丁目区有地）
常～公有財産管理運用委員会（H１９.３.２０）（旧伊東保養所用地の一部）
常～公有財産管理運用委員会（H１９.２.９）（三田地区整備事業住宅）
常～用途指定財産（国）一覧
常～長期借受国有地一覧
常～用途指定制度通知写し
常～用途指定財産現況報告
常～電波障害（資料等）
常～テレビ受信障害改善協定締結の報告（第二特養（ひがしがおかホ－ム））
常～テレビ電波共同受信施設利用協定（後住者対策）
常～目黒区電波障害改善対策要綱の改正
常～目黒区電波障害改善対策要綱
常～電波障害改善協定
常～ガーデンプレイス電波障害工事
常～電波障害（起案・協定書等）
常～中目黒二丁目複合施設新築に伴う電波障害保障工事
常～上目黒二丁目再開発ビル電波障害エリア資料
常～テレビ電波受信障害協定の失効・解除
常～テレビ電波受信障害協定（東山保育園外１施設）
常～テレビ電波受信障害協定（駒場小）
常～テレビ電波受信障害協定（下目黒小）
常～テレビ電波受信障害改善協定（コ－ポ目黒本町）
常～総合庁舎北側万年塀境界確認
常～大岡山寄付用地（相隣関係）
常～テレビ電波障害協定書他（三中・碑文谷保健所）
財産台帳写し交付申請書
財産台帳変更通知
常～財産台帳に関する他区資料
常～財産台帳作成事務マニュアル
常～財産台帳登載建物現況調査票
常～施設コード
常～工作物設置に伴う許可・占有資料
公有財産財産額総計算書
公共施設状況調査
常～公会計財務諸表
常～有価証券の取扱い
常～東京都競馬株式会社株券無償譲渡契約
常～著作権資料
常～著作権（財務会計ソフトウェア）
常～各種債権調査資料
常～（財）国有財産管理調査センタ－設立出資金
常～（財）東京都高齢者事業振興財団出資金
常～（財）東京都地域福祉財団出損金
常～（財）東京都農林水産振興財団基本財産出資金
常～（社）東京労働者共同保証協会出資金
常～地方公営企業等金融機構
常～分収造林契約に基づく権利（和田村）
常～目黒区リサイクル推進協会
常～（株）ジェイ・スピリット出資金
常～（財）リバ－フロント整備センタ－基本財産出資金
常～（財）東京都防災・建築まちづくりセンタ－出損金
常～（財）道路管理センタ－基本財産出資金
常～（財）目黒区芸術文化振興財団出資金
常～（財）目黒区中小企業勤労者福祉サ－ビスセンタ－基本財産出資金
常～（社福）目黒区社会福祉事業団基本財産出資金
常～温泉組合出資金
常～出資金の受領
常～信州上小森林組合出資金
常～目黒区土地開発公社出資金

財産管理　全般

公有財産管理運用委員
会

用途指定財産

電波障害

施設隣接者との合意

財産台帳管理 財産台帳管理全般

物権・無体財産

出資による権利

契約課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～東京鉄道立体整備株式会社
常～用途地域・地区
財産台帳照会用資料
常～各施設評価調書（土地評価替用）
常～減価償却耐用年数等に関する資料
常～土地評価替に係る基準・マニュアル
常～「国有資産等所在市町村交付金法」法令
常～北軽井沢林間学園
常～箱根保養所
常～菅平寄付用地
常～区民自然の村
常～興津自然学園
常～伊東保養所
常～八ヶ岳林間学園
常～セットアップデ－タ訂正済分資料
常～セットアップデ－タ未訂正分資料
常～テスト処理サンプルデ－タ（建物の用途変更）
常～郵便番号７桁化に伴うシステム変更
常～電算計算処理依頼
常～公有財産管理システムマニュアル
常～財産管理用既成ソフト資料
常～課内検討資料（平成６ 年度～）
常～異動デ－タ入力に伴う訂正処理（セットアップデータ訂正分を除く）
常～テスト処理サンプルデ－タ（取得⇒セットバック）
常～みどりと公園課財産台帳の整理
常～西暦２０００年問題対策
常～緑ヶ丘小学校プレハブ資料（PTA室・倉庫１、２）
常～保険資料
常～物件火災・自動車損害共済業務規定
常～清掃事務所火災
常～清水池教職員住宅火災
常～公園事務所火災
常～上目黒保育園・上目黒ふれあい工房火災
常～区民キャンパス公衆便所火災
常～共済分担金算出資料
常～火災保険共済申込様式
常～伊東保養所火災
常～伊勢脇公園便所火災（２１.２.２８）
特別区火災共済加入
常～駒場公園和館火災保険契約
常～火災保険等資料
常～火災保険検討資料
常～駒場公園和館火災保険継続契約
常～守屋教育会館火災保険継続契約
常～守屋図書館火災保険継続契約
常～損害賠償額算定基準
常～公共料金支払管理システム用機器更新
公共料金通知
財務情報システム（公共料金）運用保守
常～利用料金請求方法の変更
常～システムトラブル
常～支払管理サービス
常～月例作成帳票
常～公共料金システム変更
常～公共料金基金設置に係る資料
常～公共料金客番確認票
常～公共料金口座届出書
常～公共料金支払基金事務手引
常～公共料金支払事務取扱要綱(平成１７年７月１日施行～）
常～財務システム変更資料
常～公共料金口座届出書
目黒区公共料金支払基金条例施行規則（平成２０年５月１日施行）
公共料金支払基金に係る調査・回答・報告
常～客番管理
常～公共料金の支払い月の会計年度区分の扱いについて
常～実量値による契約電力決定方式
常～電気料金一括前払サ－ビス資料
常～電話による預金間振替通知書
常～電話割引制度への加入による客番変更
常～公共料金前渡金支出
常～入力票・デ－タ送付書
常～水道料金表
常～電気料金表
常～電話料金表
常～公共料金減額算定資料
常～ガス料金表
常～放送受信料料金表・規約
月例送付デ－タ４月分
月例送付デ－タ１２月分
月例送付デ－タ６ 月分
月例送付デ－タ７月分
月例送付デ－タ８月分
月例送付デ－タ９月分
月例送付デ－タ５月分

火災保険 特別区火災保険

あいおい損保火災保険
契約

公共料金 公共料金全般

公共料金月例処理

公共料金料金表

月例送付データ

財産台帳管理

出資による権利

評価替資料

区外施設登記簿

財産管理システム保守

契約課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
月例送付デ－タ１月分
月例送付デ－タ２月分
月例送付デ－タ３月分
月例送付デ－タ１０月分
月例送付デ－タ１１月分

公共料金預金口座 公共料金口座自動振替依頼
常～公共料金支払事務取扱要綱
常～公共料金基金設置のための資料
常～基金設立前要綱改正
常～基金設立前前渡金受任
常～目黒区公共料金支払事務取扱要綱の改正について
常～太陽光発電用ソーラーパネルについて（技術的助言）
常～目的外使用許可の期間の取扱
常～北部地区サービス事務所の目的外使用許可に対する協議除外
調査・回答
特例起案用紙等
常～企業組織再編の取扱について（NTT）
常～ＰＨＳ設置への対応
常～改善提案についての関係所管の意見等調査票
常～区の施設における撮影の取扱について
常～区の施設における自動販売機設置について
常～区有地売却に伴う目的外使用許可の取扱
常～芸術文化振興財団に対する使用許可・物品貸付契約について
常～光ファイバーケーブルの引き込みについての取扱（三田フレンズ）
常～公衆電話の使用許可に対する基本的な考え方について
常～行政財産の目的外使用に対する協議除外事項の指定及び廃止について
常～行政財産使用許可台帳
常～行政財産使用許可様式
常～目的外使用許可申請標準処理期間の設定
常～包括支援センター使用関係
常～文化ホール内レストラン
常～敷地内に設置されている交通標識の取扱について
常～不服申立ての教示並びに使用料の算定及び徴収方法について
常～東山三丁目防災器具置き場に係る調整
常～停電に対する対応
常～総合庁舎使用許可参考資料
常～人権政策課への使用許可事務移管
常～行政財産目的外使用許可の取り扱い変更
常～行政財産目的外使用許可及び使用承認実施要領の制定について
常～行政手続法の対象となる処分一覧
常～行政手続法施行参考資料
常～使用者名称等変更通知
常～指定管理者制度への移行に係る使用許可関係について
常～事務マニュアル
常～自衛官募集窓口設置について
常～上目黒住区センター倉庫利用について
常～借地等における目的外使用許可の取扱について
常～公衆電話業務委託検討資料
常～たばこ自動販売機設置に係る使用許可懸案事項
常～＜法人名＞
継～自動検針消費電力算定根拠
継～使用料・光熱水費各種資料
継～各施設使用料等算定根拠
常～三田地区整備事業住宅
常～住区サ－ビス事務所
常～他区の基準・要綱
常～大橋図書館
常～目黒区児童館老人いこいの家
常～目的外使用許可資料（渋谷～江戸川）
常～目的外使用許可資料（千代田～世田谷）
常～東日本大震災被災者の公的住宅受入について（気仙沼市対象）の目的外
使用許可協議省略案件
常～その他各種施設等
常～下目黒福祉工房
常～高齢者センタ－
継～使用承認協議・回答
継～総合庁舎公設料東京都下水道局（庁舎管理課扱）
継～使用承認協議・回答（旧中根西高齢者ふれあいの家）
継～総合庁舎現金自動預け払い機［庁舎管理課扱］
継～総合庁舎現金自動預金支払機［庁舎管理課扱］
継～総合庁舎電気通信設備用電柱［庁舎管理課扱］
継～総合庁舎電子式複写機（コイン式）［庁舎管理課扱］
継～総合庁舎都税事務所［庁舎管理課扱］
継～総合庁舎郵便貯金自動支払機［庁舎管理課扱］
継～男女平等・共同参画センター共同通信設備１［人権政策課扱］
継～総合庁舎近隣地域電力供給用及び第一種電気通信事業用電柱・支線
継～総合庁舎喫茶室・売店［庁舎管理課扱］
継～総合庁舎ガス整圧器［庁舎管理課扱］
継～男女平等・共同参画センター共同通信設備２［人権政策課扱］
継～防災センター給水管・ガス管［防災課扱］
常～総合庁舎表示灯／広告付き案内板設置［庁舎管理課扱］
継～総合庁舎清涼飲料水等自動販売機２［庁舎管理課扱］
継～総合庁舎たばこ自動販売機２［庁舎管理課扱］
継～総合庁舎たばこ自動販売機１［庁舎管理課扱］

目的外使用許可 使用許可全般

使用許可懸案事項

行政財産使用料・光熱
水費

使用許可事務取扱要綱

使用承認

総務有料

総務免除（自動販売
機）

公共料金

月例送付データ

公共料金基金設置（要
綱）

契約課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～総合庁舎清涼飲料水等自動販売機１［庁舎管理課扱］
継～男女平等・共同参画センター清涼飲料水等自動販売機［人権政策課扱］
継～防災センター清涼飲料水等自動販売機［防災課扱］
常～総合庁舎〈法人名〉［庁舎管理課扱］
継～総合庁舎目黒区職員互助会［庁舎管理課扱］
継～総合庁舎目黒区職員労働組合［庁舎管理課扱］
継～総合庁舎〈法人名〉［庁舎管理課扱］
継～総合庁舎〈法人名〉［庁舎管理課扱］
継～総合庁舎〈法人名〉［庁舎管理課扱］
継～総合庁舎〈法人名〉［庁舎管理課扱］
常～総合庁舎　サイクルポート［庁舎管理課扱］
常～総合庁舎都税事務所（光ファイバー）［庁舎管理取扱］
継～防災資機材格納庫（町会）［防災課扱］
継～防災器具置場（消防団）［防災課扱］
継～防災センター・三田二丁目防災器具置場・防火水槽・水利標識［防災課
扱］
継～総合庁舎公設桝［庁舎管理課扱］
継～総合庁舎電力供給用地中埋設ケーブル［庁舎管理課扱］
継～総合庁舎郵便差出箱［庁舎管理課扱］
継～総合庁舎善意募金箱［庁舎管理課扱］
継～総合庁舎電気自動検針システム［庁舎管理課扱］
継～総合庁舎公衆電話機［庁舎管理課扱］

区民生活免除 継～区民センタ－広場橋建設に伴う河川区域への編入
健康福祉免除（その
他）

継～コ－ポ中目黒公共桝等

都市整備部 継～駒場野公園拡張部用地（臨時）電柱・支線
２７年度目的外使用許可・承認
使用許可変更
使用料改定
常～行政財産の目的外使用許可（新規）
常～使用承認
常～行政財産の目的外使用許可（継続）
常～使用承認
常～行政財産の目的外使用許可（継続）
使用料改定
使用許可変更
常～行政財産の目的外使用許可（新規）
常～行政財産の目的外使用許可使用料改定　２６ 
常～行政財産の目的外使用許可（新規・臨時）
行政財産の目的外使用許可使用料改定 ２８年度
行政財産の目的外使用許可使用料改定 ２７年度
２７年度目的外使用許可・承認
目的外使用許可（継続）
常～行政財産の目的外使用承認
常～使用許可変更協議・回答
行政財産の目的外使用許可変更協議・回答
行政財産使用承認(１年以内）
行政財産使用承認（１０年）
行政財産使用承認（３年）
行政財産使用承認（５年）
協議書（３年）
使用料の改定
協議書（１年）
協議書（５年以上）
使用承認（５年）
使用承認取消
使用承認（１年）
使用承認（３年）
協議書（１年）
協議書（１年）
協議書（不要分）
協議書（３年）
使用承認取消
行政財産の使用承認（１年）
行政財産の使用承認（５年）
行政財産の使用承認（１０年）
行政財産の使用承認（３年）
継～行政財産の使用料の改定協議
継～行政財産の目的外使用許可（目総契許第１９号～３３号）
継～行政財産の目的外使用許可（目総契許第１号～１８号）
継～行政財産の目的外使用許可（目総契許第３３号～５４号）
継～行政財産の目的外使用許可（目総契許第５５号～６ ６ 号）
継～行政財産の目的外使用許可（目総契許第６ ７号～第８４号）
継～行政財産の目的外使用許可起案（１年以内）
継～行政財産の目的外使用許可（目総契許第８５号～第９３号）
継～行政財産の目的外使用許可（目総契許第９４号～）

２０年度使用料の改定 ２１年度行政財産の目的外使用許可使用料の改定協議
１８年度使用料の改定 １９年度行政財産の目的外使用許可使用料の改定協議

常～行政財産の目的外使用許可（継続）
目的外使用報告
常～行政財産の目的外使用承認
行政財産の目的外使用許可使用料改定
行政財産の目的外使用許可変更
常～行政財産の目的外使用許可（新規）

目的外使用許可・承認
（協議・回答）

使用許可変更協議

１８年度使用承認

２１年度使用許可

２１年度使用承認

２０年度行政財産の目
的外使用許可

２０年度行政財産の使
用承認

２２年許可・承認等
（協議・回答）

２３年度目的外使用許
可・承認（協議・回
答）

１８年度使用許可

２４年度目的外使用許
可・承認

目的外使用許可

総務免除（自動販売
機）

総務免除（事務室）

総務免除（その他）

契約課

目的外使用許可・承認
（協議・回答）
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～行政財産の目的外使用許可（新規）
常～行政財産の目的外使用承認
常～行政財産の目的外使用承認（報告）
行政財産の目的外使用許可変更
目的外使用報告
常～行政財産の目的外使用許可（継続）
常～行政財産の目的外使用許可使用料改定
常～普通財産の使用承認
常～行政財産の目的外使用報告
常～行政財産の目的外使用承認
常～行政財産の目的外使用許可変更
常～行政財産の目的外使用許可（新規）
常～行政財産の目的外使用許可使用料改定
常～行政財産の目的外使用許可（継続）
常～行政財産の目的外使用許可使用料改定
常～行政財産の目的外使用許可（新規）
常～行政財産の目的外使用許可（継続）
常～普通財産の使用承認
常～行政財産の目的外使用報告
常～行政財産の目的外使用許可変更
常～行政財産の目的外使用承認
継～行政財産の目的外使用許可（目総契許２第１号～２４号）
継～行政財産の目的外使用許可起案（１年以上）
継～行政財産の目的外使用許可（目総契許２第２５号～）
常～行政財産の目的外使用許可変更
常～行政財産の目的外使用許可（継続）
常～行政財産の使用承認（協議・回答）
常～行政財産の目的外使用許可（新規）
常～普通財産の使用承認
常～普通財産の使用承認
常～行政財産の目的外使用許可使用料改定
常～行政財産の目的外使用承認
常～行政財産の目的外使用許可（継続）
常～行政財産の目的外使用許可（新規）
常～行政財産の目的外使用許可変更
他区小売市場条例
代表者変更届
図面
新規貸付書類
借受人からの解約通知
現状変更等承諾
旧清水小売市場店舗部分の一時使用取扱要綱
旧清水小売市場通称名変更
旧清水小売市場地域施設等の更新計画調査
旧清水小売市場出店相談
旧清水小売市場共益費負担についての考え方
旧清水小売市場共益費区負担分支出
管理組合
改修通知
要望
保証金の還付・賃料相当額歳入
入店問題
平成１２年度定期建物賃貸借契約
平成１３年度定期建物賃貸借契約
平成５年度一括更新契約
平成５年度一括更新後契約
平成８年度一括更新契約
建物購入
平成１１年度一括更新契約
賃料改定算定資料
清水市場空店舗一時使用承認
東京消防庁立入検査
消防設備点検結果報告記録
消防設備点検結果報告（平成１５年度分）
防火関係届書
施設保全管理システム
旧清水小売市場漏水事故（平成３年度）
旧清水小売市場外壁改修工事（平成元年度）
旧清水小売市場外壁改修工事（Ｓ６ ３年度）
営繕執行委任工事
旧清水小売市場改修等要望（Ｓ６ ２年度）
賃料供託
訴訟
清水市場明渡協議会
明渡２
明渡
補償金算定資料
弁護士委託
常～旧東山保育園
常～旧水溜掘用地:契約書(Ｓ３２～５８）
常～旧からすもり幼稚園
常～旧伊東保養所
常～旧守屋図書館敷地
常～旧水溜掘用地:契約書(H９～）

貸付(有償無償） 有償貸付土地

２８年度目的外使用許
可・承認

２９年度目的外使用許
可・承認

１６ 年度（１年以上）

契約

防火管理

改修・保守

店舗明渡

３１年度目的外使用許
可・承認

２５年度目的外使用許
可・承認

契約課

目的外使用許可・承認
（協議・回答）

３０年度目的外使用許
可・承認

旧清水小売市場 旧清水小売市場全般
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～旧水溜掘用地：境界確定測量委託
常～旧水溜掘用地算定資料
常～旧清水小売市場敷地
常～旧大橋図書館南側階段通路
常～旧第一出張所契約書
常～旧第一出張所貸付資料
常～法務局跡地
常～上目黒保育園跡地の貸付け
常～旧第六中学校南側
常～旧北軽井沢林間学園
常～国鉄清算事業団上目黒宿舎跡地
常～私道(中町二丁目）貸付
常～私道(目黒本町五丁目地内）貸付
常～上目黒五丁目寄付用地貸付
常～菅平寄付用地
常～青葉台四丁目緑地
常～青葉台四丁目緑地貸付
常～総合庁舎保育所施設
常～総合庁舎未舗装駐車場用地
常～貸付：大岡山寄付用地
常～第四中学校跡地
常～第四中学校保育施設用地
常　上目黒一丁目用地検討（JR跡地）
継～旧守屋図書館敷地貸付資料
継～旧水溜掘用地算定資料
継～旧清水小売市場敷地
継～国鉄清算事業団上目黒宿舎跡地貸付
継～国鉄清算事業団上目黒宿舎跡地貸付資料
常　～　旧上目黒福祉工房貸付
常～三田フレンズ
常～上目黒一丁目交番施設
常～上目黒小学校
常～不動児童館（２階）
常～緑が丘文化会館別館
継～旧清水小売市場の貸付
継～旧中根西高齢者ふれあいの家
継～旧中目黒駅前図書館の貸付
継～旧目黒区保健所の貸付
継～東根職員住宅の貸付
常～旧中根西高齢者ふれあいの家
継～東が丘一丁目交番敷地
継～中町二丁目共同ビルB棟３階（シルバー人材センター）
継～平町一丁目緩衝緑地用地貸付（目黒消防署）
常　～　旧目黒本町ふれあい工房
常　三田フレンズ（三田地区街づくり活動室）
常　三田防災街づくり会館
常～旧からすもり幼稚園跡地（桑の実会）
常～旧ふれあい工房（上目黒、下目黒、目黒本町）貸付　（社）目黒区シルバー
人材センター
常～旧第四中学校：障害者グループホーム
常～旧第六中学校南側跡地（保育施設）
常～知的障害者グループホーム（上目黒四丁目）
常～中町一丁目大円寺授産所
常～中町二丁目共同ビルA・B棟２階
常～廃道敷（大橋１丁目地内内）
常～目黒区中央町二丁目社会福祉用施設
常～目黒区中央町二丁目障害福祉用施設
常～緑が丘文化会館別館内　小規模保育所
継～ＡＴＭ設置契約（総合庁舎）
継～建物使用貸借(三田フレンズ集会室）
継～第２中学校貸付（目黒消防署）
常～旧中目黒駅前保育園
常～目黒保育園
常～東山国有地（東山保育園）
常～旧第六中学校南側跡地特養施設用地
常～旧中目黒保育園
常～旧氷川荘（都市型軽費老人ホーム）
常～区民センター（障害者就労支援施設）
常～五本木二丁目防災備蓄倉庫
常～上一防災ひろば用地貸付（東京消防庁目黒消防署）
常～上目黒小学校
常～食販ビル
常～総合庁舎貸付
常～総合庁舎保育所施設
常～大岡山寄付用地
常～大橋ビルディング
常～第四中学校：保育所
常～第四中学校（高齢福祉及び障害福祉施設）
継～中町二丁目共同ビルA棟１階
継～廃道敷（大橋１丁目地内内）
継～日向児童遊園
継～第二曽根児童遊園
継～第二ひもんや保育園
継～駒場三丁目駐輪場

貸付(有償無償） 有償貸付土地

有償貸付建物

無償貸付

許可・管理協定 許可

契約課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～区民自然の村
継～砧球技場占用許可（受）
継～災害対策用貯水槽の使用に関する覚書
継～高所監視カメラ施設端末装置寄託
常～「法界塚」管理受託　使用・収益の状況報告及び資料
常～北軽井沢林間学園周辺土地維持管理協定(H１３改定）
常～法界塚管理受託
常　～　北軽井沢林間学園維持管理委託
継～川の資料館維持管理協定
継～目黒川船入場調節池上部利用管理区分覚書
継～北軽井沢林間学園道路維持管理協定資料
継～北軽井沢林間学園周辺土地維持管理協定
継～家賃算定方法・マニュアル等（区民住宅等含）
継～外部監査報告（原案）の確認（修正等）
継～固定資産税等の計算方法
継～借上げ型区民住宅制度資料
継～敷金・保証金預託台帳
継～賃貸借物件に関する調査・回答
継～不動産賃貸一覧
継～都区財調算定数値調査
継～賃貸借物件固定資産税台帳交付申請
継～地代請求書(書式）
常～気仙沼市駐車場
常～興津自然学園大型バス駐車場
常～行人坂下自転車置場
継～行人坂下自転車置場
常～東が丘自転車集積所
常～南保育園仮園舎敷地
常～清掃車両一時駐車場所
常～平成１５年度地代改定契約
常～平成１６ 年度地代改定契約
常～平成５年度地代改定契約
常～平成６ 年度地代改定契約
常～平成７年度地代改定契約
常～平成８年度地代改定契約
常～平成９年度地代改定契約
常～上目黒保育園土地賃貸借契約
常～土地賃貸借契約更新
常～目黒銀座児童遊園
常～社会福祉用建物敷地更新契約
常～借地図面
常～上目黒保育園改修工事の協議事項
常～土地管理人変更届
常～土地賃貸借契約（更新）
常～土地賃貸借契約（更新）中目黒小学校外５件
常～土地賃貸借契約更新
継～八雲五丁目材料置場敷地土地賃貸借契約
常～平成１０年度地代改定契約
常～平成１１年度地代改定契約
常～平成１２年度地代改定契約
常～平成１３年度地代改定契約
常～地代改定契約
常～平成１４年度地代改定契約
常　上目黒五丁目（宿山交番跡地）
常～駒場東大前東大口駐輪場
常～青葉台二丁目アパート居住者用通路
常～第一中学校
常～第十一中学校
常～第二田道保育園
継～東が丘一丁目複合施設（特別区有地）
常～東が丘一丁目複合施設（国有地）
常～八ヶ岳林間学園
常～法務局跡地
継～青葉台二丁目アパート居住者用通路
継～第一中学校
継～都立大学跡地土地賃借資料
常～都立大学跡地契約
常～目黒ＬＦＶ
常～南センチュリ－目黒寮
常～等々力目黒寮
常～興津自然学園職員住宅
常～ラ・ヴィ－タ目黒寮
常～コ－ポふじ目黒寮
常～北部地区サービス事務所（クロスエアタワー）
常～中町二丁目共同ビルＡ棟
常～第二上目黒保育園
常～食販ビル会議室
常～食販ビル（中央地区サービス事務所・コーポ中央町）
常～ふれあいいきいきサロン
継～中目黒ＧＴ駐車場（公用駐車場）
継～中町二丁目共同ビルＢ棟
継～興津健康学園落石防止柵用地
継～興津健康学園職員寮（コーポ井上）
継～危機管理宿舎（ヒルサイド諏訪）

建物借権 建物賃借権（職員寮）

建物賃貸借（事務 事業
用）

許可・管理協定 許可

管理協定・受託等

土地建物賃貸借権共通 賃借権一般管理

土地賃貸借権有償 土地賃借権（民有地）

土地賃借権（民有地
（寺））

土地賃借権（公有地）

契約課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～目黒駅行政サービス窓口（ＪＲ目黒駅ビル内）
常～埋蔵文化財整理室：梶浦ビル
常～北部地区サービス事務所（池尻大橋ビルディング）
常～東山一丁目防災資材置場
常～中目黒ＧＴ地下汚水調整槽
継～中目黒ＧＴ駐車場（文化施設業務用）
継～区民住宅（トリアス中目黒）
継～区民住宅（チェリ－ブロッサムコ－ト目黒）
継～区民住宅（五反山ヒルズ）
継～区民住宅（柿の木坂森戸マンシュン）
常～区民住宅（柿の木坂森戸マンション）
継～区民住宅（メイプル中目黒）
継～区民住宅（ボヌ－ル白子）
常～区民住宅（メイプル中目黒）
常～区民住宅（ボヌール白子）
常～区民住宅（プラト－青葉台）
常～区民住宅（ヒルフォートメグロ）
常～区民住宅（トリアス中目黒）
常～区民住宅（サント・コア目黒）
常～区民住宅（グランシャリオ洗足）
継～区民住宅（ヒルフォートメグロ）
継～区民住宅（グランシャリオ洗足）
継～区民住宅（グロリア学芸大）
継～区民住宅（スピティ目黒）
継～区民住宅（ヒルズ大橋）
継～コ－ポみずなか
継～はぎ荘
常～コ－ポ八雲
常～コ－ポ蛇崩
常～コ－ポ烏森
常～コ－ポやなぎ
常～コ－ポみずなか
常～コーポ平町
常～コーポ南
常～コーポ中央町一丁目
継～コ－ポ烏森
常～はぎ荘
常～しいの木荘
常～中町一丁目大円寺授産所
常～中目黒二丁目東京都職員中目黒住宅建物
継～駒場公園和館
常～東横線高架下防災拠点設備
継～五本木一丁目防災資機材置場
常～国立大学法人東京大学敷地無償借受
常～鉄道高架橋下設備（旧中央町西児童遊園等）
常～田道ふれあい館用地・田道広場公園
常～東京都職員中目黒住宅敷地無償借受
常～母子生活支援施設氷川荘外１施設敷地
常～祐天寺駅東口第一駐輪場　２７
継～祐天寺駅東急ストア脇自転車置場
継～五本木小学校会議室・倉庫用地
継～鷹番三丁目自転車置場使用貸借
継～中目黒駅～祐天寺駅間高架下鉄道用地使用貸借
継～中目黒駅高架下鉄道用地使用貸借
継～中目黒駅前図書館敷地無償貸借
継～興津健康学園落石防護柵用地
常～駒場野公園拡張用地
常～月光原公園
常～洗足駅前ふれあい広場
常～東山街かど公園
常～東山公園
常～東山公園拡張用地
継～なべころ坂緑地公園
継～駒場野公園拡張用地
継～月光原公園
継～中目黒公園
継～東山公園（拡張）
継～芳窪街かど公園
常～すずめのお宿緑地公園
常～なべころ坂緑地公園
常～維持管理に関する通知
常～駒場公園
常～駒場野公園
継～花壇設置（平町・上目黒）
常～緑が丘児童遊園
常～氷川台児童遊園・中目黒一丁目児童遊園
常～宮下児童遊園
継～熊野神社公衆便所
継～目黒銀座児童遊園
継～五本木中児童遊園
継～中央町西児童遊園
継～中目黒一丁目児童遊園周辺道路
継～氷川台児童遊園
継～五本木中児童遊園敷地

建物借権

建物賃貸借（事務 事業
用）

建物賃借権（区民住
宅）

建物賃借権（高齢者住
宅）

建物無償使用

土地無償使用 土地無償(母子寮･自転
車･実習場･道･田道)

土地無償使用（公園）

土地無償使用（児童遊
園・公衆便所）

契約課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～興津健康学園
継～緑が丘一丁目植栽用地
継～八雲五丁目区民農園
継～喜多見二丁目苗園
常～深沢第二区民農園
常～深沢四丁目区民農園
常～碑文谷八幡宮児童遊び場敷地
継～みどりの散歩道ガイドパネル設置用地（中目黒四丁目・碑文谷三丁目）
継～めぐろ風景５５案内板設置用地
継～関東富士見１００景銘板設置使用承諾
常～都立大学駅前広場土地使用貸借
継～八雲四丁目ひろば敷地
継～貯水槽（使用貸借契約）
継～目黒高校貯水槽
継～唐が崎児童遊園災害対策用貯水槽
継～貯水槽（祐天寺）
継～浅源第二ビル貯水槽（地上権）
継～災害対策用貯水槽設置用地
継～災害対策用貯水槽の土地使用貸借契約
継～郵政省職員宿舎内貯水槽
継～下目黒スカイマンション貯水槽（地上権）
継～ロワヴェール学芸大学災害対策用貯水槽
継～キャッスル共進マンション災害対策用貯水槽
常～中目黒四丁目災害対策用貯水槽
継～不動尊裏公衆便所
継～祐天寺・八雲氷川等公衆便所
継～祐天寺駅公衆便所
継～洗足駅公衆便所
継～正覚寺公衆便所
継～自由が丘駅公衆便所
継～大橋二丁目氷川神社公衆便所
常　学芸大学駅公衆便所
継～碑文谷八幡神社公衆便所
継～八雲氷川神社公衆便所
継～都立大学駅公衆便所（中根一丁目）
継～都立大学駅公衆便所
継～大鳥神社公衆便所
継～円融寺公衆便所
常～旧大橋図書館　自家用電気工作物保安管理業務委託　契約解除
旧大橋図書館　維持管理
常～公社⇒区　木造住宅密集地域整備事業用地；原町一丁目ひろば（仮称）
常～登記完了証

土地開発公社 原町一丁目用地（木造住宅密集地域整備事業）
公社運営協議公社予算・事業報告書・財務諸表・公社からの通知
所管部局からの依頼文
平成１８年度地価公示の調査結果
通知文書・照会文書（区）
常　清水町アパート立替え
常～不動産鑑定に係る個人情報保護方針（ガイドライン）
常～買取証明書（区）
常～公的な依頼に係る情報交換（国土法）
常～公共用地取得の税務

宅建協会及び委員会資
料

宅建協会目黒支部との連絡協議会

登記事項証明書等交付申請
登記事項証明書等申請書（事前押印）
常～登記事項証明書等申請書（事前押印）
常～分筆登記等、表示登記に係る取扱い
常～都税事務所申請書（固定資産評価証明等）
常～登記所申請書（一般の証明等）
常～登記所申請書（一般の証明等）
常～土地使用貸借契約（公社用地）
常～運用資金貸付契約書区－公社Ｈ１４年度～Ｈ１８年度
常～運用資金貸付契約書区－公社Ｈ１９年度～
常～運用資金貸付契約書区－公社Ｈ４年度～Ｈ１３年度
常～土地使用貸借契約（公社用地）
土地使用貸借契約期間終了（区）
常～土地開発公社事業資金融資に関する協定書（期間満了分）
常～運用資金貸付契約書区－公社Ｈ４年度～
常　公社への運用資金貸付（貸付中）
常～公社事業資金融資に関する協定書
常～土地使用貸借契約（公社用地）
継～洗足二丁目自転車駐輪場事前協議（平成１５年度）
継～西小山街かど公園拡張用地事前協議（平成１６ 年度）
継～上目黒二丁目用地事前協議（平成１７年度）
継～五本木二丁目公園事前協議（平成１１年度）
継～原町一丁目街かど公園事前協議（平成１４年度）
継～駒場一丁目街かど公園（仮称）事前協議（平成１７年度）
継～街かど公園用地（木賃事業五本木二丁目）（平成１０年度）
継～街かど公園用地（木賃事業五本木三丁目）（平成８年度）
継～伊勢脇公園拡張用地事前協議（平成１３年度）
常　南一丁目生産緑地　２７
継～目黒本町五丁目街かど事前協議（平成１５年度）
継～補助１８号線道路用地（平成３年度）

旧大橋図書館

２０年度取得用地 公社⇒区

用地取得 用地取得庶務

官公庁申請書

土地開発公社との協定
書・契約書

税務署事前協議

土地無償使用

土地無償使用（農園・
苗園・植栽）

土地無償使用(青少年育
成遊場・ガイドパネル)

土地無償使用（民・災
貯水槽）

土地無償使用（民・公
衆便所）

契約課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～非居住者源泉徴収所得税
継～碑文谷公園拡張用地事前協議（平成１１年度）
継～都立大学駅北口自転車駐車場（仮称）（平成１６ 年度）
継～大塚山公園拡張用地事前協議（平成１１年度）
継～大塚山公園拡張用地（平成５年度）
継～汚染土壌の処理基準
継～価格審査マニュアル(国土法）
継～用地買収に伴う残地補償基準
継～用地取得通達
継～不動産鑑定評価基準等の改正
継～土地評価事務処理要領（都財務局用地部）
継～土地収用法
継～損失補償基準（平成３年）
継～国有地の管理処分
継～行政手続法施行に伴う土地収用法関係審査基準等作成に関する資料
継～収入印紙の負担について（区）
継～用地取得基金で取得した財産の引渡し
継～用地取得基金利用計画・現況等一覧
継～斡旋手数料支給要綱（区）
継～一般不動産鑑定士・業者
継～公共嘱託登記司法書士協会
継～公共嘱託登記土地家屋調査士協会
継～不動産鑑定士報酬基準
企画経営部からの折衝依頼案件
継～駒場一丁目公団跡地（木賃事業）
継～鷹番二丁目自転車置場拡張用地
継～補助１９号線
継～補助３０号線
常～上目黒保育園敷地　借地部分（１６ ８１－１の内）
継～林試周辺地区防災道路用地資料
継～林試北側新設道路用地資料
継～環七沿道整備計画資料
継～補助１８号線道路用地資料
継～目黒本町五丁目１７番（木賃による従前居住者用住宅用地）
継～五本木二丁目公園用地（線路脇）
継～青葉台二丁目清掃車庫用地
継～目黒二丁目清掃事業所等用地
継～平町一丁目リサイクルプラザ用地隣地
継～中町二丁目庁舎関連用地（公会堂隣地）
常～上目黒一丁目地区市街地再開発事業の地区編入
常～上目黒一丁目地区市街地再開発事業の庁内調整会議
常～上目黒一丁目地区市街地再開発事業権利変換のための財価審、公財委
員会
常～上目黒一丁目地区市街地再開発事業権利変換資料
常～上目黒一丁目地区市街地再開発事業権利変換手続
常～上目黒一丁目地区市街地再開発組合資料
常～上目黒一丁目地区市街地再開発組合設立・加入
常～不動産鑑定委託
常～保留床の取得

守屋教育会館跡地施設 建物取得 常～守屋教育会館跡地施設建物購入
常～東山小学校拡張用地１
常～東山小学校拡張用地２

公社⇒区契約書 常～公社→区西小山街かど公園拡張用地
常～駒場三丁目道路拡幅用地
常～西小山街かど公園拡張用地
常～都立大学駅北口自転車駐車場用地
常～公社→区駒場一丁目街かど公園用地
常～公社→区駒場三丁目用地
常～駒場一丁目用地（公団）
常～駒場一丁目街かど公園用地Ｃ（個人名）
常～駒場一丁目街かど公園用地Ｂ（個人名）
常～下目黒五丁目用地

区一般会計 常～東山公園拡張用地
継～公社→区上目黒二丁目用地
常～公社→木造住宅密集地域整備事業用地（原町一丁目用地）
継～公社→区下目黒五丁目用地

土地開発公社 継～上目黒二丁目用地
登記済証（副）
常～登記済証

区一般会計 常～目黒本町二丁目用地　H２１.６ .５
公社⇒区 常～公社⇒区　木造住宅密集地域整備事業用地　原町一丁目ひろば　Ｈ２１.

４.８
常～駒場野公園拡張用地その１
常～駒場野公園拡張用地その２
常～上目黒二丁目道路拡幅用地
常～総務省情報通信研修所用地
常～中目黒三丁目歩道橋設置用地
常～公社→区目黒本町五丁目街かど公園・駒場三丁目緑地公園用地
常～公社→区補助３０号線整備事業用地⑬Ｃ
常～公社→区洗足二丁目自転車駐車場用地・祐天寺一丁目街かど公園用地
常～公社→区西小山街かど公園・３０号線⑬Ｃ
常～公社→区三田二丁目補助１９号線整備事業用地⑭A・B
常～祐天寺一丁目街かど公園用地
常～目黒本町五丁目街かど公園用地

１８年度取得用地
公社⇒区契約書

１９年度取得用地 公社⇒区契約書

２１年度取得用地

１５年度取得用地 区一般会計

公社⇒区契約書

土地開発公社

区の要綱・用地取得、
基金資料

鑑定・測量・登記業者

折衝用地

取得用地資料

不調

上目黒地区再開発事業 再開発事業権利変換

大橋地区再開発事業 クロスエアタワー保留
床

１６ 年度取得用地 区一般会計

土地開発公社

１７年度取得用地 公社⇒区契約書

土地開発公社

用地取得

税務署事前協議

国・東京都等の基準・
要綱

契約課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～洗足二丁目自転車駐車場用地
中央体育館横用地交換
中央体育館横用地交換に伴う登記嘱託等
常～駒場三丁目道路拡幅用地〈法人名〉
常～第二田道保育園の改築用地
常～碑文谷五丁目廃道敷地（都財務局）
常～公社→区原町一丁目街かど公園用地
常～公社→区庁舎用地等
常～公社→区五本木一丁目自転車駐車場用地
常～駒場三丁目緑地公園
常～原町一丁目街かど公園用地ＢＨ１４.５.２０契約
常～五本木一丁目自転車駐車場用地
常～西小山街かど公園用地・媒介契約
常～五本木一丁目自転車駐車場用地鑑定書
常～西小山街かど公園用地ＡＨ１４.１１.７契約

区一般会計 常～三田地区整備事業用地（三田基金）
常～公社→区駒場一丁目広場等用地
常～公社→区伊勢脇公園拡張用地、五本木二丁目街かど公園拡張用地
常～公社→区目黒本町六丁目向原おもだか児童遊園拡張用地
常～五本木二丁目街かど公園拡張用地
常～伊勢脇公園拡張用地
常～伊勢脇公園拡張用地契約書

区一般会計 常～三田集会室
常～駒場一丁目広場等用地
常～中町二丁目自転車集積所
常～駒場一丁目公園用地等（個人名）
常～駒場一丁目公園用地等（個人名）
常～伊勢脇公園拡張用地契約書
常～伊勢脇公園拡張用地
常～鷹番三丁目自転車駐輪場用地
常～五本木二丁目街かど公園拡張事業用地
常～目黒本町六丁目向原おもだか児童遊園拡張用地
常～上目黒二丁目地区第１種市街地再開発事業１
常～碑文谷六丁目碑文谷公園拡張用地
常～林業試験場跡地周辺防災道路（Ｂ路線）
常～上目黒二丁目地区第１種市街地再開発事業６ 
常～上目黒二丁目地区第１種市街地再開発事業２
常～上目黒二丁目地区第１種市街地再開発事業３
常～上目黒二丁目地区第１種市街地再開発事業４
常～上目黒二丁目地区第１種市街地再開発事業５
常～碑文谷総合グラウンド資料

公社⇒区契約書 常～五本木二丁目公園用地
常～五本木二丁目公園用地
常～大塚山公園拡張用地
常～五本木二丁目公園用地資料
常～中町二丁目自転車集積所等用地
常～中町二丁目自転車集積所等用地実測
常～共済病院物件移転補償（金属材料技術研究所跡地）
常～金属材料技術研究所跡地（中目黒二丁目公園）

土地開発公社 常～中央町二丁目庁舎関連用地
公社⇒区契約書 常～中目黒四丁目清掃車車庫用地

常～五本木三丁目街かど公園用地（個人）
常～五本木三丁目街かど公園用地（国）
常～青葉台二丁目公園（仮称）用地（国鉄清算事業団）
常～青葉台二丁目公園用地隣地境界協議書

用地取得基金 常～下目黒五丁目街かど公園用地
公社⇒区契約書 常～下目黒自転車集積所用地Ｃ・Ｄ／鷹番自転車置き場用地
区一般会計用地特別会
計

常～東山三丁目東山拡張公園用地（旧国土地理院跡地）

常～下目黒二丁目自転車集積所等用地
常～上目黒二丁目木賃住宅総合整備事業用地
常～五本木二丁目木賃住宅総合整備事業用地
常～中目黒四丁目清掃車車庫用地１
常～中目黒四丁目清掃車車庫用地２
常～中目黒四丁目清掃車車庫用地３
常～西部地区サ－ビス事務所等用地／他
常～五本木・上目黒木賃住宅地区総合整備事業用地
常～八雲一丁目住区センタ－用地

区一般会計用地特別会
計

常～東山三丁目第三特別養護老人ホ－ム等（仮称）用地

常～中央町一丁目清掃・リサイクル関連事業用地
常～中央町一丁目清掃・リサイクル関連事業用地（基金←公社）

土地開発公社（上半
期）

常～柿の木坂一丁目西部地区サ－ビス事務所用地（区商連）

常～五本木小学校拡張用地
常～上目黒一丁目住宅等建設用地
常～中央町一丁目防災センタ－拡張用地Ｂ
常～中央町一丁目防災センタ－関連事業用地（代替地）
常～上目黒公益質屋敷地交換（上四町会）
常～第四中学校用地（関東財務局）
常～目黒本町三丁目公園用地（旧農水省用地）

公社⇒区契約書 常～碑文谷二丁目自転車集積所・中央町一丁目工場アパ－ト等用地・他
常～駒場野公園拡張用地
常～鷹番二丁目自転車駐輪場

１０年度取得用地 区一般会計用地特別会
計

９年度取得用地 区一般会計用地特別会
計

８年度取得用地

土地開発公社上半期

土地開発公社下半期

公社⇒区契約書

７年度取得用地

用地取得基金

６ 年度取得用地 区一般会計用地特別会
計
土地開発公社上半期

５年度取得用地 区一般会計

土地開発公社

２８年度用地取得 区一般会計

１４年度取得用地 区一般会計

公社⇒区契約書

土地開発公社

１３年度取得用地
公社⇒区契約書

土地開発公社

１２年度取得用地
公社⇒区契約書

土地開発公社

区一般会計用地特別会
計

土地開発公社

１５年度取得用地

土地開発公社

契約課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～中央町一丁目防災センタ－隣地
常～八雲一丁目住区センタ－用地

区一般会計 常～児童館建設用地（関東財務局）（駒場二丁目）
常～工場アパ－ト・リサイクルストックヤ－ド用地
常～鷹番三丁目住区センタ－隣地
常～鷹番三丁目住区センタ－用地
常～鷹番三丁目放置自転車対策用地
常～中目黒四丁目八幡公園拡張用地
常～目黒本町五丁目従前居住者用住宅用地

区一般会計 常～大岡山駅周辺目黒区道付替え道路用地
常～駒場二丁目（児童館用地）
常～碑文谷六丁目（学童保育クラブ仮設用地）
常～世田谷区桜新町一丁目契約
常～鷹番住区センタ－拡張用地
常～中目黒四丁目八幡公園拡張用地
常～東が丘一丁目
常～碑文谷六丁目（住区センター建設事業用地）
常～原町二丁目老人いこいの家隣地
常～子の神ふれあい広場
常～第十一中学校隣接通路新設用地
常～鷹番三丁目住区センタ－用地
常～中央町一丁目防災センター用地
常～碑文谷二丁目自転車集積所用地
常～碑文谷六丁目住区センタ－用地

公社⇒区契約書 常～碑文谷六丁目住区センタ－用地
常～土地合筆（三田一丁目住宅等敷地）
常～土地分筆（洗足自転車置場）
常～土地合筆（工場アパ－ト等用地）
常～目黒本町ふれあい工房・向原児童遊園
常～公会堂隣地等の公図訂正に係る同意書
常～砧球技場
常～こなべ野公園
常～第二庁舎
常～向原児童遊園
常～目黒本町ふれあい工房
常～月光原児童遊園
常～境界確定依頼書・協議書
常～境界現地調査（Ｈ１８．９）　資料
常～境界確認（未完了）
常～東山貝塚公園
常～三田公園境界問題報告書１
常～三田公園境界問題報告書２
常～東山貝塚公園境界確定事件
常～東山貝塚公園境界確定資料
常～柿の木坂西児童遊園・清水東児童遊園・中央町一丁目児童遊園
常～東山中児童遊園外３ｹ所（Ｈ６ ．２．１４）
常～中目黒一丁目児童遊園外１２ｹ件（Ｈ４．５．１４）
常～東町南児童遊園外１３ｹ所（Ｈ５．４．２０）
常～中央町二丁目廃水路敷
常～上目黒四丁目寄付用地（H１６ .５.１７）
常～旧中根西高齢者ふれあいの家（H１４.３.６ 、H１４.９.５）（H２０.１０.２１）
常～下目黒三丁目防災まちづくり事業用地(H２０.８.２５)
常～下目黒三丁目防災まちづくり事業用地(H１５.６ .３０)
常～中央町二丁目廃道敷
常～中根高齢者ふれあいの家(H１４.３.６ 、H１４.９.５)
常～祐天寺保育園仮園舎（道路境界・隣地境界）（Ｈ２１.１１.６ ）
常～コーポ目黒
常～目黒区リサイクルストックヤード(H１３.２.７)
常～箱根保養所（H１６ .３.１２/H ２１.１２.２１）
常～上八町会会館（H１６ .７.２０）
常～三田フレンズ(H１５.１２.２６ ）
常～みどりハイム(H１８.１.１３）(旧下目黒二丁目自転車集積所）
常～ホーム月光原
常～目黒歴史資料館（H１８.３.８/H１９.１.１９/H２３.１２.２０）
常～興津健康学園（H１６ .５.２６ /H１６ .１０.２６ ）：興津自然学園
常～地籍境界調査（道路）平成２１年度
常～地籍境界調査（道路）平成２２年度
常～地籍境界調査（道路）平成２３年度
常～法定外交公物評価基準
常～払下げ申請書
常～普通財産の処分基準
常～都有地売払応募要領
常～目黒本町三丁目公園用地（売払い無償貸付）／国有地の売払い等の申
請
常～国有地の処分等方針
常～駒場一丁目７５４
常～区有地売却に係る調査・回答
常～中央町二丁目廃水路敷
常～南二丁目廃道敷（Ｈ１４．４．１０）
常～廃水路敷（駒場一丁目）
常～廃水路敷（大岡山一丁目Ｈ２４・２・１０）
常～廃道敷（自由が丘一丁目地内）（Ｈ１６ ．１２．２）
常～廃道敷（東山三丁目地内）（Ｈ１６ ．１１．３０）
常～碑文谷五丁目道路敷（平成２４年６ 月１日）

売払 売払全般

売払（各案件）

境界 境界全般

未完了

境界確認問題報告書

境界（区長部局：公
園）

公園（児童遊園一括）

境界（区長部局：その
他）

その他（ア行～ナ行）

その他（ハ行～ワ行）

境界（教育委員会） 教育委員会（その他）

境界（地籍境界調査） 地籍境界調査

４年度取得用地
土地開発公社

公社⇒区への譲渡

３年度取得用地
用地取得基金

土地開発公社

２年度以前取得用地 用地取得基金

土地開発公社

登記簿関連 土地分合筆

公図訂正

登記訂正

５年度取得用地

土地開発公社

契約課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～目黒一丁目廃道敷（Ｈ１６ ．７．２）
常～祐天寺一丁目廃道路敷（平成２５年１月）
常～緑が丘一丁目３０７３番ほか１１件（用地交換）
東京都市計画道路補助第２６ 号線用地売却（旧六中ほか）
目黒本町一丁目５１６ 番１先水路敷（旧水溜堀）
継～下目黒三丁目防災まちづくり事業用地（Ｈ１１．７．１３）
常～旧水溜堀（目黒本町一丁目８－８）
常～旧八雲第一材料置場（Ｈ１４．８．１９）
常～旧八雲第二材料置場（Ｈ１２．９．１８）
常～自由が丘一丁目２４０５番、２４１４番
常～自由が丘一丁目２４０５番ほか９件
常～自由が丘一丁目２４０６ 番
常～上目黒三丁目１６ ７８番３
常～自由が丘一丁目２４０９番
常～下目黒五丁目廃道敷（Ｈ１５．３．２７）
常～下目黒三丁目社会福祉事業用地（Ｈ１３．４．２３）
常～下目黒三丁目社会福祉事業用地資料
常～上目黒四丁目廃道敷２１９６ 番８
常～自由が丘一丁目２４０８番
常～自由が丘一丁目２４１０番
常～自由が丘一丁目２４１３番
常～上目黒四丁目廃道敷（平成２６ 年度）
常～中央町二丁目廃道敷（平成２５年６ 月）
常～中央町二丁目廃水路敷（スマイルプラザ中央町）
常～中央町二丁目１３１４番１先 外１件
常～大橋二丁目道路敷（平成２４年２月６ 日）
常～大橋二丁目道路敷（Ｈ１２．５．１１）
常～青葉台四丁目廃道敷（Ｈ６ ．２．１６ ）
常～上目黒町二丁目２０１０番３８
継～下目黒自転車集積所用地（一部売却）（Ｈ１３．９．１８）
常～上目黒町二丁目１７９９番６ 
常～上目黒町二丁目２００６ 番３２ 外４件
常～青葉台一丁目アパート；住宅譲渡協定・確定契約（Ｈ２０．３．３１）（建物の
購入立案請求）
常～青葉台二丁目アパ－ト（Ｈ１６ ．２．１）
常～青葉台二丁目アパ－ト敷地測量・土地境界確認書
常～都営住宅移管資料
常～東が丘一丁目・上目黒四丁目・中長町一丁目アパート（Ｈ３・１０．１）
常～東が丘一丁目第２アパート（Ｈ２０１１．１）
常～東が丘一丁目第２アパ－ト測量・土地境界確認書
常～碑文谷母子アパート（H２５.３.１）
常～目黒清水町アパート（Ｈ９．２．１）
常～目黒南一丁目アパート（Ｈ１１．３．１）
常～目黒南一丁目アパート測量・土地境界確認書
常～目黒本町アパート；公営賃貸用特定分譲住宅譲渡協定（Ｈ１５．３．１７）
常～目黒本町アパ－ト（Ｈ１４．１２．２０）
住宅譲渡協定・確定契約（建物の購入立案請求）
常～上目黒アパート（Ｈ１９．４．１）（現青葉台一丁目アパート）
常～上目黒一丁目アパート（Ｈ１２．３．１）
常～上目黒一丁目アパート測量・土地境界確認書
常～法定外・法定公共物に関する国への譲与申請資料
常～不動前児童遊園・下目黒三丁目防災器具置場
常～目黒三丁目共同墓地・下目黒三丁目墓地（資料その２）
常～目黒三丁目共同墓地・下目黒三丁目墓地（資料その１）
常～道路用地（目黒一丁目４３番６ ）（Ｈ１５．３．１７）
常～中央町粗大中継所土地測量図面綴
常～下目黒三丁目目黒村贈与地
常～清掃事業移管に伴う財産処理方針
継～中央町一丁目自転車集積所用地
継～青葉台四丁目緑地
目黒消防団第１分団建物
常～目黒清掃事務所・中央町粗大中継所・目黒リサイクルセンター（Ｈ１２．４．
１）
常～目黒清掃事務所土地測量図面綴
常～中央町粗大中継所（Ｈ１３．７．１０）
常～目黒本町五丁目３４番６ ４（Ｈ１３．９．７）
常～目黒本町一丁目５１７番５（Ｈ１３．９．７）
常～八雲住区センター隣接用地（Ｈ１８．１１．２２）私道持分
常～南一丁目（香取記念館）（Ｈ７．４．１）
常～長野県小諸郡真田町（菅平）（Ｈ１３．７．２６ ）
常～中目黒公園工作物
常～茶屋坂街かど公園（Ｈ６ ．７．２２）
常～中根二丁目寄付用地（Ｈ１６ ．１２．１７）；中根公園隣接地
常～中町二丁目１２００番４（Ｈ１２．３．１３）
常～上目黒四丁目用地（Ｈ１５．１１．２５）
常～五本木一丁目駐輪場用地（Ｈ１２．９．２７）
常～中根二丁目１５８番２寄付物件（Ｈ１６ ．１１．１）；中根ねむの木公園
常～遺贈（南一丁目）
常～遺贈（自由が丘三丁目）
常～遺贈（上目黒５丁目）
常～遺贈（大岡山一丁目）
常～下目黒三丁目６ ７４番８（Ｈ５．１０．１）
常～下目黒小学校敷地（Ｈ１４．６ ．６ ）
常～寄付物件取扱基準

売払

売払（各案件）

譲与・寄付 譲与（都営住宅）

譲与（法定外公共物）

譲与（その他）

寄付

契約課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～原町一丁目物件（H１６ ．７．２８）
寄付相談
常～パ－クハウス多摩川
常～八雲三丁目１０４番外（八雲三丁目緑地用地）
常～目黒一丁目９２番８（目黒川田道街かど公園用地）
氷川さくら公園（大橋二丁目）
常～五本木一丁目２３２７番２外（芦毛塚街かど公園用地）
常～三田一丁目１３６ 番２外（従前居住者用住宅（三田フレンズ）用地）
常～三田一丁目２４７番１９（三田丘の上公園用地）
常～青葉台四丁目５４８番２外（青葉台四丁目街かど公園用地）
常～青葉台四丁目５９３番９（大坂緑地用地）
常～中目黒四丁目７０３番１２（高齢者福祉住宅用地）
常～中目黒四丁目７０３番９（中目黒南緑地公園用地）
常～中目黒二丁目１１番地１他（別所坂児童遊園拡張用地）
常～東が丘一丁目３７番１外
常～八雲五丁目１２４番２外（都立大深沢校舎跡地）
常～開発許可事務処理要綱
常～開発許可勉強会
常～開発行為許可等審査基準（行政手続法）
常～目黒区開発許可指導指針
常～開発行為指導検討会及び報告（帰属に係る基準）
常～補助３１１号線道路維持管理協定（写）
常～補助３１１号線整備事業用地管理協定
常～開発協定
常～防衛庁東山宿舎（建替え）
常～東京都職員目黒寮・東京消防庁目黒寮（改築）
常～貯水槽（地上権：特定施設名）
常～都立大跡地利用計画（東京都住宅局・目黒区）
常～国家公務員三宿住宅の建替え計画
常～国家公務員合同宿舎大橋社宅
常～駒場留学生会館
常～貯水槽（地上権：旧日本長期信用銀行住宅）
常～開発許可調整会議資料（下目黒二丁目４１２番４外）
常～開発許可調整会議資料（下目黒六丁目９９２番２９）
常～開発許可調整会議資料（中町一丁目９５５番２）
常～開発許可調整会議資料（南一丁目１５５１番１）
常～開発許可調整会議資料（南三丁目１５４６ 番外）
常～開発許可調整会議資料（目黒二丁目８０８番１・６ ８０９番７）
常～財産価格審議会諮問起案平成１９年度
常～財産価格審議会諮問起案平成１９年度
常～財産価格審議会諮問起案平成２０年度
常～財産価格審議会諮問起案平成２１年度
常～財産価格審議会諮問起案平成２２年度
常～財産価格審議会諮問起案平成２４年度
常～財産価格審議会（上一権利変換）平成１６ 年度
常～財産価格審議会諮問起案平成１８年度
常～財産価格審議会諮問起案平成１７年度
常～財産価格審議会諮問起案平成１６ 年度
常～財産価格審議会諮問起案平成１５年度
常～財産価格審議会諮問起案平成１０年度
令和元年度財産価格審議会
常～財産価格審議会諮問起案平成１４年度
常～財産価格審議会諮問起案平成１１年度１
常～財産価格審議会諮問起案平成１１年度２
常～財産価格審議会諮問起案平成１２年度
常～財産価格審議会諮問起案平成１３年度
平成３０年度財産価格審議会
平成２９年度財産価格審議会
平成２７年度財産価格審議会
平成２６ 年度財産価格審議会
常～財産価格審議会諮問起案平成２５年度
常～財産価格審議会（平成１０年度）土地価格表
常～財産価格審議会（平成１１年度）土地価格表
常～財産価格審議会（平成１４年度その２）土地価格表
常～財産価格審議会（平成１４年度その１）土地価格表
常～財産価格審議会（平成１３年度その２）土地価格表
常～財産価格審議会（平成２１年度）土地価格表・資料
常～財産価格審議会（平成１２年度）土地価格表
常～財産価格審議会（平成２０年度）土地価格表・資料
常～財産価格審議会（平成１９年度）土地価格表・資料
常～財産価格審議会（平成１５年度）土地価格表
常～財産価格審議会（平成１４年度その３）土地価格表
常～財産価格審議会（平成１３年度その１）土地価格表
常～旧清水小売市場（Ｈ１６ ．４．２０）
常～駒場一丁目公園用地（公団）（Ｈ１６ ．２．１）
常～駒場一丁目公園用地等１（Ｈ１１．１２．１）
常～駒場一丁目公園用地等２（Ｈ１１．１２．１）
常～駒場一丁目用地（公団）（H１７．８．１）
常～駒場三丁目区道拡幅用地１（Ｈ１４．５．１）
常～駒場三丁目区道拡幅用地２（Ｈ１４．５．１）
常～駒場三丁目区道拡幅用地３（Ｈ１７．１．１０）
常～駒場三丁目緑地公園用地（Ｈ１４．１２．１）
常～駒場野公園拡張用地１（Ｈ１５．１２．１）
常～駒場野公園拡張用地２（Ｈ１５．１２．１）

不動産鑑定評価書 ア行～カ行

譲与・寄付

寄付

寄付（未完了）

開発行為による寄付

協定・開発許可 開発許可基準

協定

国の開発行為

開発許可

財産価格審議会 審議会開催

審議会諮問資料

契約課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～五本木一丁目自転車駐車場用地（Ｈ１４．４．１）
常～五本木二丁目街かど公園拡張用地１（Ｈ１３．３．１）
常～五本木二丁目街かど公園拡張用地２（Ｈ１３．３．１）
常～五本木二丁目公園用地１（Ｈ１１．４．１）
常～五本木二丁目公園用地１（線路脇）１（Ｈ１２．３．１）
常～五本木二丁目公園用地２（Ｈ１１．４．１）
常～五本木二丁目公園用地２（線路脇）１（Ｈ１２．３．１）
常～上目黒一丁目地区再開発（従後評価）（Ｈ１６ ．５．２４）
常～上目黒一丁目地区再開発（従前評価）正本（Ｈ１５．３．２３）
常～上目黒一丁目地区再開発（従前評価）副本（Ｈ１５．３．２３）
常～上目黒四丁目社会福祉事業用地（Ｈ１６ ．５．１）
常～上目黒二丁目地区第一種市街地再開発事業（Ｈ１１．２．６ ）
常～上目黒二丁目用地（Ｈ１８．３．２０)
常～大塚山拡張用地（Ｈ１１．８．１）
常～伊勢脇公園拡張用地１（Ｈ１３．６ ．１）
常～伊勢脇公園拡張用地２（Ｈ１３．６ ．１）
常～伊東保養所（Ｈ１４．９．１）
常～伊東保養所（Ｈ１８．４．１）
常～柿の木坂一丁目自転車駐車場用地（Ｈ１６ ．１１．１）
常～〈特定施設名〉（洗足一丁目）Ｈ２０．５．１
常～〈特定施設名〉（洗足一丁目）Ｈ２０．５．１
常～〈法人名〉（碑文谷六丁目１２６ 番１外）建物（H１１.６ .１）
常～洗足二丁目自転車駐車場用地（Ｈ１５．５．１）
常～鷹番三丁目自転車駐車場用地（Ｈ１２．１．１）
常～下目黒三丁目社会福祉事業用地（Ｈ１２．１２．１）
常～旧第一勧業銀行グランド２その１（碑文谷六丁目１２６ 番１外）（Ｈ１１.６ .
１）
常～旧第一勧業銀行グランド１（H１１.６ .１）
常～第二田道保育園改築用地（H１４.１２.１）
常～食販ビル（R２.３.１）
常～旧第一勧業銀行グランド２その３（鷹番三丁目１１５番１）（H１１.６ .１）
常～旧第一勧業銀行グランド２その２（碑文谷六丁目１３３番）（H１１.６ .１）
常～旧清水小売市場（H１８.１.４)
常～目黒本町二丁目用地（Ｈ２１．４．１）
常～目黒本町五丁目用地（Ｈ１９．１０．１）
常～目黒本町五丁目街かど公園用地（Ｈ１５．１．１）
常～目黒区三田防災街づくり会館用地（Ｈ１４．１．１）
常～東山小学校屋外運動場拡張用地２（Ｈ１７．５．１）
常～東山小学校屋外運動場拡張用地１（Ｈ１７．５．１）
常～東山公園拡張用地２（Ｈ１８．１１．２０）
常～東山公園拡張用地１（Ｈ１８．１１．２０）
常～原町一丁目公園用地２（Ｈ１４．５．１）
常～中目黒公園用地（Ｈ１２．１１．２）
常～中町二丁目庁舎関連用地（Ｈ１２．２．１）
常～中町二丁目自転車駐車場用地（Ｈ１２．２．１）
常～中根二丁目寄付用地（森）（Ｈ１７．１．１４）
常～西小山街かど公園拡張用地（Ｈ１６ ．２．１）
常～原町一丁目用地（Ｈ２０．２．１）
常～中目黒三丁目道路拡幅用地（Ｈ１５．２．１）
常～原町一丁目公園用地１（Ｈ１４．５．１）
常～八雲第二材料置場（Ｈ１２．３．１）
常～八雲第一材料置場（Ｈ１４．４．１）
常～祐天寺二丁目自転車駐車場用地（Ｈ１３．２．１）
常～祐天寺一丁目公園用地（Ｈ１５．６ ．１）
常～祐天寺自転車駐輪場（Ｈ１８．７．２８）
常～不動産鑑定依頼起案
常～不動産鑑定資料
常～情報公開（公社）
常～各区運営の調査結果
常　土地開発公社ホームページ
法定調書・支払調書（公社）
土地使用賃借契約期間満了
議決抄本の交付申請
通知文書・照会文書（公社）
常～土地使用貸借契約（目黒区あて）
常～買取証明書（公社）
常～不動産貸借・取得用地（年度別）・未利用地一覧
常～補助１９号線・補助３０号線関係資料
常～保有地使用許可申請書・許可書
常～保有地の使用承認
常～保有地使用許可台帳
常～運用資金貸付契約（公社－区）H４～
常～旧協定書・覚書及び承諾書
常～協定書変更H５・６ 
常～公社事業資金融資に関する協定書
常～公社用地等の取得に関する協定書
常～事業資金融資に関する協定・覚書更新（H１４～H１６ ）
常～事業資金融資に関する協定・覚書更新（H１７～H１９）
常～事業資金融資に関する協定の一部変更協定書H１０～１１
常～事業資金融資に関する協定の一部変更協定書（H１３)
常～事業資金融資に関する協定書・承諾書H２～４
常～事業資金融資に関する協定書・承諾書S５６ ～６ １
常～事業資金融資に関する協定書覚書H１１～１３
常～事業資金融資に関する協定書覚書H５～７

不動産鑑定評価書 ア行～カ行

サ行～タ行

ナ行～マ行

ヤ行～ワ行

不動産鑑定資料

土地開発公社運営 庶務・文書

保有地使用許可

公社との契約・協定書

契約課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～事業資金融資に関する協定書覚書H８～１０
用地取得依頼契約
常～H１０年度理事長変更に伴う手続き
常～H１２年度理事長変更に伴う手続き
常～事務所移転に伴う変更手続
常～理事長変更に伴う手続き（佐々木英和理事長→佐々木一男理事長）
公社役職員任命
常～評議員会評議員の委嘱
常～理事長変更に伴う手続き（佐々木一男理事長→鈴木　勝理事長）
常～公社設立時資料（設立許可申請書（都知事あて））
常～定款・業務方法書
常～定款変更・法人変更登記（人事関係を除く）
常～定款変更・法人変更登記（人事関係を除く）
常～定款変更・法人変更登記（人事関係を除く）；改正平成２０年１０月９日議
決第４号
常～土地開発公社設立時資料（設立登記申請）
常～損失補償基準平成３年
常～斡旋手数料支給要綱（公社）
常～保有地管理基準
常～費用弁償規程
常～土地開発公社経営健全化対策の一部改正
常～境界確定（公社）依頼書・協議書
常～情報公開規程
常～処務規程・財務規程
常～収入印紙負担（公社）
常～公社備品台帳
常～公社業務の範囲
常～公拡法施行令の一部改正
常～経理基準要綱改定素案
常～経理基準要綱改定検討資料
常～経理基準要綱
常～土地開発公社の適正な会計処理と財務分析
H１８年度公社予算・事業計画・資金計画
常～事業報告書・財務諸表S５９年度～６ ３年度
常～事業報告書・財務諸表H元年度～５年度
常～事業報告書・財務諸表H６ 年度～８年度
常　設立団体の長に対する報告書
H１９年度公社予算・事業計画・資金計画承認申請
勘定元帳
監査（公社）
監査（財政援助団体）
監査（東京都）
事業報告書等の提出
連結バランスシート作成資料
短期借入金（借入予定通知・借入証書）
収入命令書
受取利息・受取配当金
運営事務費収入・清算
斡旋手数料に係る運営事務費
当座勘定照合表・残高証明書
長期借入金（借入予定通知・借入証書）
販売費・一般管理費（費用弁償を含む）
租税支出・非課税申告
支出命令書
公有地取得事業費
補助３０号線整備事業用地２１Ａ繰上償還
下半期利息支払、運用資金の請求・収入
上半期利息支払、運用資金の請求・収入
原町一丁目用地繰上償還
常～公社→区補助１９号線⑫Ｂ、⑫Ｃ，⑬Ａ
常～三田二丁目補助１９号線整備事業用地１・２
常～三田二丁目補助１９号線整備事業用地⑩B・C・D
常～三田二丁目補助１９号線整備事業用地⑩E
常～三田二丁目補助１９号線整備事業用地⑩F・G
常～三田二丁目補助１９号線整備事業用地⑪H
常～三田二丁目補助１９号線整備事業用地⑮Ａ
常～三田二丁目補助１９号線整備事業用地⑮Ｂ
常～三田二丁目補助１９号線整備事業用地⑯A
常～三田二丁目補助１９号線整備用地１
常～三田二丁目補助１９号線整備用地２
常～三田二丁目補助１９号線整備用地⑰Ａ
常～補助１９号⑩Ｅ，３０号⑫Ａ・⑫Ｃ／鷹番三丁目駐輪場／他
常～補助１９号線⑭Ａ
常～補助１９号線⑭Ｂ
常～補助１９号線⑭Ｃ
常～補助１９号線整備事業用地（⑬Ａ）
常～補助１９号線整備事業用地（防衛庁）
常～補助１９号線整備事業用地⑩Ａ～Ｄ・Ｆの一部、Ｈ
常～補助１９号線整備事業用地⑫Ａ，⑫B，⑫Ｃ
常～補助１９号線整備事業用地⑬Ａ
継～公社→区補助１９号線⑮Ｂ⑯Ａ⑰Ａ
常～公社→区三田二丁目補助１９号線整備事業用地⑭Ｃ
常～公社→区三田二丁目補助１９号線整備事業用地⑮A
常～公社→区補助１９号線⑪Ｃ，⑪Ｄ，⑪Ｅ，⑪Ｂ，⑫Ａ，⑫Ｂ，⑫C

補助１９号線用地取得

土地開発公社財務 予算・決算

監査

収入

支出

用地売却利息支払

土地開発公社運営

公社との契約・協定書

人事

設立許可・定款

要綱・規程

契約課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～三田二丁目補助１９号線⑪A
常～三田二丁目補助１９号線⑪E
常～三田二丁目補助１９号線⑪F
常～三田二丁目補助１９号線⑪F資料
常～三田二丁目補助１９号線⑪Ｂ
常～三田二丁目補助１９号線⑪Ｃ・D
常～三田二丁目補助１９号線整備事業用地
常～三田二丁目補助１９号線整備事業用地⑩A
３０号線目黒本町５丁目（数度ビル）
原町一丁目補助３０号線整備事業用地⑲Ｂ（個人名）
常～公社→区補助３０号線⑲Ａ
常～公社→区補助３０号線⑲Ｂ
常～公社→区補助３０号線⑲Ｂ
常～公社→区補助３０号線⑳Ａ
常～公社→区目黒本町五丁目補助３０号線整備事業用地⑯Ａ・
常～公社→区目黒本町五丁目補助３０号線整備事業用地⑰Ａ
常～公社⇒区　原町一丁目補助３０号線整備事業用地⑱Ａ
常～公社⇒区　原町一丁目補助３０号線整備事業用地⑱Ｂ
常～公社⇒区　原町一丁目補助３０号線整備事業用地⑲Ａ
常～公社⇒区　原町一丁目補助３０号線整備事業用地⑲Ｂ
常～公社⇒区　原町一丁目補助第３０号線整備事業用地２１Ａ　Ｈ２１.１１.１８
常～公社⇒区　原町一丁目補助第３０号線整備事業用地⑳Ｂ・⑳Ｃ　Ｈ２１.１０.
２０
常～補助３０号線⑬Ａ
常～補助３０号線整備事業用地（⑬Ａ，⑬B，⑬Ｃ）
常～補助３０号線整備事業用地⑫Ａ，⑫B，⑫Ｃ
常～目黒本町五丁目補助３０号線⑪Ａ
常～目黒本町五丁目補助３０号線事業用地⑬Ｃ
常～目黒本町五丁目補助３０号線整備事業用地
常～目黒本町五丁目補助３０号線整備事業用地⑯A
常～目黒本町五丁目補助３０号線整備事業用地⑰Ａ
常～目黒本町五丁目補助第３０号線整備事業用地２１Ｂ（サンハウス）Ｈ２１.１
２.１１契約
継～原町一丁目３０号線整備事業用地⑱Ａ
継～原町一丁目３１号線整備事業用地⑱
継～公社→区補助３０号線⑰Ｂ
継～公社→区補助３０号線⑱Ａ
継～公社→区補助３０号線⑱Ａ
継～公社⇒区　原町一丁目補助３０号線整備事業用地⑱Ａ
継～公社⇒区　原町一丁目補助３０号線整備事業用地⑱Ｂ
補助３０号線事業用地（サンハウス）
常　補助３０号線用地（数度ビル）
常～原町１丁目補助第３０号線整備事業用地２１Ａ（東京建物管理）２１．８．１
８契約
常～原町一丁目補助３０号線整備事業用地⑬Ｂ
常～原町一丁目補助３０号線整備事業用地⑳Ａ（プルトア小寺）Ｈ２０．５．１２
契約
常～原町一丁目補助３０号線整備事業用地⑳Ｂ（三愛コーポ）
常～原町一丁目補助３０号線整備事業用地⑳Ｃ（後藤ビル）
常～公社→区補助３０号線⑫Ｂ，⑫C
常～公社→区補助３０号線⑬Ａ・Ｂ
常～公社→区補助３０号線⑬Ｃ
常～公社→区補助３０号線⑲Ａ
常～公社→区補助３０号線⑲Ａ
常～西五反田四丁目用地２２．３．５契約
林試の森（Ｂ路線）西五反田四丁目
常～林試の森周辺地区道路用地
常～林試の森周辺地区道路拡幅・防災まちづくり
常～林試の森Ｂ路線
常～林業試験場跡地周辺地区防災道路整備用地
常～林業試験場跡地周辺地区防災道路整備用地
常～林業試験場跡地周辺地区防災道路（Ｂ路線）
常～防災センタ－拡張用地Ａ・Ｂ／補助１８号線４Ａの一部
常～補助１８号線道路用地６ Ｈ・７Ａ１の一部
常～補助１８号線道路用地
常～補助１８号線整備事業用地４Ａ・６ D・６ Ｉ・７Ａ・７Ｂ
常～補助１８号線拡幅整備事業用地（三田一丁目）
常～補助１８号線拡幅整備事業用地
常～三田一丁目補助１８号線道路用地
常～三田一丁目補助１８号線整備事業用地移転補償費
常～三田一丁目補助１８号線整備事業用地７Ａ１の一部
常～三田一丁目補助１８号線整備事業用地５ＣＤＧ２Ｈ・６ ＡＢＣＥＦＧ
常～三田一丁目補助１８号線整備事業用地（日の丸）
常～三田一丁目補助１８号線整備事業用地（７Ｂ）
常～三田一丁目１４４番（補助１８号線）
常～三田一丁目補助１８号線５Ｅ・５Ｇ・５I
常～三田一丁目補助１８号線整備事業用地
常～三田一丁目補助１８号線整備事業用地（サッポロ
常～三田一丁目補助１８号線整備事業用地（７Ａ１）
常～補助３１１号線道路用地
常～補助３１１号線新設道路用地
常～補助３１１号線新設道路２（三田一丁目）
常～補助３１１号線新設道路１（三田一丁目）
常　中央体育館隣地　Ⅵ

補助３０号線用地取得

林試の森周辺整備用地
取得

補助１８号線用地取得

補助３１１号線用地取
得

中央体育館隣地用地取
得

補助１９号線用地取得

契約課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常　中央体育館隣地　Ⅳ
常　中央体育館隣地
常　中央体育館隣地　Ⅲ
常　中央体育館隣地　Ⅷ
常　中央体育館隣地　資料
目黒本町五丁目用地取得

南一丁目生産緑地購入 公園用地取得（南一丁目緑地公園（仮称））
継～他自治体資料
常～法定外公共物評価・売払にかかる他区等の基準
継～入札参考資料
継～廃棄物保管場所等に関する事前協議
継～売却業務委託
継～売却用地の住民紛争
継～用地売却のホームページ
継～議会・企総委資料
継～開発許可制度のあらまし
継～ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱
法定外公共物の払下げ価格について
法定外公共物の払下げ価格について
継～狭あい道路拡幅整備
継～近隣等意見要望
継～区有地の売却処分にあたっての検討基準策定
継～建築のてびき
継～公募提案１・２の道路占用許可
継～手引き・マニュアル
継～政策会議・区政運営会議資料
継～総合治水対策
継～緑化計画
継～隣接校希望入学制度
駒場一丁目７７５番４
常～駒場一丁目廃道敷払下げ（Ｈ４．３．７）
常～売却関係業務委託
常～箱根保養所売却
常～補助２６ 号線整備に係る用地売却等
常～法定外公共物評価基準
継～用地売却担当課長会
継～中高層建築物紛争予防調整条例
目黒区本庁舎跡地等土地利用審査委員会
第６ 回審査委員会資料
第６ 回審査委員会
第５回審査委員会
第４回審査委員会
第３回審査委員会
第１回審査委員会
審査結果等の通知
審査委員会評価書
審査委員会会議録
公募提案評価
公募提案共通資料
第２回審査委員会
土地売買契約（３・５庁）
提案の辞退
情報提供
裁判提出資料（第３回口頭弁論）
監査請求
監査委員の評価
土地売買契約の締結(本庁舎）
仮契約及び基本協定の締結
本庁舎電波障害資料
土地利用計画提案の採用
平成１４年度後期分一般競争入札
平成１４年度前期分入札結果及び売買契約の締結
平成１４年度前期分一般競争入札実施
平成１４年度入札結果及び売買契約の締結
裁判訴状
裁判陳述書
口頭弁論（１～３回）
口頭弁論（４～６ 回）
裁判資料
裁判準備書面（個人名）
裁判準備書面（目黒区）
めぐろ区報
契約に付する主な条件
土地売買契約の締結（旧中町老人いこいの家用地）
入札保証金納付書

１７年度用地売却 １７年度用地売却一般 不動産鑑定委託料振替収支（旧清水）
常　公有財産管理運用委員会（Ｈ２４．１２．５）（旧上目黒福祉工房）
常～旧上目黒福祉工房売却
常～土地境界確定測量委託（旧上目黒福祉工房）
旧箱根保養所売却
常　公有財産管理運用委員会（Ｈ２４．８．２８）（旧箱根保養所）
公有財産管理運用委員会（Ｈ１６ ．１２．７）（大橋図書館）
常～土地境界確定測量委託（大橋図書館）

旧伊東保養所 常　旧伊東保養所売却

１４年度用地売却 審査委員会

公募提案契約

平成１４年度用地売却
資料

公募提案裁判

１６ 年度用地売却 １６ 年度用地売却一般

２４年度用地売却 旧上目黒福祉工房

旧箱根保養所

大橋図書館

２５年度用地売却

中央体育館隣地用地取
得

用地売却全般 用地売却全般

契約課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
旧大橋図書館 常～旧大橋図書館売却

常～伊東保養所跡地売却
旧大橋図書館 常～旧大橋図書館売却
伊東保養所跡地 常～伊東保養所跡地売却
旧上目黒一丁目住宅等
建設用地

常～旧上目黒一丁目住宅等建設用地

伊東保養所跡地 常～伊東保養所跡地売却
旧上目黒一丁目住宅等
建設用地

常～旧上目黒一丁目住宅等建設用地

２９年度用地売却検討 旧北軽井沢林間学園 常～旧北軽井沢林間学園売却検討
常　区報
常　一般競争入札
常　ホームページ
常　区有財産売買契約
常　不動産情報紙等
目黒本町五丁目区有通路
洗足一丁目区有通路
常～庁舎用地等取得／境界確認・協定書
常～総合庁舎及び中目黒職員住宅（H１８.２.２４）
常～庁舎用地等取得／境界確認・分筆
常～庁舎用地等取得／境界確認・実測資料
常～公社⇒区庁舎用地等（H１４.４.２６ ／H１４.９.３０／H１４.１１.６ ）
常　総合庁舎
常～庁舎用地等取得／不動産鑑定評価書
常～庁舎用地等取得／売買媒介
常～庁舎用地等取得／売買代金支出
常～庁舎用地等取得／所有権移転登記
常～庁舎用地等取得／財産価格審議会
常～庁舎用地等取得／現地写真・平面図
常～庁舎用地等取得／契約書・覚書
常～防災センター
常～防災センター（補助２６ 号関係）

北部地区サービス事務
所

常　北部地区サービス事務所

東部地区サービス事務
所

常　東部地区サービス事務所

中央地区サービス事務
所

常　中央地区サービス事務所

南部地区サービス事務
所

常　南部地区サービス事務所

常～西部地区サービス事務所
常　西部地区サービス事務所
常～油面住区センター(H１３.１０.１２)
常　油面住区センター

碑住区センター 常　碑住区センター　
常　大岡山東住区センター
常～大岡山東住区センター(H２０.７.２)

大岡山西住区センター 常　大岡山西住区センター
常　上目黒住区センター
常　上目黒住区センター

烏森住区センター 常　烏森住区センター
月光原住区センター 常　月光原住区センター

常　五本木住区センター
常～五本木住区センター(H１２.９.１２)
常　駒場住区センター
常　駒場住区センター
常　下目黒住区センター
常～下目黒住区センター(H.２１.５.２０)

自由が丘住区センター 常　自由が丘住区センター
常　自由が丘住区センター 宮前分室
常～宮前分室(H１６ .９.８）

菅刈住区センター 常　菅刈住区センター
常　鷹番住区センター　
常～鷹番学童保育クラブ

田道住区センター 常　田道住区センター
田道住区センター三田
分室

常　田道住区センター三田分室

中根住区センター 常　中根住区センター
中目黒住区センター 常　中目黒住区センター

常～原町住区センター
常～原町住区センター(H１５.１２.１１、H２４.２.２７)
常　原町住区センター

東根住区センター 常　東根住区センター
東山住区センター 常　東山住区センター
不動住区センター 常　不動住区センター
向原住区センター 常　向原住区センター

常　八雲住区センター
常～八雲住区センター（H１６ .８.２７、H６ .９.１４）
常～大岡山保育園
常　大岡山保育園
常～【土地売買契約】借地部分の取得（上目黒三丁目１６ ８１番１の内）
常　上目黒保育園
常～【分筆登記】借地部分の取得（上目黒三丁目１６ ８１番１の内）
常～【所有権移転登記】借地部分の取得（上目黒三丁目１６ ８１番１の内）

保育園　あ～と 大岡山保育園

上目黒保育園

２７年度用地売却

庁舎 総合庁舎

地区サービス事務所

西部地区サービス事務
所

住区センター　あ～そ 油面住区センター

大岡山東住区センター

上目黒住区センター

五本木住区センター

駒場住区センター

下目黒住区センター

自由が丘住区センター
宮前分室

住区センター　た～ 鷹番住区センター

原町住区センター

八雲住区センター

２５年度用地売却

２６ 年度用地売却

契約課

防災センター

補助４６ 号線

菅平寄付用地平成３１年度・令和元
年度用地売却

防災センター
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～【契約手続き】借地部分の取得（上目黒三丁目１６ ８１番１の内）

駒場保育園 常　駒場保育園
菅刈保育園 常　菅刈保育園

常～鷹番保育園(H１３.８.１７/H９.１０.２８)
常～鷹番保育園(Ｈ１９.１０.１８)
常　鷹番保育園

第三ひもんや保育園 常　第三ひもんや保育園
第二ひもんや保育園 常　第二ひもんや保育園
第二上目黒保育園 常　第二上目黒保育園

常　中央町保育園
常～中央町保育園(H１５.２.１２)
常　田道保育園
常～田道保育園

中町保育園 常　中町保育園
中目黒保育園 常　中目黒保育園

常～原町保育園(H１７.５.２７）
常　原町保育園
常　ひもんや保育園
常～ひもんや保育園(H１４.１２.２０、S６ １.１１.７、H１７.１２.６ )

東山保育園 常　東山保育園
継～不動保育園改修工事に関する覚書
常　不動保育園

南保育園 常　南保育園
目黒本町保育園 常　目黒本町保育園
八雲保育園 常　八雲保育園

常～祐天寺保育園（H１５.４.９）
常　祐天寺保育園
常～守屋教育会館跡地保育施設
常～旧守屋教育会館（H１２.７.２１/H１２.８.３/H２２.２.２）

目黒保育園 常～目黒保育園
油面住区センター児童
館

常　油面住区センター児童館

上目黒住区センター児
童館

常　上目黒住区センター児童館

烏森住区センター児童
館

常　烏森住区センター児童館

五本木住区センター児
童館

常　五本木住区センター児童館

五本木住区センター児
童館鷹番分室

常　五本木住区センター児童館鷹番分室

駒場児童館 常　駒場児童館
中央町児童館 常　中央町児童館
中根小学校内分室 常　中根小学校内分室
中目黒住区センター児
童館

常　中目黒住区センター児童館

平町一丁目児童館・学
童保育クラブ（仮称）

常～平町一丁目児童館・学童保育クラブ（仮称）

原町住区センター児童
館

常　原町住区センター児童館

原町住区センター児童
館ひもんや分室

常　原町住区センター児童館ひもんや分室

東山児童館 常　東山児童館
東山児童館菅刈分室 常　東山児童館菅刈分室

常　不動児童館
常　不動児童館

緑が丘児童館 常　緑が丘児童館
緑が丘児童館大岡山分
室

常　緑が丘児童館大岡山分室

向原住区センター児童
館

常　向原住区センター児童館

向原住区センター児童
館目黒本町分室

常　向原住区センター児童館目黒本町分室

目黒区民センター児童
館

常　目黒区民センター児童館

目黒区民センター児童
館田道小学校内分室

常　目黒区民センター児童館田道小学校内分室

八雲住区センター児童
館

常　八雲住区センター児童館

八雲住区センター児童
館宮前小学校内分室

常　八雲住区センター児童館宮前小学校内分室

常～特別養護老人ホーム及び中目黒保育園（H１９.３.１３）
常　中目黒特養

東が丘特養 常　東が丘特養
東山特養 常　東山特養
碑老人いこいの家 常　碑老人いこいの家
大岡山老人いこいの家 常　大岡山老人いこいの家
大橋老人いこいの家 常　大橋老人いこいの家

常～上二老人いこいの家(H１２.５.３１)
常　上二老人いこいの家
常～上目黒老人いこいの家（Ｈ２１.１.５　）
常　上目黒老人いこいの家

烏森老人いこいの家 常　烏森老人いこいの家
月光原老人いこいの家 常　月光原老人いこいの家

常～五本木老人いこいの家(H２１.９.１５)

守屋教育会館跡地保育
施設

児童館　あ～の

児童館　は～

不動児童館

高齢者福祉施設 中目黒特養

ひもんや保育園

不動保育園

祐天寺保育園

老人いこいの家　あ～
そ

上二老人いこいの家

上目黒老人いこいの家

五本木老人いこいの家

保育園　あ～と

鷹番保育園

中央町保育園

田道保育園

原町保育園

上目黒保育園

契約課

保育園　な～
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常　五本木老人いこいの家

駒場老人いこいの家 常　駒場老人いこいの家
下目黒老人いこいの家 常　下目黒老人いこいの家

常　自由が丘老人いこいの家
常～自由が丘老人いこいの家(H１４.１２.９、H１４.１２.１６ )

菅刈老人いこいの家 常　菅刈老人いこいの家
平町老人いこいの家 常～平町老人いこいの家(H２０.５.１５)
田道老人いこいの家 常～田道老人いこいの家(H１２.１１.２２、H１２.１１.２９)

常～中町老人いこいの家（H１５.１０.１７、H１５.１１.４）
常～中町老人いこいの家（H１２.１１.２０）

下目黒福祉工房 常～下目黒福祉工房
目黒本町福祉工房 常～旧清水小売市場(H１５.１０.２)
かみよんホーム敷地 常　かみよんホーム敷地
中央町二丁目社会福祉
施設

中央町二丁目社会福祉施設（南側・区道）

保健所・保健センター 碑文谷保健センター 継～碑文谷保健所隣地に対する避難通路確保
駐輪場　さ～ 祐天寺駅西口第二駐輪

場
常～祐天寺駅西口第二駐輪輪場（H２１.９.１）

中央町自転車集積所 常～中央町一丁目自転車集積所用地
中町二丁目自転車集積
所

常　中町二丁目自転車集積所

土木事務所 土木事務所 常～土木事務所
公園事務所 公園事務所 常～土木公園事務所

青葉台四丁目街かど公
園

常　青葉台四丁目街かど公園

芦毛塚街かど公園 常　芦毛塚街かど公園
油面公園 常　油面公園

常　伊勢脇公園
常～伊勢脇公園（Ｈ１３．１．２２）
常～伊勢脇公園（Ｈ１９．１２．１２・Ｈ２４．１．１３）
大岡山公園境界
常　大岡山公園
常　大岡山公園
常　大坂緑地
常～大坂緑地（Ｈ１５．９．１６ ）
常～大塚山公園
常　大塚山公園
常　大鳥公園
常～大鳥公園（Ｈ２１．７．３０）
常～金杉原南緑地公園
常　金杉原南緑地公園
常～金杉原南緑地公園境界確認参考資料（Ｈ１３．５．１４）

けこぼ坂街かど公園 常　けこぼ坂街かど公園
月光原公園 常　月光原公園

常　こなべ野公園
常～こなべ野公園（Ｈ１５．２．２６ ）

五本木西みどり街かど
公園

常　五本木西みどり街かど公園

常～五本木二丁目街かど公園（Ｈ１３．６ ．１）
常～五本木二丁目街かど公園（Ｈ１３．３．２８）
常　五本木二丁目街かど公園

五本木ふれあい街かど
公園

常　五本木ふれあい街かど公園

常　駒場公園
常～駒場公園
常　駒場三丁目もちの木公園
常～駒場三丁目もちの木公園（H１６ .３.２２/H１８.８.３０）
駒場野公園
常　駒場野公園
常～駒場野公園（Ｈ１６ ．３．３１）
常～駒場野公園拡張用地（Ｈ１６ ．３．３１）
常～西郷山公園（Ｈ１３．１１．１６ ）
常　西郷山公園

境橋街かど公園 常　境橋街かど公園
さくらの里街かど公園 常　さくらの里街かど公園

常　三角山公園
常　三角山公園
常　清水池公園
常～清水池公園（H２０.５.２/H１８.６ .１６ /H１１.４.８）

下二南街かど公園 常　下二南街かど公園
常　自由が丘公園
自由が丘公園
常～菅刈公園（H１３.７.２）
常　菅刈公園

菅刈街かど公園 常　菅刈街かど公園
すずめのお宿緑地公園 常　すずめのお宿緑地公園
洗足北街かど公園 常　洗足北街かど公園
洗足ひだまり公園 常　洗足ひだまり公園

田切公園
常　田切公園

田向公園 常　田向公園
茶屋坂街かど公園 常　茶屋坂街かど公園

常～中央緑地公園（Ｈ１６ ．４．１２）
常～中央緑地公園（H２０.６ .６ /H１９.１２.６ /H１９.１.１２）

公園　さ～そ 西郷山公園

三角山公園

清水池公園

自由が丘公園

菅刈公園

公園　た～の 田切公園

中央緑地公園

障害者福祉施設

撤去自転車保管場所

公園　あ～お

伊勢脇公園

大岡山公園

大坂緑地

大塚山公園

大鳥公園

公園　か～こ 金杉原南緑地公園

こなべ野公園

五本木二丁目街かど公
園

駒場公園

駒場三丁目もちの木公
園
駒場野公園

老人いこいの家　た～

中町老人いこいの家

老人いこいの家　あ～
そ

五本木老人いこいの家

自由が丘老人いこいの
家

契約課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常　中央緑地公園

田道広場公園 常　田道広場公園
常　～　中町せせらぎ緑地公園
常　中町せせらぎ緑地公園
常　中根公園
常～中根公園（H１６ .３.５/H１７.９.２１/H１７.９.１４/H１７.８.１１)

中根ねむの木公園 常　中根ねむの木公園
常～中目黒駅前街かど公園（Ｈ２０．６ ．２４）
常　中目黒駅前街かど公園

中目黒公園 常　中目黒公園
常　中目黒しぜんとなかよし公園
常　中目黒しぜんとなかよし公園

中目黒南緑地公園 常　中目黒南緑地公園
なべころ坂緑地公園 常　なべころ坂緑地公園

常～補助第４６ 号線道路用地（西小山公園）
常　西小山公園

八幡公園 常　八幡公園
原町タンポポ公園 常　原町タンポポ公園

常～東根公園（Ｈ１３．３．２８／Ｈ１４．９．１２）
常　東根公園
常　東山貝塚公園
常～東山貝塚公園（Ｈ２０．５）

東山公園 常　東山公園
常　東山街かど公園
常～東山街かど公園（Ｈ１４．９．５）
常　碑文谷公園
常～碑文谷公園（Ｈ２０．２．５）
常～碑文谷公園（事務所）（Ｈ１２．１１．４）
常～碑文谷公園（事務所）（Ｈ１２．９．１９）

富士見台公園 常　富士見台公園
常　衾町公園
常～衾町公園
常　不動公園
常～不動公園

本町北公園 常　本町北公園
本町みなみ街かど公園 常　本町みなみ街かど公園
氷川さくら公園 常～氷川さくら公園

常～駒場一丁目街かど公園（Ｈ１７.７）
常　松見坂公園
常～三田丘の上公園（Ｈ２０．２．２２）
常　三田丘の上公園

三田公園 常　三田公園
宮前公園 常　宮前公園
向原西街かど公園 常　向原西街かど公園

常　目黒川田道街かど公園
常～目黒川田道街かど公園（Ｈ１５．７．２３）

めぐろ区民キャンパス
公園

常　めぐろ区民キャンパス公園

常　目黒区民センター公園
常～目黒区民センター公園（Ｈ１４．１０．１８）
元競馬南泉公園（提供公園）
常　元競馬南泉公園

八雲三丁目緑地 常　八雲三丁目緑地
やくも街かど公園 常　やくも街かど公園
祐天寺一丁目ふれあい
公園

常　祐天寺一丁目ふれあい公園

芳窪街かど公園 常　芳窪街かど公園
南一丁目緑地公園（仮
称）

常～南一丁目緑地公園（仮称）

東町南児童遊園 常～東町南児童遊園(H１３.７.３１、H２４ . .)
東原児童遊園 常　東原児童遊園
油面住区センター児童
遊園

常　油面住区センター児童遊園

大岡山児童遊園 常　大岡山児童遊園
大坂上児童遊園 常　大坂上児童遊園

常～小川児童遊園（Ｈ１５．１０．２）
常　小川児童遊園
常　柿の木坂児童遊園
常～柿の木坂児童遊園（Ｈ１４．３．２７）

柿の木坂西児童遊園 常　柿の木坂西児童遊園
上目黒住区センター児
童遊園

常　上目黒住区センター児童遊園

上四児童遊園 常　上四児童遊園
唐ヶ崎児童遊園 常　唐ヶ崎児童遊園
烏森児童遊園 常　烏森児童遊園
月光町児童遊園 常　月光町児童遊園
五本木児童遊園 常　五本木児童遊園
五本木東児童遊園 常　五本木東児童遊園
駒場児童遊園 常　駒場児童遊園
桜森児童遊園 常　桜森児童遊園

常　三谷児童遊園
常～三谷児童遊園（Ｈ１８．２．２３）

清水町児童遊園 常　清水町児童遊園
清水東児童遊園 常　清水東児童遊園

児童遊園　あ～こ

小川児童遊園

柿の木坂児童遊園

児童遊園　さ～と
三谷児童遊園

公園　は～ほ

東根公園

東山貝塚公園

東山街かど公園

碑文谷公園

衾町公園

不動公園

公園　ま～ 松見坂公園

三田丘の上公園

目黒川田道街かど公園

目黒区民センター公園

元競馬南泉公園

公園　た～の

中央緑地公園

中町せせらぎ緑地公園

中根公園

中目黒駅前街かど公園

中目黒しぜんとなかよ
し公園

西小山公園

契約課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
下五児童遊園 常　下五児童遊園

常　下二児童遊園
常～下二児童遊園（Ｈ１８．９．２８）
常～下二児童遊園（Ｈ２０．１２．１２）覚書
下六児童遊園
常　下六児童遊園

洗足二丁目児童遊園 常　洗足二丁目児童遊園
常～曽根児童遊園（Ｈ１５．４．１８）
常　曽根児童遊園

平町児童遊園 常　平町児童遊園
第二曽根児童遊園 常　第二曽根児童遊園
鷹番児童遊園 常　鷹番児童遊園
茶屋坂児童遊園 常　茶屋坂児童遊園

常～登記関係資料
常～中央町一丁目児童遊園
常～中央町一丁目児童遊園　代替地取得（不動産鑑定評価）
常～中央町一丁目児童遊園　代替地取得
常　中央町一丁目児童遊園

中目黒一丁目児童遊園 常　中目黒一丁目児童遊園
原町児童遊園 常　原町児童遊園
氷川台児童遊園 常　氷川台児童遊園
東山児童遊園 常　東山児童遊園

常　東山中児童遊園
常～東山中児童遊園（Ｈ１６ ．１２．８）

碑文谷五丁目児童遊園 常　碑文谷五丁目児童遊園
日向児童遊園 常　日向児童遊園

常　不動前児童遊園
常　不動前児童遊園
常～不動前児童遊園（H７.１０.１１)
常　別所坂児童遊園
常～別所坂児童遊園（Ｈ１４．１１．１４）
常～別所坂児童遊園（Ｈ１４．１２．６ ／Ｈ１５．２．１２））

三田西児童遊園 常　三田西児童遊園
緑が丘児童遊園 常　緑が丘児童遊園

常～緑が丘西児童遊園（H１６ ．５．６ ）
常　緑が丘西児童遊園

宮下児童遊園 常　宮下児童遊園
常～宮前児童遊園
常　宮前児童遊園
常～向原・おもだか児童遊園（Ｈ１２．１２．１／Ｈ１２．１２．１８）
常～向原・おもだか児童遊園（Ｈ１２．１２．１／Ｈ１２．１２．１８）
常～向原児童遊園及び目黒本町ふれあい工房（Ｈ１８．２．９）
常　向原町児童遊園

目黒銀座児童遊園 常　目黒銀座児童遊園
常～目黒東児童遊園（Ｈ１４．１２．２６ ）
常　目黒東児童遊園

八雲児童遊園 常　八雲児童遊園
常～上一防災ひろば（Ｈ２１．２．１７／Ｈ２１．６ ．１９）
常　上一防災ひろば
常　上目黒四丁目防災ひろば
常～上四防災ひろば（Ｈ１６ ．１１．６ ）

熊野神社児童遊び場 常　熊野神社児童遊び場
駒場一丁目防災緑地 常　駒場一丁目防災緑地
合流点遊び場 常　合流点遊び場
碑文谷一丁目遊び場 常　碑文谷一丁目遊び場
碑文谷八幡宮児童遊び
場

常　碑文谷八幡宮児童遊び場

都営碑文谷母子住宅遊
び場

常　都営碑文谷母子住宅遊び場

ポケットオアシス清水 常　ポケットオアシス清水
目黒不動防災ひろば 常　目黒不動防災ひろば
円融寺公衆便所 常　円融寺公衆便所
大鳥神社公衆便所 常　大鳥神社公衆便所
大橋公衆便所 常　大橋公衆便所
学芸大学駅公衆便所 常　学芸大学駅公衆便所
熊野神社公衆便所 常　熊野神社公衆便所
駒場東大前駅公衆便所 常　駒場東大前駅公衆便所
自由が丘駅公衆便所 常　自由が丘駅公衆便所
正覚寺公衆便所 常　正覚寺公衆便所
新橋公衆便所 常　新橋公衆便所
洗足駅公衆便所 常　洗足駅公衆便所
青葉台一丁目アパート 常　青葉台一丁目アパート

常　青葉台二丁目アパート
青葉台二丁目アパート

上目黒４丁目アパート 常　上目黒四丁目アパート
下目黒五丁目アパート 下目黒五丁目アパート
中町一丁目アパート 常～中町一丁目アパート
東が丘一丁目アパート 常～東が丘一丁目アパート（東が丘一丁目１６ 番地広場）
東が丘一丁目第２ア
パート

常　東が丘一丁目第２アパート

碑文谷４丁目アパート 常～碑文谷四丁目アパート
碑文谷アパート 碑文谷アパート
清掃事務所 常　清掃事務所
清掃事業所 常　清掃事業所

清掃・リサイクル施設

児童遊園　な～ほ

東山中児童遊園

不動前児童遊園

別所坂児童遊園

児童遊園　ま～

緑が丘西児童遊園

宮前児童遊園

向原おもだか児童遊園

向原町児童遊園

目黒東児童遊園

遊び場・広場 上一防災ひろば

上目黒四丁目防災ひろ
ば

公衆便所　あ～そ

区営住宅
青葉台二丁目アパート

児童遊園　さ～と

下二児童遊園

下六児童遊園

曽根児童遊園

中央町一丁目児童遊園

契約課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常　粗大ゴミ中継所
常～（旧）粗大中継所　土地譲与契約変更（返還）
常～（旧）粗大中継所　物件移転補償契約
常～（旧）粗大中継所　土地分筆ほか

田道リサイクルプラザ 常　田道リサイクルプラザ
平町リサイクルプラザ 常　平町リサイクルプラザ

常～油面小学校
常～油面小学校（H１３.８.２３）
常～油面小学校（H２１.１１.６ ）
常～油面小学校
常～油面小学校隣地との覚書（H２１.９.２９/H２１.１０.２１）

碑小学校 境界・合筆・分筆
大岡山小学校
常～大岡山小学校

上目黒小学校 常　上目黒小学校
常～烏森小学校（H１４.３.３０/H１５.１１.２８/H９.３.１１/H９.３.２４/H２１.１２.１５）
常～烏森小学校（覚書）（H１５.１０.３１）

月光原小学校 常～月光原小学校（H１４.７.２）
常～五本木小学校（H１３.６ .１１）
常～五本木小学校（H２１.１０.５）

駒場小学校 常～駒場小学校
常～下目黒小学校（H１３.４.２４）
常～下目黒小学校（区道）
常～下目黒小学校（H１５.９.２/H１８.４.２７/H２１.１２.１６ ）
常～下目黒小学校（H１４.２.１４/H１４.７.２２）
常～菅刈小学校（H２０.４.２１/H１７.１２.２１）
常～菅刈小学校（H１５.９.２/H１２.６ .１０/S６ ２.３.２７）
常～菅刈小学校
常～菅刈小学校（道路）

鷹番小学校 鷹番小学校
田道小学校 常～田道小学校

常～中根小学校（H２１.１０.１６ ）
常～中根小学校（区道）
常～中目黒小学校（借地）（H１５.１０.２０）
常～中目黒小学校（H１２.１２.８）

原町小学校 常　原町小学校
常～東根小学校（H１４.９.１２）
常～東根小学校（H１４.３.１３）
常～東山小学校（分筆）

東山小学校 常～東山小学校（H１４.９.９他）
常　不動小学校
常～ふどう幼稚園（H２０.６ .２７）
常～不動小学校（H２０.４.２３）

緑ヶ丘小学校 常　緑が丘小学校
向原小学校 常～向原小学校
八雲小学校 常～八雲小学校
第一中学校 常　第一中学校

常～第三中学校（H１９.１０.１８/H２０.１.８/H２０.９.１８）
常　第三中学校
常～第四中学校
常　第四中学校
常～第四中学校（H１５.７.７/H１６ .３.１６ ）

第七中学校 常　第七中学校
第八中学校 常　第八中学校

常～第九中学校(H２１.６ .２４）
常～第九中学校(H２１.３.１０）道路境界
常　第九中学校
常～第九中学校(H１３.６ .２５/H１３.７.３１）

第十中学校 常　第十中学校
常　第十一中学校
常～第十一中学校（H１５.１１.１９）
常　東山中学校
常～東山中学校　越境工作物覚書（H２１.１０.１）
常～東山中学校（H１５.１１.５/H１５.１１.７）
常～東山中学校　覚書（H１９.８.６ 他）
常～東山中学校（H１４.９.９・１０）
常　目黒中央中学校
常～第五中学校（H１５.６ .１３/H１５.７.２）
常～清水池教職員住宅
常～清水池教職員住宅（H１５.７.２８）
常～清水池教職員住宅（H１１.５.７/H１１.９.１７/H１１.１０.５）
常～緑が丘文化会館別館（H１５.１１.１１）
常～緑が丘文化会館本館（H２１.１２.１８/H２２.２.３）
常～緑が丘文化会館別館（H１３.７.１２）
常～緑が丘文化会館別館（H１３.４.１６ ）
常～緑が丘文化会館別館
常～緑が丘文化会館別館（H２１.９.３０）
めぐろ学校サポートセンター
めぐろ学校サポートセンター（中目黒三丁目６ １０番１４）

目黒本町社会教育館 継～目黒本町社会教育館等隣接者との合意
常～砧球技場管理事務所（H１１.１０.１２）
常～砧球技場管理事務所（H１５.４.２２）

中央体育館 常～中央体育館
中央体育館横 常～補助４６ 号線道路用地

スポーツ施設 砧球技場

小学校　た～

中根小学校

中目黒小学校

東根小学校

不動小学校

中学校
第三中学校

第四中学校

第九中学校

第十一中学校

東山中学校

目黒中央中学校

教育施設・社会教育施
設

清水教職員住宅

緑が丘文化会館

めぐろ学校サポートセ
ンター

清掃・リサイクル施設

粗大ゴミ中継所

小学校　あ～そ 油面小学校

大岡山小学校

烏森小学校

五本木小学校

下目黒小学校

菅刈小学校

契約課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 契約課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～補助４６ 号線道路用地（区有通路）
常～三田地区店舗施設
常～旧第一出張所
上目黒五丁目貸地（上目黒五丁目１５８５番１７）
廃道（緑が丘三丁目地内）（維持管理）
常～廃道（緑が丘三丁目地内）
上目黒四丁目　廃道敷
駒場一丁目廃水路敷
常～第六中学校
常～旧六中
地積更正、土地分筆登記
境界確定測量委託
常～土地売買代金等について
常～土地売買契約（目黒本町一丁目）

青葉台四丁目緑地 青葉台四丁目緑地（青葉台四丁目６ １１番１）
貸地（大岡山一丁目障
害者グループホーム）

常～貸地（大岡山一丁目障害者グループホーム）

常　菅平寄付用地
菅平寄付用地（草刈り等業務委託）
旧北軽井沢林間学園　管理業務委託ほか
常～旧北軽井沢林間学園

旧伊東保養所 常～伊東保養所(H１５.４.２４)

普通財産（区外） 菅平寄付用地

旧北軽井沢林間学園

普通財産（区内）

廃道敷・廃水路敷

旧６ 中

貸地（旧水溜堀）

契約課
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