
 令和元年度 行政情報目録 （総務部 施設課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～教育委員会に属する事務の補助執行
事務引継書
施設課巡回点検チェックシート
継～目黒区総合庁舎周辺の地域清掃活動
継～庁内イントラシステムの利用
継～事務引継ぎ
継～事故処理の手引き
区以外通知・回答
庁内通知・回答（会計課：財務以外）
庁内通知・回答（総務部）
庁内通知・回答（都市整備部）
庁内通知・回答（選挙関係）
庁内通知・回答（健康福祉部・子育て支援部）
庁内通知・回答（環境清掃部）
庁内通知・回答（企画経営部）
庁内通知・回答（教育委員会）
庁内通知・回答（区民生活部）

政策決定会議・課長会 総務部課長会資料
区議会議員質疑･応答
議会日程
区議会通知
区議会一般質問
継～情報公開事務の手引
継～公文書公開
継～広聴システム
継～個人情報
継～区民の声取扱要綱
窓口サービス向上運動
広報課・区民の声課　通知・回答
ホームページ
情報公開
区民の声

表彰 継～区政功労者被表彰者名簿
継～水害ハザードマップ
継～防災水槽設置調査取扱い
防災・消防訓練、防災対策推進委員会
非常配備態勢
地域防災計画通知・回答
常～　地域防災計画（平成２８年度修正）
安全確認協力員
継～災害に係る住家の被害認定基準運用指針（内閣府）
継～応急危険度判定マニュアル
防災危機管理通知・回答
危機管理訓練
文書係通知・回答
継～ファイリングシステムの手引
継～郵便
継～ファイル基準表：平成１９年度
継～ファイル基準表：平成１６年度
継～ファイル基準表：平成１７年度
継～ファイル基準表：平成１８年度
継～ファイル基準表：平成１５年度
継～ファイル基準表：平成１４年度
継～ファイル基準表：平成１２年度
継～ファイル基準表:平成１３年度

例規 継～分権対応条例・規則の手引き
継～セクハラ防止指針
継～目黒区行政手続き条例手引き
継～施設の名称・愛称等の決定方法
継～感謝状贈呈基準
継～その他各種要綱
継～ＰＴ・委員会等設置要綱
継～行事実施要綱
継～区政功労者表彰要綱
継～要綱の制定・改廃に係る取り扱い
継～有料印刷物取扱要綱
継～庁用車等利用要綱
継～事故見舞金等支給要綱
人事異動・人事交流
人事（通知・回答）
職員団体の行事日程
昇任選考
継～目黒区人材育成・活用基本方針
目標によるマネジメント制度
欠勤届（施設第一係）
欠勤届（施設第二係）
欠勤届（電気設備係）
子の看護休暇確認票
継～服務の取扱い
服務諸届
服務関係通知・回答
出退勤時刻データ修正記録簿
時差出勤利用申請書
在庁理由入力記録簿

施設課 庶務 庶務全般

通知・回答

区議会

広報・区政情報

防災・危機管理 防災

応急危険度判定

危機管理

人事・給与・研修 人事

服務

文書 文書事務

ファイル基準表

例規・要綱
指針・要領

区要綱
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 施設課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
子の看護休暇申請書
欠勤届（機械設備係）
欠勤届（管理係）
給与減額免除申請簿
休暇申請・職免関係書類
常～　服務の手引き（平成２９年４月）
欠勤届（技術管理係）
旅行命令簿（宿泊等）
旅行命令申請詳細書
通勤手当認定簿
職員給与チェックリスト
給与係通知･回答
派遣研修等執行委任
区研修・派遣研修通知
特別区等研修通知

外部技術講習会 外部技術講習会申込・報告
職場研修 職場研修

区互助会
保険・財形
福利係通知・回答
特別区互助組合
東京都職員共済組合

被服 貸与被服通知・調査・申請
継～破傷風予防接種
継～健康危機管理マニュアル
継～ＶＤＴガイドライン
定期総合健診
職場環境測定
健康管理係通知・回答
継～目黒区における職場の受動喫煙防止対策指針
安全衛生委員会
継～財務事務の手引き
債権者登録
財務全般通知・回答
令和元年度補正２号予算
常～平成２９年度当初予算見積書
令和２年度当初予算見積資料
令和２年度当初予算通知・回答
令和２年度予算に係る要望書
令和２年度予算案プレス発表
令和元年度補正１号予算
継～平成１０年度からの施設の維持管理費に係る予算要求の区分
歳入調定
予算変更（工事費以外）
予算未計上歳入・歳入振替
物品通知
物品総括表
物品処分
年間契約書
契約依頼書：保全管理システム４０６その他委託料
契約依頼書：保全管理システム４０１一般備品購入費
契約依頼書：保全管理システム４００使用料及び賃借料
契約依頼書：保全管理システム１０６その他委託料
契約依頼書：４０２印刷製本費
契約依頼書：保全管理システム１０１負担金
契約依頼書：保全管理システム１００使用料及び賃借料
契約依頼書：４０１一般備品購入費
契約依頼書：１０６その他委託料（電子複写機保守・図面電子データ作成）
契約依頼書：１０４図書等購入費
契約依頼書：１０３修繕費（一般修理・自動車修理・車検）
継～長期継続契約決定（サーバー等借上げ）
契約依頼書：１０１消耗品費（応急危険度判定用具）
契約依頼書：１０１消耗品費（プロッター等・文具・用紙）
契約依頼書：１０１負担金（講習会参加費）
支出負担行為書：４０２印刷製本費
支出負担行為書：１０６その他委託料（電子複写機保守・図面電子データ作成）
支出負担行為書：４０１一般備品費
支出負担行為書：保全管理システム１００使用料及び賃借料
支出負担行為書：保全管理システム４００使用料及び賃借料
支出負担行為書：保全管理システム４０１一般備品購入費
支出負担行為書
支出負担行為書：１０１消耗品費（プロッター等・文具・用紙）
支出負担行為書：１０１消耗品費（応急危険度判定用具）
支出負担行為書：１０３修繕費（一般修繕・自動車修繕・車検）
支出負担行為書：１０４図書購入費
支出命令書：４０２印刷製本費
支出命令書：１０３修繕費（一般修理・自動車修理・車検）
支出命令書：１００公課費（自動車重量税）
支出命令書：１０１消耗品費（プロッター等・文具・用紙）
支出命令書：１０１消耗品費（応急危険度判定用具）
支出命令書：１０１負担金補助及び交付金（講習会参加費）
支出命令書：４０１一般備品購入費
支出命令書：保全システム１００使用料及び賃借料
支出命令書：保全システム１０１負担金補助及び交付金

施設課

人事・給与・研修

服務

給与

人事課研修

福利厚生 福利

健康管理

財務会計 財務会計全般

予算編成

予算管理(工事費以外）

備品管理

契約管理：契約依頼書
(工事費以外)

契約管理：支出負担行
為書（工事費以外）

予算執行（工事費以
外）
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 施設課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
支出命令書：保全システム１０６その他委託料
支出命令書：保全システム４００使用料及び賃借料
支出命令書：保全システム４０６その他委託料
支出命令書：保全管理システム１０１通信運搬料
支出命令書：保全管理システム４０１一般備品購入費
支出命令書（宿泊等旅費）
収支予定
支出命令書：１０４燃料費（ガソリン代）
支出命令書：１０６その他委託料（電子複写記保守・図面電子データ作成）
支出命令書：１０４図書等購入費
支出命令書：１０３保険料（自動車任意保険）・１０４手数料
支出命令書：１００（使用料及び賃借料）
平成２８年度決算資料（２９年度実施）
定期監査結果
主要な施策の成果報告書
財政援助団体等監査
監査・決算通知・回答
平成２９年度定期監査資料（２８年度予算）
監査・決算参考資料
常～工事監査報告書（平成１９年度～９年度）
常～平成２９年度工事監査
常～平成３１年度工事監査
継～予定価格の公表について
総合評価方式
工事費執行管理全般
継～緊急修繕事業者一覧
予算変更（節内流用：計画修繕工事費）
事故繰越調書
予算変更（振替収支・科目更正）
予算変更（落差金使用申請：執行委任工事費）
予算変更（落差金使用申請）
予算変更（節間流用：計画修繕工事費）
契約依頼書（教育部局）
契約依頼書（区長部局）
執行委任（教育部局）
執行委任（区長部局）
工事負担金（電気供給設備）
支出負担行為書（教育部局）
支出負担行為書（区長部局）
支出命令（工事：区長部局・執行委任）
公共工事前払金口座振替申請書
工事検査証（教育部局工事）
工事検査証（区長部局工事）
支出命令（負担金、補助及び交付金：東京電力分）
支出命令（工事：教育部局・執行委任）
支出命令（工事：教育部局・計画修繕）
支出命令（工事：区長部局・計画修繕）
常～工事台帳（平成２９年度）
継～工事台帳（平成１０年度～平成１９年度）
補正１号予算に係る工事費等見積依頼・回答
補正１号予算工事費見積査定結果
令和２年度当初予算工事費見積
令和２年度当初予算工事費見積査定結果

随時工事費予算見積 随時工事費見積
長期計画 実施計画通知・回答

行財政改革通知・回答
継～指定管理者制度
区勢要覧
常～目黒区障害者計画のためのアンケート調査結果
継～グリーン購入法基本方針
継～ＩＳＯ環境側面影響調査
政策決定会議資料
特別区営繕担当課長会資料
施設課係長会（１０～３月）
施設課係長会（４～９月）
継～東が丘一丁目障害福祉施設等（仮称）資料
継～第二田道保育園資料
継～統合新校資料
継～八雲保育園資料
継～碑小学校資料（１５年度、１６年度上半期分）
継～東山小学校資料
企画総務委員会
公共施設整備・まちづくり調査特別委員会
継～下目黒二丁目母子生活支援施設・下目黒自転車集積所資料
継～環境整備対策調査特別委員会
継～企画総務委員会
継～宮前小学校校舎増築資料
継～再開発、街づくり調査特別委員会
継～生活福祉委員会
継～碑小学校資料（１７年度）
継～碑小学校資料（１６年度下半期分）
継～マウス
継～計算機
継～電話

施設課

工事費執行管理 工事監査

工事費執行管理全般

予算変更（工事費）

契約管理・執行委任

工事費予算執行

工事台帳

財務会計

予算執行（工事費以
外）

監査・決算

ＩＳＯ ＩＳＯ認証取得

施設共通 施設全般

委員会資料

機器マニュアル

工事費予算見積 補正予算工事費見積

当初予算工事費見積

事業計画
行財政改革

各課事業計画
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 施設課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～複写機
継～プリンター
継～パソコン保証書
継～デジタル式上皿自動はかり・その他機器
継～カメラ
自動車・バイク　強制・任意保険
自動車運転管理表
自動車等通知・回答
貸出車利用申請書
継～原付整備マニュアル
継～原付標識交付証明書
施設課公用車ドライブレコーダー管理運用基準
継～庁用車事故処理マニュアル
継～自動車保管場所申請
継～自動車保険資料
危険、有害な作業を必要とする機械等の計画の届出（非常用発電設備）
施設点検委託（質問・回答）
継～検査済証
継～要綱一覧表
調査・回答（ 営繕担当課長会）
調査・回答（ 官公庁・公的団体）
庁内営繕調査・回答

企画・行革 継～長期修繕計画および長期修繕に係る年次計画について
保全予算 平成３１年度予算見積

継～開示請求
常～標準建物予算単価

耐震診断 防災拠点公共施設の耐震化進捗調査
パソコン設置作業報告書
情報システム関連予算要求の事前相談に向けた調査
庁内LAN通知
庁内LAN協議書
常～グループウェア　パスワード
平成２９年　PCリサイクル作業
サーバーリース 作業報告書
PCリサイクル作業
継～ＯＡシステム機器構成図
常～ホームページ閲覧用ID・パスワード
パソコンＬＡＮシステム保守委託（２９年度）
パソコンＬＡＮシステム保守委託
ＬＡＮ保守サービス報告書（２９年度）
ＢＬＣＣソフト保守委託（２９年度）
ＢＬＣＣソフト保守委託
ＬＡＮ保守サービス報告書

ソフト 常～たまて箱 v.７ （２９）
施設課システム管理運用基準及びセキュリティ実施手順
情報課一般
常～Tfas ARCDRAW ライセンス
常～RIBIC２ユーザーID・ライセンスキー
常～Microsoftライセンス発注確認書
常～ウイルスバスター　クラウド　シリアルキー
常～ｉフィルター５.０　シリアルキー
常～Acrobat ２０１７ ライセンス証書（２９）
常～Adobe Acrobat ９Proシリアルキー
常～ＯＣＮ光「Ｂフレッツ」
常～AutoCAD LT ２０１１　シリアルキー
継～コスト検討会報告書
継～Ｈ１５コスト縮減検討会報告書提出用
継～保全管理システム専門部会その２（H１７年度）
継～施設の維持・更新予算のあり方検討会及びワーキンググループ
継～保全管理システム専門部会
継～Ｈ１６維持保全業務標準仕様書
継～平成１２年度維持保全に係る委託仕様書の見直し基準等の制定

維持管理単価 常～維持保全業務積算標準単価表
常～「建設リサイクル推進計画」
常～「建設リサイクル推進計画２０１４」（国交省）
継～小冊子「よくわかる建設リサイクル」
国・都からの通知
工事現場一斉点検
建設副産物実態調査説明会
せん定枝葉等の処理実態調査
建設副産物実態調査
木材使用実績調査
会議名簿
継～建設副産物対策連絡協議会
公共工事土量調査説明会
建設発生土量予測調査
常～ＵＣＲ受入地利用案内
継～土質等区分図

グリーン購入法 環境物品等調達実績調査
技術会議 第三ブロック会議
技術発表会 聴講参加申込み
営繕連絡協議会 継～東京都・特別区営繕連絡協議会規約
ＶＥ 継～ＶＥガイドライン
ＲＩＢＣ 常～ＲＩＢＣマニュアル

施設課

施設共通

機器マニュアル

自動車・バイク

保全一般 保全庶務

営繕業務調査・回答

建設単価

ＬＡＮ 庁内ＬＡＮ

ネットワーク

保守

情報課一般

ライセンス

技術検討会 コスト縮減検討会

保全管理システム専門
部会

維持管理 維持管理基準

環境保全 建設副産物

副産物協議会

土量調査

東京都技術会議

技術資料

4／16



 令和元年度 行政情報目録 （総務部 施設課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～幼保一元化施設の考え方
継～砧運動場管理事務所改築
継～望ましい規模の区立中学校の実現を目指して
西武地区の検討
継～東山小・大岡山小設計委託料
認定こども園（ふどう・からす）
保育計画・児童計画
第四特別養護老人ホーム

都市整備部 継～大橋一丁目再開発地区の整備計画
ボリューム計画資料
目黒区粗大中継所
６中跡地利用計画(特養)
企画経営部
継～上一基本構想
継～上一図面
継～上目黒一丁目住宅（ＪＲ跡地）基本構想・機械設備資料
継～老人いこいの家改築計画資料
継～老人いこいの家改築計画図書
旧第四中学校見積
認定こども園改修計画（みどり・げっこう）
中学校
継～公共建築物コスト縮減検討会報告書・長期修繕計画（案）
継～施設建設に伴う行事実施要綱
継～実施計画策定のための施設建設単価表
継～東京都工事施行適正化推進Ｑ＆Ａ
継～目黒区公共建築物のコスト縮減検討報告書
継～ハートビル条例
継～一団地の総合的設計（法第８６条）
継～屋上緑化資料　緑化条例（都・区）
継～開発許可手引き
継～環境対策資料（VOC、ディーゼル車）
継～議会・委員会等報告（政策会議等の付議事案の取扱い）
継～景観計画・景観色彩
継～建設ガイドライン
継～建築のてびき，建築紛争調整予防条例のてびき
継～建築基準法等の改正
継～公営住宅建設基準
継～モジュール
継～屋上緑化資料
継～学校環境衛生の基準
継～区・施設別概要一覧表（構造・階数・延べ床面積・完成年月日）
継～保育所建設標準仕様書
継～茶室
継～コンクリートブロック施工基準
継～工事発注基準早見表
継～設計要望書原稿
継～公共建築物整備の基本方針
継～バリアフリーカタログ
継～スポーツ競技規則
継～用途地域図
継～老人福祉住宅
継～保育園
継～福祉施設（福祉センター・作業所）
継～特別養護老人ホーム
継～特殊建築物計画資料集
継～体育館
継～図書館
継～児童館
継～健康センター
継～施設整備マニュアル都Ｈ８
継～母子寮
継～区長部局資料（その２）
学校施設
実施計画単価策定
継～教育委員会関係資料（その２）
継～教育委員会部局資料（その１）
継～区長部局資料（その１）
継～報告書(概要版)
継～報告書
継～敷地現況図
継～利用計画作成調査委託(ＪＲ団地)
継～電波障害調査（現況）
継～上目黒一丁目住宅打合せ議事録(S５０．９．１～)電気
継～東ガスガスガバナー
継～都住宅局地盤調査委託仕様書
継～都住宅局工事内訳書９８年度版
継～都営上目黒第二団地基本計画調整委託報告書
継～庁議・政策調整会議
継～生活寮(台東区事例)
継～所管要望
継～建物求積図
継～機械設備基本構想
継～基本構想委託その２
継～議事録(基本構想)

施設課

施設計画
都市整備部

健康福祉部

教育委員会

設計資料 関係法令・要綱・条例

設計基準

他施設状況

ボリューム案 教育委員会

健康福祉部

その他

実施計画改定 改定資料（建物）

ＪＲ清算事業団跡地 基本計画

基本構想
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 施設課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～附置義務台数免除申請書
継～基本構想委託
継～スケジュール
継～コンセプト検討
継～開発許可
継～道路現況図（許可関係資料）
継～交通量および景観調査委託起工書
継～敷地測量委託報告書
継～交通量調査資料編(原稿)
継～敷地測量委託
継～樹木調査報告書
継～交通量調査報告書(資料編)
継～交通量調査報告書(原稿)
継～景観調査報告書(原稿)
継～景観調査報告書
継～交通量調査概要版

説明会等資料 旧平町エコプラザ
長期計画修繕資料 実施計画（３０年から３４年度）策定資料

常～旧ふどう幼稚園ボード類等サンプリング調査委託
常～目黒区民センターほか１施設断熱材サンプリング調査委託
常～目黒区立下目黒住区センターほか一施設ボード類等サンプリング業務委
託
常～目黒区立下目黒福祉工房ボード類成分分析調査委託
常～中央体育館ボード類サンプリング調査委託
常～目黒区営八雲五丁目アパート受水槽外壁塗装材サンプリング調査委託
常～ひもんや保育園ほか２施設外壁サンプリング調査委託
常～駒場保育園１階トイレボード類サンプリング調査委託
常～第二上目黒保育園トイレボード類サンプリング調査委託
常～東山保育園サンプリング調査委託
常～菅刈住区センターボード類ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ調査委託
常～菅刈住区センター機械室内ダクトパッキン類等サンプリング調査委託
常～中目黒スクエア断熱材サンプリング調査委託
常～田道小学校渡り廊下腰壁ボード類サンプリング調査委託
常～ひもんや保育園３階倉庫ボード類サンプリング調査委託
シックハウス資料
常～ひもんや保育園１階ボード類サンプリング調査委託

補助金 国庫補助金実地検査資料
事務連絡・苦情等 常～体育館天井落下物対応（リフォジュール）
分析調査 常～目黒区施設の吹付け材含有物分析調査委託　報告書
ボード類アスベスト含
有調査

ボード類アスベスト調査結果報告書

常～大鳥中よう壁の状況
継～体育館ギャラリー部高さ調査
継～外壁塗装替年度別表
継～井戸設置（各社技術資料）
継～井戸設置
継～震災時建物応急危険度判定チェックリスト（学校用）
継～耐震改修計画等評定事業
継～公立学校建築物耐震点検実施状況調査
継～平成９年度耐震診断まとめ
継～耐震補強方法
継～耐震診断方法・報告書の作成
継～耐震診断補強事業申請関係（平成１０年度）
継～耐震診断補強事業申請関係
継～耐震診断資料（比較表）
継～耐震診断資料（手引き）
継～耐震診断基準（体育館）
継～耐震診断資料（講習会テキスト）
継～起工・契約
継～修繕計画専門部会資料
継～総合庁舎･都市整備・土木
常～出来高検査資料
継～課長用資料

監査・議会 継～工事監査資料
設計監督基準 継～監督基準

継～大気汚染防止法（フロン）
継～水道法
継～食品衛生法
継～省エネ法
継～公共事業の品質確保の促進に関する法律
継～消防法
継～建築基準法改正
継～建設リサイクル法
継～温泉法
継～ビル管理法
継～ビルピット対策要綱
継～ボイラー・クレーン手続き
継～雨水利用・下水道局書類
継～高齢者基準
継～水資源の有効利用
継～保健所資料
継～老人いこいの家見直し
継～グリーン対象機器資料
継～保育園仕様書

施設課

工事関係資料

シックハウス資料

共通

各種調査

設計用資料

耐震

ＪＲ清算事業団跡地

基本構想

許可申請

調査委託

機械設備基準 事務全般

法令

条例

目黒区基準
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 施設課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～道路占用
継～届出関係法則
継～大気汚染防止法
継～保健所届出書（見本）
継～公衆浴場営業許可申請書
継～㎡単価調査報告書
継～ランニングコスト調査報告書

予算見積 継～機械設備計画修繕
継～主要部材修繕計画
継～巡回点検関係資料
継～設備更新計画
継～地震・防災対策
継～定期検査報告
継～防災センター移転
継～維持管理のしおり
継～EV定期点検基準
継～施設設備概要
常～水圧調査
継～三田フレンズ念書
継～瑕疵担保報告書
継～漏水調査
継～調査報告書安全衛生調査
継～各種調査回答
継～建設副産物調査
継～地震・耐震調査回答
継～流域対策関係回答
継～緊急対応報告書
継～設備機器リコールについて
継～調査・手直し報告書区民キャンパス
継～本庁舎配管劣化調査
継～北軽井沢林間学園の排水課題
継～八ヶ岳林間学園

アスベスト調査 常～アスベスト調査
継～設計委託標準仕様書(設備用)
継～アスベスト対策届出説明資料
継～アスベスト対策
継～目黒区標準仕様書・特記仕様書
継～設計計算書（様式）空調・換気
継～住宅建設基準
継～建物改修指針
継～機械設備技術基準
継～シックハウス対策
継～昇降機設備工事設計委託標準仕様書
継～床暖房設備
継～蓄熱空調
継～電化厨房
継～学校リース空調機器利用工事関連
常～　田道ふれあい館清掃工場熱源水薬剤資料
継～遠赤外線
継～冷温水発生機
継～フロン回収機
継～ソーラーシステム
継～コージェネ
継～ガス冷暖房
継～ＯＭソーラー設備
継～「レジオネラ症防止対策」通知
継～ボイラー
継～節水器具
継～総合治水対策
継～漏れ探知機
継～和→洋便器リモデル工法
継～ガス
継～ガス管更新資料
継～プール濾過機
継～雨水利用
継～衛生器具
継～給水設備
継～災害時飲料用濾過機
継～散水設備
継～小・中学校トイレ改修資料
継～消防用水
継～浄化槽
継～厨房設備
継～ＥＶ故障
継～エレベーター共通仕様書
継～エレベーター・インバーター対策
継～リース資料
継～排水耐震化
継～給食室衛生管理
継～インバータ
継～動力消防ポンプ
継～消防計画
継～学校給食設備機械設備（給食備品）
継～給食室手洗器整備

施設課

機械設備積算 積算単価

機械設備調査保全 保全一般

調査報告書

文書依頼回答

調査手直し報告書

調査報告書

機械設備基準

届出書類

機械設備技術資料 標準仕様書

空調・換気設備

給水・衛生設備

エレベーター設備

空調・衛生共通資料

全校共通資料
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 施設課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～受水槽、高架水槽一覧
継～第十一中学校ガス漏れ事故
継～学校給食室ガス機器点検
継～学校給食室ＣＯ関連
継～ガス配管
継～プロパンガス
継～ガス遮断弁
継～ガス災害（地震時）
継～ガス一般
常～小学校ガス工事図面

保守 継～保守データ
継～向原住区・大橋図書館外壁貫通
継～五本木小学校
継～原町小プールろ過装置
継～ガス事故対策
常～八雲小学校校庭給水管漏水
継～総合庁舎空調機搬入作業
常～宮前小学校校庭給水管漏水
継～小中学校給食用ボイラー点検報告書
継～上目黒小給食室換気関連
継～小中学校給食室給気フィルター・ガス漏れ警報器設置状況報告書
常～中根小学校給水管漏水
継～碑小ガス配管漏洩

耐震資料 継～耐震資料
電気設備共通 建築設備(電気)専門研修企画会議
ＰＣＢ関連資料 常～照明器具安定器内高濃度PCB含有調査(３１)

常～平成３０年度PCB廃棄物保管場所変更運搬
常～平成２９年度PCB廃棄物保管場所変更運搬計画書及び保管届(２９)

電気設備工事監理 契約 常～電気設備入札経過記録
法的基準 消防全般 常～改修計画報告書

工事番号第３０１号～３１０号
工事番号第１２１号～１３０号
工事番号第３２１号～３３０号
工事番号第３３１号～
工事番号第３１１号～３２０号
工事番号第１３１号～１４０号
工事番号第１４１号～１５０号
工事番号第１５１号～１６０号
工事番号第１６１号～１７０号
工事番号第１７１号～１８０号
工事番号第１８１号～１９０号
工事番号第１９１号～２００号
工事番号第２０１号～２１０号
工事番号第２１１号～２２０号
工事番号第２２１号～２３０号
工事番号第２３１号～２４０号
工事番号第２４１号～２５０号
工事番号第２５１号～２６０号
工事番号第２６１号～２７０号
工事番号第２７１号～２８０号
工事番号第２８１号～２９０号
工事番号第２９１号～３００号
工事番号第１０１号～１１０号
工事番号第１１１号～１２０号

計画修繕（委託） 工事番号第５０１～
工事番号第４０１号～４１０号
工事番号第４１１号～４２０号
工事番号第４２１号～４３０号
工事番号第４３１号～４４０号
工事番号第４４１号～４５０号
工事番号第４５１号～

執行委任（委託） 工事番号第６０１号～
工事番号第１１０１号～１１１０号
工事番号第１１２１号～１１３０号
工事番号第１１７１号～
工事番号第１１４１号～１１５０号
工事番号第１１５１号～１１６０号
工事番号第１１６１号～１１７０号
工事番号第１１１１号～１１２０号
工事番号第１１３１号～１１４０号
工事番号第１３２１号～１３３０号
工事番号第１３１１号～１３２０号
工事番号第１３０１号～１３１０号
工事番号第１３３１号～
工事番号第１４０１号～１４１０号
工事番号第１４１１号～
工事番号第１５２１号～１５３０号
工事番号第１５１１号～１５２０号
工事番号第１５０１号～１５１０号
工事番号第１５３１号～１５５０号
工事番号第１５５１号～
工事番号第１６０１号～１６１０号
工事番号第１６１１号～１６２０号
工事番号第１７０１号～１７１０号

施設課

機械設備技術資料

全校共通資料

ガス

事故・苦情

電気設備庶務

ＰＣＢ届出書

工事起工書（区長部
局）

計画修繕

執行委任

工事起工書（教育部
局）

計画修繕・・小学校

計画修繕・中学校

計画修繕・その他

執行委任・小学校

執行委任・中学校

執行委任・その他
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 施設課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
工事番号第１７１１号～１７２０号

執行委任（委託） 工事番号第１９０１号～
積算基準 常～　説明会

積算標準
常～積算標準単価表

委託料基準等 継～積算単価表の取扱要領
常～平成２９年度設計基準の取り扱い
継～委託基準の制定
継～財務局設計等委託基準
継～設計業務における技術調査業務委託実施基準
継～公共建築工事の発注者の役割
継～外構工事設計要領平成１６年４月東京都財務局
継～改修等工事仕様書書式
継～東京都工事施行適正化推進要領・同解説
継～構造設計指針解説
継～工事施工チェックシート
継～工事概要書書式
継～公共建築物整備指針
継～室内空気中の化学物質抑制対策
継～営繕工事におけるメタンガス防災対策要領
常～工事記録写真撮影要領
継～建築仕上げ改修工事監理技術者登録名簿

請負人提出書類 常～　請負人提出書類改正（Ｈ３０.０７）
継～東京都工事成績評定要綱
継～総務部工事成績評定実施細目制定H１８.４.１起案
継～工事成績評定要綱制定H１８.４.１起案
常～監督員基準の様式集等の改正（令和元年８月１日付）
継～監督基準平成１８年４月改正
常　監督基準様式集（２９/４/１改正）
継～石綿撤去の特記仕様書
常　平成２９年度特記仕様書改正

工事月報 工事月報
平成３１年度工事成績評定
平成３１年度工事検査成績評定書（契約課検査員）
平成３０年度工事検査成績評定書（契約課検査員）
平成３０年度工事成績評定
平成２４年度かし担保調査計画書・完了届
平成２５年度かし担保調査計画書・完了届
平成２１年度かし担保調査計画書・完了届
平成２３年度かし担保調査計画書・完了届
平成３０年度かし担保調査計画書・完了届
平成２９年度かし担保調査計画書・完了届
平成２８年度かし担保調査計画書・完了届
平成２６年度かし担保調査計画書・完了届
平成２７年度かし担保調査計画書・完了届
平成２０年度かし担保調査計画書・完了届
平成２２年度かし担保調査計画書・完了届
令和元年度かし担保調査計画書・完了届

建設業退職金共済制度 継～建退共済
継～港区シティハイツ竹芝エレベーター事故
継～事故報告
継～アスベスト参考資料H１７年度～
継～アスベスト参考資料～H１６年度
継～アスベスト資料
継～アスベスト資料（区長部局）
継～アスベスト対策
継～アスベスト調査・回答
継～アスベスト通達関係
継～解体等に伴う有害物質の取扱い
継～アスベスト飛散防止マニュアル
継～アスベスト等参考資料（労働基準監督署）
継～アスベスト廃棄の処理手引
有害物質通知・回答
常～室内空気中の化学物質抑制対策

ＰＣＢ 常～ＰＣＢ
継～設備管理自主検査手法
継～施設（日常･緊急）点検基準の制定
施設点検確認表
点検依頼
継～定期調査報告制度
常～ハザードマップ及び緊急対応施設リスト
継～目黒区施設点検基準（原本）
継～目黒区施設巡回点検基準・要領
施設点検説明会
継～防火管理体制
施設点検責任者等選任書＆点検計画書
継～駐輪場・自転車集積所一覧
継～用途変更施設一覧
継～公有財産現在額総計算表
継～区営住宅保全管理
施設点検責任者等選任書＆点検計画書
点検対象施設廃止等通知書
常～区営アパート立面図（２９）
継～借受建物等リスト

施設課

工事起工書（教育部
局）

執行委任・その他

積算単価表
積算単価表

工事基準・マニュアル 設計委託

要項指針マニュアル

環境

工事監理

工事成績評定

有害物質 アスベスト

ホルムアルデヒト

施設点検一般 施設点検一般

施設管理現況

監督基準

仕様書 特記仕様書

工事報告書
工事成績評定報告書

かし等修補計画書・完
了届

施設・工事事故
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 施設課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～３１年度　学校施設計画課（小・中学校）
常～３１年度　教育指導課（職員住宅・サポートセンター）
常～３１年度　高齢福祉課（いこいの家）
常～３１年度　高齢福祉課（高齢者住宅）
常～３１年度　高齢福祉課（特養ホーム）
常～３１年度　産業経済課（区民センター）
常～３１年度　子ども家庭課（みどりハイム）
常～３１年度　子育て支援課（児童館）
常～３１年度　住宅課
常～３１年度　障害福祉課
常～３１年度　人権政策課（中目黒スクエア）
常～３１年度　中央地区（住区センター）
常～３１年度　点検委託報告書（１年・法定点検）ＣＤ
常～３１年度　都市整備課（三田フレンズ・街づくり会館）
常～３１年度　東部地区（住区センター）
常～３１年度　土木管理課（駐輪場）
常～３１年度　南部地区（地区・住区センター）
常～３１年度　八雲以外の図書館
常～３１年度　八雲中央図書館（区民キャンパス）
常～３１年度　碑文谷保健センター
常～３１年度　文化・交流課（美術館）
常～３１年度　保育課（保育園）
常～３１年度　防災課（防災センター、備蓄倉庫）
常～３１年度　北部地区（住区センター）
施設点検結果等提出の鑑供覧
常～３１年度　人事課（職員住宅）
常～３１年度　清掃事務所
常～３１年度　生涯学習課
常～３１年度　西部地区（地区・住区センター）
常～３１年度　総務課（総合庁舎）
常～３１年度　道路公園課（公園・倉庫）
常～３１年度　スポーツ振興課（体育館）
常～３１年度　介護保険課（みんなの家）
常～３１年度　学校運営課（興津・八ヶ岳）

区長部局巡回点検報告
書

巡回点検報告書（区長部局）

教育部局巡回点検報告
書

巡回点検報告書（教育部局）

緊急点検報告書 緊急点検報告書
継～本庁舎動力設備機器容量調査
継～本庁舎電気使用量記録
継～庁舎電力量自動検針資料
継～宣言塔の現況調査
継～総合庁舎外壁工事設計委託調査概要
継～総合庁舎外壁等改修工事設計委託
継～総合庁舎屋上室外機設置検討書
継～かし調査・報告
常～目黒区総合庁舎鉄骨らせん階段改修工事基本方針策定業務　報告書
常～総合庁舎アスベスト調査（平成１６年２月）
継～保全管理台帳(電気設備)
継～目黒区総合庁舎５ヶ年修繕計画機械設備
継～防災行政無線デジタル化
継～保全管理台帳（内装数量表）
継～地下ピット調査委託ピット図
継～総合庁舎瑕疵
継～総合庁舎配管劣化調査報告書
継～総合庁舎設計変更内容
継～総合庁舎工事資料電気
継～総合庁舎機械設備瑕疵
総合庁舎本館２階生活福祉課相談室設置工事
目黒区総合庁舎本館５階議場設備等改修電気設備工事
目黒区総合庁舎２階大会議室映像・音響設備改修工事
総合庁舎６階傍聴席落下防止手すり改修工事
総合庁舎東側隣地境界塀一部改修工事
総合庁舎５階議場家具改修工事
総合庁舎小修繕
目黒区総合庁舎停電対応用仮設電源設備設置電気設備工事
目黒区総合庁舎AC-１空調機モーター改修工事(３１)
目黒区防災センター屋外階段鉄部塗装ほか工事
継～八雲小・鷹番小災害時トイレ
目黒区防災センター改修工事設計業務委託
防災倉庫設置工事（都立国際高等学校内）
防災倉庫設置工事（都立国際高校）計画通知申請業務委託
防災センター非常用電源設備修繕等電気設備工事
固定系防災行政無線デジタル化工事（駒場小学校ほか）
継～向原小学校校庭内災害時用トイレ
継～菅刈小・旧二中災害時トイレ
継～第一次避難場所（学校）仮設トイレ用汚水桝配置図

職員住宅関係 職員住宅　小修繕
中目黒スクエア　小修繕
継～換気設備
継～かし等調査報告書
中目黒スクエア地下１階プレイルーム空調設備改修工事（３１）
中目黒スクエア６階第１レクリエーションホール等空調設備改修工事(３１)

施設課

点検報告書 ６か月・専門点検報告
書

総務部 総務部（本庁舎）

総合庁舎

総合庁舎工事

防災センター

中目黒スクエア
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 施設課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
中目黒スクエア冷却塔機能整備工事(３１)
継～CATV移設資料
中目黒スクエア１階通用口ﾄﾞｱ改修工事
中央体育館デジタル移動系防災行政無線システム等改修工事
中央体育館ポール設置等工事
常～碑文谷体育館エレベーター計画通知控え（２８）
碑文谷体育館共用部照明設備改修工事(３１)
駒場体育館　小修繕工事
目黒区立駒場体育館エレベーター設備改修工事(３１)
目黒区立砧野球場・砧サッカー場上流側災害復旧工事(台風１９号対応)
目黒区立砧野球場・砧サッカー場堆積物撤去工事(台風１９号対応)
小額工事（３１）
目黒区立砧野球場・砧サッカー場下流側災害復旧工事(台風１９号対応)

住区センター全般 常～巡回点検資料
目黒区立烏森住区センター屋上防水改修工事
継～東山住区空調改修工事（電気）
継～東山住区既設照会
継～北部地区サービス事務所（建築）
小額工事（３１）
目黒区立下目黒住区センター外壁改修工事設計変更
継～三田分室(電気設備)
継～五本木住区センター他１箇所自動火災報知器設備改修電気設備工事
小額工事（３１）
目黒区立上目黒住区センター地下レクリエーションホール床改修工事
継～目黒駅共同ビル(仮称)行政ｻｰﾋﾞｽ窓口(建築)
継～南部地区サービス事務所補完窓口
継～原町住区センター児童館等内壁改修工事
継～向原住区センタープレイルーム床改修工事
継～八雲住区センター地下漏水カビ
継～西部地区サービス事務所隣地給水管通過の資料(機械)
目黒区立八雲住区センター空気調和設備改修に伴う電気設備工事
目黒区立八雲住区センター空気調和設備改修に伴う天井改修工事
目黒区立東根住区センター老人いこいの家和室床フローリング化工事
目黒区立八雲住区センター空気調和設備改修工事（３１）
小額工事（３１）

一般共通資料 継～区民センター委員会資料
常～平成２５年屋外プール工事資料（０２）
常～区民センター耐震改修設計・工事見積もり（２７）
継～プール起工書
常～屋内プール天井モルタル塗り仕上げ劣化状況調査
目黒区民センター児童館吹抜部金網改修工事
継～区民センター修繕資料
継～区民センターB２暖房室柱貫通資料
継～区民センターB２車路
継～外壁等改修工事資料
継～増築検討資料
継～区民ｾﾝﾀｰ竣功図面
継～美術館改修
目黒美術館２階屋根防水改修工事
目黒美術館１階搬出入口電動シャッター改修工事
目黒美術館１・２階石貼防火戸扉修繕工事
継～美術館空調資料
継～美術館フローリング改修
小額工事（３１）
常～平成２３年区民センター自動制御設備改修検討（０２）
常～平成２５年目黒清掃工場整備事業における田道ふれあい館の熱供給につ
いて（０２）
目黒区民センター屋外プールシャワー改修工事（３１）
目黒区民センター水中ポンプ取替工事（３１）
継～目黒区民センター熱受給設備
継～目黒区民センター循環浄化装置
継～目黒区民センター空調設備改修工事資料
継～区民センターガス管改修工事資料(機械設備)
常～平成２４年区民センター空調改修設計資料（電気設備）（０２）
継～区民センター無窓検討書(電気設備)
継～区民センター改修計画(電気設備)
継～区民センター予算編成に対する基本的な考え方(電気設備)
継～田道ふれあい館資料(機械設備)
田道ふれあい館地下１階事務室等冷暖房設備改修ほかに伴う電気設備工事
常～田道ふれあい館トップライト漏水調査資料
常～田道ふれあい館地下倉庫内小荷物昇降機漏水調査報告書
田道ふれあい館内在宅ケア多機能センター建具一部改修工事
田道ふれあい館エレベーター設備改修工事（３１）
常～田道ふれあい館ほか２か所清掃工場熱源配管劣化調査委託（３１）
田道ふれあい館地下１階事務室等冷暖房設備改修ほか工事（３１)
令和２年度工事発注予定表(３１)
田道ふれあい館エレベーター設備改修工事に伴う建築工事
常～平成１３年碑文谷保健センター外壁改修工事写真・数量表・図面（０２）
小額工事（３１）
田道ふれあい館内在宅ケア多機能センター建具一部改修工事
碑文谷保健センター屋上給湯設備改修工事(３１)
碑文谷保健センター女子トイレ改修等に伴う機械設備工事(３１)
常～平成１３年碑文谷保健センター外壁改修工事写真・数量表・図面（０２）
目黒区碑文谷保健センター女子トイレ改修等工事

施設課

総務部

中目黒スクエア

文化・スポーツ部 中央体育館

駒場体育館

砧野球場・サッカー場

地区サービス事務所
北部地区Ｓ事務所

東部地区Ｓ事務所

中央地区Ｓ事務所

南部地区Ｓ事務所

西部地区Ｓ事務所

健康福祉部 碑文谷保健センター

区民センター
建築

美術館

機械設備

電気設備

田道ふれあい館

碑文谷体育館
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 施設課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
碑文谷保健センター　小修繕
目黒区碑文谷保健センター外壁改修工事
特別養護老人ホーム中目黒居室用空調設備改修工事(３１)
特別養護老人ホーム中目黒浴室温水パネルヒータ改修工事(３１)
ホームなかめぐろ　小修繕
目黒区立特別養護老人ホーム中目黒改修工事実施設計業務委託
継～浸透トレンチ改修工事
常～平成２６年外壁調査（ホーム中目黒）（０２）
特別養護老人ホーム東が丘居室用全熱交換器及び空調用二方弁改修工事(３
１)
特別養護老人ホーム東が丘地下１階職員休憩室エアコン改修工事(３１)
常～成績評定苦情申立て（平成２９年度東が丘ホーム小規模多機能型居宅介
護整備工事）
常～平成２７年外壁調査（ホーム東が丘）（０２）
常～平成２５年特別養護老人ホーム居ながら工事中央区資料（０２）
特別養護老人ホーム東山スタッフルームエアコン設置工事(令和２年度工事)
ホーム東山中央監視設備及び空調設備改修に伴う電気設備工事(３１)
特別養護老人ホーム東山厨房給湯設備改修工事(３１)
特別養護老人ホーム東山吸収式冷温水機Ｎｏ.１部品交換工事(３１)
特別養護老人ホーム東山空調用熱源改修工事(令和２年度工事)(３１)
特別養護老人ホーム東山中央監視設備及び空調設備改修工事(３１)
コーポ目黒本町１階厨房換気設備改修工事(３１)
目黒区立コーポ目黒ライフケアシステム改修工事
継～中町老人引継書
継～老人いこいの家実態調査
継～中町老人いこいの家機械設備見積資料
スマイルプラザ中央町外構改修工事
スマイルプラザ中央町電力量計交換工事
常～補助２６号線整備資料（スマイルプラザ中央町）
障害福祉施設　小修繕
継～ひまわりプラザ届出控え（電気）
目黒区立駒場児童館屋上防水改修工事
児童館小修繕
目黒区立不動児童館１階プレイルーム床改修ほか工事

東根荘 継～東根荘石垣改修工事
みどりハイム みどりハイム居室エアコン改修工事(３１)

鷹番保育園沐浴室衛生設備器具交換に伴う建築工事(３１)
駒場保育園１階保育室床改修工事
目黒区立第二上目黒保育園１階トイレ内装改修工事
中町保育園外壁改修工事
上目黒保育園解体工事
保育園小修繕
上目黒保育園解体工事設計業務委託
中町保育園照明設備等改修工事(３１)
原町保育園地中引込用高圧交流負荷開閉器改修工事(３１)
小修繕
第二上目黒保育園１階トイレ内装改修に伴う機械設備工事(３１)
継～八雲保育園改築に伴う機械・EVかし担保調査報告書
鷹番保育園沐浴室衛生器具交換工事（３１）
菅刈保育園保育室系統空調設備改修工事（３１）
継～菅刈保育園機械設備工事
継～菅刈保育園地盤調査委託
継～菅刈保育園歩道部地質調査委託
継～菅刈保育園南側園庭陥没改修
継～菅刈保育園歩道部地質調査委託成果品（報告書）
継～鷹番保育園隣家施設整備工事
継～鷹番保育園近隣紛争記録（検討資料）
継～鷹番保育園近隣紛争記録（議事録）
継～鷹番保育園近隣紛争記録（見積書）
継～三田フレンズ店舗基本設計承認
継～三田フレンズ店舗基本設計打合せ記録
継～三田フレンズ店舗実施設計承認
継～三田フレンズ店舗実施設計審査記録
継～三田フレンズ店舗設計者
三田フレンズ外壁改修工事
三田フレンズ直流電源設備蓄電池等交換工事
三田フレンズ不活性ガス消火設備改修工事(３１)
継～三田フレンズ瑕疵担保調査（機械・電気）
継～三田フレンズ店舗厨房換気
継～三田フレンズ店舗施工者届
継～三田フレンズ店舗完了届
継～三田フレンズ店舗ＦＡＸ送付状況
継～三田防災街づくり会館かし担保報告書
継～三田フレンズ瑕疵担保調査（建築）
継～三田フレンズ店舗内装施工指針
継～三田フレンズ竣功後近隣対応
継～三田フレンズ機械換気等資料（Ｂ２店舗対応等）
継～三田フレンズ機械換気等資料（Ｂ１店舗瑕疵）
継～三田フレンズ看板設置工事
継～三田フレンズ滑り止め手摺設置工事
継～三田フレンズ外気処理案（図面・見積・経過ノート）電気設備
継～三田フレンズネオン見積
三田フレンズ小修繕
継～目黒土木事務所等非常用照明その他改修工事

施設課

健康福祉部 碑文谷保健センター

ホーム中目黒

ホーム東が丘

高齢福祉住宅

いこいの家

障害福祉課

都市整備部 三田フレンズ（設計）

三田フレンズ（工事）

工事課

子育て支援部 児童館

保育園 保育園工事（建築）

保育園工事（機械）

菅刈保育園

鷹番保育園近隣紛争記
録

ホーム東山

保育園工事（電気）
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 施設課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～北部土木出張所Ｈｆ器具安定器不良報告書
継～土木部水防監視システム実施設計委託報告書
継～土木部テレメータ監視装置リフト設計書
継～中町２丁目自転車集積所地中障害物調査報告書
継～学芸大学東口駐輪場かし担保調査報告書
継～自由が丘二丁目（仮称）自転車駐輪場電気設備工事
重要文化財（建造物）旧前田家本邸和館屋外トイレ新築その他工事設計業務
東原児童遊園内トイレ長寿命化対策工事
継～東山公園拡張整備実施設計
継～祐天寺公衆便所計画
重要文化財（建造物）旧前田家本邸和館屋外トイレ新築その他に伴う機械設備
工事(３１)
常～旧前田家本邸和館　耐震対策工事　かし担保
重要文化財（建造物）旧前田家本邸和館屋外トイレ新築その他に伴う電気設備
工事(３１)
重要文化財（建造物）旧前田家本邸和館屋外トイレ新築その他工事
目黒区営八雲五丁目アパート屋上防水改修工事
目黒区営青葉台二丁目アパート共用廊下ほか手すり設置工事
区営東が丘一丁目第二アパート集会室改修工事
東が丘一丁目第２アパート集会室改修に伴う電気設備工事
目黒区営南一丁目アパート外壁改修工事
東が丘一丁目第２アパート集会室改修に伴う機械設備工事(３１)
清掃事業所給水ポンプ改修工事(３１)
清掃事務所屋外給水管改修工事(３１)
清掃事務所耐震診断業務委託
継～瑕疵担保等について
清掃事務所・清掃事業所　小修繕
継～清掃事業所（車庫）瑕疵関連報告書
継～目黒清掃車庫機械設備かし担保完了報告書
常～補助２６号線整備資料（粗大中継所）

守屋図書館 守屋図書館給水ポンプユニット制御基板等取替工事(３１)
心身障害者センターあいアイ館医療的ケア児通所支援施設設置ほかに伴う電
気設備工事（３１）

目黒区立めぐろパーシモンホール大ホール楽屋口駐車場防犯カメラ設置工事

目黒区心身障害者センターあいアイ館医療的ケア児通所支援施設設置ほか
工事
めぐろ区民キャンパス地下１階プラザだれでもトイレオストメイト用設備設置工
事
めぐろパーシモンホール大ホール舞台照明設備調光盤等改修工事
めぐろパーシモンホール大ホール舞台機構制御機器更新工事
目黒区心身障害者センターあいアイ館医療的ケア児通所支援施設設置ほかに
伴う機械設備工事（３１）
めぐろ区民キャンパス中央監視設備操作部等改修工事(３１)
めぐろパーシモンホール大ホールホワイエ遮光膜改修工事
めぐろ区民キャンパス汚水ポンプ取替工事

興津自然学園 常～平成２５年興津自然学園漁協との協定について（排水）（０２）
八ヶ岳林間学園風呂ろ過装置改修工事(３１)
常～平成２４年ダウンライトの蛍光灯又はLED電球化（０２）
常～平成２８年めぐろ学校サポートセンター修倉庫空調改修（０２）
めぐろ学校サポートセンター展示室屋上防水改修工事
目黒区めぐろ学校サポートセンターエアコン改修工事(３１)
めぐろ学校サポートセンター小修繕工事
東山社社会教育館小修繕工事
目黒区立ひがしやま幼稚園トイレ建具等改修工事
目黒本町社会教育館小修繕工事
南部地区センター内第６研修室空調設備改修工事(３１)
緑が丘文化会館別館こども園トイレ小便器改修工事（３１）
緑が丘文化会館幹線設備等改修工事
緑が丘文化会館小修繕
緑が丘文化会館別館風除室建具改修工事
中央町社会教育館自動ドア部品交換工事
常～平成２１年さくらプラザ協定書（写し）（０２）
八雲小学校北系統トイレ環境改善及び放送室等改修に伴う機械設備工事(３
１)
八雲小学校北系統トイレ環境改善及び放送室等改修工事
八雲小学校視聴覚室床及び各所建具等改修工事(３１)
八雲小学校プールサイド床改修工事
八雲小学校北系統トイレ環境改善及び視聴覚準備室等改修に伴う電気設備
工事(３１)
常～平成２６年八雲小人口芝張替え工事放射線H２４資料（０２）
菅刈小学校第一校舎給水設備改修工事(３１)
菅刈小学校東系統トイレ環境改善に伴う機械設備工事（３１）
目黒区立菅刈小学校ほか９校教育用ICT機器新設に伴う電気設備工事設計業
務委託（３１）
菅刈小学校東系統トイレ環境改善工事
菅刈小学校小修繕工事
菅刈小学校第一校舎消火栓ポンプ取替工事（３１）
常～平成２５年菅刈小学校北側擁壁（０２）
目黒区立菅刈小学校東系統トイレ環境改善に伴う電気設備工事
下目黒小学校普通教室ガスヒートポンプエアコン移設工事(３１)
下目黒小学校小修繕工事
下目黒小学校放送室等改修に伴う機械設備工事(３１)
下目黒小学校体育館床改修工事

施設課

都市整備部

工事課

道路管理課

みどりと公園課

住宅課

教育委員会(教育支援
課)

めぐろ学校サポートセ
ンター

教育委員会（生涯学習
課）

東山社会教育館

目黒本町社会教育館

緑が丘文化会館

環境清掃部 清掃事務所

教育委員会（八雲中央
図書館） 八雲中央図書館

小学校工事 八雲小学校

菅刈小学校

下目黒小学校

教育委員会(学校運営
課）

中央町社会教育館

八ケ岳林間学園
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 施設課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
目黒区立下目黒小学校放送室等改修に伴う電気設備工事
下目黒小学校放送室等改修工事
目黒区立碑小学校職員室間仕切り設置工事
目黒区立碑小学校掲示板改修工事
目黒区立碑小学校ほか１校教育用ＩＣＴ機器新設に伴う電気設備工事
碑小学校小修繕工事
碑小学校ほか４校教育用ＩＣＴ機器新設に伴う電気設備工事設計業務委託
常～平成２８年度碑小学校改築等工事引継書（０２）
常～平成２８年度碑小学校校舎改築等に伴う空気調和設備工事資料（０２）
常～平成２８年度碑小学校校舎改築等に伴う給排水衛生設備工事資料（０２）
常～平成２８年度碑小学校校舎改築等に伴う給排水衛生設備工事ガス配管検
査修繕（０２）

中目黒小学校 中目黒小学校小修繕工事
油面小学校小修繕工事
油面小学校わかたけ校舎２階トイレ洋式化工事(３１)
油面小学校ほか２校プールろ過装置機能整備工事(３１)
目黒区立油面小学校屋内消火栓ポンプ取替工事(３１)
油面小学校わかたけ学級給水引込管改修工事(３１)
大岡山小学校南系統トイレ環境改善に伴う電気設備工事
大岡山小学校南系統トイレ環境改善に伴う機械設備工事(３１)
大岡山小学校小修繕工事
大岡山小学校給食室排気ダクト取替工事(３１)
大岡山小学校南系統トイレ環境改善工事
大岡山小学校普通教室増設改修工事
烏森小学校体育館棟１階冷水器設置工事(３１)
烏森小学校小修繕工事
烏森小学校２階普通教室エアコン設置工事(３１)
目黒区立烏森小学校プール可動床制御盤改修工事
常～平成３０年真北側定調書（０２）
向原小学校小修繕工事
向原小学校体育館床改修工事
目黒区立向原小学校ほか１校教育用ＩＣＴ機器新設に伴う電気設備工事(３１)
五本木小学校中央地区プール中央監視装置改修工事(３１)
五本木小学校校長室エアコン取替工事(３１)
目黒区立五本木小学校プールサイド照明設備改修工事
五本木小学校小修繕工事
鷹番小学校照明設備等改修工事(３１)
鷹番小学校校庭改修工事
工事発注予定票（３１年度工事）
常～平成２８年田道小学校機械余熱利用（０２）
田道小学校体育館棟排水管改修工事(３１)
田道小学校プール排水弁交換工事(３１)
田道小学校小修繕工事
目黒区立田道小学校西側フェンス設置ほか工事
目黒区立田道小学校家庭科室ほか改修工事
月光原小学校給食室手洗器改修工事(３１)
常～平成２３年月光原認定こども園資料（～平成２２年）
目黒区立月光原小学校東階段床改修工事
月光原小学校小修繕工事
駒場小学校給食室排気ファン取替工事(３１)
駒場小学校西系統トイレ環境改善及び特別教室改修ほかに伴う機械設備工
事（３１）
駒場小学校小修繕工事
目黒区立駒場小学校ほか１校教育用ＩＣＴ機器新設に伴う電気設備工事
継～平成１９年駒場小TV電波補償供給資料（０２）
駒場小学校西系統トイレ環境改善及び特別教室改修ほかに伴う電気設備工
事
目黒区立駒場小学校西系統トイレ環境改善及び特別教室改修ほか工事
目黒区立緑ヶ丘小学校水道直結化工事（３１）
目黒区立緑ヶ丘小学校体育館床等塗装改修工事
緑ヶ丘小学校小修繕工事
原町小学校小修繕工事
原町小学校隣地境界塀改修工事
目黒区立原町小学校照明設備改修工事
原町小学校隣地境界塀改修工事（計画通知書）
目黒区立不動小学校４階学年ルームエアコン設置工事（３１）
令和２年度工事発注予定表(３１)
小額工事（３１）
不動小学校西系統トイレ環境改善に伴う電気設備工事(３１)
不動小学校西系統トイレ環境改善に伴う機械設備工事(３１)
目黒区立不動小学校４階学年ルームエアコン設置に伴う電気設備工事
目黒区立不動小学校西トイレ側公設桝新設工事（３１）
不動小学校西系統トイレ環境改善ほか工事
目黒区立上目黒小学校ほか１校小荷物専用昇降機機能整備工事(３１)
上目黒小学校屋内運動場床改修工事
東根小学校小修繕工事
東根小学校東系統トイレ環境改善に伴う電気設備工事
目黒区立東根小学校東系統トイレ環境改善工事
東根小学校給食室炊飯器用換気設備改修工事(３１)
目黒区立東根小学校保健室及び渡り廊下改修工事
東根小学校東系統トイレ環境改善に伴う機械設備工事(３１)
中根小学校小修繕工事
中根小学校体育館棟エアコン取替ほかに伴う電気設備工事(３１)
中根小学校東系統トイレ環境改善に伴う電気設備工事(３１)

施設課

月光原小学校

駒場小学校

緑ケ丘小学校

原町小学校

大岡山小学校

烏森小学校

五本木小学校

向原小学校

鷹番小学校

田道小学校

中根小学校

小学校工事

下目黒小学校

碑小学校

油面小学校

不動小学校

上目黒小学校

東根小学校
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 施設課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
中根小学校東系統トイレ環境改善に伴う機械設備工事(３１)
継～平成１９年中根小学校紛争関係（０２）
中根小学校コンピューター室冷暖房機取替工事（３１）
目黒区立中根小学校東系統トイレ環境改善及び普通教室ロッカー改修工事
中根小学校体育館棟エアコン取替ほか工事（３１）

宮前小学校 宮前小学校小修繕工事
東山小学校 東山小学校小修繕工事

第一中学校他１校プールろ過装置改修工事(３１)
目黒区立第一中学校第一校舎東トイレ環境改善工事
常～平成１９年第一中学校事故に関する各小学校調査報告（０２）
常～平成１９年第十一中学校事故に関する補償資料（０２）
常～平成１９年第十一中学校一酸化炭素中毒事故報告書機械設備（０２）
常～平成１９年第十一中学校事故に関する法令調査資料（０２）
第一中学校小修繕工事
第一中学校第一校舎東トイレ環境改善に伴う機械設備工事(３１)
第一中学校第一校舎東トイレ環境改善に伴う改修その他電気設備工事

第七中学校 第七中学校小修繕工事
第八中学校 第八中学校小修繕工事

目黒区立第九中学校照明設備改修工事
目黒区立第九中学校第一校舎校庭側建具改修ほか工事
第九中学校第一校舎校庭側建具改修ほかに伴う機械設備工事(３１)
第九中学校小修繕工事
目黒区立第十中学校ほか１校コンピューター室エアコン改修工事(３１)
目黒区立第十中学校アルミプール槽塗装替え工事
目黒区立第十中学校３階普通教室ロッカー改修工事
第十中学校小修繕工事
第十一中学校第二グラウンド受水槽改修工事(３１)
第十一中学校小修繕工事
第十一中学校小荷物専用昇降機改修工事(３１)
目黒区立東山中学校校舎東面外壁改修工事
目黒区立東山中教育用ＩＣＴ機器新設に伴う電気設備工事設計業務委託
東山中学校小修繕工事
目黒区立東山中学校給食室屋上換気扇更新工事(３１)
常～太陽光パワコン調査（３０）
常～平成１９年第六中学校耐震診断委託（０２）
目黒中央中学校小修繕工事
常～平成１９年目黒中央中学校引渡し書類一覧（０２）
常～平成１９年第六中学校耐震診断・補強工事費（概算）（０２）
目黒区立大鳥中学校擁壁内湧水ポンプ設置工事（３１）
大鳥中学校校庭改修工事
大鳥中学校小荷物専用昇降機改修工事（３１）
目黒区立大鳥中学校普通教室増設改修に伴う電気設備工事
大鳥中学校トイレブース及び普通教室増設改修工事
大鳥中学校小修繕工事
砧野球場・砧サッカー場管理事務所改築工事(電気設備)
砧野球場・砧サッカー場管理事務所改築　追加工事
砧野球場・砧サッカー場管理事務所改築追加工事（機械設備）
砧野球場・砧サッカー場管理事務所改築工事(建築)
砧野球場・砧サッカー場管理事務所改築工事（官公庁提出書類）
砧野球場・砧サッカー場管理事務所改築工事(機械設備)
目黒区立中央体育館敷地測量業務委託
目黒区立中央体育館地盤調査業務委託
中央体育館大規模改修工事監理業務委託
常～中央体育館ボード類ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ調査委託
中央体育館大規模改修工事に伴う工事監理業務委託
目黒区立中央体育館大規模改修基本設計・実施設計業務委託
中央体育館放送室建具改修等工事
契約前書類
中央体育館大規模改修工事（３０年度・３１年度）

工事（電気） 中央体育館大規模改修に伴う電気設備工事（平成３０、３１年度工事）
中央体育館大規模改修に伴う空調設備工事（平成３０、３１年度工事）
中央体育館大規模改修に伴うエレベーター設備工事（平成３０、３１年度工事）
中央体育館大規模改修に伴う給排水衛生設備工事（平成３０、３１年度工事）

基本設計(機械) 打合せ資料
常～特養中目黒実施設計打合記録
常～特養中目黒設計のための他施設参考資料

東山小学校改築（後
期）

東山小学校改築（後
期）（給排水衛生）

官公庁提出書類

常～分科会資料２
常～分科会資料１
常～設計方針報告書
常～議事録１
常～議事録２
常～設計業務委託仕様書
継～アスベスト国・他団体の動き
継～アスベスト工事関係資料
継～アスベスト含有分析方法について
継～アスベスト調査依頼回答
継～アスベスト含有分析方法について
継～アスベストパンフレット
継～アスベストパンフレット関係
継～アスベスト関係委員会資料
継～アスベスト関係委員会資料
継～区有施設における含有吹付け材の対策の手続き他

施設課

特別養護老人ホーム中
目黒大規模改修(機械)

中根小学校

中学校工事 第一中学校

第九中学校

小学校工事

目黒中央中学校

大鳥中学校

中央体育館 調査設計

工事（機械設備）

工事（建築）

砧野球場・砧サッカー場
管理事務所改築工事

球場・砧サッカー場管理
事務所改築工事

実施設計(機械)

キャンパス非構造落下
(機械)

設計

アスベスト調査 アスベスト資料

第十中学校

第十一中学校

東山中学校
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 施設課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～福祉センターアスベスト処理計量証明
継～住区センター資料（２）他資料
継～住区センター資料（１）
継～区民センター資料
継～教育関係資料
継～含有等調査委託
継～アスベスト含有分析等調査報告書
継～アスベスト含有分析調査電子データ
継～教育施設工事資料
継～教育施設見積書
継～アスベスト区営住宅資料

中央体育館他撤去工事 継～中央体育館他工事図面

施設課

アスベスト含有分析報
告書

アスベスト含有撤去工
事

駒場小他施設工事

アスベスト調査

アスベスト事前調査

アスベスト含有分析委
託調査
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