
 令和元年度 行政情報目録 （総務部 防災課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～事故処理
業務引継書
イントラネット通知
会議資料（課長）
後援名義申請
庶務事務システム庶務事務担当者設定
政策決定会議・庶務担課長会
警戒線通行証申請
他課調査回答
他課通知・依頼
調査回答（区以外）
継～半旗の掲揚
常～陳情書
防災課答弁
文書通知
継～行政手続条例
継～行政手続法
継～要綱
常～立案請求
郵便切手購入
公印
常～情報公開・自己情報開示
継～個人情報登録業務名称一覧
情報公開請求
常～タウンページ
情報公開･個人情報保護審議会への諮問
常～広報防災特集
継～阪神淡路大震災関係資料目録
継～区民の声
防災課ホームページ
常～ホームページ・メールマガジン
行政目録公開
広報発行計画
広報掲載
区民の声
広報課通知・調査
報道依頼（報道希望・写真利用）
財政課調査
企画課調査
会計課調査
庁内回答（８月～９月）
情報課調査
庁内回答（４月～５月）
庁内回答（２月～３月）
庁内回答（１２月～１月）
庁内回答（１０月～１１月）
総務課調査
庁内回答（６月～７月）
常～旅行命令簿（宿泊）
旅行命令簿
服務
人事課通知
職務専念義務免除申請書
職員派遣依頼
交換便受取簿
休暇申請書
飲食届
臨時職員全般
人事への報告
事故報告書
通勤手当確認経路
賃金報酬支払台帳・支払調書作成台帳
人事課収受押印済個人番号提供カード専用封筒
出退勤時刻データ修正記録簿
個人情報取得事務管理簿
給与通知
在庁理由入力記録簿
管理職員特別勤務実績簿
法定調書
雑給支出内訳書
常～通勤手当認定簿(在課分)
通勤手当認定簿(異動分)
給与減免申請書
常～公務災害
常～派遣研修
安全衛生委員会
医薬品使用申請書・使用状況表
福利厚生通知
研修通知
職場環境測定
新任研修
被服貸与調査
健康管理
常～雇用決定書

人事・服務

研修・福利厚生

非常勤職員

給与

防災課 共通 庶務（目黒）

区議会

文書

公開

広報

庁内回答
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 防災課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
出勤簿(非常勤職員)
常～非常勤任用申請
常～臨時職員
非常勤取扱要領
社会保険料通知
年休簿・休暇簿・振替命令簿(非常勤職員)
非常勤職員（任用・変更・廃止）
報酬・旅費支給内訳書(非常勤職員)
資金前渡起案
公共料金科目別内訳書・客番確認票
公共料金
光熱水費領収書
金銭出納員・物品出納員の任免
備品
臨時職員賃金支出起案
借入備品
支出命令書
支出負担行為
支出起案
歳出戻入
ガソリン代資金前渡起案
用品払出請求
物品名鑑
備品総括表
調定収入通知書
清算命令書
財務通知
財務システム通知
物品処分
収納金収入報告書
財産台帳
検査調書
債権者登録届（変更届）
再委託
年間契約
契約通知
契約依頼
契約変更依頼書
契約通知（長期継続契約）
予定額増減
業務改善提案型契約方式
完了報告書（契約課契約）
歳入科目設置
補正２号
当初予算
当初予算見積書
復活要求
補正１号
補正３号
予算編成通知
予算要望
配当変更
新聞購読料の支出
執行委任
科目更正
予算流用
予算執行計画
収支予定表
予備費充用申請書
予定額増減
予算執行通知
行政監査
監査
包括外部監査
監査資料
決算資料
主要な施策の成果作成資料
決算
各区調査依頼
区民等要望（防災関係）
常～保証書
常～仮眠室利用者名簿
区災害対策全般
講師依頼
行政視察
常～寄付金受入事務
防災関係行政機関連絡会
防災関係機関通知
目黒清掃工場整備事業資料
各区情報
他自治体通知
他区からの通知
国・都からの通知
目黒消防署通知

防災共通

予算執行

防災全般

庶務(都・特別区)

非常勤職員

財務会計 財務会計全般

契約

予算編成 予算編成

決算・監査

防災課 共通
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 防災課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
防災都市づくり都議会議員連盟
防災課発信通知
常～特別区防災担当課長会資料
消防庁通知
庁内防災対策
継～災害対策緊急実施要綱
補助金事業に関する要望調査
消防防災施設整備費補助金交付申請
地域情報通信技術利活用推進交付金
継～地震防災対策特別措置法施行令
継～地震防災緊急五箇年計画
継～第４次地震防災緊急事業五箇年計画
継～第３次地震防災緊急事業五箇年計画
継～消防防災施設等整備費補助金交付要綱
継～消防防災施設等整備費補助金交付
継～消防団基盤緊急総合整備費補助金交付要綱
継～緊急防災基盤整備事業要綱
民間一時滞在施設備蓄品購入事業費用に係る補助金交付事業
継～防災拠点整備
継～防災基盤整備事業取扱要領
常～防災士資格取得支援助成事業
継～都市構造再編促進事業費補助金交付要綱
継～都市防災総合推進事業
継～防災まちづくり事業計画
継～官公庁名簿
継～防災区民組織等一覧表
継～住区住民会議名簿
継～消火器設備協同組合員名簿
継～町会名簿
継～防災会議
継～議員名簿
継～区内大使館一覧
継～企業団体名簿
継～関係機関連絡先
継～目黒防災協力会
継～目黒防火管理研究会
継～目建連協議会災害工作隊
継～PTA連合会名簿
防空壕調査・回答
各区調査回答
現況調査
国・都調査回答（１２～３月）
国・都調査回答（４～７月）
国・都調査回答（８～１１月）
民間機関調査回答
継～地震防災施設の現状に関する調査
常～自動車保険(任意)
常～自動車保険
常～ノーパンク自転車防犯登録
常～庁用車・タクシー利用要綱
常～通行禁止道路通行許可申請（大岡山小近辺）
運行記録
継～車検証（写）
車検
火災時の対応
災害時対応型自動販売機（飲料）設置基準
はたらく消防の写生会における区長表彰基準
災害時優先携帯電話運用要綱
常～目黒区感震ブレーカー等設置推進事業助成金交付要綱
継～水防・応急措置業務従事者損害補償
継～職務代理に関する要綱
継～災対本部規則
継～災対本部運営要綱
継～災害派遣手当条例
継～勤務時間外の大地震発生に係わる災対本部運営要綱
災害対策基本条例
災害対策本部の部の編成に関する要綱
常～目黒区防災関係行政機関連絡会設置要綱
震災時協力井戸
復興本部条例
復興本部条例施行規則
目黒区防災行政無線局（固定系無線）放送要領
メールマガジン配信基準
管理運用基準及びセキュリティ実施手順
水防条例（１８年度）
継～メールマガジン緊急情報配信基準
継～水防応急措置業務従事者条例及び規則改正（８年度）
継～地震発生時の防災課対応要領
継～庁内防災対策推進委員会設置要綱
継～東海地震注意情報に係わる初動態勢運営要綱
継～東京都震災対策条例
継～付属機関及び区長等の私的諮問機関の構成員の委解嘱等について
継～防災会議条例
継～要綱等制定状況調査

防災共通

要綱・基準（防災課）

庶務(都・特別区)

補助金交付

名簿

調査回答

自動車維持管理

防災課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 防災課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～応急対策本部要綱
継～地域活動団体損害賠償保険
継～水害・火災見舞金等支給要綱
継～三田整備住宅の空き家活用
継～危機管理体制：関係各課
継～火災被害世帯への民間賃貸住宅
継～災害弔慰金
継～中小企業資金融資・住宅修築資金
継～土砂災害防止対策
継～東京都小災害り災者応急援助要綱
継～道路災害に関する情報連絡要領
継～特定非常災害被害者の権利利益の保全特別措置法
継～被災者生活再建支援法
継～法に基づく地震防災マップ作成
国・都防災会議通知
常～Ｊアラート
常～災害救助法
常～災害対策基本法
都地域防災計画修正の概要（平成１９年）
東京都防災計画（東海地震）
道路交通法施行令
番号法
継～り災都市借地借家臨時処理法
継～安否情報システム
継～激甚災害指定基準
継～災害救助法の改正
継～災害救助法施行細則
継～災対基本法改正新旧対照表
継～他区災害対策関係条例
継～他区復興関係条例
継～地域危険度マップ
継～都市公園法施行令の一部改正
継～土砂災害危険箇所図
継～土砂災害警戒区域における土砂災害防止対策法
広報・周知
受付簿・申込書
常～目黒区感震ブレーカー等設置助成用資料
助成金請求
常
交付決定
継～ブロック塀実態調査
継～自動販売機実態調査
継～大規模水害時の広域避難担当者会議
継～落下倒壊危険物に関する報告書
継～国鉄清算事業団跡地
継～都立大学跡地１２分団倉庫
継～都立大学跡地情報公開
継～都立大跡地全体利用計画
継～区民キャンパス連絡会
継～駒場地区木賃住宅
継～駒場野公園拡張計画
継～原町一丁目ひろば整備
継～公園の防災性向上
継～自由が丘まちづくり事業計画
継～首都高速大橋ＪＣＴ
常～上目黒一丁目地区プロジェクト
常～東山小学校の校舎改築
常～目黒清掃工場整備事業連絡調整会
中央体育館改修
継～学芸大学駅周辺地区整備
継～学校警備制度見直し検討会
継～旧第六中学校跡地の活用
継～教育委員会関連防災行政調整会議
継～上一、日向児童遊園検討
継～上一地区市街地再開発
継～新庁舎・災対本部整備方針
継～第二中学校跡地活用
継～町会・住区区割問題
継～鉄道立体化
継～都市マス推進作業部会
継～都立大学マンション計画
継～東京学園改築に伴う備蓄倉庫の設置
継～東山公園拡張計画
継～碑小学校校舎改築
継～防火安全関係機関連絡会
継～目黒中央中学校の新校舎建設
継～目黒本町周辺まちづくり協議会
継～目黒本町六丁目・原町地区木賃事業
継～薬師湯跡地の活用計画
継～ＪＲ跡地の課題検討会
継～遺体収容所
継～営団地下鉄地域防災ネットワーク
継～区民キャンパス：西部地区倉庫
継～豪雨対策検討部会

感震ブレーカー設置助
成

防災共通

要綱・基準（防災課）

各種検討会 調査

跡地・還元施設

各種検討部会

要綱・基準（防災課以
外）

防災関係法令

防災課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 防災課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～守教跡地の活用計画
継～中目黒２丁目裁判所建設

防災めぐろ区民フォー
ラム

防災めぐろ区民フォーラム

継～大岡山東住区
常～八雲住区
避難所運営協議会（仮称）立上げ、運営
継～原町住区
継～中根住区
継～住区等説明会
協働事業（八雲住区エリア）
継～碑住区
継～自由が丘住区
継～災害検討委員会
避難所ペット対策検討会
継～外国人に対する防災対策
継～区申請書要援護申出
継～災害時要援護者の避難対策
継～災害弱者マニュアル（区作成）
継～災害時要援護者支援対策検討会
消防への要援護者情報提供
継～障害者団体との話合い
継～災害要援護対策検討会会議録
継～災害要援護に対する避難対策検討会
継～災害時要援護者対策１９・２０
継～災害時要援護者対策２１
継～要援護対策行動マニュアル（都）
継～原子力事業者から除かれる者の指定
継～住民団体との話合い
継～原子力災害対策問答集
継～原子力行政セミナー資料（原子力一般）
継～原子力行政セミナー資料（核燃料）
継～危険物・放射性物資等
継～核燃料輸送対策資料（東電）
継～核燃料輸送対策資料（他区）
継～核燃料輸送対策資料（国）
継～核燃料輸送（１０年度～）
継～核燃料物資輸送に関する質問・回答書
継～放射性物資輸送時消防対策マニュアル
継～都　土砂災害防止対策資料
常～土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定
土砂災害関係　通知・回答
継～土砂災害警戒情報
継～水防連絡会
継～災害時透析医療ネットワーク
減災協議会
都立学校防災教育推進委員会
区南西部保健医療圏地域災害医療連絡会
継～東京電力施設見学
継～下水道事業説明会
継～東京ガス防災施設見学
常～都市安全確保促進事業
常～中目黒駅周辺帰宅困難者対策協議会
帰宅困難者対策協議会（他区）
常～目黒駅周辺帰宅困難者対策協議会
常～帰宅困難者対策協議会（自由が丘）
常～帰宅困難者対策関係　補助金要綱等
継～帰宅困難者対策

水防法等改正 常～水防法等改正に関する市区町村説明会資料
常～大規模水害時の広域避難
常～東日本大震災　都内避難者
会議室申請・承認
設立支援
防災対策検討
防災会議出欠連絡
常～防災会議委員報酬
防災会議開催起案
防災会議会議録
防災会議委員委嘱・解嘱
常～計画作成（協議）
継～防災計画修正の概要
地域防災計画修正に係る東京都意見通知
防災計画書送付
常～富士銀行と特別区副収入役会
常～報道写真覚書
常～民間協定（町会とホテル）
常～目黒区医師会
常～目黒区災害医療運営連絡会要綱
常～目黒区歯科医師会
常～目黒区商店街連合会
常～（東京音楽大学）災害時における協力体制に関する協定書
常～（奉優会：目黒中央の家）災害用備蓄倉庫の使用に関する協定書
常～（トヨタモビリティ東京）災害発生時における施設の使用に関する協定書
常～Yahoo!

防災専門部会等報告

避難所運営協議会

各種検討会（続）

広域避難

目黒区地域防災計画
防災会議

計画書作成

協定書（民間）

災害要援護対策

帰宅困難者対策

各種検討会

各種検討部会

住区住民会議話し合い

核燃料物資輸送対策

土砂災害防止

関係機関連絡会

防災課

5／21



 令和元年度 行政情報目録 （総務部 防災課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～（ヤマト運輸）災害時における物資輸送等に関する協定書
常～（立正佼成会）災害発生時における施設の使用に関する協定書
常～メンテナンス組合
常～覚書(NTT東日本-東京)
常～官公署外
常～教育委員会
常～災害時における避難行動要支援者等に関する覚書(介護保険課)
常～石油協定
常～葬祭業協同組合(目黒支部)
常～東京都管工事工業協同組合
灯油燃料供給協定
協定全般
常～(社)全国霊柩自動車協会
常～めん類等の提供協定
常～イオン
常～サントリーフーズ株式会社
常～トラック協会
常～一時滞在施設協定（自由が丘周辺）
常～応急医薬品協定（目黒区薬剤師会）
常～応急用精米協定
常～学校法人田村学園-多摩大目黒
常～学校法人日本工業大学
常～学校法人八雲学園
常～学校法人目黒学院
常～協定締結団体 連絡先照会
常～協力・協定団体連絡先
常～公衆浴場（生活用水）
常～災害時における帰宅困難者の受入等の協力に関する協定（城南信用金
庫）
常～地域防災無線局の設置等に関する協定
常～中目黒ホーム協定（参考資料）
常～東急ストア
常～東急スポーツシステム
常～東京都自動車整備振興会新品川支部
常～東京都獣医師会目黒支部
常～東京都食肉生活衛生同業組合
常～東京都理容生活衛生同業組合
常～東電タウンプランニング
常～目黒区法曹会との協定
常～目黒建設業防災連絡協議会
石油商業組合との協定
常～(株)コジマ
常～自由ヶ丘学園高等学校
常～社会福祉法人との相互援助協定
常～宗教法人円融寺
常～宗教法人祐天寺
常～柔道整骨師会
常～消毒協定（Ｐ．Ｃ．Ｏ．協会）
常～赤帽首都圏軽自動車運送協同組合　城南支部
常～東京都(主税局・家屋台帳情報)
常～東京都主税局
常～都立高校避難所協定
常～都区役割分担
常～気仙沼市との相互支援協定
常～角田市との相互支援協定
常～下水道局との覚書
常～臼杵市との相互支援協定
常～アマチュア無線局運用協定書
常～給水施設協定（水道局）
常～区設置４０ｔ貯水槽の管理及び利用に関する協定（目黒消防署）
常～警視庁目黒警察署
常～国土交通省
常～自治体相互援助協定書
常～消火栓等からの応急給水等の実施に関する覚書（水道局）
常～他区協定資料
常～中目黒公園門扉鍵覚書
常～長和町との相互支援協定
常～都・都医師会協定書
常～郵便局
リサイクルめぐろ推進協会協定
常～気仙沼協定
常～旧芸術高校
常～都立駒場高等学校
常～都立国際高等学校
常～都立桜修館中等教育学校
常～都立目黒高等学校
常～特別区相互支援協定
常～東京都寄託契約
常～東京都公園事務所協定
都立高校懇談会
常～避難所における応急水栓の設置及び使用に関する覚書（水道局）
常～非常通信の運用に関する協定（目黒消防署）
常～目黒区社会福祉協議会との協定
常～「応急給水拠点に関する施設整備」に係る覚書（水道局）

目黒区地域防災計画

協定書（民間）

協定書（官公署）

防災課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 防災課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～石油商業組合との協定
常～飲料の供給（ダイドードリンコ）
常～リサイクルめぐろ推進協会協定
常～ダイエー碑文谷店
常～丸正食品(目黒五本木店)
常～灯油燃料供給協定
常～葬祭業者
常～丸正食品(目黒大橋店)
常～アマチュア無線局運用協定書
常～東京コカ・コーラ
常～東京学園高等学校
常～消防署との通訳協定
２４年度計画修正に係る検討会
地域防災計画修正
継～木造住宅耐震診断(診断結果調査データ)
継～東京の液状化予測図
継～「表層地盤のゆれやすさ全国マップ（内閣府）」
危機管理対策本部会議資料関係
庁内推進委員会関係
継～液状化危険度図
継～活動層図及び資料
継～急傾斜地危険地域（擁壁・がけ地）
継～区都市計画施設及び街づくり計画位置図
継～計測震度
継～見直し迫られる都市防災
継～城南河川清流復活事業
継～総合治水計画
継～土地利用現況図・用途地域
継～被害想定見直し
継～木賃住宅地区総合整備事業
継～目黒区水防活動計画
緊急通行車両届出（証明）
継～オフロードバイク隊
継～オープンスペース
継～大震災発生時の交通規制図（第一次・第二次）
継～災害対応について
継～自衛隊資料
継～自衛隊部隊変更
継～防衛庁防災業務計画
継～自衛隊経過資料
継～富士電機・東急建設
継～東京電力
継～東京ガス
継～ＮＴＴ
常～関係機関修正案・意見等 １９~
継～東急電鉄
継～各区マニュアル
継～日赤義援金取扱い
継～各区初動マニュアル
継～企画情報部
継～給水班マニュアル（八雲給水所・林試の森）
継～環境清掃部マニュアル
区議会マニュアル
BCP
常～災対各部マニュアル（共通）
継～区議会マニュアル
継～夜間・休日活動内容
継～保健衛生部マニュアル
継～福祉部マニュアル
継～避難所運営部
継～二次避難所（福祉施設の防災対策）
継～都市整備部マニュアル
継～地域振興部マニュアル
継～総務部マニュアル
継～相談体制マニュアル
継～災害時ボランティアの受入体制
継～健康危機管理マニュアル
継～区民生活部マニュアル
継～区保健師業務連絡会
継～都建設局道路啓開マニュアル
常～応急仮設住宅の建設
継～都避難所管理運営の指針
継～都米穀関係災害対策実施要綱
継～応急危険度判定
継～し尿収集連絡体制
継～がれき処理マニュアル
常～福祉保健局パンフレット
継～帰宅困難者対策
継～建築物の震後対策推進調査
継～災害時ボランティアマニュアル
継～災害時ボランティア関連通知
継～水道局配水路線図
継～都下水道局マニュアル
継～都災害弱者・マニュアル・指針

目黒区地域防災計画

防災計画作成資料

協定書（廃止・失効）

緊急輸送

自衛隊

関係機関

マニュアル マニュアル（外部）

マニュアル（区内部）

マニュアル（都）

防災課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 防災課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～検視・検索マニュアル（東京都）
継～広域火葬実施計画
継～災害時保健所活動マニュアル（都）
継～新型インフルエンザ対策
継～都医薬品検討
継～都災害時医療救護従事者登録要綱
継～避難所の衛生管理マニュアル
継～東京都災害時後方医療施設の拡充
継～透析マニュアル
継～トリアージ
継～病院における防災訓練マニュアル

２３区地域防災計画 常～２３区地域防災計画
防災ハザードマップ 常～ハザードマップ（他自治体）

常～地域危険度調査報告（第６回）
常～地域危険度調査報告（第７回）
常～地域危険度調査報告（第８回）
常～都災害対策運営要綱
常～都市防災構造化対策事業計画
常～都防災計画風水害等編
常～東京の防災プラン
常～南関東地域震災応急対策活動要領実施マニュアル
東京都と他機関との協定
常～地震防災緊急事業五箇年計画
常～緊急道路障害物除去計画書
常～近隣県市等への避難について（協定）
常～首都直下地震等による東京の被害想定報告書（平成２４年４月）
東京都地域防災計画修正
常～地域危険度調査報告（第５回）
継～災害時活動拠点計画（都立公園、清掃工場）
常～地域危険度調査報告（第３回）
常～地域危険度調査報告（第４回）
常～目黒区震災復興マニュアル中間まとめ
常～区市町村震災復興標準マニュアル
常～東京都震災復興マニュアル「復興施策編」追録簿
常～復興整備条例
常～都復興本部条例
常～報告書、ＤＶＤ、資料データ
常～復興模擬訓練報告交流集会
常～首都直下地震の地震防災戦略
常～日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策大綱
常～防災基本計画
常～南関東地震応急対策活動要領
常～津波防災地域づくりに関する法律
常～中央防災会議大都市地域の震災対策のあり方
常～首都直下地震対策大綱
常～首都直下地震応急対策活動要領（案）
常～東海地震対応マニュアル
常～警戒宣言発令から地震発生までの対応
常～東海地震対応想定問答集
常～東海地震判定会召集基準
常～東海地震防災基本計画
常～南海トラフの巨大地震
常～気象・地震情報通知
常～災害対策マニュアル（厚生省）
常～住家の被害認定基準運用指針
常～津波対策
常～震度階級改正
常～家具転倒防止啓発誌（国）
常～火山情報取扱規則
常～街頭消火器仕様書
常～町会・自治会等消火器詰替実施要綱
街頭消火器新規設置
常～街頭消火器格納箱弁償について
常～地域消火器管理運営要綱・要領
常～消火器事故報告
常～消火器苦情処理
常～自立型消火器（私有地設置）
常～ステンレス製周知仕様
家庭用消火器購入及び薬剤詰替あっせんについて
常～家庭用消火器資料
常～家庭用消火器要綱
被保護世帯消火器支給・薬剤詰替
訓練・火災使用消火器詰替
消防水利台帳
消防水利協議
消防水利開発補助要綱
消防活動困難地域
消防水利不足地域図
１００トン防火水槽構造図
非常通信及び同運用細則
防災映像情報送信要綱
本部運営機器操作手順
陸上特殊無線技士
ミニＦＭ放送

初期消火 消火器

家庭用消火器

消防水利

情報収集配信機器管理 無線全般

特別区の防災対策

東京都地域防災計画 東京都地域防災計画全
般

復興計画

復興模擬訓練

国の防災対策 防災基本計画

東海地震

災害情報個別対策

マニュアル

衛生局

防災課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 防災課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～電監定期監査
電波利用料資料等
防災無線デジタル化
無線に関する情報
無線従事者選解任
無線全般
公衆無線ＬＡＮ設置
同一周波数割当自治体
無線免許申請
消防無線・行政財産使用許可
防災行政無線使用
無線調査回答
無線変更届
目黒区防災行政無線定期点検
移動無線車伝搬試験結果
職員互助会アマチュア無線クラブ
無線免許申請委任状
無線従事者選任届
東京都防災無線通知
東京都防災行政無線訓練
総合庁舎設備増強
東京都防災無線局変更協議
都防災無線保守点検
定期点検
小型電子計算組織設置申請
再整備
高所カメラ映像配信
目黒区防災行政無線緊急体制連絡表
東京都無線協定
東京都災害情報システム改善
都防災無線マニュアル
都災害報告取扱要領
電波伝搬路図
電監定期監査（１０年）
多重無線協定書・要綱
水位警報装置説明
陸上特殊無線技士養成講習会
防災行政無線固定系子局公園占用許可
固定系無線（その他）
固定系無線平常放送
設備更新実施設計
子局電気代
子局新設
光化学スモッグ放送
戸別受信機移設
音声自動応答サービス
音響調査
パンザマスト補修工事写真
イッツコム テレビ・プッシュ
無線協定書（官公書外）
東大無線塔依頼
地震計ネットワーク整備標準的仕様書
大規模停電時の無線放送基準
戸別受信機配備先一覧
固定無線配備先一覧
固定系放送要領
固定系地震放送（日本語・英語）
固定系子局音達図
計測震度計設置環境調査
パンザマスト補修工事
パンザマスト倒壊事故の調査報告
電話回線
選挙・除雪広報
他区無線放送
山口県目黒職員校舎における行政財産使用許可申請
公園占用許可申請
児童遊園占用許可申請
駒場保育園敷地内設置許可申請
区立学校等における教育財産使用許可申請
区道における道路占用許可申請
区営住宅における行政財産使用承認申請
児童遊園行政財産使用許可申請
東京工業大学敷地内設置許可申請
都道における道路占用許可申請
継～目黒区地域防災無線協議会脱会届
継～地域防災無線協議会規約
継～地域防災無線システム
継～地域防災無線協議会会員名簿
地域防災行政無線機設置
地域防災無線取扱い説明会資料
継～地域防災無線の常置等に関する協定書
継～防災行政無線システム仕様
継～都立高校無線設置
継～都立学校における地域防災無線設置要綱

情報収集配信機器管理 無線全般

東京都防災無線

固定系無線

固定系無線設置許可

地域防災無線

防災課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 防災課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～地域防災無線備品一覧
継～地域防災無線配備先一覧
継～地域防災無線周波数割当計画の一部変更
継～地域防災無線局運用証明書
継～目黒区地域防災無線協議会通知
継～免許申請
継～無線取扱責任者
継～移動系無線配備先一覧
継～移動系無線障害調査報告書
常～移動系防災行政無線システム等改修工事（中央体育館）
継～高所カメラ設置
災害対策本部室大型プロジェクター関係
災害情報システム保守（当年分）
災害情報システム関連(H２４運用開始)
継～防災無線システム指摘・要望事項
高所カメラ関係
地震速報全般
第１次緊急地震速報
地震速報他区調査
第３次緊急地震速報
第２次緊急地震速報
常～人事課通知
常～情報課通知
無線機設置周知
無線工事
定期通信訓練予定表
落成検査
機器操作説明
免許申請
常～Ｊ－ＡＬＥＲＴ
Ｊ－ＡＬＥＲＴ交付金関係
Ｊ－ＡＬＥＲＴ周知
Ｊ－ＡＬＥＲＴ全般
Ｊ－ＡＬＥＲＴ調査回答

映像系システム 映像系システム保守点検
テレビ自動お知らせサービス「イッツコム テレビ・プッシュ」
「緊急速報メール」新規申込調整
緊急速報メール
Global IP Addressの設定
継～防災訓練組合交渉
継～防火防災補償共済事故報告（１２年度）
訓練計画
防災課備品貸出
継～訓練事故（１５年度）
常～訓練事故（平成２８年度）
常～防災訓練事故報告
調査・依頼
防火防災訓練災害補償等掛金
継～防火防災補償共済事故報告（１４年度）
継～防災訓練に伴う災害補償事務取扱要綱
継～防災訓練事故報告
継～訓練事故（１６年度）
継～訓練事故（１７年度）
継～訓練事故（１９年度）
継～事故見舞
継～地震防災訓練活性のための調査報告書
継～補償全般
継～防火防災訓練災害補償等共済制度
継～防災訓練要望・苦情
東京都総合防災訓練
継～東京都図上訓練
し尿受入れ人孔開放訓練
東京都水道局訓練
東京都その他訓練
東京都情報連絡訓練
水防訓練起案
水防訓練資料
総合防災訓練起案
総合防災訓練参加職員名簿
総合防災訓練資料
総合防災訓練打合わせ会
ポンプ操法資料
ポンプ操法訓練予定調査表
ポンプ操法起案
ポンプ操法出場隊説明会
継～ポンプ操法基本要領
継～ポンプ操法会場案内図
ポンプ操法出場届
継～ポンプ操法しおり
継～ポンプ操法大会審査基準
継～ポンプ操法大会審査結果
ポンプ操法大会審査結果
継～得点集計表
災害対策本部運営訓練

緊急速報メール

訓練 訓練全般

東京都訓練

水防訓練

総合防災訓練

ポンプ操法

ポンプ操法大会実施

災害対策本部運営訓練

情報収集配信機器管理

地域防災無線

移動系無線

災害情報システム

緊急地震速報システム

東京都被災者生活再建
支援システム
デジタル移動系無線

Ｊ－ＡＬＥＲＴ

防災課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 防災課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
災対各部訓練
「災害時伝言ダイヤル１７１」の利用について
夜間避難所訓練起案
学校防災訓練実施
夜間避難所訓練資料
学校避難訓練
避難所運営訓練
学校防災訓練通知
地域訓練支援
スタンドパイプ消火訓練（防災区民組織）
地域防災訓練実施予定表
災害時協力団体連携訓練
災害時要援護者対応訓練
継～都立高校訓練
救命講習受講優良証
各区の訓練
学校警備員夏季研修
都立高校訓練
継～都市復興マニュアル模擬訓練
継～渋谷区宿泊訓練
継～９／１各部訓練
東京医療センター災害訓練
緊急参集訓練
救命講習
各部訓練
職員普通救命講習会
ほたらく消防の写生会
こどもを救おう応急救護講習会
防災講演会・講座
普通救命講習
一時保育実施
常～普通救命講習 受講優良証

起震車 起震車借上げ
防災用品あっせん
水害ハザードマップ
防災ﾏｯﾌﾟ地図複製申請（国土地理院）
防災行動マニュアル
目黒区防災アプリ
災害時の備えデータ放送
防災マップ
災害時伝言ダイヤル１７１

住宅用火災警報器設置
事業

住宅用火災警報器設置事業

防災士フォローアップ研修
地域防災リーダー育成
防災士資格取得支援
地域防災講演会
「防災とボランティア週間」防災講演会

はたらく消防の写生会 はたらく消防の写生会区長表彰
広域避難場所個票資料冊子
常～東工大鍵引渡
常～林試の森公園
常～広域避難場所改定（１９年度）
常～都立公園震災時等利用計画（全体会）
常～避難場所等の見直し（２４年度）
常～避難場所等の見直し（第８回）
常～避難場所連絡協議会（１８年度）
常～避難場所連絡協議会（１９年度）
常～避難場所連絡協議会（２０年度）
東工大施設資料
継～「駒場東大・駒場野公園一帯」訂正
継～マンション建設に伴う対応（駒沢）
継～⑭避難場所及び避難道路改定
継～駒場公園カギ・碑文谷公園カギ
継～広域避難場所（平成１０年５月１日）
継～広域避難場所カギ一覧
継～広域避難場所調査
継～三宿自衛隊
継～中目黒公園一帯（金材研跡地）
継～都立公園震災時等利用計画（駒沢）
継～都立公園震災時等利用計画（林試）
継～東京大学先端科学研究所
継～避難場所及び避難道路の改正素案（回答）
継～防衛庁技術研究所
継～目黒本町４・５丁目変更周知
１９避難場所連絡協議会検討部会
常～避難場所等の見直し（第９回）
標識工事
地域避難所標識
広域避難場所住区掲示板清掃委託
広域避難場所立柱清掃委託
第一次避難場所案内板清掃委託
避難道路標識清掃委託
継～ＰＦＩ標識関連資料

防災意識の普及

地域・消防署訓練

その他の訓練

防災教室

防災ＰＲ

地域防災力の向上

避難・救護 広域避難場所

標識・案内板

訓練

災害対策本部運営訓練

避難所運営訓練

防災課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 防災課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～広域避難場所・避難道路標識区移管時文書
継～広域避難場所住区掲示板仕様
継～広域避難場所標識英文表示
継～広域避難場所標識等許可申請原稿
継～広域避難場所表示板設置
継～広域避難場所立柱の表示変更
継～広域避難場所立柱仕様
継～避難道路標識仕様
避難場所案内板移設
継～備蓄医薬品
継～備蓄倉庫図面
継～備蓄品の提供について
継～備蓄品一覧
継～備蓄品仕様書
継～毛布リパック資料
備蓄用燃料缶詰処分
東京都寄託物資について
備蓄物資全般
継～アルファ米検査
継～ガソリン等貯蔵基準
継～トイレ購入に係わる事前調査
継～乾パン・アルファ米品質保証書
継～職員用食糧
常～食糧の品質保証
備蓄物資全般
備蓄物資調査回答
ろ水機全般
地域避難所防災倉庫内資機材入替え
継～発電器点検
継～東京都備蓄品寄託
継～東京都の災害対策用医薬品
継～災害用自転車
継～災害医療７点セット他
継～移動式炊飯器保守
継～トイレ対策
資機材貸出１９年度分
ろ水機点検
ユビキタスタウン事業
ＡＥＤの設置（住区センター分）
ＡＥＤの設置（目黒区商店街連合会）
ＡＥＤ機器入替え
ＡＥＤ消耗品（パッド）
ＡＥＤ保守点検
ユビキタス事業業者選定
ユビキタス事業交付金
ＡＥＤ使用報告
第一次避難場所防災倉庫内備蓄品の入替え

避難道路 継～道路啓開
継～補完避難所
常～指定緊急避難場所・指定避難所
避難所管理運営の指針（区市町村向け）
町会・自治会一時集合場所
継～二次避難所
常～学校耐震計画
常～汚水枡配置図
常～第一次避難場所シャッター
常～第一次避難場所検討委員会
常～第一次避難場所標識工事写真
常～都立大附属高校改修工事
常～二中跡地の鍵引渡し（町会・住区）
常～トイレの整備
常～ＮＴＴ災害時特設公衆電話
常～１１中鍵（住民）
常～他区の標示板設置
常～機械警備
常～区立学校の空き教室の活用
常～小中学校避難所面積・収容人数一覧
常～施設整備
常～第一勧銀グランド使用承認
常～区立小学校仮設トイレ用汚水桝配置資料
常～災害時用トイレ購入・保管計画
災害時用特設電話
常～碑小防災資機材倉庫（新設）
継～防災倉庫設置工事写真（１０年度）
継～防災倉庫設置工事（目黒・国際高）
継～防災倉庫カギ保管（住民）
継～第一次避難場所防災倉庫設置一覧
継～第一次避難場所防災倉庫仕様
継～第一次避難場所防災倉庫鍵保管（学校）
継～第一次避難場所格納庫収納品
地域避難所・倉庫点検
旧第四中学校の指定解除について
常～地域避難所の指定
継～防災倉庫設置工事写真（９年度）

避難・救護

標識・案内板

備蓄物資

資機材

避難所・集合場所

第一次避難場所全般

地域避難所

防災課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 防災課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～防災倉庫設置工事写真（７年度）
継～防災倉庫設置工事写真（６年度）
継～防災倉庫設置工事写真（５年度）
資機材の納品
継～防災倉庫設置工事写真（３年度）
震災時協力井戸の情報開示
継～大震災時応急給水槽使用（世田谷公園）
継～震災用応急給水槽協定書（林試の森公園）
継～小中学校受水槽一覧
継～受水槽採水口取付
継～林試の森公園応急給水槽取扱要綱
継～応急給水槽
継～応急給水施設完成図
継～ウオーターパックの設置
水道局消火栓等からの応急給水
継～都立大学付属高校給水所
継～区内公衆浴場一覧
継～碑小・菅刈小・中目黒小
継～八雲小・油面小・下目黒小
継～中根小・東山・第一中・第二中・第三中・第四中
継～向原小・烏森小・田道小
継～五本木小・鷹番小・大岡山小
継～五中・六中・七中・八中・九中・十中
継～月光原小・原町小・駒場小
継～宮前小
継～学校井戸修繕
継～井戸設置資料
水質検査
継～不動小・上目黒小・東根小
継～めぐろ区民キャンパス広場井戸事故
継～めぐろ区民キャンパス広場井戸
継～すずめのお宿公園井戸
継～公園井戸管理表
継～井戸消火栓仕様書
継～井戸報告書
継～井戸利用消火栓一覧
震災時協力井戸水質検査
協力井戸の修繕
協力井戸の指定解除
協力井戸の指定
継～協力井戸名簿
継～湧水一覧図
継～水質検査不適項目と対策
継～区内井戸所在場所等調査
継～協力井戸要綱

廃止（指定井戸） 継～廃止（指定井戸）
常～引渡書（五本木二丁目防災備蓄倉庫）
常～引渡書（貯水槽等）
継～備蓄倉庫カギ引渡・譲渡書
継～行政財産引渡書（防災器具置場）
継～広報車両（カギ）預り証
常～行政財産引渡書（防災拠点）
継～目黒本町２丁目複合施設鍵譲り受
常～東横線高架下防災倉庫
常～八雲住区センター防災器具置場
常～防災関係施設図面
常～防災器具置場使用許可
常～防災器具置場賃貸借契約（東山一丁目）
常～防災器具置場要領
常～油面住区センター防災器具置場
中目黒駅前器具置場光熱水費
防災資機材置場賃貸料支払（東山一丁目／新上六町会格納庫）
常～めぐろ区民キャンパス防災器具置場
常～宮前分室防災器具置場
常～駒場一丁目防災器具置場
常～原町住区防災器具置場
常～五本木住区センター防災器具置場
常～上目黒一丁目防災器具置場
常～上目黒住区センター防災器具置場
常～青葉台三丁目防災器具置場
常～鷹番住区センター防災器具置場
継～青葉台二丁目公園
継～上目黒四丁目防災ひろば
継～国家公務員大橋住宅
継～向原町児童遊園
継～烏森住区センター
継～目黒本町５丁目老人福祉住宅（備蓄倉庫）
中目黒資機材置き場
菅刈公園
継～大岡山一丁目公園
継～田道ふれあい館（田道備蓄倉庫）
継～田道保育園（下目黒備蓄倉庫）
継～１３年度施設計画
常～都立大落成式以後

給水
飲料水

学校井戸

公園井戸

協力井戸

防災施設 引渡書

防災器具置場

土地施設利用

備蓄倉庫（整備済）

避難・救護

地域避難所

防災課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 防災課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～都立大学跡地要望事項
常～中目黒公園備蓄倉庫打ち合わせ記録
常～中目黒公園備蓄倉庫図面資料
常～第一勧銀・グランド備蓄倉庫整備
常～総合庁舎Ｂ２倉庫　陰圧テント収納
常～青葉台一丁目アパート（日向児童遊園）貯水槽、区民組織倉庫、防災無線
常～西部地区備蓄倉庫
常～碑文谷公園議会対応
区民キャンパス倉庫
三田フレンズ備蓄倉庫
五本木二丁目防災備蓄倉庫住居表示届出書
北部地区東山公園備蓄倉庫
東部地区目黒不動防災ひろば備蓄倉庫
常～北部地区大坂橋下備蓄倉庫
常～備蓄倉庫使用依頼
常～備蓄倉庫カギ全般
常～碑文谷公園公聴会
常～碑文谷公園地元対応
常～碑文谷公園防災課要望
常～備蓄倉庫計画
常～八雲五丁目土地
常～第一分団跡地（備蓄倉庫）
常～上目黒一丁目備蓄倉庫
常～未利用国有地（油面小学校隣地）
常～防災公園
常～防衛庁技術研究本部内倉庫
常～備蓄倉庫図面
常～五本木二丁目防災備蓄倉庫
継～貯水槽関係協定
５トン貯水槽設置要領
継～器具置場要領
継～開発行為審査基準
開発調整会議

設置済貯水槽 常～防災貯水槽管理
５トン貯水槽点検 ５トン貯水槽点検

継～桜レジデンス（防災倉庫）
継～五本木１丁目マンション（防災倉庫）
常～上八自治会格納庫覚書
常～上三烏森商工中金
常～五本木北町会・プレステージ祐天寺
常～五本木上町会格納庫
常～原町二丁目老人いこいの家
常～月光町会
常～原町一丁目町会
防災資機材格納庫等の返還
格納庫支給
防災資機材格納庫設置協力依頼
常～目黒本町東町会
常～目黒三田町会格納庫確認書
常～東大先端研防災資機材格納庫
常～東京都職員中目黒住宅
常～洗足北町会
常～青葉台日向町会格納庫
常～駒場町会
常～格納庫設置使用許可
常～柿の木坂西町会
常～下二南町会
常～下中町会防災区民組織
常～下５まちかど公園
宿山町会防災資器材格納庫
防災区民組織助成金の交付（申請及び決定）
補助金交付（周年記念装備品）
装備品支給（周年記念装備品）
実績報告書
コミュニティ助成
助成金過払い分返還金
リヤカー支給等
常～防災資機材支給要綱
常～防災区民組織に対する助成金交付要綱
常～道路使用防災訓練等に係る費用助成要綱
常～装備品カタログ
常～資機材格納庫管理
常～救助資機材支給
常～リヤカー・救護車
防災区民組織助成金の支出
防災区民組織助成金通知（区民組織あて）
道路使用防災訓練等に係る費用助成金の支出
区政功労表彰
東京防災隣組事業
避難所運営協議会運営費に係る費用助成要綱
防災区民組織への消防団指導報償費
防災区民組織リーダー研修会（東京都主催）
防災出前講座（東京都主催）
防災区民組織説明会

防災区民組織

備蓄倉庫（未整備）

開発行為 開発行為受付

設置済（防災倉庫ほ
か）
格納庫

補助金装備品

防災区民組織育成

防災施設

備蓄倉庫（整備済）

防災課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 防災課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～区政功労表彰者名簿
常～区民組織の活動休止
常～東山三丁目自治会
常～東山自治会
常～八雲一丁目自治会
常～防災区民組織育成資料
常～防災士制度
防災区民組織結成届等
常～ポンプパンフレット
常～小型ポンプ支給要綱
常～小型ポンプ配備一覧
ポンプ支給
小型消防ポンプの訓練場所
ポンプ点検実施
ポンプ点検結果

大型消火器 常～大型消火器配備場所
住環境整備条例 防災器具置場

消防団員等補償掛金支出
団員名簿
目黒消防団分団区分図
目黒区消防団等補助金交付要綱
第９分団本部施設用地
常～第１１分団本部(八雲住区センター)
常～消防行政報告書
消防団活動要領
消防団員等の公務災害補償の実務
消防団長の任命
消防団補助金交付
消防団補職・解職
目黒消防少年団
目黒消防団マスターズ
消防団格納庫現況表
めぐろ区民キャンパス１２分団公共料金歳入
消防団運営委員会の通知等
消防団運営委員の委嘱及び解職
諮問・答申
委嘱状・解嘱状
委員名簿
常～消防団運営委員会の公開等の取扱いについて
消防団懇談会
消防団関連あいさつ文
消防団員表彰
消防団表彰規程
消防団始式
消防団点検
消防団操法大会
特別区の消防団等の公務災害補償に関する条例
特別区の消防団の設置等に関する条例
防火団体会則
特殊地下壕調査
継～防空壕関係法規
特殊地下壕補助申請
継～防空壕（概括）
継～防火水槽（目黒本町六丁目）
継～三田二丁目７番先
洗足２丁目手榴弾等の放置
継～防空壕
継～防空壕埋戻し起案
継～目黒一丁目埋戻し工事資料
継～目黒一丁目埋戻し保全関係図書起案
継～目黒一丁目防空壕調査委託報告書
継～平成３．５．４不発弾処理起案
継～平成３．５．４不発弾処理経理
継～平成３．５．４不発弾処理広報・チラシ
継～平成３．５．４不発弾処理関係法規
継～平成３．５．４不発弾処理関係機関資料
継～平成３．５．４不発弾処理委員会報告
継～不発弾探査業者
継～不発弾交付金交付要綱
継～不発弾元．１１．４
継～碑文谷六丁目の砲弾処理
継～鷹番二丁目不発弾相談
継～鷹番一丁目不発弾処理平成１１年４月
継～三田二丁目不発弾
継～平成３．５．４不発弾処理職員動員
継～１４.６.２５上目黒２丁目７５ミリ砲弾
継～４．１．７碑文谷公園不発弾
り災証明
浸水被害調査資料
通知（国等）
水防活動計画
常～水害ハザードマップ平成３１年版
常～水害ハザードマップ平成１７年版
常～減災協議会

防災区民組織

水害
水害全般

消防団 消防団運営

消防団運営委員会

消防団事業

消防団都条例

工作物災害 工作物全般

防空壕

不発弾

防災区民組織育成

小型消防ポンプ

防災課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 防災課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
特別警報の発表基準
継～水防監視システム
継～水防連絡会資料
継～地下空間浸水対策会議
水害時における避難勧告等の発令マニュアル
常～大雨時における気象庁と都区市町村との連絡体制及び台風説明会の運
用について
継～土砂災害ハザードマップ作成
水害統計調査・要領
常～水防法の一部改正資料
常～要配慮者利用施設

り災証明 り災証明
継～平成５年台風１１号（５．８．２６）
継～平成５年台風１３号（５．９．３）
継～平成７年台風１２号（７．９．１７）
継～平成１０年１月８日からの大雪
継～平成１０年１月１５日の大雪
継～平成９年台風７号（９．６．２０）
継～平成８年台風１７号（８．９．２２）
継～平成９年８月２３日の大雨被害一覧
継～平成９年８月２３日の大雨
継～平成９年９月３日の大雨
継～西部地区
継～災害連絡用紙
継～１２年７月４日の大雨
継～中央地区
継～北部地区
継～平成１６年台風２３号
継～平成１６年台風２２号
継～平成１６年台風１８号
継～平成１６年２月２３日の強風
継～平成１６年１２月５日の強風
継～平成１５年台風１０号
継～東部地区
継～南部地区
継～被害内容一覧Ｎｏ．１
継～被害内容一覧Ｎｏ．２
継～平成１１年７月２１日の大雨
継～平成１２年７月３日の大雨
継～平成１２年台風３号
継～平成１１年８月２９日の大雨
継～平成１１年８月２９日の大雨食料費支出
継～平成１３年６月１１日の大雨
継～平成１３年台風１１号
継～平成１３年台風１５号
継～平成１４年台風１３号８/１３
継～平成１４年台風２１号１０/１
継～平成１４年台風６号７/９
継～平成１４年台風７号７/１６
常～平成２８年８月２２日台風９号
常～平成２７年９月１０日の大雨
常～平成２６年６月２９日の大雨
常～平成２５年７月２３日の大雨
常～水害対応
常～平成２９年８月１９日大雨
常～平成２９年１０月２２日台風２１号
常～平成３０年８月２７日大雨
継～東山一丁目火災１４年８月２１日
継～Ｈ１０．２．４火災（駒場一丁目）
継～鳥インフルエンザ
継～昭和６０年１０月４日震度５地震
継～電話ケーブル切断事故(６１.６.２１)
常～放射性同位元素取扱事業所
小災害等
継～タンクローリー事故(６０.５.６)
継～八雲小体育館工事火災
継～平成１４年１２月１４日中目黒火災
継～米国同時多発テロ
継～テロ災害対策
継～旧軍毒ガス
継～小災害調査・報告
一般小災害
災害派遣等従事車両関係
事故
継～営団地下鉄事故調査検討会最終報告書
継～営団地下鉄中目黒駅脱線事故概要
継～営団地下鉄中目黒駅脱線事故記事
継～三宅島避難者の受入れ態勢
継～三宅島避難に伴う三宅村通知
継～三宅島避難に関する関係機関の対応
継～三宅島災害ボランティア活動
継～三宅島避難者への支援
継～東京都災害対策本部情報伝達事項（１４年度）
継～東京都災害対策本部情報伝達事項(１３年度）

水害
水害全般

水害（平成元～５年
度）
水害（平成６～１０年
度）

水害（平成１１～平成
１５年度）

水害（平成２１年度～
平成３０年度）

災害 一般災害

中目黒駅脱線事故

三宅島火山活動

防災課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 防災課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～東京都災害対策本部情報伝達事項（１５年度）
継～日本海重油流出事故（９．１．）
継～日本海中部地震
継～平成１２年神津島近海地震
継～平成１２年鳥取県西部地震
継～北海道南西沖地震（５．７．１２）
継～スマトラ沖地震
継～雲仙普賢岳
継～関東大地震調査報告
継～釧路沖地震（５．１．１５）
継～三陸はるか沖地震（６．１２．２８）
継～大島町住民避難受入計画
継～長野県西部地震
継～東海豪雨（平成１２年９月１２日）
継～区の当面対応（７年１月～３月）
継～区防災体制見直し資料
継～防災基金資料
継～兵庫県南部地震（７．１．１７）
継～特別区の見直し体制
継～東京都対応
継～人口動態統計からみた死亡状況
継～神戸・西宮・芦屋対応
継～阪神・淡路被害調査報告書（７．１．３０～２．２）
継～阪神・淡路新聞切抜資料
継～阪神・淡路区への申入れ・要望
継～阪神・淡路区議会対応（７年３月）
継～阪神・淡路支援（区・都）
継～目黒区の支援（職員派遣）
継～被害調査報告
継～都・他区の支援
継～新聞切抜資料
継～企業の対応
継～目黒区の支援（物資）

東北地方太平洋沖地震 常～災害派遣等従事車両証明の発行
平成３０年７月豪雨 防災課職員派遣
熊本地震 物資輸送

継～災害対策本部体制運営資料
災害対策本部整備
応急対策本部
継～災害時の区の態勢概要
継～応急対策本部会議
継～清掃職員取扱い
継～放送機関に対する広報依頼
災害時用優先携帯電話利用料
災害時優先携帯電話
継～災害時優先携帯電話
継～機械警備導入施設一覧表
継～ＮＴＴ気象警報伝達
継～優先電話（１４年度以前）
継～災害時優先電話（１４年度以降）
継～職員電話連絡網
継～電話連絡システム（ＮＴＴおつたえ君）
継～日常火災時の消防からの通報基準
常～災害時優先電話（２８回線復旧優先順位）
継～臨時宿泊施設
継～水害に伴う融資・貸付制度
継～除雪体制
継～災害報告様式集
継～区立施設の被害報告について
継～目黒川水位警報放送内容
継～土石流対策
継～水害マニュアル・要綱
継～目黒清掃工場テレビ共同受信設備協定書
継～下水道局夜間休日緊急連絡図
継～土木部水防・除雪活動計画
継～大規模震災に係る課題などの調査回答（学校教育部）
継～大規模震災に係る課題などの調査回答（土木部）
継～大規模震災に係る課題などの調査回答（都市計画）
継～大規模震災に係る課題などの調査回答（総務部）
継～大規模震災に係る課題などの調査回答（収入役室）
継～大規模震災に係る課題などの調査回答（社会教育部）
継～大規模震災に係る課題などの調査回答（児童部）
継～大規模震災に係る課題などの調査回答（厚生部）
継～大規模震災に係る課題などの調査回答（区民部）
継～大規模震災に係る課題などの調査回答（企画部）
継～大規模震災に係る課題などの調査回答（監査事務局）
継～大規模震災に係る課題などの調査回答（環境建築部）
継～大規模震災に係る課題などの調査回答（保健衛生部）
継～大規模震災に係る課題などの調査依頼
夜間・休日名簿（配備先施設順）
夜間・休日態勢調査（非常配備）
夜間・休日参集指定職員名簿
非常配備態勢名簿
継～非常配備システム処理マニュアル

災害体制 災害対策本部体制

電話連絡体制

小災害体制

大規模震災各部課題

非常配備

災害

三宅島火山活動

目黒区外災害

阪神・淡路大震災

新潟県中越地震

防災課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 防災課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
非常配備態勢（夜間・休日）
学校代表
非常配備態勢基準
参集指定職員通知
非常配備態勢調査
常～区職員防災士養成講座
防災士資格取得講座
東海地震電話連絡名簿
災害対策本部連絡員
活動班名簿
お伝え君入力名簿
応急対策活動班
継～災対本部員名簿
常～共同利用型被災者生活再建支援システム
り災証明発行基準
継～平成１７年度り災台帳
継～落雷証明
継～平成１２年度り災台帳
継～平成１１年度以前り災台帳
継～平成１３年度り災台帳
継～平成１４年度り災台帳
継～平成１５年度り災台帳
継～平成１６年度り災台帳
平成２１年度り災台帳
平成２２年度り災台帳
り災証明発行
継～り災者用チラシ
継～り災証明マニュアル
継～被災認定基準
継～り災証明用紙
各種緊急時連絡網
電話使用料の徴収
賃料等請求書
宿舎使用料の徴収
危機管理要員宿舎賃料の支出
常～危機管理会議資料
災害対策本部員等緊急連絡
継～目黒区危機管理会議等設置要綱
継～危機管理要員宿舎要綱
継～国民保護のための法制について
継～危機管理要員宿舎の設置
継～危機管理要員の指定
継～危機管理対象案件
継～危機管理会議開催
年末年始連絡先
危機管理に関する通知
幹部職員連絡網
継～防災被服の点検
継～貸与規程
継～仕様書・サイズ表
防災靴の更新
防災被服貸与
継～都への災害報告
継～ファクシミリ災害報告（平成２年度以前）
継～都への災害報告（入力様式）
教育財産使用許可申請（各小・中学校防災倉庫以外）について
教育財産使用許可申請（各小・中学校防災倉庫）について
継～防災倉庫・教育財産使用許可
教育財産使用承認申請について（各小・中学校防災倉庫）
常～　道路占有許可申請（環状六号線１９本更新手続）
都道消火器設置・道路使用許可申請について（都道補助２６号線）
都道消火器設置・道路占用許可申請
消火器公園設置許可申請書
継～１９年度区道道路占用使用許可申請書
継～１４年度都道道路占用使用許可書
継～１５年度区道道路占用使用許可書（碑文谷地区）
継～１５年度区道道路占用使用許可書（目黒地区）
継～１６年度区道道路占用使用許可申請書
継～１７年度区道道路占用使用許可申請書
継～１８年度区道道路占用使用許可申請書
継～区道・消火器設置道路使用許可（碑文谷）
継～区道・消火器設置道路使用許可（目黒）
継～区道・消火器設置道路使用許可申請
継～警察提出道路使用許可申請等用紙
継～消火器・１０年度新規設置道路使用許可申請
継～消火器・１１年度新規設置道路使用許可申請
継～消火器・１２年度新規設置道路使用許可申請
継～消火器・１３年度新規設置道路使用許可申請
継～消火器・１４年度新規設置道路使用許可申請
継～消火器・１５年度新規設置道路使用許可申請
継～消火器・公園施設設置許可（土木部）
継～消火器・行政財産許可（福祉部・地域振興）
継～消火器・行政財産使用許可（土木部・児童遊園）
継～消火器公園施設設置分許可書

区職員防災士資格取得

災害体制

被服

非常配備

職員配備

り災証明

危機管理体制

災害報告

許可書 防災倉庫

消火器

防災課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 防災課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～都道消火器設置・道路使用許可（碑文谷）
継～都道消火器設置・道路使用許可（目黒）
継～都道消火器設置・道路使用許可申請
継～都道消火器設置道路使用許可申請書（１５年度）
継～消火器・教育財産使用許可（小中学校）
継～消火器・教育財産使用許可（小中学校以外）
都有財産（中目黒住宅）敷地貸付契約（消火器・格納庫・５トン貯水槽）
消火器行政財産使用承認申請
区道・消火器設置道路使用許可（更新）
区道・消火器設置道路使用許可（碑文谷地区更新）
区道・消火器設置道路使用許可（目黒地区更新）
区道消火器設置使用許可申請
消火器・教育財産使用許可（小・中学校街頭消火器）
消火器・公共物使用許可申請（更新）
教育・行政財産（学校等、ＮＴＴ特設公衆電話柱）
教育財産（学校・防災区民組織倉庫）
行政財産（防災器具置場）
行政財産（児童遊園：災害時用トイレ）
行政財産（児童遊園・区民組織倉庫）
行政財産（公園：災害時用トイレ）
行政財産２（その他財産・区民組織倉庫）
常～使用貸借物件一覧
都有財産（その他：都立高校・都道除く）
都有財産（都道）
都有財産（都立高校以外）
都有財産（都立高校防災倉庫）
常～許可書一覧表（総括表）
常～教育財産（学校・手押し井戸）
常～教育財産（学校施設以外）
常～区内公園データ
常～行政財産（その他財産・区民組織倉庫）
常～行政財産（公園・井戸利用）
常～行政財産（公園・区民組織倉庫）
教育財産使用承認の申請（学校以外）
公園占用許可申請（防災貯水槽・標示板）
行政財産（固定系防災行政無線）
行政財産（公園・備蓄倉庫）
行政財産の使用承認（災害時井戸）
行政財産使用承認申請（防災貯水槽・標示板）
教育財産（学校等・災害時用トイレ）
行政財産（区道占用）
行政財産（公園・備蓄倉庫）
行政財産（保育園・格納庫）
行政財産（目黒消防署碑文谷出張所・碑文谷町会倉庫）
行政財産（目黒不動防災ひろば・その他）
行政財産使用許可（消防団）
国有財産（東大駒場）
東京都職員中目黒住宅財産使用許可申請（街頭消火器・貯水槽・防災資機材
置場）
公園施設設置許可申請
行政財産-公園-（第一次避難場所・広域避難場所立柱）
行政財産（公園・区民組織倉庫）
常～防災拠点使用許可（区民組織）
常～防災拠点使用許可（消防団）
継～広域避難場所案内板（区民センター）
継～旧案内板・駒沢オリンピック公園廃止届
継～広域避難場所案内板（区民部）
国有財産使用許可申請書
指定避難道路標識設置道路占用許可申請（都道）
常～都道指定避難道路標識設置許可書
継～指定避難道路標識資料
継～都道指定避難道路標識設置許可書（目黒）
常～広域避難場所立柱標識譲渡
継～広域避難場所立柱（駒沢オリンピック公園）
国有財産使用申請
継～広域避難場所立柱（区道）
継～広域避難場所立柱（１１中）
継～広域避難場所標識（林試の森）
継～広域避難場所標識（恵比寿ガーデンプレイス）
避難道路標識建替・補修
常～広域避難場所立柱（都道）
継～広域避難場所立柱（駒沢住宅ＲＳ棟）
継～広域避難場所立柱（東京大学先端研）
継～広域避難場所立柱仕様
継～避難道路標識仕様
広域避難場所立柱-区道-
常～避難場所案内板設置道路占用許可申請（都道）
継～駅前設置・広域避難場所案内板
継～目黒区避難場所案内板設置許可書（中目黒駅前）
広域避難場所案内板（祐天寺・自由が丘駅前設置）-区道-
地域避難所案内板（大橋２-１８）-区道-
継～第一次避難場所案内板（都立大跡地）
行政財産引渡書
防災貯水槽撤去同意申請について

第一次避難場所案内板

貯水槽

防災拠点許可決定

広域避難場所案内板

避難道路標識

広域避難場所立柱

広域避難場所駅前案内
板

許可書

消火器

行政財産等許可申請

防災課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 防災課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～旧中町老人いこいの用途廃止経過
継～都立大附属高校地下貯水池：消防利用について
土地賃貸借契約の終了
貯水槽用途廃止協議
継～八雲住区第５・６会議室（旧中根西高齢者ふれあいの家）
ウォーターパッカー格納庫許可申請
継～ウォーターパッカー格納庫設置許可申請（林試の森）

ＮＴＴ災害時特設公衆
電話柱

教育財産使用許可（ＮＴＴ災害時特設公衆電話柱）

教育財産（旧第四中学校）
行政財産（中目黒公園・東部地区中目黒公園備蓄倉庫）
東部地区三田二丁目備蓄倉庫
行政財産（菅刈住区センター・北部地区備蓄倉庫）
行政財産（東山公園拡張部・北部地区東山公園備蓄倉庫）
地域避難所標識（区立小中学校・めぐろ学校サポートセンター）
東京都教育財産使用承認
地域避難所標識

学校井戸・給水栓 教育財産使用承認
継～基本構想
継～基本構想策定調査報告書
継～基本構想当初案
継～近隣住民との協議締結
継～啓発空間検討資料
継～住民説明会（４．２．１３）
継～用地買収・管理
継～住民対応
継～住民対応図面（５．１．２０）
継～住民対応日影図
継～防災センター建設経緯
継～用地測量図
継～住民説明会（５．４．１６）
継～建物基本設計
継～啓発基本設計
継～基本設計（案）地元説明会
継～目黒区防災態勢検討調査報告
継～審査会資料（第１回）
継～審査会資料（第３回）
継～審査会資料（第６回）
継～審査会設置，開催
継～地元説明会・対応
継～建物実施設計
継～啓発実施設計
継～関係官庁打合せ
継～実施設計要望書
継～環境整備防災対策調査特別委員会（９．６．２４）
継～庁議
継～政策調整会議
継～議会・委員会議事録
継～企画総務委員会（啓発７．１１．１５）
継～企画総務委員会（６．５．１８）
継～企画総務委員会（５．２．１６）
継～環境整備防災対策調査特別委員会（１０．１．２８）
継～防災・庁舎建設調査特別委員会（７．７．２８）
継～企画総務委員会（４．６．３０）
継～電気供給設備工事契約書及び負担金支払依頼
継～住居表示届出
継～車止めバリカー設置工事
継～工事説明会
継～近隣井戸調査
継～起工式
継～１００ｔ防火水槽（消防庁）
継～防災無線設備工事依頼書
継～防災無線機種選定会
継～デジタルカメラ仕様
継～風向・風速計工事
継～収集系システム仕様書
継～都システムとの接続
継～表示系・作戦台・操作卓
継～表示盤
継～クラサバ系システム仕様書
継～ＣＲＭＴ装置
継～映像系システム仕様書
継～街頭消火器維持管理システム
継～要請・措置情報システム
継～備蓄物資維持管理システム
継～被害情報管理システム（２版～）
継～被害情報管理システム（０～１版）
継～地域情報管理システム
継～選定結果（防災行政無線）
継～職員態勢管理システム
継～啓発工事契約資料
継～啓発工事起工５（９／１０～１０／１０）
継～啓発工事起工４（７／１０～８／１０）
継～啓発工事起工３（５／１０～６／１０）

啓発工事

貯水槽

ウォーターパッカー格
納庫

備蓄倉庫

地域避難所標識

建築工事

無線工事

情報システム工事

情報システムプロト仕
様

防災センター建設 基本構想

基本設計

実施設計

議会・委員会・庁議

許可書

防災課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～啓発工事起工２（３／１０～４／１０）
継～啓発工事起工１（１／１０～２／１０）
継～啓発工事監理起工
継～啓発関係機関への協力依頼
継～消火体験撮影場使用申請
継～啓発システム整備工事材料検査
継～防災基地建設モデル事業調査
継～防災基地建設モデル事業補助金（６年度）
継～防災基地建設モデル事業補助金（７年度）
継～防災基地建設モデル事業補助金実績報告（６年度）
継～防災基地建設モデル事業補助金実績報告（７年度）
常～地域防災拠点に関する調査等
継～地域防災拠点施設整備モデル要綱
継～地域防災拠点施設整備補助金（８年度）
継～地域防災拠点施設整備補助金（９年度）
継～地域防災拠点施設整備補助金実績報告（８年度）
継～地域防災拠点施設整備補助金実績報告（９年度）
継～地震計システム補助金申請
継～防災基地建設モデル事業
継～施設維持管理基準
継～鍵保証書・預り証
継～機械警備レイアウト図
近隣工事
防災センター利用（防火管理者講習）
仮眠室利用
優良防火施設
常～防火管理
常～自衛消防訓練
継～防火管理者及び消防計画届出
機械警備緊急連絡名簿
防火管理講習申請
継～特定施設設置届出書
継～東京電力電柱広告設置
継～電話配置図
継～設備維持管理関連法令
継～什器レイアウト図
継～自家発ばい煙施設届出
継～寄付物件申出
電気工事（停電工事含む）
保安規定
継～電気主任技術者選任届出
業務改善提案型契約
継～落成式
施設使用依頼
Ｐ電話機使用料金歳入
自販機電気料金歳入
防災センター隣接地の土地境界確定
仮眠室利用
行政財産目的外使用許可（目黒区防災センター、ガス管・水道管）
消防庁救急無線機器使用電気料金歳入
継～自販機行政財産使用許可
活動室・ガイダンス室の利用
行政財産使用許可
行政財産使用許可（災対活動室）
継～防火水槽行政財産使用許可（消防庁）
施設点検日誌
保守予算見積書
継～保守勤務員名簿
継～施設点検計画書（基準）
自動ドア保守点検報告書
樹木選定
機械警備報告
汚水槽清掃報告書
清掃業務完了報告
消防用設備点検
エスカレータ・エレベータ保守報告
簡易専用水道検査
ポンプ設備保守点検報告書
受水槽清掃報告
減水量申告書
電気給湯器保守報告書
水処理装置保守報告書
地下オイルタンク保守報告
空調ダクト（ＶＡＶユニット）保守点検報告書
自動制御装置保守点検報告書
自家用電気工作物年次点検報告
直流電源装置保守報告
発電機設備保守点検報告
電話設備保守報告
無停電電源装置保守報告

利用受付 利用受付票（４月～３月分）
利用実績統計 利用実績統計（１８～２２年度）

水道設備保守

機械設備保守

電気設備保守

地震の学習館

防災センター 建物管理

設備管理

庶務

許可

防災センター施設保守 全般

建物保守

啓発工事

補助金

防災センター建設

防災課
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