
 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 地域振興課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
光化学スモッグ情報連絡体制
常～目黒区白図
庁舎管理通知
庁内通知
目黒区社会福祉協議会
常～公益通報者保護法取扱要綱
常～契約及び許認可等の業務等取扱要綱
常～公益通報者保護制度
常～電柱広告
常～区政の透明性向上に関する基本的方向
常～区民主管部長会
常～区役所・支所及び出張所現況一覧
常～債権回収取組基準
常～組織図・組織人事一覧
常～総合庁舎案内図
常～総合庁舎図面（地域振興課）
常～総合庁舎職員利用マニュアル
常～総合庁舎周辺清掃
事業実績報告書（月例）
常～地域振興課　事業概要（実績一覧・集計表）
常～区民生活部　事業概要
常～他部局の事業概要（参考資料）
広報課通知・調査
めぐろ区報等（報道希望含む）発行計画・事前調査
当初予算案プレス発表
常～広報課取扱方針
区勢要覧の原稿作成
常～目黒法人会広報誌「椎の木」原稿
常～情報公開請求
めぐろ区報等掲載希望記事
常～くらしのガイド・外国語便利帳校正、作成
常～世論調査、区政モニター
常～区民の声広聴システム操作マニュアル
常～意見・要望
常～区政のつどい
常～区民の声(住区サービス事務所見直し意見）
区民の声　連絡票
生活福祉委員会
区議会全般
常～予算各会派要望と区民生活部各課の対応
常～第１７、１８期初当選議員勉強会資料
第１９期初当選議員勉強会資料
常～区議会公約要望事項（部）
常～区議会議員名簿
常～議会への報告について
一般質問通告書・答弁書
東京都議会議員選挙
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
常～選挙管理委員会委員の就退任について
常～行政財産目的外使用（選挙）
目黒区長選挙
常～国民保護計画の概要
常～災害時協定
常～災害時優先携帯電話
常～防災その他資料
常～住区センター防災器具置場財産管理所管換／地域消火器の設備
常～消防計画
常～新型インフルエンザ等対策マニュアル
常～水害被害調査
常～総合庁舎避難ルート
常～東京都における直下地震の被害想定に関する調査報告書
非常配備体勢
防災訓練
常～緊急時連絡網
危機管理会議
常～目黒区防災行政無線
常～目黒区防災計画
常～目黒区総合治水対策基本計画
常～特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定書（写）
常～区市町村震災復興標準マニュアル（東京都）
常～業務継続計画（改定調査）
常～業務継続計画
常～応急対策
業務継続計画策定調整等会議
防災全般
常～災対区民生活部行動マニュアル

地区サービス事務所設
置

常～地区サービス事務所　設置条例

常～交通災害共済事務取扱要領
常～要領
常～条例・施行規則
常～交通災害共済事務取扱要領(別冊）
常～交通災害共済　廃止にともなう想定問答集および資料

総合庁舎

事業概要

広報

広聴

区議会

選挙

防災

庶務共通地域振興課

過年度事業

交通災害共済
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 地域振興課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～区民自然の村代替施策資料
常～青少年自然体験活動宿泊費補助金交付要綱
常～文書事務の手引き資料編
常～印刷業務の見直し
常～公印
常～書式集
規則・規程改正
常～立案請求
常～有料印刷物取扱要綱
常～申請書の押印廃止
常～機密文書の廃棄
常～文書管理システム手引き
常～公文書公開請求
文書通知・ファイリング通知
開示請求
情報開示請求に係る通知・調査
常～情報公開事務の手引
常～個人情報目的外利用・外部提供
常～個人情報保護条例の解釈運用基準、個人情報審手続
常～個人情報業務登録票(平成１２年度以降)
常～個人情報業務登録(平成７年度組織改正以降分)
常～個人情報業務登録(平成６年度以降)
常～目黒区後援名義等使用承認事務取扱要綱
常～行政手続条例
常～訓令
常～規則
常～依命通達
常～目黒区公営掲示板管理要綱・公営掲示板掲示物取扱要綱
常～内規(葬儀用花輪の贈呈について)
常～行政手続法解釈運用基準
常～東京都目黒区行政手続条例手引き
常～要綱
常～行政事件訴訟法の改正に伴う教示

ファイル基準表 常～ファイル基準表・引継票
常～郵便取扱
郵便切手交付申請
料金後納郵便物差出票控
常～セキュリティ
常～目黒区情報化推進計画
ＩＴ全般通知・調査
常～電磁的記録媒体の保管管理簿
常～電子計算処理の手引き
常～セキュリティ実施基準
プリンタ保守点検
常～大型情報ディスプレイ放映
常～イントラネット・グループウェア通知
イントラネット用パソコンの運用に関する協議書
イントラネット用パソコンに関する報告
常～大容量送受信サービス
常～電子申請
常～地区ＳＯ事務所長用ＦＳ利用希望申請
常～グループウェア操作手順書
常～グループウェア各業務入力手順
ホームページ変更等申請
常～ホームページ通知
常～ホームページ取扱い
常～ホームページ作成方法
常～LGWANマニュアル
常～総合行政ネットワーク通知（LGWAN）
目黒区特定事業主行動計画
職員配分定数
常～名札様式、職員証
常～心の健康づくり計画
常～職員倫理の確保に関する制度ハンドブック
常～勤務評定実施要領
常～事務引継書
金銭出納員任免
常～目黒区人材育成活用基本方針
人事通知
目標による管理制度
常～印鑑届、給与取扱者指定届、引継報告書
常～職員派遣制度の概要
常～職員の旧姓使用の承認
常～育児休業申請・承認
飲食届
常～再任用制度
他区市等人事異動者名簿
幹部職員及び係長級職員名簿
福利通知
常～職員の福利厚生事業（カフェテリアプラン等）
被服貸与
常～ＶＤＴガイドライン
常～過重労働による健康障害防止対策
常～健康管理マニュアル（冊子）

IT管理運営 ＩＴ管理

グループウエア

ホームページ

総合行政ネットワーク

人事・給与 人事管理

人事異動

福利厚生

健康管理

郵便

地域振興課

過年度事業

青少年自然体験活動宿
泊補助

文書 文書全般

個人情報

例規・要綱
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 地域振興課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～公務災害
健康診断・健康相談、健康管理通知
講演会・セミナー
常～専務的非常勤職員の職の設置
非常勤職員・臨時職員通知
常～臨時職員取扱要綱
常～非常勤職員取扱要綱・要領
常～区民活動支援補助員募集・選考
非常勤職員出勤簿・休暇簿・命令簿
常～専務的非常勤職員の任用（新規・更新）
非常勤職員の報酬・共済費
常～コミュニティ支援員募集・選考
常～会計年度任用職員制度
常～会計年度任用職員の任用（新規・任期の更新・再度の任用）
旅行命令申請書
服務通知
職務専念義務免除申請
出退勤時刻データ修正記録簿
常～服務取扱い
常～服務の手引
常～公務災害・通勤災害
休暇（診断書）
服務諸届（欠勤届等）
常～事務所衛生基準
区民施設安全衛生委員会
事務所安全衛生委員会
常～安全衛生ハンドブック等資料
本庁舎安全衛生委員会
職場環境測定
安全衛生委員の推薦
研修等通知（特別区）
研修等通知（人事課）
研修等通知（その他の課）
常～研修規則・要領
常～派遣研修・職場研修援助申請
常～給与・報酬等積算基礎番号
給与減額免除申請簿
給与通知
個人番号提供カード提出用封筒
通勤手当認定簿（異動分）
常～個人番号管理台帳
常～通勤手当認定簿（在課分）　２６～
常～給与事務の手引
常～給与取扱い
常～諸手当取扱い
賃金・報酬支払台帳
法定調書
常～旅費事務の手引き
時間外手当管理
職員給与チェックリスト
常～旅費事務取扱い
財政課　通知・調査（部）
歳入徴収事務の私人への委託処理
財務その他資料（部）
補正予算（３月補正）
補正予算（９月補正）（予算書校正）
補正予算（９月補正）（内示資料）
補正予算（９月補正）
補正予算（３月補正）（内示資料）
補正予算（３月補正）（予算書校正）
当初予算編成に係る説明聴取（区長ヒアリング）
予算編成概要
当初予算　通知・調査
当初予算（内示資料）
当初予算（予算書校正）
常～当初予算　部担当者用　資料
当初予算　区議会会派・団体等要望
全議員説明会用資料
当初予算「文化・交流課」予算要求
当初予算「北部地区ｻｰﾋﾞｽ事務所」予算要求
当初予算「産業経済課」予算要求
当初予算「税務課」予算要求
当初予算「西部地区ｻｰﾋﾞｽ事務所」予算要求
当初予算「国保年金課」予算要求
当初予算「戸籍住民課」予算要求
当初予算「スポーツ振興課」予算要求
当初予算「地域振興課」予算要求
当初予算「中央地区ｻｰﾋﾞｽ事務所」予算要求
当初予算「南部地区ｻｰﾋﾞｽ事務所」予算要求
当初予算「特別会計」予算要求
当初予算「東部地区ｻｰﾋﾞｽ事務所」予算要求

翌年度予算（部）部内
査定

査定会議

当初予算　「部局枠」の予算要求

（部）財務会計 財務全般（部）

補正予算（部）

翌年度予算（部）全般

翌年度予算（部）各課
要求

翌年度予算（部）予算
要求

人事・給与

健康管理

非常勤・臨時職員

服務・出勤確認

職場の安全衛生

研修

給与

雑給・旅費

会計年度任用職員

地域振興課
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 地域振興課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
当初予算　「政策枠」の予算要求
当初予算　財政課査定
当初予算（復活）
当初予算（最終）
当初予算執行計画
配当調書・所属決定調書
歳入歳出計算表
常～部内定期監査資料
常～包括外部監査の結果報告書
常～行政監査
常～財政援助団体監査
例月出納検査の結果
監査通知
常～工事監査
常～包括外部監査
常～定期監査
常～庁外施設監査
常～決算資料
決算通知
主要な施策の成果等報告書
収支予定確認表
継～キャッシュカード使用状況調査
継～前渡金預金口座登録現金出納簿の記帳
常～会計管理室鍵保管責任者
常～賃金口座振替依頼書
常～旧財務システムデータ抽出見本
常～財務事務取扱
常～財務端末操作説明書、通知
会計課通知
財政課　通知・調査（課）
当初予算　公表用資料（課）
当初予算全般（課）
予算に関する区議会・団体要望
地域振興課 補正予算(３月補正)
地域振興課 補正予算(９月補正)
執行委任申請書
予算変更申請書兼決定書
当初予算執行計画
前年度未執行・未清算一覧
科目更正・振替命令
調定（区民活動支援係）
調定（庶務係）
調定（統計係）
科目更正・振替命令
清算・戻入命令（統計係）
清算・戻入命令（庶務係）
支出命令（区民活動支援係）
支出命令（庶務係）
支出命令（統計係）
清算・戻入命令（区民活動支援係）
歳計外・基金管理（庶務係）
歳計外・基金管理（区民活動支援係）
歳計外・基金管理（統計係）
財政援助団体等の監査（課）
常～決算資料（課）
定期監査（資料）（課）
定期監査結果通知（課）
主要な施策の成果報告作成資料（課）
決算額確認リスト（課）
決算説明資料（歳入増減・不用額説明）（課）
決算通知（課）
監査通知・調査（課）
常～長期修繕計画
常～維持保全業務積算単価表
常～廃棄物処理委託
常～所属の契約方針
常～施設維持管理（清掃）に係る委託仕様の見直し基準
常～施設維持管理（維持保全）に係る委託仕様の見直し基準
常～維持保全業務標準仕様書
常～契約事務の取扱い
年間契約依頼書（統計係）
予定額増減
契約課通知・調査（課）
年間契約依頼書（庶務係）
年間契約依頼書（区民活動支援係）
常～債権者登録・変更
支出負担行為決定書（統計係）
支出負担行為決定書（庶務係）
支出負担行為決定書（区民活動支援係）
契約依頼予定書
契約依頼書（統計係）
契約依頼書（庶務係）
契約依頼書（区民活動支援係）
供用備品現在高調書

補正予算（課）

契約事務取扱

予算管理（課）

歳入管理

歳出管理

歳計外・基金管理

決算・監査（課）

契約管理

備品管理

（課）財務会計 財務全般（課）

翌年度予算（課）

（部）財務会計

翌年度予算（部）予算
要求
翌年度予算（部）財政
課査定・復活

予算管理（部）

監査（部）

決算（部）

地域振興課
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 地域振興課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～備品の保証書・説明書
常～備品シール用紙
常～備品管理カード兼供用物品引渡書
常～物品名鑑
備品処理
備品総括表
物品貸付契約
財産調書調査
常～自治体総合賠償責任保険
常～行政財産の用途変更・廃止
常～行政財産の目的外使用許可申請に対する標準処理期間
常～　財産台帳
公共料金請求書
公共料金科目別内訳表
公共料金通知
常～　事務事業見直し　　　　　２７～
常～　事務事業見直し　　　　　～２６
行革推進本部
危機管理会議
継～地域振興運営会議設置要領等
常～特別区区民主管部長会
その他会議
常～危機管理対策本部資料
常～地区サ―ビス事務所長会設置要領
常～庶務担当課長会確認事項
庶務担当課長会
常～政策決定会議等設置及び運営
常～政策決定会議への付議要求について
政策決定会議資料（７～９月）
政策決定会議資料（４～６月）
政策決定会議資料（１０～１２月）
政策決定会議資料（１～３月）
常～公会堂絵画類再利用
常～金庫操作マニュアル
机・いす・ロッカー・レイアウト等調査
常～庶務係の申し合わせ事項
常～公会堂緞帳の活用
常～１階共用コピー機管理
常～ イントラ用複合機メンテナンス報告書
常～施設の沿革（公会堂）
常～機種説明書（取り扱い）
常～東京都功労者表彰（Ｈ１３～Ｈ１６）
常～表彰にかかわる行事要綱・感謝状贈呈基準
常～平成１５年度区政功労表彰
常～平成１６年度区政功労表彰
常～平成１７年度区政功労表彰
常～平成１８年度区政功労表彰
常～平成１９年度区政功労表彰
常～平成２０年度区政功労表彰
常～平成２１年度区政功労表彰
常～平成２２年度区政功労表彰
常～平成２３年度区政功労表彰
常～平成２４年度区政功労表彰
常～平成２５年度区政功労表彰
常～東京都功労者表彰（Ｈ１０～Ｈ１２）
常～地縁団体・大臣の名による表彰
常～善行表彰　１９年度～２１年度（推薦有り）
常～善行表彰　１６年度から１８年度（推薦有り）
常～成人善行表彰者一覧
常～区政功労者表彰被表彰者名簿（H４以降）
常～区政功労者表彰　要綱改正調査
常～その他の表彰
常～令和元年度区政功労表彰
常～平成２６年度区政功労表彰
その他の表彰（候補者無し）
常～平成３０年度区政功労表彰
常～平成２９年度区政功労表彰
常～平成２８年度区政功労表彰
常～平成２７年度区政功労表彰
常～公の施設等の利用に係る使用料の減免等について(依命通達）
常～区有施設の防犯カメラ設置運用基準
常～施設点検マニュアル
常～公の施設使用料の見直し方針
常～施設の名称・愛称等の決定方法課名掲示板等の外国語併記
常～施設付帯駐車場の有料化の方針
常～施設点検計画
常～施設建設に係る庁議及び議会への報告について
常～住区会議室へのインタ―ネット回線整備
窓口サービス向上運動
常～ウェルカムのこころで
常～軽自動車車検
常～自動車任意保険
常～軽自動車運行管理
常～自転車ＴＳマーク付帯保険

公共料金管理

事務事業見直し

備品管理

財産管理

会議 会議全般

庶務担当課長会

政策決定会議

（課）財務会計

地域振興課共通 地域振興課庶務

表彰

庶務施設管理

窓口サ―ビス

自動車自転車維持管理

地域振興課
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 地域振興課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
ガソリン代資金前渡支出負担起案
継～緊急通行車両事前届出
庁用自動車等調査
常～庁用車およびタクシ―の利用要綱
常～めぐろ　エコ・プラン
常～環境マネジメントシステム文書
常～ごみの減量とリサイクルの推進
常～目黒区環境基本計画(概要版)
常～エコアクションプログラムめぐろ
環境衛生通知
環境衛生調査
企画調査
部局別政策課題調査
常～国・都の施策及び予算に関する要望について（調査回答）
常～公共施設状況調査

総務調査 総務調査
子ども総合計画策定
庁内調査(企画・総務を除く)
施設課通知・調査・依頼・点検報告・施設改善(工事見積)等
他自治体調査
常～目黒区基本計画（平成２２年度～３１年度）
常～目黒区基本計画改定素案（平成２２年度～３１年度）
常～（基本計画１３～２２年度）第２次実施計画
常～めぐろ実行プラン２００４あらまし（平成１６年度～平成２０年度）
常～実施計画
常～意見要望と検討結果
常～実施計画改定
常～目黒区行財政計画（２４年度～２６年度）
継～組織改正等意見要望
常～組織改正要望調査並びに職員定数見直し等調査について
行革計画（平成２７年度～平成２９年度）の取組状況の報告
常～第２次行革大綱年次別推進プラン改訂所管案
常～目黒区行革計画（３０年度～３２年度）
常～目黒区行革白書
常～目黒区行革計画（行動計画）（２２年度～２３年度）
継～事務事業総点検通知
継～事業評価
継～事務事業総点検結果
常～施設使用料・利用等
常～住区会議室施設備付特殊器具の状況
常～行政サービス窓口設置要綱
常～公営掲示板
常～やぐら貸付要綱
常～地区サービス事務所の事務見直し検討会
常～地区サービス事務所におけるファクシミリ使用
常～水防監視システム整備（雨量計設置）
常～住民票等受付ポスト事務処理要領
常～施設使用料利用等問題検討会報告書
常～住区センター利用案内集
常～住区センター建設概要
常～住区センターの駐車場状況調査
常～集会施設案内
常～集会施設の施設予約システムの導入
常～施設別面積表及び使用料算定単価
常～事業実績報告書記入要領
常～事業実績報告書年度末分
常～住区会議室等利用状況報告書（年間）
常～住区会議室等利用状況報告書通知
常～地区サービス事務所見直し検討経過
常～見直し検討会（新規既定事務）検討資料
常～見直し検討会（新規・既定事務）中間報告書
常～見直し検討会（国保証）中間報告書
常～乳幼児医療証、児童手当の地区サービス事務所での取扱い
常～見直し検討会国保証検討資料
常～地区サービス事務所見直し検討会会議録
常～事務見直し検討会設置要領
常～行政サービスのあり方について
常～歳入マニュアル
常～住区別調定金額一覧
常～住区センター収納事務委託者に対する検査報告書
常～会議室実例集
常～児童館目的外使用許可事務取扱要綱
常～高齢者センター目的外使用許可要綱
常～会議室使用料減額依命通達
常～老人いこいの家目的外使用許可事務要綱
常～東京都目黒区東部地区サービス事務所特別会議室目的外使用許可事務
要綱
常～スポーツ振興課指定管理マニュアル
常～区民生活部指定管理評価マニュアル
常～住区会議室指定管理者の選定実施手続・評価基準(１７年７月）
常～直営施設における指定管理者制度導入の検討
常～指定管理者選定評価委員会設置要綱
常～目黒区区民斎場管理者制度導入実施方針(１９年５月)
常～直営施設における指定管理者制度導入プラン

事業実績報告書

地区サービス事務所見
直し

地区歳入資料

会議室

行財政改革

事務事業総点検

指定管理者選定評価委
員会

指定管理者制度全般

地区サービス事務所 地区サービス事務所全
般

環境衛生 目黒区地球温暖化対策
推進

環境衛生全般

調査・管理 企画調査

その他調査

基本計画

実施計画

地域振興課共通

自動車自転車維持管理

地域振興課
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 地域振興課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～指定管理者制度活用基本方針・現行管理委託施設実施方針
常～指定管理者に関する通知
常～住区会議室指定管理者選定評価基準
常～住区会議室指定管理者選定結果
常～住区会議室指定管理者選定ホームページ
常～住区会議室指定管理者申請書
常～住区会議室指定管理者制度実施方針
常～住区会議室指定管理者選定評価要領
常～住区会議室指定管理者制度第２回選定評価委員会
常～住区会議室指定管理者制度第１回選定評価委員会
常～指定管理者運営評価委員会設置要綱
常～指定管理者運営評価方針及び評価基準・評価要領
常～区民生活部指定管理者運営評価委員会
常～住区会議室指定管理者運営評価委員会
常～第１期工事実施設計
常～経過と概要
常～福祉環境整備協議書
常～基本設計図（前編)
常～基本設計図（後編)
常～他区条例規則等
常～府中市管理委託仕様書
常～葬儀店一覧
常～他区利用状況
常～広報
常～住民要望
常～住民説明
常～総括管理委託仕様書
常～駐車場管理方法
常～都立大移転跡地施設関係課長会資料
常～維持管理専門部会
常～維持管理の基本的考え方
常～事業開始に向けてのスケジュール
常～施設の名称
常～斎場の管理運営等の考え方
常～所管課要望
常～維持管理打ち合せ会
常～建物維持保全マニュアル
常～電気
常～施設メンテナンス状況報告
常～図面
常～照明
常～所管区分図面
常～第１期工事施設引渡しに伴う指摘事項
常～空調・給排水
常～区民斎場電話・FAX架設
常～機械警備
常～看板等表示
常～テレビ受信障害
常～事故報告（区民斎場）
常～区民斎場への要望書
常～予算要求（区民斎場）
常～斎場運営その他資料
常～人口把握資料
常～区民斎場の引継ぎ視察日程
常～斎場・業者パンフレット
常～斎場・貸し寝具取扱業者
常～斎場落成式
常～セレモニー目黒住居表示
常～めぐろ区民キャンパスパンフレット
常～桐ヶ谷斎場及びその他民間斎場
常～区民斎場開設時の使用料算定
常～区立葬祭場の他区調査結果
常～公印の印影印刷
常～斎場、議案説明資料
常～斎場、情報審議会付議
常～斎場、駐車場管理方法
常～斎場ホームページ
常～斎場運営取扱
常～斎場条例・規則立案請求
常～使用料算定
常～自治体施設
常～他区パンフレット
常～墓地、埋葬等に関する法律・規則
常～利用受付の手引き
区民斎場「セレモニー目黒　施設見学会」
常～協定葬儀
常～公の施設使用料の見直し方針（改定案）
常～東京都葬祭業協同組合
常～斎場行政財産の目的外使用
斎場歳入事務
調定額報告書兼収納金収入報告書／使用料月計表（区民斎場使用料)
納付書兼納入済通知書
常～つり銭留置きに関わる協議
常～セレモニー目黒使用料減免申請

区民斎場 計画及び設計

他区及び民間資料

住民対応

維持管理検討

設備

斎場全般

事業運営

斎場財務管理

指定管理者選定評価委
員会

指定管理者制度全般

指定管理者選定評価

指定管理者運営評価委
員会

運営評価委員会全般

運営評価委員会（平成
１８年度～）

地域振興課
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 地域振興課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～交換便による現金集配廃止に伴う対応
常～施設使用料包括外部監査
常～目的外使用（撮影許可）

セレモニー目黒業務日
誌

業務日誌

常～遺失物整理簿
常～斎場への要望・情報・苦情・報告処理
常～初度調弁セレモニー目黒(単価・形式・型番）
区民斎場徴収事務受託者に対する検査
常～セレモニー目黒（現金出納簿）
常～区民斎場徴収事務受託者に対する検査要領
常～徴収事務委託・受託者証交付
常～徴収事務検査通知書・報告書
常～セレモニー目黒、様式等原稿
常～セレモニー目黒管理運営全般
常～セレモニー目黒施設見積書
常～セレモニー目黒利用者アンケート
常～セレモニー目黒利用状況報告
常～セレモニー目黒臨時休館
常～財政援助団体等監査（区民斎場）
常～セレモニー目黒物品入替え計画

セレモニー目黒利用申
請書

利用申請書

常～セレモニー目黒表示板等工事
常～セレモニー目黒施設点検
常～めぐろ区民キャンパス緊急連絡網
常～めぐろ区民キャンパス　防火管理　消防計画
常～区民斎場備品シール・防災確認書
自主検査チェック票・点検票
区民キャンパス連絡会
常～総括管理委託品質管理評価（平成１７年～平成１９年）
常～斎場管理運営委託
常～携帯電話アンテナ
常～区民キャンパス施設維持管理業務委託施行基準
セレモニー目黒施設点検報告
常～事業報告書
常～情報公開・個人情報保護審議会への諮問（区民斎場）
常～他課指定管理者資料
常～他区指定管理者制度資料
常～部長との打合せ資料（Ｈ１９.４.２７）
常～区民斎場指定管理者　候補者の選定に係る要領・評価基準（平成１９年６
月）
常～指定管理者募集要項
常～指定管理者応募者（団体）
常～労働環境モニタリング
常～鍵等保管書（区民斎場）
常～施設賠償責任保険（区民斎場）
常～事業計画
常～指定管理変更協定書
常～指定管理者　年度協定
常～指定管理者　生活福祉委員会資料
常～指定管理者　指定議決の立案請求（セレモニー目黒）
常～指定管理募集ＨＰ原稿
常～区民斎場条例一部改正立案請求、同条例施行規則一部改正立案請求
常～危機管理マニュアル（セレモニー目黒）
常～仮協定書（セレモニー目黒）
常～セレモニー目黒従事者名簿
常～指定管理者　基本協定
常～民間保養施設庶務
常～協定保養施設利用状況
常～契約保養施設利用状況
常～（財）特別区協議会特別区有物件火災共済業務規程
常～特別区保養所主管課課長会資料
常～特別区保養所主管課長会会則
保養所関係調査・回答
常～民間保養施設債権差押処理
常～民間保養施設補助事業運営要綱
常～目黒区民間保養施設事業実施要綱
常～　保養施設協定化検討資料
常～協定保養施設　協定書
常～民間保養施設補助事業指定施設選定
常～民間保養施設補助事業選定委員会設置要綱
民間保養施設　アンケート
常～分収造林参考資料
常～分収造林契約報告書等
常～分収造林手入れ
常～臨海斎場定期監査
常～臨海斎場事務連絡
常～臨海部広域斎場組合規約（平成３０年～）
継～広域斎場ワーキンググループ資料
継～斎場組合区長会、管理者名簿
継～組合設立の協議・設立申請
継～組合設立の立案請求
継～組合例規集

民間保養施設

区民自然の村開設 ふれあいの森林事業

臨海部広域斎場 広域斎場庶務

斎場組合資料

区民斎場

斎場財務管理

セレモニー目黒運営管
理

セレモニー目黒施設管
理

指定管理者制度導入

地域振興課
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 地域振興課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～臨海斎場資料（行革・自治権拡充調査委）
継～臨海斎場条例
継～臨海部広域斎場組合規約
常～臨海部広域斎場組合情報公開等審議会
組合議会議員
継～議会（地建委員会）報告（行特委員会等）
継～組織区区長会議
常～臨海部広域斎場組合議会定例会
継～平成１６年臨海部広域斎場組合議会定例会
継～平成１７年臨海部広域斎場組合議会定例会
継～平成１５年臨海部広域斎場組合議会定例会
継～臨海部広域斎場区長議長懇談会（H１７．７．１２）
継～広域斎場組合議会会議録（１１年から１３年）
継～１４．５．７斎場組合臨時会資料
継～平成１４年臨海部広域斎場組合議会定例会
継～臨海部広域斎場基本計画調査報告書
継～臨海部広域斎場基本計画(施設配置計画含む)
継～臨海部広域斎場に関する調査報告書
継～実施設計
継～広域斎場基本計画委託説明書
継～見積設計図書比較検討書
継～火葬炉比較検討（平成１１年９年１日）
継～火葬炉関係調査書
常～臨海斎場における火葬炉及び葬儀式場増設整備環境等調査委託報告書
常～臨海斎場における火葬炉増設調査報告概要書
常～火葬炉設備年次計画書（２０.８.２６）
常～臨海斎場施設整備基本方針（３０．９）
継～研究会調査報告書
継～都市計画交付金
常～分担金支出
常～分担金支出資料
継～事業費財源内訳
継～工事契約
継～要請・陳情
継～用地取得(契約)
継～分担金の積算・清算方法の合意事項
継～年次別事業費
継～運営方法
継～使用料算定
常～一類感染症等死亡者の火葬取扱
常～運営連絡会議
常～臨海斎場利用案内
常～臨海斎場夜間休日連絡網
継～臨海斎場施設整備基金公金管理運営方針
継～臨海斎場完成式
継～臨海斎場ホームページ・広報
常～　火葬時間短縮に向けた取り組み
常～決算概要、審査意見書
継～臨海斎場パンフレット
継～組合予算
常～区民活動支援係保証書・説明書
常～付属機関等の会議録作成標準様式
常～庁舎消防計画
常～区民活動支援係事務事業根拠法令等
常～会議室利用の手引
常～窓口サービスマニュアル中間のまとめ
常～取扱い説明書
継～条例・規則・訓令の立案請求（西部地区）
継～立案請求（北部・南部）
継～立案請求（東部）
継～立案請求手続き資料
継～生活圏域整備計画状況調査
継～基本計画
年度に向けた行財政改革大綱検討・実施状況調査
目黒区行革計画（行動計画）２１年度改定
常～目黒区基本計画
継～長期計画審査会答申
継～目黒区基本計画構想
継～目黒区行財政改革大綱
企画調査（４月～９月）
企画調査（１０月～３月）
調査・回答（１０月～３月）
庁内会議・連絡会関係
区民の声回答
調査・回答（４月～９月）
年末年始の火災見舞金等支給
災害報告書（不支払分）
継～火災にともなう家財等の処理
継～火災見舞金(品)等の取扱い
災害報告書（支払分）
防災課からの情報提供
継～火災見舞金等支給の手引き
常～目黒区火災見舞金等支給要綱
火災見舞金支給キャッシュカード取り扱い基準の改正

区民活動支援係事業

運営連絡会議

火災見舞金

臨海部広域斎場

区民活動支援係共通 区民活動支援係庶務

文書・例規

計画

斎場組合資料

広域斎場組合議会（１
８年度～）

広域斎場組合議会（１
７年度まで）

斎場施設計画

事業費・財政計画

斎場運営計画(使用料)

臨海斎場管理運営

調査・回答 政策企画課

政策企画課以外

地域振興課
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 地域振興課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
火災見舞金等の支出
常～キャッシュカード取扱基準
常～他区火災見舞金支給状況
火災見舞金預金利子歳入調定

緑の募金 継～首都緑化推進委員会規約
常～自衛隊各種協力依頼
常～募集相談員の連名委嘱（１・３・５・７年度）
自衛隊入隊・入校予定者激励会
自衛官募集事務に関する書籍資料
自衛官募集（ポスター掲示依頼）
自衛官募集（めぐろ区報掲載依頼）
常～自衛官募集パンフレット
自衛官募集事務主管課長会議
自衛官募集事務地方公共団体委託費
ホームページ
義援金支出
災害義援金開始
角田市義援金　感謝状・礼状贈呈
義援金支出

令和元年台風第１９号
東京都義援金

調査・回答

常　傷害保険事故連絡票
継～傷害保険新設経緯
継～傷害保険取扱要綱
継～傷害保険証書
継～傷害保険のしおり
継～傷害保険保険請求手続き書類
継～保険参考資料
継～ボランティア保険
継～区の各所管加入保険
損害賠償責任保険広報めぐろ原稿
継～損害賠償責任保険事故取り扱い
継～損害賠償責任保険証券
継～損害賠償責任保険取扱要綱
地域活動団体保険・申込書一式
地域活動団体保険・加入受付
継～地域活動団体保険事務処理手引
地域活動団体保険・承認申込
地域活動団体保険・支出
任意団体
町会・自治会
追加加入分
住区住民会議
保険加入団体規約（任意団体）
保険加入団体規約（町会・自治会）
保険加入団体規約（住区住民会議）
防犯灯補助金支出
防犯灯事業報告書
私道防犯灯補助金内訳表
防犯灯補助金代金振込口座指定書
継～私道防犯灯補助金交付要綱
常～電気料金算出方法（予算用）
継～電気供給約款
継～私道防犯灯補助金支出マニュアル
科目更正書
前年度補助金実績報告書
目黒防犯協会補助金支出
碑文谷防犯協会補助金支出
継～防犯協会補助金交付要綱
継～財政援助団体等監査資料（目黒･碑文谷防犯協会）
継～目黒区生活安全条例
地域安全目黒区民の集い

後援名義使用承認 後援名義使用承認（防犯協会）
継～私道防犯灯整備助成台帳箇所図
継～私道防犯灯整備助成他区状況
継～私道防犯灯整備マニュアル
継～私道防犯灯改善箇所連絡票
継～私道防犯灯整備助成東電提出書類見本
私道防犯灯の管理
すまいのガイド原稿
継～私道防犯灯調書
継～私道防犯灯整備助成補助経過
土木関係現況調書
私道防犯灯整備助成承諾書
私道防犯灯整備助成立案請求（起案）
常　私道防犯灯苦情処理
町会・自治会の参考資料
私道防犯灯受付票１０～１１月
私道防犯灯受付票１２～３月
私道防犯灯受付票４～６月
私道防犯灯受付票７～９月
私道防犯灯処理待ち書類
私道防犯灯整備助成立案請求（設計書）
私道防犯灯整備助成交付決定（№１～№３７）

自衛官募集

保険制度

地域活動団体賠償責任
保険

保険

角田市災害義援金

区民活動支援係事業

気仙沼市被災募金

火災見舞金

地域活動団体傷害保険

地域活動団体保険処理

加入申請書

加入団体規約

防犯協会 防犯灯補助金

防犯協会補助金

目黒区生活安全条例

私道防犯灯 私道防犯灯全般

整備助成
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 地域振興課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
私道防犯灯整備助成金支出
私道防犯灯整備助成金確定（№３８～№４９）
私道防犯灯整備助成金確定（№２０～№３７）
私道防犯灯整備助成金確定（№１～№１９）
私道防犯灯整備助成金確定（№５０～№６１）
私道防犯灯整備基準単価見積依頼
私道防犯灯整備助成交付決定（№３８～№７３）
町会・自治会への通知
私道防犯灯整備助成金確定（№６２～№６７）
私道防犯灯整備助成金確定（№６８～№７３）
継～上目黒一丁目町会の再開発
継～町会・自治会長名簿
継～町会会員名簿・規約
継～町会長在職年数調査
継～町会費納入のお願い（外国人向け）
常 町会・自治会向け個人情報取り扱いＱＡ集
町会・自治会あて周知・通知
常 チラシ｢地域の活動はじめてみませんか｣
常 小・中学校社会科副読本
常 地域連絡担当者
常 チラシ｢町会･自治会に加入しませんか｣
常 総合庁舎１階ロビー／区政情報モニター画面
町会・自治会長変更通知
町会に関する情報
町会発行広報誌
継～掲示物取扱参考資料
継～住区と町会･自治会の区域
継～感謝状贈呈者名簿
日本善行会表彰推薦
継～退任町会長等感謝状贈呈基準
退任町会長感謝状
継～区政功労者被表彰者名簿
町会連合会への依頼・通知
継～目黒区町会連合会補助金交付要綱
継～東京都町会連合会
継～町会連合会名簿
継～町会連合会推薦委員
継～町会長表彰（自治大臣、全国自治会連合会、東京都町会連合会）
町会連合会新年会
町会連合会総会
東京都「地域活動に関する検討会」
他の区町会連合会
目黒区町会連合会役員会・常任理事会
東京都町会連合会常任理事会
２０１６年オリンピック東京招致活動
常　町会連合会 協力協定
町会連合会研修会（宿泊）
町会連合会研修会補助金
町会長、自治会長表彰
町会連合会推薦委員
継～ブロック連絡協議会会則
常～ブロック連絡協議会名簿
継～町会・自治会に対する区事務事業委託要綱及び事務処理要領
継～町会・自治会に対する区事務事業委託実績集計表
継～口座振替一括依頼書の記入例
町会・自治会事務事業委託実績報告書官公署・その他ﾎﾟｽﾀｰ
町会・自治会事務事業委託実績報告書回覧（４月～７月）
町会・自治会事務事業委託実績報告書回覧(８月～１２月)
町会・自治会事務事業委託実績報告書回覧（１月～３月）
町会・自治会事務事業委託実績報告書一覧式ﾎﾟｽﾀｰ
町会・自治会の世帯数調査
町会・自治会に対する事務事業委託料支出
区事務事業委託請書
区事務事業委託完了報告書（本年度受領分）
常～町会・自治会掲示板への掲載依頼要領及びポスター・チラシの取扱いに
ついて
地域の底力再生事業
地域の底力再生事業助成説明会
地域の底力発展助成事業　　　　　　　　　（令和元年度：目黒区町会連合会）
町会･自治会会館助成 事前協議
町会･自治会会館助成 通知
町会･自治会会館助成 通知
常　町会･自治会会館助成（鷹番１・２丁目町会）
常～町会・自治会掲示板調査起案
継～平成７年度町会･自治会掲示板買収起案
継～町会掲示板要望
町会・自治会掲示板通知
常～町会・自治会掲示板　被害告訴等
継～町会・自治会掲示板工事
継～町会・自治会掲示板基準（案）
継～作成掲示板設置場所
継～掲示板各区資料
継～町会・自治会掲示板設置要綱
常～占用許可書、使用許可書、着手届・完成届控（平成３１年度４月～９月）

町会・自治会

区政功労・感謝状

町会連合会

ブロック連絡協議会

町会･自治会事務事業委
託

地域の底力再生事業

町会会館助成

町会・自治会全般

町会･自治会掲示板 町会･自治会掲示板全般

掲示板区道申請

私道防犯灯

整備助成
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 地域振興課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～占用許可書、使用許可書、着手届・完成届控（平成３１年度１０月～３月）
継～道路占用許可見本・工事依頼見本
継～申請用掲示板一覧リスト（占用）
継～申請用掲示板一覧リスト（使用）
常～道路占用物件除却工事申請及び廃止届
常～町会・自治会掲示板区道占用使用許可新規申請書
常～占用許可書、使用許可証、着手届・完了届控（平成２６年度）
常～占用許可書、使用許可証、着手届・完了届控（平成２５年度）
常～占用許可書、使用許可証、着手届・完了届控（平成２４年度）
常～占用許可書、使用許可書、着手届・完成届控（平成３０年度４月～９月）
常～占用許可書、使用許可書、着手届・完成届控（平成２７年度）
常～占用許可書、使用許可書、着手届・完成届控（平成２９年度）
常～占用許可書、使用許可書、着手届・完成届控（平成３０年度１０月～３月）
常～占用許可書、使用許可書、着手届・完成届控（平成２７年度）
常～町会・自治会掲示板　設置依頼（東京都職員中目黒住宅　他）
常～町会・自治会掲示板行政財産使用許可申請
常～占用許可書、使用許可書、着手届・完成届控（平成２８年度）
継～掲示板申請図（都申請用）
常～占用許可書、使用許可書、着手届・完成届控（平成２９年度）
常～占用許可書、使用許可書、着手届・完成届控（平成３０年度）
常～占用許可書、使用許可書、着手届・完成届控（平成２５年度）
常～占用許可書、使用許可書、着手届・完成届控（平成２６年度）
常～占用許可書、使用許可書、着手届・完成届控（平成３１年度）
継～町会・自治会掲示板一覧リストNo.４（３１～４０）
継～町会・自治会掲示板一覧リストNo.５（４１～５０）
継～町会・自治会掲示板一覧リストNo.６（５１～６０）
継～町会・自治会掲示板一覧リストNo.７（６１～７０）
継～町会・自治会掲示板一覧リストNo.８（７１～８０）
継～町会・自治会掲示板一覧リストNo.９（８１～８３・その他の団体８４～９０）
継～町会・自治会掲示板一覧リストNo.１（１～１０）
継～町会・自治会掲示板一覧リストNo.２（１１～２０）
継～町会・自治会掲示板一覧リストNo.３（２１～３０）
継～公営掲示板設置場所
継～既設掲示板一覧リスト
継～新規作成配布掲示板一覧リスト
継～町会掲示板台帳
継～平成７年度掲示板実態調査
継～配置済コミュニティボード一覧リスト
常～撤去町会掲示板(Ｎｏ３０１～Ｎｏ６００）
常～撤去町会掲示板(Ｎｏ１～Ｎｏ３００）
常～撤去町会掲示板(Ｎｏ６０１～Ｎｏ９００）
継～町会別掲示板一覧
継～町会別掲示板数
継～１０目黒宿山町会
継～１１上三烏森町会
継～１５伊勢脇町会
継～５目黒区上八町会
継～３東山自治会
継～６上八北自治会
継～８駒場町会
継～２１下目黒一丁目町会
継～２６目黒三田町会
継～２３下二南町会
継～１７中目黒八幡町会
継～２５不動前町会
継～３０目黒原町会
継～２２大鳥町会
継～２７下目黒中町会
継～１６上三町会
継～４０祐天寺自治会
継～３３中目黒五丁目町会
継～３２中町東町会
継～４４碑文谷町会
継～５０目黒本町五丁目西町会
継～５１目黒本町五丁目南町会
継～４８清水町会
継～６０南一丁目町会
継～５９南三丁目東町会
継～５８南三丁目町会
継～５６碑文谷一町目町会
継～５５月光町会
継～４９目黒本町東町会
継～５２目黒本町北町会
継～５４向原西町会
継～７０中根西町会
継～６９中根東町会
継～６８緑が丘西地区自治会
継～６６自由が丘商店街自治会
継～６３原町一丁目町会
継～６２洗足北町会
継～６１洗足二丁目町会
継～６５自由が丘町会
継～７２大岡山町会
継～７１平町会

町会掲示板台帳 町会掲示板一覧

町会掲示板（No.１～
No.１５)

町会掲示板（No.１６～
No.３０)

町会掲示板（No.３１～
No.４５)

町会掲示板（No.４６～
No.６０)

町会掲示板（No.６１～
No.７５)

町会･自治会掲示板

掲示板区道申請

掲示板申請都道等

町会・自治会掲示板一
覧リスト

掲示板保存用リスト

掲示板写真

地域振興課
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 地域振興課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～７６柿の木坂第二維持会
継～７７西柿の木坂町会
継～７８柿の木坂みどり町会
継～８０宮前町会
継～７９柿の木坂西町会
継～８３大原町会
継～「地縁団体告示事項証明書」発行手数料の歳入調定
継～地縁による団体の認可に関する要綱
継～地縁による団体の認可（自治法改正）
継～第３ブロックの対応について
継～地縁による団体の認可事務の状況等に関する調査結果（平成８年度）
継～地縁団体準用される民法の規定
継～地縁団体認可経緯認可状況
継～地方自治法の一部を改正する法律等の施行について
継～標準規約
継～認可地縁団体に関する通知
継～町会自治会法人化説明書
継～地縁団体印鑑登録（基準資料）
継～地縁団体会員数（担当数）
継～地縁団体公益法人資料
継～地縁団体税金資料
継～地縁団体登録免許税
継～地縁団体祐天寺自治会<４０>
継～地縁団体目黒三田町会<２６>
継～地縁団体中二北町会<１８>
継～地縁団体平町会<７１>
継～地縁団体清水東町会<４７>
継～地縁団体新上六町会<２>
継～地縁団体上八町会<５>
継～地縁団体上四町会<９>
継～地縁団体上三町会<１６>
継～地縁団体上一町会<１４>
継～地縁団体認可申請書鷹番１.２丁目町会<４５>
継～地縁団体認可申請書南三丁目町会<５８>
継～地縁団体認可申請書三谷北町会<４３>
継～地縁団体認可申請書下目黒下町町会<２４>
継～地縁団体認可申請書下目黒一丁目町会<２１>
継～地縁団体認可申請書下二南町会<２３>
継～地縁団体申請書類
常 地縁団体認可申請書　　　　　　　　　　.　.　.上八町会〈５〉
常 地縁団体認可申請書　　　　　　　　　　.　.　.目黒宿山町会〈１０〉
常 地縁団体認可申請書　　　　　　　　　　.　.　.五本木中町会〈３６〉
常 地縁団体認可申請書　　　　　　　　　　.　.　.中目黒五丁目町会〈３３〉
継～地縁団体認可申請書中央中町会<４２>
継～地縁団体認可申請書中根西町会<７０>
継～地縁団体認可申請書中町東町会<３２>
継～地縁団体認可申請書田道町会<１９>
継～地縁団体認可申請書東山自治会<３>
継～地縁団体認可申請書南二丁目町会<５７>
継～地縁団体認可申請書清水東町会<４７>
常～地縁団体台帳　　　　　　　　　　　　　.　.　.中目黒五丁目町会〈３３>
常～地縁団体台帳 中町東町会<３２>
常～地縁団体台帳 上八町会<５>
認可した地縁団体告示事項に関する証明書発行
継～地縁団体台帳下二南町会<２３>
継～地縁団体台帳下目黒一丁目町会<２１>
継～地縁団体台帳下目黒下町町会<２４>
継～地縁団体台帳記載例証明書発行手順
継～地縁団体台帳三谷北町会<４３>
継～地縁団体台帳清水東町会<４７>
継～地縁団体台帳鷹番１.２丁目町会<４５>
継～地縁団体台帳中央中町会<４１>
継～地縁団体台帳中根西町会<７０>
継～地縁団体台帳中町東町会<３２>
継～地縁団体台帳田道町会<１９>
継～地縁団体台帳東山自治会<３>
継～地縁団体台帳南三丁目町会<５８>
継～地縁団体台帳南二丁目町会<５７>
常～認可地縁団体印鑑登録証明書発行
常～認可地縁団体印鑑登録申請
継～清水東町会印鑑登録
継～認可地縁団体印鑑登録申請
継～認可地縁団体印鑑登録原票
継～認可地縁団体印鑑登録証明書発行
継～認可地縁団体印鑑登録規則
目黒地区地域活動団体保険
日赤広報原稿
日赤通知
継～目黒区地区組織図
継～都支部職員及び地区職員の異動
継～地区・分区用赤十字の手引き
継～情報公開制度
継～支部が提供できる事業一覧
継～広報用印刷物の送付

日赤 日赤全般

町会掲示板台帳

町会掲示板（No.７６～
No.８５)

地縁による団体 地縁による団体全般

地縁団体資料

地縁団体打合せ団体

地縁団体認可申請書

地縁団体台帳

認可地縁団体印鑑登録

地域振興課
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 地域振興課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～ボランティアマニュアル
継～ブロック選出理事推薦
常～文書進行管理簿
常～目黒区教育財産使用
調査（日赤）
日赤とうきょう・赤十字新聞
日赤パンフレット
奉仕団会報
継～目黒区赤十字奉仕団規則
継～日赤奉仕団規約
常　東京都支部地区交付金交付要領
継～奉仕団役員に対する弔慰金及び感謝状贈呈基準
継～日赤定款
継～赤十字奉仕団手引
継～出張所廃止に伴う資料
継～青少年赤十字
継～正副分団長・副委員長委嘱状
継～支部委員会名簿
継～協賛委員の推薦
継～赤十字奉仕団一斉登録
継～日赤都支部役職員名簿
継～評議員の推薦
継～目黒地区奉仕団名簿（正副分団長・役員・分団役員）
継～第１０分団
継～第１１分団
継～第１２分団
継～第１分団
継～第２分団
継～第３分団
継～第４分団
継～第５分団
継～第６分団
継～第７分団
継～第８分団
継～第９分団
目黒区赤十字奉仕団研修会
継～研修会行程
分団研修会
日赤地区研修会
中堅幹部職員・指導者研修会
地区・分区担当事務研修会
基礎研修会
継～社資功労者表彰
継～社業功労受章者名簿（昭和６３年～平成１５年）
継～日本赤十字社有功章社員章等贈与規則の一部改正
継～奉仕団表彰推薦（平成１９～２０年度）
継～奉仕団表彰推薦（平成２１年度）
継～協賛委員功労表彰
継～区政功労表彰
継～献血功労者表彰
継～奉仕功労表彰推薦（平成１１年～１３年）
継～奉仕功労表彰推薦（平成１４年～１６年）
継～奉仕功労表彰推薦（平成８年～１０年）
継～奉仕団表彰推薦（平成１７～１８年度）
継～社業功労受章者名簿（平成１６年～）
奉仕団員表彰推薦
常～奉仕団表彰推薦（平成２４年度）
常～奉仕団表彰推薦（平成２３年度）
常～奉仕団表彰推薦（平成２２年度）
継～日本赤十字社東京都支部長感謝状贈呈基準の一部改正
社資募集収納簿・送金書
社員増強運動
社資：都支部通知
社資募集ブロック別説明会
社資募集資材必要数
継～社員加入手続き
継～社資募集実績一覧
継～税制上の優遇措置
継～問合わせ、苦情、事件
交付金精算
支出命令書（地区事業費）
継～簿記（H１４～）
収入命令書
地区交付金概算払申請書
支出命令書（地区事務費）
継～奉仕団対象の傷害・賠償保険制度
目黒区総合防災訓練
日赤正副委員長会
日赤奉仕団委員会
日赤事務担当者会
ホームページ
赤十字写真展
NHK海外たすけあい
救援金の受付

日赤事業 分団事業

地区事業

都支部事業

日赤 日赤全般

規則

奉仕団名簿

分団個人名簿

研修会

表彰

社資募集

会計

地域振興課
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 地域振興課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
海外視察研修
災害時帰宅困難者支援訓練
継～災害義援金
継～日赤事務状況調査
モデル奉仕団
義援金の受付け
日赤：都支部委員会（寄付・広報部会）
日赤：都支部委員会（救護・安全部会）
日赤：都支部委員会（健康・福祉部会）
日赤：都支部委員会（献血部会）
日赤：都支部委員会（青少年部会）
日赤その他会議
ボランティアフェスティバル
日赤東京都支部委員会後期
日赤東京都支部委員会前期
日赤評議委員会２月
日赤評議委員会６月
事業計画説明会
日赤協賛委員支部協議会
継～救急法適任証合格者名簿
救急法講習会
にこにこ健康教室等の講師派遣依頼
献血
救護フェスタ
継～日赤災害救護用品の配備
災害基本データブック
継～青葉台三丁目防災倉庫
継～水害
継～災害救助法
継～災害救援金品（見舞金品）の支給基準
継～災害義援金取扱規定
裁縫奉仕
災害状況報告書
災害救護ボランティア
エイド・ステーション
共同募金会からの事務連絡文書
常～赤い羽根共同募金報告書
地域配分（B配分）申請書副本
共同募金広報原稿
常～委員就任承諾書
共同募金会あて事務連絡文書
共同募金運動ＰＲ
共募理事会・評議会・委員総会資料
共同募金会目黒地区協力会収支命令書
共同募金会目黒地区社会事業後援会収支命令書
職域募金
募金実施業務費
小地域福祉活動費
募金収納簿・領収書（控）
募金実績額報告
監査・役員会
共同募金会事務担当者会
共同募金資材調査
共同募金常任委員会（第１回）
共同募金常任委員会（第２回）
支部長変更
社会福祉施設見学
地域配分（B配分）
常～NPO・市民活動資料（保存用）
常～社会貢献活動団体との協議マニュアル
常～助成金資料（民間）
常～都ボランティア資料
常～東京都非営利法人ガイドブック・記載例
NPO・市民活動資料（情報）
常～特定非営利活動促進法施行条例（東京都条例）
常～特定非営利活動法人ガイドブック（東京都）
常～特定非営利活動法人認証団体（平成１２年度）
常～特定非営利活動法人認証団体（平成１３年度）
常～特定非営利活動法人認証団体名簿
常～特定非営利活動促進法
継～他区、他県視察に対する資料
継～長期計画推進に係る担当者会議要綱
継～目黒区コミュニティ形成推進相談員設置要綱
コミュニティ行政資料（国・都・区市町村）
コミュニティ行政資料（財団法人組織）
コミュニティ調査・照会・回答
常～目黒区コミュニテイ助成事業補助金交付要綱
コミュニティ助成事業（センター内定）
コミュニティ助成事業（金額確定・補助金交付）
コミュニティ助成事業（区・センター実績報告）
コミュニティ助成事業（区補助金交付申請）
コミュニティ助成事業（次年度実施分　センター申請）
コミュニティ助成事業（めぐろ区報掲載）
継～コミュニティ助成一覧表（東京都）

コミュニティ共通 コミュニティ全般

コミュニティ助成事業

日赤事業

都支部事業

都支部会議

講習会

救護

共同募金 共同募金全般

東京都共同募金会

目黒地区協力会

社会事業後援会

ＮＰＯ・市民活動 ＮＰＯ・市民活動

地域振興課
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 地域振興課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
コミュニティ助成事業（次年度実施分　センター通知）
継～区政モニターアンケート調査集計結果
継～住区調査アンケート調査結果

住区調整 継～住区区域の調整（昭和４８年～）
後援名義 継～後援名義承認事務取扱要綱

継～職員研修資料
継～コミュニティリーダー研修資料（区）
継～他区・他県視察に対する資料
継～第２次定数ＰＴ報告書
継～コミュニティリーダー研修資料（都）
コミュニティリーダー研修

ハンドブック 継～ハンドブック作成（平成２.３年度）
継～公の施設使用料の見直し方針
継～コミュニティ基本方針案見直しに関する住民会議意見
継～コミュニティ基本方針案見直し
継～コミュニティ基本方針案に対する取り組み
継～コミュニティ基本方針案に対する意見・要望
継～基本方針案「修正案」に係る論点整理
継～コミュニティ基本方針案
継～「論点整理」をめぐる住民会議意見
継～住区住民会議等に対する区政情報及び地域情報収集に関する要領
継～住区住民会議活動記録冊子
継～各住民会議規約
常～住区住民会議補助金交付要綱
継～住区住民会議補助金交付額
継～補助金の見直し
継～補助金の法的検討
住区住民会議代表者感謝状贈呈
常～代表者感謝状贈呈基準
継～課題等検討委員会(平成１８年度)
継～課題等検討委員会(平成１７年度)
常～課題等検討委員会(平成２０年度)
常～課題等検討委員会(平成１９年度)
継～課題等検討委員会(平成１９年度)
継～住区会議室の管理運営に係る課題等検討委員会の設置について
常～連絡協議会(役員)への通知
常～住民会議連絡協議会規約
常～各審議会等委員推薦基準・推薦依頼
常～住民会議の意見・要望
常～住民会議代表者名簿
常～住区住民会議における香典の支出
常～歴代の住区住民会議代表者
常～住民会議総会・役員会（１９年度）
常～住民会議総会・役員会（２０年度）
常～住民会議総会・役員会（２１年度）
継～住民会議総会・役員会（１５年度）
継～住民会議総会・役員会（１７年度）
継～住民会議総会・役員会（１８年度）
継～住民会議総会・役員会（１６年度）
まちづくり基金調査・通知（平成２２年度）
まちづくり基金財務処理（平成２２年度）
常～他課の助成金資料
常～まちづくり基金条例
常～まちづくり基金関連資料
常～まちづくり基金関連検討経過
常～まちづくり活動団体のポスター等掲示
常～まちづくり活動助成募集ＰＲ
常～まちづくり活動助成団体一覧表
常～まちづくり活動助成区議会資料
常～まちづくり活動助成金交付要綱
常～まちづくり活動助成金交付決定延期
常～ふれあいまちづくり活動助成アンケート集計結果
常～ふるさと創生事業資料
常～これまでの見直し経過
常～まちづくり基金の会計処理
常～まちづくり基金運用委員会（平成１９年度）
常～まちづくり基金運用委員会（平成２０年度）
常～まちづくり基金運用委員会（平成２１年度）
常～まちづくり活動助成審査会（平成２４年度）
継～まちづくり基金運用委員会（平成１８年度）
常～まちづくり基金運用委員会（平成２２年度）
常～まちづくり活動助成審査結果
常～まちづくり基金運用委員会設置要綱
常～会議・会議録の公開・非公開の取扱い
常～基金運用委員会委員の委嘱
継～まちづくり基金運用委員会（平成１５年度）
継～まちづくり基金運用委員会（平成１６年度）
継～まちづくり基金運用委員会（平成１７年度）
常～まちづくり基金運用委員会（平成２３年度）
常～まちづくり活動助成（２６年度）
常～まちづくり活動助成（２７年度）
まちづくり活動助成
まちづくり活動助成（２８年度）
まちづくり活動助成（２８年度）

まちづくり活動助成

まちづくり基金 まちづくり基金全般

基金運用委員会

コミュニティ共通

コミュニティ助成事業

アンケート調査

コミュニティ支援 研修

コミュニティ基本方針
案

住区住民会議共通 住区住民会議全般

補助金

感謝状・区政功労

住区会議室検討委員会

住区住民会議連絡協議
会

住区住民会議連絡協議
会全般

住民会議連絡協議会会
議

地域振興課
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 地域振興課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
まちづくり活動助成（２７年度）
常～まちづくり活動助成申請書（平成２０年度）
常～まちづくり活動助成実績報告書（平成２０年度分）
常～まちづくり活動助成金交付団体名簿
常～まちづくり活動助成交付決定（平成２０年度）
常～まちづくり活動助成の実績報告書
常～まちづくり活動助成申請団体名簿（平成１９年度）
常～まちづくり活動助成交付決定（平成１９年度）
常～まちづくり活動助成申請書（平成１９年度分）
常～まちづくり活動助成金交付決定
常～まちづくり活動助成申請書（平成１８年度分）
常～まちづくり活動助成申請団体名簿（平成１８年度分）
常～まちづくり活動助成実績報告書（平成１８年度分）
常～まちづくり活動助成申請書（平成１７年度）
常～まちづくり活動助成申請団体名簿（平成１７年度）
常～まちづくり活動助成実績報告書（平成１７年度）
常～まちづくり活動助成実績報告書（平成１６年度）
常～まちづくり活動助成申請書（平成１６年度）
常～まちづくり活動助成申請団体名簿（平成１６年度）
常～まちづくり活動助成実績報告書（平成２１年度分）
常～まちづくり活動助成交付決定（平成２１年度）
常～まちづくり活動助成申請書（平成２１年度）
常～まちづくり活動助成金交付団体名簿
常～まちづくり活動助成申請書（平成２２年度）
常～まちづくり活動助成実績報告書（平成２２年度分）
常～まちづくり活動助成金交付団体名簿
まちづくり活動助成金支出（次年度）
まちづくり活動助成確定通知（前年度交付決定分）
常～まちづくり活動助成交付決定（平成２２年度）
常～まちづくり活動助成申請書（平成２３年度）
まちづくり活動助成募集（本年度）
まちづくり活動助成申請資料（本年度）
まちづくり活動助成審査結果
まちづくり活動助成確定通知（前年度交付決定分）
まちづくり活動助成金支出（前年度）
まちづくり活動報告（前年度交付団体）
常～まちづくり活動助成実績報告書（平成２３年度）
常～まちづくり活動助成交付決定（平成２３年度）
常～まちづくり活動助成金交付団体名簿
まちづくり活動助成金支出（今年度）
まちづくり活動助成募集（本年度）
まちづくり活動報告（前年度交付団体）
まちづくり活動助成審査結果
まちづくり活動助成申請資料（本年度）
常～まちづくり活動助成申請書　　　　　　　（平成２４年度）
常～まちづくり活動助成実績報告書　　　　　（平成２４年度）
常～まちづくり活動助成交付決定　　　　　　（平成２４年度）
常～まちづくり活動助成金交付団体名簿
まちづくり活動助成確定通知（前年度交付決定分）
常～まちづくり助成交付決定（平成２５年度）
実績報告書（前年度交付団体分）
区報等周知
まちづくり活動助成審査会
まちづくり活動助成審査会（平成２５年度）
区報等周知
交付決定
まちづくり活動助成審査会
地域福祉活動助成金
まちづくり活動助成アンケート
交付決定
２８年度まちづくり活動助成金交付申請
実績報告書（前年度助成団体）
審査会
区報等周知
助成団体のポスター掲示依頼
交付決定
助成団体のポスター掲示依頼
区報等周知
審査会
前年度助成団体実績報告書
助成金交付申請（２９年度）
（常）寄付金受入事業
助成団体へのアンケート
指定寄附金
前年度助成団体実績報告
広報･周知
助成団体のポスター掲示依頼
まちづくり活動助成審査会
まちづくり活動助成審査会
事務取扱要領
指定寄附金
前年度助成団体実績報告
要綱改正
交付決定

まちづくり助成（２１
年度）

まちづくり助成(２２年
度)

まちづくり助成（２３
年度）

まちづくり助成(２４年
度)

まちづくり助成（２５
年度）

まちづくり活動助成
（２６年度）

平成２７年度まちづく
り活動助成

まちづくり活動助成
（２８年度）

まちづくり活動助成
（２９年度）

まちづくり活動助成
（３０年度）

まちづくり活動助成

平成１８年度まちづく
り助成

平成１７年度まちづく
り助成

平成１６年度まちづく
り助成

まちづくり助成(２０年
度)

まちづくり助成(平成１
９年度)

地域振興課
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 地域振興課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
助成団体へのポスター掲示
広報
広報
指定寄附金
交付申請
審査会・選考会
助成団体のポスター掲示依頼
前年度助成団体実績報告
交付決定
継～上目黒三丁目複合施設建設経過（烏森住区センター）
継～住区センター運営管理
継～地区サービス事務所取扱事務
継～保健福祉サービス事務所事務
継～コミュニティ推進員取扱要綱・募集要項
継～コミュニティ推進員採用
継～コミュニティ推進員研修
継～コミュニティ推進員人事・服務
継～行政サービス窓口地図
継～行政サービス窓口の開設
継～行政サービス窓口運営

住区別地図 継～目黒全区地図
富士ゼロックス・メーター連絡表
完了報告書
駐車場使用届
職員給与チェックリスト
後納郵便物差出票
ゆうパック宛名控
法定調書
料金受取人払承認請求書
郵券
調査別郵便料金使用状況報告書
常～備品等取扱説明書・修理
常～個別システム管理運用基準及びセキュリティ実施基準
常～区民の声
常～ホームページコンテンツ説明書
常～コピー機マニュアル
常～事務事業見直しの検証（作成資料）
常～引継予定表
常～ファイル基準表
通知・案内等
調査依頼、回答
年度当初作業
常～事業評価制度
事務事業実績一覧・集計表
常～行財政改革大綱資料
常～予算見積資料
常～予算編成資料
常～統計決算資料
平成３０年度決算
常～会計検査院実地検査対応
常～統計監査資料
東京都交付金経理状況調査（監査）
通知
交付金返納
統計調査交付金精算報告書
常～統計調査費委託金　歳入調定
常～統計調査交付金　取扱要領
指導員・調査員報酬・費用弁償の支払い
振込明細一覧表
常～臨時職員　特例申請
雇用承諾書兼勤務条件明示書
臨時職出勤簿
臨時職員雇用

個人番号取得 常～個人番号の取得
常～関係機関統計調査(周知文）
常～事業概要（統計係）
常～統計法改正
常～産業統計関係規則・要領集
常～指定統計調査の民間開放に向けての計画
常～統計法及び統計報告調整法の一部改正について
常～証明書の交付
常～地方分権 通知・説明資料
常～地方分権 法令等資料
常～統計行政の新たな展開方法
常～事故報告書（統計）
常～目黒区個人情報保護条例・施行規則
常～統計調査関係文書の公開について
常～情報公開・個人情報保護資料
常～行政情報目録
常～公文書公開
常～個人情報登録（平成１３年～）
常～個人情報登録（～平成１２年）
常～個人情報ファイル記録票
常～個人情報の開示

予算編成

報酬・費用弁償

臨時職員

統計共通 統計全般

情報公開・個人情報保
護

地区サービス事務所整
備

分掌事務

コミュニティ推進員

行政サービス窓口

統計係庶務 庶務

人員・事務事業・行革

決算

監査

統計調査交付金

まちづくり活動助成
（３０年度）

施設建設 住区センター

まちづくり活動助成
（３１年度）

まちづくり活動助成

地域振興課
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 地域振興課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～情報公開・個人情報保護審議会への諮問
常～総務省へのＣMＳデータ提供依頼
常～総務省へのＣMＳデータ提供依頼
常～統計調査支援システム資料
常～政府統計共同システム（ＬＧＷＡＮ）
常～統計調査支援システム
常～特別区主管課長会議
常～統計担当職員名簿
常～各種会則（統計協会･第３ブロック・特別区主管課長会）
常～ 特別区統計事務主管課長会事務引継書
統計研修　
常～第３ブロック統計事務研究会
賃金・報酬支払台帳
媒体受領書
常～統計調査員候補者登録要綱
統計調査員　候補者登録の継続
常～登録調査員　カード
常～登録調査員　支払金口座振替依頼書
常～登録調査員　取消カード
常～統計調査員　候補者登録
登録調査員候補者（新規）
常～統計調査員の量・質の確保･向上に関するガイドライン
常～東京都統計調査員確保対策事業実施要綱
調査員確保対策　事業実施
調査員確保対策　研修会
常～統計調査員確保対策事業の現況
常～登録調査員　弔意手続き
常～研修会記録
調査員確保対策　研修会参加者費用弁償
調査員確保対策　事業全般
常～感謝状贈呈式写真
国勢調査　公務災害請求
常～統計調査員公務災害
常～統計調査員公務災害資料
統計資料送付書（４月～９月）
統計資料送付書（１０～３月）
統計資料新着分台帳
常～閲覧記録表
常～国勢調査調査世帯一覧・調査区要図・調査区関係書類 閲覧事務取扱要
領
常～国勢調査　調査区確認資料閲覧（外部提供）
常～国勢調査閲覧に関する個人情報条例
事業所・企業統計調査　名簿使用事務取扱要領
常～国勢調査　調査区確認資料閲覧（目的外利用）
継～平成１７年国勢調査　調査区一覧表(総務庁)
継～平成１７年国勢調査　要図(写)区保管分
継～平成１７年国勢調査　調査区一覧表(区作成)
継～平成１７年国勢調査　世帯名簿（写）区保管分
継～平成１７年国勢調査　マンション情報
常～結果の公表における従業者数の取り扱い
常～地方集計　結果公表時の注意点
常～地方集計　共通調査区ー住区対応表

地方集計（国調） 常～国勢調査 地方集計
地方集計（事業所・企
業）

常～事業所・企業統計調査の地方集計

常～地方集計（その他）　社会生活基本調査の調査票の使用に関する要領
常～地方集計（その他）　就業構造基本調査の調査票の使用に関する要領
常～地方集計（その他）　住宅・土地統計調査の調査票の使用に関する要領
常～叙勲・褒章候補者基礎調査
常～叙勲・褒章受章者名簿
常～栄典制度、表彰基準

叙勲・褒章(総務省） 常～総務省 叙勲・褒章候補者の推薦
叙勲・褒章(経済産業
省）

常～経済産業省 叙勲・褒章候補者の推薦

常～統計功労者表彰（住宅・土地統計調査）
常～統計功労者表彰（国勢調査）
常～総務大臣表彰
常～統計功労者表彰（経済センサス活動調査）
常～経済産業省表彰
常～経済産業省感謝状
常～東京都知事感謝状（統計功労）
常～都知事表彰事務取扱要領
常～都知事表彰・感謝状
常～統計協会表彰一覧表
常～区政功労者表彰資料
常～表彰ﾎﾟｲﾝﾄ表
常～区長感謝状ﾘｽﾄ

その他機関 常～大内賞　平成２８年～
基幹統計調査全般 常～目黒区企業団体名簿

常～商業統計調査　商業集積地区エリア図
常～商業統計調査　用途地域図
常～商業統計調査　参考資料
常～商業統計調査　H１６商業統計立地環境特性付け作業（エラー修正）
常～２００５年農林業ｾﾝｻｽ調査票の使用要領

基幹統計調査
商業統計調査

農林業センサス

表彰 表彰共通

国表彰

都表彰

区表彰

統計調査員公務災害

統計資料 統計資料全般

世帯・事業所名簿閲覧

平成１７年国勢調査

地方集計 地方集計全般

地方集計（その他）

統計共通

情報公開・個人情報保
護

電子計算処理

統計機構

調査員報酬

登録調査員

調査員確保対策

地域振興課
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 地域振興課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～農林業センサス検討報告
商業動態統計調査　事務打合せ会
商業動態統計調査　実施通知
商業動態統計調査　スケジュール
商業動態統計調査　国・都通知
常～商業動態統計調査　商店街ＭＡＰ
常～商業動態統計調査　調査区確認
商業動態統計調査　調査員推薦
商業動態統計調査　調査員任用
商業動態統計調査　調査員報酬
商業動態統計調査　調査票
商業動態統計調査　事業所名簿
商業動態統計調査　送付処理
商業動態統計調査　調査のお願い
商業動態統計調査　書類等様式
学校基本調査　調査の実施
学校基本調査　実施通知
工業統計調査　調査員からの提出
学校基本調査　事務打合せ会
常～学校基本調査　事務の委任について
常～学校基本調査　規則等の一部改正について
学校基本調査　調査票提出
学校基本調査　国・都通知
学校基本調査　結果の送付
工業統計調査　スケジュール
工業統計調査　参考資料
常～工業統計調査又は商業統計調査の調査票の使用に関する要領
工業統計調査　各種覚書
工業統計調査　国・都通知
工業統計調査　都発行のニュース

工業統計調査　区市町
村事務説明会

工業統計調査　区市町村事務説明会会議資料

工業統計調査　ホームページ掲載
工業統計調査　広報・協力依頼（国・都）
工業統計調査　掲示板掲出
工業統計調査　関係機関広報依頼
工業統計調査　めぐろ区報掲載
工業統計調査　調査員の募集
工業統計調査　調査員説明会
工業統計調査　意向調査
工業統計調査　推薦・任用
工業統計調査　誓約書
工業統計調査　調査員証・指導員証
工業統計調査　相互協力・同行者
工業統計調査　国・都作成の用品
工業統計調査　目黒区作成の用品
工業統計調査　行政情報の利用
工業統計調査　郵便切手申請・報告
工業統計調査　要図・名簿
工業統計調査　郵送回収
工業統計調査　オンライン調査
工業統計調査　区市町村向け事務説明会
工業統計調査　調査の委託
工業統計調査　調査区
工業統計調査　調査方法の検討
工業統計調査　調査員からの提出
工業統計調査　都への提出
工業統計調査　問合せ対応

工業統計調査　審査 工業統計調査　区審査
工業統計調査　事後報告会
工業統計調査　疑義照会

工業統計調査　引継ぎ 工業統計調査　次回調査向け引継ぎ資料
経済センサス調査区管
理

経済センサス調査区管
理　全般

常～経済センサス　調査区管理

経済センサス基礎調査　参考資料
経済センサス基礎調査　スケジュール
実施準備事務打合せ会の開催
「地方別調査実施スケジュール」の作成
東京都通知
経済センサス基礎調査　ホームページ掲載
経済センサス基礎調査　関係機関協力依頼
経済センサス基礎調査　掲示板掲示
経済センサス基礎調査　広報・協力依頼（国・都）
経済センサス基礎調査　めぐろ区報掲載
経済センサス基礎調査　誓約書
経済センサス基礎調査　調査員証・指導員証
経済センサス基礎調査　相互協力・同行者
経済センサス基礎調査　調査員事務説明会
経済センサス基礎調査　意向調査
経済センサス基礎調査　報酬・費用弁償
経済センサス基礎調査　調査員の募集
経済センサス基礎調査　推薦・任用
経済センサス基礎調査　目黒区作成の用品
経済センサス基礎調査　国・都作成の用品

工業統計調査　用品

工業統計調査　提出後
の事務

経済センサス基礎調査
広報・協力依頼

経済センサス基礎調査
調査員・指導員

経済センサス基礎調査

工業統計調査　調査
員・指導員

工業統計調査　調査の
実施

経済センサス基礎調査
調査全般
経済センサス基礎調査
国・都通知

経済センサス基礎調査
用品

工業統計調査(既定) 工業統計調査　全般

工業統計調査　国・都
通知

工業統計調査　広報・
協力依頼

基幹統計調査

農林業センサス

商業動態統計調査(既
定)

商業動態調査　調査全
般

商業動態調査　調査員

商業動態調査　調査の
実施

学校基本調査(既定) 学校基本調査　調査全
般
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 地域振興課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
経済センサス基礎調査　要図・名簿
経済センサス基礎調査　郵便切手申請・報告
経済センサス基礎調査　郵送回収
経済センサス基礎調査　問合せ対応
経済センサス基礎調査　都への提出
経済センサス基礎調査　調査員からの提出
経済センサス基礎調査　調査方法の検討
経済センサス基礎調査　調査区
経済センサス基礎調査　調査の委託
経済センサス基礎調査　オンライン調査
経済センサス基礎調査　乙調査
経済センサス基礎調査　行政情報の利用
経済センサス基礎調査　区審査
経済センサス基礎調査　指導員審査
経済センサス基礎調査　事後報告会
経済センサス基礎調査　疑義照会

経済センサス基礎調査
次回への引継ぎ

経済センサス基礎調査　次回調査向け引継ぎ資料

経済センサス活動調査　スケジュール
経済センサス活動調査　各種覚書
農山村調査
農林業センサス調査　各種覚書
農林業センサス調査　参考資料
農林業センサス調査　スケジュール
農林業センサス調査　国・都通知
農林業センサス調査　都発行のニュース
農林業センサス調査　広報・協力依頼（国・都）
農林業センサス調査　めぐろ区報掲載
農林業センサス調査　ホ－ムページ掲載
農林業センサス調査　関係機関協力依頼
農林業センサス調査　掲示板掲出
農林業センサス調査　相互協力・同行者
農林業センサス調査　調査員事務説明会
農林業センサス調査　調査員証・指導員証
農林業センサス調査　調査員の募集
農林業センサス調査　誓約書
農林業センサス調査　意向確認
農林業センサス調査　推薦・任用
農林業センサス調査　目黒区作成の用品
農林業センサス調査　国・都作成の用品
農林業センサス調査　調査区
農林業センサス調査　行政情報の利用
農林業センサス調査　オンライン調査
農林業センサス調査　要図・名簿
農林業センサス調査　調査員からの提出
農林業センサス調査　調査の委託
農林業センサス調査　調査方法の検討
農林業センサス調査　郵便切手申請・報告
農林業センサス調査　郵送回収
農林業センサス調査　問合せ対応
農林業センサス調査　都への提出
農林業センサス調査　区審査
農林業センサス調査　指導員審査
農林業センサス調査　疑義照会
農林業センサス調査　事後報告会

農林業センサス　次回
への引継ぎ

農林業センサス調査　引継ぎ資料

農林業センサス調査区管理　参考資料
農林業センサス調査区管理　スケジュール
農林業センサス調査区管理　各種覚書
農林業センサス調査区管理　国･都通知
農林業センサス調査区管理　都発行のニュース
農林業センサス調査区管理　目黒区作成の用品
農林業センサス調査区管理　国･都作成の用品
農林業センサス調査区管理　調査方法の検討
農林業センサス調査区管理　都への提出
農林業センサス調査区管理　問合せ対応
農林業センサス調査区管理　調査区
全国家計構造調査　指導員・調査員説明会
全国家計構造調査　国・都通知
全国家計構造調査　住民基本台帳
全国家計構造調査　指導員・調査員推薦
全国家計構造調査　ホームページ掲載
全国家計構造調査　めぐろ区報掲載
全国家計構造調査　調査員・指導員の任用
全国家計構造調査　報酬・費用弁償
全国家計構造調査　調査票記入者への報奨
全国家計構造調査　調査区
国勢調査　スケジュール
国勢調査　各種覚書
国勢調査　参考資料
国勢調査　国・都通知
国勢調査　都発行のニュース
国勢調査　区市町村向け事務説明会

農林業センサス　審査

農林業センサス　提出
後の事務

農林業センサス

国勢調査　調査全般

国勢調査　国・都通知

国勢調査　区市町村事務
説明会

農林業センサス　全般

農林業センサス　国・
都通知
農林業センサス　広
報・協力依頼

農林業センサス　調査
員・指導員

農林業センサス　用品

農林業センサス　調査
の実施

経済センサス基礎調査

農林業センサス調査区
管理

農林業センサス調査区
管理　調査全般

農林業センサス調査区
管理　国・都通知
農林業センサス調査区
管理　用品
農林業センサス調査区
管理　調査の実施

住宅・土地統計調査 住宅・土地統計調査
調査全般

住宅・土地統計調査
広報・協力依頼
住宅・土地統計調査
指導員・調査員
住宅・土地統計調査
調査の実施

国勢調査

経済センサス活動調査 経済センサス活動調査
調査全般

経済センサス基礎調査
調査の実施

経済センサス基礎調査
審査
経済センサス基礎調査
提出後の事務
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 地域振興課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
国勢調査　区市町村事務説明会　会議資料
国勢調査　区市町村事務説明会　開催通知
国勢調査　ホームページ掲載
国勢調査　関係機関協力依頼
国勢調査　掲示板掲出
国勢調査　広報・協力依頼（国・都）
国勢調査　めぐろ区報掲載
国勢調査　調査員証・指導員証
国勢調査　相互協力・同行者
国勢調査　調査員事務説明会
国勢調査　調査員の募集
国勢調査　誓約書
国勢調査　推薦・任用
国勢調査　意向調査
町会あて調査・通知
国勢調査　都への提出
国勢調査　調査員からの提出
国勢調査　調査方法の検討
国勢調査　調査区
国勢調査　調査の委託
国勢調査　行政情報の利用
国勢調査　オンライン調査
国勢調査　問合せ対応
国勢調査　郵便切手申請・報告
国勢調査　郵送回収
国勢調査　要図・名簿
国勢調査　指導員審査
国勢調査　区審査
国勢調査　事後報告会
国勢調査　疑義照会

国勢調査　次回への引継
ぎ

国勢調査　次回調査向け引継ぎ資料

国・都通知
国勢調査調査区設定提出
個人情報の目的外利用及び外部提供
国勢調査　調査区設定参考地図
申請書
国・都通知

調査区管理全般

調査区全般

国勢調査　調査区管理

国勢調査　区市町村事務
説明会

国勢調査

国勢調査　広報・協力依
頼

国勢調査　用品

国勢調査　調査の実施

国勢調査　審査

国勢調査　提出後の事務

地域振興課

22／22


