
 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 産業経済・消費生活課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
組織改正 移行調査 芸術・文化行政移行調査

継～区民センター施設利用計画
常～　施設等の臨時休館
継～施設保全管理説明会資料
常～区政功労表彰
区民の声
事務引継書
訓令
継～区民の声広聴システム
継～産業経済課感謝状贈呈基準
継～施設使用料見直し

担当者会議 政策決定会議
継～環境マネジメントシステム文書
継～目黒区環境基本方針

基本構想・長期計画 継～長期修繕計画
常～行政手続法処分一覧（申請処分編）
継～行政手続法調査
継～行政手続法処分調査
継～行政手続法処分一覧（不利益処分編）
継～行政手続法処分一覧（申請処分編）
継～行政手続条例制定調査
継～行政手続条例制定に向けての調査
継～行政手続条例の手引き
継～要望記録制度
継～公益通報者保護
継～区政の透明性

区議会 継～区議会答弁書マニュアル
継～災対区民生活部行動マニュアル
継～組織図
常～新型インフルエンザ対策行動マニュアル
継～目黒区水害ハザードマップ
地区整備課
中央地区サービス事務所
庁舎管理係
調査回答（都・他区）
都市計画課
都市整備課
区議会事務局
区長室
区民の声課
係長会
契約課
経営改革推進課
健康推進課
健康福祉計画課
戸籍住民課
広報課
高齢福祉課
財政課
産業経済・消費生活課
子ども家庭課
子育て支援課
長期計画コミュニティ課
福祉総合課
区有施設プロジェクト課
政策企画課
滞納対策課
地域政策調査課
特別区経済主管課長会
秘書課
施設改革推進課
その他
オリンピック・パラリンピック推進課
スポーツ振興課
介護保険課
会計課
環境保全課
監査事務局
教育政策課
区議会
住宅課
障害福祉課
情報課
人権政策課
人事課
清掃リサイクル課
生涯学習課
生活安全課
生活福祉課
西部地区サービス事務所
税務課
選挙管理
総務課
地域振興課

共通 庶務

環境

行政手続法

行政改革

組織、防災

調査通知

産業経済・消費生活
課

1／11



 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 産業経済・消費生活課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
都･区からの通知
東部地区サービス事務所
南部地区サービス事務所
八雲中央図書館
文化・交流課
保健予防課
防災課
北部地区サービス事務所
継～所属コード表
継～自己開示請求
継～地域情報化資料
継～情報公開事務の手引き
継～公文書公開制度１０年の記録
継～公文書公開個人情報保護に関する運用通知
継～個人情報用紙類
継～個人情報業務登録票及び目録
継～開示請求
継～職員向けホームページ
継～情報セキュリティ基本方針及び対策基準
継～共用インターネット端末利用要領（ホームページ作成用機器利用要領）
継～インターネット端末設置及びメール送信取扱
目黒区ホームページ公開・変更・廃止申請
継～ファイル基準表
継～ファイル基準表平成元年以前（長期文書）
常～引継予定表
ファイリング通知
ファイリングシステム
継～有料印刷物取扱要綱
継～要綱
継～押印廃止基準
郵便物（料金後納郵便物差出票）
郵便切手交付申請書
継～要領
継～文書事務の手引き
継～電子計算組織による公印
人事通知
非常勤雇用（会計年度任用職員）
産休・育休代替臨時職員
継～人事取扱規則、要綱
継～事故処理の手引き
育児休業承認に係る申請
職員倫理規定に基づく飲食届
人事課通知
非常勤勤怠・旅行命令簿
服務諸届
通勤手当認定簿（異動分）
出退勤時刻データ修正記録簿
給与通知
非常勤報酬支出
給与減額免除申請簿
雑給支出
常～通勤手当認定簿（在課分）
健康管理通知
福利通知
安全衛生協力員
研修通知
安全衛生委員会
債権者登録申請書・変更届
継～財政白書
継～産業経済課契約取扱方針
継～物品管理システムマニュアル
継～物品名鑑
常～備品総括表
常～新聞購読
消耗品
ゴム印購入
調定収入通知書
常～雑誌購読
区議会予算要望
令和元年度補正予算
令和２年度当初予算編成
継～前渡金預金通帳
継～現金出納簿
支払命令書
予算流用
執行委任
清算命令書
支出負担行為
支出負担行為兼支出命令書
主要な施策の成果報告作成資料
決算関係調査
監査通知
決算資料
収入未済繰越

予算執行

決算、監査

共通

財務 財務全般

予算編成

現金受領

調査通知

情報公開

インターネット

ファイリングシステム

文書

人事、給与 人事

服務

給与

研修、福利厚生

産業経済・消費生活
課
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 産業経済・消費生活課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
監査資料
契約依頼書（３０万未満）
債権者登録
契約依頼書（３０万以上）
契約書（３０万円以上）
契約書（３０万円未満）
継～人材情報システム
後援名義等使用承認申請
賃金・報酬支払台帳
継～後援名義使用承認事務取扱要綱
常～事務事業実績
区民生活部事業概要
常～　地域版第４次産業革命
継～緊急経済対策
中小企業退職金共済資料
常～　事業継続力強化支援計画
継～最低資本金規制の特例
継～青色申告会
継～中小企業振興基本条例（他区）
継～東京青年会議所
継～目黒区都市計画施設図
継～各区産業振興資料
常～　東京商工会議所
常～産業振興ビジョン取組状況調査
継～中小企業振興条例
常～目黒区産業振興ビジョン検証会議
常～産業振興ビジョンの改定
継～地域経済・金融懇談会
継～少子高齢化研究プロジェクトチーム
継～産業政策区民会議
継～産業経済区民会議設置要綱
継～出店研究プロジェクトチーム
常～目黒区事業所の実態
東京の企業倒産状況
継～事業所統計
継～商工だよりマニュアル
常～「商工だよりめぐろプログレスＷｅｂ版」のコンテンツ作成委託
常～他区商工だより
常～Ｗｅｂ版めぐろプログレス
常～Ｗｅｂ版めぐろプログレス記事ＣＤ
継～商工団体等名簿
継～関係団体（ｍｉｓｔ）
企業団体名簿起案
名簿変更情報
継～過年度分企業団体名簿（平成４年度～平成２０年度）
常～企業団体名簿作成マニュアル資料
企業団体名簿
景況（各区）
継～景気対策連絡調整会議設置要綱
継～景況調査の手引き
常～東京都中小企業の景況（都産業労働局調査）
景況調査連絡会議の運営、会議録
目黒区景況報告書の作成、公表
常～全国、２３区の中小企業景況（中小機構・東京商工会議所）
継～商工相談所運営事務手引き
常～商工相談所相談用パソコン関連
継～商工相談所相談業務内容アンケート
継～商工相談所相談員選考
継～商工相談所相談員履歴書
継～中小企業診断士「窓口相談業務従事証明書」マニュアル等
継～目黒区商工相談所・受発注相談室の委嘱（定年）要領
継～目黒区商工相談所運営要綱、要領
継～商工相談所相談員感謝状の基準
相談・申込　年報、四半期報、月報、週報
商工相談所事務打合会
常～融資(相談･申込)予約簿
商工相談所相談員及び指導員の謝礼金の支出
常～商工相談所相談員感謝状
中小企業診断士「窓口相談業務従事証明書」等
出勤簿　請求書
常～商工相談所相談員の委嘱

経営相談 経営相談記録カード
融資広報
継～金融検査マニュアル別冊（中小企業融資編）
継～融資返済マニュアル
継～融資説明会
継～融資制度経過書
継～融資事例集
継～融資資料
継～融資個別対応
継～融資検討資料
継～税証明資料
継～新会社法
常～東京都との連携（融資制度）

決算、監査

産業振興共通 産業振興各種資料

産業振興ビジョン

産業政策区民会議

統計

プログレス発行

団体名簿

景況調査

産業経済・消費生活課共
通

財務

契約 契約書

中小企業融資

商工相談所 商工相談所全般

産業経済・消費生活課運
営

事業概要

商工相談所相談員

中小企業融資全般

産業経済・消費生活
課
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 産業経済・消費生活課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～信用保証協会・国民生活金融公庫打合
継～女性起業支援（融資）
継～実効金利算出方法
継～金利資料
継～東京都通知
継～（財）東京都中小企業振興公社
継～信用保証協会との覚書の締結
継～信用保証協会業務取扱いについて
継～信用補完制度見直し説明資料
継～新銀行東京
保証協会
継～保証制度に係る通知
常～保証協会からの通知
常～東京都からの通知
融資関係機関通知
都融資制度説明会資料
継～定款及び行務方法書の改正通知
常～２２区融資資料　
支援ガイド（２２区）
継～目黒区貸渋り対策
継～事業資金借入に関するアンケート
継～国及び他自治体の貸し渋り対策
５号認定通知
５号の指定業種
５号の認定
４号の認定
７号認定受付
継～７号認定指定リスト
継～安定化統計・資料
継～特定中小企業者認定要領（様式・基準等）
継～認定書発行に係るＱ＆Ａ
継～認定申請規定・申請書
継～輸入促進等に関する認定要領
継～２号、６号認定に係る追加指定
新規・変更・解除
金融機関変更届
指定金融機関等あて要綱・パンフレット等の送付について
継～金融機関からの要望
継～取扱金融機関指定申請書類
継～金融機関店舗廃止・住所変更等
継～金融機関との協議書
継～融資金融機関

融資パンフレット 常～融資パンフレット
常～中小企業制度融資名目利率
常～　中小企業資金融資等要綱
継～要綱改正の経過
継～目黒区中小企業向け制度融資要綱集（平成１４年度～平成１８年度）
継～中小企業制度融資名目利率
東京都中小企業制度融資要綱
中小企業向け制度融資事前協議
完済者リスト
本人負担利率変更日確認（小口・経安・創業）
利子補給戻入
利子補給金の支出
融資状況調査書（上期）
利子補給振替収支
利率変更者リスト
城南返済予定表一括送付対象者一覧
融資状況調査書（下期）
利子補給金交付決定
継～所在要件資料
利子補給金交付決定
中小企業融資各種調査
継～事務事業実績
継～統計帳票サンプル（システム出力）
継～認定要領に基づく時事務処理方法（東京都）
常～事務事業実績
区外転出報告書
修正報告書（約定完済分）
常～返済猶予修正報告書
対応不要の報告書
繰上完済報告書
修正報告書（代表者変更、所在地変更等）
代位弁済報告書

６項認定 ６項の認定
継～信用保証料補助取消決定・戻入（起案）（１４年度分）
不納欠損（信用保証料返還請求）
保証協会照会・回答
謄本等公用請求
債権放棄（信用保証料返還請求権）
常～督促・催告案件
常～信用保証料補助金交付決定取消及び返還請求（過年度分）
過年度返還分完了済（信用保証料返還請求）
常～分割払（信用保証料返還請求権）

利子補給金交付申請

融資実績及び調査

変更修正報告書

融資関係機関通知

他区融資資料

融資あっせん 信用保証料

中小企業融資

貸渋り対策

４号・７号認定

融資取扱金融機関の指
定

融資事務取扱要綱

利子補給事務

１号・４号・５号・６号認定

認定要領・資料

中小企業融資全般

産業経済・消費生活
課
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 産業経済・消費生活課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
信用保証料申請(未請求）
信用保証料申請（依頼）
信用保証料補助決定・支出

牛海綿状脳症 継～牛海綿状脳症
大型小売店対策資金融資継～商圏の範囲（地図）目黒区大型小売者対策資金融資
公衆浴場確保対策融資 常～浴場（申込・診断・回答）
公衆浴場確保対策融資 継～浴場（申込・診断・回答）１８年度

継～近代化資料（東京都）目黒区工業近代化資金融資
常～工近（申込・診断・回答）
継～工近（公害防止資金融資）

中小企業創業支援資金
融資

継～創業（資格）目黒区中小企業創業支援資金融資

災害復旧資金融資 継～災害復旧資金融資パンフレット
継～経営改善資金融資の取扱い
継～マル経融資利子補給要綱
継～融資システム機種入替（平成１５年度）契約・業者との打ち合わせ
継～融資システムネットワーク用機器入替
継～融資システム機種入替（平成９年度）
継～融資システム入替（平成１５年度）庁内協議
継～融資システム削除データ
継～融資システム保守
継～融資システム保守会社

融資電算マニュアル 継～融資電算マニュアル
（小口）運転 （小口）運転
（小口）設備 （小口）設備
経営安定 （経安）運転
中小企業　運転 中小企業　運転
中小企業　設備 中小企業　設備
小規模企業　運転 小規模運転
小規模企業設備 小規模　設備
中小企業創業支援　運転 創業支援　運転
中小企業創業支援　設備 創業支援　設備
中小企業借換・一本化 借換・一本化

取下げ（回答書のこない取下）
否決・取下（その他）
否決・取下（経安）
否決・取下（小口）
否決（回答書のこない否決）

あっせん取消・非該当 あっせん取消・非該当
農業研修・会議
ポスター等掲出依頼
他区・普及センター農業情報
農業関係通知
原発事故による農畜産物及び水産物の放射性物質検査報告（東京都通知）
有機農業
エコ農産物
６次産業化
常～東京都の地域・区市町村別農業データブック
農政調査時報
継～農業統計資料
関東農政局「新規参入者調査」
他自治体からの調査依頼
田畑売買価格等に関する調査・農作業料金・農業労賃に関する調査
農業調査
農業統計資料
野生鳥獣による農作物の被害状況調査
病害虫発生予察情報
農作物野生鳥獣被害対策アドバイザー
農作物獣害防止対策支援事業
東京都農作物獣害防止対策事業の要望調査
東京都農作物獣害防止対策事業
生息状況調査
生育障害
情報提供
獣害防止対策
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律
ジビエ倍増モデル整備事業
農業制度金融説明会
収入保険制度
農業制度金融
農業近代化資金の金利改定について

農産物生産状況調査 常～東京都農産物生産状況調査
農業経営基盤強化促進法の基本要綱
常～　目黒区都市農業活性化支援事業
常～　東京都都市農業活性化支援事業
常～東京都指導農業士制度
都市農地の貸借の円滑化に関する法律
東京都指導農業士案内
常～東京都農業振興事務所
(公財）東京都農林水産振興財団
（公財）東京都農林水産振興財団　新規就業奨励事業
目黒区・世田谷区・JA世田目協働事業
自治体等における就農支援策
（公財）東京都農林水産振興財団担い手の育成・活動支援事業

農業関連金融

農業関係法令等

農業

農業関連団体

農業振興事業

融資あっせん

信用保証料申請書

工場近代化資金融資

否決・取下げ

農業全般

統計・調査

鳥獣害・病虫害関係

産業経済・消費生活
課

経営改善資金融資

融資事務 融資事務電算化資料

融資あっせん申込・回答
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 産業経済・消費生活課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
農業振興事業委託
東京都エコ農産物認証制度
新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱
農業人材力強化総合支援事業
人・農地プラン
人・農地問題解決加速化支援事業
青年等就農
継～農業ポスター
都知事賞申請
常～農産物品評会審査基準
夏季農産物品評会
農産物品評会　副賞商品券受払簿
新年度農産物品評会準備
秋季農産物品評会
合同受賞式
春きゃべつ収穫体験
継～収穫体験農園補助金要綱
継～収穫体験農園ポスター
秋野菜の収穫体験
秋きゃべつ収穫体験
枝豆、とうもろこし収穫体験
ぶどう収穫体験
じゃがいも収穫体験
収穫体験農園補助金
農業体験型農園の設置と運営に対する補助金交付
ミニ農業体験農園

市民農園 市民農園整備促進法
都市農業振興基本法に基づく地方計画
都市農業活性化支援事業
目黒区都市農業支援事業補助金交付
チャレンジ農業支援事業
常～東京都都市農業活性化支援事業
東京都新規就農者確保事業
経営体育成支援事業
常～　目黒区都市農業支援事業補助金交付要綱
常～ＪＡ総代会資料
目黒区事業説明会
継～目黒区農業振興運営協議会総会資料（～H１９）
継～目黒区農業振興運営協議会会則・名簿
区内農家による学校給食への農産物の無償提供
目農振研修会・農事講習会
目黒区農業振興運営協議会
常～ＪＡ世田谷目黒による学校給食への農産物の納品量
継～農薬取締法関係
継～農産物安全推進事業補助金交付要綱
継～農産物安全推進事業
事業推進協議会
農業会議会費
東京都農業会議
相続税等納税猶予制度研究会
納税猶予証明
常～農業経営継続証明書
農地台帳の整備及び公表について
都市農地貸借円滑化法
都市農地保全支援プロジェクト（平成２６～３５年）
都市農地保全推進自治体協議会分担金
都市農地保全推進自治体協議会
農地の創出・再生支援事業
継～目黒区都市農地保全事業補助金交付要綱
２号仮登記
農地関連事務および農地管理等に関するアンケート・報告書
防災協力農地
継～生産緑地関係法令
継～生産緑地に係る主たる従業者証明（買取りあっせん資料）
生産緑地調査
生産緑地制度研究会
常～生産緑地買取希望に伴う農業従事者へのあっせん
常～生産緑地地区の都市計画変更
継～生産緑地保全整備事業要綱
生産緑地法等の一部改正について
生産緑地地区調査
常～生産緑地に係る主たる従事者証明
常～区民農園
継～生産緑地資料
継～地区一覧
特定生産緑地
継～買受適格証明
継～農地法事務審査基準・処理期間
継～農地法関係法令・通達
継～従業者証明書
農地法施行状況調査
農地法に基づく情報の提供関係（固定資産土地台帳、賃借料、住民基本台帳
等）
農地借入状況調査

農地保全

特定農地

生産緑地

農地法

農業体験農園

都市農業支援事業

目農振・ＪＡ

農産物の安全・安心確保
対策

農業会議

納税猶予

農業

農業振興事業

農産物品評会

収穫体験農園

産業経済・消費生活
課
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 産業経済・消費生活課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
遊休農地
農地法関係事務処理要領
農地法改正に伴う関係省令等の一部改正
常～農地法関係事務の取扱い
常～農地台帳情報提供に関する協定
農地法第３条の３の届出
農地台帳の整備及び公表について
貸借法運用資料
法律の運用
調査
通知書
都市農地貸借法　事務処理要領・様式
貸付協定
貸付規程

特定農地貸付け法 特定農地貸付け法事務処理要領・様式
継～農地転用届台帳（４条）
継～農地転用届台帳（第５条）
継～農地法第５条転用の留意事項
東京都農地転用許可要領
常～農地の転用事実に関する照会書
農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届
農地法第４条第１項第８号に基づく転用届
常～農地権利移動・借賃等調査手引き(システム）
農地転用事務の取扱い
常～農地転用照会　目黒都税事務所
継～農地転用関係用紙類
継～農地転用事務の取扱い
国有農地調査
継～国有農地に関する通知
継～国有農地資料
継～事務処理要綱（国有農地）
継～台帳（国有農地）
継～農業経営基盤強化事務取扱交付金交付要綱
企業的農業経営顕彰
農業後継者顕彰
農業功労者表彰
継～受賞者名簿（企業内・後者・功労）
国･関係機関通知
ホームページ申請
常～働き方改革資料
めぐろ区報掲載依頼
常～東京都人づくり・人材確保支援事業
犯罪被害者支援ネットワーク
民間事業者資料
常　ポケット労働法の配布
雇用問題連絡会議
雇用就業対策に係る連絡会議
雇用調査・回答
生活困窮者実務者会議
常～パートタイム労働ガイドブック
常～生活福祉課資料

労働全般 常～労働・雇用資料
支出負担行為書
支出命令書
契約依頼書
ハローワーク渋谷・就職ミニ面接会
セブンイレブン連携事業
シニア対策の就職面接会
ハローワーク渋谷申し入れ内容
東京しごと財団
ハローワーク渋谷統計月報
ハローワーク渋谷・ワークサポートめぐろ
ハローワーク求人一覧表
都市城南職業能力開発センター
常～地域版ハローワークの創設
ワークサポートめぐろの周知
非常勤休暇簿・振替命令簿・出勤簿
ハローワーク相談室作業届
キャリア相談実績報告
常～セキュリティ対策に関する規定類の見直しについて
キャリア相談コーナーインターネット接続経費
キャリアアドバイザー業務委託
キャリア相談受託者との懇談会
キャリア相談実績報告（月例報告以外）

ワークサポート統計 ワークサポートめぐろ月報･日報
最低賃金
（社）品川労働基準協会
労働セミナー（後援名義等使用承認）
労働情勢懇談会
ポスター掲示依頼（４月～９月）
ポスター掲示依頼（１０月～３月）
常～利用者の声処理連絡票
常～浴場無料開放ポスタ―原稿
常～浴場廃業・休業届

労働基準

大崎事務所

公衆浴場 浴場全般

農地転用

国有農地

農業顕彰

雇用・労働 雇用・労働共通

雇用全般

財務決裁連携

雇用関係機関

ハローワーク相談室

キャリア相談コーナー

農地法

都市農地貸借法

農業

産業経済・消費生活
課
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 産業経済・消費生活課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～区内公衆浴場配置図１０１０マップ
１０１０配布依頼文
入浴料答申
常～東京都公衆浴場基礎資料
公衆浴場関係担当者連絡会
ポスター掲示報告書（１０～３月）
常～公衆浴場要綱
ポスター掲示配送委託
公衆浴場事業広報
公衆浴場耐震化促進支援事業補助
浴場組合補助金
公衆浴場設備助成金
ポスター掲示報告書（４～９月）
他自治体からの調査・回答
公衆浴場関係施策調査
角田市産米の販売
米穀供給事業補助金
米消費拡大推進事業
米穀組合目黒支部ホームページ

米穀資料 常～東京都米穀小売組合目黒支部名簿
常～良質生鮮食品供給事業補助金要綱
良質生鮮食品供給事業状況･実績報告書
調理教室
産地見学会
良質生鮮食品供給事業補助金支出
常～ローズポーク見学会資料
常～魚介類部門資料
常～食肉類部門資料

理容組合・美容組合 理容組合・美容組合 常～理容組合・美容組合資料
決算監査
他自治体調査・回答
東京都産業労働局商店街実態調査
東京都産業労働局商店街振興連絡会
予算
庶務
情報提供
東京都産業労働局通知・調査・回答
来年度度予算要求に係る補助金要望調査
常～グループウエア
商業者と区長との懇談会
商店街ニュース
区商連理事会資料
商業振興事業補助金
常～学芸大学商店連合会（会員名簿）
商店街のつどい質問・回答
商店街のつどい広聴処理
商店街のつどい会議録等
商店街のつどい運営
商店街のつどい通知
常～商店会解散
常～自由が丘情報
商店街向け情報提供
商店街イベント区長出席依頼
商店街イベント情報
常～商店会情報
常～商店会メールアドレス登録票

新・販促システム 常～ＰＡＳＭＯ関連情報
常～区内共通商品券他区・市町村調査
常～区内共通商品券資料
区内共通商品券事業補助
保険金請求
桜まつり等運営協議会

マイナポイント マイナポイント事業費補助金
商店街イベント 商店街イベント情報
チャレンジ申請書 補助金交付申請書（商店街→区）

商店街チャレンジ戦略支援事業補助金交付確定（第６回）
商店街チャレンジ戦略支援事業補助金交付確定（第５回）
商店街チャレンジ戦略支援事業補助金交付確定（第４回）
常～新・元気を出せ！商店街事業補助金交付要綱
常～新・元気を出せ！商店街事業補助金交付要綱実施細目
商店街チャレンジ戦略支援事業補助金支出
（前年度分）新・元気を出せ！商店街事業に係る都検査
商店街チャレンジ戦略支援事業実績報告（東京都）第１回～５回
商店街チャレンジ戦略支援事業補助金交付確定（第３回）
商店街チャレンジ戦略支援事業補助金交付確定（第２回）
商店街チャレンジ戦略支援事業補助金交付確定（第１回）
商店街チャレンジ戦略支援事業補助金交付確定（第７回）
商店街チャレンジ戦略支援事業補助金交付決定
商店街チャレンジ戦略支援事業補助金事業計画
東京都への補助金請求及び歳入調定
商店街チャレンジ戦略支援事業事務説明会
商店街チャレンジ戦略支援事業補助金交付確定（第８回）
商店街チャレンジ戦略支援事業補助金交付確定（第９回）
商店街チャレンジ戦略支援事業補助金交付確定（第１０回）

区内共通商品券

桜まつり等運営協議会

商店街補助事業

商店街チャレンジ戦略支
援事業

米穀組合 米穀供給事業

生鮮食品 良質生鮮食品供給事業

良質生鮮食品供給事業
資料

商店街振興 調査・回答資料

商店街連合会

商店街のつどい

区内商店街情報

公衆浴場 浴場全般

浴場資料

浴場補助金

浴場調査

産業経済・消費生活
課
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 産業経済・消費生活課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
商店街チャレンジ戦略支援事業補助金交付確定（第１１回）
商店街チャレンジ戦略支援事業補助金交付確定（第１２回）
商店街チャレンジ戦略支援事業補助金交付確定（第１３回）
商店街チャレンジ戦略支援事業補助金　変更・中止届
商店街チャレンジ戦略支援事業実績報告（東京都）第６回～第１０回
商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付申請
常～１駒場東大前商店会
常～２池尻大橋駅前商店会
常～３六三商栄会
常～６中目黒駅前商店街
常～７中目黒西銀座商店街
常～８中目黒ＧＴプラザ商店会
常～１１４目黒銀座商店街
常～１５油面地蔵通り商店街
常～９権之助坂商店街
常～１０大鳥前商栄会
常～１２目黒不動商店街
常～１４大鳥前元競馬場通り商店街
常～２１昭和通り商交会
常～１９祐天寺みよし通り商店会
常～１８祐天寺商店会
常～２０祐天寺栄通り商店街
常～２２五本木一丁目商店会
常～２９学芸大学本通商店街
常～２６公園通り商栄会
常～２５学芸大学西口商店街
常～２３五本木商店会
常～２８東急ショッピングコリドール会
常～２７学芸大学東口商店街
常～３７洗足商店街
常～３５西小山商店街
常～３２目黒平和通り商店街
常～３６西小山ニコニコ通り商店会
常～５５都立大学本通り親和会
常～５７平町商店街
常～５９八雲通り共栄会
常～５８トリツフードセンター
常～５４富志美会
常～５３柿の木坂商和会
常～３９大岡山本通り商店街
常～５０自由ヶ丘ひかり街
常～４９自由が丘一丁目睦会
常～４８自由が丘駅前中央会
常～４６旭会
常～４５自由が丘事業協同組合・自由が丘デパート
常～４４自由が丘銀座会
常～４３自由が丘広小路会
常～４２自由が丘美観商店街
常～４１自由が丘南口商店会
常～４０.５自由が丘商店街振興組合
常～４０緑が丘二丁目商店会
常～５１自由が丘しらかば通り会
商店街チャレンジ戦略支援事業補助金　実績報告書（活性化事業）
商店街チャレンジ戦略支援事業補助金　次年度事業計画承認申請書（活性化
事業）
商店街チャレンジ戦略支援事業補助金　交付申請書（活性化事業）

商店街グランプリ 東京商店街グランプリ
秋のライトアップモデル事業
春のライトアップモデル事業
商店街プロモーション事業費補助金支出
商店街プロモーション事業費補助金交付確定
常～商店街プロモーション事業補助金交付要綱
商店街プロモーション事業費補助金交付決定

ステップアップ応援事業 巡回相談
運営費補助
常～運営費補助要綱

施設整備事業等全般 常～商店街街路灯配置
商店街街路灯電気料金等補助金交付（区商連加盟商店街分）
商店街街路灯電気料金等補助金交付（区商連未加盟商店街分）
目黒区商店街街路灯ＬＥＤ化等推進事業交付決定
常～目黒区商店街街路灯ＬＥＤ化等推進事業費補助金交付要綱
目黒区商店街街路灯ＬＥＤ化等推進事業交付確定
目黒区政策課題対応型商店街事業支出
目黒区政策課題対応型商店街事業　次年度事業計画
東京都政策課題対応型商店街事業費補助金　交付申請
東京都政策課題対応型商店街事業関係書類
目黒区政策課題対応型商店街事業交付決定
目黒区政策課題対応型商店街事業交付確定
常～目黒区政策課題対応型商店街事業費補助金交付要綱

共同設備小規模改修・補
修等事業

共同設備小規模改修・補修等事業

常～区の意見書提出
常～東京都会議・説明会資料

大店立地法 大店立地法関係資料

返却書類（自由が丘地
区）

チャレンジ戦略支援事業
商店街施設整備

商店街販売促進支援業

商店街プロモーション事
業

運営費補助

施設整備
街路灯電気料金等補助

商店街街路灯ＬＥＤ化等
推進事業費補助金

政策課題対応型商店街
事業費補助金

商店街補助事業

商店街チャレンジ戦略支
援事業

返却書類（北部地区）

返却書類（東部地区）

返却書類（祐天寺地区）

返却書類（学大地区）

返却書類（南部地区）

返却書類（都立大地区）

産業経済・消費生活
課
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 産業経済・消費生活課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
大規模小売店舗等出店
対策委員会

常～大規模小売店舗出店対策委員会設置要綱

東急自由が丘ビル 常～東急自由が丘ビル (フレル・ウィズ自由が丘(東急ストア))(３０年度変更)
ピーコックストア自由が丘
店

常～ピーコックストア自由が丘店 (２９年度変更)

ピーコックストア自由が丘
店

常～ピーコックストア自由が丘店 (２８年度変更)

祐天寺東急ストア 常～祐天寺東急ストア 
イオンスタイル碑文谷（旧
ダイエー碑文谷）

常～イオンスタイル碑文谷 (旧ダイエー碑文谷店)

東光ビル 常～東光ビル
パークシティ武蔵小山ザ
モール

常～パークシティ武蔵小山ザモール

ジェイ・スピリット株主総会
自由が丘のまち運営会議　会議録
常～特定商業施設（マルエツ目黒店）
特定商業施設要望等
常～特定商業施設 (目黒ビル(ドン・キホーテ))
常～特定商業施設（STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO）
常～特定商業施設 (中目黒蔦屋書店(スターバックス併設))
常～特定商業施設 (洗足東急ストア)
常～特定商業施設 (清水台東急ストア)
常～特定商業施設 (ＤiＣＥ自由が丘店)
常～特定商業施設 (成城石井自由が丘店)
常～商店街振興組合台帳
常～財政援助団体等監査
常～東京都中小企業団体名簿
商店街振興組合設立等事務処理状況
商店街振興組合設立運営指導一部事務委託
油面地蔵通り商店街振興組合
目黒平和通り商店街振興組合
祐天寺栄通り商店街振興組合
学芸大学東口商店街振興組合
常～学芸大学西口商店街振興組合定款変更
平町商店街振興組合
中目黒駅前商店街振興組合
中目黒駅西銀座商店街振興組合
大鳥前元競馬場通り商店街振興組合
西小山商店街振興組合
学芸大学本通商店街振興組合
学芸大学西口商店街振興組合
常～祐天寺商店街振興組合設立
常～祐天寺栄通り商店街振興組合定款変更
常～目黒平和通り商店街振興組合設立
常～大鳥前元競馬場通り商店街振興組合定款変更
常～学芸大学本通商店街振興組合定款変更
洗足商店街振興組合
権之助坂商店街振興組合
常～大岡山北本通り商店街振興組合定款変更
目黒不動商店街振興組合
目黒区商店街振興組合連合会
武蔵小山西口商店街振興組合
大岡山北本通り商店街振興組合
自由が丘商店街振興組合
行政財産用途廃止
常～使用期間変更合意書

訴訟 常～訴訟資料（店舗１－３番・地下倉庫２）
管理運営 常～三田地区店舗施設（店舗１－３番・地下倉庫２）
使用料・共益費・専用電
気料・保証金

三田地区店舗施設歳入充当・収入未済繰越調定

滞納整理 滞納整理
都市計画 商店街周辺整備 常～西小山商店街賑わい再生ＰＴ研究会

景況調査連絡会議 景況会議（商店街振興係）
宿泊券再発行
返礼品代・送料変更協議
ふるさと納税
完了報告書
事後調定一覧
返礼品代等証拠書類

商業振興補助金 常～地域商店街活性化事業
なかよし会 中目黒をさらに良くする連絡会

受動喫煙対策
キャッシュレス・消費者還元事業説明会
調査・回答
作成帳票類
営業資料
企業団体名簿
実施要綱
政策決定会議
施設等入所児童
料金後納郵便差出票
ＤＶ情報
郵便に係る各種申請
ホームページ等

商店街振興組合 振興組合（法令・書式）

商店街振興組合庶務

商店街振興組合提出書
類（区所管）

商店街振興組合提出書
類（都所管）

三田地区店舗運営 三田全般

大店立地法

大店立地法届出

中心市街地活性化 ジェイ・スピリット

特定商業施設 特定商業施設届出

産業経済・消費生活
課

商業振興
ふるさと納税

受動喫煙・消費税

商品券担当共通 商品券事務庶務

商品券広報・周知活動
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 産業経済・消費生活課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
めぐろ区報
ポスター・チラシ
外部提供・目的外利用等
常～個人情報業務登録
イントラネット関係申請等
複合機保守等
基幹系システム関係申請等
商品券に係る事務処理
補助金交付申請
歳入起案
調定
支出命令
契約依頼書
再委託申請
予定額増減書
支出負担行為決定
執行委任
予算流用
納品書・納品物・受託事業完了届等（申請事務委託事業者）
特記仕様書に係る提出物等（申請事務委託事業者）
特記仕様書に係る提出物等（販売・換金事務委託事業者）
納品書・納品物・受託事業完了届等（販売・換金事務委託事業者）
プレミアム分支出
納品書・納品物・受託事業完了届等（店舗登録とりまとめ委託事業者）
特記仕様書に係る提出物等（店舗登録とりまとめ委託事業者）

システム構築委託事業者 納品書・納品物・受託事業完了届等（システム構築委託事業者）
刑事施設収容者対応
送付先変更依頼
差出人不明申請書類
窓口対応お客様忘れ物・未返却物
【申請原票あり】申請書完備原票等
【申請原票あり】申請辞退等
【申請原票あり】BPOエスカレーション送付状等
【申請原票あり】不備訂正申請書
【申請原票あり】不備BPOエスカレを正常として処理
ご意見・ご要望
総合庁舎申請受付窓口委託事業者エスカレーションシート
総合庁舎申請受付窓口委託事業者日報
不備通知
生活保護受給者
あて所不明区戻り引換券
交付決定
交付決定に係るシステム抽出資料等
郵便保管期間満了後区戻り引換券等
転入者引換券交換
引換券受領証（窓口発行）
引換券返納
プレミアム付商品券返金受領証
プレミアム付商品券購入引換券訂正記録書
回収済プレミアム付商品券購入引換券
商品券発行・販売管理事務
プレミアム付商品券販売業務日報・月報
プレミアム付商品券引換券回収管理簿
商品券取扱店登録申請等（目黒区へ直接提出分）
プレミアム付商品券電子データ利用申請書
商品券取扱店登録申請等（自由が丘商店街振興組合とりまとめ分）
商品券取扱店登録申請等（目黒区商店街連合会とりまとめ分）

人事 臨時職員・非常勤職員任用
給与 職員給与チェックリスト

臨時職員・非常勤職員服務
事務引継超過勤務等依頼
在庁理由入力記録簿
常勤職員服務

産業経済・消費生活
課

商品券担当共通

商品券広報・周知活動

情報公開・個人情報保護

情報課申請等

商品券財務会計 商品券財務全般

歳入管理

契約管理

予算執行

委託事業者執行管理 申請事務委託事業者

販売・換金事務委託事業
者

店舗登録とりまとめ委託
事業者

人事・給与

服務

商品券申請・引換券交付 商品券申請事務

商品券引換券交付事務

商品券発行・販売管理 商品券発行・販売管理事
務

商品券参加店舗管理 商品券取扱店登録申請
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