
 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 中小企業振興係）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
庁内通知
庶務担当課長会
区民の声処理・回答
区政運営会議・政策会議２
区政運営会議・政策会議１
エネルギー使用量等調査
情報開示
区政運営会議・政策会議３
係長会資料
常～一時保育実施手引き・保育者登録名簿
常～システム管理運用基準
常～情報セキュリティ
常～個別システム
常～防災活動の手引き
常～グループウェア・イントラパソコン
常～施設案内図
常～災対産業経済部行動マニュアル
目黒区行革計画（平成２７年度～平成２９年度）
目黒区行革計画（平成３０年度～平成３２年度）
調査回答(４月～３月）
常～施設使用料見直し調査
都・他区調査回答
ファイリングシステム通知
継～ファイリングシステムの手引き
常～文書事務の手引
常～ファイル基準表
常～ファイリング整備
システム管理運用基準等
継～条例規則通知
継～情報公開事務の手引き
継～集会室・会議室運営要領（貸室）
継～資料室要綱
継～施設運営要領（ホールを除く）
継～行政手続条例手引
継～勤労福祉会館規定集
継～ホール運営要項
常～立案請求
常～区政功労者表彰要綱
継～特殊器具使用料改定・還付見直し
常～要綱・要領　制定・改正
臨時職員雇用
継～非常勤職員取扱要領
出退勤時刻データ修正記録簿
給与減額免除申請簿・欠勤届
飲食届
給与通知
常～通勤手当認定簿
法定調書
賃金・報酬支払台帳
個人番号取得事務管理簿
個人番号提供カード専用封筒(人事課提出済）
研修申込
区民施設安全衛生委員会
債権者登録
支出負担行為書
年間契約・契約書
郵便切手受払簿
契約依頼書（４月～７月）
契約依頼書（８月～１１月）
契約依頼書（１２月～３月）
予定額増減書
郵便切手等支出
戻入
清算命令
振替収支
支出命令（臨時職員）
支出命令（旅費）
常～契約事務処理マニュアル
支出命令（役務費）
臨時職員雇用
簡易業者登録
支出命令（報償費）
支出命令（負担金、補助及び交付金）
支出命令（備品購入費）
支出命令（使用料及び賃借料）
支出命令（一般需用費）
支出命令（一般需用費　年間契約）
支出命令（委託料）
支出命令
歳入調定
減額調定
還付命令
備品総括表（電子を含む）
常～物品名鑑

中小企業振興係 庶務・文書 庶務

行財政改革

調査回答

文書

例規・要綱

服務

人事

給与

研修・福利厚生

財務会計 財務全般

備品

人事・給与
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 中小企業振興係）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
備品全般
備品管理（電子含む）
来年度予算見積資料
今年度歳入歳出予算見積書（当初）
補正１号
予算流用
予算変更申請書
財政援助団体等監査
事務事業実績
監査資料
決算資料
主要な施策の成果報告作成資料
事務事業概要
常～外部監査の結果報告
常～施設監査・定期監査実施通知
常～財政援助団体監査資料
地域未来投資促進法
ものづくり商談会
常～イベント・企業情報発信手段（ＷＥＢ，展示場）
常～区民センター連絡会規約
事業継続計画（BCP)
常～目黒区中小企業診断士会
常～団体会合出席基準について
事務事業実績
産業競争力強化法
ビジネスサポート事業
よい仕事おこしフェア
生産性向上特別措置法
常～事業企画資料
常～団体・企業名簿
後援名義等使用承認（産業振興関係）
月計事務事業実績
めぐろ区報原稿
中小企業振興係事業計画
ビジネスサポート事業要領
常～地域経済牽引事業の促進に関する基本的な同意について
目黒区と企業の共同出展事業（産業交流展）
小規模事業者持続化補助金
常～経営戦略研究会名簿
経営戦略研究会

新入従業員研修 新入従業員研修
経営分析セミナー
決算対策セミナー
３級簿記講座
ＢＣＰ講座
常～講座企画資料
常～講座開催実績

知的財産 常～日本弁理士会相談室
常～広域基本計画素案
常～基本計画意向表明

産業施策検討会・連絡会 景気対策情報連絡会
受発注相談員との打合せ資料
受発注相談担当者連絡会議
受発注相談日表（４月～５月）
受発注相談日表（６月～７月）
受発注相談日表（８月～９月）
受発注相談日表（１０月～１１月）
受発注相談日表（１２月～１月）
受発注相談日表（２月～３月）
受発注情報・創業相談室の相談員の委嘱について
常～受発注相談室委嘱基準
常～全国下請企業振興協会
常～受発注情報室運営要綱
常～受発注・創業相談員の採用について
謝礼金支出（受発注相談室）
ホームページの公開について
プログレス編集会議
常～ＭＭナビデータ
常～情報コーナー端末操作説明書
常～情報コーナーシステム開発
継～情報コーナー利用要領
継～情報コーナー資料
継～システムセキュリティー資料

雑入（講座受講料） 継～雑入現金出納簿
常～創業支援事業認定（産業競争力強化法）
めぐろ起業家塾
実践めぐろ起業家塾
常～創業支援セミナー資料
TOKYO中小企業活性化プラットフォーム創業支援セミナー
実践めぐろ創業塾庶務
創業支援事業計画
常～創業・起業のガイドブック
創業相談受付シート
常～創業相談用資料作成

中小企業振興係

中小企業振興
中小企業振興係庶務

財務会計

備品

予算編成

予算執行

決算・監査

経営戦略研究会

講座・セミナー

企業立地促進法基本計
画

受発注相談運営

ホームページ運営

情報コーナー運営

創業支援 創業支援セミナー

インキュベーション

創業相談
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～創業相談事業の調査
常～創業相談実施要綱
創業相談室庶務
創業相談室ＰＲ
創業・第二創業促進補助金事務
常～商工まつり要綱・規約
常～目黒区視聴覚ライブラリー目録
常～商工まつり事故報告
常～商工まつり沿革
商工まつり保健所届
商工まつり駐車場申請
商工まつり区民センター体育館使用申請
商工まつり次回のための情報
商工まつり産直市町村
商工まつり広報
商工まつ区民センター施設利用申請、承認
商工まつり企画書
商工まつり後援名義・補助金・共催
商工まつりゴミデータ
商工まつり保険
商工まつりホールイベント
商工まつり請求書・領収書
商工まつり後援金
商工まつり後援団体
商工まつり年賀状
商工まつり協賛金
常～商工まつりちらし
商工まつりパンフレット
常～商工まつり広告企業名簿
商工まつり運営委員会資料
常～beyond ２０２０プロフラム認証申請
商工まつり運営委員会全体会会議録
商工まつり特別企画展
商工まつり開催の報告
常～商工まつり報告書４（H２７年度～）
常～商工まつり報告書２（Ｈ１６年度～Ｈ２０年度）
常～商工まつり報告書３（Ｈ２１年度～Ｈ２６年度）
常～商工まつり報告書１（Ｓ６０年度～Ｈ１５年度）
日常施設転勤日誌（中小企業センター・勤労福祉会館）
常～勤労福祉会館規定集
常～窓口受付マニュアル
継～囲碁コーナー要望事項
施設使用料の還付
施設使用料の減額調定
施設使用料の歳入調定
施設使用料還付請求書・内訳書
納付書兼納入済通知書（４月～６月）
納付書兼納入済通知書（７月～９月）
納付書兼納入済通知書（１０月～１２月）
納付書兼納入済通知書（１月～３月）
使用料調定決定書兼収納日報表（４月～６月）
使用料調定決定書兼収納日報表（７月～９月）
使用料調定決定書兼収納日報表（１０月～１２月）
使用料調定決定書兼収納日報表（１月～３月）
調定額報告書兼収納金収入報告書
継～歳入事務処理マニュアル
過年度還付
指定管理者ポスター等
歳入・歳入還付・徴収事務等受託者に対する検査報告について
指定管理業務の一部委託申請について
指定管理者評価書
指定管理者年度協定の締結について
常～現行管理委託施設における制度実施方針
指定管理者施設使用料の徴収及び還付金支出事務委託について
指定管理者選定評価委員会
アドバイザー就任依頼
飲料の販売に関する協定書
指定管理業務の一部委託について
指定管理者運営評価
指定管理者運営評価結果について
指定管理者運営評価結果について
指定管理者評価結果集計表
事業報告書
事業計画書
指定管理者候補者順位の決定
指定管理経費支出
徴収事務等受託者に対する検査
常～指定管理者代表者変更届
常～指定管理者基本協定書
常～指定管理者事業計画書
継～指定管理者配布要項
継～アクティオ㈱運営資料（職員配置・保険）
継～自民党提供資料

カード支払による経費 カード支払による公金収納に伴う経費

中小企業振興係

中小企業センター・勤労
福祉会館

商工まつり資料

施設管理

施設の改善・見直し

創業支援

創業相談

商工まつり 商工まつり事務局

商工まつり後援金

商工まつり協賛企業

商工まつり広告

商工まつり運営委員会

施設使用料（歳入）

指定管理者

指定管理者制度
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 中小企業振興係）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
財団要綱
勤労者福祉サービスセンター資料
継～区補助金交付要綱
実績報告
勤労者福祉サービスセンター補助金支出
区議会議長宛実績報告・事業計画
調査・回答・通知（サービスセンター分）
異業種交流フォーラム
異業種交流団体運営補助金
継～カタライザー派遣事業
継～異業種ホームページ
継～異業種交流資料
継～異業種交流助成金要綱
継～異業種融合化資料
継～区内異業種グループ名簿
継～目黒３ＭＡ会過去の資料
３ＭＡ会例会・総会
継～３ＭＡ会庶務
継～３ＭＡ会名簿
メネビスクラブ例会・総会
継～メネビスクラブ名簿
継～メネビスクラブ庶務（発会式・活動記録）
常～工場立地法１
常～工場立地法２
経営者セミナー　工場見学会
(一社）目黒区産業連合会補助金
経営者セミナー工場見学会旅行命令簿
ビジネスチャレンジ補助金
活性化支援事業申請書類
経営アドバイザー派遣支援補助金
国際規格取得支援補助金
新製品新技術開発支援補助金
東京都中小企業振興公社助成事業
経営アドバイザー派遣支援補助金支出
目黒区と企業の共同出展事業
プライバシー
販路拡大（展示会）補助実績報告（後期）
販路拡大（展示会）補助支出起案（前期）
販路拡大（展示会）補助変更等承認
販路拡大（展示会）補助実績報告（前期）
販路拡大（展示会）補助交付決定（前期）
常～販路拡大事業（展示会補助金）補助金交付要綱改正
販路拡大（展示会出展）補助金受付台帳
販路拡大（展示会）補助交付決定（後期）
販路拡大（展示会）補助支出起案（後期）
継～最低資本金
継～ＩＳＯ９０００・ＩＳＯ１４０００
継～製造物責任法
継～工業規制法
継～特許・意匠・商標
技能功労者（目黒区）
技能功労者表彰選考委員会
継～技能功労者表彰要綱一部改正
常～職業能力開発推進事業
技能功労者表彰推薦調書
常～従業員表彰各区要綱（平成７年４月調査）
常～従業員顕彰要綱
常～従業員顕彰統計マニュアル
合同顕彰式
従業員顕彰用品購入
合同顕彰式印刷依頼
常～従業員顕彰・技能功労者名簿　Ｓ５８以降
常～従業員顕彰・技能功労者名簿　Ｓ５７以前
従業員顕彰推薦調書
従業員顕彰実施
東京都功労者表彰（技術振興功労）
ものづくり人材育成大賞知事賞
東京都優秀技能者(東京マイスター）
継～東京都伝統工芸士名簿
常～東京都優秀技能者都知事賞受賞者
東京都中小企業技能人材育成
国、他自治体、団体等顕彰事業
令和２年度科学技術分野の文部科学大臣表彰
継～産学交流メール情報
継～産学交流会の記録
継～産学交流資料
継～産学公連携推進室
継～東京工業大学ＴＬＯ（財）理工学振興会
継～武蔵工業大学産学交流センター
常～東京大学産学連携協議会
継～フロンティア創造共同研究センター
継～共同研究
継～産学共同チャレンジ通信
継～（財）横浜産業振興公社

中小企業振興係

工業

顕彰事業（国・東京都等）

中小企業勤労者福祉
サービスセンター

財団庶務

異業種 異業種交流

目黒３ＭＡ会

メネビスクラブ

産学交流 産学交流運営

工業全般

産業団体連合会事業

工業補助金全般

販路拡大（展示会出展）
補助金

法制度

従業員対策 技能功労

従業員顕彰
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 中小企業振興係）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
東京大学産学連携協議会
継～インターンシップ事業

中小企業振興係

産学交流 産学交流運営
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