
 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 都市計画課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
感謝状の贈呈
常～区政功労者
都市計画ホームページ
区民の声連絡票（庶務係）

グループウェア グループウエアー係ユーザー
財政課　通知・回答
広報課　通知・回答
区有施設プロジェクト課　通知・回答
財政課通知（予算に関する要望事項の検討）
情報課　通知・回答
政策企画課　通知・回答
経営改革推進課（行革）　通知・回答
長期計画コミュニティ課　通知・回答
政策企画課通知・回答（国・都の施策及び予算に関する要望）
経営改革推進課　通知・回答
区民の声課　通知・回答
生活安全課　通知・回答
総務課　通知・回答
庁舎管理係　通知・回答
防災課　通知・回答
人権政策課　通知・回答
契約課　通知・回答
施設課　通知・回答
文化・スポーツ部　通知・回答
選挙管理委員会　通知・回答
子育て支援部　通知・回答
産業経済部
健康福祉部　通知・回答
区民生活部　通知・回答
区議会　通知･回答
環境清掃部　通知・回答
教育委員会　通知・回答
会計課　通知・回答
図書館閲覧用資料取扱通知
住宅課　通知・回答
道路公園課　通知・回答
建築課　通知・回答
都市計画課　通知・回答
都市整備課　通知・回答
みどり土木政策課　通知・回答
土木管理課　通知・回答
東京都　通知・回答
国土交通省　通知・回答
他自治体・関係団体　通知・回答
他区人事異動通知
区議会定例会
区議会　通知・回答（１年保存以外）
災対マニュアル見直し
地域防災計画見直し
目黒区水防活動計画書
常～減災対策協議会
水防活動等に係る経費
要綱
文書係　通知・回答

ファイリングシステム 常～ファイル基準表（平成３０年度）
人事係　通知・回答
事務引継書

目標によるマネジメント 目標によるマネジメント通知・回答
出退勤時刻データ修正記録簿
欠勤届
職務専念義務免除申請書（元気回復）
飲食届
休暇申請書
給与減額免除申請簿
旅行命令簿・復命書
給与係　通知・回答
職員給与チェックリスト
人事課収受押印済個人番号提供カード専用封筒（法定調書用）
給与係　通知・回答（戻入）
個人番号取得事務管理簿（法定調書用）
賃金報酬支払台帳
宿泊旅費
管理職員特別勤務実績簿
通勤手当認定簿

研修 人材育成係　通知・回答
健康管理　通知・回答
本庁舎安全衛生委員会
福利厚生関係　通知・回答
被服関係通知
職場環境測定の実施
互助会通知・回答
区安全衛生委員会
常～会計事務に係る届出・引継報告書
金庫管理

都市計画課

共通文書 文書関係

人事・給与 人事

服務

給与

福利健康

共通庶務 庶務

広報・広聴

通知・回答 企画経営部通知･回答

総務部・危機管理室　通
知・回答

他部通知・回答

都市整備部通知･回答

国・都通知.・回答

災対都市整備部

区議会

防災対策

水防・除雪活動

共通財務 財務全般

1／4



 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 都市計画課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
備品総括表
収支予定確認表
物品管理
刊行物等頒布代金領収証書・納入済通知書
用途地域・地図頒布代金歳入調定
常～現金出納簿（金銭出納員用）
収納金日報
景観計画書頒布代金歳入調定
刊行物頒布代金領収書（控え）
契約依頼書
年間契約
支出に関係する書類関係
支出負担行為書
景観アドバイザー報酬費
景観審議会委員報酬費
指定管理者評価委員報酬費
都市計画審議会委員報酬費
振替収支
予算通知（財政課ほか）
予算通知（都市整備部各課へ）
２当初予算復活要求（都市整備部）
政策枠経費見積資料
部局枠経費見積資料
補正予算第１号（都市整備部）
補正予算第２号（都市整備部）
予算編成過程公表シート
当初予算プレス発表資料
当初予算区長ヒアリング資料
当初予算内示書
当初予算部長ヒアリング資料
補正予算区長ヒアリング資料
２当初予算（部局枠経費）
２当初予算（政策枠経費）
予算書等の校正・再校
２当初予算編成（都市計画課）
補正予算第２号（都市計画課）
予算流用（節内）
予定額増減
予備費充用申請書
予算流用（節間）
執行委任
予算執行計画
決算資料
決算通知
主要な施策の成果等報告書
定期監査資料（都市計画課）
定期監査資料（都市整備部・街づくり推進部）
包括外部監査・財政援助団体等監査・行政監査
監査通知
定期監査結果
常～共用コピー機使用マニュアル
建築調整室予約台帳（前年度）
６階ロッカー見取図
指定管理者運営評価委員会
常～事務引継書
事業概要作成
事業概要（最終校正）
事業概要（再校）
事業概要（原稿）

環境整備担当者会議 環境整備担当者会議の開催・会議録
特別区土木主管部長会
特別区建築主管部長会
特別区開発担当課長会
常～第２８回東京都道路整備事業推進大会実行委員会資料
常～東京都道路大会実行委員会引継ぎ資料
東京都道路整備事業推進大会

総合治水対策事業 東京都総合治水対策協議会負担金
資料文書 常～都市整備部職場研修資料
所有者不明土地 所有者不明土地
東京都都市計画課審議 東京都都市計画審議会

常～ＦＤ取扱依頼書・口座振替依頼書
都市計画審議会会議録
都市計画審議会諮問・答申
常～ＦＤ受領書（指定金融機関）
都市計画審議会委員報酬支出
都市計画審議会委員の委解嘱
都市計画審議会の開催
常～都市計画審議会改選
都市計画審議会配布資料
国庫補助工事等施行状況表
会計実地検査事前資料
会計実地検査
常～補助金等交付規則改正（平成２９年３月２８日）
常～国土交通省所管公共事業の評価実施要領の改定

都市計画課

予算編成（都市整備部）

予算編成（都市計画課）

予算執行

都市計画課庶務 庶務事務

事業概要

特別区連絡会

東京都道路整備事業推
進大会

契約依頼

支出負担行為・支出命令

予算通知

国庫補助金国土交通省補助金

決算

監査

都市計画審議会
目黒区都市計画審議会

共通財務 財務全般

刊行物等頒布代金経理
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 都市計画課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～社会資本整備総合交付金関係要綱等の改正
常～社会資本整備総合交付金システム
社会資本整備総合交付金関係通知
国交省事業費調査各課回答
国土交通省所管建設事業費等調査
建設工事統計調査通知
郵便切手受払簿（建設工事統計調査）
建設工事統計調査員の任用及び兼業許可
建設工事施工統計調査票報告書
建設工事受注動態統計調査票報告書
建設工事施工統計調査実施起案
建設工事統計調査交付金
建設工事受注動態統計調査実施起案

都市計画庶務 ホームページなど
著作権 利用承認申請２７年度版

GISデータ更新版
パソコン購入関係
常～協議・届出（情報課）
東京都からの調査等
その他の調査・アンケート

都市政策（国） 通知
都市政策（都） 整・開・保の方針、都市開発諸制度活用方針等
３方針共通 「防災街区整備方針」の改定

「都市再開発の方針」事前調整資料
「都市再開発の方針」都市計画変更
令和元年度　都市復興訓練
その他の調査・アンケート

都市復興(都) 調査・アンケート
土地利用現況調査 現況調査全般 都市計画基礎データ利用申請書類
地図作成 地域地区図等作成 地域地区図等作成（令和元年度）

用途地域運用 国及び東京都　通知
用途地域見直し 用途地域等の更新

地価公示法 地価公示 地価公示・基準地価格に関する事務
国土法一般 アンケート・その他
経由事務費交付金 国土法経由事務
土地売買届出 国土法届出書　３１年度
公拡法一般 調査・アンケート
届出・申出 公拡法届出書

地区整備 裁判所中目黒分室 裁判所中目黒分室
目黒区景観条例・規則等 景観規則
景観（都） 調査・アンケート・通知

調査・アンケート
連絡会議資料
常～景観行政団体等連絡会

その他団体 調査・アンケート・通知
令和元年度景観審議会・景観アドバイザー合同会議
平成３１年度（令和元年度）景観審議会・景観アドバイザー委員選出
第４回アドバイザー会議
事前協議書の情報提供（アドバイザー会議なし）
第１回アドバイザー会議
第２回アドバイザー会議
第３回アドバイザー会議

改定準備資料 現行計画の評価
常～プロポーザル方式申請書
常～選定委員会

調査・回答 常～調査・回答
ホームページ 常～ホームページ更新
予算・決算・監査 常～予算
議会 常～委員会・政策決定会議
区民の声 常～区民の声

バリアフリー基本構想改定進捗状況調査 常～進捗状況調査（令和元年度）
常～東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針（案）　パブリックコ
メント
常～都市計画道路の在り方検討

補助２６号線（中央町） 常～補助２６号線(中央町)
補助２６号線（代沢１～駒
場４）

常～補助２６号線（代沢１～駒場４）

都市計画道路補助線整備 補助１２７号線 常～補助１２７号線調整資料
交通政策 交通政策 常～調査・回答

常～路線の廃止・ダイヤ見直し等
新年の挨拶等（バス事業者）

鉄道交通 可動式ホーム柵 常～鉄道駅バリアフリーに関する優先整備の考え方
目黒区・＜企業名＞全体会議全体会議 常～目黒区・＜企業名＞調整会議全体会議

東京都連続立体交差事業促進協議会分担金
常～東京都連続立体交差事業促進協議会

＜企業名＞ ＜企業名＞ 新年の挨拶等（鉄道事業者）
総合治水全般 常～雨水利用の推進に関する現状調査について
補助事業 常～平成２９年度　国庫補助事業概算要求
協議会幹事会 常～東京都総合治水対策協議会幹事会
豪雨対策 常～目黒川流域豪雨対策計画

都市計画公園 都市計画公園全般 常～東京都市計画公園緑地等調書
法令等 常～都市農地の貸借の円滑化に関する法律
生産緑地地区現況調査 常～生産緑地地区現況調査

生産緑地台帳 生産緑地現地調査 常～生産緑地現地調査

都市計画課

都市計画

都市計画道路整備(第４
次）

生産緑地

東京都総合治水対策協
議会

総合治水

立体交差計画 東京都連続立体交差事
業促進協議会

バス交通 ＜企業名＞

都市計画道路整備

補助２６号線

都市政策

都市計画庶務

景観行政

社会資本整備総合交付金

景観まちづくり

用途地域・地区

調査・アンケート

国土交通省補助金

国土交通省調査 国土交通省所管建設事
業費等調査
建設工事統計調査

個別システム

プロポーザル

整・開・保　方針
都市再開発の方針（R１
～２）

都市復興 講習会等

国土法

公拡法

都市計画マスタープラン

景観審議会

景観アドバイザー会議
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 都市計画課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～R元年度生産緑地地区担当者会議
常～生産緑地関連研修会資料
都 担当者連絡会議
文書事務の特例に係る承認申請
情報公開開示請求（標識設置届、変更届、近隣説明報告書）
情報公開開示請求（審査請求関係　速記録・審査請求書ほか）

設置届閲覧 常～設置届（写）平成３１年度（令和元年度）
照会文書回答
ホームページ
調停委員報酬
建築紛争調停委員任用関係
特別区調停委員等連絡協議会　研修会
特別区調停委員等連絡協議会　会費
特別区調停委員等連絡協議会　総会

計画・相談受付 専門家助言制度 専門家登録
常～建築紛争予防調整条例・規則等改正　
建築紛争予防調整条例のてびきの改訂

標識設置届 標識設置届
東京都物件 標識設置届（東京都物件）

相隣要綱 相隣関係調整業務 相隣関係調整業務要綱
建築審査会委員の委嘱について
建築審査会　委員等報酬
建築審査会幹事及び書記の任免について

審査会法令等 目黒区建築審査会傍聴規程
建築審査会　会議録の公表
建築審査会　会議公開連絡票
建築審査会　開催通知

同意案件 建築基準法の規定による建築審査会の同意について　
諮問案件 建築基準法の規定による建築審査会の諮問答申について
会議録 常～平成３１年度（令和元年度）会議録

特別区建築審査会委員等連絡協議会
特別区建築審査会委員等連絡協議会 研修会
特別区建築審査会年報
特別区建築審査会委員等連絡協議会 総会

全国 全国建築審査会協議会

都市計画課

生産緑地地区担当者会議 平成３１年度

広報・照会

公文書公開条例

建築調整係共通 建築調整係全般

建築審査会会議

建築審査会協議会 特別区

目黒区建築審査会 建築審査会庶務

標識設置届

条例・要綱 建築紛争予防調整条例
等

特別区

調停委員 目黒区
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