
 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 都市整備課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
区民の声処理依頼票
常～業務継続計画（ＢＣＰ）
全庁共通事務分担表
身分証明書の交付
目黒区除雪活動計画
常～新当選議員勉強会資料
常～応急仮設住宅建設予定地
夜間休日各課緊急連絡先
PC使用申込書
外部記録媒体持出・使用管理簿
常～個別システム
常～情報セキュリティ
イントラネット通知
都市整備課ホームページ

めぐろエコ・プラン 環境推進員の選任・重点取組
参考資料 常～図書一覧
組織 組織改正

企画経営部通知（その他）
企画経営部通知（経営改革推進課）
総務部通知
企画経営部通知（秘書課）
企画経営部通知（情報課）
企画経営部通知（広報課）
企画経営部通知（区民の声課）
企画経営部通知（政策企画課）
庁内通知（防災課）
庁内通知（都市計画課）
庁内通知（住宅課）
庁内通知（健康福祉部）
庁内通知（環境保全課）
庁内通知（その他部内通知）
庁内通知（その他）
選挙管理委員会
水防活動計画書・名簿・連絡網
通知（その他）
議会通知
特別委員会説明資料起案（予算・決算）
政策課題
まち・ひと・しごと総合戦略
基本構想・基本計画
実施計画
長期計画・政策課題・行革計画通知
貸出車使用申込書
常～運転日誌
常～都市整備事業車全般
常～事業車支出
常～事業車保険
常～都市整備事業車管理（原動機付自転車）
文書通知
料金後納郵便物差出票
常～保存文書の廃棄の適否及び長期保存文書の保存の必要性に係る協議

ファイル基準表(長期～１
０年)

継～長期保存文書ファイル基準表

ファイル基準表（１９年～） 常～引継ぎ予定表（３０年度）
常～業務登録関連文書
情報公開・個人情報

公文書公開請求 開示請求
産休・育休代替臨時職員
専務的非常勤職員
人事通知
会計年度任用職員任用申請
会計年度任用職員（街づくり業務担当員）
会計年度任用職員（街づくり業務担当員（代替））
服務通知
常～幹部職員事務引継書
常～会計年度任用職員制度
常～引継報告書
在庁理由入力記録簿
時差出勤利用申請書
管理職員特別勤務実績簿
部分休業承認申請書
非常勤職員（旅行命令簿・年次有給休暇取得簿）
出退勤時刻データ修正記録簿
子の看護等休暇申請書
元気回復他職務専念義務免除申請書
給与減額免除申請簿
各種休暇申請書
非常勤職員出勤簿
常～子の看護休暇確認票
飲食届
産・育休代替臨時職員（出勤簿・年次有給休暇取得簿）
旅行命令簿（宿泊旅費・外国旅行）・復命書
雑給仕訳書
管理職員特別勤務実績簿

共通文書 文書

公文書公開・個人情報

都市整備課 共通庶務 庶務

ＩＴ・イントラネット

庁内通知・調査（企画・総
務）

庁内通知・調査（除企画・
総務）

議会・委員会

長期計画・政策課題等

都市整備事業車

公文書公開・個人情報全
般

共通職員 人事

服務

給与
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 都市整備課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
超過勤務手当の支給誤りに係る返還金
旅行命令
収受押印済個人番号提供カード専用封筒（法定調書用）
個人番号取得事務管理簿（法定調書用）
給与通知（提出含む）
通勤手当認定簿（異動分）
常～通勤手当認定簿（在課分）
安全衛生通知
健康管理
人材育成通知
被服貸与
福利通知
現金出納簿
公共料金の支出
公共料金の明細書・内訳表
常～会計課通知（届含む）
修理票
物品総括表
物品処分・所属換
常～備品取扱い説明書
年間契約・早期契約
コンサルタント委託業務評価
契約通知
執行委任
債権者登録
契約依頼書（年間分）
契約依頼書
収納金収入報告書
調定収入通知書
支払調書作成台帳
支出負担行為書・支出命令書
支出負担行為兼支出命令書
行政財産
常～行政財産・財産台帳控え
調査・回答（予算・財調・都市計画交付金）
全議員説明会資料(当初予算)
予算書・予算編成概要の校正
維持保全業務積算標準単価表
常～予算説明資料
常～補正予算（第２号）
常～補正予算（第１号）
常～令和２年度当初予算要求事項説明書
常～令和２年度当初予算見積書
常～令和２年度当初予算見積資料
常～令和元年度補正２号・令和２年度当初予算資料
常～予算見積書・決算資料（過年度分）
常～財政課・予算関係通知
常～令和２年度復活予算要求
予算執行計画
収支予定表
予算変更
執行委任申請書
財政援助団体監査
常～決算説明資料　補正１号予算説明資料
主要な施策の成果報告
決算監査通知
常～定期監査・決算資料

公共駐車場 シート提出
施設点検
常～施設管理全般
常～施設管理等一覧
有資格者施設点検（三田防災街づくり会館）
施設管理通知
有資格者施設点検（三田フレンズ）
常～施設点検委託説明会資料
管理経費の支出
三田フレンズ音楽室等の清掃業務委託
まちづくり活動室光熱水費
三田地区駐車場全般
三田フレンズ庶務全般
調定額報告書兼収納金収入報告書
常～店舗施設の跡地利用・保育施設
常～三田フレンズ環境調査
施設点検報告書
三田駐車場管理業務日報
まちづくり協議会委託
三田フレンズ住宅施設
常～三田フレンズ管理系統エアコン改修工事
常～修繕工事
常～維持管理資料
常～三田フレンズ改修整備
三田フレンズ使用許可
常～三田フレンズ駐車場改修整備
常～道路占用許可申請

物品

都市整備課

都市整備事業共通 都市整備事業全般

共通財務

財務全般

共通職員

給与

人材育成・福利・健康管
理

契約

歳入管理

歳出管理

用地管財

予算編成

予算執行

決算監査

施設管理

三田フレンズ 三田フレンズ庶務

三田フレンズ資料
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 都市整備課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～道路占用許可申請
ウォーカブル推進都市
常～道路占用許可申請

東京都・他区通知・調査 東京都通知
その他通知・調査 その他通知・調査

福祉のまちづくり 継～福祉のまちづくり地域支援事業制度・要綱
継～委員会報告
継～目蒲線沿線整備構想
継～個別基本方針および概要版
継～沿線整備基本方針・概要版Ｈ１１年６月
継～自転車駐車場事業認可
継～大田区画街路第１号線の都市計画に伴う協議（東急電鉄）
継～大田区画街路第１号線の都市計画の承認申請
継～都市計画決定（大田区画街路第１号線）
継～都市計画決定図書（縦覧用）大田区画街路第１号線
継～都市計画公告・縦覧
継～都市計画手続き（諮問）
継～都市計画手続き（答申）

駅前広場整備計画 継～大岡山駅前広場等整備計画
継～駅前広場基本設計
継～大岡山駅自転車駐車場整備計画報告書
継～目黒区放置自転車条例、現状

関係機関協議会 常～大岡山研究会
区報
地区整備全般
公募区民選定
パブリックコメント
区報
整備構想
地元説明会等
整備構想策定
整備方針策定
パブリックコメント
整備方針説明会
庁内検討会設置要領
庁内検討会

環境整備担当者会議 環境整備担当者会議
政策決定会議 政策決定会議
区議会 都市環境委員会
都市計画審議会 都市計画審議会

業者選定委員会設置要領
業者選定委員会全般
プロポーザル方式採用申請
常～祐天寺駅周辺地区　整備方針等策定業務委託
常～祐天寺駅周辺地区　街づくりニュース配布委託（H.３１）
常～祐天寺駅周辺地区　構想構想等策定業務委託

地区街づくり懇談会 地区街づくり懇談会
常～予算流用
常～ゾーン３０
常～整備工事
常～学芸大学駅周辺地区　事業推進支援業務委託（H.３１）
常～学芸大学駅周辺地区　事業推進支援業務委託（H.３０）
常～学芸大学駅周辺地区　事業推進支援業務委託（H.２９）
常～学芸大学駅周辺地区　街づくり通信配布委託（H.３０）
常～学芸大学駅周辺地区　街づくり通信配布委託（H.２９）
常～　学芸大学駅周辺　街づくり通信配布委託

地区懇談会 常～地区懇談会
商店街街づくり 常～学芸大学街づくりの会
学大街づくり通信 常～学大街づくり通信

政策決定会議
都市環境委員会
都市計画審議会
区報
意見募集
庁内検討会設置要領
調査・回答・申請
環境整備担当者会議
政策決定会議
常～あんしん歩行エリア形成事業計画（H２７.４改定）
常～あんしん歩行エリア形成事業計画(平成３０年４月改定)
あんしん歩行エリア形成事業計画（平成３１年度）

条例の普及・啓発 常～区報掲載
NO.１４
研究会NO.１３
常～研究会№１６「上目黒１-２０、２１地区　街づくり研究会」
常～研究会№１７「洗足街づくり研究会」
研究会NO.８
研究会№１５
常～研究会No.１１「洗足街づくり研究会」
常～研究会No.１２「上目黒１－２０，２１地区　街づくり研究会」
研究会No.５
研究会No.６
研究会No.７
常～　NO.１０ 研究会「祐天寺ロータリーを考える会」

委託処理

整備計画

都市整備課

都市整備事業共通 都市整備事業全般

通知・調査・回答

目黒線沿線整備

地区整備全般

学芸大学駅周辺地区整
備

あんしん歩行エリア整備

整備計画改定

あんしん歩行エリア形成
事業計画

大岡山駅周辺地区整備 都市計画

地下駐車場整備

祐天寺駅周辺地区整備

整備構想

整備方針

庁内検討会

業者選定委員会

委託処理

地域街づくり条例
地域街づくり研究会
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 都市整備課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～　NO.９ 研究会「下目黒街づくりの会」
常～専門家登録
常～専門家登録申請
常～風営法改正(H２７.６)に伴う変更（案）
常～風営法改正(H２７.６)に伴う変更（原案）
常～風営法改正(H２７.６)に伴う変更（決定・告示）
継～目黒４丁目許認可申請書（１１年度）
継～目黒４丁目事前協議書（１１年度）
継～敷地整序型区画整理事務処理基準フロー
継～土地区画整理進捗状況（１２.３．２現在１２．８．２４説明）
継～土地区画整理事業運用指針（国土交通省・平成１３年度制定）
継～土地区画整理事業の事務引き継ぎ
継～土地区画整理技術資料（目黒４丁目）
継～土地区画整理完了手続概略（目黒４丁目）
継～助成規定･貸付要綱等（土地区画整理事業）
継～事業終了認可と公告目黒４丁目（平成１２年度）
継～建物等調査委託単価
継～区画整理事業実務の手引（平成１１年度版）
継～換地計画認可申請と認可目黒４丁目（１２年度）
継～目黒４丁目施行認可公告(１１年度）
継～敷地整序型土地区画整理事業
継～目黒区の区画整理事業
継～東京都助成規定（土地区画整理事業）
継～公共団体等区画整理補助事業
継～都市再生区画整理事業
仙台市冨沢駅周辺土地区画整理事業
深谷都市計画事業岡中央土地区画整理事業
阿見吉原土地区画整理事業

調査・回答 調査・回答
申請 登記簿謄本
街づくり懇談会 街づくり懇談会

指定管理者年度協定書
常～指定管理者基本協定書
常～労働環境モニタリング
指定管理者制度全般
運営・選定評価委員会
指定管理者指定立案請求
指定管理者募集・選定
総括運営評価結果
指定管理者運営評価
運営・選定評価担当者会
所管課評価
事業計画書
事業報告書（年度報）
常～近隣駐車場調査結果
事業報告書（月報）
事業報告書（四半期報）
事業報告書（随時）
労働台帳（公契約条例）
事業報告書（月報）
事業報告書（四半期報）
事業報告書（年度報）
感震ブレーカー資料
感震ブレーカーホームページ
助成金交付の支出
助成金申請書
助成金交付要綱
感震ブレーカー設置支援
受付台帳
助成金申し込み

区議会・委員会 常～都市環境委員会
ホームページ
調査・アンケート回答

従前居住者用住宅 常～従前居住者用住宅
木密事業制度・要綱等 制度・助成要綱（都） 常～東京都防災密集地域総合整備事業補助金交付要綱

整備計画 常～社会資本総合整備計画「東京都における安全な市街地の形成（防災・安
全）」事業延伸
常～平成３１(令和元)年度事業評価書(再評価・事後評価)
常～平成３１(令和元)年度事業評価委員会 開催（含む、委嘱・報酬等）
常～事業評価実施要領(R元.１２.１３制定)
常～事業評価委員会設置要綱(R元.１２.２４制定)

木密事業関係諸団体 東京都関係 補助４６号線収用関係
（国費）交付申請・完了実績等
（都費）交付申請・完了実績等
常～要望調書（６月・１２月ヒアリング）
常～利子補給金確定通知・償還状況報告書
常～利子補給金支出
常～利子補給金交付決定通知(上目黒・祐天寺地区)
利子補給申請書類
補助金
目黒区不燃化特区要綱・要領改正
老朽建築物認定及び土地の適正管理
不燃化特区助成申請
不燃化特区　専門家派遣

都市整備課

補助２６号線駒場エリア

指定管理者制度 指定管理者全般

地域街づくり条例
地域街づくり研究会

街づくり専門家

地区計画 地区計画変更

土地区画整理 敷地整序型土地区画整
理

その他の土地区画整理

指定管理者運営・選定評
価

報告書三田フレンズ

報告書公共駐車場

感震ブレーカー設置支援
事業

住環境整備共通
その他

木密事業 整備計画・事業
計画等

事業評価

木密事業補助・助成関係 国庫・都補助

利子補給（助成関係）

不燃化１０年プロジェクト 制度全般

助成申請等
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 都市整備課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～戸別訪問（原町一丁目９・１０番街区）
業務委託
木密協議会(目黒本町五丁目地区)
目黒区木造住宅密集地域(目黒本町五丁目地区)整備事業推進等業務委託
木密協議会(目黒本町六丁目・原町地区)
目黒区木造住宅密集地域(目黒本町六丁目・原町地区)整備事業推進等業務
緑が丘駅周辺整備事業全般
緑が丘駅周辺地区都市再生交通拠点整備計画　事後評価書
常～緑が丘駅自由通路・歩行者広場管理

地元対応 駐輪場隣接用地取得に伴う東急電鉄打合せ
常～三田防災街づくり会館目的外使用
常～三田防災街づくり会館改修工事
有資格者施設点検
三田防災街づくり会館管理全般
エレベーター保守点検委託
機械警備委託
三田防災街づくり会館協議会委託
清掃及び施設整備保守点検委託
常～防犯カメラ竣工図書
三田基金振替命令書
三田基金運用
三田地区街づくり寄付金等積立基金の取崩
調定収入通知書

防災まちづくり・個別事業 Ｂ路線 常～地権者へのお知らせ
実施計画・交付申請・実績報告
社会資本総合整備計画・都市防災事業計画

都市防災・助成申請書 不燃化促進助成 不燃化促進助成
常～連絡票・回答（区民の声課）
常～調査・照会・回答（目黒区他課）
常～調査・照会・回答（民間）
常～調査･照会･回答（２３区･他自治体）
常～調査･照会･回答（国･東京都）
常～例年調査（流域貯留･浸透事業に関する調査・雨水流出抑制事業補助／
東京都）
常～例年調査（優良宅地・優良住宅認定施行状況／東京都）
常～例年調査（開発許可施行状況･土地利用動向／東京都）

ホームページ資料 ホームページ資料
常～豪雨対策検討部会
常～ワンルームマンションに関する情報・意見交換会
常～宅地耐震化推進事業連絡調整会
常～マンション施策推進行政連絡会
常～下水道関連連絡調整協議会
常～景観行政団体等連絡会
常～宅地耐震化推進事業連絡調整会
常～総合治水対策協議会
常～宅地開発に伴い設置される流出抑制施設等について（国通知）
常～目黒区総合治水対策基本計画
常～目黒区雨水流出抑制施設技術指針（目黒区雨水流出抑制施設技術マ
ニュアルの改訂）
常～目黒河川流域図
常～エコまつり
常～都下水道局協議（公共雨水浸透ます・大量排水）
常～目黒区雨水流出抑制施設設置に関する指導要綱（制定及び改正）
常～目黒区雨水流出抑制施設設置に関する指導要領（制定及び改正）
常～総合治水指導運用基準
常～総合治水対策の協議について（パンフレット）
常～総合治水対策協議記録マップ

総合治水事前協議 治水事前協議書
総合治水完了報告 治水完了報告書

常～東京都雨水流出抑制助成事業補助要綱
常～事前相談
国・雨水流出抑制事業補助金交付申請
雨水流出抑制施設設置助成申請
常～雨水流出抑制施設等設置助成パンフレット
雨水流出抑制施設等設置助成制度ＰＲ
東京都雨水流出抑制事業補助金交付申請
常～東京都「雨水流出抑制事業補助」等説明会
常～目黒区雨水流出抑制施設等設置助成要綱及び実施要領
常～地区計画届出記録マップ
継～届出取扱い基準
常～旧パンフレット
常～パンフレット改訂
常～目黒区都市計画法に基づく地区計画事務処理要領
常～届出台帳

地区計画関連資料 常～街づくり協定書
地区計画の届出 地区計画届出書

常～八雲四丁目街づくりガイドライン
常～青葉台一丁目ガイドライン
継～優良住宅・優良宅地認定事務の手引き
継～優良住宅・優良宅地認定申請事務処理（見本）
常～優良住宅認定申請書
常～優良住宅認定申請手数料の歳入調定
継～優良住宅・優良宅地認定申請受付簿
常～手数料条例の改正（優良住宅・優良宅地認定）

都市整備課

認定事務（租税特別措置
法）

優良住宅・優良宅地認定
事務

施行細則等運用事務

開発係共通 調査・照会・回答

検討会・協議会

地区計画 運用事務

街づくりガイドライン

雨水流出抑制施設等設
置助成

雨水流出抑制施設設置
指導

三田地区整備 防災街づくり会館（維持）

防災街づくり会館（管理）

三田基金

都市防災整備事業 補助金

個別訪問

木密事業各地区状況 目黒本町五丁目地区

目黒本町六丁目・原町地
区

緑が丘駅周辺整備事業 緑が丘駅周辺整備事業

総合治水共通総合治水対策

不燃化１０年プロジェクト
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 都市整備課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則の改正
常～租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則の改正
継～優良住宅・優良宅地認定事務の取扱い（国・都通知）
継～事務移管協議資料（優良住宅・優良宅地認定事務）
常～租税特別措置法に基づく優良宅地、優良住宅認定事務技術的助言
常～パンフレット改訂
常～沿道整備事業関係要綱・様式集
常～沿道法法規集
常～環七沿道建築制限条例運用基準
常～環七沿道整備計画の記録冊子
常～都市計画決定告示
常～沿道整備東京都通知
常～防音工事助成申請台帳
常～騒音・防音申請書作成方法
騒音調査等結果の通知
騒音調査申込・防音工事助成申請の受付等
常～防音工事助成等の執行状況
常～防音工事助成制度ＰＲ
常～目黒区環七沿道地区計画事務処理要領
常～届出台帳
常～沿道地区計画届出記録マップ

環七地区計画の届出 沿道地区計画届出書
常～目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例（制定
及び改正）
常～目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例及び同
条例施行規則に関する実施要領（制定及び改正）
常～目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例施行規
則（制定及び改正）
常～住環境整備条例のあらまし（パンフレット）
常～策定事務（パブリックコメント）
常～住環境整備条例　協議台帳
常～策定事務（住環境整備検討会）
常～策定事務（政策決定会議）
常～策定事務（都市環境委員会）
常～策定事務（都市計画マスタープラン推進作業部会・住環境条例等分科会）
常～策定事務（環境整備担当者会議）
常～東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル
常～防災貯水槽・防災器具置場（防災課）
常～他自治体関連条例等

過去３年度以前の物件に
おける各届出書

過去３年度以前の物件における各届出書

３１年度建築計画 常～住環境条例　
３０年度建築計画 住環境条例

開発登録簿閲覧票
常～現金出納簿
開発登録簿手数料の収納金日報・月報
開発登録簿手数料の事後調定一覧表
開発登録簿手数料の歳入調定
開発行為の許可申請等手数料の歳入調定
常～開発許可申請受付簿
常～「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準にお
ける運用基準
継～開発行為の許可等に関する審査基準細目
継～開発許可指導指針
継～１０００㎡未満の開発許可の取扱い
常～事前相談書原稿
常～目黒区都市計画法開発行為等の規制に係る施行細則（制定及び改正）
常～目黒区手数料条例の改正（開発許可申請等）
常～目黒区開発許可の基準に関する条例（制定及び改正）
常～開発行為許可申請のための手引き
常～開発行為に関する標識設置要領
常～開発許可調整会議等設置要綱
常～開発許可のあらまし
常～一団の敷地の審査基準・細目改正検討資料
常～開発行為の許可に関する審査基準（標準処理期間を含む）
常～開発許可指導事例
常～消防水利（消防署）
常～改正都計法
常～道路認定の手引き
常～道路構造令等（道路標準構造図集）
常～東京都開発審査会
常～宅地防災マニュアル
常～自然保護条例
常～国有財産管理事務の手引き
常～農地法関連
常～文化財保護法
常～開発許可の手引き（２３区）
常～開発許可のあらまし（東京２３区）
常～開発許可のあらまし（東京都）
常～開発許可の手引き（東京都）
常～開発許可基準（２３区）
常～開発許可基準（東京都）
常～東京都からの通知
常～駐日外交機関における大使館等の取扱い

都市整備課

住環境整備条例 運用事務（制定・改正等）

住環境関連条例等

開発許可事務 受付事務起案等

審査基準・細目等

開発許可関係資料

他自治体開発許可資料

通知・技術的助言・情報
提供

認定事務（租税特別措置
法）

施行細則等運用事務

沿道整備事業 沿道整備計画

騒音調査・防音工事

運用事務
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 都市整備課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～開発許可制度運用指針の改正について
常～宅地に関する災害の防止について

開発指導行政担当者会議
都・担当者会議（令和元年度）　

常～開発事前相談に係わる開示請求および行政不服申立てについて
常～関連様式
常～不利益処分手続き
常～開示請求について（１１／２８請求分）
手数料の歳入調定
常～開示請求について（９／２４請求分）
常～参考資料
常～開示請求について（９／２８請求分）
常～近隣説明
常～開示請求（９／２４請求分）における意見照会回答
常～開示請求（９／２４請求分）における意見照会について

南 常～開示請求について（４／２７請求分）
緑が丘 常～開示請求について（９／２０請求分）

常～目黒区情報公開条例第１５条第３項の規定に基づく通知
常～開示請求（Ｒ２．２／１７請求分）意見書について
常～開示請求の延期について（Ｒ２．２／１７請求分）
常～開示請求について（Ｒ２．２／１７請求分）
常～建築・開発行為における事前相談書　受付台帳（平成７年度～）
常～開発許可事前相談記録マップ
事前処理カード
事前処理カード（指摘後対応待ち）
常～開発変更許可手続き（開発２９－２－２／変更許可申請・建築課照会・開
発登録簿・標識設置・変更届）
常～開発承認手続き（開発２９－２／完了公告前の建築承認申請・地位の承
継承認申請・地位の承継届）
常～開発工事手続き（開発２９－２／着手届・完了届・完了検査・完了公告・廃
止届）
常～開発許可手続き（開発２９－２／許可申請・建築課照会・開発登録簿・標
識設置・変更届）
常～開発許可事前手続き（開発２９－２／担当者会議・調整会議）
常～開発許可事前手続き（開発２９－３／事前相談・担当者会議・調整会議・
事前標識）
常～開発変更許可手続き（開発２９－３／変更許可申請・建築課照会・開発登
録簿・標識設置・変更届）
常～開発承認手続き（開発２９－３／完了公告前の建築承認申請・地位の承
継承認申請・地位の承継届）
常～開発工事手続き（開発２９－３／着手届・完了届・完了検査・完了公告・廃
止届）
常～開発許可手続き（開発２９－３／許可申請・建築課照会・開発登録簿・標
識設置・変更届）
常～開発許可事前手続き（開発２９－４／事前相談・担当者会議・調整会議・
事前標識）
常～開発変更許可手続き（開発２９－４／変更許可申請・建築課照会・開発登
録簿・標識設置・変更届）
常～開発承認手続き（開発２９－４／完了公告前の建築承認申請・地位の承
継承認申請・地位の承継届）
常～開発許可手続き（開発２９－４／許可申請・建築課照会・開発登録簿・標
識設置・変更届）
常～開発工事手続き（開発２９－４／着手届・完了届・完了検査・完了公告・廃
止届）
開発許可事前手続き（開発３０－１／事前相談・担当者会議・調整会議・事前
開発工事手続き（開発３０－１／着手届・完了届・完了検査・完了公告・廃止
開発許可手続き（開発３０－１／許可申請・建築課照会・開発登録簿・標識設
置・変更届）
開発承認手続き（開発３０－１／完了公告前の建築承認申請・地位の承継承
認申請・地位の承継届）
開発変更許可手続き（開発３０－１／変更許可申請・建築課照会・開発登録
簿・標識設置・変更届）
常～開発承認手続き（開発３０－２／完了公告前の建築承認申請・地位の承
継承認申請・地位の承継届）
常～開発許可事前手続き（開発３０－２／事前相談・担当者会議・調整会議・
事前標識）
常～開発許可手続き（開発３０－２／許可申請・建築課照会・開発登録簿・標
識設置・変更届）
常～開発工事手続き（開発３０－２／着手届・完了届・完了検査・完了公告・廃
止届）
常～開発変更許可手続き（開発３０－２／変更許可申請・建築課照会・開発登
録簿・標識設置・変更届）

３１－３（南一丁目） 常～開発２－１／事前相談・担当者会議・調整会議・事前標識
常～開発３１－１　／事前相談・担当者会議・調整会議・事前標識
常～開発３１－１／許可申請・建築課照会・開発登録簿・標識設置・変更届
常～開発３１－１／着手届・完了届・完了検査・完了公告・廃止届
常～開発３１－１／完了公告前の建築承認申請・地位の承継承認申請・地位
の承継届
常～開発３１－１／変更許可申請・建築課照会・開発登録簿・標識設置・変更
常～開発許可事前手続き（開発２６－５／事前相談・担当者会議・調整会議・
事前標識）
常～開発許可手続き（開発２６－５／許可申請・建築課照会・開発登録簿・標
識設置・変更届）

都市整備課

開発許可物件 ２９－２(青葉台二丁目)

２９－３（目黒一丁目）

３０－１（中根二丁目）

３０－２（八雲二丁目）

３１－１（上目黒三丁目）

２６－５（大橋二丁目）

行政手続法 開示請求

住環境整備条例（実施要
領）
東山

自由が丘

開発事前相談 相談カード・台帳・マップ

３１年度物件

２９－４（上目黒三丁目）

開発許可事務

通知・技術的助言・情報
提供
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 都市整備課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～開発承認手続き（開発２６－５／完了公告前の建築承認申請・地位の承
継承認申請・地位の承継届）
常～開発変更許可手続き（開発２６－５－４／変更許可申請・建築課照会・開
発登録簿・標識設置・変更届）
常～開発変更許可手続き（開発２６－５－３／変更許可申請・建築課照会・開
発登録簿・標識設置・変更届）
常～開発工事手続き（開発２６－５／着手届・完了届・完了検査・完了公告・廃
止届）
常～開発承認手続き（開発２７－２／完了公告前の建築承認申請・地位の承
継承認申請・地位の承継届）
常～開発変更許可手続き（開発２７－２／変更許可申請・建築課照会・開発登
録簿・標識設置・変更届）
常～開発許可手続き（開発２７－２／許可申請・建築課照会・開発登録簿・標
識設置・変更届）
常～開発工事手続き（開発２７-２／着手届・完了届・完了検査・完了公告・廃
止届）
常～開発許可事前手続き（開発２７－２／事前相談・担当者会議・調整会議・
事前標識）
常～開発３１－２／許可申請・建築課照会・開発登録簿・標識設置・変更届
常～開発３１－２／着手届・完了届・完了検査・完了公告・廃止届
常～開発３１－２／事前相談・担当者会議・調整会議・事前標識
常～開発３１－２／完了公告前の建築承認申請・地位の承継承認申請・地位
の承継届
常～開発３１－２／変更許可申請・建築課照会・開発登録簿・標識設置・変更
常～開発工事手続き（開発２８－４／着手届・完了届・完了検査・完了公告・廃
止届）
常～開発許可手続き（開発２８－４／許可申請・建築課照会・開発登録簿・標
識設置・変更届）
常～開発許可事前手続き（開発２８－４／事前相談・担当者会議・調整会議・
事前標識）
常～開発承認手続き（開発２８－４／完了公告前の建築承認申請・地位の承
継承認申請・地位の承継届）
常～開発変更許可手続き（開発２８－４－２／変更許可申請・建築課照会・開
発登録簿・標識設置・変更届）
常～開発変更許可手続き（開発２８－４－３／変更許可申請・建築課照会・開
発登録簿・標識設置・変更届）
常～社会資本整備総合交付金に関する情報提供
常～都心共同・優良建築物事前相談
継～事業執行状況
継～都心・優良事業執行上の留意点
継～都心・優良目黒区事業地区位置図
継～都心共同事業の対象区域の見直しについて
継～都心共同住宅平成１３年度２３区状況
継～補助を受けた物件が、個人に売れなかった場合の対処方法

都心・優良等ヒヤリング 常～都心共同住宅供給事業等予算要望ヒアリング
継～都心共同住宅供給事業等（交付申請書式／実績報告書式）
継～都心共同住宅認定地区一覧表
継～都心共同住宅供給事業適用条件の検討
継～都心共同実施要領・補助要綱（国）
常～平成２８年度要綱改正
継～都心共同要綱改訂作業
常～東京都都市居住再生促進事業補助金交付要綱・実施要領
継～旧区要綱

相談物件（中根） 継～中根１丁目＜特定地名＞
事業計画変更＜特定地名＞
完了実績報告・その他報告書
平成３１年度補助金交付申請書
他区状況
継～優良建築物等整備事業（アスベスト型事業）
継～優良建築物等整備事業に係る費用対効果分析
継～優良建築物等整備事業他区要綱
継～優良建築物等整備事業優良再開発型解説書
常～国土交通省優良建築物等整備事業制度要綱の改正について
常～優良建築物等国制度要綱、補助要領
常～屋外広告物
常～規則の立案請求
常～景観アドバイザー合同会議（平成２５年度以前）
常～景観アドバイザー合同会議（平成２６年度以降）
常～景観事前相談
常～景観条例・規則
常～みどりの基本計画
常～東京都選定歴史的建造物と景観上重要な歴史的建造物
常～東京都景観条例
常～景観法運用指針
常～景観計画届出記録マップ
常～景観計画届出台帳
常～景観審議会
景観計画届出書
景観区域内における行為の完了（中止）届

景観計画の事前協議 景観計画事前協議書
狭あい道路　ホームページ
文書特例処理
常～狭あい道路　パンフレット等
常～区民の声

都市整備課

景観条例 景観条例共通

景観計画の届出

狭あい道路拡幅整備 狭あい道路全般

開発許可物件

優良建築物等整備 優良建築物等整備全般

優良建築物要綱

都心共同・優良建築物等 都心・優良全般

都心共同住宅供給 供給事業全般

条例・要綱等

適用物件（下目黒二丁目
地区）

２６－５（大橋二丁目）

２７－２（東山一丁目）

２８－４（目黒一丁目）

３１－２(東山二丁目)
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 都市整備課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
第三ブロック建築行政連絡会
法務局　証明書等の交付申請
常～狭あい道路見直し検討会No３（平成２２・２３年度）
常～狭あい道路見直し検討会No１（平成７年度会議）
常～狭あい道路見直し検討会No２（平成１６年度～）
常～後退杭・標示板購入
撤去等工事助成金及び隅切り用地奨励金の支出
執行委任
常～狭あい道路国庫補助
常～狭あい道路施行規則　逐条解説
常～狭あい道路条例　逐条解説
常～条例見直し検討資料
常～自主整備工事の事務処理要綱（適用除外）
常～条例・規則に関する資料
常～狭あい道路拡幅整備運用基準H９～
常～狭あい道路条例
常～狭あい道路　施行規則
常～要綱検討会
常～隅切り用地奨励金運用基準
常～狭あい道路拡幅整備要綱、助成金要綱要領
常～狭あい道路の考え方と方策
常～助成金改定資料
常～助成事業単位積算根拠

実態調査委託 常～狭あい道路実態調査委託
常～目黒区道路占用工事要綱
常～生活道路基本計画策定に向けて
常～道路管理支援システム
常～狭あい道路拡幅整備検索システム
常～都税事務所からの情報提供
常～道路拡幅に係る私権制限について（杉並区狭あい審議会）
常～狭あい道路資料（隣接区）
常～狭あい道路見直し検討会No.４（他区の状況資料）
常～狭あい道路資料（隣接区以外）
常～＜特定地名＞
常～区民の声（電３１００００４４号）
常～＜特定地名＞
常～＜特定地名＞
常～＜特定地名＞
常～＜特定地名＞
常～＜特定地名＞
常～渋谷区管理道路の寄付・無償使用承諾 取扱い
常～＜特定地名＞
常～＜特定地名＞
工事請負契約の解除に伴う債権債務の相殺について（通知）
常～下水道局との調整について
常～東電柱・NTT柱移設について
常～下水道局との協定

非課税申告 非課税申告代行
整備工事（北）起案１
整備工事（北）起案２
境界係連絡台帳
整備工事（南）起案２
整備工事（南）起案１
整備工事依頼(北)第１６号～第２０号
整備工事依頼(北)第２１号～第２５号
整備工事依頼(北)第２６号～第３０号
整備工事依頼(北)第３１号～第３５号
整備工事依頼(北)第０１号～第０５号
整備工事依頼(北)第４１号～第４５号
整備工事依頼(北)第４６号～第５０号
整備工事依頼(北)第０６号～第１０号
整備工事依頼(北)第１１号～第１５号
整備工事依頼(北)第３６号～第４０号
整備工事依頼(北)第９６号～第１００号
整備工事依頼(北)第９１号～第９５号
整備工事依頼(北)第８６号～第９０号
整備工事依頼(北)第８１号～第８５号
整備工事依頼(北)第７６号～第８０号
整備工事依頼(北)第７１号～第７５号
整備工事依頼(北)第６６号～第７０号
整備工事依頼(北)第５６号～第６０号
整備工事依頼(北)第５１号～第５５号
整備工事依頼(北)第６１号～第６５号
整備工事依頼(南)第１６号～第２０号
整備工事依頼(南)第２１号～第２５号
整備工事依頼(南)第２６号～第３０号
整備工事依頼(南)第３１号～第３５号
整備工事依頼(南)第１１号～第１５号
整備工事依頼(南)第０１号～第０５号
整備工事依頼(南)第４６号～第５０号
整備工事依頼(南)第３６号～第４０号
整備工事依頼(南)第４１号～第４５号
整備工事依頼(南)第０６号～第１０号
整備工事依頼(南)第７６号～第８０号

都市整備課

他自治体資料

懸案路線

区費工事 工事全般

整備工事起案

工事依頼(北)１～５０

工事依頼(北)５１～１００

工事依頼(南)１～５０

工事依頼(南)５１～１００

狭あい道路拡幅整備 狭あい道路全般

狭あい道路事業見直し

狭あい道路予算

条例・規則

要綱

狭あい道路関連事業
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 都市整備課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
整備工事依頼(南)第８１号～第８５号
整備工事依頼(南)第８６号～第９０号
整備工事依頼(南)第９１号～第９５号
整備工事依頼(南)第９６号～第１００号
整備工事依頼(南)第５１号～第５５号
整備工事依頼(南)第７１号～第７５号
整備工事依頼(南)第５６号～第６０号
整備工事依頼(南)第６１号～第６５号
整備工事依頼(南)第６６号～第７０号
測量着手指示書
狭あい道路用地測量委託

拡幅整備協議台帳 常～受付台帳（過年度・現年度）
第０１号～第０５号拡幅整備協議書
第０６号～第１０号拡幅整備協議書
第１１号～第１５号拡幅整備協議書
第１６号～第２０号拡幅整備協議書
第３６号～第４０号拡幅整備協議書
第３１号～第３５号拡幅整備協議書
第２６号～第３０号拡幅整備協議書
第２１号～第２５号拡幅整備協議書
第４６号～第５０号拡幅整備協議書
第４１号～第４５号拡幅整備協議書
第６６号～第７０号拡幅整備協議書
第７６号～第８０号拡幅整備協議書
第８１号～第８５号拡幅整備協議書
第９６号～第１００号拡幅整備協議書
第９１号～第９５号拡幅整備協議書
第８６号～第９０号拡幅整備協議書
第７１号～第７５号拡幅整備協議書
第６１号～第６５号拡幅整備協議書
第５６号～第６０号拡幅整備協議書
第５１号～第５５号拡幅整備協議書
第１２６号～第１３０号拡幅整備協議書
第１３１号～第１３５号拡幅整備協議書
第１３６号～第１４０号拡幅整備協議書
第１４１号～第１４５号拡幅整備協議書
第１０１号～第１０５号拡幅整備協議書
第１２１号～第１２５号拡幅整備協議書
第１１６号～第１２０号拡幅整備協議書
第１１１号～第１１５号拡幅整備協議書
第１０６号～第１１０号拡幅整備協議書
第１４６号～第１５０号拡幅整備協議書
第１９６号～第２００号拡幅整備協議書
第１９１号～第１９５号拡幅整備協議書
第１８６号～第１９０号拡幅整備協議書
第１８１号～第１８５号拡幅整備協議書
第１６６号～第１７０号拡幅整備協議書
第１７１号～第１７５号拡幅整備協議書
第１７６号～第１８０号拡幅整備協議書
第１６１号～第１６５号拡幅整備協議書
第１５６号～第１６０号拡幅整備協議書
第１５１号～第１５５号拡幅整備協議書
第２２６号～第２３０号拡幅整備協議書
第２２１号～第２２５号拡幅整備協議書
第２１６号～第２２０号拡幅整備協議書
第２１１号～第２１５号拡幅整備協議書
第２４６号～第２５０号拡幅整備協議書
第２０１号～第２０５号拡幅整備協議書
第２３１号～第２３５号拡幅整備協議書
第２３６号～第２４０号拡幅整備協議書
第２４１号～第２４５号拡幅整備協議書
第２０６号～第２１０号拡幅整備協議書
第２５１号～第２５５号拡幅整備協議書
第２５６号～第２６０号拡幅整備協議書
第２６１号～第２６５号拡幅整備協議書
第２９６号～第３００号拡幅整備協議書
第２６６号～第２７０号拡幅整備協議書
第２７１号～第２７５号拡幅整備協議書
第２７６号～第２８０号拡幅整備協議書
第２８１号～第２８５号拡幅整備協議書
第２８６号～第２９０号拡幅整備協議書
第２９１号～第２９５号拡幅整備協議書
第３０１号～第３０５号拡幅整備協議書
第３０６号～第３１０号拡幅整備協議書
第３１１号～第３１５号拡幅整備協議書
第３１６号～第３２０号拡幅整備協議書
第３４６号～第３５０号拡幅整備協議書
第３２６号～第３３０号拡幅整備協議書
第３３１号～第３３５号拡幅整備協議書
第３３６号～第３４０号拡幅整備協議書
第３４１号～第３４５号拡幅整備協議書
第３２１号～第３２５号拡幅整備協議書
第３７１号～第３７５号拡幅整備協議書
第３７６号～第３８０号拡幅整備協議書

都市整備課

第３５１～４００号

用地測量・登記

拡幅整備協議書
拡幅整備協議書　第１～
５０号

第５１～１００号

第１０１～１５０号

第１５１～２００号

第２５１～３００号

第２０１～２５０号

第３０１～３５０号

区費工事

工事依頼(南)５１～１００
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 都市整備課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
第３８１号～第３８５号拡幅整備協議書
第３８６号～第３９０号拡幅整備協議書
第３９１号～第３９５号拡幅整備協議書
第３９６号～第４００号拡幅整備協議書
第３５１号～第３５５号拡幅整備協議書
第３５６号～第３６０号拡幅整備協議書
第３６１号～第３６５号拡幅整備協議書
第３６６号～第３７０号拡幅整備協議書
自主整備完了届（寄付・無償）
自主整備完了届１０月
自主整備完了届９月
自主整備完了届８月
自主整備完了届７月
自主整備完了届６月
自主整備完了届５月
自主整備完了届４月
自主整備完了届３月
自主整備完了届２月
自主整備完了届１月
自主整備完了届１２月
自主整備完了届１１月

補助金申請 常～空き家利活用等支援事業(H３０)
常～庁内調査・回答
常～東京都調査・回答

関連資料（区） 常～区報掲載
常～H３１関連資料(都)
常～第６回東京都空き家対策連絡協議会（H３０.６.２８)
常～第１０回東京都空き家対策連絡協議会(R１.５.２８)
常～ワンストップ相談窓口
常～H３０関連会議資料

関連資料（他自治体） 常～H３１･R１関連資料(他自治体)
常～H３１関連資料(企業)
常～H３０企業資料
常～平成３０年度第４回空家等対策審議会
常～平成３０年度第３回空家等対策審議会専門部会
常～平成３０年度第３回空家等対策審議会
常～平成３０年度第２回空家等対策審議会専門部会
常～令和元年度第１回空家等対策審議会
常～令和元年度第１回目黒区空家等対策審議会
常～平成３０年度第２回空家等対策審議会
常～平成３０年度第１回空家等対策審議会専門部会
常～平成３０年度第１回空家等対策審議会
常～空家等対策審議会委員
常～空家等対策審議会委員報酬
常～空家等対策審議会設置条例

空家等対策検討調整会 常～H３０空家等対策検討調整会
空家等対策検討調整会
作業部会

常～H３０空家等対策検討調整会作業部会

環担会議 常～H３０環担会議
政策決定会議 常～H３０政策決定会議
都市環境委員会 常～H３０都市環境委員会

常～パブリックコメント
常～空家等対策計画
常～空家等対策計画（素案）
常～空家等対策計画（案）
常～区報・ホームページ
常～目黒区空家適正管理助成金交付要綱・要領

周知・啓発 常～民生児童委員
周知・啓発 常～空家等対策啓発冊子
委託処理 常～H３０空家等対策計画策定業務委託
委託処理 常～H３１空家等対策計画推進業務委託
空家相談処理 常～所有者照会

常～被相続人居住用家屋等確認申請書
常～被相続人居住用家屋等確認書の交付
常～H３１被相続人居住用家屋等確認申請書
常～財務情報システム
常～庶務事務システム
常～再開発等街づくり連絡調整会議設置要領
常～街づくり連絡調整会設置要領
パブリックコメント等の意見募集用メールアドレス取得
常～プロポーザル関連
常～めぐろエコプランⅡ
常～まちづくり交付金関東ブロック連絡会　平成２０年度
継～目黒区職員倫理条例
継～目黒区グループウェア資料
継～文書管理(ファイル基準表含む）
継～窓口サービス
継～生活道路
継～情報セキュリティ
継～事務分担･定数･所要人員
継～事業評価等
継～警視庁と目黒区との行政連絡会
継～契約事務改善実施策
継～街づくり条例分科会

都市整備課

被相続人居住用家屋等
確認申請書

地区整備担当全般 庶務

第３５１～４００号

自主整備完了届 自主整備完了届

空き家対策事業
調査・回答

関連資料（都）

関連資料（企業）

空家等対策審議会

空家等対策計画

管理助成

拡幅整備協議書
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 都市整備課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～改正個人情報保護条例
継～GIS
常～目黒区ホームページ
常～事務引継
常～街づくり推進部研修会
常～パースの貸出
常～文書管理システム
常～地区整備担当研修(平成２０年度)
常～新型インフルエンザ等対策に係る行動計画素案及び業務継続計画素案
契約依頼（変更含む）
常～決算・監査
調定収入通知書
常～街づくり・再開発調査特別委員会（平成２０年度）
常～公共施設整備・まちづくり調査特別委員会（平成２１年度）
常～公共施設整備・まちづくり調査特別委員会（平成２２年度）
常～常任委員会資料（大橋）
常～政策決定会議資料（大橋）
常～代表質問・一般質問（平成１９年度）
常～代表質問・一般質問（平成２０年度）
常～代表質問・一般質問（平成２２年度）
常～都市開発の方針
常～都市環境委員会（平成２２年度）
常～平成１９年度都市環境委員会
常～政策決定会議への付議（平成２２年度）
継～再開発に関する議会質問
常～通知等
常～国土交通省所管建設事業費等実績調査（平成２１年度）
常～国土交通省所管建設事業費等実績調査（平成２２年度）
常～国土交通省所管建設事業費等実績調査（平成２３年度）
常～国土交通省所管建設事業費等実績調査（平成２４年度）
常～各種調査(平成２５年度)
常～各種調査（～平成３１年度）
街づくり協議会運営
継～実施計画改定
継～緑の都市賞応募推薦（中目黒GT）

電線類地中化 常～庁内検討会
継～上一国費要望添付資料（提出用）
継～区の市街地再開発事業補助金交付要綱
継～まちづくり総合支援事業
継～まちづくり交付金事業
常～補助金制度通知（平成２０年度）
継～設計料等審査基準
常～国庫補助金関係通知（１９年度）
常～福祉のまちづくり
継～総合設計制度
継～市街地再開発制度に関する要領等
継～再開発に関する議会質問係る設計料算定基準
継～高度利用地区指定指針
継～ハートビル法
継～運用基準（再地区・特定街区・高度利用地区・地区計画）
継～目黒区特定商業施設の出店に伴う生活環境との調和のための要綱
継～土壌汚染
継～都市再開発方針の変更について
継～都市再開発支援事業（制度要綱、事務処理要領）
継～都市開発諸制度活用方針、政策・課題対応型都市計画運営指針
継～コミュニティゾーン制度（交通）
常～　有効空地の届出
継～２００４地区計画活用マニュアル
継～「東京のしゃれた街並み条例制度」のあらまし
継～東急バス協議
継～再開発地区計画各条例資料
継～行政代執行関係資料
継～補償費関連資料
継～補助金完了検査資料
継～東急電鉄関係資料全般
継～立ち退き等に係る行政争訟資料
常～東京都通知
継～権利変換手法に関する指針
継～市街地再開発の概況調査
常～再開発担当者名簿(平成２０年度)
継～地域振興ライブラリー（平成１５年度）
常～再開発関係調査・回答（平成２８～）
常～平成１５年度会計検査講評
常～平成１９年度会計検査
常～平成２０年度会計検査
常～平成２０年度会計検査（都市局）
常～平成２１年度会計検査
常～上一平成１７年度会計検査
常～平成２２年度会計検査
継～都心居住再開発参考資料
継～都心居住再開発資料
継～都心居住再開発補助金
継～都心居住上位関連計画
平成３０年度社会資本整備交付金

都市整備課

補助金の会計検査 補助金の会計検査

都心居住再開発 都心居住再開発

国庫補助金

再開発関係制度・要綱・
基準

補助金制度・交付要綱

再開発関係制度要綱基
準

再開発関連資料

再開発通知調査回答 再開発関係通知

再開発調査・回答

地区整備担当全般 庶務

議会・庁議

庶務・通知・調査・回答
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 都市整備課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～上一１８年度補助金請求歳入調定
常～上一１８年度補助金完了検査資料
常～上一１６年度事故繰補助金完了検査
常～平成１９年度再開発国費要望　第３回変更要望
常～平成１９年度再開発国費要望第１回変更要望
常～平成１９年度再開発国費要望第２回変更要望
常～平成１９年度上一再開発額の確定・実績報告
常～平成１９年度先導型再開発補助金交付申請・決定
常～平成１９年度予算
常～上一平成１９年度補助金請求・歳入調定
常～上一平成１９年度補助金完了検査
常～上一平成１９年度補助金変更交付申請・決定
常～平成１９年度先導型再開発補助金実積報告書
常～上一平成２０年度　補助金完了検査（区）
常～上一平成２０年度　補助金完了検査（都）
常～上一平成２０年度　補助金請求・歳入調定
常～上一平成２０年度補助金交付申請・決定
常～平成２０年度　先導型再開発補助金実績報告
常～平成２０年度再開発国費要望　第１回変更要望
常～平成２０年度再開発国費要望　第３回変更要望
常～平成２０年度地域住宅交付金（第１回変更要望）
常～平成２０年度先導型再開発補助金交付申請
常～平成２０年度再開発国費要望第２回変更要望
常～平成２０年度上一再開発　額の確定・実績報告
常～平成２１年度補助金変更交付申請・決定
常～平成２１年度補助金交付申請・決定

２２年度補助金 常～平成２２年度補助金交付申請・決定
常～公開空地等の管理報告
継～上二中目黒改札口改良
継～上二事業計画変更
継～上二組合解散認可申請
継～上二組合決算
継～上二再開発借地権申告
継～上二再開発施行地区公告
継～上二組合清算総会
継～上二組合設立認可申請
継～上目黒二丁目地区事業計画（本組合）
継～上二地区事業計画縦覧（本組合設立認可申請書）
継～上二組合定款の変更（上目黒二丁目地区）
継～上二組合総会（設立総会を除く）
継～上二認可申請
継～上二権利変換計画認可
継～上二都市計画決定資料
継～上二都市計画縦覧図書
継～上二都市計画案縦覧図書
継～上二再開発事業原案・再開発地区計画原案
継～上二再開発事業～地区計画変更の公示縦覧（改正風俗法に伴うもの）
継～上二再開発・地区計画原案の公示縦覧、説明会
常～視察
常～平成２１年度事業評価委員会
常～区民の声処理票
常～上一再開発費用便益分析（Ｈ２０年度）
常～上一平成１９年度関連委員会資料
常～上一平成２０年度関連委員会資料
常～上一庁内連絡調整会議設置要綱
常～上一平成２０年度庁内連絡調整会議
常～上一都市計画審議会
継～上一平成９年度地区都土地利用計画課協議
継～上一都市計画決定
継～上一都市計画審議会専門部会
継～上一平成１１年度都市計画図書作成委託
継～上一平成６年度都市計画条件検討調査
継～上一都市計画縦覧図書
常～上一平成２０年度公共施設打合せ
継～公共駐輪場
常～上一官民境界
常～上一道路拡幅部資料
常～上一 東急中目黒駅改良
常～上一電線類地中化
常～上一平成２０年度企業者調整

緑道整備 継～上一蛇崩川緑道整備
交通管理者協議 常～上一平成２０年度交通管理者協議
道路管理者協議 常～上一平成２０年度二建協議
上一事業推進体制 常～上一参加組合員（ＵＲ）

継～上一風洞実験報告書
継～上一実施設計（１６年５月～１１月）
継～上一再開発の概要（準組案、アセス含む）
継～上一概略権利変換
継～上一評価基準・補償基準
常～上一理事長氏名等の届出（平成２０年度）
継～上一借地権申告
継～上一組合設立認可申請書
継～上一定款変更（１６年７月）
継～上一本組合定款等

都市整備課

公共施設整備協議

区道廃止・認定

上一関係企業者調整

上一事業計画

上一本組合設立

上二再開発 上二再開発全般

上二本組合設立

上二権利変換

上二都市計画

上一再開発 上一再開発全般

上一会議・政策会議

上一庁内連絡会議

上一都市計画

国庫補助金
１８年度補助金（住宅局）

１９年度補助金

２０年度補助金

２１年度補助金
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 都市整備課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～権利変換計画の変更報告書
常～事業計画変更（平成２０～２３年）

上一本組合解散 常～上一組合解散
上一本組合決算報告 常～上目黒一丁目地区市街地再開発組合決算報告承認　２８年度
上一工事 常～上一本体総合定例会議（平成２０年度）
施設管理・運営 継～上一管理運営区分図
子育て支援施設 継～子育て支援施設
上一区営住宅 常～上一区営住宅分科会
交通計画 継～上一交通計画東急バス東急電鉄
交通量処理計画作成委
託

継～上一公共施設整備計画作成調査（H１４.３）

上一再開発資料 上目黒一丁目地区再開発　座談会資料
上一本組合事業推進部会常～上一事業推進部会（平成１９～２１年度）
上一本組合商業部会 常～上一商業部会（平成１９～２１年度）
上一本組合理事会 常～上一本組合理事会（平成１９～２１年度）

常～上一本組合総会（平成２０～２１年度）
常～平成２０年度上一管理規約設定集会
常～再開発事業記念誌
常～上一再開発ビルネーミング選定委員会
継～上一譲渡契約
継～上一審査委員会（１～４回）
継～上一審査委員会（５回～）
継～上一調書吏員立会
継～上一権利変換計画認可申請
継～上一権利変換計画都協議（平成１７年度）
継～上一権利変換計画縦覧
継～上一権利変換計画（案）について
継～上一区権利変換資料
常～権利変換計画の変更報告書
継～上一区権利調整

区民の声 常～区民の声
審査請求
開示請求
中目黒駅周辺地区整備計画の決定
常～各種調査、アンケート、ヒアリング
常～政策決定会議及び都市環境委員会　中目黒駅周辺地区整備計画改定
常～　中目黒駅周辺地区整備計画改定連絡会設置要領
契約事務
常～庁内検討会
中目黒駅周辺地区協議会　３１年度
常～委託業務　２９年度
地形図・地理情報データ使用
目黒川河床整備工事
公開空地等の管理報告書
ホームページ
常～環境整備部会関連資料　２８年度
常～プロポーザル方式　２８年度
常～区民の声連絡票　２８年度
歩行者用観光案内標識設置事業
駒沢通り新道坂脇擁壁壁面の絵画制作
活動報告・計画書（基本協定第２０条第１項）
キャンバスプロジェクト推薦状
庁内連絡調整会設置要領（音楽大学との連携）
後援名義使用承認
継～東京都への対応
継～道路管理者協議（都道）
継～東急変電所移設計画
継～大橋地区地元ホームページ
継～大橋関係現況写真
継～窓口対応記録
継～首都高速道路株式会社への対応
継～事業協力者ー大橋地区第二種市街地再開発事業ー
継～建築制限条例
継～警視庁との協議
継～区長への情報提供
継～区関連資料（都への要望・国への要望）
常～道路調整会議（２０～２４年度）
常～東邦大学病院
常～区施設使用許可
常～政策決定会議
常～住民監査請求
常～東電変電所移設計画

常～土地・建物登記簿概要書写の一覧（東山三丁目・大橋一丁目・大橋二丁目）

常～池尻大橋駅　駅ビル
常～大橋地区土地・建物登記簿申請
常～大橋一丁目周辺地区まちづくりニュース
常～住民訴訟
常～行政情報の開示請求（平成１８～２３年度）
常～研修・視察全般
常～大橋地区再開発事業の推進に関する確認書
常～異議申立に対する決定（平成２２・２４・２９年度）
継～路線価図
継～報道資料

都市整備課

上目黒一丁目プロジェクト 上一ＪＲ跡地全般

大橋地区整備 大橋全般

上一本組合全般

上一権利変換

開示請求

中目黒駅周辺地区整備
計画

整備計画改定

協議会運営

中目黒駅地区全般

上一本組合設立

上一本組合総会

上一再開発
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 都市整備課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～用地取得状況
継～１－１棟事前協議
継～１－１棟見直し
継～１－２棟事前協議
継～公益施設取得に関する覚書
継～公共施設管理者協議
常～　大橋地区　吏員立会い
常～住居表示について
常～１－１棟レイアウト
常～歩行者デッキの設計・施工について
常～保留床の譲渡に関する基本協定
常～土地収用
常～大橋地区第二種市街地再開発事業　１－１棟新築工事　９階施工図
常～市街地再開発事業工事
常～区道譲渡契約について
常～４２条４項道路指定
常～１－１棟目黒区公益施設内装設計
継～事業計画変更（H１７.１１）
継～事業計画説明会
継～事業計画図書
継～事業計画縦覧図書
継～東京都景観地区指定
継～大橋地区事業計画案に対する意見等
常～区民の声
継～住民意見
継～まちづくりのアイデア募集
継～住民からの要望
継～要望書（氷川台町会）
継～決算関連資料（含：主要な施策の成果報告）
常～予算編成資料（平成１５～２５年度当初予算）
継～大橋一丁目地区再開発協議会の支援業務委託（平成１５・１６年度）
常～委託契約資料（平成１７～２５年度）
常～（２期）都市再生整備計画事後評価　フォローアップ報告書
常～　まちづくり交付金事後評価
常～まちづくり交付金評価委員会委員報酬
継～まちづくり交付金打合せ
継～まちづくり交付金概算要望（平成１９年度）
継～補助金関係資料（平成１３年度）
継～都市再生整備計画作成資料
継～全国都市再生モデル調査
継～実施計画改定（１８年度）
継～まち交打合せ（国・都）
継～まちづくり交付金本要望（平成１８年度）
継～土壌浄化資料
継～氷川台合同検討会
継～中央環状新宿線アセス（平成１０年１１月）
継～光触媒資料
継～環境資料（～１４年度）
継～環境対策（H１５～H１７）
継～まちづくり道路関係資料
継～区道整備（～平成１９年度）
継～大橋構想（案）地元説明会
継～整備構想見直し
継～整備構想案
継～目黒川上流の遊歩道化
継～関係機関との打合せ資料
継～環６支線の横断歩道化
継～街づくりの課題に関する勉強会（御神輿蔵）
継～万代橋の改良
継～クイックプラン
継～（案）への住民意見
継～バリアフリー
継～電線類地中化ネットワークの形成
継～大橋図書館跡地関連
継～大橋一丁目周辺地区整備方針
継～打合せ資料
継～自転車駐輪場
常～区道に設置する地図の壁
常～公共公益施設の集約配置
常～国道２４６号横断歩道橋
常～大橋ジャンクション関連空間の活用に関する覚書
常～大橋地区市街地再開発事業に伴う企業者調整会議
常～電線共同溝設置に係わる基本協定
常～電線類地中化
常～万代橋の改良
常～目黒川上部緑道計画
継～大橋一丁目周辺地区整備計画
常～区画道路及び広場１号と首都高大橋ジャンクションとの重複部の整備形
態について
常～１－１棟デッキ打合せ
常～歩行者空間サイン計画
常～大橋地区第二種市街地再開発事業の１－１棟施設建築物におけるルー
プ屋上区立公園への経路に係る利用と管理に関する協定
常～国道２４６号横断デッキ

都市整備課

構想・計画 整備構想

地区整備方針

整備計画

大橋地区整備 大橋全般

事業計画

住民・区民の声

予算・決算・監査

契約

補助金

環境問題関連資料
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 都市整備課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～国道２４６号沿道整備打合せ（平成２２・２３年度）

所在カード 常～所在カード
継～周辺住民連絡会
継～菅刈住区

まちづくり推進会議 継～大橋一丁目地区まちづくり推進会議（１４～１９年度）
継～公共公益施設整備検討会
継～公益施設整備
常～庁内連絡会
継～国道２４６号沿道の公図
継～大橋連絡会作業部会
継～まちづくり勉強会
継～街づくり懇談会
継～交通バリアフリー推進懇談会

連調会・勉強会 常～連絡調整会議（都・区・首都高）１６～２２年度
継～国道２４６号横断施設検討会
継～国道協議（１８年度）
継～行政等連絡会議（平成１７～１９年度）
継～横断デッキ検討部会（都・区・首都高・東急）
常～歩行者デッキ工事施行協定書
常～東急電鉄との協定締結
常～大橋　東急電鉄協議
常～国道歩道部・横断歩道橋打合せ
常～国道協議（２０年度）
常～行政等連絡会議（平成２０～２３年度）
常～横断歩道橋　首都高協議
常～横断デッキ打合せ
継～大橋ＪＣＴ管理勉強会
継～作業部会
継～公園整備検討ワーキング（平成１８・１９年度）
常～大橋一丁目公園（仮）等利用と管理の検討会
常～公園整備懇談会（住民）
継～大橋ＪＣＴ関連空間整備検討会
常～公園整備協定
常～公園整備検討会（住民）
常～大橋ＪＣＴ公園整備打合せ（１－２棟）
継～まちづくり資料
継～コンサル・事業協力者打合せ資料
継～景観づくり準備協議会発足会
継～景観検討行政連絡会
常～（仮）東山の街づくりを話し合う会
継～重点地区指定
常～街並み景観づくり準備協議会（平成１７～２４年度）
常～景観資料（制度）
常～大橋を語る会

１-１棟権利者部会（都主
催）

継～１-１棟部会

継～再開発協議会（平成１９年度）
継～再開発協議会ニュース
常～大橋一丁目地区まちづくり事業史
常～再開発協議会（平成２０～２４年度）
継～再開発協議会設立準備資料
継～準備資料
継～再開発準備会規約・届
継～再開発準備会（平成１２・１３年度）
継～大橋一丁目地区街づくり研究会ニュース
継～街づくり研究会（平成７～１１年度）
継～街づくり研究会議事録
継～街づくり研究会（平成７年度）（開会準備）
継～まちづくり制度検討会（平成１１年度）
継～まちづくり制度検討会（平成１０年度）
継～まちづくり制度検討会（平成１２年度）
継～基本構想・基本計画（１）
継～まちづくり連絡協議会（平成９年度）
継～まちづくり連絡協議会議事録
継～まちづくり連絡協議会設置要綱
継～まちづくり連絡協議会全般
継～まちづくり連絡協議会（平成１０年度）
継～まちづくり連絡協議会（平成８年度）
継～まちづくり懇談会（平成１２年度）（４月～７月）
継～まちづくり懇談会（平成１３年度）（４月～９月）
継～まちづくり懇談会（平成１３年度）（１０月～３月）
継～まちづくり懇談会（平成１２年度）（８月～３月）
継～まちづくり方針（案）
継～まちづくり方針（案）意向調査結果
継～まちづくり方針（案）作成中間資料
継～まちづくり方針（案）説明会・質疑応答集
継～東邦大学大橋病院移転計画
継～事業企画勉強会
継～事業協力者
継～事業マネジメント会
継～おーぷんすぺーす検討会（平成１８年度）
継～おーぷんすぺーす検討会（平成１９年度）
常～おーぷんすぺーす検討会（平成２０年度）
常～エリアマネジメント準備会

都市整備課

まちづくり連絡協議会

まちづくり懇談会

まちづくり方針

事業企画勉強会

おーぷんすぺーす検討会

大橋エリアマネジメント協
議会

景観・まちづくり

再開発協議会

周辺環境整備検討会

再開発準備会

街づくり研究会

まちづくり制度検討会

構想・計画

整備計画

会議体
周辺住民

大橋連絡会

街づくり懇談会

国道２４６号横断施設検
討会

大橋ＪＣＴ管理勉強会
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 都市整備課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～大橋エリアマネジメント協議会（平成２２～２４年度）
常～大橋エリアマネジメント協議会　２８

オーパス目黒大橋まちび
らき実行委員会

常～オーパス目黒大橋まちびらき実行委員会

継～都市計画変更都知事協議
継～東京都への協議・意見照会
継～１６条説明会（Ｈ１５．８．８実施）
継～１７条縦覧
継～都市計画図書
継～都市計画審議会（地区計画変更）
継～都市計画審議会
継～都市計画資料
継～都市計画案（１７条）説明会
継～地区計画変更（平成１８年度）
継～地区計画変更（１７条縦覧・説明会）
継～地区計画変更（１６条縦覧・説明会）
継～建築制限条例
継～公告・縦覧
継～再開発方針
常～首都高情報
常～大橋ＪＣＴ治水対策
常～ＪＣＴ躯体内利用について
常～工事資料（平成２０年度）
常～大橋ジャンクション壁面緑化について
継～中央環状新宿線計画資料
継～特殊法人改革資料
継～用地補償説明会
継～立体道路制度
継～大橋地区調査事務所発言資料
継～工事資料（環境調査）
継～工事資料（SJ１４工区）
継～区道付替えについて
継～換気所・換気塔関連資料
継～品川線資料
継～換気所資料
継～SJ１４工区（２）ループ部北側工事
継～シールド工事、ジャンクション工事、換気所工事
都市計画道路補助１２７号線整備
常～自由が丘商店街振興組合　５０周年記念誌
常～自由が丘区民の声(陳情）
常～電線共同溝関連
常～中央区銀座地区駐輪場設置資料
常～地図情報データの利用（平成２５～２９年度）
常～地図情報データの利用(平成３１年度)
常～情報公開
常～執行委任
常～自由が丘地区登記簿申請起案
常～自由が丘駅改修工事関連資料
常～施設利用申請（緑が丘文化会館外）
常～行政情報の開示請求
常～ゾーン３０
社会資本整備交付金
常～予算・見積り
常～自由が丘駅前　道路占用及び許可
常～資料貸出し記録
常～団体推薦（住まい・まちづくり担い手事業外）
常～予算流用
常～東横線自由が丘駅付近ガード下駐輪場
常～ホームページの更新
常～東急建設勉強会資料
常～特例都道４２６号線(自由通り）の移管に係る関係所管会議資料
常～「自由が丘の現状・将来の周辺環境および需要に関する基礎調査」(東急
電鉄都市開発事業部）
常～構想庁議資料
常～都市再開発方針改定
常～住区コミュニティカルテ

自由が丘整備方針 常～整備方針（案）
常～「大井町線立体化及び自由が丘駅周辺地区の拠点整備　国家戦略の実
現に向けた鉄道事業者からの提案」(東急電鉄）
常～大井町線・東横線の沿線街づくり及び鉄道立体化に関する検討会
常～連続立体化　世田谷区との情報交換
常～踏み切り解消推進協議会
常～鉄道立体化参考資料
常～中心市街地活性化関連講演会等
常～中心市街地活性化法関連資料
常～改正中心市街地活性化法
常～｢中心市街地活性化法｣に係る関係所管連絡調整会議
常～中心市街地活性化プロジェクトに関する調書
常～中心市街地商業等活性化基本構想作成事業実施に係る国への要望
常～中心市街地活性化基本計画検討委員会
常～中心市街地活性化基本計画検討委員会調整作業部会
常～中心市街地活性化基本計画検討委員会議事録（情報公開）
常～｢中心市街地活性化基本計画｣関連調査等
常～目黒区中心市街地活性化基本計画（答申）

都市整備課

中心市街地活性化基本
構想

中心市街地活性化基本
構想

中心市街地活性化基本
計画

都市計画 都市計画関連

首都高関連 首都高速道路公団関連
資料

SJ１４工区関連

自由が丘地区整備
自由が丘駅周辺整備全
般

調査・研究・会議

自由が丘構想・関連計画

鉄道連続立体交差事業

大橋エリアマネジメント協
議会

会議体
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 都市整備課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～目黒区中心市街地活性化基本計画（原稿）
常～目黒区中心市街地活性化基本計画
常～中心市街地活性化基本計画策定業務委託
常～中心市街地活性化基本計画書の作成
常～自由が丘TMO研究会（平成１３・１４年度）
常～TMOマニュアルQ＆A
常～自由が丘のまち活性化研究会
常～自由が丘TMO研究会活動支援
常～自由が丘のまち活性化研究会報告書
常～TMO構想策定委員会・作業部会
常～都市再生推進法人
常～国家戦略特区
常～　まちづくり法人国土交通大臣表彰
常～交通整備研究部会
常～株式会社ジェイ・スピリット資料（定款（写）・出資起案（写）外）
常～ジェイ・スピリット支援事業
常～ジェイ・スピリット関係資料
常～サンセットアレイの会
常～サンクスネイチャーバス
常～都市景観大賞
常～中心市街地活性化フォーラム
常～全国都市再生モデル調査
常～自由が丘交通ビジョン
常～自由が丘駅前ロータリー会
常～自由が丘バリューアップ倶楽部
常～自由が丘まち運営会議（１～２３回）
常～自由が丘まちづくりシンポジウム（H２６.１２.５)
常～都市再生推進法人　報告関連資料

国家戦略特区 常～国家戦略道路占用事業
常～駅前放置自転車対策実験
常～交通管理者協議
常～交通社会実験関係資料（平成１５～１７年度）
常～交通社会実験協議会
常～交通社会実験実行委員会
常～交通社会実験庁内調整会議
常～荷捌き関連資料
常～くらしのみちゾーン連絡会議
常～ひのき通り交通バリアフリー実験
常～バス・トランジットモール実験
常～南口商店会路上荷捌き車対策実験
常～道を活用した地域活動の円滑化のためのガイドライン
常～平成１５年度まちづくり総合支援事業国庫補助申請書
常～まちづくり事業計画策定に係る庁内連絡調整会議
常～まちづくり事業調査（調査・回答）
常～まちづくり総合支援事業制度要綱
常～まちづくり総合支援事業に係る要望調書
常～まちづくり事業調査報告書
常～まちづくり事業調査及びまちづくり事業計画案策定業務委託（平成１５年
常～リジュ－ム活用についての協議
常～リジュ－ム活用に係る検討用資料作成委託（平成９～１１年度）
常～リジュ－ム事例
常～自由が丘駅周辺地区交通量等調査委託報告書
常～自由が丘交通処理の検討
常～リジュ－ム事業制度
常～要望調書原図
常～地区再生計画作成委託
常～建設省打合せ
常～街区整備計画予算資料
常～街区整備計画補助金関係資料
常～街区整備計画調査委託
常～街区整備計画作成調査報告書
常～要望調書原図
常～街区整備計画会計検査（Ｈ７．８）
常～西地区準備会活動支援(報告書）（平成１１～１５年度）
常～西地区再開発協議会支援（平成４～１０年度）
常～西地区規約
常～西地区会議録
常～自由が丘東地区再開発準備会（平成２４・２５年度）
常～東地区街づくり勉強会活動支援（報告書）（平成１５～１９年度）
常～東地区ヒアリングアンケート返信ハガキ
常～東地区街づくり勉強会活動支援（平成１５～１９年度）
常～自由が丘東地区再開発準備組合　理事会（令和元年度）
常～東地区まちづくり研究会（平成２０～２３年度）
常～東地区街づくり活動支援プロポーザル
常～東地区契約関係書類（平成１５～３０年度）
常～自由が丘東地区再開発準備組合
常～自由が丘東地区街づくり勉強会
常～東地区アンケート調査
常～東地区権利者調査
常～東地区契約関係書類（平成３１年度）
常～補助１２７号線について
常～補助１２７号線説明会
都市計画道路勉強会
常～補助１２７号線駅前地区街づくり活動支援業務委託

都市整備課

都市活力再生拠点整備
事業（リジューム）

リジューム活用

地区再生計画

街区整備計画

自由が丘地元街づくり支
援

自由が丘駅前西地区

自由が丘東地区

補助１２７号線整備

中心市街地活性化基本
構想

中心市街地活性化基本
計画

TMO研究会

株式会社ジェイ・スピリッ
ト

交通社会実験

まちづくり総合支援事業
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 都市整備課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～第四次事業化計画整備方針説明会
常～補助１２７号線　地権者・住民対応
常～補助１２７号線測量図
常～補助１２７号線駅前地区地権者調査
常～契約関係書類（平成３１年度）
常～契約関係書類（平成２８～３０年度）
常～２９プロポーザル提案書（事業者３）
常～２９プロポーザル提案書（事業者２）
常～２９プロポーザル提案書（事業者１）
常～２９プロポーザル受付簿
常～法人登記簿謄本
常～登記簿謄本（補助１２７号線沿道以外）
常～登記簿謄本（補助１２７号線沿道）
常～プロポーザル参考資料
常～庁内協議資料（土木管理課・みどり土木政策課）
常～再開発準備組合
常～再開発準備組合　理事会（３０）
常～警察協議資料
常～東京都協議資料（再開発課）
常～東京都協議資料（土地利用計画課）
常～再開発等街づくり連絡調整会議
常～再開発準備組合　理事会（２９）
常～再開発準備組合　理事会（１）
常～政策決定会議
常～街づくり提案書
常～都市計画審議会
常～周辺住民説明会

東京都しゃれ街条例 常　自由が丘駅前西及び北地区街並み再生地区・方針
常～街づくり提案書
常～都市計画手続き
常～自由が丘南口地区地区計画変更
常～自由が丘南口地区地区計画変更のための基礎調査委託
常～しらかば会
常～グランドワークめぐろ
常～三田研究会
常～自由が丘のまちを考える会
常～自由が丘駅前中央地区地区計画
常～自由が丘住区住民会議
常～商店街振興組合
常～南口商店街
常～北地区街づくり研究会
常～睦坂商店会
常～緑が丘二丁目
常～駅前中央会
常～駅前北西地区
常～銀座会、中央会、デパート、ひのき通り
常～九品仏川沿道地区基礎調査　奥沢五丁目北地区計画
常～広小路会
常～街づくり連絡調整会　契約関係書類
常～街づくり連絡調整会資料等
常～後援名義等使用承認申請
常～街区高度利用推進事業計画策定調査（北地区）
常～北地区共同化計画（平成２５～２８年度）
常～街区高度利用事業資料
常～街区高度利用推進事業策定調査（西地区）
常～自由が丘駅前西地区再開発計画（案）
常～道路、埋設物
常～補助１２７号線
常～防災
常～目黒区自転車等駐輪実態調査の結果
常～用途地域
常～緑が丘二丁目　商店にじみ出し
常～まちづくり資料
常～駅前広場
常～駅前放置自転車の現況と対策（写）
常～街路関係、事業制度
常～自由が丘ビルピット臭気対策
常～自由が丘地区商店街の環境整備事業実績
常～渋谷駅周辺再開発
常～商店街
常～千代田区飯田橋再開発資料
常～駐車、駐輪
常～鉄道
常～電線類地中化
常～土地・家屋権利
常～新規採択地区の交付決定通知
常～計画申請バックデータ
常～関東ブロック都市再生整備計画事業連絡会
常～都市再生整備計画変更（平成１８～２６年度）
常～政策決定会議への付議
常～都市再生整備計画策定業務委託（平成１６・１７年度）
常～都市再生整備計画パンフレット
常～第Ⅱ期　都市再生整備計画
常～都市再生整備計画提出資料（平成１６・１７年度）

都市整備課

自由が丘基礎データ

自由が丘地区　社会資本
整備総合交付金

都市再生整備計画

西北地区

自由が丘その他の地区

自由が丘地区全体

自由が丘街区高度利用 街区高度利用(北地区）

街区高度利用(西地区）

自由が丘地元街づくり支
援

補助１２７号線整備

１２７号線周辺まちづくり
検討

１－２９地区
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 都市整備課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～社会資本整備交付金　設計審査資料（平成１８～２７年度）
常～社会資本整備交付金評価委員会
常～社会資本整備総合交付金　交付決定及び内示（平成１８～２７年度）
常～社会資本整備総合交付金　交付申請（平成１８～２７年度）
常～請求書・歳入調定（平成１８～２７年度）
常～要望調書（平成１７～１９年度）
平成３０年度社会資本整備交付金
常～まち交　調査･回答（平成１９年度）
常～㈱ジェイスピリットの指定
常～ジェイスピリット補助金（平成１９～２４年度）
常～フロンティア地区
常～ソフト事業とハード事業の連携施策
常～交付要綱及び同一部改正(国）
常～交付要綱（目黒区）
常～制度
常～消費税の取り扱い
常～交付要領
常～官民連携オープンカフェ
常～官民連携まちづくり制度
常～全国都市再生に資するまちづくり方策検討調査業務報告書
常～都市再生推進法人の検討
常～都市機能立地支援事業制度資料
常～他地区事例
常～まち交事後評価
常～オープンカフェ研究会
常～サンセットエリア放置自転車禁止区域指定
常～交通量調査
常～事後評価フォローアップ調査
常～補助１２７号線駅前地区街づくり活動支援業務委託
常～電線類地中化
常～都市再生整備計画事後評価等業務委託
常～東京都　都市計画地理情報システム借用申請
常～歩行環境ゾーンの交通システム策定支援業務委託
常～通り名見直し検討委員会
常～女神ストリート整備
常～女神ストリート整備工事
常～自由が丘駅前広場の管理
常～駅前広場整備（平成１９～２２年度）
常～駅前情報板整備
常～自由が丘駅前広場整備計画策定懇談会
常～駐輪場整備（駅前広場）
常～駐輪場整備（南口）

九品仏側道整備 常～九品仏川側道整備
常～サンセットアレイ整備
常～サンセットエリア細街路完成イベント

情報板・案内板の整備 常～ストリート案内板整備（１８～２０年度）
常～路側帯のカラー舗装
常～路側帯のカラー舗装（女神ストリート･２６年度）
常～サンセットエリア権利者調査
常～サンセット地区計画　東京都協議
常～ブールバール街建築協定
常～街づくり協定策定等に係る支援業務委託（自由が丘南口地区）
常～自由が丘南口権利者調査
常～地区計画活用マニュアル（サンセット地区計画用）
常～サンセット地区計画
常～地区計画案に対する意見書及び処理
常～自由が丘南口地区地区計画パンフレットの印刷
常～自由が丘南口地区地区計画案
常～自由が丘南口地区地区計画案　縦覧及び説明会
常～自由が丘南口地区地区計画案の東京都知事協議
常～自由が丘南口地区地区計画の決定
常～自由が丘南口地区地区計画原案　縦覧及び説明会
常～自由通り沿道権利者からの意見関係資料
常～自由が丘南口地区　街づくり提案書
常～自由が丘南口地区　地区計画改定に関する都との打ち合わせ
常～自由が丘南口地区　地区計画改定素案説明会
常～自由が丘南口地区地区計画原案

目黒駅周辺地区整備全般
区民の声

目黒駅周辺地区整備全
般

定例本会議答弁書関連

目黒駅周辺地区整備全
般

議会陳情書

委託処理 街づくり活動支援業務
委託処理 下目黒一丁目地区街づくり計画策定及び活動支援
地区街づくり活動支援 目黒駅周辺街づくりニュース配布委託
地区街づくり活動支援 権之助坂歩道橋撤去工事に係る要望処理
地区街づくり活動支援 ２７年度権之助坂歩道橋撤去工事
地区街づくり活動支援 ２７年度目黒駅周辺地区街づくり活動支援業務委託
地区街づくり活動支援 ２７年度目黒駅周辺地区整備懇談会資料
地区街づくり活動支援 当初予算資料
下目黒一丁目地区 アンケート関連
都・隣接区関係 都･区・関係機関関係
ホームページ ホームページ更新

都市整備課

サンセットアレイの整備

路側帯のカラー舗装

まちづくり協定策定支援

南口地区　地区計画改定

目黒駅周辺整備

自由が丘地区　社会資本
整備総合交付金

交付金

制度・要綱

計画事業

女神ストリート・ブール
バール街整備
駅前広場の整備

駐輪場の整備

20／44



 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 都市整備課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
目黒駅周辺地区整備構
想策定

整備構想策定

目黒駅周辺地区整備方
針

整備方針支援委託

目黒駅周辺地区整備方
針

目黒駅周辺地区整備方針策定

目黒駅周辺地区整備計
画

常～目黒駅周辺地区整備計画支援委託

目黒駅周辺地区整備計
画

常～目黒駅周辺地区整備計画策定

西小山駅周辺一帯街づく
り共通

ホームページ

商店街 令和元年度「商店街のつどい」
西小山街づくり協議会 活動支援等業務委託
第５２回西小山街づくり協議会

西小山街づくりニュース 街づくりニュース等配布
７番８番地区街づくり全般 目黒区防災街区整備事業補助金交付要綱改正

東京都打合せ資料
公園の一体的利用打合せ資料
常～組合設立認可
常～補助金
常～区報･HP･縦覧等手続き全般
常～７番８番都市計画説明会
常～都計法第１９条第３項協議
常～環境整備担当者会議・政策決定会議資料
常～都市環境委員会･都市計画審議会資料
補助４６号線(原町・洗足)整備に伴う令和元年度協定
補助４６号線(原町・洗足)整備に伴う基本協定書（第１回変更協定書）
区報・ホームページ

委託処理 補助第４６号線(原町一丁目・洗足一丁目地区)沿道まちづくり促進業務委託
役員会
協議会
令和元年度　東京都合同不燃化セミナー（令和２年２月１１日）
令和元年度　東京都合同不燃化セミナー（令和元年１０月１９日）
道路とまちの未来を考える懇談会（令和元年１１月２３日）
まちづくりニュース１３号
東京都・目黒区からのお知らせ(４６沿道まちづくり)
常～開発許可物件記録マップ
継～開発許可申請受付簿（Ｓ（４４）５０～平成５年度）
継～現金出納簿

旧国鉄用地等利用計画 継～旧国鉄用地等利用計画（上目黒宿舎）平成３年調査報告書
継～開発登録簿（昭和４７年度～平成９年度）
継～開発登録簿（平成１０年度～）
継～沿道整備計画調査報告書
継～住民意向調査報告書原図（沿道整備）
継～目黒区良好住宅地域現況調査
継～自由通り沿道八雲地区計画基礎調査報告書
継～自由通り沿道八雲地区計画原稿・原図
継～八雲四丁目住民意向調査書
継～中目黒四丁目地区計画原図
継～中目黒四丁目地区計画基礎調査報告書
継～祐天寺栄通り地区計画調査報告書
継～祐天寺栄通り地区計画原図
継～基礎調査（住民意向調査）報告書
継～基礎調査報告書
継～自由が丘睦坂地区計画原稿・原図
継～基礎調査報告書概要版
継～都への提出資料
継～地区計画等変更計画図（平成８年）
継～地区計画変更原図（５年度変更分）
継～上２隣接斜線制限の緩和に関する理由書
継～上目黒２丁目地区第一種市街地再開発事業連絡調整会議資料Ｈ６．２月
継～上目黒２丁目地区再開発勉強会資料作成等委託報告書
継～上目黒１丁目地区地元意向集約等調査
継～上目黒１・２丁目地区都市計画変更の検討調査
継～上目黒１・２丁目地区市街地再開発事業に係る交通関連検討調査報告書
（５年度）
継～上目黒１・２丁目地区の施設建築物の床利用方針検討調査報告書
継～上目黒２丁目地区第一種市街地再開発事業都市計画決定関連図書(そ
の２)調査
継～上目黒２丁目地区市街地再開発事業事業推進計画報告書
継～上２再開発地区計画最高容積率の検討（H６.６月）、企画評価書（Ｈ６．３
継～上目黒２丁目地区測量図
継～中目黒駅前再開発計画
継～東山住区住環境調査委員会・ｱﾝｹｰﾄ集計（H５．１１月）
継～上目黒１丁目地区道路図面
継～用地調査等事務費積算基準（案）H２．３月
継～街づくり団体活動助成金交付要綱集
継～蛇崩川現況平面図
継～上２地区現況写真（都決用）
継～目黒区白図
継～平成元年度都営住宅建物型式一覧
継～街づくり協議会配布資料
継～街づくり協議会事務局

都市整備課

市街地再開発 中目黒再開発

都市整備課共通 申請簿・簿記・マップ

開発登録簿

青葉台１丁目街づくりガイ
ドライン制定作業資料

環境優良地域保全事業 自由通り沿道八雲地区
計画

中目黒四丁目地区計画

祐天寺栄通り地区計画

自由が丘ひのき通り地区
計画

地区計画変更

中目黒再開発整備資料

開発登録簿

沿道整備 環七沿道地区計画

７番８番地区準備組合

７番８番地区都市計画

目黒駅周辺整備

西小山周辺地区

西小山街づくり協議会

７番８番地区業務打合せ
等

原町一丁目・洗足一丁目
４６沿道

原町一丁目・洗足一丁目
４６沿道一般

まちづくり協議会

まちづくりニュース
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～街づくりニュース（オナガのたより）
継～青葉台一丁目地区計画概要版・資料編原稿
継～青葉台一丁目用途地域陳情書
継～青葉台一丁目報告書（地区計画補助金対応分）
継～青葉台一丁目地区原図
継～青葉台一丁目地区計画基礎調査成果品

都市整備課

青葉台１丁目街づくりガイ
ドライン制定作業資料
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常～土地・建物登記簿概要書写の一覧（東山三丁目・大橋一丁目・大橋二丁目）
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