
 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 土木管理課）

第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～区民要望（区民の声課経由を除く）
備品の処分
常～携帯電話
常～個人番号取扱いの手引き
常～首都道路協議会
常～住まいの手引き
常～ウエルカムのこころで
常～印鑑届
東京都組織人事一覧
窓口サービス改善
庶務担当課長会・政策決定会議
常～関東国道協会
常～町会長等名簿
常～道路管理システム
常～道路管理課重要事項
区民要望
区報・ホームページ
常～事務引継書
常～区有施設見直し方針
常～区民の声全般
区民の声連絡票
まち懇・商店街のつどい
お問い合わせメール
常～投書（匿名）
常～目黒区行政手続条例手引き
常～行政手続法審査基準
外部記録媒体の持出・使用管理簿
情報セキュリティ研修
常～LoGoチャット
複合機保守
非常勤職員ＩＣカード申請
私物利用許可書
常～ドライブレコーダー
常～情報システム資料
常～情報セキュリティ資料
常～大容量ファイル送信サービス
情報システム通知・調査
電磁的記録媒体の保管管理簿
イントラネット用パソコン運用に関する協議
ホームページ申請
機能別組織検討
常～緊急財政対策
常～基本計画
常～基本構想
常～行革計画
常～実施計画
特別区土木関係現況調書
広報課
通知・依頼・回答
東京都・他区通知・資料
常～都区の事務配分の検討
都市整備部事業概要
議会議案
都環・環特委員会
区議会事務局　通知・回答
区議会だより
常～区議会議員名簿
自動車保険
常～通行禁止除外標章交付申請書
常～災害時における緊急通行車両の届出
常～リース車
常～ドライブレコーダー
バイク運転日誌
常～庁用車維持管理マニュアル
常～ガソリンカード
個人番号提供カード（翌年分）
個人番号提供カード（当年分）
常～法定調書の手引き
支払台帳
法定調書の通知
常～料金後納郵便差出票
常～文書事務の手引き
常～印刷物取扱規定
文書通知
郵便切手交付申請書兼承認書
常～引継ぎ予定表
常～ファイル基準表
常～ファイリングシステムの手引き
常～長期保存文書ファイル基準表
ファイリングシステム通知
常～電磁的記録等総合目録
常～個人情報登録業務
常～個人情報登録業務（変更届）
常～公文書公開・経緯
常～公文書公開条例公開制度
情報公開・個人情報保護審議会

文書・ファイリング 文書・郵便

ファイリング

情報公開

共通 庶務

区民の声

行政手続

情報システム

経営改善

通知・依頼・回答

議会･委員会

庁用車管理

法定調書
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 土木管理課）

第１ガイド 第２ガイド タイトル
開示請求
情報公開通知
常～ＶＤＴ新ガイドライン
常～公務災害
常～職員名簿
発令通知
臨時職員雇用
人事通知・調査
定数通知・調査
個人番号
非常勤職員出勤簿
非常勤職員任用・通知
非常勤職員年次休暇簿等
旅行命令簿（非常勤職員）
常～非常勤職員取扱要領
常～子の看護休暇確認票
常～短期の介護休暇確認票
その他の休暇申請書
元気回復事業（健康増進事業）添付資料
子の看護休暇申請書
氏名・住所変更届
出退勤時刻データ修正記録簿
職務専念義務免除申請
短期の介護休暇申請書
服務通知
在庁理由入力記録簿
給与減額整理簿（控）
給与通知・調査
常～給与取扱者指定届
管理職員特別勤務実績簿
職員給与チェックリスト（４月～９月）
職員給与チェックリスト（１０月～３月）
特別旅費の戻入
常～通勤手当認定簿（在課分）
旅行命令簿（宿泊旅行）
旅行雑費領収書
通勤手当認定簿（異動分）
給与減額免除申請簿
欠勤届
研修通知
安全衛生
研修費（参加費等支出）
健康管理
よりよい職場づくり
被服貸与
福利厚生通知
源泉徴収所得税
各種分担金・使用料支出
常～収納金収入報告書作成方法
財務全般通知
財産調書
振替収支
支払調書作成台帳
収納金収入報告書
予算要望書
予算編成
予算通知
予算見積資料（補正２号）
予算見積資料（当初）
補正１号
補正２号、４号
補正３号
都区財政調査
科目新設
予備費充用申請書兼決定書
差金使用申請書兼決定書
執行委任申請書
予算変更申請書兼決定書
備品の処分処理
公共料金管理
事後調定一覧表
収支予定
備品総括表
予算執行計画
歳入・歳出決算額確認リスト
常～物品名鑑
科目更正書
公共料金支出（支出命令書）
公共料金（電話）
公共料金（電気）
公共料金（水道）
物品管理
庁用車燃料費
駐車場使用料
主要な施策の結果等報告書
監査事務局調査・通知

研修・福利厚生

財務会計 財務会計全般

予算編成

予算管理

予算執行

決算・監査

文書・ファイリング

情報公開

人事・給与 人事

非常勤職員

服務全般

給与

給与減額免除申請書
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 土木管理課）

第１ガイド 第２ガイド タイトル
行政監査
決算資料
債権者登録（申請書・変更届）
契約関係通知
常～長期継続契約　契約書（写）
常～積算標準単価表
常～工事規定および基準
年間契約依頼（自所契約）
契約依頼書（放置自転車対策）
契約依頼書（道路認定）
契約依頼書（道路管理・指導・取締）
契約依頼書（土木総務一般管理）
契約依頼書（占用・道路調整・渉外）
契約依頼書（交通安全対策）
契約依頼書（５０万円以上）
支払完了済（交通安全対策）１０月～３月
支払完了済（占用・道路等調整・渉外）
支払完了済（契約課契約）
支払完了済（交通安全対策）４月～９月
支払完了済（土木総務一般管理）
支払完了済（放置自転車対策）１０月～３月
支払完了済（道路認定）
支払完了済（道路管理・指導・取締）
支払完了済（放置自転車対策）４月～９月
支出命令書（道路認定）
支出命令書（放置自転車対策）
支出命令書（道路管理・指導・取締）
支出命令書（土木総務一般管理）
支出命令書（占用・道路調整・渉外）
支出命令書（交通安全対策）
清算命令書（道路管理・指導・取締）
清算命令書（土木総務一般管理）
清算命令書（占用・道路調整・渉外）
清算命令書（交通安全対策）
清算命令書（道路認定）
清算命令書（放置自転車対策）
支出負担行為決定書（道路管理・指導・取締）
支出負担行為決定書（交通安全対策）
支出負担行為決定書（占用・道路調整・渉外）
支出負担行為決定書（土木総務一般管理）
支出負担行為決定書（道路認定）
支出負担行為決定書（放置自転車対策）
支出負担行為兼支出命令書（道路認定）
支出負担行為兼支出命令書（放置自転車対策）
支出負担行為兼支出命令書（道路管理・指導・取締）
支出負担行為兼支出命令書（土木総務一般管理）
支出負担行為兼支出命令書（占用・道路調整・渉外）
支出負担行為兼支出命令書（交通安全対策）

雑入 太陽光発電売却収入
常～災対・土木部会資料
常～災対都市整備部土木課作成経過（平成１４年１０月１５日作成）
常～災対土木部「防災マニュアル」
常～地震発生時の対応について
常～道路防災総点検委託
常～水防計画
常～除雪活動計画
常～目黒区地域防災計画
防災課　通知・調査
防災訓練
非常配備態勢
普通救命講習
水防活動
常～事故処理手引き
常～事故報告書
事故処理対応

インフルエンザ対策 常～マニュアル・通知
自転車の安全利用促進に関する仕組みづくり検討会
常～バリケード、電柱幕要望書等
常～一般質問答弁
常～自転車商協同組合との懇談会
常～取扱説明書
通学路点検
常～名簿（交通安全関係）
常～目黒区内交通規制関係
常～要綱・規約
常～交通安全総点検報告（２１年分・通学路点検含む）
常～通学路図
常～人身事故発生地点図
交通事故週報
常～自転車事故発生地点図
常～交通事故統計資料　平成１７年～
他区・他団体からの通知・調査
国・都からの通知
交通安全対策の現況調査
交通安全情報（警視庁発行）
区市町村交通安全主管課長等会議

防災・事故 災害対策

防災通知・調査・資料

事故処理

交通安全 交通安全全般

交通事故統計

交通安全通知

契約 契約全般

契約依頼書

支払完了済

支出命令書

清算命令書

支出負担行為決定書

支出負担行為兼支出命
令書

財務会計

決算・監査
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 土木管理課）

第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～国、都からの通知（長期保存）
常～住民要望
常～苦情・要望受付簿（祐天寺・中央町）
常～苦情・要望受付簿（目黒）
常～苦情・要望受付簿（東山・大橋）
常～苦情・要望受付簿（中目黒・三田）
常～苦情・要望受付簿（中町・五本木）
常～苦情・要望受付簿（上目黒）
常～苦情・要望受付簿（駒場・青葉台）
常～苦情・要望受付簿（下目黒）
常～苦情・要望受付簿（洗足・南）
常～苦情・要望受付簿（中根・柿の木坂）
常～苦情・要望受付簿（自由が丘）
常～苦情・要望受付簿（大岡山・緑が丘）
常～苦情・要望受付簿（目黒本町・原町）
常～苦情・要望受付簿（八雲・東が丘）
常～苦情・要望受付簿（碑文谷）
常～苦情・要望受付簿（鷹番・平町）

交通安全計画 常～目黒区交通安全計画
常～交通安全期間用マグネットシート
常～交通安全電柱幕
常～交通安全電柱幕許可
常～交通安全電柱幕取付位置
衾町交通公園　マイクロバス行程表
常～シルバーリーダー委嘱状用紙
常～スケアード・ストレイト（スタントマン授業）
常～交通安全教育指針
常～交通安全教育用備品の取扱説明書・保証書
常～自転車（事故含む）関係新聞記事
常～衾町交通公園⇔保育園行程表図
シルバーリーダー研修会
交通安全のつどい
交通安全啓発
自転車安全教室
新入学予定児童交通安全教室
交通安全日
黄色い帽子
幼児交通安全教育
常～シルバーリーダー名簿
暴走族追放強化月間
郵便切手交付申請
全国交通安全運動実施結果（東京都報告）
交通安全運動実施結果
交通安全運動実施アンケート
ＴＯＫＹＯ交通安全キャンペーン
交通安全運動
秋の交通安全幹事会
常～交通安全協議会規約
交通安全協議会
秋の交通安全協議会
春の交通安全幹事会
春の交通安全協議会
常～交通安全功労者・功労団体索引
常～功労者・功労団体推薦調書用紙
功労者・功労団体
交通安全功労者推薦書
常～交通安全協会運営費補助要綱
常～交通安全協会（目黒・碑文谷）資料
交通安全協会補助金

違法駐車等統計（活動 常～違法駐車防止活動日集計（平成７年度～）
常～違法駐車等調査（非活動日）　（平成２３年度～）
常～違法駐車防止・非活動日集計（平成１０年度～）
常～重点地域協議書
常～違法駐車防止条例制定要項
常～違法駐車防止条例環特議事録
常～違法駐車等防止対策実施要領
常～重点地域告示書
常～違法駐車等の防止に関する条例
常～違法駐車防止条例議会
常～重点地域告示関係地図
常～違法駐車等の防止に関する条例施行規則
常～公共駐車場の考え方
常～都内駐車場マップ
常～駐車場利用及び路上駐車実態調査
常～駐車関係資料
常～重点地域看板設置場所
常～自治体別駐車場概要
常～チャイルドシート
常～東京都資料
常～外部出版物
交通安全出版物　その他
推進委員だより
目黒区発行

他区資料 常～各区資料
交通体系 常～自転車の交通事故
事業実施結果 事業実施結果

交通安全資料 交通安全資料全般

交通安全出版物

交通安全幕

交通安全教育

交通安全運動

協議会・幹事会

交通安全表彰

違法駐車対策
違法駐車等統計（非活動
日）
違法駐車等防止条例

違法駐車防止活動資料

交通安全

交通安全通知

苦情・要望事項（目黒）

苦情・要望事項（碑文谷）
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 土木管理課）

第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～マイクロソフトライセンス発注確認書（Access)
常～企業者・町会等関係機関の連絡先
常～パソコン運用に関する協議
常～ホームページ資料
常～下水道台帳利用許諾承認
随～除雪計画書
情報開示
常～空家等実態調査報告書
随～区報掲載依頼
随～区民から直接あったご意見
随～広報計画
常～道路維持作業自動車指定申請
常～行政手続法の取り扱い一覧
常～道路法の一部改正
常～立案請求
常～商店街のイベント・装飾等に関する内規
常～災害対策基本法の一部改正
随～年間契約依頼注意事項
道路監察パトロール業務委託
道路監察パトロール計画書

非常勤職員 常～選考
違反広告物撤去物処分委託
常～H３１予算見積もり資料
常～平成２９年度予算資料
随～支出命令書（控え）
常～平成３０年度予算資料
随～基本計画に関する調査
随～調査・回答（区内部）その他
障害者計画に係る実績調査　H２９
常～都市計画課
常～部事業概要　２９
環境保全施策実施状況等の調査
通学路点検
常～システムカルテ作成
常～道路情報便覧
常～道路交通管理統計調査
常～東京都河川維持管理基本方針（調査）H２９
常～駐輪場調査
常～都からの調査・通知（回答が必要）
常～呑川増強幹線整備事業
常～路上生活者の概数調査
常～西郷橋（都情報提供）
都からの通知（回答不要）
随～道路使用許可に対する裏判（南部）
随～道路使用許可に対する裏判（北部）
随～道路使用許可に対する裏判（誓約書様式）
常～交通規制に関する東京都公安委員会の決定　等
信号機等新設・移設予定について
常～交通安全施設等の整備要請　H３１
常～交通安全施設等の整備要請　H３０
常～その他依頼回答文
常～狭隘道路　整備区境
常～区有私道の使用承認（目黒本町５－３３）
常～建築基準法に関する協議
常～道路法の改正
随～他区の工事施行通知
（建物名）
常～道路ふれあい月間
随～問合せメール
随～他区の道路ＰＲ資料
工事抑制方針（都）H３１
工事抑制方針　H３１
常～路上ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ設置要望
常～歴史と文化の散歩道
常～立看板及び巻き看板の点検
常～規制標識台帳
常～道路標識条例
常～商店街合同パトロール
常～区画線に関する意見交換会
常～基準点の取扱い　地籍調査

過去の記録・経緯 常～八雲五丁目２番先～３番先（衾町公園）
追加道調
隋～工事通知（都道・都計道）
随～工事のお知らせ（区道等の工事）
随～道路工事調整会議　資料
東京都　道路調整会議　H３１
常～１級幹線３号線電線共同溝接続協議
目黒川しゅんせつ工事
常～目黒清掃工場関係
常～品川区設計協議（洗足五叉路）
（企業名）
常～設計協議（品川区・１８号線）
常～首都高速３号線　更新事業
常～企業者への整備依頼
常～環状六号線協議
常～品川区設計協議（西小山）

依頼･通知 区内部(依頼･通知)

東京都(依頼･通知)

警視庁(依頼･通知)

その他(依頼･通知)

道路管理 道路管理全般

道路工事調整

関係機関協議

土木監察係庶務 土木監察係庶務全般

関係諸法令等

年間単価契約

予算・契約
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 土木管理課）

第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～特例都道（自由通り移管）
常～特例都道（自由通り）資料
（企業名）
常～都道上馬奥沢線道路標識
常～設計・施工協議（小山台公園）
常～指定喫煙所設置
（企業名）
随～相談記録（建築工事等）
常～建築相談（＜特定地名＞擁壁）
随～道路使用申請に対する裏判（北部）
随～道路使用申請に対する裏判（南部）
随～相談記録（皀樹橋下流左岸）
　＜特定地名＞（創価学会）
常～＜特定地名＞
常～東横線都立大学駅付近上屋補修　H２９
常～橋梁占用物件の費用負担協定
常～橋りょう現況調査表
常～継続案件地区割り図
常～私設カーブミラーの取扱い
常～裏通りの交通事故対策
常～踏切安全対策
常～呑川側道の取扱い
常～水路上門扉の移管（所在地）
常～大橋二丁目国有地擁壁上部破損
（企業名）
（個人名）
常～駒場一丁目　水路（資料）
常～駒場１-５、大橋２-５道路上落書きについて
（所在地）
(所在地)
（企業名）
（個人名）
常～＜特定地名＞
常～目黒２－８　目黒川沿川通路
常～目黒１－１４（発信者不明手紙）
（所在地）
常～上目黒３－７　中目黒駅周辺私道
常～上目黒２－２１（道路上の石柱）
（個人名）
常～上目黒４－２４　建築
（企業名）
（建物名）
常～東山１－２７　狭あい道路
（団体名）
常～祐天寺１－１５
常～＜店名＞　道路不正使用　H３０
常～＜個人氏名及び特定地名＞H２９
不法占用（東山二丁目＜マンション名＞）
常～上目黒　蛇崩
（所在地）
常～中町１－２５　目黒通り切下げ
（企業名）
（団体名）
（個人名）
（企業名）
常～下目黒２－１０　水路
（建物名）
（団体名）
常～林試の森擁壁
常～羅漢寺川プロムナード整備の経緯
常～目黒本町１－８　水留堀
常～目黒本町１－５　六畝川
（企業名）
(個人名)
常～下目黒２－１９（１４－３号線）
常～下目黒２－９
（所在地）
常～下目黒３－９　陥没
（建物名）
常～目黒本町４－１９　区有通路
常～洗足２－２５・２６
（企業名）
常～目黒本町６-２０
常～碑文谷４－５　区有通路
常～碑文谷１－１７
常～洗足二丁目　水路
（個人名）
常～洗足２－８　F２８９-４
（個人名）
（所在地）
常～衾町公園前道路の経緯
常～八雲５－１５　下水
常～東が丘２-１０　（地盤影響調査）
（建物名）
常～八雲１－３　商店街路灯
常～東が丘２－１４　放置自転車

橋りょう管理

継続案件 継続案件全般

継続案件（Ａ地区）

継続案件（Ｂ地区）

継続案件（Ｃ地区）

継続案件（Ｄ地区）

継続案件（Ｅ地区）

継続案件（Ｆ地区）

継続案件（Ｇ地区）

道路管理

関係機関協議

建築工事相談
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 土木管理課）

第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～中根１－１０　外側線
常～中根２－４　都立大学水路
（建物名）
常～中根小学校
（企業名）
常～都立大学駅　信号機・バリアフリー
（所在地）
（個人名）
常～自由が丘１－１７
常～自由が丘　駅前広場
常～旧地番、住居表示
常～前管理協定：昭和３９年１１月
常～郵便局との覚書（不法投棄）
常～道路管理協定箇所一覧図
常～道路管理協定案内図
常～環状六号線：青葉台３丁目、Ｈ４．３
常～淡島通り地下道協定
常～都との管理協定：鷹番３丁目、Ｓ５５．４
常～環状六号線：下目黒３丁目、Ｓ２６．１
常～品川区との管理協定（平成３年３月１日）
常～補助１８号線管理協定
常～品川区との管理協定(平成２０年３月２６日)
常～品川区との管理協定(平成２５年１０月２５日)
常～品川区との管理協定：S２９.１０
常～重複認定道路の管理協定（品川区）
常～世田谷区との管理協定（昭和６１年９月１日）
常～世田谷区との管理協定：H１１.１２大橋自転車置場
常～世田谷区との管理協定：S２９.１０
常～渋谷区管理道路図
常～渋谷区との管理協定（平成８年２月９日）
常～渋谷区との管理協定：補助１９号線
常～渋谷区との管理協定：s２９.１０
常～重複認定道路の管理に関する協定
常～大田区との管理協定：S３９.１１.１１
常～大田区との管理協定：Ｈ３．４．１
常～大田区との管理協定：Ｓ２９．１０
常～大田区との管理協定：開発行為、南三丁目　H１３.８.８
常～大田区との管理協定：開発行為、北千束一丁目
常～大田区との管理協定：大岡山駅前広場　H１９.３.１
（企業名）
常～区道１幹２５号線と呑川緑道との兼用工作物管理協定（公園）
常～洗足弁天橋維持管理協定
常～鉄道用地使用賃借契約
（建物名）
常～特別区道A５号線(駒場野公園)管理協定（公園）
（個人名）
常～規制標識（区）
常～坂道名・位置図
常～商店街アーチ等設置履歴台帳
常～地点名標識設置箇所
常～踏切位置図
常～道しるべ分布図・馬頭観音こう申等
常～道路愛称名報告書
常～横断歩道橋位置図
常～下水道施設引継台帳
常～下水道施設引継
常～道路工作物引継図書検索目録
常～施設引継事務処理
常～施設引継ぎ予定箇所資料
常～上目黒３－１７
常～引継図書　原町２-１４
常～引継図書　鷹番３-２４
常～引継図書　中町２-３７
常～引継図書　中町２-３７
常～引継図書　南２-８
常～引継図書　碑文谷２-１３
常～引継図書　目黒本町５-４
常～下水道引継図書作成業務委託(平成２８年度)
常～下水道引継図書作成業務委託(平成３１年度)
常～施設引継予定箇所資料
常～下目黒２－１６
常～下水道引継予定箇所一覧
常～下水道引継図書作成業務委託（平成２３年度）
常～H２７　下水道引継図書作成委託（平成２７年度）
常～引継図書　下目黒５-２５
常～監察指導
第三ブロック監察担当者会議
道路監理員・河川監理員の任命
常～目黒署依頼分
常～碑文谷署依頼分
常～道路監察業務実績
常～道路監察パトロール実施計画
常～道路パトロールチェックリスト
常～定期パトロール点検図
常～監察データマッピング資料
常～建築監察依頼分

下水道施設引継 下水道施設引継全般

下水道引継箇所

監察 監察業務全般

継続案件（H地区）

道路管理協定 道路管理協定全般

東京都

品川区

世田谷区

渋谷区

大田区

個別協定

管理資料

継続案件
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 土木管理課）

第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～道路監察要綱等の整理
常～道路監督処分等処理要領の改正　H２７
常～目黒区道路監察要綱
常～道路監察関連要綱集
常～道路監察要綱等の改正　H１２.３
常～通達（有線）
常～下水道法
常～不法投棄対策連絡会（第９回）
常～不法投棄対策連絡会（第８回）
随～粗大中継所持込報告書
常～不法投棄に係わる連絡会の設置
常～不法投棄処理依頼表
常～不法投棄対策連絡会（第１０回）
常～不法投棄対策連絡会（第１１回）
常～自動二輪車違法駐車対策連絡会
常～事故報告書＜特定地名＞
常～事故報告書（大橋１－５）
常～中根二丁目４，５，６，７，交差点
常～総合賠償責任保険保険金請求書
常～事故報告書（目黒本町１－１）
常～事故報告書（目黒本町４-７）
常～事故報告書＜特定地名＞
常～事故報告書（碑文谷５－１２）
常～事故報告書（碑文谷２－１４）
常～事故報告書（東山２－２０）
常～事故報告書＜特定地名＞
常～事故報告書＜特定地名＞
常～事故報告書（中根１－６）
常～事故報告書（駒場１－１）
常～事故報告書（下目黒２－２４）
常～事故報告書（洗足２－７）
常～事故報告書（南３－４）
常～事故関係（記入例）
常～事故処理取扱要領
常～事故処理要綱改訂資料
常～西小山駅周辺商店街合同パトロール
常～小学校合同パトロール
常～商店街合同パトロール
常～桜まつり等町内調整検討会
常～権之助坂合同パトロール
常～学芸大学駅周辺合同パトロール
常～目黒区商店街マップ
常～目黒川沿川合同パトロール
常～都立大学駅周辺合同パトロール
常～中目黒駅周辺合同パトロール
常～大鳥前元競馬場通り合同パトロール
常～自由が丘統一美化デー
常～洗足駅周辺合同パトロール
常～祐天寺駅周辺合同パトロール
監察日誌（５月）
監察日誌（６月）
監察日誌（７月）
監察日誌（８月）
監察日誌（９月）
道路監察月報
監察日誌（１０月）
監察日誌（１１月）
監察日誌（１２月）
監察日誌（１月）
監察日誌（２月）
監察日誌（３月）
監察日誌（４月）
常～啓発看板原稿
常～路上放置屋台
常～予算特別委員会資料（平成１２年度）
常～目黒地区の不法占用箇所（区域線測量）
常～不法占用調書（平成８年１月２５日）
常～不法占用調書（平成３・６・７年度）
(所在地)
常～不法占用対策
常～不法占用箇所図（家屋）
常～不法占用箇所一覧表
常～不法占用の現況（Ｓ６０.０３.３１現在）
常～不占自販機対策
常～突出看板等の実態調査
常～道路不法占用等調書
常～道路占用適正化促進事業
（個人名）
常～路上放置屋台撤去（H２０.５碑文谷署）
常～区議会資料
常～監察実績一覧
（所在地）
（個人名）
（企業名）
（建物名）
常～区域線測量箇所の不法占用（総括）

不法占用 不法占用全般

不法占用個別

道路区域線測量箇所の
不法占用

監察

関係諸法令等

不法投棄

事故処理

合同パトロール

監察日誌
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 土木管理課）

第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～区域線測量箇所の不法占用（碑－１）
常～区域線測量箇所の不法占用（碑－２）
常～区域線測量箇所の不法占用（碑－３）
常～区域線測量箇所の不法占用（碑－４）
常～区域線測量箇所の不法占用（目黒－１・６）
常～区域線測量箇所の不法占用（目黒－２）
常～区域線測量箇所の不法占用（目黒－３）
常～区域線測量箇所の不法占用（目黒－５）

公共物等調査 常～公共物実態調査（台帳管理）
常～平町２－１９
常～Ｌ形側溝の段差解消工事について（誓約書）
常～駒場一丁目２番
常～三田一丁目２番
常～始末書
常～自由が丘一丁目５番
（所在地）
常～目黒一丁目６番
常～＜特定地名＞
常～Ｌ形側溝の段差解消工事について（誓約書）（R１）
（企業名）
(所在地)
常～誓約書
（個人名）
（所在地）
（個人名）
（企業名）
常～＜特定地名＞
常～路上放棄車両撤去・処分
常～路上放棄車両処理協会
常～使用済自動車の再資源化等に関する法律
常～放棄車両引取システム事務マニュアル
常～放棄車両処分仕様書
常～路上放棄車処理協力金マニュアル
常～放棄車両処分のリサイクル料金支出
常～＜特定地名＞放棄車両処理
常～放置自動車問題への取組状況等の調査
常～路上放棄車処理に伴う寄付金受諾：四輪
常～路上放棄車両処理協力依頼（４輪）
常～処理調書
常～原告準備書面
常～委員会報告資料
常～判決
常～被告準備書面
常～訴状
常～準備書面作成資料
常～和解協議
常～控訴状

緑が丘一丁目１０番 常～緑が丘一丁目　土地所有権移転登記請求
常～境界確定裁判資料
常～訴訟事件の報告
特車回答（４月～７月）
特車回答（８月～１１月）
特車回答（１２月～３月）
常～特車申請書類記入要領
常～車両制限（大型車の考え方）
常～特車申請用紙
常～特殊車両（橋梁）
常～特殊車両（道路地図）
常～特殊車両の通行に関わる関連資料
常～道路情報便覧
常～特車関連調査・回答
特殊車両通行許可事務担当者連絡会
常～特殊車両関係法令
常～極少指定道路告示（中央町２－２８）
常～極少指定道路告示（目黒本町３－１７）
常～車限令５条１項の告示箇所図
常～特殊車両の通行認定（見本）
常～特殊車両通行認定
常～特殊車両通行認定（H２６以前）
常～特殊車両申請見本（規制解除）
常～特殊車両申請見本（自走）
常～特車協議（新規格車）
特殊車両通行協議決裁簿
特車協議
特車協議（No.２～３２０）
特車協議（No.３２１～７０９）
特車回答済
常～路外駐車場様式等
常～駐車場調査
常～路外駐車場調査
常～路外駐車場警視庁協議
常～駐車場法施行細則の立案請求
常～駐車場の安全性の確保
常～路外駐車場研修
（企業名）
（企業名）

路外駐車場 路外駐車場全般

路外駐車場台帳

特殊車両

特殊車両全般

極小指定

通行認定

申請見本

通行許可

特車協議

放棄車両 放棄車両処理要綱等

路上放棄車両処理（四
輪）

裁判関係 上目黒二丁目４４番

上目黒三丁目１４番

不法占用

道路区域線測量箇所の
不法占用

誓約書・覚書 覚書

誓約書

利用承諾願い
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 土木管理課）

第１ガイド 第２ガイド タイトル
（企業名）
（企業名）
（企業名）
（企業名）
（企業名）
（企業名）
（企業名）
（企業名）
（企業名）
（企業名）
（企業名）
（企業名）
常～路外駐車場総括表
（企業名）

その他の駐車場 （企業名）
常～東京都駐車場条例
常～駐車場法施行細則　他区の資料
常～駐車場法・施行令
常～路外駐車場設置のための手引き
随～屋外広告物担当者名簿
常～特例交付金の調査
常～突出し看板実態調査アンケート（H３０）
常～袖看板等適正化事業の概要（都・七建）
常～違反広告物除却協力員制度の実施要綱
常～事務連絡
常～屋外広告物法の改正（７条３項）
常～違反屋外広告物のしおり
常～違反屋外広告物の除却方法等に関する調査
常～自家用看板等の不占是正（通知）
簡易除却広告物保管公告
保管物件一覧表
違反屋外広告物共同除却
常～違反広告物対策フロー図
違反屋外広告物撤去件数報告書
違反屋外広告物の掲出者への是正指導
常～目黒区屋外広告物等に係る行政処分要綱
常～商店看板類の安全確保
常～違反広告物対策と宅建取引業者指導との連携
違反屋外広告物撤去委託報告書（４月～６月）
違反屋外広告物撤去委託
違反屋外広告物撤去委託仕様書
違反屋外広告物撤去委託報告書（１０月～１２月）
違反屋外広告物撤去委託報告書（７月～９月）
撤去委託管理責任者代理届
違反屋外広告物撤去委託報告書（１月～３月）
常～協力員の手引き
随～協力員様式集
常～協力員申請書
常～目黒区行政財産使用許可書
常～協力員代表者会議　(H３１)
常～ボランティア保険申込（控え）H３１
研修会
協力員の登録・解任
常～一時保管場所
随～ボランティア保険（パンフ）
随～ボランティア保険（申込用紙）
随～第３四半期計画・報告書
随～第２四半期計画・報告書
随～第１四半期計画・報告書
随～次年度計画書
随～第４四半期計画・報告書
常～河川研修
常～目黒区内にある河川区域の使用に係る事務手続マニュアル
（団体名）
常～河川・河川管理用通路等の使用申請
常～河川に関する事務連絡
常～河川の不法占用等実態調査　H２９
常～河川の不法占用等実態調査　H３０
常～河川の不法占用等実態調査（資料）H２９
常～清流復活
常～東京都河川維持管理基本方針（案）
常～河川管理施設点検
常～呑川　敷地構成図
常～呑川　平面図
常～目黒川　敷地構成図
常～目黒川　平面図
常～河川の安全利用点検
随～河川利用相談
常～河川維持管理状況等に関する調査
常～河川監察
常～河川管理調査・回答
常～河川占用許可
常～河川名標識設置基準
常～城南独立水系河川環境管理基本計画
常～河川の指定・変更・廃止
常～河川監察根拠法令等

協力員 除却協力員

協力員の活動

月別計画・報告書

河川管理 河川管理全般

河川監察根拠法令

路外駐車場

路外駐車場台帳

関係諸法令

屋外広告物 屋外広告物全般

違反屋外広告物取締

撤去委託
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 土木管理課）

第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～河川砂防技術基準(河川編)
常～河川指定等関係資料集
常～都の特例条例
常～河川法に基づく許可の手引き
常～河川法等の一部改正
常～区長委任河川の管理（H１１.１０、特別区主幹課長会）
常～区長委任条項廃止に伴う調整
常～河川敷地占用許可準則
常～目黒川整備工事引継検索地図
常～目黒川船入場整備協議書
常～目黒川船入場駐車場建設　Ｓ６３
常～目黒川調節池計画　Ｓ５８～Ｓ６０
常～目黒川田道橋上流右岸（目黒２－２）
常～目黒川都市計画図（１／２５００）
常～目黒川平面図（宝来橋～新橋）
常～河川名標識の整備（完了引継）
常～目黒川桜まつり
常～目黒川底質調査の実施
常～目黒川しゅんせつ工事
船入場橋人道橋
常～橋名称一覧
常～事務処理の特例に関する河川管理施設の指定（船入場）
常～船入場河川敷の公用廃止　Ｓ４１
常～船入場護岸整備工事
常～船入場調節池の概要　Ｓ６１．３
常～目黒川（大橋～世田谷区境）整備計画検討資料
常～目黒川クリーンアップ大作戦の協力
常～目黒川河川区域平面図：ふれあい橋下流
常～目黒川環境整備計画
常～目黒川環境対策：下水道局
いきもの発見隊の実施協力依頼
常～目黒川立入関係
常～目黒川河床整備工事
常～呑川縦横断面図（工大橋下流）
常～呑川河川区域平面図
常～呑川整備工事引き継検索地図
常～呑川緑化工事（その１０）
常～呑川緑化工事（その９）
常～蛇崩川・児童遊園占用
（団体名）
常～蛇崩川護岸の扱い
常～蛇崩川不占調査
常～蛇崩川全般

立会川 常～立会川全般
常～羅漢寺川下水道幹線雨水貯留管施設工事
常～羅漢寺川図面
常～九品仏川（区域線図）
常～九品仏川緑道改修計画
常～不法占用（回答）
常～路線認定調書
常～公共こうきょ整備索引図（昭和３５～５７年）
常～公共溝渠表示図（Ｓ２８）
常～公共溝渠表示図（Ｓ３６）
常～公共溝渠表示図（Ｓ７）
常～公共物の処分
常～公共物の適正管理と処分
常～公共こうきょ現況図（S４１.１.１）
常～公共物管理条例
（所在地）
常～五本木二丁目
（所在地）
（企業名）
（個人名）
（個人名）
（所在地）
（所在地）
（所在地）
常～上目黒５－２６
常～上目黒２－４４（＜マンション名＞）H２９
常～上目黒２－４４（用途廃止申請書）
常～上目黒２－４４（第５回懇談会）
（所在地）
（所在地）
（所在地）
常～上目黒２－４０
常～上目黒２－４４
常～上目黒２－４４（第４回懇談会）
常～鷹番２－１０（品川用水）
（企業名）
常～洗足二丁目水路整備
（所在地）
常～平町２-１７在来管排水について
（所在地）
常～品川用水
常～南２－３
常～都立大学駅前タクシー乗り場

羅漢寺川

九品仏川

公共こうきょ 公共こうきょ全般

公共こうきょ個別（目黒
管内）

公共こうきょ個別（碑文
谷管内）

河川管理

河川監察根拠法令

目黒川

呑川

蛇崩川
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 土木管理課）

第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～都立大駅付近の緑道改善に関する陳情（呑川支流）
常～中央町２－１０
常～平町２-１７民地内擁壁の排水管について
（個人名）
常～三田１－２（境界・資料等）
常～三田１－２（開発事業者）
常～三田１－２（下水道管の扱い）
常～三田用水敷民
（団体名）
（所在地）
常～三田一丁目水路敷取扱
（企業名）
常～三田用水構造物
（建物名）
常～下目黒２－１９
常～下目黒２－３
（所在地）
（所在地）
（企業名）
（建物名）
（所在地）
（建物名）
常～下目黒二丁目１４番地内水路（Ｅ１６５－３）
常～下目黒２丁目街かど公園
常～下目黒３－７
常～下目黒４－２１
（企業名）
常～自由が丘３－７
常～自由が丘１－５（水路）
常～自由が丘１－２～１５（水路）
常～自由が丘１－１５（水路敷地懇談会資料）
常～自由が丘１－５（懇談会）
常～自由が丘水路全般
（個人名）
（個人名）
常～自由が丘１－３
常～自由が丘１－２（水路敷の上部通路化要望）
常～自由が丘１－５（管きょ接続状況）
（所在地）
（所在地）
（個人名）
（所在地）
（企業名）
常～空川改修工事土地使用承諾書
常～空川整備経緯
常～空川整備要望
常～空川全般
常～空川避難路整備
常～空川沿川建築事前相談
常～法定外公共物の売払価格（総務部長協議）
常～法定外公共物評価基準のただし書き運用
常～法定外公共物　持ち出し資料
常～開発許可制度のあらまし（パンフレット）
常～開発行為の許可等に関する審査基準
常～蛇崩川旧護岸近接施行通知
常～上目黒一丁目再開発：同意書
常～上目黒一丁目再開発：道路の引継ぎ

中目黒駅改良 （企業名）
常～管理処分計画
常～区画道路１号・２号、広場１号引き継ぎ
常～区画道路２号仮引継
常～大橋一丁目開発公共施設管理者協議
常～電線共同溝の引継ぎ

駅周辺整備計画 常～祐天寺駅改良工事
常～補助２６号線
常～補助４６号線街路築造工事
常～道路予定地の管理に関する取り扱い要領
常～中央環状品川線の都道認定(回答）

電線類地中化 常～電線共同溝の整備に係わる事務処理の流れ
常～景観分科会
常～駒場地区街づくり懇談会
常～学芸大学
常～船入場人道橋

震災復興検討委員会 常～東京都震災復興マニュアル
常～目黒川河床整備工事（都施工）
常～　目黒区地域交通検討部会、作業部会
常～目黒区東急電鉄調整会議
常～施工通知
常～都市計画道路の整備方針（第四次）
常～議事一般
常～旧大橋図書館跡地階段通路
常～九品仏川の占用について
常～交通安全施設整備路線図
常～平和通り商店街
常～自由通り移管調整
常～大丸跨線橋の取扱について

都市計画
都市計画道路

検討委員会

道路調整 道路調整一般

維持管理協定等

法定外公共物

開発行為・再開発 開発行為全般

上目黒一丁目再開発

大橋一丁目再開発

公共こうきょ

公共こうきょ個別（碑文
谷管内）

公共こうきょ個別（三田）

公共こうきょ個別（下目
黒）

公共こうきょ個別（自由
が丘）

公共こうきょ個別（空川）
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 土木管理課）

第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～中目黒ＧＴカラー舗装協定
常～沿道掘さく区域指定条例
常～祐天寺栄通り　カラー舗装
常～中央環状品川線
常～東山公園拡張
常～補助２６号線（駒場四丁目地内）
常～補助１８号線整備（品川区）
常～目黒駅周辺地区
常～林試の森周辺道路
常～三田１-２街区整備
常～渋谷区恵比寿南地区浸水対策事業
常～中央環状新宿線
常～首都高３号線
常～都市計画道路補助第５２号線

地区整備関連（大橋地 常～池尻大橋商店街
常～環状６号線（西五反田・下目黒地区）街路整備
常～　環状６号線（中目黒地区）街路整備
常～中目黒二丁目裁判所計画
常～　目黒銀座(児)改修打合せ
常～　船入場人道橋
常～再開発　上目黒一丁目
常～環状６号線(上目黒地区)街路整備(都二建)
常～ＪＲ跡地整備に係る課題検討会
常～東横線祐天寺駅改良
常～東横線中目黒駅改良　計画協議　２０
常～東横線改良（中目黒）
常～東横線駅改良工事
常～中目黒駅周辺地区整備
常～中目黒駅改良工事（蛇崩川上部排水）
常～中目黒駅改良　道路付替え設計協議
常～学芸大学駅周辺整備
常～原町一丁目７番・８番地区防災街区整備事業
常～自由が丘地区(Ⅱ期)都市再生整備計画
常～緑が丘駅周辺地区維持管理協定書
常～目黒本町五丁目２４番地区
常～目黒線沿線整備
常～補助４６号線
常～補助２６号線
常～都立大学高架下開発（東急開発事業部）
常～都立大学駅周辺整備
常～大岡山駅前地中化整備（大田区）
常～西小山街づくり推進分科会
常～自由が丘南口商店街道路
常～自由が丘１-２９地区 共同建替
常～中根一丁目駐輪場通路整備工事
下目黒四丁目３番特別区道認定
常～平成３０年度第２回用廃会議
常～京王電鉄（駒場三丁目）
常～駒場一丁目　空川払下げ要望
常～駒場一丁目（旧バラ園）
常～空川
常～懸案物件
常～公共用財産に係る用途廃止等の調整会議設置要領
常～自由が丘一丁目１５番地先水路
常～自由が丘一丁目５番地先水路
常～上目黒三丁目３９番地先水路(上目黒保育園跡地)
常～上目黒二丁目　水路の取扱について
常～政策経営委員会（上目黒二丁目４８番先　道路用地　区所有地）
常～所在地(企業名)
常～区民センター公園の水路敷地
常～旧四中跡地越境問題について
常～　目黒一丁目７番先水路（B１３６-１）の一部用途廃止（区立目黒保育園）
常～　令和元年度第２回　道路等公共用財産に関する調整会議
常～　道路等公共用財産に関する調整会議（令和元年度　第２回検討部会）
常～上目黒３-３２（水路敷）
常～　碑文谷五丁目２１番地先水路（D３２４-１）
常～　道路等公共用財産に関する調整会議設置要綱
常～　令和元年度第１回　道路等公共用財産に関する調整会議
常～　目黒本町四丁目２７０番１２　目黒区有通路認定
常～＜特定地名＞私道寄付要望
常～都市環境委員会（上目黒二丁目４８番先　道路用地　区所有地）
常～東急電鉄用地調整
常～法定外公共物評価基準
常～目黒本町一丁目（水溜堀）
常～用途廃止、道路認定の基準等
常～緑が丘一丁目（九品仏川沿道）
常～緑が丘三丁目９番地先水路
常～政策決定会議（補助４６号線）
平成２７年度第１回用廃会議
平成２７年度第２回用廃会議
平成２８年度第１回用廃会議
平成２８年度第２回用廃会議
常～平成２９年度第１回用廃会議
常～平成２９年度第２回用廃会議
常～平成２９年度第３回用廃会議
常～平成３０年度第１回用廃会議

道路調整

維持管理協定等

地区整備関連（北部地
区）

地区整備関連（中目黒地
区）

地区整備関連（南部地
区）

公共用財産

13／48



 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 土木管理課）

第１ガイド 第２ガイド タイトル
調査・回答 常～売払い価格の基準について(特別区協議会)

常～地中化事業の施行に伴う協定等
常～地中化庁内検討会
常～電線共同溝整備道路指定意見照会(補助２６号線)
常～電線共同溝整備道路指定意見照会(補助２６号線(駒場４丁目))
常～電線共同溝整備道路指定意見照会(淡島通り)
常～電線共同溝整備道路指定意見照会(環状六号線)
常～電線共同溝整備道路指定意見照会(環状七号線)
常～電線共同溝整備道路の指定等意見照会(目黒通り)
常～電線共同溝整備道路の指定公示
常～電線共同溝整備に伴う事前協議　⑳
常～電線共同溝整備に伴うＫＤＤＩの取扱い
常～電線共同溝の引継ぎについて（補助１９号線）
常～電線共同溝の引継ぎについて（上一再開発）
常～電線共同溝の引継ぎについて（大橋ＪＣ）
常～電線共同溝整備計画書（中根一丁目）
常～電線共同溝整備計画書（上目黒一丁目）
常～電線共同溝整備計画書（大橋一丁目）
常～電線共同溝整備計画書（都市計画道路補助３０号線）　２１
常～電線共同溝整備計画書（都市計画道路補助第１９号線）
常～目黒区電線共同溝事務手続要綱　資料
常～目黒区電線共同溝管理規定
常～目黒区電線共同溝事務手続要綱
常～東京都電線共同溝整備マニュアル（Ｈ１９.４）
常～無電柱化事業に伴う移設補償要領
常～無電柱化推進計画に係る運用と解説
常～東京都地中化促進連絡会議（第９回）（H１９.８.２９）
常～東京都電線共同溝　資料
常～東京都無電柱化促進連絡会議（第１３回）
常～東京都地中化促進連絡会議（第１０回）
常～東京都地中化促進連絡会議（第１１回）
常～東京都地中化促進連絡会議（第１２回）
常～東京都地中化促進連絡会議（第８回）
常～八雲二丁目６０番４他３筆
公共施設管理者同意(柿の木坂二丁目１９４番２)
常～公共施設管理者同意(青葉台二丁目５２２番３７他１筆)
公共施設管理者同意(大橋二丁目６８３番６５：旧大橋図書館)
公共施設管理者同意(東山一丁目１３７６番５他２筆)
公共施設管理者同意(東山三丁目１００１番３他６筆)
公共施設管理者同意(東山三丁目１０３４番４他１筆：自警会)
公共施設管理者同意(目黒一丁目５番１０ほか)
公共施設管理者同意(目黒一丁目５番３０他１筆)
公共施設管理者同意(目黒一丁目５番５他１筆)
公共施設管理者同意(目黒本町一丁目４７４番１他１筆)
公共施設管理者同意・協議に関する調整会議
公共施設管理者同意（上目黒四丁目１５９１番３他３筆）
公共施設同意(柿の木坂二丁目２９５番２)
常～　公共施設管理者同意（上目黒三丁目１６７８番１の一部　他６筆）（旧上目黒保育園）
常～　公共施設管理者同意（東山二丁目１１０２番２　他５筆）
常～　公共施設管理者同意（南一丁目１５５６番１　他３筆）
常～公共施設同意(上目黒三丁目１６９３５番１１　烏森小)
公共施設同意(中根二丁目１４６番２ほか)(立源寺)
常～　公共施設管理者の同意(東山小学校)
常～(企業名)
開発許可関係書類(緑が丘一丁目２３１４番５の一部他１筆)

街づくり 常～豪雨対策作業部会
その他（確認書類）
監査
その他
その他
常～コミュニティサイクル勉強会
常～災害時など緊急連絡先（置場・集積所など委託契約）
常～政策決定会議
常～包括外部監査
常～目黒区放置自転車対策関係機関連絡会
常～総合駐車対策
常～放置自転車対策補助員の募集
駐車場政策担当者会議
特別区自転車対策主管課長会
郵便切手交付申請書兼承認書
継～イントラネットシステム運用のてびき
継～ワンルーム・大規模建築物要綱
継～各種名簿
継～環境整備対策調査特別委員会・陳情
継～行財政改革大綱・重要課題等
継～実施計画
継～政策決定会議等
継～鉄道事業者との打ち合わせ
継～土壌汚染対策
継～不法投棄対策連絡会
継～文書事務の手引（改訂版）
継～文書事務の手引（資料編）
継～防犯カメラ運用
自転車シェアリング月次報告書
放置自転車等対策関係機関連絡会
常～都市環境委員会

自転車対策 自転車対策庶務

地中化

地中化（整備計画）

地中化（要綱・規定等）

地中化（連絡会議）

開発許可

道路調整
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第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～ドコモ・バイクシェア定例会議
警察からの通知
行政視察
目黒区自転車シェアリング事業補助金交付
常～サイクルポート設置に関する手続きなど
常～自転車シェアリングに関する情報提供、資料など
常～自転車シェアリング実証実験
常～公会計整備（資産洗出し）
常～行政財産
科目更正
継～備品説明書等
継～行政財産使用許可申請
見積書
予算流用
予算編成
補正予算
使用料及び賃借料の支出
公共料金領収証・内訳表（電話）
公共料金領収証・内訳表（電気・水道）
公共料金管理表・口座振替依頼
契約事務
調定収入通知書
常～備品管理
常～債権者登録
継～指定管理者・緊急連絡表
継～募集要項等への質問及び回答
指定管理者制度全般
指定管理者・保守点検報告書
継～情報公開・個人情報保護審議会
指定管理者・月次報告書
前年度運営評価
常～情報開示請求（指定管理）
指定管理者余剰金財務処理
常～指定議決立案請求
常～指定管理者制度
常～指定管理者協定書
常～指定管理者・追加指定
常～指定管理者・再委託
指定管理者打ち合わせ
東京都道路整備保全公社
常～全自連会員専用コミュニティサイト
調査・回答（国・都）
調査・回答（区内部）
調査・回答（その他）
全国自転車問題自治体連絡協議会
区民からのクレーム対応
駅別乗入台数調査
常～自転車駐車場整備センター
調査・回答（他自治体）
常～他自治体駐輪場調査・見学
一般社団法人日本二輪車普及安全協会
継～武蔵小山駅協議会
継～都立大学駅協議会
継～自由が丘自転車対策協議会
常～目黒駅周辺地区街づくり懇談会
常～中目黒周辺地区街づくり協議会
常～自由が丘のまち運営会議
常～学芸大学自転車対策協議会
常～大田区自転車等利用総合基本計画
常～目黒区自転車等利用総合基本計画
継～目黒区放置自転車対策基本計画
常～自転車活用推進計画
継～目黒区における効果的な自転車対策のあり方について
継～放置禁止区域最新版（南部）
継～自転車法
継～放置禁止区域（南部）
継～徴収事務受託者検査要領
継～目黒区自転車等放置防止条例
常～住環境条例等分科会
継～放置禁止区域（北部）
継～禁止区域シール設置箇所図
継～機械式立体駐輪場機種選定委員会
所有者照会根拠
常～条例改正（付置義務）
常～放置禁止区域（南部）
常～放置禁止区域最新版（北部）
常～放置防止条例施行規則

常～目黒区が管理する道路に付属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金等を表示する標識に関する条例

常～目黒区立自転車等駐車場条例施行規則
常～要領・要綱（自転車置場）
常～要領・要綱（自転車等駐車場）
常～要領・要綱（撤去）
常～目黒区立自転車等駐車場条例
常～放置禁止区域標識道路占用

決算 決算資料

自転車対策 自転車対策庶務

財務予算

指定管理者制度

調査・回答

自転車対策協議会

計画

法・条例
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第１ガイド 第２ガイド タイトル
監査
主要課題（事業）の達成状況
常～目黒区駅前放置自転車クリーンキャンペーン推進委員会設置要領
クリーンキャンペーン推進委員会（東京都）
クリーンキャンペーン推進委員会（目黒区）
クリーンキャンペーン総括
クリーンキャンペーン広報
クリーンキャンペーン実施計画
係内回覧
区報めぐろ
常～都立大学モビリティマネイジメント
常～都立大学登録制置場アンケート
常～各種届出
常～世田谷区との調整資料等
駐輪場　苦情・要望対応等
シルバー人材センター報告書（４～９月）
シルバー人材センター報告書（１０～３月）
捜査関係事項照会
各点検委託等
常～自動二輪車の駐車対策
目的外使用許可
常～付置義務　平成３１年度
常～大規模小売店舗立地法に基づく届出
常～付置義務　平成１９年度
常～付置義務　平成２０年度
常～付置義務　平成２１年度
常～付置義務　平成２２年度
常～付置義務　平成２３年度
常～付置義務　平成２４年度
常～付置義務　平成２５年度
常～付置義務　平成２６年度
常～付置義務　平成２７年度
常～付置義務　平成２８年度
常～付置義務　平成３０年度
付置義務設置（立入検査身分証明）
継～付置義務書式
継～付置義務設置平成１２年度
継～付置義務設置平成１３年度
継～付置義務設置平成１４年度
継～付置義務設置平成１５年度
継～付置義務設置平成１６年度
継～付置義務設置平成１７年度
継～付置義務設置平成１８年度
継～民営駐輪場補助金申請
常～観音橋置場求積図
常～工大橋下流の使用について
継～緑道内の自転車置場に関する事務の取り扱いについて（平成１４年１２月５日決定）
継～登録制置場利用登録基準
登録証再交付申請（４～９月）
登録証再交付申請（１０～３月）
作業日報
登録制自転車置場募集
登録制自転車置場総括
登録制自転車置場広報
置場利用問題事案
常～自転車置場管理システム導入
行人坂下登録制自転車置場用地に係る契約更新資料
追加納入済通知書
登録手数料の歳入調定
使用料・手数料還付
新規納入済通知書（呑川橋）
新規納入済通知書（観音橋）
新規納入済通知書（稲荷橋）
新規納入済通知書（工大橋下流）
新規納入済通知書（行人坂）
新規納入済通知書（三ノ橋）
新規納入済通知書（中根橋）
新規納入済通知書（関根橋）
新規納入済通知書（八雲橋）
係窓口収納分の歳入調定
納入済通知書（１～５月分）
納入済通知書（７～９月分）
納入済通知書（１０～１２月分）
領収証書（原符）（１～５月分）
領収証書（原符）（７～９月分）
領収証書（原符）（４～６月分）
領収証書（原符）（１０～１２月分）
納入済通知書（４～６月分）
常～電子申請操作マニュアル
電子申請
常～駐輪場土地賃貸借契約書
常～中目黒駅前（ＧＴ）駐輪場電波状況改善
駒場東大前東大口駐輪場土地使用料の支出について
中目黒ＧＴ
有料駐輪場動産総合保険
常～中目黒ＧＴ

自転車対策係窓口分

電子申請

有料駐輪場管理

啓発 クリーンキャンペーン

広報

モビリティマネジメント

駐輪場等 駐輪場（全般）

民営駐輪場

登録制自転車置場

登録手数料

新規納入済通知書

自転車対策

監査
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第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～池尻大橋駅東口駐輪場
常～中目黒駅前駐輪場
継～大橋二丁目自転車置場
継～中目黒観音橋自転車置場
継～中目黒上一自転車置場
常～駒場東大前西口駐輪場
常～祐天寺駅東口第二駐輪場
常～祐天寺駅東口第一駐輪場移転助成金交付
常～祐天寺駅東口第一駐輪場移設２
常～祐天寺駅東口第一駐輪場移設１
常～祐天寺駅東口第一駐輪場
常～祐天寺駅西口第一駐輪場
常～呑川橋自転車置場区域変更
常～池尻大橋駅北口駐輪場
常～上目黒一丁目駐輪場
常～行人坂下自転車置場
常～駒場東大前東大口駐輪場
継～祐天寺駅西口第二駐輪場
常～駒場三丁目駐輪場
常～駒場東大前駐輪場土地一時使用賃貸借契約・契約
常～自由が丘駅南口駐輪場監視システム導入
常～自由が丘駅付近土地一時使用
常～中根一丁目駐輪場
常～緑が丘駅自転車駐輪場
継～大岡山駅自転車置場
継～都立大学駅周辺自転車置場
継～緑が丘自転車置場
常～洗足二丁目駐輪場
常～学芸大学駅西口第一駐輪場
常～学芸大学駅西口第二駐輪場
常～学芸大学駅東口駐輪場
電柱広告（放置禁止区域）
ホームページ公開
撤去調書
常～台帳電子化
放置自転車管理システム
常～自転車等放置禁止看板
常～公園等の放置自転車等の取り扱い
警視庁依頼
自転車放置防止指導員
撤去実績
継～放置禁止ステッカー
苦情受付票（完結・１０月～３月）
一斉撤去実施場所
苦情受付票（完結・４月～９月）
撤去依頼
撤去作業日報
撤去日報
撤去予定表
常～所有者照会確認書
警視庁回答
撤去自転車等所有者照会
都外回答
撤去保管料納入済通知書（当月）
就業日報
返還通知
収納金日計表
撤去保管料収納金日報・納入済通知書（４～９月）
撤去保管料収納金日報・納入済通知書（１０～３月）
撤去自転車返還申請書
収納金日報
撤去保管料収納事務受託・検査
撤去保管料の歳入調定
振替収支（撤去自転車売却代金）
撤去自転車売却
常～＜法人名＞
督促等
売却リスト
常～売却業者資料
常～廃棄物の処理及び清掃に関する法律
車両標識の送付について
産業廃棄物管理票
所有者不明の自転車等の告示（１０～３月）
所有者不明の自転車等の告示（４～９月）
継～リサイクル事業全般
常～海外譲渡・災害支援
継～レンタサイクル
継～自転車リサイクル（庁内）
継～自転車リサイクル（庁外）
常～中央町集積所
常～中町二丁目自転車集積所消防用設備等点検結果報告書
常～中町二丁目集積所
常～東が丘自転車集積所
常～補助２６号線集積所用地
集積所管理
継～下目黒集積所

売却

廃棄

リサイクル

集積所 集積所施設

目黒地区駐輪場

碑文谷地区駐輪場

撤去 撤去共通

撤去

調査

返還

駐輪場等
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継～五本木高架橋下集積所
継～東が丘集積所
常～集積所監視カメラ
常～第２五本木高架下集積所
常～中町二丁目自転車集積所二層化
継～集積所候補地（国有地）
常～旧第六中学校
常～旧清水市場
継～目黒一丁目集積所
継～駒場集積所
継～鉄道高架橋下の利用
自由が丘駅南口駐輪場　定期修繕工事
常～三ノ橋登録制自転車置場及び八雲橋登録制自転車置場段差解消工事
継～目黒一丁目仮設自転車集積所整備工事
継～中央町二丁目自転車集積所（仮称）整備工事
継～五本木第二自転車集積所（仮称）整備工事
常～電柱公共表示（小型）作成・設置
常～放置禁止看板支柱・表示板交換工事
常～放置禁止区域標識設置工事
常～自転車置場内区画線引工事
常～中町二丁目自転車集積所路面修繕工事
常～学大高架下自転車集積所拡大工事
常～関根橋他３ヶ所アスファルト補修工事
常～五本木第二自転車集積所（仮称）便所新設工事
常～試験掘工事　設計書（控）
常～中根橋登録制自転車置場段差解消工事
常～都道自転車等放置禁止区域標識設置工事
常～中根一丁目駐輪場通路カラー舗装
継～施設維持業務仕様書
継～施設維持管理見直基準
中町二丁目自転車集積所樹木保護手入れ委託
継～施設点検
常～上目黒一丁目地区市街地再開発事業（平成２０年度～
継～権利変換
継～自転車置場
継～上一再開発
継～上一再開発公共駐輪場設計図
継～上目黒一丁目地区再開発資料（平成１２年度～平成１３年度）
継～上目黒一丁目地区再開発資料（平成１４年度～平成１６年度）
継～上目黒一丁目地区再開発資料（平成７年度～平成８年度）
継～上目黒一丁目地区再開発資料（平成９年度～平成１１年度）
継～説明会

目黒集積所 継～政策会議
常～都立大学駅北口駐輪場財産管理
都立大学駅北口駐輪場定期点検報告書
継～柿の木坂一丁目用地利用計画案
継～機種選定委員会
継～施設課あて執行委任
継～住居表示付定
継～住民対応
継～電波障害調査
継～用地取得
常～自由が丘駅南口駐輪場財産管理
継～機種選定委員会
常～自由が丘ロータリー駐輪場業者資料
常～自由が丘駅広コンサル委託
自由が丘南口駐輪場定期点検報告書
継～取扱説明書・保証書
継～東急用地借用
継～駐輪場施工案の公募
継～地元対応
継～整備工事調整協議
継～住居表示付定
継～自由が丘南口駐輪場事故報告等
継～自由が丘駅前広場駐輪場
継～狭あい道路拡幅整備協議
常～自由が丘駅南口駐輪場総括
常～地元・住民対応
常～緑が丘駅駐輪場訴訟・和解工事
常～緑が丘駅駐輪場２
常～緑が丘駅駐輪場１
常～緑が丘駅駐輪場（仮称）監視システム
常～緑が丘駅周辺街づくり研究会２
常～緑が丘駅周辺街づくり研究会１
常～緑が丘駅舎駐輪場
常～都市施設本設設計
常～都市施設詳細設計全体打合わせ２
常～都市施設詳細設計全体打合わせ１
常～菅刈陸橋
常～池尻大橋駅北口駐輪場
常～池尻大橋駅北口駐輪場（仮称）財産管理
防犯カメラ等
常～特定交通安全施設等整備事業等補助金
駅前広場地下駐輪場整備
呑川柿の木坂支流上部整備
常～洗足二丁目駐輪場整備

都立大学駅周辺

洗足二丁目

工事 工事全般

作業 作業全般

駐輪場・集積所計画 上一再開発

都立大学駅北口

自由が丘駅南口駐輪場

緑が丘駅

大橋二丁目駐輪場

集積所 集積所施設

集積所整備

集積所資料
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 土木管理課）

第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～洗足二丁目自転車等駐車場住居標示
常～洗足二丁目駐輪場　助成金
常～洗足二丁目自転車等駐車場（仮称）財産管理
常～大橋一丁目自転車等駐車場整備
常～大橋一丁目自転車等駐車場住居標示

大岡山駅 常～＜法人名＞
継～自由が丘まちづくり事業庁内連絡調整
継～ＴＭＯ
継～東急電鉄打合せ
継～自由が丘駐輪場用地
継～目黒線作業部会
常～洗足自転車置場改修
常～洗足ふたかけ駐輪場
常～西小山・武蔵小山駐輪場
継～自転車利用状況調査
継～洗足駅周辺
継～西小山駅周辺地区整備事業に関する作業部会

大橋地区 常～大橋ジャンクション駐輪場整備
放置対策勉強会
継～学芸大学駅周辺地区整備
常～補助２６号線道路予定地
継～駒場東大前
継～区外周辺駅
継～学芸大学
継～緑が丘
継～祐天寺
継～目黒
継～都立大学
継～中目黒
継～自由が丘
継～洗足
継～池尻大橋
継～交通バリアフリー基本構想（１８年度）
継～交通バリアフリー推進基本構想に基づく特定事業（都立大学駅周辺地区）
継～交通バリアフリー推進基本構想策定作業部会（１３年度）
継～交通バリアフリー推進基本構想策定作業部会（１４年度）
継～交通バリアフリー推進基本構想策定作業部会（１５年度）
継～懇談会（自由が丘駅）
継～懇談会（都立大学駅）
継～懇談会（中目黒駅）
常～駐輪場使用料算定
継～東急調整会
常～世田谷区・目黒区調整会議
継～東急電鉄調整会議
常～特別区土木主管課長会管理部会
常～ＮＴＴと東電の共架柱の条数
常～事故報告書
継～許可条件の扱いの変更
継～仕事のてびき
継～事故処理の手引き
継～道調・占用台帳
納入済通知書
監督依頼件数報告
月別歳入調定額
調査・回答（庁内）

契約 契約関係書類
継～ホームページ
継～押印見直し
継～個人情報業務登録
常～道路占用料改定に関する開示請求
ファイリング作業
公印印影印刷の承認申請
文書事務の特例に係る承認申請（文書記号・特例起案用紙）
監査
平成３１年度予算編成資料
平成２８年度決算資料
平成２９年度予算資料
平成３０年度予算資料
平成３０年度予算編成資料
特別区事務処理特例交付金
事業概要
２８年度予算編成資料
収支予定表
決算資料
継～公共物管理条例・規則（案）
継～手数料条例一部改正（屋外・平成１７年１０月施行）
継～東京都屋外広告物条例一部改正
継～東京都事務処理の特例に関する条例
常～道路占用・区有通路規則改正
継～公共こうきょ管理条例一部改正（平成１３年４月）
継～公共こうきょ管理条例一部改正（平成１０年４月）
継～区長委任条項廃止に伴う条例化
継～公共こうきょ管理条例改正（使用料改正・平成８年４月）
継～道路占用料改正部課長会
継～道路占用料改正の通知
継～占用料徴収事務の取扱い

ＰＴ バリアフリー

その他

占用係庶務 占用係共通

会計等

文書・個人情報

予算・決算

条例・規則の改正

道路占用料条例改正

洗足二丁目

大橋一丁目

駅周辺整備
自由が丘

目黒線

学芸大学駅周辺

各駅対応

駐輪場・集積所計画
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 土木管理課）

第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～道路占用料等徴収条例改正(H２６１.１)
常～道路占用料改正資料（平成３１年４月）
常～道路占用料改正資料（平成２８年４月）
常～道路占用料改正資料（平成２２年４月）
常～管理部会 道路占用料調査・研究担当者会
継～移設補償基準（無電柱化推進計画）
継～移設補償要綱・実施細目
継～自費工事施行承認基準
継～地下埋設物しゅん功図書作成要綱
継～東京都移設補償要綱
継～道路占用許可基準・埋設物配置基準
継～道路予定地取扱い要領
継～歩道乗入れ及び防護柵の一部撤去に関する基準
継～カラー舗装実施要綱
常～目黒区小規模掘削工事道路占用許可申請処理基準
常～目黒区カラー舗装実施要綱の改定（平成２７年度）
継～路上建築物協議会要綱
常～東京都道路占用工事要綱
常～道路占用許可基準・道路占用物件配置基準（平成２５年改正）
常～東京都道路占用料減免基準改正
常～大田区道路管理の手引き
常～道路占用料減免措置基準改正
継～道路占用工事要綱（城南ブロック）
継～道路占用工事要綱検討事項
継～目黒区道路占用工事要綱（平成１３年１０月）
継～道路占用工事要綱改正（良質改良土の品質・管理基準）
継～道路占用工事要綱改正（平成７年４月）
継～道路占用工事要綱改正（平成４年４月）
継～道路占用工事要綱改正（平成１２年４月）
継～道路占用工事要綱（過去分）
常～粒状改良土
常～道路占用工事要綱（Ｈ２６改定）
常～東京都道路占用工事要綱
継～路上吸殻入れの占用について　　　　（環境保全課）
常～公共物　建築確認に伴う管理者の対応について
常～防犯カメラの占用について　　　　　（生活安全課）
継～避難標識広告添加（防災課）
継～新型公衆電話ボックス及びテレホンカード回収箱の道路占用
継～浅層埋設
継～小規模（工期）見直し
（企業名）での壁面利用第三者広告
（地名・会社名）議事録
常～首都高沿道マンションの屋上広告について
（地名・会社名）屋外苦情
常～広告付きバス停留所上屋の特例許可について
常～住宅用火災警報器設置の設置促進標示について
継～ＪＲとの協定
常～区民・他課要望
継～公共こうきょ下水道化打合せ
継～宝くじ売場資料
裁判資料（場所）
継～下水道業務民間委託
継～企業別管轄図
継～道路境界協定図
継～水道局業務民間委託
継～東京ガス組織変更
継～社名変更等（企業者）
道路占用等に関する調査
区域変更・供用開始通知
道路占用等に関する調査
都からの照会文書への回答、他
河川流水占用料の調定・支出報告書
河川占用料・東京都への納付書
河川占用許可状況報告・都収入金決算用資料

区内部からの調査・回答 総務部から調査・回答
屋外広告の調査・回答 屋外広告の調査・回答

継～工事用標示板の改善
継～鉄道事業の許可について
継～東京都区部地中化
継～道路占用の期間更新の手続き
継～独立行政法人の占用料について
継～歩道の一般的構造に関する基準等について（H１７.５.１０・セミフラット形式)
継～生活排水要綱の一部改正
継～材料の使用
継～掘削抑制期間における光ファイバー敷設工事に係る措置について
常～東京都道路占用料徴収条例
常～道路の占用に係る無余地性の基準等の取扱いについて
常～道路占用料に係わる国からの通知
継～ＩＴ線路敷設の円滑化
常～東京都道路占用規則
常～占用許可の運用について
継～郵政民営化法等の施工に伴う道路占用の取扱いについて
継～保安施設基準
継～日本郵政公社法・信書便法に伴う事務の取扱いについて
継～道路関係４公団の民営化に伴う道路占用関係事務の取扱い
継～柱上設置の光アクセス装置の取扱い

裁判及び打ち合わせ資
料

企業者管轄図

調査・回答 道路占用の調査・回答

河川占用の調査・回答

道路通達 通達

指針・取扱い

要綱・基準

道路占用工事要綱

占用係の課題（区役所）

占用係の課題（企業）

占用係の課題（屋外・占
用）

占用係の課題（その他）

占用係庶務

道路占用料条例改正
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 土木管理課）

第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～自治体管路の指針
継～国立大学等の法人化に伴う道路占用事務等の取扱いについて
継～許可申請手続きの簡素化・標準処理期間の基準
コミュニティボードの取扱い（企業名）
継～キャブ設置に伴う移設補償基準
継～ＮＴＴ分割に伴う道路占用事務の取扱い
（企業名）の営業譲渡に伴う道路占用の取扱いについて
東京２０２０オリンピックパラリンピック競技大会に係る道路占用の取扱い
継～下水道光ファイバーの道路占用事務の取扱い
継～下水道耐震対策
継～給水管取り出し工事の占用手続
継～許可手続き（第一種通信）
継～共同収容の取扱い
継～地上設置光アクセス・πシステムの取扱い
継～都橋添架費用負担協定
継～都透水性舗装復旧について（各企業者への依頼文）
継～東京電力インターネットワーク
継～埋設材
継～流動化処理土の試験施工
継～路盤先行
継～ＮＴＴ常設用墜落防止装置
継～ＮＴＴ電柱補強工事
継～ＮＴＴ道路占用物件の移設費用
継～ガス・電気事業法改正に伴う道路占用許可事務の取扱い
継～ベンチ・上屋の道路占用の取扱い
継～架空線の占用高さの是正について
継～架空線警察協議の扱い
継～高速自動車国道等に設ける施設の取扱い
継～上空通路の取扱い
継～第一種電気通信事業者
継～ゴンドラ足場工法
継～Ｌ形（段差２ｃｍ）仕様
継～電気通信事業法の一部改正
継～道祖神・康申塔等の取扱い
継～避難道路・標識の許可基準改正
継～有線ＴＶ放送施設の取扱い
継～ＰＨＳ無線基地局の道路占用の取扱い
継～地下鉄施設への二次占用
継～白ガス管使用について
継～発生土埋戻しについて
継～東京電力都市型アース工法
継～パイプスプリッター工法（東京ガス）
継～カンタンモール・フロンモール工法（東京ガス）
継～オートボーリング工法（東京ガス）
常～ねずみ鋳鉄管対策について（東京ガス）
継～東京ガス特殊工法施工図
継～東京ガス小幅掘削資料（施工写真）
継～電力通信事業者について
継～電気防食工法（東京ガス）
継～浅層埋設について（東京ガス）
常～ＰＦＰ管からＣＰＦＰ管へ使用変更（企業名）
継～ライブジョイントシール工法（東京ガス）
継～蓋取替（円形カッター工法）
継～占用工事に伴う舗装復旧方法の取扱い（東京ガス）
継～丸穴工法（東京ガス）
継～ポリエチレン管（東京ガス）
継～電線共同溝事務手続要綱
継～電線共同溝道路の指定に伴う照会について
継～電線共同溝法の施行について（通達）
継～電線共同溝様式
継～電線地中化等検討報告書
常～電線共同溝　新聞記事
継～電線共同溝資料
継～電線共同溝システム
継～硬質塩ビ管・小型桝埋設承認（下水道局）
継～管路内面補修工法（下水道局）
継～仮配管方式（水道局）
継～下水道人孔蓋等のカラー化確認書
常～スーパーアッシュを使用した下水道管渠等の使用（回答）
継～占用工事に伴う舗装復旧方法の取扱い（水道局）
継～水道局ＰＩＰ工法による管の更新の取扱いについて
継～水道鉛管解消
継～取付管の保安
継～下水道告示
常～下水道局エポ工法・ＬＢ工法
継～下水道局エポ工法・ＬＢ工法
継～下水道管渠
継～下水工事に伴う埋戻し工法の特例
常～公共雨水浸透ますの設置及び維持管理について
継～鋼矢板仕様
常～下水道局　下水道管リニューアル
常～下水道局既設入孔耐震化
常～河川占用通知・通達
常～河川二区またがりについて
常～河川法に基づく許可方針内規の一部改正について
常～河川流水占用料等徴収条例

河川通達

許可基準 企業者占用許可基準

一般占用許可基準

特殊な工法及び材料の
承認

東京ガス・東京電力

電線共同溝

水道局・下水道局

道路通達

指針・取扱い
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 土木管理課）

第１ガイド 第２ガイド タイトル
基準点杭の河川占用(期間)
常～護岸に隣接する建築物の取扱いについて（蛇崩川）
常～審査請求及び異議申立の手続
常～東京都河川法施行細則改正（河川占用料改定）
常～東京都市計画河川・下水道局調査に関する報告書
継～河川管理施設の追加（通知）
継～河川許可等の手引きの改正・運用
継～河川敷の多様な活用について
継～河川法の一部改正
継～河道内樹木の伐採・植樹ガイドライン

公共こうきょ （地名）通路
継～道路管理センター端末機仕様
継～道路管理センター事業概要
継～道路管理システム東京地区連絡協議会規程
常～システム接続覚書
継～小規模占用工事のオンライン電子申請
常～道路管理システム手順書
常～道路管理システム　分散検索ＤＢ更新
継～出図要請に対する包括同意書
継～オンライン電子申請方式の運用開始に伴う説明会
常～　道路管理システム　リース契約
常～道路工事調整の手引き（入力の仕方）
常～道路管理センター照会・回答
常～道路管理システム利用約款
継～公文書公開・個人情報保護審議会への諮問
継～小型電子計算組織設置申請
継～道路管理システム開発（第４次報告)
継～電子申請用パターン図
継～占用料減免
継～電子申請資料
継～占用許可申請システム（第４次)
継～共架電線の占用料の扱い
継～オンライン電子申請マニュアル
常～電線共同溝システム（標準型）操作マニュアル
常～電線共同溝システム（簡易型）操作マニュアル
継～寄附行為（写）
継～企業者の道路占用工事の実施状況調査
継～ＩＴ線路敷設の円滑化
常～運営経費原案に関する会議
常～特別区ワーキンググループ会議録
常～占用業務検討ＳＷＧ
常～システム運用ＳＷＧ
常～地区連絡協議会ワーキンググループ
常～道調SWG

道路工事調整業務 継～道路管理システム東京地区連絡協議会
常～道路管理システム・ウイルス対策ソフト
継～参加者の決定及び利用契約締結に関する事務取扱規程
平成３１年度事業計画書・報告書
常～〈会社名〉道路管理システム新規加入
常～年間道調会議日程
年末抑制
継～道路工事調整結果番号
道路工事調整協議会
継～道路上工事縮減対策研究会
継～道路工事調整協議会規約
継～道路管理センター入出力様式
各種申込み・回答資料
常～システム入力語句一覧（道調登録）
道路管理センター入出力依頼
継～舗装種別図入力依頼（全区）
常～平成２１年度～２５年度舗装種別図及び掘削規制図
常～平成２６年度～舗装種別及び掘削規制図
常～H２５～H２７長期道調
常～H２０～H２２長期道調
常～Ｈ２８～Ｈ３０長期道調
第１回道路調整会議録（第２四半期分）
第４回道路調整会議録（平成３０年度分）
第３回道路調整会議録（第４四半期分）
第２回道路調整会議録（下期分）
継～共同溝
常～東京都道に編入された道路における占用物件の取り扱い
常～（企業名）連絡調整協議会資料
継～電線共同溝
継～自治体管路
常～都市計画道路補助第３０号線（電線共同溝）
常～都市計画道路補助３０号線
常～補助２６号線整備計画
常～中根電線共同溝
常～自由通り移管
常～緑が丘駅整備
常～学芸大学駅周辺地区あんしん歩行エリア
常～自由が丘駅前（アーケード・タクシー上屋）
常～首都高速中央環状線（新宿線）計画協議
継～中目黒駅改良工事
継～目黒川右岸低地部排水施設整備事業
常～　目黒橋補強工事（都二建）

道路工事調整共通 道路工事調整会議

道路管理センター

掘削規制

年間道調

個別事業 個別事業全区

個別事業碑文谷土木

個別事業目黒土木

河川通達

道路管理システム 道路管理システム設置・
運営

電子計算組織・個人情報

報告書

会議録

道路管理システム資料
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 土木管理課）

第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～Ｈ２６〈河川名〉〈占用物件名〉
常～（会社名）耐震補強（地名）
目黒・恵比寿間（企業名）耐震
常～祐天寺駅改良
常～〈路線名〉大気質調査仮設小屋
継～首都高速中央環状線（品川線）計画協議
継～鋼材残置箇所調書総括表・総括図
常～残置承認・見本
常～残置申請用紙・誓約書用紙
継～都残置基準
継～給水管等の占用廃止に関する各区の取扱い
継～残置承認北部（下目黒）
継～残置承認北部（中目黒）
継～残置承認北部（東山、青葉台、駒場）
残地承認北部（町名）
継～残置承認北部（上目黒）
残地承認北部（町名）
継～残置承認北部（大橋）
継～残置承認北部（三田１丁目）
継～残置承認南左地区（自由が丘）
継～残置承認南右地区
常～残置承認南左地区
継～残置承認南左地区（八雲・平町）
継～残置承認南左地区（緑が丘・大岡山）
常～埋戻し材について（Ｗ緑が丘２－１ほか）
常～都立大学駅前のNTTハンドホールの処理について
継～一時残置
継～鋼材残置図面南部
継～鋼材残置図面(平町・大岡山)
鋼材残置図面（中目黒）
鋼材残置図面(中目黒）
継～鋼材残置図面北部
継～鋼材残置図面(上目黒)
継～鋼材残置図面(三田)
継～鋼材残置図面(駒場・大橋・青葉台・東山)
常～目蒲線立体交差工事に伴う山留材の残置（西小山駅・洗足駅）
継～鋼材残置図面(中根・八雲・緑が丘)
（商店街名）カラー舗装協定書・自費工事申請書
常～始末書・てんまつ書
継～カラー舗装協定一覧
継～商店街カラー舗装の管理協定書
（場所）（カラー舗装協定）
大型街路灯に関する（企業）との協定書
（場所）使用承認書
（場所）に伴う橋梁工事施工に関する覚書
継～念書・覚書等
（商店街名）カラー舗装の管理協定書
（商店街名）カラー舗装の協議・回答
（商店街名）カラー舗装の管理協定書
（商店街名）カラー舗装協定書・自費工事申請書
カラー舗装（自費工事）（商店街名）
常～覚書（基準点・品川区と目黒区）
継～自由が丘駅地区整備報告書（活性化モデル事業）
継～都立大学駅整備
継～東工大の横断橋の占用について
継～自由が丘駅地区整備報告書
常～立会川緑道整備
継～蛇崩川幹線雨水吐工事
継～落橋

河川工事共通 継～河川上部検討会報告
継～光ファイバーの縦断占用について
継～サイン看板の設置について
継～船入場整備報告
継～船入場通路部分の占用変更
継～呑川暗渠化議事録
継～呑川暗渠化関連図書
呑川・歩行者専用橋の河川占用（企業）
継～呑川橋
継～呑川緑道沿い道路の取扱い変更
継～河川占用者補助台帳
継～河川台帳（ＮＴＴ）
継～河川台帳（下水道局）
継～河川台帳（水道局南部第二）
継～河川台帳（東京ガス）
継～河川台帳（東京電力）
継～河川台帳資料
継～公共物台帳（東京電力）
継～公共物台帳（東京ガス）
継～公共物台帳資料
継～公共物台帳（水道局目黒営業所）
継～公共物台帳（下水道局）
継～公共物台帳（ＮＴＴ）
継～公共こうきょ審査基準
継～行政手続に関する勧告
継～道路審査基準
継～道路法の標準処理期間の基準

河川台帳

公共物台帳

審査基準

協定書・覚書

道路整備 道路整備南部

道路資料

河川工事
目黒川

呑川

残置承認 総括

北部地区

南部地区

一時残置

調書

個別事業

個別事業目黒土木
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 土木管理課）

第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～屋外広告物審査基準
継～目黒区行政手続条例手引
継～河川法に基づく許可等の手引きの運用について（通知）
継～河川法に基づく許可等の手引き・解説
継～河川審査基準
継～不利益処分の処分基準
屋外広告物変更届
屋外広告物除却届
屋外広告物表示・設置届

屋外広告物２９年度更新
南部

常～屋外広告物２９年度更新許可　　　　（八雲）

屋外広告物起案
屋外広告物調定（財務）
常～広告付きバス停上屋資料
継～東京都広告物審議会
継～工事用仮設シートに表示する広告物
継～屋外広告物資料
常～標識票の取扱いについて
常～〈法人名〉関係資料
常～屋外広告物通知
常～東京都屋外広告物条例　事例集
常～中目黒高架下　資料
常～首都高路面高一覧表
常～自由が丘南口地区計画資料
常～屋外広告物３１年度新規許可（南部右）
常～屋外広告物３１年度新規許可（北部上）
常～屋外広告物３１年度新規許可（その他）
常～屋外広告物３１年度新規許可（北部下）
常～屋外広告物３１年度新規許可（自由が丘）
常～屋外広告物３１年度新規許可（南部左）
屋外広告物３１年度新規許可（車体利用広告・企業名）
屋外広告物３１年度新規許可（車体利用広告・企業名）
屋外広告物３１年度新規許可（車体利用広告・企業名）
屋外広告物３１年度新規許可（車体利用広告・企業名）
屋外広告物３１年度新規許可（車体利用広告・企業名）
屋外広告物３１年度新規許可（車体利用広告・企業名）
屋外広告物３１年度新規許可（車体利用広告・企業名）
屋外広告物３１年度新規許可（車体利用広告・企業名）
常～屋外広告物３１年度更新許可（五本木）
常～屋外広告物３１年度更新許可（駒場）
常～屋外広告物３１年度更新許可（下目黒）
常～屋外広告物３１年度更新許可（中目黒）
常～屋外広告物３１年度更新許可（東山）
常～屋外広告物３１年度更新許可（目黒）
常～屋外広告物３１年度更新許可（祐天寺）
常～屋外広告物３１年度更新許可（上目黒）
常～屋外広告物３１年度更新許可（青葉台）
常～屋外広告物３１年度更新許可（大橋）
常～屋外広告物３１年度更新許可（三田）
常～屋外広告物３１年度更新許可（中町）
常～屋外広告物３１年度更新許可（中央町）
常～屋外広告物　更新許可（緑が丘）
常～屋外広告物　更新許可（目黒本町）
常～屋外広告物　更新許可（平町）
常～屋外広告物　更新許可（南）
常～屋外広告物　更新許可（八雲）
常～屋外広告物　更新許可（碑文谷）
常～屋外広告物　更新許可（東が丘）
常～屋外広告物　更新許可（中根）
常～屋外広告物　更新許可（鷹番）
常～屋外広告物　更新許可（柿の木坂）
常～屋外広告物　更新許可（原町）
常～屋外広告物　更新許可（自由が丘）
常～屋外広告物　更新許可（洗足）
常～屋外広告物　更新許可（大岡山）
常～屋外広告物　更新許可（その他）
常～屋外広告物　更新許可（車体利用広告）
常～屋外広告物　更新許可（柱類広告・小型広告板・標識利用広告）

屋外広告物３０年度更新
北部

常～屋外広告物３０年度更新許可　　　　（中目黒）

継～許可申請書副本（屋外広告物・北部）
継～許可申請書副本（屋外広告物・南部）
継～しゅん功届承認前（東電）
継～しゅん功届承認前（水道）
継～しゅん功届承認前（下水）
継～しゅん功届承認前（ガス）
継～しゅん功届承認前（ＮＴＴ）
継～しゅん功届承認済（水道・目黒）
継～しゅん功届承認済（水道・碑文谷）
継～しゅん功届承認済（下水）
継～しゅん功届承認済（ガス・目黒）
継～しゅん功届承認済（ガス・碑文谷）
継～しゅん功届承認済（東電）
継～しゅん功届承認済（その他）
継～しゅん功届承認済（ＮＴＴ）
常～東急電鉄道路占用変更(五本木１-１１)

許可申請書副本（屋外） 屋外広告物

処理中しゅん功届

しゅん功届承認済

しゅん功届承認前

道路占用 鉄道

屋外広告物 屋外広告物届出

屋外広告物起案

屋外広告物資料

屋外広告物３１年度新規

３１年度車体利用広告新
規

屋外広告物３１年度更新
（北部）

屋外広告物３１年度更新
（南部）

屋外広告物３１年度更新
（柱類等）

審査基準

24／48



 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 土木管理課）

第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～（企業名）道路占用変更（住所）
常～（企業名）道路占用（住所）
常～東急電鉄 緑が丘駅変更
常～都立大学周辺東横線道路占用（国土交通大臣認可）
常～鉄道線路の道路への許可申請（鉄道）
継～東急電鉄道路占用更新
継～東急新玉線道路占用継続許可
継～東横線道路占用
継～中目黒駅協議文・道路改良工事記録（平成元年）
継～新玉線道路占用（建設大臣認可）
継～京王電鉄道路占用（交差部）
常～（企業名）自由が丘アーケード
常～東急電鉄道路占用変更(２４目都道占第４８３０号)
常～東急電鉄　道路占用変更（祐天寺２－１３）
道路占用継続徴収（一般・許可継続中）
道路占用継続徴収（企業・許可継続中）
占用・使用数量報告依頼
Ｈ３１　一般占用継続

更新許可用通知 道路占用更新許可用通知
継～日比谷線継続許可
継～１０年許可分・更新起案（水道・下水・ガス）
常～道路占用物件１０年許可分更新通知
常～１０年許可分・更新起案（水道・下水・ガス）
常～１０年許可分・更新起案（NTT・東電）
道路占用新規許可（５年許可分）徴収あり（その他・南部右）
道路占用新規許可（５年許可分）徴収あり（その他・南部左）
道路占用新規許可（５年許可分）徴収あり（電気通信事業者・北部）
道路占用新規許可（５年許可分）徴収あり（電気通信事業者・南部）
道路占用新規許可（５年許可分）徴収あり（企業名）
道路占用新規許可（５年許可分）徴収あり（その他・北部上）
道路占用新規許可（５年許可分）徴収あり（その他・北部下）
道路占用新規許可（５年許可分）免除　　（その他・北部）
道路占用新規許可（５年許可分）免除　　（その他・南部）
道路占用更新許可（５年許可分）徴収あり（南部右）
道路占用更新許可（５年許可分）徴収あり（南部左）
道路占用更新許可（５年許可分）徴収あり（北部下）
道路占用更新許可（５年許可分）徴収あり（北部上）
道路占用更新許可（５年許可分）免除　　（その他・北部）
道路占用更新許可（５年許可分）免除　　（その他・南部）
道路占用更新許可（５年許可分）免除　　（電波障害）
道路占用新規許可（５年許可分）区役所
道路占用新規許可（５年許可分）区役所　（掲示板・南部）
道路占用新規許可（５年許可分）区役所
道路占用新規許可（５年許可分）区役所
消火器設置場所一覧表碑文谷地区
消火器設置場所一覧表目黒地区
道路占用新規許可（５年許可分）区役所
道路占用新規許可（５年許可分）官公署　（その他南部）
道路占用新規許可（５年許可分）官公署　（警察）
道路占用新規許可（５年許可分）官公署　（消防）
道路占用新規許可（５年許可分）官公署　（その他北部）
道路占用更新許可（５年許可分）　区役所（南部）
道路占用更新許可（５年許可分）　区役所（北部）
道路占用更新許可（５年許可分）　官公署（北部）
道路占用更新許可（５年許可分）　官公署（南部）
道路占用更新許可（５年許可分）　その他（北部）
道路占用更新許可（５年許可分）　その他（南部）
道路占用新規許可（１年許可分）徴収あり
道路占用新規許可（１年許可分）徴収あり（松飾り売場・露店）
道路占用新規許可（１年許可分）免除　　（北部）
道路占用新規許可（１年許可分）免除　　（南部）
道路占用更新許可（１年許可分）徴収あり
道路占用更新許可（１年許可分）徴収あり
道路占用更新許可（１年許可分）徴収あり

道路占用企業小規模 小規模道路占用許可起案
道路占用住所氏名変更
道路占用廃止
道路占用取消・除却
道路占用の権利譲渡・地位承継

道路占用不許可起案 常～道路占用不許可起案
道路不法占用是正 常～東電二次占用数量の変更に関する占用料相当額のお支払いについて

常～廃道敷の使用について
常～（企業名）不法占用の是正について
常～（企業名）不法占用の是正
道路占用企業徴収（下期）
道路占用企業徴収（上期）

都市計画道路整備都へ
の移管

常～補助４６号線占用物件の移管

常～鉄道：変更：（企業名）（九品仏川Ｈ２４．１１．９(路線名）（住所））
常～鉄道：変更：（企業名）（九品仏川Ｈ２４．７．２５(路線名）（住所））
常～鉄道：変更：（企業名）（蛇崩川Ｈ２４．７．２５(路線名）線形変更にともなう）
常～鉄道：変更：（企業名）（目黒川Ｈ２３．９．２７(路線名・駅名）駅改修に伴う）
常～鉄道継続（（企業名）：２４：更新）
常～鉄道継続許可
河川占用継続徴収（企業・許可継続中）
河川占用継続徴収（一般・許可継続中）

１年許可・新規・免除

１年許可・更新・徴収あり

道路占用届出

道路不法占用是正

道路占用料企業分

河川占用 鉄道

継続徴収

５年許可・新規・免除

５年許可・更新・徴収あり

５年許可・更新・免除

５年許可・新規・免除（区
役所）

５年許可・新規・免除（官
公署その他）

１年許可・新規・徴収あり

道路占用 鉄道

継続徴収

１０年許可

５年許可・新規・徴収あり
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更新許可用通知 河川占用更新許可用通知

継～道路橋（人道橋）・（地番）
継～中目黒排水場
継～河川占用１０年許可分・更新起案（企業）
常～目黒川船入場人道橋（仮称）
常～目黒川（大橋・東山）（首都高・ニ建）
常～目黒川護岸の取扱いについて
常～目黒川工事用桟橋（二建）
常～道路橋（目黒川、蛇崩川）
常～道路橋（万代端）
常～道路橋・特別区道
常～中目黒換気所（二建）
常～河川占用１０年許可分・更新起案(企業分)
河川占用新規許可・徴収あり（足場）
河川占用新規許可・徴収あり（南部）
河川占用新規許可・徴収あり（北部）
河川占用新規許可・免除（その他）
継～河川占用免除（広場橋）
河川占用新規許可・免除（区役所）
河川占用更新許可・徴収あり（北部）
河川占用更新許可・徴収あり（南部）
河川占用更新許可・免除（その他）
河川占用更新許可・免除（区役所）
河川占用新規許可（１年許可分）徴収あり
河川占用新規許可（１年許可分）免除

河川占用届出 河川占用届出
公共物使用料調定財務 公共物使用料調定（財務）
空川 公共物使用（地番）

公共物使用継続徴収（企業・許可継続中）
公共物使用継続徴収（一般・許可継続中）

更新許可用通知 公共物使用更新許可用通知
継～公共物使用１０年許可分・更新起案（企業）
常～公共物使用１０年許可分・更新起案(企業)
公共物使用新規許可(５年許可分)　　　徴収あり（北部）
公共物使用新規許可(５年許可分)　　　徴収あり（南部）
公共物使用新規許可（５年許可分）免除　（電波障害・一般）
公共物使用新規許可（５年許可分）免除　（目黒区以外官公署）
公共物使用新規許可（５年許可分）免除　（目黒区）
公共物使用更新許可（５年許可分）　　　徴収あり（北部）
公共物使用更新許可（５年許可分）　　　徴収あり（南部）
公共物使用更新許可（５年許可分）免除　（電波障害・一般）
公共物使用更新許可（５年許可分）免除　（目黒区）
公共物使用更新許可（５年許可分）免除　（目黒区以外官公署）

公共物使用届出 公共物使用届出
罰則 継～罰則確認書

道路占用料（一般分）歳入調定起案
道路占用料調定（財務）
常～滞納処分関係書類

常～道路占用料等の督促

許可・調定起案 足場・継続分調定起案
足場（駒場）
足場（三田）
足場（上目黒）
足場（青葉台)
足場（大橋）
足場（東山）
足場（五本木）
足場（中央町）
足場（中町）
足場（中目黒）
足場（目黒）
足場（祐天寺）
足場（下目黒）
足場（碑文谷）
足場（目黒本町）
足場（南）
足場（鷹番）
足場（洗足）
足場（原町）
足場（中根）
足場（平町）
足場（緑が丘）
足場（東が丘）
足場（八雲）
足場（大岡山）
足場（柿の木坂）
足場（自由が丘）
道路占用水道（上目黒）
道路占用水道（駒場）
道路占用水道（三田）
道路占用水道（東山）
道路占用水道（大橋）
道路占用水道（青葉台）
道路占用水道（祐天寺）
道路占用水道（目黒）

道路占用水道局 水道局北部上

水道局北部下

５年許可・更新・免除

道路占用料（一般分）調
定

足場
足場北部上

足場北部下

足場南部右

足場南部左

新規・免除

更新・徴収あり

更新・免除

１年許可

公共物使用

継続徴収

１０年許可

５年許可・新規・徴収あり

５年許可・新規・免除

５年許可・更新・徴収あり

河川占用

１０年許可

新規・徴収あり
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道路占用水道（中目黒）
道路占用水道（中町）
道路占用水道（五本木）
道路占用水道（中央町）
道路占用水道（下目黒）
道路占用水道（碑文谷）
道路占用水道（原町）
道路占用水道（洗足）
道路占用水道（鷹番）
道路占用水道（目黒本町）
道路占用水道（南）
道路占用水道（中根）
道路占用水道（八雲）
道路占用水道（自由が丘）
道路占用水道（柿の木坂）
道路占用水道（平町）
道路占用水道（東が丘）
道路占用水道（大岡山）
道路占用水道（緑が丘）
道路占用・小規模工期延伸水道（南部）
道路占用・小規模工期延伸水道（北部）
道路占用取消水道（南部）
道路占用取消水道（北部）
河川占用（水道）
公共物使用（水道）
河川・公共物着手・完成届（水道）
道路占用ガス（駒場）
道路占用ガス（三田）
道路占用ガス（上目黒）
道路占用ガス（青葉台）
道路占用ガス（大橋）
道路占用ガス（東山）
道路占用ガス（中目黒）
道路占用ガス（中町）
道路占用ガス（中央町）
道路占用ガス（五本木）
道路占用ガス（下目黒）
道路占用ガス（目黒）
道路占用ガス（祐天寺）
道路占用ガス（南）
道路占用ガス（鷹番）
道路占用ガス（洗足）
道路占用ガス（五本木）
道路占用ガス（原町）
道路占用ガス（碑文谷）
道路占用ガス（目黒本町）
道路占用ガス（柿の木坂）
道路占用ガス（自由が丘）
道路占用ガス（大岡山）
道路占用ガス（中根）
道路占用ガス（東が丘）
道路占用ガス（八雲）
道路占用ガス（緑が丘）
道路占用ガス（平町）
道路占用・小規模工期延伸ガス（南部）
道路占用取消ガス（南部）
道路占用・小規模工期延伸ガス（北部）
道路占用取消ガス（北部）
公共物使用（ガス）
河川占用（ガス）
河川・公共物着手・完成届（ガス）
道路占用東電（東山）
道路占用東電（大橋）
道路占用東電（上目黒）
道路占用東電（青葉台）
道路占用東電（駒場）
道路占用東電（三田）
道路占用東電（祐天寺）
道路占用東電（目黒）
道路占用東電（中目黒）
道路占用東電（中町）
道路占用東電（中央町）
道路占用東電（五本木）
道路占用東電（下目黒）
道路占用東電（原町）
道路占用東電（鷹番）
道路占用東電（中央町）碑文谷土木
道路占用東電（南）
道路占用東電（目黒本町）
道路占用東電（碑文谷）
道路占用東電（洗足）
道路占用東電（五本木）
道路占用東電（八雲）
道路占用東電（東が丘）
道路占用東電（中根）
道路占用東電（大岡山）

取消・工期延伸東京ガス

河川・公共物占使用東京
ガス

道路占用東京電力 東京電力北部上

東京電力北部下

東京電力南部右

東京電力南部左

河川公共物占使用水道局

道路占用東京ガス 東京ガス北部上

東京ガス北部下

東京ガス南部右

東京ガス南部左

道路占用水道局

水道局北部下

水道局南部右

水道局南部左

取消・工期延伸水道局
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道路占用東電（柿の木坂）
道路占用東電(自由が丘）
道路占用東電（緑が丘）
道路占用東電（平町）
常～都・協議施工（東電）３０
常～都・協議施工（東電）２９
常～都・協議施工（東電）２８
常～都・協議施工（東電）２７
常～都・協議施工（東電）２４，２５
常～都・協議施工（東電）２３
常～都・協議施工（東電）２２
常～都・協議施工（東電）２０，２１
常～都・協議施工（東電）１５，１７，１８
常～都・協議施工（東電）１９
道路占用・小規模工期延伸（東電・北部・１２～３月）
道路占用・小規模工期延伸（東電・南部・８～１１月）
道路占用・小規模工期延伸（東電・南部・４～７月）
道路占用取消東電（北部）
道路占用・小規模工期延伸（東電・北部・４～７月）
道路占用・小規模工期延伸（東電・北部・８～１１月）
道路占用・小規模工期延伸（東電・南部・１２～３月）
道路占用取消東電（南部）
河川占用・公共物使用着手完成届東電
河川占用（東電）
公共物使用（東電）
道路占用ＮＴＴ（東山）
道路占用ＮＴＴ（上目黒）
道路占用ＮＴＴ（大橋）
道路占用ＮＴＴ（青葉台）
道路占用ＮＴＴ（三田）
道路占用ＮＴＴ（駒場）
道路占用ＮＴＴ（中央町）
道路占用ＮＴＴ（中町）
道路占用ＮＴＴ（中目黒）
道路占用ＮＴＴ（目黒）
道路占用ＮＴＴ（五本木）
道路占用ＮＴＴ（下目黒）
道路占用ＮＴＴ（祐天寺）
道路占用ＮＴＴ（目黒本町）
道路占用ＮＴＴ（碑文谷）
道路占用ＮＴＴ（鷹番）
道路占用ＮＴＴ（南）
道路占用ＮＴＴ（洗足）
道路占用ＮＴＴ（原町）
道路占用ＮＴＴ（東が丘）
道路占用ＮＴＴ（八雲）
道路占用ＮＴＴ（緑が丘）
道路占用ＮＴＴ（平町）
道路占用ＮＴＴ（中根）
道路占用ＮＴＴ（大岡山）
道路占用ＮＴＴ（自由が丘）
道路占用ＮＴＴ（柿の木坂）
その他通信事業者（碑文谷）
その他通信事業者（目黒地区）
常～都・協議施行（ＮＴＴ）２０・２１年度分
常～都・協議施行（ＮＴＴ）３１
目黒区電線共同溝　ＮＴＴ
道路占用取消ＮＴＴ（南部）
道路占用・小規模工期延伸ＮＴＴ（北部）
道路占用・小規模工期延伸ＮＴＴ（南部）
道路占用取消ＮＴＴ（北部）
目黒区電線共同溝　その他通信事業者
道路占用取消　その他通信事業者
道路占用・小規模工期延伸　その他通信事業者
公共物使用（ＮＴＴ）
河川・公共物着手・完成届ＮＴＴ
河川占用（ＮＴＴ）
公共物使用　その他通信事業者
河川占用　その他通信事業者
河川・公共物着手・完成届　その他通信事業者
道路占用下水道局（南部左）
道路占用下水道局（北部下）
道路占用下水道局（北部上）
道路占用下水道局（南部右）
道路占用取消（下水道局）
道路占用・小規模工期延伸（下水道局）
公共物使用（下水）
河川・公共物着手・完成届下水
河川占用（下水）
しゅん功届４月分（ガス）
しゅん功届４月分（下水）
しゅん功届４月分（水道）
しゅん功届４月分（東電）
しゅん功届４月分（ＫＤＤＩ）
しゅん功届４月分（ＮＴＴ）
しゅん功届５月分（ＮＴＴ）

しゅん功届４～９月分 しゅん功届４月分

しゅん功届５月分

道路占用下水道局 道路占用下水道局

取消・工期延伸下水道局

河川・公共物占使用下水
道局

都・協議施工（ＮＴＴ）

取消・工期延伸等届出
通信事業者

取消・工期延伸・共同溝
ＮＴＴ

取消・工期延伸・共同溝
その他通信事業者

河川・公共物占使用　通
信事業者

河川・公共物　ＮＴＴ

河川・公共物占使用　そ
の他通信事業者

取消・工期延伸東京電力

河川・公共物占使用東電

道路占用通信事業者 ＮＴＴ北部上

ＮＴＴ北部下

ＮＴＴ南部右

ＮＴＴ南部左

その他通信事業者

道路占用東京電力

東京電力南部左

都・協議施工（東電）

28／48



 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 土木管理課）

第１ガイド 第２ガイド タイトル
しゅん功届５月分（ＫＤＤＩ）
しゅん功届５月分（下水）
しゅん功届５月分（水道）
しゅん功届５月分（東電）
しゅん功届５月分（ガス）
しゅん功届６月分（水道）
しゅん功届６月分（東電）
しゅん功届６月分（下水）
しゅん功届６月分（ガス）
しゅん功届６月分（ＮＴＴ）
しゅん功届７月分（ガス）
しゅん功届７月分（下水）
しゅん功届７月分（水道）
しゅん功届７月分（東電）
しゅん功届７月分（ＮＴＴ）
しゅん功届８月分（水道）
しゅん功届８月分（下水）
しゅん功届８月分（ガス）
しゅん功届８月分（ＮＴＴ）
しゅん功届８月分（東電）
しゅん功届９月分（水道）
しゅん功届９月分（東電）
しゅん功届９月分（下水）
しゅん功届９月分（ガス）
しゅん功届９月分（ＮＴＴ）
しゅん功届１０月分（ガス）
しゅん功届１０月分（水道）
しゅん功届１０月分（東電）
しゅん功届１０月分（下水）
しゅん功届１０月分（ＮＴＴ）
しゅん功届１１月分（ＮＴＴ）
しゅん功届１１月分（ガス）
しゅん功届１１月分（東電）
しゅん功届１１月分（水道）
しゅん功届１１月分（下水）
しゅん功届１２月分（水道）
しゅん功届１２月分（ガス）
しゅん功届１２月分（下水）
しゅん功届１２月分（東電）
しゅん功届１２月分（ＮＴＴ）
しゅん功届１月分（東電）
しゅん功届１月分（ガス）
しゅん功届１月分（ＮＴＴ）
しゅん功届１月分（下水）
しゅん功届１月分（水道）
しゅん功届２月分（水道）
しゅん功届２月分（東電）
しゅん功届２月分（ＮＴＴ）
しゅん功届２月分（ガス）
しゅん功届２月分（下水）
しゅん功届３月分（ＮＴＴ）
しゅん功届３月分（東電）
しゅん功届３月分（ガス）
しゅん功届３月分（水道）
しゅん功届３月分（下水）
自費工事（上目黒）
自費工事（駒場）
自費工事（三田）
自費工事（青葉台）
自費工事（大橋）
自費工事（東山）
自費工事（中央町）
自費工事（五本木）
自費工事（下目黒）
自費工事（中町）
自費工事（祐天寺）
自費工事（目黒）
自費工事（中目黒）
自費工事（原町）
自費工事（洗足）
自費工事（碑文谷）
自費工事（南）
自費工事（鷹番）
自費工事（目黒本町）
自費工事（自由が丘）
自費工事（柿の木坂）
自費工事（大岡山）
自費工事（緑が丘）
自費工事（平町）
自費工事（八雲）
自費工事（東が丘）
自費工事（中根）

河川自費工事 河川自費工事（中目黒）
継～事前協議下水道局
継～平成９年度自費・受託種別図
継～平成１３年度自費・受託種別図

自費工事 自費工事北部上

自費工事北部下

自費工事南部右

自費工事南部左

事前協議 事前協議東京電力･ＮＴ
Ｔ･下水･東京ガス

しゅん功届１０～３月分 しゅん功届１０月分

しゅん功届１１月分

しゅん功届１２月分

しゅん功届１月分

しゅん功届２月分

しゅん功届３月分

しゅん功届４～９月分

しゅん功届５月分

しゅん功届６月分

しゅん功届７月分

しゅん功届８月分

しゅん功届９月分
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第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～平成１１年度自費・受託種別図
継～平成１０年度自費・受託種別図
継～地中配電線路設計図記号（東電）
継～事前協議東京ガス
継～事前協議東京電力
継～事前協議補助３０号
事前協議水道建設部（地番）
事前協議水道建設部（地番）
継～事前協議水道局（その他）
事前協議水道建設部（地番）
事前協議水道建設部（地番）
事前協議水道建設部（地番）
継～積算システム機器操作方法
継～道路復旧費算出根拠
常～令和元年度復旧費・監督事務費改定
道路復旧費納付通知書（７月）
道路復旧費納付通知書（６月）
道路復旧費納付通知書（５月）
道路復旧費納付通知書（４月）
道路復旧費調定（財務）
道路復旧費納付通知書（２月）
道路復旧費納付通知書（１月）
道路復旧費納付通知書（１２月）
道路復旧費納付通知書（１１月）
道路復旧費納付通知書（８月）
道路復旧費納付通知書（９月）
常～納付通知書作成処理手順
道路復旧費納付通知書（３月）
道路復旧費納付通知書（１０月）

統計 復旧費統計
沿道掘さく（大橋）
沿道掘さく（東山）
沿道掘さく（青葉台）
沿道掘さく（三田）
沿道掘さく（駒場）
沿道掘さく（五本木）
沿道掘さく（目黒）
沿道掘さく（祐天寺）
沿道掘さく（中央町）
沿道掘さく（下目黒）
沿道掘さく（中目黒）
沿道掘さく（中町）
沿道掘さく（洗足）
沿道掘さく（鷹番）
沿道掘さく（原町）
沿道掘さく（目黒本町）
沿道掘さく（碑文谷）
沿道掘さく（南）
沿道掘さく（八雲）
沿道掘さく（平町）
沿道掘さく（緑が丘）
沿道掘さく（柿の木坂）
沿道掘さく（自由が丘）
沿道掘さく（東が丘）
沿道掘さく（中根）
沿道掘さく（大岡山）
常～みどりの散歩道ガイドパネル
常～　下水道局　区内指定業者一覧
常～　街区基本調査のための測量基準点
常～　苦情対応
常～　日本電信電話㈱組織見直しに伴う支店地域変更について
常～　水道局組織改正に伴う名称変更について
常～　全面復旧箇所（掘削規制）
常～　電線共同溝（Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ）について
常～　水道管布設工事の仮配管方式の採用について
常～　河川法に基づく許可等の手引き
常～　道路占用物件移設補償要綱　目黒区カラー舗装実施要綱
常～　道路上工事安全関係通達類
常～　東京都福祉のまちづくり条例
常～　占用工事要綱

協定 常～　水道目黒営業所　水道受託施工と事業者施工について
常～道路監察指示書
常～　事故報告書
常～　指示書・確認書類
常～　水道本管図
常～　占用工事チェックリスト
常～道路占用調整図（追加分）
常～道路工事調整図（第２四半期）
常～道路工事調整図（第４四半期）
常～道路工事調整図（第下半期）
常～道路工事調整図（年間）
常～道路工事調整図（過年度分）
常～　坂道調書
常～　特殊舗装構造図
常～　建設局標準構造図集
常～　階段手摺り台帳

占用共通 占用全般

要綱・通達

事故報告・指示書

道路管理

道調

構造図

道路復旧費 単価改正

納付通知書

沿道掘さく 沿道掘さく北部上

沿道掘さく北部下

沿道掘さく南部右

沿道掘さく南部左

事前協議 事前協議東京電力･ＮＴ
Ｔ･下水･東京ガス

事前協議水道
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第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～　カラー舗装維持台帳
常～　柿の木坂三丁目
常～　柿の木坂二丁目
常～　駒場
常～　原町一丁目
常～　原町二丁目
常～　五本木
常～　下目黒五丁目
常～　下目黒三丁目
常～　下目黒四丁目
常～　下目黒二丁目
常～　下目黒六丁目
常～　柿の木坂一丁目
常～　三田
常～　自由が丘一丁目
常～　自由が丘三丁目
常～　自由が丘二丁目
常～　上目黒一丁目
常～　上目黒五丁目
常～　上目黒三丁目
常～　上目黒四丁目
常～　上目黒二丁目
常～　青葉台
常～　洗足一丁目
常～　洗足二丁目
常～　大岡山一丁目
常～　大岡山二丁目
常～　大橋
常～　鷹番一丁目
常～　鷹番三丁目
常～　鷹番二丁目
常～　中央町
常～　中根一丁目
常～　中根二丁目
常～　中町
常～　中目黒一丁目
常～　中目黒五丁目
常～　中目黒三丁目
常～　中目黒四丁目
常～　中目黒二丁目
常～　東が丘一丁目
常～　東が丘二丁目
常～　東京Ｇ　立会い（地図）
常～　東山
常～　南一丁目
常～　南三丁目
常～　南二丁目
常～　八雲一丁目
常～　八雲五丁目
常～　八雲三丁目
常～　八雲四丁目
常～　八雲二丁目
常～　碑文谷一丁目
常～　碑文谷五丁目
常～　碑文谷四丁目
常～　碑文谷二丁目
常～　碑文谷六丁目
常～　平町一丁目
常～　平町二丁目
常～　目黒
常～　目黒本町一丁目
常～　目黒本町五丁目
常～　目黒本町六丁目
常～　祐天寺
常～　緑ヶ丘一丁目
常～　緑ヶ丘三丁目
常～　緑ヶ丘二丁目
常～　下目黒一丁目
常～　目黒本町三丁目
常～　目黒本町四丁目
常～　目黒本町二丁目
常～　本・支管　柿の木坂
常～　本・支管　駒場
常～　本・支管　原町
常～　本・支管　五本木
常～　本・支管　三田
常～　Ｇ大規模監督依頼
常～　本・支管　自由が丘
常～　本・支管　上目黒
常～　本・支管　青葉台
常～　本・支管　洗足
常～　本・支管　大岡山
常～　本・支管　大橋
常～　本・支管　鷹番
常～　本・支管　中央町
常～　本・支管　中根

東京ガス着手届 新設・供給管

本・支管

占用共通

構造図
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第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～　本・支管　中町
常～　本・支管　中目黒
常～　本・支管　東が丘
常～　本・支管　東山
常～　本・支管　南
常～　本・支管　八雲
常～　本・支管　碑文谷
常～　本・支管　平町
常～　本・支管　目黒
常～　本・支管　目黒本町
常～　本・支管　祐天寺
常～　本・支管　緑ヶ丘
常～　本・支管　下目黒
常～　Ｗ　大規模　監督依頼
常～　給水管工事第二係　下目黒
常～　給水管工事第二係　柿の木坂
常～　給水管工事第二係　駒場
常～　給水管工事第二係　原町
常～　給水管工事第二係　五本木
常～　給水管工事第二係　三田
常～　給水管工事第二係　自由が丘
常～　給水管工事第二係　上目黒
常～　給水管工事第二係　青葉台
常～　給水管工事第二係　洗足
常～　給水管工事第二係　大岡山
常～　給水管工事第二係　大橋
常～　給水管工事第二係　鷹番
常～　給水管工事第二係　中央町
常～　給水管工事第二係　中根
常～　給水管工事第二係　中町
常～　給水管工事第二係　中目黒
常～　給水管工事第二係　東が丘
常～　給水管工事第二係　東山
常～　給水管工事第二係　南
常～　給水管工事第二係　八雲
常～　給水管工事第二係　碑文谷
常～　給水管工事第二係　平町
常～　給水管工事第二係　目黒
常～　給水管工事第二係　目黒本町
常～　給水管工事第二係　祐天寺
常～　給水管工事第二係　緑ヶ丘
常～　水道局立会い（地図）
常～　水道漏防　目黒エリア
常～　水道漏防　碑文谷エリア
常～　Ｗ南部　目黒エリア
常～　Ｗ南部　碑文谷エリア

西部建設事務所 常～　Ｗ西部建設事務所
常～　目黒出張所　自由が丘
常～　Ｄ大規模　監督依頼
常～　下水道局立会い（地図）
常～　目黒出張所　下目黒
常～　目黒出張所　上目黒
常～　目黒出張所　青葉台
常～　目黒出張所　緑ヶ丘
常～　目黒出張所　大岡山
常～　目黒出張所　大橋
常～　目黒出張所　鷹番
常～　目黒出張所　中央町
常～　目黒出張所　中根
常～　目黒出張所　中町
常～　目黒出張所　中目黒
常～　目黒出張所　東が丘
常～　目黒出張所　東山
常～　目黒出張所　南
常～　目黒出張所　八雲
常～　目黒出張所　碑文谷
常～　目黒出張所　平町
常～　目黒出張所　目黒
常～　目黒出張所　目黒本町
常～　目黒出張所　祐天寺
常～　目黒出張所　三田
常～　目黒出張所　五本木
常～　目黒出張所　原町
常～　目黒出張所　駒場
常～　目黒出張所　柿の木坂
常～　目黒出張所　洗足
常～　東電品川　目黒本町
常～　Ｅ大規模　監督依頼
常～　東電品川　平町
常～　東電品川　碑文谷
常～　東電品川　八雲
常～　東電品川　南
常～　東電品川　東山
常～　東電品川　下目黒
常～　東京電力立会い（地図）
常～　東電品川　柿の木坂

下水道局着手届 目黒出張所

東京電力着手届 品川支社

東京ガス着手届

本・支管

水道局着手届 給水係工事第二係

漏水防止第二係

南部第二支所
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第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～　東電品川　駒場
常～　東電品川　原町
常～　東電品川　五本木
常～　東電品川　三田
常～　東電品川　自由が丘
常～　東電品川　上目黒
常～　東電品川　青葉台
常～　東電品川　洗足
常～　東電品川　大岡山
常～　東電品川　大橋
常～　東電品川　鷹番
常～　東電品川　中央町
常～　東電品川　中根
常～　東電品川　中町
常～　東電品川　中目黒
常～　東電品川　東が丘
常～　東電品川　緑ヶ丘
常～　東電品川　祐天寺
常～　東電品川　目黒
常～　ＮＴＴ-ＭＥ　駒場
常～　ＮＴＴ-ＭＥ　柿の木坂
常～　ＮＴＴ-ＭＥ　下目黒
常～　ＮＴＴ-ＭＥ　中根
常～　ＮＴＴ-ＭＥ　中央町
常～　ＮＴＴ-ＭＥ　鷹番
常～　ＮＴＴ-ＭＥ　大橋
常～　Ｔ大規模　監督依頼
常～　ＮＴＴ-ＭＥ　洗足
常～　ＮＴＴ-ＭＥ　大岡山
常～　ＮＴＴ立会い（地図）
常～　ＮＴＴ-ＭＥ　原町
常～　ＮＴＴ-ＭＥ　五本木
常～　ＮＴＴ-ＭＥ　三田
常～　ＮＴＴ-ＭＥ　自由が丘
常～　ＮＴＴ-ＭＥ　上目黒
常～　ＮＴＴ-ＭＥ　青葉台
常～　ＮＴＴ-ＭＥ　中町
常～　ＮＴＴ-ＭＥ　中目黒
常～　ＮＴＴ-ＭＥ　東が丘
常～　ＮＴＴ-ＭＥ　東山
常～　ＮＴＴ-ＭＥ　南
常～　ＮＴＴ-ＭＥ　八雲
常～　ＮＴＴ-ＭＥ　碑文谷
常～　ＮＴＴ-ＭＥ　平町
常～　ＮＴＴ-ＭＥ　目黒
常～　ＮＴＴ-ＭＥ　目黒本町
常～　ＮＴＴ-ＭＥ　祐天寺
常～　ＮＴＴ-ＭＥ　緑ヶ丘
常～ＫＤＤＩ（碑文谷署管内）
常～ＫＤＤＩ（目黒署管内）
ガス新設（３月分）
ガス新設（４月分）
ガス新設（５月分）
ガス新設（６月分）
ガス新設（７月分）
ガス新設（８月分）
ガス新設（９月分）
ガス新設（１０月分）
ガス新設（１１月分）
ガス新設（１２月分）
ガス新設（１月分）
ガス新設（２月分）
ガス本支管（８月分）
ガス本支管（７月分）
ガス本支管（１月分）
ガス本支管（１２月分）
ガス本支管（１１月分）
ガス本支管（９月分）
ガス本支管（６月分）
ガス本支管（５月分）
ガス本支管（４月分）
ガス本支管（３月分）
ガス本支管（２月分）
ガス本支管（１０月分）
給水管工事第二係（７月分）
給水管工事第二係（８月分）
給水管工事第二係（２月分）
給水管工事第二係（１月分）
給水管工事第二係（１２月分）
給水管工事第二係（１１月分）
給水管工事第二係（１０月分）
給水管工事第二係（９月分）
給水管工事第二係（３月分）
給水管工事第二係（６月分）
給水管工事第二係（５月分）
給水管工事第二係（４月分）

ＫＤＤＩ着手届

ガス占用工事調定 中央導管新設

中央導管本支管

水道占用工事調定 目黒営業所

東京電力着手届 品川支社

ＮＴＴ着手届 ＮＴＴ－ＭＥ
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漏水防止第二係（１１月分）
漏水防止第二係（９月分）
漏水防止第二係（８月分）
漏水防止第二係（７月分）
漏水防止第二係（６月分）
漏水防止第二係（１０月分）
漏水防止第二係（５月分）
漏水防止第二係（４月分）
漏水防止第二係（３月分）
漏水防止第二係（２月分）
漏水防止第二係（１月分）
漏水防止第二係（１２月分）
南二（７月分）
南二（８月分）
南二（１２月分）
南二（１月分）
南二（２月分）
南二（９月分）
南二（５月分）
南二（４月分）
南二（３月分）
南二（１０月分）
南二（１１月分）
南二（６月分）
Ｄ　（１０月分）
Ｄ　（１１月分）
Ｄ　（１２月分）
Ｄ　（１月分）
Ｄ　（２月分）
Ｄ　（３月分）
Ｄ　（４月分）
Ｄ　（５月分）
Ｄ　（６月分）
Ｄ　（７月分）
Ｄ　（８月分）
Ｄ　（９月分）
Ｅ　品川　（６月分）
Ｅ　品川　（５月分）
Ｅ　品川　（４月分）
Ｅ　品川　（３月分）
Ｅ　品川　（２月分）
Ｅ　品川　（７月分）
Ｅ　品川　（１２月分）
Ｅ　品川　（１１月分）
Ｅ　品川　（１０月分）
Ｅ　品川　（９月分）
Ｅ　品川　（８月分）
Ｅ　品川　（１月分）
Ｔ　（６月分）
Ｔ　（５月分）
Ｔ　（４月分）
Ｔ　（３月分）
Ｔ　（２月分）
Ｔ　（１月分）
Ｔ　（１２月分）
Ｔ　（１１月分）
Ｔ　（１０月分）
Ｔ　（７月分）
Ｔ　（８月分）
Ｔ　（９月分）
常～　自費工事（アスファルト）
常～　自費工事（ガードフェンス・パイプ構造図）
常～　自費工事（タイル・ブロック）
常～　開発許可担当者会議記録
常～　開発行為に関係ある公共施設管理
常～　自費工事　施工承認基準
常～　自費工事（街きょ・Ｌ形・切下げ・境石）
常～　足場・仮囲い占用
常～　申請用紙（自費・沿道・道路使用）
常～　自費工事議事録
常～　仮設構造図・設計基準
常～　山留の設計（応用編）
常～　山留計算例
常～　駒場二丁目
常～　駒場四丁目
常～　駒場三丁目
常～　駒場一丁目
常～　青葉台三丁目
常～　青葉台一丁目
常～　青葉台四丁目
常～　青葉台二丁目
常～　大橋一丁目
常～　大橋二丁目
常～　東山二丁目
常～　東山一丁目
常～　東山三丁目

沿道自費工事 沿道自費工事全般

山留計算書

沿道自費監督依頼（目黒）駒場

青葉台

大橋

東山

下水占用工事調定 目黒出張所

東京電力占用工事調定 品川支社

ＮＴＴ占用工事調定 目黒支店

水道占用工事調定

漏水防止工事調定

南部第二支所
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常～　上目黒一丁目
常～　上目黒二丁目
常～上目黒四丁目
常～上目黒三丁目
常～　祐天寺一丁目
常～　祐天寺二丁目
常～　五本木二丁目
常～　五本木一丁目
常～　五本木三丁目
常～　中央町一丁目
常～　中央町二丁目
常～　中町二丁目
常～　中町一丁目
常～　中目黒一丁目
常～　中目黒二丁目
常～　中目黒四丁目
常～　中目黒五丁目
常～　中目黒三丁目
常～　目黒一丁目
常～　目黒二丁目
常～　目黒三丁目
常～　目黒四丁目
常～　下目黒一丁目
常～　下目黒二丁目

下目黒三・四丁目 常～　下目黒三丁目
常～　下目黒六丁目
常～　下目黒五丁目
常～　三田一丁目
常～　三田二丁目
常～　鷹番三丁目
常～　鷹番二丁目
常～　鷹番一丁目
常～　目黒本町四丁目
常～　目黒本町二丁目
常～　目黒本町三丁目
常～　目黒本町六丁目
常～　目黒本町一丁目
常～　目黒本町五丁目
常～　碑文谷二丁目
常～　碑文谷五丁目
常～　碑文谷三丁目
常～　碑文谷一丁目
常～　碑文谷四丁目
常～　碑文谷六丁目
常～　原町二丁目
常～　原町一丁目
常～　洗足二丁目
常～　洗足一丁目
常～　南二丁目
常～　南一丁目
常～　南三丁目
常～　東が丘一丁目
常～　東が丘二丁目
常～　柿の木坂三丁目
常～　柿の木坂二丁目
常～　柿の木坂一丁目
常～　八雲三丁目
常～　八雲一丁目
常～　八雲二丁目
常～　八雲四丁目
常～　八雲五丁目
常～　大岡山一丁目
常～　大岡山二丁目
常～　平町一丁目
常～　平町二丁目

中根 常～　中根二丁目
常～　緑ヶ丘一丁目
常～　緑ヶ丘二丁目
常～　緑ヶ丘三丁目
常～　自由が丘一丁目
常～　自由が丘三丁目
常～　自由が丘二丁目
常～　一般占用　目黒エリア
常～　一般占用　碑文谷エリア
一般占用完了（４月～７月）
一般占用完了（８月～１１月）
一般占用完了（１２月～３月）
自費工事完了　１０月
自費工事完了　１１月
自費工事完了　１２月
自費工事完了　１月
自費工事完了　２月
自費工事完了　９月
自費工事完了　４月
自費工事完了　５月
自費工事完了　６月

自費・沿道・一般 自費工事完了

平町

緑ヶ丘

自由が丘

一般占用 一般占用

一般占用完了

洗足

南

東が丘

柿の木坂

八雲

大岡山

目黒一・二丁目

目黒三・四丁目

下目黒一・二丁目

下目黒五・六丁目

三田一・二丁目

沿道自費監督依頼（碑文
谷）

鷹番

目黒本町

碑文谷

原町

祐天寺

沿道自費監督依頼（目
黒）

中央町

中町

中目黒一・二丁目

中目黒三・四・五丁目

沿道自費監督依頼（目黒）

上目黒一・二丁目

上目黒三・四・五丁目
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自費工事完了　７月
自費工事完了　８月
自費工事完了　３月
沿道掘削完了　１０月
沿道掘削完了　１１月
沿道掘削完了　９月
沿道掘削完了　８月
沿道掘削完了　７月
沿道掘削完了　１２月
沿道掘削完了　１月
沿道掘削完了　２月
沿道掘削完了　３月
沿道掘削完了　４月
沿道掘削完了　５月
沿道掘削完了　６月
目黒エリア
碑文谷エリア
狭あい完了（碑文谷エリア）
狭あい完了（目黒エリア）

都市公園法・条例・規則等公園条例施行規則 常～目黒区立公園条例施行規則第７条占用料の減免に関する基準
寄付物件 寄付物件 常～寄付物件　南一丁目緑地公園

公園(北)
児童遊園(南)
東原児童遊園
月光原公園
油面公園
不動公園
五本木東児童遊園
緑が丘児童遊園
菅刈公園
自由が丘公園
常～八雲五丁目区民農園
常～深沢第二区民農園契約
常～深沢区民農園契約
常～固定資産税減免申請
常～農園等契約先一覧
常～特定農地貸付に関する資料
常～喜多見苗園
常～公園占用許可（都環境局）駒場公園・地下水位観測孔
常～公園占用許可（郵便事業株式会社目黒支店）郵便差出箱
常～公園占用許可（衾町公園）地震計測器
公園占用許可（平成２８年度内）
公園占用許可（平成２９年度内）
公園占用許可（平成３０年度内）
占用台帳（旧）公園
占用台帳（旧）緑道、児童遊園等
常～公園占用許可（保育計画課）
日本近代文学館土地使用料
公園占用許可（平成３１年度内）
常～公園占用許可（氷川さくら公園）電線共同溝；地上機器用ハンドホール
公園等占用・使用料の歳入調定について
常～公園占用許可（イツコム）松見坂公園他、鋼管柱等
常～公園占用許可（下水道局）呑川本流緑道他
常～公園占用許可（厳島神社）碑文谷公園下水管
常～公園占用許可（国土地理院）東山公園・一等水準点
常～公園占用許可（三田町会）防犯カメラ
常～公園占用許可（水道局）中央緑地公園・水道テレメータ
常～公園占用許可（総務課）
常～公園占用許可（大橋病院）案内板
常～公園占用許可（第１１中学校）呑川本流緑道・屋外用掲示板
常～公園占用許可（地域振興課）町会掲示板
常～公園占用許可（地区サービス事務所）
常～公園占用許可（庁舎管理係）庁舎案内板
常～公園占用許可（都土木技術センター）西郷山公園他・公共基準点等
常～公園占用許可（都立国際高校）駒場野公園・汚水及び雨水排水管
常～公園占用許可（土木事務所）道路反射鏡
常～公園占用許可（東京ガス）月光原公園
常～公園占用許可（東京工業大学）呑川本流緑道人道橋
常～公園占用許可（東京電力）
常～公園占用許可（東日本電信電話）
常～公園占用許可（防災課）
常～公園占用許可（目黒消防署）防火水槽・消防水利標識
常～公園等占用料改定について
常～公園占用許可（首都高速）下二南街かど公園・舗装
常～自動販売機設置事業者公募
常～公園施設設置許可（民間事業者）清涼飲料水自動販売機
常～公園施設設置許可（都教育委員会）駒場公園旧前田侯爵邸洋館
常～公園施設設置許可（大田区）散策路案内ライン
常～公園施設設置許可（総務課）
常～公園施設設置許可（生涯学習課）
常～公園施設設置許可（菅刈地区住民会議）菅刈公園・果樹
常～公園施設設置許可（障害福祉課）西郷山公園飲食店及び売店）
常～公園施設設置許可（障害者（児）を支える会）清涼飲料水自動販売機
常～公園施設設置許可（財・日本近代文学館）
常～公園施設設置許可（環境保全課）
常～公園施設設置許可（学校法人　東邦大学）標識

用地管理 旅館営業許可

境界確定

区民農園 区民農園契約

占・使用許可 公園占用許可

公園施設設置許可

自費・沿道・一般 自費工事完了

沿道掘削完了

狭あい道路 狭あい道路連絡票

狭あい工事完了
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常～公園施設設置許可（スポーツ振興課）
常～公園施設設置許可（道路管理課）
常～公園施設設置許可（目黒消防署）防災資器材格納庫
常～公園施設設置許可（団体名）中目黒公園案内掲示板
公園施設設置許可　自転車シェアリング
常～公園施設設置許可（防災課）
常～公園施設管理許可（区教育委員会）呑川本流緑道１００ｍ走路
常～公園施設管理許可（筑波大学）駒場野公園水田
常～行政財産目的外使用許可（オーパス夢ひろば）自販機
常～行政財産目的外使用許可（こなべ野公園区有私道）水道管
常～行政財産目的外使用許可(別所坂児童遊園）テラス恵比寿の丘管理組合・門扉及びフェンス
常～行政財産目的外使用許可（目黒消防署）目黒東児童遊園・プレハブ格納庫
常～行政財産目的外使用許可（目黒消防署）防火水槽・水利標識
常～行政財産目的外使用許可（東日本電信電話）西小山街かど公園道路内;電柱等
常～行政財産目的外使用許可（東京電力）電柱及び支線
常～行政財産目的外使用許可（東京ガス）ガス管
常～行政財産目的外使用許可（都土木技術センター）洗足二丁目児童遊園公共基準点
常～行政財産目的外使用許可（都第二建設事務所）中央町一丁目児童遊園・標示板
行政財産使用許可（平成３０年度内）
常～行政財産目的外使用許可（下水道局）下水道施設
常～行政財産目的外使用許可（イッツコム）三谷児童遊園他・鋼管柱
行政財産使用許可（平成３１年度内）
常～行政財産目的外使用許可（東日本電信電話）東原児童遊園道路内；電柱等
常～行政財産目的外使用許可（渋谷区）中目黒一丁目児童遊園・街路灯
行政財産使用許可（平成２９年度内）
行政財産使用許可（平成２８年度内）
常～行政財産目的外使用許可の取扱いに関する通知
常～行政財産目的外使用許可（目黒消防署）消防水利不足図等
常～行政財産目的外使用許可（三田町会）防犯カメラ
常～行政財産目的外使用許可承認（防災課）防災資器材格納庫設置
常～行政財産目的外使用承認（地区サービス事務所）公営掲示板
常～行政財産目的外使用承認（防災課）災害時用トイレ
常～行政財産目的外使用許可承認（防災課）防災行政無線固定系子局
常～行政財産目的外使用許可承認（スポーツ振興課）東原児童遊園
常～行政財産目的外使用許可承認（防災課）街頭消火器
常～行政財産目的外使用許可承認（地域振興課）町会掲示板
常～行政財産目的外使用許可承認（生涯学習課）文化財説明版
常～行政財産目的外使用許可承認（防災課）貯水槽・標示板
常～行政財産使用申請（下二南街かど公園）
常～行政財産使用申請（日向児童遊園他・住宅課）
常～教育財産使用申請（駒場小学校他・ガイドパネル）
常～行政財産使用申請（碑文谷体育館・展示コーナー）
常～東京都行政財産使用許可　めぐろ区民キャンパス公園
自費工事承認（平成３０年度内）
自費工事承認（平成２９年度内）
常～自費工事許可（下二南街かど）首都高速
自費工事承認（平成３１年度内）
常～屋外広告物表示届（みどりの散歩道ガイドパネル）
常～河川占用許可（目黒川船入場）
常～区道占用許可（ガイドパネル、公衆便所他）
常～公共物使用許可（蛇崩川支流緑道他）
常～都道占用許可（ガイドパネル、公衆便所他）
常～都道占用許可（首都高速・天空庭園他）
常～東京都公園占用許可（駒沢公園・ガイドパネル）
常～道路使用許可（警察署）
常～世田谷区公園占用許可（九品仏川緑道・ガイドパネル）
常～河川占用許可（目黒川・緑道）
常～河川占用許可（蛇崩川緑道他）
常～河川占用許可（合流点遊び場）
みどりの散歩道ガイドパネル建て替え工事（駒場２－１９駒場公園入口前）
常～唐が崎・目黒銀座児童遊園敷地賃貸借料支出（含む支払調書）
常～みどりの散歩道ガイドパネル　土地一時使用に関する覚書
常～碑文谷八幡宮児童遊び場　土地一時使用に関する覚書
常～みどりの散歩道ガイドパネル　土地使用貸借契約（東京大学）
目黒銀座児童遊園　賃貸借契約
唐が崎児童遊園　賃貸借契約
常～東山貝塚公園南側擁壁地質調査
常～井戸水質検査
常～行政財産用途変更
常～蛇崩川緑道（五本木１－１－〇先）出入口の通行
常～上目黒幹線立坑（下水道局）菅刈公園
常～清水池公園施設改善
常～中目黒公園全般
常～田道広場公園の利用
常～夜間閉鎖（別所坂児童遊園）
常～衾町公園土壌環境調査
常～児童遊園廃止（五本木中・中央町西）
常～月光町児童遊園（施設改善）
常～公園の夜間閉鎖に関する資料
常～公園隣接地の建築計画に対する考え方
常～旧公園事務所跡地整備
常～歴史と文化の散歩道（東京都）
常～みどりの散歩道ガイドパネル
常～目黒天空庭園等監視カメラ
常～防犯カメラ設置（廃止・変更）届
常～呑川本流緑道横断地下道監視カメラ

行政財産使用承認

行政財産使用申請

自費工事

占用申請

公有財産管理 契約

施設管理

占・使用許可

公園施設設置許可

公園施設管理許可

行政財産使用許可
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 土木管理課）

第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～大塚山公園防犯カメラ
常～自転車対策
常～公園等の喫煙対策（含む、路上喫煙禁止対策に伴う指定喫煙所）
常～めぐろ区民キャンパス制札板、案内表示
常～めぐろ区民キャンパス緑化整備芝生管理
常～めぐろ区民キャンパス施設運営連絡会
常～めぐろ区民キャンパス施設設備、維持管理、安全管理
常～めぐろ区民キャンパス施設、設備、設置管理
常～碑文谷公園内厳島神社
常～日朝友好親善碑・資料（碑文谷公園）
常～区有地内の庚申塔・地蔵の扱い
常～公園内にある宗教性の色合いのある施設
常～区有通路告示（西小山公園）
常～一時閉鎖告示
常～告示その１（～⑬）
常～告示その２（⑭⑮⑯）
常～告示その３（⑰～）
常～廃止告示
常～緑道の告示区域・告示日
常～区道告示（駒場公園東門）
常～国有財産無償貸付契約（なべころ坂緑地公園）
常～国有財産無償貸付契約（すずめのお宿緑地公園）
常～国有財産の樹木管理
常～国有財産無償貸付契約（東山公園拡張部）
常～国有財産無償貸付契約（駒場公園）
常～国有財産無償貸付契約（駒場野公園拡張部）
常～国有財産無償貸付契約（駒場野公園既存部）
常～国有財産無償貸付契約（月光原公園）
常～国有財産無償貸付契約（児童遊園）
常～国有財産無償貸付契約（中目黒公園）
常～国有財産無償貸付契約（東山街かど公園）
常～国有財産無償貸付契約（東山公園既存部）
常～用途指定財産現況報告

庶務 庶務一般
土木管理手数料の歳入調定(日々調定)
諸証明申請総括表兼収納金日報
領収証書（土木管理手数料）
納付書兼納入済通知書(土木管理手数料)
土地境界確定代行業務委託
調定収入通知書
各種証明の発行について
領収証書（土木管理手数料）
諸証明申請総括表兼収納金日報（９月分）
土木管理手数料の歳入調定（日々調定）
公用請求申請書（諸証明）
納付書兼納入済通知書（土木管理手数料）
諸証明申請総括表兼収納金日報（１０月分）
諸証明申請総括表兼収納金日報（１１月分）
諸証明申請総括表兼収納金日報（１２月分）
諸証明申請総括表兼収納金日報（１月分）
諸証明申請総括表兼収納金日報（２月分）
諸証明申請総括表兼収納金日報（３月分）
諸証明申請総括表兼収納金日報（４月分）
諸証明申請総括表兼収納金日報（５月分）
諸証明申請総括表兼収納金日報（６月分）
諸証明申請総括表兼収納金日報（７月分）
諸証明申請総括表兼収納金日報（８月分）

区民対応 常～区民の声
ホームページ 常～確定申請書等の公開

常～道路敷の権原取得に関する要領
常～都市整備部所管土地境界確定事務取扱要領
常～道路区域境界同意に関する事務処理要領
諸証明取扱基準

通知 道路工事のお知らせ
常～地図訂正について（平成３０年度）
常～地図訂正について（平成２９年度）
常～地図訂正について（平成３１年度）
戸籍謄本・住民票等交付依頼　Ｈ３１
常～登記事項証明書等の申請について　H３１
土地境界に関係する資料提供について（依頼）　Ｈ３１
常～土地境界図の閲覧（謄写）申請書県手数料免除申請書
開示請求(決定通知)令和元年度

公文書館 常～閲覧申請書
土地境界に関係する資料提供について（回答）　Ｈ３０
道路台帳平面図及び土地境界図の写し等の交付に係る料金等の調査について（回答）について
道路等の区有地と民有地との境界確定業務に関する調査について H２９
平成２８年度　道路･地形データ(道路管理システム)の更新について（回答）
平成２９年度　道路施設現況調査について（回答）
平成２９年度　道路･地形データ(道路管理システム)の更新について（回答）
平成３０年度　道路施設現況調査について（回答）
無電柱化基礎調査委託に伴う資料の提供について（回答）
路面性状調査委託に伴う資料の提供について（回答）
目黒区道路現況平面図集の貸与について（回答）
「平成３１年度　東京都道路現況調査」について
雨水桝グレーチング蓋隙間解消工事」実施に伴う資料の提供について（回答)
「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」策定に伴う資料の提供について（回答）

国有財産貸付契約

庶務
予算・財務

幅員証明

管理全般 管理要領

登記

請求・依頼・申請

調査・回答

公有財産管理

施設管理

施設管理（区民キャンパ
ス）

宗教の取扱い

告示
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 土木管理課）

第１ガイド 第２ガイド タイトル
地図の交付について（回答）
目黒区道路台帳現況平面図等に関するデータの借用について（回答）
土地境界に関係する資料提供について（依頼）　Ｈ３１
土地境界に関係する資料提供について（回答）　Ｈ３１
原町一丁目７番・８番地区防災街区整備事業に伴う資料の提供について（回答）
地域交通調査検討業務委託に伴う資料の提供について（回答）
NHKアンケート調査
「平成２９年度　道路現況調査」について
「平成３０年度　道路現況調査」について
区有通路制度について（回答）
赤道の活用方針や活用事例の調査について（世田谷区議会事務局長）
地籍調査に係る予算額について（荒川区議会事務局長）
地籍調査成果図及び道路台帳現況平面図のデータ貸与について（回答）H３０
土地境界に関係する資料提供について（依頼）　Ｈ３０
手続番号　平成２８年　第１０１号（柿の木坂二丁目地内）
手続番号　平成２９年　第１８２号ないし第１８４号（下目黒五丁目地内）
手続番号　令和元年　第８７号～第８９号（鷹番三丁目地内）
手続番号　令和元年　第１０２号～第１０３号（柿の木坂一丁目地内）
手続番号　令和元年　第１３１号（緑が丘二丁目地内）
手続番号　令和元年　第８４号　(碑文谷一丁目地内）
手続番号　平成３０年　第１６０号～１６２号（下目黒二丁目地内）
手続番号　平成３０年　第１３７号及び第１３８号（中目黒五丁目地内）
手続番号　平成２９年　第１８１号（青葉台二丁目地内）
手続番号　平成２９年　第２３６号（大岡山一丁目地内）
目黒区公共基準点等復元委託
常～公共基準点の教育財産使用承認申請について
常～基準点の使用承認
常～公共基準点の教育財産使用承認申請について（目黒区立学校及び体育館）
常～公共基準点撤去承認
常～公共基準点付近での工事施行届
常～街区基準点の廃止・移設
常～水準測量委託(予算要望資料)
目黒区水準基標都道設置部における道路占用許可申請の更新について

区道認定 Ｂ４５－１号線（中目黒一丁目地内）の供用開始に伴う幅員について（整理）
都・他区区域変更通知 都区域変更通知
２９立案請求 平成２９年第２回　区議会定例会議案の立案請求
３０立案請求 平成３０年第４回　区議会定例会議案の立案請求

平成３１年第２回　区議会定例会議案の立案請求
令和元年第４回　区議会定例会議案の立案請求
用途廃止＜特定地名＞
用途廃止＜特定地名＞
常～用途廃止＜特定地名＞
常～用途廃止＜特定地名＞
常～道路廃止＜特定地名＞
常～用途廃止＜特定地名＞
常～道路廃止＜特定地名＞

道路交換（北部） 道路敷交換（下目黒二丁目地内）
道路交換（南部） 道路敷交換（緑が丘一丁目地内、緑が丘三丁地内）
駒場 常～駒場一丁目＜特定地名＞

常～上目黒四丁目＜特定地名＞
常～上目黒三丁目＜特定地名＞
常～中目黒一丁目＜特定地名＞　＜法人名＞
常～中目黒五丁目＜特定地名＞　＜個人氏名＞

中町 常～中町一丁目＜特定地名＞
常～五本木三丁目＜特定地名＞　＜個人氏名＞
常～五本木三丁目＜特定地名＞　＜法人名＞
常～五本木二丁目＜特定地名＞

祐天寺 常～祐天寺二丁目＜特定地名＞
大岡山 常～大岡山一丁目＜特定地名＞

道路敷地 中目黒 常～中目黒五丁目＜特定地名＞
特別区道S４６～５２ 昭４６年度 告示第１７号

２９ ４－２－３９
２９－⑩－１－８５
２９－⑩－１－８６
２９ １－１－７６
２９ １－１－７７
２９ １－１－７８
２９ ⑪－１－８１
２９ ⑪－２－７８
⑪－２－７７
２９ ２３－１－１２
２９ ５－５－３４
２９－⑩－１－８７
２９ ⑩－２－５３
２９ ⑩－２－５４
２９ ６－１－４
２９ ⑰－２－３２
２９ ２４－４－１３
２９ ８－３－１９
２９ ８－３－２０
２９８ー４－４１
２９－⑭－１－２５
２９ ⑭－３－１０
２９－⑫－１－３７
２９－⑫－１－３８
２９－⑫－２－２５

境界同意 平成２９年度

交換

既設道路敷取得
上目黒

中目黒

五本木

基準点

水準点

道路管理

立案請求

３１立案請求

用途廃止 用途廃止

道路廃止

管理全般

調査・回答

筆界特定
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第１ガイド 第２ガイド タイトル
２９ ２２－３－１２
２９ ９－５－８８
２９ ５－３－９７
２９－５－２－５８
２９ ２１－１－４２
３０ １－１－７９
３０ １－１－８０
３０ ７－１－１７
３０ ７－２－６６
３０ ２３－２－５
３０ ５－１－５
３０ ５－４－７１
３０ ２－４－９
３０ ４－２－４０
３０ ⑲－２－２０
３０ ３－１－２６
３０ ⑱－１－４
３０ ⑳－２－１４
３０ ８－１－４６
３０ ８－４－４３
３０ ８－４－４２
３０ ⑪－１－８２
３０ ９－６－４５
３０ ９－６－４４
３０－⑭－１－２６
３０８－４－４４
３０　８－１－４４
３０－⑩－１－８８
３０－４－２－４１
３０－５－２－６０
３０－５－２－５９
３０－５－３－９８
３０－５－１－４
３０－２３－２－６
３０ ２３－１－１３
３１－⑪－２－８０－１、２
３１－⑬－１－３８
３１－１２８８５;－２－１４
１－⑭－１－２７
2002/4/10
９－５－８９
⑭－１－２８
５－４－７２
⑭－１－２９
８－１－４８
１－⑯－１－８
３１－⑩－１－８９
３１－２１－１－４４
⑬－２－３８
８－１－５０
⑪－２－８２
⑩－１－９０
３１－９－３－１８
８－１－４９
⑬－１－３９
９－５－９０
⑯－１－９
３１－２１－１－４３
３１－２８－２－９
３１－５－２－６１

全部閉鎖 常～同意（同意－上目黒＜特定地名＞）の閉鎖について
常～同意（青葉台＜特定地名＞）の閉鎖について
常～同意（大橋＜特定地名＞）の一部閉鎖について
常～同意図面第緑が丘＜特定地名＞の一部閉鎖について（＜特定地名＞）
常～同意（目黒＜特定地名＞）の閉鎖について
常～同意図面（中目黒＜特定地名＞）の一部閉鎖について
常～同意取下　大岡山二丁目＜特定地名＞　＜個人氏名＞
常～境界同意取下書　H７～H１４
常～境界同意取下書　H１５～
常～境界同意取下箇所一覧表
常～下目黒四丁目＜特定地名＞　＜法人名＞
道路区域境界同意の取下げについて（自由が丘一丁目地内）
常～建築合議回答（平成１７年度）
常～建築合議回答（平成１８年度）
常～建築合議回答（平成１９年度）
常～呑川緑道沿いの道路について
常～特別区道一幹５号（野沢通り）上目黒五丁目＜特定地名＞
常～建築合議図面（平成２０年度）
常～建築合議回答（平成２０年度）
常～建築合議図面（平成１７年度）
常～建築合議図面（平成１８年度）
常～建築合議図面（平成１９年度）

道路位置指定 常～建築基準法道路の指定変更について（大橋二丁目地内）
常～境界確定通知書　S６３～H４年度
常～境界確定通知書　Ｈ１０年度
常～境界確定通知書　Ｈ９年度

建築合議 建築確認申請

境界確定 境界確定通知書

境界同意 平成２９年度

平成３０年度

平成３１年度

道路区域境界同意
一部閉鎖

同意取下
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常～境界確定通知書　Ｈ８年度
常～境界確定通知書　Ｈ７年度
常～境界確定通知書　Ｈ６年度
常～境界確定通知書　Ｈ１１年度
常～境界確定通知書　Ｈ１７年度
常～境界確定通知書　Ｈ１５年度
常～境界確定通知書　Ｈ１４年度
常～境界確定通知書　Ｈ１３年度
常～境界確定通知書　Ｈ１２年度
常～境界確定通知書　Ｈ５年度
常～鷹番三丁目＜特定地名＞
常～大橋二丁目＜特定地名＞
常～五本木一丁目＜特定地名＞
土地の境界標示の再設置について（緑が丘一丁目地内）
常～目黒区内整理地区調書書類
土地境界確定取下げ
土地境界確定のための立会について
境界確認書（目黒本町＜特定地名＞　私道内）
常～境界確定管理簿（４０００番代）
常～震災・戦災復興土地区画整理換地確定図等の取扱いについて（通知）
常～土地境界確定に伴う道路管理者の承諾について
常～土地境界確定の合意について（目黒一丁目＜特定地名＞）
常～土地境界確定原議引継
常～土地境界確定受領者名簿
常～土地境界確定申請書の引継ぎ
常～土地境界受領者名簿（Ｈ１４～Ｈ１９）
常～土地境界図の訂正について（上目黒二丁目地内）
常～東京都境界確定原義索引チェック簿
常～確定図面第４０２号の一部閉鎖について（駒場三丁目地内）
常～確定図面第２１５３号の一部閉鎖について（目黒本町一丁目地内）
常～確定図面第６３８６号の一部閉鎖について（下目黒六丁目地内）
常～確定図面第６３８６号の一部閉鎖について（下目黒六丁目地内）
常～確定図面第１８８６号の一部閉鎖について（上目黒二丁目地内）
常～確定図面第２２１０号の一部閉鎖について（緑が丘三丁目地内）
常～土地境界確定に伴う誓約書（南一丁目
土地の境界標再設置確認書
世２９－３２４９２号
常～駒沢一丁目＜特定地名＞区有地ほか
世ー２４７９２号
世ー２４７８５
常～世田谷区奥沢一丁目＜特定地名＞
世１６－２１１２３号、世２４－２７５８３号
世３１－３３５７６号
世３１－３３６５１号

平成１８年度 １８－６００２～６０９８
平成１９年度 １９－６０９９～６３６５
平成２０年度 ２０－６３６６～６５９４
平成２１年度 ２１－６５９５～６７８１
平成２２年度 ２２－６７８７～７１５２
平成２３年度 ２３－７１５３～７２２４
平成２４年度 ２４－７２４１～７４３５
平成２５年度 ２５－７４６０～７６７１
平成２６年度 ２６－７６７２～７９０４
平成２７年度 ２７－７９１４～８１１５
平成２８年度 ２８－８１４１～８３４３
平成２９年度 ２９－８３６２～８５７２
平成３０年度 ３０－８５９４～８７９２
平成３１年度 ３１－８８８４
平成１９年度 目黒区告示第１～６３２号
平成２０年度 目黒区告示第２３号～４９７号
平成２１年度 目黒区告示第２５～６７９号
平成２２年度 目黒区告示第５７～６１６号
平成２３年度 目黒区告示第２３～４４８号
平成２４年度 目黒区告示第７～４８１号
平成２５年度 目黒区告示第１９～４５１号
平成２６年度 目黒区告示第４～６７１号
平成２８年度 目黒区告示第１７９～５９７号
平成２９年度 目黒区告示第９～７２１号
平成３０年度 目黒区告示第４～７４８号
平成３１年度 目黒区告示第５～５２８号

常～法定外公共物
常～国有財産管理事務説明会等 H４.１１
常～国有財産管理事務説明会等　H１２.４
常～国有財産譲与に関する作業資料
常～国有財産譲与ガイドライン
常～国有財産譲与ガイドライン
常～国有財産譲与申請手続き要領
常～国有財産譲与申請手続き要領
常～譲与申請の変更資料
常～譲与促進交付金
常～譲与促進交付金
常～第３ブロック譲与情報交換会資料
常～法定・公共物調査の手引き
常～法定・法定外公共物調査の手引き
常～国有財産管理事務説明会　H１４.１１
常～世田谷区と打合せ資料(H１７.７.１２国有財産譲与に関して)

土地境界確定

国有財産譲与 譲与説明及び作業資料

境界確定 境界確定通知書

確定申請

土地境界確定関係

土地境界確定の閉鎖に
ついて

境界確定に伴なう誓約書

境界確定の合意（隣接
区）
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第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～大田区と打合せ（１５年度）
常～品川区と打合せ（平成１７年４月２２日・特定図）
常～法定外公共物の有無について
常～河川部との協議書(１４年度）
常～河川部との協議書（１３年度）
常～河川部打合せ(１５年度）
常～国の庁舎等内の法定外公共物に関する打合せ及び協議書類
常～国道に関する協議書（１３年度）
常～国道に関する協議書（１５年度）
常～財務省所管国有財産譲与予定
常～七建との協議書（１３年度）
常～七建との協議書（１４年度）
常～七建との協議書（１５年度）
常～平成１４年度法定外公共物譲与箇所の判断資料
常～平成１３年度法定外公共物譲与箇所の判断資料
常～平成１５年度法定外譲与（財務省）
常～平成１５年度法定外公共物譲与箇所の判断資料
常～国有財産譲与の一部変更申請について（下目黒二丁目）
国有財産譲与の一部変更申請について（回答）（五本木一丁目　道路法第９０条２項関係）
国有財産譲与の一部変更申請について（五本木一丁目地内）
常～国有財産譲与の一部変更申請について（上目黒二丁目＜特定地名＞）
常～国有財産譲与の一部変更申請について（上目黒二丁目ほか１か所）
常～国有財産譲与の一部変更申請通知（平成１６年度）
常～国有財産譲与の一部変更申請通知（平成１７年度）　国交省
常～国有財産譲与契約の一部変更契約書の送付について（中目黒二丁目地内）財務省・法定外（７回目）
常～国有財産譲与契約書の一部変更契約書の送付について（目黒区駒場三丁目＜特定地名＞）
常～国有財産譲与契約書の一部変更契約書の送付について（目黒区中目黒二丁目＜特定地名＞）
常～国有財産譲与契約書の受理について（下目黒ニ丁目＜特定地名＞）
常～国有財産譲与契約書の受理について（下目黒六丁目＜特定地名＞）
常～国有財産譲与契約書の送付について（上目黒四丁目地内）通知
常～国有財産譲与契約書の送付について（緑が丘三丁目地内）通知
常～国有財産譲与の一部変更申請について（上目黒二丁目＜特定地名＞）
国有財産特別措置法第５条第１項第５号関係　平成１５年度分
常～国有財産譲与契約書の一部変更契約書の送付について（上目黒二丁目＜特定地名＞）
特措法第５条第１項第５号　平成１５年度分　Ｈ２２年６月１５日付
国有財産特別措置法第５条第１項第５号関係　平成１５年度分）
常～国有財産譲与の一部変更申請について（上目黒二丁目地内）
常～国有財産譲与契約の一部変更申請について（駒場三丁目）
常～国有財産譲与契約の一部変更申請について（駒場三丁目）
常～国有財産譲与契約の一部変更申請について（緑が丘三丁目地内）
常～国有財産譲与契約の一部変更申請について（上目黒四丁目地内）財務省・法定外
常～国有財産譲与契約の一部変更申請について（中目黒二丁目）
道路法第９０条第２項　平成１５年度分　Ｈ２２年６月２８日付
道路法第９０条第２項　平成１３年度分　Ｈ２４年４月３日付
常～国有財産譲与申請について（下目黒六丁目地内）
常～国有地譲与申請書及び回答書（１３年度）
常～国有地譲与申請書及び回答書（１４年度）
常～国有地譲与申請書及び回答書（１５年度）
常～国有地譲与申請書及び回答書（１７年度）
常～法定外・法定公共物の譲与に関わる特定図面の管理保管方法(回答)
常～法定外公共物の譲与事務手続きの完了について
常～国有財産譲与の一部変更申請（通知）
常～国有財産の取得について（目黒区駒場三丁目＜特定地名＞）
国有財産譲与の一部変更申請について（中央町一丁目地内）財務省・法定外
国有財産譲与の一部変更申請について（下目黒二丁目地内）財務省・法定外
常～国有財産譲与契約の一部変更申請について（駒場三丁目）
常～国有財産譲与契約の一部変更申請について（道路法第９０条・上目黒三丁目）
常～国有財産譲与契約の一部変更申請について（中目黒二丁目地内）財務省・法定外（７回目）
常～登記嘱託（所有権移転）について　（下目黒六丁目＜特定地名＞）
所有権抹消登記（目黒一丁目地内）
常～登記嘱託（所有権移転）について（目黒区下目黒四丁目＜特定地名＞）
常～登記嘱託（所有権移転）について（目黒区下目黒六丁目＜特定地名＞）
常～登記嘱託（所有権移転）について（目黒区駒場三丁目＜特定地名＞）
常～登記嘱託（所有権移転）について（目黒区上目黒二丁目＜特定地名＞）
常～登記嘱託（所有権移転）について（目黒区上目黒二丁目＜特定地名＞）
常～登記嘱託（所有権移転）について（目黒区中目黒二丁目＜特定地名＞）
目黒区目黒三丁目＜特定地名＞
常～平成２０年度　所有権移転登記
上目黒二丁目＜特定地名＞
目黒区五本木二丁目＜特定地名＞
目黒区中目黒二丁目＜特定地名＞
目黒区東山一丁目＜特定地名＞
常～国有財産譲与の所有権移転登記（１７年度）
常～国有財産譲与の所有権移転登記（１６年度）
常～登記嘱託（所有権移転）について（目黒区下目黒一丁目＜特定地名＞）
常～東京都有地の譲与について（追加申請・目黒本町四丁目地内）
常～登記嘱託（所有権移転）について（目黒区駒場一丁目＜特定地名＞ほか１３８筆）
常～東京都有地譲与契約の締結について（五本木一丁目地内）
常～東京都有地譲与契約の締結について（五本木一丁目地内）
常～東京都有地譲与契約の締結について（下目黒六丁目地内）
常～東京都有地譲与契約の締結について（下目黒三丁目地内）
常～東京都有地の譲与について（申請）
常～東京都有地の譲与について（追加申請・下目黒六丁目地内）
常～東京都有地の譲与について（追加申請・五本木一丁目地内）
常～東京都有地の譲与について（追加申請）
常～東京都有地譲与契約の締結について

国有財産譲与

都有地譲与

協議及び打合せ

譲与判断資料

申請及び回答

登記

都有地譲与申請
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常～東京都有地譲与契約の締結について
常～登記嘱託（所有権移転）について（目黒区下目黒六丁目＜特定地名＞）
常～登記嘱託（所有権移転）について（目黒区下目黒三丁目＜特定地名＞）
常～登記嘱託（所有権移転）について（目黒区五本木一丁目＜特定地名＞）
常～登記嘱託（所有権移転）について（目黒区五本木一丁目＜特定地名＞）
常～登記嘱託（所有権移転）について（目黒区青葉台一丁目＜特定地名＞ほか２筆）
土地活用促進調査
常～都市再生街区基本調査（現況調査）碑文谷１－２７～原町１－２（国）
常～都市再生街区基本調査・実施（平成１６～１７年度）
常～都市再生街区基本調査・概要
常～国土調査法第１９条第５号（開発行為等の国土調査指定）
常～公共測量の年度計画の報告について
常～基本調査特定地域調査
常～土地活用促進調査の登録について（平成１９年度、国実施）
街区基本調査成果活用促進会議
基本調査東京都連絡調整会議
常～事業決定（区長決定・事業実施）
都市環境委員会（報告書）
調査実施区域図（地形図）
常～事業計画・補助金等の書類の流れ
常～長期計画（３０年・５０年・１０年・国十箇年計画）
常～不動産登記法第１４条第１項地図関係
地籍調査成果図の取扱について
常～事業着手（当初事業要望）
常～情報公開・個人情報保護審議会
街区基準点成果等の座標補正に係る測量成果
常～第６次十箇年計画（次期長期計画）の策定に関する質問（事業計画の拡大）
常～他の自治体の取組み状況
常～政策調整会議資料
常～実施計画
常～次期国土調査事業十箇年計画策定に向けた実態等調査の実施について
常～事業計画
常～国土調査事業十箇年計画
常～地籍調査事業に関する予算要望について
平成２０年度地籍調査実施区域図等
平成１９年度全国都道府県市区町村別面積調書
平成１９年度　東京都国土調査事業に関する予算要望について（回答）
地籍調査測量方式別縮尺別実施面積調書等の作成依頼について
実施計画資料
常～平成２０年度国土調査事業予算等提出資料
常～東京都計画（第五次国土調査事業十箇年計画）の地籍調査計画明細書の変更について
常～都市再生街づくり支援調査（平成２２年度）の実施要望について
常～地籍調査事業の実施決定
常～地籍調査事業に係る事業計画
公益社団法人全国国土調査協会 指定代表者届について
平成２２年度東京都国土調査推進協議会定例総会
常～社団法人全国国土調査協会への入会申込みについて(H２０.６.２)
常～東京都国土調査推進協議会・（社）全国国土調査協会・会費の請求
常～東京都国土調査推進協議会「入会届」の提出について(H２０.７.１７)
国土調査事業関係者名簿
平成２１年度東京都国土調査推進協議会定例総会
平成２０年度東京都国土調査推進協議会定例総会
（社）日本国土調査測量協会
平成２１年度東京都国土調査推進協議会・（社）全国国土調査協会・会費（負担金）
平成２０年度東京都国土調査推進協議会・（社）全国国土調査協会・会費（負担金）
東京都都市部地籍調査事業地区連絡会議ＷＧ（ワーキング・グループ）
第４９回定例総会（H２２.７.２２開催）社団法人全国国土調査協会
第４８回定例総会（H２１.７.２１開催）社団法人全国国土調査協会
第４７回定例総会（H２０.７.２２開催）社団法人全国国土調査協会
社団法人全国国土調査協会第５０回定例総会及び国土調査調査６０周年記念行事の開催について
公益社団法人全国国土調査協会定例総会及び東京都国土調査推進協議会定例総会の開催について
地方研修会
平成１６年度地籍調査講習会
平成１７年度地籍調査新規着手支援講習会
平成２０年度関東ブロック地籍調査事業担当者講習会
平成２０年度関東ブロック地籍調査事業担当者講習会の開催について
平成２０年度地籍調査新規着手支援講習会
平成２１年度関東ブロック地籍調査事業担当者講習会の開催について
平成２１年度地籍調査関係施策研修会　H２２.２.１２
平成２４年度関東ブロック地籍調査事業担当者講習会
平成２４年度関東ブロック地籍調査事業担当者講習会の開催について
平成２２年度関東ブロック地籍調査事業実務研修会の開催について（通知）
「地籍フェア２００８ｉｎ新潟」
国土調査研修（国土交通大学校）
国土調査実務講習会について
指導者養成研修会の実施について
平成２３年度（２０１１年）東北地方太平洋沖地震に伴う国家基準点成果改訂に関する説明会の開催について（通知）
国土調査実務講習会
東京都（地籍調査係）への回答
各自治体への回答
地図混乱地区の確認調査票等の作成について（回答）
地籍調査（官民境界等先行調査）成果図の送付について（下目黒二・三丁目の一部）
公益社団法人全国国土調査協会への回答
常～東京都地籍調査費算定運用基準
常～地籍調査外注化実施マニュアル　平成１４年１２月
常～地籍調査の成果の認証の請求及び認証の承認申請に係る書類の作成に関する留意事項について（通知）

都有地譲与

国土調査

地籍調査事業 事業決定・重要事項

事業計画

（財）全協・（都）協議会

講習会・打合せ

都有地譲与申請

所有権移転

基本調査

調査・回答

要綱・要領
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 土木管理課）

第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～地籍調査の成果の認証の請求及び承認申請に係る添付書類の作成要領
常～地籍調査に係る経費について（通知）
常～地籍整備推進調査費補助金制度要綱及び地籍整備推進調査費補助金交付要領
常～地籍調査事業費積算基準書
常～地籍調査成果電子納品要領（官民境界等先行調査）
常～東京都国土調査事業費補助金等交付要綱・東京都地籍調査事業実施要領
常～都市再生地籍調査事業（官民境界等先行調査）の実施に係る工程検査及び検査規程等の運用について
常～都市再生地籍調査Ｑ＆Ａ実例集
常～都市再生街区基本調査作業規程（国）
常～地籍調査費算定要領（ＣＳＳ）
常～「地籍調査作業規程準則運用基準」の改正について（通知）
常～「地籍調査成果の証明」について（通知）
常～官民境界等先行調査実施マニュアル
常～国土調査事業に係る財産処分承認基準について（通知）
常～数値情報化（一筆地・地籍図・地籍簿）特別調書
令和２年度国土調査法に係る事務
平成３０年度国土調査法に係る事務
平成３１年度東京都国土調査事業費補助金に係る事務
平成３１年度東京都国土調査法に係る事務
令和２年度国土調査事業費補助金に係る事務
登記情報及び地図情報の電子データの提供依頼について
東京法務局渋谷出張所へ地籍調査成果図の送付
常～地籍調査事業書類の流れ（国土調査法・都補助金等）
常～補助金完了検査の流れ
常～工程検査の流れ
起工書
他団体協議
請負者提出書類
常～境界確認立会い（小山三丁目８２番７ほか３筆）
常～一筆調査の境界確認立会（小山三丁目＜特定地名＞）
告示第４１号

昭４３年度 告示第６～１０２号
昭４４年度 告示第３３～３２７号
昭４５年度 告示第１９～２９３号
昭４６年度 告示第１～２４３号
昭４７年度 告示第２～２５３号
昭４８年度 告示第１～６３６号
昭４９年度 目黒区告示２９～１４２号
昭５０年度 告示第１６～３１５号
昭５１年度 告示第７～２０１号
昭５２年度 告示第２２～２８０号
昭５３年度 告示第３４～２３２号
昭５４年度 告示第７６～１７３号
昭５５年度 告示第１７４～２０１号
昭５６年度 告示第３４～２０２号
昭５７年度 告示第５２～２２７号
昭５９年度 告示第２２５～２２７号
昭６０・６１年度 告示第１９３～２８９号

告示第２５７号
常～昭４３.５.３１未告示・議決のみ
常～H２９.１０.１０告示５７３号　上目黒３-１６９５-１５先～同番２５先
告示第１９６号

平１年度 告示第１２８～２５７号
平２年度 告示第１２９号
平３年度 告示第１２７～２７７号
平４年度 告示第４７～１５１号
平５年度 告示第２６４号
平６年度 告示第７５号
平７年度 告示第１８９～３９４号
平８年度 告示第２７２号
平９年度 告示第９９～３９０号
平１０年度 告示第３１６～３４３号
平１２年度 告示第３３８～３５９号の２
平成１７年度 告示第１１５～５４９号
平成１８年度 告示第１９３～４６９号
平成１９年度 告示第５～３７４号
平成２０年度 告示第６４０号
平成２１年度 告示第５～３１６号
平成２２年度 目黒区告示第１～６１５号
平成２３年度 告示第３～４５２号
平成２４年度 目黒区告示第１８４～４６５号
平成２５年度 目黒区告示第２６２～５１５号
平成２６年度 目黒区告示第３～６１２号
平成２７年度 目黒区告示第３９５～６６５号
平成２８年度 目黒区告示第７５～４２０号の２
平成２９年度 目黒区告示第４５～６８１号
平成３０年度 目黒区告示第３５～５５７号
平成３１年度 目黒区告示第１１～５３７号
令和２年度 常～河川に接する道路

常～委任河川譲与
常～河川区域証明について（通知）
常～河川占用許可申請
常～河川敷地の管理（都通知）
常～廃川敷地の告示
常～河川敷地構成図
常～河川改修工事概要書

河川

地籍調査事業

他区の地籍調査立会

区有導路

昭６２年度

未告示

河川全般

成果等

品川区

要綱・要領

東京都国土調査法及び
補助金に係る事務

法務局対応

事業実施

目黒川
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 土木管理課）

第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～河川に接する認定外道路
常～荷揚場関係綴
常～目黒川整備工事資料
常～目黒川丈量図
常～公共用地境界総括図
常～蛇崩川各橋梁図
常～蛇崩川境界図
常～蛇崩川廃川敷
常～廃河川　上目黒二丁目
常～廃河川　上目黒四丁目
常～上目黒（諏訪山）
常～廃河川道路　上目黒五丁目
常～東山一丁目＜特定地名＞
常～五本木一丁目＜特定地名＞
常～目黒三丁目＜特定地名＞
常～目黒三丁目＜特定地名＞
常～目黒三丁目＜特定地名＞の一部
常～五本木一丁目＜特定地名＞
常～五本木一丁目＜特定地名＞
常～五本木一丁目＜特定地名＞＜個人名＞
常～五本木二丁目＜特定地名＞
常～上目黒一丁目＜特定地名＞
常～上目黒五丁目＜特定地名＞
常～上目黒五丁目＜特定地名＞
常～上目黒三丁目＜特定地名＞
常～上目黒二丁目＜特定地名＞
常～上目黒六丁目＜特定地名＞
常～青葉台一丁目＜特定地名＞
常～青葉台三丁目＜特定地名＞
常～大橋一丁目＜特定地名＞
常～大橋二丁目＜特定地名＞
常～中町二丁目＜特定地名＞
常～中目黒一丁目＜特定地名＞
常～中目黒五丁目＜特定地名＞
常～中目黒三丁目＜特定地名＞
常～中目黒四丁目＜特定地名＞
常～土地無償使用承諾書受領通知書受領者名簿
常～下目黒五丁目＜特定地名＞
常～下目黒四丁目＜特定地名＞
常～駒場一丁目＜特定地名＞
常～五本木一丁目＜特定地名＞
常～目黒一丁目＜特定地名＞
常～目黒本町四丁目＜特定地名＞
常～目黒本町一丁目＜特定地名＞
常～南一丁目＜特定地名＞
常～中根一丁目＜特定地名＞
常～中根一丁目＜特定地名＞
常～鷹番二丁目＜特定地名＞
常～大田区北千束一丁目＜特定地名＞
常～八雲一丁目＜特定地名＞
常～碑文谷六丁目＜特定地名＞
常～八雲五丁目＜特定地名＞
常～大岡山二丁目＜特定地名＞
常～大岡山一丁目＜特定地名＞
常～大岡山一丁目＜特定地名＞
常～柿の木坂二丁目＜特定地名＞
常～昭５７.２.８告示第１２号
常～昭５０.８.１９告示第１１８号
常～昭５２.１２.５告示第１６７号
常～昭５２.４.１２告示第４６号
常～昭５３.５.２２告示第７４号
常～昭５３.９.２９告示第１４０号
常～昭５１.４.２８告示第５５号
常～昭５１.１０.７告示第１２６号
常～昭５１.４.２８告示第５６号
常～昭５０.５.１２告示第４４号
常～昭５０.１０.２１告示第１５１号
常～昭５７.２.８告示第１１号
常～昭５４.２.２３告示第２３号
常～目黒本町三丁目１６３３　＜特定地名＞
常～八雲五丁目＜特定地名＞
常～大橋二丁目　氷川神社（大蔵省用地）
常～青葉台四丁目＜特定地名＞
常～三田一丁目＜特定地名＞
外Ｃ４号線
外Ｃ７８－５号線
外Ｇ１１号線
外Ｇ１５号線
外Ｇ２号線
外Ｇ２号線
外Ｆ７号線
外Ｃ７号線
公共物管理条例に基づく土地（水路）の無償使用承諾書の受領について（下目黒三丁目地内）
常～２項後退寄付（下目黒＜特定地名＞）
常～空川隣接土地寄付　駒場一丁目
常～水路沿二項後退用地(所管換）大岡山一丁目＜特定地名＞（一部）

河川

公共物管理条例

無償使用

目黒川

蛇崩川

北部地区

南部地区

認定外道路告示

認定外道路境界

管理区域変更

水路
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 土木管理課）

第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～水路境界確定復元　自由が丘一丁目
常～水路敷沿道路用地の引継ぎについて（目黒一丁目地内）
水Ａ３－２号線
常～水路敷沿二項後退寄付　大岡山一丁目＜特定地名＞
常～水路敷沿二項後退寄付　三田一丁目
常～水路敷沿二項後退寄付　大岡山一丁目＜特定地名＞
常～水路敷沿二項後退寄付　大岡山一丁目＜特定地名＞
常～公共物管理条例に基づく土地（道路）の引継ぎについて（目黒二丁目）
常～公共物管理条例に基づく土地（道路）の引継ぎについて（祐天寺二丁目）
常～五本木一丁目＜特定地名＞
常～下目黒五丁目＜特定地名＞
常～下目黒三丁目＜特定地名＞
常～中町二丁目＜特定地名＞
常～中目黒一丁目＜特定地名＞
常～目黒四丁目＜特定地名＞
常～上目黒三丁目＜特定地名＞　敷民資料
常～大橋二丁目＜特定地名＞　大蔵省用地調査
常～中町一丁目＜特定地名＞
常～上目黒三丁目＜特定地名＞
常～上目黒五丁目＜特定地名＞外
常～三田一丁目＜特定地名＞
常～下目黒一丁目＜特定地名＞
常～下目黒五丁目＜特定地名＞
常～五本木一丁目＜特定地名＞
常～中央町一丁目＜特定地名＞　バス通り
常～鷹番二丁目＜特定地名＞　整理境
常～柿の木坂一丁目＜特定地名＞　実測図
常～八雲三丁目＜特定地名＞
常～緑が丘一丁目＜特定地名＞　公図訂正
常～碑文谷一丁目＜特定地名＞
常～八雲五丁目＜特定地名＞
常～南二丁目＜特定地名＞
常～軌道敷内道路用地調書　＜法人名＞
常～軌道敷内国有財産整理　＜法人名＞
常～軌道敷実測図（中目黒周辺）
常～＜法人名＞鉄道敷（駒場東大前）
常～東横線立体交差図
常～東横線沿線道路敷　中目黒駅～祐天寺駅
常～中目黒駅周辺道路交換図
常～＜法人名＞・鉄道敷（資料）
常～都道移管告示書（写）　昭和２８年、３６年、４０年
常～都道区域図
常～都道補助２６号線用地測量図　五本木、目黒本町
常～東京都都市計画道路地図
常～道路敷　大橋二丁目＜特定地名＞
常～道路敷　中目黒五丁目
常～特例都道資料
常～道路敷　目黒本町一丁目＜特定地名＞
常～通称道路名地図
常～第二建設事務所　駒沢通り　敷地構成図依頼書
常～昭和５８・４・１都道移管
常～昭２８年都道移管図
常～区域変更公報
常～環状六号線用地測量図
常～用地測量図（中央町）
特例都道４２６号線（自由通り）移管
常～補助２６号拡幅買収資料　五本木地区
常～品川区境測量成果　目黒一丁目、下目黒一丁目
常～渋谷区境　三田一丁目＜特定地名＞
常～渋谷区境確定図　青葉台四丁目＜特定地名＞
常～渋谷区恵比寿南三丁目　区域変更・告示
常～世田谷区境　管理協定
常～世田谷区境　池尻三丁目　大橋二丁目
常～世田谷区境　八雲五丁目、駒沢公園
常～世田谷区境　防衛庁、国土地理院
常～都道と区道との管理境　自由が丘一丁目
常～都道と区道との管理区分　目黒本町二丁目＜特定地名＞
常～道路敷管理依頼（渋谷区)　中目黒一丁目
常～道路敷管理依頼（世田谷区）　五本木三丁目
常～品川・目黒区境　＜特定地名＞
常～品川・目黒区境　所有者調書、目黒本町三丁目
常～品川・目黒区境確定図
常～品川・目黒区境確定図　＜特定地名＞
常～品川区境協定境測量資料　目黒一丁目、下目黒一丁目
常～空川境界資料
常～空川地上権設定図面
常～空川地元打ち合わせ資料
常～空川境界立会承諾書
常～空川境界再表示
常～羅漢寺川調書
常～羅漢寺川実測図
常～羅漢寺川境界
常～谷戸川実測図
常～谷戸川沿川所有者調書
常～呑川資料
常～呑川河川区域図等　石川橋～工大橋

公共こうきょ

道路境界

公共物管理条例

行政境

北部地区

都道

南部地区

空川

羅漢寺川

谷戸川

呑川

水路

土地の引継ぎ

鉄道用地
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 土木管理課）

第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～中目黒四丁目＜特定地名＞
常～中目黒二丁目＜特定地名＞　＜法人名＞敷地内
常～東が丘二丁目＜特定地名＞(世田谷区駒沢一丁目先)
常～下目黒四丁目＜特定地名＞　水路付替実測図
常～下目黒六丁目＜特定地名＞　水路敷及び土揚敷調査
常～自由が丘一丁目＜特定地名＞
常～上目黒四丁目＜特定地名＞
常～大岡山一丁目　水路敷境界測量図
常～中央町一丁目　品川用水
常～中央町二丁目＜特定地名＞
常～中央町二丁目＜特定地名＞
常～洗足誇線橋道路橋
常～高架下借用
常～稲、東三谷橋跨線橋
常～大丸跨線橋

ＪＲ 常～取下げ・協議不調（平成２０年度）
常～取下げ・協議不調（平成２１年度）
常～取下げ・協議不調（平成２２年度）
常～取下げ・協議不調（平成２３年度）
常～取下げ・協議不調（平成２４年度）
常～取下げ・協議不調（平成２５年度）
常～取下げ・協議不調（平成２６年度）
常～取下げ・協議不調（平成２７年度）
常～取下げ・協議不調（平成２８年度）
常～取下げ・協議不調（平成２９年度）
常～取下げ・協議不調（平成３０年度）
常～取下げ・協議不調一覧表と索引図
常～北千束一丁目＜特定地名＞　＜法人名＞
常～取下げ・協議不調（平成１９年度）
常～取下げ・協議不調（平成１８年度）
常～取下げ・協議不調（平成１７年度）
取下げ・協議不調（平成３１年度）
常～取下げ・協議不調（平成１６年度）
常～⑱調整会議(第１～５回）
常～調整会議（第１～８回）
常～用途廃止(第１～２回）
常～用途廃止（第３～５回）
道路管理支援システム開発委託
道路管理支援システム開発計画書
道路管理支援システム保守点検委託
道路管理支援システム用パソコン等借上げ
区有通路認定測量委託（下目黒五丁目地内）
常～平成２１年度目黒区基準点復元測量委託
道路拡幅測量委託（大岡山二丁目＜特定地名＞）
平成２６年度目黒区公共基準点等復元委託
平成２７年度目黒区公共基準点等復元委託
平成２８年度目黒区公共基準点等復元委託
平成２９年度目黒区公共基準点等復元委託
平成３１年度目黒区公共基準点等復元委託
平成３０年度目黒区公共基準点等復元委託
平成２９年度目黒区水準点測量委託

水準点測量委託 測量成果等の審査書について（回答）（公共基準点の新設・中央地区）
測量成果等の提出について（公共基準点の新設・中央地区）
２１-４０１７
２０－４０１６
常～１６－４００１・４００２・４００３　目黒四丁目
常～１６－４００４・４００５・４００６　上目黒五丁目
常～境界確定管理簿（財務省）
常～１７－４００８　大橋二丁目
常～１７－４００９　上目黒二丁目
常～１９－４０１０　大橋二丁目＜特定地名＞
常～１７－４００７　目黒一丁目
常～３２条同意書（見本）
常～開発行為に関係がある公共施設の管理及び帰属に関する協議について（見本）
常～開発行為に関係がある公共施設（区道・区有通路・水路）管理者の同意について（見本）
常～開発行為同意・協議申請書
常～管理及び帰属に関する協議（見本）
常～同意協議事務処理要領
常～大橋再開発
常～大橋一丁目廃道敷　引継書
常～首都高速（再開発）
常～大橋再開発関連
都道首都高速目黒板橋線（中央環状線・大橋ＪＣＴ）建設に伴う区道の取扱について（変更協議）回答
常～大橋一丁目再開発（都）
常～大橋一丁目開発（公団）
常～大橋一丁目開発（協議書・回答文）
常～開発会議　八雲３＜特定地名＞　＜法人名＞
常～開発会議　八雲五丁目
常～開発会議　八雲三丁目
常～開発会議　八雲３＜特定地名＞
常～開発行為　上目黒三丁目＜法人名＞
常～上目黒一丁目再開発　事業計画の同意について
常～大岡山１＜特定地名＞

大岡山一丁目 常～開発行為　目黒本町三丁目
常～開発会議　五本木三丁目（世田谷区協議）
常～開発行為　碑文谷三丁目

鉄道

公共こうきょ

開発行為

財務省確定

委託関係

公共用財産の認定・廃止

不調処理

東横線

不調処理

調整会議

呑川

水路敷地

道路管理支援システム

測量委託

基準点等復元委託

平成２１年度基準点復元
委託
財務省確定

その他

見本

大橋

大橋調査・回答

八雲

上目黒
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第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～開発行為　中目黒二丁目１１＜法人名＞跡地
常～品川区開発　小山台二丁目

隣接区 常～説明会議事録
常～打合せ議事録（№１）
常～再開発図面
常～廃道区道の管理期間満了に伴う通知
常～上目黒一丁目地区市街地再開発事業に伴う特別区道の認定及び特別区道の一部廃止
常～打合せ議事録（№２）
常～道路計画図
１９年度確定通知書（東京都）

１９年度境界確定通知書
（都）

世田谷第２３４６７号

世田谷　第２３７４５号
品川区　第２４６８号
大田区　第２２９７１号
都　０８－２５８
都　０８－２５６～２６３
品川区小山七丁目＜特定地名＞　目黒区洗足二丁目＜特定地名＞
恵比寿南２＜特定地名＞
目黒区三田＜特定地名＞
都　０９－２７８
都　０８－１５２～４８４
土地境界確認通知書の受理について（大田区北千束一丁目＜特定地名＞）
土地境界確定の合意について（品川区小山七丁目＜特定地名＞）
境界確定通知書の受理について（洗足二丁目＜特定地名＞）
土地境界確認・確定について（目黒区目黒本町二丁目＜特定地名＞）
都　１０-２８５～２９４
土地境界確認・確定について（目黒区南三丁目＜特定地名＞）
土地境界確認・確定について（目黒区大橋二丁目＜特定地名＞）
土地境界確認・確定について（目黒区五本木二丁目＜特定地名＞）
品川区第３２０２号
大田区第２４４２７号
都　１１－３１８
都　１１－３０８～１０５３
土地境界確定通知書の受理について（世田谷区下馬六丁目＜特定地名＞）

２３年度境界確定通知書 都　１２－３２８
都　１２－３２３～３３５
品川区第３５７４号
大田区第２５４７９号
都　１３－３５９
都　１２－３３８～３５８
品川区第３８０２号

２５年度境界確定通知書 都　１４－３７３
都　１４－３６２～３６９
土地境界確定通知書の受理について（世田谷区奥沢一丁目地内）
世田谷区第４７５号、第５４４号
品川区第４１５１号

２７年度境界確定通知書
(都)

１５－３８０～３９２
世田谷区第３０３４５号
大田区第２６８１７、２７２０６号
品川区第４６１３号
渋谷区第号
都１６－３９９
２８二建管申第３６号
２７二建管申第１９３号
都１６－４１２～４２３
太田区第２７４４４号
世田谷区第３０７３９,３０７６２,３１３４２号
大田区第１０４１６、２７８９７号
品川区第４８６８号
都１７－４３１
都１７－４２９～４４１
大田区第２８０８０号
世田谷区第３１６０２号
都１８－４５０

３０年度境界確定通知書 都１８－４４６～４７０
都１９－４６８～４８０
１９年度　東京都用度課立会依頼書

１９年度東京都立会依頼 １９渋谷区立会依頼書
１９大田区立会依頼書
１９品川区立会依頼
世田谷区立会依頼
土地境界確定のための立会について

２６年度都・他区立会依 土地境界確定の為の立会について

２２年度境界確定通知書
（都）

２７年度境界確定通知書
(他区)

２０年度境界確定通知書
（都）

土地（公物）境界確認立
会依頼

境界確定通知（都・他区）

開発行為

２５年度境界確定通知書
（都）

２６年度境界確定通知書
（他区）

２８年度境界確定通知書
(都)

２９年度境界確定通知書
(都)

２６年度境界確定通知書
（都）

上目黒一丁目再開発

２０年度境界確定通知書
（他区）

２３年度境界確定通知書
(都)

２４年度境界確定通知書
（他区）

２２年度境界確定通知書
（他区）

２１年度境界確定通知書
（都）
２１年度境界確定通知書
（他区）

その他

１９年度境界確定通知書
（他区）

１９年度　他区立会依頼

２８年度境界確定通知書
(他区)

２９年度境界確定通知書
(他区)

３１年度境界確定通知
（都）

２４年度境界確定通知書
（都）
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