
 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 道路公園課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
調査(回答) 調査

郵券管理
目黒区世論調査
東京都その他の通知
庁内通知
住区会議室等使用申請

窓口案内 常～窓口サービス改善推進運動（含、窓口時間延長等検討会）
職場環境測定
安全衛生委員会

国・都との調整 継～七建との覚書
継～３１１号線道路維持管理協定
継～道路損傷等の情報提供に関する協定
不法投棄対策連絡会
目黒区ビルピット等の臭気対策連絡会
桜まつり等庁内連絡調整会
桜まつり等運営協議会（部会）
目黒川イルミネーション
目黒川桜まつり等事務局
桜まつり等運営協議会（全体会）
常～保存箱引継票
常～長期保存文書ファイル基準表
ファイリング通知、説明会、協議
常～保存文書廃棄協議
常～保存箱引継票、引継予定表
常～ファイル基準表
常～ファイリングキャビネット施錠管理
常～陳情要望（回答）
区民の声
お客様の声記録・解決票
常～パブリックコメント手続要綱
天空庭園　報道・行政視察
天空庭園 雑誌等取材
区報、職員報等校正
広報課からの新聞等
常～区民の声受付簿
ホームページ公開・変更・廃止
ホームページ関連通知
常～ＣＭＳ即時生成
文書通知
料金後納郵便物差出表控え
郵便物取扱い
料金後納郵便物差出表
立案請求
事前押印申請

情報公開 常～情報公開資料
行政手続 常～行政手続法の対象事業

常～個人情報保護制度
人事課収受押印済個人番号提供カード専用封筒（法定調書作成用）
個人情報取得事務管理簿（法定調書作成用）

課事業概要 常～土木工事課事業概要
部事業概要 常～部事業概要
課長会 課長会
係長会 係長会
委員会報告 危機管理会議

土砂法
常～放射能対策
常～政策経営委員会資料（目黒区公園土砂災害検討）
常～環境整備担当者会議資料（西郷山公園土砂災害防止対策）
常～目黒区公園土砂災害検討部会
常～政策決定会議資料（西郷山公園土砂災害防止対策）
常～災害時の河川水活用
要配慮者利用施設
常～目黒区公園土砂災害（西郷山公園図面）
常～城南地区河川流域浸水予想区域図
常～地震発生時における行動マニュアル更新作業PT報告書
常～土砂災害警戒情報
調査・通知
常～防災無線
目黒区防災関係行政機関連絡会
災害対策本部運営訓練
非常配備態勢表
目黒区地域防災計画
常～都市整備部行動マニュアル（部門検討会）
常～都市復興マニュアル作成
常～緊急通行車両等事前届出書
常～遺体取扱マニュアル
チラシ
民間事業者の水防活動への参画
土砂災害ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ
調査・通知
土砂災害防止法に基づく基礎調査結果
維持・管理
防災業務支援サービス完了報告
常～目黒川洪水予報河川指定

道路公園課

法定調書作成事務

共通
庶務

安全衛生

協定

庁内連絡調整

ファイリング

広報公聴

ホームページ

文書

会議資料

防災 防災全般

防災区

公園防災

水防 水防全般
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 道路公園課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～目黒区公園・街路樹等
水防対策支援サービス報告書
常～東京危険度マップ
常～水防マニュアル
常～携帯電話取扱説明書
常～土のう保管場所（公園）使用許可、町会等への通知
常～洗足エレベーター
常～土のう保管箱・カバー
常～トラック借上げ
目黒区総合防災訓練
水防訓練
水防広報
常～水防倉庫門扉金具破損（H３０.１０.９)
常～河川管理用通路引込（二建施工）
常～目黒川水防倉庫の使用及び管理に関する覚書（写）
常～避難勧告等の判断・伝達マニュアル
常～水防用備蓄資機材台帳
ホットライン・タイムライン
水防活動計画書
土のう及び保管箱の設置に関する覚書

水害統計調査 常～調査関連資料
水防活動 水防活動記録

都市型水害対策連絡会（城南地区河川流域）
高潮
東京都水防計画
常～街路事業促進協議会
常～水防活動記録（平成２６年度）
常～都・説明会
水防連絡会（東京都第二建設事務所）
常～下水道関連連絡調整協議
常～高潮浸水想定区域図について（H３０.３.６東京都の説明）
減災協議会
継～呑川・目黒川・渋谷川浸水実績図
継～水害統計（昭和５３年～５８年）
継～河川別水害記録
継～過去における水害
継～昭和５４年　台風２０号の被害　S５４.１０.７.
継～浸水実績図
継～水害の記録（東京都）
継～水害記録写真
常～水防監視システム（河川監視カメラ.サーバ更新）
常～水防監視システム改修報告（平成１９年度、雨量計移設等）
常～水防監視システムライブカメラの追加
調査・通知
常～宿山橋水位局　電極式水位検出器の設置
各種マニュアル
常～目黒川宿山橋水位局の水位計設定値の変更
常～目黒区防災気象情報（河川ライブカメラ画像）の情報提供
常～ウェザーニュース　通知
常～水防監視システム　更新
常～目黒区防災気象情報メール配信のデータ放送化
常～水防監視システム（水位監視局等）借上げ
常～防災気象情報システムの構築（平成２３年度メール配信）
目黒区防災気象情報
常～ライブカメラ画像利用について
常～水防対策支援サービス
システム保守点検報告書
常～雨量・水位観測値の配信に関する協定
常～雨量計の更新（検定証書等）
システム営繕
常～東京都水防監視システム
常～防災気象情報提供システム（気象庁）
常～メバンドMPレーダー（国土交通省）
常～川の防災情報（国土交通省）
常～蛇崩川幹線及び羅漢寺川幹線　水位情報配信に関する協定
維持・管理
吹鳴テスト
常～除雪活動に関する協定書
除雪活動
常～水防、除雪、活動計画（含．マニュアル）
常～水防システム（含．船入場警報装置）
活動計画
広報
除雪活動報告
常～過去の除雪活動
常～目黒区水害ハザードマップ
調査･通知
めぐろエコ・プラン環境推進員
環境保全課通知・調査・回答
人事調査
常～会計年度任用職員の雇用
事務引継書
人事異動（含む発令）
昇任選考

道路公園課

水防 水防全般

事業

水防倉庫

水防計画

水防都・他団体

過去の水害記録

水防監視システム システム整備

他機関の資料

水位警報装置

除雪 除雪

環境施策 環境施策

人事給与 人事全般
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 道路公園課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
人事通知
常～再任用・新再雇用・再雇用
常～課訃報等（含．花環）
時間外労働・休日労働に関する協定
常～職員職務名表
常～職員名簿
常～専務的非常勤の雇用
臨時職員
法定調書

人員・定数配置 常～所要人員調査
常～給与取扱者指定届
給与等戻入
給与通知
科目別支給明細内訳書・職員給与チェックリスト
常～通勤届
時差出勤利用申請書
復命書
在庁理由入力記録簿
常～各種届出・診断書等
職免・減免申請簿
出勤簿・年休簿・旅行命令簿（非常勤職員分）
休暇申請書
欠勤遅参早退届
出退勤時刻データ修正記録簿

超過勤務命令 管理職員特別勤務手当
常～通勤手当認定簿（在課分）
通勤手当認定簿（異動分）
旅行命令簿
旅行雑費
講習会
都市整備部研修
職場研修（部・課）
派遣研修講習会
研修生推せん
研修通知
健康管理
福利
被服貸与
常～契約課通知・調査
常～契約事務説明会資料
常～財政課通知調査
常～会計管理室通知調査
有料道路使用料について
常～目黒区公共工事の前払金取扱要綱
常～測量士等の源泉徴収義務
常～所管契約に係る｢所属の方針」について
常～契約実態に関する調査結果及び契約事務改善に関する緊急提言
常～目黒区入札・契約に係る苦情処理の手続き要領
常～維持保全業務積算標準単価表
常～印鑑・給与取扱者指定届
常～財務情報（情報システム課通知）
常～施設の維持・更新予算のあり方
常～実施計画事業算出「施設建設費等単価表」
常～次世代育成支援緊急対策統合事業補助金
常～子供家庭支援区市町村包括補助
常～国土交通省回答
常～ユニバーサルデザイン福祉のまちづくり整備促進事業
常～東京都子育て支援基盤整備包括補助事業
常～障害者施策推進区市町村包括補助
常～補助金関係通知
常～物品出納員物品供用者
常～環境物品等の調達方針
常～パウチラミネーター取扱説明書
常～取扱説明書
常～物品名鑑
常～ゴム印、DPE
備品処分
備品（シール・処理一覧表）
常～財務プリンター保守サービス報告書
備品総括表
常～広告料収入
常～歳入徴収事務の私人への委託について
振替収支
収納金収入報告書
納入済通知書
納付書兼納入済通知書
領収証書
事後調定一覧表
歳入調定
歳入還付
常～公金の取扱マニュアル
常～現金出納簿
歳入調定・納入済通知書
常～広告掲載印刷物

道路公園課

財務会計 財務会計全般

人事給与 人事全般

給与全般

服務

旅行命令

研修

福利厚生

国・都補助金

備品、用品、物件

歳入
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 道路公園課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
科目別内訳表、事業内訳別管理表
資器材等整備(水防監視システム回線使用料）
光熱水費支出
常～公共料金通知・調査
常～電話回線新設・廃止
常～東日本大震災、業務縮小・節電対策
光熱水費領収書等
公共料金口座振替
常～公共料金パンフ資料
常～公衆用栓減額調査
常～公衆用栓制度（含様式）
常～客番確認票
街路灯管理（電気料金）
河川維持管理（電気料金）
業者選定
契約依頼書
倒産にかかわる契約確定について
年間契約・長期継続契約依頼
年間契約一覧・仕様書
契約依頼予定書
契約依頼書（５０万円以上）
契約依頼書（５０万円以下）
契約依頼書・調定収入通知書（財務）
契約書
債権者登録
支出負担行為書
水防専用携帯電話料金
河川維持管理及び水防対策
常～長期継続契約

工事検査証 工事検査証
支出命令 支出命令

年間契約支出命令書他（利用係）
支払完了済
常～国・都への施策・予算要望
２年度予算編成
常～予算事業別説明書・歳入・歳出－みどりと公園課（Ｈ１９年度～）
常～防犯カメラ資料
常～予算事業別説明書・総括・歳入（Ｈ１９年度～）
施設課工事見積依頼
補正１号
補正２号
補正３号
予算書等原稿
常～予算事業別説明書・歳出（Ｈ１９年度～）
予算要望
予算配当通知
収支予定の確認表
歳入歳出計算表
執行計画
科目新設
予算流用
執行委任
施設課計画修繕
科目更正・振替収支
主要な施策の成果、原稿
決算資料（含決特委用）
常～定期監査資料
監査通知・回答
常～財産台帳：登録・廃止・変更
常～財産台帳照会用資料

基本構想・基本計画 常～基本計画改訂
重要課題・主要事業 常～主要事業の進捗状況（重点施策・実施計画）
区有施設調査 区有施設調査

常～道路公園課の課題と事業計画
常～工事台帳
常～事務引継
常～事務引継書（課長）
常～政策会議への付議要求
常～不法投棄対策連絡会
目黒区シルバー人材センター報告書
会議室等利用申請
年末年始等対応、連絡網
常～バリアフリー新法
常～警視庁等警察照会文書
常～公園等管理業務に関するシルバー人材センター報告
常～公園等の条例・規則改正
公園等に関する協議
常～第二建設事務所
常～河川法
常～緑化・公園関係団体資料
常～（財）都市緑化技術開発機構
常～しいの木会
日本公園緑地協会
東京都公園協会

道路公園課

財務会計

公共料金執行

契約依頼書・契約書

支出負担行為書

財産台帳

支払完了済

予算編成

予算執行

決算

監査

行財政運営

公園庶務 公園庶務全般

緑化・公園関係団体
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 道路公園課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
全国都市公園整備促進協議会

特別区土木主管部長会 特別区土木主管部長会
特別区公園担当課長会 特別区公園担当課長会

都市環境委員会
常～都市環境委員会（含．他の特委）
所管委員会以外
常～ふれあい広場におけるフリーマーケット等開催の承認の取扱に関する要
領
常～ふれあい広場・遊び場要綱
常～区立公園等に隣接した建築計画への対応について
常～ふれあい広場における集会行為の承認の取扱に関する要領
常～目黒平和の鐘取扱要領
常～目黒区立中目黒公園健康とスポーツの広場の利用に関する要綱
常～火気使用行為の許可取扱要綱
常～審査基準・処分基準及び標準処理期間
常～防災ひろば管理要綱
常～公園及び児童遊園内における震災対策用消防器材置場の設置に関する
取扱要領
常～駒場一丁目防災緑地の設置管理要綱
常～区立公園等の遊具の安全確保に係る安全点検及び管理記録等の取扱い
要領

都市整備部事業概要 都市整備部事業概要（原稿含む）前年度実績
公園防犯設備整備補助金(防犯カメラ等）
常～コイヘルペスウィルス
常～セアカゴケグモ
常～デング熱対応
常～健康危機管理（含．マニュアル）
常～光化学スモッグ
常～公園等ダイオキシン類土壌調査
常～公園内安全管理（事故報告書）
常～施設内異常事故等報告書
常～鳥インフルエンザウィルス
常～土砂災害防止法
常～放射線測定
常～施設内異常事故等報告書（碑文谷公園倉庫)
常～防犯カメラ
常～新型インフルエンザ等対策
常～碑文谷公園既存部　平成２８年
常～園内事故通知一覧表
常～公園事故平成元年度以降
常～公園隣接地との交渉　平成２９年
常～碑文谷公園 弁天池（碑文谷池）での事件（H２８.０６.２３）
常～目黒銀座児童遊園　平成２９年
常～動物舎き損事故
常～交通事故　H３０ ～
常～緊急通行車両等事前届出済証
常～自動車損害賠償責任保険証書（原付）
常～車両（道路公園課）借上げ
常～通行禁止道路除外指定車登録
有料駐車場使用
自動車・バイク・自転車運行管理
自動車任意保険（小貨・原付・公園事務所分含む）
常～庁用車所在地変更
庁用車管理表
貸出車使用申込書
常～自転車保証書防犯登録カード
ガソリン代
自動車保険・車検管理（小貨）
常～バイク等整備状況
日常施設点検日誌（例月分）
課内巡回点検チェックシート
６ヶ月点検チェックシート（緊急点検含む）
常～施設点検資料（点検計画含む）
常～河川（水面を含む）安全利用点検
区有施設における既設の塀の安全確認について

監督処分 常～監督処分（除却）含む告示
常～拾得物一覧簿・拾得物整理台帳
常～警察への届出
常～遺失物取扱基準
常～公園違法看板
常～公園と猫
常～公衆無線LAN整備作業部会
常～唐ケ崎児童遊園廃止反対に関する陳情
常～公園と集会
常～ドローンの取り扱い
常～公園のサッカー利用
常～公の施設管理運営検討（管理人）
常～路上生活者（ホームレス）対策
常～政教分離
常～公園の禁煙化
常～ドライブレコーダー
常～清水池公園
常～カラス鳩対策資料
常～公園とスケボー

道路公園課

公園庶務

緑化・公園関係団体

議会

公園例規・要綱

公園安全管理

事故処理

交通安全自動車管理

施設点検

遺失物

公園検討課題
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 道路公園課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～公園と球技
常～公園と犬の散歩（ドッグラン含む）
常～土木．公園維持作業のあり方
常～公園管理の基本方針検討資料
常～プリンター複合機
個別システム廃止報告書
情報課調査
情報課通知
常～イントラネット用パソコン運用に関する協議
情報資産
情報セキュリティ内部監査
常～大容量ファイル送受信サービス
常～私物利用許可書
常～個別システム管理運用基準及びセキュリティ実施基準
積算システム・ＧＩＳ
常～河川名標識設置基準の策定について
常～目黒川散水栓の鍵
常～調査・回答
常～河川清掃等ボランティア団体助成事業
常～西口ロビー河川愛護月間
常～河川名称資料
技術・提案
常～東京都河川維持管理基本方針(仮称)説明会(平成２９年度)
常～河川砂防技術基準
常～呑川水質浄化研究会
常～汽水域の河川環境の捉え方に関する手引書
常～河川管理施設点検の説明会(平成２８年度)
常～河川(水面を含む)における安全利用点検
常～河川の安全利用点検表
常～東京都河川維持管理基本方針
常～河川管理施設点検
常～都河川管理施設点検要領(改定)点検結果評価要領(策定)平成２９年度
河川管理施設点検業務委託
常～河川管理施設点検業務委託報告書
河川管理施設点検業務委託確認用一式
河川管理施設点検業務委託　点検調書様式集
平成３１年度　資料
常～河川部　打合せ

三区五区 平成３１年度　資料
沿川道路整備 常～沿川道路清掃用具入及び散水栓の使用

常～河川悪臭苦情対応
常～東京都悪臭苦情調査
常～臭気測定
目黒川水質浄化対策ＰＴ
目黒川水質浄化対策作業部会
目黒川水質浄化対策検討会
常～目黒川での釣りについて
常～飛来害虫遠赤外線処理装置取付工事
常～目黒川沿線通路の清掃ボランティア希望
常～目黒川に寄せられた声
常～ユスリカ
常～臭気対策（区長・議会対応）
目黒川水質浄化・清流復活等記録
総合治水資料
清流復活放水量の制限に関する要望
清流復活事業
水防　土砂　除雪
常～清流復活
常～目黒川河床整備工事（二建）
常～石神井川の臭気対策
常～呑川増強幹線工事
常～工事のお知らせ（都一建）
常～参加者補償（レクリエーション保険）
常～集計
常～後援名義使用申請
常～協力依頼
常～公園使用申請

総会 常～準備
常～臨時照明施設経費負担要綱
常～河川占用許可申請書
常～目黒区後援名義等使用申請
常～ボンボリ電気代
常～収支報告書
常～打ち合わせ等資料
常～運営協議会
常～目黒署との打合せ
常～庁内検討会
常～出店者意見交換会
常～目黒川順路看板
常～目黒川沿川設置看板資料
常～警備の推移
常～４月分警備委託
常～３月分警備委託
常～警備

道路公園課

ＯＡ・システム ＯＡ全般

公園庶務

個別システム

公園検討課題

ＯＡ維持管理

河川 河川全般

河川管理

河川管理施設点検

特例交付金

目黒川総合環境整備
水質（浄化・浚渫）

水質浄化実験

河川環境整備事業 要望

清流復活事業

東京都・他団体

目黒川の会 クリーンアップ

桜まつり 目黒川の会

打合せ資料

看板

警備

6／28



 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 道路公園課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
現地連絡所 常～現地連絡所

常～対応記録
常～対応予定表
平成２６年春　対応記録
平成２７年春　対応記録
平成２８年春　対応記録
平成２９年春　対応記録
平成３０年春　対応記録
平成２５年春　対応記録
常～平成２３・２４年春　対応記録
常～公園等における商業撮影の許可基準
常～公園等の使用と公共的団体（資料）
区立公園使用・占用許可・事前押印
常～特定非営利活動法人目黒体育協会加盟団体（資料）
常～公園等使用条件
常～公園施設使用料見直し調査（H２０～）
常～公園写真貸出
公園等紹介
常～フリーマーケット団体資料
常～デイキャンプ施設の使用料の免除について
常～使用団体一覧
常～フリーマーケット抽選
常～集会・バザー等の公園使用
常～旧前田侯爵邸洋館撮影要綱（東京都教育庁）
常～公園使用時の連絡通知
常～２３区撮影支援事業情報交換
東山公園拡張部使用（東山小学校）
常～文化財防火デー・演習(駒場公園）
常～環境測定調査（環境保全課）
常～皇室関係公園使用（警察対応含む）
常～中目黒資機材置き場一時利用
常～公園使用一年更新一覧
公園内開催行事担当課事前予約（スポーツ振興課ほか）
常～土のう保管一時使用
常～利用調整（すずめのお宿緑地公園ほか）
常～大岡山公園資材置き場
常～組立式やぐら一時使用
常～集会デモ等による公園一時使用
常～施設見学駐車
駒場公園一時使用（車両乗入れ、保育園行事予定）
選挙ポスター公営掲示板
常～健康とスポーツの広場団体利用の方法について
自転車シェアリング実証実験
常～公園共通キーの貸出し
常～無許可撮影・事後申請
常～公園等撮影使用違反
常～公園等使用違反
新型コロナウィルス感染症対策（公園使用許可・公園施設）
公園等使用
常～公園等使用中止連絡
公園等使用撮影
常～公園等使用撮影（特殊案件）

工事全般 安全管理・点検
継～工事台帳
監督依頼件数について

下水道高さ調整 受託経費請求
私道整備助成 （住所）

桜開花期間中の目黒川沿川道路等警備業務委託監督資料
桜開花期間中の目黒川沿川道路等警備業務委託契約書類
常～茶屋坂街かど公園
常～東山街かど公園
常～中目黒しぜんとなかよし公園
常～五本木ふれあい街かど公園
常～八幡公園
常～芦毛塚街かど公園
常～東山公園（拡張部）
常～東山公園（既存部）
常～氷川さくら公園
常～不動公園
常～目黒区民センター公園
常～目黒川田道街かど公園
常～目黒天空庭園
常～油面公園
常～祐天寺一丁目ふれあい公園
常～大坂緑地
常～けこぼ坂街かど公園
常～さくらの里街かど公園
常～なべころ坂緑地公園
常～伊勢脇公園
常～下二南街かど公園
常～駒場公園
常～駒場三丁目もちの木公園
常～駒場野公園（拡張部）
常～駒場野公園（既存部）

道路公園課

公園等使用

桜まつり

当日対応

過去の対応記録

公園等使用共通

公園紹介

公園使用留意事項

一時使用

公園等使用違反

公園等使用

公園等使用撮影

工事・委託
工事文書

目黒川沿川道路等警備
業務委託

用地管理 公園用地（北）
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 道路公園課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～元競馬南泉公園
常～五本木西みどり街かど公園
常～五本木二丁目街かど公園
常～三角山公園
常～三田丘の上公園
常～三田公園
常～松見坂公園
常～菅刈街かど公園
常～菅刈公園
常～西郷山公園
常～青葉台四丁目街かど公園
常～大鳥公園
常～大塚山公園
常～中目黒駅前街かど公園
常～中目黒公園
常～中目黒南緑地公園
常～田切公園
常～田道広場公園
常～東山貝塚公園
常～中町せせらぎ緑地公園
常～芳窪街かど公園
常～八雲三丁目緑地
常～中央緑地公園
常～向原西街かど公園
常～南一丁目緑地公園
常～すずめのお宿緑地公園
常～めぐろ区民キャンパス公園
常～やくも街かど公園
常～宮前公園
常～境橋街かど公園
常～金杉原南緑地公園
常～月光原公園
常～原町タンポポ公園
常～自由が丘公園
常～清水池公園
常～西小山公園
常～洗足ひだまり公園
常～洗足北街かど公園
常～大岡山公園
常～中根ねむの木公園
常～中根公園
常～田向公園
常～東根公園
常～碑文谷公園
常～碑文谷公園拡張部
常～富士見台公園
常～本町みなみ街かど公園
常～本町北公園
常～衾町公園
常～こなべ野公園
常～蛇崩川支流緑道
常～九品仏川緑道
常～蛇崩川緑道
常～谷戸前川緑道
常～立会川緑道
常～呑川駒沢支流緑道
常～呑川本流緑道
常～目黒川緑道
常～羅漢寺川緑道
常～呑川柿の木坂支流緑道
常～烏森児童遊園
常～氷川台児童遊園
常～茶屋坂児童遊園
常～目黒東児童遊園
常～不動前児童遊園
常～油面住区センター児童遊園
常～三田西児童遊園
常～日向児童遊園
常～東山中児童遊園
常～清水東児童遊園
常～上目黒住区センター児童遊園
常～東山児童遊園
常～唐ヶ崎児童遊園
常～中目黒一丁目児童遊園
常～大坂上児童遊園
常～五本木東児童遊園
常～五本木児童遊園
常～駒場児童遊園
常～宮下児童遊園
常～下六児童遊園
常～下二児童遊園
常～下五児童遊園
常～目黒銀座児童遊園
常～別所坂児童遊園

道路公園課

用地管理 公園用地（北）

公園用地（南）

緑道

児童遊園用地（北）
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 道路公園課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～上四児童遊園
常～小川児童遊園
常～緑ヶ丘児童遊園
常～洗足二丁目児童遊園
常～平町児童遊園
常～碑文谷五丁目児童遊園
常～八雲児童遊園
常～東町南児童遊園
常～東原児童遊園
常～中央町一丁目児童遊園
常～鷹番児童遊園
常～第二曽根児童遊園
常～大岡山児童遊園
常～曽根児童遊園
常～三谷児童遊園
常～桜森児童遊園
常～向原町児童遊園
常～向原おもだか児童遊園
常～原町児童遊園
常～月光町児童遊園
常～宮前児童遊園
常～柿の木坂西児童遊園
常～柿の木坂児童遊園
常～緑ヶ丘西児童遊園
常～羅漢寺川ふれあい広場
常～碑文谷土木公園事務所
常～上目黒四丁目防災ひろば
常～オーパス夢ひろば
常～目黒不動防災ひろば
常～ふれあい橋
常～ポケットオアシス清水
常～駒場一丁目防災緑地
常～熊野神社遊び場
常～合流点遊び場
常～子の神ふれあい広場
常～上一防災ひろば
常～西小山ニコニコ広場
常～洗足駅前ふれあい広場
常～船入場橋
常～都立大学駅高架下広場
常～碑文谷一丁目遊び場
常～碑文谷八幡宮児童遊び場
常～不動ふれあい広場
常～目黒川船入場
常～目黒土木公園事務所
常～めぐろ区民キャンパス広場
常～緑が丘駅歩行者広場・自由通路
常～自由が丘駅前広場（女神像）
常～東横線高架下の緑地
常～目黒川緑地帯
常～平町一丁目緩衝緑地
常～補助３１１号線（ガーデンプレイス）
常～道路緑地（全般）
区民農園歳入調定
常～運営費改定
利用者募集（抽選会）
農園利用者名簿
常～目黒区区民農園設置要綱・農園利用案内
常～区民農園利用取消
常～区民農園調査
常～区民農園年度別倍率等一覧表
利用者承認
応募葉書
応募書類
質問・回答
ホームページ
常～自動販売機（飲料水）設置要綱
常～設置事業者公募
常～駒場東大前駅公衆便所
常～トイレ設置（含む要望）公園・児童遊園・公衆便所他
常～公衆トイレ資料
常～公衆便所（位置図・平面図）
常～公衆便所管理運営検討会報告書
常～公衆便所･公園等トイレの設置･整備等の基本方針､設計･整備マニュアル
常～祐天寺公衆便所の改築、要望
常～緑が丘駅周辺トイレ
常～行政財産用途廃止協議
常～公衆便所条例立案請求
常～公衆便所住居表示
常～公衆便所（告示）
常～公衆便所（改廃等委員会報告）
常～目黒区立公衆便所の設置及び管理運営に関する基準
常～自由が丘駅公衆便所（改築等）
常～熊野神社公衆便所（改修工事）

道路公園課

児童遊園用地（南）

公衆トイレ

用地管理

児童遊園用地（北）

広場・その他

道路緑地

区民農園 区民農園利用

自動販売機 自販機公募

公衆トイレ計画

公衆便所条例等

公衆便所新築・改修
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 道路公園課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～圓融寺公衆便所（新設）
常～学芸大学駅公衆便所（改修工事）
常～正覚寺公衆便所（改築）
常～緑が丘駅前公衆便所
常～八雲氷川神社公衆便所（改築等）
常～都立大駅公衆便所（改修工事）
常～洗足駅公衆便所（改修工事）
常～区民キャンパス公衆便所
常～学芸大学駅公衆便所維持管理
常～中目黒ＧＴ内トイレ維持管理覚書等
常～公衆便所（熊野神社）維持管理
常～公衆便所（円融寺）維持管理
常～公園内安全管理（事故等報告書）
常～祐天寺公衆便所
財産管理通知
維持保全業務積算標準単価表
常～指定作業場設置届出
常～固定資産台帳の更新
常～新会計制度導入
常～貸付物件にかかる施設物の管理について（調査）日比谷線諏訪山第二架
道橋
常～工事台帳（記念植樹等）
井戸の水質検査結果
常～財産調書（財）リバーフロント整備センター基本財産出資金
常～目黒土木公園事務所隣地払下げ
河川施設管理
水防倉庫
行政財産の使用承認申請
土木事務所（防災課・防災用貯水槽）
常～土木公園事務所　境界確定
日比谷線中目黒駅～恵比寿駅間　公衆用道路設置　メトロ開発㈱
常～三田街づくり会館敷地　街路灯の設置
常～教育委員会施設（東山小・三中・四中）敷地内街路灯等設置
常～私有地使用承諾書
継～碑文谷土木事務所管内坂路調査（宅地取付関係）
継～道路・鉄道交差箇所図立体施設台帳
継～私道排水設備助成箇所図（調書）
継～私道整備助成調書・私道整備助成箇所図
継～坂道調書
継～坂道手すり台帳
継～目黒土木事務所管内坂路調査（宅地取付関係）
継～階段手すり台帳
常～大塚山公園防犯カメラ
常～目黒天空庭園等監視カメラ
常～呑川本流緑道横断地下道監視カメラ
常～防犯カメラ設置（廃止・変更）届
常～屋外広告物表示届（みどりの散歩道ガイドパネル）
常～区道占用許可（ガイドパネル・公衆便所他）
常～都道占用許可（ガイドパネル・公衆便所他）
常～世田谷区公園占用許可（九品仏川緑道・ガイドパネル）
常～東京都公園占用許可（駒沢公園・ガイドパネル）
常～歴史と文化の散歩道（東京都）

工事関連共通 施工通知
工事成績評定 常～工事成績評定
自費工事 自費工事

常～財務省(届)関係
常～駒場公園　樹木リスト他
常～会計実施検査に掛かる事前調書
常～文化庁ヒアリング一式(参考)
常～文化庁調査官現地指導(平成２９年７月７日･平成３０年３月１９日)
常～旧前田家本邸和館　防災対策
常～東京都　経由 文化庁 現状変更等
常～駒場和館　過去工事図面
常～だれでもトイレ　和館トイレ改　サイン　図面
常～平成２８年実施調査(平成２６・２７年度分)
常～旧前田家本邸和館 防犯カメラ関係
常～文化庁通達･事務連絡
常～重要文化財(建造物)保存修復整備庁内検討会
常～文化財関係国庫補助（都補助含む）
常～東京文化財ウィーク(駒場公園)
常～重要文化財：旧前田邸保存活用検討委員会
常～駒場公園文化財保存管理計画策定庁内検討部会
常～駒場公園文化財保存管理計画策定検討委員会委員謝礼
常～駒場公園文化財保存管理計画
常～駒場公園(旧前田邸）
常～旧前田侯爵家駒場本邸保存修復整備事業

文化財保存資料（都　建
設局)

常～文化財庭園:保存管理(都建設局)

常～和館等耐震工事 施工(平成２６～２７年度) 工事中(電力･水道)･かし補修･
杉戸保管等
常～旧前田邸　樹木調査(東京都樹木医会)(１９年度実施)
常～旧前田邸　樹木台帳(写)含植栽図面写し
常～駒場文京地区(民芸館)
常～前田育徳会・前田家(含む　尊経閣文庫)

道路公園課

公衆トイレ

公衆便所新築・改修

公衆便所維持管理

財産管理 財産管理全般

行政財産

私有地使用

道路施設等台帳

公園内防犯カメラ

占用許可・ガイドパネル

工事関連

文化財 文化財全般

旧前田邸　公開活用事業
(都補助)
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 道路公園課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～和館等耐震工事 財務省(平成２６～２７年度) 申請･許可･完了届
常～国補助金　実態調査(平成２７年分)
常～駒場和館　防災施設定例ミーティング
常～旧前田邸 公開活用事業(都補助) 実績･報告･確定･通知
常～文化財ウィーク(都)
常～国庫補助・都補助(交付申請・交付決定)(変更届申請含む)耐震工事
常～文化財保護事業　国庫補助　１０月調査(事業計画)
常～都補助(実績報告)地域活性化事業
常～都補助(実績報告)耐震工事
常～国庫補助(実績報告)耐震工事
常～国庫補助・都補助(事業実施)耐震工事
常～東京都　文化財補助金申請
常～国庫補助金（交付申請･交付決定)耐震修理工事
常～国庫補助金　計画変更　建造物保存修理
常～都補助金　実績報告　保存修理
常～国庫補助金　実績報告　保存修理
常～国庫補助(事業計画)１０月調査　耐震工事
常～国庫補助金　実績報告
常～６月調査　事業計画
常～国庫補助　事業計画　防災設備　１０月調査
常～国庫補助(事業実施)防災事業　樹木保全協議
常～国庫補助(交付申請)防災事業
常～都補助(交付申請)防災事業
常～都補助金　計画変更届
常～補助金　未決　連絡なし
常～東京都補助金　実績報告
常～国庫補助金　計画変更
常～国庫補助金　概算払申請　箇所別調書　進歩状況調書
常～都庫補助金　実績報告(２９年度)ポンプ小屋残り
常～国庫補助金　申請
常～国庫補助　実績報告
常～国庫補助(６月調査)防災事業
常～国庫補助金　計画変更(１回目)
常～都補助金　実績報告(ポンプ小屋残り)
常～東京都補助金　申請
常～文化財補助事業計画(１０月調査)防災整備事業
常～地域活性化補助金(１０月調査)だれでもトイレ
常～東京都補助金　計画変更
常～東京都補助金　申請(国　ポンプ小屋残り）
常～都補助　実績報告
常～地域活性化(国庫)補助金申請
常～国補助金　実績報告
常～都補助金　実績報告
常～国庫補助　地域活性化(６月調査)
常～文化財　補助事業計画(１０月調査)
常～都　地域活性化　補助金申請
常～６月調査(事業計画)
常～１０月調査(事業計画)
常～国庫補助金　申請
常～煎茶室・渡り廊下扉等調査　太湖石(金沢戌巽閣等）
常～襖絵等調査
常～和館(含む消防計画)(含む文化財防火デー)
常～火災等保険

樹木管理 常～洋館南側庭園　アカマツ枝折
保存調査・改修等 常～和館改修等経緯

常～事業概要データ
気仙沼復旧概算見積
係回覧文書
調査・回答
常～イントラネット用パソコンの運用に関する協議（USBメモリ）
常～フラッシュメモリー使用簿
常～開示請求
常～区民の声など
継～単価契約工事の契約方法
継～契約図書の取扱い
継～契約事務処理要領
継～業種名の種類変更（一覧）
常～単契工事落札価格の上限
常～発注工事事前公表調査
令和２年度工事の契約依頼予定案件の調査について
常～年度末工事の取扱い
常～積算内訳一覧
常～Ｈ２７年度　発注予定表
常～契約課・工事主管課打合せ
常～総合評価
常～一般質問・回答
常～都市環境委員会（工事報告）
継～アセットマネジメント 土木施設ライフ・サイクル・コスト
常～法定外公共物整備検討会
継～コスト縮減検討会（目黒川沿い道路）
継～ベンチ・腰掛け整備計画（案）

会議資料 常～用廃会議
常～区民の声

道路公園課

旧前田邸　平成３１年度

文化財

旧前田邸　公開活用事業
(都補助)

旧前田邸　平成２６年度

旧前田邸　平成２７年度

旧前田邸　平成２８年度

旧前田邸　平成２９年度

旧前田邸　平成３０年度

旧前田邸　保存管理業務 保存調査　改修等

運営管理

補修設計係庶務 庶務

契約

区議会

検討会

地元住民対応
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 道路公園課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
第７号　居住者からのお問い合わせ　道路改良工事及び道路維持工事（下目
黒一丁目）
常～地元対応記録　H２４

H２９年度予算 常～H２９年度予算資料
H２８年度予算 常～H２８年度予算資料
H２７年度予算 常～H２７年度予算資料
H２６年度予算 常～H２６年度予算資料
H３０年度予算 常～H３０年度予算資料
監査 常～H２８定期監査
会計検査 常～過去の対応記録

常～会計検査資料　H２３
常～目黒川沿川道路（保水性）（都検査記録）　H２３
常～目黒川沿川道路（保水性）（都検査資料）　H２３

工事配布ビラ 道路工事のお知らせ
常～目黒区立施設福祉環境整備要綱に基づく協議
常～「工事箇所の通知」等の送付方法の変更
下水道施設への接続及び閉鎖協議

工事箇所の通知 平成３１年度工事施行に伴う工事箇所の通知について
調整・移設等の依頼 平成３０年度工事施行に伴う調整・移設等の依頼について

常～道調資料
常～道調図
常～（住所）　水路整備
常～個別か所打合せ
常～用壁補修（東山一丁目）　H２４
常～所要人員調査２５
継～工事契約件数・工事契約金額に関する調査について（回答）
常～私道排水助成事業調査
継～道路工事におけるコスト縮減対策について
常～情報開示
継～「２４公共施設の計画・設計・修繕に係る業務の効率化」検討報告書
継～大岡山コミュニティ道路（都道接続部の維持管理）
継～上目黒三丁目（東横線ガード脇）施工協議議事録
継～平成１７年度コスト縮減検討会
継～土木工事建設コスト縮減検討会報告
継～土木・公園事務所の統合及び維持作業の委託化PT(H１５年度)
継～［エコチェックシート７」評価マニュアル
常～基準点の取扱い
常～国土交通省国庫補助事業等に係る文書

資料閲覧 常～土木工事課公開資料閲覧等申請書
道路管理者が行う工事に関する協議
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく通知について
監督員の氏名通知について
工事月報
継～積算資料（工期算定）
常～大都市補正の考え方
常～積算基準についての質問　Ｈ２０～
継～積算基準及び設計単価表の公表について
常～積算基準説明会
常～積算基準類の利用許諾

受領書 常～積算基準等改訂版配布受領書
常～新土木積算システム借り上げ・保守　見積書
常～保守委託に伴う作業計画書及び担当者通知（企業名）　Ｈ２０～
常～（企業名）打合せ記録　Ｈ２０～
常～土木工事積算設計システム管理要綱・使用要領
常～個別システム用ウイルス対策ソフトの導入及び定義ファイル更新手順
継～土木積算システム・周辺機器類の作業検査伝票
継～積算システムサポート内容
継～積算システム機器更新資料
継～積算システム機器更新通達
継～積算システム仕様書
継～積算システム使用の留意事項
常～積算システムサポート作業報告書
継～土木積算システムの運用資料
常～東京都建設局土木積算システム利用許諾更新申請書・回答書・契約書
常～土木積算システムの設置申請・回答
常～刊行物単価データの利用申請・回答
継～土木積算システム利用状況調査・回答
継～土木積算システム利用許諾申請・回答（契約書）

システム操作関連 常～積算システム単品スライド操作マニュアル
積算システム等改訂版配布受領書
常～個別システム登録申請書（積算システム）
継～土木積算システム調査関連
目黒区工事代価
目黒区工事代価に伴う材料単価の見積について（依頼）
見積決定単価
継～エポ・ＬＢ工法単価
常～下水道局協定土工図集及び協定書(写)
常～管路内調査工標準仕様書　下水道局
下水道局協定代価
継～下水道局協定打合せ
継～下水道局随意契約における設計書の閲覧記録簿
継～下水道局協定土工図集
継～東京都下水道局との協定書
建設副産物実態調査説明会の資料

道路公園課

予算・決算・監査

会計検査

補修設計係庶務

地元住民対応

会計検査資料

通知・協議
事前協議

個別か所調整

調査回答

協議議事録

通知文書

監督業務

積算基準 積算資料

積算基準

積算システム システム関連資料

申請書類関連

受領書・報告書

単価・代価 設計単価・工事代価

下水道局協定代価

建設副産物 発生土処理
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 道路公園課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～建設発生土民間処分場
常～公共工事土量調査
建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）
常～UCR受入地利用案内
建設発生土情報ネットワークシステム
常～土木事務所意見交換会　Ｈ２０．２～
常～特記仕様書記載の要領・仕様書等
常～特殊製品組合せ費（単価契約）
継～建設工事公衆災害防止対策要綱副産物処理要綱
継～設計係打合せ事項
継～電線類地中化検討会
継～東急バス路線・停留所
継～東京市道路占用工作物配置標準図
継～道路区域線調査測量施工箇所図
常～都設計変更ガイドライン

維持管理マニュアル 常～維持管理マニュアルPT
常～公園工事等諸基準体系図
常～公園施設の設計概要
常～公園施設長寿命化計画（概要版）
常～公共施設の緑化の手引き
常～資格審査における工事経歴書の活用
常～詳細設計照査要領
常～総合治水対策基本計画
常～地域福祉推進区市町村包括補助事業
常～都市計画施設・街づくり計画等位置図
常～土質簡易判別区分図
常～東京都雨水貯留・浸透施設技術指針（資料編）
常～道路工事設計基準
常～防護柵設置要領・設置基準
常～防災貯水槽設置要領
常～目黒区道路占用工事要綱
常～遊具の安全に関する規準
常～緑道内の自転車置き場に関する事務
常～公園施設の計画・設計・修繕に係る業務の効率化検討会報告書
常～東電電気供給約款
常～排水に関する下水道局事前協議について
常～遊具の日常点検講習会資料
常～コスト縮減検討委員会
常～目黒川沿線道路再整備の舗装構造
常～保水性ミルク浸透工(保水性舗装)の１日当たり施工量
常～各地区の整備計画
継～鋼道路橋設計ガイドライン
継～設計の手引き（原稿）
継～設置基準（桝・取付管・Ｌ形側溝）
継～単価契約工事の手引き
継～標準土工図集（原稿）
継～目黒川転落防止柵の数量の数え方
常～スクールゾーン表示の設置基準
常～設計変更図作成要領
継～鋼道路橋工数算定要素集計マニュアル（案）
継～けつ円の面積計算書
継～狭あい道路拡幅整備工事土工図集
継～公共施設緑化手引き
常～ガードレール(エコン型)とガードパイプの単価比較　(ガードレール(Cｐ型)
常～目黒区雨水流出抑制施設技術指針
常～土木工事課職場研修（東京都橋梁講習会）
継～路面表示施工に関する手引き
継～防護柵設置基準抜粋
継～歩道付き橋梁の防護柵設置について
常～溶融スラグの利用検討資料
常～（旧）舗装種別図
常～カラー舗装に関する調整会議
常～マニュアル類
常～橋りょう塗装に関する基礎知識（研修資料）
常～単品スライド条項の適用実施
常～目黒区交通バリアフリー推進基本構想
継～雨水浸透桝構造検討
継～国庫補助事務資料
継～設計委託等成績評定要領
継～駐車場設計施工・指針
常～目黒区公園等配置図
継～ＩＬＢ舗装技術
継～（企業名）受持区域図
継～アスファルト混合物事前審査制度
継～東山一丁目擁壁改修計算書
継～道路認定の手引き
継～廃ガラスリサイクル舗装
継～歩道の一般的構造について、SF形式の考え方
常～H１９保水性舗装資料
継～保水性舗装・遮熱コーティング舗装
常～目黒川沿線道路修繕検討会報告書
常～遮熱性舗装（試験施工：路側帯カラー）
常～雨水浸透桝（レインステーション）
常～未閉塞取付管閉塞工法(ロボット施工)及び取付管充填工

道路公園課

ヒートアイランド対策

工法資料

設計資料

建設副産物 発生土処理

設計共通 設計全般

設計基準

整備方針

設計の手引
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 道路公園課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～擁壁（フーチングレスパネル工法）
継～サイドライナー工法積算資料（内面補修）
継～噴射式（カラー舗装・区画線・消去）
継～焼却灰溶融スラグの利用について
継～真空コンクリート工法
継～排水管TVｶﾒﾗ調査
継～排水性舗装
継～管内面補修工法（ＦＲＰ・ＡＳＳ）
継～自動車の軌跡図集
継～蛇崩れ・伊勢脇通りFWD調査報告書
継～わだち掘れ舗装（文献）
継～セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用
常～目黒区道路占用工事要綱
継～建設リサイクル法に基づく届出用紙（土木用）、事務処理の流れ
常～特殊材料品費の取扱い基準
常～監督事務費等改定について
常～目黒区立施設福祉環境整備要綱
継～工事変更委員会要綱
継～カラー歩道舗装の考え方
継～水準点
継～請負者提出書類基準等（都市整備部H１９.４月）
継～土木工事施工管理基準
継～道路舗装構造の考え方
継～標準約款
継～目黒区基準点管理要綱
継～目黒区立施設福祉環境整備要綱（内規）
常～工事施工規程
常～街区基準点の維持管理
常～目黒区契約後VE試行実施要綱（写）
継～街区多角点
継～路面表示構造図(インターロッキングブロック用)
継～擁壁標準設計図（Ｈ＝１.０～２.５）
継～標準構造図（原稿）
継～点字ブロック土工図集（パターン別）
継～逆L形擁壁構造図集
継～逆L形・設計計算書
継～カラー充槇蓋構造図（下水道人孔蓋・消火栓蓋）
継～都道・構造図（駒沢通り）
継～ＣＯＲＩＮＳ工事実績入力システム利用者マニュアル
継～道路工事保安施設設置基準
継～土木工事標準仕様書
継～調査・設計および工事業務実績情報サービス（ＴＥＣＲＩＳ・ＣＯＲＩＮＳ）
継～マイクロフィルム作成要領
継～ＴＥＣＲＩＳ利用マニュアル
継～特記仕様書作成要領（東京都）
継～河床整正テキスト
継～総合治水対策特定河川流域における遊水機能保全地域図
継～河床整正設計資料
継～河床整正パンフレット
常～CALS/ECの進捗状況
常～CALS/EC推進協議会
継～区内ＣＢＲ値・Ｋ値
継～土の透水試験及びＣＢＲ試験実施カ所図
継～土の透水試験・ＣＢＲ試験結果報告書　　土の透水試験・ＣＢＲ試験データ
常～下水道局管内調査（碑文谷三丁目）
継～Ｈ８年道路橋示方書・同解説に関する質問・回答集
継～道路上工事の工事用標示板の改善について
継～建築及び建築設備設計基準東京都建設局
継～建設コンサルタント・地質調査登録規程の解釈及び運用の方針の策定に
ついて
拡幅整備工事監督依頼（南部区域）
第１号　起工書
第１号　監督員起案書類
第１号　請負者提出書類
第１号　設計資料
第２号　請負業者提出書類
第２号　監督員起案書類
第２号　起工書
第２号　設計資料
第３号　監督員起案書類
第３号　起工書
第３号　請負業者提出書
第３号　設計資料
第４号　起工書
第４号　設計資料
第４号　請負業者提出書類
第４号　監督員起案書類
第５号　起工書
第５号　請負者提出書類　
第５号　設計資料
第５号　監督員起案書類　
第６号　起工書
第６号　請負者提出書類
第６号　監督員起案書類

道路公園課

工法資料

わだち・たわみ

設計共通

規程

標準構造図

仕様書

河床整正

CALS/EC

CBR・透水試験

建設局通達

工事　第１～１０号 工事　第１号

工事　第２号

工事　第３号

工事　第４号

工事　第５号

工事　第６号
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 道路公園課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
第６号　設計資料
第７号　請負者提出書類
第７号　設計資料
第７号　監督員起案書類
第７号　起工書
第８号　監督員起案書類
第８号　設計資料
第８号　起工書
第８号　請負者提出書類
第９号　設計資料
第９号　起工書
第９号　請負者提出書類
第９号　監督員起案書類
第１０号　請負者提出書類
第１０号　監督員起案書類
第１０号　設計資料
第１０号　起工書
第１１号　設計資料　
第１１号　監督員起案書類
第１１号　請負業者提出書類　
第１１号　起工書
第１１号　見積関係書類　
第１２号　起工書
第１２号　見積関係書類
第１２号　請負業者提出書類
第１２号　設計資料
第１２号　監督員起案書類
第１３号　設計資料　
第１３号　請負業者提出書類
第１３号　起工書　
第１４号　設計資料
第１４号　監督員起案書類
第１４号　請負業者提出書類
第１４号　起工書
第１５号　監督員起案書類　
第１５号　起工書
第１５号　請負者提出書類　
第１５号　設計資料
第１６号　監督員起案書類
第１６号　起工書　
第１６号　見積関係書類
第１６号　請負業者提出書類
第１６号　設計資料
第１７号　監督員起案書類　
第１７号　起工書　
第１７号　請負業者提出書類
第１７号　設計資料　
第１８号　監督員起案書類　
第１８号　設計資料
第１８号　請負業者提出書類
第１８号　起工書　
第１９号　起工書　
第１９号　設計資料
第２０号　請負業者提出書類　
第２０号　起工書
第２０号　監督員起案書類　
第２０号　設計資料
第２１号　監督員起案書類　
第２１号　請負業者提出書類　
第２１号　設計資料
第２１号　起工書　
第２２号　設計資料　
第２２号　請負業者提出書類　
第２２号　監督員起案書類
第２２号　起工書
第２３号　設計資料　
第２３号　起工書
第２３号　請負業者提出書類
第２３号　監督員起案書類　
第２４号　請負業者提出書類
第２４号　起工書
第２５号　起工書　
第２５号　監督員起案書類
第２５号　請負業者提出書類
第２５号　設計資料
第２６号　起工書
第２６号　見積関係書類　
第２６号　請負業者提出書類
第２６号　設計資料
第２６号　監督員起案書類
第２６号　施工通知
第２７号　起工書　
第２７号　設計資料　
第２７号　請負業者提出書類

道路公園課

工事　第２７号

工事　第７号

工事　第８号

工事　第１～１０号

工事　第６号

工事　第９号

工事　第１０号

工事　第１１～２０号 工事　第１１号

工事　第１２号

工事　第１３号

工事　第１４号

工事　第１５号

工事　第１６号

工事　第１７号

工事　第１８号

工事　第１９号

工事　第２０号

工事　第２１～３０号 工事　第２１号

工事　第２２号

工事　第２３号

工事　第２４号

工事　第２５号

工事　第２６号

15／28



 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 道路公園課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
第２７号　監督員起案書類　
第２８号　請負業者提出書類
第２８号　設計資料
第２８号　東京都設計審査
第２８号　起工書　
第２８号　監督員起案書類
第２９号　監督員起案書類　
第２９号　請負者提出書類
第２９号　起工書
第２９号　設計資料
第３０号　監督員起案書類　
第３０号　起工書
第３０号　請負業者提出書類　
第３０号　設計資料
第３１号　監督員起案書類
第３１号　起工書
第３１号　請負業者提出書類
第３１号　設計資料　
第３２号　請負業者提出書類　
第３２号　起工書
第３２号　監督員起案書類
第３２号　設計資料
第３３号　起工書　
第３３号　設計資料
第３３号　監督員起案書類　
第３３号　請負者提出書類　
第３４号　監督員起案書類
第３４号　起工書
第３４号　請負業者提出書類
第３４号　設計資料
第３５号　設計資料　
第３５号　請負業者提出書類
第３５号　見積関係書類　
第３５号　起工書　
第３５号　監督員起案書類
第３６号　起工書　
第３６号　監督員起案書類
第３６号　請負者提出書類
第３６号　設計資料
第３６号　見積り関係書類
第３７号　設計資料　
第３７号　起工書
第３７号　請負業者提出書類
第３８号　設計資料
第３８号　起工書　
第３８号　請負業者提出書類
第３９号　見積り関係書類　
第３９号　監督員起案書類
第３９号　請負者提出書類
第３９号　設計資料
第３９号　起工書
第４０号　監督員起案書類　
第４０号　起工書
第４０号　見積り関係　
第４０号　設計資料
第４０号　請負業者提出書類　
第４１号　監督員起案書類
第４１号　起工書
第４１号　請負者提出書類　
第４１号　設計資料　
第４２号　監督員起案書類
第４２号　起工書
第４２号　設計資料
第４２号　請負者提出書類
第４３号　監督員起案書類
第４３号　起工書
第４３号　請負者提出書類
第４３号　設計資料　
第４４号　監督員起案書類　
第４４号　請負者提出書類　
第４４号　起工書
第４４号　設計資料　
第４５号　監督員起案書類　
第４５号　起工書　
第４５号　請負者提出書類　
第４５号　設計資料　
第４６号　監督員起案書類　
第４６号　起工書　
第４６号　請負者提出書類　
第４６号　見積関係書類　
第４６号　設計資料　
第４７号　起工書
第４７号　設計資料　
第４７号　請負者提出書類　

道路公園課

工事　第４１～５０号

工事　第２７号

工事　第２８号

工事　第３８号

工事　第３９号

工事　第４０号

工事　第２１～３０号

工事　第２９号

工事　第３０号

工事　第３１～４０号 工事　第３１号

工事　第３２号

工事　第３３号

工事　第３４号

工事　第３５号

工事　第３６号

工事　第３７号

工事　第４１号

工事　第４２号

工事　第４３号

工事　第４４号

工事　第４５号

工事　第４６号

工事　第４７号
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 道路公園課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
第４７号　監督員起案書類　
第４８号　監督員起案書類　
第４８号　請負業者提出書類　
第４８号　設計資料
第４８号　起工書　
第４９号　請負者提出書類　
第４９号　起工書　
第４９号　設計書類
第４９号　監督員起案書類　
第５０号　請負業者提出書類　
第５０号　起工書　
第５０号　設計資料　
第５０号　監督員起案書類　
第５１号　起工書　
第５１号　監督員起案書類
第５１号　設計資料
第５１号　請負者提出書類
第５４号　監督員起案書類　
第５４号　起工書　
第５４号　設計資料　
第５４号　請負業者提出書類　
第５８号　監督員起案書類　
第５８号　設計資料　
第５８号　請負者提出書類　
第５８号　起工書　
第５９号　起工書　
第５９号　設計資料　
第５９号　見積り関係書類　
第５９号　監督員起案書類　
第５９号　請負者提出書類　
第６０号　監督員起案書類　
第６０号　設計資料　
第６０号　起工書　
第６０号　請負者提出書類　
第６１号　設計資料　
第６１号　監督員起案書類
第６１号　請負者提出書類
第６１号　起工書　
第６２号　起工書　
第６２号　設計資料　
第６２号　請負業者提出書類　
第６６号　請負者提出書類　
第６６号　監督員起案書類　
第６６号　設計資料　
第６６号　起工書　

報道 メディア対応
常～東山貝塚公園設計資料
常～東山貝塚公園斜面地現地調査等について
常～東山貝塚公園打ち合わせ資料
常～東山貝塚公園打ち合わせ議事録

駒場野公園PT PT資料
設計資料(菅刈公園工事)
契約関係書類(菅刈公園工事)
請負者提出書類　（菅刈公園工事）
使用材料検討資料(菅刈公園工事)
材料計算(菅刈公園工事)
起工書(菅刈公園工事)
監督員起案書類（菅刈公園工事）
打合せ資料（菅刈公園工事）

サクラ保全工事（その４） 設計書類一式（サクラ保全（その４））
小川児童遊園フェンス設置工事契約書類

第１０５号　起工書　
第１０５号　見積関係書類
第１０５号　設計資料　
第１０５号　監督員起案書類
第１０１号　設計資料
第１０１号　監督員起案書類

橋りょう 継～鴻巣橋・氷川橋
公共こうきょ整備工事 常～空川入り口の鍵の受領書

常～祐天寺ガード下照明　H２３
継～（住所）
常～柿の木坂支流巻き込み部改良箇所図
常～東山小学校周辺道路
継～（住所）、私道及び水路
常～道路維持工事（原町二丁目）保留H２５

受託下水道工事 企業・協定・覚書 常～下水道施設高さの委託に関する協定　鉄蓋・鉄枠の処理について
設計目録 工事設計目録 継～工事設計目録

常～工事設計記録
継～設計書Ｓ５０～H５年度
常～私道整備助成における署名・押印の委任について
継～私排財調
常～配水小管埋設パンフレット（水道局）（集中分岐管→配水小管）
継～各区私道整備事業のアンケート集計表
継～私道現況調書

道路公園課

工事　第４１～５０号

委託　第１０１～１１０号

私道 私道全般

設計記録 工事設計記録

工事　第５１～６０号

工事　第５４号

工事　第５８号

工事　第５９号

工事　第６０号

菅刈公園環境整備工事

工事　第４７号

工事　第４８号

工事　第４９号

工事　第５０号

工事　第５１号

委託　第１０５号

委託　第１０１号

その他工事

保留工事

工事　第６１～７０号 工事　第６１号

工事　第６２号

工事　第６６号

工事　公園
東山貝塚法面の検討
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 道路公園課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～私道整備カラー舗装資料
継～私道整備工事申請書類
継～私道排水設備情報公開資料
継～私道排水設備代価作成部会規約
継～私道防犯灯事業移管
私道整備工事の繰越
継～小型汚水桝（宅地内用）採用について
継～手引き（条例・規程）
継～私排事業移管
継～私道排水設備助成細目
継～私道排水設備助成関係資料
継～私道排水設備技術資料
継～私道整備助成条例改正
常～審査基準　内規
常～(住所）
継～私道整備助成受付要領
常～私道整備助成相談
常～平成２３年度 私道整備工事助成取り下げ申請書（住所）（氏名）
常～（住所）（個人氏名）
常～（住所）
継～（住所）（商店街名）
継～私道排水設備助成（住所）
継～私道排水設備助成延期願い
継～私道排水設備助成延期願い経過
継～（住所）
継～未執行私道排水調書
継～街路灯工事における指名業者について「（企業名）引込線請負工事店」
継～街路灯台帳
継～街路灯維持管理の考え方
街路灯アンケート
常～補助４６号線の街路灯の引継ぎ
継～自動点滅器仕様
継～予算請求資料（街路灯）
継～特別区土木関係現況調書
継～灯数表
継～（企業名）工事負担金について
継～電気工事図面
常～蓄電池内蔵型街路灯設置に伴う道路占用許可申請
継～電気使用申込書
継～財産使用申請（街路灯関係）
継～大型街路灯共架に関する覚書・協定書
継～街路灯添架申込起案（企業名）
継～街路灯添架承諾書（企業名）
常～大型街路灯共架契約申込書
常～街路灯添架申込書兼承諾書（Ｈ２３～）
継～LED灯具
継～デザイン街路灯図
継～ＪＩＬ資料
継～ｿｰﾗｰﾗｲﾄとコンパクト形蛍光灯の比較
継～目黒川橋りょう灯
継～歩道照明についての検討書
継～標示板
継～道路照明器材仕様書
継～照明器具の寿命について
継～照明、照度資料
継～照度分布図
継～区内ひったくり件数
継～区街路灯計算書
継～教育大跡地街路灯資料
継～強化ガラス資料
継～ポール基礎の安定計算法
継～PCB調査、VOC、アスベスト、塗装
継～（住所）
継～大橋JC工事（街路灯）
継～青葉台三丁目再開発（蛇坂）
継～上目黒一丁目再開発
継～自由が丘駅改良工事
継～月光原商店街
継～蛍光灯の試験設置について
継～１９号線　街路灯
継～街路灯（単独柱）架空線
継～（住所）私道内街路灯
継～補助３１１号線（設計資料）
継～補助３１１号線（計画資料）
継～東山コミュニティ街路灯
継～中目黒４丁目共同住宅建築計画
継～街路灯照度調査結果
継～（住所）街路灯撤去要望
常～漏電遮断器の取扱い
常～街路灯調査
常～蛇坂脇開発資料
常～信号ｹｰﾌﾞﾙ東電柱共架申込
常～目黒川ユスリカ駆除装置設計資料
常～沿川通路計算書

道路公園課

照度調査

街路灯調査

私道 私道全般

私道整備相談受付

工事予定

私道排水計画

街路照明 街路照明事務

各種申込

技術資料

街路照明
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 道路公園課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～沿川通路計算資料
継～「歴史と文化の散歩道」案内板・標識の法的取り扱い
継～英語併記の表示について（資料）
継～共架竣工届
継～施設体系
継～道路愛称名標識打ち合わせ資料
継～視覚障害者誘導用標示（点字シート）
継～手すり設置基準
継～世田谷区私道反射鏡整備要綱（写）
継～世田谷区道路反射鏡施設共架契約書（写）
継～道路占用物件移設補償要綱目黒区カラー舗装実施要綱
継～道路標識設置基準の改定
継～付属物損傷事故取り扱い要綱案文
継～目黒区立施設福祉環境整備要綱取り扱い
継～裏通り交差点事故防止対策大田区、警視庁交通部
継～視覚障害者誘導用ブロック設置基準
継～視覚障害者誘導用ブロックパターン図
継～私設カーブミラーの取り扱い
継～河川の転落防止柵
継～区画線について
継～区画線設置基準
継～スクールゾーン表示の設置基準
継～道路標識調書
継～すべり止め舗装要領書
継～すべり止め舗装箇所調書(南北）
継～歩道内施設調書
継～目黒区ガードレール台帳
お客様の声（H２８道路維持工事（上目黒四丁目））
常～成果品に関するエラーの事例集
定期監査資料
H３１予算
係長会
工事通知
追加道調
北部区域　狭あい道路の整備工事について
第１０号　拡幅整備工事監督依頼（南部区域）
常～住区・町会名簿
新型コロナウィルス感染症対策
調査・回答
広報原稿
視察対応
令和２年度施設点検結果報告
常～エコ・チャレンジ顕彰
常～公共的団体一覧
常～公聴・区民の声（利用係）
常～施設点検資料
常～目黒区報記事
常～デング熱対応
常～施設点検委託
研修会資料
公園資料閲覧・貸出
実習生受入
常～システム管理セキュリティ
常～遺失物取扱基準
常～環境学習公募事業
常～緊急財政見直し
常～生活保護受給者社会体験事業
常～相談室移転
常～東京ロケーションボックス
常～道路・公園維持管理体制の見直し検討会
常～放射能測定
常～目黒区環境を考える会
係長会資料

文書 郵券管理
常～祐天寺駅周辺地区整備構想
常～環境基本計画
常～条例改正記録
条例・規則改正
常～要綱

人事全般 常～専務的非常勤
賃金・報酬 支払調書作成台帳

決算・監査
事業実施起案
予算執行計画
補正１号
翌年度分当初予算重要事項
補正２号
翌年度分当初予算見積資料
常～契約事務
常～業務改善提案型契約における業務評価

物品 常～物品シール（利用係）
常～生物多様性専門委員会
常～生物多様性課内ＰＴ

プレーパーク 常～プレーパーク

道路公園課

利用係人事・給与

利用係財務会計 予算執行

予算編成

契約

検討プロジェクト 生物多様性地域戦略

共通 共通

工事通知関係

狭あい道路 狭あい道路拡幅整備工事

利用係共通 庶務

各種計画

例規・要綱

街路灯調査

交通安全施設 交通安全施設事務

設置基準

施設調書

街路照明
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 道路公園課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～行革調査（指定管理者取扱い）
常～指定管理者　監査等
常～指定管理者通知
常～都市環境委員会
常～個人情報保護審議会
常～指定管理者公園施設資料
常～指定管理者情報公開
常～指定管理者事業運営
常～指定管理者年度協定
常～指定管理者協定（ポニー園、駒場和館、デイキャンプ）
常～指定管理者の使用料徴収及び収納事務委託告示
常～継続選定
常～指定管理者更新
常～選定評価委員会
常～選定応募書類
常～指定管理者選定
常～評価委員会
常～指定管理者四定議決・都市環境委員会

運営評価 常～運営評価資料
各課担当者会 常～都市整備部各課担当打合せ

常～公園ＰＲ掲載紙
常～公園ホームページ
常～東京都公園ＰＲ誌
常～目黒区パンフレット
常～パネル展
常～学校、団体等利用指導
常～外注パンフ（碑文谷・西郷山・菅刈）
常～区有施設基礎データ調査表
常～区有施設利用者アンケート
常～施設利用状況調書
常～施設利用状況表（２４～）
公園特殊使用料の徴収及び収納・事務委託告示
使用料歳入調定（ボート場）
調定額兼収納金収入報告書（駒場）
徴収，収納事務検査
常～東京都地域と連携した環境政策区市町村補助制度
常～徴収，収納事務マニュアル
収納金収入報告書
常～減免基準
常～２７年度 施設使用料・利用等問題 作業部会
常～使用料改定各施設資料（２４～）
常～使用料算定（菅刈和館、ポニー園）
常～施設予約システム検討連絡会
常～施設使用料改定（２４～）
常～事務事業見直し
公印処理台帳
常～利用承認事務マニュアル
常～原稿
菅刈公園施設点検日誌
菅刈和館業務日報
常～菅刈公園和館連絡票
常～菅刈公園和館利用状況⑭～
常～菅刈公園資料
常～業務マニュアル（菅刈公園和館）
菅刈和館利用状況報告書
菅刈和館申請書
菅刈和館使用料納付書
菅刈和館使用料調定
菅刈公園就業予定表
菅刈和館運営管理
常～菅刈和館アンケート調査
旧前田家本邸パンフレット・パネル作成
駒場和館火災保険
常～東京農工大学卒業論文
常～先進自治体等派遣研修（金沢市）
常～駒場公園和館利用申請書用紙
常～駒場公園和館資料
常～駒場公園和館苦情・要望
常～旧前田家本邸洋館
ユニークベニュー事業
常～鳥獣（ハクビシン）捕獲許可申請
花嫁のれん展
常～旧前田家本邸公開活用パンフレット
旧前田家本邸和館火災報知機取替え工事
常～備品等資料（駒場公園和館）
常～調査・回答
駒場公園就業予定表
駒場公園和館業務日報
駒場公園和館施設点検日誌
駒場公園和館申請書
駒場公園和室・茶室指定管理者管理経費
駒場和館使用料納付書
駒場和館利用状況報告書
樹木等の保全協議（駒場公園）

道路公園課

業務委託共通 業務委託共通全般

業務委託・和館業務 菅刈公園業務委託

駒場公園和館

公園ＰＲ 公園ＰＲ全般

施設利用状況 施設利用状況全般

使用料 歳入全般

使用料見直し・算定

指定管理者制度 指定管理者制度

指定管理者資料

協定

選定評価
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 道路公園課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～関東圏内の建築ボランティアガイドに関する研究
常～駒場公園保存管理計画
常～駒場公園和館耐震補強工事
東京文化財ウィーク
常～業務マニュアル（駒場公園和館）
常～駒場公園和館管理運営　関東財務局報告
常～駒場公園和館利用状況⑭～
常～駒場和・洋館解説
常～駒場和館アンケート調査
常～駒場和館撮影　営利目的検討
常～消防訓練
常～前田邸保存修復工事検討会
常～菅刈ネット資料
常～議会資料
常～菅刈ネット要望
常～菅刈和館展示計画基礎資料
常～菅刈和館展示原稿
常～菅刈和館展示原資料
常～菅刈和館展示設営計画書（当初）
常～菅刈和館展示全般
常～他所管展示関連資料
常～庭園の復元及び管理
常～未発展示テーマ
常～書幹帖写真
常～菅刈公園の石
常～菅刈和館庭園調査報告
常～菅刈和館展示テキスト
常～菅刈和館展示業者委託資料
常～電気取説
常～予算資料
常～庭園・和館・展望室
常～菅刈和館行政使用
常～設備取説
常～建築取説
ボート場利用料納付書兼納入済通知書
常～ボート修繕
常～券売機（ボート）
常～動物舎、ボート場設置許可書
常～碑文谷公園ボート場事故報告、苦情受付
ボート場管理就業実績表
ボート場管理日報
ボート場業務委託管理実施報告書
ボート場業務全般
ボート場券売機点検報告書
目黒区公契約条例労働台帳
家畜所有者定期報告
常～動物広場事故報告・苦情対応
こども動物広場管理日報
こども動物広場施設点検日誌
ポニー園指定管理者管理経費
ポニー教室（個人）名簿
ポニー教室（団体）月間予約表
ポニー教室（団体）利用申請書
常～簡易点検記録簿
動物広場ごみ処理委託処理票
動物広場エレベーター作業報告書
動物広場指定管理者四半期報告書
動物広場利用料納付書兼納入済通知書
ポニー教室（団体）公立団体年間利用調整
取材対応
常～ポニー園利用状況⑭～
常～動物広場事業の今後に関する話し合い
こども動物広場ガス設備定期保安点検
常～こども動物広場監査
常～ポニー団体利用駐車場
常～自主運営活動
体験学習受け入れ
常～インフルエンザ対応
ポニーまつり
常～動物取扱業登録
常～動物の飼育又は収容の許可書
常～他の市等のこども動物広場
常～乗馬療法
常～自動券売機（ポニー舎）
常～事件等記録簿
常～開園経過等
常～ハーモニイセンター資料
常～ポニー園写真
常～ポニー事業ＰＲ
常～家畜所有者定期報告
常～都福祉のまちづくり補助金
常～政策会議資料（ポニー拡張）
常～新事業計画（ポニー園）
常～障害者団体要望書

道路公園課

業務委託・ボート 業務委託・ボート全般

業務委託・ポニー園業務 こども動物広場業務委託

こども動物広場資料

業務委託・ポニー園資料 ポニー事業拡張

業務委託・和館業務

駒場公園和館

菅刈ネット

菅刈和館展示

菅刈和館資料
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 道路公園課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～アンケート（ポニー拡張）
常～近隣住民との覚書
常～碑文谷公園拡張
清掃日程表
作業完了届
消防設備点検報告
常～消防設備点検引継
駒場野公園業務日報
常～指定管理者打合せ
デイキャンプ申請書
デイキャンプ場指定管理者管理経費
デイキャンプ苦情・要望
駒場野公園勤務予定表
駒場野公園実績報告書
常～デイキャンプ貸出表駒場野公園
常～デイキャンプ内規事項
常～駒場野公園管理運営委託実施起案
常～野のみどり人
常～森のみどり人養成講座
常～自転車保証書・カタログ
常～自転車修理履歴
常～自転車修理台帳
常～自転車修理資料
常～児童交通施設利用統計
常～交通公園事故報告
常～交通公園業者委託
常～交通公園画像・掲示
常～交通公園運営管理全般
常～業務運営計画書
常～カート・三輪車管理
交通公園日常施設点検日誌
交通公園保育園等交通安全教室実施予定表
児童交通公園利用状況
交通公園就業予定表
交通公園事業完了届（日報）
常～交通公園見直し検討報告（衾町交通公園）
常～交通安全資料（衾町交通公園）
常～日常清掃委託資料
常～自動ドア保守点検
常～機械警備
常～日常施設点検
常～グリーンクラブ（道路占有許可・管理協定）
常～立会川緑道活動グリーンクラブ写真
常～グリーンクラブの概要
常～グリーンクラブコンポスト
常～グリーンクラブ花壇管理台帳
常～グリーンクラブ現況写真
常～グリーンクラブ広報等
常～グリーンクラブ仕様書
常～グリーンクラブ事業実績表
常～グリーンクラブ他市区町村の活動
常～グリーンクラブ台帳№１及び№２
常～グリーンクラブ団体紹介用紙
常～グリーンクラブ配布等原稿・写真
常～グリーンクラブ要領
常～グリーンクラブだより
常～グリーンクラブ配布用具資料
グリーンクラブ活動の実施について
花苗配布
常～グリーンクラブ一覧（最新）
常～グリーンクラブ今回配布資料
常～グリーンクラブ請求書（写）
常～グリーンクラブ配布先地図
構成員名簿
植栽計画書
グリーンクラブ講師謝礼
グリーンクラブ講習会
常～ボランティア保険加入
常～引継事項（グリーンクラブ）
常～新規登録予定団体
常～登録の手順・用紙
常～上目黒５丁目
常～上目黒住区
常～上目黒住区児童遊園グリーンクラブ
常～上目黒町会グリーンクラブ
常～上町会グリーンクラブ
常～油面菜の花プロジェクト実行委員会
常～大橋
常～小川坂
常～駒場野公園野の花
常～駒場野バラ
常～駒場小学校
常～駒場三丁目もちの木公園を育てる会
常～駒場公園バラの会

道路公園課

機械警備委託

グリーンクラブ全般 共通

花苗配布

研修・講習会

登録グリーンクラブ 新規登録

北部あ～か

定期清掃委託

消防設備点検

定期清掃委託全般

消防設備点検全般

業務委託・デイキャンプ・
交通公園他

デイキャンプ

自然観察普及員

衾町交通公園

交通公園見直し

日常清掃委託

業務委託・ポニー園資料 ポニー事業拡張
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 道路公園課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～烏森
常～バラ園
常～グループなかめ大塚山グリーンクラブ
常～グリーンカフェ青鳥グリーンクラブ
常～油面住区
常～こはる
常～こまばリサイクルの会
常～茶屋坂街かど
常～第二上目黒保育園
常～西郷山
常～菅刈住区
常～菅刈街かど
常～菅刈ネット２１グリーンクラブ
常～Ｃ．Ｇ．Ｃグリーンクラブ
常～下二南町会
常～下目黒グリーンクラブ
常～蛇崩川緑道
常～天空フラワーグリーンクラブ
常～祐天寺ふれあい
常～柳通り
常～目黒川緑道
常～氷川台
常～日向グリーンクラブ
常～東山・花とみどりの会
常～東山小学校
常～中町東
常～中町せせらぎ
常～舟入公園
常～三田町会婦人部
常～ひめりんご
常～オリーブとミモザの会
常～大岡山町会
常～お花屋さん
常～いきいき
常～あやグリーンクラブ
常～碑小学校
常～東原グリーンクラブ
常～碑住区環境緑部
常～学芸大学駅前
常～柿の木坂３丁目
常～柿の木坂花グリーンクラブ
常～月光原公園
常～月光町会
常～大岡山西町会
常～こなべ野公園
常～ナチュラル
常～ニコニコ
常～三谷児童遊園
常～自由が丘
常～自由が丘住区環境
常～自由通り
常～清水池公園
常～清水町児童遊園
常～清水東ひまわり
常～西小山
常～洗足北街かど公園
常～第十一中学校
常～中根ねむの木（目黒/明社）
常～中根住区
常～中根小学校
常～都立大学駅前遊歩道
常～呑川緑道
南泉公園グリーンクラブ
常～向原小学校
常～向原西街かど
常～向原おもだか緑道
常～原町小学校
常～原町
常～宮前小学校
常～花の公園くらぶ
常～メルシー・フルール
常～ポケットオアシス清水
常～八雲２丁目グリーンクラブ
常～ピノッキオ
常～ろくお
常～ひまわり
常～衾町公園バラの会
常～目黒通り鷹番
常～目黒しいの木会
常～冨士美会商店会
常～碑文谷公園グリーンクラブ
常～八雲住区環境グリーンクラブ
常～八雲ＫＭ
常～南一グリーンクラブ

道路公園課

南部あ～か

南部さ～な

南部は～わ

登録グリーンクラブ

北部あ～か

北部さ～た

北部な～わ
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 道路公園課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～向原緑道を愛する会
常～向原住区
常～不動前
常～平成１６年度グリーンクラブ見直し（１２団体）
常～宝来橋
常～目黒一丁目都営アパート
常～目黒第三中学校
常～油面学童保育
常～油面住区
常～不動児童館お花いっぱいの会
常～中央町保育園
常～なかめほうらい橋グリーンクラブ
常～さいかち橋グリーンクラブ
常～ＦＡＫＥ
常～日の出橋フレンド
常～唐が崎
常～中目黒小学校
常～中町保育園
常～谷戸前
常～鷹番グリーンクラブ
常～第二田道保育園
常～第五中学校
常～第一中学校
常～清水池
常～菅刈小学校
常～上目黒保育園
常～上目黒小学校
常～自然園下
常～五本木東町会グリーンクラブ
常～五本木東町会
常～油面小学校
常～なべころ坂
常～駒２（コマニ）グリーンクラブ
常～大岡山保育園
常～第二ひもんや保育園
常～中根冨志美会
常～八雲小学校
常～目黒本町保育園
常～ＹＡＳクラブ
常～なかめグリーンクラブ
常～ひもんや保育園
常～みどりいっぱい花いっぱい（緑ヶ丘保育園）
常～柿の木坂グリーンクラブ
常～柿の木坂花の会
常～原町保育園
常～自由が丘住区センター
常～自由通り（大谷氏）グリーンクラブ
常～清水池
常～駒場野公園２０周年記念事業
常～管理棟運営
常～駒場野公園管理運営計画資料
常～駒場野公園掲載記事
常～公園の育児書
常～雑木林管理
常～ケルネル水田
常～大池
常～キノコ
常～桜
常～樹名版
常～植物調査（自然クラブ）
常～目黒区動植物目録街の自然１２ヶ月資料編
常～クモ
常～昆虫
常～鳥
常～特定外来生物
常～開室日の見直し
常～駒場野公園拡張用地整備の検討
常～駒場野公園自然観察舎事例調査
常～自然観察舎の概要
常～自然観察舎自然観察教室団体利用対応報告書
特定緑地等区民調査指導報告書
駒場野公園自然観察舎団体利用申込み書
常～自然観察舎管理運営の検討
自然観察舎施設点検日誌
自然観察舎勤務予定表
自然観察舎業務日報
常～自然観察舎企画展示
常～自然観察舎パソコンソフト「イーハトーブの森」
常～展示の検討
常～自然観察舎書籍リスト
常～応募書類
常～施設運営業務委託（学習館外２箇所）業務改善提案型契約方式
常～施設運営業務委託（学習館外２箇所）業者選定
常～シェアリングアース協会

道路公園課

駒場野公園自然観察舎 経緯・概要

管理・運営

展示

業者選定

駒場野自然クラブ 自然クラブ事業実施

南部は～わ

廃止（北部）

廃止（南部）

駒場野公園 管理運営

水循環

植物環境

動物環境

登録グリーンクラブ
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 道路公園課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
駒場野自然クラブ講師依頼
常～自然クラブのご案内
常～自然クラブニュース発送
常～自然クラブ会員名簿
常～自然クラブ概要
常～自然クラブ年間予定
常～講師名簿
常～自然クラブ資料
駒場野自然クラブの実施･支出
常～野草園
常～教師用ネーチャーガイド
常～ビオトープ活動
常～キノコ菌打ち
常～駒場野自然クラブ活動記録（自然クラブニュース）
常～自然クラブ活動写真
常～ホタルサミット
常～ホタル観察会
常～ホタル駒場野公園観察・調査記録
常～ホタル研修会
常～ホタル事業のあらまし
常～大原町現地調査
常～駒場野自然フォーラム
常～ほたるだより
常～炭焼き
常～ホタルの会経過
常～ホタルに関する新聞記事
常～ホタル研究文献
常～ホタル施設調査
常～こまばリボンクラブ
常～こまばリボンクラブ活動団体登録
常～リサイクルの会要望書
常～落葉活用リサイクル

ホタルの会 常～ホタルの会活動団体登録
駒場プレーパークをつく
る会

常～駒場プレーパークをつくる会活動団体登録

森のみどり人 常～森のみどり人
駒場野フォーラム 駒場野フォーラム実施
ボランティア研修会 ボランティア研修会

常～ビオトープ
常～横浜市（舞岡公園以外）
常～自然観察公園紹介（国・東京都）
常～舞岡公園
常～北区音無親水公園音無もみじ緑地
常～野川公園
常～ユスリカ
常～魚
常～昆虫
常～鳥
常～東急建設生物調査（２５年度）
常～「生き物と共生したまちづくり」２３区職員ネットワーク
常～第８回自主研究フォーラム
常～兵庫県人と自然の博物館
常～区民農園画像
常～区民農園説明会資料
常～区民農園利用案内
常～区民農園掲示
常～区民農園運営全般
常～区民農園運営マニュアル（他区）
区民農園講習会
区民農園維持管理
区民農園講師謝礼
常～町会掲示回覧等依頼・地図
常～住区ポスター等掲示依頼・地図
常～公園活動消耗品購入連絡票
常～公園活性化事業記録簿
常～後援名義取り扱い要綱
常～論文
常～目黒区協働によるまちづくり資料
常～住民参加公園活性化要綱・要領
常～公園活性化説明資料集（中目黒）
常～公園管理基本方針（共通）
常～ボランティア社協資料
常～活性化要綱の手引き・考え方
常～活性化要綱政策会議・所管委員会資料
常～活性化要綱配布ＰＲパンフレット
常～環境学習における人づくり
常～ＮＰＯ－ｂｉｒｔｈ
常～みどりと公園課ＮＰＯ
常～ＮＰＯ登録ガイドブック
常～ＮＰＯ検討Ｐ．Ｔ部会
常～公園友の会資料
常～福岡市管理運営市民参加のあり方
常～墨田区コミュニティーガーデン
常～緑のボランティア活動認定講習都環境局

道路公園課

団体育成 活動団体支援事業

協働と活性化

活動団体ＮＰＯ

国・他自治体事例

自然環境 自然環境型公園

いきもの

研修

区民農園 区民農園全般

ホタル事業 ホタル事業実施

駒場野ホタルの会

ホタル研究資料

公園活性化事業 りさいくるの会

駒場野自然クラブ 自然クラブ事業実施

活動資料

活動記録
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 道路公園課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～練馬区住民管理資料
常～武蔵野市いきものばんざいクラブ
常～東京都公園協会
常～都市緑化基金資料
常～他自治体住民管理資料
常～足立区都市農業公園
常～他の自治体からの問い合わせ・視察
常～２３区住民管理資料
常～横浜市住民管理資料
常～国営公園等住民管理資料
常～自治体とＮＰＯ
常～世田谷区
常～助成金資料
常～ボランティア活動保険
常～平成１７年度長寿社会づくりソフト事業費交付金
常～宝くじコミュニティ助成事業
常～目黒区まちづくり助成金
常～目黒区社会福祉協議会ボランティア活動助成
常～インターネットの利用
常～まちづくり市民財団補助金
常～その他の補助金
常～（財）都市緑化基金
常～住区住民会議補助金
常～自動販売機の公園設置
常～自治体総合賠償保険
常～区職員活用しませんか
常～業務委託の検討
常～地域活動団体賠責保険
常～基本設計
常～整備検討会
常～スポーツの広場団体利用
常～利用マナー
常～売店設置
常～中目黒公園流れ取扱説明書
常～中目黒公園管理運営方針
常～花とみどりの学習館整備
常～花とみどりの学習館他自治体資料
常～花とみどりの学習館基本設計資料
常～（財）都市緑化基金花と緑のまちづくり調査
常～みどりのボランティアリーダー育成プログラム委託
常～ＣＥＳ年間計画書
常～花とみどりの学習館経過資料
常～ＣＥＳ資料
常～花とみどりの学習館利用ルール
常～学習館イベント
常～学習館雨水利用
常～実績報告書
常～花とみどりの学習館だより
常～花とみどりの学習館ウイルス対策ソフト
常～花とみどりの学習館トイレ日常点検
常～花とみどりの学習館区報原稿
常～花とみどりの学習館入館者数報告書
常～花とみどりの学習館複写機借上げ
常～花とみどりの学習館連絡票
常～花とみどりの学習館団体利用対応
常～花とみどりの学習館図書
常～花とみどりの学習館事業計画資料
常～花とみどりの学習館屋上緑化
常～園芸療法
常～運営組織資料
常～リサイクルガーデニング
常～エアコン点検
花とみどりの学習館施設点検日誌
花とみどりの学習館業務日報
花とみどりの学習館改善提案報告書
常～花とみどりの学習館インターネット接続サービス（ブログ）
ブログ原稿
勤務予定表
常～花みどり人講座運営
常～花みどり人講座フォローアップ
常～みどりの教室実績統計
常～みどりの教室資料
常～みどりの教室テキスト
エコ・ガーデニング講座
常～エコ・ガーデニング講座資料（１５年度）
常～多目的広場分科会
常～花とみどりの分科会
常～メディアボード（手作り看板）

各種会議 常～メディアボード（手作り看板）
調整会 常～中目黒公園活動調整会
運営連絡会 常～平成２５年度中目黒公園を話し合う会

常～中目黒公園祭
常～中目黒公園基金規約

中目黒公園管理基本方 常～中目黒公園管理基本方針

道路公園課

中目黒公園住民団体育
成

活動準備会（１３.６～１４.３）

中目黒公園住民参加運
営

公園祭

中目黒公園 経緯・概要

管理・運営

花とみどりの学習館 経過・概要

管理・運営

花みどり人講座

エコ・ガーデニング講座

団体育成

国・他自治体事例

活動団体支援助成金資
料
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 道路公園課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～いきもの池・原っぱクラブ団体登録（平成１４年～
常～なかメディアボードクラブ団体登録（平成１４年～
常～健康とスポーツ２００２クラブ団体登録（平成１４年～
常～中目黒公園なかメディアボードクラブ団体登録（平成１４年～
常～中目黒公園わんわんクラブ団体登録（平成１８年～
常～有機クラブ団体登録（平成１６年～
常～南京錠の鍵預り証
常～さーくるガーデンクラブ団体登録（平成１４年～
常～ミ・ピアーチェクラブ団体登録（平成１５年）
常～活動準備会
常～公務員住宅対応
常～全体会
常～コミュニティガーデン事業打ち合わせ
常～いきもの池分科会
常～運営連絡会
常～ニュースレター
常～段々畑の位置づけ
常～横浜市委託契約書
常～菅刈公園ＰＲ
常～菅刈公園ビオトープ
常～菅刈公園管理基本方針

菅刈公園運営連絡会議 常～菅刈公園運営連絡会議
常～菅刈ネット２１業務委託経過
常～菅刈ネット２１団体登録
常～菅刈協働事業
常～菅刈公園イベント企画書協議
常～菅刈ネット２１ニュースレター
常～菅刈ネット２１グリーンクラブ部会
常～受託者賠償保険
常～菅刈公園ボランティア活動作業計画書協議
常～ハウジングａｎｄコミュニティ財団調査書
常～公園フェスティバル
常～菅刈公園ビオトープ活動
常～菅刈ネット２１打ち合わせ記録
常～菅刈ネット２１活動紹介
常～菅刈住区総会資料

碑文谷公園管理基本方 常～碑文谷公園管理基本方針
常～碑文谷公園を話し合う会
常～勧銀クラブハウス経過
常～碑文谷公園くらぶ団体登録
常～桜フェスティバル
常～碑文谷公園くらぶニュースレター
常～碑文谷公園くらぶ要望等打ち合わせ記録
常～碑文谷公園イベント企画書協議
常～碑文谷公園ボランティア活動作業計画書協議
常～碑文谷公園拡張整備検討会

目黒区体育協会 常～目黒区体育協会
常～ポニー堆肥の会
常～落ち葉ンク
常～碑文谷公園緑化の話し合い
常～碑文谷公園バラ花壇講習会
常～こども動物広場ボランティア
常～碑文谷公園サクラの里
常～碑文谷公園バラ花壇（見学会）
常～碑文谷公園バラ花壇講習会テキスト及び資料
常～碑文谷公園バラ花壇植栽内容資料

目黒サンクチュアリーズ 常～目黒サンクチュアリーズ
常～めぐろ遊び場づくりの会
常～東山公園活動
常～清水池公園懇談会ほか
常～つり池公園調査
常～薬剤散布
常～放魚記録
常～清水池公園内掲示について
常～清水池へら鮒釣友会
常～寿釣友会
目黒天空庭園業務日報
目黒天空庭園施設点検日誌
オーパス夢ひろば夜間使用
常～夢ひろば利用ルール等
常～管理運営その他
施設管理
オーパス夢ひろば団体登録許可申請
オーパス夢ひろば夜間利用制度全般
オーパス夢ひろば夜間使用受付マニュアル
オーパス夢ひろば夜間使用申込書
夜間使用許可申請書（撮影）
常～目黒天空庭園栽培ガーデニングクラブ登録
常～大橋エリアマネジメント登録
常～栽培ガーデニングクラブ資料
常～オーパス夢ひろば　スポーツ運動遊びクラブ登録
団体登録
常～オーパス・ドッグ・クラブ登録
常～オーパス・ドッグ・クラブ資料

道路公園課

オーパス夢ひろば

公園活動団体登録

東山公園住民参加運営
めぐろ遊び場づくりの会

清水池公園住民参加運
営

清水池釣友会

目黒天空庭園・オーパス
夢ひろば

運営管理

菅刈公園住民参加運営 菅刈公園管理基本方針

菅刈ネット２１

菅刈ネット２１資料

碑文谷公園住民参加運
営 碑文谷公園運営連絡会

議
碑文谷公園くらぶ

その他の活動

中目黒公園住民参加運
営

活動団体登録

利用運営検討会
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 道路公園課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～オーパス夢ひろば　運動・スポーツ・遊びクラブ登録
常～北部地区Ｓ．Ｏ．等調整
常～維持管理ＰＴ
常～エリマネ連絡会
常～天空庭園利用実態調査、ツアー調べ
常～天空庭園　研修・視察資料
常～オーパス収穫祭
常～オーパス目黒大橋まちびらきイベント
常～維持運営管理・予算
常～区民の声等
常～利用と管理の検討会
常～報道　ＰＲ
常～植栽一覧 資料
常～首都高との協定等調整
常～旧前田侯爵邸（重要文化財）ガイドボランティア養成ガイダンス
常～旧前田侯爵邸ガイドボランティアの会
常～すずめのお宿緑地公園
常～都立大学
常～その他の活動希望住民等
常～駒場プレーパークをつくる会
常～川の資料館メンテナンス
常～川の資料館運営
常～川の資料館施設パンフレット
常～川の資料館団体利用
常～川の資料館展示
常～川の資料館利用実績
常～川の資料館展示機器取扱説明書
常～川の資料館企画展示
常～川の資料館経過資料
常～川の資料館利用者アンケート
常～船入場経過資料
常～出張相談チラシ・ＰＲ
常～相談室の設置及び運営
常～相談室実績統計
常～相談室運営資料
常～碑文谷相談室展示
常～相談室留守番電話取扱説明書
常～見本園管理
常～他区相談所
常～都市緑化植物園パンフレット
常～全国都市緑化植物園パンフレット
常～緑の相談所要覧
常～園芸療法
常～花のボランティア他区自治体例

道路公園課

休館（花とみどりの相談
室）

相談室運営

緑の相談所

その他の公園 活動団体

公園内活動希望団体

公園活動団体登録

休館（目黒川船入場・川
の資料館）

川の資料館

展示

経過

目黒天空庭園・オーパス
夢ひろば

調整事項

広報、報道、資料
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