
 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 建築課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～ 国・都からの通知、回答
後援名義使用承認
常～組織見直し資料
常～ 住宅マスタープラン
人権政策
庁外通知
庁内通知
部通知
保守サービス報告書
常～ 通知・回答
常～ めぐろ　エコプラン
広報課通知・回答
常～ 建築課ホームページ
常～ 個人情報保護審議会
めぐろ区報原稿
めぐろ区報発行計画
常～ 事務事業見直し
常～ 政策企画課通知・回答
常～ 区民の声
情報課通知・回答
常～ 情報資産台帳の更新
常～ 建築行政共用データベースシステム資料
常～ 情報化推進委員会
常～ 個別システム
常～　情報セキュリティ
常～ イントラネット
常～　目黒区行革計画
常～　政策課題通知・調査

目黒区基本計画 常～基本計画改定案
目黒区長期計画 常～調査・回答

常～ 東京都被災地建築物応急危険度判定
常～ 危険度判定マニュアル
常～ 応急危険度判定必携
常～ 応急危険度判定
常～ 応急危険判定員
常～ 被害認定基準
常～ 防災関連資料
常～ 水防活動計画
常～ 東日本大震災対応　２３
常～ 東日本大震災被災地派遣
防災通知
防災配備要員指定名簿
目黒区防災訓練
常～ 区議会答弁
常～ 区議会要望書
常～ 都市環境委員会
常～ 区議会定例会

行政監査 行政監査に係る調査
人事通知
通勤手当認定簿（異動分）
人事調査
常～ 人員要求
常～ 通勤手当認定簿（在課分）
在庁理由入力記録簿
常～　育児休業承認請求書　部分休業承認申請
常～ 服務の手引き
職務専念義務免除申請書　　　　　　　　　　平成３１年分
職務専念義務免除申請書　　　　　　　　　　令和２年分
欠勤届　　平成３１年分
欠勤届　　令和２年分
給与減額免除申請簿　　　　　　　　　　　平成３１年分
給与減額免除申請簿　　　　　　　　　　　令和２年分
休暇申請書　平成３１年分
休暇申請書　令和２年分
常～　「子の看護休暇の対象となる子の確認票」
出退勤時刻データ修正記録簿
兼業許可申請
申請・決定・報告
研修案内通知
常～　健康管理
常～　安全衛生
常～　被服貸与
常～　福利通知
常～　公務災害
年次有給休暇簿
常～通知・調査
常～ 任用・更新手続
常～ 休暇簿（夏季休暇）
出勤簿
欠勤・遅参・早退届
常～報酬の戻入
常～ 取扱要綱・事務取扱
報酬減額免除申請書
常～ 会計年度任用職員任用・更新手続

共通 庶務

環境対策

広報･企画

Ｏ・Ａ

人事 人事全般

目黒区実施計画

危険度判定制度

防災

区議会

建築課

服務

研修

福利厚生

非常勤
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 建築課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
文書係通知
郵便発送控え
常～ 郵便申請
常～ １６年保存　特例引継
常～ ファイリングシステム手引
常～ 平成１８～３０年度文書　保存箱引継表
常～　調査・通知
常～ 概要書所在リスト
常～ 長期保存文書ファイル基準表
常～ イーホームズ・ＪＩＯ　⑭～⑱
常～　ＳＧＳジャパン株式会社
常～　ＴＳＫ建築確認安全センター
常～　ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社
常～　一般財団法人日本建築設備・昇降機センター　２７
常～シー・アイ・ジャパン㈱２６～２８年度
常～　行政手続に関する見直し ２６年度
常～　行政手続法の対象となる処分一覧　　８
常～　行政手続法の対象となる審査基準等の制定　６
常～　審査基準の一部改正　７、８、１２
常～　東京都行政手続条例の施行に伴う審査基準等の整備　７
審査基準等の確認について
常～　行政手続に関する見直し　１３
常～　行政手続条例制定に向けた調査・準備　８
常～　行政手続条例の手引き　８、１１
常～ 公文書・自己情報開示請求様式
情報開示歳入関連
常～調査・通知
常～ 個人情報業務登録票、目録
常～ 自己情報開示請求
常～ 行政情報開示請求
常～ 公文書公開資料
制定・改廃
常～ 通知
常～条例等
常～ 環七沿道整備計画の区域内における建築物の制限に関する条例第１３
条に基づく運用基準
常～建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の改正に係る立案請求
について
常～建築基準法施行細則の改正に係る立案請求について
常～ 通知等
職員給与チェックリスト
常～法定調書
特別勤務実績簿
非常勤職員給与チェックリスト
非常勤職員実績簿
非常勤職員旅行命令簿
常～ 通知等
旅行命令簿（即日帰庁）
旅行命令簿（宿泊旅行）
常～部局別政策課題調査
都からの特例交付金に係る調査・都区財政調整数値調査
財政課からの通知文書
常～ 現金出納簿
常～ 財産調書関係
会計管理室からの通知文書
契約事務・通知文書
常～債権者登録
常～年間契約参考資料
（契約依頼書、仕様書５０万円以上）
所管課・年間契約
（契約依頼書、仕様書５０万円以上）
契約依頼、契約決定（備品購入費等）
契約依頼、契約決定（図書購入費）
契約依頼、契約決定（消耗品費）
契約依頼、契約決定（修繕費）
契約依頼、契約決定（印刷製本費）
一般需用費の支出（図書購入費）
一般需用費の支出（消耗品費）
一般需用費の支出（修繕費）
一般需用費の支出（印刷製本費）
建築課情報システム関連の支出
建築行政会議等経費支出
備品購入費等の支出
車両関連の支出
所管課年間契約支出
図書追録代金の支出
駐車場使用料、ガソリン等の支出（資金前渡）
定期報告業務委託の支出
講習会等参加費支出
常～ 備品管理
常～ 備品保証書
常～ 物品名鑑
常～ 通知
補正予算　（１号）

立案請求

文書

ファイリング

指定確認検査機関文書
引継

情報公開

例規・要綱

建築課

文書

行政手続法

支出

物品管理

補正予算

給与 給与全般

旅費

財務 財務全般

契約
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 建築課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
補正予算　（２号）
次年度、予算編成通知文書
次年度、当初予算見積書
次年度、予算要望
次年度、予算要求事項説明書
常～予算編成参考資料
監査通知文書
決算通知文書
監査・決算作成資料等（３０年度執行分）
定期監査資料（３０年度執行分）
主要な施策の成果等報告書（３０年度執行分）
決算説明資料（３０年度執行分）
通知・調査
流用、充用、科目更正等
常～ 事務事業見直し検討会（緊急財政対策）
予算執行計画
受付票（４～３月分）
事後調定一覧表
領収書（控）
納入済通知書
収納金収入報告書（４～３月分）
長期優良住宅受付票
都 手数料取次
常～公金取り扱い事務処理マニュアル
歳入起案（他に属さないもの）
歳入還付・振替収支
常～ 建築関係団体
常～ 団体賠償責任保険
常～ 手数料・閲覧関係資料
常～ 都区移管に伴う引継書類
都への送付書（送付決済簿）
消防同意送付書（４月～３月）
都からの送付書
立入検査証・建築監視員証交付
特別区多摩建築行政係長会
日本建築主事会議
特別区建築行政課長会

指定検査機関 常～ 指定確認検査機関の指定
調査・回答 調査回答（４月～３月）

常～手数料条例一部改正立案請求
常～手数料改正
常～登記情報提供サービス
常～住宅用家屋証明資料
常～租税特別措置法の改正
常～通達、通知
住宅用家屋証明等申請書（４月～３月）
諸証明交付願（４月～３月分）
常～概要書閲覧団体報告書
常～諸証明資料
常　被相続人居住用家屋等確認書の交付
常～　バイク廃車に伴う手続き　３０年度
常～　バイク廃車に伴う手続き　２７年度
常～自動車管理
運行管理（自動車・バイク）・貸出申し込み
常～自転車管理
常～通知・通達
常～法令・規則
常～手引き
常～実績報告
リサイクル法届出書
常～関連書式
常～一斉パトロール
受付台帳
国及び他特定行政庁からの照会、回答
常～長期優良住宅認定事務に関する情報交換会
常～長期優良住宅引渡簿
常～関連法規、資料
常～長期優良住宅所管行政庁連絡協議会
常～調査・回答
都税事務所への写しの提供
住宅金融支援機構地方公共団体担当者会議
住宅金融支援機構通知
常～業務委託契約
常～住宅金融支援機構通知（保存分）
常～住宅金融支援機構パンフレット
建築工事届及び建築物除却届
常～報告
常～交付金
長期優良住宅認定件数
適判状況調査
都からの特例交付金に係る調査・都区財政調整数値調査
木造３階建て住宅に関する調査
常～公共施設状況調査結果
常～長期優良住宅認定取消報告

建設リサイクル法

長期優良住宅

住宅支援機構

統計 動態統計調査

その他統計

建築課

補正予算

予算編成

手数料改正

住宅用家屋証明

諸証明申請書

車両管理

財務

決算・監査

予算執行

歳入

建築庶務 建築庶務全般

建築行政課長会・係長会
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 建築課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
その他の統計
建築確認実績調査
建築確認申請等件数報告（現年分）
建築基準法施行関係統計
建築統計年報
中間検査受検率及び交付率

防災査察 建築物防災週間

関係法令等の取扱い
多人数の居住実態がありながら防火関係規定等の建築基準法違反の疑いの
ある建築物について（技術的助言）
東京都建築企画課（指定確認検査機関指定に係る特定行政庁からの意見聴
取について）
東京都建築企画課
その他
民間住宅課
東京都都市整備局
照会回答
通知等
調査回答
教育委員会
環境保全課
生涯学習課
住宅課
健康福祉計画課
障害福祉課
契約課
文化・交流課
生活衛生課
弁護士会
捜査関係事項照会
日本建築行政会議
他区からの照会（回答）
他道府県等からの照会・回答
消防署からの通知・回答
指定確認検査機関
国の機関からの通知・照会
建築士事務所協会
建築基準法第１２条第５項に基づく報告
警察署からの通知（風営）
その他
警視庁・裁判所

総合設計 常～目黒区総合設計許可要綱
地区計画等 常～西小山駅前地区地区計画
マンション建替法 常～目黒区マンション建替法容積率許可要綱

指導要綱等 その他運用等 確認申請図面への審査済印の押印に関する運用
都条例　福祉のまちづくり整備届出書（建築物）
東京都福祉のまちづくり条例　事務処理特例交付金
都条例　福祉のまちづくり整備届出書（建築物以外）
区要綱　福祉のまちづくり整備届出書
区要綱　福祉のまちづくり整備工事完了届

目黒区立施設福祉環境
整備要綱

区立施設　福祉環境整備協議書

陳情・紛争等 陳情 陳情書
命令 建築基準法第６条の２第６項の規定による適合しないと認める旨の通知書
勧告 下目黒「＜建物名＞」

準耐火建築物の施工偽装における是正報告について
建築基準法に基づき認められる仕様への不適合について
防火基準への不適合について
防火設備認定における指摘について
認定計画実施者へ長期優良住宅の維持保全状況に関する報告(依頼)
認定長期優良住宅の維持保全状況に関する報告（依頼）の返答

上目黒・中目黒 中目黒駅周辺　計画相談
常～目黒一丁目　計画相談
常～目黒清掃工場

鷹番・祐天寺・五本木・中
央町

常～五本木二丁目　計画相談

建築確認申請書 建築確認申請書
昇降機確認申請書 昇降機確認申請書

許可－その他照会
許可－公聴会
許可－消防同意
許可－審査会
許可申請書
認定申請書
認定－その他照会
認定－消防同意
仮設－消防同意
仮設申請書
仮使用申請に伴う消防同意
仮使用申請書

概要書 概要書
指定確認検査機関 照会文章等

常～国等からの調査・回答
常～昭和２２年印刷・発行の地図の貸し出し関係資料　Ｈ１２旧継
常～情報公開請求(町名)　Ｈ９旧継

統計

その他統計

建築基準法関係

関係機関通知・回答

建築課

勧告・命令

許可認定等基準

バリアフリー 東京都福祉のまちづくり
条例

認定申請書

建築確認申請書等

許可申請書

仮設申請書

仮使用申請書

東京都

都市整備課

その他の課

その他の庁外機関

目黒区福祉のまちづくり
整備要綱

調査・点検

計画相談

事故・不正

長期優良住宅

三田・目黒

道路調査 依頼・照会・回答
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 建築課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～情報公開請求(町名)　Ｈ１１旧継
常～情報公開請求(法４２条１項５号の指定情報)　Ｈ２７
常～情報公開請求（指定建築指定線　S8.3.8第4号　<地番>
常～情報公開請求（指定建築指定線　<地番>）
常～文書・回答
常～地図・航空写真目録　Ｈ２６
常～情報公開請求（町名　道路調査資料）　Ｈ２７
常～課税台帳(名寄帳)の交付依頼について　Ｈ２６
公図閲覧申請

１項１号道路 区道区域変更及び供用告示
常～開発許可担当者会議
常～開発登録簿
常～開発許可担当者会議設置要綱
常～行政手続法に基づく開発行為の許可に関する審査基準　H６.１０.６

１項３号道路 常～１項３号道路廃止相談（町名）
常～１項４号道路指定（補４６）（町名）地内
常～１項４号道路指定（補３０・４６）（町名）各地内
常～１項４号道路指定（環６）（町名）各地内
常～１項４号道路指定（所在地）
常～１項４号道路指定(補２６)（町名）各地内
常～１項４号道路指定に関する資料
常～１項４号道路指定についての第７建設事務所打合せ議事録(環６)
常～道路位置指定事務の流れ
常～非常用通路の扱い
常～１項５号道路関係判例
常～位置指定基準見直し会議アンケート原稿
常～位置指定基準見直し会議他区アンケート結果
常～位置指定道路指定基準資料
常～道路位置指定基準検討会議　資料編
常～道路位置指定・他区基準
常～道路位置指定（変更・廃止）の手引き
常～道路位置指定基準
H３１-１（事前協議H３０-４）道路位置指定（地番・会社名）
H３１-２(事前協議H３１-１)　非常用通路変更（地番）
常～道路位置取消（地番）
常～承諾書
常～４２条２項道路についてのアンケート
常～開発による２項廃止（地番）
常～建築基準法４２条２項道路の取り扱い
常～東京都告示　建築基準法４２条２項
常～道路廃止（地番）
常～判例　建築基準法４２条２項
常～目黒区４２条２項告示原文
常　建築基準法第４２条第１項第５号の道路指定処分の撤回について（地番）
常～道路廃止の取消し（地番）
常～無効取消し（地番）
常～協定通路一覧
常～道路種別重複路線
常～道路調査
常～河川沿道建築基準法４２条２項道路資料　H２１.１０月
常～呑川沿いの道路扱い
常～九品仏川セットバック
常～九品仏川沿いの道路扱い
常～道路区域と建築基準法上の道路扱い（水路沿いの道路扱い）
常～呑川・九品仏川の境界確定等

道路位置指定申請図 常～道路位置指定申請図原図
道路関係法令 常～建築市街地物法

常～運用指針
常～運用指針の解説
常～隣接区との道路調整
常～判例・質疑応答　道路関係
常～道路幅員の測り方、道路資料
常～指定道路調書の作成・保存について
常～指定道路の省令改正　委託関連資料
常～縦覧用図面　補助４６号線　目黒本町
常～縦覧用図面　下目黒、品川区小山台　林試の森　a区域
常～縦覧用図面　＜地名・会社名＞外周道路
常～縦覧用図面　首都高速道路中央環状新宿線
常～縦覧用図面　下目黒　林試の森　ｂ区域
常～林業試験場跡地周辺地区道路整備計画B路線
常～東急新玉川線の線路平面図
常～都市計画道路中央環状新宿線
常～第三ブロック担当者会議
常～第３ブロック　過去
常～自由が丘駅西口改札口前路上協議会
常～自由が丘駅前　路上協議会　２２年度
常～路上協議会設置要綱
常～路上建築物協議会規約
常～路上建築物処理済書類
常～公聴会・手引き
公聴会資料（地名）

関連事業 常～狭あい道路整備事業のあらまし
常～（地名）
常～（地名）審査請求資料

紛争・陳情 係争案件

建築課

１項４号道路

１項五号　基準・運用

１項５号道路

２項道路

職権廃止

関係法令・連絡会議
道路関係運用指針

縦覧用図面

道路連絡会議

路上協議会

道路調査 依頼・照会・回答

閲覧・交付申請

道路手続き
１項２号道路

道路調査

緑道沿い道路の取扱

公聴会
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 建築課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～（地名）訴訟資料

区民の声 常～区民の声連絡票
常～１項５号チェック関係
常～ホームページ化
常～他区情報

指定道路調査 常～指定道路業務委託成果品ＣＤ
その他委託 常～私道現況測量調査業務委託成果品　原図

ホームページの更新
常～アスベスト調査
常～建築物防災週間

ファイル基準表 常～ファイル基準表（構造指導係）
常～照会回答：庁内
常～構造図書に係る開示請求
常～照会回答：国・都
常～照会回答：国・都以外

構造庶務 常～倫理ミーティング
常～第３ブロック構造行政連絡会議資料
常～鉄筋継手委員会資料

建築基準法・確認検査 台帳 常～構造台帳
建築工事施工計画報告書（民間確認）
常～特定工程等通知用紙様式
（参考）大規模盛土造成地関連
常～被災建築物応急危険度判定
常～被災宅地危険度判定

区内がけ・擁壁の経緯 常～がけ・擁壁保持通知文
浸水対策要綱 浸水対策報告書
水防関連 常～目黒区公園土砂災害検討部会・作業部会

常～通学路危険箇所
常～ブロック塀等基礎調査委託

陳情等処理 陳情記録（年度） 常～陳情記録
技術的照会 都市整備課 開発擁壁照会・回答
事故・不正 常～＜会社名＞が供給した住宅における防火基準への不適合について

ホームページ関係 ホームページ
講習会等資料 講習会等資料

常～ファイル基準表について（設備安全係）
常～区議会　質問・回答
常～改正建築基準法
常～仮設、仮使用
常～個人情報保護制度
常～工事監理報告
常～行政手続法
常～保健衛生指導要綱
常～通達・告示
常～耐震改修計画認定　事務処理要綱
常～設備調査・回答
常～省エネルギー法
常～消防法資料
常～昇降機調査回答
常～事務連絡
常～事務処理要領（他区）
常～事故報告
常～消防適建築物
常～令和元年台風１５号による住家被害認定調査
常～防災査察
常～人事、研修
常～情報提供
常～庶務事務　（本年度）
常～広報公聴
常～災害対策
常～区議会、質問回答
常～企画、行革、監査
常～確認申請手続運用改善マニュアル
常～確認検査チェックリスト
常～庶務事務　（前年度）
常～施行細則改正
常～裁判、陳情
常～開示請求
常～閲覧制度
常～ホームページ
常～電子化ＰＴ
常～第３ブロック担当者会議
常～消防署打合せ
常～災対ＰＴ
常～ビルピット対策連絡会
常～行政連絡協議会　調査・回答
常～東京都幹事会本年度
常～特別区･多摩建築行政係長会
常～建築設備定期報告事務処理要領
常～調査・回答
常～定期報告制度
常～定期報告業務委託
常～定期報告運営委員会
常～昇降機技術資料
常～昇降機企画委員会

紛争・陳情 係争案件

建築基準法・施工報告書

防災関連 総合防災

指定道路図・調書 指定道路図

委託業務

その他業務 その他業務

建築課

構造庶務

建築基準法・行政会議

照会回答：庁内

設備庶務

定期報告

昇降機

第３ブロック構造行政連
絡会議

建築工事施工計画報告書

塀

行政会議

その他

設備審査 設備担当業務

建築防災
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 建築課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～戸開走行保護装置
常～エレベーター緊急点検
常～給排水
常～設備耐震対策
常～避雷設備
常～遊戯施設
常～設計書写し（本年度）
常～設計書写し（前年度）
常～設計書写し（前々年度）
常～新規通知案内リスト　前年度
常～新規通知案内リスト　本年度
常～設備定期報告　改善指導書　本年度
常～設備定期報告　改善指導書　前年度
常～平成１２年度事務移管分リスト
常～統計の報告
常～定期報告基本台帳連絡票
常～定期検査報告の通知
常～設備定期報告集計表　本年度
常～設備定期報告の集計
常～設備定期報告集計表　前々年度
常～設備定期報告集計表　前年度

設備定期報告 常～設備定期報告（町名）
常～昇降機定期検査報告成果物
常～　昇降機等定期検査報告（改善指導書）
常～昇降機定期報告集計表　今年度
常～昇降機定期報告集計表　前々年度
常～昇降機定期報告集計表　前年度
常～昇降機等事務移管対象設置台帳

廃止・休止 常～廃止届・休止届・改善報告
昇降機定期報告 常～昇降機定期報告（町名）
建築物省エネ法調査・回
答

建築物省エネ法調査・回答

建築物省エネ法事務処理 建築物省エネ法施行細則改正（令和２年３月）
建築物省エネ法届出 建築物省エネ法第１９条に基づく届出

電気･ガス･水道供給保留　～条文・質疑応答・判例集・実施細目～
念書・始末書
９条命令書・書式案（参考）　～（昭和６０年代）～
違反建築物等標準事務処理要領
既存建築物に係る違反是正作業マニュアル
既存建築物の立入調査の考え方（１２条４項および住居侵入）
建築基準法違反に対する処罰一覧
他区書式
目黒区違反建築物処理マニュアル
法による命令の公告看板
弁明書の書き方
聴聞手続資料
告発書の書き方
他区マニュアル　
他区監察事務提要　～昭和４３年～
東京都違反建築物取締り事務の手引き　～昭和４６年．平成６年～
他区違反建築物事務処理要領／H２４.４.１施行
違反建築物年度別件数　昭和５８年度～平成８年度
違反建築物取扱い件数報告の書き方
常～建築行政連絡会議（監察第３ブロック）
常～事故報告書
継～寄宿舎に関する調査（平成１３年度）
常～調査・回答（他自治体・民間）
常～通知（東京都・国）
常～技術的助言（国土交通省）
常～技術的助言（東京都）
常～病院・診療所の防火設備に係る緊急点検調査（フォローアップ調査含む）
常～飲食店に係る違反対策の指導等の状況調査

監察日誌 監察日誌
行政代執行事例 
違反建築物是正等（判例等）
行政代執行実務研修、課題研究　～Ｈ３年４月研修会～
特定行政庁が違反是正しないことの法的責任
特別区法務資料（判例集）
新聞記事切抜き等
違反をめぐる判例
是正命令事例
常～照会・回答（優良防火対象物認定申請）
常～情報提供（不適合建築物）
常～建築行政事務連絡会
常～情報公開制度
常～行政手続法
都内一斉パトロール
第１回全国一斉パトロール
建設リサイクル法に関する連絡協議会
第２回全国一斉パトロール
建築基準法第９条第７項命令 違反処理調書
建築基準法第９条第１０項命令 違反処理調書
建築基準法第９条の３通知 違反処理調書
違反建築物に関与した施工者の措置 違反処理調書Ｎｏ．７－６

監察行政処分 勧告書・命令書（７年度）

建築行政連絡会（監察第
３ブロック）

調査・回答・通知

行政処分事例・判例

監察連携 消防法

事務処理関連規定

建設リサイクル法

建築課

監察共通 事務処理要領・マニュアル

他自治体監察手引き

１２条３項による昇降機定
期報告

事務処理

昇降機設計書写し

昇降機

技術資料

１２条３項による建築設備
定期検査

事務処理

建築物省エネ法

設備審査
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 建築課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
勧告書・命令書（８年度） 是正勧告書 ８年度

建築基準法第９条第２項通知 違反処理調書Ｎｏ．９－４１～４４
都市計画上の聴聞手続 違反処理調書Ｎｏ．９－４１～４４
建築基準法第９条第１０項命令 違反処理調書
建築基準法第９条の３通知 違反処理調書
違反建築物の広告に関する指導 違反処理調書Ｎｏ．９－３１～４０

勧告書・命令書（１０年 建築基準法第９条第１項命令　～平成１０年度事案実査第１２号～１５号～
勧告書・命令書（１７年 是正勧告書⑰
勧告書・命令書（１８年 是正勧告書⑱、命令書⑱

緑が丘二丁目　用途
緑が丘二丁目　資料
緑が丘二丁目　証拠資料
是正勧告書・命令書

勧告書・命令書(２４年度) 勧告書・命令書（２４年度）
勧告書・命令書（２５年 勧告書・命令書（２５年度）

改善指導書（２６年度）
是正勧告書（２６年度）
改善指導書（２７年度）
是正勧告書（２７年度）
是正勧告書（２８年度）
改善指導書（２８年度）

勧告書・命令書(３０年度) 改善指導書（３０年度）
法第６条の２第６項通知（３１年度）
改善指導書（３１年度）

Ｈ３継続違反処理調書Ｎ 違反処理調書 No.３４　
Ｈ４継続違反処理調書Ｎ 違反処理調書Ｎｏ．４６ 
Ｈ１０継続違反処理調書 レンタルコンテナ倉庫資料
Ｈ１３継続違反処理調書 事案実査
違反建築物処理台帳 違反建築物処理台帳
監察係受付簿 監察係受付簿
事案実査・指導台帳 事案実査・指導台帳
９条命令台帳 ９条命令台帳Ｎo.１ 平成３年度～

下目黒五丁目
青葉台二丁目
中目黒三丁目
中町一丁目
東山一丁目
上目黒三丁目
駒場三丁目
柿の木坂一丁目
大橋二丁目
目黒一丁目
自由が丘二丁目
目黒三丁目

処理済事案 処理済事案
陳情対応 常～窓口受付カード

一斉公開建築パトロール実施要領
常～違反建築防止週間対応事務
常～違反建築防止週間パトロール
パトロール完了
ブロック塀等除去工事パトロール
パトロール抽出

調査・照会（建築基準法
第１２条） 報告依頼（第５項）

所有者等からの届出書
常～特定建築物定期調査報告　改善指導書　本年度
常～調査・回答
所有者等から送付されたFAX
常～特定建築物対象外等通知書（管理者報告）　令和元年度
常～防火設備対象外等通知書（管理者報告）　令和元年度
継～定期報告事務処理の手引き
継～定期報告行政システム操作運用説明書
継～プログラム等の利用許諾契約書
常～東京都定期調査・検査報告行政連絡会（全体会）
常～特建・防火設備定期報告第三ブロック会議
督促通知の送付
「特定建築物等調査資格者講習」開催について
常～防火設備対象外等通知書（管理者報告）　
防火設備定期検査報告実務講習会についての資料
継～定期報告データベース委託　打合せ資料
常～受託者からの送付文書
常～次年度委託費の見積書
常～委託成果物
常～定期報告行政データベースシステム保守作業報告書
常～建築物基本番号の修正依頼
常～特定建築物定期検査報告の案内　発送先一覧表
常～ファクシミリ等送信票
常～防火設備定期検査報告の案内　発送先一覧表

概要書 常～特定建築物概要書（町名）
報告書 常～特定建築物報告書（町名）
概要書 常～防火設備概要書(町名)
報告書 常～防火設備報告書(町名)

各種調査
常～過去の診断物件等GIS登録

特定建築物定期調査

防火設備定期検査

耐震総務 調査･回答

違反継続事案

監察係台帳

進行中事案

違反建築物防止業務
違反建築物防止週間

定期報告事務 運用事務・規程

委託業務

違反建築物防止定期パト
ロール

監察行政処分

勧告書・命令書（９年度）

勧告書・命令書（２３年
度）

勧告書・命令書（２６年
度）
勧告書・命令書（２７年
度）
勧告書・命令書（２８年
度）

勧告書・命令書（３１年
度）

建築課

違反建築物適正化業務
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 建築課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
木造住宅耐震改修事業者講習会
常～区民の声
依頼
通知
木密－耐震協議
証明書交付申請
耐震改修証明書請求国等通知
診断機関との協定
耐震診断士登録
施工者登録
常～耐震改修促進法に基づく公表（要緊急・要安全）
常～区有施設東京都公表物件
人員要求
倫理ミーティング
目標によるマネジメント
座席レイアウト

予算 平成３１年度予算
決算・監査 定期監査資料
歳入 歳入調定
情報公開 自己情報開示請求
耐震フェア 耐震フェア

耐震研修会
他の媒体（町会回覧等）
区報
HP
広報一般
部合同研修
マンション啓発隊
戸別訪問割振り地図
戸別訪問割振り地図
耐震診断士アドバイザー派遣
木造住宅お別訪問における専門相談員
アドバイザー報告書
支払調書作成台帳
戸別訪問相談員報酬

支出 支出命令書
交付額決定
助成決定
支出命令書
交付額決定
助成決定
支出命令
支出命令
助成決定
交付額決定
交付額決定
支出命令
助成決定
木造建築物
特定緊急輸送道路沿道
非木造建築物
がけ・擁壁改修
耐震改修助成変更申請
支出命令書
交付額決定
助成決定
助成決定
支出命令
交付額決定
緊促
支出命令
交付額決定
助成決定
木造建築物
非木造建築物
特定緊急輸送道路沿道
助成額決定
支出命令書
助成決定
支出命令
交付額決定
助成決定
支出命令
助成決定
交付額決定
助成決定
交付額決定通知（歳入）
支出命令
特定緊急輸送道路
非木造建築物
木造建築物
支出命令
事前相談
助成変更

補強設計助成 木造建築物

非木造建築物

特定緊急輸送道路沿道

事前相談

除却助成 木造建築物

耐震改修
木造建築物

非木造建築物

特定緊急輸送道路沿道

事前相談

がけ・擁壁改修

普及啓発
広報・周知

アドバイザー派遣

シェルター助成

耐震診断 木造建築物

非木造建築物

特定緊急輸送道路沿道

事前相談

耐震総務 調査･回答

通知・依頼

耐震改修証明書請求

登録

公表

係運営

建築課
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 建築課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
決定通知
交付額決定
交付額決定
支出命令
助成決定
事前相談

技術資料 常～技術資料
交付額決定
事前相談票
助成決定
支出命令
調査・回答
交付決定通知
交付申請
交付額決定通知（歳入）
交付変更申請
常～ＳＣＭＳ申請
常～財産処分に関する制限
返還
常～地域住宅計画
社会資本総合交付金一括審査承認
常～国土交通省所管事業実績調査
調査
通知
回答
常～住宅政策課（地域住宅計画）
常～建築企画課検査
常～会計検査
耐震対策緊急促進事業の事務の委託に関する協定
常～実績報告
返還
交付額決定通知（歳入）
交付決定通知
交付申請
交付変更申請
都マンション耐震化促進事業
交付変更決定
東京都緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金
請求書
決定通知等
返還
助成額決定

実施計画 計画改定
耐震各種要綱
耐震改修促進計画
東京都要綱等
常～東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例

促進計画 促進計画
耐震改修促進計画 常～他区市町村耐震改修計画

常～地震被害シュミレーション
常～新聞記事等

要綱等・実施計画
目黒区要綱

東京都要綱等

他区市町村等資料
その他資料

ブロック塀助成 ブロック塀助成

分譲マンションアドバイ
ザー

分譲マンションアドバイ
ザー助成

補助金・交付金 社会資本整備総合交付
金

調査・回答

検査

東京都補助金

耐震対策緊急促進

除却助成 木造建築物

建築課
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