
 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 住宅課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
印鑑届
常～特別区住宅担当課長会
常～レイアウト変更
常～区政功労者表彰推薦
常～取扱説明書
郵券交付申請
料金後納差出票
常～事務引継書
都市整備部課長会
国他自治体からの通知･調査
健康福祉部通知･調査
区民生活部通知･調査
教育委員会通知･調査
企画経営部通知･調査
子育て支援部通知･調査
その他の部からの通知･調査
各種団体からの通知･調査(国･他自治体を除く)
都市整備部通知･調査
総務部通知･調査
環境清掃部通知･調査
基幹系システムのアクセス状況確認
訪問者入室記録簿
常～情報システム元号改正
常～周辺機器ソフトウェア
常～情報セキュリティ
常～住民記録オンライン
常～共用コピー機
常～マイナンバー制度
私物利用許可書
情報課通知
非常勤のシステム使用手続き
常～情報化推進委員会
常～個人情報審議会
常～行政情報開示請求
常～行政不服審査法
常～個人情報保護
常～個人情報目的外利用申請
継～個人情報業務登録票

区民の声 区民の声
メールマガジン
ホームページ
めぐろ区報原稿
常～メールマガジン配信基準
常～保存箱引継票
公印印刷依頼･文書印刷依頼
継～ファイリングシステムの手引き
ファイリングシステム通知
常～規則改正
常～条例改正
専務的非常勤職員
常～名札
人事通知
金銭出納員･現金取扱員及び物品出納員の任免
常～会計年度任用職員の任用
在庁理由入力記録簿
短期の介護休暇（申請書・確認票）
非常勤　欠勤・遅参・早退届
ボランティア休暇（計画書・報告書）
継～服務通知
出退勤時刻データ修正記録簿
職免
非常勤出勤簿
非常勤･臨時職員休暇簿
欠勤･遅参･早退届
給与事務通知
非常勤職員旅行命令簿
法定調書
継～給与取扱者指定届
超過勤務
常～通勤手当認定簿
常～マイナンバー
常～個人番号取得事務管理簿
管理職員特別勤務実績簿
職員給与チェックリスト(時間外等)
職員給与チェックリスト(非常勤共済費)
給与事務説明会資料
安全衛生委員会
健康管理通知
研修案内
講習会等参加
被服貸与
研修室・研修機材利用申請書
福利通知
災対マニュアル

住宅課

給与

研修・福利厚生

水防・除雪・防災

共通 庶務

通知・調査

情報システム

個人情報

広報

文書管理

条例・規則等

人事

服務
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 住宅課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
除雪活動計画
常～水防活動計画
水防活動
業務継続計画（ＢＣＰ）
出納閉鎖
財務通知
財政課(調査･回答)
常～契約事務マニュアル
財産調書
常～平成３０年度当初予算
常～緊急財政対策(居住支援係)
常～緊急財政対策(調査回答)
常～平成２７年度当初予算
常～平成２７年度補正
常～平成２７年度予算要望書
常～平成２８年度(復活)
常～平成２８年度当初予算
常～平成３０年度補正
常～平成３０年度予算(復活)
常～平成３１年度（令和元年度）当初予算
常～平成３１年度（令和元年度）復活
常～平成２９年度補正
常～平成３１年度（令和元年度）補正
常～令和２年度当初予算
常～令和２年度復活
常～令和２年度　予算要望書
常～平成２９年度予算(復活)
常～平成２９年度当初予算
常～令和３年度当初予算
常～平成２８年度補正
支出･収入予定確認表
常～収入未済繰越
差金使用
執行委任
予算流用･予備費充用
予定額増減依頼書
予算執行
予算執行計画
未執行一覧
債権者登録申請書・変更届
支出負担行為
契約依頼
年間契約
歳出戻入
調定収入通知
清算命令書
常～収入未済繰越
支出命令･兼命令
歳入科目新設
常～平成３１年度（令和元年度）決算
常～平成３０年度決算
決算通知
常～平成２９年度決算
常～平成２８年度決算
常～平成２７年度決算
常～平成３０年度定期監査
常～平成２７年度定期監査
常～平成２８年度定期監査
常～令和元年度定期監査
監査
常～平成２６年度定期監査
常～平成２９年度定期監査
常～備品管理システム
備品処分処理
備品総括表

用品 ゴム印注文書
会計検査 常～平成２９年次住宅局等会計実地検査

常～災害時民間賃貸住宅活用
常～居住支援協議会
常～家賃助成見直し検討資料
常～生活困窮者庁内連絡会議（実務者会議）
常～目黒区保健医療福祉計画
常～住生活総合調査
常～社会保障･税番号制度
相談受付票
住宅対策担当者会議
常～住宅確保要配慮者の居住支援に係る庁内連携会議
組織改正要望及び職員定数見直し調査
常～地域主権改革(第３次)
常～事務事業見直し･住宅課事業
常～事務事業見直し･都市整備部検討部会
常～地域主権改革
常～新行革計画(平成２２年度～)
常～実施計画の改定

住宅課

備品

居住支援共通 居住支援係共通資料

居住支援施策

行政改革

実施計画

水防・除雪・防災

財務・会計 財務会計全般

予算編成

予算執行

契約・歳出入・調定・清算

決算

監査

共通
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 住宅課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～実施計画執行状況調査
常～除雪活動
防災訓練
常～水防･防災
常～地域防災計画
常～目黒区水害ハザードマップ
非常配備態勢
常～災対都市整備部
常～新型インフルエンザ等対策
都市環境委員会(居住支援係分)
常～区議会資料

指定管理運営評価 常～指定管理運営評価
常～社会資本整備総合交付金
常～会計検査
常～東京都地域住宅計画協議会及び共同部会
常～社会資本整備総合交付金(交付金請求内訳書・歳入内訳表）
常～社会資本整備総合交付金調書作成マニュアル
常～社会資本整備総合交付金要綱等
常～地域住宅交付金完了検査（２０～２４）
常～社会資本整備総合交付金　資料
継～地域住宅交付金全般
常～他市区町村の居住支援制度
常～東京都の居住支援制度
常～他区の住宅ガイド
常～新たな住宅セーフティネット制度
常～住宅ＳＮ関連　研修会・セミナー資料
常～東京都子育て支援住宅認定制度
常～高齢者の居住安定確保プラン（東京都）
常～公営住宅法施行令等の改正
継～目黒区都市整備部関係条例･計画
継～東京都住宅基本条例
継～東京都マスタープラン(概要版/２００６～２０１５･２０１１～２０２０)
継～定期借家制度(良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法)
継～賃貸住宅紛争防止条例(東京都)
継～住宅品質確保促進法
継～住生活基本法･住生活基本計画(全国計画)
継～住生活基本計画(全国計画)と東京都住宅ＭＰ･目黒区ＭＰ(第４次)との比
較(平成１９年５月１１日)
継～高齢者の居住の安定確保に関する法律･方針
継～セーフティネット法･要綱･基本方針

常～目黒区耐震改修促進計画

マイナンバー法(特定個人情報保護評価(ＰＩＡ))
常～東京建築士会目黒支部
常～社会福祉協法人
常～(財)住宅保証機構
常～(財)東京都防災･建築まちづくりセンター
継～民間保証人制度資料
常～目黒区居住支援事業実施要綱改正
継～機器カタログ
継～民間居住支援資料
継～自動消火装置の誤作動について
継～居住保証及び支援要綱

機器設置世帯 継～居住支援機器設置世帯
継～公的保証人(制度内容)
常～住宅総合保険申し込み書及び資料
継～公的保証人制度発足時資料
継～公的保証人
継～他自治体の公的保証
常～居住保証対応事例
常～居住保証(登録番号)
継～借用証書調書及び委任状
継～貸与検討資料(会計事務規則等)
継～貸与事例
継～貸与要領･支払要領
継～情報提供協会会員店制度
継～高齢者世帯向け民間賃貸住宅登録事業資料(東京都)
常～民間賃貸住宅情報提供事業に関する協定書
常～全国賃貸住宅経営者協会連合会
継～民間賃貸住宅情報提供要綱
常～宅建目黒区支部会員名簿資料
常～目黒区と宅建協会目黒区支部との連絡協議会
常～宅建目黒区支部不動産相談チラシ
民間賃貸住宅情報提供等審査起案
民間賃貸住宅情報提供(家賃等債務保証料助成)
民間賃貸住宅情報提供(家賃等債務保証)
常～民間賃貸住宅情報提供居住相談記録
民間賃貸住宅情報提供の取り消しについて
公印印影打出し文書処理台帳
町会･自治会回覧
常～家賃助成見直し検討資料
常～家賃助成制度解釈運用基準
常～過年度戻入金返還･債権管理･高齢住み替え(登録番号)
常～過年度戻入金返還･債権管理･中堅住み替え(登録番号)
常～他市区町村の居住支援制度

住宅課

民間賃貸住宅情報提供
事業

民間賃貸住宅情報提供
事業

宅建業協会目黒支部

民間賃貸住宅情報提供

家賃助成共通 家賃助成共通全般

住宅関連法律・条例・計
画

住宅関連公的機関

居住支援事業 居住支援事業全般

公的保証人制度

公的保証決定世帯

滞納家賃等の貸与

居住支援共通

実施計画

水防・防災

区議会・委員会

社会資本整備総合交付
金

国・他自治体の居住支援
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 住宅課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～家賃助成システム運用管理票
常～家賃助成操作マニュアル
常～家賃助成システム
常～住宅課(窓口チラシ)
家賃助成広報（めぐろ区報）掲載
常～家賃助成見直し

家賃助成対象者リスト 家賃助成対象者生活保護受給照会
継～ファミリー世帯家賃助成ＤＶＤ
継～高齢者世帯等継続家賃助成ＤＶＤ
継～高齢者世帯等住み替え家賃助成(事務処理マニュアル)
継～高齢者世帯等住み替え家賃助成
継～目黒区に安心して住み続けられるために
継～住み替え家賃助成に関する都福祉局通知(生保)
継～高齢者世帯等住み替え家賃助成(生活保護世帯取り扱い)
継～高齢者世帯等住み替え家賃助成要綱(改正等)

高齢者世帯等住み替え
家賃助成他区資料

継～高齢住替家賃助成(各区状況)

東京都住み替え家賃助成常～東京都住み替え家賃助成事業要綱
東京都住み替え家賃助成常～東京都居住安定支援事業要綱

継～中堅継続家賃助成新規募集抽選要領
継～中堅継続区議会公約要望事項
継～中堅継続家賃助成要綱
継～中堅継続家賃助成創設時資料
継～中堅継続家賃助成制度見直し
継～中堅継続家賃助成事務処理基準
常～中堅継続家賃助成アンケート調査(平成１５･１６年度)
常～ファミリー世帯家賃助成(要綱)
継～ファミリー向け家賃助成他区制度
ファミリー世帯家賃助成納税状況について(照会)
ファミリー世帯家賃助成(募集案内)
ファミリー世帯家賃助成(ＰＲ)
ファミリー世帯家賃助成新規募集(起案)
ファミリー世帯家賃助成新規審査決定
ファミリー世帯家賃助成(否決)
ファミリー世帯家賃助成新規募集(２次審査)
運用保守処理依頼書
ファミリー世帯家賃助成金支出
ファミリー世帯家賃助成更新審査
ファミリー世帯家賃助成更新申請書類
ファミリー世帯家賃助成(変更届)
ファミリー世帯家賃助成(取消)
ファミリー世帯家賃助成(契約更新)
ファミリー世帯家賃助成決定（再発行）
継～中堅ファミリー住み替えアンケート調査(平成１２年度実施)
常～中堅住み替え家賃助成(パンフレット)
継～中堅ファミリー住み替え家賃助成(検討過程資料)
継～中堅ファミリー住み替え家賃助成(見直し)
継～中堅ファミリー世帯住み替え家賃助成(要綱)
継～中堅ファミリー住み替え家賃助成(委員会資料･議事録)
継～中堅ファミリー家賃助成(受給対象者アンケート及び集計表)(平成１６年度
実施)
常～高齢継続家賃助成(募集案内書/現受給者募集時の案内書５ヵ年分)
高齢者世帯等居住継続家賃助成要綱
継～高齢者世帯等居住継続家賃助成(要綱)
高齢者世帯等居住継続家賃助成(ＰＲ)
高齢者世帯等居住継続家賃助成(募集)
高齢継続家賃助成審査書類
高齢継続家賃助成資格審査結果(失格)
高齢継続家賃助成(資格審査結果･決定通知)
高齢継続家賃助成年度更新審査資料
高齢継続家賃助成年度更新資格審査決定及び否決
高齢継続家賃助成年度更新資格審査実施
高齢継続家賃助成(契約更新）
高齢継続変更届出
高齢継続家賃助成　取消し(助成金の返還請求及び戻入)
高齢継続家賃助成　取消し(助成金の支出)
高齢継続家賃助成　助成金の支出
高齢継続家賃助成　助成金の返還請求及び戻入
住宅増改修出張相談
住宅増改修相談
不動産相談会等
住宅相談経費の支出
常～住宅相談(苦情)
住宅相談(要綱･協定書)
住宅リフォーム等相談関連機関
住宅相談関連事業後援名義の承認
常～リフォーム協会　学習会
継～アスベスト対応
継～バリアフリー資料
継～住宅改修全般資料
継～省エネ･新エネルギー住宅資料
継～耐震補強対応
常～住宅リフォーム協会(打合せ)
継～住宅リフォーム協会　会員名簿

住宅課

高齢者世帯等居住継続
家賃助成支出

住宅相談 住宅相談全般

住宅改修資料

住宅相談リフォーム協会
資料

ファミリー世帯家賃助成
変更取消

中堅ファミリー住み替え家
賃助成事業

高齢者世帯等居住継続
家賃助成事業

高齢者世帯等居住継続
家賃助成全般

高齢者世帯等居住継続
家賃助成募集
高齢者世帯等居住継続
家賃助成抽選・審査

高齢者世帯等居住継続
家賃助成継続審査

高齢者世帯等居住継続
家賃助成変更
高齢者世帯等居住継続
家賃助成取り消し

高齢者世帯等住み替え
家賃助成

高齢者世帯等住み替え
家賃助成全般

中堅継続家賃助成事業

ファミリー世帯家賃助成 ファミリー世帯家賃助成
全般
ファミリー世帯家賃助成
新規募集

ファミリー世帯家賃助成
新規決定

ファミリー世帯家賃助成
支出
ファミリー世帯家賃助成
更新審査

家賃助成共通 家賃助成共通全般

家賃助成口座振替DVD
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 住宅課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～住宅リフォーム協会(会則･組織資料)
常～住宅リフォーム協会(定期総会)
住宅相談　工事完了報告書
住宅相談受付票(ロビー･住宅フェアほか)
住宅相談受付票(電話受付)
継～住宅相談(実績･統計)
継～住宅フェア打合せ
継～住宅フェア写真
継～住宅フェアちらし
住宅フェア開催に伴う起案･資料
住宅フェア(めぐろ区報掲載･町会回覧)
住宅フェア(商工まつり事務局関連)
常～住宅フェア実施状況
住宅フェア経費支出

住宅デー 住宅デー
講座参加者自己負担金歳入調定
お菓子の家づくり教室
常～お菓子の家づくり教室資料
常～お菓子の家づくり教室ＤＶＤ
常～マンション相談カード
目黒区マンション管理士会
常～マンション施策推進行政連絡会
常～マンション施策推進検討会
東京都マンション管理士会
常～マンションセミナー実績(過年度)
常～　他自治体マンション防災マニュアル
マンション管理士試験案内
都マンション専門相談(弁護士･建築士相談/建替え相談)
マンションに関する都からの通知
マンションに関する調査･回答
マンションに関する他区からの送付物
マンションに関する各種団体からの送付物
マンションに関する国からの通知
常～　マンション管理適正化・再生推進事業

マンションに関するマニュ
アル・ガイド

常～マンション標準管理規約

常～他区状況
常～マンション建替法令
常～〈建物名〉建替
常～マンション建替事業の流れ(都説明会)
常～マンション建替事業に係る証明書発行事務
常～ＧＩＳシステム(データＣＤ－Ｒ)
常～目黒区共同住宅ＧＩＳ操作マニュアル
常～目黒区共同住宅ＧＩＳデータベース仕様書
常～ＧＩＳマンションデータ不明分
常～ＧＩＳシステム(電子キー･ハードディスク)
常～目黒区共同住宅ＧＩＳシステム管理運用基準及びセキュリティ実施基準
常～目黒区共同住宅ＧＩＳデータ管理
情報化推進委員会及び個人情報保護審議会
マンション管理状況届出（都からの通知・調査）
政策経営委員会

マンション管理状況届出
制全般

常～東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例に基づく管理
状況届出制度要綱
常～目黒区マンション基礎調査(打合せ･協議記録)(平成１９年度)
常～目黒区マンション基礎調査(予算･契約)(平成１９年度)
常～目黒区分譲マンション等実態調査(打合せ･協議録)(平成２１年３月)
常～目黒区分譲マンション等実態調査(報告書及び同概要版)(平成２１年３月)
常～目黒区分譲マンション等実態調査データベース
継～分譲マンション実態調査報告書(過年度分)
常～マンション実態調査にむけた検討結果
常～マンション等の実態把握のための基礎調査報告書
常～分譲マンション等実態調査実施
常～他区マンション実態調査報告書
常～平成２０年度マンション総合調査報告書(国交省)
継～マンションデータ一覧
常～マンション等の基礎調査（平成３１年度）予算～契約
常～　マンション等の基礎調査実施
継～住宅リフォーム資金助成(要綱)
常～住宅リフォーム資金助成(要綱改正)
リフォーム助成(申請不可家屋一覧)
常～住宅リフォーム資金助成(アスベスト工事例)
常～住宅リフォーム資金助成(事例集)
住宅リフォーム資金助成(支出)
常～他区･地方自治体への事業紹介
住宅リフォーム資金助成(申請取下げ)
住宅リフォーム資金助成
住宅リフォーム資金助成(バリアフリー抽出)
継～住宅修築資金融資あっせん(要綱)
継～住宅修築資金融資あっせん(取扱店の指定について)
常～目黒区修築資金融資あっせん(要綱)
常～住宅修築資金融資あっせん(要綱の変遷)(昭和５７年４月１日～要綱写し)
継～マンション共有部分融資について(資料)
継～住宅修築資金融資あっせん(関連中小企業資金融資要綱)(産業経済課)
継～住宅修築資金融資あっせん(他区制度資料)

住宅課

住宅修築資金融資あっせ
ん

住宅修築資金融資全般

住宅修築資金融資関連
資料

マンション実態調査 目黒区マンション実態調
査１９年度･２０年度

国・都・他区マンション実
態調査

平成３１年度マンション等
の基礎調査

住宅リフォーム資金助成
事業

住宅リフォーム資金助成
全般

リフォーム助成申請書・
完了届

マンション対策事業 マンション対策事業全般

マンション建替

目黒区共同住宅ＧＩＳシス
テム

マンション管理状況届出
制

マンション管理状況届出
制準備

住宅相談

住宅相談リフォーム協会
資料

住宅相談受付～完了

住宅フェア

お菓子の家づくり教室
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 住宅課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～住宅修築資金融資あっせん(関連建築課要綱)
新年度のご案内(信用金庫あて)
融資あっせん状況報告書
住宅修築資金融資あっせん
常～第６次住宅マスタープラン改定素案
常～第６次住宅マスタープラン
常～第６次住宅マスタープラン進捗状況
常～住宅マスタープラン改定素案パブリックコメント
常～住宅対策担当者会議･政策決定会議
継～目黒区第２次住宅マスタープラン(平成８～１７年度)
継～目黒区第１次住宅マスタープラン(平成５年３月)
継～目黒区第３次住宅マスタープラン(平成１３～２２年度)
継～住宅マスタープラン関連NPO資料
継～用途別構造別建物床面積データー(平成７年)
継～第４次住宅マスタープラン改定基礎調査
継～第４次住宅マスタープラン
継～第４次住宅マスタープラン進行管理
常～第５次住宅マスタープラン検討部会
第５次住宅マスタープラン進捗状況(平成２９年度実績)
常～第５次住宅マスタープラン
常～マスタープラン改定素案パブリックコメント
常～住宅マスタープラン　政策決定会議

東京都住宅マスタープラ 常～東京都住宅マスタープラン(２０１６-２０２５)
常～住宅政策審議会　名簿
常～住宅政策審議会(要綱･要領)
常～住宅政策審議会(規則)
常～住宅政策審議会(開催)
常～住宅政策審議会
常～住宅政策審議会(会議録)
常～住宅政策審議会答申(平成２９年３月)
常～住宅政策審議会(委員委嘱)
住宅政策審議会(委員報酬等支出)
常～住宅政策審議会(会議録)
常～住宅政策審議会
常～住宅政策審議会(広報)
常～住宅政策審議会　公募委員募集
常～住宅政策審議会(委員委解嘱)

国通知・調査資料 常～住宅行政関連通知
公営住宅管理状況調査
公営住宅等の家賃対策に関する普通交付税算定の基礎数値に係る調査
公的家賃調査(都/総務局統計部調査)
都市整備局調査･回答
都市整備局通知
都市整備局調査・回答（不定期）
会計実地検査
他自治体等からの通知･照会
城南ブロック担当者会議
住宅担当者会

民間等からの通知・調査 住宅関連通知・調査
健康福祉部通知･調査･回答
区民生活部通知･調査･回答
企画経営部通知･調査･回答
都市整備部通知･調査･回答
その他の部からの通知･調査･回答
環境清掃部通知･調査･回答
総務部通知･調査･回答

区議会 区議会 他課への調査

法・条例・規則・要綱等
法・条例・規則・要綱等
（区）

継～住宅基本条例

住宅計画 東京都都市計画 常～東京都住宅マスタープランにおける重点供給地域
債権管理 債権回収外部委託 債権徴収業務引継ぎ

債権放棄及び不納欠損（個人名）
債権放棄及び不納欠損（Ｈ３１年度）
都民住宅入居者募集
都営住宅入居者募集
継～地元割予備審査要領
継～地元割公募マニュアル
継～都営住宅等地元割当事務処理要領
常～都営住宅の特別区移管に関する意向調査
継～都営住宅特別区移管実施要綱
継～都営住宅特別区移管推進計画
継～目黒区住宅供給移管計画

移管手続 常～移管経過等資料(平成３～２０年)
居住者データー 継～区営住宅名

継～東が丘一丁目消防申請
継～東が丘一丁目竣工図

計画通知 常～移管住宅の計画通知
条例・規則 常～区営住宅条例･施行規則(平成３１年度)
要綱・要領 常～(旧:常～)区営住宅要綱･要領

継～高額所得者等審査会設置要綱
継～高額所得者等審査会(平成１７年度)
継～高額所得者等審査会(平成１５年度)
常～行政財産目的外使用許可/使用承認(平成３１年度･無償)
常～行政財産目的外使用許可(平成３１年度･有償)

住宅課

区営住宅

高額所得者等審査会

目的外使用許可

債権放棄及び不納欠損 債権放棄及び不納欠損

都営住宅 申込のしおり

地元割当募集

都営住宅の移管 移管計画

竣工図書

住宅政策審議会 住宅政策審議会要綱・要
領

住宅政策審議会（過年
度）

住宅政策審議会（当年
度）

通知・調査
都住宅部局通知・調査

庁内他課からの通知・調
査

住宅修築資金融資あっせ
ん

住宅修築資金融資関連
資料

住宅修築資金融資あっ
せん

住宅マスタープラン 第６次住宅マスタープラ
ン

第１次～３次住宅マス
タープラン

第４次住宅マスタープラン

第５次住宅マスタープラン
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 住宅課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
区営住宅管理基金 常～区営住宅管理基金(平成３１年度)
区営住宅保証金 常～区営住宅保証金清算(平成３１年度)
資格審査 入居資格審査(平成３１年度)

常～住宅変更申請
常～共用部分改善に伴う住宅変更＜住宅名＞
継～＜住宅名＞住宅変更許可申請書
常～平成３１年度使用料算定
常～令和２年度使用料算定
常～補助金交付要綱等
常～平成２９年度近傍同種家賃等仮算定(補助金用)
常～公営家賃対策補助金(交付決定・歳入)
常～令和元年度公営住宅等家賃対策補助金(都)
常～平成２９年度公的賃貸住宅家賃低廉化(国)
常～平成２９年度公的賃貸住宅家賃対策調整補助金(改善区営住宅家賃補

退去者関連 (区営)退去者関連書類
継～用途一部変更申請
継～共益費免除申請書
長期不在届
返還届
辞退届(資格審査不合格も含む)
建替減額
継～区営住宅住まいのしおり(第４版)
継～区営住宅住まいのしおり(第２版)
区営住宅管理人手当
区営住宅連絡員(管理人)委嘱
収入申告未提出
収入認定更正･再認定
収入報告書及び収入認定通知書･収入超過者通知
生活保護受給者に係る減免申請等(承認及び廃止)
減免申請
区営住宅使用料･共益費済通
使用料共益費歳入調定
区営住宅使用料口座振替納付届
０７共益費振替収支(財務)
０１請求データ集計表(システム)
０２結果データ集計表(システム)
０３口振チェックリスト＜公金取扱金融機関＞
０４納付書兼納入済通知書＜公金取扱金融機関＞
０５収入金票作成資料＜公金取扱金融機関＞
０６総括表＜金融機関名＞

入居者管理 入居者周知
常～使用料滞納世帯(個人名)
区営使用料滞納者(催告)
常～区営債権分類票
継～使用料滞納世帯(個人名)
継～生活福祉課との連携
家賃滞納対策(生活保護)
区営使用料滞納(督促) 
常～公営住宅の窓口納付誓約書
継～不適正入居
常～不適正入居
警視庁に対する暴力団排除に関する意見聴取
常～入居者募集事務(区営あき家)
継～高額所得者(個人名)
収入超過者及び高額所得者に対するあき家等のあっせん
高額所得者明渡し説明会
継～高額所得者認定に対する区方針
常～高額所得者明渡し事務

青葉台一丁目アパート 常～青葉台一丁目ＡＰ(部屋番号)
青葉台二丁目アパート 常～青葉台二丁目ＡＰ（部屋番号）
上目黒一丁目アパート 常～上目黒一丁目ＡＰ（部屋番号）
上目黒四丁目アパート 常～上目黒四丁目ＡＰ（部屋番号）
清水町アパート 常～清水町ＡＰ（部屋番号）
下目黒五丁目アパート 常～下目黒五丁目ＡＰ（部屋番号）
中町一丁目アパート 常～中町一丁目ＡＰ（部屋番号）
東が丘一丁目アパート 常～東が丘一丁目ＡＰ（部屋番号）
東が丘一丁目第２アパート常～東が丘一丁目第２ＡＰ（部屋番号）
碑文谷アパート 常～碑文谷ＡＰ（部屋番号）
碑文谷四丁目アパート 常～碑文谷四丁目ＡＰ（部屋番号）
三田一丁目アパート 常～三田一丁目ＡＰ（部屋番号）
南一丁目アパート 常～南一丁目ＡＰ（部屋番号）
目黒本町四丁目アパート 常～目黒本町四丁目ＡＰ（部屋番号）
八雲五丁目アパート 常～八雲五丁目ＡＰ（部屋番号）

常～指定管理者制度個人情報保護審議会
常～指定管理者参考資料
指定管理者 月次報告 収支確認資料
常～指定管理者制度導入状況
財政援助団体等監査
常～指定管理者制度住宅課検討資料
常～運営評価方針(行革推進課)
常～指定管理者によるアンケート調査
事業運営評価結果･報告(平成３０年度事業)
運営評価資料(平成３０年度事業分)
常～改善提案書

住宅課

住宅管理運営 指定管理者制度

指定管理者運営評価

高額所得者

区営住宅契約関係書類

減免申請

家賃収納

口座管理

区営使用料滞納

不適正入居

募集

区営住宅

住宅変更

使用料算定

家賃対策補助

その他の手続き

区営住宅のしおり

管理人

収入認定
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 住宅課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
運営評価調査･回答
常～研修･引継ぎ等
常～通知･調査･回答
常～基本協定(平成３１～３５年)
労働台帳
常～指定管理者選定委員会（第２次評価）
常～指定管理者選定委員会（第１次評価）
常～指定の手続き
常～基本協定（平成３１～平成３５年度）
常～応募申請書
常～区営住宅等指定管理者制度実施方針・選定評価基準
常～指定管理者募集要項（平成３１～３５年度）
口振のＬＧＷＡＮ利用によるデータ伝送
継～公営住宅管理システム基本方針
継～住宅システム
継～住宅システム外部結合＜法人名＞
常～住宅統合管理システム保証書類
常～住宅システム
システム更新(銀行名変更等)
継～端末設置申請
継～住宅管理システム管理運用基準
住宅システム外部結合公共料金＜法人名＞
光熱水費
管理経費精算等
指定管理者住宅管理業務経費支出
常～翌年度指定管理経費
常～個人情報等情報の取扱い
常～事業計画書
常～通知･届け出等
常～年間事業報告書
常～年度協定書
常～連絡票
管理業務報告書
事務連絡会
常～入居者だより
総括書(四半期･年度)
連絡調整会
常～業務の再委託
常～消防計画(区営住宅)
常～防火管理者(区民住宅)
常～防火管理者(区営住宅)
常～消防立入検査
常～消防計画(区民住宅)
常～防災関係設備台帳
常～施設点検結果
常～施設点検計画
常～維持保全業務積算標準単価表等
常～未退去避難者の住宅明渡及び弁償金請求
住宅供与終了避難者の意向調査実施＜特定地名＞
被災県への求償に係る資料の提出
常～東日本大震災避難者対応に係る被災県からの通知＜特定地名＞
常～東日本大震災による被害状況及び対応
常～応急仮設住宅
常～東北地方太平洋沖地震(被災県関連)
常～東北地方太平洋沖地震(使用許可更新･避難所返還関連)

樹木・遊具管理 継～遊具
継～テレビ電波障害防除工事(青葉台二丁目)他
継～青葉台二丁目アパート電波障害
継～上目黒一丁目共架契約

通信設備 継～光ケーブル
継～アスベスト(住宅)
継～（住宅名）天井工事報告書

耐震強度偽装事件対策 継～耐震強度偽装事件対策
エレベーター事故 継～港区エレベーター事故関連(平成１８年度)
国有地使用 常～青葉台二丁目国有地貸付契約

常～区営住宅修繕履歴
常～区営住宅図面
協定書
常～区営住宅駐車場管理
常～（住宅名）施設管理
常～上目黒一丁目アパート(中目黒アトラスタワー内交番)
常～区営南一丁目アパート敷地内私道管理
常～区営南一丁目/消防団本部設置経過(平成２５～２７年度)
常～区営中町一丁目アパート施設管理(土地境界確定等)
常～区営住宅施設管理(共通)
常～上目黒一丁目アパート公共料金
常～上目黒一丁目アパート･アトラスタワー管理組合

再生可能エネルギー（太
陽光）

常～再生可能エネルギー(太陽光)

公営住宅等長寿命化計画改定作業
常～長寿命化計画の改定及び変更等の提出
常～個別改善(資料)
常～計画修繕(資料)
継～東が丘一丁目第２アパートエレベーター設置工事

住宅課

住宅改善事業 住宅改善事業資料

エレベーター設置

住宅の危機管理

電波障害対策

アスベスト

区営住宅施設・管理運営
全般

区営住宅 別　施設管理

長寿命化計画 長寿命化計画

住宅管理運営

指定管理者運営評価

指定管理者H２６～３０年度

指定管理者H３１～３５年度

住宅システム

公営住宅の窓口

防火管理

施設点検計画
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 住宅課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～下目黒五丁目エレベーター設置
常～碑文谷四丁目アパート
常～八雲五丁目アパートエレベーター設置
常～青葉台二丁目アパートエレベーター設置
継～南一丁目２号棟エレベーター設置
継～南一丁目エレベーター設置説明会(平成１３年７月２７日及び３１日)
継～南一丁目エレベーター
継～南一丁目エレベーター補助金(１号棟)
継～南一丁目エレベーター補助金(２号棟)
継～ストック総合活用計画(耐震診断)(平成１８年度)
継～ストック総合活用計画策定(平成１９年度)
継～公営住宅ストック総合活用計画資料

ストック総合改善事業 常～区営南一丁目外壁塗装工事
特優賃・国要領（平成９年度改正分）
特優賃・国要領（平成８年度改正分）
特優賃・国要領（平成７年度改正分）
特優賃・国要領（平成６年度改正分）
特優賃・国要領（平成１４年度改正分）
特優賃・国要領（１５０４）
買取特公賃制度要綱（１５０４）
特優賃法
特優賃・国建設基準一部改正（平成１４年５月）
特目借上補助要領（１５０４）
区市町村特優賃補助金交付要綱(平成９年度改正分)
区市町村特優賃補助金交付要綱(平成８年度改正分)
区市町村特優賃補助金交付要綱(平成７年度改正分)
区市町村特優賃補助金交付要綱(平成６年度改正分)
区市町村特優賃補助金交付要綱(平成５年度改正分)
区市町村特優賃補助金交付要綱(平成１３年度改正分)
区市町村特優賃補助金交付要綱(平成１２年度改正分)
区市町村特優賃補助金交付要綱(平成１０年度改正分)
常～区市町村特優賃補助金交付要綱(平成１９年度改正分)
常～区市町村特優賃実施基準(都)
常～区市町村特定目的借上公共賃貸住宅補助金交付要綱
常～区民住宅条例改正
常～三田地区整備住宅規則改正
継～特定公賃国庫補助申請(資料)
常～区民住宅条例施行規則改正
常～三田住宅条例改正
継～区民住宅規則改正
継～区民住宅条例改正
継～三田一丁目住宅家賃設定
継～三田住宅建設経過(平成３年度)
継～三田住宅建設経過(平成４年度～)
継～三田住宅補助金(平成４年度)
継～三田住宅補助金(平成５年度)
継～三田住宅補助金(平成６年度～)
継～従前居住者用住宅の検討
継～東が丘･三田委員会記録
継～東が丘･三田当初計画
継～特定公賃国庫補助申請(起案)
継～都民住宅供給計画
継～都民住宅資料
継～借上協定資料(都民住宅型)
継～借上住宅検討事項
継～借上住宅都申請書(資料)
継～特優賃補助金申請マニュアル
継～特例加算
継～目黒区特優賃住宅建設基準
継～目黒区特優賃補助金交付要綱
継～契約家賃決定方法
継～実績報告

借上相談 継～区民住宅借上相談
継～借上物件公募要綱
継～借上物件公募(広報関係)
継～借上物件公募

借上建設プラン 継～借上物件建設プラン目黒１丁目(サント･コア目黒)
区民住宅借上物件選定大橋２丁目(ヒルズ大橋)
区民住宅借上物件選定鷹番１丁目(グロリア学芸大)
区民住宅借上物件選定中町１丁目(ヒルフォートメグロ)
継～区民住宅借上物件選定東が丘１丁目
継～借上協定様式
区民住宅借上物件選定青葉台１丁目(プラトー青葉台)
区民住宅借上物件選定原町２丁目(チェリーブロッサムコート目黒)
区民住宅借上物件選定原町２丁目(グランシャリオ洗足)
区民住宅借上物件選定柿の木坂１丁目(柿の木坂森戸マンション)
継～区民住宅借上物件選定(仮称中目黒２丁目住宅)
区民住宅借上物件選定(スピティ･ボヌール･トリアス)
継～借上物件選定基準
継～区民住宅借上物件選定(サント･コア目黒)
区民住宅借上協定下目黒６丁目(スピティ目黒)
継～区民住宅借上協定中目黒２丁目(メイプル中目黒)
区民住宅借上協定原町２丁目(グランシャリオ洗足)
区民住宅借上協定原町２丁目(チェリーブロッサムコート目黒)

住宅課

借上公募

借上物件選定

借上協定

住宅改善事業

エレベーター設置

ストック総合活用計画

区立住宅 国要領等

都要綱・実施基準

区立住宅制度

都民住宅

借上全般
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 住宅課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
区民住宅借上協定上目黒２丁目(トリアス中目黒)
継～区民住宅借上協定東が丘１丁目
区民住宅借上協定柿の木坂１丁目(柿の木坂森戸マンション)
継～区民住宅借上協定(サント･コア目黒)
区民住宅借上協定中根２丁目(ボヌール白子)
区民住宅借上協定中町１丁目(ヒルフォートメグロ)
区民住宅借上協定青葉台１丁目(プラトー青葉台)
区民住宅借上協定大橋２丁目(ヒルズ大橋)
区民住宅借上協定鷹番１丁目(グロリア学芸大)
継～新規事業採択評価東が丘１丁目
継～新規事業採択評価中目黒２丁目
継～新規事業採択評価(サント･コア目黒)
供給計画認定申請書中町２丁目(ヒルフォートメグロ)
供給計画認定申請書原町２丁目(グランシャリオ洗足)
供給計画認定申請書鷹番１丁目(グロリア学芸大)
供給計画認定申請書大橋２丁目(ヒルズ大橋)
供給計画認定申請書青葉台１丁目(プラトー青葉台)
供給計画認定申請書上目黒２丁目(トリアス中目黒)
供給計画認定申請書原町２丁目(チェリーブロッサムコート目黒)
供給計画認定申請書中根２丁目(ボヌール白子)
供給計画認定申請書柿の木坂１丁目(柿の木坂森戸マンション)
供給計画認定申請書下目黒６丁目(スピティ目黒)
継～供給計画認定申請書(様式)
継～供給計画認定申請書中目黒２丁目
継～供給計画認定申請書東が丘１丁目(五反山ヒルズ)
継～供給計画認定申請書目黒１丁目(サント･コア目黒)
継～供給計画認定申請書東が丘１丁目･三田１丁目
継～供給計画変更サント･コア目黒
供給計画変更ヒルズ大橋
供給計画変更ボヌール白子

区補助金様式 継～区補助金申請様式
区補助金支出 継～区補助金支出
除却費判定 継～除却費対象物件の判定

区補助金交付決定ボヌール白子(平成７年度)
区補助金交付決定プラトー青葉台設計費
区補助金交付決定プラトー青葉台除去費
区補助金交付決定プラトー青葉台建設費(平成９年度)
区補助金交付決定プラトー青葉台建設費(平成８年度)
区補助金交付決定ボヌール白子
区補助金交付決定ヒルフォートメグロ(平成７年度)
区補助金交付決定ヒルフォートメグロ(平成８年度)
区補助金交付決定ヒルズ大橋(平成８年度)
区補助金交付決定ヒルズ大橋(平成７年度)
区補助金交付決定チェリーブロッサムコート目黒(平成８年度)
区補助金交付決定スピティ目黒(平成８年度)
区補助金交付決定グランシャリオ洗足(平成９年度)
区補助金交付決定グランシャリオ洗足(平成８年度)
区補助金交付決定グランシャリオ洗足(平成７年度)
区補助金交付決定(変更)ヒルズ大橋(平成８年度)
区補助金交付決定グロリア学芸大(平成８年度)
区補助金交付決定グロリア学芸大(平成９年度)
継～区補助金交付決定サント･コア目黒(建築費･監理料)(平成１２年度)
継～区補助金交付決定サント･コア目黒(設計費)(平成１２年度)
継～区補助金交付決定メイプル中目黒(建築費･監理料)(平成１１年度)
継～区補助金交付決定メイプル中目黒(設計費)(平成１１年度)
区補助金交付決定柿の木坂森戸マンション(平成１０年度)
区補助金交付決定柿の木坂森戸マンション(平成１１年度)
継～区補助金交付決定五反山ヒルズ(設計･監理･建設)(平成１２年度)

区補助金変更 区補助金変更申請(グランシャリオ洗足)
区補助金額の確定プラトー青葉台(平成８年度)
区補助金額の確定プラトー青葉台除去費(平成８年度)
区補助金額の確定ボヌール白子(平成６年度)
区補助金額の確定ボヌール白子(平成７年度)
区補助金額の確定グランシャリオ洗足(設計費･建設費)(平成８年度)
区補助金額の確定グランシャリオ洗足(設計費･建設費)(平成９年度)
区補助金額の確定グランシャリオ洗足(平成７年度)
区補助金額の確定チェリーブロッサムコート目黒(平成８年度)
区補助金額の確定ヒルズ大橋(平成７年度)
区補助金額の確定ヒルズ大橋(平成８年度)
区補助金額の確定ヒルフォートメグロ(平成７年度)
区補助金額の確定ヒルフォートメグロ(平成８年度)
区補助金額の確定プラトー青葉台(設計費･建設費)(平成９年度)
区補助金額の確定グロリア学芸大(設計･建設)(平成９年度)
区補助金額の確定グロリア学芸大(平成８年度)
継～区補助金額の確定サント･コア目黒(設計費)(平成１２年度)
継～区補助金額の確定五反山ヒルズ(設計費･建設費･監理費)(平成１２年度)
継～区補助金額の確定メイプル中目黒(建設費･監理費)(平成１２年度)
継～区補助金額の確定メイプル中目黒(設計費)(平成１１年度)
区補助金額の確定柿の木坂森戸マンション(設計費)(平成１１年度)
継～区補助金額の確定サント･コア目黒(平成１３年度)
継～補助金申請マニュアル(国)
継～国庫補助申請

変更申請 国庫補助金変更申請
継～全体設計承認申請書(平成１２年度)

住宅課

区補助金額の確定１

区補助金額の確定２

国補助金 補助申請（国）[対策決定
含]

全体設計

借上協定

新規採択評価

区補助金 供給計画

供給計画変更

区補助金交付決定１

区補助金交付決定２

区立住宅

10／12



 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 住宅課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
全体設計
継～全体設計(平成１１年度)

全体設計変更 全体設計変更(平成７年度)
完了実績報告(国)グランシャリオ･プラトー･グロリア
継～完了実績報告(国)サント･コア(平成１３年度)
完了実績報告(国)スピティ
完了実績報告(国)ヒルズ･ヒルフォート･グランシャリオ･チェリー
完了実績報告(国)ボヌール･ヒルフォート･ヒルズ(平成７年度)
継～完了実績報告(国)メイプル･五反山(平成１２年度)
完了実績報告(国)柿の木坂(平成１１年度)

都補助金申請 継～都補助金申請
完了実績報告（都） 継～完了実績報告(都)
都補助金歳入調定 都補助金歳入調定(平成６年度～)

継～調整補助金等の考え方
継～地域住宅交付金(提案事業)の家賃対策補助金の経緯
継～公的賃貸住宅家賃対策補助金交付要綱
常～家賃対策補助申請
常～家賃対策補助金

家賃対策補助実績報告 常～家賃対策調整補助金実績報告(国)
家賃対策補助歳入調定 家賃対策補助歳入調定
家賃減額補助（都申請） 常～家賃減額補助申請
家賃対策減額補助歳入
調定

家賃減額補助歳入調定(平成３１年度)

常～都家賃対策補助金
継～東京都家賃対策補助金の見直し(平成１５年度)
常～（住宅名）設備管理
（住宅名）設備管理
区民住宅空室管理報告
法定点検等依頼書
区民住宅オーナー賃料支出
常～躯体管理オーナー負担分(平成２１年度～)

借上返還手続 常～借上返還（住宅名）
区民住宅転用 常～転用(東が丘一丁目住宅)
区民住宅保証金 区民住宅保証金清算

別添減額申請書（住宅名）
区民住宅減額決定通知書
区民住宅減額申請提出依頼

住宅連絡員 区民住宅連絡員委嘱
住宅連絡員 区民住宅連絡員報償費支出
区民住宅募集 警視庁に対する暴力排除に関する意見聴取(区民住宅)

区民住宅公共料金領収書(水道料金)
区民住宅公共料金領収書(電気料金)

メイプル中目黒 常～メイプル中目黒（部屋番号）
五反山ヒルズ 常～五反山ヒルズ（部屋番号）
サント・コア目黒 常～サント･コア目黒（部屋番号）

常～東が丘一丁目住宅（部屋番号）
常～東が丘一丁目住宅（部屋番号）(福祉施設従事者用)

滞納なし退去者等 滞納なし退去者等
区民住宅使用料･共益費等歳入調定
振替収支(平成３１年４月１日～５月３１日の納入済通知書)

口座振替 区民住宅口座振替納付届(新規･変更)
区民住宅使用料済通 区民住宅使用料･共益費済通

継～区民住宅使用料等の督促
区民住宅使用料等の督促(平成３１年度)
区民住宅使用料等の催告

使用料滞納・分納 使用料滞納世帯(個人名)
使用料滞納（退去者あ～ 常～使用料滞納世帯(退去済)(個人名)
使用料滞納（退去者た 常～使用料滞納世帯(退去済)(個人名)
使用料滞納（退去者な 常～使用料滞納世帯(退去済)(個人名)
共益費等 共益費精算
振替収支等 振替収支

継～都営住宅への特定入居の取扱
継～従前居住者用住宅建物･入居者一覧
継～ホーム月光原建設経過
住戸内事故
継～目黒区立従前居住者用住宅条例補足資料
継～目黒区立従前居住者用住宅国･都制度要綱
継～従前居住者用賃貸住宅管理要綱に一部改正について(国)
継～三田地区(条例･規則)
継～三田整備事業住宅要綱
継～居住継続支援事業要綱関係
常～従前居住者用住宅条例･規則改正
継～三田フレンズ財産台帳
常～ホーム月光原施設管理
継～ホーム月光原目的外使用許可
継～ホーム月光原取扱説明書･共用部分取扱説明書
ホーム月光原公共料金
常～三田地区整備事業住宅施設管理 
継～三田地区整備事業住宅施設管理
継～三田地区整備事業住宅目的外使用
継～ホーム月光原施設管理
常～入居者契約関係書類(ホーム月光原)（部屋番号）
常～入居者契約関係書類(三田整備事業用住宅)
退去者関連書類

住宅課

従前居住者住宅等 従前居住者住宅等全般

条例・規則・要綱等

施設管理

入居手続

区民住宅契約関係書類

東が丘一丁目住宅

区民住宅使用料・共益費
等

区民住宅歳入調定

区民使用料滞納全般

区民住宅管理 区民住宅設備管理

オーナー関連

減額申請

公共料金

都補助金

家賃対策補助（国庫申請） 家賃対策補助（国庫申
請）

家賃減額補助（都申請）

都家対

国補助金

全体設計

完了実績報告（国）
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 住宅課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～従前居住者用住宅入居事前相談
継～三田整備事業住宅入居事前相談
三田･従前保証金精算
継～三田･従前保証金一覧
継～三田･従前保証金歳入
常～三田･従前保証金歳入
継～使用権承継申請
常～模様替等工作物設置許可
継～世帯員変更届
三田整備事業住宅共益費精算
返還届未提出者対応
三田整備事業住宅使用料･共益費歳入調定
三田地区整備事業住宅･従前居住者住宅使用料及び共益費済通
従前居住者用住宅使用料･共益費歳入調定
常～三田･従前使用料口座振替納付届
収入認定・減額申請
収入報告･減額申請提出依頼
継～三田フレンズ火災罹災者一時使用
継～三田フレンズ火災罹災者一時使用規定

高齢者
高齢者の居住安定確保
プラン

常～高齢者の居住安定確保プラン等

調査回答
常～サ付き住宅制度通知等
サ付き高齢者向け住宅供給助成事業の実施
常～区サ―ビス付き高齢者向け住宅供給助成事業要綱
常～区サービス付高齢者向け住宅供給助成事業の制度化
常～区サービス付高齢者向け住宅事業者事業者募集
常～都サ付住宅供給助成事業要綱
常～都制度
事前相談窓口一覧

サ高住関連通知（国都） 常～サ付住宅関連通知
目黒本町四丁目建替時
移管

目黒本町４ 買取 目黒本町購入費支出

青葉台一丁目アパート建
替時移管

青葉台一丁目アパート設
計

常～防火設備･防火水槽

碑文谷アパート/調査・届
出等

常～碑文谷アパート(各種届)

碑文谷アパート/事業費・
補助金等

常～太陽光発電売電

碑文谷四丁目アパート／
図面・台帳等

常～行政財産引渡書

碑文谷四丁目アパート／
設計

常～碑文谷四丁目アパートエレベータ棟増築(基本設計)

碑文谷四丁目アパート／
入居者・自治会

常～碑文谷四丁目アパートエレベータ棟増築工事

常～公営住宅整備手法に関する資料
常～建設計画関連資料

整備計画検討 常～活用意向(三田フレンズ)

碑文谷アパート

碑文谷四丁目アパート

住宅整備計画全般 建設計画関連資料

住宅課

収入認定・減額申請

災害時緊急対応

サービス付高齢者向け住
宅 サ高住区制度

サ高住　都制度

従前居住者住宅等

入居手続

保証金

各種届出

使用料・共益費
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