
 令和元年度 行政情報目録 （監査事務局 監査事務局）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～危機管理関係文書
常～初当選議員勉強会資料
庁内通知、調査・回答（企画経営部を除く）
庶務担当課長会資料（４月～９月）
常～庶務全般資料各種機器取扱い説明書
庶務担当課長会資料（１０月～３月）
区議会通知・議案等
防災ほか危機管理関係通知等
常～総合庁舎の個別キー受領書（写し）・機械警備カードの番号控え
常～災対協力部（監査事務局）行動マニュアル

定期配付資料 めぐろ区報
常～政策決定会議（１０月～３月）
企画経営部通知、調査・回答
広報課通知・調査（区民の声課含む）
常～指定管理者制度
常～緊急財政対策　２３年度
情報課通知・調査
常～区有施設見直し方針
常～平成２６年度事務事業見直し、組織・職員数等の見直し
常～企画経営部通知、調査・回答（保存分）
常～情報資産洗い出し調査
常～目黒区ホームページ
常～政策決定会議（４月～９月）
情報セキュリティ内部監査員
内部情報システム更改
常～内部情報システム
常～行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程
常～個人情報保護・情報セキュリティ実施基準

窓口改善 窓口サービス向上運動
行財政改革 常～目黒区行革計画（２４～２６年度）

継～目黒区基本構想
常～目黒区基本計画

環境マネジメントシステム めぐろエコ・プラン実施状況
常～ファイリングシステム(ファイル基準表、引継予定表、保存箱引継票　１９年
度～）
ファイリングシステム通知
常～情報公開事務の手引・規程
常～情報公開請求　２１年度～
常～郵便
常～「ぎょうせい電子書棚」の利用申込
継～行政手続きの手引
継～公印台帳

例規・要綱 訓令
飲食届
出退勤時刻データ修正記録簿
休暇申請書
発令
常～金銭出納員・現金取扱者・物品出納員の任免
職務専念義務免除申請書

非常勤職員 常～専務的非常勤職員要綱・要領（監査事務局）
雑給支給仕訳書等
旅行命令簿（データ入力票控）
常～通勤手当認定簿（在局分）
給与通知
給与減額免除申請簿・欠勤届
通勤手当認定簿（異動分）
健康管理
安全衛生委員会
常～ゲートキーパー手帳
職員研修
被服貸与
福利一般
常～現金出納簿
常～会計課への届出
財務全般通知
備品総括表
常～収入通知
予算通知
予算に関する要望書
常～平成３１年度予算編成（見積書、見積資料、要望書ほか）
常～平成３０年度補正予算見積書・資料
常～令和元年度補正予算見積書・資料
常～令和２年度予算編成（見積書、見積資料、要望書ほか）

予算管理 予算変更申請書兼決定書
契約依頼書（５０万円未満）
契約書（年間契約）
見積書・納品書
支出負担行為決定書（契約あり）・添付文書管理票
支出命令書
契約依頼書（５０万円以上）
執行委任（公共料金関係を含む）
支出負担行為兼支出命令書（契約以外）
常～監査事務局定期監査資料　２７年度分から
主要な施策の成果等

庶務(企画経営部を除く）

給与

財務

研修・福利厚生

財務全般

予算編成

契約管理

予算執行

監査事務局 共通

庶務（企画経営部）

情報システム

長期計画

ファイリングシステム

情報公開

文書

人事

決算・監査
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 令和元年度 行政情報目録 （監査事務局 監査事務局）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～決算資料　２７年度分から
常～会計検査院との意見交換会
常～訴訟事件に関する情報提供
常～住民訴訟判決
継～公会計改革資料
常～地方自治月報の作成
監査に関する調査・問合わせ
監査委員交際費　支出等
常～公益法人制度改革
常～委員交際費支出基準
常～Ｎｏｍａ講座（初心者のための簿記入門）
常～監査委員協議に係る電磁的記録媒体取扱基準
継～監査事務局処務規程原議　平成元年～
常～目黒区監査事務局処務規程の改正　令和２年３月
継～住民監査請求の証拠・陳述取扱基準
継～目黒区監査事務局の総括係長の職の指定に関する要綱（制定・改正）
継～目黒区保存年限設定基準の制定等（依命通達）に係る別表の改正につい
て
常～目黒区災害対策本部設置時における監査等の取扱いについて
常～目黒区情報公開条例施行規程の一部改正（平成２０年）
常～目黒区監査委員事務運営要綱の一部改正について（２８年度～）
常～告示・訓令番号簿
常～目黒区情報公開条例施行規程及び目黒区個人情報保護条例施行規程
の一部改正（平成２８年１１月）
常～文書進行管理簿
継～監査委員協議時の録音テープの取り扱いについて
継～監査委員事務運営要綱原議平成６年度～平成２５年度
継～監査委員条例一部改正原議
常～目黒区監査事務局処務規程の改正　平成３０年３月
継～個人情報保護条例施行規程の改正平成１７年３月
継～公文書公開条例・個人情報保護条例施行規程の一部改正平成４年～
継～公文書公開条例･個人情報保護条例施行規程制定昭和５９年１１月・平成
元年４月
継～行政手続等オンライン化条例(情報通信の技術の利用)
継～行政情報及び自己情報の写しの作成に要する費用について
継～事務の監査の請求代表者証明書の交付に伴う取扱基準
常～監査実施選定基準の改正
常～監査委員選任通知
常～監査事務局長引継書　８年度～
常～監査委員事務引継　平成２９年度～
常～監査委員事務引継　平成２６年度～平成２８年度
継～事務局職員発令簿
常～歴代監査委員名簿
常～監査委員報酬・費用弁償資料
監査委員費用弁償実績表
常～ＦＤ搬送用ケース及びファクシミリ取扱担当者
費用弁償支出
報酬支出
常～監査委員報酬等振込依頼書　２１年度から
常～監査委員の給与等に関する条例
委員協議録
監査等日程確認書
常～監査委員協議等実施状況（集計）
特別区・城南五区監査委員協議会
他区等監査事務局調査
常～監査関係研修・セミナー
常～監査委員協議会名簿（平成２３年度～）
常～平成２８年度特別区監査委員協議会　幹事区事務
常～特別区・城南五区監査委員協議会会則
常～監査等実施状況に関する調査
常～都道府県監査委員協議会連合会講習会
常～公会計監査機関意見交換会議テキスト・講義録
常～全都道府県監査委員協議会連合会講習会テキスト・講義録
常～監査委員報酬支払台帳
常～個人番号取得事務マニュアル
常～支払調書作成台帳
常～法定調書用個人番号取得事務管理簿
常～法定調書マニュアル
常～法定調書
継～外部監査の事務の流れ
継～監査手帳
継～監査等事務処理要領
継～事務監査請求事務取扱マニュアル
常～目黒区監査委員監査基準（令和２年２月２５日）
継～定期監査
継～都市監査基準準則・住民監査請求の実施手続き
継～住民監査請求事務取扱いマニュアル
継～各部定期監査（平成１６～２０年度）
継～学校等定期監査（平成１６～２０年度）
継～公園等監査（平成１４～１６年度）
継～工事監査（平成１６～１８年度）
継～行政監査（平成１６～１８年度）
継～財政援助団体等監査（平成１６～２０年度）
継～碑文谷土木事務所監査

財務

特別区・城南五区

監査事務局

決算・監査

監査事務局共通 監査事務局庶務

監査事務局文書

監査事務局人事

監査委員給与

委員協議録

都道府県協議会連合会

法定調書

監査 監査マニュアル

監査実施状況
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 令和元年度 行政情報目録 （監査事務局 監査事務局）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～区外施設監査（１６～２２年度）
継～庁外施設定期監査（平成１５～１８年度）
常～各種定期監査調査書・聴取録
常～例月出納検査書類調査書
常～区外施設定期監査（２７～２９年度）
常～各種定期監査結果（平成１９年度分～）
継～政務調査費使途基準
継～政務調査費について
区立小・中学校等定期監査（学校資料）
監査等実施計画、実施原義
常～３１年度区外施設定期監査
各部定期監査
区立小・中学校等定期監査
庁外施設定期監査
例月出納検査結果（４月～９月）
例月出納検査結果（１０月～３月）
常～目黒区公金運用基準
常～例月出納検査結果
例月出納検査計画、実施原義等
常～会計書類調査委託報告書等
継～財政援助団体関係資料
常～令和元年度財政援助団体等監査（実施原義等）
常～令和元年度財政援助団体等監査（事前調査等）
常～平成３０年度行政監査
常～行政監査結果
常～令和元年度行政監査
常～平成２０年度随時監査調査票
常～平成２０年度随時監査調査書
常～平成２０年度随時監査原義
常～工事監査マニュアル
常～工事監査資料　元年度
常～工事監査業者資料
継～平成１６年度包括外部監査人への送付資料
継～平成１７年度包括外部監査（契約締結意見､補助者協議､実施通知）
継～平成１７年度包括外部監査実施結果（結果報告書、意見、措置状況）
継～平成１８年度包括外部監査（契約締結意見､補助者協議､実施通知）
継～平成１８年度包括外部監査（結果報告書、意見、措置状況）
継～外部監査制度に係る目黒区監査委員事務処処理要綱・様式集
継～地方公共団体外部監査事務の手引き（日本公認会計士協会）
継～東京都の外部監査制度に係わる規程
継～平成１４年度包括外部監査（契約締結意見､協議､実施通知）
継～平成１４年度包括外部監査実施結果（結果報告書、意見、措置状況）
継～平成１４年度包括外部監査人への送付資料
継～平成１５年度包括外部監査（契約締結意見､協議､実施通知）
継～平成１５年度包括外部監査実施結果（結果報告書、意見、措置状況）
継～平成１６年度包括外部監査実施結果（結果報告書、意見、措置状況）
常～包括外部監査テーマ、監査結果等
継～平成１６年度包括外部監査（契約締結意見､補助者協議､実施通知）
常～包括外部監査の廃止
常～決算カード
常～決算審査意見書
常～特別区普通会計決算
決算審査原議
継～決算特別委員会での質疑要旨（監査事務局）(関連)
継～議会運営委員会報告資料（意見書見直し）
常～財政課説明資料
常～財政健全化法関連資料
常～財政健全化法・省令
財政健全化審査原義
常～健全化比率審査資料３０年度
継～住民監査請求（団体名）資料
継～住民監査請求（団体名）原議
継～住民監査請求（電算機種変更等）原議
継～住民監査請求（中町交通公園廃止）原議
継～住民監査請求（住区住民会議への管理委託）原議
継～住民監査請求（参議院議員選挙）原議
継～住民監査請求（区長交際費）資料
継～住民監査請求（区長交際費）原議
継～住民監査請求（インフルエンザ予防接種委託料）原議
継～目黒区住民監査請求等監査集録（原稿含む）
継～住民監査請求(診療報酬返還金)区側資料
継～住民監査請求(診療報酬返還金)原議
継～住民監査請求(診療報酬返還金)請求人資料
継～住民監査請求(土地開発公社事業)原議
継～住民監査請求(土地開発公社事業)資料
継～住民監査請求（区政調査研究費）原議
継～住民監査請求（区政調査研究費）資料
継～住民監査請求（都立大跡地）原議
継～住民監査請求（下目黒２丁目自転車集積所）原議
継～住民監査請求（旧本庁舎、公会堂用地売却）原議
継～住民監査請求（碑文谷３丁目土地売却）原議
継～住民監査請求（団体名）原義
継～住民監査請求（団体名・再請求）原義
継～住民監査請求（新庁舎用地・建物）原議

住民監査請求（平成１０
年度～１２年度）

監査事務局

行政監査

住民監査請求(昭和５７年
～平成６年まで)

監査

監査実施状況

監査等調査書・聴取録

定期監査

例月出納検査

財政援助団体等監査

住民監査請求（平成１４
年度）

随時監査

工事監査

外部監査

決算審査

財政健全化審査
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 令和元年度 行政情報目録 （監査事務局 監査事務局）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～住民監査請求（旧本庁舎、公会堂用地売却再請求）原議
継～住民監査請求（旧本庁舎、公会堂用地売却再請求）資料

継～住民監査請求（政務調査費）原議

継～住民監査請求（政務調査費・個人名）原義
継～住民監査請求（政務調査費・個人名）取下げ
継～住民監査請求（団体名への補助金差止め）原義
継～住民監査請求（政務調査費・個人名１８．１２．２７受付）
継～住民監査請求（目黒区道Ｇ－４５）（１８．５．２受付）
継～住民監査請求（区長交際費分１８．１２．２８受付）
継～住民監査請求（所属契約分、１８.８.３０受付）
継～住民監査請求（政務調査費・個人名、政党目黒区議団１９.１.３０受付、却
下）
継～住民監査請求（政務調査費・個人名平成１８年１０月３１日受付）
継～住民監査請求（政務調査費・個人４名）
継～住民監査請求（政務調査費・政党区議団分、平成１８年１０月３１日受付）
継～住民監査請求（政務調査費・個人６名）
継～住民監査請求（政務調査費・個人４名、政党区議団）

住民監査請求（平成２９
年度）

常～住民監査請求（校長・園長交際費）

継～事務監査請求（唐ヶ崎児童遊園）協議経過
継～事務監査請求（唐ヶ崎児童遊園）結果
継～事務監査請求（唐ヶ崎児童遊園）

監査事務局

監査

住民監査請求（平成１５
年度）

住民監査請求（平成１８
年度）

事務監査請求

住民監査請求（平成１６
年度）
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