
 令和元年度 行政情報目録 （区議会事務局 区議会事務局）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～情報セキュリティ内部監査　
継～総合庁舎巡回点検の実施
継～新庁舎移転
区民の声・広聴だより
常～不当要求防止マニュアル
庁内・外部通知
調査・回答
継～公印受領
文書通知
継～合議簿
郵便切手申請書・承認書
常～長期保存文書ファイル基準表
常～ファイリングシステムの手引き
常～ファイル基準表
防災訓練
防災通知
常～災害情報システム操作マニュアル
常～目黒区危機管理会議設置要綱
環境管理通知
常～環境管理マニュアル
常～ＢＣＰ部会会議録
常～業務継続計画
常～新型インフルエンザ行動マニュアル等作成
常～人事異動に伴う各種届出
専務的非常勤職員の更新
職員の異動
会計年度任用職員の任用
会計年度任用職員制度
専務的非常勤職員の退職
人事通知
常～個人番号取得事務マニュアル
常～専務的非常勤職員取扱要綱
職員の昇給･昇格
常～臨時職員取扱要綱
専務的非常勤職員の任用
給与減免申請書(職員）
休暇申請書（職員）
飲食届
服務通知
非常勤職員服務（出勤簿・休暇簿・給与減免申請書等）
出退勤時刻データ記録簿
年次休暇簿（局長分）
常～給与事務の手引き・マニュアル
個人番号通知
通勤手当認定簿（異動分）
人事院勧告
給与通知
常～ 通勤手当認定簿（在課分）
チェックリスト・共済費（非常勤職員）
チェックリスト・仕訳書・時間外勤務実績表
非常勤職員等報酬・控除関係通知
常～旅費事務の手引き
旅行命令簿（宿泊旅行）

視察旅費 委員会行政視察随行旅費（事務局分）
研修生推薦・結果
健康管理
安全衛生委員会
公務災害
福利通知
研修案内
予算通知
要求事項説明書（当初・補正）
常～　緊急財政対策に係る事務事業の見直し検証
常～予算見積資料（改選時当初）
歳入歳出予算見積書（当初）
歳入歳出予算書
予算見積資料（当初・補正）
予算要望書
予算執行計画
予算変更申請書兼決定書
収支予定表
財務（財政課、会計課）通知
常～ 登録・加入内容 関係資料
備品全般
用品・物品・公共料金通知
公共料金内訳書・領収書
債権者登録申請
契約通知
予定額増減
契約依頼書
納品書・完了届（年間契約）
常～契約書（写）（長期継続契約）
年間契約
支出負担行為書

予算執行

ファイリング

防災

人事

服務

給与

旅費

地球温暖化対策

新型インフルエンザ対策

区議会事務局 庶務

庁内外部通知・調査回答

文書

共通

研修・福利厚生

人事・給与

予算編成財務会計

物品・公共料金

契約
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 令和元年度 行政情報目録 （区議会事務局 区議会事務局）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
契約依頼予定書
契約依頼書（年間契約）

支出 財務文書
歳入 歳入調定

例月出納検査（写し）
決算通知
監査通知
常～決算資料
常～外部監査報告書
定期監査結果・意見書
主要な施策の成果報告作成資料
監査資料
常～事務引き継ぎ
常～生涯学習区職員派遣申込
会議等日程の連絡
駐車場使用届・会議室申請書
他区・市調査
各種団体等からの通知・要望書
他市・区議会事務局からの通知
東京都・外部団体等からの通知・調査等
他自治体からの訃報
他市・区議会事務局の異動通知
常～議会棟入室手続要領
常～議場・委員会室・控室事故報告等
常～議会棟入室者届
常～議場の目的外利用
常～議場・委員会等管理全般
継～自動車事故の対応・マニュアル
常～議長車ドライブレコーダー
議長車運行管理明細資料
常～議長車リース資料
常～議長車リース入れ替え資料　
常～議長車運行管理
区議会車両運転日誌・点検表
常～区議会車両事故報告
議会情報の写しの作成に要する費用
開示請求
常～議会情報の写しの作成に要する様式
継～公文書公開記録
継～不服申立て・検討事項
継～電子申請システム
審決の請求
常～不服申し立て
継～条例改正
情報公開審査会開催通知
情報公開審査会（委嘱）
常～　情報公開制度検討経過
常～情報公開審査会記録
常～情報公開審査会（学識経験者の指名）
常～情報公開関係資料
議員あて式典出席依頼
新年のつどい
議長あて年賀状等
議長への要望書等
常～歴代正副議長会
議場コンサート
常～オリパラ視察
常～議員の公務災害
議長等訪問・視察
常～議長弔電・祝電
常～議長スケジュール資料
常～議長あて案内状
常～会派結成・異動届
区議会複写機の会派等使用状況及び使用料の歳入
電子複写機（メーターカウント連絡、保守報告）
会派行政視察
継～会派控室用パソコン管理運用基準
継～複写機（会派）使用方法
会派へのお知らせ
常～防災無線戸別受信機　改選期
常～情報セキュリティ研修会（初当選議員）
常～議場名札の製作　改選期
常～議員用防災服　改選期
常～議員記章（バッチ）
常～改選時会派控室引越し　改選期
常～改選に伴う事務資料　
常～当選議員通知資料　改選期
常～区議会災害等対策会議
防災無線
防災士養成講座
常～普通救命講習会
常～被災地への義援金等
常～危機管理対策会議
常～災害用伝言ダイヤル（１７１）

他団体からの通知・調査
等

情報公開

情報公開審査会

議長スケジュール

区議会事務局

区議会事務局庶務 事務局庶務

議会棟管理

議長車

議員共通

改選期事務

防災・危機管理

会派

議員全般

財務会計

契約

決算・監査
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 令和元年度 行政情報目録 （区議会事務局 区議会事務局）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～区議会ＢＣＰ（業務継続計画）
常～議員等葬儀対応基準
常～生花
常～葬儀への対応
常～弔電
常～訃報
継～議員葬祭料内規・葬祭対応
常～議員勉強会・研修会等
議員研修・講座等案内
常～議場コンサート
常～議員 車・バイク一覧
旅行届
常～議員駐車場
常～議員住所変更
その他諸届
正副議長名刺購入　就任
常～正副議長就任通知
常～正副議長の辞職願
常～正・副議長の就退任等通知
常～議員の辞職
常～委員の辞任　
議員表彰・推薦
常～全国市議会議長会表彰
常～区政功労者表彰
常～目黒区議会永年在職表彰
継～議会選出役職要綱・規約
議会選出の委員等

議員略歴調査 常～議員略歴調査
議員証・証明証 議員在職証明・職員証

報酬に対する住民税特別徴収
報酬に対する領収書・納付書
議員退職に伴う住民税徴収切替の手続き
源泉徴収所得税の徴収・還付
継～付属機関等に参加している議員の報酬
常～改選時住民税徴収切替
常～議員報酬口座振込依頼書
議員報酬
給与簿・源泉徴収簿
年末調整通知
法定調書
年末調整資料
年末調整における源泉徴収所得税の徴収・還付
視察用マイクロバス借り上げ
旅行命令簿
費用弁償出席表
費用弁償支出
委員会行政視察旅費等（議員分）
派遣承認要求書
宿泊旅費等（議員分）

日本年金機構 常～情報提供協力依頼
常～贈呈品購入の記録
議員経費
議員健康診断費用
議長交際費
常～図書カード受払・使用簿
継～各種大会議長賞
継～議長交際費支出基準
継～視察用土産品購入
常～贈呈品支給申請書
市議会議員共済会公費負担金
継～議員共済会（会員台帳）
議員共済会（通知）
市議会議員共済会事務負担金
常～議員共済会（年金額改定通知）
常～改選に伴う共済会諸届
辞職に伴う共済会諸届
常～所得情報提供許諾書（平成２３年　電子）

議員共済会　届出 議員共済会（各種届出）
常～議員共済会（規定・事務手引）
常～議員年金資料
継～海外行政視察実施状況（４９年～）
常～三区間交流事業
常～韓国との交流
継～国際交流懇談会
継～海外行政派遣に関する内規
常～北京市東城区人事資料
北京市東城区との交流
継～海外視察（視察資料（議運審議記録抜粋））
常～中国との交流
継～崇文区概況
常～ポーランド大使館
常～ポーランド交流全般
常～ヴィエルコポルスカ県招聘状
常～友好親善訪問団派遣（２６年４月）

区議会事務局

議員共通

防災・危機管理

訃報等

議員研修等

議員人事 住所等変更・旅行届

就任・辞任

表彰・議員選出委員

議員報酬等・経費 議員報酬

年末調整

委員会　行政視察

議員共済会

議員共済会　届出

議員共済会 様式・手引
き・資料

海外友好都市等 海外友好都市等全般

北京市東城区

ポーランド共和国

ソウル特別市中浪区

議員経費
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 令和元年度 行政情報目録 （区議会事務局 区議会事務局）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～友好都市等交流調査
常～友好親善訪問団資料等（２６年４月）
常～中浪区人事資料
常～中浪区代表団来訪（２５年４月）
常～中浪区との交流
常～スポーツ交流団派遣（２６年９月）
常～ソウル特別市中浪区
常～行政調査団派遣（２５年５月）
常～中浪区との覚書（２５年１０月）
常～エクス・アン・プロバンス市
常～区内大使館との交流
常～角田市議会（友好都市訪問 平成２３年度）
常～角田市との交流資料（平成２０年度）

気仙沼市 常～気仙沼市との交流資料　２２年度
常～金沢市議会
常～全国伝統工芸品振興市議会協議会
常～金沢市との交流資料
常～収支報告書HP公開準備２４
１回の支出が２ヶ月相当分を超える報告
政務活動費等ホームページ公開
常～平成１８年１１月報道に対する　区長へのメール・回答
政務活動費に関する通知
常～政務活動費・政務調査関連記事
政務活動費に係る質問・抗議
常～政務調査費に関する調査
常～事務所届
常～収支報告書HP公開マニュアル
政務活動費に関する調査回答
常～他区の政務調査費条例
常～目黒区の政務調査費の制度について（答申）１９.２
常～目黒区議会会派等政務調査費審議会条例（H１２年１２月）
常～政務調査費手引き
常～政務調査費様式集
常～政務調査費の条例改正
常～政務活動費条例・使途基準・申し合わせ事項　２５年度改正分
常～政務活動費様式集
常～政務調査費に係る議運決定事項（使途基準）
常～政務調査費の規則・要綱（S４８年９月）
常～口座振替指定通知、ＦＤ等
政務活動費の交付決定
政務活動費の支出
常～異議申立て
常～過年度政務調査費の返還
常～政務調査費の返還
常～相殺　（平成２１年度交付分との）
政務活動費の返還
収支報告書（写）の送付
収支報告書の修正
議長調査資料
議長の調査
常～収支報告書（後期交付分）
収支報告書点検表（後期交付分）
常～収支報告書ＨＰ公開準備２７
常～収支報告書（H３１年４月分）
常～収支報告書（前期交付分）

政務活動費・調査費に係
る監査

区長交際費に係る監査（１８.１２.２８付＜個人名＞請求分）

常～政調費訴訟（企画総務委員会資料）
平成２０年（行ウ）第１１４号　原告：＜個人名＞
特別区議会議長会分担金
特別区議会議長会の要望書の提出
常～各団体への委員の推薦
継～特別区議長会・競馬組合議会・清掃一部事務組合議会規約
二十三区清掃一部事務組合議会通知・回答
特別区競馬組合議会通知・回答
特別区議会局長会通知・回答
特別区議会議長会通知・回答
特別区議長会概要
特別区競馬組合議会（会議録・概要）
特別区事務局長会概要
２３区清掃一部事務組合議会（会議録・概要）
常～第三ブロック区議会連絡協議会（申し合わせ）
常～第三ブロック区議会連絡協議会行政視察
常～第三ブロック区議会連絡協議会（幹事区）
第三ブロック連絡協議会
全国市議会議長会団体補償制度
全国市議会議長会負担金
全国市議会議員医療保険制度
全国市議会議長会通知・回答
全国市議会議長会文書・会議録等
関東市議会議長会会議録
関東市議会議長会負担金
関東市議会議長会通知
特別区協議会通知・調査

区議会事務局

海外友好都市等

ソウル特別市中浪区

国際交流

国内友好都市等 角田市

金沢市

政務活動費 政務活動費・政務調査費
全般

政務活動費・政務調査費
に関する交付基準

政務活動費の交付

政務活動・調査費収支報
告書・返還

議長の調査

収支報告書　前年度後期
交付分

収支報告書　当年度前期
交付分

訴訟

特別区議会議長会 特別区議会議長会全般

会議・報告

第三ブロック連絡協議会 第三ブロック連絡協議会

全国市議会議長会 全国市議会議長会

関東市議会議長会 関東市議会議長会

東京都・市・区議会・議長
会

特別区協議会
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 令和元年度 行政情報目録 （区議会事務局 区議会事務局）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
特別区協議会・特人厚・人事委員会
特別区協議会　会議録等資料
特別区議会議員講演会
広域連合議会通知･調査
後期高齢者医療制度に関する情報提供
広域連合議会　委員の推薦
広域連合議会　会議録等資料

臨海部広域斎場組合議 臨海部広域斎場組合議 臨海部広域斎場組合議会
オリンピック推進 オリンピック推進 オリンピック推進

議事・調査共通 継～視察対応資料
継～任期中の交渉会派結成
常～議会のペーパーレス化
継～議員表彰
継～政治活動用ポスターの自粛
保守委託作業報告書
過去会議録の検索システム登録
継～音声認識会議録システム
継～会議録検索システム導入に伴う電算組織運営委員会結果
継～議場設備一覧
常～ウイルス定義ファイルの更新
常～議場・委員会室改修
委員会室音響設備改修工事
常～議場システム等パンフレット
常～議場・委員会室システムマニュアル
常～会議録作成に伴う映像配信システム活用
常～会議録検索システム
常～録音システム配線図・LANケーブル配線図
継～選定委員会
継～情報化推進委員会
継～広報・図書室運営委員会
継～テロップシステム
継～システムの導入（平成１９年度以前）
常～インターネット配信からの発言削除
継～他自治体の状況
常～映像配信システム操作運用マニュアル（マルチデバイス版）
常～配線工事（NTTほか）
継～著作権

提案書 継～提案書（会議録研究所）
常～会議録調製マニュアル等
常～発言削除・訂正（常任・特別・議運）
継～議員定数資料
常～発言削除・訂正（予・決特）
常～会議資料のホームページ掲載基準
会議録写し交付・複写申請
常～会議録からの発言削除について
常～発言削除・訂正（本会議）
常～傍聴数統計入力マニュアル
委員会傍聴申込書
常～申し合わせ事項（過去）
常～申し合わせ事項（現行）
継～本会議運営マニュアル
継～落成審議報告
継～委員会運営マニュアル
継～委員長進行マニュアル
定例会等の各区意見書一覧
特別区議長会等に関する質疑状況
本会議出欠表
選挙記録
めぐろ区報記事（本会議）
継～議案番号簿（平成１４～２１年）
会議録の送付
意見書提出状況（特別区議長会調査）
常～議案等賛否一覧
常～議案等賛否一覧・議事日程作成資料
区議会招集通知
常～議長進行（定型）
議案の送付
選挙管理委員会委員・補充員選挙
閉会中継続審査申出書
討論通告書
常～説明員名簿の提出
質問通告書
会派持ち時間連絡票
説明員への出席依頼
定例会の各締切日の決定
委員会審査報告書
監査報告
放棄した債権の報告
特別区議長会報告事項
専決処分の報告
財団法人等の事業計画収支予算等
財団法人等の決算報告等
財政健全化判断比率の報告
繰越計算書

区議会事務局

東京都・市・区議会・議長
会

特別区協議会

東京都後期高齢者医療
広域連合議会

広域連合議会(調査・通
知）

議事・調査
議事・調査検討事項

システム

議会映像配信システム 導入・運用

議会運営 議会運営共通

傍聴券等

申し合わせ事項

マニュアル

本会議 本会議全般

本会議運営

議会報告事項
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 令和元年度 行政情報目録 （区議会事務局 区議会事務局）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
人事委員会意見聴取
教育委員会意見聴取
常～本会議における諸般の報告一覧
教育委員会点検評価報告
議案等の議決
議決謄本・抄本の交付
常～議決謄本・抄本交付マニュアル
区議会結果報告
常～規則原簿
常～告示原簿
常～訓令原簿
常～議長決定案件
常～条例等の公布
常～議員提出議案原本
常～市議会議長会ＨＰ情報入力マニュアル
意見書の提出
常～議員提出議案・動議一覧
常～付託しなかった陳情
常～陳情送付結果報告書
常～請願・陳情受付簿
継～請願・陳情参考資料
陳情の審議結果

陳情原本（平成１５年） 継～陳情原本
陳情原本(平成１６年） 継～陳情原本
陳情原本（平成１７年） 継～陳情原本
陳情原本(平成１８年） 継～陳情原本
陳情原本(平成１９年） 常～陳情原本
陳情原本(平成２０年） 常～陳情原本
陳情原本(平成２１年) 常～陳情原本

常～陳情原本
常～署名簿
常～陳情原本
常～署名簿
常～署名簿
常～陳情原本
常～署名簿
常～陳情原本
常～陳情原本
常～署名簿
常～陳情原本
常～署名簿
常～署名簿
常～陳情原本

陳情原本(平成２９年) 常～陳情原本
陳情原本(平成３０年) 常～陳情原本

常～陳情原本
常～署名簿

陳情原本（令和２年） 常～陳情原本
陳情文書表(平成１１年～
２０年）

常～陳情文書表

陳情文書表（平成２１年
～３０年）

常～陳情文書表

委員長会　開催通知
常～正副議長・委員長事務引継ぎ
継～委員長会議事要旨(意見・主な質疑等)
行政視察報告書
継～委員会行政視察実施状況（平成７年～）
行政視察依頼・礼状
行政視察の実施
常～理事会検討結果
常～予算特別委員会
継～予算特別委員会資料マニュアル
常～決算特別委員会マニュアル
常～決算特別委員会資料
常～決算特別委員会
常～議会費の質疑（予特・決特）
特別区議会議長会要望事項
議会運営委員会出席表
議会運営委員会報告案件
後期高齢者医療広域連合議会議員選挙における候補者の推薦
各派会議等開催通知
特別委員会設置　資料
常～議会運営委員会運営に関する回答
会派から提出された意見書（案）
常～議会運営委員会進行表
議会運営委員会開催通知
常～議員辞職の許可 資料
常～議事日程の作成（記載事項＆記載順序）資料
常～教育委員・監査委員の議場でのあいさつ事例 資料
常～地方自治法改正（H２４.９：スケジュール）資料
常～地方自治法改正（H２４.９：議案作成）資料
常～地方自治法改正（H２４.９：再議制度）資料
常～陳情の趣旨採択、陳情に対する討論 資料
常～通常の定例会以外（２定・４定）での予算審議 事例資料

区議会事務局

本会議

議会報告事項

議案等の議決

請願･陳情　原本

陳情原本(平成２２年)

陳情原本(平成２３年)

陳情原本(平成２４年)

陳情原本(平成２５年)

陳情原本（平成２７年）

陳情原本（平成２８年）

陳情原本（令和元年）

請願･陳情　文書表

規定改正

議員提出議案

請願･陳情 請願・陳情全般

委員会 委員長会

委員会地方行政視察

予算・決算特別委員会 予算特別委員会

議会運営委員会共通 議会運営委員会共通

議会運営委員会共通資
料

陳情原本(平成２６年)
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 令和元年度 行政情報目録 （区議会事務局 区議会事務局）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～定足数を欠いた場合
常～特別職の委員会出席 資料
常～本会議場でのパネル使用資料
常～本会議場での国旗掲揚 資料
常～臨時会で予算を議決、専決処分した予算を承認 事例資料
継～議員年金制度講演会
常～幹事長会議事要旨
常～意見書（陳情と同趣旨＆無会派から提出）資料
常～一般質問の持ち時間（前倒し・繰り越し）事例資料
常～一般質問の質問時間（３０分以下に分割）事例資料
常～議員の除斥
常～議員の派遣 資料

議会運営委員会会議録
(１～３月)

常～議会運営委員会会議録

議会運営委員会会議録
(４～６月)

常～議会運営委員会会議録

議会運営委員会会議録
(７～９月)

常～議会運営委員会会議録

議会運営委員会会議録
(１０～１２月)

常～議会運営委員会会議録

常～各派代表者会
常～各派連絡会
常～世話人会
企画総務委員会開催通知
常～企画総務委員会進行表
常～企画総務委員会(継続調査事項）
常～企画総務委員会資料
常～補正予算マニュアル

企画総務委員会会議録
(１月～３月）

常～企画総務委員会会議録

企画総務委員会会議録
(４月～６月）

常～企画総務委員会会議録

企画総務委員会会議録
(７月～９月）

常～企画総務委員会会議録

企画総務委員会会議録
(１０月～１２月）

常～企画総務委員会会議録

生活福祉委員会施設視察
生活福祉委員会開催通知
常～生活福祉委員会進行表

生活福祉委員会会議録
(１月～３月）

常～生活福祉委員会会議録

生活福祉委員会会議録
(４月～６月）

常～生活福祉委員会会議録

生活福祉委員会会議録
(７月～９月）

常～生活福祉委員会会議録

生活福祉委員会会議録
(１０月～１２月）

常～生活福祉委員会会議録

都市環境委員会開催通知
常～都市環境委員会進行表
都市環境委員会　区内・近隣視察

都市環境委員会会議録
(１月～３月)

常～都市環境委員会会議録

都市環境委員会会議録
(４月～６月)

常～都市環境委員会会議録

都市環境委員会会議録
(７月～９月)

常～都市環境委員会会議録

都市環境委員会会議録
(１０月～１２月)

常～都市環境委員会会議録

文教・子ども委員会施設視察
文教委員会開催通知
常～文教・子ども委員会進行表

文教・子ども委員会会議
録(１月～３月)

常～文教･子ども委員会会議録

文教・子ども委員会会議
録(４月～６月)

常～文教･子ども委員会会議録

文教・子ども委員会会議
録(７月～９月)

常～文教･子ども委員会会議録

文教・子ども委員会会議
録(１０月～１２月）

常～文教･子ども委員会会議録

３０目黒区総合戦略等調
査特別委員会(５～６月)

常～３０目黒区総合戦略等調査特別委員会会議録（５～６月）

３０目黒区総合戦略等調
査特別委員会(７～９月)

常～３０目黒区総合戦略等調査特別委員会会議録（７～９月）

３０目黒区総合戦略等調
査特委員会(１０～１２月)

常～３０目黒区総合戦略等調査特別委員会会議録（１０～１２月）

３０目黒区総合戦略等調
査特別委員会(１～３月)

常～３０目黒区総合戦略等調査特別委員会会議録（１～３月）

０１目黒区総合戦略等調査特別委員会視察
０１目黒区総合戦略等調査特別委員会開催通知
常～目黒区総合戦略等調査特別委員会進行表

他区市町村議会からの
調査依頼

他区市町村議会からの調査依頼・回答

常～目黒区総合戦略等調査特別委員会進行表

区議会事務局

議会運営委員会共通

議会運営委員会共通資
料

議会運営委員会会議録

世話人会、各派代表者
会・連絡会

企画総務委員会共通 企画総務委員会共通

企画総務委員会(補正予
算）

企画総務委員会会議録

３０目黒区総合戦略等調
査特別委員会共通

３０目黒区総合戦略等調
査特別委員会共通

０１目黒区総合戦略等調
査特別委員会共通

０１目黒区総合戦略等調
査特別委員会共通

生活福祉委員会共通 生活福祉委員会共通

生活福祉委員会会議録

都市環境委員会共通 都市環境委員会共通

都市環境委員会会議録

文教・子ども委員会共通

調査

文教・子ども委員会会議
録

文教・子ども委員会共通
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 令和元年度 行政情報目録 （区議会事務局 区議会事務局）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
他議会からの調査結果 常～他議会からの調査結果報告
他区市町村議会への調
査依頼

常～他区市区町村への調査依頼

常～財務情報システム（予算編成）
町会掲示板掲載
常～監査資料
常～財務情報システム（執行系）
メールマガジン
広報一般
ホームページ更新
常～ホームページ運用マニュアル
常～ホームページ資料
常～映像配信操作運用マニュアル
区議会映像インターネット配信アクセス集計
議会中（録画）のダビング申請書
録画中の内容確認
他議会からの視察対応
議場見学
他議会からの視察対応：資料
常～広報・図書室運営委員会
継～図書台帳
常～図書購入候補
常～図書室要綱・規程
常～区議会だよりの送付事務処理要領
区議会だより発行
区議会だより校正
区議会だより原稿
区議会だより　音声版
常～区議会開催ポスター　
常～区議会だより部数按分表
継～区議会だよりマニュアル
区議会概要の発行
区議会年報の発行
常～区議会４年の歩み　(第１２期～１８期）
継～目黒区議会のあらましの発行
常～初当選議員勉強会開催
常～初当選議員勉強会資料
継～記念写真配列表
常～改選期資料
常～改選期に向けた準備
議案
区長所信表明
質問通告
議案（臨時会）

議員名簿 議員名簿 議員名簿の発行
議会運営委員会資料 議会運営委員会 議会運営委員会資料１月～１２月

企画総務委員会 企画総務委員会資料１月～１２月
生活福祉委員会 生活福祉委員会資料１月～１２月
都市環境委員会 都市環境委員会資料１月～１２月
文教・子ども委員会 文教・子ども委員会資料１月～１２月

継～議員ＯＢ会規程
継～議員ＯＢ会総会資料
議員OB会役員会資料
議員OB会研究会資料
継～議員ＯＢ会名簿
継～議員ＯＢ会事務処理手引き
第３ブロック正副会長会
議員互助会 総会・役員会
議員互助会 会計・簿記
常～議員互助会等世話人会
常～議員互助会　規約
常～議員連盟総会資料
常～議員連盟役員会資料
常～議員連盟規程
常～議員連盟入会状況
常～議員連盟総会資料
常～議員連盟役員会資料
常～議員連盟規程
常～議員連盟入会状況
常～議員連盟総会資料
常～議員連盟役員会資料
常～議員連盟規程
常～議員連盟入会状況
常～議員連盟総会資料
常～議員連盟役員会資料
常～議員連盟規程
常～議員連盟入会状況
常～議員連盟総会資料
常～議員連盟役員会資料
常～議員連盟規程
常～議員連盟入会状況
常～任意団体総会資料

オリンピックパラリンピッ
ク招致議員連盟

国際交流議員連盟

議員文化会

議員互助会

日中議員連盟

日台議員連盟

環境整備対策調査特別
委員会資料

区議会事務局

調査

広報 広報全般

ホームページ

映像配信

視察・見学の対応

図書

だより･ポスター発行

議員ＯＢ会・議員連盟・任
意団体

議員ＯＢ会

日韓議員連盟

初当選議員勉強会 初当選議員勉強会

特別委員会資料 特別委員会資料１月～１２月

常任委員会資料

定例会・臨時会資料 定例会・臨時会資料

年報・概要

４年の歩み･あらまし
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 令和元年度 行政情報目録 （区議会事務局 区議会事務局）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～任意団体入会状況
常～任意団体役員会資料
常～任意団体規程
常～任意団体総会資料
常～任意団体入会状況
常～任意団体役員会資料
常～任意団体規程
常～任意団体総会資料
常～任意団体入会状況
常～任意団体役員会資料
常～任意団体規程
常～任意団体総会資料
常～任意団体入会状況
常～任意団体役員会資料
常～任意団体規程

議員ゴルフ同好会

議員美術同好会

議員文化会

区議会事務局

議員ＯＢ会・議員連盟・任
意団体

議員野球部
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