
 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 文化財係）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
区民の声対応
ホームページ掲載
継～区政功労者推薦
継～行政手続条例による処分基準

予算 予算流用
服務 出勤簿

非常勤職員報酬仕訳書等
非常勤職員振替命令簿
欠勤・遅参・早退簿、報酬減額免除申請簿
非常勤職員旅行命令簿
非常勤職員年次休暇簿・休暇簿
非常勤職員出勤簿
戻入命令
歳入調定
追録購入
収納金収入報告書
電気料金内訳書
支出命令
支出負担行為
契約依頼
年間契約
法定調書
都文化財保存事業費補助金　＜個別＞
継～重要文化財に関する通知
継～規則・基準等に関する通知
国庫随伴都補助
日本遺産
国庫補助事業等補助金
国庫補助事業等補助金　埋蔵文化財関係
国庫補助事業計画
国庫補助事業等補助金　通知
国庫補助事業等補助金（選定保存技術）
都文化財保存事業費補助金　通知
都文化財保存事業費補助金　埋蔵文化財関係
刊行物配布
都文化財ウィーク

国・都等からの通知 国・都　通知回答
継～文化財保護条例の解釈
継～指定文化財保存事業費補助金要綱
継～条例制定時の考え方資料
継～文化財保護奨励金要綱
継～目黒区文化財指定基準
常～標識設置　区道
継～坂の標識設置台帳
継～文化財説明板設置台帳/碑文谷地区
継～文化財説明板設置台帳/目黒地区１
継～坂標識・文化財説明板の仕様
継～文化財説明板設置台帳/目黒地区２
継～万葉の歌碑の設置
継～法界塚の管理
継～別所坂庚申塔の取扱い
継～東山貝塚公園復元住居管理
継～東山貝塚公園復元住居の設置
継～東京都景観条例に基づく歴史的建造物等
継～中根西三叉路庚申塔
継～新富士（富士塚）関連碑石
継～「仏教絵画」諮問
継～三田用水記念碑の設置
継～佐藤佐太郎銘板の設置
継～五本木庚申塔群の取扱い
法界塚の管理
継～目黒競馬場記念碑設置のいきさつ
継～油面案内板のいきさつ
文化財関係研修
継～文化財映画
区職員活用しま専科
文化財啓発事業保険
文化財めぐり資料・その他
継～文化財めぐり資料　英文
文化財めぐり受付簿
文化財めぐり実施
継～文化財めぐり資料　区全域
常～第２２期文化財保護審議会委員委嘱
継～歴代文化財保護審議会委員名簿
継～審議会諮問・答申＜個別＞
継～審議会委員任用基準
継～円融寺仁王門現状変更の諮問・答申
継～審議会議事録　＜13期～15期＞
常～審議会会議録　第２２期
審議会の開催
審議会の経費の支出
継～指定告示　＜年度別＞
継～指定文化財台帳（平成９年７月改製）
継～指定文化財の区への寄贈

文化財係 共通 文化財係庶務

人事・給与
非常勤職員

財務会計 財務全般

歳出管理

文化財保護行政 国・都の制度

都の事業

条例・要綱・基準

文化財標識等の設置

文化財等取扱いの経過

啓発事業

文化財めぐり

文化財保護審議会 任用・諮問

審議会議事録

審議会開催

目黒区指定文化財 台帳・告示

指定手続き
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 文化財係）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～指定同意書
継～指定議決
継～区指定文化財の異動
文化財保存用施設管理
継～宮野家主屋・屋敷取扱い
継～栗山家主屋寄贈解体格納
継～栗山家主屋復元議会報告
継～栗山家長屋門の保存
継～栗山家長屋門寄贈解体
継～栗山家長屋門復元計画
指定文化財の保存等に関する指導
常～所有者変更等
継～古民家復元の経過
常～指定文化財の取扱い　＜個別＞
継～五本木高架下倉庫管理
継～古民家復元近隣協議
継～文化財指定の調査　昭和５２～５７年度
継～文化財指定答申　　昭和５２～５７年度／５９年度
継～文化財指定答申　＜個別＞
常～祐天寺二天王像
継～調査報告＜個別＞
継～昭和６３年度「円融寺仁王門」
継～平成２年度「木造祐海上人坐像」
継～昭和５８年度「栗山家長屋門」
継～昭和５５年度「栗山家長屋門」
継～昭和５４年度「円融寺仁王門」
継～金蔵院不動明王二童子像修理計画書
継～円融寺仁王門現状変更
継～平成元年度「立源寺木造三宝尊像」
継～平成９年度「瀧泉寺勢至堂」
継～平成６年度「祐天寺阿弥陀堂」
継～平成４年度「目黒ばやし」太鼓
継～平成１５年度「瀧泉寺弁才天・十五童子像」
継～平成１４年度「五本木庚申塔群」
継～立源寺三宝尊像
継～平成１４年度「海福寺四脚門」
継～平成１５年度「目黒ばやし」太鼓
継～平成１２年度「祐天寺阿弥陀堂」
継～平成１１年度「祐天寺仁王門鬼板修繕」
継～平成１１年度「五本木庚申塔群」
継～平成１１年度「円融寺仁王門」
文化財保護奨励金
未指定仏像調査
継～都近代和風建築物調査
歴史的建築物調査
継～建築物現状確認調査
継～仏像悉皆調査報告書原稿（含未指定）
継～未指定物件に係る文化財的価値の調査
継～目黒区内仏像台帳（含未指定）
継～個人住宅調査報告
継～近代建造物　関連報道
継～近代建造物　区民の声処理票
継～近代建造物　調査委託
継～近代建造物　調査報告書
継～近代建造物　陳情・要望書
継～近代建造物　部内調査資料
継～近代建造物見学会
継～近代建造物関連公式文書
継～近代建造物関連対応メモ
継～近代建造物関連補助制度調査
継～国指定文化財所在一覧
常～国指定文化財事務手続き
継～国指定　青木昆陽墓復旧
継～重要文化財所有者変更
継～重要文化財国庫補助修理
継～都指定　祐天寺紺紙金字法華経
継～都指定　長泉院松崎慊堂墓
継～都指定　瀧泉寺前不動堂
継～都指定　大鳥神社オオアカガシ(平成１３年以降)
継～都指定　大鳥神社オオアカガシ(平成１２年以前)
継～都指定　大円寺石仏群
継～都指定　近代文学博物館
継～都指定　海福寺永代橋供養塔
常～目黒雅叙園百段階段
継～都指定文化財への推薦・指定通知
継～都指定文化財修理届
継～東京都文化財保存事業費補助金交付要綱
常～木造金剛力士立像
継～都指定　祐天上人墓
継～都指定　羅漢寺　宝憧尊者・難勝尊者（平成１３年度）
継～都指定　羅漢寺　文殊菩薩　（平成１４年度）
継～都指定　羅漢寺　普賢菩薩　（平成１６年度）
継～都指定　羅漢寺　白衣観音菩薩　（平成１７年度）
継～都指定　羅漢寺　地蔵菩薩　（平成１５年度）

文化財係

目黒区指定文化財

指定手続き

指定文化財の取扱い

指定に関わる調査･答申

区指定文化財補助金

区指定文化財補助金（平
成１１年度以降）

区指定以外の文化財 区内未指定文化財調査

未指定近代建造物（平成
１２年）

国の指定文化財

都の指定文化財

都指定文化財(羅漢寺)
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 文化財係）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～都指定　羅漢寺　鉄眼禅師　（平成１１年度）
継～都指定　羅漢寺　松雲禅師　（平成１０年度）
継～都指定　羅漢寺　舎利弗立像　(平成１８年度)
継～都指定　羅漢寺　金光恵尊者・難陀多化尊者（平成１２年度）
継～登録文化財候補の推薦
継～登録文化財　民芸館本館
継～登録文化財　民芸館長屋門
継～登録文化財　東京大学
継～登録文化財　尊経閣文庫
継～登録文化財　個人住宅主屋２
継～登録文化財制度（国制度）資料
継～登録文化財　雅叙園百段階段
継～登録文化財　個人住宅主屋１
継～近代建造物
継～登録文化財　個人眼科医院
継～出土品の取扱い規定
継～東京都埋蔵文化財本発掘調査積算基準
継～掘削・盛土基準
継～補助金規定
継～発掘調査の円滑化
継～東京都遺跡地図
継～報告書記載様式
継～埋蔵文化財に関する通知
継～埋蔵文化財発掘調査報告書の取扱い
継～埋蔵文化財保護体制の充実
埋蔵文化財関係調査・通知
消防設備等点検
継～埋蔵文化財整理室の経過
継～空き教室の埋蔵文化財整理の利用
継～建築基準法改正に伴う説明会資料
継～駒場野公園拡張整備
継～庁舎跡地等
継～国鉄清算事業団上目黒（代官山）
継～茶屋坂隧道協議
継～第三機動隊調査
継～大蔵省埋蔵文化財所在調査
継～国鉄清算事業団青葉台協議（西郷邸）

開発調整会議 継～開発調整会議要項
試掘・存否確認
継～試掘・存否確認　＜平成10年度～19年度＞
継～埋蔵文化財発見届・保管証　＜平成13年度～18年度＞
埋蔵文化財発見届・保管証
継～埋蔵文化財発掘の届出　＜平成13年度～19年度＞
継～埋蔵文化財に関する届出制度
埋蔵文化財発掘の届出
発掘届に対する都からの通知
継～発掘届に対する都からの通知　＜平成10/11/13年度＞
継～東山遺跡
継～南遺跡
継～新富士遺跡出土遺物（陶磁器類）調査
本格調査

調査未終了中断(東山) 継～中断東山
継～中断南
継～中断新富士
継～中断蛇崩
継～中断不動公園
継～中断油面

事後整理調査 継～事後整理　＜東山＞
継～中断調査費用の管理状況
継～中断東山未終了調査資料
継～中断東山調査団の経理

大橋遺跡 継～大橋遺跡
土器塚遺跡 継～土器塚遺跡
中目黒遺跡 継～中目黒遺跡
油面遺跡 継～油面遺跡
東光寺裏山遺跡 継～東光寺裏山遺跡
東山遺跡 継～東山

継～円融寺南遺跡
継～恵比寿・三田遺跡
継～茶屋坂遺跡
継～目黒不動遺跡　
継～区内地図　現代（住居表示後）
継～近代文化財等資料
継～文化財地図
継～国土地理院１万分の１地図
継～区内地図　明治・大正
継～区内地図　年代不詳
継～区内地図　昭和（戦前）
継～区内地図　昭和（戦後）
継～地域別　東山貝塚
継～地域別　日本民芸館
継～地域別　東京大学美術博物館
継～地域別　前田育徳会・尊経閣文庫
継～地域別　水車

文化財係

区指定以外の文化財

都指定文化財(羅漢寺)

登録文化財

埋蔵文化財の取扱い 制度・規定・基準

実務取扱い

埋蔵文化財整理室

事前協議 個別協議

調査手続 試掘調査

発見・保管

発掘の届出

発掘届に対する通知

発掘調査 現在進行中の調査

調査未終了中断(東山以
外)

中断調査の監察

発掘調査完了遺跡

目黒不動遺跡ほか

文化財関係資料 地図・地形図

地域別文化財資料
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 文化財係）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～地域別　上目黒・中目黒
継～地域別　古民家・長屋門
継～地域別　駒場公園
継～地域別　駒場
継～地域別　下目黒
継～地域別　碑文谷
継～都内博物館一覧
継～地域別　衾
継～地域別　林試の森
継～地域別　油面
継～円融寺
継～蟠竜寺
継～五百羅漢寺
継～寺社一覧
継～寿福寺
継～常圓寺
継～成就院
継～正泉寺
継～大円寺
継～瀧泉寺
継～立源寺
継～祐天寺
継～東光寺
継～長泉院
継～海福寺
継～神社別取扱い
継～目黒護国神社
継～寺院別取扱い
継～サレジオ教会
継～熊野神社
継～今井館聖書講堂
継～大鳥神社
継～さわら庚申
継～羽倉簡堂
継～油面高地蔵
継～目黒競馬場
継～目黒ばやし
継～目黒の筍
継～法界塚
継～拓本台帳
継～第六天
継～西郷邸
継～菅沼権之助
継～新富士
継～写し絵
継～三田用水
継～江戸の民俗芸能(神楽)
継～江戸の神楽
継～大鳥神社オオアカガシ
継～都指定　大鳥神社　オオアカガシ　現状変更
継～茶屋坂隧道モニュメント
継～大鳥神社太々神楽
継～瀧泉寺大日如来像調査関係
継～祐天寺建築物調査関係
継～海福寺阿弥陀如来像調査関係
継～近代建築物個別調査
継～近代建築物悉皆調査
継～近代建築物悉皆調査　資料
継～近代建築物悉皆調査　報告（案）
継～近代建築物悉皆調査報告　準備調査票
継～馬に関する文化財調査
継～道・坂の調査結果
継～瀧泉寺大日如来像調査
継～全域関連資料
継～祐天寺建築物調査
継～目黒区の地名
継～近代建築物悉皆調査　中間報告
継～文献目録
継～海福寺阿弥陀如来像調査
継～近代建築物個別調査　報告
継～近代建築物悉皆調査　最終報告
継～区内石造物
継～文化財関係刊行物一覧

文化財係

個別文化財検討

調査の実施

調査の成果

文化財関係資料

地域別文化財資料

寺社関係資料(全般・寺)

寺社関係(神社・その他)

個別文化財
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