
 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 八雲中央図書館）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～選挙事務従事
義援金・募金
区議会
常～寄付物件・寄付金の受入れ
めぐろ区報
継～目黒区講座等開催に伴う一時保育の実施手引き
庶務担当課長会
図書館会議室
選挙事務
継～組織施設の英訳
区関係以外の原稿依頼
常～所要人員・組織改正要望調査
目黒区行革計画
政策決定会議
継～経営改善の経緯
継～指定管理者制度
継～事案決定手続き等事務の事業の見直し
常～窓口サービス改善推進運動
区民の声
苦情・要望等（投書等）
「区長へのはがき」送付通知
継～報道機関に対する対応
広聴システムパスワード申請
撮影・取材許可
継～ウェルカムのこころで
区民の声課通知
庁外からの通知（図書館関係）
図書館視察・図書館調査回答
推薦依頼・回答
照会・回答
庁内通知
庁外からの通知（図書館関係以外）
防災訓練
防災非常配備態勢名簿
継～危機管理指針
継～災対避難所運営部マニュアル及び避難所運営訓練マニュアル
継～消防計画・自衛消防訓練
継～消防水利指定承諾書
防災課通知
常～地域避難所運営協議会
区民キャンパス避難所運営マニュアル検討会
常～災対教育部マニュアル
継～地域防災計画修正災害対策要綱マニュアル
常～目黒区業務継続計画
常～地域防災計画
継～生涯学習審議会答申（図書館関連）
継～目黒区図書館の基本構想
継～目黒区子ども読書活動推進のための方針
継～社会教育委員の会議答申（図書館関係）
実施計画事業の予算計上状況及び執行状況調査
継～目黒区基本構想・基本計画のあらまし
情報セキュリティ外部監査
情報課協議
情報化推進計画
常～イントラネット用パソコンの入替
情報課通知
イントラネット用パソコン使用状況等調査・配置
ウイルス対策ソフトのライセンス数調査
外部記録媒体持出・使用記録簿
情報セキュリティセルフチェック
交換便受渡簿
機密文書廃棄依頼書
継～個人情報業務登録
継～情報公開事務の手引
情報公開
文書通知
公印事前押印承認申請（納入済通知書兼領収書分）
継～寄付者に対する感謝状贈呈基準
条例・規則等の立案請求
継～東京都目黒区公文書公開条例及び個人情報保護条例の解釈運用基準
継～ファイル基準表（１４年度～１７年度）
常～ファイル基準表・分類基準表
ファイリングに関する通知
支払調書作成台帳　平成２９年分
賃金・報酬支払台帳　平成２９年分
常～個人番号取得事務管理簿（法定調書用）平成３１年分
個人番号提供カード（翌年用）
個人番号提供カード（当年用）
報償費法定調書用領収証書の控え
法定調書通知
個人番号取得事務管理簿（法定調書用）　平成２９年分
個人番号取得事務管理簿（法定調書用）平成３０年分
個人番号提供カード・専用封筒（法定調書用）平成２９年分
人事課収受押印済個人番号提供カード専用封筒（法定調書用）

八雲中央図書館 共通 庶務

行財政運営

広聴・窓口サービス

照会・通知

防災

方針・報告・答申

目黒区長期計画

情報処理

文書

ファイリング

法定調書
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 八雲中央図書館）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
基本方針・パブリックコメント実施結果　公表
基本方針ＰＴ
視察
共催・後援名義等使用承認
継～行政手続条例施行に伴う処分基準の設定等
継～行政手続法（解釈運用基準について）
継～行政手続法に基づく処分等に係る調査について
継～分権対応条例、規則の手引き
継～通達
継～目黒区立図書館要綱・要領・各種基準等
継～目黒区立図書館関連法規事務処理基準
継～目黒区におけるインターネットの活用に関する要綱・要領
継～著作権法の一部を改正する法律について
継～図書館職員司書資格取得状況
継～兼業・兼職規制の見直しについて
目標によるマネジメント
人事配置・事務分担
人事課通知
昇任試験・能力認定
人事異動
職員表彰
常～人事届（写）
常～金銭出納員・現金取扱員・物品出納員・支出命令者の任免

名簿 職員名簿
服務諸届
常～通勤届
常～通勤手当認定経路一覧表・再確認調査票
常～通勤手当認定簿（在課分）
常～超過勤務の要因報告書
常～時間外労働・休日労働に関する協定届
飲食届
通勤手当認定簿（異動分）
職員団体行事日程表
出退勤時刻データ修正記録簿
継～図書館に勤務する職員の正規の勤務時間の割振り・休憩時間・休息時間
の定め
服務全般通知
休暇届（看護休暇等）
職務専念義務免除申請書
給与減額免除申請簿・欠勤届
給与減額整理簿
非常勤職員通知
継～再雇用非常勤職員取扱要綱
継～非常勤職員の職の設置等申請
会計年度任用職員
非常勤職員旅行命令簿
非常勤職員年次有給休暇簿
非常勤職員出勤簿
非常勤職員人事
専務的非常勤募集

給与関係通知 給与係通知
職員給与チェックリスト（４月～３月）
旅行命令簿（宿泊旅行）・復命書
継～臨時職員履歴書
臨時職員賃金等仕訳書
派遣研修
目黒区・特別区研修通知
目黒区・特別区以外研修通知
防火管理者資格講習
継～各種研修服務取扱い
常～職員用ロッカー配置
常～教育施設安全衛生委員会
安全衛生委員会
継～ＶＤＴ労働安全衛生専門部会調査報告書
福利・健康通知
被服貸与
マルチメディア歳入
寄付金（ふるさと納税）
行政情報の開示に伴う歳入
常～現金出納簿（平成１９年度～）
常～財務通知
会計課通知
継～物品名鑑
財務通知
財産調書・財産台帳
通知（備品管理）
物品処分
継～物品名鑑
予算執行計画
未執行・未清算一覧表
収支予定確認表
支出負担行為兼支出命令書（謝礼金分）
調定更正収入通知書
調定収入通知書

八雲中央図書館 共通

図書館基本方針

例規・要綱 例規・要綱

人事・給与

服務

休暇簿

非常勤職員規定等

非常勤職員雇用

各種仕訳書・命令簿

人事

臨時職員 臨時職員

研修・福利 研修

福利・厚生

財務 財務全般

備品管理

予算執行
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 八雲中央図書館）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
科目申請
執行委任申請書兼決定書
予算流用繰戻申請書兼決定書
予定額増減依頼書
予備費充用申請書兼決定書
還付命令書
流用（節内）申請書兼決定書
流用（節間）申請書兼決定書
科目更正書
補正２号予算見積書
補正１号通知
補正２号通知
補正１号予算見積書
当初予算に関する区議会等の要望
当初予算復活要求
当初予算工事費の見積り
常～予算資料
当初予算書校正
当初予算編成通知
当初予算要求事項説明書
予算編成概要
当初予算要求事項説明書・原稿
当初予算見積書（原案）
当初予算見積書（最終）
決算通知
常～定期監査資料
常～決算資料
定期監査に係る指摘事項の措置状況
定期監査における説明聴取内容
行政監査
継～包括外部監査（平成１７年度～）
定期監査通知
主要な施策の成果等報告書
充当確認リスト・歳入決算額確認リスト
出納検査の結果報告（月ごと）
継～新中央館自動車購入
継～新中央館書架工事依頼
継～新中央館書架等の提案
継～新中央館電話計画
継～新中央館備品（書架）契約
継～新中央館備品（録音室）
継～八雲中央図書館備品等契約（１４年度）
継～都立大学跡地第２期施設落成式
継～都立大学跡地利用計画（新中央図書館）
継～都立大学跡地利用計画施設運営経費等の調査
継～都立大跡地周辺サイン計画
継～八雲中央図書館書架契約（１４年度）
継～新中央館備品事務室
継～中目黒駅前図書館移設
継～八雲こども図書室
継～緑が丘コミュニティセンター改修
継～守屋図書館改修
継～大橋区民会館跡施設利用計画
継～大橋図書館改築・改修
教育委員会件名連絡票
教育行政運営方針
継～文教委員会社会教育施設視察資料
文教・子ども委員会資料
教育施策説明会

館長・係長会 館長係長会の記録
継～東公図職員研究会
継～日本図書館協会
継～東京都公立図書館長協議会
継～城南地区区立図書館長協議会規約・申合せ事項
継～城南地区区立図書館館長協議会
継～城南ブロック幹事会（幹事区目黒区）
継～八雲PT最終報告
東京都公立図書館長連絡会
特別区図書館長会
委託業務履行証明書等の発行
常～受託事業者からの報告書
常～図書館業務委託事業評価
図書館業務委託完了確認書
図書館業務委託業者との連絡会
図書館業務委託見積書
受託事業者案内
継～図書館委託状況調査
継～八雲中央図書館配置図
継～目黒区立図書館業務委託業者選定委員会要綱
常～ＲＦＩ情報提供依頼
図書館業務委託事業者選定
継～管理運営体制検討資料
継～管理運営体制等検討ＰＴ
継～区民交流プラザ（仮称）ＰＴ

当初予算編成

八雲中央図書館

財務

予算執行

補正予算

当初予算見積書

決算・監査

図書館運営 新中央館施設計画

図書館計画

教育委員会・文教委員会

会議(PT担当者会)

図書館業務委託

事務事業見直しＰＴ
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 八雲中央図書館）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～新中央館開設後の目黒区図書館の管理運営体制について
継～新中央館開設後の目黒区図書館の管理運営体制について（修正案）
継～図書館管理運営等検討ＰＴ（平成９年度～１１年度）
継～図書館事業運営の課題及び担当者会の運営体制等
継～平成８年度事務事業見直し方針

他区・他市図書館構想 継～国際こども図書館
著作物利用許可申請書
事業の実績及び概要報告
公立図書館テーマ展示（オリパラ）
用品依頼書（分館分）
第９次地方分権一括法（権限移譲）
継～図書館業務委託全般
継～図書館資料の再利用
継～図書館年表
継～特別整理の基本的なあり方
上目黒一丁目地区プロジェクト（＜団体名＞）
図書館調査・ヒアリング
＜団体名＞との連携
区立図書館臨時休館及び臨時開館
図書館見学
継～公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準
継～図書館運営組織・館長係長会
図書館利用者懇談会
継～図書館広聴全般
継～利用者懇談会会議録(平成７年～９年)
継～目黒図書館友の会ニュース
継～利用者懇談会　記録（１８年度～１９年度第１回）
継～利用者懇談会会議録(平成１０年～１６年)
継～図書館友の会
常～旅館業営業許可について
継～施設点検の手引き
継～図書館建設工事概要
継～中央地区プール運営に伴う緊急協力体制
継～防犯監視カメラ
継～利用案内表示板作成資料
施設使用許可申請
継～施設維持管理マニュアル
警察への届出・拾得物件預り書
受領管理台帳（拾得物）
拾得物処理台帳
常～拾得物処理
拾得物管理台帳
遺失物届書
継～拾得物処理
ロッカー内忘れ物連絡票
警察への届出・拾得物件預り書（歳入分）
継～維持保全業務監督要領
継～維持保全業務内訳書（電気・機械）
継～維持保全業務標準仕様書
継～建築基準法等の一部を改正する法律等の施行について
継～施設維持管理委託仕様見直し全般
継～八雲中央図書館取扱説明書（建築）
継～利用者コピー機の見直し
継～八雲中央図書館取扱説明書（備品）
継～八雲中央図書館取扱説明書（電気）
事務室内コピー機カウンタ報告・点検報告伝票
利用者用コピー機利用明細・点検報告書
継～図書館施設図面（洗足）
継～図書館施設図面（大橋）
継～図書館施設図面（区民センター）
継～図書館施設図面（守屋）
継～図書館施設図面（緑が丘）
継～図書館施設図面（目黒本町）
継～図書館施設図面（中目黒）
ガス設備定期保守点検報告書（施設管理）
空調設備点検報告書（施設管理）
昇降機保守点検報告書（施設管理）
自家用電気工作物点検報告書（施設管理）
自動ドア保守点検報告書（施設管理）
清掃委託報告書（洗足図書館）
施設点検日誌（八雲以外）
清掃委託報告書（守屋図書館）
継～区民キャンパス施設管理
継～書架（H１３年度購入分）
継～図書館夜間巡回警備
施設維持管理ミーティング
継～開架スペース（平成１４年度分）
継～かし担保検査
常～洗足図書館案内板
常～洗足図書館（施設管理）
継～緑が丘図書館（施設管理）
継～目黒本町図書館（施設管理）
継～中目黒駅前図書館（施設管理）
継～冷水機

八雲中央図書館

各館施設管理（八雲以
外）

図書館運営

事務事業見直しＰＴ

図書館事業運営

図書館広聴 図書館広聴

施設管理 施設維持管理

拾得物処理

施設維持管理委託仕様
見直し

各種機器取扱説明書

各館施設図面

各種点検報告書

各館施設管理（八雲）
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 八雲中央図書館）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～洗足図書館落成式
継～洗足図書館フェンス設置及びテラス舗装工事（概要）
継～洗足図書館（施設管理）
継～守屋図書館改築落成式
継～守屋図書館（施設管理）
継～区民センター図書館（施設管理）
継～大橋図書館（施設管理）
継～ビル衛生管理法に関する資料
継～作業連絡票・事故等連絡票
継～修繕積立金資料
継～上目黒二丁目文化公益施設維持管理資料
継～総括委託検討資料
継～中目黒ＧＴ管理規約
常～共用部分占用使用権設定契約書
継～中目黒ＧＴ管理組合設立までの資料（抜粋）
継～中目黒ＧＴ管理組合設立総会
継～中目黒ＧＴ管理費及び組織等の検討会
継～中目黒駅前図書館ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ
継～売買契約書・駐車場契約書（写）・機械警備契約書（写）
継～瑕疵担保検査
常～修繕積立金資料
常～中目黒ＧＴ管理組合からの資料・通知
中目黒ＧＴ管理組合理事会資料
空調換気設備点検報告書（上目黒二丁目文化公益施設）
上目黒二丁目文化公益施設業務日報
継～害虫駆除委託
継～空調設備・空気環境測定
継～上目黒二丁目文化公益施設維持管理仕様書
継～清掃委託
環境保全通知
継～光化学スモッグ注意報発令時の対応
継～廃棄物処理通知
継～古紙（廃棄図書等）回収について
継～ブッカー焼却時データー
廃棄物処理票
廃棄物収集実績表
産業廃棄物管理票（マニフェスト）

大橋図書館会議室 継～大橋図書館会議室使用許可事務取扱要綱及び歳入還付
継～教育財産目的外使用許可（選挙・その他）
継～教育財産目的外使用許可（公衆電話）（守屋・大橋・洗足）
継～教育財産使用許可（通知・一覧表・マニュアル）
教育財産目的外使用許可（清涼飲料水自動販売機）
教育財産目的外使用許可（コピー機）
光熱水費・施設使用料　歳入
継～教育財産目的外使用許可（洗足図書館清涼飲料水自動販売機）
債権者登録申請書・変更届控
支出負担行為兼支出命令書（公共料金）
着払　お客様控
契約依頼連絡票
図書納入業者の指定起案
郵便切手受払簿（八雲中央）
郵便切手受払簿（分館７館）
ゆうパック領収証書・依頼主控
郵便切手購入支出起案
常～軽自転車保険・重量税
常～庁用車車検
燃料購入支出起案
軽自動車運転日誌
中目黒ＧＴ管理費等支出起案
中目黒ＧＴ管理費余剰金
中目黒ＧＴ共用部分収入分配金
負担金（関東地区公立図書館協議会）
日本図書館協会会費
継～事故報告書
視覚障害者情報ネットワーク「サピエ」利用料支出起案
著作権情報センター会費

公共料金領収書　電話 公共料金領収書（電話）
公共料金領収書（ガス）
公共料金領収書（上目黒二丁目公益施設）
公共料金領収書（水道・ＮＨＫ）
公共料金領収書（電気）
常～ガス料金の契約更新について
公共料金　口座自動振替　課別科目別明細書
常～公共料金客番確認票
公共料金口座振替済額の基金への支払い
継～ビジネスホンリース契約
継～電話の新設及び休止に伴う回線の管理
継～電話会社選択サービス通知・割引

システム回線領収書 継～システム回線工事報告書
契約依頼承認待ち
回議開始待ち
「債権者登録申請書・変更届」待ち
契約課処理待ち
請書・請求書待ち、納品待ち

公共料金領収書(電気･ガ
ス･水道･NHK)

公共料金

契約 契約処理中

各館施設管理（上目黒二
丁目文化公益施設）

上目黒二丁目文化公益
施設委託

環境保全行動

廃棄物処理

教育財産目的外使用

図書館経理 運営管理経費

郵便切手

庁用車

負担金その他

八雲中央図書館

各館施設管理（八雲以
外）

施設管理
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 八雲中央図書館）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
支出命令執行待ち
支出負担行為承認待ち
支出に係る文書（原起案）承認待ち
見積書待ち
見積書（次年度用）
契約依頼書
清算命令書
支出命令書
支出負担行為兼支出命令書
契約変更依頼書
支出負担行為書

契約（区民キャンパス維
持管理）

支出負担行為書（区民キャンパス維持管理）

契約変更依頼書（上目黒二丁目文化公益施設）
契約依頼書（上目黒二丁目文化公益施設）
完了報告書（上目黒二丁目文化公益施設）
支出命令書（上目黒二丁目文化公益施設）
支出負担行為書（上目黒二丁目文化公益施設）
支出命令書写し（上目黒二丁目文化公益施設）
支出負担行為書（事業運営）委託料
支出負担行為書（事業運営）印刷・製本費
支出負担行為書（事業運営）資料用消耗品
支出負担行為書（事業運営）事務用消耗品
支出負担行為書（事業運営）修繕費
支出負担行為書（事業運営）備品購入費

契約（施設管理） 支出負担行為書（施設管理）
契約（情報システム運用） 支出負担行為書（情報システム運用）

資料整備・図書（４月～３月）
支出負担行為書（図書・雑誌等）

仕様書 継～八雲中央図書館備品等仕様書
年間契約の事務処理について（通知）
常～年間契約通知・手引き
契約変更依頼書（年間契約）
支出負担行為書（年間契約）
支出負担行為更正書（年間契約）
契約依頼書・随意契約（教育政策課契約分）
契約依頼書（自所属契約）
契約依頼予定書
契約依頼書・価格競争
契約依頼書・随意契約（契約課契約分）

年間契約（区民キャンパ
ス維持管理）

支出負担行為書（区民キャンパス維持管理）年間契約

年間契約（上目黒二丁目
文化公益施設）

支出負担行為書（上目黒二丁目文化公益施設）年間契約

年間契約(事業運営） 支出負担行為書（事業運営）年間契約
年間契約（施設管理） 支出負担行為書（施設管理）年間契約
年間契約（情報システム
運用）

支出負担行為書（情報システム運用）年間契約

新聞購読契約書
雑誌購入（年間契約）
契約依頼書（年間契約）
データベース契約書
新聞等購読確認書等
債権取立て
めぐろ区民キャンパス内レストラン光熱水費
継～区民キャンパスレストラン対応
財産使用許可
継～レストラン使用許可、物品貸付
歳入調定（行政財産目的外使用料）
継～維持管理協定
継～行政財産使用許可めぐろ区民キャンパス公園
継～都区共用敷地記念碑等設置について
継～八雲一丁目アパート延べ床面積変更
継～部分使用に関する覚書
継～英文広報
継～広報めぐろ特集号
継～都立大学跡地は今
継～備蓄倉庫の名称変更
継～平成２～４年度広報めぐろ関連記事
継～歌碑・記念碑等
継～施設案内
継～女神の像
継～駐車場有料化・運営
継～都立大学跡地記念碑
継～都立大跡地施設の環境への取組
継～福岡市視察調査
継～万葉歌碑
東京都住宅供給公社
継～都区協定（最終）
継～都立大学駅前交番案内看板
常～依頼
継～中等教育学校計画
継～都立大学駅・乗降口柱のサイン
継～後援名義等要綱

めぐろ区民キャンパス 施設維持管理（経緯）（都
区間協定）

施設維持管理（建設前経
緯）

施設維持管理（建設後経
緯）

施設維持管理（都区間）

施設維持管理(広報・公
聴）

年間契約
年間契約通知・手引き

年間契約（共通）

年間契約（図書・雑誌等）

芸術文化施設管理運営
等（旧企画調整課）

めぐろ区民キャンパス（旧
企画調整課）

契約 契約処理中

契約（共通）

契約（上目黒二丁目文化
公益施設）

契約（事業運営）

契約（図書・雑誌等）

八雲中央図書館
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 八雲中央図書館）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
施設維持管理(行事・催し
物）

定期行事

執行委任
予算流用（施設維持管理）
土地賃借料の支出
高圧ガス保安協会年会費の支出
委託費の支出
ケーブルTVの支出
自動検針装置に係る消費電力相当費用の請求
維持管理に基づく都負担金の請求
電気料金ＮＴＴ負担額の請求について
支出負担行為書（施設維持管理）
常～社団法人東京都高圧ガス保安協会定款・入会申込書
契約依頼書（施設維持管理）
支出命令書（施設維持管理）
契約電力の継続について
警備業法第１９条に基づく契約の概要について記載した書面の提出について
駐車場収納事務委託
常～維持保全業務積算標準単価表
常～維持管理業務の改善提案・評価
駐車場使用料
駐車場使用料領収証書
常～自衛消防訓練（その３）
自衛消防活動
消防用設備等点検結果報告書
施設運営連絡会
常～八雲休日診療所
常～駐車場
常～自治会・町会・分団
施設点検日誌
ビル衛生検査
めぐろ区民キャンパス施設調査
常～構成施設別電気・ガス・水道・電話代
特定建築物変更（廃止）届
教育財産使用許可
一時使用許可
量水器の届出
常～道路占用許可について
常～主任技術者選任又は解任の届出について
常～ＮＴＴにおける敷地の使用について
飲料水貯水槽等維持管理状況報告書

施設維持管理(報告） 事故報告書
予約確保期限通知
継～予約帳票原稿
継～予約に関する調査･照会
継～都立図書館協力貸出ハンドブック
東京都立図書館掲示板
相互貸借に関するアンケート
常～都立図書館　弁償
常～協力事務担当者会
常～他区・区から付与されたID
継～開館通知
相互貸借サービスによる借用資料の汚損及び破損に関する手続きについて
特別区相互貸借状況一覧
他県の図書館・類縁機関との相互貸借
常～区市立図書館　弁償
常～他区市に付与しているＩＤ
継～国立国会図書館レファレンス申込
常～国立国会図書館貸出中・返却
継～国立国会図書館協力ハンドブック登録
継～国立国会図書館資料貸出申込書
継～国立国会図書館資料複写申込
貸出・予約サービス
窓口サービス向上運動
区外図書館館内閲覧紹介文書
委任状
ＢＤＳ（ブック・ディテクション・システム）
利用者登録情報削除
貸出に関する調査・照会
継～貸出予約サービスの変更内容
継～拾得物取扱いマニュアル
継～カウンターまわり帳票類原稿
継～貸出制限実施マニュアル
継～個人貸出制限要領
貸出停止
継～長期督促処理手順
超長期督促起案
世論調査
公共図書館調査
財政課調査回答
情報課調査回答
継～職員広報原稿
継～広報めぐろ図書館関係記事
めぐろ区報原稿

図書館広報 ＰＲ・広報（目黒区）

貸出サービス カウンター業務

貸出制限

督促

図書館調査・統計 図書館調査

図書館情報システム調査

施設維持管理（契約）

施設維持管理（消防・防
災・防犯）

施設維持管理(運営）

施設維持管理（管理）

施設維持管理（届出）

予約・相互貸借 予約

相互貸借（都立）

相互貸借（他市区）

国立国会図書館

めぐろ区民キャンパス

施設維持管理（予算）

施設維持管理（各種支
出）

施設維持管理（各種請
求）

施設維持管理（委託）

八雲中央図書館
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 八雲中央図書館）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
めぐろ区報発行計画
報道希望調査
区報以外の記事原稿
継～英文広報等図書館関係記事
継～めぐろ区報記事掲載依頼
継～区報以外の各課作成図書館案内
継～旧守屋図書館資料
広報課通知
継～目黒区民キャンパス
目黒区ホームページ更新申請
継～CMS操作マニュアル
きょういく広報
目黒区の教育
継～あるこ
継～きょういく広報図書館関係記事
継～事業概要（目黒区の図書館）作成要領・経過
継～曜日別図書館統計（平成６年６月～９月）

ＰＲ・広報（図書館ＨＰ） 図書館ホームページ公開依頼
図書館だより・広告PR誌（他区市）
６０年史
継～めぐろ図書館だより
継～目黒区立図書館利用案内
継～新中央館開設ＰＲ
継～図書館カレンダー
継～図書館関係スクラップ（昭和）
継～図書館関係スクラップ（平成）

ＰＲ・広報（外部メディア） 継～個人等が運営するサイトへの情報提供
継～ポスター掲示・チラシ配布依頼方法
継～図書館におけるポスター・チラシの取扱
継～最終審査
継～選定委員会会議録
継～選定委員会開催
継～選定委員会設置
継～第一次審査
常～事業者選定等通知
常～選定委員会開催
常～選定委員会設置
継～一次審査用作業部会調査報告書
継～最終審査用作業部会調査報告書
継～作業部会会議録
継～作業部会の開催
継～提案参加申込
継～提案辞退
継～提案募集
継～提案依頼
継～情報開示請求
継～個人情報保護審議会
継～システム導入手続
常～質問書
継～（A社）
継～（B社）
継～（C社）
継～（F社）
継～基本機能要件検討資料
継～機種選定
継～区電算運営委員会（図書館部会）報告書
継～目黒区社会教育委員の会議答申
継～図書館電算機用ｿﾌﾄﾊﾟｯｹｰｼﾞ選定委員会
継～報告書「当面の課題と方向」
継～報告書「目黒区図書館システム設計」
継～次期システム構想
継～前回リリース時の予算要求資料（Ｈ１３）
継～前回リリース時の予算要求資料（Ｈ１４）
継～サポート連絡先
継～バーコード体系
継～マイクロソフトオープンライセンス
継～各館平面図及び端末配置
継～自動貸出機取扱説明書
継～ＶＤＴ基準
常～電子メール無害化システム　２９年度
継～障害・確認連絡資料
継～電子計算組織運営委員会
継～端末管理表・配線図
継～貸出券
継～図書館情報システム管理運営要項
継～プロバイダー及びドメイン管理
継～通信回線サービスパンフレット
継～通信回線（メガデータネッツ）
継～通信回線(内部検討）
継～光回線図面
継～通信回線及びプロバイダー（マルチメディア用）
継～プリンタートナーカートリッジ
継～レシートプリンタロール感熱紙
継～液晶プロジェクター

図書館情報システム 予算

情報システム運営管理

通信回線

システム用品

システム選定 選定委員会

作業部会

事務局

提案書

図書館情報システム開発 コンピュータシステム開
発

図書館広報 ＰＲ・広報（目黒区）

ＰＲ広報（目黒区ホーム
ページ）

ＰＲ・広報（教育委員会）

ＰＲ・広報（図書館）

ポスター・チラシの取扱

八雲中央図書館
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 八雲中央図書館）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
システム定例会 システム定例会（ＫＣＣＳ）会議録

常～ソフトウエア作業報告書　２２年度～
常～ハードウエア作業報告書　２５年度～
継～ISBN総合目録
継～ISBN総合目録作成・運用連絡会
継～ＩＳＢＮ１３桁対応
継～ＩＳＢＮ抽出仕様及びデータ作成
継～横断検索システム
ELCIELOコールセンター
継～ＩＣチップ
継～図書館情報システム管理運用基準及びセキュリティ実施基準
継～暗号化通信
継～ウィルス対策
継～ウイルススキャンソフト
継～ウイルスソフト保有ライセンス確認書
継～セキュリティソフトパンフレット
継～トレンドマイクロ更新手続手引き
ホームページマニュアル
継～マニュアル（研修会）
継～資料管理マニュアル
継～フィルタリングソフト
インターネットサービスプロバイダ
常～オンラインデータベース案内　２３年度～
継～マルチメディア要綱
継～聞蔵Ⅱビジュアルフォトライブラリー
継～聞蔵デジタルニュースアーカイブ・ファトライブラリー
継～ヨミダス文書館
継～官報情報検索サービス

図書館ＰＴ 図書館ＰＴ
継～八雲PT(平成１９年度）
継～八雲PT（平成１８年度）
常～八雲PT記録
継～八雲PT（平成１７年度）
雑誌スポンサー申請書
雑誌スポンサー審査結果通知書
覚書
雑誌スポンサー継続依頼
継～配本車担当業務手引き
継～都立中央図書館での協力貸出作業の手引
配本車各館周運行報告書
フリー便運行表兼作業報告書
継～女性情報センターとの連携
事故等経緯報告書
継～図書館の自由について(援助研修)
常～職場研修
継～図書館の自由をめぐる法律(援助研修)
継～援助研修申請
継～マルチメディアについて(援助研修)

目黒区図書館中堅研修
継～テーマ別研修「目黒区の図書館」を読む

目黒区図書館新人研修
継～新任館長研修会レジュメ

図書館関係研修生推薦（区外）
他所管からの研修の受入
図書館見学について
図書館研修通知（区外）

その他の研修 その他（図書館関係を除く）の研修案内
継～図書館実習生受入資料
ボランティア研修受入起案

撮影・取材許可書 撮影・取材許可申請書／許可書

システム関係手続き
情報システム調達の予算
要求事務

システム事前調査票

指定寄付金(ふるさと納税)
他公立図書館からの照会・回答
常～雑誌エルシエロ実務マニュアル
継～保存．廃棄について
継～雑誌新聞研修資料
継～雑誌装備について
継～雑誌問題点についての考え方
継～電子媒体付録貸出許諾調査
継～ＢＤＳ装備
継～雑誌収集保存マニュアル
継～雑誌最新号のコピーについて
継～Ｎオンラインデータベースカタログ
継～Ｋオンラインデータベースカタログ
産経新聞の寄贈にかかわること
継～雑誌最新号貸出要領新聞雑誌収集方針
継～放送テキストの扱いについて
継～長期保存に関する考え方について
継～貸出区分について
継～新聞再配置について
継～新聞オンラインデータベース
継～雑誌分野・分類について
継～新中央館における新聞雑誌サービス

研修 援助研修

図書館研修

実習生・研修生受入

図書館資料　雑誌 雑誌管理（全館）

雑誌機能分担

マルチメディア マルチメディア

新聞記事データベース

全館運営
八雲PT

雑誌スポンサー制度

配本車

図書館情報システム

ELCIELO運用・管理

総合検索システム

セキュリティ

マニュアル

八雲中央図書館
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 八雲中央図書館）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～新潮社雑誌取り扱いについて
継～新聞・雑誌の寄贈受け入れについて
雑誌内訳控（４月～３月）
年間契約内訳（雑誌）

タイトル検討 継～選定にあたり新規評価及び長期保存
継～地域資料雑誌
継～児童雑誌取り扱い
継～電話帳

雑誌情報 継～売り込み雑誌新聞選定外資料
常～雑誌目録（平成１９年～２１年）
常～雑誌目録（平成２２年～平成２５年）
暫定目録
継～逐次刊行物目録修正連絡表
継～新聞雑誌総合目録
継～雑誌目録送付
継～雑誌目録原稿見本
継～雑誌目録（平成元年～６年）
継～雑誌目録（平成７年～１１年）
継～雑誌目録（平成１７年～１８年）
継～雑誌目録（平成１２年～１６年）
継～雑誌目録（昭和５６～６３）
図書館ホームページ公開
雑誌目録送付
雑誌目録原稿依頼
常～雑誌目録（平成２６年～）
継～雑誌の検索ＴＡＧ一覧
継～改題出版社変更などの取扱について
継～マスター分割処理
継～タイトル別廃棄・カレント一括削除
継～別冊臨時の取扱と入力
継～雑誌入力マニュアル
継～雑誌製本処理
継～雑誌プログラム修正要望
継～雑誌画面集
継～廃棄雑誌再利用の実施について
継～団体別指定タイトル
継～各区リサイクル状況
継～雑誌再利用団体名簿
継～タイトル別団体名一覧
継～公立図書館アンケート調査
継～雑誌目録（城南ブロック以外）
継～城南ブロック区立図書館間の永年保存
継～城南ブロック雑誌実務担当者会
継～城南ブロック雑誌相互貸借
継～城南ブロック責任保存一覧
継～世田谷区雑誌利用評価リスト
継～都立雑誌協力貸出の手引き
継～東京都区市町村立図書館新聞・雑誌総合目録
他区からの雑誌調査依頼回答
都立総合目録
継～各区欠号リスト
継～中国語整理票（Ｎｏ．１～Ｎｏ．）
継～その他言語整理票
継～整理票原稿（外国語）
継～ハングル整理票（Ｎｏ．１～Ｎｏ．）
継～外国語資料に関する調査統計
継～外国語資料ＰＲ
照会文書
外国語図書支払済
継～外国語図書リクエストお断り分
継～外国語図書未購入分
継～公共図書館における国際化対応について
外国語図書納品書
継～外国語資料蔵書・書誌データマニュアル
継～Ｇ-ＭＡＲＣ
継～東京都のＡＶ（視聴覚）サービスの現状と課題
継～他区ＣＤ分類表
継～ＣＤキズ取り機メンテナンス連絡先
継～ＡＶ担当用紙原稿
継～ＡＶマニュアル
継～香取正彦記念館
行政資料
継～レファレンス資料(地域資料)
継～ビデオ広報「こんにちはめぐろ」作成
常～東京都公立図書館地域資料担当者会
常～地域資料収集・整理・保存
継～目黒区史初版
継～台湾日日新報購入
継～地域資料ことば入力
継～地域資料逐次刊行物リスト
継～地域資料豊田眞佐男氏
継～地域資料目黒区特集雑誌
継～資料修復作業報告書

庶務 例規・要綱 例規・要綱

ＡＶサービス ＡＶサービス

地域資料 地域資料

雑誌データ作成

雑誌・廃棄・リサイクル

他区の雑誌 城南ブロック及び２３区

図書館資料　外国語 整理票

外国語資料

図書館資料　雑誌

雑誌機能分担

雑誌契約・執行

各種別の雑誌

雑誌目録

八雲中央図書館

10／14



 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 八雲中央図書館）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～ＮマークVeｒ３．０
継～Ｎマーク改定
継～Ｎマーク周辺ファイル内容細目
図書館情報システムＭＡＲＣ選定
継～ＮＣＲ１９８７（改）－Ｎ
継～書誌データ作成マニュアル
継～区立図書館のマークデータ利用に関する調査について
継～マーク研究会（Ｔ）
継～データクリーニング・削除
継～Ｔマーク
継～Ｎマーク
継～Ｎマーク人名典拠ファイル
継～Ｎ書誌情報作成マニュアル
継～目録編成規則－カナ読み・分かち書き（Ｎ）
継～目録作成実例集（Ｎ）
継～目録作成基準（Ｎ）
継～資料計画管理担当者会記録(Ｈ１７～Ｈ１９)
継～資料計画管理担当者会記録(Ｈ１４～Ｈ１６)
常～資料計画管理担当者会会議録
継～禁帯出資料の取扱い
継～選定・受入作業手順
継～教科書（小学校・中学校）
継～資料収集の現状と課題
継～資料収集方針
継～資料別選定基準
継～資料別保存・廃棄マニュアル
継～資料保存・廃棄基準
継～収集保存の考え方と課題（含：中央館資料の保存と活用について）
継～除籍資料の取扱いに関するアンケート回答
継～除籍資料の取扱いに関する調査
継～新中央館資料収集計画
継～図書館資料リサイクル実施案
継～中央館各資料別収集計画
常～資料保存・廃棄基準（守屋図書館）
常～分担収集
継～「資料購入に関するアンケート」集計　葛飾区
各書店様式の支出書類
継～Ｎ打合せ
継～Ｎ配本パターン
継～書店組合
書店支払済書類

集合選定会議 継～集合選定事務局記録
資料管理 資料ＰＴ
資料管理 継～ＢＤＳと自動貸出機

継～保管委託経緯
継～保管委託守屋善兵衛氏資料
継～目黒区標準分類原稿（９７年版）
継～目黒区標準分類表
継～目黒区標準分類作成にあたって
継～目黒区標準分類（児童）
継～分類ワーキンググループ
継～標準分類原稿
継～入力に伴う分類作業
継～児童図書記号・キーワード
継～目黒区標準分類表（児童編）

基準 継～目黒区立図書館資料収集保存除籍基準
図書整理法 継～図書整理マニュアル（原稿）

継～磯村氏寄贈資料の現状と今後の取扱いについて
継～図書館資料の回収要求に対する目黒区立図書館の基本的姿勢
継～著作権法研究報告
継～目黒区史問題
継～「ちびくろサンボ」資料
継～「ゲーム」資料
継～「将軍」資料
継～「絆」処理資料
継～ゼンリン地図（荒川区・足立区）の取扱
継～ハリー・ポッターと秘密の部屋
継～資料提供に係わる検討委員会
常～学校史・学校記念誌の提供について
目黒区立図書館の資料提供に係る検討委員会の検討事項
継～印刷物「都議会の改善を進める研究会（第２次）活動の記録｣
継～週刊文春平成１６年３月２５日号の取り扱いについて
継～フォーカス週刊新潮文芸春秋の取り扱い
継～平和祈念事業特別基金
継～平和祈念図書フェア検討資料
継～平和祈念図書フェアの実施について
寄贈資料の活用
継～寄贈関係書式
継～目黒区立図書館寄贈資料取扱要領
継～日本科学協会
継～区職員活用（寄贈）
継～寄贈申出（大量）
寄贈の申出
継～製本研修テキスト（都立図書館）

配本・パターン書店

標準分類

保管委託

収集・整理・保存

資料の取扱い

平和祈念資料

寄贈

製本

資料計画管理 書誌データ

書誌データ(目録)

資料計画管理担当者会

選定・受入

収集保存・長期計画

八雲中央図書館
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 八雲中央図書館）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～製本マニュアル
継～製本リスト
継～リサイクル事業実施要綱
継～寄贈図書リサイクル

読書週間 常～読書週間
アンケート調査回答
電子出版政策流通協議会

指定寄付金(ふるさと納
税)

指定寄付金(ふるさと納税)

継～目黒区の図書館五十年のあゆみ原稿
継～目黒区の図書館五十年のあゆみ
継～コミックセットリスト
継～コミックセット袋仕様
継～コミックマニュアル
継～古書店債権者登録
継～コミック装備
継～コミック選定基準
継～コミック担当者会記録（平成１２年度）
継～コミック担当者会記録（平成１３年度）
継～コミック資料保存廃棄
継～コミック参考資料（新聞以外）
継～コミック参考資料（新聞）
継～コミック担当者会記録（平成３～１１）
常～コミック調査
継～コミック研修
国会デジタル化資料送信サービス操作マニュアル
国会デジタル化資料送信サービス申込書類
国会デジタル化資料送信サービス
常～聞蔵２ビジュアルフォーライブラリー
図書館ホームページ目黒資料利用
研修申込
見学（一般）
寄贈本等の提供依頼
視察申込
文書照会
参加依頼・出席依頼
めぐろ区報
ポスター掲示
協力レファレンス担当者会
図書館における複製物および著作物の利用について
資料相談業務処理基準
区外図書館館内閲覧紹介文書
都立図書館のレファレンスサービス
都立図書館レファレンス研修
国会図書館レファレンス研修
レファレンスサービス資料
文化庁著作権講習会
職場体験
常～ＹＡ広報誌ＯＭＡＫＥＮＯいっぽ最新号
継～目黒区立図書館のＹＡサービスの運営について
継～居場所づくり
継～ＹＡサービス新中央館レイアウト考え方
継～ＹＡ参考資料
継～ＹＡ各種ブックリスト
継～ＹＡサービス調査
継～ヤングアダルトサービスについて
継～ＹＡサービス研究会通信
継～ＹＡサービス研究会資料
継～ＹＡコーナー事例
継～足立区立図書館
継～西東京市立図書館
継～三鷹市立図書館
継～荒川区立図書館
継～調布市立図書館
継～練馬区南大泉図書館
継～練馬区光が丘図書館
継～町田市立中央図書館
継～立川市立中央図書館
継～横浜市立西区青少年図書館
継～ＹＡ利用案内
継～青少協だより他ＰＲ
常～「すごいよねずみくん」外国版
子ども読書の日関連事業
継～児童担当者会記録（Ｈ１８～Ｈ１９）
継～児童担当者会記録（Ｈ１６～Ｈ１７）
継～児童図書分類表
継～児童図書記号統一表
継～児童職場研修
継～児童書キーワード
継～児童資料利用案内
継～子ども読書活動推進のための方針
継～子ども読書活動推進
継～子ども読書の日
継～区内図書館児童コーナー配置図

ＹＡサービス ＹＡサービス事業

研究会

他区市のＹＡコーナー

参考資料

児童サービス 運営

資料係 資料係

蔵書点検

レファレンス レファレンス

レファレンス研修

レファレンス資料

目黒区の図書館五十年
のあゆみ

目黒区の図書館五十年
のあゆみ

コミック 事業運営

運営方針

マルチメディア運用 マルチメディア運用

収集・整理・保存

製本

リサイクル

各種調査回答

八雲中央図書館
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 八雲中央図書館）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
児童サービス
常～学校図書館ボランティアリーダー
常～東京都公立図書館児童サービス担当者連絡会
常～乳幼児サービス
修理講習
常～館内お話し会記録ノート
支援員向修理講習会
学校サービス
学校訪問
宮前工作ランド
図書館訪問
継～ブックスタート事業
継～ブックトーク入門研修
継～課題図書
継～学校図書館担当者研修会
継～館内おはなし会ボランティア活動確認書
継～区内小学校懇談会
児童図書再利用
継～ブックリスト（平成９年度～）
継～ブックリスト（平成８年以前）
継～ブックトーク資料
継～新入生チラシ作成マニュアル
継～夏休みのブックリスト（平成９年度～）
継～児童行事用資料目録
継～区内読書グループ
継～絵本をつかった日本語クラス
継～ブックトーク（平成９度年～）
継～テーマ展示
継～児童資料保存廃棄マニュアル
継～えほんの森作家４１人と２０７冊のリスト
継～おもちゃサービス
継～おもちゃ資料
継～お話し童話宝玉選ⅲ
継～こどもの図書館
継～たのしい子ども会のゲーム集
継～ちびくろサンボ問題
継～玉川上水
継～使用教科書一覧表（小学校）
継～児童書シリーズ・全集リスト
継～児童図書評価基準（東公都）
継～世界絵本年表・戦後絵本年表
継～地名・由来・辰巳用水・東京湾・市章
継～東根小日本語クラス
おはなし会連絡票(八雲幼児）
おはなし会連絡票(分館１０～３月分）
ボランティア関連
おはなし会連絡票（八雲赤ちゃん）
おはなし会連絡票(分館４～９月分）

乳幼児サービス はじめてのふれあいタイム
子ども・青少年事業担当
者連絡会

子ども・青少年事業担当
者連絡会

常～子ども・青少年事業担当者連絡調整会

常～障害者サービス受付マニュアル
常～障害者サービス登録用紙　さ～と
常～障害者サービス登録用紙　あ～こ
常～障害者サービス実施要項
常～障害者サービス資料選定基準
常～障害者サービス協力員名簿
常～障害者サービス関係団体研修
常～区内障害者関係施設・団体
常～サピエ・国会
常～障害者サービス資料郵送申請
障害者サービス統計調査
調査・回答
常～障害者サービス登録用紙　団体
常～障害者サービス登録用紙　な～ん
常～障害者差別解消法
常～利用者用機器貸出
利用者登録情報削除（障害者サービス）
常～区内ボランティアグループ資料
常～点字プリンタ
常～障害者サービスリスト・機器カタログ
常～障害者サービスにおけるパソコンの使用
常～視覚障害者生活用品カタログ
常～障害者サービス利用案内
常～ふれあいフェスティバル
対面朗読者謝礼金
対面朗読実施報告（４月～６月実施分）
対面朗読実施報告（７月～９月実施分）
対面朗読実施報告（１月～３月実施分）
対面朗読実施報告（１０月～１２月実施分）
常～対面朗読実施表
常～対面朗読朗読者名簿
常～対面朗読実施マニュアル
障害者サービス室利用表

障害者サービス 障害者サービス全般

備品・用具

障担ＰＲ

対面朗読

障害者サービス室運用

児童サービス 運営

行事

資料

館内おはなし会

八雲中央図書館
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 八雲中央図書館）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～八雲中央図書館障害者サービス室備品カタログ
常～障害者サービス室利用団体名簿
常～八雲中央図書館障害者サービス利用案内
常～配本記録
常～目黒本町図書館配本郵送統計表
音訳者グループ
音訳講習会
常～音訳講習会講師名簿
常～音訳ボランティア用貸出機器

録音図書 録音図書作成校正謝礼起案
常～協働事業（デイジー）
デイジー支出
市販資料購入支出
常～行政資料

布の絵本 常～布の絵本・遊具リスト
常～点訳者講習会
常～個人点訳
常～点訳作成点検謝礼起案
常～図書館ボランティア　他区調査
継～ボランティア保険
継～公立図書館におけるボランティアの活動に関するアンケート集計結果
継～図書館ボランティア活動の推進
継～他区市における図書館ボランティア活動状況
継～目黒区図書館ボランティア活動要綱・要領
団体貸出に関するアンケート調査
継～２３区の団体貸出事業の状況
団体登録情報削除
継～団体貸出名簿
継～団体貸出マニュアル
継～団体貸出事業の取り扱い
継～団体貸出実施要領

都立中央図書館 都立中央図書館研修（障害者サービス）
国立国会図書館 視覚障害者等用データ

他関係図書館 図書館関連機関 常～日本図書館協会

団体貸出 団体貸出

他図書館・団体障害者
サービス資料

障害者サービス資料 音訳資料

点訳

市販資料

デイジー図書

図書館ボランティア 図書館ボランティア

障害者サービス

障害者サービス室運用

配本

八雲中央図書館
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