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  答 申 第 ４ 号 

令和３年８月２６日 

 
世田谷区長 

保 坂 展 人  様 

 

世田谷区公文書管理委員会    

会 長  野 村 武 司   

 

 

 

令和３年３月３１日に保存期間満了を迎える公文書の廃棄に関する 

意見聴取について（答申） 

 

１ 検討の方法 

令和２年９月４日付諮問第４号により依頼のあった「令和３年３月３１日に

保存期間満了を迎える公文書の廃棄に関する意見聴取について」の検討にあた

っては、その対象となる文書の件数も膨大であることから、区の文書廃棄スケ

ジュールとも合わせ、まず初めに保存期間が１年である公文書について、次に

それ以外のものについて確認を行いました。 

まず、保存期間を満了した公文書のフォルダの目録について、各フォルダの

保存期間を設定した理由を確認することにより、公文書管理規則を基にした保

存期間の設定やその選択そのものが誤っていて、引き続き保存が必要なものが

廃棄対象となっていないかを確認しました。 

その後、フォルダの内容に疑義があるものについて、内容を区に照会し、回

答を得ながら、重要公文書に該当する可能性が高く、引き続き保存することが

望ましいと思われるものを区分しました。 

それらについて改めて内容を確認し、引き続き保存する価値のある文書であ

るものを選別する手順を経て、廃棄にあたっての確認作業を進めました。 

 

２ 保存期間が１年である公文書の廃棄に関する検討 

保存期間が１年である公文書について確認したところ、新型コロナウイルス

感染症に関するものが含まれていることを確認しました。 

新型コロナウイルス感染症は、令和２年１月１６日に国内における初の感染

が公表された後、感染が拡大し、その対応に関する公文書の作成が始まったと

推察されます。令和元年度の公文書のうち、１年保存文書については、本件諮
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問の対象となる令和３年３月３１日に保存期間満了を迎えることとなります。 

世田谷区の新型コロナウイルス感染症への対応等に関する公文書は、後世に

残すべき重要な公文書が多くあると思料しますが、これらのうち、どのような

公文書が引き続き保存すべきものであるという庁内統一の基準がなければ、感

染症対策に関する決定に至るまでの基礎資料としての性格を有している公文

書が、各部署の判断により軽易なものであるとされれば、本来保存されるべき

公文書が廃棄されてしまうおそれがあります。 

従って、世田谷区において同感染症に関連する公文書の保存基準を定めるこ

とを要望し、同基準が定められるまでは、廃棄しないことが妥当であると判断

しました。 

 

３ 保存期間が１年を超える公文書の廃棄に関する検討 

令和３年３月３１日に保存期間満了を迎えた公文書のフォルダ等の目録に

ついて確認した結果、区が策定する計画の検討のために設置された会議体に関

するフォルダ等が見受けられました。会議体の設置根拠の如何によらず、区政

に関する重要な計画等、その検討結果の重要性に着目し、フォルダ等の廃棄の

妥当性について判断すべきであると考えます。 

この点から、区の重要又は区民生活に影響を与える計画、区の特徴的な取組

み、附属機関等の区政の方針に影響を与える会議体の記録等の、区の諸活動の

経過を明らかにする公文書については、引き続き保存し、世田谷区公文書管理

条例の改正後に、特定重要公文書として永久に保存する価値があるものかどう

か、今後定められる重要公文書の評価選別の基準に照らし、改めて判断する必

要があると判断します。 

 

４ 結論 

以上のことから、令和３年３月３１日に保存期間満了を迎える公文書のうち、

保存期間が１年である公文書については、新型コロナウイルス感染症に関する

公文書を除き、廃棄は妥当であると認めます。 

新型コロナウイルス感染症に関する公文書については、今後世田谷区が定め

る保存基準に照らしたうえで適切に廃棄することを求めます。 

また、保存期間が１年を超える公文書については、別紙に掲げるフォルダ等

については引き続き保存し、その他のフォルダ等については、廃棄することが

妥当であると認めます。 

 

５ その他 

本件諮問においては、区役所の文書保存庫又は書架の容量にも配慮し、上記
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２に関する１年保存文書の廃棄判断を令和３年３月に、上記３に関する１年を

超える保存期間の公文書のうち、内容の確認を要さないとしたものの廃棄判断

を令和３年６月に区に伝え、区が実施する文書の廃棄処理と並行して確認作業

を行いました。 
 
６ 付言 

本件諮問に関する確認作業においては、区の文書事務や、これまで作成して

きた公文書の目録等について、様々な意見がありました。以下に示す確認作業

における意見について、今後必要な整理をし、又は措置を講ずることを要望し

ます。 
（１）公文書を収納するフォルダ等及びフォルダ等の分類の名称から、その内容

が推測できず、廃棄して良いものかどうかの判断が困難でした。今後作成す

るフォルダ等及び分類の名称は、区民等であっても内容を推測できるよう

なものとなるようにしてください。また、重要事項を審議するための会議体

については、会議体の設置根拠を明確にしながら、会議資料や検討結果等の

一連の業務プロセスに属する公文書を異なる保存期間やフォルダ等に振り

分けず、一体的に重要公文書として収集できるような整理を行ってくださ

い。 
（２）廃棄の確認にあたって「なぜこれらの文書が廃棄できるのか、なぜ重要な

ものではないのか」ということが分かるような整理をしてください。 
（３）「常用」文書の取扱い及び保存期間の考え方について、総合文書管理シス

テムの運用及び物理的な紙の公文書の運用を整理してください。 
（４）廃棄予定目録について、空のフォルダや、区の業務に必要な公文書として

保存を延長するもの等の廃棄する文書がないものが当初の目録に登載され

ていました。これらのものについては、諮問や当委員会での確認作業に入る

前に、区において区分けした上で目録を提示してください。 
 
７ 検討経過 

日 付 公文書管理委員会における検討経過 

令和２年９月１０日 令和２年度第２回 公文書管理委員会におい

て、諮問第４号（令和２年９月４日付）につ

いて、世田谷区長から諮問を受けました。 

令和２年１０月２日 令和２年度第３回 公文書管理委員会におい

て、廃棄予定公文書目録を確認し、情報の整

理を区に要望しました。 
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令和３年２月１５日 令和２年度第７回 公文書管理委員会におい

て、廃棄予定の公文書目録のうち、保存期間

が１年であるものについて、確認しました。 

令和３年３月１５日 令和２年度第８回 公文書管理委員会におい

て、保存期間が１年である公文書の廃棄につ

いて確認し、新型コロナウイルス感染症に関

するもの以外について、廃棄することは妥当

であることを確認しました。 

令和３年４月１３日 令和３年度第１回 公文書管理委員会におい

て、廃棄予定の公文書目録のうち、保存期間

が２年以上であるものについて、確認しまし

た。 

令和３年５月２０日 令和３年度第２回 公文書管理委員会におい

て、保存期間が２年以上の公文書の廃棄につ

いて確認し、確認を要するものを区分して確

認期間を設けた後、確認を要さないとしたも

のについて、廃棄することは妥当であること

を確認しました。 

令和３年７月１５日 令和３年度第３回 公文書管理委員会におい

て、引き続き保存が必要であるものを特定

し、その他のものについて、廃棄することは

妥当であることを確認し、答申文案の検討を

行いました。 

 



別 紙

NO. 管理所属 大分類 中分類 フォルダ名
作成
年度

保存
期間

4538 世センター＊生活支援課 生活保護 法外 被保護者自立促進事業要綱 平成27年 ５年
7042 世支＊街づくり課 共通 文書・情報公開・個人情報《区政情報課》 要綱・要領一覧 平成29年 ３年
7125 世支＊街づくり課 都市計画 建築協定 １８０　桜丘３丁目松ヶ根　建築協定 平成22年 常用
7151 世支＊街づくり課 太子堂２・３丁目地区まちづくり 地区まちづくり計画 ０５０　地区街づくり計画見直し意見交換会（Ｈ１８） 平成22年 常用
7170 世支＊街づくり課 経堂駅周辺街づくり 経堂駅周辺地区街づくり計画 経堂駅前空間整備方針 平成22年 １０年
7173 世支＊街づくり課 太子堂２・３丁目地区まちづくり 地区まちづくり計画 太子堂２－１３、１４旧水路 平成29年 ３年
7206 世支＊街づくり課 池尻４丁目・三宿２丁目地区 ―　（第２分類未設定） 地区街づくり計画 平成27年 ５年
7216 世支＊街づくり課 都営下馬アパート周辺地区 地区計画基礎調査 住民意向調査 平成27年 ５年
8399 北支＊地域振興課 学校跡地 花見堂　基本構想 業者選定委員会 平成27年 ５年
8400 北支＊地域振興課 学校跡地 花見堂　基本構想 基本構想策策定委員会 平成27年 ５年
8401 北支＊地域振興課 学校跡地 花見堂　基本構想 基本構想広報・説明会 平成27年 ５年
8402 北支＊地域振興課 学校跡地 花見堂　基本構想 庁議・議会 平成27年 ５年
8403 北支＊地域振興課 学校跡地 花見堂　基本構想 基本構想策資料 平成27年 ５年
8404 北支＊地域振興課 学校跡地 花見堂　基本・実施設計 検討経過 平成27年 ５年
8405 北支＊地域振興課 学校跡地 花見堂　基本・実施設計 広報・説明会 平成27年 ５年
8406 北支＊地域振興課 学校跡地 花見堂　基本・実施設計 庁議・議会 平成27年 ５年
8407 北支＊地域振興課 学校跡地 花見堂　基本・実施設計 設計資料 平成27年 ５年
8409 北支＊地域振興課 学校跡地 守山　活用方針 広報・説明会 平成27年 ５年
8410 北支＊地域振興課 学校跡地 守山　活用方針 庁議・議会 平成27年 ５年
8411 北支＊地域振興課 学校跡地 守山　基本構想 業者選定委員会 平成27年 ５年
8412 北支＊地域振興課 学校跡地 守山　基本構想 基本構想策策定委員会 平成27年 ５年
8413 北支＊地域振興課 学校跡地 守山　基本構想 基本構想広報・説明会 平成27年 ５年
8414 北支＊地域振興課 学校跡地 守山　基本構想 庁議・議会 平成27年 ５年
8415 北支＊地域振興課 学校跡地 守山　基本構想 基本構想策資料 平成27年 ５年
8416 北支＊地域振興課 学校跡地 守山　基本・実施設計 検討経過 平成27年 ５年
8417 北支＊地域振興課 学校跡地 守山　基本・実施設計 広報・説明会 平成27年 ５年
8418 北支＊地域振興課 学校跡地 守山　基本・実施設計 庁議・議会 平成27年 ５年
8419 北支＊地域振興課 学校跡地 守山　基本・実施設計 設計資料 平成27年 ５年

11918 北センター＊健康づくり課 非常勤・臨時職員 非常勤・臨時職員全般 ０２１　事務補助設置要綱 平成31年 常用
12859 玉支＊地域振興課 共通 人事・給与《人事課》 ０３２　出張所嘱託員設置要綱 平成22年 常用
13169 玉支＊地域振興課 支所事務 出張所関連事務 ０４０　出張所の要綱等 平成22年 常用
14066 玉支＊用賀まちセンター まちづくりセンター事務運営 連絡調整協議会等 ０３０　所長会・次長会・次長幹事会要綱 平成28年 常用
15759 玉支＊用賀まちセンター 共通 経理《経理課》 ０５０　安全運転管理要綱 平成28年 常用
16027 玉支＊地域施設整備課 庁舎建替え 庁舎建替え 庁舎等整備検討委員会 平成26年 常用
16028 玉支＊地域施設整備課 庁舎建替え 庁舎建替え 建替全般 平成26年 常用
16029 玉支＊地域施設整備課 庁舎建替え 庁舎建替え 拡張用地取得 平成26年 常用
16030 玉支＊地域施設整備課 庁舎建替え 庁舎建替え 改築工事基本設計及び実施設計等事業者選定 平成26年 ５年
16031 玉支＊地域施設整備課 庁舎建替え 庁舎建替え 改築工事基本設計等事業者選定委員会 平成26年 常用
16144 玉支＊地域施設整備課 庁舎建替え 庁舎建替え 住民説明会 平成27年 ５年
19078 砧支＊地域振興課 施設建設 喜多見複合施設 条例改正 平成27年 ５年
19083 砧支＊地域振興課 施設建設 旧希望丘中学校跡地複合施設 基本構想 平成27年 ５年
19084 砧支＊地域振興課 施設建設 旧希望丘中学校跡地複合施設 意見交換会 平成29年 ３年
19085 砧支＊地域振興課 施設建設 旧希望丘中学校跡地複合施設 基本設計 平成27年 ５年
23007 砧支＊街づくり課 地区計画 鎌田一丁目地区 地区計画原案作成、制限条例変更 平成27年 ５年
23090 砧支＊街づくり課 祖師ヶ谷大蔵駅周辺 街づくり計画（全体区域） 地区街づくり計画パンフレット原稿 平成27年 常用
23091 砧支＊街づくり課 祖師ヶ谷大蔵駅周辺 街づくり計画（全体区域） 第１次区域街づくり計画案公告・縦覧 平成27年 常用
23092 砧支＊街づくり課 祖師ヶ谷大蔵駅周辺 街づくり計画（全体区域） 街づくり計画（案）説明会　平成１１年度 平成27年 常用
23097 砧支＊街づくり課 祖師ヶ谷大蔵駅周辺 街づくり計画（全体区域） ０５０　地区街づくり計画の案説明会 平成27年 常用
23098 砧支＊街づくり課 祖師ヶ谷大蔵駅周辺 街づくり計画（全体区域） ０６０　地区街づくり計画の案の決定及び公告縦覧 平成27年 常用
23126 砧支＊街づくり課 祖師ヶ谷大蔵駅周辺 地区計画策定 意見交換会・説明会 平成29年 ３年
23235 砧支＊街づくり課 東京外かく環状道路 ＪＣＴ周辺街づくり 業者委託 平成27年 ５年
23237 砧支＊街づくり課 東京外かく環状道路 ＪＣＴ周辺街づくり 上部空間等利用計画 平成27年 ５年
23240 砧支＊街づくり課 東京外かく環状道路 ＪＣＴ周辺街づくり 説明会・意見交換会等でいただいた意見への回答等 平成27年 ５年
24071 烏支＊地域振興課 地域施設管理 事務運営一般 区民センター印刷機使用要綱 平成22年 常用
26912 烏センター＊健康づくり課 健康相談 区民健診相談等 区民健康相談等実施要綱 平成22年 １０年
27612 烏支＊街づくり課 街づくりの推進 地区計画・地区街づくり計画策定 芦花公園駅周辺街づくり 平成27年 ５年
27637 烏支＊街づくり課 北烏山６丁目地区 地区計画策定 区民周知 平成22年 １０年
27638 烏支＊街づくり課 北烏山６丁目地区 地区計画策定 街づくり 平成22年 １０年
27639 烏支＊街づくり課 北烏山６丁目地区 地区計画策定 業務 平成22年 １０年
27646 烏支＊街づくり課 北烏山二丁目北部地区地区計画 地区計画策定 区民周知 平成22年 １０年
27647 烏支＊街づくり課 北烏山二丁目北部地区地区計画 地区計画策定 都市計画 平成22年 １０年
27648 烏支＊街づくり課 北烏山二丁目北部地区地区計画 地区計画策定 建築 平成22年 １０年
27649 烏支＊街づくり課 北烏山二丁目北部地区地区計画 地区計画策定 街づくり 平成22年 １０年
27650 烏支＊街づくり課 北烏山二丁目北部地区地区計画 地区計画策定 業務 平成22年 １０年
27651 烏支＊街づくり課 千歳通り沿道地区 街づくり 千歳通り北部沿道地区地区計画等検討業務 平成22年 １０年
27653 烏支＊街づくり課 烏山北住宅周辺街づくり 計画策定 区民周知 平成22年 １０年
27654 烏支＊街づくり課 烏山北住宅周辺街づくり 計画策定 委託契約 平成22年 １０年
27805 政策経営部＊政策企画課 行政評価 外部評価委員会 要綱 平成22年 １０年
27806 政策経営部＊政策企画課 行政評価 行政評価検討委員会 要綱 平成22年 １０年
27807 政策経営部＊政策企画課 行政評価 政策検証委員会 委員会 平成22年 １０年
27808 政策経営部＊政策企画課 行政評価 政策検証委員会 委員会設置 平成22年 １０年
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27809 政策経営部＊政策企画課 行政評価 政策検証委員会 政策検証委員会提言 平成22年 常用
28565 政策＊経営改革官民連携課 外郭団体調整 指導・調整 ０６０　世田谷区外郭団体の指導調整事務要綱 平成22年 常用
28667 政策＊統計調査担当課 調査員 確保対策事業 ０１０　実施要綱・要領 平成22年 常用
28668 政策＊統計調査担当課 調査員 登録・管理 ０１０　統計調査員登録制度要綱・要領 平成22年 常用
29516 総務＊総務課 総務事務 名義使用 ０１０　名義使用承認事務取扱要綱 平成22年 常用
29517 総務＊総務課 総務事務 紋章 ０１０　紋章使用承認事務取扱要綱 平成22年 常用
29648 総務＊総務課 表彰 区制施行７５周年記念事業 ０３０　推進本部設置要綱 平成22年 常用
29692 総務＊総務課 特別職報酬等審議会 特別職報酬等審議会 ０４０　答申（歴代） 平成22年 常用
29693 総務＊総務課 特別職報酬等審議会 委員 ０２０　公募委員抽選会 平成22年 常用
29694 総務＊総務課 特別職報酬等審議会 平成２０年度 第１回 平成22年 １０年
29695 総務＊総務課 特別職報酬等審議会 平成２０年度 第２回 平成22年 １０年
29696 総務＊総務課 特別職報酬等審議会 平成２０年度 第３回 平成22年 １０年
29697 総務＊総務課 特別職報酬等審議会 平成２０年度 第４回 平成22年 １０年
29698 総務＊総務課 特別職報酬等審議会 平成２０年度 答申 平成22年 １０年
29699 総務＊総務課 特別職報酬等審議会 平成２１年度 第１回報酬等審議会及び懇談会 平成22年 １０年
29700 総務＊総務課 特別職報酬等審議会 平成２１年度 第２回報酬等審議会及び第３回委員懇談会 平成22年 １０年
29701 総務＊総務課 特別職報酬等審議会 平成２１年度 第２回委員懇談会 平成22年 １０年
29702 総務＊総務課 特別職報酬等審議会 平成２１年度 第３回特別職報酬等審議会及び第４回委員懇談会 平成22年 １０年
29703 総務＊総務課 特別職報酬等審議会 平成２２年度 第１回報酬等審議会 平成22年 １０年
29704 総務＊総務課 特別職報酬等審議会 平成２２年度 第２回報酬等審議会 平成22年 １０年
30026 総務＊総務課 庁舎計画 庁舎計画推進委員会 庁舎計画推進委員会／推進委 平成29年 ３年
30027 総務＊総務課 庁舎計画 庁舎問題報告会 庁舎問題報告会実施／報告会 平成29年 ３年
30028 総務＊総務課 庁舎計画 庁舎問題報告会 庁舎問題報告会記録表（区政情報センター閲覧用）／報告会 平成29年 ３年
30029 総務＊総務課 庁舎計画 庁舎計画事務 区政情報センター等配架刊行物／庁舎計画事務 平成29年 ３年
30031 総務＊総務課 庁舎計画 要望書等 要望書等／要望書 平成29年 ３年
30032 総務＊総務課 庁舎計画 審議会 審議会資料／審議会 平成27年 ５年
30033 総務＊総務課 庁舎計画 審議会 審議会議事録／審議会 平成27年 ５年
30034 総務＊総務課 庁舎計画 本庁舎等災害対策本部機能強化検討委員会 検討委員会設置要領／災対検討 平成27年 ５年
30035 総務＊総務課 庁舎計画 本庁舎等災害対策本部機能強化検討委員会 検討委員会会議資料／災対検討 平成29年 ３年
32742 危機管理部＊災害対策課 東北地方太平洋沖地震 東北地方太平洋沖地震（未分類） ０１１　災害対策本部本部長室会議 平成22年 常用
33132 危管＊地域生活安全課 オウム真理教対策 オウム真理教対策（対策本部、幹事会等） 対策本部（２１年度） 平成22年 １０年
33141 危管＊地域生活安全課 安全安心まちづくりの推進 防犯カメラ 防犯カメラ条例検討ＰＴ要領 平成22年 １０年
33142 危管＊地域生活安全課 安全安心まちづくりの推進 防犯カメラ 防犯カメラ条例 平成22年 １０年
33143 危管＊地域生活安全課 安全安心まちづくりの推進 防犯カメラ パブリックコメント 平成22年 １０年
33325 財務部＊経理課 財産評価委員会 財産評価委員会 答申起案・答申書 平成22年 １０年
33326 財務部＊経理課 財産評価委員会 財産評価委員会 諮問起案 平成22年 １０年
33579 財務部＊経理課 公契約適正化委員会 委員会開催事務 委員会開催決定（第２期第１回） 平成29年 ３年
33580 財務部＊経理課 公契約適正化委員会 委員会開催事務 委員会開催決定（第２期第２回） 平成29年 ３年
33581 財務部＊経理課 公契約適正化委員会 委員会開催事務 委員会開催決定（第２期第３回） 平成29年 ３年
33583 財務部＊経理課 公契約適正化委員会 入札監視委員会 入札監視委員会 平成27年 ５年
33584 財務部＊経理課 公契約適正化委員会 労働報酬専門部会開催事務 労働報酬専門部会開催決定（第２期第１回） 平成29年 ３年
33585 財務部＊経理課 公契約適正化委員会 労働報酬専門部会開催事務 労働報酬専門部会開催決定（第２期第２回） 平成29年 ３年
35950 生政＊文化・芸術振興課 文化行政 文化・芸術振興計画 世田谷区文化及び芸術振興委員会設置要綱 平成22年 １０年
35951 生政＊文化・芸術振興課 文化行政 文化・芸術振興計画 文化・芸術振興推進会議（第一回） 平成22年 １０年
35952 生政＊文化・芸術振興課 文化行政 文化・芸術振興計画 有識者懇談会 平成22年 １０年
35953 生政＊文化・芸術振興課 文化行政 文化行政 世田谷区文化・芸術振興委員会 平成22年 １０年
35990 生政＊文化・芸術振興課 収蔵品管理 美術品等収集委員会運営 美術品等収集委員の委嘱 平成22年 １０年
35991 生政＊文化・芸術振興課 収蔵品管理 美術品等収集委員会運営 美術品等収集委員会諮問・答申 平成22年 １０年
35993 生政＊文化・芸術振興課 収蔵品管理 文学資料等収集委員会運営 諮問 平成22年 １０年
35994 生政＊文化・芸術振興課 収蔵品管理 文学資料等収集委員会運営 答申 平成22年 １０年
36005 生政＊文化・芸術振興課 文化行政 文化・芸術振興計画 区民意見募集 平成29年 ３年
37767 経産＊消費生活課 消費生活審議会 会議 ３０３　審議会会議録（平成２５年度） 平成27年 常用
37768 経産＊消費生活課 消費生活審議会 会議 ３０４　審議会会議録（平成２６年度） 平成27年 常用
37779 経産＊消費生活課 消費生活審議会 会議 ０６０　審議会会議録（平成１９年度） 平成22年 常用
37902 生政＊人権男女共同参画課 男女共同参画社会推進事業 （仮）第二次男女共同参画プラン （仮）第二次男女共同参画プランにかかる要綱・要領 平成27年 ５年
37903 生政＊人権男女共同参画課 男女共同参画社会推進事業 （仮）第二次男女共同参画プラン （仮）第二次男女共同参画プラン検討委員会（公募委員） 平成27年 ５年
37904 生政＊人権男女共同参画課 男女共同参画社会推進事業 （仮）第二次男女共同参画プラン （仮称）男女共同参画プラン検討委員会 平成27年 ５年
37940 生政＊人権男女共同参画課 平和都市宣言事業 区立平和資料館 要綱・要領 平成27年 ５年
39024 スポ推進＊スポーツ推進課 体育行政 庶務全般 ２８０　体育施設の建設計画 平成20年 常用
39334 環境政策部＊環境計画課 共通 文書・情報公開・個人情報保護《区政情報課 要綱の廃止 平成29年 ３年
39423 環境政策部＊環境計画課 環境審議会 審議会開催起案・資料 資料（平成２７年第２回） 平成27年 ５年
39424 環境政策部＊環境計画課 環境審議会 審議会開催起案・資料 資料（平成２７年第３回） 平成27年 ５年
39425 環境政策部＊環境計画課 環境審議会 審議会開催起案・資料 資料（平成２７年第４回） 平成27年 ５年
39427 環境政策部＊環境計画課 環境審議会 審議会開催起案・資料 資料（平成２８年第１回） 平成27年 ５年
39428 環境政策部＊環境計画課 環境審議会 審議会会議録 会議録（平成２７年第２回） 平成27年 ５年
39429 環境政策部＊環境計画課 環境審議会 審議会会議録 会議録（平成２７年第３回） 平成27年 ５年
39430 環境政策部＊環境計画課 環境審議会 審議会会議録 会議録（平成２７年第４回） 平成27年 ５年
39432 環境政策部＊環境計画課 環境審議会 審議会会議録 会議録（平成２８年第１回） 平成27年 ５年
40571 経産＊産業連携交流推進課 中小商工業振興対策委員会 過去諮問・答申 諮問・答申（４５～５１年） 平成22年 １０年
40572 経産＊産業連携交流推進課 中小商工業振興対策委員会 過去諮問・答申 諮問・答申（５２～６０年） 平成22年 １０年
40573 経産＊産業連携交流推進課 中小商工業振興対策委員会 過去諮問・答申 諮問・答申（６１～７年） 平成22年 １０年
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40574 経産＊産業連携交流推進課 中小商工業振興対策委員会 過去諮問・答申 諮問・答申（８～１４年） 平成22年 １０年
40575 経産＊産業連携交流推進課 中小商工業振興対策委員会 過去諮問・答申 諮問・答申（１５年） 平成22年 １０年
40576 経産＊産業連携交流推進課 中小商工業振興対策委員会 過去諮問・答申 諮問・答申（１６年） 平成22年 １０年
40577 経産＊産業連携交流推進課 中小商工業振興対策委員会 過去諮問・答申 懇話会形式（１９年） 平成22年 １０年
41096 経産＊都市農業課 共通 人事《人事課》 ５０２　非常勤設置要綱 平成22年 常用
41098 経産＊都市農業課 農業振興対策委員会 委員会全般 ０２０　諮問 平成22年 常用
41099 経産＊都市農業課 農業振興対策委員会 委員会全般 ０３０　答申 平成22年 常用
41120 経産＊都市農業課 農地の保全 農地有効活用制度 要綱 平成22年 １０年
41279 経産＊都市農業課 都市型農業の推進 流通促進支援事業 ０１０　要綱・要領 平成22年 常用
42422 清掃・リサ＊管理課 清掃・リサイクル審議会 諮問・答申 １２０　諮問第６号「世田谷らしい３Ｒ施策について」（２２．０５．３１） 平成22年 常用
44848 保政＊保健福祉政策課 地域保健福祉審議会 高齢者福祉・介護保険部会 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第４期）策定 平成21年 １０年
45148 保政＊生活福祉課 自立促進支援 自立支援プログラム ０１０世田谷区退院促進支援事業要綱 平成22年 常用
45164 保政＊生活福祉課 ２２年度　地域福祉課 児童生徒等に対する援護 ０００　児童生徒に対する援護要綱・要領 平成22年 常用
45251 保政＊生活福祉課 旧軍人等の援護 交付金申請 都交付金（事務費）交付要綱、申請、実績報告 平成27年 ５年
45726 保政＊生活福祉課 ボランティア協会 事業助成補助金 ０１０　補助金交付要綱 平成22年 常用
45730 保政＊生活福祉課 民生委員・児童委員 東京都事務 ０５０　都負担金交付要綱 平成22年 常用
45804 保政＊保健福祉政策課 サービスの質の向上 サービスの質の向上 世田谷区保健福祉サービス向上委員会答申 平成22年 １０年
49000 障福＊障害施策課 都負担金・補助金 都補助金 ０８０　区市町村特別支援事業補助要綱 平成21年 常用
49001 障福＊障害施策課 都負担金・補助金 都補助金 ０９０　障害者施策推進区市町村包括補助事業　要綱類 平成21年 常用
49057 障福＊障害施策課 障害者緊急通報システム 障害者緊急通報システム ０２０　緊急通報　要綱 平成22年 常用
49066 障福＊障害施策課 障害者巡回入浴サービス 障害者巡回入浴サービス ０１０　巡回入浴　入浴要綱決定原義 平成21年 常用
49067 障福＊障害施策課 障害者施設入浴サービス 障害者施設入浴サービス ０１０　施設入浴　要綱 平成21年 常用
49068 障福＊障害施策課 車椅子貸出事務 車椅子貸出事務 車椅子　要綱決定原義（１０年保存） 平成22年 １０年
49128 障福＊障害施策課 グループホーム グループホーム ０９０知的障害者グループホーム等利用者家賃助成実施要綱 平成21年 常用
54048 子若＊子ども育成推進課 幼稚園補助金支給事務 保護者負担軽減事業 ０１０　保護者負担軽減事業補助金要綱・要領 平成22年 常用
54049 子若＊子ども育成推進課 幼稚園補助金支給事務 就園奨励費 ０１０私立幼稚園就園奨励費交付要綱起案 平成22年 常用
54050 子若＊子ども育成推進課 幼稚園補助金支給事務 就園奨励費 ０２０類似施設就園補助金交付要綱起案 平成22年 常用
54052 子若＊子ども育成推進課 幼稚園補助金支給事務 障害児補助金 ０２０　世田谷区交付要綱 平成22年 常用
54053 子若＊子ども育成推進課 幼稚園補助金支給事務 障害児補助金 ０６０私立特別支援学校幼稚部園児就園補助金交付要綱起案 平成22年 常用
54708 子若＊子ども育成推進課 児童手当等事業全般 条例・規則・要綱 子ども手当等作業委託業者選定委員会設置要綱 平成22年 １０年
55667 保育＊保育認定・調整課 保育室 要綱 ０２０　世田谷区保育室運営費補助要綱 平成22年 常用
55752 保育＊保育認定・調整課 認証保育所 要綱 認証保育所に対する物品貸付要綱 平成22年 常用
55754 保育＊保育認定・調整課 認証保育所 要綱 ０２０　認証保育所運営費等補助金交付要綱 平成22年 常用


