
 令和元年度 行政情報目録 （総務部 人事課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
庶務事務システム 常～庶務事務システム資料

政策決定会議メモ
行財政改革大網
継～LGWAN
継～議会答弁様式
継～災害ボランティアの受入体制
継～災対活動マニュアル
継～事故処理の手引き
継～点検の手引き
継～目黒区くらしのガイド
継～目黒区総合庁舎消防計画
庶務担当課長会
常～災害等危機管理マニュアル
区民の声
広聴システム
企画総務委員会
その他所管からの調査・通知
他の公共団体からの調査通知
東京都からの調査・通知
他区からの調査・通知
総務部所管の調査・通知
人事委員会・特人厚からの調査・通知
国からの調査・通知
企画経営部所管の調査・通知
その他調査・回答
イントラネット用パソコン事故報告書
常～ITリーダー
常～人事課ホームページ
常～金券整理簿
継～ファイリングシステムの手引き
常～郵便
ファイリングシステム通知・調査
文書処理の特例

研修 研修通知
常～ファイル基準表
継～ファイル基準表
常～緊急財政対策本部
常～目黒区行財政改革大綱
平成２９年度目黒区行改計画改定
継～行財政運営基本方針
継～行財政改革（提言）
継～特別区行政改革（職員用）
継～行財政指標集
常～要綱・細目
継～条例
継～規則
継～例規検索システム
訓令
自己情報の開示・行政情報の開示
常～個人情報業務登録票及び個人情報目録
継～個人情報業務登録票及び個人情報目録
継～情報提供・情報公開
継～永年・長期保存公文書目録
常～情報公開・個人情報保護条例解釈運用
継～行政手続法調査
継～行政手続法の対象となる処分
継～東京都目黒区行政手続条例手引き
個人番号提供カード
個人番号提供カード提供の拒否についての確認書
人事課収受押印済個人番号提供カード専用封筒
個人番号取得事務管理簿（法定調書用）
個人番号取得事務管理簿（雇用事務用）
常～番号制度（マイナンバー制度）への対応
給与減額免除申請書
時差出勤利用申請書
出退勤時刻データ修正記録簿
欠勤・遅参・早退届
在庁理由入力記録簿
休暇申請書
育児休業承認請求書・部分休業承認申請書

情報公開

行政手続法

共通 庶務

調査・通知

グループウェア

文書

ファイル基準表

行財政改革

例規・要綱

番号制度

人事・給与 出勤状況

人事課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 人事課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～子の看護休暇確認票
飲食届
職免申請書
常～通勤手当認定簿（在課分）
職員給与チェックリスト・雑給報酬賃金等仕訳書
旅行命令簿
通勤手当認定簿（異動分）
継～物品名鑑
財務全般通知
物品管理
常～備品総括表
総務部・危機管理室予算補足資料
予算編成通知・調査
予算見積書（補正１号）
予算見積書（当初・復活）
予算見積書（当初・決定）
予算見積書（当初・案）
当初予算見積資料
９月補正
予算要望書
３月補正
６月補正
歳計外・基金管理
科目更正
歳出管理
予算通知
予算執行計画
追録（見積書・納品書）
収支予定確認表
予算流用・予備費充用
支出起案
歳入管理
継～契約ガイドライン
債権者登録申請書・変更届
年間契約
常～複写機借上げ
契約依頼書（履行完了）
常～製本
常～採用選考マークシート
常～包括外部監査
定期監査結果
主要な施策の成果報告
決算説明資料
決算書
決算監査通知
定期監査資料
定期監査実施
常～規則改正
継～人事関係書類の取扱い
常～財団法人等連絡会への通知・関係資料
常～条例改正
常～人事情報システム
常～人事情報システム保守作業報告
継～財団法人等連絡会設置要綱
継～次世代育成
継～出退勤時刻管理システム視察資料
常～退職幹部給与基準（前々年度以前）
常～男女平等共同参画推進計画
常～インターンシップ
常～インターンシップ（他課受入状況調査等）
常～特別区人事厚生事務組合からの資料（ＣＤＲ）
職員に対する懲戒処分請求
特別区人事委員会年報
常～事務引継書
大学院等への公務員入学希望に係る推薦について
継～応急対策従事者給食代
継～幹部職員再雇用
継～職名規則の要綱
継～新人事制度原案
継～人材派遣

契約

決算・監査

人事・給与 出勤状況

給与

財務 財務全般

予算編成

予算執行

人事共通 人事共通全般

人事課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 人事課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～訓令改正
常～勤務条件等調査
常～公務員制度調査
継～関係団体給与等調査結果
地方公務員の再任用実施状況及び退職状況調査
報道機関からの調査
事務分担表調査
常～人材育成・活用基本方針（改定）
常～保健師人材育成ガイドライン
継～人材育成・活用基本方針
継～目標による管理制度導入
苦情相談検討委員会
目標によるマネジメント手引き
常～人事評価制度
定期評定本人開示関係（一般職員）
安全運転講習会実施
継～安全運転講習会資料
常～冠婚葬祭返礼用閲覧データ
幹部職員名簿
幹部職員および係長級職員名簿
各種名簿校正依頼
継～人事委員会承認申請（幹部昇任）（H６～）
継～人事制度見直し資料
常～任用に関する一般基準の制定、改正等（技能・業務
系）
常～人事委員会申請・承認（H２１～）
常～任用に関する一般基準の制定、改正等（行政系）
継～国鉄職員受入実施
継～国鉄職員受入資料
継～ 人事委員会承認申請（昇給）（H６～）
常～人事委員会規則の制定・改廃
常～職員証の仕様変更に伴う確認書等
常～職員証・名札更新
職員証・名札再交付申請書
常～職員証失効の公示
証明書発行
継～勤務証明
継～証明事務手続
証明願
常～職員番号簿
継～履歴カード取扱
履歴事項異動届
履歴カード複写申請書
常～履歴修正
常～特定事業主行動計画策定
継～次世代育成アンケート
プレミアムフライデー
常～次世代育成関係通知類
ワーク・ライフ・バランス促進に係る各種取組
常～特定事業主行動計画策定
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律関係資
料
常～リーフレット作成
常～障害者雇用促進法　改正等資料
常～障害者任免状況通報
常～障害者採用計画
常～障害者雇用関係研修資料
常～障害者雇用推進者・障害者職業生活相談員
常～特例認定（障害者雇用率制度）
常～障害者活躍推進計画
常～障害者手帳の確認

マイナンバー制度対応 常～非常勤・臨時職員の雇用に係る個人番号取得事務
内部情報システム更改 常～内部情報システム更改作業部会

常～指導主事（新指導主事）の取扱いについて
内定者懇親会
継～幼稚園教諭の取扱いについて
常～都職員（事務）の臨時的任用
常～初任給計算の記録
常～初任給の是正
継～身元保証

職員証・名札

証明

人事共通調査

人材育成計画

人事考課・目標による
マネジメント

安全運転講習会

採用全般

人事共通 人事共通全般

職員名簿

人事委員会申請・承認

人事記録

次世代育成支援対策推
進法

女性活躍推進法

採用

人事課

障害者雇用
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 人事課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～採用選考・昇任選考謝礼基準
継～採用差別
継～採用延期
継～国鉄清算事業団職員再採用
継～ワープロ点字使用による採用試験について
任命結果報告書
新採発令式通知
採用宣誓書
「新しく職員となった皆様へ」
常～発令通知一覧
常～公正採用選考人権啓発推進員
常～職員採用案内パンフレット
めぐろ区報掲載依頼・採用関係
採用選考実施状況アンケート
採用説明会
職員採用ホームページ
試験の案内・ポスター依頼
採用担当者連絡会
常～任期付拡充
常～任期付採用
継～任期付採用
育児休業代替任期付職員採用選考実施
継～大学卒業予定者の採用等に係る取扱い
継～体力テスト実施要領
継～職種別採用・退職者推移表
継～職員の採用無効について
継～初任給算定基準（転職含む）（平成４年～）
継～採用事務要領
継～採用試験問題作成業者資料
継～採用基準(職の設置等)
継～国籍要件
継～経験者採用資料
継～旧採用手続要領
継～医療系見習い期間の取扱い
常～職員採用試験申込電子申請資料
常～「登記されていないことの証明書」等の登記印紙の取
扱い及び手数料改定について
常～試験・選考標準点計算方法
常～採用基準（職の設置等）Ｈ２１～
常～国幹部職員採用選考手続に関する取扱要綱
常～４条任期付職員採用手続について
継～初任給算定基準（～平成３年）
継～資格免許資料
継～内定者定着対策
継～採用手続き資料
継～採用面接資料
常～採用試験問題データ
採用試験係員派遣
特別区等試験要綱・申込書
特別区職員募集パンフレット
他区職員募集案内
採用日程・通知
採用試験区面接実施
採用候補者選択結果
採用起案（４月１日採用分）
採用起案（４月２日以降採用分）
継～職員募集　職安、新聞掲載
継～募集要項請求（保育士養成校）
常～選考職種年齢基準
継～募集要項請求（保育士養成校以外）
継～選考募集要綱残部
継～職員採用試験申込電子申請資料
常～採用選考電子申請
継～職員採用試験申込電子申請研修マニュアル
常～社会教育採用
採用選考実施（栄養士）
継～興津健康学園職員採用資料
福祉選考　作文・体力テスト
面接調書・面接採点表（福祉）
面接調書・面接採点表（清掃）

採用全般

採用周知

任期付採用

採用資料

採用(試験) 採用(試験)全般

区面接等

採用起案

採用

採用(選考) 採用(選考)全般

選考申込

選考実施

人事課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 人事課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
採用選考実施（福祉）（申請書）
採用選考実施（福祉）
採用選考実施（清掃）
採用選考実施（技能Ⅱ）
採用選考実施（看護師）
新採の受け入れについて
常～身体検査受診
採用内定
健康診断実施
内定者提出書類
欠格調査・前歴照会・公務員歴照会
継～保母養成校一覧
福祉採用選考共同実施
継～技能系採用資料
継～保母要綱
継～保健婦の精神保健福祉士資格
継～薬事監視員の設置資料
継～幼稚園教諭保育士転任制度
常～行政系人事制度改正
常～行政系人事制度改正に伴う調査
常～降任制度
常～昇任選考全般
常～昇任選考調査資料
継～介護指導職への転職選考
継～幹部職員
継～技能系職種の職務名新設
継～行政系人事制度改正
継～社会福祉主事
継～昇任選考全般
継～職の整理・統合（技能・労務系）
継～職の整理・統合（行政系）
継～職名の改正（行政系）
継～総括係長
継～統括課長
継～保育士登録
常～幹部職員任用資料
継～管理職選考過去問題（平成１８・１９年度）
管理職選考実施
常～管理職選考口頭試問実施
医療系特別職昇任
管理職選考申込書
継～口頭試問留意事項
継～管理職選考筆記考査の出題例解説
継～管理職選考合格者名簿
継～管理職選考口頭試問実施
管理職選考個人成績の提供について
継～幹部職員任用資料
予備評価結果
条件付勤務評価結果
条件付勤務評価依頼
予備評価依頼
継～条件付勤評資料
継～特例転職　１７～１８
継～特例転職の取扱い
継～土木公園維持作業等から清掃作業等の職務への転
職選考
継～転職者昇格決定調書
継～転職事務要領（含６転）
能力認定実施
能力認定結果
常～平成２０年度特例転職選考実施
常～特例転職選考過去問題
常～特例転職（平成２５年度～）
常～転職
常～特例転職　人事委員会承認申請
課長補佐能力実証申込書
課長補佐能力実証実施
継～係長選考職員団体資料
継～係長選考実施経緯
継～係長職昇任選考問題作成

採用(選考)

選考実施

採用内定

福祉選考共同実施

任用 任用全般

管理職選考

条件付採用

転職

課長補佐能力実証

係長選考実施

人事課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 人事課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
係長選考申込書
係長選考実施
継～主任主事選考見直し
継～主任主事昇任選考問題
継～主任主事昇任選考資料
主任職昇任選考人事評価実施
主任職昇任選考合格者決定
主任職昇任選考実施
主任職昇任選考申込書
主任職昇任選考（種別Ａ・Ｂ）結果情報提供
継～２級・３級職昇任選考手引き（平成３年以降～）
２級昇任選考合格者決定
常～２級職昇任選考手引き（平成３年～）
２級昇任選考実施
継～２級職昇任選考資料
技能主任選考実施
技能主任選考申込書
技能長昇任選考実施
技能長昇任選考申込書
統括技能長昇任選考申込書
統括技能長昇任選考実施
庁内公募
異動実施
庁内公募（東京都）
勤務地変更
常～医師の採用及び昇任
常～選挙
継～教育委員会事務局内の異動
継～職務変更
継～庁内公募制人事異動実施要領
継～年度途中の部内異動実施基準
継～年度当初異動発令見直し
継～勤務地変更
常～国勢調査
常～庁内公募制人事異動実施
配置換（一般・係長）
８、７、６級昇任選考結果
課内配置報告
異動実施通知
継～海外研修発令（事務代行含む）

２３区幹部異動名簿 ２３区幹部異動名簿
継～年度途中の幹部採用
継～管理職員人事異動実施基準
配置換（幹部）
幹部職員需要数調査
継～幹部異動名簿記入方法
常～年度途中の幹部異動
継～兼務・事務取扱
常～兼務・事務取扱
常～併任
常～年度途中の異動に係る事務作業
常～異動資料
特定職・法令職任免（告示）
継～特定職・法令職任免資料
特定職・法令職任免（起案）
転入者履歴等
常～東京都・特別区一般職員人事交流実施基準等
人事交流幹事会・事務担当者連絡会資料
派遣解除者履歴等
継～交流による採用併任
継～転出者資料
人事交流（清掃一組への交流）
継～人事交流転入者履歴（H１７年度～）
人事交流　提示
人事交流　推薦
人事交流　実施
継～派遣交流制度導入資料
継～派遣交流実施
常～派遣交流の実施
継～外郭団体給与規程

派遣交流

派遣資料

特定職・法令職

交流

２級昇任選考

技能主任選考

技能長選考

統括技能長選考

異動 異動（その他）

配置換

幹部異動

併任・兼務

異動資料

任用

係長選考実施

主任職昇任選考

人事課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 人事課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～職員派遣に関する調査
継～派遣法施行に伴う規程整備
継～中小企業勤福S.Cガイドブック
継～外郭団体就業規則・労災
継～他団体への職員派遣に関する実態調査
継～外郭団体派遣の考え方
継～外郭団体定款・寄付行為
継～地方公共団体における人事交流に関する調査
継～派遣職員の災害補償
継～社会福祉協議会派遣研修
継～芸文資料
常～都市整備公社派遣
常～芸文派遣
常～街づくり公社派遣
常～リサイクル推進協会派遣
芸文派遣
派遣職員の昇給等取扱い
継～派遣法手続き様式
常～派遣研修受入
継～派遣法改正
継～派遣法
継～公益法人派遣人企説明会
継～公益法人派遣条例改正
継～公益法人派遣課題
継～公益法人派遣
継～公益法人派遣世田谷
常～派遣条例改正
常～派遣法に係る調査
常～公益法人派遣法改正（H２０年１２月１日施行）資料
継～公益法人派遣民間保険
継～公益法人派遣都説明会
継～公益法人等派遣制度概要説明
継～芦屋市派遣
継～ソウル市派遣受入
継～派遣（民間・他府県）
継～新潟県・中越地震派遣（H１９）
継～＜企業名＞協会派遣
継～住都公団派遣
継～企業等派遣研修実施要綱
常～平成２８年熊本地震に係る被災地支援のための派遣
常～東日本大震災に係る被災地支援のための派遣
常～宮城県議会議員選挙事務に係る派遣
継～医師派遣受入れ
常～角田市派遣
継～東京都職員研修所・生活文化局派遣研修
継～三宅村職員派遣
継～東京都福祉局派遣研修
継～角田市との交流
常～警視庁派遣受入
常～指導課長派遣受入れ
常～清掃一組への職員派遣等に係る課題
常～都幹部職員派遣受入
常～東京都主税局への税務課職員の体験研修
常～東京都派遣研修
常～東京二十三清掃一部事務組合派遣
常～特別区競馬組合派遣
常～オリンピック・パラリンピック派遣
常～国からの通知
常～消防庁職員派遣受入
常～世田谷区児童相談所開設準備担当課派遣
常～東京都後期高齢者医療広域連合
常～特別区人事厚生事務組合派遣（H２１～）
常～臨海部広域斎場組合派遣
派遣受入
継～環境庁派遣
継～東京都派遣研修
常～海外派遣の取扱い要領
常～海外派遣調査
継～シニア海外ボランティア（ラオス）
継～海外派遣（在中国日本学研究センター）

派遣資料

派遣(外郭団体)

派遣法

派遣(国･都･特別区）

異動

派遣（民間･他府県）

派遣（海外）

人事課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 人事課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～海外派遣条例
継～青年海外協力隊
継～地方公務員海外派遣プログラム
継～海外派遣（クリストバルコロン大学・メキシコ）
継～派遣（海外）

清掃及び幼稚園移管資
料

継～清掃派遣・移管、教育移管関係

清掃派遣全般 継～清掃派遣職員身分切替
清掃級格付け 継～清掃格付け資料

退職発令式
継～勧奨退職要綱
継～退職者発令
常～退職発令一覧
年度途中退職（勧奨・普通）
年度末退職（勧奨・普通）
退職通知
常～指導主事の休暇等に関する取扱い
常～庶務事務システム　休暇保守マニュアル
継～服務・監察・規程策定
継～豊島区、新宿区、足立区　服務手引
常～障害者差別解消法（区対応要領）
常～職員倫理条例・規則改正
継～懲戒処分の議会報告
継～服務に関する取扱い
継～服務の手引き原稿
常～適正職務執行通知（⑫不法占用関係）
常～服務に関する取扱い
常～服務の手引
常～服務監察
常～服務規程等改正
服務通知
職員倫理審査会
事務引継書
継～夏季軽装化
継～公務員倫理条例
継～地方公務員と選挙運動
継～服務規律通知
兼業・兼職
継～兼業、兼職継続
継～兼業・兼職資料
パワー・ハラスメント調査
継～セクハラ苦情・相談
継～セクハラ研修
継～セクハラ指針作成資料
継～セクハラ防止指針
常～セクハラ防止指針改正
常～パワーハラスメント対策導入マニュアル
常～妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント防止
指針
セクシュアル・ハラスメント防止研修

マタハラ対応 常～マタハラ等防止指針制定
診断書 常～診断書（健康管理係宛て）

人事委員会への報告
継～定期監督結果
適用事業報告
定期監督
継～３６協定定期監査
継～事故報告手続き
継～着用品損害見舞
常～処分
常～懲戒処分の指針
常～目黒区職員懲戒分限審査委員会規程
処分調査
継～処分
復職
常～診断書謝礼支出口座資料
休職診断謝礼口座
継～病気欠勤の際の診断書の提出について
休職調査
常～領収書（休職診断書料窓口払分）

異動

事故

派遣（海外）

清掃派遣

退職 退職

服務 服務全般

兼業・兼職

セクハラ対応

定期監督

処分

休職 休職全般

人事課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 人事課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～診断書謝礼
診断書謝礼
継～結核休養事務の手引き
継～通勤災害の給与上の取扱い
継～病気休職事務処理要領
継～病休・休職資料
継　幼教の休職
常～（個人名）
診断書
常～診断書（通院病欠者）
勤務軽減
継～勤務軽減取扱い
継～勤務時間・休日・休暇等に関する資料
継～勤務時間の割振り変更
ワークライフバランス
時間外勤務縮減対策報告等
常～労基法改正（月６０時間超代替休暇、法定休日設定）
常～配偶者同行休業
常～勤務時間の変更
出退勤時刻データ修正
超過勤務上限等通知
継～出勤時間特例措置の取扱い
継～出勤時間特例に係る対象者申出
継～時間外縮減対策報告等
継～勤務時間・休日・休暇規程整備
継～勤務時間等　国・都からの通知
継～時間外勤務縮減調査
継～勤務時間等取扱通知
常～勤務時間短縮に伴う勤務時間条例等の改正
常～勤務時間に係る条例規則訓令の改正
常～勤務時間規定　別表による定め
継～興津勤務時間見直し
継～勤務時間に係る規則訓令の改正
継～勤務時間規程　別表による定め
継～勤務時間適正化

労基法改正 常～労働基準法改正通知（Ｈ２０～）
ボランティア休暇 常～ボランティア休暇活動計画書・報告書
特別休暇等取得実績 継～特別休暇等取得実績

常～介護休暇申請書
常～介護休暇取得事例
継～介護休業
継～兵庫県南部地震にかかる職免
継～職免通知
継～ナホトカ号油流出事故に伴う職免
職免協議
常～幼稚園教諭の職免
常～東北地方太平洋沖地震で帰省する職免取扱通知
常～職免協議（結核）
常～東北地方太平洋沖地震に親族が被災したことに伴う
帰省にかかる職免（申請書）
常～職免適用基準改正
継～平成７年度育児休業制度改革資料
常～育児短時間勤務承認請求書
常～育児休業等に係る条例規則訓令の改正
常～育児休業法改正通知（Ｈ２１）
継～平成４年度育児休業制度改正資料
継～平成１４年度育児休業制度改革資料
継～平成１４年４月育休改正
継～育児時間制度改正
継～育児休業申請書（原稿）
継～育児休業資料集
継～育児休業の取扱いについて
育児休業者名簿
養育状況変更届
妊娠出産休暇申請書
育児休業承認請求書
継～平成１９年度育休改正法に伴う条例改正

週休日の割振り指定 週休日の割振指定表（所属名）
継～週休二日制度事務要領
継～完全週休二日制導入資料（区実施資料）

週休二日制

勤務時間全般

勤務時間条例改正

介護休暇

職免

育児休業・部分休業・
育児短時間勤務

休職 休職全般

休職資料

休職者

診断書

勤務軽減

人事課

勤務時間・休日・
休暇
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 人事課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～完全週休二日制導入資料（法改正・特人厚資料）
継～週休二日制経緯

夏季休暇 調査・通知
継～派遣・研修職員出勤簿（東京都・芸文）
交流・転入職員出勤簿等
継～派遣・研修職員出勤簿（気仙沼）
常～所属別パターン設定
出勤簿作成
継～所属別パターン設定
継～庁外OCRグループウェア化

年休管理 年休管理 年休関係通知
表彰
清掃表彰
継～表彰状案文資料
継～職員表彰事務処理手順
常～感謝状管理台帳
継～職員表彰見送り事例
継～永年勤続事務処理手順
永年勤続退職者
永年勤続表彰実施
給料表切替
継～給料表改定
継～在調
給与等是正
復職時調整
定期昇給（４月）
常～昇在調
常～行（二）切替資料（２２.４.１）
常～行（二）切替に伴う履歴カード複写申請
昇給是正
常～１８切替通達

定期昇給資料 勤務評定
降給（降格・降号） 常～総務省通知（降給等）
幼教・指導主事 継～幼稚園教諭履歴
特別昇給 昇給区分決定
級格付実施 継～級格付組合調査

給与改定事務説明会資料
人事院勧告
特別区人事委員会勧告
継～勧告資料
常～技能労務職員の見直しにむけた取り組み方針
常～人事行政の運営等の公表
他区の人事行政の運営等の公表
ラスパイレス変動分析
給与実調　調査要領
総務省給与実態調査
総務省給与実態調査帳票

勤勉手当成績段階 転入職員等の勤勉手当成績段階
常～特別区給与実態調査
継～自治省給与実態調査ヒアリング

人事評価調査回答 人事評価調査回答
常～管理職員の自己申告書の提出について
常～管理職員定期評定本人告知の試行について
常～管理職定期評定本人開示

人事評価（一般） 常～定期評定（一般職員）
継～新再任用制度
常～再任用短時間職員の勤務時間、休憩時間等に関する
取扱基準
継～再任用組合員ハンドブック
継～再任用職員の服務・勤務時間取扱い
継～再任用取扱資料
継～再任用週休日の割振り
継～職員の再雇用に関する条例・制定（１３随　定）
継～再任用　条例　規則
再任用調査　回答
継～再任用資料
常～平成２６年度以降の再任用制度
再任用勤務形態調査
定年退職予定者再任用意向調査
再任用申込書

週休二日制

職員表彰

永年勤続表彰

給与決定 定期昇給

人事委員会勧告

給与公表

給与実態調査

給与実態調査資料

出勤簿等報告 出勤簿等

勤務状況管理シス
テム

所属別パターン設定

表彰

人事評価
人事評価（管理職）

再任用 再任用制度

再任用選考

人事課

勤務時間・休日・
休暇
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
再任用辞退届
再任用面接票
再任用Ⅰ型期間の特例延長
再任用意見書・推薦書
再任用採用選考実施
継～労働者名簿（非常勤職員）
継～労働者災害補償保険法の適用について
継～非常勤診断書
継～非常勤職員雇用止めについて
継～非常勤職員コードテーブル管理
継～非常勤職員の二重任用について
継～非常勤職員の公務災害
継～非常勤職員に関する情報提供
継～非常勤各種協議
継～非常勤介護休業
継～非常勤育児休業
継～非常勤の宿直・時間外勤務
継～年休の繰り越しについて
常～地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会報
告書
常～非常勤　産休に係る休暇簿の写し
常～再雇用非常勤の呼称
常～非常勤職員の任用に関する基本的な考え方
継～雇用保険適用基準改正について
非常勤募集要項
非常勤職員に関する調査
非常勤に関する通知
継～非常勤職員取扱要綱　平成１２年度以降
常～教育委員会要綱等
常～再応募に伴う取扱いについて
常～平成２３年東北地方太平洋沖地震による災害に関し
帰省する非常勤職員等の服務の取扱い
常～非常勤職員条例の改正
新しく非常勤職員となる皆さんへ
常～育児短時間勤務代替非常勤職員取扱い要綱
継～一般非常勤職員取扱い要綱
継～教育委員会要綱等
継～再雇用非常勤職員取扱い要綱
継～専務的非常勤職員要領
継～非常勤職員事務取扱について
継～非常勤職員条例
継～ 専務的及び非専務的非常勤職員取扱要綱
非常勤職員の勤務時間変更
非常勤職員の勤務態様変更
非常勤職員の退職
非常勤職員の任用
非常勤職員年度末退職者名簿
再雇用非常勤更新
専務的非常勤更新
任用調書（教育委員会）
任用調書（専務的・非専務的・育短代替）
非常勤任用申請手続き
継～非常勤更新回数
継～非常勤年度末処理手順
継～非常勤の勤務態様　特例承認
継～再雇用非常勤制度
継～労働基準法施行規則の一部改正
継～非常勤制度改正資料　平成８年改正資料
継～非常勤職員取扱い要綱　平成８年改正資料
継～人事院規則　１５随　１５
継～組合要求等
継～東京都非常勤制度
常～非常勤職員の一般職化に向けた検討
常～新規新再雇用・再雇用のパソコン用カードについて
継～リサイクルめぐろ推進協会非常勤職員
常～非常勤職員　社会・雇用保険加入基準改正
継～非常勤職員の通勤費用相当分の支給について (自治
省問答集）
継～非常勤職員雇用年限について
継～社会保険・雇用保険

非常勤 非常勤全般

非常勤条例・要綱

任用

勤務制度・状況

再任用

再任用選考

非常勤資料

人事課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 人事課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～社会福祉事業団就業規則
継～行政サービス窓口事務員の派遣について
常～非常勤職の設置・要綱・規則改正
継～国保収納推進員報酬改定（平成１９年４月１日）
継～国保徴収嘱託員（H１３.１０.１)
継～目黒駅行窓非常勤
継～図書館の非常勤

非常勤職の設置（～７
年度）

継～職の設置・規則改正

継～報酬改訂
継～変則加算改正検討・資料
継～第二種報酬（交通費）資料
継～非常勤等報酬資料
継～非常勤報酬金額表
常～非常勤報酬改定
継～臨時職員要綱改正
継～臨時職員制度改正（平成７年４月１日施行）
継～臨時職員人事委員会承認申請
常～臨時職員要綱改正
常～臨職雇用取扱通知
継～臨時職員要綱改正経過（H１０.１２ 一部改正）
常～産休・育休代替臨時職員制度
継～臨時職員勤務条件
継～臨時職員の年次有給休暇の付与
継～保育園臨時職員運用
継～非常勤職員の臨時職員雇用
継～外国人の臨時職員雇用
常～臨時職員システム移行資料
継～臨時職員雇用取扱通知（H１７～）
継～臨時職員の社会保険の適用について
継～臨時職員に関する要望
継～臨時職員雇用指導
継～雇用特例承認
常～雇用特例承認
継～平成１０年度～監査
臨時職員予算
継～平成４～９年度監査
欠員代替臨時職員雇用協議書（写）
産育代替臨時職員雇用決定書（写）
産休・育休代替臨時職員任用調書
常～臨時職員に関する調査、回答（H２０～）
継～職員提案回答
継～臨時職員雇用人数推移
継～保育園臨時職員雇用人数
継～臨時職員の賃金（随時設置）
継～最低賃金
常～臨時職員賃金算出（平成２４年度～）
常～他区臨時職員賃金調査
常～最低賃金
継～臨時職員の賃金算定表
継～臨時職員賃金算出（平成２～６年度）
常～アルバイト希望者履歴書
臨時職員退職願（写）
臨時職員履歴書
臨時職員履歴書（所属名）
常～第３ブロック人事担当者会議
常～調査回答
常～制度周知
常～会計年度任用職員制度に向けた任用手続等

例規改正等 常～条例規則訓令の改正等
組合行動状況報告
常～ストライキの実施状況及び事後措置状況の調査
管理職員等の範囲の変更照会
調査・回答
夏季清掃収集体験研修
職員団体等構成員の変更通知

交渉等予定表兼報告書 交渉等予定表兼報告書
常～労使交渉等に関する覚書
常～交渉委員への委任に関する覚書
常～統一交渉

非常勤

臨時職員調査

臨時職員賃金

臨時職員雇用管理 雇用管理

臨時職員履歴書

非常勤資料

非常勤職の設置（８年
度～）

非常勤報酬

臨時職員制度運営 制度・要綱

制度資料

制度指導運営

雇用特例承認

決算・監査

雇用審査

共通

勤労全般 各種調査

統一交渉

人事課

会計年度任用職員
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 人事課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～特別区人事行政運営要綱
常～在籍専従（個人名）
常～職員団体選挙
時間外労働・休日労働に関する協定（３６協定）
常～第３ブロック副区長要請
労働者派遣法

各種申請 各種申請
職員団体行事予定（区職）
支部出席者名簿
常～労働協約
常～時間内組合活動通知
常～目黒区職員労働組合要求・回答
常～要請・要求
常～特区連第三ブロック副区長要請（目黒区）
常～東京公務公共一般
常～東京清掃労働組合目黒支部要求・回答
常～区職労職場集会・実力行使
常～平成２４年度職場集会・実力行使（区職労・清掃労組）
常～清掃労組職場集会・実力行使
常～人事企画部労務情報
常～目黒区労務情報
常～東京都労務情報
（団体名）への提案
常～共通提案
常～区職労への提案
常～清掃労組への提案
提案
常～勤勉手当一律拠出割合見直し交渉
常～行政系人事制度の改正交渉
常～平成２６年度特殊勤務手当見直し交渉
常～平成２３年度特殊勤務手当見直し交渉
常～会計年度任用職員制度検討に係る交渉
係長会（１～３月）
課内通知・調査・回答
庁内各課からの通知
係長会（４～６月）
区議会資料
異動者名簿
ファイリング
常～研修室ＰＣ
常～ＢＣＰ（インフル編）
係長会（７～９月）
係長会（１０～１２月）
臨時職員雇用
人材育成　調査・回答
手話通訳
常～災害等危機管理マニュアル（研修室）
常～総務省給与等実態調査
常～大容量ファイル送受信サービス
内部情報システム更改作業部会
人事行政の公表
予特資料
法定調書
財務通知
決算資料（人材育成係分）
物品購入・契約書
執行委任申請書兼決定書
監査資料（人材育成係分）
予算流用
研修室・研修機材利用申請書
情報課許可済外部記録媒体持出・使用管理簿
研修関連の通知・調査・回答
常～手話勉強会実施要綱
常～自主研修グループ活動助成要綱
常～海外研修実施要綱
常～職員研修規則
常～先進自治体等派遣要領
常～講師謝礼支払基準
常～職員研修事務手続要領
常～職員研修室使用要領

争議行動

労務情報

提案

交渉

人材育成係庶務 庁内庶務

人材育成庶務

予算管理

研修事務管理

規則・要綱・要領

勤労全般

統一交渉

労務管理全般

時間内組合活動

職員団体、清掃労組
要求・回答

人事課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 人事課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～通信教育等助成要綱

研修システム 常～特別区研修管理システム
研修旅費 研修旅費

常～目黒区人材育成・活用基本方針（改定）
常～目黒区保健師人材育成ガイドライン
目黒区職員研修年間計画書
ＯＪＴ事例集
常～職場の人材育成の手引き
常～非常勤職員の任用に関する基本的な考え方
常～目黒区職員研修年間計画書（２１年度以前）
メンター相談制度
常～ＩＣＴ人材育成に関する資料
常～メンター相談制度試行
常～会計年度任用職員制度
常～公務員倫理研修企画資料
常～行政系人事制度の見直し
常～女性活躍推進法
インターンシップ（学校名）
インターンシップに関する通知・調査・回答
若葉コース（新任・経験者・転入）
税務業務体験（新任）
地域コミュニティ（基礎）
採用４年目研修（メンターとの交流会）
採用３年目研修
採用２年目研修（危機管理と防災）
ビジネスマナー（新任）
トップと明日を語る（新任・経験・転入）
翌年度「若葉コース」「ビジネスマナー」準備
地域コミュニティ（実践）
トップと明日を語る（係長級昇任者）
係長級昇任者研修（先輩は語る・広聴）
係長級昇任者研修（政策形成能力向上）
課題解決実践研修
技能長研修
技能主任研修
文書事務（基礎）
新人サポータ研修
収入・支出事務
公務員倫理研修（特別研修）
契約事務
予算事務（基礎）
（常）新人サポーター制度事務処理要領
主任主事昇任者研修（企画力向上・人権問題）
主任４年目研修（データ分析活用）

キャリア形成支援 若手職員キャリア形成支援
一般職員メンタルヘル
ス

一般職員メンタルヘルス研修

自主研修グループ助成
手話勉強会　講師謝礼支出
通信教育等助成

再任用職員研修 再任用職員研修
会計年度任用職員 会計年度任用職員

常～海外派遣研修関係資料
管理職のためのマネジメント
生産性の船
ダイバーシティ推進マネジメント
管理職メンタルヘルス研修
管理職マネジメント実践研修
翌年度生産性の船準備
評価者説明会
係長メンタルヘルス研修
演習型係長メンタルヘルス研修
ＯＪＴとマネジメント
課長補佐昇任者研修
人権問題（係長１年目）
審査のポイントと情報セキュリティ
常～ブラッシュアップ公務基礎
公務員倫理研修（講師養成）

目標管理 目標によるマネジメント
職場内研修 申請・決定

人材育成係庶務

規則・要綱・要領

組織活性化支援 職場研修

技能系研修

選択・一般研修

主任主事研修

通信・手話・自主研修

管理・指揮監督者
支援

管理職研修

係長研修

研修計画・人材育
成

インターンシップ

新任・経験者・転入・
現任研修

係長級昇任研修

人事課

区・自己啓発支援
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 人事課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
職場内研修 実施報告書
職場研修「倫理ミーティング」
派遣研修（自治大学校）
派遣研修（健康安全研究センター）
派遣研修　受講報告書
防火防災管理講習
派遣研修（総務省統計研修）
派遣研修（先進自治体）
派遣研修申請・決定
常～特研への派遣講師等リスト
常～特別区研修管理システム
特研への申請
特研への講師派遣
特研からの通知
特研・研修生募集通知
研修担当係長会
研修協議会
常～特別区職員の人材育成の課題等に係る調査
常～特別区職員研修規則
常～特別区職員ハンドブック
特研からの調査
研修運営検討会
現任研修
翌年度新任研修準備
新任研修テキスト
新任研修（前期）
新任研修（後期）

係長・管候補 管理職昇任前研修
課長・部長 管理職研修

児童相談所関連研修（修了証）
自治体経営研修　受入結果・実施結果通知書
専門・自治体経営研修　研修生取消・変更・追加通知書
専門研修　受入結果・実施結果通知書
サポート研修（講演会含む）
講師養成研修
連携講座（防災士セミナー）
連携講座（オープンユニバーシティほか）
連携講座（都市政策のフロンティア）
ステップアップ研修
調査研究研修
常～清掃研修 身分関係資料
常～清掃研修「現任技能（１０年目）」の講師発言に係る対
応について
常～清掃事務所 職場研修資料
常～清掃同和問題研修　協定書
清掃研修通知
常～同和問題研修（各区実施分）
特別区共同清掃研修（同和問題）
特別区共同清掃研修（必修型）
自治体向け　研修企画書
全国市町村国際文化研修所・市町村アカデミー
常～２３区研修資料（人材育成基本方針等）
自治体向け　セミナー
資格、通信講座、大学講座等
研修ビデオ・図書パンフ
民間向け　セミナー
自治体向け　セミナー

予算編成 当初予算（平成３０年度）
予算流用
執行委任
執行計画（給与係）
継～現金出納簿
補正２号
継～会計事務処理
補正１号
歳出戻入
歳入還付
支出命令
支出負担行為の決定（財務事務全般用）
清算命令

組織活性化支援 職場研修

派遣研修

特・サポート・ス
テップアップ・調
査研究等

サポート・連携講座

ステップアップ・調査
研究

清掃研修 清掃研修全般

共同清掃研修

特別区共同研修 特研庶務

特・職層研修 新任・現任・主任・技
能長

特・専門・自治体
経営研修

専門・自治体経営

研修参考資料 各種研修企画書

講座・教材案内

給与共通
予算管理

予算執行

人事課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 人事課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
歳入調定
継～契約事務取扱い
債権者登録申請書・変更届
平成３１年度・長期継続契約
平成３１年度・年間契約
契約依頼
監査資料（給与係）
決算資料（給与係）
継～文書事務の手引き（資料編）
添付文書管理票
郵便切手交付申請
臨時職員雇用
継～個人情報業務目録

給与名簿 常～自転車等通勤者へのシール交付
東京都及び他区・他団体からの通知・調査等
他の自治体からの照会
継～都環境局からの通知（清掃職員関係）
給与証明
通勤経路調査
各所属あて給与関係通知・依頼
各所属からの通知・調査・依頼
財団への通知
通勤経路の再確認調査票
継～（財）目黒区中小企業勤労者福祉サービスセンター給
与制度
常～災害派遣
継～派遣研修
継～財団法人等給与制度
継～災害派遣
継～目黒区社会福祉協議会給与制度
継～海外派遣（シニア海外ボランティア）
継～海外派遣（海外青年協力隊）
継～目黒区美術振興財団給与制度
継～目黒区都市整備公社給与制度
継～目黒区社会福祉事業団給与制度
継～リサイクル目黒推進協会給与制度
継～特別区人事委員会規則
継～地域に勤務する公務員の給与研究会報告
継～幼稚園旅費条例
継～清掃事務所条例等改正
継～在籍専従取扱い
要綱制定・改正
規則改正
規程改正（訓令）
常～特別区人事委員会規則
条例改正
継～議案作成事務手順
継～勤務時間条例改正
継～再任用制度

給与情報 継～給与情報（退職手当関係）
常～給与取扱者の指定
継～給与取扱者の指定
常～退職手当見直し
常～退職手当取扱い
常～諸手当個別対応事案
継～育児休業手当取扱い
継～寒冷地手当取扱い
継～管理職員特別勤務手当取扱い
継～期末・勤勉手当取扱い
継～災害派遣手当取扱い
継～時間外勤務手当・休日勤務手当取扱い
継～住居手当取扱い
継～宿日直手当取扱い
継～初任給調整手当取扱い
継～諸手当届添付書類取扱い
継～清掃派遣職員諸手当取扱い
継～単身赴任手当取扱い
継～通勤手当取扱い
継～扶養手当取扱い
継～給与支給一般取扱い

給与共通

予算執行

契約

決算・監査

事務管理

通知・証明

派遣職員

給与制度 条例・規則

諸手当取扱い

手当以外取扱い

人事課

給与取扱者
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 人事課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～公務災害・通勤災害取扱い
継～講師謝礼取扱い
継～臨時職員賃金取扱い
継～特殊勤務手当改正
継～特殊勤務手当規則改正経過
継～特殊勤務手当検討委員会資料
継～特殊勤務手当見直し
継～特殊勤務手当資料
継～特殊勤務手当の新設（興津健康学園）
継～清掃職員の特殊勤務手当条例化資料
継～東京都職員の特殊勤務手当に関する条例
継～特勤手当の取扱方針の一部改正
継～勤務実績の記録方法
継～特殊勤務手当取扱い
継～単価算定基礎となる特殊勤務手当
継～給与事務の手引
継～給与事務の手引（平成７年発行版）
給与事務の手引
マニュアル等印刷依頼
給与事務説明会
常～雑給支給事務説明会資料
雑給支給事務説明会（手話通訳依頼）
常～雑給支給事務研修資料
継～行（二）給料表作成要領
継～勧告（国・都・区）
扶養・住居・児童手当各種受給者要件確認調査
特別区職員給与等実態調査
単価算定基礎とする特勤の特定化
特殊勤務手当に関する報告
給与公表
常～給与係業務委託化検討
常～委託事業者資料

人件費全般 継～給与費明細書
当初
補正１号
補正２号
人件費等監査
継～給与公表資料（広報めぐろ）
給与・定員管理等の公表
継～給与公表記載方法詳細
庶務事務システム全般
庶務事務システム災害時対応
労働基準法改正に伴うシステム改修
庶務事務システム実績修正
庶務事務システム作業予定･実績報告書
庶務事務システム連絡会議
庶務事務システム年度切替
庶務事務システム大規模障害情報
庶務事務システム代表者会
庶務事務システム関連通知
庶務事務システムシステム連絡票・故障管理
庶務事務システム操作マニュアル
常～庶務事務システム入替検討資料（平成３１年度入
替）
常～庶務事務システム導入検討資料
依頼書
システム検討
常～臨時職員システム開発検討資料
庶務事務システム担当者設定
常～用務区分設定
庶務事務システム回議ルート設定
常～科目登録
庶務事務システム定期併給情報
常～　平成３１年度人給システム専用端末等リプレイス資
料
常～　人給システムサーバ等機器入替検討資料
人事給与システム定例会
人事給与システムユーザー会
常～人給システム業務方法変更資料
継～目的外利用決定書

給与制度

手当以外取扱い

特勤改正経緯

特殊勤務手当取扱い

給与支給事務マニュア
ル

給与勧告

調査・報告

人事給与システム 人給システム管理全般

人件費
人件費予算・決算

給与公表

庶務事務システム 庶務事務システム全般

庶務事務システム開発
資料

庶務事務システム設定

人事課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 人事課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～電算消耗品リサイクル
人給システム保守業者からの連絡・調査・回答等
情報資産管理簿
情報課への依頼・回答
各種日程表
システム監査
サーバ室等入退室管理
常～人事給与システム管理運用及びセキュリティ実施手順
常～　人事給与システム改修
常～　共済標準報酬制対応
常～　番号制度（マイナンバー）対応
システム保守作業報告書
継～システムデータ外部保管検討資料
継～ドライシーラーリプレイス検討資料
継～ドライシーラー取扱書
給料・口座ファイル授受日程表
東京都職員共済組合への通知・依頼
共済ファイルＭＴ処理結果リスト
継～共済給料ファイルに関する協定
継～共済給料記録原票
継～所属コード表
継～新給料ファイル・マニュアル
ＯＴＲ仕様
ＯＴＲ障害対応
ＯＴＲ増設・更新
常～OTR職員証資料
常～OTR導入資料

臨時職員採用退職
ツール

開発経緯・仕様
開発経緯

継～過払給与等返還請求
継～給与減額免除申請簿取扱い
継～給与削減取扱い
継～給料の調整額認定・解除申請書（清掃職員）
継～未払分の給与
継～教育職員の勤勉手当取扱い
未払者への給与支給
給与振込申出書不要分
住居届不要分
通勤届不要分
扶養親族届不要分
旅費等実績
給与等受領書
給与減額整理簿
給与の支給停止
給与等の追給・戻入
常～供託事務
継～差押マニュアル
債権支払請求
常～給与・報酬等返還に係る内容証明・訴訟（平成２６年
度～）
常～差押

非常勤職員全般 非常勤職員任用調書
銀行宛届出書
給与預入データ訂正依頼書
継～給与振込の拡充
継～給与振込制度
継～銀行統合処理
継～郵便局給与振込
郵政省給与預入総括表
常～インターネット伝送（ゆうちょ銀行）
常～給与振込取扱要綱
常～給与振込の組戻し
給与振込一括受託書
非常勤職員月例進行表
非常勤職員報酬等支出
非常勤職員等振込口座申出書
常～非常勤職員報酬資料
期末勤勉分領収書・納付書
月例分領収書・納付書
給与等・期末勤勉手当の支出（人員異動確認）

人事給与システム 人給システム管理全般

人給システム開発資料

システム保守

共済給料ファイル

ＯＴＲ ＯＴＲ全般

ＯＴＲ開発資料

給与支給 給与支給事務取扱

給与支給事務全般

差押・支払請求

給与振込

非常勤職員報酬

給与支出

人事課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 人事課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
平成３０年度　採用・退職・休職者等異動情報
継～児童手当取扱い
子育て世帯臨時特例給付金
継～児童手当法改正資料
継～児童手当全般
児童手当認定・額改定請求書及び通知書
児童手当受給事由消滅届及び消滅通知書
児童手当の認定事務等に関する要綱
継～児童手当の手引き
児童手当制度改正
児童手当現況届
常～児童手当支給状況報告書（都）
職員に対する児童手当で使用する様式に関する要領
常～子ども手当法改正資料
常～子ども手当取扱い
常～子ども手当支給状況報告
継～旅費条例の運用方針
継～旅費事務の手引
継～旅費改正資料（都）
継～旅費の運用に関する調査
継～平成１１年度旅費改正交渉
継～日当・日額旅費の見直し
継～都知事の旅費改正（平成９年）
継～制度の見直し
継～定期券調整等
旅費事務の手引
常～支度料の見直し
常～旅費条例の運用方針
常～運賃改定資料
常～航空賃算定資料
常～旅行経路の考え方
継～近接地内旅行先コード表
継～旅費事務説明会資料
常～各課旅行命令簿写し
継～研修旅費
継～自家用車による公務旅行取扱要綱
継～赴任旅費
常～旅費個別事例検討
継～源泉徴収税額表（平成５年４月以降）
継～延滞税取扱い
源泉徴収票交付台帳
継～所得税取扱い
常～年末調整
年末調整資料
扶養控除等是正（税務署）
再年末調整
保険料控除等申告書兼配偶者特別控除申告書
継～住宅借入金等特別控除説明書
住宅借入等特別控除等申告書
扶養控除等申告書
常～法定調書等のe-Tax・eLTaxによる提出・仕様
法定調書
法定調書合計表
常～法定調書等の光ディスク等による提出・仕様
常～法定調書取扱い
継～非常勤職員等労災保険料資料
継～幼稚園産休代替教諭の社会保険
継～非常勤職員社会保険料資料
継～雇用保険・労災保険予算
社会保険料標準報酬・保険料率
社会保険加入非常勤職員 育児休業等申出書
７０歳以上被用者該当届
労働保険料予算
労働保険料納付
常～二以上事業所勤務被保険者の保険料
常～保険料等還付請求
社会保険料賞与届
社会保険料随時改定
社会保険料定時改定
社会保険料納付

児童手当 児童手当

子ども手当

旅費 旅費制度

旅費資料

旅費特殊事例

給与支給

給与支出

控除 所得税全般

年末調整

法定調書

社会保険料

人事課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 人事課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
給与支払報告書
住民税ＭＴデータリスト
住民税支出
特別徴収税額通知書
住民税異動届出書
継～住民税一括納付システム
継～給報磁気媒体仕様書
住民税普徴から特徴への切替申請書
共済育休等終了時改定・３歳未満特例申出書
共済費支出
継～派遣法取扱い
継～派遣法共済組合報告
継～共済組合掛金・負担金取扱い
共済費通知
共済掛金免除申出書
共済費掛金還付
共済費負担金還付
常～標準報酬制移行（平成２７年１０月）
追加費用
定時決定

組合費 労金普通預金
継～控除処理進行表
無給休職者等の共済掛金等控除（通知・領収書）
各種控除データ授受日程表
その他控除通知
諸控除リスト
継～財形控除振込方法
育児休業の貸付金償還猶予申請書
共済ＭＴデータ
共済組合借受人異動連絡簿
償還金控除明細書
継～共済貸付事業改正
継～共済貸付償還表
継～控除結果ＭＴ仕様書
継～控除還付
継～労金控除ＭＴ仕様書
労金ＭＴデータ
継～労働金庫控除に関する協定書・覚書
控除依頼ファイル送付書
継～都職信控除ＦＤ仕様書
都職信控除ＦＤデータ
東京都人材支援事業団MTデータ
継～福利厚生事業団控除ＭＴ仕様書
東京都人材支援事業団
常～教育会会費控除依頼
常～目黒区立学校教職員互助会
東京都教職員互助会
公立学校共済貸付償還金内訳書
継～退職決定者未処理
継～退職手当に関する資料
継～退職手当見直し（勧奨・名誉昇給）
継～退職手当支給の処分関係様式
継～特別職の退職手当
継～特別職報酬審議会資料
継～傷病退職
継～失業者退職手当等関係様式
継～幼稚園教諭の退職手当
退職手当調査（都・特別区）
退職手当に関する証明
継～都退職手当支給事務資料
継～調整額分の退職手当（休職あり）
退職手当支給決定
条例・規則解釈運用基準
常～人事交流等に伴う「退職手当の調整額」のポイント履
歴管理
常～死亡退職者遺族への退職手当不支給案件
退職手当支給決定（年度末を除く）
継～死亡退職
継～共済未償還金による退職手当０支給ケース
退職調査票

都職信控除

東京都人材支援事業団

教職員控除

退職手当 退職手当

退職手当支給

控除

住民税

共済費

諸控除全般

共済貸付

労金控除

人事課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 人事課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
退職所得の源泉徴収票の再交付
退職者説明会
退職手当受給者あて通知
退職手当試算
特別の退職手当
退職所得申告書
退職手当不支給時の貸付未償還額の控除について
継～「退職されるみなさんへ」原稿
継～国家公務員退職手当資料
継～失業者の退職手当（平成１６年度）
継～失業者の退職手当モデルケースと具体的ケース
継～失業者の退職手当資料
継～退職手当条例・規則
継～名誉昇給・昇格基準
継～退職手当削減効果資料
継～退職手当改正資料
継～退職手当に関する照会
継～退職金試算表
継～他区退職準備パンフレット
継～退職手当手引（他団体）
退職予定者あて通知
共済組合からの通知
履歴証明
継～海外居住者の年金請求
継～年金受給者再就職届書の資料
継～個人別年金情報
継～総報酬制導入に伴う履歴書の記載変更について
継～特別職の年金請求
継～基礎年金番号資料
決定請求書（待機者分）
改定請求書
遺族年金請求書
障害年金請求書
継～特別職の年金請求書
継～転入者の履歴書
退職届出書
組合員期間等証明書
継～みなし障害年金
継～地方議会議員年金
継～退職年金一般資料
継～障害認定基準
継～厚生年金被保険者資料
継～年金法改正ポイント
個人番号関係事務
常～会計年度任用職員制度移行（システム）
常～磁気カード・鍵管理
常～福利係ホームページ
常～福利立案請求
常～臨時・非常勤職員
区民の声
財務台帳照会資料
第３ブロック厚生福利担当者連絡会
職員の福利厚生事業案内
人事給与システム定例会
人事行政の公表
東京都通知
常～会計年度任用職員制度移行
イントラネット用パソコン運用に関する協議
情報化推進委員会・個人情報保護審議会（互助会福利厚
生事業の外部委託）
継～臨時・非常勤職員
継～福利立案請求
継～職員休養室要綱
継～磁気カード・鍵保管責任者届
継～施設維持保全に係わる委託仕様
継～１８年度清掃身分切替資料
福利全般調査・回答
継～１２年度清掃事業移管資料
継～１２年度組織改正（教育委員会統合等）及び人給シス
テム変更資料

退職手当

退職手当支給

退職手当資料

退職年金 退職年金全般

退職年金届出書・請求
書

退職年金資料

福利共通 福利全般

人事課
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 令和元年度 行政情報目録 （総務部 人事課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
他課依頼通知
庁内通知
議会定例会通告書
庶務担当課長会・政策決定会議
継～企画総務委員会
継～行革推進本部からの調査・回答(１５年度）
他課調査・回答
常～庶務事務システム
継～新人事情報システム資料
互助会補助金
財務通知
継～備品総括表
備品処分処理
財産調書
契約依頼書(その他)
遠隔地健康診断委託
医薬品購入
ストレスチェック業務等委託契約
その他委託契約
健康診断委託（会社名）
契約依頼書(職員住宅)
契約依頼書(被服)
講師謝礼
健康管理システム
年間契約
物件・図書購入
補正１号
当初予算見積書
予算通知
予算調査
補正３号
執行委任申請書兼決定書
法定調書・支払調書作成台帳
流用申請書兼決定書
予算執行計画
継～監査
定期監査結果
主要な施策の結果報告書
決算
監査通知
歳入振分
財政援助団体監査
継～包括外部監査（平成１７年度）
継～非常勤被服貸与（特例）
継～被服貸与仕様書
継～被服貸与の見直し
継～組合交渉
継～清掃被服貸与規程
継～清掃移管
継～規程改正の立案請求
継～環境負荷の少ない製品に関する資料
被服貸与通知
被服貸与調査・回答
転入・転出・派遣・退職
継～要望・規程見直し
常～非常勤被服貸与（特例）
常～新規被服貸与申請
常～規程改正の立案請求
常～被服システム資料
継～被服貸与処理マニュアル原稿（予算見積・テーブル管
理）
継～被服貸与人事情報システム入力資料
継～被服貸与事務マニュアル(人事情報システム）
継～被服貸与事務マニュアル（事務の流れ）
継～被服貸与処理マニュアル原稿(貸与決定・帳票作成・
貸与完了）
継～各種用紙
継～限定貸与システム変更資料
破損等による交換貸与
当初貸与（新採）（先行）（年度途中)

財務会計 財務会計全般

契約

予算編成

予算執行

決算・監査

福利共通

庁内通知

内部情報システム

被服貸与 被服貸与全般

処理マニュアル・用紙
見本

被服貸与執行
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
当初貸与（異動）
紛失届
継～平成 ９年度分　資料
継～平成１０年度分　被服貸与当初予算
継～平成１１年度分　資料
継～平成１２年度分　資料
継～平成１３年度分　資料
継～平成１４年度分　資料
継～平成 ８年度分　資料
継～被服委員会資料
継～清掃職員の受入れ等準備部会
継～清掃移管(平成１０年度検討資料）
継～平成１５年度分　資料
継～共用被服
継～各区の被服貸与状況
常～各区の被服貸与状況
継～教育被服資料（　～１１年度）
常～確定拠出年金事業所登録
常～社会保険庁　ねんきん特別便
共済組合負担金
常～共済組合個別対応事案 
継～清掃身分切替
継～事務処理に関する通知
常～共済組合組合会互選議員選挙
組合員口座情報
共済組合通知文
共済組合調査回答　　　　　　
共済組合事務連絡
第三者行為ほか事故の取扱い
継～共済組合システムマニュアル
組合員記載事項相違リスト
退職者調査票
継～組合員原票（控）
継～組合員証の更新
共済組合被扶養者認定期限延長
被扶養者認定要件の確認
年度末退職者任意継続
組合員資格届
継～組合員証更新用交付名簿
後期高齢者医療制度に伴う諸手続き
常～iDeCo事業主証明
資格証明書
継～共済組合貸付管理事務説明会資料
医療給付金等決定支払通知書
住宅貸付金年末残高証明書
共済組合給付金
共済組合貸付金

共済組合保養・保健 継～特定検診
財形新規募集
財形通知・調査
財形転出入
常～財形休職者情報
継～財形実施状況調査
継～財形取扱要綱
継～財形制度
継～財形停止依頼書
継～財形当月申出分申請書
財形退職
常～財形取扱要綱
財形エラー修正
財形金融機関からの通知（個人）
継～データ保護に関する覚書（財形）
継～財形金融機関通知（重要事項等）
継～財形貯蓄に関する協定及び覚書の一部改正
一部払出窓口対応店舗一覧
常～財形金融機関通知（重要事項等）

財形貯蓄起案 財形貯蓄起案
財形ＭＴ資料 財形ＭＴ資料

財形解約
財形退職者所属控

被服貸与

被服貸与執行

被服貸与資料

共済組合 共済組合全般

共済組合組合員資格

共済組合給付・貸付

財産形成貯蓄 財形全般

財形契約金融機関

財形解約
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
財形異動明細表
財形金融機関別集計表
財形貯蓄台帳
財形貯蓄控除明細表
常～特別区職員互助組合　準組合員資格
ライフアップ２３
互助組合からの通知
互助組合組合員カード再交付申請書
互助組合調査・回答
福利担当者会
互助組合組合員カード返却
継～特別区職員互助組合覚書
継～特別区職員互助組合「組合５０年の歩み」
継～互助組合平成１１年度～１３年度事業実施計画
継～互助組合情報システム
指定店・割引施設通知等
継～互助組合評議員会等資料（保存版）
継～特別区職員互助組合評議員の推薦・所管責任者等の
印鑑届
継～互助組合事業見直し
互助組合評議員会等通知
互助組合評議員会等資料
常～特別区職員互助組合評議員の推薦・所管責任者等の
印鑑届
ライフプランセミナー（５０歳）
自己啓発支援事業
ライフプランセミナー（退職準備）
グループ保険・団体扱生命保険配当金
グループ保険受取人変更通知書
還付請求書
残高証明書発行依頼
積立年金保険給付金請求書
積立年金保険払込中断・再開申込書
退職予定者の団体契約保険（積立年金）
退職予定者の団体契約保険【生命保険（積年除く）・損害保
険】
団体契約保険退職後継続申込書・退職時連絡票（除 年度
末）
団体契約保険脱退届（変更届）
特別区職員互助組合　保険等関連データ
被保険者訂正（変更）通知書
保険ガイダンス・コース選択
保険請求
生命保険団体扱確認通知書
継～裁判所嘱託調査回答
保険通知・保険事務担当者会議
団体契約保険の募集等（在職者）
転入・転出
継～団体契約保険清掃移管
東京都人材支援事業団交付金
通知・調査回答

全国市長会 全国市長会共済保険
特別区文化体育会通知
継～文化体育事業参加・従事者職免取扱要領
継～大会参加者の公務災害の取扱い
継～文化体育会規約
事業参加者名簿
特別区文化体育参加者名簿
ニューライフセミナーアンケート
ニューライフセミナー支出処理
ニューライフセミナー参加者通知
継～ニューライフセミナー資料
継～入居者選考委員会運営要綱
継～職員住宅計画目標
継～職員住宅事件・事故
継～職員住宅入居のしおり
継～職員住宅立案請求
継～職務住宅
継～人事情報システム操作マニュアル（職員住宅分）
継～組合提示資料（職員住宅）

特別区職員互助組
合

互助組合全般

互助組合評議員会

ライフプラン

保険事業

東京都人材支援事
業団

財産形成貯蓄

財形台帳

特別区文化体育会

ニューライフセミ
ナー

職員住宅 職員住宅全般
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～職員住宅立案請求
常～職員住宅見直し
常～職員住宅要綱改正
常～職員住宅事件・事故
職員住宅調査・回答
継～職員住宅修繕自己負担
継～職員住宅承認申請書
継～職員住宅誓約書
継～職員住宅造作等点検確認書
常～職員住宅改造等承認申請
常～職員住宅同居親族異動届
職員住宅入居者説明会
常～職員住宅入居者懇談会
職員住宅居住証明書
職員住宅退寮確認書
職員住宅入居者あて通知文
職員住宅入居者名簿
継～緊急連絡先の報告（職員住宅入居者）
継～区有職員住宅環境整備
継～辞退届
職員住宅使用申請・入居決定（世帯用）
継～職員住宅入居者選考における判定基準
職員住宅入居者募集
職員住宅使用申請・入居決定（単身用）
職員住宅入居者選考委員会
継～職員住宅入居者選考委員名簿
職員住宅納入済通知書
職員住宅歳入調定
継～職員住宅特例扱い控除（清掃派遣者・幼稚園教諭・防
災職務の住宅）
職員住宅歳入内訳
職員住宅予算資料
共益費（中目黒）
共益費（上目黒）
電話料金明細（中目黒機械警備用）
共益費（東根）
施設保全管理資料
継～中目黒職員住宅前道路拡幅工事
施設点検（区有）
機械警備点検結果（区有）
常～消防署への報告（３年毎）
消防設備点検結果（上目黒・東根・中目黒）
工事写真
常～緊急連絡者名簿＜総合警備保障㈱＞
工事マニフェスト
駐車場使用届
常～職員住宅自転車登録
常～職員住宅消火器（居室内）
継～東根職員住宅（取扱説明書）
継～東根職員住宅（写真）
継～東根職員住宅（資料）
継～東根職員住宅（工事）
東根職員住宅（工事立替払）
継～上目黒職員住宅（取扱説明書）
継～上目黒職員住宅（写真）
継～上目黒職員住宅（資料）
継～上目黒職員住宅（工事）
継～上目黒職員住宅（世帯開設）
継～上目黒職員住宅（ケーブルテレビ）
常～中目黒職員住宅　備品管理
継～中目黒職員住宅（開設）
継～中目黒職員住宅（苦情）
継～中目黒職員住宅（工事）
継～中目黒職員住宅（資料）
継～中目黒職員住宅（写真）
継～中目黒職員住宅（取扱説明書）
継～碑文谷職員住宅
継～碑文谷職員住宅（資料）
継～碑文谷職員住宅（説明会・移転手続き）
継～碑文谷職員住宅（廃止資料）

職員住宅 職員住宅全般

入居者管理

入居者募集・選考

職員住宅財務

施設管理全般

区有住宅管理(東根）

区有住宅管理（上目
黒）

区有住宅管理（中目
黒）

区有住宅管理（碑文
谷）
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～目黒ＬＦＶ目黒寮（契約書）
継～目黒ＬＦＶ目黒寮（資料）

借上住宅管理(ラヴィー
タ）

継～ラヴィータ目黒寮

借上住宅管理（コーポ
ふじ）

継～コーポふじ目黒寮（資料）

継～南センチュリー目黒寮（契約満了）
継～南センチュリー目黒寮（資料）

借上住宅管理（等々
力）

継～等々力目黒寮（資料）

借上住宅管理(ドミシー
ルフクシマ）

継～ドミシールフクシマ目黒寮

借上住宅管理(三軒茶屋
ハウス）

継～三軒茶屋ハウス目黒寮

職員住宅契約関係 継～民間住宅契約書
常～職員住宅使用料改定
継～清掃職員職員住宅使用料資料
継～使用料算定資料
継～他区使用料状況
継～使用料改定参考文献(写)
継～職員住宅使用料資料
継～職員住宅他区の住居施策状況
継～職員住宅物件交渉資料
継～単身用職員住宅二部屋使用（碑文谷・東根）
常～　令和３年３月末職員住宅廃止
継～職員住宅　各区要綱・規則
継～使用期間の改正資料
継～区民住宅・区営住宅資料
休業者への通知
育児休業者等控除チェックリスト
一括返還連絡表
簡易保険連絡表
控除月例処理資料
控除異動者名簿
転入転出職員控除
退職者控除
職員住宅使用料調定表（控除）
互助会控除異動額表
保険料等還付請求書（休業者・復職者）
保険料送金報告書
組合員異動連絡表
控除停止等入力資料
控除通知
互助組合控除金比較対照表
控除金テープ確認リスト
業務予定表（控除処理・ＭＴ受渡し）
諸控除領収書
常～都区間人事交流者

互助組合控除予定 諸控除金予定額表・増減内訳表
互助組合控除確定 諸控除金確定額表・増減内訳表

領収書（人材支援事業団）
東京都教育公務員弘済会
公務員賠償責任保険（控除リスト等）
東京都教職員互助会
控除依頼リスト（人材支援事業団）
健康保険・厚生年金保険資格得失
後期高齢者医療制度施行に伴う諸手続
社会保険給付請求
説明会開催
社会保険検認
社会保険通知
生活習慣病予防健診
厚生年金加入証明
社会保険等調査票
育児休業取得者確認通知書
非常勤職員等任用調書（退職・年度末継続）
非常勤職員等任用調書（採用）
適用関係届書受付票・送付書
年度末退職資料

資格取得確認通知書 被保険者資格取得確認通知書

職員住宅

職員住宅使用料見直し

職員住宅見直し資料

福利諸控除 福利控除

互助組合等控除

他団体控除

借上住宅管理(LFV）

借上住宅管理（南セン
チュリー）

非常勤職員社会保
険

健康保険・厚生年金保
険

社会保険資料
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
資格喪失確認通知書 被保険者資格喪失確認通知書
被扶養者（異動）届 継～健康保険被扶養者（異動）届

承諾書現年度分（区長部局）
承諾書現年度分（臨時職員）
常～雇用保険離職証明書の離職理由の取扱い
雇用保険資格得失
常～承諾書（産育代替）
雇用保険問い合わせ
常～外国人雇用状況通知書
常～雇用保険制度改正
常～雇用保険遡及抹消
常～離職証明書照合事務省略手続き
事業所別被保険者台帳
継～雇用保険６０歳到達時手続き
継～雇用保険６０歳到達時賃金月額証明書
継～雇用保険育児休業月額証明書
継～公共職業安定所通知
継～適用事業所変更・改印手続き
継～離職証明書照合事務省略手続き
承諾書現年度分（教育委員会）
６０歳到達時賃金日額登録該当予定一覧表照会申請書
雇用保険職員通知
雇用保険適用事業所情報提供請求書

雇用保険離職証明書 雇用保険被保険者離職証明書
継～雇用保険被保険者資格喪失・氏名変更書
継～雇用保険被保険者高年齢雇用継続給付通知書
継～雇用保険被保険者育児休業給付通知書
常～雇用保険被保険者資格喪失・氏名変更書(臨時職員)
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（非常勤）
雇用保険被保険者資格取得確認通知書（臨時職員）
雇用保険被保険者資格取得確認通知書（非常勤）
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（臨時職員）
定健不在者健康診断
定期総合健康診断（支出別途処理）
継～健康診断２３区実施状況
遠隔地健康診断
常～健康診断２３区実施状況
健康診断結果報告書（写し）の発行
継～健康診断検査項目
常～定健処理記録
消化器健康診断通知（大腸がん健康診断含む）
常～消化器・婦人科処理記録
消化器健診受診者　名簿
特定保健指導　個別指導（東京都職員共済組合）
特定健診・保健指導情報
特定健診・特定保健指導 個人情報預託記録（東京都職員
共済組合）
常～特定健康診査・特定保健指導（(団体名)覚書）
特定保健指導　照会・回答
特定健診・特定保健指導 個人情報預託記録（公立学校共
済組合）
常～特定健康診査・特定保健指導（(団体名)覚書）
常～特定健康診査・特定保健指導（(団体名)協定書）
結核菌感染検査
継～特定化学物質取扱従事者健診資料
継～腰痛健診資料
継～学童擁護職員健康診断調査資料
継～エイズ抗体検査資料
継～Ｂ型肝炎抗体検査資料
前立腺健診
深夜業務従事者健康診断
継～ＶＤＴ従事者健診資料
継～ＶＤＴ小冊子
継～ＶＤＴ他の検査機関資料
継～ＶＤＴ健診見直し
ＶＤＴ従事者健康診断
目黒区の情報機器作業における労働衛生管理のためのガ
イドラインについて
継～破傷風予防接種資料
破傷風予防接種

非常勤職員社会保
険

雇用保険

雇用保険確認通知書

健康診断 定期健康診断

消化器・婦人科健診

特定保健指導

特殊健康診断

ＶＤＴ健診

予防接種

人事課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～はち抗体資料
継～骨粗鬆症資料
継～指曲がり症資料
未受診者指導
継～健康診断判断基準
保健室利用状況
病欠者統計
相談事業
過重労働
常～組合・議会からの要望への考え方
試し出勤
保健指導（退職する方へ）
メンタルヘルス資料
医薬品配布
常～健康管理用品貸出し事業
安全衛生ニュース発行
健康フォローアップセミナー
健康管理講演会
訪問健康教室
常～講演会講師
ストレスチェック管理職研修
ストレスチェック資料
よりよい職場づくりＰＴ
常～ストレスチェック２３区調査
ストレスチェック分析結果
ストレスチェック実施
常～ストレスチェック資料
よりよい職場づくりのための改善策実施
東京都職員共済組合事務局からの資料
継～健康危険度予測資料（会社名）
健康づくり資料
継～調査・研究報告書（健康管理の方策・施策）

健康診断統計 常～健康診断統計
事業概要 継～事業概要

職員健康管理システム運用管理基準・セキュリティ実施手
順
健康管理システム投入用定健対象者名簿
常～ファイル基準表（健康管理係）
常～個人情報業務登録票
継～健康管理係物品管理
照会・回答
常～新型コロナウィルス感染症
常～目黒区職員の健康情報等の取扱要綱
冊子配布
研修会・講演会の通知・回答
２３区あて調査
常～新型インフルエンザ等対策
常～国・東京都からの通知

庶務担当課長会・庁議 庶務担当課長会資料
継～第三ブロック係長会･担当者会（資料）
継～第三ブロック係長会･担当者会（通知）

システム 常～meg-net
継～職員派遣資料
常～職員派遣協定（健診・公災）
継～職員派遣協定（健診・公災）
継～結核休養・復職判定
常～献血
継～健康情報
献血
継～保健所への報告･回答
継～結核休養の手続き
継～労安法に基づく職権行使通知・様式
継～法規・通達資料（安全衛生）
継～清掃職員の身分取扱
継～清掃事業移管資料
継～区規則・規程解釈運用
継～規則・規程改正立案請求
継～各自治体の安全衛生管理体制
継～過重労働による健康障害防止対策
安全衛生に関する通知

保健指導

健康づくり事業 健康づくり事業

メンタルヘルス事業

健康づくり資料

衛生管理

健康診断

臨時健康診断

保健指導

統計

健康管理システム 健康管理システム更新

健康管理 健康管理庶務

第三ブロック係長会・
担当者会

再任用・派遣

安全衛生管理 安全衛生管理体制

人事課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
人事委員会　定期監督
継～安全衛生管理体制資料
継～印刷室作業環境測定
勤務条件等に関する調査
常～心の健康づくり計画
常～ストレスチェック制度実施要綱
常～法規・通達資料（安全衛生）
常～従業員の健康管理に関するアンケート
常～規則・規程改正立案請求
常～人事委員会への報告（衛生管理者等の選任）
常～人事委員会への報告（死傷病報告）
常～人事委員会への報告（定期健康診断結果）
常～労働基準監督署への報告（衛生管理者等）
常～災害補償の適用
常～労働基準監督署報告（定期健康診断結果）
地方公務員健康状況等調査
特定機械設置
常～労働基準監督署への報告（死傷病報告）
継～臨床心理士
継～法定資格者名簿
継～作業主任者
継～衛生管理者
総合庁舎における衛生管理者の任命
衛生推進者
安全衛生研修会
常～専任衛生管理者
衛生管理者養成
継～産業医資料
安全衛生協力員
産業医・臨床心理士
令和元年度 事務所安全衛生委員会活動報告
平成３０年度事務所安全衛生委員会活動報告（後期分）
本庁舎安全衛生委員会（運営）
本庁舎安全衛生委員会（会議録）
スローガン本庁舎
所管の安全衛生委員会への公務災害（労災）の報告
継～平成５年度ＶＤＴ専門部会調査報告書
常～２３区メンタル調査
安全衛生･労働衛生週間取組事業
区安全衛生委員会（運営）
継～平成６年度ＶＤＴ労働衛生専門部会（会議録）
区安全衛生委員会（会議録）
事務所安全衛生委員会
事務所連絡会
常～喫煙室廃止資料
特定機械設置状況に関する調査
常～受動喫煙防止に関するガイドライン等
継～有害物調査
継～目黒区における受動喫煙防止対策指針
継～分煙視察
継～喫煙に関する資料（分煙状況・２３区状況）
常～健康めぐろ２１
継～給食調理室他の災害事故
継～職場環境資料
継～庁舎の分煙取り組み
庁舎管理（環境測定）
職場環境測定
継～目黒区ＶＤＴ作業の労働衛生管理のあり方（新ガイドラ
イン）
継～目黒区ＶＤＴガイドライン
ＶＤＴガイドライン周知
常～情報機器作業における労働衛生管理のためのガイド
ライン
継～労災関係資料
東京労働局通知
常～東京労働局労働災害防止計画
継～労災適用事業場
継～労災法改正
継～労災事業主登録・変更届
継～労災給付実務

職場環境

環境測定

ＶＤＴガイドライン

安全衛生管理 安全衛生管理体制

安全衛生報告義務

安全衛生管理者

安全衛生委員会

職場環境

人事課

公務災害 労災事務
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～労災規則･立案請求
常～基金への問合せ事例
常～第三者行為災害における示談先行処理
常～地公災法改正
常～公務災害通知
継～破産者に対する債権届出（通勤災害：特定事件）
継～公務災害の手引き
公務災害　通知・照会回答

災害補償基金負担金 基金負担金
継～総務課取り扱い事例
常～特別区人事・厚生事務組合に関する条例
継～公務災害処理マニュアル（特人厚）
継～公務災害認定事例
継～公務災害･認定特殊事例
常～第三者加害事案
常～公務災害発生状況
継～付加給付記録簿
常～公務外認定事例
障害・遺族補償年金等通知
常～障害補償年金（個人名）
継～公災・通災申請中止
遺族補償年金（個人名）

申請・認定（清掃） 元年度　公務災害　（個人名）
申請・認定（区長部
局）

元年度　公務災害　（個人名）

申請・認定（教育委員
会）

元年度　公務災害　（個人名）

申請・認定（通勤災
害）

元年度　通勤災害　（個人名）

労災証明 元年度労災　個人名
面接指導実施状況
面接勧奨通知

公務災害事務

特人厚（総務係対応）

認定状況

障害・遺族年金、申請
中止

人事課

過重労働 過重労働面接勧奨通知

公務災害 労災事務
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