
 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 国保年金課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
係長会資料
生活困窮者庁内連携会議
生活福祉委員会
庁外通知等
庁内通知
総合庁舎鍵借用申請
国保年金課における改元対応
会議室等申請
常～韓国との懇談
常～公益通報者保護制度
常～債権管理の適正化について
郵便切手交付申請について
区民の声
常～徴収員証交付
不審電話受付票
区議会
区民生活部事業概要

行財政運営基本方針 政策課題調査
行政手続きに係る調査
継～「目黒区行政手続条例手引き」
継～行政手続法目黒区行政手続条例
継～行政手続法処分等の調査回答
継～行政手続法処分一覧申請に対する処分・不利益処分
継～行政手続法資料
継～行政手続法国保法審査基準及び処分基準
継～行政手続法の対象となる処分一覧
継～行政手続に関する見直し
庁内調査
都区財政調整調査
危機管理
職員普通救命講習会・防災士養成講座
非常配備態勢
防災・消防訓練
防災被服
常～公印台帳
継～公印台帳
常～引継予定表
常～特例引継簿
ファイリングシステム通知
継～特例引継簿
継～保存箱引継票

窓口サービス 窓口サービス向上運動
めぐろ区報
めぐろスポーツニュース
広報課からの通知・調査
めぐろ区報原稿・校正
区政会館だより
区勢要覧
めぐろ区報等発行計画
区政情報モニター運用
出力記録簿
常～緊急連絡網
情報資産持出・送信管理簿
継～異議申立
継～個人情報ファイル（H１７.４.１登録分）
常～個人情報目録・ファイル（平成３１年度変更分）
常～特定個人情報保護評価
常～目的外利用申請
継～個人情報ファイル記録票
継～個人情報業務登録票：目録：各種一覧表
継～個人情報審議会等資料
継～個人情報保護（報告）
継～個人情報保護条件の解釈･運用基準
継～個人情報目録
継～個人情報目録・ファイル
継～国保年金課入退室記録簿
継～情報公開事務の手引
継～目的外利用一覧表
終業時チェックリスト
基幹系システムアクセス状況
常～情報化推進委員会
常～情報セキュリティ監査
常～情報セキュリティ（管理係）
常～国保年金課入退室記録簿
継～目的外利用記録票
常～ＤＶ被害者の支援措置
常～個人情報審議会

環境マネジメントシス
テム

環境マネジメント通知

時差出勤制度申請書等
人事通知
人事配置
職員定数事務処理方針の策定及び所要人員調査
過重労働による健康障害防止対策の取り組み

国保年金課 共通 庶務

行政手続法

調査

防災

文書

ファイリング・システ
ム

広報

個人情報・セキュリ
ティ

人事･給与 人事
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 国保年金課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～任免報告書
事務引継ぎ
継～職員の旧姓使用の承認
継～職免事務取扱規程適用基準
母子保健休暇
服務通知
職免申請書（写）＋確認書類原本
出退勤時刻データ修正記録簿（３１年度）
子の看護休暇申請書
常～時間内組合活動について
給与減額免除申請簿、欠勤届（写）
休暇簿（写）＋診断書（原本）等
育児時間・部分休業
常～子の看護休暇確認票
在庁理由入力記録簿
個人番号取得事務管理簿（法定調書用）
給与通知
常～通勤手当認定簿　管理係・特定保健指導係（在課分）
科目別内訳表・雑給支給仕訳書
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）
通勤手当認定簿　管理係・特定保健指導係（異動分）
庶務事務システムにおける庶務担当者設定依頼（追加・変更・停止含む）
法定調書
非常勤職員全般通知・調査・回答
再任用職員・新再雇用非常勤職員
報酬・旅費・社会保険料支出
非常勤職員取扱要領
会計年度任用職員の任用
会計年度任用職員全般通知・調査・回答
被服貸与
職員のストレスチェック
公務災害・通勤災害・認定請求
健康診断
健康管理
安全衛生協力
よりよい職場づくりのための改善策実施
福利通知
選択研修通知
必須研修通知
研修案内、人材育成係通知
備品管理
トナー交換
財務通知
消耗品購入依頼書（各係から）
継～物品名鑑
事務事業見直し
図書購入（追録除く）
図書追録
備品総括表等
補正予算（３月補正）
復活要求
一般財源等把握調査
補正予算（９月補正）
予算要望
予算通知
予算編成（当初）
予算書（当初）・予算編成概要
財政課通知
予算配当通知
予算流用･基礎間変更
収支予定確認表
予算執行計画
予算執行委任
振替収支（会計間の繰出し・繰入れ）
歳入管理（管理係）
歳出管理（管理係）
常～監査結果
決算・監査資料
行政監査
決算・監査通知
未執行・未清算一覧
常～債権者登録
契約課通知
継～契約事務改善実施策
年間契約説明会（資料含む）
契約事務説明会（資料含む）
契約（管理係）
調交・国保実績報告書システム保守委託関係
イントラ用複合機・保守完了報告書
連続帳票用圧着機・保守報告書
常～封書作成機　次期導入機器選定検討会
常～連続帳票用圧着機　保証書等
ＦＡＸ通信管理レポート
高齢者保健事業・介護予防一体的実施検討

国保年金課

人事･給与 人事

服務

給与

非常勤職員

会計年度任用職員

福利

研修

国保共通 国保共通全般

財務 財務全般

予算編成

予算執行

決算・監査

契約 契約全般

契約・支出負担

契約関係資料
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 国保年金課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～外国人の国保適用に関する取扱要領
継～保険料（税）適正算定マニュアル
継～不服審査請求
継～事務見直し
継～事務引継書
継～資格適正化に関する資料
継～国・都の施策及び予算に関する要望事項
継～ひとり親家庭医療助成手引き
常～国保法等改正
国民健康保険事業運営方針
国保執行体制見直し
継～国保条例･規則改正
継～条例・規則の立案請求
常～国保条例・規則改正（立案請求）
常～国保条例･規則改正
継～要綱等の制定状況
継～特別区国保課長会申合わせ事項及び会則
継～特別区国民健康保険覚書解説
国保研修
常～課内研修用テキスト
（退）被用者保険等拠出対象額見込通知書
常～旧退職者医療関係業務システムＨＰ資料
常～（退）交付金交付要領
（退）医療給付費等事業実績通知書
常～（退）事務手続方法
国民健康保険のご案内（外国人版）
ホームページ申請
国保のしおり
めぐろ国保だより
ホームページ通知・調査等
都通知
東京都国民健康保険連携会議
特別区長会事務局通知
継～国保保険料（準則）
継～指導検査
常～国庫支出金等に係る実地検査
常～指導検査
常～都通知･通達・令
国保メーリングリスト
国民健康保険条例（例）
会計検査院実地調査
捜査関係事項照会書等
継～平成１８年東京都会計検査院実地調査（国保関係）
市町村職員対象セミナー（厚生労働省主催）
国保連合会への報告
継～会計検査院（手順・手引き）
特別区長会事務局への報告
都への報告
他団体からの調査
継～重要捜査関係事項照会書
他区外国人パンフレット
他区市町村等からの照会
他区国保だより
他区の事業概要
他区しおり
他区からの通知
通常・臨時総会資料
国保連合会からの通知
継～東京都国民健康保険団体連合会調査研究会設置要綱
全国市町村国保主管課長研究協議会
常～国保データベースシステム
継～連合会集計資料
国保中央会からの通知
付属機関・私的諮問機関に係る通知・調査
継～国保運協委員の解職・委嘱（Ｈ１１～Ｈ１５）
継～国保運協委員の解職・委嘱（Ｈ１６～Ｈ１９）
国保運協委員報酬の支出・戻入
常～国保運協答申（２８年度）
常～国保運協選任基準の設定（平成３０年度）
常～現金出納簿（資金前渡受者／国保運協）
常～国保運協委員の解職・委嘱（２８年度）
常～国保運協委員の解職・委嘱（２９年度）
常～国保運協委員の解職・委嘱（３０年度）
常～国保運協委員名簿（２５期～）
常～国保運協諮問・答申（３０年度）
常～国保運協諮問（２８年度）
常～国保運協委員の解職・委嘱（３１年度）
常～国保運協諮問・答申（３１年度）
継～国保運協委員の解職・委嘱（Ｈ８～Ｈ１０）
継～国保運協委員の報酬について
継～国保運協委員名簿（～２４期）
継～国保運協諮問（～１８年度）
継～国保運協選任基準の設定
常～国保運協諮問（２９年度）

国保年金課

国保共通 国保共通全般

国保条例･規則改正

特別区課長会

国保研修

退職者医療制度

趣旨普及

国保他機関 国保他機関(都）

他機関からの調査

国保他機関（他区）

国保他機関(連合会）

国保運営協議会 国保運営協議会
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 国保年金課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～国保運協答申（～１８年度）
国保運協開催通知
継～功績表彰
継～功績表彰者該当者名簿
継～連合会表彰者推薦調書
常～国保運協会議録
継～国保運協議事録
連合会温泉センター割引券
意向調査

夏期施設 日帰り海の家（三浦海岸）
指定旅館協定書
指定旅館実施

健康増進啓発 フィットネスクラブ
他会計繰入金
収入未済繰越（保険料）
収入未済繰越（第三者納付金・返納金）
社会保障・税番号制度システム整備費補助金（国庫）
高額医療費負担金
社会保険診療報酬支払基金からの通知等
常　不納欠損処理（保険料）
特別区都費補助金
災害臨時特例補助金（国庫）
常～災害臨時特例補助金・返還（平成３０年度：２９年度処理分）
国民健康保険制度関係業務事業費補助金（国庫）
常～介護保険関係業務
継～介護保険関係業務のインターネット利用
介護保険介護給付費納付金
継～介護保険関係業務
前期高齢者加入者数等報告
国保連合会会員負担金
常～国民健康保険保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業実施要綱
保険基盤安定制度負担金
常～国民健康保険保険基盤安定負担金交付要綱
国庫負担金変更申請
国庫負担金実績報告
常～療養給付費等負担金交付要綱
常～特別調整交付金・特々調分（平成２９年度）
常～国・東京都国民健康保険調整交付金条例関係通知（H２９まで）
常～国調整交付金・自主返還（平成３０年度：２９年度処理分）
常～調整交付金・自主返還（平成２９年度）
常～東京都調整交付金・自主返還（令和元年度：２９年度処理分）
常～東京都調整交付金・自主返還（平成２９年度）
常～東京都調整交付金・自主返還（平成３０年度：２９年度処理分）

国民健康保険事業費納
付金

国民健康保険事業費納付金

保険給付費等交付金　普通交付金（３０実績再確定分）
保険者努力支援制度
保険給付費等交付金・特別交付金都繰入金２号
保険給付費等交付金・特別交付金申請資料
保険給付費等交付金・特別交付金交付申請
保険給付費等交付金・特別交付金交付基準
保険給付費等交付金・特別交付金　起案
保険給付費等交付金　普通交付金
保険給付費等交付金　普通交付金執行状況報告資料
常～保険給付費等交付金特別交付金（都繰入金２号分）・自主返還（令和元年
度：３０年度処理分）

財政安定化基金 財政安定化基金
電算共通マニュアル 常～基幹系システム関連マニュアル

基幹系システム時間外設定依頼書
継～電磁的記録等総合目録
常～国保情報集約システム
常～基幹系システム運用管理票等
常～　パッケージシステム移行
常～特別徴収管理
常～情報課通知
常～マイナンバー情報連携テスト
常～マイナンバー情報連携
常～マイナンバー情報交換会
常～保険料算定資料
常～社会保障・税番号制度
常～国保保険者標準事務処理システム
常～オンライン資格確認等
常～マイナンバー関連　通知・調査等
アカウント管理
常～基幹系システムUSBメモリ運用
常～基幹系システム処理依頼書
常～基幹系システム端末管理
継～２０年度医療制度改正に伴うシステム改修資料
常～基幹系システム処理実施計画（年間計画）
常～基幹系システム維持管理
常～イントラネット運用管理
イントラネット用申請書
常～国保総合システム移行PT資料
常～国保・健診・後期ネットワーク

国保年金課

国保運営協議会 国保運営協議会

表彰推薦

国保運営協議会議事録

保険給付費等交付金

電算共通
国保電算管理

ホストシステム管理

イントラネットシステ
ム管理
個別システム管理

保健事業 保健事業全般

指定旅館

国保財務 国保財務全般

前期高齢者医療費調
整・介護納付金

共同事業

保険基盤安定

国庫負担金

調整交付金
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 国保年金課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～個別システム管理運用基準
継～国保情報データベース用PC・プリンタ資料
常～個別システム管理・運用
補正予算第１号見積資料
補正予算第２号見積資料
予算関係資料の作成（都調査）
当初予算参考資料
国民健康保険事業の概要
決算参考資料
主要な施策の成果作成資料
会計決算説明作成資料
監査資料
監査説明資料
常～月報作成に関する通知
事業月報通知類及び報告
常～月報作成用マニュアル

Ｆ表退職者医療給付状 Ｆ表（各月月報）
都単独事業 給付別表（各月月報）
Ｃ表保険給付状況 Ｃ表（各月月報）
Ｄ表老人保健法分 Ｄ表作成要領

事業年報起案
Ｇ表起案
振替整理簿・対象者リスト
継～Ｇ表・振替整理簿マニュアル
広聴等対応
常～SIB
常～情報資産洗い出し
調査・回答
ファイリングシステム通知
ファイル基準表（係用控）
財務文書
調整交付金
法定報告（前年度実績分）
当初予算(次年度）
補正１号
補正２号
交付申請
実績報告(前年度）
負担金実績集計（国保連）
負担金歳入・返還
都負担金
予算執行委任・流用
郵便
監査資料
決算資料
国保連　ＫＤＢシステム運用管理業務契約
〈企業名〉保健指導契約（継続分）
国保連　追加機器契約
国保連負担金
国保連　共同処理契約
フィットネスクラブ利用実施委託（企業名）
〈企業名〉保健指導契約（新規分）
CKD重症化予防事業契約

所管課契約 契約文書（特定保健指導係）
契約課契約
プロポーザル方式履行実績評価
常～区政情報モニター
広報計画作成のための調査
常～区報原稿
常～リビングガイド、くらしのガイド、タウンページなど
常～ホームページ
常～他区の保健事業などの取組み
国通知
調査・回答（国・東京都・他区・国保連以外）
調査・回答（国・東京都・他区）
東京都通知

国保連合会 研修資料
研修・資料 研修資料

常～KDBシステムユーザ登録
常～USBメモリ利用マニュアル
ＫＤＢに関する資料
常～システム登録
システム共通
USBメモリ運用
常～契約機関マスタ
情報課依頼書
被保険者マスタ登録結果
常～官学連携会議
常～会議録（三課連携）
常～特定健康診査・がん検診等説明会
常～基準値調査
常～医師会連絡会
常～基準値改正
常～健診委託契約＜健康推進課＞

国保年金課

電算共通

個別システム管理

財務 予算見積資料

決算・監査

月報・年報 月報作成基礎

年報・Ｇ表

契約 年間契約

契約課契約

広報 広報

国保他機関 国・東京都・他区

共通 庶務

ファイリングシステム

財務 財務全般

予算

負担金等歳入

執行委任

決算・監査

データ管理システム システム全般

マスター関連

三課連携 三課連携

医師会
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 国保年金課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
受診券番号付番
常～英語版　情報提供ちらし
常～受診券
障害福祉施設入所者リスト
特定健康診査・保健指導の除外
妊産婦リスト
要介護（支援）者突合状況（KDB)
住所地特例リスト（国保）
拘禁者
後期　除外リスト（障害認定・住特・介護）
入院リスト（国保）
常～情報提供ちらし
常～受診票見本
常～円滑な実施に向けた手引き
特定健診実施
常～標準的な健診・保健指導プログラム
常～特定健診・特定保健指導実施結果（法定報告より）第二期
常～特定健診・特定保健指導実施結果（法定報告より）第三期
常～原稿（特定健康診査等実施計画・データヘルス計画）
常～特定健康診査等実施計画・データヘルス計画
常～特定保健指導実績・効果分析など
常～他区実施計画・データヘルス計画
常～受診勧奨（医療機関）意向確認
常～受診勧奨（医療機関）通知　雛形
常～受診勧奨（医療機関）発送者名簿
事業主健診
行政委員会
健診結果登録
常～健診費用決済
常～　公衆浴場その他施設
常～　地区サービス事務所・住区センター
常～めぐろスポーツまつり
常～パネル展示
常～血管年齢測定会
常～中目黒公園まつり
常～町会ちらし
４０歳・５０歳代勧奨通知
勧奨はがき
常～啓発グッズ
常～国保のしおり・だより・おしらせ
常～啓発ツール見本
常～モニタリング
常～委託業者からの連絡・報告
常～運動教室
常～会場使用依頼
常～前年度利用者アンケート
常～特定保健指導事業評価
常～フィットネスクラブ利用要綱改正
特定保健指導実施
常～利用者アンケート結果
常～今年度利用者アンケート
前年度利用者アンケート回収用紙
フィットネスクラブ事業
取り決め事項

実施報告書 特定保健指導支援計画及び実施報告書（各月）
特定保健指導利用勧奨
途中終了（脱落・資格喪失）
区からの情報提供
データ提供管理簿
保健指導資格喪失者リスト
面談スケジュール
保健指導対象者リスト
常～国庫負担金実績報告資料
常～特定保健指導進捗管理（法定報告）
保健指導利用者リスト（TKBD００１・００２）
支出対象者名簿
常～糖尿病性腎症重症化予防プログラム
常～糖尿病重症化予防リーフレット
後援名義申請
常～医師会説明会
常～CKD対策ネットワーク
城南ＣＫＤ対策推進を考える会
糖尿病医療連携圏域別検討会
常～ＣＫＤ重症化予防保健指導の業務分析
常～委託業者からの連絡・報告
CKD保健指導　実施報告書
取り決め事項
常～委託事業者立入調査・評価
生活指導確認書作成手数料に係る請求書
ＣＫＤ重症化予防保健指導実施
常～重症化予防保健指導
常～生活指導確認書作成手数料等支給要綱
治療再開意向調査結果
常～治療再開勧奨通知

国保年金課

三課連携

受診券

除外

受診票

特定保健指導 委託業務

利用者管理

重症化予防 重症化予防事業

重症化予防保健指導

治療再開勧奨事業

特定健診 特定健診

実施計画・データヘル
ス計画

受診勧奨（医療機関）

健診結果

普及啓発 啓発活動

受診勧奨

啓発ツール

実施計画
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 国保年金課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～特別区保健師会
常～保健師関連
常～保健師学生実習マニュアル
常～目黒区保健師業務連絡会
臨時職員の雇用
常～臨時職員事務要領
通勤手当認定簿　資格賦課係（異動分）
常～通勤手当認定簿　資格賦課係（在課分）
出退勤時刻データ修正記録簿
資格事務関係調査・回答
広報等原稿
区政情報モニター運営
ホームページ原稿
しおり
常～臨時窓口
常～服務
常～ホームページ関連
雑給
常～ＩＳＯ関係通知
常～取扱い説明書
常～新任研修
常～第３ブロック国保資格賦課担当係長会
常～イントラネットシステム
DV防止関係機関連絡会議
常～戸籍・住登外者支援
常～ＤＶ被害者の臨時福祉給付金
常～ＤＶ被害者の支援措置
区民意見・要望
区民の声 連絡票
メール質問・回答
常～国保検討事例（区民意見・問題案件）
区民への手紙

生活福祉委員会 常～陳情案件
常～運営協議会（現年分）
常～運営協議会（過去３年分）
常～会計検査院検査（平成１８～２７年度分）
常～会計検査院検査（平成２８年度～）
常～平成３０年度東京都指導検査用提出書類
常～平成２９年度東京都指導検査
常～平成２８年度東京都指導検査
常～平成２７年度東京都指導検査
常～平成２６年度東京都指導検査
常～東京都指導検査結果概要
常～国庫支出金等実地検査（平成２２年度）
公印承認申請
常～公印印影印刷
常～国民健康保険に関する様式一覧（資格賦課係）
常～ファイル基準表
常～ファイリングシステム
常～行政手続法に関わる審査基準
常～行政不服審査法の改正
常～審査請求（１７.１.１８保険料通知）
常～審査請求（２９年度　滞納対策課案件）
常～審査請求（介護２号保険料）
料金後納郵便物差出票（１月～３月）
料金後納郵便物差出票（１０月～１２月）
常～保険証郵送簿
常～特定記録
書留受領証（控）
常～簡易書留取扱要領
料金後納郵便物差出票（４月～６月）
料金受取人払承認申請・承認書
郵便切手の交付申請
料金後納郵便物差出票（高証一斉更新）
料金後納郵便物差出票（控）
料金後納郵便物差出票（７月～９月）
常～防災マニュアル
常～障害者差別解消法
契約依頼
収納金
常～特別調整交付金実績報告
退職者医療共同事業拠出金
予算流用・基礎間変更・執行委任（資格賦課係）
常～備品管理
監査
予算編成
支出命令書
常～予算見積資料
常～医療制度改正
常～平成１９年度税制改正
常～平成２０年度国民健康保険制度改正
常～マイナンバー通知関連
常～マイナンバー制度
情報提供等記録の追記作業依頼書

国保年金課

郵便

通知

財務

制度改革

マイナンバー制度

保健師業務 保健師業務

資格賦課係庶務 庶務全般

ＤＶ・無籍者

区民意見

運営協議会

指導・検査

文書管理

行政不服審査
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 国保年金課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
本人確認情報照会
常～マイナンバー業務マニュアル
常～マイナンバーシステム関連
常～マイナポータル
個人番号照会
情報連携関連
常～引継物件
常～国保年金課個人情報データパスワード
常～セキュリティ対策
常～個人情報保護審議会諮問・答申
常～個人情報目的外利用
国民健康保険端末閲覧簿
常～被害届・告発状・事件案件
常～情報セキュリティインシデント対応マニュアル
常～情報公開請求（平成２６年度）
常～情報公開照会・回答（平成２４・２５年度）
常～自己情報開示請求及び異議申し立てについて（法定代理人から）
常～情報公開請求（平成２８年度）
常～情報公開請求処理要領

広域化 調査
資格異動届出書
異動確認リスト
月別資格異動集計表（月報）
資格証明書
常～資格証明事務要領
資格証明歳入調定
常～一般被保険者資格
常～擬制世帯主変更届
擬制世帯主変更届（後期該当等で解除時に添付すべき届出書無し分）
常～特例届出・不受理届出
常～退職被保険者資格
常～擬制世帯主の取りあつかい
常～外国人資格
外国人職権消除（住基有）
常～外国籍適用除外証明
常～外国人制度改正
常～外国人住民の被保険者証の氏名記載変更取扱
常～外国語翻訳依頼
常～外国人留学生受け入れ
常～外国人公用の在留資格
常～住所地特例・住所登録外台帳
常～住所地特例資料
住特被保険者の照会について
常～障害者自立支援法施行に伴う取扱いについて
住所地特例異動情報
住所地特例後期高齢者異動
住所地特例喪失者届書
常～住所地主義の特例取扱
常～遠該当者リスト
遠隔地用交付申請書喪失分
常～マル遠被保険者資格
常～遠申請書
常～資格喪失事務処理
常～国保非該当施設
６５歳年齢到達によるマル退非該当者への保険証の送付について
６５歳年齢到達によるマル退非該当者リスト
マル退該当者勧奨リスト
資格職権喪失処理
資格適正（生活保護）（１２月～３月）
資格適正（生活保護）（４月～７月）
資格適正（生活保護）（８月～１１月）
障害認定による後期高齢者医療制度該当者リスト
退該当者への保険証の送付について
マル学・マル遠更新処理
健康保険資格喪失者に対する加入勧奨
資格適正調査
常～資格適正リスト
常～資格適正に関する通達
国保実態調査（起案）
常～実態調査実態調査対象者カード
常～不現住による資格喪失事務処理要領
国保実態調査（転出等）
国保実態調査（住記送付分）
常～転送依頼書
常～転送申請取扱基準
目黒区国民健康保険被保険者証及び保険料納入通知書の転送受付実施要
領
転送申請書送付
常～性別表記の変更
常～本人確認
常～地区被保険者証交付台帳
常～保険証郵送簿
紛失不能被保険者証の無効の告知（４月～９月）
紛失不能被保険者証の無効の告知（１０月～３月）

国保年金課

マイナンバー制度

個人情報

資格賦課係庶務

情報公開

資格 資格異動

資格証明

被保険者資格

外国籍資格

住所地特例・住登外

マル遠

資格適正

実態調査

転送

保険証 共通

回収不能・紛失不能
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 国保年金課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
回収不能被保険者証の無効の告知(１月～３月)
回収不能被保険者証の無効の告知（４月～６月）
回収不能被保険者証の無効の告知（７月～９月）
回収不能被保険者証の無効の告知(１０月～１２月）
更新証交付
常～平成２７年度更新証
常～平成２５年度更新証
常～被保険者証更新保険証刷色
更新証業務支出
常～平成３１年度更新証
常～平成２９年度更新証
常～事務処理マニュアル
常～短期証の更新
常～短期証（データ）
常～短期証の電算処理
常～短期証参考資料
常～短期証仕様書見積り
常～保険証の作成・封入封緘業務委託について
常～短期証の配達記録郵便
常～公費負担事業一覧
常～保険証の作成・封入封緘業務委託について（令和２年３月）
常～資格証関係法令
常～画像レセプトにおける資格証明者の履歴について
常～資格証（参考資料）
常～関係機関あて通知
被保険者証返還請求の告知及び弁明書の送付
資格証明書の交付
資格証明書の交付に伴う被保険者証の返還
資格証明書交付にかかる判定基準
常～滞納問題に関するＱ＆Ａ
常～マル学事務処理要領
常～マル学被保険者の賦課について
マル学該当者リスト
学申請書（４月～９月）
学申請書（１０月～３月）
常～マル学被保険者資格の喪失処理について
常～マル学更新証について
常～学期限延長
期限証資格喪失済申請書
常～支援措置に係る情報提供制限
期限証の資格喪失
常～期限証申請書
常～旧ただし書きによる保険料計算方法変更
常～税務課との連携
不能欠損後の賦課変更（４月～９月）
不能欠損後の賦課変更（１０月～３月）
常～不能欠損後の賦課変更（処理要領）
常～保険料の均等割軽減判定所得算定誤り関連通知
常～封入封緘委託（国民健康保険料通知業務ほか４種）
常～封入封緘業務委託に係る債務負担行為による契約
常～平成２７年度封入封緘委託
常～高齢受給者証封入封緘業務委託
常～簡易申告書封入封緘業務委託
常～平成３１年度国民健康保険料通知書及び納付書発送関連業務委託
常～平成３０年度国民健康保険料通知書及び納付書発送関連業務委託
常～平成２９年度封入封緘準備作業等委託
常～平成２９年度国民健康保険料通知書及び納付書発送関連業務委託
常～平成２８年度封入封緘準備作業等委託
国民健康保険料納入通知等同封書類
納入通知書等発送件数（普通徴収）
特別徴収変更決定通知書等発送件数（特別徴収）
公示送達（４月～６月分）
公示送達（７月～９月分）
公示送達（１０月～１２月分）
公示送達（１月～３月分）
公示送達（納通）起案
公示処理対象者一覧
随時調定（退職）
随時調定（一般）
調整交付金
国民健康保険税に関する調査
その他の賦課調査
国民健康保険実態調査
常～事業年報
市町村税課税状況等の調査
本算定時に置ける国民健康保険料に係る調査
常～個人情報資料（統計）
常～予算・統計リスト

封入封緘契約改善 調査
常～減免結果集計（平成２７年度～　）
常～減免結果集計（　～平成２６年度　）
常～減免の手引
常～減免資料
常～減免要領

国保年金課

保険証

回収不能・紛失不能

更新証

短期証

資格証

マル学

期限証

減免 共通

保険料 賦課

封入封緘

通知書

公示送達

調定

賦課調査

統計資料
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 国保年金課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
５９条減免起案
在所証明書公用請求起案
５９条長期拘留者未処理分
５９条拘留期間終了申請未処理分
常～減免基準額
常～水害減免
一般減免起案
常～東日本大震災減免の取扱い
東日本大震災減免起案
簡易申告書送付（起案）
簡易申告書
常～政策減税事務処理マニュアル
簡易申告書送付リスト
常～前住照会なし分簡申発送リスト
常～政策減税リスト
非自発的失業者の国民健康保険料軽減申請書
常～非自発的失業者の軽減
常～非自発的失業者軽減資料
常～非自発的失業者異動一覧
常～非自発的失業届出者一覧表
非自発的失業者に係る保険料軽減該当について
緩和措置対象確認一覧
常～旧被扶養者に係る条例減免要領
常～旧被扶養者異動連絡票の交付
常～減免申請
「旧被扶養者」条例減免該当者
「旧被扶養者」条例減免非該当
特同・旧被扶養・高額特例対象者リスト
国民健康保険料減額・免除申請書

特定同一世帯 常～特定同一世帯所属者証明書の交付
常～新システム帳票準備
常～基幹系システム再構築
常～現行システム障害表（賦課）
常～現行システム設計変更管理表（賦課）
定数ファイル・バッチ変数
直接保守データ修正ファイル（賦課）
常～現行システム資料
常～ホストシステム処理依頼書（過年度分）
常～コンビニ収納関連資料
直接保守データ修正ファイル（資格）
基幹系システム時間外設定依頼書
常～電子計算処理依頼書
常～調査・回答
常～処理スケジュール月次報告
電算関連帳票
ＵＳＢメモリ利用申請書
イントラネット運用協議書
常～その他情報課あて依頼等
常～イントラＰＣ運用
常～住記国保アンマッチリスト該当者あて通知
常～各区における住民税申告の取扱い調査の結果報告について
住民税照会（回答）
住民税照会リスト
住民税照会（起案）
常～介護保険共通
常～介護保険資料
常～介護保険２号サブシステム詳細設計書
常～介護保険２号適用除外
介護保険適用除外該当・非該当届書
常～東京都（厚生省）からの送付資料
常～介護保険２号保険者数調査
常～高齢受給者証通知
常～高齢受給者証　封入封緘委託関連
調整控除関係（高証回答分）
調整控除関係（高齢受給者証（照会））
高齢受給者証負担割合変更
高齢受給者証基準収入額適用申請書（却下通知）
高齢受給者証基準収入額適用申請書（勧奨）
高齢受給者証基準収入額適用申請書（３割又は２割）
高齢受給者証の交付について
特別徴収通知リスト（月次）
特別徴収中止依頼書
特別徴収対象者への通知について
常～特別徴収要領
常～特別徴収
常～地区マニュアル
常～地区への通知文
常～地区新任研修
再交付申請書（１２月分）
再交付申請書（１月分）
再交付申請書（２月分）
再交付申請書（３月分）
再交付申請書（４月分）
再交付申請書（１１月分）

国保年金課

減免

５９条減免

一般減免

震災減免

政策減税

非自発的失業者軽減

旧被扶養者

高齢受給者証

特別徴収

地区サービス事務所

基幹系システム構築

保険料電算入力 電算入力処理

住民税照会

介護保険 介護保険全般

介護保険２号

再交付申請書

10／31



 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 国保年金課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
再交付申請書（６月分）
再交付申請書（７月分）
再交付申請書（８月分）
再交付申請書（９月分）
再交付申請書（１０月分）
再交付申請書（５月分）
係内回覧通知（１０～３月分）
区民の声処理票
係内回覧通知（４～９月分）
講習会・説明会通知
庶務
終業時チェックリスト
継～給付係備品等説明書
ホームページ
常～個人情報目録に関する資料
国保のしおり等校正資料
雑給関係資料
旅行命令簿
通勤手当認定簿　給付係（異動分）
出退勤時刻データ修正記録簿
給与減額免除申請簿
非常勤職員関係資料
育児休業承認請求書・部分休業承認申請書
常～通勤手当認定簿　給付係（在課分）
在庁理由入力記録簿
非常勤職員出勤簿等
常～休暇簿
常～子の看護休暇確認票
子の看護休暇申請書
常～情報公開請求
契約文書
常～規則改正
常～指定金融機関に関する書類
常～郵便切手
常～債権管理マニュアル
常～　東北地方太平洋沖地震の関係通知
常～全国建設工事業国民健康保険組合の無資格加入者の資格適正化に係る
通知
常～天災による診療報酬等の請求の取扱いについて
公印印刷
厚生労働省通知文書（１～３月分）
厚生労働省通知文書（１０～１２月分）
厚生労働省通知文書（４～６月分）
厚生労働省通知文書（７～９月分）
国保情報
書留・配達記録郵便物受領証（１０月～３月）
書留・配達記録郵便物受領証（４月～９月）
調査回答
東京都国民健康保険団体連合会からの通知
東京都福祉保健局からの通知
料金受取人払承認請求書
継～特例引継（平成２７年度）

財務文書 財務文書
常～氏名・性別表記
常～個人番号資料
継～東京都２３区特別区国民健康保険覚書解説
継～ブロック給付係長業務連絡会（保険給付全般）
保険給付に関する証明について
前住地所得照会調査依頼書（依頼前）
常～　キャッシュカード取扱基準
ジェネリック医薬品
常～個人情報保護審議会（保険給付全般）
常～発送注意
前住地所得照会調査依頼書（依頼後）
常～東京都指導検査
継～会計検査院実地検査
継～行政手続法（申請に対する処分）
継～行政手続法（不利益処分）

高額医療費算定事務 高額医療費算定事務に係る納付金調整データ及び根拠資料
医療費通知引き抜き分
医療費通知の郵送経費支出起案
医療費のお知らせの追加交付
医療機関調査回答
常～医療費通知実施要領
医療費通知起案
継～医療費通知発送除外対象者
継～医療費通知点検手引き
継～医療費通知マニュアル
継～医療費通知に関する福祉局通知
保険医療機関等名簿データについて
常～医療費通知発送誤りについて
照会記録票
減額レセプト
継～減額レセプト医療費通知資料

国保年金課

再交付申請書

給付庶務 庶務

人事・給与

文書

保険給付全般

国・都監査

行政手続法

医療費通知

減額レセプト医療費通
知

保険給付
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 国保年金課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
減額レセプト医療費通知起案
継～検診と診療の重複調査
診療報酬等、国保連からの通知文書
診療報酬振替収支（一般⇔退職）
診療報酬審査支払い委託支出
診療報酬支出
診療報酬（高額療養費）支出
診療報酬審査支払手数料の振替収支
柔道整復支払代行委託分の振替収支
常～医療給付に関する通知
結核・精神医療給付金支出
継～レセプトの保険者間の取り扱い
常～調査依頼　（個人名）
目的内提供
常～レセプトの開示取り扱い要綱
常～開示処理簿
医療費のお知らせ（個別申請）
レセプトの開示（医療機関等照会）
レセプトの開示（可否決定通知）
国保療養給付状況の調査回答（障害福祉課照会）
給付係予算見積もり
継～都監査資料
継～区監査結果および質疑応答
予算資料
定期監査資料
決算資料
議会資料
常～在留資格聞き取り票
継～給付全般（覚書等）
常～転送申請書
診療報酬審査支払業務関係資料について
継～外国人医療の取り扱いについて
継～給付一時差止め

給付通達 継～エイズ関係通知
継～国保による立替希望者（労災分）
継～給付承認リスト
常～業務災害に対する保険給付取扱
常～給付制限
データ持出＆送信管理簿
アカウント管理
情報課関係書類

マイナンバー関係 常～機関間テスト資料
常～基幹系システム変更点説明資料
常～情報連携に関する資料
進捗会議
基幹系システムバッチ実行状況確認表
システム保守データ（当月分）
オンライン使用延長申請
USBメモリ利用申請書
同定ログ一覧表
常～改元対応
常～運用管理相談票
常～業者打ち合わせ資料
金融機関登録異動一覧表
システム保守データ（７月～９月）
常～基幹系システム運用管理票
システム保守データ（１０月～１２月）
システム保守データ（１月～３月）
システム保守データ（４月～６月）
共同電算処理委託申出書の提出
常～共同電算処理委託
常～共同電算処理委託個人情報保護
常～レセプト電算処理システム
常～レセプト受領処理手順
常～国保総合システム端末バージョンアップ作業
東京都国民健康保険団体連合会通知（システム関連）
常～国保総合システム端末更改に関する資料
常～次期国保・国保情報集約システムに関する調査回答
常～世帯継続に関する資料
継続世帯未確定リスト

市町村事務処理標準シ
ステム

常～市町村事務処理標準システムに関する説明資料

常～出産育児一時金の分割納付
口座振替不能通知(出産育児一時金)
出産育児一時金　口座振込明細票
出産育児一時金（口座振替）起案
出産育児一時金（資金前渡）起案
出産育児一時金の歳出戻入
出産育児一時金現金支給起案（窓口払い）
出産育児一時金支給申請書（１～３月）
出産育児一時金支給申請書（１０～１２月）
出産育児一時金支給申請書（４～６月）
出産育児一時金支給申請書（７～９月）
出産育児一時金返還金の歳入調定

国保年金課

出産・葬祭 出産育児一時金

レセプト開示

予算決算監査

減額レセプト医療費通
知

保険給付委託

給付全般資料

給付承認制限

電算共通 電算全般

基幹系システム

国保総合システム（平
成３０年３月稼働）

国保情報集約システム

保険給付
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 国保年金課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
出産育児一時金預金利子収入
常～出産育児一時金に関する資料
常～出産育児一時金要綱
常～出産育児一時金簿記
常～出産育児一時金の見直し　産科医療制度
継～出産育児一時金マニュアル
出産育児一時金直接支払制度支出（４～７月処理分）
出産育児一時金直接支払制度支出（１２～３月処理分）
出産育児一時金直接払制度　電子媒体
常～出産育児一時金直接支払制度契約関係書類
常～出産育児一時金直接払制度関係通知
出産育児一時金直接支払制度支出（８～１１月処理分）
常～出産育児一時金直接支払制度マニュアル
出産育児一時金受取代理支出起案
受取代理申請取下書の受理及び受取代理申請書の返戻について
継～出産育児一時金受取代理マニュアル
常～出産育児一時金等の受取代理制度に関する通知
受取代理申請書の受付・受付通知書の送付
継～出産費資金貸付条例・規則
出産費資金貸付制度調査・回答
継～出産費資金貸付他区条例等
継～出産費資金貸付マニュアル
出産費貸付決定起案
出産費資金一時償還
継～出産費資金貸付申込書（未清算）
出産費資金貸付処理簿
出産費資金貸付申込書（処理済）
出産費資金精算差額支給起案
出産費貸付精算調定振替収支
葬祭費口座振替不能通知
葬祭費申請書（１月～３月）
葬祭費申請書（４月～６月）
葬祭費申請書（７月～９月）
葬祭費内訳書
葬祭費起案
葬祭費チェックリスト
常～葬祭費マニュアル
葬祭費申請書（１０月～１２月）
結核・精神医療給付金支給申請書（支給済分）
結核医療費公費負担のレセプト(写)送付起案
国保受給者証（精神通院）記載事項変更届（住所）
結核・精神医療給付金支給起案
常～結核・精神医療給付金
継～精神医療給付金立案請求
継～自立支援医療制度
認定結果報告書（目黒）
認定結果報告書（碑文谷）
常～結核精神連合会通知
国保受給者証（精神通院）返還
国保受給者証（精神通院）交付申請書（７～９月分）
国保受給者証（精神通院）交付申請書（４～６月分）
国保受給者証（精神通院）交付申請書（１０～１２月分）
国保受給者証（精神通院）交付申請書（１～３月分）
結核精神医療給付金受給者証交付起案（不交付含む）
結核・精神医療給付金支給申請書
療養費不支給決定通知起案
常～療養費支出起案（移送費）
常～診療報酬明細書（写し）
療養費支出起案
療養費支給申請書
療養費口座振替不能通知
療養費の振替収支
常～療養費支給基準（要綱等）
常～特別療養費（明細一覧・届出書）
常～特別療養費（一時差止・充当）
常～特別療養費
常～厚生労働省通知（療養費支給判断基準等）
常～海外療養費支給基準について
海外療養費（国保連審査結果、情報提供）
療養費歳出戻入・取り消し起案
常～療養費に関する審査請求
診療報酬明細書（写し）の請求について（依頼）
常～療養費支給に関する相談（海外含む事例）
療養費等の頻度調査について
常～療養費マニュアル
口座MT作成表および執行保留リスト
指定公費負担医療に関する取り扱い
指定公費請求起案
指定公費療養費の歳入調定
常～指定公費アニュアル
食事療養費減額差額支給起案
継～食事療養費減額マニュアル
東京都柔道接骨師会資料
治療状況調査

国保年金課

出産・葬祭 出産育児一時金

出産育児一時金直接支
払制度

出産育児一時金受取代
理

出産費資金貸付

出産費資金貸付処理

出産費資金貸付清算

葬祭費

結核・精神 結核・精神医療給付金

療養費 療養費一般

指定公費

食事料減額差額

柔道整復調査
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 国保年金課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～柔道整復師監査結果
常～柔道整復関係通知・調査様式
柔道整復療養費調査
治療状況調査回答分
鍼灸・マッサージ・接骨師に対する調査記録
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱について
常～柔道整復調査マニュアル
東京都および東京都国民健康保険団体連合会からの通知（柔整関係・調査回
答を含む）
施術師・債権者からの各種照会
柔道整復師表（協定分）
柔道整復師表（契約分）
常～柔道整復の国保連合会委託資料
柔道整復支払代行委託
柔整審査結果連絡票・通知書
常～福祉局通知
常～頻度調査
常～東京都福祉保健局通知
常～他区柔整審査会要綱
常～柔道整復鍼灸マニュアル
常～はり・きゅう・あんまマッサージ受領委任関係資料
他自治体への資格照会・回答
継～柔道整復療養費審査委員会
療養費（柔整）給付に係る調査
常～柔道整復施術療養費の歳出戻入について（施術所）
療養費個別支出
療養費（柔道整復等）不当利得起案
療養費（柔道整復等）歳出戻入起案（返戻依頼分）
ＭＴ・ＦＤ受領書／振込明細一覧表
柔道整復療養費不正利得
振込先等変更届等
納入通知書（柔整）
療養費（柔整等）にかかる振替収支
療養費（柔整等）口座振替不能通知
療養費（柔道整復等）起案
療養費（柔道整復等）歳出戻入・歳入調定起案
審査結果確認リスト
過誤申出分柔道整復・はりきゅうあんまマッサージ申請書写
療養費（柔道整復等）支給申請書
療養費申請書受取予定表
継～公害求償マニュアル
公害求償起案
常～一部負担金減免起案（東日本大震災特例）
継～減免基準表
継～他区減免要綱
継～未収一部負担金処分請求
減免明細書
一部負担金減免起案
継～減免（相談中）
常～高額療養費運用（高額療養費全般）
常～非自発的失業者の軽減関係
口座振替不能通知
高額該当未納者リスト
継～高額療養費通知
常～第三ブロック会議資料
高額療養費　住民票交付申請書
継～高額貸付簿記
継～高額貸付基金金額改定資料
常～高額療養費・出産費資金貸付基金運用状況
常～高額貸付不能欠損
高額貸付決定通知資金前渡起案
高額貸付預金利子収入起案
常～高額貸付精算未済分資料
高額貸付決定起案（口座振替支出分）
高額貸付決定起案
常～高額療養費貸付の特例について
高額療養費支給申請書（高額療養費資金貸付申込書含む）４～６月支出分
高額療養費支給申請書（高額療養費資金貸付申込書含む）１０～１２月支出分
高額療養費支給申請書（高額療養費資金貸付申込書含む）１～３月支出分
高額療養費支給申請書（高額療養費資金貸付申込書含む）７～９月支出分
常～貸付処理中
貸付精算差額支給起案
貸付精算調定振替収支
常～高額療養費支出に係る成年後見人登記事項証明書
高額療養費歳出戻入
高額療養費歳入起案
高額療養費支給申請書
高額療養費支出起案
高額療養費支出命令取り消し
高額療養費充当起案
高額療養費振込一括受託書（１０月～３月）
高額療養費振込一括受託書（４月～９月）
高額療養費振替収支
高額療養費支給申請書送付起案

国保年金課

療養費

柔道整復調査

療養費（柔整・はり
等）全般

療養費（柔整・はり
等）支出

療養費（柔整・はり
等）申請書

公害求償 公害求償

減免 一部負担減免

高額療養費 高額療養費全般

高額貸付処理

貸付精算

高額療養費支出
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 国保年金課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
高額療養費通知書もどり分
高額療養費（外来年間合算）口座振替不能通知
高額療養費（外来年間合算）支出起案
高額療養費（外来年間合算）申請書送付起案
東京都単独公費負担医療に係る年間高額療養費の調整
高額療養費（外来年間合算）自己負担額証明書交付起案
ＭＴ・ＦＤ受領書／振込明細一覧表
東京都医療費助成対象者に係る高額療養費調査・回答(１月～３月)
東京都医療費助成対象者に係る高額療養費調査・回答(４月～６月)
東京都医療費助成対象者に係る高額療養費調査・回答(７月～９月)
東京都医療費助成対象者に係る高額療養費調査・回答起案
高額療養費　東京都福祉保健局立替分支出起案
高額療養費各種照会
東京都医療費助成制度対象者に係る医療費支払のお知らせ
東京都医療費助成対象者に係る高額療養費調査・回答(１０月～１２月)
高額療養費　東京都福祉保健局立替分支出取消
東京都福祉保健局返送分
高額療養費　東京都福祉保健局返還請求
限度額適用認定証交付申請書
限度額適用認定証交付申請の勧奨通知
限度額適用等認定証（一斉更新）未納者
一斉更新限度証申請書戻り分
「国民健康保険限度額適用認定証」｢国民健康保険限度額適用・標準負担額
減額認定証」の交付起案（４月～７月）
「国民健康保険限度額適用認定証」「同限度額適用・標準負担額減額認定証」
の交付起案（８月～３月）
「国民健康保険限度額適用認定証」「国民健康保険限度額適用・標準負担額
減額認定証」の交付起案（一斉更新）
「国民健康保険限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の
交付起案（職権区分変更）
常～限度額適用認定証交付の取扱いについて
常～限度額区分変更
限度額適用認定不交付決定通知
限度額適用認定証等配達もどり分
限度額適用認定証年齢到達リスト
常～限度額認定証交付簿
限度額適用認定証一斉更新出力帳票（認定証交付）
限度額適用認定証一斉更新出力帳票（勧奨）
常～特定疾病に関する資料
常～医師の証明書等（新規申請時添付資料）
継～特定疾病受療証交付申請書（血友病）
特定疾病療養受領証返還分
特定疾病起案
長期特定疾病療養受療証一斉更新
医療資格確認表
ＭＴ・ＦＤ受領書／振込明細一覧表
常～高額介護合算療養費通知
都単独公費に係る高額介護合算療養費の調整
高額介護合算療養費支出起案
高額介護合算療養費国保連作成帳票
高額介護合算仮算定結果還元帳票
高額介護合算療養費起案
常～高額介護合算療養費支給実績
高額介護合算療養費申請書（処理中）
高額介護合算療養費口座振替不能通知
補正済自己負担額情報ファイル情報提供依頼
高額介護合算療養費処理結果
損害賠償求償事務委託契約
第三者行為求償事務講習会
常～第三者行為通知
常～第三者行為督促起案
常～第三者行為催告起案
常～交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書
継～第三者行為調定一覧
常～第三者行為不納欠損
第三者納付金納入済通知書
常～第三者行為求償事務調査
継～第三者行為特殊ケース参考事例
常～第三者行為求償事務の取組に係る数値目標の設定状況等の調査
継～受付分　加害者不明　（ハ～ラ行）
継～第三者行為レセプト発見簿
継～第三者行為受付簿
継～第三者行為担当連絡受付総合簿
継～問合せ後保険使用一時保留者
第三者行為求償不可ファイル
継～受付分　加害者不明　（サ、タ、ナ行）
継～受付分　加害者不明　（ア、カ行）
常～受付分（労災）
常～受付分　ラ、ワ行
常～受付分　ヤ行
常～受付分　マ行
常～受付分　ハ行
常～受付分　ナ行
常～受付分　タ行

国保年金課

都委託分

限度額適用等認定証

長期特定疾病 長期特定疾病

高額医療・介護合算療
養費

高額医療・介護合算療
養費

高額療養費

高額療養費支出

高額療養費（外来年間
合算）

第三者行為 第三者行為

第三者納付金収納

第三者行為等調査

第三者行為受付
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 国保年金課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～受付分　サ行
常～受付分　カ行
常～受付分　ア行　（ア、イ）
常～受付分　ア行　（ウ、エ、オ）
継～通知発送分　　ア行（ア）
継～通知発送分　　ア行（イ）
継～通知発送分　　ナ行（ナ）
継～通知発送分　　ナ行（ニ、ヌ、ネ、ノ）
継～通知発送分　　ハ行
継～通知発送分　　マ行
継～通知発送分　　ア行（ウ、エ、オ）
継～通知発送分　　カ行（カ）
継～通知発送分　　カ行（キ、ク）
継～通知発送分　　カ行（ケ、コ）
継～通知発送分　　サ行（サ）
継～通知発送分　　サ行（シ）
継～通知発送分　　サ行（ス、セ、ソ）
継～通知発送分　　タ行（タ、チ）
継～通知発送分　　タ行（ツ、テ、ト）
継～通知発送分　　ヤ行（ヤ、ユ）
継～通知発送分　　ヤ行（ヨ）
継～通知発送分　　ワ行
継～第三者行為請求中　ナ行
継～第三者行為請求中　タ行
継～第三者行為請求中　マ行
継～第三者行為請求中　ヤ行
継～第三者行為請求中　ラ行、ワ行
継～第三者行為請求中　ハ行
継～第三者行為請求中　サ行（シ、ス、セ、ソ）
継～第三者行為請求中　サ行（サ）
継～第三者行為請求中　カ行
継～第三者行為請求中　ア行
常～分割納付中
第三者行為処理済起案　ア行
第三者行為処理済起案　　ナ行
第三者行為処理済起案　サ行
第三者行為処理済起案　タ行
第三者行為処理済起案　カ行
第三者行為処理済起案　　ハ行
第三者行為処理済起案　　マ行
第三者行為処理済起案　　ヤ行
第三者行為処理済起案　　ラ行
第三者行為処理済起案　　ワ行
継～連合会委託　各種様式
連合会求償委託分歳入調定
常～委託処理継続中
連合会求償委託完了

第三者行為時効分 継～国保連合会委託分、時効事例参考
医療機関からのレセプト返戻依頼（電話連絡分）
レセプト送付依頼（連合会より）
常～マルイ分マニュアル
継～保険決定外レセプト
継～過誤調整覚書
継～過誤調整マニュアル
常～医療保険と介護保険の給付調整
差し戻しレセプト一覧
過誤調整通知(子育て支援課依頼分）
過誤調整通知(連合会による調整分）

過誤　資格照会 他保険者からの資格照会
レセプト点検調査実施計画書の提出
常～レセプト点検関係通知(国保連合会）
レセプト再審査請求（連合会より）
常～再審査結果・申出ＣＳＶ取込
継～再審査資料（支給不能レセプト）
常～再審査資料
再審査統計処理
再審査結果一覧表
再審査結果調査・分析
常～不能欠損処理の流れ
不当利得　資格照会（回答）
常～出納閉鎖後　債権管理簿
常～出納閉鎖後　収納状況
常～不正利得の回収に係る事務処理規約（東京都）
常～不正利得（懸案）
常～不当利得（労災給付制限）未納
不当利得　督促起案
常～分割納付（被保険者）
不当利得　住民票交付申請書
不当利得　資格照会
歳出戻入レセプト（２８１～３７２）
歳出戻入レセプト（１９１～２７３）
歳出戻入レセプト（１１１～１８４）
不当利得返還金・歳出戻入の取消
納入済通知書

国保年金課

第三者行為

第三者行為受付

第三者行為通知発送分

第三者行為請求中

第三者行為処理済

連合会求償委託

過誤調整 過誤調整全般

再審査 レセプト再審査

再審査申出

不当利得 不当利得全般

不当利得返還の戻入
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 国保年金課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
歳出戻入起案（労災・給付制限）
歳出戻入起案（被保険者請求分２８１～３７２）
歳出戻入起案（被保険者請求分１９１～２７３）
歳出戻入起案（被保険者請求分１１１～１８４）
歳出戻入レセプト（労災給付分）
常～不当利得処理マニュアル
不当利得返還金（不納欠損）
歳入レセプト（１１１～１８４）
歳入レセプト（１９１～２７３）
歳入レセプト（２８１～３７２）
歳入レセプト（労災給付分）
歳入還付
歳入起案（医療機関請求分）
歳入起案（減額調定）
歳入起案（歳出戻入取消分）
歳入起案（歳出戻入有、１１１～１８４）
歳入起案（歳出戻入有、１９１～２７３）
歳入起案（歳出戻入有、２８１～３７２）
歳入起案（被保険者請求分１１１～１８４）
歳入起案（被保険者請求分１９１～２７３）
歳入起案（被保険者請求分２８１～３７２）
歳入起案（労災給付制限）
常～不正・不当利得調書
納入済通知書
継～歳入起案（柔整からの返還）
常～未納レセプト　前年度分
保険者間調整（個別）精算
保険者間調整（個別）申請
保険者間調整委託契約
保険者間調整医療機関等照会
保険者間調整資格確認
保険者間調整資格確認（回答）
保険者間調整本人確認
保険者間調整本人確認（再通知）
保険者間調整支給申請起案
保険者間調整支給申請書(１０月～１１月)
保険者間調整事前受付
保険者間調整支給申請書(８月～９月)
保険者間調整支給申請書(６月～７月)
保険者間調整支給申請書(４月～５月)
保険者間調整支給申請書(２月～３月)
保険者間調整支給申請書(１２月～１月)
保険者間調整に係る返納金の請求及び歳入調定・歳出戻入（５・６期調整）
保険者間調整に係る返納金の請求及び歳入調定・歳出戻入（３・４期調整）
保険者間調整に係る返納金の請求及び歳入調定・歳出戻入（１・２期調整）
保険者間調整による療養費の支出
保険者間調整支給決定結果の提出

保険者振替 保険者振替事前連絡
他課職員個人情報端末閲覧簿
常～　個人番号の利用
他課・他係からの調査依頼
庶務担当課長会・政策決定会議資料
厚生労働省通知
めぐろ区報
内部情報システム通知
区民の声
常～ホームページ
寄付物件受入
常～目黒区基本構想及び実施計画
常～発券機（窓口受付システム）資料
常～総合庁舎周辺の地域清掃活動
常～行財政改革大綱
常～イントラネット用パソコンの運用に関する協議
常～イントラネット用パソコン・グループウェアに関する通知
常～レセプト等開示請求
窓口受付システム集計表
終業時チェックリスト
目黒区議会
不審電話受付票
庁内通知
窓口受付システム集計表（日次）
当初簡易書留郵便受領証
料金後納郵便物差出票
郵便
文書通知
公印新調・改刻等申請書
公印事前押印・印影印刷（報告完了）
金券受理・整理簿
印刷依頼票
印刷物作成協議書
常～公印事前押印・印影印刷（使用中）
常～情報公開・開示請求
常～目的外利用・外部提供記録票
常～公文書公開・個人情報保護運用基準

未納レセプト

国保年金課

不当利得

不当利得返還の戻入

不当利得返還金の歳入

保険者間調整全般

保険者間調整確認

保険者間調整申請

保険者間調整収入支出

庶務・文書 庶務

文書

情報公開

個人情報保護
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 国保年金課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～個人情報の目的外利用
特定個人情報通知
常～ファイル基準表（老人医療係特例引継ぎ分）
保存箱引継表
常～臨時職員雇用様式
再任用職員
会計年度任用職員
人事配置・事務分担
人事通知
臨時職員出勤簿
臨時職員雇用
非常勤職員
産休・育休代替臨時職員雇用
常～給与減額免除申請簿
在庁理由入力記録簿
常～職免申請書＋確認書（写し）
育児休業
妊娠出産休暇
短期の介護休暇申請書
常～出退勤時刻データ修正記録簿
常～子の看護休暇確認票
勤務実績簿
通勤経路調査
通勤手当認定簿　後期高齢者医療係（保険料担当係長含む）（異動分）
旅行命令簿
旅費・時間外勤務手当支給仕訳書、科目別内訳表（写）
旅費の追求について
常～通勤手当認定簿　後期高齢者医療係（保険料担当係長含む）（在課分）

研修・福利厚生 常～研修通知
追録代金の支出
用品会計
備品管理
年間契約
支出負担行為書（後期高齢者医療係）
契約依頼書（後期高齢者医療係）
翌年度当初予算積算資料
翌年度当初予算復活要求
翌年度当初予算見積書
補正１号見積書
補正１号積算資料
補正第２号積算資料
補正第２号見積書
予算変更・執行委任
事業実績報告書（前年度分）
科目更正
予算配当通知・執行計画
歳入管理（後期高齢者医療）
振替収支（会計間の繰出・繰入）
歳出管理（後期高齢者医療）
収支予定
高齢者医療制度円滑運営臨時補助金
一般会計繰出金（特別会計→一般会計）
高齢者医療制度円滑運営事業費補助金
広域連合補助金（前年度特別調整交付金に基づく補助金）
後期高齢者医療制度事業費補助金
後期高齢者医療保険基盤安定都負担金
一般会計繰入金（一般会計→特別会計）
広域連合負担金（広域連合事務費負担金以外）
広域連合事務費負担金
広域連合負担金に関する通知・調査

報告 後期高齢者医療事業実績報告書（前年度分）
定期監査通知
定期監査資料

随時監査 行政監査
収入未済の繰越
都区財政調整制度資料
決算資料
目黒区各会計事業別決算説明書
決算事務通知・調査
歳入・歳出決算額確認リスト
主要な施策の成果等報告書
目黒区各会計歳入歳出決算書及び付属資料
厚生労働省技術的助言資料提出
都指導監査・書面検査
常～事業概要（平成６年度版～）
高齢者の医療事業概要作成
区民生活部事業概要
他区からの通知

老人医療統計 常～事業別老人医療統計（平成１７年～
通知
端末操作関係通知
電算処理年間計画依頼
電算処理年間計画依頼結果・日程表
保守サービス報告書

国保年金課

人事・給与 人事

服務

給与

財務・契約 財務全般

契約

庶務・文書

個人情報保護

ファイリング

監査・決算 定期監査

決算

都・国指導検査

統計・事業概要 老人医療事業概要

翌年度予算編成 翌年度当初

予算編成 補正１号

補正２号

予算執行 予算管理・執行

後期高齢者医療負担
金・補助金

後期高齢者医療諸支出
金

電算 電算
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 国保年金課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
臨時職員端末操作関係
アカウント・パスワード確認リスト
基幹系システム　USBメモリ申請書
常～セキュリティ（住記オンライン及び個別システム）
常～ファイルサーバー運用基準
常～運用管理票
常～基幹系システム移行
常～継続電算処理依頼書
常～端末機マニュアル
常～電子申請サービス
ホスト処理チェック票
修理契約書・サービス報告書等
常～後期高齢者医療制度に係る電算依頼書
番号制度関係資料
ＵＳＢメモリ等持出管理簿
オンラインサービス時間延長
ホストシステムＵＳＢメモリ使用手続き
個別システム導入・開発計画書
情報課許可済外部記録媒体持出・使用管理簿
電算処理依頼書
常～医療制度改革議会資料
常～医療制度改革大綱
パブリックコメント
常～全国老人医療担当課長会
常～制度改正資料
常～高齢者医療制度改革資料
常～医療制度改革調査・回答
常～立案請求
常～条例改正（住所地特例）
常～条例改正（延滞金）
常～様式集
常～区長ヒアリング資料（後期高齢者医療制度）
常～１９年度予算見積（復活：後期高齢者医療制度）
常～後期高齢者医療制度の会計科目目黒区における会計科目の設定
常～後期高齢者医療の会計処理
常～広域連合電算処理システム等説明会
常～住民記録制度改正に伴う外国人住民の住民票移行について
常～情報公開・個人情報保護審議会諮問（後期高齢者医療システム）
常～情報化推進委員会審議依頼
常～広域連合電算処理システム概要
常～広域連合システムネットワーク
常～後期高齢者医療システム（パッケージ）
常～システム研究会資料
広域連合からの通知
常～長寿・健康増進事業
常～　ＫＤＢシステムに係る都広域連合との協定
常～　セルフメディケーション税制対応
常～　広域連合データヘルス計画
健康診査委託料
歯科健康診査事業
常～健康診査の実施に伴う業務委託調査
常～情報提供用リーフレット
常～特定健診打合せ・説明会
常～保険者機能チェックリストに係る調査
健康診査案内
糖尿病性腎症重症化予防事業（広域連合）
保健事業調査回答
生活習慣病予防健康診査受診勧奨通知（広域連合）
常～保健医療事業計画
重複・頻回受診者等訪問指導事業（広域連合）
国保データベース（ＫＤＢ）システム
常～国保データベース（ＫＤＢ）システム（ユーザ登録管理）
いきいき通信
ポスター・チラシ（広域連合作成）
区発行周知物
権利擁護センター講習会資料
削除
小冊子（広域連合作成）
地区サービス事務所向け新任研修資料
特別区職員ハンドブック原稿
保険料納付方法変更通知
制度説明会
常～保健事業と介護予防の一体的実施　交付金
常～保健事業と介護予防の一体的実施　PT
常～保健事業と介護予防の一体的実施　全般
常～保健事業と介護予防の一体的実施　説明会・研修
常～保健事業と介護予防の一体的実施　調査・回答
保険料関係調査・回答
区民へのお知らせ
区民への回答
保険料猶予・減免

口座振替 口座振替通知書(特徴代替含む）
特別区区長会通知・調査回答
広域連合以外からの調査・回答・通知

保健事業と介護予防の
一体的実施

国保年金課

電算 電算

後期高齢者医療共通 高齢者医療制度改革

区条例・規則・様式集

後期高齢者医療関連経
費

後期高齢者医療システ
ム

保健事業

制度周知

保険料

通知・調査・回答
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 国保年金課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
個人情報の目的外利用
区民への通知・回答
広域連合からの通知
広域連合協議会・幹事会
後期高齢者医療制度事業費補助金
広域連合事務説明会資料
広域連合からの調査・回答
常～　（広域連合）個人情報保護評価
エスカレーション対応
常～合同検討会検討経過まとめ
常～広域連合設立準備委員会
常～広域連合準備委員会合同検討会
常～東京都後期高齢者医療広域連合規約改正（２３・２４年度）
常～東京都後期高齢者医療広域連合規約（２０～２２年度）
常～広域連合長選挙
常～広域連合設立
常～広域連合設立許可
常～広域連合協定書
常～東京都後期高齢者医療広域連合規約改正（２５・２６年度）
東京都後期高齢者医療広域連合事業概要
常～広域連合設置協議議案
常～東京都後期高齢者医療広域連合規約改正（２８・２９年度）
後期高齢者医療広域連合議会
後期高齢者医療広域連合　幹事会
東京都後期高齢者医療広域連合議会会議録
規約改正資料
常～広域連合規約
広域連合条例・規則改正
広域連合条例・規則
広域連合からの通知（財務関係）
常～広域連合への振込先口座の登録
広域連合からの通知等
常～平成２４年標準システム端末入替
常～被保険者データ参照システム
常～番号制度関係資料
常～窓口端末ユーザーＩＤ・パスワード
常～後期高齢者医療制度関係事務特定個人情報保護評価書
常～外字同定
常～ファイルサーバ
常～システム変更連絡票
常～システム仕様書　第３版
標準システム端末入替
常～システム仕様書　第１版
常～システム仕様書　第２版
常～住民票発行制限対象者
当初処理起案
当初処理通知
後期高齢者医療資格関連事務連絡
常～　被用者保険等の資格を取得した物の国民健康保険の職権喪失につい
て
常～日次異動連携通知
負担区分未入力者
負担区分変更者一覧未登録分
負担区分判定結果未登録者一覧
負担区分判定確認対象者ＣＳＶ１ファイル（負担区分取得チェック）
被保険者台帳更新エラーリスト
被保険者外国人在留終了年月日経過者一覧
被扶養者情報突合処理　更新済リスト
適用除外者異動一覧
消除年月日エラーリスト
異動確認リスト
被保資格重複確認リスト
デイリー異動差分
住民異動ファイル確認リスト（住登外）
負担区分抑止対象者定期把握リスト
未申告低Ⅱ対象者リスト
認定証区分相違者リスト
広域内異動者一覧
加入者情報個人番号変更一覧
外字変換不能チェックリスト
桁あふれ・未登録外字リスト
個人異動日変更者一覧（住基）
個人異動日変更者一覧（被保）
後期高齢者医療被保険者履歴整合性エラーリスト
住民異動ファイルエラーリスト
住民異動ファイル確認リスト（住基）
資格突合確認対象者一覧
住民異動ファイルエラーリスト（整合性）

資格異動処理 負担区分割合変更者一覧
常～　被保険者証性別表記の取扱い
後期高齢者被保険者証受取確認票
当初被保険者証送付者一覧リスト
被保険者証交付簿
被保険者証送付（７５歳到達処理）

国保年金課

後期高齢者医療共通

通知・調査・回答

東京都後期高齢者医療
広域連合

広域連合庶務

広域連合設立

広域連合議会

広域連合規約

広域連合条例規則関係

広域連合財務会計

広域連合電算システム

後期高齢者医療資格 後期高齢者医療資格

日次異動連携（資格）

資格月次処理

被保険者証
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 国保年金課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
被保険者証発行台帳
資格関連帳票の送付依頼書
年齢到達発送準備
被保険者証返還勧奨通知
常～新カスタマイズ絞込みリストについて（通知）
基準収入額適用確認リスト
基準収入額適用申請書
税務課依頼
基準収入額適用申請勧奨（起案）
当初基準収入額適用申請資料
常～住所地特例者一覧
常～介護保険住所地特例者異動情報
住所地特例関連通知
届出書の広域連合への送付
生活保護情報の提供資料
常～在留資格「特定活動」
常～適用除外者情報
常～中国残留邦人
常～生活保護受給者（目黒区、他の市区）
所得照会（回答　３１年度分）
所得照会（依頼　過年度分）
常～国保住所地特例者所得照会
所得照会（回答　過年度分）
所得照会（依頼　３１年度分）
所得照会（広域連合通知等）
所得照会（当初）１月２日以降転入者
所得照会（当初）海外転入
所得照会（当初）公用
所得照会（当初）住所地特例
所得照会（当初）住登外
負担区分等証明書交付
負担区分等証明書交付簿
常～被扶養者証明書
被扶養者・障害・特定疾病証明書交付簿
被扶養者・障害・特定疾病証明書交付

資格期間証明書 資格期間証明書交付申請書
他自治体からの照会（回答）
扶養控除　通知・回答

ＤＶ支援措置対象者管
理

常～ＤＶ支援措置対象者管理

他区市町村への照会
被保険者数、負担区分割合状況
調査・回答（広域連合）
調査・回答（障害福祉課）
負担区分割合変更者一覧（年次）
負担区分変更者一覧未登録分（年次）
障害認定申請書（年齢到達・喪失）
常～障害認定申請書
障害認定申請書（死亡・転出）
住所地特例届出書（適用除外・資格喪失）
住所地特例届出書（死亡終了分）
常～住所地特例届出書　適用
限度額適用・標準負担額減額認定証　年齢到達者むけ勧奨
限度額適用・標準負担額減額認定証対象外
当初限度額適用・標準負担額減額認定証送付者一覧
当初限度額適用・標準負担額減額認定証交付
限度額適用・標準負担額減額認定申請
限度額適用・標準負担額減額認定証交付簿
当初限度額適用認定証交付
当初限度額適用認定証送付者一覧
限度額適用認定申請
限度額適用認定証交付簿
限度額適用認定証対象外
当初限度額適用認定証交付
常～特定疾病申請書
特定疾病申請書（資格喪失）
特定疾病療養受療証交付簿

公用申請書 常～公用申請書
変更・喪失届書 取得・変更・喪失
再交付申請書 再交付

常～後期高齢者医療送付先変更依頼書
常～送付先変更依頼に係る通知・マニュアル

仮徴収 仮徴収４・６・８月通知（６・８月中止)
確定賦課（当初処理）
所得・課税情報連携
簡易申告書（申告済みで処理不要）
簡易申告書送付
簡易申告書（均等割減額不可での不採用分）

簡易申告書 簡易申告書
保険料異動賦課（月次）
保険料決定通知書・納入通知書の公示送達
保険料決定通知書・納入通知書発送簿
当初決定・納入通知
後期高齢者医療保険料軽減特例措置の見直し

国保年金課

後期高齢者医療資格届
書・申請書

特定疾病申請書

障害認定申請書

住所地特例届出書

限度額適用・標準負担
額減額認定証申請

限度額適用認定申請

住所地特例

適用除外

所得照会・入力

転送申請書 転送申請書

負担区分等証明書

被扶養者・障害・特定
疾病証明書

扶養控除

統計・調査

資格年次処理

後期高齢者医療資格

被保険者証

基準収入額適用申請

後期高齢者医療保険料
賦課 所得課税情報連携

簡易申告全般

保険料 歳入調定、決
定・納入通知
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 国保年金課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
後期高齢者医療保険料の歳入調定
保険料決定通知書返戻分
常～郵便局打合せ
常～保険料異動賦課（軽減判定システム誤り対応）
上場株式配当所得誤り（再計算）による賦課額変更
軽減判定誤り対応に関する所得照会
保険料決定通知　校正分（１連・２連・６連）
軽減判定誤り対応に関する通知・処理リスト
１０月期以降納付書
常～公金収納ネットワークサービス VIPS Link 導入検討
常～みずほ銀行公務事務センター
常～コンビニ収納
常～元号改正対応
納入済通知書件数調査
後期高齢者医療保険料徴収員証等交付
つり銭留置金
保険料収納状況
収納金収入報告書
公金収納ネットワークサービスVIPS link利用申込
後期高齢者医療保険料の収納データ作成事務及び口座振替処理に係る事務
委託
後期高齢者医療保険料の収納テープ作成及び口座振替処理委託納品書
コンビニエンスストア収納代行業務委託
オンラインプリンタの借上げ（コンビニ収納用）
常～口座振替処理システム媒体変更
常～公金収納ネットワークサービス　VIPS　Link　操作マニュアル
常～　クレジットカード収納導入検討
常～　広域連合保険料収納対策実施計画
常～ＩＳＤＮ回線・機器（コンビニ）
常～ＯＣＲ納付書仕様書

調査・回答 関係各課等調査・回答
年度集計
収納情報連携
欠損予定リスト（即時）
期割情報連携
暫定賦課実施団体への転出者期割修正処理
常～情報交換媒体仕様書
常～特別徴収関係通知
特別徴収データ連携（介護保険課）
特別徴収仮徴収リスト
特別徴収開始中止リスト
特別徴収中止
特別徴収保険料収納
介護保険住所地特例者リスト
口座振替不能者リスト（１０月～１２月期分）
口座振替不能者リスト（１月～３月期分）
常～口座振替業務　基幹システム移行
常～後期高齢者医療保険料口座振替（自動払込）納付届
常～金融機関からの通知等
口座振替事前停止対象者リスト
口座振替一覧表
口座振替１件停止
口座振替不能者リスト（４月～６月期分）
口座振替不能者リスト（７月～９月期分）
現金出納簿（金銭出納員用）
後期高齢者医療保険料口座振替申出書(口座終了分）
後期高齢者医療保険料口座振替納付届（口座終了分）
口座振替開始通知
口座振替銀行別集計表
口座振替集計票
口座振替請求名簿
口座振替長期不能者リスト
口座振替通知
常～口座振替資料
金融機関登録異動一覧表
金融機関廃止口座確認リスト
区民への通知
口座振替登録廃止
収納消込リスト
窓口取扱帳票類
送達書（口座振替）
納付書兼納入済通知書（ＯＣＲ）
納付書兼納入済通知書（派収）
センター処理分（収入金票作成資料）リスト
公金収納ＮＷＳ（日別トータルリスト）リスト
ＭＴ取扱外口座管理
納付確認書交付簿（電話受付）
後期高齢者医療保険料納付確認書交付申請書
後期高齢者医療保険料納付確認書交付控え
後期高齢者医療保険料収納状況通知書
常～後期高齢者医療保険料納付確認書々式
常～滞納管理システム運用マニュアル
常～滞納対策事務一元化
差押対象者連絡票

国保年金課

収納日次異動連携

期割情報連携

特別徴収

普通徴収

証明書

滞納整理事務

後期高齢者医療保険料
賦課

保険料 歳入調定、決
定・納入通知

後期高齢者医療保険料
収納管理

後期高齢者医療保険料
収納管理全般
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 国保年金課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～保険料還付金（資金前渡金預金通帳）
常～現金出納簿（資金前渡受者用）
常～還付金の資金前渡
常～還付金の口座振込（振込依頼人情報の登録）
常～還付関連調査（歳出還付報告等）
前渡金預金利子
還付・充当　関連リスト
常～還付充当通知書の印刷
常～還付取消・充当取消
還付（充当）通知書の公示送達
還付請求期限のお知らせ
還付金の消滅時効
還付（充当）通知発送簿
還付（充当）通知書の送付
還付金の支出（特徴義務者への返納）
還付金振込明細一覧表
常～共済組合への照会
保険料収納に伴う科目更正
還付金の窓口払いに伴う科目更正
常～還付金の支出（共済組合への返納）
還付金の支出（窓口払い分）
還付金の支出（口座振込分）
還付金（窓口払い分）支払通知
還付・充当に伴う振替収支

還付金請求書 常～還付金請求書
後期高齢者医療療養費
通知

後期高齢者医療療養費

後期高齢者医療療養費申請書
支給保留提出分(写)
常～療養費申請書　保留分
後期高齢療養給付状況（回答）
療養費申請書　返戻時効
はりきゅうマッサージ療養費支給申請書回送処理（写）
常～療養費　取下げ届
常～高額療養費　時効勧奨
常～高額療養費口座振込不能
常～高額療養費口座振込不能（事前不能）
常～高額療養費支給申請書
給付関連の支給予定日
常～高額療養費支給申請書（他制度支給有
高額療養費給付保留
高額療養費振込口座の確認・変更勧奨
給付保留リストＡ
高額療養費時効処理
常～高額療養費　外来年間合算申請書
常～高額療養費　外来年間合算　自己負担額証明申請書
高額介護合算申請書
常～高額医療・高額介護合算療養費　計算事例集
常～高額医療・高額介護合算療養費　説明会資料
常～高額医療・高額介護合算療養費（広域連合通知）
桁あふれ・未登録外字リスト
高額医療・高額介護合算療養費（勧奨通知）
高額医療・高額介護合算療養費（起案）
高額医療・高額介護合算療養費（広域連合通知）
高額介護合算仮算定結果還元帳票
高額介護合算介護エラーリスト
高額介護合算支出関連文書
高額介護合算自己負担額証明書
高額介護合算申請書　他区市町村回送分
高額介護合算不支給決定通知書
高額介護合算療養費　執行不能
高額介護合算支給保留
高額介護合算仮算定
高額介護合算療養費返戻分

高額療養費特別支給金 高額療養費特別支給金（広域連合通知）
一部負担金還付
一部負担金還付申請書
不当利得（負担割合相違）
不当利得（資格喪失）
一部負担金減免
常～　一部負担金減免要綱
一部負担金減免等証明書交付簿
医療費等通知書再交付申請書（控）
医療費通知
常～医療費通知マニュアル

ジェネリック医薬品差
額通知

ジェネリック医薬品差
額通知

ジェネリック医薬品差額通知

レセプト開示請求 レセプト開示請求 レセプト開示請求書（控）
葬祭費要綱・資料 常～葬祭費要綱・資料
葬祭費の申請勧奨 前年度中死亡者における葬祭費の申請勧奨

葬祭費公害求償
葬祭費支出

葬祭費申請書 葬祭費申請書
葬祭給付金支給申請書 葬祭給付金申請書

国保年金課

後期高齢者医療保険料
還付・充当

還付・充当全般

還付（充当）通知

還付金支出・振替収支

医療費通知 医療費通知

葬祭費

葬祭費支出

後期高齢者医療療養費
共通

後期高齢者医療療養費
申請書

後期高齢者高額療養費

高額療養費　外来年間
合算
高額医療・高額介護合
算療養費

後期高齢者医療一部負
担金還付・請求

後期高齢者医療一部負
担金還付
後期高齢者医療不当利
得
後期高齢者医療一部負
担金減免
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 国保年金課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
第三者行為届出書 常～第三者行為書類控え
第三者行為（受付完
了）

第三者行為届出書（受付完了）

白内障費用助成 白内障費用助成 常～白内障費用助成要綱　廃止
平成２７年度支払基金交付金
平成２７年度国庫負担金
平成２７年度一般会計繰入金（老）
平成２７年度支弁実績額報告書
平成２７年度都負担金
平成２７年度老人保健医療事業実績報告書（平成２５年度分）
平成２７年度医療費通知額内訳一覧表
平成２８年度老人保健医療事業実績報告書（平成２７年度分）
平成２７年度老人保健医療事業実績報告書（平成２６年度分）

老現物給付支出 常～現物給付（国保連）マニュアル
老返還 返還請求（現物給付） 返還請求（直接請求）
老）現金給付支出 老高額口振依頼書 常～老高額口座振替依頼書（２０年度終了）１０００００１～９０００００１

非常勤職員年次有給休暇簿
国保年金課人員配置
常～組織改正会議録
常～非常勤職員採用
非常勤職員
常～育児休業
非常勤職員出勤簿
常～組織改正・職員数内示
出退勤時刻データ修正記録簿
人事通知
非常勤職員休暇簿
非常勤職員欠勤・遅参・早退簿
常～子の看護休暇確認票
旅行命令簿
支給明細内訳書・社会保険料事業主負担分内訳表
給与減額免除申請簿
通勤手当認定簿　収納係（異動分）
給与事務通知
常～旅費事務の手引き
常～給与事務の手引き
常～通勤手当認定簿　収納係（在課分）
福利厚生通知
課内等研修
東京都・特別区研修
庶務
金銭出納員領収印改刻
係長会資料
課内各係からの通知
メールによる問い合わせへの回答
常～新規職員用マニュアル
常～収納事務マニュアル（地区サービス事務所用）
調査・回答
常～防災マニュアル
常～ファイリングシステムの手引き
常～ファイル基準表
常～文書事務手引
常～ファイル基準表特例引継
常～引継予定表及び保存箱引継票
常～審査請求
広報
ホームページ
公印印影印刷処理台帳・承認書
郵便物差出票・受領証（徴収費）
料金受取人払承認申請書
補正予算要求事項説明書（政策枠・部局枠）
当初予算見積資料
当初予算見積書
補正予算見積資料
補正予算見積書
予算通知

予算管理 予備費充用・予算流用
歳出管理（収納係）
常～公共料金自動振替
歳入管理（収納係）
契約（コンビニ収納）
契約（ペイジー収納）
契約（レジスター保守）
契約（消耗品・備品）
契約（帳票印刷）
契約（封入封緘委託）
契約（クレジット収納）
常～収納代行委託協定書・仕様書
常～委託事業完了届・報告書
契約依頼（口座振替）
常～コンビニ収納代行サービス仕様書
常～窓あき封筒の選定・圧着はがき内容・色見本・業者名刺
契約通知
ユーザ登録

国保年金課

文書印刷・郵便

予算編成

予算執行

契約管理

第三者求償

老人保健医療制度 老人保健医療　負担
金・交付金

共通 人事

給与

研修・福利厚生

庶務

文書

広報・ホームページ
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 国保年金課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～レジスター
常～保証書
物品処分
常～端末装置
常～プリンタ
常～バーコードリーダ
常～バーコード検証器
常～システム機器入れ替え
常～オンラインプリンタ整備
監査資料
決算資料
常～情報セキュリティ
常～厚生労働大臣の指定申請
常～個人情報保護審議会
常～情報化推進委員会
常～情報資産台帳

イントラネット 常～イントラネットシステム
常～マニュアル（口座振替）
常～マニュアル（還付）
常～マニュアル（窓口）
常～マニュアル（電子申請）
常～電子申請
常～マニュアル（国保システム）
常～マニュアル（コンビニ）
常～マニュアル（ＰＣ取扱）
常～＜法人名＞　pufure
常～クレジットカード収納
常～国保システムのパッケージ化
常～税務課個人保護審議会等資料
常～他自治体の動向
常～滞納対策検討部会
常～マルチペイメントネットワーク
常～金融機関からの通知
常～ペイジー納付書による収納
常～コンビニ収納機器ソフトウエアマニュアル・保証書
常～他団体(収納調査報告）
常～他区市(収納調査報告）
常～他団体(収納調査報告）
常～他区市(収納調査報告）
常～足立区
常～他区市の納付書
常～他自治体コンビニ収納アンケート
常～杉並区
常～港区
現金出納簿（金銭出納用）
収納金収入報告書
収納金振替収支
常～決算確認書(中間入口分）
常～戸籍住民課での国保料受領
常～地区メニュー用マニュアル
前年度収納金振替収支
滞納繰越調定起案
代理人への納付書発行
つり銭の留置き
窓口収納受付票
ＯＣＲセンター処理分
金券受理整理簿
ＯＣＲ済通
ジャーナル
常～手形小切手受領の手引き
常～収納処理の手引き
納付書兼納入済通知書（証明手数料）
納付書兼納入済通知書（窓口収納現年分）
納付書兼納入済通知書（窓口収納滞繰分）
納付書兼納入済通知書（特別徴収）
納付書兼納入済通知書（国民健康保険料）
領収証書（コンビニ）
領収証書（証明手数料）
原符（窓口収納滞繰分）
国民健康保険料MPN収納分　歳入計上表
国民健康保険料MPN収納分　歳入計上表（前年度会計分）
常～公金の取扱い＜法人名＞
ＯＣＲセンター処理分（ＭＰＮ仕様）
原符（窓口収納現年分）
領収証書（国民健康保険料）
納付確認書一斉発送
納付確認書交付申請書　４月～１１月
納付確認書交付申請書　３月
納付確認書交付申請書　２月
納付確認書交付申請書　１月
納付確認書交付申請書　１２月
納付確認書回答受付簿
常～納付証明額リスト
賦課・納付額証明書・納付証明書交付申請書・手数料歳入調定

国保年金課

備品管理

共通

納付証明

機器整備

決算・監査

情報管理

収納調査・報告

保険料収納 収納係運営

収納方法研究

他区市の状況

収納管理

収納処理
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 国保年金課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～納付証明書の手引き
常～消込エラー処理の手引き
消込エラーリスト
直納日誌　８～１１月
直納日誌　４～７月
直納日誌　１２～３月
収入日計表　８～１１月
収入日計表　１２～３月
収入日計表　４～７月
国民健康保険料日計表（滞納対策課受付分）
システム管理
常～電算担当者研修資料
常～外字取り込み手順
システム管理サブメニュー入力管理表
常～国保システム開発Q＆A
常～システム保守
常～電子計算処理依頼書（保存分）
常～新システム
常～時効管理DB登録一覧
常～催告書コンビニ化開発
常～帳票設計
常～仮受けシステム
オンラインサービス時間延長
常～ドライシーラー・６８００
常～パンチデータの送付手続
常～定数・採番ファイル
常～定数ファイル管理
常～コンビニ端末（購入・入替）
ＵＳＢ引渡連絡票・運用作業記録簿（ペイジー収納システム）（コンビニシステ
ム）（口座）
常～個別システム（ペイジー収納システム）
常～個別システム（コンビニ収納システム）
前渡金預金利子
相続人調査
常～郵政民営化関連
常～口座の代表者印鑑変更届
常～現金出納簿（前渡受者用）
常～還付加算金
常～システム管理
住民票・戸籍謄本等交付申請
還付取消・強制充当
還付時効
還付公示送達
還付決算資料（前年度会計分出納閉鎖）
常～還付金処理資料
常～過誤納付金ファイル
資金前渡に係るキャッシュカードの取扱基準
強制還付・強制充当
還付充当通知書発送者一覧
還付充当通知書送付
還付金支払日確定通知書発送者一覧
旬次処理（４月）
旬次処理（８月）
旬次処理（９月）
還付振込一覧表
緊急窓口払い
口座振込依頼書兼明細書
口座振替不能通知書
振込明細一覧表
還付金換金期限のお知らせ
還付金請求書不備
還付統計（月報）
旬次処理（１０月）
旬次処理（１１月）
旬次処理（１２月）
旬次処理（１月）
旬次処理（２月）
旬次処理（３月）
還付金戻入
旬次処理（７月）
旬次処理（６月）
旬次処理（５月）
還付金請求書
還付金支出（社会保険庁分）
還付金支出（口座振込分）
　〈企業名〉　口座への戻し入れ請求
還付振替収支（その他出納閉鎖期間の処理）
還付振替収支（現→滞）
還付振替収支（歳出→現・滞）
振替内容リスト
還付振替収支（滞→現）
自動払込総括表（郵便局分）
常～口座振替統計
口座振替調査・回答

国保年金課

納付証明

消込先訂正

日誌

電算 電算担当業務

ホストシステム保守

ホストシステム業務

個別システム

保険料収納

口座振替全般

保険料還付 還付全般

還付通知

還付支出

還付金振替収支

口座振替
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 国保年金課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
職権廃止口座
常～口座帳票管理
再振替不能通知
常～口座振替ホームページ作成起案
常～基幹系システム（口座関連）
督促状兼再振替通知書
常～口座振替資料
常～口座全期前納振替
ペイジー口座振替　調整交付金
目黒区商店街商品券受払簿
口座振替キャンペーン
常～ＷＥＢ口座振替受付サービス
常～ペイジー口座振替受付サービス
常～口座振替原則化
ペイジー口座振替　他自治体調査・帳票
口座振替関係書類の送付書（　〈企業名〉　からの送付分）
媒体不参加金融機関振替結果（４月～９月）
媒体不参加金融機関振替結果（１０月～３月）
手落とし振替依頼書（４月～９月）
口座振替関係書類の送付書（区役所からの送付分）
手落とし振替依頼書（１０月～３月）
口座振替依頼書(不備返送分）４月～９月
口座振替依頼書(不備返送分）１０月～３月
口座振替（自動払込）依頼書送付
口座振替依頼書（国保該当なし）
一件停止（４月～９月）
一件停止（１０月～３月）
口座振替長期不能世帯リスト
常～口座振替依頼書
口座振替不能通知書発送簿
口座振替不能対象者一覧
口座振替登録完了のお知らせ発送簿
口座振替対象者一覧（相続人無し死亡者）
口座振替事前停止対象者リスト
口座振替一覧表
口座再振替通知書兼督促状発送簿
口座振替(磁気テープ）納入通知書(４月～９月)
口座振替データ作成等事務委託
口座振替(磁気テープ）納入通知書(１０月～３月)
常～　〈企業名〉　委託関連資料
店番・口座番号変更通知(１０月～３月）
店番・口座番号変更通知(４月～９月）
特徴対象者への口座勧奨
常～基準
特別徴収除外解除入力依頼票
常～特別徴収
常～特別徴収関連リスト
特別徴収除外・中止入力依頼票（本算定～３月）
特別徴収除外・中止入力依頼票（４月～本算定）
特別徴収除外・中止入力依頼票（全期前納分）
常～特別徴収収納結果報告書（介護→国保）

導入準備 常～収納金の払込期限変更（収入役への協議）
常～UCC/EAN－１２８
コンビ二収納トラブル対応

電算リスト 速報取消
制度改正 社会保障・税番号制度 常　職員研修資料
差押解除 生命保険差押解除 生命保険差押解除起案

総合庁舎内スペースの一時使用届
庁内調査・回答
庁内通知
常～目黒区ホームページ運用マニュアル
区政情報モニター
めぐろ区報
ホームページ作成・更新資料
ポスター掲示依頼
区政要覧
区民の声（問合せメール）
窓口受付件数票
窓口受付票（地区サービス事務所分）
常～ファイル基準表
郵便物発送一覧表
ファイリング通知

個人情報業務 継～社会保険業務センターとの覚書
出退勤時刻データ修正記録簿
給与減額免除申請簿
常～子の看護休暇確認書
科目別支給明細・職員給与チェックリスト
通勤手当認定簿　国民年金係（異動分）
常～通勤手当認定簿　国民年金係（在課分）
補正１号
補正２号
予算要求事項説明書（当初）
契約依頼（自所属契約）
契約依頼（年間契約）

国保年金課

MT委託支出

金融機関データ

特徴と口座

口座振替全般

口座振替勧奨

口座振替依頼

口座電算リスト

特別徴収

コンビニ収納
システム開発

口座振替

共通 庶務

文書

人事・給与

財務会計 予算編成

契約管理
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 国保年金課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
支出負担行為書（自所属契約）
支出負担行為書（年間契約）
歳出管理（自所属契約）
執行委任
歳出管理（年間契約）

備品管理 常～備品総括表
監査資料
決算資料
常～番号法関連通知
常～番号制度関連　法・規則等
常～番号法逐条解説・Ｑ＆Ａ等
常～厚生年金保険法施行規則一部改正省令の公布及び施行規則の一部改
正省令の施行に伴う事務の取扱いについて
常～厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布
公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法法等の一部を改
正する法律
常～公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金
法等の一部を改正する法律
常～公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の
一部を改正する法律の事務の取扱い
常～国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の公布について
常～国民年金法施行令・政府管掌年金事業等運営改善のための国民年金法
等一部改正法律の一部施行経過措置に関する政令の公布
常～国民年金法施行令等の一部を改正する政令の施行について
常～厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関
する法律
常～地方自治法施行令の一部を改正する政令の公布及び施行について
常～国民年金法等の一部を改正する政令の公布について
常～「矯正施設収容中の者に対する国民年金制度の周知等に関する矯正施
設との連携」の資料
継～年金記録問題
継～年金各種証明交付手数料免除基準
継～国民年金センター専用電話回線
継～国民年金の事務処理経過
常～年金強化法案に関する通知
常～後納制度（１０年遡り納付）に関する通知
常～統一業務処理マニュアル
継～拉致被害者支援法
継～日本年金機構法
継～独立行政法人国立病院機構法
継～地方分権推進を図るための関係法律改正
継～住記ネットワークを活用した本人確認情報の確認
常～年金生活者支援給付金
継～国民年金市町村事務処理基準
継～日米社会保障協定
継～社会保障に関する韓国との協定
継～社会保障に関するベルギー王国との協定
継～社会保障に関するフランス共和国との協定
継～社会保障協定の実施に伴う厚生年金法等の特例等に関する法律の公布
について
常～社会保障に関するブラジル及びスイスとの協定
常～社会保障に関するスペイン及びアイルランドとの協定
常～社会保障に関するインド共和国との協定
常～日ルクセンブルク大公国の社会保障協定
常～免除制度について
常～特定事由に係る申出等の照会（回答）及び事務取扱いについて
国及び年金事務所等からの調査・回答
厚生労働省関東信越厚生局からの調査依頼
常～日本年金機構からの協力依頼
継～年金法による改定率の通知
継～追納に関する通知
継～住民基本台帳ネットワークシステムを活用した現況届の省略等について
継～裁定請求書の事前送付
継～介護保険制度改正に伴う特別徴収の見直しについて
処理スケジュール・年金事務所の配置・計画書
国民年金基金からの通知
国及び年金事務所等からの通知
係内研修（新規配属職員前期）
継～地区新人研修資料
係内研修（新規配属職員後期）
常～地区新人研修資料
区市町村国民年金事務担当職員研修会
係内会議
特別区国民年金課長会
第３ブロック係長会
全国都市国民年金協議会
常～自治体ワーキングチーム
常～平成２９年国民年金被保険者実態調査
常～マイナンバー未収録リスト
他自治体等からの調査
継～他区年金システムの視察について
国民年金等事務取扱交付金実態調査
常～厚生労働省ホームページ
継～交付金取扱要綱（交付要綱）

国保年金課

財務会計

契約管理

歳出管理

決算・監査

研修・会議 年金研修

年金会議

年金調査共通 年金調査全般

国民年金交付金 国民年金交付金全般

番号制度

年金制度 改正法令

年金制度

年金関連法令

外国との協定

国及び年金事務所から
の通知
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 国保年金課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～交付金に関する政令の一部を改正する政令等の施行について
交付金に係る区の情報の登録・変更・連絡
支出見込額報告書
算定基礎表
交付金交付決定・概算交付申請及び歳入調定
協力・連携計画書
事務費決算報告書
常～交付金に関する政令の一部を改正する政令等の施行について
常～交付金取扱要綱（交付要綱）
精算交付申請
交付金に係る各種通知・報告・調査
超過負担実態調査
申請書・様式の変更に伴う交付金
年金生活者支援給付金（交付金）
かけはし　日本年金機構より
国年基金の広場
社会保険
常～国民年金事業状況統計表（令和元年度）
常～国民年金事業状況統計表（２８年度）
常～国民年金事業状況統計表（２９年度）
常～国民年金事業状況統計表（３０年度）
国民年金システムオンライン使用
常～システム改修全般
常～相談票・管理票・変更点説明書(H２８)
常～相談票・管理票・変更点説明書(H２９)
常～システム運用
システム関連説明会・会議・研修
常～システムセキュリティ
常～相談票・管理票・変更点説明書(H３１)
常～イントラネット端末
常～相談票・管理票・変更点説明書(H３０)
継～諸資料外部作成取扱要綱（都電算）
継～市区町村への所得情報提供依頼　社会保険事務所における磁気媒体受
入実施要領
処理結果一覧表（ＤＶＤ）送付書
常～国民年金諸資料作成用MT
常～所得情報の提供について（免除・猶予継続ＣＤ）
常～市区町村への所得情報提供依頼
継～電算事務処理検討委員会報告書（１０年度～・都電算）
常～外国人登録法改正
常～国民年金法における申告分離課税の上場株式等の配当所得、株式等譲
渡所得の取扱いについて
常～届書磁気媒体化について
常～年金生活者支援給付金にかかる所得情報の抽出について
常～免除システム再改修対象リスト
常～免除障害チェックリスト
継～小型電子計算組織設置
常～ねんきんネットについて
継～照会用カード
継～操作説明書
常～システム検討会－基幹系ＷＧ
常～基幹系システムの再構築に伴う業務点検
常～年金ＳＷＧ要件定義
常～目黒ＰＪ－基幹系ＷＧ
常～情報交換媒体仕様書
常～シェアポイント操作マニュアル
常～システム検討会資料
納付書未送達一覧（回答）（１０月～０３月）「特定個人情報あり」
年金手帳再交付・別送届書
納付書未送達一覧（回答）（０４月～０９月）「特定個人情報あり」
国民年金処理結果一覧表
国民年金関係書類送付
常～職権適用資料
職権適用リスト
職権適用者報告書送付
転入事実調査票（職権転入）（１２～０３月）「特定個人情報あり」
転出先確認リスト「特定個人情報あり」
転入事実調査票（職権転入）（０４～０７月）「特定個人情報あり」
常～転出先確認リスト通知
転入事実調査票（職権転入）（０８～１１月）「特定個人情報あり」
常～不整合３号リスト
常～第３号該当届出勧奨
常～運用３号について
常～２０歳適用勧奨事務取扱
２０歳到達予定付番済者一覧表（事務所宛）
２０歳到達予定国民年金適用対象者一覧表
２０歳到達予定疑重複調査対象者一覧表
２０歳加入勧奨対象者リストの送付について
２０歳に到達する外国人登録者名簿
２０歳加入勧奨対象者リスト
継～年金業務マニュアル（保険料・年金機構版）
国民年金被保険者関係届・住基異動届一覧
国民年金被保険者関係届（特定個人情報）
国民年金転入者リスト（前住所国外分）

国保年金課

国民年金交付金 国民年金交付金全般

データ受入・提供

システム開発

照会用パソコン

新システム移行

適用 適用全般

職権適用

転入事実および転出先
確認調査

第３号適用

２０歳加入

国民年金広報 年金広報誌

国民年金統計 国民年金事業状況統計
表

電算共通 電算全般

届書処理 届書
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 国保年金課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
国民年金転入者リスト（特記事項等分）
継～年金業務マニュアル（適用・年金機構版）
国民年金転入者リスト
資格届書年事送付（１０～０３月）
資格届書年事送付（０４～０９月）
付番結果通知
第３号被保険者該当者リスト
職権喪失リスト
国外転出（喪失）リスト

委託事務 東京都個人タクシー国民年金事務組合
任意加入全般 継～在外邦人任意加入の取扱
高齢任意加入者リスト
（カラ有で国年のみ）

常～高齢任意加入者（カラ有で国年のみ）

常～外国人の生保受給者の免除取扱いについて
常～学特・免除等の取扱いについて
常～被災による免除申請
常～被災による免除申請
常～配偶者からの暴力を受けた者に係る国民年金保険料の免除制度の改善
について
常～東北地方太平洋沖地震に関する免除申請に係る取り扱い
常～東日本大震災伴う免除申請に係る取り扱いについて
常～税制改正に伴う免除基準等の改正について
常～国民年金免除等申請期間の変更又は取消の各申請に係る国民年金保険
料の取扱いについて
常～国民年金保険料の免除等に係る遡及期間の見直しの施行準備に係る市
区町村への周知について
免除申請書送付起案
学生納付特例申請承認通知書　発行一覧表（特定個人番号）
保険料免除・納付猶予申請承認通知書　発行一覧表（特定個人番号）
法定免除該当者・非該当者および申請免除勧奨者の一覧送付起案
免除申請処理簿
国民年金裁定請求書送付書
老齢裁定一覧表
継～老齢給付裁定請求書等の事務取扱いについて
常～東北地方太平洋沖地震に関する年金給付に係る取り扱い
常～住基ネット活用による年金受給権者住所変更届の取扱い
常～老齢基礎年金支給繰り下げ申出に関する取り扱いについて
常～０１障害基礎年金
常～０２障基・遺族基礎所得状況届
常～０３額改訂請求書
常～０４支給停止申出書・支給停止撤回申出書
常～０５障害状態確認届
常～０６第三者行為事故状況届
常～１３特別障害給付金
常～０８未支給（年金・保険給付）請求書
常～０９受給権者死亡届（報告書）
常～１０死亡一時金請求書
常～１１遺族基礎年金
常～１２寡婦年金請求書
常～０７加算額・加算年金額加算開始事由該当届
常～障害基礎年金通知（事務連絡）
常～障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができな
い場合の取扱いについて
障害基礎年金通知
障害給付加算額開始事由該当届（子の加算）
常～２０歳前障害基礎年金に係る事務処理及び年金生活者支援給付金に関
する事務
常～児童扶養手当と公的年金等との併給について
常～障害基礎年金相談受付票
常～障害認定基準（H２８.６.１）
常～短期給付関係書類受付処理簿
常～年金給付業務の集約・事務センター業務の標準化に伴う事務処理の変更
等について
障害基礎年金定時届　（所得状況届）
障害基礎年金定時届　（診断書）
障害基礎年金定時届（審査結果）
継～障害基礎年金と老齢基礎年金等の併給情報
継～障害基礎年金事務処理留意事項
障害状態確認届
障害基礎年金送付起案（障害状態確認届　各月毎／過年度）
障害状態確認届要提出者一覧
障害基礎年金裁定請求書（マ行）
障害基礎年金裁定請求書（ハ行）
障害基礎年金裁定請求書（ナ行）
障害基礎年金裁定請求書（タ行）
障害基礎年金裁定請求書（サ行）
障害基礎年金裁定請求書（カ行）
障害基礎年金裁定請求書（ア行）
障害基礎年金裁定請求書
障害基礎年金裁定請求書（再回付分）
障害基礎年金裁定請求書（ヤ行）
障害基礎年金裁定請求書（ラ行）
支給停止事由消滅届
障害基礎年金裁定請求書（ワ行）

国保年金課

免除申請送付

長期給付 長期送付

長期処理要領

障害状態確認届

障基裁定請求

届書処理 届書

社保帳票・連絡票

電算帳票週例

任意加入

免除 免除制度

短期給付 マニュアル

障害基礎年金
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 国保年金課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～損害賠償・事実婚・死亡一時金・遺族基礎年金事例
常～東北地方太平洋沖地震による各取扱いについて
継～裁定請求事務処理の手引き
遺族基礎・寡婦・未支給年金・死亡一時金の送付
常～日本年金機構からの疑義照会に対する回答と情報提供
常～「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」の一部改正に
ついて
常～特別障害給付金受付処理簿
特別障害給付金処理結果通知
継～特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
継～特別障害給付金の取り扱い
継～特別障害給付金の送付取扱いの一部改正（平成１８年３月３１日付）
特別障害給付金裁定請求
継～特別障害給付金物価スライド等取扱
短期給付決定通知書（４／４　　１～　３月）
短期給付決定通知書（２／４　　７～　９月）
短期給付決定通知書（１／４　４～　６月）
現況届（診断書）要提出者一覧表
短期給付決定通知書（３／４　１０～１２月）
継～短期給付に関する通知
継～無年金障害者の救済（外国人）
継～第三者行為事故状況届事例
継～障害基礎年金事例
継～在日外国人の障害基礎年金
老齢福祉年金通知
常～受給者名簿（１９年度～）
継～受給権者一覧
継～老齢福祉年金マニュアル
年金生活者支援給付金通知
対象者（TA）送付者リスト
検証（老齢・障害・遺族）
支給決定者１回目
年金生活者支援給付金調査回答
年金生活者支援給付金全般
所得情報等情報交換
年金生活者システムマニュアル
年金生活者支援給付金請求書

国保年金課

遺族・寡婦・未支給年
金・死亡一時金

特別障害給付金

短期給付決定通知書

短期給付資料

老齢福祉年金 老齢福祉年金全般

年金生活者支援給付金 年金生活者支援給付金

短期給付
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