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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
窓口サービス改善推進運動
庁内通知
meg-net申請
端末・ＯＡ
寄付物件
非常勤職員任用
組織改正
研修
係長会
関係機関からの通知
委員会資料
依頼文
安全衛生委員会
ビル管理受託者勤務予定表
福利厚生
名簿（セ・美・ふ）
継～区民センター連絡会要綱
継～施設通信網・職員名簿
継～端末・ＯＡ
事故（遅延等）証明書
非常勤職員年次休暇簿等
常～給与減額免除申請簿
継～給与事務の手引
継～雑給事務（施設管理係）
継～旅費事務の手引
旅行命令簿
継～目黒清掃工場熱供給協定書
継～文書事務の手引
継～田道ふれあい館土地無償貸付契約
継～第２次行革大綱
継～情報公開・文書事務
継～実施計画
継～緊急遮断装置東京ガス覚書
継～ファイリングシステムの手引き
継～テレビ電波受信障害に関する覚書
ファイル基準表
ファイリングシステム
行政情報開示請求
広報
常～引継予定表
継～緑化推進
継～第１種圧力容器性能検査
継～事業評価
継～区民センター施設管理の見直し
継～興行場の検査結果について
常～区民の声処理
調査回答
事務事業実績報告
環境保全課からの調査回答
目黒区民センター･目黒区美術館飲料水貯水槽等維持管理状況報告書
継～ボイラー圧力容器調査表
喫煙場所
施設管理担当ミーティング
商工まつり・桜まつり等
放置自転車等一覧
路上生活者対策
継～パンフレット等送付申請綴
継～ビル管理
継～案内業務
継～区民センター安全管理
常～区民センターレストラン運営業者選定委員会設置要綱
エコプラン
ブロンズ像保険加入
レストラン
実施計画
常～区民センター管理基準
ＡＥＤ
河川維持工事（目黒川河床整正）
区民まつり
自動販売機公募
常～区民センターレストラン公募
常～食堂提供メニューアレルギー表示について
大型不用品の回収
地球温暖化対策推進会議大規模施設エネルギー管理専門部会
開館・休館予定表（区・ふ・美）
工事及び委託業者入館管理表
自転車点検・整備及びTSマーク付帯保険加入
田道広場公園・ふれあい橋承認書
目黒川クリーンアップ
継～スケートボード対策
継～区民センター各所管施設連絡通知
継～区民センター公園問題点
継～光化学スモッグ連絡体制
継～施設案内（原稿）
継～自動販売機維持管理
継～受動喫煙防止対策

庶務

休暇簿

給与

旅費

文書

調査・回答

施設運営全般

施設管理係 施設運営
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～職員駐輪場調査
継～駐車場管理
継～＜マンション名＞建築に伴う工事協定
継～平和の鐘
継～放置自転車
継～防犯カメラ設置・運用マニュアル
継～目黒区民センター施設見学について
継～目黒川さくらまつり
駐車場条例・規則
常～駐車場使用料免除事前協議申請書の変更
駐車場料金計算機保守点検報告書
駐車場使用に関する依頼文書
徴収事務委託
駐車場券紛失届
駐車場無料券・定期券受領証
継～駐車場条例・規則
継～駐車料金計算レジスター
継～駐車場有料化調査
継～駐車場有料化マニュアル
継～駐車場有料化説明会
駐車場使用料免除事前協議申請書
継～仕様・様式類
継～熱供給に伴う道路用許可
継～美術館ガス契約変更申込
継～特別会議室管理要綱
継～道路占用申請
継～撮影等使用許可
継～懸垂幕掲出要綱
継～区長名義変更に伴う各種届出
継～ふれあい館下水減量資料
特別会議室利用申請書
特定建築物変更（廃止）届
懸垂幕掲出申請
ポスター掲示依頼
常～特別会議室利用要領
イントラネット申請
道路占用許可申請
常～目黒区民センター掲示板利用要領
継～指定作業場既設届または別紙
警察届出（権利放棄）
遺失物整理台帳
継～遺失物管理マニュアル
警察届出（権利保持）
継～拾得物原票・拾得物預書遺失物申し出書
田道ふれあい館停電事故
常～事故報告（現年度）
継～事故報告（Ｈ３年度～７年度）
継～事故報告（Ｈ８年度～）
常～債権者登録
常～備品総括表
常～備品登録・処分処理・物品所属換
継～備品等説明書・保証書（ガス器具除く）
継～食堂厨房器具表
継～税外収入徴収簿
継～備品等説明書・保証書（ガス器具）
払出請求
業務委託業務評価報告書
総合管理委託業者提出書類
仕様書（区民センター、美術館、ふれあい館）
継～業務委託業務評価報告書の様式
自動制御委託業者提出書類
総合管理委託業務改善提案
年間契約依頼資料
継～ガス供給契約（空調用夏期契約）
業務改善提案型契約
予定額増減、契約変更
支出負担行為書（年間契約）
年間契約
契約依頼予定書
入札・契約適正化委員会
常～契約依頼書（８０万円以上）・工事
常～契約依頼書（５０万以上）・物品
契約依頼書
支払完了・一般管理
支払完了・工事
支出負担行為書・一般
支出負担行為書・工事

委託料 委託料支出
科目更正・振替命令
歳出戻入
予定額増減書
執行委任・予算流用
予算変更・補正予算
予算・契約関係通知
予算執行計画・収支予定
工事予算要求回答

仕様書

支払完了・区民センター

駐車場

施設申請

遺失物

事故報告

財務全般

年間契約

契約依頼書

予算執行

予算編成

施設運営全般

施設管理係 施設運営

施設財務
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
当初予算編成資料
重要事項説明書
継～委託仕様書見直し
継～営繕予算工事･計画修繕
継～基本計画具体化計画
決算資料
監査資料
行政財産使用料
行政財産目的外使用許可書様式変更
物品貸付
継～ふれあい館土地無償貸借契約
継～区民センター敷地の一部編入
自動販売機(飲料)設置に係る取扱い
継～行政財産使用許可（都建設局）
継～行政財産使用許可（防災課）
継～行政財産使用許可協議（都清掃局）
継～行政財産使用許可申請書（都清掃局）
継～行政財産目的外使用マニュアル
継～行政財産目的外使用許可協議（福祉団体等）
継～食堂運営協議
継～食堂価格改定
行政財産使用許可協議
行政財産使用許可
継～行政財産・物品貸付の手続き
ガス料金
下水道料金減水量申告
継～電気料金計算資料
継～水道料金表

継～ＣＡＴＶ申込資料

目黒区民センター及び周辺施設の環境確保条例のエネルギー使用量等に関する説

明会
エネルギー使用量等の報告
公共料金事業別内訳管理表
公共料金自動振替口座新規登録・変更処理申請書
公共放送受信料
インターネット利用料
水道料金
電気料金
電力需給契約
電話料金
光熱水費の歳入調定
外部２団体に係る自販機の歳入調定
シルバー人材センターの歳入調定
行政財産使用料の歳入調定
歳入予算整理簿
調定額報告書兼収納金収入報告書
調定決定書兼収納金日報
納付書兼納入済通知書
駐車場無料券記録簿
常～駐車場歳入の徴収事務受託者に対する検査要領
歳入調定
駐車場徴収事務委託検査
常～カードリーダー取扱説明書
行政財産引渡書
改正省エネ法
田道ふれあい館雨水利用
特定建築物審査指導票
防犯カメラ
作業届
継～区民センター公園管理
継～区民センター床面積一覧
継～区民センター敷地内ベンチ設置
継～高圧ガス保安協会
継～施設維持管理経費等調査
継～全館鍵管理
継～中央監視盤操作手順書
継～田道ふれあい館タイマー一覧
継～田道ふれあい館鍵管理
継～田道ふれあい館施設管理
継～機械警備竣工図
継～機械警備業務委託
継～機械警備システム（運用説明書）
継～機械警備システム（セキュリティプラン）
継～機械警備緊急連絡先
継～田道警備システム（セキュリティプラン）
継～警備保安業務委託
目黒保健所プール水質検査
継～ばい煙測定立入検査
事業系廃棄物に関する立入調査
ガス設備・ガス機器点検結果のお知らせ
ビル管理法立入検査等
継～目黒保健所届出書
継～保健所立入検査
東京都特定建築物立入調査指導票
継～ビル管理法立入検査等

施設管理 管理全般

機械警備

立入検査

光熱水費

歳入調定

駐車場使用料(歳入）

予算編成

決算・監査

行政財産目的外使用

施設管理係

施設財務
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～レジオネラ属菌調査結果
継～緊急連絡体制
災対産業経済部区民センター対応マニュアル
緊急地震速報
継～消防関係諸届
継～消防計画
継～消防署査察
継～消防署立入検査結果通知書
継～防火管理維持台帳
継～消火器配置一覧
継～基準の特例適用
防火対象物特例認定
消防関係諸届
自主防火管理検査
自衛消防訓練
継～自衛消防技術発表会
継～応急手当講習会
派遣研修（防火・防災管理講習）
継～自衛消防技術試験
継～自衛消防技術試験問題資料
自衛消防指導者講習会
継～消火器配置図
継～警戒区域
継～危険物安全管理資料
継～防火区図面（区民センター）
消防設備点検報告書
継～電話データリスト（区セ・美術館）
継～施設維持管理見直し（清掃）
継～区民センター耐震診断調査
継～維持保全業務標準仕様書
継～プール消毒殺菌剤の取扱
施設点検日誌
継～路外駐車場設置の手引き
継～目黒区施設点検基準
継～放送設備のプログラムタイマー
継～内線番号調査資料
継～電話データリスト（田道）
継～自家用電気使用申込書
常～電気主任技術者変更届
継～業務用緊急時調整契約
継～東京電力設備調査用資料
継～電気設備資料
継～美術館空調設備制御系統
継～吸水冷凍機（田道）
継～業務用小型ボイラーについて
継～空調機水処理薬品
継～空調用高性能フィルター
継～空冷機ヒートポンプチラー
継～清掃工場からふれあい館高温水配管
継～設備機器一覧表（区・美・田）
継～全熱交換機エコノベント
継～田道ふれあい館ボイラー薬注装置
継～ガスメーター
継～「緊急ガス遮断装置」の覚書
常～ビルピット
継～美術館空調機ケミカルフィルター
継～田道ふれあい館冷却塔レジオネラ属菌資料
継～レジオネラ属菌
継～外壁タイル役物落下報告書
継～区民センター屋外プール取合部打替工事
継～区民センター外壁セラミックサイディングタイルひび割れ調査報告
継～美術館可動パーティション
継～区民センター外壁資料
施設課計画修繕工事
継～工事保証書・完了報告書
継～小規模改修工事実施要領
継～目黒川整備完了引継調書
継～大規模改修
継～請負人提出書類作成要領
継～屋内プール浄化装置検査
継～設備不具合箇所（区民センター）
継～プールろ材交換工事
継～屋内プールエアーバランス
継～美術館ヒートポンプチラーオーバーホール
継～排煙機騒音対策（田）
継～美術館結露箇所
継～美術館空調保全提案書
継～プレート式熱交換機（田）
継～設備不具合箇所（田）
継～設備不具合箇所（美）
常～建築見積資料（区民センター）
継～区民センター石綿除去工事濃度測定
継～区民センター石綿除去工事
常～建築見積書（区民センター）
常～建築見積資料（美術館・ふ）
常～建築見積書（美・ふ）

工事 工事全般

懸案工事（区）

懸案工事（美ふ）

建築工事（区）

建築工事（美・ふ）

防災 防災全般

消防計画

自衛消防

消防用設備

技術資料 技術資料全般

電気設備

機械設備

施設・建築

施設管理

立入検査

施設管理係
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
小修繕工事
目黒区民センタープール配管漏水修繕工事

機械設備工事（美ふ） 継～設備資料（美・ふ）
継～田道ふれあい館桧風呂管理
継～区民センター漏水調査報告書
継～ダクト清掃委託
総合管理委託仕様書
業務実施計画書
観賞魚用水槽保守委託
総合管理委託業務評価
継～燻蒸消毒
「事業用大規模建築物における再利用計画書」
継～廃棄物立入検査
汚泥廃棄物収集運搬報告書
産業廃棄物マニフェスト（ふれあい館）
産業廃棄物マニフェスト（区民センター）
産業廃棄物マニフェスト（美術館）
産業廃棄物管理票交付等状況報告書
廃棄物処理票
古紙回収
継～リサイクル
継～リサイクルパンフレット
継～リサイクル推進連絡会
継～区セ廃棄物処理申請書
継～産業廃棄物管理票マ二ュフェストの流れ
継～廃棄物処理計画の調査
汚泥処理マニフェスト
オゾナイザー（区）
自動ドア保守点検（区）
冷暖房用ヒートポンプ（区）
電気設備点検（区）
ホール舞台照明装置保守点検
自動制御機器（区）
圧力容器点検
ボイラー（区）
ホール舞台吊り物装置（区）
昇降機（区）
空調機（美）
エレベーター（美）
冷暖房用ヒートポンプチラー（美）
電気設備点検（美）
蒸気加湿器（美）
自動制御機器・ボイラー装置設備・運転監視巡回点検
自動ドア保守点検（美）
空調用ケミカルフィルター（美）
自動ドア（ふ）
水槽整備（ふ）
電気設備点検（ふ）
空調加湿用ボイラー（ふ）
吸収冷凍機水質分析
継～第一種圧力容器点検資料
温水ボイラーＶＥＣヒーター（ふ）
吸収冷凍機（ふ）
空調設備（ふ）
エレベーター（ふ）
プール水質検査（屋内・外・幼児）（区）
飲料水水質検査（区）
汚水槽・雑排水槽清掃（区）
給湯水水質検査（区）
空気環境測定（区）
殺虫消毒（区）
継～清掃
受水槽・高架水槽清掃（区）
煤煙濃度測定（区）
受水槽・高架水槽清掃（美）
殺虫消毒（美）
空気環境測定（美）
給湯水水質検査（美）
汚水槽・雑排水槽清掃（美）
飲料水水質検査（美）
貯湯槽（美）
煤煙濃度測定（ふ）
空気環境測定
冷凍機伝導率測定
殺虫消毒
雑用水水質検査（残留塩素等）
受水槽・高架水槽清掃（ふ）
給湯水水質検査
簡易専用水道検査（ふ）
飲料水水質検査（残留塩素等）
浴室水質検査（ふ）
汚水槽・雑排水槽清掃（ふ）

電力日報（セ・美） 電力日報（セ・美）

施設管理日報（セ・美） 施設管理日報（セ・美）

鍵管理日報（セ） 鍵管理日報
案内業務日誌（セ）

委託全般

廃棄物リサイクル

機械保守（区セ） 機械保守（区セ）

保守点検（委託） 機械保守（美）

機械保守（田道）

ビル管理保守委託（ふ）

水槽保守委託（ふ）

保守委託（区セ）

保守委託（美）

工事

機械設備工事（区）

委託

施設管理係

各種日報（区セ・美）

委託日報（セ・美）
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
駐車場管理日誌（セ）
清掃日誌（美）
清掃日誌（セ）
巡回警備報告（セ）
機械警備報告（セ）
ヒートポンプ運転日誌（セ・美）
ボイラ運転日誌（区民センター）
プール運転日誌（屋外）
プール運転日誌（屋内）
空調機運転日誌（セ・美）

点検日誌（セ・美） 美術館設備点検日誌

施設管理日報（ふ） 施設管理日誌（ふ）

警備日誌（ふ） 巡回警備報告書（ふ）
ボイラー日誌（ふ）
冷凍機運転日誌（ふ）
機械設備日誌（ふ）
田道小学校ーふれあい館　熱量日誌

電力日誌（ふ） 電力日誌（ふ）

委託日誌（ふ） 清掃日誌（ふ）

駐車場日誌（ふ） 駐車場日誌（ふ）

月次報告書 産業経済課施設管理係月次報告書

各種日報（ふ）

施設管理係

各種日報（区セ・美）

運転日誌（ふ）

運転日誌（セ・美）

警備日報（セ・美）

清掃日誌（セ・美）

委託日報（セ・美）


