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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～公益通報者保護制度の手引
常～健康危機管理マニュアル
常～外部記録媒体持出・使用管理簿
常～電気錠カード
常～電磁的記録媒体の保管管理簿
常～事務引継書、印鑑届等
緊急連絡先一覧
常～取扱説明書及び保証書
常～事務処理の手引
常～公益通報者保護制度の手引
駐車場使用届
集中管理車
常～担当部長の担任事務等

庁内通知・調査 〈部局名〉
議会運営委員会等
生活福祉委員会
常～議会議事録

庁内会議 〈会議名〉資料

庁外会議等 国及び東京都

通知・調査 通知・調査
常～情報資産
情報セキュリティ
情報課からの通知
イントラネット関係協議・届出・申請
常～グループウェア
報道
めぐろ区報
ホームページ作成
区民の声

情報公開 情報公開・個人情報保護
常～ＥＭＳ国際スピード郵便控え
郵便
訓令・要綱
条例等の立案請求
常～行政手続き
常～情報公開
文書通知

ファイル基準表 常～ファイル基準表
実施計画
行革計画
常～業務継続計画
常～災対文化・スポーツ部マニュアル
常～新型インフルエンザ等対策文化・スポーツ部行動マニュアル
常～鳥インフルエンザ対応マニュアル
危機対応
非常配備態勢
防災訓練
常～めぐろエコプラン
めぐろエコ･プラン等（地球温暖化対策含む）
時差出勤利用申請書
部分休業承認申請書
職務専念義務免除申請処理等
出退勤時刻データ修正記録簿
私物利用許可書
欠勤・遅参・早退届
給与減額免除・申請簿
休暇申請書
常～子の看護休暇確認票
常～名札
在庁理由入力記録簿
金銭出納員・現金取扱員・物品出納員の任免
飲食届
課内配分定数
常～　職員兼職
常～通勤手当認定簿（在課分）
通勤手当認定簿
雑給与・非常勤報酬
個人番号取得事務管理簿兼個人番号紐付け用管理台帳
賃金・報酬支払台帳、支払調書作成台帳（暦年）
旅行命令簿
給与通知・調査等
常～非常勤職員取扱要領
常～非常勤職員出勤簿
非常勤職員の任用
非常勤職員年次有給休暇簿
非常勤職員旅行命令簿（即日帰庁）
非常勤 報酬減額免除申請簿
非常勤職員 欠勤・遅参・早退簿
非常勤職員・臨時職員関係通知
会計年度任用職員の任用
臨時職員の雇用
臨時職員要望書
安全衛生
健康管理
福利厚生通知・調査・回答
研修通知

文化・交流課

人事・給与 服務諸届

人事

給与

非常勤・臨時職員

福利厚生・健康管理

研修

広報・広聴 広報・広聴

文書 郵便

例規・要綱

文書事務

行政計画・改革等 行政計画

危機管理 危機管理

防災

環境

庶務

区議会

システム システム全般

グループウェア

庶務
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
目標によるマネジメント
備品名鑑
金銭出納簿
常～備品総括表
備品シール用紙
維持保全業務積算標準単価表・維持保全業務積算標準
備品処理（所属換、処分処理、分類換、貸付、返還）
収支予定表
図書カード受払簿
契約課・会計課からの通知
予算内示資料等
予算書校正等
当初予算に係る通知等
予算特別委員会資料
当初予算編成
予算要望書

補正予算編成 補正予算編成
予算流用・差金使用・予備費充用
予算執行計画
執行委任
支出負担行為
歳入調定
事故繰越
歳入科目新設申請
債権者登録申請書・変更届
契約依頼書
支出命令書
収支予定表
主要な施策の成果報告書作成
決算通知
決算資料
常～定期監査（前年度分）
常～財政援助団体等監査
監査事務局からの通知
行政監査
後援名義等使用承認申請書
グリーティングカード
常～多文化共生推進プラン
常～心の輪
常～Ｍｅｇｕｒｏｓｔｙｌｅ目黒区ミニガイドブック
常～ホストタウン
平和祈念のつどい
新年のつどい
常～区内大使館一覧
常～目黒区行政用語英訳集
常～通訳・翻訳の取扱い
通訳・翻訳依頼書
常～防災語学ボランティア登録更新（～令和５年３月３１日）
常～防災語学ボランティアに関する要綱
防災訓練
防災セミナー
防災語学ボランティアの新規登録
常～防災語学ボランティア登録更新（～平成３２年３月３１日）
常～防災語学ボランティア基本マニュアル
常～防災語学ボランティア登録台帳
常～防災語学ボランティアの登録廃止届
ＭＩＦＡ補助金の支出
ＭＩＦＡ事業計画及び決算書の議会への提出
常～（公財）目黒区国際交流協会資料
ＭＩＦＡとの打ち合わせ
常～ＭＩＦＡ協定等
ＭＩＦＡの事業等
各国視察団受入れ
ＪＩＣＡ海外協力隊員表敬訪問等
ユネスコ（世界寺子屋運動等）
東京都区市町村の国際政策の状況
常～ホスト・タウン構想（オリパラ東京大会における国際交流の取組）

国際交流関係団体 その他ＮＰＯ法人
常～友好都市との交流
常～ソウル市中浪区との交流事業
常～東城区友好交流協力事業覚書
〈常～目黒区教育委員会合同訪問団の東城区訪問〉
常～東城区との交流事業
常～三区間交流
〈常～東城区図書館代表団の訪問受入れ〉

東城区との書簡 常～東城区との書簡

角田市との友好都市協定

締結
継～角田交流経過

阿武隈リバーサイドマラソンツアー事業（角田市）
区民まつりにおける角田市参加団体の受入れ

角田市資料等 継～宮城県角田市

友好都市・気仙沼市復興応援写真展

復興応援ツアー

気仙沼市資料等 継～宮城県気仙沼市
常～その他自治体交流ほか

文化・交流課

国際化推進 国際化推進全般

区内大使館

通訳・翻訳

外国人への防災対策

国際交流協会(ＭＩＦＡ)

国際交流事業・国際協力

国際化推進関係通知・調

査

友好都市 友好都市全般

東城区との交流事業等

角田市との交流事業等

国内交流全般

気仙沼市との交流事業等

人事・給与

その他自治体交流

研修

財務全般

当初予算編成

予算執行

財務会計

決算・監査 決算

監査
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～金沢市友好交流都市協定に向けての覚書
継～国内交流の考え方
〈自治体名〉
常～石川県金沢市
常～韓国ソウル特別市中浪区
〈常～韓国ソウル特別市中浪区訪問〉
常～その他の自治体
常～中浪区との書簡
常～第４１回目黒区民まつり会計報告
臨時出店届
常～第４１回目黒区民まつり　さんま基金会計報告
常～第４１回目黒区民まつり　こども広場
常～第４１回目黒区民まつり　おまつり広場
〈施設意見〉
常～地方創生推進交付金関連資料
常～特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金
常～目黒区民まつりのあり方に関する意見交換会
マスコミ関係情報提供
開催協力依頼等通知
区・区議会・名誉区民等へのご案内
国内交流事業調査
施設管理者との打合せ
食品取扱説明会
前日当日の問合せ
常～第４１回目黒区民まつり　さんま祭
看護師派遣依頼
会場使用申請・許可
課内の応援体制
ふるさと物産展出展者関連
手話通訳者依頼
補助金申請・交付決定
企業への寄付依頼・礼状
目黒区後援名義の使用申請・許可
駐車場
実行委員推薦・顧問推薦依頼
催し物開催許可
ごみ処理委託（ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ清掃委託含む）
ポスター・パンフレット作成送付
リストバンド
会場設備・設営
管理賠償責任保険・傷害保険加入
昼食発注・納品
夜間会場警備

実行委員会 役員会議資料
おまつり広場運営チーム
さんま祭運営チーム
出店・出演募集
実行委員会事務局（エコステーション含む）
子ども広場運営チーム
ふるさと物産展運営チーム
運営委員の募集
常～第４２回実行委員会会議　会議資料・会議録
常～第４１回実行委員会会議　会議資料・会議録

第４０回会計報告 常～区展会計報告

区展 区展実行委員会
常～上目黒一丁目プロジェクト（東京音大）連絡調整会議
継～区長あいさつ文（芸術文化事業）
継～芸文関係規則改定
継～芸文関係法定調書
継～東京都文化行政資料
継～文化芸術の振興に関する基本的方針（文化庁）
継～文化庁関係資料
ホームページ作成
めぐろ区報
常～芸術文化資料
後援等名義使用承認
常～寄付金受け入れ事業（ふるさと納税事業）
常～芸術文化関連要綱・要領等
芸術文化関係調査・回答
芸術文化振興通知

芸術文化振興計画 常～　芸文プラン改訂
常～意識調査
常～印刷製本
常～計画改定全般
常～検討会
常～懇話会
常～政策決定会議
常～生活福祉委員会
常～　区政功労者表彰
継～区政功労者表彰資料（文化団体）
継～芸術文化振興条例
継～各自治体の芸術文化振興条例等

芸術文化施設全般 常～　芸術文化施設維持
常～　財産（建物等）
継～　財産（建物等）
常～めぐろ区民キャンパス設置の自動販売機に係る光熱水費

めぐろ区民キャンパス

文化・交流課

区民まつり 事務局一般

事務局各種手続き

業者発注

運営委員会

実行委員会資料

芸術文化施設

芸術文化振興全般

区政功労者表彰（芸術文

化）

芸術文化全般

２７年度改定芸術文化振

興プラン

芸術文化振興条例等

国内交流全般

国外交流自治体

国内交流自治体

その他自治体交流
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～興行場営業許可申請書・記載事項変更届
継～めぐろパーシモンホール利用者アンケート集計
文化ホール臨時休館
文化ホール調査・回答
文化ホール施設点検
常～文化ホール利用制限
常～　中目黒駅周辺帰宅困難者対策協議会
常～文化ホール事故報告
常～携帯電話等通信抑止無線局
常～博物館登録
継～刊行物販売の事務委託
継～観覧料の決定
常～美術館事故報告
美術館施設点検
美術館調査・回答
継～　美術館刊行物頒布
継～美術館臨時開館・休館
継～美術館消防設備点検
継～美術館　ぐるっとパスの取扱い
継～特別観覧の承認
継～施設管理運営事務委託
継～区民ギャラリー減額承認

施設使用料検討 常～施設使用料等見直し作業部会
施設使用料調査回答
継～年次報告書
継～文化ホール・美術館１９年度事業計画
継～徴収事務受託者告示
継～他施設指定管理者
継～指定管理者の指定
常～美術館年度協定
常～文化ホール年度協定
月次報告書
指定管理調査・回答
常～指定管理者告示等
継～２０年度年度協定・管理の業務
指定管理事業報告
指定管理者運営評価（資料）
指定管理者運営評価委員会
指定管理者選定評価委員会
指定管理料（美術館）
指定管理料（文化ホール）
常～　指定管理者の指定
文化ホール応募様式
他自治体検討状況
条例等整備
指定管理候補者決定
運営評価委員会
指定管理者選定関係調査・回答
指定管理者選定実施方針
常～財団事業計画及び決算書類の議会提出
常～財団職員兼職・派遣
常～財団職員住所録
財団調査・回答・通知
継～めぐろパーシモンホール大規模改修の考え方
継～公の施設予約システム連絡会
継～財団関係寄付申出
継～財団事業計画及び決算書類の議会提出
継～財団事故報告
継～財団職員
継～財団職員兼職・派遣
継～財団補助金の取扱い
常～財産使用許可
目黒区芸術文化振興財団助成
継～区議会等質疑
継～芸文財団検討依頼
継～（仮称）目黒区芸術文化スポーツ振興財団設立連絡調整会議
継～公益法人設立許可基準等
継～公益法人設立相談

めぐろ子ども音楽祭 めぐろ子ども音楽祭
総合庁舎ツアー
子どもマナー教室（お箸と食事マナー講座）
美術館事業全般
めぐろの障がい者アート展
文化ホール事業全般
常～旧前田家本邸和館資料
オータムアートパンフレット・ポスター作成
オータムアート実施企画
音楽と美術のワークショップ
実施報告
目黒建築めぐり塾（駒場を読む）
親子コンサート
目黒建築めぐり塾（親子東大探検隊）
文化庁 伝統文化親子教室
伝統文化子ども教室（日本舞踊）
伝統文化子ども教室（狂言）
伝統文化子ども教室（マナー）

財団補助

設立会議・相談

オータムアート

伝統文化こども教室

目黒区美術館

文化・交流課

指定管理者指定管理

芸術文化振興財団 芸術文化振興財団全般

芸術文化事業
芸術文化事業全般

２１年度指定管理者検討

３１年度指定管理者検討

文化ホール

芸術文化施設
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
伝統文化子ども教室（いけ花・茶の湯）
継～伝統文化こども教室
常～　目黒区文化団体連合会
継～文化団体連合会
継～郷土資料展
文化祭実施
継～博物館資料取得基金
継～博物館資料取得基金改正
継～美術館収蔵作品一覧
継～美術館条例
継～美術作品寄託
継～天皇陛下御在位記念・無料公開
継～区民ギャラリー利用の手引き
常～紺綬褒章
常～　資料収集委員会設置要綱
継～目黒区美術館資料
継～寄付物件
常～資料収集委員委嘱
常～美術作品収集（購入・寄付）
常～美術作品収集(寄付）
常～博物館資料取得基金
常～美術作品寄託
常～芸術文化活動団体登録
芸術文化活動団体登録（不承認）
常～団体登録申請書（一般）
芸術文化活動団体登録（更新前起案）
常～芸術文化活動団体（要）

集会予約システム 集会施設予約システム
後援等名義使用承認
常～自転車シェアリング
常～観光資料
常～　民泊
常～　中目黒駅周辺地区整備計画改定
常～議会
めぐろ区報
ホームページ作成
常～国家戦略特区
常～目黒区国家戦略特別区域事業実施補助金交付要綱
常～国家戦略特区事例（豊島区オープンカフェ）

観光事業計画 常～実施計画・推進プラン
他課からの調査・通知
都からの調査・通知
他の自治体・団体等からの調査・通知
東京都事業全般
常～東京都観光客数等実態調査
常～文化プログラム
常～観光関連各種補助制度
常～案内サイン
観光インフラ整備支援補助金
常～Wi-Fi整備
常～外国人観光客全般
常～観光インフラ整備支援補助金
常～観光ビジョン
常～観光ビジョン改定検討委員会
常～観光ビジョン改定
目黒川桜まつり等運営協議会
常～春のライトアップモデル事業費助成
さくらＭＡＰ
常～目黒川さくらフェスタ
桜情報
目黒川の桜まつり等事務局
目黒川の桜まつり等庁内連絡調整会
常～各種通知
常～関係機関連絡会

気仙沼市 常～気仙沼市資料
常～角田市農業振興公社
常～角田市交流
常～角田市資料
常～めぐろ観光まちづくり協会発行物
友好都市観光物産展
補助金（一般社団法人めぐろ観光まちづくり協会）
予算編成資料（めぐろ観光まちづくり協会）
常～　職員兼職
常～行政財産目的外使用
常～　めぐろ観光まちづくり協会　定款・決算書
常～わたしの中のめぐろ展
常～観光情報サイト全般
常～全国地域観光情報データベース更新
常～東京文化財ウィーク
常～公園・みどりの散歩道
常～東京の観光公式ガイド
常～区内主要企業一覧

常～ＭＩＳＣ（目黒通りインテリアストリート）
常～福島県
常～宮城県
常～埼玉県・川越市

観光情報発信

区内情報

芸術文化団体登録 芸術文化活動団体登録

観光事業
角田市

（一社）めぐろ観光まち

づくり協会全般

めぐろ観光まちづくり協

会

観光情報

他自治体資料(地方）

観光全般

観光等調査・通知

東京都事業

外国人観光客

観光ビジョン

目黒川の桜

フィルムコミッション

（一社）めぐろ観光まち

づくり協会予算等

伝統文化こども教室

目黒区文化祭

美術館資料収集・作品管

理

観光全般

国家戦略特区

文化・交流課

芸術文化事業

（一社）めぐろ観光まち

づくり協会事業
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～石川県・金沢市

常～その他自治体
常～北海道・八雲町

公益法人等調整 公益法人等調整全般 公益法人等状況調査

観光情報

他自治体資料(地方）

文化・交流課


