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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
プリンター保守報告書
貸出車一式（使用申込書・管理簿・運転日誌）
常）車内事故マニュアル・事故報告書
課庁用車管理
庁用車車検等支出
区民生活部からの通知・調査
区議会・監査・選管からの通知・調査
教育委員会からの通知・調査
企画経営部からの通知・調査
会計課からの通知・調査
健康福祉部・健康推進部からの通知・調査
東京都オリ・パラ準備局からの通知・調査
都市整備・環境清掃部からの通知・調査
他自治体からの通知・調査等（スポーツ関連）
総務部・危機管理室からの通知・調査
子育て支援部からの通知・調査
部局別政策課題
基本計画・実施計画
組織改正・職員定数
事務分担表
行革計画
常～事務事業見直し・検証

常）目黒区区有施設見直し
常）区有施設見直し計画素案
施設使用料・利用等問題検討部会
常）公の施設使用料の見直し方針
常）施設維持管理経費等調査
常）施設使用料関係資料（区有施設基礎データ集）
常）施設使用料の見直し調査
常）施設使用料の維持管理費調査
お問い合わせメールの回答
区民の声処理
オープンデータ
世論調査
窓口サービス向上運動
報道希望
ホームページ広報課申請（オリ・パラ推進課）
常～ホームページ運用マニュアル
ホームページ広報課申請（スポーツ振興課）
常）個人情報業務登録
情報公開
常）特定個人情報
常）親展通信マニュアル
電磁的記録媒体の保管管理簿
情報課協議
情報課許可済外部記録媒体持出・使用管理簿
情報課からの通知・調査
私物情報処理機器利用許可書
細菌性赤痢の集団感染対応
常）砧球技場撤去等計画
台風被害対策
新型コロナウイルス感染症関連
常）地域防災計画・災対行動マニュアル
常）災対・緊急連絡網・非常配備体制
業務継続計画（BCP）改定・策定
防災訓練・災対訓練
常）防災拠点となる文教施設の機能継続について
常）防災語学ボランティア登録者
常）東海地震注意情報に係る初動体態勢運営要鋼
常）目黒区危機管理指針
常）文書事務・契約事務マニュアル
料金後納郵便差出票（控）
常）郵便全般
常）ファイリング引継ぎマニュアル
常）引継予定表・保存箱引継表
常）スポーツ振興課要鋼
立案請求（元年度　条例・規則）
常）スポーツ振興課　審査・処分基準
常）要綱・要領（学校開放関連）
告示（条例・規則等）
常）例規検索システムの手引き
要綱・要領
常）要綱・要領（計画指導係）
危機管理会議
放課後子ども総合プラン実施検討委員会（作業部会）
指定管理者連絡会
キャッシュレス決裁検討
オリパラ目黒推進本部
行財政改革推進本部
子ども青少年事業担当者連絡調整会
その他の庁内会議
スポ振係長会
庶務担当課長会
政策決定会議
補助金関連　市町村全体説明会

ホームページ

情報公開・個人情報保護

情報システム・セキュリ

ティ

危機管理・防災

文書・ファイリング・郵

便

例規・行政手続き

区内会議

スポーツ振興課 庶務 庶務

通知・調査（区内・区

外）

基本計画・実施計画・政

策課題
行革・組織・定数

区有施設見直し

施設使用料見直し

広報・広聴

都などの会議
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
東京都スポーツ主管課長会議
区議会定例会 代表質問・一般質問
生活福祉委員会
総合戦略等調査特別委員会
初当選議員勉強会資料
区議会通知
目標によるマネジメント
常～非常勤職員取扱要領
常）目黒区人材育成活用基本方針
産休・育休代替臨時職員
会計年度任用職員任用
非常勤採用書類
非常勤職員任用・採用
常～障害のある職員に対する合理的配慮の提供に関する相談対応要領
人事通知
年次有給休暇簿（非常勤職員）
常～事務引継書
時差出勤制度
欠勤・遅参・早退届（非常勤職員）
勤務を免除された休日等の振替命令簿（非常勤職員）
給与減額免除申請書
休暇簿（非常勤職員）
休暇簿（診断書）
飲食届
常～子の看護・短期看護制度、用紙
服務報告・事故報告
報酬減額免除申請書（非常勤職員）
常～公務災害・通勤災害の手引
常～服務の手引き
出退勤時刻データ修正記録簿
常～法定調書の作成及び提出に係る実務要領
常～通勤手当認定経路一覧表
旅行命令簿（非常勤職員）
旅行命令簿（宿泊）
法定調書全般
非常勤報酬等支給仕分書
雑給支給仕分書
給与通知
宿泊旅行
宿泊旅費（資金前渡）
常～給与事務の手引き
健康管理・職場安全衛生通知
研修通知
福利通知
よりよい職場づくり
安全衛生協力員
倫理ミーティング
総務部通知
常～個人番号制度説明会　全般
常～企画経営部通知
常～非常勤・臨時職員登録マニュアル
常～情報セキュリティ基本方針・対策基準
常～特定個人情報保護条例
常～個人番号利用条例
常～マイナンバー　提供カード専用封筒・提供カード
常～マイナンバー制度開始

マイナンバー マイナンバー　収受押印済提供カード専用封筒
予算・決算全般通知
財政課通知・調査
常～財産台帳
補正２号予算（通知、要求事項等
当初予算（プレス発表）
当初予算（課内順位付けシート）
当初予算（通知）
当初予算（工事見積）
当初予算（文化・スポーツ部内会議資料）
当初予算（予算書校正）
当初予算（要求事項一覧及び説明書）
予算編成概要（実計・重点・その他新規臨時）
補正１号予算（工事費等見積）
当初予算（査定）
当初予算（全議員説明会資料）
補正１号予算（通知、要求事項等）
当初予算（要望書）
当初予算（見積資料）
当初予算（見積原票）
常～預金利子収入
予算執行計画
常～保険資料
収支予定表
歳入科目新設申請書
落差金使用
予算変更申請書
執行委任申請書
科目更正
常～スポーツ振興くじ助成金

スポーツ振興課 庶務

マイナンバー制度

予算・決算・監査 予算・決算・監査全般

予算編成

予算管理

補助金

区議会

人事・給与・マイナン

バー

人事

服務

給与

研修・福利厚生・健康管

理

都などの会議
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～補助金等財源資料
監査通知
未執行・未清算一覧
定期監査資料
常～財政援助団体等監査
主要な施策の成果報告書作成資料
決算通知
決算資料
監査資料出力分
常）預金通帳
収納金日報（全係・オリパラ推進課）
常）現金出納簿
収納金収入報告書・事後調定一覧表
小学校屋内地区プール収納検査
金券受払整理簿

歳入管理 納入済通知書・領収書
社会教育主事分担金
目黒シティラン負担金
分担金支出
東京都体育施設協会負担金
立替払い
立替理由書
スポーツ情報紙デイジー版作成謝礼

公共料金管理 公共料金支出
常～物品名鑑
備品処分
常～備品管理システムマニュアル
常～備品総括表
物品所属換え
物品分類換え
物品通知
常～　維持保全業務積算標準単価表
契約通知
常～債権者登録・変更届
契約依頼（管理係）
支出負担（契有）（管理係）
清算・戻入命令（契有・旅費等）（管理係）
支出命令（契有）（管理係）
支出負担（契有）（計画指導係分）
契約依頼（契有）（計画指導係分）
支出命令（契有）（計画指導係分）
契約依頼（スポーツ事業係）
支出負担（契有）（スポーツ事業係）
支出命令（契有）（スポーツ事業係）
支出負担兼支出命令（契無）（スポーツ事業係）
清算・戻入命令（契無）（スポーツ事業係）
清算・戻入命令（契有）（スポーツ事業係）
支出負担（契有）（オリ・パラ推進係）
契約依頼（オリ・パラ推進係）
清算・戻入命令（契有）（オリ・パラ推進係）
支出命令（契有）（オリ・パラ推進係）
支出命令（契有）（中央地区プール）
清算・戻入命令（中央地区プール）
契約依頼（中央地区プール）
支出負担（契有）（中央地区プール）
支出負担（契有）（南部地区プール）
契約依頼（南部地区プール）
支出命令（契有）（南部地区プール）
清算・戻入命令（契有）（南部地区プール）
支出負担（契有）（西部地区プール）
契約依頼（西部地区プール）
清算・戻入命令（契有）（西部地区プール）
支出命令（契有）（西部地区プール）
常～スポーツ講座申込システム　年間契約・利用規約
年間契約通知
常～長期契約関連資料
支出命令（年間契約）（管理係分）
支出負担（年間契約）（管理係分）
契約依頼（年間契約）（管理係分）
契約書（年間契約）（管理係分）
支出負担（年間契約）（計画指導係分）
契約書（年間契約）（計画指導係分）
支出命令（年間契約）（計画指導係分）
契約依頼（年間契約）（計画指導係分）
契約依頼（年間契約）（スポーツ事業係分）
競争入札における業者の推薦
支出命令（年間契約）（スポーツ事業係分）
契約依頼予定書
契約変更依頼（スポーツ事業係）
支出負担（年間契約）（スポーツ事業係分）
支出命令（オリ・パラ推進係）
契約依頼（オリ・パラ推進係）
支出負担行為（オリ・パラ推進係）
契約書（オリ・パラ推進係）
支出負担（契有）（中央地区プール）
契約依頼（中央地区プール）

決算・監査

スポーツ振興課

予算・決算・監査

補助金

契約全般

契約（管理係）

契約（計画指導係）

契約（スポーツ事業係）

年間契約全般

年間契約（管理係）

年間契約（計画指導係）

年間契約（スポーツ事業

係）

年間契約（オリパラ推進

係）

財務会計 財務会計全般

歳出管理

備品管理

契約

契約（オリ・パラ推進

係）

契約（中央地区プール）

契約（南部地区プール）

契約（西部地区プール）

年間契約

年間契約（中央地区プー

ル）
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
支出命令（契有）（中央地区プール）
契約書（中央地区プール）
契約依頼（南部地区プール）
契約依頼予定書（南部地区プール）
支出命令（契有）（南部地区プール）
支出負担（契有）（南部地区プール）
契約書（南部地区プール）
契約依頼（西部地区プール）
支出負担（契有）（西部地区プール）
契約書（西部地区プール）
支出命令（契有）（西部地区プール）
プール取り決め事項
団体あて協力依頼
常）目黒区生涯学習人材情報システム
東京都市区町村スポーツ主管職員録
職場研修（事業概要・施設見学）
後援名義使用承認済みチラシ・ポスター依頼
後援等事業報告書
後援等名義申請書
常）目黒区後援名義使用申請書類一式
車保険
スポーツ安全保険
スポーツ安全保険・傷害保険支出
傷害保険
常～学校施設使用料算出基準
常～使用料収納検査
常）水泳等の事故防止対策
常）新型コロナウイルス感染症対応
常）熱中症予防対策

東京都障害者スポーツ大

会
東京都障害者スポーツ大会

常）目黒体育協会規約・定款など
常）目黒体育協会役員名簿（ 新版）
常）目黒体育協会役員名簿（過年度のもの）

めぐろ学校サポートセン

ター利用
めぐろ学校サポートセンターの利用申請

常）スポーツ表彰紹介（体育館掲示ポスター等）
常）スポーツ表彰紹介（めぐろスポーツニュース・ＨＰ）
常）スポーツ表彰受賞者一覧
常）スポーツ表彰資料（他区調査結果）
常）表彰候補者情報・推薦書（随時受付）
スポーツ表彰候補者推薦依頼・決定
スポーツ表彰授与式
常）スポーツ表彰関連要綱
叙勲
常～東京都表彰等概要
区政功労者表彰
東京都功労者表彰（旧東京都知事表彰）
文部科学大臣表彰（生涯スポーツ功労・体育指導委員功労）
常～目黒区民栄誉賞
常～感謝状
その他の表彰
東京都スポーツ功労賞（旧東京都教育委員会表彰）
預金利子収入・債権収入利子収入
常）スポーツ振興基金条例・要鋼
常）スポーツ振興基金創設
基金・寄付金関係通知
スポーツ振興基金振替命令
常）スポーツ振興事業サポートの提案（資料）
常）スポーツ振興自販機設置に関する覚書
スポーツ振興自販機　売上報告書
常～寄付金管理台帳
常～寄付事務処理マニュアル
ふるさとチョイスによる寄付金
寄付金申出書・領収書
常～更新受付済（登録証交付待ち）
常～再交付申請
常～廃止団体
常～利用者登録マニュアル

申請書 常～申請書
常～軟式野球連盟(小学生)
常～軟式野球連盟(中学生)
統計（利用団体数）
常～システム作業、完了確認書
指定管理者あて通知（運用関連）
常～システムトラブル報告書
常～システム定例会
常～予約システム（連絡・通知）
常～集会施設予約

システム導入時の資料 常～システム導入時の資料
常～選定委員会
常～システム開発の選定六法等
常～指定管理導入に伴うシステム改修
常～システムサービス契約申込書
システム保守（支出）

スポーツ振興課

表彰 目黒区スポーツ表彰

その他の表彰

スポーツ振興基金

スポーツ振興基金自販機

年間契約

年間契約（中央地区プー

ル）

年間契約（南部地区プー

ル）

年間契約（西部地区プー

ル）

スポーツ振興課共通 スポーツ振興課全般

後援名義

保険料

施設使用料

目黒体育協会

施設予約システム（ス

ポーツ）

申請受付

軟式野球連盟(小学生・

中学生)
システム運用資料

選定委員会

契約資料

都・国等からの通知

スポーツ振興寄付金

スポーツ振興基金・寄付

金
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～システム保守委託（仕様書、見積書）
常～中央体育館改修に伴う機器移転
常～指定管理導入に伴うシステム改修（契約）
予約システム回線使用料
常～システム調査
常～告示
スポーツ施設予約システム再構築
常～システムＰＴ決定内容
常～システム開発全般
常～情報公開・個人情報保護審議会
常～情報化推進委員会
常～プロポーザル資料（業者からの提案書）
常～プロポーザル
常～２３区システムアンケート
常～指定管理者への依頼
常～他区システム資料
常～目黒区入札・契約適正化委員会
指定管理者アンケート
スポーツ施設利用ガイドブック
常～学校開放実施要綱制定起案

学童保育クラブの新設・民間委託に伴う学校施設利用及び連携等に関する確認事

項

常～　目黒区立学校施設使用条例に基づく学校施設(体育施設に限る)の使用等の

補助執行の協議について
常～一般質問
常～学校開放の今後の進め方
常～物置の設置状況調査
学校開放事業実施について
新型コロナウイルス関連
常～学校開放事業の見直し
常～学校開放実施要綱
常～　学校開放　有料化　他自治体等資料
常～　学校開放(施設使用料・利用等問題作業部会)
常～学校開放有料化検討
常～学校開放関連資料
常～公益通報資料
常～他区の学校開放実施要綱
常～学校開放損害賠償請求事件
常～事故報告書
常～学校開放危機管理マニュアル
常～学校開放マニュアル
常～光化学スモッグ対策の手引き
常～副校長研修資料・事務処理要領
常～節電対応
常～学校開放利用案内（印刷・配布）
常～学校開放マニュアル（配布物全般）
常～校庭・体育館開放の利用者等への通知
常～熱中症対策

学校開放要望・苦情 常～学校開放要望・苦情
団体開放受付事務謝礼
運営委員会開催通知（収受）
常～運営委員長等名簿
運営費収支報告書
学校開放事務謝礼（前期・後期）
常～口座振替依頼書
学校開放　財務・支出
学校開放運営委員会関係
学校開放運営費
消耗品・医薬品（個人開放）

運営委員会（小学校） 常～　学校開放実施計画書・運営委員会会議録（小学校）

運営委員会（中学校） 常～地区連絡会会議録
地区連絡会資料
運営委員長会議

学校開放運営委員長会議 常～個人開放指導登録届手続（ひろば・体育館）
学校ひろば安全指導員個人謝礼
学校ひろば運営委員会実績報告書
校庭開放指導員委託（シルバー委託）
常～安全指導員マニュアル（学校ひろば）
校庭開放年間計画予定書（学校ひろば）
常～　シルバー人材センター仕組み・契約料金
常～学校ひろば　安全指導員登録届
常～学校ひろば　安全指導員
常～個人開放指導員登録・変更届
バレーボール支柱穴の修繕
体育館個人開放指導員謝礼支出
常～体育館個人開放口座振替依頼書
常～体育館床清掃資料
体育館　個人開放口座振込明細票
体育館個人開放請求書（４～３月分）
常～指定管理者事務引継ぎマニュアル
体育館開放用モップ取替委託（受領書）

校庭団体開放 校庭　団体開放結果表（５地区　各学校）
体育館　団体開放結果表（５地区　各学校）
団体開放抽選結果表(提出一覧表)

格技室開放 常～目黒中央中武道室要綱・細目・開放マニュアル

スポーツ振興課

学校開放地区連絡会

施設予約システム（ス

ポーツ）

契約資料

システム開発

体育館団体開放

予約システム再構築 予約システム再構築

学校開放全般 学校開放全般

学校開放有料化

学校開放資料

学校開放共通

学校開放運営委員会 運営委員会調査

学校開放共通

団体開放全般

個人開放 校庭開放（学校ひろば）

体育館個人開放

団体開放
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
プール開放　熱中症対応
常～プール開放　マニュアル
プール開放　業務要領
常～プール開放　業務要領

常～東根小学校プール更衣室建設
プール開放　事務連絡会
プール開放　広報（情報紙・ＨＰ）
プール開放用具
プール開放　保険
プール開放　臨時電話設置
プール開放　実施起案・実施計画
プール経営許可申請・水質等検査実施報告書
プール開放　学童保育クラブ
プール開放　臨時電話支出
プール開放　報償費（運営費・研修会参加）
プール開放　従事者謝礼支出（利用統計・日誌・出勤簿・請求書）
プール開放　安全管理研修会
プール開放　安全管理研修会謝礼
常～学校プールの衛生管理
常～プール開放　事故
常～プール開放　見直し事項
常～プール開放　他区資料
常～プール開放　学校設備概要
常～プール開放　関係条例
学校施設目的外使用申請書（有料分）
学校施設目的外使用申請書（４～３月分）
常～学校施設目的外使用（全般）
学校施設目的外使用通知・処理文書
常～学校施設目的外使用（選挙）
学校施設使用料歳入調定
都　ラグビー関連事業
都　ラグビーＰＲ動画
都からの通知・調査
都事業の協力
他区市　ラグビー関連事業
パネル展
懸垂幕掲出
ラグビー協会の事業
ラグビーワールドカップ機運醸成事業（トークショー・タグラグビー）
ノベルティグッズ等の作成（商標等の使用申請）
パネル・チラシ作成
トークショー参加者アンケート
その他のＰＲ（懸垂幕・パネル展・ノベルティグッズ）
トークショー申込み
補助金の交付（パブリックビューイング実施）
タグラグビー申込み
未来への道１０００kmリレー（都事業）
東京都アスリート認定選手
常）東京都スポーツ推進大使ゆりーと取扱要領
都のその他のスポーツ推進事業
常～東京２０２０オリンピック聖火リレーサポーター公募
常～東京２０２０オリンピック聖火リレーサポーター
常～都補助金要綱等
常～ボランティア
カウントダウンモニター
協定書
区啓発品

広報・招致関連報道
常～オリンピック（都）
常～オリンピック運送関連
常～オリンピック開催
常～ピンバッジ(暫定デザイン)
常～各課からの情報提供
常～機運醸成事業
オリパラバッジ依頼
常～　コミュニティライブサイト
常～東京２０２０大会フラッグツアー実施報告書
東京都配布物
聖火リレー協議会
常～事前キャンプ
常～調査回答
常～平昌オリンピック・パラリンピック
常～東京２０２０公式エンブレム

常～東京２０２０大会に向けた公衆無線LAN整備作業部会
常～東京都啓発品(ゆりーと)
常～特別区長会
常～　オリンピック・スポンサー企業一覧
常～　オリンピック・パラリンピックに関する知的財産等の取扱いについて
常～　暫定エンブレムの取り扱いについて
常～　聖火リレー
常～　東京２０２０大会開催基本計画２０１５年２月
常～　補助金交付申請・決定
常～めぐろスポーツ大使
常～オリパラ競技体験イベント
常～リオ２０１６大会

スポーツ振興課

プール開放 プール開放全般

プール開放実施準備

プール開放支出

プール開放研修会

プール開放資料

東京２０２０オリパラ 開催準備

目的外使用 目的外使用

都のスポーツ振興事業

ラグビーワールドカップ

２０１９

都の事業

区の事業
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～区の取り組み資料
常～他自治体・他団体の取組み資料
常～東京２０２０オリンピック・パラリンピックフラッグツアーに係る協定書
常～東京２０２０大会フラッグツアーに係る申請書
常～東京五輪音頭
公道マラソン大会
協定書
調査・回答
常～イベント告知区報
常～テニスイベント
常～ポスター・チラシ・当日プログラム
常～企画書(テニス・水泳・陸上)
常～水泳イベント
常～陸上イベント
発行計画
４月～７月号
８月～１１月号
１２月～３月号
納品部数変更
折込受領証
郵便
スポーツ情報紙ＤＡＩＳＹ版作成協定書
読み上げ原稿
年度協定（グループＡ）
年度協定（グループＢ）
年度協定（グループＦ）
年度協定（グループＥ）
年度協定（グループＤ）
年度協定（グループＣ）

情報公開 情報公開請求
常～監査（指定管理者）
労働環境モニタリング

指定管理者連絡会 指定管理者連絡会資料

優先確保 体育施設優先確保

利用者アンケート 利用者アンケート

教室・講習会 指定管理事業実施に係る使用許可申請

保険 保険加入

健康体力相談 医療機能情報報告
歳入調定（翌年度）使用料・光熱水費
指定管理経費（実施起案）
評価委員会（報酬・旅費）帳票含む
指定管理経費（支出負担行為兼支出命令書）
歳入調定（指定管理者納入金）
歳入調定（現年度）使用料・光熱水費

調査・問合わせ（回答）

職場体験

取材 取材
死亡事故に係る報告
災害時対応
危機管理マニュアル（グループＤ）
危機管理マニュアル（グループＣ）
危機管理マニュアル（グループＦ）
危機管理マニュアル（グループＥ）
危機管理マニュアル（グループＡ）
危機管理マニュアル（グループＢ）

区施設内異常事故等報告

書
名簿・委嘱（運営評価委員）

運営評価（全般） 常～名簿・委嘱（運営評価委員）
第４回評価委員会　会議録・配布資料
第３回評価委員会　会議録・配布資料
第１回評価委員会　会議録・配布資料
第２回評価委員会　会議録・配布資料
運営評価委員会

指定管理 財務資料 運営評価用　財務資料

全グループ共通 （全グループ・共通）連絡票・協議書
（グループＡ・駒場）連絡票・協議書
（グループＡ・駒場）関係機関協議・依頼書
（グループＡ・駒場）業務報告書（定例報告書を除く）
（グループＡ・駒場）月次報告書（１０月～３月）
（グループＡ・駒場）月次報告書（４月～９月）
（グループＡ・駒場）四半期報告書
（グループＡ・駒場）施設管理届出書
（グループＡ・駒場）事業計画書・報告書
（グループＡ・駒場）事故報告書・盗難報告書
（グループＡ・駒場）申請書他紙資料
（グループＡ・駒場）年次報告書（前年度分）
（グループＢ・区セ）施設管理届出書
（グループＢ・区セ）四半期報告書
（グループＢ・区セ）連絡票・協議書
（グループＢ・区セ）年次報告書（前年度分）
（グループＢ・区セ）申請書他紙資料
（グループＢ・区セ）事故報告書・盗難報告書
（グループＢ・区セ）事業計画書・報告書
（グループＢ・区セ）関係機関協議・依頼書
（グループＢ・区セ）業務報告書（定例報告書を除く）

スポーツ振興課

公道マラソン

目黒スポーツフェスタ

スポーツ情報紙編集・発

行

発送

東京２０２０オリパラ 開催準備

原稿・校正

財務・会計

指定管理（危機管理） 危機管理全般

危機管理マニュアル

運営評価

指定管理（運用）

指定管理にかかる調査・

回答

指定管理（運営評価）

スポーツ情報紙音声版 デイジー

協定 年度協定

指定管理（管理）
監査

指定管理提出書類
グループＡ（駒場）

グループＢ（区セ）
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
（グループＢ・区セ）月次報告書（１０月～３月）
（グループＢ・区セ）月次報告書（４月～９月）
（グループＣ・碑文谷）関係機関協議書・依頼書
（グループＣ・碑文谷）年次報告書（前年度分）
（グループＣ・碑文谷）申請書他紙資料
（グループＣ・碑文谷）事故報告書
（グループＣ・碑文谷）事業計画書・報告書
（グループＣ・碑文谷）連絡票・協議書
（グループＣ・碑文谷）四半期報告書
（グループＣ・碑文谷）月次報告書（４月～９月）
（グループＣ・碑文谷）月次報告書（１０月～３月）
（グループＣ・碑文谷）業務報告書（定例報告書を除く）
（グループＣ・碑文谷）施設管理届出書
（グループＤ・中体）事故報告書
（グループＤ・中体）事業計画書・報告書
（グループＤ・中体）月次報告書（４月～９月）
（グループＤ・中体）月次報告書（１０月～３月）
（グループＤ・中体）業務報告書（定例報告書を除く）
（グループＤ・中体）関係機関協議・依頼書
（グループＤ・中体）申請書他紙資料
（グループＤ・中体）連絡票・協議書
（グループＤ・中体）施設管理届出書
（グループＤ・中体）四半期報告書
（グループＤ・中体）年次報告書（前年度分）
（グループＥ・八雲）関係機関協議・依頼書
（グループＥ・八雲）業務報告書（定例報告書を除く）
（グループＥ・八雲）月次報告書（１０月～３月）
（グループＥ・八雲）月次報告書（４月～９月）
（グループＥ・八雲）四半期報告書
（グループＥ・八雲）連絡票・協議書
（グループＥ・八雲）事業計画書・報告書
（グループＥ・八雲）事故報告書
（グループＥ・八雲）申請書他紙資料
（グループＥ・八雲）年次報告書（前年度分）
（グループＥ・八雲）施設管理届出書
（グループF・砧）事業計画書・報告書
（グループＦ・砧）関係機関協議・依頼書
（グループＦ・砧）年間業務計画書
（グループＦ・砧）業務報告書（定例報告書を除く）
（グループＦ・砧）月次報告書（１０月～３月）
（グループＦ・砧）月次報告書（４月～９月）
（グループＦ・砧）四半期報告書
（グループＦ・砧）施設管理届出書
（グループＦ・砧）事故報告書
（グループＦ・砧）申請書他紙資料
（グループＦ・砧）連絡票・協議書
（グループＦ・砧）年次報告書（前年度分）
常～基本協定書(Ａ～Ｃ）第３期
常～基本協定書(Ｄ～Ｆ）第３期
スポーツ推進委員報酬仕訳書
スポーツ推進委員委嘱
規則、会則等
スポーツ推進委員報酬・旅費（実施起案）
スポーツ推進委員分担金
スポーツ推進委員報酬旅費・命令簿
スポーツ推進委員広報誌（目黒区）
財務帳票
調査・回答等
調査・回答・推薦（東京都スポーツ推進委員協議会）
スポーツ推進委員表彰関連
東京マラソン
区民まつり
課題別研修会
東京都スポーツ推進委員広域地区別研修会（第３ブロック）
全国スポーツ推進委員研究協議会
関東スポーツ推進委員研究大会
スポーツ推進委員全体研修会
スポーツ推進委員実技研修会
スポーツ推進委員リーダー養成講習会
東京都ニュースポーツ研修会
スポーツフェスタ
地域スポーツ支援研修会
初級障がい者スポーツ指導員養成講習会
役員会・全体会
専門部会・地区部会
他自治体スポーツ推進委員広報紙
みんなのスポーツ
実行委員会
事業実績・事業評価

計画資料 スポーツ振興計画
スポルテ理事会
スポルテ事業
常～全地区展開
常～スポルテ総会
水上安全法救助員養成講習会
スポーツ指導者安全対策研修会

スポーツ推進委員全般

スポーツ振興課

スポーツ推進委員協議会

指定管理提出書類

グループＢ（区セ）

グループＣ（碑文谷）

グループＤ（中体）

グループＥ（八雲）

グループＦ（砧）

指定管理（選定） 協定書

スポーツ推進委員

大会・研修会

スポーツ推進計画

総合型地域スポーツクラ

ブ

モデル事業

指導者養成事業 指導者養成講習会
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
障害者スポーツ指導員（初級）養成講習会（現年度）

スポーツセミナー スポーツセミナー

団体 スポーツボランティアの登録

地域スポーツリーダー スポーツボランティア
施設運用

臨時休館・休場 臨時休館・休場
目的外使用許可（次年度）
選挙
目的外使用許可申請
目的外使用許可承認
公園施設設置許可申請

行政利用 行政利用
自動販売機（飲料）設置事業者公募（中央体育館）
自動販売機（飲料）設置事業者公募（区民センター）
常～自動販売機に係る取り扱い
中央体育館大規模改修計画
補助４６号線拡幅
中央体育館案内板設置
出水時対応報告書
砧球技場管理事務所改築
砧球技場案内看板占用許可
災害復旧工事
施設利用、通行等許可
撤去等計画書
空調機器報告書
施設点検
警備報告
放射線量測定結果

履行検査 砧球技場履行検査
個人指導取扱基準
地区プールの行政利用
指導員証
庶務通知
地区プール連絡会
調査（地区プール）
夜間休日緊急連絡先
利用情報
臨時休館･告示
事故報告書
プール取り決め事項
プール運営許可申請
各地区プール水泳教室保険料領収書控え
使用料還付
水泳教室（源泉徴収所得税）
収納事務委託
保険料の歳入調定
水泳指導業務委託
中央地区プール・南部地区プール公共料金
アクアエクササイズ指導業務委託

契約事務 音楽著作物利用許諾契約
現年度当初予算
現年度補正予算
当初予算見積書等
定期監査資料（前年度分）
決算資料（前年度分）
次年度当初予算見積
次年度見積書
次年度当初予算作成資料
次年度当初予算
法定調書(通知等)
個人情報
【五本木】事業報告
【碑】起案
【五本木】参加申込書等
【五本木】事前アンケート
【碑】事前アンケート
【緑ヶ丘】参加申込書等
【緑ヶ丘】起案
【緑ヶ丘】事業報告
【緑ヶ丘】事前アンケート
【五本木】起案
【碑】参加申込書等
【碑】事業報告
【碑】６０歳以上　起案
【緑ヶ丘】４０歳以上　医師・看護師に関する起案等
【緑ヶ丘】４０歳以上　起案
【緑ヶ丘】４０歳以上　事業報告
【碑】６０歳以上　参加申込書等
【碑】６０歳以上　医師・看護師に関する起案等
【碑】６０歳以上　事前アンケート
【緑ヶ丘】４０歳以上　参加申込書等
【緑ヶ丘】４０歳以上　事前アンケート
【碑】６０歳以上　事業報告
【碑】６０歳以上　事前アンケート
事業報告
起案

自動販売機設置

スポーツ振興課

施設

目的外使用許可

中央体育館

砧球技場

施設点検・履行検査 施設点検

指導者養成事業 指導者養成講習会

人材・イベント

水泳教室 初心者こども水泳教室

高齢者水泳教室

親子水泳教室

地区プール共通 共通

収納事務

歳出事務

現年度予算

決算・監査

次年度予算

法定通知書
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
参加申込書等
事前アンケート
看護師に関する起案等
起案
事業報告
参加申込書等
事前アンケート
大型バス
起案
事業報告
参加申込書等
事前アンケート
再委託申請書
業務改善提案
プール用品の販売について
勤務予定表
年間業務計画
庶務通知
従事者の変更
納入済通知書(１０月～３月）
納入済通知書(４月～９月）
収納金収入報告書
貸切使用申請
納品書
領収書
歳入調定
使用料免除
現金出納簿
プール予定表
利用者アンケート
貸し切り利用申請
ジュニア育成事業
無料公開（体育の日）
こどもサポートプラン利用件数
無料公開（こどもの日）
管理日誌(４月～９月）
勤務実績報告書（４月～９月）
清掃日誌(４月～９月）
定期清掃（４月～９月）
廃棄物処理委託(４月～９月）
運営業務日誌(４月～９月）
ロッカー巡回表(４月～９月）
管理日誌(４月～９月）
勤務実績報告書（４月～９月）
清掃日誌(４月～９月）
定期清掃（４月～９月）
廃棄物処理委託(４月～９月）
運営業務日誌(４月～９月）
ロッカー巡回表(４月～９月）
廃棄物処理委託(１０月～３月）
定期清掃（１０月～３月）
清掃日誌(１０月～３月）
勤務実績報告書（１０月～３月）
管理日誌(１０月～３月）
運営業務日誌(１０月～３月）
ロッカー巡回表(１０月～３月）
業務計画
業務改善提案書（資料）
プール用品の販売
緊急時対応マニュアル
勤務予定表
プール予定表
利用者の声
碑小学校複合施設管理委託従業員経歴一覧
設備の点検・不具合等の工事（学校施設計画課・施設課）
警備講習修了者
再委託申請
庶務通知
歳入調定
使用料免除
納入済通知書（１０月～３月）
納入済通知書（４月～９月）
収納金収入報告書
納品書
領収書

運営管理 利用者アンケート
こどもサポートプラン利用件数
体育の日無料公開
こどもの日無料公開
清掃日誌(４月～９月）
勤務実績報告（４月～９月）
管理日誌(４月～９月）
運営業務日誌(４月～９月）
廃棄物処理委託(４月～９月）
ロッカー巡回表(４月～９月）
勤務実績報告（１０月～３月）

スポーツ振興課

水泳教室

親子水泳教室

ふれあい水泳教室

着衣水泳教室

碑小学校屋内プール 庶務

財務

事業運営

前期業務報告

後期業務報告

五本木小学校屋内プール 庶務

財務

運営管理

事業運営

前期業務報告

後期業務報告

通期施設報告
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
管理日誌(１０月～３月）
運営業務日誌(１０月～３月）
清掃日誌(１０月～３月)
ロッカー巡回表(１０月～３月）
廃棄物処理委託(１０月～３月）
足ふきマット借上げ
プールロボット点検委託
プール槽の換水清掃及び吸排水口の点検の報告
環境衛生の報告（保健所）
券売機定期点検報告書
検査報告書
照明器具清掃
水質検査（トリハロメタン及びレジオネラ属菌含む）
接遇研修の報告
避難訓練及びＡＥＤ訓練の実施報告
碑小学校複合施設管理委託作業報告書
拾得物件報告書
勤務実績報告書
勤務予定表
利用者アンケート
再委託申請
警備報告
拾得物件報告書
地震発生後の点検報告
プール用品の販売について
報告書（事故等）
納入済通知書（４月～９月）
納入済通知書（１０月～３月）
収納金収入報告書
使用申請書（貸切）
歳入調定
現金出納簿
納品書
緊急時マニュアル
業務改善報告書
年間計画表
運営管理
予定表
子どもサポートプラン・無料公開利用状況
こどもの日無料公開
業務委託・業務評価書
清掃日誌(４月～９月）
ロッカー巡回表(４月～９月）
管理日誌(４月～９月）
運営業務日誌(４月～９月）
廃棄物処理委託(４月～９月）
清掃日誌(１０月～３月）
運営業務日誌(１０月～３月）
廃棄物処理委託(１０月～３月）
管理日誌(１０月～３月）
ロッカー巡回表(１０月～３月
接遇研修実施報告書
屋外プール管理日誌
害虫防除施工実施報告書
換水清掃実施報告書
研修報告書
水質試験結果報告書
ガラス清掃完了報告書
避難訓練報告書
券売機点検報告
救命救助訓練実施報告書
体育祭参加費について
事故報告書
体育祭競技要項
体育祭関連通知
体育祭負担金
体育協会役員名簿
目黒体育協会定款
体育祭等付帯設備申請
体育祭日程調整
パーシモンホール利用申請
区立小中学校利用申請
体育施設（屋外）予約解除
体育施設（室内）予約解除
付帯施設（駐車場等）利用申請
兼命令・清算決定書
駒沢公園優先申込（次年度分）
駒沢公園優先申込抽選結果（次年度分）
駒沢公園利用事前打合せ資料
駒沢公園施設利用料等支出起案
東京スポーツ文化館の利用申請
駒沢公園利用料減免・延納申請（次年度分）

体育祭入賞者名簿 目黒区体育祭入賞者名簿

体育祭開会式・閉会式 体育祭　開会式・閉会式
水泳大会　プログラム・周知
トライアスロン河川・道路使用許可申請書

スポーツ振興課

碑小学校屋内プール

後期業務報告

通期施設報告

体育祭 体育祭全般

ＮＰＯ法人目黒体育協会

体育祭日程調整

目黒区施設利用申請

区外施設利用申請

緑ヶ丘小学校屋内プール 庶務

財務

運営管理

事業運営

前期業務報告

後期業務報告

通期業務報告

大会報告 水泳・トライアスロン
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
サッカー大会
相撲大会
柔道大会
大型プリンター仕様書及び点検報告書
区外スポーツ大会等開催通知
トップアスリート競技観戦事業
全国青年大会　参加要項等
都民スポレクふれあい大会
都民生涯スポーツ大会
都民体育大会（開催通知及びプログラム等）
都民体育大会申込
都民体育大会結団式及び解散式
都民体育大会（参加競技成績報告）
碑文谷地区ドッジボール大会
高齢者運動会（打合せ資料）
柔道教室

防犯少年野球大会 目黒防犯少年野球大会
実行委員会（北部）
財務処理（北部）
実施報告書（北部）
実施要項等（北部）
実施報告書（東部）
実行委員会（東部）
財務処理（東部）
実施要項等（東部）
実施報告書（中央）
実行委員会（中央）
財務処理（中央）
実施要項等（中央）
財務処理（南部）
実行委員会（南部）
実施報告（南部）
実施要項等（南部）
財務処理（西部）
実行委員会（西部）
実施報告書（西部）
実施要項等（西部）

地区スポーツ大会実施 地区スポーツ大会の実施及び依頼
健康づくり調査、回答、照会
常～目黒健康フェスティバル資料
常～健康スポーツ担当議会資料
常～健康づくり基本方針・健康めぐろ２１
常～健康づくりのための運動基準・指針２００６
シニア健康スポーツフェスティバル
ラジオ体操会場使用申請及び許可
夏休み出前ラジオ体操の実施
ラジオ体操普及事業について
ラジオ体操講習会の実施
ラジオ体操にける講師依頼等について
ラジオ体操連盟役職一覧
ラジオ体操地域指導者育成講習会報告書
ウォーキング塾　ＨＰ・めぐスポ・ちらし
ウォーキング塾　アンケート
ウォーキング塾　ウォーキングコース実習
ウォーキング塾　各種原稿
ウォーキング塾　講師
ウォーキング塾　参加者名簿
ウォーキング塾　参加申込書
ウォーキング塾　実施
ウォーキング塾　修了証
ウォーキング塾　申請書関係
ウォーキング塾　全体テキスト
ウォーキング塾　地区合同ウォーク
ウォーキング塾　事前申請
お鷹狩りウォーク　コース地図
お鷹狩りウォーク　参加者資料
お鷹狩り実施名簿・タイム表
お鷹狩りウォーク調査表・注文表
お鷹狩りウォーク石川県ウォーキング協会
お鷹狩りウォーク区長依頼
事故報告書
お鷹狩りウォーク　マニュアル
お鷹狩りウォーク　スタッフ説明会
お鷹狩りウォーク　協賛企業
お鷹狩りウォーク　完歩証
お鷹狩りウォーク　参加申込書
お鷹狩りウォーク　事前申請
お鷹狩りウォーク　納品書
お鷹狩りウォーク・めぐろスポ・ＨＰ
お鷹狩りウォーク・アンケート結果
お鷹狩りウォークの実施
お鷹狩りウォークポスター・チラシ
お鷹狩りウォーク　案内状・参加者名簿
お鷹狩りウォーク　家族宣誓・手話通訳
目黒ウォーキング協会自主事業
目黒ウォーキング協会救急救命講習会

スポーツ振興課

地区スポーツ大会 北部地区スポーツ大会

東部地区スポーツ大会

中央地区スポーツ大会

南部地区スポーツ大会

西部地区スポーツ大会

大会報告

武道競技等

スポーツ事業 スポーツ事業全般

選手派遣事業

健康スポーツ事業

スポーツ振興事業 健康づくり

ラジオ体操

ウォーキング塾

お鷹狩りウォーク

目黒ウォーキング協会
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
目黒ウォーキング協会　実行委員会
目黒ウォーキング協会　各地区保険加入
目黒ウｫ－キング協会　理事会・代表者会
ウォーキング普及のための受託事業
めぐろ健康ウォーキングマップ
常～東京２３区マップ
常～目黒ウォーキング協会
ウォーキング普及事業の実施
常～ウオーキングパンフレット
常～ウオーキングマップ
常～ウオーキング資料
常～ウオーキング団体支援
常～ウオーキング団体名簿
常～めぐろウォーキングマーチ　コース地図
常～ウォーキングイベント情報
常～ウォーキング資料⑯
常～ウォーク日本１８００
常～シャトルウォーキングデータ
常～目黒ウォーキング協会　１０周年記念行事
目黒ウォーキング協会
常～ウォーキング資料⑮
スポーツまつり領収書
スポーツまつりに係る調査
スポーツまつり　PRポスター・ちらし
事前申込み種目参加者（リスト・ＦＡＸ）
スポーツまつり保健所申請
スポーツまつり通知

スポーツまつり記録 常～スポーツまつり記録・写真

スポーツ振興課

スポーツまつり スポーツまつり全般

スポーツ振興事業

目黒ウォーキング協会

ウォーキング参考資料


