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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～事務引継書
一般旅券発給申請書関係
事業概要
常～無償提供窓口用封筒
異動・発令
常～課名シール
都立霊園申込
選挙
庁舎管理通知・調査
継～課内配置
継～緊急連絡用の電話機について
国際通話報告
常～情報課通知
外部訪問者入室記録簿
情報課許可済外部記録媒体持出・使用管理簿
情報課通知・調査
第１回～３回定例会資料
生活福祉委員会
議会通知
訃報
庁内通知
庁外通知
庶務担当課長会
常　問い合わせ
通知・調査
広報課通知
広報めぐろ・MonthlyMeguro
メール問い合わせ
区民の声
常～ホームページ
窓口サービス改善
継～こせまど通信
継～職員定数適正化への取組みと今後の考え方取り扱い
継～行財政改革大綱
政策決定会議
企画通知
政策課題、事務事業見直
常～　目黒区実施計画・基本計画
常～　組織改正・職員定数調査回答

めぐろエコ・プラン エコプラン通知・調査
調査・回答（重要）
調査･回答
調査・回答（他の機関）
継～行政手続法
文書通知
特例帳票
継～公文書公開
継～LGWAN電子文書交換システムマニュアル
継～文書事務の手引き（資料編）
継～郵便物の取扱いについて
継～要綱一覧表
継～例規検索システム
継～依命通達
要綱・要領
継～要綱
ファイリング通知
継～ファイリングシステムの手引き
継～ファイル基準表
継～長期保存文書ファイル基準表
常～　特例引継　保存箱引継票
常～ファイル基準表
常～外部提供（戸籍）
個人情報調査・通知
通知・調査
継～個人情報業務登録《外国人登録》
継～電磁的記録等総合目録
継～個人情報業務登録《住民記録》
継～公文書公開･個人情報保護条例の解釈運用基準
継～情報公開事務の手引
継～個人情報業務登録《戸籍》
継～自己情報取扱い変更資料（証明）
継～自己情報開示請求
継～自己情報開示請求の取扱い変更
継～個人情報保護審議会
常～自己情報開示請求書(戸籍該当なし)

常～自己情報開示請求書(戸籍該当あり)
常～　戸籍取次ぎ一覧
危機管理通知
防災訓練
継～防災・防災計画資料
防災・非常配備態勢表（戸籍住民課）
常～新型コロナウイルス
常～　業務継続計画
常　区民生活部対策戸籍住民課行動マニュアル　

継～災害時における検視・検案活動等に関する共通指針（マニュアル）
継～防災・要綱・規則

戸籍住民課 共通 庶務

庁舎管理

情報課

区議会

各種通知

広報・広聴

窓口サービス

計画・方針

調査回答全般

文書共通 文書全般

例規・要綱

ファイリングシステム

情報公開共通 情報公開全般

自己情報開示請求（戸

籍）

危機管理共通 危機管理全般

業務継続計画（BCP）

要綱・要領・マニュアル
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～災対土木防災マニュアル

常～災対戸籍住民課要領
職員配置
常～　子の看護休暇の対象となる子の確認票
常～　通勤手当認定簿（在課分）
超過勤務要因・縮減対策報告書
常～通勤手当認定簿（異動分）
継～通勤手当認定経路一覧表
継～旧姓使用申請書
人事通知
職務専念義務免除申請
妊娠出産育児に関わる休暇申請書
育児時間等申請書（子の看護）
休暇申請書
氏名・住所変更届
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
給与減額免除申請簿
継～非常勤職員事務取扱規程
非常勤職員休暇簿
非常勤職員任用
非常勤職員旅行命令簿
非常勤職員出勤簿
非常勤職員報酬戻入
会計年度職員
臨時職員関係通知
臨時職員雇用申請
継～臨時職員取扱要綱
臨時職員賃金支出
雑給支出
継～給与事務の手引
常～　標準報酬
給与通知
継～事故処理の手引き
継～区職員活用しま専科（生涯学習区職員派遣制度）
福利
研修通知
健康管理
安全衛生管理
よりよい職場づくり（戸籍住民課）
常～研修担当（証明）引継資料
継～目黒区ＶＤＴガイドライン
常　戸籍研修（証明担当）
財務全般通知
備品処理一覧表
継～現金出納簿（現金出納員用）
継～現金出納簿（資金前途受者用）
継～物品名鑑
収支命令者印鑑届
備品廃棄処分・所属換
会計課通知
金銭出納員・現金取扱員・物品出納員名簿
財政課通知
支出命令書
支出負担行為書（年間契約）
支出負担行為書
公共料金支出
契約書
契約依頼書（年間契約）
契約依頼書
契約課通知
追録代金支出
２復活要求
２当初予算
元補正２号
元補正１号
３１当初予算
予算要望書
予算通知・調査
予備費充用
予算流用・基礎間変更
前渡金等公的預金口座の変更届
執行委任
雑入（コピー代）納入済通知書
財務処理（歳出戻入等）
予算執行計画
繰越清算
科目更正
落差金使用
収支予定表
決算資料（平成３０年度分）
監査資料・監査結果(平成３１年度分)
例月出納検査結果
行政監査
主要な施策等の成果報告書

戸籍住民課

危機管理共通

要綱・要領・マニュアル

人事・給与 人事

服務届

非常勤職員

臨時職員

給与

研修・福利厚生

財務 財務全般

契約

予算編成

予算執行

決算・監査
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
決算・監査通知
常～改ざん防止用紙
送達郵便切手買上げ
継～郵便物開封及び払込手順
継～北朝鮮在住日本人配偶者故郷訪問取扱い
郵便切手交付申請
常～　コンビニ交付システム管理
常～イントラ用コピー機報告書
常～デジタル複合機管理
常～ネットワークレジスター作業報告書
常～レジスター管理
常～戸籍システムプリンター管理
常～窓口番号発券機管理
継～各種パンフレット
継～物品取扱説明書・保証書
継～マルチサポートシステム
継～グループセキュリティサービス申込
常～告知対応
継～戸籍コンピュータ化に伴う仕様書
継～戸籍システム開発の実施
継～事務室レイアウトＰＴ
継～戸籍システム開発等業務提案応募
継～戸籍システム開発委託業者選定委員会
継～戸籍システム開発プロジェクト会議
継～法務局提出文書
継～留め置き金について
留め置き金
常～領収書控（戸籍窓口受付分）
手数料払込領収書
収納金収入報告書
手数料歳入調定
科目更正
コンビニ交付

日計表（戸籍住民課） 手数料日計表
手数料払込済通知書（地区）
手数料月計表（地区）
地区への通知
不交付決定
継～除籍マイクロフィルム数・改製原戸籍数
継～戸籍調査回答
戸籍の問い合わせメモ（警察等）
戸籍・戸籍の附票等の公用閲覧申請
常～苦情対応
戸籍法に基づく保存文書（１年保存）
戸籍調査回答
区民の声問い合わせ
戸籍法に基づく保存文書（３年保存）
常～帳簿書類等廃棄決定書類つづり
常～事故報告、不服申立に関するつづり
戸籍法に基づく保存文書（１０年保存）
死亡後の手続き
継～地区サービス事務所あて通知
継～石綿健康被害の確認通知
継～定額小為替料金改定に伴う８士業団体に対する依頼
継～本人確認通知
戸籍証明通知
常～他区届書（オリジナル）
常～　解放事業要求書
常～　戸籍の不正取得
常～　登録型本人通知制度資料
常～　開示請求対応
常～本人告知制度広報
常～本人告知　事務取扱要領
継～戸籍に関する訓令・通達つづり
継～法令改正資料
継～本人確認要綱
継～改葬規則改正通知
常～職務上請求用紙の様式変更
継～行政書士が使用する用紙の様式変更
継～証明文の変更について
継～行政サービス窓口における戸籍証明発行について
継～戸籍事件数（法務局報告）
常～戸籍事件数（法務局報告）

職務上請求用紙の紛失 常～職務上請求用紙の紛失について　
常～１１３条訂正を要する戸籍
常～戸籍記載許可申請（高齢者消除）
常～戸籍訂正許可書
常～高齢者消除対象者リスト
常～受理照会
通知書・催告書起案
継～（個人名）関係資料
継～戸籍再製対象コピー
在留外国人死亡届の写し
国籍喪失報告書
戸籍届書送付書綴
戸籍届書添付書類

戸籍住民課

財務

決算・監査

戸籍庶務事務 戸籍庶務全般

戸籍機器管理

戸籍コンピューター化

手数料（戸籍住民課）

手数料（地区）

戸籍要綱・規則・訓令

様式等の変更

戸籍事件数

戸籍訂正・受理照会

戸籍届書類送付

戸籍事務 戸籍事務全般

各種戸籍通知

戸籍不正取得
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
渉外関係届書の写し
常～東京法務局通知（副本システム）
常～無籍者に関する情報提供
東京法務局戸籍研修
東京法務局戸籍事務現地指導
東京法務局通知・依頼 
渉外戸籍事件数調査表
常～東京法務局通達
常～東京法務局FAX等問い合わせ
常～戸籍事務改善等報告（コンビニ交付）
継～東京法務局成年後見通知資料
常～複本籍の解消に関して

前婚の解消又は取消しの日から起算して１００日を経過していない女性を当事者とす

る婚姻の届出件数の報告について
特別区戸籍・住基主管課長会
特別区戸籍実務研究会
特別区城南地区戸籍事務合同研修
常～　役員輪番表
戸籍関係協議会等分担金
常～出入国管理政策懇談会
全国連合戸籍住民基本台帳事務協議会
全国連合戸籍住民基本台帳事務協議会総会
全国連合戸籍住民基本台帳事務協議会役員会
常～各戸籍・住基事務協議会表彰
東京戸籍住民基本台帳事務協議会
東京都連合戸籍住民基本台帳事務協議会
常～　公用閲覧
継～分娩証明の取扱い
常～他区戸籍謄抄本申請書
常～改製原戸籍の生年月日欄の滅失について
継～郵送サービス
常～手数料減免について
継～認証機等の認証者変更処理
継～他区戸籍謄抄本発行マニュアル
継～他区戸籍謄抄本申請書
継～手数料減免について
継～戸籍届書の送達確認基準
継～戸籍謄抄本等交付事務要領
継～火葬許可証再発行の取扱い
継～９－２通知取扱い申し合わせ
受理証明書（上質紙）の発行（名簿等）
受理証明書（上質紙）の発行（交付済）
戸籍謄抄本等の公用請求依頼
トラブル事例
システム管理運用基準・セキュリティ実施手順・個別システム登録
戸籍システムパスワード設定
戸籍システム操作研修
戸籍システムに関する調査回答
常～届書の記載事項証明書に関する申入れ
常～特例リスト　保存用
常～戸籍等発行特例申請
常～東京都・法務局への照会書（証明係）
常～戸籍等発行特例リスト・申請用紙

特例終了 特例終了
常～　不服申立・訴訟制度
常～　審査請求
常～戸籍等発行特例訴訟
区民葬儀通知
区民葬儀利用券交付簿交付簿
区民葬儀取扱利用報告書
継～区民葬儀取扱事務の手引き
常～　協議会設置要領・区民葬儀実施要領
継～セレモニー目黒における協定葬儀
常～　特別区運営協議会
継～葬祭業協同組合員名簿
常～区民葬儀取扱指定店
継～区民葬儀取扱指定店
常～廃棄附票見出し綴
常～附票事務処理要領
継～附票特殊処理ケース
継～附票事務処理要領
継～附票事務の取扱いに関する通知
継～附票の再製
継～住民記録事務処理要領
附票事務に関する通知
住民基本台帳法１９条１項通知
附票事務処理件数
住民基本台帳法９条２項通知
住民基本台帳法１９条３項通知
継～在外制度登録転属者
継～在外選挙人名簿登録者リスト
在外選挙人名簿抹消通知
在外選挙人名簿の登録通知
継～在外選挙制度関係資料
在外選挙人名簿登録者の戸籍の変更等について（通知）

戸籍住民課

戸籍届書類送付

東京法務局

戸籍事務協議会

戸籍要領・取扱

戸籍システム

特例事務 特例申請

不服申立・訴訟

戸籍事務

区民葬儀 区民葬儀全般

区民葬儀資料

附票・外国人登録・住民

記録

住民記録・附票事務

在外選挙人
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～人口動態　各種法改正
人口動態職業・産業調査協力依頼（令和２年度国勢調査）
人口動態調査日計表
人口動態調査通知・照会・回答
衛生統計資料
人口動態調査委託金
常～保健所所管区域一覧
常～人口動態調査事務システムに関する通知
継～人口動態調査事務システム導入等に関する申請について
人口動態調査票及び事件簿の廃棄について
人口動態調査票の保健所への送付

相続税第５８条通知 相続税法第５８条通知
常～職権消除者資料（住所設定時通知）
常～職権消除者資料（付箋一覧）
継～職権消除者資料
継～人の資格に関する法令便覧
継～東京都目黒区犯罪人名簿取扱要綱
継～犯歴資料
継～犯歴事務規定
常～養子縁組あっせん事業
犯歴関係文書廃棄
常～他区犯歴事務資料
常～　犯歴恩赦

既決犯罪通知 既決犯罪通知
自由刑執行終了通知
犯歴事項通知
民刑事項通知・受領分
民刑事項通知・送付分
管内本籍変更分
仮釈放期間満了通知

形の消滅照会 刑の消滅照会・回答
常～１０年免責の処理
破産者の戸籍変更通知
継～身分証明事務資料
継～１０年免責の処理
破産者の免責通知

破産宣告通知書 常～破産宣告通知書
成年被後見人・準禁治産者名簿の閉鎖及び戸籍異動通知
常～登記事項通知書

身上調査照会 身上調査照会 身上調査照会書

刑訴法１９７－２ 刑訴法１９７－２ 刑訴法１９７-２

叙位・叙勲 叙位・叙勲
死体火葬許可申請
死胎火葬許可申請
常～火葬許可証の再交付
埋葬及び火葬許可証交付枚数の報告について
特例許可証　死体火葬許可通知・申請

窓口申請書 窓口申請書

郵送申請による申請書 郵送による申請書

公用申請書 公用申請書

公用申請決裁 公用申請決裁
継～住民記録係職員が戸籍をコピーするにあたってのルール化
継～行窓(非常勤)職員採用選考実施要領
非常勤職員任用
特別区実務研究会・研究部会

事務連絡会 地区サービス事務所住民係長会
常～行政情報開示請求・異議申立て
常～住居表示台帳の閲覧請求
常～情報公開･個人情報保護審議会資料（住居表示台帳）
常～東京都目黒区住民基本台帳の閲覧等に関する質疑応答集
継～異議申立（住基法）　ふりがな修正
継～目黒区情報公開・個人情報保護審査会(１７年度)
継～公文書公開請求事例(住民記録)
継～公文書公開請求平成１５年度
継～行政手続条例に伴う事務取扱い
継～公文書公開条例の解釈運用基準
継～住居表示台帳の閲覧請求
継～行政手続法処分一覧表
継～審査会答申(１５.７.１７)写し
継～住民票の写し申請書異議申立て
継～住基ネット利用中止不服申立てへの決定(１６年度)
継～住基ネット利用中止不服申立てへの決定(１５年度)
継～自己情報開示請求事例(事例・継続中)
継～自己情報開示請求資料
継～審査請求資料(H.１４.１１.２８諮問)
継～審査請求　
継～審査会答申及び取扱いについて（平成１４年度諮問分）
継～審査会答申(平成１５年度諮問分)
継～自己情報開示請求　平成８年度～平成１６年度
常～自己情報開示請求（平成３１年度）
常～個人情報業務登録票
常～個人情報保護審議会への諮問・答申（LGWAN）
継～目的外利用一覧表
継～特別区行政情報システム（TWAIN）への情報提供
継～東京都居住環境等異動理由別人口調査
継～組織変更に伴う個人情報業務登録の所管変更

情報公開

自己情報開示請求

個人情報保護制度

住民記録庶務事務 住民記録庶務事務全般

戸籍住民課

人口動態調査 人口動態全般

人口動態調査票

犯歴事務 犯歴事務全般

刑の執行

公用申請書

破産・登記事項通知・準

禁治産

破産免責・死亡通知

登記事項通知・準禁治産

埋火葬許可申請 死体・死胎火葬許可申請

埋火葬許可全般
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～人事管理業務目的外利用申請
継～住民基本台帳年報等調査結果（自治省）
継～行政不服審査資料
継～個人情報保護制度(住民記録資料)
継～外部提供
目的外利用決定書
常～情報化推進委員会（住居表示）
公印承認申請
書留・特定記録郵便物等受領証
他自治体等からの通知
郵券受払簿
郵便切手及び郵券使用記録書(写)
継～政策法務について
料金後納郵便差出票（住民記録証明係分　各課控）
料金受取人払郵便
継～ファイル基準表
印刷依頼書
料金後納郵便差出票（マイナンバー分　各課控）
欠勤届
子の看護休暇申請書
職務専念義務免除申請書
振替命令書（非常勤）
短期の介護休暇申請書
妊娠出産育児に関する休暇申請書
非常勤職員ＩＣカード発行申請書
非常勤職員の勤務割振表
非常勤職員介護休業承認申請書
非常勤職員年休簿・休暇簿
部分休業承認申請書
育児休業承認請求書
常～子の看護休暇の対象となる子の確認票
出勤簿
出退勤時刻データ修正記録簿
帰省状況確認書
休暇申請書
給与減額整理簿

給与 旅行命令簿
手数料全般
調定収入通知書

番号利用法関連事務 常～番号利用法関連事務

用品 住民記録用品
契約書類(住民記録事務)
個人番号カード交付事業費補助金
財務処理（歳出戻入等）
執行委任
常～臨職ツール　マニュアル
契約書類(住居表示管理)
中長期在留者住居地届出等事務委託費
追録代金支出
年間契約
補正１号
予算流用
臨時職員
債権者登録申請書・変更届
決算・監査
保守・故障等作業報告
予算編成
コンビニ交付の手数料徴収事務
継～印鑑登録証新素材資料
継～印鑑登録証カードケース新素材資料
継～各種カタログ
継～住民票の写し等の証明用紙サンプル
継～証明用住民票　見本
特殊印刷物調査
継～A４改ざん防止用紙仕様書
継～A５改ざん防止用紙仕様書
継～その他仕様書
継～その他住記用品サンプル
継～印鑑証明書用紙サンプル
継～印鑑登録原票用紙サンプル
継～印鑑登録証　過去資料
継～印証明用紙資料（紋章）（平成１７年度）
都からの依頼
都からの通知
法務省からの通知・照会
目黒区のホームページ
継～他市区町村の｢広域交付住民票」発行取り扱い
よりよい職場づくりPT
コンビニ交付システム
国からの通知
地区サービス事務所への通知
区民の声問合わせ
区民の声連絡票
その他照会
外部記録媒体持出・使用管理簿
外部訪問者入室記録簿（住民記録係）

財務会計
予算執行

契約資料

住民記録事務 住民記録事務全般

個人情報保護制度

文書

服務

手数料（郵送請求分）

住民記録庶務事務
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
公用(警察等)照会
広報原稿
住民記録係長会
住民票記載事項通知
情報課　依頼・調査・回答
他課からの依頼
他課からの住民票の照会について
他課からの通知
他課への依頼
他課への通知
他市区証明書用紙変更通知
他市区町村への依頼
他自治体からの依頼
他自治体からの照会
他自治体からの通知
地区サービス事務所への依頼

住民票自動交付システム 常～自動交付機　検討

各種窓口サービスの要領

等
窓口開設

常～特殊方書
継～区境界の住所の設定(渋谷)
継～導入研修
継～関係課研修資料
継～研修資料(中堅研修)
継～研修資料(新任研修)
継～住基ネットワークシステム稼動後の取り扱い
継～新住記システム研修資料

選挙事務 選挙人名簿への登録・抹消通知
身分証明書の交付・回収
実態調査の申出書
実態調査の実施について
継～町丁別管轄地区(住区・分室)
常～定期・未届　調査結果
常～住所照会通知及び回答(弁護士会)
常～住所照会通知及び回答(庁内)
常～捜査関係事項照会 警察・裁判所等

常～支援措置・特例の受理及び転送
支援措置・特例の終了
支援措置全般
常～住民基本台帳事務における支援措置の取扱いについて
表示制限対象者リスト
継～転出届不受理の申立て(個人名)
継～住民票の特例扱い一覧表
継～住民票の支援措置の取扱いについて
住民票の写し等交付請求処理経過票
継～筆頭者名｢？｣の住民票(個人名)
継～筆頭者名｢？｣の住民票(個人名)
継～出生届未済の子の住民票(個人名)
継～戸籍欄不明の住民票(個人名)

継～｢建物名｣の住民票(登記簿問題)
常～出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載
常～外国人住民特例扱い
継～｢生年月日｣不詳の住民票(個人名)
継～区民年月日・住定日がブランクの住民票
常～住民票不交付決定通知書
性別変更・同姓婚
常～虚偽の住民異動事件
継～なりすましによる転入及び住民票の写しの交付(個人名)

継～「町名」虚偽転入(個人名)
継～改ざんされたと思われる住民票(H１７年度)
継～虚偽が疑われる住登録(個人名)
継～虚偽転出証明書による虚偽転入
継～虚偽転入に伴う転入通知書の無効
継～虚偽転入住民票事件
継～行政書士職務上請求書不正使用
継～裁判による転入取消者の再度の住所認定
継～宗教団体からの住民票の請求
継～住民基本台帳における氏のふりがな修正(個人名)
継～第三者による虚偽の住民票

継「町名」居住実態の有無について争い行政不服審査請求(個人名)
継～同一グループと見られる養子縁組後の虚偽転入
継～特別養子縁組に係る住民票の修正について(個人名)

継～「町名」虚偽転入(個人名)
継～方書の錯誤による転入(個人名)

継～「区名」における宗教団体信者の大量転入(資料)
継～本人の居所が判明している職権消除(個人名素案等)

継～本人の居所が判明している職権消除(個人名平成１６年度)
継～本人の居所が判明している職権消除(個人名平成１７年度)
継～本人の居所が判明している職権消除(審査請求平成１７年)
継～本人を装った住民票の請求(個人名)

継～「建物名」虚偽転入
継～｢建物名｣方書事件(損害賠償請求)
実調がらみ職権がらみ一時保留ファイル(個人名)
継～住民登録時からの戸籍の名と一致していない者について
継～住民票の偽造と思われる件

住民記録事務 住民記録事務全般

住所照会及び回答

住民票の支援措置・特例

住民登録特例扱い

住所の設定

研修

実態調査

住民記録事務事件
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～住民票の写し発行に係る申し出(個人名)
継～住民票発行拒否
継～出生後１３年経過した出生届受理による職権記載(個人名)

継～「建物名」に関わる虚偽転入
継～「建物名」
継～印鑑登録の特例処理
継～印鑑登録異議申立(登録印の不受理)
継～印鑑登録申請者の確認自己情報開示請求(特例扱い)
継～偽造免許による印鑑登録(裁判資料)
継～虚偽の届出による印鑑登録申請
コンビニ交付（月度）集計表・利用者一覧・不整合リスト等（１０月～３月）
コンビニ交付（月度）集計表・利用者一覧・不整合リスト等（４月～９月）
コンビニ交付関係書類
納入済通知書
個人情報保護
収納事務委託
書留（金券）授受簿・現金金券受払簿整理簿・申請書【赤紙】
住民票の写し等（公用請求分）交付簿【白紙】
収納金収入報告書
委託契約
プロポーザル

協議会・事務研究会 常～住民基本台帳実務研究会（外国人部会等）
常～職務上請求用紙について
継～弁護士等からの住民票の職務上の取扱い
継～特定事務の郵政官署における取扱い
継～東京都総務局行政部通知
継～東京都住民基本台帳の閲覧等に関する質疑応答集
継～税理士等からの住民票の職務上の取扱い
継～住民票等の請求確認方法の変更「自署または押印」へ
常～住民基本台帳法施行令等の一部改正について（通知）
都への照会
(常）出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載について

常～後期高齢者医療制度の創設に伴う住民基本台帳法等の改正について（通知）

常～国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う住民基本台帳法施行令等

の一部改正について（通知）
常～住民基本台帳事務処理要領の一部改正（在外選挙人名簿の登録）
平成２０年８月１日施行（軽微な修正）
常～住民票に係る磁気ディスクへの記録等に関する技術的基準の一部改正

継～介護保険法

継～旧日本赤十字社救護看護婦及び陸軍看護婦の慰労金受給者調査に係る記載

事項証明
継～警察等からの電話照会に伴う事務取扱い
継～誤字・俗字の解消に関する類字処理について

継～在外選挙制度創設に伴う戸籍附票の変更
継～司法書士等からの住民票の職務上の取扱い
継～住基ネット不参加自治体からの通知

継～住民基本台帳事務処理要領
継～住民票の名における傍訓の取扱い
継～住民基本台帳事務処理要領の一部改正(Ｈ１２-組織改正・法改正)
目黒区住民記録事務処理要領の一部改正（旧氏）
継～東京都目黒区住民基本台帳等の閲覧に関する質疑応答集
継～住民基本台帳法１２条３項｢特別の請求」の取扱い
継～「住民票の写し」の契印について
継～住民基本台帳事務処理要領の一部改正(介護保険法)
常～条例・規則の規程、改廃立案請求
継～住民基本台帳施行令及び事務処理要領の一部改正(旅券申請)
継～住民基本台帳事務処理要領の一部改正(続柄)
継～各種証明の取扱い基準(公的年金)
継～各種証明の取扱い基準
継～大量閲覧の手数料の取扱い
継～証明手数料改訂資料
継～年金受給者現況届に係わる市町村の証明廃止について(Ｈ９年１２月)

制度改正（外国人住民

等）
常～制度改正（外国人住民等）全般

制度改正（旧氏記載） 住民票等への旧氏記載
常～地区サービス事務所への通知・連絡
継～西部地区
継～中央地区
継～東部地区
継～南部地区
継～北部地区
継～回答期間経過による住基カード申請
継～住民基本台帳(磁気台帳化)H７年
継～住民記録一覧表「閲覧の取扱い基準」

継～住民記録事例集

継～住民票異動届出の受理について(届出人の資格及び本人確認について)
継～住民票前住所欄編集要領
継～他自治体・ストーカー行為等の要綱
継～東京都目黒区住民基本台帳等の閲覧等に関する事務取扱要綱
広域交付住民票要求統計
住民基本台帳法施行令第１２条第４項公示
住民基本台帳法施行令第５２条等通知送付書
特別処理該当者リスト
継～異動届出の様式変更(住基ネットに伴う変更)
継～印鑑登録に関するアンケート結果

住民記録指導事務

印鑑指導事務

住民記録事務

住民記録制度
都からの通達

目黒区住民基本台帳

各種証明の取扱い基準

指導事務 地区サービス事務所

住民記録事務事件

印鑑事務事件

郵送請求業務委託

コンビニ交付
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～印鑑登録原票一斉照合
継～印鑑登録事務に関する調査結果について
継～｢印鑑証明書｣の発行に伴う｢電子印｣の使用について
継～登録業務停止要領
常～条例・規則の立案請求（印鑑事務）
継～印鑑登録証明用紙の提出について
継～行政手続き条例審査基準の備え付け(印鑑登録)
常～印鑑登録証臨時処理
継～印鑑登録証明書と印鑑原票の印影不整合について(事件)
常～印鑑登録事務に関する書類の閲覧の取扱い
継～住民登録消除により除印扱いとならない印鑑登録の扱い
継～転入届の無効(平成１５・１６年度)
継～転入とどけの無効(平成１７年度)
継～転出届の無効
継～転居届の無効
常～転入届の無効（平成３０年度）
常～転出届の無効（平成３０年度）
常～転居届の無効（平成３０年度）
常～改正法附則第４条第１項による記載の無効（平成２８年度）
常～改正法附則第４条第１項による記載の無効（平成２７年度）
常～転居届の無効（平成３１年度）
常～転入届の無効（平成３１年度）
印鑑登録業務停止者の取扱い

印鑑登録証明書等無効告示

印鑑登録証明書発行停止者の取扱い
目黒区印鑑条例第３条第２項第２号該当者の処理について（１０月～３月）
成年被後見人の住所変更
常～目黒区印鑑条例第３条第２項第２号対象者一覧
常～印鑑業務停止及び印鑑証明発行停止　取扱要領・処理手順
目黒区印鑑条例第３条第２項第２号該当者の処理について（４月～９月）
継～目黒区住民票記載要領(～４２年１１月)
継～目黒区住民記録事務処理要領(S５０年)
継～分室マニュアル
継～世帯主死亡に係る世帯主変更の取扱い基準(目黒区版)
継～職権消除された住民票の取扱い基準(目黒区版)
継～住民票交付に関する｢特別の請求｣資料
常～プリンタ切替手順書
常～住民記録操作マニュアル（平成２０年３月一部改訂）
継～住民記録事務処理要領の改訂(H８年)
継～住記操作マニュアル原稿
継～ダウン時マニュアル
継～東京都目黒区印鑑事務取扱要領外の全面改訂
継～本人の手元を離れた｢印鑑登録証｣の取扱い
継～印鑑登録原票の取扱いの変更について(平成１６年１月５日)
継～印鑑端末操作マニュアル原稿
継～印鑑規則・要領・様式見本
常～印鑑登録証明事務処理要領の一部改正
継～印鑑登録証明事務処理要領(自治省)
継～東京都目黒区印鑑事務取扱要領外(改訂資料)
継～東京都調整条例
継～東京都印鑑事務に関する質疑応答集
継～区民向けパンフレット原稿(印鑑登録なさる方へ)
継～印章アドバイザーの活用
常～印鑑登録証明事務処理要領に係る質疑応答
常～国・都からの通知
継～住民基本台帳人口移動報告年報
継～人口の動き｢東京都発行｣
継～東京都の人口(推計)
常～在留外国人統計
継～東京都住民基本台帳移動報告
継～住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別・年齢別)
継～住民基本台帳による世帯と人口
継～東京都区市町村、男女月別人口の補正

常～住民基本台帳「年報」
住民基本台帳等人口調査経費交付金の精算報告について
住民基本台帳等人口調査経費交付金について
住民基本台帳人口調査について
常～「人口の動き」の概要について
常～町丁目年齢別人口表
常～町丁目別世帯数及び人口表
継～月報資料(住区別世帯数及び人口表含)
継～住区・地区年齢別人口表
継～町丁目別世帯数及び人口表
継～町丁目街区別人口表
継～町丁目年齢別人口表
継～人口移動報告
継～住記事務処理変更の通知
継～問い合わせカード

通知カード・住民基本台帳カ－ド・個人番号カード・公的個人認証決定票（２・３窓分）

継～保管分住民票

住民票の写し等申請書(窓口受付分)

住居地届出書

異動届書
本人の手元を離れた「印鑑登録証」の取扱い
継～印鑑登録原票

住民記録統計月計 人口統計月別帳票

窓口事務 窓口全般

住記事務

印鑑登録事務

印鑑指導事務

住民記録通報連絡

印鑑通報連絡

目黒区の人口統計 町丁別・年齢別人口表

住民記録事務マニュアル

印鑑事務マニュアル

人口統計 国・都からの報告

国・都への報告

指導事務
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
印鑑登録申請の無効
印鑑登録廃止・亡失等申請書
印鑑登録申請書
印鑑登録証明申請書
印鑑登録証欠番記録
継～業務停止・発行停止者の取扱い
継～印鑑登録原票(除印)

公的個人認証 電子証明書交付申請書
留学生対応
通知・照会・回答

税証明書 税証明書交付申請書
妊娠届出書
母子健康手帳関係通知

住基法９条１項・１９条

１項通知
電算によらない住基法第９条１項・１９条１項通知

住基法第５３条通知 住基法５３条該当者通知
情報セキュリティ対策教育の実施（法務省研修）
供用物品必要数調査
常～住居地届のみ手続者一覧
住居地届出書送付書・控え
法務省からの照会
閲覧事項廃棄報告
閲覧に関する通知・調査
常～閲覧に関する事務取扱基準
閲覧申出書・請求書
継～閲覧申請の取り扱いについて
大量閲覧申請時資料
閲覧予約
事業実績報告書
継～異動届出処理件数他
住民記録現況報告(郵送請求分)
手数料日計表・収納金日報

地区サービス事務所現況 住民記録現況
入力修正連絡票

転出確定更新者一覧
送付先情報連携異常通知確認

（転出届郵送処理）書留（金券）授受簿・現金金券受払整理簿・申請書【赤紙】
継～分室マニュアル
転入通知関連処理（システム担当）
附票照会依頼
継～住民基本台帳等に関する質疑応答集(区)
継～住民基本台帳等に関する質疑応答集(都)
郵送請求（転出届）処理簿
印鑑登録原票管理票（地区）
印鑑登録管理原票
催告書(転出・転居・転入届待ち)
実態調査結果報告書
継～実態調査未処理分(通報連絡分)
継～実態調査未処理分(個別依頼分)
定期実態調査結果不明
定期実態調査結果転出
定期実態調査結果転居
定期実態調査結果現住
定期実態調査結果　法・職権消除
定期実態調査　法・職権消除
地区への実態調査依頼
実態調査処理不要分
実態調査照会
実態調査通知

職権消除者リスト 常～職権消除(平成３０年度)

住民異動届 住民異動届
附票記載通知(依頼)
９条１９条通知件数(発送及び受領)
転入通知転送分
転入通知照会・回答(未着)

９条１９条２項通知 ９条２項・１９条２項通知
継～付定処理マニュアル
継～住居表示付定一覧リスト
住居表示付定１９－１、１２起案

設置要綱・要領 継～行政サービス窓口設置要綱・要領
継～住民記録事務マニュアル
継～国民健康保険収納事務
継～戸籍事務マニュアル
継～外国人登録事務マニュアル
継～印鑑事務アニュアル
継～ダウン時対応マニュアル
継～新住基システム稼動時資料
常～新住記システム稼動
運用管理相談票
継～電算保管帳票一覧
住記系オンライン端末装置定期保守点検について
常～操作員番号・権限の取扱い
常～公印切替確認
システム障害
メインフレーム 適化の検討

行政サービス窓口運営
窓口事務マニュアル

住民記録オンラインシス

テム処理

新住基システム稼動

オンラインシステム全般

住民記録統計

分室事務 分室事務全般

印鑑登録原票管理票

実態調査

９条１９条１項通知

転入通知転送分

住居表示付定通知

窓口事務

印鑑登録事務

外国人関係事務

母子健康手帳

法務省への届出

閲覧予約
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～ＪＩＳ都道府県市区町村コードによる全国町・字ファイル
常～端末設置配置図
システム異常時の緊急連絡先
継～RDM処理後資料(H６～)
継～RDM(バッチ修正)未処理分
法務省通知
送付先情報
除票修正
住民記録直接保守記録票
外国人配偶者の記載・修正・削除
RDM住民記録係修正
常～外字の登録依頼
継～部首コード表・外字性格表(資料)
常～外字作成依頼
継～外字プログラム
継～内字使用禁止文字資料
継～外字新規作成予定分
継～外字同定作業
継～作成外字属性一覧表(作成順)
継～外字作成結果通知(不作成分)
継～バックアップシステム
継～電子計算処理実務計画(１３・１４年度)
継～電算化セキュリティ基準資料
継～端末機入れ替えに伴う文字体について
継～新国保システムによる行政欄への影響
基幹系システム改修
住民記録・印鑑５年消除
オンラインサービス時間延長申請
ホストシステム処理実施計画
情報課からの通知
継～印鑑用電子公印入れ替え
継～介護保険制度導入に伴うシステム変更
継～区長名・印変更
継～市町村庁舎所在地ファイル
継～住基ネットの転入通知
継～住所コード外字使用一覧
継～住民記録データベース構造
継～住記事務処理要領未反映
ジャーナルの出力
継～電子計算処理依頼・処理通知
常～ホストシステム処理依頼書（システム変更分）
住民票データ修正
常～住基ネット通信
常～本人確認作業（Ｊ－ＬＩＳ依頼）
継～住民基本台帳ネットワークシステムの概要
継～住基ネット連絡会資料
継～住基ネット関連質疑応答集
継～住基ネットへの反対団体からの質問状
東京都からの通知
東京都からの照会
他自治体からの通知（住基ネット）
住民基本台帳ネットワークシステムのシステム運営監査
個人番号取得バッチ処理
セキュリティ対策通知
Ｊ－ＬＩＳからの通知
常～住基ネット連絡会
常～ＣＳ依頼書

継～「県名」侵入実験試料
継～不参加団体に関する資料
継～住基ネット関連新聞記事
継～ICカード標準システム資料
継～住基カード独自利用調査
継～住基ネット関連マニュアル
常～住基ネット端末操作マニュアル
常～住基ネットシステム事務の流れ
継～住基カード及びカードリーダライタ故障診断ﾏﾆｭｱﾙ
常～本人確認情報処理依頼
常～住基ネットアプリケーションの更新
継～本人確認情報潜り込みデータ修正
継～ネットワーク機器運用分担について
継～カード作成機設置場所調査
継～ＣＳデータ運用保守日報
住基ネット関連担当者
常～本人確認情報依頼票・処理完了通知票について
住基ネットＣＳ端末設定
継～カード発行機リース契約
継～カード発行機導入
常～コンビニ交付
常～継続利用
都からの照会（住基カード）
継～１５年度住基カードST評価報告書
継～サンプルカード確認手順
継～住基カードの仕様について
継～住基カード製品交換に関する回答
継～住基カード配布
継～住民基本台帳カードの有効活用に関する調査研究

住民記録オンラインシス

テム処理
オンラインシステム全般

ＲＤＭ

外字

住記プログラム

電子計算処理依頼

住基ネットワークシステ

ム

住基ネットワークシステ

ム全般

住基ネット全般資料

住基ネット開発

住基ネットマニュアル

住基ネット運用

住基カード発行機

住基カード
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
住基カードの廃止及び廃棄

操作者カード 継～操作者IＣカード購入資料

住基ネット文字同定 継～住基ネット文字同定資料
情報システムセキュリティ管理規定
継～住民記録システム等セキュリティ関連の留意事項
継～住民記録システム等セキュリティ管理規定の改定等について
継～住記ネット目黒区緊急時対応計画
継～住記ネット緊急時対応計画(都・国)
継～住基ネット緊急連絡網作成資料
継～個人情報の保護に関する規則資料
継～セキュリティ管理規定基本方針・規則
情報セキュリティ内部監査
継～個別システムでの操作記録及び保存
継～住民記録関連システムの操作記録取得
継～情報セキュリティ監査に関する要綱
継～本人確認情報の外部提供
継～住基ネット緊急時連絡網
住基ネット緊急時対応訓練

自己点検（チェックリス

ト）
常～住基ネットワークチェックリスト

住民記録システム等セキュリティ会議
番号制度関連システム等セキュリティ会議
常～住民基本台帳ネットワークシステム緊急時対応計画
継～個人情報保護審査会答申資料(１３年度)
常～情報セキュリティ外部監査用資料
継～電磁波による情報漏えい防止対策
継～電磁波による情報漏えい防止資料
（継）公的個人認証法
継～公的個人認証サービス目黒区緊急対応計画
継～公的個人認証機種選定
継～利用者クライアントソフト
電子証明書発行手数料の取り扱い
継～都道府県協議会資料
継～受付窓口端末等無償譲渡契約
継～質疑応答・留意点

常～公的個人認証サービスシステムセキュリティ管理規程及びアクセス権限取扱細

目
常～公的個人認証サービス事務処理要領等の一部改正

常～公的個人認証後継機種選定
常～公的個人認証参考資料
公的個人認証サービスの停止
都からの照会
継～ＣＳ端末の操作
継～監査資料
継～公的個人認証サービスのあり方検討委員会報告書
継～公的個人認証サービス東京都緊急対応計画

継～「会社名」サポートデスク
継～鍵ペア生成装置マニュアル

継～公的個人認証受付窓口端末連携ソフト適用手順書【第１.０版】(H.１５.０８)
継～公的個人認証サービス利用者規約
継～オンライン窓口利用者マニュアル

常～電子証明書検索システム管理者操作マニュアル
常～受付窓口端末アプリケーションソフトインストールマニュアル
常～市区町村事務支援システム操作手順書
常～ＩＣカード診断ツールユーザーマニュアル

常～プログラム配信ソフト・適用結果通知ソフトユーザーマニュアル（操作手順書）

継～利用者ガイド

継～受付窓口端末用ＩＣカード診断ツールインストールマニュアル
継～受付窓口端末アプリケーションソフトユーザーマニュアルⅠ(操作手順書)
継～受付窓口端末アプリケーションソフトユーザーマニュアルⅡ(機能説明書)

準拠性監査 準拠性内部監査

公的個人認証サービス研

修
常～担当者説明会資料

統計 継～電子証明書交付記録簿
常～印鑑用プリンター・スキャナー(アルプ)
顔認証システム
継～ICカードリーダライタ操作ガイド
継～ＭＳシュレッダー取扱説明書(Ｖ１２２)
継～キャノンFAX(B１倉庫用)
継～デジタルコードレス電話機取扱説明書
継～ドットプリンター操作マニュアル(５５７７)
継～パーソナルコンパクトシュレッダー取扱説明書
継～レジデントFAX操作マニュアル
継～ワイヤレスコール卓上発信器・受信機取り扱い説明書
継～ワンタッチバーコードリーダ
継～金庫感知器(仕様書)
継～自動認証器説明書
継～住記用プリンタ(京セラ)
継～扇風機(SANYO)取扱説明書
継～総合窓口発券システム(カタログ・仕様書)
継～増田工業㈱レイアウトサンプル
継～端末部品
継～富士ゼロックスコピー機
継～IBM漢字システム文字セット一覧表
住居表示システム運用管理住居表示 住居表示全般

セキュリティ全般 セキュリティ関連規程

住民記録システムセキュ

リティ

住基ネットセキュリティ

セキュリティ会議

セキュリティ全般資料

公的個人認証サービス制

度

公的個人認証サービス

機器マニュアル

マニュアル

機器全般 機器マニュアル

住基ネットワークシステ

ム

住基カード
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～住居表示システム
住居表示 通知・調査（庁内）
住居表示研修
継～「遊遊めぐろ」「みどりの散歩道」
継～区の面積
継～目黒の文化財
継～目黒の地名
継～住居表示未解決事項
継～住居表示台帳整備のための法務局申請
継～住居表示広報資料
継～住居表示区民被害報告
継～住居表示関連新聞等記事
常～目黒の地名等資料
住居表示 通知・調査（庁外）
常～特別区住居表示事務協議会検討事項
継～特別区住居表示事務協議会検討事項（平成元年～平成３年）
継～特別区住居表示事務協議会検討事項（平成７年～平成９年）
継～特別区住居表示事務協議会検討事項（平成４年～平成６年）
継～特別区住居表示事務協議会検討事項（平成１３年～平成１５年）
継～特別区住居表示事務協議会検討事項（平成１０年～平成１２年）
継～特別区住居表示事務協議会検討事項（昭和６１年～昭和６３年）
継～特別区住居表示事務協議会会則
継～地下街における住居表示
特別区住居表示事務協議会通知
常～特別区住居表示事務協議会検討事項（平成２６年～２９年）
常～特別区住居表示事務協議会検討事項（平成２０年～２５年)
常～特別区住居表示事務協議会検討事項（平成１６年～１９年)
常～城南ブロック事務研究会検討事項
継～城南ブロック住居表示事務研究会検討事項
継～城南ブロック住居表示事務研究会規約

継～「町名」公共用地
継～「町名」地区市街地再開発事業
(常)　（仮称）「建物名」
常～道路拡幅（環状第６号線）
継～「建物名」付定
継～「施設名」立替計画
継～道路拡幅
継～「施設名」跡地利用計画
継～「施設名」
継～「町名」再開発事業
継～（仮）「建物名」
常～「町名」駅前整備
常～「町名」再開発事業
常～「町名」地区市街地再開発事業
常～開発事業関連資料
（常)「施設名」新病院計画
継～街区案内板　通知
街区案内板清掃委託
継～街区案内板撤去
継～住居表示街区案内板 設置場所写真
継～「区名」街区案内板「駅名」
継～「駅名」前住居表示街区案内板の仮設について
継～道路愛称名一覧
継～道路占用・使用許可書
継～道路占用・使用許可申請書起案
継～道路占用・使用等の申請書
継～道路占用関係法
継～目黒区生涯学習ガイド
街区案内板資料
常～道路占用・使用許可書
常～「駅名」前住居表示街区案内板について
継～街区案内板(再生FRP封入板)試験表
継～街区案内板 板取替え「駅名」
継～街区案内板 他区資料
継～街区案内板 設置要綱
継～街区案内板 設置場所図面
継～街区案内板 国際化
継～街区案内板の規模変更による取り替え
常～街区表示板はりかえ
住居表示プレート再交付
継～街区案内板のローマ字表記
継～街区表示板 在庫一覧表
継～住居表示 案内図作製 元原稿
継～住居表示 仕様書
継～住居表示 実態調査街区数及び号数
継～住居表示 色見本
継～住居表示 台帳管理システム
継～住居表示管理マニュアル
継～住居表示実施状況調査
継～住居表示板設置許可申請
継～町名板・番号板 在庫及び払出表
継～街区表示板(ローマ字入り)張り替え
継～公共標示の電柱広告掲示について
継～目黒区住居表示実施基準
常～住居表示事務処理要領等
継～東京都区市町村別住居表示実施状況

住居表示維持管理

住居表示実施

住居表示 住居表示全般

特別区事務協議会

城南ブロック事務研究会

開発

街区案内板維持管理
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～町名変更の調書写し
継～町名等の保存に関する決議
継～条例、規則改正
継～住居表示新旧対照表訂正
継～住居表示実施資料
継～住居表示関係法
継～住居表示 新旧対照表
継～住居表示 新旧対照案内図
継～住居表示 旧新・新旧住所照会の問題点
継～「町名」地区告示取消請求訴訟
常～目黒区住居表示実施基準
継～東京都住居表示実施基準
継～「施設名」周辺（「町名」）
継～「施設名」（「町名」）
継～「町名」
継～「町名」と「区名」との区境
継～「町名」の建物
継～区境界の住所の認定（「区名」）
継～区境の建築物の付定
常～「町名」の建物について

街区変更 継～街区変更資料
継～証明書発行手順
継～住居表示変更証明書発行手順
継～戸籍附票等の公用閲覧
住居表示等変更証明書
住居表示証明書
常～町の境界線証明
継～地番変更事実証明
常～各種証明書取り扱い・発行手順

(常)建物名称の特例について
継～「町名」の建物に使用する名称についての協議書
（常)特例付番建物資料
（常）付定の苦情
常～「町名」の件
常～「町名」街区の付定について
常～「建物名」について
常～「町名」の付定の件
常～念書
継～「建物名」の住居表示
継～「建物名」の付定
継～「建物名」管理人室
継～各戸番号の変更
継～「施設名」
継～「町名」「施設名」の付定について
継～「町名」「施設名」建替後の付定
継～「建物名」
継～「町名」の付定について
継～付定の苦情
(常)「施設名」
常～住居表示付定受付簿
継～住居表示付定受付簿
継～付定手順

住居表示付定申請書 住居表示付定申請書
建物名称変更通知（各地区あて）
住居表示名称変更届(４月～９月)
住居表示名称変更届(１０月～３月)
常～改正法附則に規定する経過措置等に係る事務取扱
常～外国人登録事務に関する特別区ガイドライン
常～市区町村在留関連事務取扱要領
常～特殊方書一覧表
特別永住者研修
常～消耗品受払簿（特別永住者）
還付したみなし特別永住者証明書の写し送付
特別永住者　転出入等異動一覧
特別永住者　法務省からの通知
常～特別永住関係事務事務取扱
常～通知書（ハガキ）
常～特別永住許可申請について
常～特別永住許可申請受理台帳／特別永住許可申請書送付書
常～特別永住許可申請書
常～特別永住許可事務取扱要領
常～特別永住者証明書交付申請一覧
常～特別永住者証明書交付申請（受付）
特別永住者証明書受領
特別永住者証明書通知
特別永住者証明書不交付

交付予定証明書 交付予定証明書
特永証交付済 特別永住者証明書申請（交付済）

準拠性内部監査(実施)
特定個人情報保護評価（PIA）
常～マイナンバー拾得物処理
区民への手紙
通知カード・マイナンバーカード申請書
常～窓口向上資料
勧奨通知（通知カード）
常～通知カード特例処理

住居表示名称変更届

特別永住 特別永住者事務

特別永住許可

特別永住者証明書

住居表示実施

区境

マイナンバー事務 マイナンバー事務全般

通知カード

住居表示各種証明

住居表示付定 住居表示付定全般

住居表示付定資料

住居表示
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
個人番号指定請求
通知カード管理簿
返戻された有効期限通知処理
前住所情報が記載された申請書で申請した区民への通知
転入後に交付申請を行った者に係る市区町村への通知
交付申請取りやめ受理通知
交付申請の受付が行われなかった区民への通知
マイナンバーカードの廃止及び廃棄
マイナンバーカード月次統計
常～顔写真特例
常～区からJ-LISへ申請書発送
常～懸案事項（マイナンバーカード）
常～在留期間満了による交付申請取りやめ
取得促進キャンペーン
勧奨通知（マイナンバーカード）
区民への手紙（マイナンバーカード）
常～居所情報登録（平成３１年度）
居所情報登録廃棄（平成３１年度）
常～居所登録者のマイナンバーカード申請・交付
補助金関係申請書の写し（地区分）
通知カード・個人番号カード関連事務の委任等に係る交付金
補助金関係申請書の写し（住記分）
個人番号カード利用環境整備費補助金
個人番号カード交付事業費補助金交付要綱
社会保障・税番号制度システム整備費補助金（旧姓）
個人番号カード交付事務費補助金
個人番号カード交付事業費補助金
送付先情報突合結果通知対応
送付先情報連携異常通知確認
常～懸案事項（マイナンバー関係システム）
J-LISへの依頼（マイナンバー）
その他の通知・照会（マイナンバー）
国からの通知・照会（マイナンバー）
制度改正研究部会からの通知・照会
制度改正研究部会への通知・照会
他課からの通知・照会（マイナンバー）
他課への通知・照会（マイナンバー）
都からの通知・照会（マイナンバー）
J-LISからの通知・照会（マイナンバー）
他市町村からの通知・照会
他市区町村への通知・照会（マイナンバー）
他市区町村からの通知・照会（マイナンバー）
通知カード・個人番号カードの交付に関する事務処理要領
交付円滑化計画
他市町村への通知・照会（マイナンバー）
地区への通知・照会（マイナンバー）

マイナンバー通知・照

会・依頼

マイナンバー事務

通知カード

マイナンバーカード

居所登録

マイナンバー補助金・交

付金

マイナンバーシステム対

応


