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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～めぐろエコ・プラン
目黒区後援名義使用承認申請
職員配分・配置・連絡体制
常～ホームページ（ＣＭＳ）マニュアル
常～　生活圏域整備計画
常～　基本構想、基本計画
常～　政策決定会議
部局別政策課題
常～　実施計画・改革実施策・実施状況年次別推進プラン
常～実施計画
政策課題
常～　補助２６号線沿道整備
個人情報保護審議会・情報化推進委員会
常～公文書公開
常～開示請求
個人情報保護
区民の声
まちづくり懇談会
窓口サービス改善
常～　接遇マニュアル

広報 報道・区報
常～　生活福祉委員会資料
地区所長会（１０～１２）
地区所長会（０７～０９）
地区所長会（０４～０６）
地区所長会（０１～０３）
常～立案請求
常～印鑑届・給与取扱者指定届
常～　文書事務の手引き
簡易処理様式・特例帳票
（電子）公印事前承認申請・実績報告
公印申請書（新調・改刻・廃止）
カードプリンター使用簿
常～　北部地区の公印
常～　ファイリングシステムの手引き
ファイリングシステム通知
常～要綱・要領
常～目黒区行政サービス窓口設置要綱、運営要領
災対訓練
常～目黒区災害対策本部運営要綱・応急対策要綱
非常配備態勢
常～　（烏森）避難所運営協議会
常～　（駒場）避難所運営協議会
常～　（菅刈）避難所運営協議会
常～　（東山）避難所運営協議会
常～　災対区民生活部マニュアル
常～　防災計画・防災対策
常～　業務継続計画（ＢＣＰ）地震
常～　業務継続計画(インフルエンザ）
熱中症等対策
教育委員会（調査・回答）
施設使用料見直し
地域振興課（調査・回答）
区民生活部事業概要
戸籍住民課（調査・回答）
庁内通知（１０月～１２月）
庁内通知（１月～３月）
庁内通知（４月～６月）
庁内通知（７月～９月）
企画経営部（調査・回答）
区議会議員選挙
区長選挙
衆議院議員選挙
常～投票管理者・立会人推薦
都議会議員選挙・参議院議員選挙
東京都知事選挙

組織改正・定数 組織改正・定数
目標による管理制度
人事課からの通知
再任用制度通知
人事異動課内配置
金銭出納員･現金取扱員･物品出納員の任免
常～職員証・ＩＣカード・名札の取扱
非常勤職員出勤簿･休暇簿･年次休暇簿･服務諸届
非常勤職員報酬･旅費･社会保険料支出
非常勤職員旅行命令簿
非常勤職員任用申請書・承諾書･任用履歴書
常～　臨時職員取扱要綱
常～非常勤職員取扱要綱・要領
会計年度任用職員
会計年度任用職員　承諾書等
給与減免申請処理簿・欠勤届
常～　服務取扱・要綱
服務通知
服務諸届出
飲食届

防災

危機対策

調査・回答

選挙

人事・給与

非常勤･臨時職員

服務

北部地区サービス事務

所

共通 庶務

政策協議

整備・実施計画

情報公開

区民の声･接遇

庁議・委員会・課長会

文書

公印管理

人事

ファイリングシステム

例規・要綱



 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 北部地区サービス事務所）

2／9

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～事務引継ぎ報告書
常～通勤手当認定簿
通勤届
常～旅費事務の手引き
常～給与事務の手引き
時間外勤務手当・旅費支給内訳書
給与事務・旅費事務通知
福利厚生(共済組合・互助組合・互助会)
福利厚生(福利係通知)
研修案内
被服貸与
健康管理
安全衛生委員会
常～ＶＤＴ作業の管理基準
会計管理課通知（物品・公共料金含む）
債権者登録申請・変更
常～　目黒区公金会計問答集
備品総括表(北部地区)
物品管理処理
常～物品名鑑
公共料金領収書(北部地区)
公共料金領収書(東山)
公共料金領収書(菅刈)
支出負担行為兼支出命令書（公共料金）
公共料金科目別内訳書･事業内訳別管理表
常～東京ガス契約更改申込書　２５～
公共料金領収書(駒場)
公共料金領収書(烏森)
財産台帳
行政財産の用途廃止（東山住区センター）

常～行政財産目的外使用許可(外倉庫･大：菅刈）
常～行政財産目的外使用許可(公衆電話：烏森)
常～行政財産目的外使用許可(公衆電話：駒場)
常～行政財産目的外使用許可(公衆電話：菅刈)
常～行政財産目的外使用許可(自販機)(菅刈)
常～行政財産目的外使用許可(地下第１倉庫)(菅刈)
常～行政財産目的外使用許可（公衆電話：東山）
常～行政財産目的外使用許可（北部地区備蓄倉庫）
常～行政財産目的外使用許可ﾏﾆｭｱﾙ(菅刈)
常～行政財産目的外使用承認(貯水槽：菅刈、東山、烏森)
常～菅刈学童保育クラブ行政財産使用許可
常～　行政財産使用承認（包括支援センター）
常～行政財産目的外使用（違反広告物の一時保管場所）
常～行政財産目的外使用許可
常～行政財産目的外使用許可(外倉庫･小：菅刈)
予算要望書
令和２年度度当初予算
補正予算(３号)
補正予算(１号)
補正予算(２号)
財政課からの通知
予算執行通知
支出予定確認表
執行委任・予算流用
年間契約関係通知
契約書
常～長期継続契約締結通知・契約書
年間契約依頼書
年間契約事務
変更契約書
消費税率変更に伴う契約変更
契約依頼予定書
契約依頼書(４・５月)
契約依頼書（６・７月)
契約変更・予定額増減・支出負担行為
常～随意契約ガイドライン
常～業務改善提案型契約（東山住区センター清掃）
マスターキー注文に関する念書
シルバー人材センター業務委託
リース契約満了処理通知書
契約課からの通知
契約依頼書(２・３月)
契約依頼書(１２･１月)
契約依頼書(１０･１１月)
清算命令書、戻入命令書
支出命令書（８～９月分）
支出命令書（６～７月分）
支出命令書（４月～５月）
支出命令書（２～３月分）
支出命令書（１２～１月分）
支出命令書（１０～１１月分）
支出負担行為書（８～９月分）
支出負担行為書（６～７月分）
契約履行完了待ち
支出負担行為書（２～３月分）

財務会計全般

物品管理

公共料金

財産台帳

予算編成 予算編成

行政財産（目的外使用）

財務

予算執行

年間契約

契約事務

人事・給与

服務

給与・旅費

研修･福利厚生

北部地区サービス事務

所

予算管理
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
支出負担行為書（１２～１月分）
支出負担行為書（１０～１１月分）
契約依頼書（８・９月）
支出負担行為書（４月～５月）
常～決算書
決算・監査資料
財政援助団体等の監査
監査通知
庁外施設定期監査
定期監査結果
納入済通知書（住区納付分）
目的外使用料歳入調定（調定収入通知書）
収納金収入報告書(住区センター)
住区会議室使用料還付資金受渡し確認表
目的外使用料還付資金受渡し確認表
自販機設置に伴う目的外使用料歳入調定（北部）
使用料減額調定（調定更正収入通知書）
歳入調定（拾得金取扱収入）
歳入調定（施設管理費負担金及び弁償金）
歳入還付処理（戻入命令書）
行政財産目的外使用許可（自販機・東山）
行政財産目的外使用許可（自販機・菅刈）
会議室使用料歳入調定（調定収入通知書）
会議室還付金支出（還付命令書）
会議室還付金支出（過年度）
会議室還付金（目的外還付金支出）
印刷機利用の歳入調定
コピーサービス実績報告書
住区会議室使用料(４月～９月分)
住区会議室使用料(１０月～３月分)

住区会議室・目的外使用 会議室等利用状況報告書(北部地区･月例)
会議室等利用状況報告書(北部地区･月例)
収納金収入報告書(北部地区会議室)
目的外使用許可取消申請書（北部会議室）
北部地区会議室目的外申請書日計表
常～目的外使用許可事務取扱要綱
常～被災地支援寄付
常～　社会保障・税番号制度
常～　拾得物件預書
情報セキュリティ
郵便切手受払い簿
イントラネットパソコン運用
やぐら
常～拾得物の取扱方針
イントラネットパソコン運用協議書
常～　老人いこいの家･児童館目的外使用の検討会
住民係長会
地域係長会
常～　事故処理の手引き
り災調査報告書
事故報告
常～り災調査について(要綱)

さくらまつり 常～桜まつり
常～駒場住区区政功労者表彰者名簿
常～菅刈住区区政功労者表彰者名簿
常～東山住区住民会議区政功労者表彰名簿
秋季善行表彰
常～烏森住区区政功労者表彰者名簿
常～区政功労者表彰被表彰者名簿（北部地区）
常～区政功労者表彰要綱等
区政功労者推薦
管理組合理事会・総会
管理費・諸経費の支出
常～管理組合
常～北部地区サービス事務所会議室
駐車場使用料の支出
コピー機・ＦＡＸ・レジスタ保守報告
常～　光化学スモッグ緊急対策実施要綱
常～　西郷従道候遺品引継ぎ
清掃業務報告書（４月～９月）
施設点検委託点検業務計画書
維持保全業務積算標準単価表
施設点検(通知)
施設点検(日誌･６ケ月･緊急)
施設点検（１年点検）
継～保証書・取扱い説明書
常～　維持保全業務表
常～　公金等の適正な保管・管理について
常～　施設点検の基準(北部地区サービス事務所)
常～クロスエアタワービル施設管理
常～クロスエアタワー駐車場管理
常～管理規約集
常～駐車場借受
機械警備入退館記録
公営掲示板完了届
産業廃棄物管理票(ﾏﾆﾌｪｽﾄ)(北部地区)

表彰全般

北部地区共通

歳入 歳入事務全般

納入済通知書

北部会議室・目的外使用

北部地区サービス事務所

全般

係長会･担当者会

り災調査･事故報告書

北部地区サービス事務所

運営

北部地区サービス事務所

庶務

北部地区サービス事務所

施設管理

予算執行

契約事務

決算・監査 決算・監査

北部地区サービス事務

所
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～ＡＥＤ説明書
常～自動販売機設置
常～防犯カメラ
保守点検報告書
北部地区会議室管理委託完了届
清掃業務報告書（１０月～３月）
常～鍵預り証
巡回警備報告書（４月～９月）
巡回警備報告書（１０月～３月）
機械警備報告書
エレベータ点検報告書
常～　共用施設鍵・取扱説明書等の引渡
常～　工事記録（北部）
納品書（北部）
会議室行政目的利用申請書（１０月～３月分・通年分）
北部会議室利用台帳
会議室行政目的利用申請書（４月～９月分）
常～歩行者デッキ協定書
常～国道２４６号横断歩道橋協定書
常～国道２４６号デッキの管理
常～スタイリオ池尻大橋協定書
常～　消防計画(烏森)
防火管理者解任・選任
常～消防計画（クロスエアタワー）
常～　消防計画(北部地区サービス事務所)
常～　消防計画(駒場)
常～　消防計画(菅刈)
常～　消防計画(東山)
常～　防火管理体制(菅刈)
消防設備等点検委託通知関連
消防用設備保守点検票(東山)
消防用設備保守点検票(菅刈)
消防用設備保守点検票(駒場)
消防用設備保守点検票(烏森)

消防法立入検査 常～消防法による立入検査
常～ＡＤＳＬ回線利用（ＩＴ回線事業含む）について
常～鍵の管理（駒場)
コピーサービス実績報告書（駒場住区センター）
常～　施設の概要(駒場)
常～　電話交換機設備／竣工図(駒場)
常～利用のきまり（駒場会議室）
産業廃棄物管理票(マニフェスト)(駒場)
樹木手入れ工事写真（駒場・菅刈・烏森）
害虫駆除実施報告書(駒場)
定期清掃作業完了証明書(駒場)
行政財産目的外使用許可
常～　電話交換機設備／竣工図(菅刈)
コピーサービス実績報告書 
常～　菅刈住区センター全面禁煙
常～　施設の概要(菅刈)
常～利用のきまり（菅刈会議室）
常～休館日における業者点検立ち会いマニュアル(菅刈)
常～引継ぎ書　２９～
自家用電気工作物点検報告書(菅刈)
常～区立公園占用許可申請（菅刈）
産業廃棄物管理票(マニフェスト)(菅刈)
自動ドア保守点検報告書（菅刈）
常～　菅刈住区センター工事記録
保守点検報告書
害虫駆除実施報告書(菅刈)
清掃委託完了報告書　菅刈
納品書(菅刈)
常～　菅刈プロジェクターマニュアル
汚水槽清掃･水道点検作業報告(菅刈）

東山住区センター庶務 常～清掃仕様（東山住区センター）
害虫駆除実施報告書(東山)
自動ドア保守点検報告書(東山)
その他点検作業報告書(東山)
清掃作業計画書（東山）
常～消防用設備等設置届写し（東山）
定期清掃作業完了報告書
納品書(東山)
常～施設管理関連資料
産業廃棄物管理表(ﾏﾆﾌｪｽﾄ)(東山)
東山住区センターセンター不具合対応
東山住区移転作業
常～行政財産目的外使用許可（公衆電話：烏森）
常～　敷地の境界確定について(烏森)
コピーサービス実績報告書
常～　ビジネスフォンシステム(烏森)
施設管理（烏森）
常～防犯カメラ（烏森）
常～烏森住区センターインターネット
常～利用のきまり（烏森会議室）
常～施設の概要(烏森)

駒場住区センター庶務

菅刈住区センター施設管

理

菅刈住区センター運営

駒場住区センター運営

駒場住区センター施設管

理

菅刈住区センター庶務

東山住区センター運営

東山住区センター施設管

理

烏森住区センター運営 烏森住区センター庶務

北部地区サービス事務所

運営

北部会議室行政目的

協定書

北部地区防火 消防計画

北部地区サービス事務所

施設管理

消防設備等点検報告書

北部地区サービス事務

所
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～　機械警備カード受領証
保守点検報告書
納品書(烏森)
貯水槽清掃報告書(烏森)
清掃委託完了報告書　烏森
自動ドア保守点検報告書(烏森)
空調器等点検作業報告書(烏森)
害虫駆除実施報告書(烏森)
エレベーター点検作業報告書(烏森)
自家用電気工作物点検報告書(烏森)
産業廃棄物管理票(ﾏﾆﾌｪｽﾄ)(烏森)
常～　無線装置設置
常～休養室の使用（烏森）
常～　烏森住区取扱説明書
常～車椅子貸し出し事業（烏森）
北部地区連絡会
住区住民会議連絡協議会総会・役員会
常～総会役員会資料
コミュニティ施策実施検討調整会議
コミュニティに関する意見交換会
常～住区住民会議連絡協議会規約
住区住民会議連絡協議会規約
ケルネル田んぼを核とした諸活動に対する補助金
住区まつり〈イベント補助）
住区まつり実行委員会(烏森)
住区まつり実行委員会(駒場)
住区まつり実行委員会(菅刈)
住区まつり実行委員会(東山)
常～　区民まつり実行委員会
やぐら貸出し
常～（ケルネル田んぼ）補助金交付要綱
北部地区ﾌｧﾐﾘｰｽﾎﾟｰﾂ大会実行委員会
目黒シティラン
コミュニティ支援策
住民会議規約（西部）
住民会議規約（南部）
住民会議規約（中央）
コミュニティ研修　実践
住民会議規約（北部）
ＨＰ研修助成
コミュニティ職員研修
コミュニティ研修　基礎
住民会議規約（東部）
住区住民会議活動補助金（４住区）
住区住民会議への通知・回答など
常～　住区住民会議等に対する区政情報提供及び地域情報収集要綱
常～　住区住民会議代表者退任時感謝状贈呈基準
常～　住区会議へのｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線の整備について
住区住民会議代表者変更連絡
常～地域活動団体損害賠償責任保険関係
常～　東山住区盆踊り
住区住民会議活動実績報告
常～住区センター管理従事者の源泉徴収
常～　老人いこいの家・児童館目的外使用の検討会
常～　住区会議室取扱
複写機等維持管理協定書(４住区)
常～　使用料の増徴規定について
常～　老人いこいの家目的外使用許可事務取扱要綱
常～　施設使用料等の見直し
常～　児童館目的外使用許可事務取扱要綱
常～　住区会議室条例施行規則改正
常～　目的外利用の徴収委託の可能性
常～　住区住民会議補助金交付要綱･交付基準
常～　使用料減免申請の取扱い(１０.４.１改正)
常～　公の施設指定管理者制度
利用者アンケート
徴収・支出事務委託検査
指定管理者の運営評価
年度協定書
徴収・支出事務委託に伴う告示及び徴収事務等受託者証の交付
常～　指定管理者の指定申請
住区会議室の管理に係る事業報告書
常～　住区会議室の管理に関する基本協定書（４住区分）
常～　危機管理マニュアル
住区会議室の管理経費の支出
指定管理者の選定評価
管理従事
常～　施設管理部
常～駒場住区ニュース「駒場野」
常～　駒場住区住民会議名簿
常～　駒場住区車椅子貸出事業
常～駒場住区住民会議規約
常～　駒場総会資料
常～菅刈総会資料　２８～
常～　菅刈住区センター運営
菅刈ネット２１

コミュニティ施策

住区住民会議連絡協議会

住区住民会議 北部地区住民会議全般

住区会議室の指定管理者

駒場住区住民会議

菅刈住区住民会議

烏森住区センター運営

烏森住区センター施設管

理

住区住民会議連絡協議会

区民まつり･住区まつり

北部地区ファミリース

ポーツ大会

住区会議運営

北部地区サービス事務

所
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～菅刈住区住民会議規約
常～菅刈住区ニュース
常～　東山住区住民会議総会役員会（２６年度～）
常～　東山住区住民会議総会役員会（１１年度～２５年度）
常～　東山住区ニュース
常～　東山住区住民会議名簿
東山住区住民会議　周年記念誌
コピーサービス実績報告書（東山住区センター）
常～烏森住区ニュース「からすもり」
常～烏森住区住民会議規約
常～烏森住区住民会議総会
常～烏森住区役員名簿
常～地域活動団体制度　２８～
住区会議室の行政利用
常～地域活動団体登録変更（廃止届・紛失届・再交付申請書）
集会予約システム利用者登録（駒場住区・地域団体）
集会予約システム利用者登録（駒場住区：一般）
集会予約システム利用者登録（菅刈住区・地域団体）
集会予約システム利用者登録（菅刈住区：一般）
集会予約システム利用者登録（東山住区：一般）
集会予約システム利用者登録（東山住区・地域団体）
集会予約システム利用者登録（烏森住区：一般）
集会予約システム利用者登録（烏森住区・地域団体）
東山住区センター移転に伴う対応
集会室予約システム不具合等
集会施設予約システム更新
常～集会施設予約システム更新
常～　目黒区赤十字奉仕団規則
日赤全般通知
赤十字業務説明会資料（新任地区担当職員対象）
日赤奉仕団員表彰推薦
常～施設見学候補地選定資料
常～日赤文書取扱規則・文書進行管理簿
常～赤十字の手引き
常～　災害義援金
常～　分団長の変更
日赤第１分団事業費・事務費・清算報告書
第一分団講習会
地区主催事業・都支部主催研修
日赤第１分団施設研修
日赤第１分団活動資金募集
日赤第１分団総会・役員会
日赤第一分団幹事会（第１ブロック総会併催）
常～　日赤名簿･規約(第１分団)
日赤第２分団事業費・事務費・清算報告書
常～日赤第二分団規約
日赤第２分団表彰
日赤第２分団総会・役員会
日赤第２分団炊き出し訓練
日赤第２分団活動資金募集
日赤第２分団施設研修
日赤第２分団研修参加等
常～日赤第二分団引継資料
常～支部長の変更
常～　共同募金目黒地区協力会規約
常～共同募金目黒地区協力会規約・文書進行管理簿
共同募金全般通知

共同募金(第１支部) 共同募金（第１支部）

共同募金(第２支部) 共同募金（第２支部）
常～第２ブロック連絡協議会歴史
選挙事務補助執行依頼
町会長名簿
町会自治会世帯数
常～　町会と住区・地区・ブロック
感謝状
町会(第１･第２ブロック)全般通知
目黒区町会連合会総会
町会・自治会長変更
常～町会・自治会口座情報
第１ブロック総会
町会第一ブロック懇親会（１９年１月写真）
第１ブロック連絡協議会会計
第１ブロック連絡協議会新年懇親会
第２ブロック連絡協議会
第２ブロック合同新年懇談会
住区住民会議掲示板道路占用許可申請（都道）
常～公営掲示板（移設）大橋１－１２－１２
常～公営掲示板（教育財産使用許可申請）
常～公営掲示板（公園占用許可申請）
常～公営掲示板（除却）烏森NO．３５
常～公営掲示板（除却）菅刈NO．９
公営掲示板完了届
常～　公営掲示板の設置、撤去について
常～公営掲示板管理要綱
常～　公営掲示板道路占用使用許可申請書
常～　公営掲示板修繕

公営掲示板

日赤 日赤全般

第１分団

第２分団

共同募金

町会･自治会
町会自治会全般

町会(第１ブロック)

町会(第２ブロック)

共同募金全般

住区住民会議

菅刈住区住民会議

東山住区住民会議

集会予約システム 地域活動団体登録

（駒場）集会予約システ

ム利用者登録
（菅刈）集会予約システ

ム利用者登録
（東山）集会予約システ

ム利用者登録
（烏森）集会予約システ

ム利用者登録
集会施設予約システム

公営掲示板全般

烏森住区住民会議

北部地区サービス事務

所
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～目黒区住区掲示板道路占用許可申請（区道分）
常～目黒区公営掲示板破損状況調査（シルバー）
常～公営掲示板除却・移設申請
常～東山住区掲示板道路占用許可申請（区道分）
常～　公営掲示板(駒場管内)
常～　公営掲示板(烏森管内)
常～　公営掲示板(菅刈管内)
常～　公営掲示板(東山管内)

東山住区掲示板 常～　東山住区掲示板全般
新任研修用テキスト
各課通知
戸籍住民課通知(住民記録)
基幹系システム　操作ログ
カードプリンター使用簿
常～住民記録システム操作マニュアル
常～住民基本台帳ネットワークシステム条例施行規則
常～情報セキュリティ
常～住民基本台帳ネットワークシステム通知８/２５～
常～住民基本台帳ネットワークシステム通知
常～住基端末のログインパスワード変更について
常～住基ネットマニュアル
常～在留カード等発行システム操作マニュアル

常～公正証書原本不実記載の認定通知書
常～戸籍住民記録事務取扱通知

常～戸籍住民記録事務取り扱い通知　住民基本台帳法等の一部改正について
無効な転出証明書の通知
訪問記録簿
住民票写し等の無効の告示
住民記録用品請求
支援措置
個人番号・通知・住民基本台帳カード・公的個人認証申請書等決定票
個人番号カード　戸籍住民課通知
住基法第５２条２項違反通知(当月分)
住基法第５２条該当者の簡易裁判所通知について
法第９条１項・第１９条１項通知
継～呼び出し中
継～住基法９条･１９条通知のための原本
継～住民記録(交付事務処理)
継～住民記録端末処理マニュアル
継～住民記録問合せカード
継～弁護士等からの住民票請求について
常～アルプシステム操作マニュアル
常～住民記録端末ローカルログオン手順
継～オンラインダウン時マニュアル
継～トラブル・困難事例・OJT
継～外字検索システムマニュアル
継～集合住宅リスト
継～住民基本台帳質疑応答集
常～自己情報可否決定通知
常～自己情報開示請求にかかわる歳入調定
常～転出取消等の事例
常～申出書(ＤＶ関係)
常～自己情報開示等請求

住民記録統計 住民記録現況

郵送･公用請求 継～公用請求の取扱いについて
定期実態調査　職権消除決裁簿
実態調査通知
実態調査用身分証明書
随時実態調査（現住・届出済分）
随時実態調査（保留分）
付定処理に伴う実態調査
定期実態調査(その他→保留)
随時実態調査　職権消除決定簿
定期実態調査資料(届出済分)
常～住居表示変更証明書交付手順
住居表示通知
特殊方書リスト北部地区管轄分
継～住居表示変更証明申請書･交付台帳
継～住居付定
特殊方書（他地区分）
常～住居表示付定新システム

住民票の写し等の申請書 住民票の写し等の申請書

住民異動届 住民異動届
印鑑登録業務停止及び印鑑登録証明書発行停止申請書
印鑑登録事務通知
継～印鑑登録証欠番記簿
継～印鑑登録停止者及び印鑑登録証明書発行停止者の取扱いについて
常～偽装印鑑登録
常～印鑑登録事務処理
継～本人の手元を離れた『印鑑登録証』の取扱手順
印鑑登録原票管理票（当月分）
印鑑登録原票管理票（前月分）
印鑑登録原票管理票（前々月分）
継～無効な印鑑登録証明書一覧表
仮登録申請書受付経過分

公営掲示板

設置一覧表

住民基本台帳 住民基本台帳事務全般

個人番号カード

住基法９･１９･５３条通

知

住民記録事務処理マニュ

アル

申出書

実態調査

住居表示

申請書･異動届･申出書

印鑑登録 印鑑登録事務全般

印鑑登録申請書

公営掲示板全般

北部地区サービス事務

所



 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 北部地区サービス事務所）

8／9

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
印鑑登録申請書
仮登録申請書(未処理)

印鑑証明書交付申請書 印鑑証明書交付申請書
常～戸籍事務処理資料

常～戸籍住民課からの通知（戸籍法改正）
戸籍手数料月計表
戸籍住民課通知(戸籍証明・届出)
継～模写電送装置による戸籍謄抄本等交付事務要領

常～戸籍及び住民票の写し等に関する証明手数料免除の取扱いについて（通知）
常～戸籍システムダウン時の対応

戸籍等の交付申請書 戸籍等の交付申請書
税務課通知
税務証明書取扱件数月報
税証明交付申請書

税証明交付申請書 税証明交付申請書
国民健康保険通知
継～国民健康保険法等の改正点の解説
国民健康保険申請書等の写し
国保証発行月例報告
介護保険被保険者証等再交付申請書(写)
介護保険被保険証交付台帳
介護保険課からの通知
国民年金申請書(写)
継～基礎年金番号に関する想定問答集
国民年金通知
被保険者証等交付申請書（新規・再交付・葬祭費）
後期高齢者医療係からの通知

健康手帳 継～健康手帳
乳幼児医療申請書(写)
継～乳幼児医療事務マニュアル
継～乳幼児医療費助成制度のお知らせ
学校運営課からの通知
子育て支援課からの通知
児童手当申請書(写)
成人の日のつどい
継～児童手当事務マニュアル
常～母子健康手帳取扱要綱
妊娠届出書(未処理)
継～母子栄養食品支給事務取扱要綱
母子健康手帳等に関する通知
妊娠届出書等(写)送付書
畜犬物品引渡書
畜犬登録等申請書
畜犬登録受付書等月例報告
畜犬に関する通知

保健所 保健所からの通知
事後調定一覧表
収納金収入報告書
継～レジスターマニュアル
現金出納簿(金銭出納員用)
収納金日報（４～９月）
収納金日報（１０～３月）
清算紙(１０～３月分)
納付書等送付書（４月～９月）
納付書等送付書（１０月～３月）
点検紙
清算紙(４～９月分)
記録紙(８～１１月分)
記録紙(４～７月分)
記録紙(１２月～３月分)
戸籍住民記録手数料(戸籍）(１～３月分)
戸籍住民記録手数料(戸籍)(７～９月分)
戸籍住民記録手数料(戸籍)(１０～１２月分)
戸籍住民記録手数料(戸籍)(４～６月分)
戸籍住民記録手数料(住民票)(１～３月分)
戸籍住民記録手数料(住民票)(４～６月分)
戸籍住民記録手数料(住民票)(１０～１２月分)
戸籍住民記録手数料(住民票)(７～９月分)
区民手数料払込(１～３月分)
区民手数料払込(４～６月分)
区民手数料払込(１０～１２月分)
区民手数料払込(７～９月分)
畜犬登録・注射済手数料(１０月～３月）
畜犬登録・注射済手数料(４月～９月）
税務手数料払込(１０～１２月分)
税務手数料払込(１～３月分)
税務手数料払込(７～９月分)
税務手数料払込(４～６月分)
特別区民税･軽自動車税(１０～１１月)
特別区民税･軽自動車税(１２～１月)
特別区民税･軽自動車税(２～３月)
特別区民税･軽自動車税(４～５月)
特別区民税･軽自動車税(６～７月)
特別区民税･軽自動車税(８～９月)
国民健康保険料(１０～１１月)

歳入事務 歳入事務全般

レジ記録紙・清算紙

手数料領収書 戸籍住民手数料(戸籍･外

国人)

戸籍住民手数料(住民票)

区民手数料

畜犬登録

税務手数料(区税証明)

税･保険料領収書 特別区民税･軽自動車税

国民健康保険料

戸籍･外国人登録事務 戸籍外国人登録事務全般

税務事務 税務事務全般

国保･介護･年金事務 国民健康保険事務

介護保険事務

国民年金事務

高齢者福祉事務 後期高齢者医療

児童･保健衛生事務 乳幼児医療証

児童･保育事務

母子健康手帳

畜犬登録

印鑑登録

印鑑登録申請書

北部地区サービス事務

所
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
国民健康保険料(１２～１月)
国民健康保険料(８～９月)
国民健康保険料(６～７月)
国民健康保険料(４～５月)
国民健康保険料(２～３月)
介護保険料(４～９月)
介護保険料(１０～３月)
後期高齢医療保険料(１０～３月)
後期高齢医療保険料(４～９月)
特定個人情報管理
基幹系システム通知
住民基本台帳システムの操作者登録等

税･保険料領収書

国民健康保険料

介護保険料

後期高齢医療保険料

システム システム全般

北部地区サービス事務

所


