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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～不当要求防止責任者の選任
改元に伴う事務の取扱い
常～施設事故等の処理の手引き及び損害賠償保険について
常～区政功労者表彰受賞者名簿
区政功労推薦通知
常～基本構想・基本計画
経済センサス活動調査
常～「協働推進」資料
常～危機管理指針の作成
常～危機対応マニュアル
常～緊急連絡網
まちづくり懇談会
リフレッシュめぐろ・窓口改善
区議会
国勢調査について
選挙通知・依頼立会人
常～庶務事務システム操作マ二ュアル
常～　事務引継書
政策決定会議メモ
地区所長会・係長会
庶務担当課長会
常～所長会設置要領及び運営基準
都市整備部庁内通知
総務部庁内通知
健康福祉部庁内通知
区民生活部庁内通知
教育委員会庁内通知
企画経営部庁内通知
その他庁内通知
企画経営部調査依頼
総務部調査依頼
教育委員会調査依頼
その他調査依頼
区民生活部調査依頼
行革推進通知及び依頼
緊急財政対策
常～新行革計画事務事業
常～実施計画改定原案
常～基本構想・実施計画
常～施設使用料見直（４住区分）
常～施設白書
広報課通知及び依頼文
常～区民の声課通知・依頼
常～広聴システム
常～情報公開条例の解釈運用基準
常～文書管理システム導入に伴う公聴処理について
暮らしのガイド更正依頼（地図案内も含む）
広報原稿
施設案内図の訂正
行政情報の開示請求
常～業務継続計画
常～高病原性鳥インフルエンザ発生時の対応
常～新型インフルエンザ等対策行動計画
常～り災状況調査
地域防災計画
地域防災計画（平成２４年修正）
非常配備態勢等に関する調査
防災課・生活安全課通知
常～防災無線マニュアル・連絡網
めぐろエコ・プラン
地球温暖化対策
環境・リサイクル通知
各課・施設におけるエネルギー使用量等の報告
常～改正省エネ法等への対応
情報課通知及び依頼
常～グループウエア操作手順書
情報セキュリティ
イントラネット用
常～個人情報業務登録届の提出
情報課への協議
ホームページ担当者について
常～コンテンツマネージメント操作マニュアル
ホームページ修正
郵便切手の購入
常～文書事務の手引き
文書係通知
特例起案用紙及び特例文書番号の設定
常～文書管理情報システム操作マニュアル
公印新調・改刻・廃止申請
郵便切手受払簿
常～行政手続条例の手引き
常～機密文書廃棄依頼
常～ＬＧＷＡＮ電子文書交換システムの運用
常～備付審査基準
常～ファイリングシステム通知
ファイリング通知・依頼

情報システム

ホームページ

文書 文書全般

ファイリング

中央地区サービス事務

所

庶務 庶務全般

会議

庁内通知

調査依頼

行革

広報

防災・危機管理

環境・リサイクル
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～区政功労者表彰要綱
立案請求
常～例規検索システム手引きWeb版
常～後援名義等使用承認事務取扱要綱
常～児童館及び老人いこいの家目的外使用許可要綱
常～住区会議室条例等の改正
その他要綱等
常～人事考課制度＆目標によるマネジメント
常～職員表彰
常～　定期監督
カードリーダーの導入
労務情報
人事係通知
人事係調査依頼
再雇用非常勤職員の任用
給与減額免除申請簿
飲食届
出退勤時刻データ修正記録簿
常～非常勤職員取扱要綱
再任用短時間職員勤務形態等調査
服務諸届（病欠・遅参等・職務免除申請）
常～再任用・再雇用について
常～職員倫理の確保に関する制度
旅行命令簿(宿泊旅行)
時間外資料
常～非常勤職員旅費事務
常～通勤手当認定経路一覧表
職員給与チエックリスト
給与通知
研修案内
健康診断（定期他）
安全衛生委員会
常～公務災害について
庁外職員用応急医薬品使用申請
福利・人材育成通知
契約依頼書
財務・契約通知
財産台帳照会用資料
債権者登録及び変更届
年間契約
長期継続契約
樹木手入れ・害虫駆除・消防設備
支出負担行為書
支出負担行為
契約変更依頼書
契約締結通知（契約決定：入札調書）
年間契約（契約課契約）
契約依頼予定書
科目更正
支出負担行為兼支出命令書
支出命令書
支出命令書取消通知
清算命令書
有資格者による施設点検
予定額増減・支出負担行為更正
会計事務に係る届
契約依頼書
会計課通知（未執行・未清算一覧）
会計管理室通知
用品引渡し書
供用備品現在高調書
用品請求書（払出請求）
備品登録の削除
備品総括表
備品処理一覧表
物品所管換備品
用品振替命令
施設課工事見積り依頼
当初予算査定結果
補正予算１号
補正予算２号
予算編成通知等
予算関係通知
当初予算見積り
歳入歳出予算見積書（原案）
予算見積資料
補正予算３号
予算執行計画
予算流用申請書兼決定書（節内・節間・繰り戻し）
執行委任
歳入科目新設申請書
科目更正書
支出予定確認表
財政課通知
行政監査
常～庁外施設監査

文書

例規・要綱

中央地区サービス事務

所

決算・監査

人事・給与 人事

服務

給与

研修・福利厚生

財務会計 財務全般

用品・備品

予算編成

予算執行
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
決算報告
提出書類
定期監査
決算・監査通知
常～監査資料
常～包括外部監査
常～歳入の徴収・支出委託収入役室見解
継～歳入マニュアル
住区会議室使用料月計表
住区会議室使用料に関する検査
収納金納入確認表
目的外使用料歳入調定
調定収入通知書（会議室）
調定収入通知書
上目黒電柱支線使用料歳入調定
調定額報告書兼収納金収入報告書（４住区）
雑入
還付命令書
住区会議室過年度還付
住区会議室等還付資金
還付減額調定
老人いこいの家及び児童館
還付命令書添付文書管理票
支出事務清算報告書
住区センター使用料還付簿記（写し）４住区及び目的外還付分
還付起案（五本木）
還付起案（上目黒）
還付起案（鷹番）
還付起案（油面）
五本木住区会議室使用料納入済通知書
上目黒住区会議室使用料納入済通知書
交換便
油面住区会議室使用料納入済通知書
鷹番住区会議室使用料納入済通知書
簿記写し・五本木住区センター
簿記写し・上目黒住区センター
簿記写し・鷹番住区センター
簿記写し・油面住区センター
常～バイクの保険
ガソリン代支払
常～事務所周辺案内標識
常～区施設電柱広告
中央包括支援センター負担分光熱水費
継～電気需給契約
常～中央地区サービス事務所・電話回線
常～機械警備委託（緊急連絡先）
常～ベビーシート点検チェック表
常～庁用三輪車の登録変更
継～保証書
中央地区サービス事務所・電話回線設置工事
常～鍵借用書
中央地区サービス事務所２階電話回線について
継～アスベストに関する資料
継～アスベスト対策
継～カラス等害鳥・害虫対応
継～案内表示移設（電柱）起案文書等
継～機械警備マニュアル
継～建築物等の点検について
継～自転車取扱説明書
継～中央地区ＳＯのＰＲ
継～中央地区サービス事務所２Fトイレ前扉設置
継～中央地区サービス事務所移転改修工事図面
やぐら貸出申し込み書
碑文谷公園公園使用・占用許可
常～保険料支出
継～やぐら貸出要綱および取扱
やぐら貸出に伴う損害保険契約
継～食販ビル内コーポ中央町
継～食販ビル清掃計画
継～食販ビル建物賃貸契約書
食販ビル賃借料の支出
保証金について
賃借料支出
食販ビル光熱水費歳入調定
常～特別区自治総合賠償責任保険にかかる使用管理施設通知書
継～食販ビルアスベスト調査について
常～食販ビル賃貸借契約
常～さくらプラザ総合受付業務
常～さくらプラザ行政財産引渡書
常～さくらプラザ協定書（写）
さくらプラザ管理規約
常～さくらプラザ内備品法証書
常～さくらプラザ実施設計図（写）
事業実績等報告書（提出分）１０～３月分
コピーサービス実績報告書
事業実績等報告書（提出分）４～９月分

中央地区サービス事務

所

決算・監査

歳入 歳入全般

歳入調定

還付

納入済通知書

簿記

財務会計

中央地区運営管理 中央地区運営管理全般

組立式やぐら

食販ビル

本庁舎跡地・公益的施設

月例報告
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～中央地区管内住区センター設置防犯カメラ
常～土地境界確定
常～住区センター鍵の処理
常～住区センター内の受動喫煙防止
常～住区会議室で用具・武具を使用する場合の考え方
常～住区会議室利用における（物品販売）見直し方針
常～東日本大震災義援金
常～放置自転車等処分マニュアル
常～防火管理者選任（解任）届出書（４住区センター分）
施設点検（日常）計画
施設付帯駐車場有料化方針
拾得物件預り書（警察署発行）
住区センターの閉館時間
住区センター使用料調査
住区会議室の一般公開
節電対策
熱中症対策における住区センターの提供
継～光化学スモッグ緊急時対策実施要綱
継～施設図面管理及び点検
継～集会施設案内
常～拾得物取り扱い指針
常～拾得物届出書
常～連絡会
運営管理全般
管理経費支出
鍵等の管理簿
常～ＡＥＤの設置
常～東日本大震災に伴う節電対策
日常点検・６ヶ月点検日誌（４住区分）
油面児童館鍵保管等について
財政援助団体等監査実施について
常～　熊本地震義援金
常～タバコに関する陳情
常～区施設内異常事故等報告書
常～公衆電話委託契約の解除廃止について
常～行政財産使用許可取扱について
常～施設点検基準
常～自動販売機（飲料）に係る設置許可基準について
常～住区センター警備解除及びセットについて
常～パスワードの取り扱い
常～再予約の取扱いについて
継～集会施設予約システムセキュリティ基準
継～メッセージ掲載依頼
予約システム作業報告書
メッセージ掲載依頼
常～行政利用
常～集会施設予約システム利用者端末設置に伴う使用承認
常～集会予約システム検討部会設置要綱
常～住区会議室付帯設備一覧（１８年度作成資料）
新規静脈データー操作手順書
常～他施設で利用者登録をした団体
常～電話受付の取り扱いについて
行政利用申請
通知
継～住区センター概要（上目黒）
継～住区センター概要（五本木）
継～住区センター概要（鷹番）
継～住区センター概要（油面）
継～指定管理者制度（個人情報）
継～指定管理者指定に係る告示
継～指定管理者の利用承認等の名義及び印について
継～指定管理者制度（雇用関係）
継～指定管理者制度（行革等通知）
継～評価委員会
継～指定管理者制度指定申請書
継～指定管理者制度に伴う研修資料
継～指定管理者制度（他自治体資料）
継～評価委員会設置要綱
常～指定管理者の指定(平成３１年度～３５年度）
継～指定管理者の運営評価及び評価結果の公表等の検討
継～指定管理者の運営評価
継～指定管理者による自己評価
継～区民生活部指定管理者運営評価第４回委員会
常～ホームページ公表評価結果
常～第６回運営評価委員会（H２０.５．３０）
常～指定管理者・地区による評価（平成２６年度～平成３０年度）
常～２０年度第１回評価委員会
住区住民会議・指定管理者・評価委員会（H２１・６開催）

指定管理者運営評価方針等の改正及び地区サービス事務所評価シートの作成なら

びに提出
常～指定管理者の選定及び評価（平成３１年度～３５年度）
常～指定管理者の選定及び評価(平成２６年度～３０年度）
常～指定管理者の指定(平成２６年度～３０年度）
自主点検表（定期）
継～指定管理者の指定（生活福祉委員会報告）

中央地区サービス事務

所

住区センター運営管理 住区センター運営管理全

般

集会施設予約システム

住区センター概要

指定管理 指定管理者制度

評価

協定書及び報告書
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～基本協定書の締結（平成３１年度～３５年度）
中央地区４住区分
常～　年度協定書（令和元年度～令和５年度）
前年度事業報告・管理経費清算
常～基本協定の変更（暴力団排除条例）
印刷機・複写機協定書
常～管理経費の変更
常～帰宅困難者対応についての協議書
常～年度協定書（２８年度～３０年度）
行革通知
常～使用料徴収事務委託の告示・受託者証の交付
徴収事務等受託者証
利用者アンケート
継～指定管理者協定書
継～指定管理者管理経費支出
常～基本協定書の締結(平成２６年度～３０年度）
口座振替変更届等
常～ＧＨＰ小型空調契約(上目黒住区センター)
支出負担行為兼支出命令書（公共料金）
電気料金支出起案（上目黒、鷹番、中央地区）
電力需給契約
電話料金支出起案（中央地区サービス事務所・住区センター）
公共料金通知（油面住区センター）
公共料金口座自動振替課別科目明細書
公共料金通知（五本木住区センター）
公共料金通知（上目黒住区センター）
公共料金通知（鷹番住区センター）
公共料金通知（中央地区Ｓ．０）
公共料金依頼及び通知
継～清掃委託仕様見直し
住区会議室徴収事務委託契約告示
常～収納事務委託（資料）指定管理者以前の資料
清掃業務委託契約について
継～保守点検委託仕様見直し基準資料７～１１
常～施設維持管理委託仕様見直し（積算標準単価表）
継～東京都標準仕様書
継～保守点検委託仕様見直し基準資料１～６
常～有資格者点検
清掃委託完了報告
施設点検（日常）計画
公営掲示板ポスター掲示委託
機械警備発報状況報告書
レジスター保守
コピー・ＦＡＸ点検報告
電話回線関係（報告書等）
廃棄物処理確認票
電子複写機借上委託
廃棄物処理マニフェスト（中央地区サービス事務所及び４住区分）
機械設備保守点検（空調・給排水設備・ガス）
汚水層マニュフエスト
廃棄物処理確認票
電子複写機借上委託
清掃委託
消防用設備保守点検
樹木手入れ委託（４住区分）
自動ドア保守点検（４住区分）
機械設備保守点検（冷暖房設備）
防災倉庫シャッター
自家用電気工作物保安業務
常～消防用設備点検報告書（消防署提出分）
エレベーター保守
印刷機・コピー機保守点検委託
害虫駆除委託
機械警備委託
消防用設備点検報告の提出について（４住区分　消防署提出）
機械設備保守点検（空調・給排水設備）
自家用電気工作物保安業務
汚水槽清掃委託
ガス設備点検結果
害虫駆除
エレベーター保守
廃棄物処理確認票
電子複写機・印刷機借上委託
機械警備委託
消防用設備保守点検
清掃委託
常～鍵等管理簿（カード・鍵　機械警備変更）
汚水槽・貯水槽清掃委託
エレベーター保守
機械警備委託
機械設備保守点検（空調・給排水・冷暖房設備）
自家用電気工作物保安業務
自動扉装置保守点検報告書
消防用設備保守点検
清掃委託
電子複写機借上委託

中央地区サービス事務

所

指定管理

協定書及び報告書

公共料金 公共料金

委託契約 契約全般

中央地区完了報告書

上目黒住区完了報告書

油面住区完了報告書

五本木完了報告書
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
廃棄物処理確認票
自動扉保守点検
消防用設備保守点検
清掃委託
電子複写機借上委託
廃棄物処理確認票
自家用電気工作物保安業務
機械設備保守点検（空調・給排水）
機械警備委託
害虫駆除委託
エレベーター保守
エレベーター保守（法定点検）
継～民生委員・児童委員名簿
継～老人いこいの家目的外利用
継～めぐろ区報サークル紹介案内
継～代表職退任者の表彰基準
継～他地区消防計画
継～住区サービス事務所見直し・基本方針（案）概要
継～児童館目的外利用
継～公金支出差止請求訴訟判決
継～区長挨拶（住区住民会議等）
継～ミーティングコーナー運用指針
継～コミュニティ推進員
継～コミュニティ懇話会答申
継～コピーサービス使用基準
継～補助２６号線道路計画
中央地区スポーツ大会
区民まつり
常～学芸大学駅周辺地区整備推進・交通バリアフリー推進
常～会議室等実例集
常～住区と地区SOとの懇談会
コミュニティ通知（住区住民会議、町会・自治会）
コミュニティ通知（住区住民会議、町会以外の団体）
常～住区住民会議ホームページ開設のお勧め
他地区住区ニュース
住区住民会議通知
常～住区住民会議代表者の代行
常～住区住民会議代表者の変更
中央地区連絡会
継～公の施設使用料減額資料
継～住区会議室課題等検討委員会
継～住区会議室利用のきまり
継～住区区域の設定・見直し
継～住民会議規約
継～地区連絡会・連絡協議会会議録
継～中央地区地図
住区住民会議連絡協議会
ホームページ作成等の助成金
町会・自治会会館建設等助成事業
通知文
補助金交付状況等調査
油面補助金
鷹番補助金
上目黒補助金
住区まつり補助金
五本木補助金
支出命令書（補助金４住区分）
常～財政援助団体等監査
常～補助金様式・要綱
常～要綱・様式
常～住区会議室の無料利用の取り扱い
常～町会・自治会の法人化
常～町会区域図
常～目黒区自治会連合会ブロック連絡協議会に関する細則
常～ブロック連絡協議会に係る経費について
常～目黒区町会連合会名簿
常～ポスター配布先・部数
常～ポスター配布先・部数
町会・自治会長の変更通知
常～目黒区自治会連合会規約
共同募金通知
支出命令書様式
継～目黒区赤十字奉仕団規則
日赤資材調査
継～日赤開催事業資料
継～赤十字奉仕団活動事例集
継～共同募金用自転車保証書
継～共同募金目黒地区協力会規約
奉仕団員の表彰推薦
日赤通知
継～非常炊き出しの手引き
継～上目黒赤水について
継～レクホール前天井水漏れ
継～上目黒住区会議室利用のきまり
継～上目黒住区一般開放の変更について
継～各種機器の異常発生及び対処について

中央地区サービス事務

所

委託契約

五本木完了報告書

鷹番住区完了報告書

上目黒住区センター 上目黒住区センター運営

コミュニティ共通 コミュニティ運営全般

コミュニティ通知

住区住民会議全般

補助金

町会・自治会

日赤・共同募金
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～冷暖房のスイッチについて
継～埋設ガス管改修工事
継～保証書
継～中央ボランティアの会
常～一上目黒住区一般開放の変更について
常～ＦＡＸ新規設置
常～プレイルームの利用について
常～汚臭の発生について
常～空調設備改修工事（平成２７年７月～平成２７年９月）
常～鍵管理簿
常～上目黒住区への連絡票
常～保証書・取扱説明書
常～冷温水器異常警報
常～連絡会
防犯カメラ設置
上目黒住区センター管理マニュアル
常～防犯カメラ設置
防犯カメラ画像情報提供報告書
階段室工事
広報掲載
常～外壁改修工事（平成２９年１月～平成２９年３月）
放置バイクについて

学童保育クラブ育成室給湯設備設置工事（上目黒住区センター　平成３０年１２月実

施）

施設課報告
労働災害(上目黒住区センター児童館　)
継～カラオケセットパンフレット
継～マスターキー受渡証
継～上目黒住区地図
継～防火管理者選任（解任）届出書
継～消防署査察
継～自家発電機点検について
防火対象物使用開始届出書
常～上目黒住区センター消防計画
自衛消防訓練
常～行政財産目的外使用許可（タバコ自販機）
常～行政財産使用許可（電柱支線）
財産台帳照会用資料
常～行政財産目的外使用許可（地下倉庫）
常～行政財産用途廃止・引き渡し
防犯カメラ設置（上目黒住区センター）
常～行政財産使用許可（公衆電話）
常～行政財産使用許可（清涼飲料水）
継～行政財産使用許可（貯水槽）
継～行政財産使用許可（電柱支線）
常～行政財産使用許可（目黒高校）
常～行政財産使用許可（貯水槽）
継～上目黒住区住民会議役員名簿１
継～上目黒住区住民会議役員名簿２
継～上目黒住区役員会資料（秘）
継～上目黒総会（平成１２年～）
継～上目黒住区住民会議資料
継～上目黒町会長名簿
継～第６ブロック連絡協議会会則
共同募金
社資募集
常～表彰推薦
第６分団総会
日赤講習会
目黒地区行事分団員派遣
継～日赤奉仕団名簿（第６分団）
会議室使用
常～日赤資料
幹事会
第６分団・支部事務費等清算
炊き出し訓練
常～電話交換機借り上げ
行政財産使用許可（公衆電話）
防火水槽
施設点検結果等
車両規制解除の依頼（多田建設）
継～ガス契約種別変更手続
継～ミーティングコーナー利用のきまり
継～簡易印刷機の使用基準
継～空調設備故障対応
継～施設管理マニュアル
継～住区センター運営
継～住区センター鍵保管状況
継～住区会議室利用のきまり
継～防火管理者
継～目的外利用
継～油面住区センター計画修繕
継～油面住区センター消防用設備点検
継～油面住区案内板設置
継～油面住区地図

中央地区サービス事務

所

上目黒住区センター 上目黒住区センター運営

消防関係

行政財産使用許可

上目黒住区住民会議

上目黒町会・自治会

日赤・共同募金　第６

油面住区センター 油面住区センター運営
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～　インターネット導入（油面）
常～公衆電話
常～油面住区センター消防計画
常～消防署の立入検査
継～油面住区まつり
継～地域子ども教室推進事業
油面住区ニュース及びＳＳＡ
継～油面住区住民会議総会
継～油面住区住民会議名簿
継～町会長・自治会長名簿
継～第５ブロック連絡協議会会則
第５ブロック連絡協議会総会
継～目黒区町会連合会
常～第五分団　奉仕団員の表彰推薦
常～日赤講習会
常～日赤分団長・共募支部長変更等届について
第五分団総会
日赤奉仕団名簿
第５分団・支部事務費等清算
日赤社資募集・共同募金
分団員の派遣
継～インターネット回線
継～ミーティングコーナー利用のきまり
継～休館日の会議室の使用について
継～空調改修竣工図
継～鍵借用書
継～五本木住区センター機械設備改修履歴
継～五本木住区センター消防計画
継～五本木住区センター内設置防犯カメラ
継～五本木住区会議室利用のきまり
継～五本木住区地図
継～複合防災盤取扱説明書
常～五本木区民の声
常～消防署立入検査
常～地下男子トイレ　ウォシュレット　取扱説明書
休館日の会議室の使用について
行政財産使用許可（公共基準点）五本木住区センター
行政財産使用許可（公衆電話）
行政財産使用許可（防災倉庫）
集会施設予約システム利用者端末設置に伴う使用承認
常～五本木住区会議室の行政目的利用の承認
住区運動会
五本木児童館施設点検日誌
自衛消防訓練
継～五本木総会
継～五本木住民会議役員名簿
継～五本木住区住民会議債権者登録
継～五本木住区ニュース
常　五本木住区「雪あそび」
五本木住区センター自衛消防訓練計画
常～常任委員会
財政援助団体等監査について
五本木常任委員会
住区センター内運営員・管理人事故処理
常～鷹番住区センター内インターネット
常～防火管理者選任（解任）届出書
電話交換機取替工事
常～ミーティングコーナー利用のきまり
常～行政財産引渡書（鷹番住区センター）
常～住区センター運営管理におけるとりきめ
常～鷹番住区会議室利用のきまり
常～防火管理態勢資料
常～防災監視盤復旧操作（害虫駆除時）
常～財産援助団体等監査資料
常～行政財産目的外使用（公衆電話）
常～行政財産目的外使用（公衆電話）
常～行政財産引渡書（鷹番住区センター）
常～消防計画（鷹番住区センター）
常～自衛消防訓練実施計画
常～引継ぎ書（施設課⇒鷹番住区センター）
常～鍵・警備用カード管理
常～防災監視盤復旧操作（害虫駆除時）
常～受動喫煙防止対策（喫煙所）
住区まつり
常　債権者登録
財政援助団体監査資料（２０年度及び２１年度）
継～鷹番住区地図
継～鷹番住区住民会議設立総会
継～鷹番住区住民会議設立２０周年記念祝賀会資料
継～鷹番住区住民会議実行委員名簿
継～総会資料
継～住民会議役員名簿カード
継～住民会議ホームページ
継～住区ニュース
常任委員会・合同ミーティング
合同新年会

中央地区サービス事務

所

鷹番住区センター 鷹番住区センター運営

鷹番住区住民会議

油面住区センター 油面住区センター運営

油面住区住民会議

油面・町会自治会

日赤・共同募金　第５

五本木住区センター 五本木住区センター運営

五本木住区住民会議
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～町会区域図
継～目黒区町会連合会第七ブロック連絡協議会委員名簿
継～目黒区町会連合会第七ブロック連絡協議会会則
常～町会名簿（鷹番住区管内）
継～地区・分区用赤十字の手引き
事務経費の取扱
共同募金（通知文書・資料）
常～第七ブロック連絡協議会
継～第７分団員名簿
日赤・町会長自治会長会議
日赤（通知文書・資料）
日赤講習会
継～第７支部員名簿
第７分団総会
常～公営掲示板管理要綱
常～公営掲示板の立替え承諾書
常～公営掲示板行政財産目的外使用（学芸大学駅東口駐輪場）
常～公営掲示板道路占用許可
常～公営掲示板移設（鷹番３丁目）
ポスター掲示及びチラシ配布依頼書
継～掲示板（要綱、設置一覧、申請書）
継～掲示板現状写真(鷹番・油面）
継～掲示板現状写真（上目黒・五本木）
継～公営掲示板設置場所
常～公営掲示板状況調査
常～団体登録疑義
常～地域団体登録要綱・様式
常～団体に関する情報等
常～利用者登録件数推移表（２００８年以降分～
常～団体更新広報記事及び依頼
地域活動更新申請（上目黒）
上目黒　更新地域活動団体（手続後２年以上経過分）
常～上目黒更新登録申請書（要綱改正後の直近適用分）
常～上目黒新規登録申請書（要綱改正後の直近適用分）
上目黒新規登録申請書（２５.４.１～　　　　）
上目黒新規登録申請書（２４.４.１～２５.３.３１）
上目黒　新規登録申請書(手続後２年以上経過分)
上目黒地域登録申請書（２６．４．１～）
地域活動新規申請（上目黒）

油面更新申請 地域活動更新申請（油面）

油面新規登録 地域活動新規申請（油面）
常～五本木更新登録申請書（要綱改正後の直近適用分）
地域活動更新申請（五本木）
地域活動新規申請（五本木）
常～五本木新規登録申請書（要綱改正後の直近適用分）
常～鷹番更新登録申請書（要綱改正後の直近適用分）
地域活動更新申請（鷹番）
常～鷹番新規登録申請書（要綱改正後の直近適用分）
地域活動新規申請（鷹番）
常～地域活動団体変更申請
常～地域活動団体登録廃止申請
常～地域活動団体登録証再発行申請
常～地域活動団体取消通知
電子公印
自己情報開示請求に伴う調査
各課からの通知・調査
常～端末・機器保守点検作業報告書
常～裏面プリント・マルチスキャナー取説
常～住民係文房具取説
常～住記系プリンタ・スキャナ取扱説明書
常～介護保険端末使用説明書
常～DNP・裏面印字プリントシステム
住民記録係からの通知（庶務）
住民記録用品（一覧表・請求書控）
窓口サービス向上運動
転入者配布セット
情報化推進委員会
常～住民係長会要保存資料
住民係長会(１０月～３月）
住民係長会(４月～９月）
常～住民係長会要保存文書
拾得物件預り書
常～目黒区行政サービス窓口設置要綱
常～苦情対応処理記録
常～区民の声処理記録
建物名称変更
仮称方書の名称変更
住居表示システム
常～住居表示変更証明書発行手順
住居表示変更証明申請書
住居表示システムマニュアル
常～住居表示・付定事務処理要領
常～特殊方書リスト
終業時チェック表
事務室施錠確認表
常～情報セキュリティ研修資料

中央地区サービス事務

所

鷹番住区センター

鷹番・町会自治会

鷹番・日赤共同募金　第

７

公営掲示板

住民係共通 住民係全般

住民係長会・各種会議

窓口事務

住居表示・方書

情報セキュリィティ

地域団体登録 要綱・様式

上目黒更新申請

上目黒新規登録

五本木更新申請

五本木新規登録

鷹番更新申請

鷹番新規登録

変更・紛失・取消
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～情報セキュリティ監査資料
常～住民記録システムセルフチェック
事業実績報告住記統計資料
常～住記現況記載要領
住民記録現況
アクセス状況一覧
情報課からの通知
住民記録係からの通知　(業務)
運用管理相談票
システムダウン時対策
常～新システムマニュアル(運用の手引き）

住基ネット全般 常～住基ネット研修資料

マイナンバー マイナンバー全般通知
常～住民基本台帳の改正⑳
常～住民基本台帳事務処理要領
常～住民記録事務処理通知（保存分）
常～住民票等の支援措置　受付要領
常～住民票等請求受理制限申立書（DV等）
常～住民記録新任研修
住民基本台帳全般通知
常～９条１項通知・１９条１項通知の処理要項
９条２項通知　未処理分
９条１項通知・１９条１項通知
１２条４項通知起案
常～９条２項通知処理要領
５２条該当通知（未処理分）
５２条該当通知起案
常～虚偽転入等無効告示
常～転出証明書無効の告示一覧表
常～損害賠償請求事件
常～弁明書
実態調査にかかる対象者あて通知
実態調査に対する協力依頼
実態調査結果（現住）
実態調査通知
実態調査結果（転出・転居）
職権消除処理起案（№５１～）
実態調査個人情報確認票
実態調査実施報告
実態調査未処理
実態調査（選挙管理委員会分）
実態調査結果（保留）
職権消除処理起案（№１～５０）
常～外字作成依頼書
常～類字処理外字作成基準
常～目黒区外字一覧表
常～誤字・俗字一覧表
常～新システム操作者マニュアル研修テキスト（総合証明）
常～新システム操作者マニュアル研修テキスト（住民記録）
常～新システム操作者マニュアル研修テキスト（印鑑）
住民記録操作マニュアル
常～ＤＶ等支援措置に関わる住民票発行について
常～郵送分事務処理マニュアル
本人確認
住民票の手数料取扱い
常～外国人配偶者受付要領
常～通称名の記載

住民異動届４月・５月 住民異動届

住民異動届６月・７月 住民異動届

住民異動届８月・９月 住民異動届

住民異動届１０月・１１

月
住民異動届

住民異動届１２月・１月
住民異動届

住民異動届２月・３月 住民異動届

住民票写し等の申請書４

月・５月
住民票の写し等の申請書

住民票写し等の申請書６

月・７月
住民票の写し等の申請書

住民票写し等の申請書８

月
住民票の写し等の申請書

住民票写し等の申請書９

月
住民票写し等の申請書

住民票写し等の申請書１

０月・１１月
住民票写し等の申請書

住民票写し等の申請書１

２月・１月
住民票写し等の申請書

住民票申請書２・３月 住民票写し等の申請書２

月・３月
住民票写し等の申請書

個人番号・住基カード等申請書（１１月分）
個人番号・住基カード等申請書（１２月分）
個人番号・住基カード等申請書（１月分）
個人番号・住基カード等申請書（２月分）
個人番号・住基カード等申請書（３月分）
個人番号・住基カード等申請書（４月分）

中央地区サービス事務

所

住民係共通

情報セキュリィティ

統計

基幹系システム

実態調査 実態調査

住記マニュアル 外字・類字

住記端末操作

住民票の写し発行

外国人

住基ネット

住民基本台帳 住民基本台帳全般

異動処理 異動処理全般

５２条該当通知

無効告示

住民異動届４月～１１月

住民異動届１２月～３月

住民票申請書４月～８月

住民票申請書（９月～１

月）

個人番号住基カード 個人番号・住基カード等

申請書
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
個人番号・住基カード等申請書（５月分）
個人番号・住基カード等申請書（６月分）
個人番号・住基カード等申請書（７月分）
個人番号・住基カード等申請書（８月分）
個人番号・住基カード等申請書（９月分）
個人番号・住基カード等申請書　写し（当月分）
個人番号カード電子証明仮登録申請書
個人番号・住基カード等申請書（１０月分）
常～本人の手元を離れた「印鑑登録証」
常～印鑑登録業務全般通知
常～印鑑事務取扱要領・処理要領
常～印鑑登録の照会
印鑑登録証欠番記録簿
常～無効な印鑑登録証明書及び住民票一覧表
常～印鑑登録業務停止・発行停止取扱要領

印鑑登録原票 印鑑登録原票管理票　受領書
印鑑登録申請書４月分
印鑑登録申請書５月分
印鑑登録申請書６月分
印鑑登録申請書７月分
印鑑登録申請書８月分
印鑑登録申請書３月分
印鑑登録申請書２月分
印鑑登録申請書１月分
印鑑登録申請書１２月分
印鑑登録申請書１１月分
印鑑登録申請書１０月分
印鑑登録申請書９月分
仮登録申請書
仮登録期間経過分

印鑑証明申請書４～６月

分
印鑑証明申請書

印鑑証明申請書７～９月

分
印鑑証明申請書

印鑑証明申請書１０～１

２月分
印鑑証明申請書

印鑑証明申請書１～３月

分
印鑑証明申請書

戸籍課からの通知
常～戸籍事務処理の通知
常～戸籍事務の手引き・質疑応答集
戸籍月例報告
戸籍謄抄本申請書２月分
戸籍謄抄本申請書３月分
戸籍謄抄本申請書４月分
戸籍謄抄本申請書１月分
戸籍謄抄本申請書１２月分
戸籍謄抄本申請書１１月分
戸籍謄抄本申請書１０月分
戸籍謄抄本申請書５月分
戸籍謄抄本申請書９月分
戸籍謄抄本申請書８月分
戸籍謄抄本申請書７月分
戸籍謄抄本申請書６月分
常～税務事務マニュアル
税務事務通知
税証明月例報告
税証明交付申請書７月・８月
税証明交付申請書４月～６月
税証明交付申請書１１月・１２月
税証明交付申請書１月～３月
税証明交付申請書９月・１０月
軽自動車税事務通知
軽自動車税廃車申告受付書
常～国民健康保険事務通知
常～国保運用マニュアル・研修テキスト
国保届出書（控）証未発行分
葬祭費申請書
国民健康保険料軽減申請書
国保届出書（控）証発行分
国保届出書（控）（当月分）
国保の月例報告
後期高齢者医療届出書等写し
後期高齢者医療事務通知
常～後期高齢者医療制度事務マニュアル
国民年金事務通知
国民年金届書写し
常～入学指定事務マニュアル
学校運営課通知

健康手帳 常～健康手帳事務
妊娠届出書等送付控
常～母子手帳交付事務マニュアル・要綱
母子健康手帳受払簿台帳
母子手帳交付事務通知
妊娠届出書（当月分）

中央地区サービス事務

所

印鑑登録業務 印鑑業務全般

印鑑停止・無効

印鑑登録申請書

印鑑証明申請書

戸籍事務 戸籍事務全般

戸籍謄抄本申請書

個人番号住基カード 個人番号・住基カード等

申請書

税務事務 税務事務全般

税証明

軽自動車

国保・年金・学務 国民健康保険

国保届出書（控）

後期高齢者医療

国民年金

学務

保健・福祉・介護
母子健康手帳
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
畜犬月例報告書控（当月分）
畜犬登録事務通知
常～畜犬登録事務取扱要領・マニュアル
畜犬月例報告
畜犬物品引渡書

シルバーパス シルバーパス通知
子育て支援全般通知
常～手当・医療事務手引
受付件数表（申請書等写し保管分）
子ども手当・医療申請書等写し(当月分)
介護保険被保険者証交付台帳
介護保険証交付・再交付申請書（写）及び回収証（当月分）
介護保険事務通知
常～介護保険事務取扱要領・マニュアル
日計清算紙（１０月～３月）
日計清算紙（４月～９月）
レジ日計精算紙（当月分）
記録紙（４月～９月）
記録紙（１０月～３月）
記録紙（当月分）
納付書等受領書（会計課）
現金出納簿

各種日計表 各種日計表（決裁終了分）
戸籍住記手数料（住民票）領収書・済通
区民手数料（印鑑関係）領収書・済通
戸籍住記手数料（戸籍）領収書

特別区民税 税務手数料
介護保険料払込領収書・日計表（１０月～３月）
介護保険料払込領収書・日計表（４月～９月）
畜犬登録・注射済払込領収書・日計表（４月～９月）
畜犬登録・注射済払込領収書・日計表（１０月～３月）
窓口収納集計票　税・国保・後期領収書（８月～１１月）
窓口収納集計表　税・国保・後期領収書（１２月～３月）
窓口収納集計表　税・国保・後期領収書（４月～７月）
収納金日報（４月分～６月分）
収納金日報（７月分～９月分）
常～つり銭のとめおきについて
常～科目更正・振替
常～会計課通知
常～新財務システム操作研修テキスト
常～歳入事務マニュアル
事後調定一覧表
収納金収入報告書
収納金日報（１０月分～１２月分）
収納金日報（１月分～３月分）

中央地区サービス事務

所

歳入 歳入調定・通知

払い込み 現金出納簿

手数料

介護保険

畜犬登録

窓口収納集計表

保健・福祉・介護

畜犬登録

子育て支援

介護保険

窓口出納 レジスター日計清算紙

レジスター記録紙


