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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～町会長等名簿

庁内通知
選挙
ポスター掲示、チラシ配布
継～電子計算処理の手引き
継～事故処理の手引き、事故見舞金支給要綱

常～総合庁舎鍵・電気錠カード・機械警備カードの管理及び貸出しに係る取扱い
常～庁内通知（企画経営部）
まちづくり懇談会
区民の声連絡票
職員労働組合
コピー機（納品書等）
各種使用申請
区報
後援名義
常～一般質問通告書
生活福祉委員会
区議会全般
郵便切手交付申請書兼承諾書
継～文書事務の手引き（資料編）
継～ＬＧＷＡＮ資料
料金後納郵便差出表
公印印影印刷承認申請書
継～電磁的記録等総合目録
常～個人情報業務登録
情報公開・個人情報保護審議会
常～行政手続に係る審査基準・標準処理期間、処分基準
継～個人情報ファイル
継～情報開示請求
継～自己情報開示請求
継～個人情報業務登録（平成１２年度）
継～情報公開事務の手引
継～長期保存文書ファイル基準表
継～ファイル基準表
ファイリング通知
常～文書引継予定表・保存箱引継票
常～ファイリングシステムの手引き
生活困窮者担当者会議
見守りネットワーク連絡会
課題解決実践提案審査会
長期計画策定検討委員会
目黒区要保護児童対策地域協議会
継～エコアクションプログラムめぐろ
継～窓口サービスマニュアル

例規・要綱 常～立案請求

政策決定会議 政策決定会議
番号（マイナンバー）制度検討会
住宅確保要配慮者の居住支援に係る庁内連携会議
行政改革推進本部
危機管理対策本部会議
オリンピック・パラリンピック推進本部
庶務担当課長会
人事通知
金銭出納員・現金取扱員・物品出納員
非常勤職員任用
臨時職員雇用
常～連絡網
飲食届
常～非常勤職員取扱要綱等
常～事務引継書
給与減額免除申請簿
継～服務の手引き
臨時職員服務関係書類
出退勤時刻データ修正記録簿
在庁理由入力記録簿
時間外勤務の縮減対策報告
休暇簿
非常勤職員服務関係書類
職員給与チェックリスト
給与通知
継～旅費事務の手引き
継～給与事務の手引き
人事課押印済個人番号定期用カード専用封筒（法定調書用）
個人番号取得事務通知
旅行命令簿
常～個人番号取得事務管理簿（法定調書用）
賃金・報酬支払台帳
常～通勤手当認定簿（在課分）
常～雑給処理
常～法定調書の作成について
継～公務災害・通勤災害の手引き
福祉保健局・他研修（保健師等）
職員住宅入居選考委員
人材育成通知
福利通知

人事・給与 人事

服務

給与

研修・福利厚生

健康福祉計画課 共通 庶務

議会

文書

行政手続・公文書公開

ファイリングシステム

庁内担当者会議

全庁会議
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
健康管理
安全衛生
職員互助会評議員の選出
職員研修
会計課各種届出
継～保証書・取扱説明書
継～物品名鑑
継～行政財産の目的外使用
継～財団法人 東京都地域福祉財団出損金
平成２８年度東京都福祉保健局予算概要
常～現金出納簿
都区財政調整
物品管理
債権者登録
財務全般通知
部局別政策課題調査
予算案プレス発表資料
予算通知
平成３２年度当初予算全議員説明会資料
平成３２年度当初予算編成概要
予算書原稿校正、公表用資料
常～当初予算編成事務処理マニュアル
財政課調査（一般財源・特定経費等）
当初予算内示
平成３２年度当初予算の復活要求、区長査定結果
予算要求事項説明書(３２当初)政策枠
予算要求事項説明書(３２当初)部局枠
区長ヒアリング(３２当初)
平成３２年度健康福祉部予算見積もり方針等
補正予算(第２号)
補正予算(第１号)
補正予算(第３号)
補正予算書校正
常～区議会会派等からの要望
国・都の施策及び予算に関する要望事項
常～医師会予算要望
常～歯科医師会予算要望
常～薬剤師会予算要望
予算執行計画書（歳入・歳出）
科目新設
執行委任
予算通知（執行方針、配当等）
流用（節間）
流用（節内）
予備費充用
補正予算（第３号）
予算見積資料（当初）
補正予算（第１号）
補正予算（第２号）
予算通知
予算書原稿校正
契約依頼書（所属契約分）
契約依頼書（契約課契約分）
支出負担行為決定書
常～契約通知
歳入管理
用品管理・備品管理
収支予定
決算関係通知（会計課・部局）
監査通知
定期監査資料（部）
定期監査資料（課）
定期監査に基づく措置状況
常～包括外部監査
常～庁外施設定期監査
常～財政援助団体等監査提出資料
常～財政援助団体監査
常～行政監査
財政援助団体等監査
決算関係資料
会計検査院実地検査
常～定期監査結果
主要な施策の成果等報告書
継～包括外部監査
科目更正・振替命令
支出命令
清算・戻入命令
ホームページ公開
常～イントラネットパソコンの入れ替え（平成２５年度以降）
常～コピー・ファックス複合機取扱説明書
外部通知（関係団体ほか）
常～法人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号）
常～イントラネット用パソコンの運用に関する協議
組織改正要望及び職員定数見直し調査
常～ホームページ作成

保健衛生庶務 医師等の傷害保険

健康福祉庶務 健康福祉計画庶務

歳出管理

予算要望

予算管理（部・課）

予算編成（課）

契約管理

予算執行（課）

決算・監査

人事・給与

研修・福利厚生

財務会計 財務会計全般

予算編成(部・全般)

予算編成(部・当初)

予算編成(部・補正)

健康福祉計画課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～目黒区保健福祉サービス苦情調整委員の報酬に関する要綱
苦情調整委員事務局業務委託
継～苦情調整委員条例・施行規則
継～苦情調整委員事務局業務の個人情報保護
継～苦情対応マニュアル
苦情調整委員制度における調査・回答
苦情調整委員会議
常～苦情調整委員委嘱
苦情調整委員報酬の支出
常～苦情調整委員運用状況報告書
常～苦情調整委員賃金・報酬支払台帳
常～苦情調整委員報酬資料
常～苦情調整委員報酬振込ＦＤ
常～苦情調整委員旅費の支出
常～福祉サービス運営適正化委員会事業報告
常～目黒区保健福祉サービス苦情調整委員　要望書
成年後見制度 区長申立て経費
常～法定後見制度開始の区長申立てに係る検討会・審判請求決定会議
常～成年後見制度に係る要綱・要領
常～成年後見制度 各種資料
成年後見制度調査回答
成年後見制度利用促進計画
成年後見制度通知
常～成年後見制度利用支援事業（助成申請）
成年後見制度利用者支援事業（交付金、補助金）

成年後見制度関係機関・推進機関合同会議および成年後見制度推進機関連絡会

利用者支援区市町村連絡会

後見人等養成事業 目黒区社会貢献型後見人等候補者養成講習

継～成年後見審判の対象者及び地域福祉権利擁護事業の利用見込者対象事務管

理要綱
継～事務管理の社会福祉協議会への依頼にあたっての覚書
常～成年後見制度に係る事務管理
常～指定管理者 運営評価委員会設置要綱
常～社会福祉施設整備寄付金受入事業
常～社会福祉施設整備寄付金等積立基金への積み立て
福祉サービス第三者評価
指定管理者
指定管理者アドバイザー謝礼
補助金の成果評価
高齢者施設運営管理評価結果書
施設決算書
障害者施設運営管理評価結果書
継～指定管理者 運営評価委員会設置要綱
継～社会福祉施設整備寄付金等積立基金条例の施行に関する要綱
常～指定管理者 運営評価委員会の運営方法見直し
社会福祉施設整備寄付金受入
指定管理者　更新
常～平成３１年からの指定管理者更新
貸出車使用申込書
貸出車日常点検整備表
貸出車運転日誌
常～庁用自転車管理
第１次校正
健康福祉部事業概要
正誤表作成用資料
第２次校正
その他表彰
継～目黒区社会福祉事業団感謝状贈呈
継～区政功労表彰リスト
継～区政功労者名簿
区政功労者表彰推薦
東京都社会福祉大会
厚生労働大臣表彰
地方公務員安全衛生推進協会
地方公務員　安全と健康フォーラム
事務所安全衛生委員会連絡会
本庁舎安全衛生委員会
福祉施設安全衛生委員会労働衛生週間取り組み行事
福祉施設安全衛生委員会職場環境測定
福祉施設安全衛生委員会
常～事務所衛生基準規則の解説
衛生推進者
本庁舎職場環境測定
安全衛生協力員
めぐろエコ・プラン　マニュアル
環境マネジメントシステム記録用紙
地球温暖化対策推進会議
めぐろエコ・プラン　セルフチェック
環境保全課調査依頼
環境マネジメントシステム文書
１０区共同地域福祉有償運送運営協議会（第１回、第２回）
福祉有償運送協議会に関する通知・調査
継～福祉有償運送関連団体資料
常～福祉有償運送運営協議会設置参加
自家用有償旅客運送の事務・権限の移譲について

健康福祉庶務

苦情調整委員

成年後見制度

成年後見制度関連事業

成年後見制度関係会議

成年後見・権利擁護に係

る事務管理

表彰

安全衛生委員会

めぐろエコ・プラン

福祉有償運送

福祉施設

庁用車

福祉部事業概要

健康福祉計画課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～福祉有償に係る取扱規定・通達
常～自家用有償旅客運送の更新登録の申請（関東運輸局提出）
福祉有償運送運営協議会分担金
調査・回答
防災講演会
常～被災者生活再建支援制度
常～避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針等
継～災害時要援護者マニュアル資料
調査・回答
継～災害救護福祉部防災活動マニュアル（１９年３月）
継～災害応急対策本部活動の手引き
常～災害時要援護者対策資料（都）
常～避難行動要支援者等の支援に関する協定
常～災害時要援護者対策資料（国）
地域避難所（災対健康福祉部）
常～災害時要配慮者対応訓練実施
災害対策通知
災害対策調査
常～地域における災害時要援護者支援ガイドライン
常～災対健康福祉部災害活動マニュアル（２８年度修正）
常～災害時要援護者支援対策モデル事業（田道地域）
健康福祉部災害時要配慮者支援検討委員会
安否確認用資機材
地域防災計画(２４年度修正）
継～災害時における協定
常～相談・陳情（要配慮者支援係）
災害時個別支援プラン
常～避難行動要支援者名簿作成
登載希望申出書受付
常～　火災用要援護者名簿
常～避難行動要支援者名簿資料
常～名簿情報の外部提供同意書
常～本人同意確認
避難行動要支援者　名簿
常～避難行動要支援者名簿の提供
常～避難行動要支援者名簿の地域避難所への配備
常～避難行動要支援者名簿　登載希望申出書
常～住民基本台帳事務における支援措置対象者の対応フロー
常～災害時要配慮者名簿
常～業務継続計画（新型インフルエンザ等編）
常～業務継続計画（地震編）
常～水害見舞金（年月日）
常～水害見舞金≪集計資料≫
継～水害見舞金（年月日）
継～水害見舞金（Ｈ１６．１０．２０）調査資料
継～目黒区水害見舞金等支給要綱
継～目黒区水害見舞金等支給資料
継～被害調査報告ＯＣＲシート
継～他区の水害等見舞金品支給制度調査
継～水害見舞金必要書類

新型インフルエンザ 新型インフルエンザ等対策行動計画
福祉行政統計月報
福祉事務所事業報告（１２～３月）
継～福祉局業務報告取扱要領・記入要領及び審査要領
福祉事務所事業報告（８～１１月）
福祉事務所事業報告（４～７月）
社会福祉士相談援助実習実施
社会福祉士相談援助実習実習生履歴書
社会福祉士相談援助実習評価表
社会福祉士相談援助実習御礼
継～実習受入機関承諾
継～社会福祉援助技術現場実習マニュアル
継～社会福祉援助技術現場実習実施要領
常～社会福祉士相談援助実習実施要領
常～実習受入機関承諾
常～実習ノート預かり分

厚生労働省職員研修 厚生労働省福祉事務所実習研修
他課からの調査
組織・職員定数等調査
区報発行計画、報道等調査
長期計画・実施計画等調査
保健師活動領域調査（厚生労働省）
保健師業務年報等（東京都福祉保健局）
東京都調査
他団体調査
厚生労働省調査
アスベスト調査
地域福祉推進区市町村包括補助実績報告
地域福祉推進区市町村包括補助要綱
地域福祉推進区市町村包括補助金の交付額の確定及び返還について
事前説明会（包括補助）
福祉保健区市町村包括補助事業事例発表会
地域福祉推進包括補助

医療保健政策包括補助 医療保健政策包括補助事業

東京都補助 地域推進包括補助

健康福祉庶務

福祉事務所庶務 福祉事務所事業報告

社会福祉士相談援助実習

福祉有償運送

災害対策資料

災対健康福祉部活動

目黒区防災計画

危機管理

調査・回答 調査・回答（庁内）

東京都、その他団体調査

避難行動要支援者等名簿

業務継続計画

水害

健康福祉計画課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
元気高齢者地域活躍推進

事業
その他補助

福祉保健局通知（７～９月）
福祉保健局通知（４～６月）
福祉保健局通知（１～３月）
福祉保健局通知（１０月～１２月）
第三者サービス評価
東日本大震災における区内避難者
常～社会保障・税番号制度
他団体通知
厚生労働省が主催する講演会（市町村セミナー等）
特別区福祉主管部長会
番号制度補助金
番号制度
都政研究
東京都各局通知
補助金に対する実績報告書
議決補助金額の団体への通知
継～包括外部監査団体補助金
継～団体助成補助金交付要綱
継～団体助成資料
継～団体助成マニュアル
医師会に対する補助金
薬剤師会に対する補助金
団体助成補助金交付要綱
食品衛生協会に対する補助金
常～団体助成資料
歯科医師会に対する補助金
環境衛生協会に対する補助金
目黒区歯科衛生連絡協議会
地域医療支援病院運営委員会
地域保健・健康増進事業報告（通知）
地域保健・健康増進事業報告（マニュアル等）
保健師業務年報
継～地域保健・老人保健事業報告システム利用
薬物乱用防止ポスター・標語コンクール
薬物乱用防止協議会活動視察
薬物乱用防止通知
継～薬物乱用防止各種団体名簿
薬物乱用防止教室（啓発資材貸出）
中目黒公園祭
目黒区商工まつり（リバーサイドフェスティバル）
指導員活動参加の状況
啓発資材貸出（薬物乱用防止）
常～東京都薬物乱用対策推進計画
東京都総会・研修会（薬物乱用防止）
常～　視察資料
常～　合同校（園）長会資料
薬物乱用防止啓発イベント

常～　ボランティア保険加入確認証（東京都薬物乱用防止推進目黒地区協議会会

員）
常～　薬物乱用防止高校生会議報告書
常～　東京都薬物乱用防止活動の手引き
こまばのまつり
薬物乱用防止推進事業助成金（東京都）
医療保健政策区市町村包括補助事業（薬物乱用防止）
目黒地区協議会総会（薬物乱用防止）
常～　東京都薬物乱用防止活動の手引き
常～　危険ドラッグ（薬物乱用防止）
常～目黒地区協議会総会（薬物乱用防止）
常～　薬物乱用防止推進活動経理（３１年度）
常～　薬物乱用防止推進活動経理（３０年度）
常～　薬物乱用防止推進活動経理（２９年度）
常～　薬物乱用防止推進活動経理（２８年度）
常～　薬物乱用防止推進活動経理（２７年度）
常～　薬物乱用防止街頭広報活動委託・報告
常～　活動の記録（薬物乱用防止）
常～　表彰（平成２６年度～）
常～　表彰（平成２５年度以前）
常～　東京都薬物乱用防止指導員候補者の推薦（平成２６年度から）
常～原子爆弾被害者に係る事務通知
医療費助成事業通知
区民の声
健康診断のしおり・お知らせ
継～被爆者医療窓口受付分
重要文書収受簿兼経由処理簿
重要文書送付決定書・受領書
継～指定医療機関名簿
継～重要文書送付用紙
原爆症認定の審査基準の改定について
常～事業団との連絡会議要領
事業団との備品貸付契約
事業団との連絡会議

調査・回答（事業団）
継～施設損害賠償責任保険

公衆衛生 薬物乱用防止

窓口事務

社会福祉事業団 社会福祉事業団全般

東京都補助

国・都・特別区からの通

知

福祉保健局通知

国都区通知

保健所管理 団体助成

委員会・協議会

年報・半年報

健康福祉計画課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～社会福祉事業団指導検査基準等
継～社会福祉事業団事務局自動車
継～社会福祉事業団登記簿謄本
常～　指定管理更新に向けた検討（補助金廃止）
常～　大規模災害対策計画
継～社会福祉事業団等の設立及び運営の基準の取扱いについて

継～社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導につ

いて
継～社会福祉事業団定款
継～目黒区社会福祉事業団規程集
継～社会福祉法人定款準則の改定
継～社会福祉法人の認可

常～社会福祉事業団職員住宅
常～社会福祉事業団退職手当・給与規程　(公益法人等見直し検討に係る調査事項

より
常～社会福祉事業団定年退職者数（～平成３１年度まで）
常～目黒区社会福祉事業団施設長の承認について
常～目黒区社会福祉事業団職員数に関する取扱

常～社会福祉事業団職員の配置状況
常～社会福祉施設職員等退職手当共済法等の一部改正について
常～事業団職員公私格差是正事業給料格付基準
常～　指定管理における人件費の取扱
常～目黒区社会福祉事業団職員定数
社会福祉事業団事業報告書等議会報告
常～公益法人の見直し
常～事務事業見直し
事業団当初予算要望・見積書
事業団補正予算要望・見積書
平成２９年度事業計画及び予算書
社会福祉事業団補助金
補助金の返還について
社会福祉事業団補助金交付決定
常～社会福祉事業団経営計画（平成２１年度～平成３０年度）
常～社会福祉事業団第二次経営計画（平成２５年度～平成３４年度）
社会福祉事業団振込み口座状況確認表
事業団庶務
評議委員会・理事会記録
常～社会福祉協議会からの活動助成金
常～第３ブロック保護司会組織運営連絡会（当番区）
常～第３ブロック保護司組織運営連絡会
常～保護司会６０周年誌
常～保護司会６０周年式典
常～保護司会予算
常～目黒区保護司会資料
平成２９年度東京更生保護事業関係者顕彰式典
各種表彰伝達式
更生保護相談
執行部会・理事会・分区長会
総務部会
地域活動部会
地域処遇会議（自主研修）
保護司会通知
保護司会報告書
訃　報
東京保護観察所　通知
保護司会出欠表
継～目黒区保護司会関係会則集
継～目黒区保護司会設立５０周年総会
桐友会金銭出納簿
常～（保護司会）経理ソフト
常～桐友会 予算
常～桐友会（保護司会ＯＢ）
常～更生保護活動サポートセンター
常～実費弁償金

保護司会総会 保護司会総会
常～保護司参観
常～保護司研修資料
矯正施設調査研究委託
継～保護観察協会資料
継～保護観察協会金銭出納帳
保護観察協会支出
保護観察協会会費領収書
保護観察協会総会・役員会
保護観察協会趣意書、申込書
常～保護観察協会資料
常～社明・フットサル教室
継～ＢＢＳ会資料
目黒区保護司会一円玉募金
常～再犯防止等推進
常～更生保護女性会他区だより等
常～更生保護女性会
常～一円玉募金箱管理
目黒区ＢＢＳ会補助金支出
常～社明資材
常～社明・目黒区 推進委員会

社会福祉事業団 社会福祉事業団全般

事業団規程、マニュアル

事業団職員関係

事業団予算、決算、監査

事業団事務局運営補助

事業団庶務

更生保護 保護司会

保護司研修・参観

保護観察協会

社明運動・更女・ＢＢＳ

会
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～社明・東京都 推進委員会
常～社明・対話集会
常～社明・作文コンテスト
常～社明・広報活動
常～社明・駅頭広報活動
常～社会を明るくする運動実施委託
継～保護司委嘱発令
継～保護司会名簿
継～保護司候補者資料（Ａ）（Ｂ）
継～保護司個人カード（退任）
継～保護司個人カード（現任）
区政功労・保護観察所関係表彰
継～保護司会名簿予備
常～保護司会名簿原稿
常～保護司候補者内申書等
常～保護司候補者提出書類（様式）
常～保護司候補者推薦委員会
常～保護司会名簿
継～保護司会名簿原稿
常～叙勲
常～保護司委嘱発令
常～保護司会だより原稿（【次年度】７月１日号）
継～保護司会だより（ＮＯ５９～１３１）
継～保護司会だより（予備）
継～保護司会だより原稿（１月２５日号）
常～保護司会だより写真
常～保護司会だより（ＮＯ１４１～　　　　　）
継～保護司会だより（ＮＯ１３２～１４０）
常～保護司会だより原稿
継～保護司会だより原稿（７月１日号）
常～他区発行誌
常～東京保護観察（第７２４号～
常～社会福祉協議会　懸案・引継ぎ事項
常～社会福祉協議会・法人設立５０周年記念誌
継～社会福祉協議会職員派遣
継～社会福祉協議会指導検査基準
地域福祉推進区市町村包括補助事業
社会福祉協議会庶務
常～社会福祉協議会・物品貸付
常～公益法人等の見直し検討状況報告
常～社会福祉協議会名簿
継～社会福祉協議会要綱
常～社会福祉協議会定款
常～社会福祉協議会事業計画・予算（平成２０～２２年度）
常～社会福祉協議会事業計画・予算（平成１７年度～１９年度）
常～社会福祉協議会事業報告・決算書（平成１７年度～１９年度）
常～社会福祉協議会事業報告・決算書（平成２０～２２年）

自動販売機設置・管理
常～社会福祉協議会　懸案・引継ぎ事項（財務）
継～社会福祉協議会基金
財政援助団体に関する調査回答
財政援助団体等監査資料（社会福祉協議会）
社会福祉協議会当初予算見積資料
社会福祉協議会補正予算

継～「社会福祉法人の認可について」及び社会福祉法人審査要領の一部改正につ

いて
継～社会福祉協議会監査要綱
常～社会福祉協議会における給与制度の見直しについて
常～退職給与引当金の財源措置について
社会福祉協議会補助金支出
社会福祉協議会補助金減額確定・戻入
社会福祉協議会補助金交付決定
区補助金の予算内訳変更について
社会福祉協議会補助金に関する成果評価について

社会福祉協議会事業 常～あいネットプラン（地域福祉活動計画）
めぐろ成年後見ネットワーク
常～権利擁護センター事業資料
常～東京都高齢者保健計画（平成２４年度～平成２６年度）
常～民生委員・主任児童委員個人カード
継～民生児童委員名簿（歴代）
継～民生児童委員協議会会長・副会長名簿（歴代）
継～　町会地図
常～　事項別部会部会員名簿（歴代）
継～　担当区域外地図
民生委員情報保持
常～民生委員物故
常～民生委員・児童委員名簿（歴代）
継～　担当区域地図
継～主任児童委員定数に関する調査
継～東京都職員の兼職（主任児童委員）
継～主任児童委員選任資料
継～主任児童委員選任経過
継～主任児童委員制度資料
継～主任児童委員活動資料
継～主任児童委員委嘱に伴う承諾書

民生委員 民生委員名簿

主任児童委員

社会福祉協議会 社会福祉協議会庶務

社会福祉協議会財務

社会福祉協議会補助金

権利擁護センター

更生保護

社明運動・更女・ＢＢＳ

会

保護司個人別資料

保護司だより

東京保護観察

健康福祉計画課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～民生委員法・児童福祉法
常～民生委員・児童委員選任要綱
継～民生委員法・児童福祉法
継～民生委員・児童委員選任要綱
継～民生委員・児童委員委嘱解嘱事務処理実施細目
継～児童委員の活動要領
常～目黒区民生児童委員協議会に関する要綱・要領
常～民生・児童委員候補者推薦調書（北部～中央）
常～民生・児童委員候補者推薦調書（南部～主任児童委員）
常～民生・児童委員候補者推薦調書（退任者）
常～町会長等からの推薦書
常～令和２年４月１日委嘱
常～令和２年６月１日委嘱
常～令和２年２月１日委嘱
常～令和元年１２月１日委嘱
常～令和元年７月１日委嘱
継～解嘱について（依頼文書）
継～民生委員・児童委員関係質疑応答集
常～個人調書にかかわる事項の異動
常～平成２８年４月１日委嘱
常～平成２９年５月１日委嘱
常～平成２９年８月１日委嘱
常～平成２９年９月１日委嘱
民生委員解嘱
民生委員・児童委員証明書発行
推薦依頼
常～平成３１年１月１日委嘱
常～平成３０年９月１日委嘱
常～平成３０年７月１日委嘱
常～平成３０年２月１日委嘱
常～民生委員推薦会設置関係法令等
常～民生委員推薦会委員委嘱・解嘱　（１９．１０．～
推薦会 都負担金
民生委員推薦会委員報酬
継～民生委員推薦会委員名簿
継～　民生委員推薦会設置
継～民生委員推薦会委員委嘱・解嘱　（１８．４．１～１９．６）
継～民生委員推薦会委員委嘱・解嘱（１３．４．１～１７．６．１）
常～民生委員推薦会委員名簿

継～事務事業見直し
常～互助会共励事業給付申請用紙
常～活動費各区状況一覧
都負担金
民生委員活動費
常～民生委員・児童委員活動保険
常～互助会共励事業給付金申請・決定　　　　　　　　（解嘱・本人死亡を除く）
継～口座振替依頼書委任状（南部第１）
継～口座振替依頼書委任状（南部第２）
継～口座振替依頼書委任状（北部第１）
継～口座振替依頼書委任状（北部第２）
継～支払金口座振替変更届
口座振替依頼書・委任状（退任者）
継～口座振替依頼書（地区民生委員協議会）
継～口座振替依頼書委任状（西部第１）
継～口座振替依頼書委任状（西部第２）
継～口座振替依頼書委任状（中央第１）
継～口座振替依頼書委任状（中央第２）
継～口座振替依頼書委任状（東部第１）
継～口座振替依頼書委任状（東部第２）
常～１００周年記念事業
常～公務災害認定に伴う補償等の請求について
常～民生委員・児童委員活動と個人情報
常～まちづくり懇談会
常～民協合唱団
常～民生児童委員と区長との懇談会
常～要援助者の名簿貸出し手続き等の改善
常～覚書
常～苦情等
継～民生委員・児童委員のシンボルマーク

継～民生委員・児童委員活動と地域福祉権利事業についての基本的考え方
継～民生委員と選挙運動
継～民生児童委員から行政への質問・回答
継～目黒区障害者団体懇話会とのかかわり
継～目黒区民生委員・児童委員活動Ｑ＆Ａ（保存版）
継～目黒区紋章の使用承認事務取扱要綱
常～視察
常～地区民協会長と区関係部局幹部職員との懇談会
常～調査回答
常～普通救命講習
地区連絡協議会（四者協）
継～「証明事務」の基本的な取扱いについてのガイドライン
継～９０周年記念事業
継～ひとりぐらし等高齢者登録実態調査
継～各課個別対応
継～金銭の取扱いが伴う場合の支援の考え方について

民生委員活動 民生委員活動全般

民生委員

関係法令・要綱等

推薦調書

民生委員委嘱・解嘱

民生委員推薦会

民生委員協議会経費

口座振替依頼書委任状

健康福祉計画課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～区長あいさつ文
継～苦情
継～児童福祉司担当地区一覧表
継～新年会
継～新聞切り抜き

継～民生チャイルドサロン
継～民生委員、児童委員活動事例
施設見学受入
契約書、債権者登録
契約依頼・見積書
報告書
継～調査実施状況
継～民生児童委員その他関係機関からの通知
継～生活福祉資金等資料
継～ＭｊＡＳＳＩＳＴ民生委員・児童委員活動支援情報システム
民生児童委員都民連通知

継～ＭｊＡＳＳＩＳＴ会員申請

継～「生活保護における福祉事務所と民生委員の連携の在り方について」の都の取

扱
民生児童委員関係事務担当者連絡協議会資料
民生児童委員への通知
民生児童委員東京都通知
常任協議会資料
区市町村会長会資料
会長会開催通知
継～民生児童委員地域別年齢別データ
継～民生委員児童委員広報
常～民生児童委員に関する調査
常～関係機関の委員等
常～民児協だよりめぐろ
常～民生委員に関する要綱
民生委員・児童委員月別異動状況
継～活動記録記入方法
継～活動記録活動実績
常～活動記録（平成２５年１２月～２８年１１月）
常～活動記録（平成２８年１２月～３１年１１月）
常～活動記録（令和元年１２月～４年１１月）
常～活動記録（令和元年１２月～４年１１月）
継～活動記録資料

部会活動

常～民生児童委員協議会出席簿（平成２５年１２月１日～平成２８年１１月３０日任期

分）
常～民児協概要
単位民協記録

問題別部会（主任児童、児童福祉、子育て部会）

問題別部会（部会長）（高齢者福祉、生活福祉、障害者福祉、広報部会）
継～民生児童委員協議会検討事項

継～民生児童委員協議会出欠席簿（平成１９年１２月１日～２２年１１月３０日 任期

分）
常～受講結果リスト
常～民生児童委員の福祉施設見学
継～民生児童委員の福祉施設見学
民生児童委員研修・都民連
民生児童委員研修・東京都
東京都民生委員児童委員大会における功労者の表彰
常～東京都社会福祉大会「会長表彰」

常～全国社会福祉大会における全社協会長表彰
常～厚生労働大臣特別表彰（平成２９年度～令和２年度）
継～永年勤続表彰（平成１７年度～）都民連
継～区政功労（社会福祉）
継～全国社会福祉大会における厚生労働大臣表彰（社会福祉事業功労者）
常～全国社会福祉大会における厚生労働大臣表彰（社会福祉事業功労者）

常～全国民生児童委員大会での全民児連会長表彰（優良民生児童委員協議会表

彰）
継～全国社会福祉大会における厚生労働大臣表彰（民生委員優良活動団体）

常～厚生労働大臣特別表彰（平成２４年度～平成２８年度）

継～民生委員の高齢者叙勲（平成１４年度）

継～東京都社会福祉大会での東京都共同募金会会長表彰（共同募金運動協力者）
常～春秋叙勲
常～永年勤続表彰（平成２０年度～）都民連
継～指定民児協要綱
継～指定民児協都民連説明会資料（Ｈ１７．３．２５）
継～一斉改選推薦方法の見直し
常～定数及び区域変更・増設について
常～一斉改選推薦依頼
常～一斉改選協力依頼
常～一斉改選スケジュール
常～東京都への推薦書等の提出
常～引継資料
常～一斉改選に係る報告（都民連）
常～令和元年度一斉改選候補者面談

民生委員推薦会（一斉改

選）
常～民生委員推薦会（令和元年度一斉改選）

委嘱状、感謝状伝達式 常～一斉改選に伴う感謝状・委嘱状伝達式

民生委員表彰、大会

一斉改選 一斉改選全般

民生委員・児童委員通知

会長会・常任協議会資料

民生委員活動資料

活動記録

民生委員協議会概要

民生委員研修

指定民児協

民生委員活動 民生委員活動全般

地域福祉調査委託

健康福祉計画課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
申出書・調査書 常～申出書・一斉改選意向調査書

継～民生児童委員退任者名簿（昭和２０年）
継～民生児童委員退任者名簿（平成８～１２年）
継～民生児童委員退任者名簿（昭和２９年）
継～民生児童委員退任者名簿（昭和３８～３９年）
継～民生児童委員退任者名簿（昭和４０年代）
継～民生児童委員退任者名簿（昭和４６～５２年）
継～民生児童委員退任者名簿（昭和４６年）
継～民生児童委員退任者名簿（昭和５２～５４年）
継～民生児童委員退任者名簿（昭和５５年）
継～民生児童委員退任者名簿（昭和５６～５９年）
継～民生児童委員退任者名簿（昭和５９～６１年）
継～民生児童委員退任者名簿（昭和６２～平成２年）
継～民生児童委員退任者名簿（昭和２５～３０年代）
継～民生児童委員退任者名簿（平成１３～１６年）
継～民生児童委員退任者名簿（平成１６年度～）
継～民生児童委員退任者名簿（平成２～４年）
継～民生児童委員退任者名簿（平成５～７年）
継～民生児童委員退任者名簿（昭和２３年一斉改選退任者）
常～協力員　個人カード
民生児童委員協力員全般
常～協力員　広報資料
常～協力員要綱（東京都、目黒区）
協力員 都負担金
協力員　ボランティア保険
協力員活動費
協力員 委嘱状伝達式
協力員 身分証明書
協力員 誓約書
協力員　活動記録
協力員　推薦
常～協力員　解嘱
常～協力員事業に関するアンケート
協力員 研修
協力員　業務依頼書
常～協力員　口座振替依頼書
常～目黒区補助金等交付規則
常～目黒区を定年等に退職した者の雇用に関する覚書
常～（社）目黒区シルバー人材センター補助金交付要綱
常～目黒区シルバー人材センター運営資金貸付要綱
常～目黒区シルバー人材センター補助金指針
常～目黒区シルバー人材センター補助金事務処理要領
常～シルバー人材センター事業活性化計画基本方針
都・国からの通知
常～シルバー人材センター事業執行方針（東京都）
常～東京都シルバー人材センター運転資金貸付金要綱

常～東京都シルバー人材センター事業実施要綱
常～東京都シルバー人材センター事業補助金事務処理要領
常～東京都人材センター事業補助金交付要綱
常～シルバー人材センターを活用した保育人材等確保支援事業実施要綱等
厚生労働省通知
常～企画提案方式事業（高齢者就業確保事業の１事業）
常～高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱
常～シルバー人材センター事業執行方針
継～他区市のシルバー人材センター要綱
継～高齢者等の雇用の安定等に関する法律
常～高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
常～生涯現役促進地域連携事業
継～指定書
継～無料職業紹介事業
継～目黒区高齢者事業団許可申請書
継～設立経過資料
賛助会員会費
常～全国シルバー人材センター事業協会資料
常～全国シルバー人材センター会員名簿
継～「会員専用ページ」利用のためのパスワード
定期総会・経験交流大会（全国シルバー人材センター事業協会）
月刊 シルバー人材センター　会報 全シ協
常～財東京都しごと財団　事業計画・収支予算書
継～シルバー人材センター職員問題検討委員会報告
継～シルバー人材センターの事業運営等の在り方について
継～（財）東京しごと財団への出捐
（財）東京しごと財団　通知
常～東京しごと財団年報（当該年度・前年度）
常～政策目的随意契約の対象となる施設
継～東京都高齢者事業団振興財団規程（準則）集
継～職員の人事制度・職員研修派遣制度
常～シルバー人材センター関係機関連絡調整会議
常～財東京都しごと財団決算報告書
常～シルバー人材センター要覧（当該年度・前年度）
常～（財）東京しごと財団　資料・シルバーとうきょう
継～シルバー人材センター業務支援事務マニュアル
継～シルバー総合保険制度
継～事業のあらまし（現状と課題）
継～周年記念事業・記念誌

目黒区シルバー人材セン

ター運営

運営全般

一斉改選

退任履歴カード 民生委員退任者関係書類

民生児童委員協力員事業 民生児童委員協力員

シルバー人材センター共

通

目黒区要綱等

東京都要綱等（通知含）

国　要綱等

関係法令・他区要綱

シルバー人材センター設

立

全国シルバー人材セン

ター協会

東京しごと財団

健康福祉計画課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～職員・会員・役員名簿
継～第２次中期計画（平成１７年度～平成２１年度）
継～目黒区シルバー人材センター年表
常～シルバーめぐろ
常～シルバー人材センターからの要望書
常～シルバー人材センター苦情・その他
常～公益法人等の見直し検討（調査・結果報告）
常～広報計画（めぐろ区報）
常～高齢者の見守り
常～事業のあらまし（現状と課題）
常～周年記念事業・記念誌
常～新公益法人への移行
常～代表理事の変更について
常～第３次中期計画（平成２２年度～平成２６年度）
常～シルバー人材センター調査・回答
第４次中期計画
めぐろ区報
継～（社）目黒区シルバー人材センター規定集・定款
継～シルバー人材センターからの要望書
継～シルバー人材センターホームページへの掲載
継～中退金掛金
継～職員採用
継～職員退職金
継～職員互助会（東京都シルバー人材センター規定集）
継～職員の就業規則及び就業規則に基づく給与等規定・基準
継～事務局長の給与の格付けについて
継～厚生年金基金
常～職員採用・昇任
常～事務局長の給与の格付けについて
常～職員退職金
常～定期総会(公益社団法人）議案書１回～
常～区長との懇談会
常～区長のあいさつ作成原稿（定期総会・懇談会・行事等）
常～定期総会会場申込承認書（写）・駐車場使用
理事会４月～３月
継～区長のあいさつ作成原稿（定期総会・懇談会・行事等）
常～奈古味物品貸付
常～中町二丁目共同ビル物品貸付
常～奈古味
常～中町二丁目共同ビル
常～貸借管理事務
常～上目黒シルバー作業所事業終了に伴う手続き
常～財産台帳
常～シルバー作業所（上目黒・下目黒）
常～コーポ目黒本町多目的室利用
常～目黒本町分室
常～田道ふれあい館
継～福祉・家事援助サービスの手引き
常～就業機会拡大支援事業
継～放置自転車リサイクル
常～福祉・家事援助サービスの手引き
常～奈古味
常～子育てカフェ事業（奈古味）
常～上目黒シルバー作業所
常～日本画作品展
シルバー人材センター小物班
継～パソコン教室
継～ボランティア
継～リサイクル事業シルバーアトリエ
継～学習教室
継～区受託事業の内容
継～契約単価表
継～奈古味
継～税法上の取扱（配分金所得及び消費税）
継～実用書道教室
常～下目黒住区センター４階部分における実施事業について
継～整備検討資料
継～「あみい」跡地利用
継～「あみい」跡改修工事費補助金
継～「あみい」関連協議書覚書
区補助金交付決定
常～区補正予算
常～区補助金の確定について（実績報告書）
常～区当初予算
常～補助金その他経過資料
区補助金支出
東京都シルバー人材センター事業補助金要望等調査
都補助金担当者会議
東京都シルバー人材センター事業補助金通知
東京都シルバー人材センター事業補助金の現地調査（平成３１年度）
都補助金交付申請書（平成３１年度）
都事業補助金補助事業実施報告書（平成３１年度分中間報告）
東京都シルバー人材センター事業補助金の実績報告（平成３０年度）
都補助金交付決定及び請求（平成３１年度）
都事業補助金精算書提出（平成３０年度分）
常～適正就業巡回指導（東京都・東京しごと財団が実施）

目黒区シルバー人材セン

ター運営

運営全般

服務

総会・理事会

施設管理

各種事業

拠点整備

シルバー人材センター補

助金

区補助金

都補助金

監査

健康福祉計画課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～公益法人等見直し検討状況について
常～特別会計実務指導（東京都・東京しごと財団が実施）
常～包括外部監査の結果報告に対する措置状況
常～訪問調査（東京労働局が実施）
継～特別会計実務指導（東京都・東京しごと財団が実施）
常～(国）予算概算要求等について
常～企画提案方式事業（子育て）平成１９年度～
常～企画提案方式事業（教育分野）平成２４年度～
常～(国）連合交付金の内示

福祉都市宣言 継～福祉都市宣言制定（平成６年６月）
継～目黒区保健医療計画・同概要版（平成７年度策定）
継～目黒区保健医療計画策定委員会設置要綱（平成７年度策定）
継～目黒区子ども家庭支援計画
継～目黒区母子保健計画
計画改定にかかる調査
保健医療福祉計画改定
継～平成１７年度計画期間延長

計画進行管理 常～保健医療福祉計画実績
常～地域福祉推進担当者会議
常～長期計画推進に係る担当者会議要綱の改正

地域福祉計画改定専門部

会
継～地域福祉計画改定専門部会

地域福祉懇話会 継～目黒区地域福祉懇話会要綱
継～地域福祉審議会条例
常～地域福祉審議会資料
常～地域福祉審議会会議録
常～地域福祉審議会ホームページ

計画改定（審議会） 常～計画改定（諮問・答申）

審議会委員委嘱等 常～委嘱・解嘱

審議会開催 常～地域福祉審議会の開催
常～口座振替依頼書
常～審議会委員報酬
常～賃金・報酬支払台帳
人材育成プログラム検討会
地域福祉講演会
合同職場研修
「飛躍」各論２高齢福祉・３～５障害福祉
「飛躍」総論Ⅰ
講師謝礼支出
支払調書作成台帳
「飛躍」総論Ⅲ
「飛躍」各論１生活困窮
継～保健福祉情報システム（開発初代）開発計画書

継～保健福祉情報システム（開発初代）開発計画策定に伴う中間報告書
継～保健福祉情報システム（開発初代）開発計画策定に伴う見積り
継～保健福祉情報システム（開発初代）プロジェクトチームの設置と検討

継～保健福祉情報システム_調査分析・開発計画策定に伴う支援事業者の選定
継～保健福祉情報システム（開発初代）開発計画書（骨子）
継～保健福祉情報システム（開発再検討）開発委託事業者の選定

継～保健福祉情報システム（開発再検討）開発委託事業者の選定に伴う提案依頼

継～保健福祉情報システム（開発再検討）開発計画に伴うネットワークの検討

継～保健福祉情報システム（開発再検討）開発計画の再検討に伴うプロジェクトチー

ムの設置と検討
継～保健福祉情報システム（開発再検討）開発計画の再検討に伴う検討会の設置と

検討
継～保健福祉情報システム（開発再検討）開発計画書
継～保健福祉情報システム_小型電子計算組織設置

継～保健福祉情報システム_個別システム管理運用基準及びセキュリティ実施手順
継～保健福祉情報システム_個人情報審議会

継～保健福祉情報システム_機器類リプレイスの検討
継～保健福祉情報システム_ホストシステム等の処理依頼
継～保健福祉情報システム_電子公印
継～保健福祉情報システム_口座振替
継～保健福祉情報システム_口座振替ＦＤフォーマット
継～保健福祉情報システム_目黒区公金収納取扱店
継～保健福祉情報システム_平成２４年度税法改正（年少扶養控除廃止）

継～保健福祉情報システム_平成２４年度住民基本台帳法改正（外国人住民のデー

タ移行）
継～保健福祉情報システム_全銀行フォーマットへの移行
継～保健福祉情報システム_口座振替
継～保健福祉情報システム_口座振替ＦＤフォーマット
継～保健福祉情報システム_目黒区公金収納取扱店

継～保健福祉情報システム_平成２４年度税法改正（年少扶養控除廃止）

継～保健福祉情報システム_平成２４年度住民基本台帳法改正（外国人住民のデー

タ移行）
継～保健福祉情報システム_全銀行フォーマットへの移行
常～保健福祉情報システム_監査資料（保守委託資料）
常～保健福祉情報システム_監査資料
常～保健福祉情報システム_平成２２年包括外部監査

常～保健福祉情報システム_平成２４年システム評価（区情報課職員評価）
常～保健福祉情報システム検討会（中間のまとめ）

常～保健福祉情報システム再構築に伴う支援事業者の選定についての検討
常～保健福祉情報システム再構築_個人情報審議会
常～保健福祉情報システム再構築_情報化推進委員会

人材育成事業 人材育成事業

福祉情報システム再構築

の検討

福祉情報システム再構築

の検討（全般）
再構築_情報化推進委員

会・個人情報審議会

保健医療福祉計画 計画策定

計画等検討組織 地域福祉推進担当者会議

地域福祉審議会 審議会運営

委員報酬

保健福祉情報システム開

発及び運用

開発計画策定（初代）

開発計画策定（再検討）

開発及び運用

外部委託及びリース

改修及び仕様変更

監査・評価

シルバー人材センター補

助金

監査

国補助金

長期計画等
保健医療計画

子ども・母子関係計画

健康福祉計画課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
福祉情報システム再構築

の検討
常～福祉情報システム検討会（会議録）

再構築事業者の選定 常～再構築事業者の選定（選定委員会）
常～関連システム資料（介護保険システム）
常～関連システム資料（基幹系システム）
常～関連システム資料（生活保護システム）
常～関連システム資料（中国残留邦人等支援給付システム）
常～関連システム資料（包括システム）
常～システム再構図書（要件定義）
常～保健福祉情報システム再構築支援業務委託報告書

データ移行 常～福祉情報システム再構築データ移行（全般）
常～ネットワーク　全般

常～健康福祉部ネットワーク構築（構築事業者打ち合わせ資料）平成２７年度

健康福祉部ネットワーク

（運用）
常～健康福祉部ネットワーク運用（旧IPアドレス資料）

常～システム番号制度（全般）通知
常～システム番号制度（セキュリティ会議）
常～システム番号制度　機関間テスト
常～システム番号制度　調査・回答
常～システム番号制度　番号制度担当者説明会資料
常～システム番号制度　支援措置の手引き（平成３１年３月）
常～システム番号制度　利用者登録等
常～システム番号制度　データ標準レイアウト改版資料
常～システム番号制度　制度概要資料
常～システム番号制度　データ標準レイアウト改版対応資料
常～システム番号制度　制度概要資料

システム番号制度（情報

課）
常～システム番号制度（情報課）緊急時対応訓練

常～システム番号制度（区作業部会・分科会）全般
常～システム番号制度（区検討会）全般

システム番号制度（総合

運用テスト）
常～システム番号制度（総合運用テスト）

常～番号制度　平成３１年６月データ標準レイアウト改版
常～番号制度　平成３０年７月データ標準レイアウト改版
常～番号制度　平成３０年１１月データ標準レイアウト修正

番号制度導入（補助金） 番号制度導入システム

（補助金）全般
番号制度導入システム（補助金）全般

番号制度システム（会計

検査院）

番号制度システム（会計

検査院）全般
会計検査院（ヒアリング資料）

常～システム管理　健康福祉部機械室
常～システム管理　調査（番号法以外）
常～システム管理（システム稼働設定）
常～システム管理（自己点検）
常～福祉情報システム管理運用基準及びセキュリティ実施手順
システム管理（全般）通知
常～システム管理　３１障害福祉アンケート
常～システム管理　総合庁舎停電に伴う対応
常～システム管理　機器取扱説明書
常～システム管理　フルバックアップに伴う対応
常～システム管理　３１組織改正に伴うレイアウト変更
常～システム管理　作業依頼（各課）
常～システム管理　３１組織改正に伴うシステム対応
常～システム管理　２０１９改元対応
常～システム管理　機器入替に伴う解約金支出
常～個人情報の目的外利用
常～システム研修
予算編成
福祉情報システム改修案件調査
常～システム管理（機器類）液晶交換（２９生活福祉課）
常～システム管理（機器類）リース機器一覧
常～システム管理（機器類）部品交換等
常～システム管理（機器類）借上元金通知
常～システム管理（機器類）液晶交換（３０生活福祉課）
常～システム管理（機器類）液晶交換（２８生活福祉課）
常～システム管理（機器増設）
常～システム管理（機器類）データ消去証明
常～システム管理（セキュリティ）パスワード初期化
常～システム管理（セキュリティ強靭化）
常～システム管理（セキュリティ）アプリケーション等のダウンロード
常～システム管理（セキュリティ）ウィルス対策ソフトのバージョンアップ
常～電磁記録媒体の使用（協議申請）
常～健康福祉部機械室（入退出管理）
常～システム管理（セキュリティ）情報資産持出管理簿

常～システム管理（セキュリティ）作業場所（執務室）入退室管理簿
常～システム管理（セキュリティ）ユーザ登録・権限設定
常～システム管理（セキュリティ）データ移出入管理簿
常～システム管理（公印陰影）

常～公金取扱金融機関_「公金収納ネットワークサービス（LGWAN伝送）」資料

常～公金取扱金融機関_「ＤＶＤ媒体取扱い（総給振システム専用）」資料
常～システム管理（住登外者登録）全般
常～住民記録用（外字、５年消除ほか）
常～公金取扱金融機関の異動に伴うデータ処理
常～公金取扱：口座振替_伝送サービス（L-GWAN）検討
常～公金取扱：元号改正_資料
常～システム改修　改修見積書

システム管理（予算）

システム管理（機器類）

システム管理（セキュリ

ティ）

システム管理（マスター

データ）

システム管理（業務運

用）
システム管理（改修）

福祉情報システム管理 システム管理（全般）

福祉情報システム再構築

の検討

関連システム資料

福祉情報システム再構築 福祉情報システム再構築

（全般）

健康福祉部機械室・ネッ

トワーク

健康福祉部ネットワーク

（構築）

福祉情報システム番号制

度

システム番号制度（区検

討会）

番号制度　副本登録

システム番号制度（全

般）

健康福祉計画課



 令和元年度 行政情報目録 （健康福祉部・福祉事務所・保健所 健康福祉計画課）

14／15

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～システム管理（改修）全般
常～システム改修　職員向け説明資料
常～システム改修　委託完了報告
常～システム改修　包括システム用データ抽出資料
常～システム管理（改修）委託納品物
常～システム管理（保守委託）保守業者への連絡票
常～システム管理（保守委託）納品物・完了報告
常～システム管理（保守委託）ＳＥ作業
常～システム管理（保守委託）セキュリティ誓約・安全体制
常～システム管理（保守委託）パッケージベンダーアンケート
常～システム管理（保守委託）再委託
常～システム管理（保守委託）全般
常～システム管理（保守委託事業者との連絡会）
常～システム管理（保守委託）保守委託作業報告書
常～システム管理_福祉情報システム（ウイルス対策ソフト）ライセンス

常～システム管理_福祉情報システム（機器類）ライセンス
常～住民記録データ（入寮修正連絡票）
常～障害対応（情報照会・副本登録）
常～障害対応（基幹系システムとの連携データ不具合）
常～障害対応（R１住記連携データ不具合）
常～システム管理（全般）障害報告
常～指導・検査に関する参考資料
資料（特別区福祉主管部長会等）
調査・回答
常～検査証
調査・回答
常～法人からの相談記録（新規設立）
常～法人からの相談記録（既設法人）
常～要綱・要領
設立認可
常～評議員選任支援・地域における公益的な取組
東京都への法人情報の提供
常～社会福祉法人指導連絡会
説明会・研修
法人への情報提供・依頼等
参考資料
定款変更＜法人名＞
基本財産担保提供承認＜法人名＞
常～定款変更管理
現況報告＜法人名＞
常～財務分析
現況報告書等提出依頼
指導監査実施
指導監査
常～指導監査実施基準
指導監査実施方針・計画（平成３１年度）
常～ 指導監査
常～変更届の写
常～要綱改定・実施計画策定
会計検査院
事務受託法人保険者連絡会
常～苦情対応
常～指導・検査に関する参考資料
常～　運営推進会議
介護保険指導検査連絡会
技術的助言
調査回答
介護保険システム
苦情対応連絡会
研修・説明会
事務受託法人の公示
第３ブロック指導検査連絡会
常～指定市町村事務受託法人への事務委託
介護老人保健施設実地指導の実施方針及び実施計画
介護老人保健施設実地指導H３０年度実施分

介護老人福祉施設 指定介護老人福祉施設の実地指導

地域密着型通所介護事業

所
指定地域密着型通所介護事業所の実地指導<事業所名>

認知症対応型共同生活介

護
指定認知症対応型共同生活介護事業所の実地指導<事業所名> 

居宅介護支援 指定居宅介護支援事業所の実地指導<事業所名>
介護事業所の実地指導<事業所名>
指定特定施設入居者生活介護事業所の実地指導<事業所>
指定介護予防支援事業所の実地指導<事業所名>

指定通所介護事業所の実地指導<事業所名>
常～監査結果及び行政処分等結果通知（東京都実施分）
常～実地指導（監査含む）実施に係る東京都からの通知
常～東京都実地指導検査結果
常～東京都監査資料

集団指導 目黒区集団指導の実施について
常～厚労省指導監査指針
コロナウイルス関係通知（障害検査）
常～ハンドブック（基準編）
常～検査証
常～事務受託法人

システム管理（保守委

託）

システム管理（ライセン

ス）

障害事業者指導検査 指導検査共通

介護事業者指導・検査 指導・検査共通

介護老人保健施設

障害対応

他サービス（訪問介護

等）

東京都指導検査等実施分

システム管理（改修）

指導検査係共通

社会福祉法人認可等 社会福祉法人全般

定款変更

現況報告

福祉情報システム管理
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～障害福祉課からの事業者情報提供
集団指導（区実施分）
常～障害福祉サービス指導検査連絡会
常～事業概要（障害福祉）
調査・通知
研修・説明会
東京都集団指導資料
常～要綱・実施計画
実地指導～居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護
実地指導～共同生活援助
実地指導～計画相談支援・障害児相談支援
実地指導～施設系（生活介護、自立訓練、就労系、短期入所）
実地指導～障害児通所支援
常～実地指導（東京都実施分）
合同検査

制度改正 常～平成３０年度制度改正資料

障害事業者指導検査 指導検査共通

実地指導
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