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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（部長・課長）
目黒区情報公開・個人情報保護審議会
目黒区後援名義等使用承認起案
情報化推進委員会
常～目黒区の身近なお医者さん
衛星電話
保健衛生新任職員研修
政策決定会議付議要求
診療所開・廃状況
個人番号提供カード封筒
区職員活用しま専科
区民の声（陳情）
個人番号取得管理簿
災害優先電話
健康づくり担当者会議
公共料金基金自動振替処理
区民の声（たばこ）
区民の声（たばこ以外）

要綱・要領・規則 常～要綱等の制定、改正
特別区保健衛生主管課長会
全国健康関係主管課長会議
政策決定会議
全国保健所長会
常～組織改正・職員定数
事務分担
第一回定例会（代表質問及び一般質問）
議員勉強会資料
生活福祉委員会資料

表彰 表彰
庁内通知
庁外通知
隔年度等調査
地域保健・健康増進事業報告資料
庁外調査回答
旧優生保護法に係る通知
庁内調査回答
窓口サービス向上運動
まちづくり懇談会
常～個人情報業務登録
めぐろ区報掲載依頼
広報通知・調査
ホームページ申請
システム保守
常～管理運用基準・セキュリティ実施基準
外部訪問者入室記録簿
イントラネット用パソコンの運用に関する協議・届出書   
常～政府統計共同利用システム
情報課通知・調査
常～災害医療に係るガイドライン等（国）
防災通知・調査
病院災害医療訓練
災害対策本部運営訓練
都の防災通知・調査
目黒区防災訓練
常～災害時優先電話
常～業務継続計画（ＢＣＰ）
常～区西南部訓練
危機管理会議
危機事象発生時連絡
危機管理調査・回答
新型コロナウィルスに係る関係者連絡会
危機管理庶務（新型コロナウィルス）
危機管理対策本部
危機管理連絡会
常～目黒区自殺対策計画
常～基本構想・基本計画
事業概要
常～部局別政策課題
常～子ども総合計画
継～目黒・碑文谷保健所の廃止、目黒区保健所の設置報告（財産処分）
継～目黒区地域保健体制整備計画（地域保健体制整備）
継～目黒区地域保健福祉協議会資料（地域保健体制整備）
継～衛生例規改正（平成１６年度）
継～健康危機管理マニュアル・指針
継～補助金返還の経緯起案
継～財産処分報告書
継～財産処分に基づく補助金返還に係る資料
継～目黒保健所　財産処分関係資料
継～健康危機管理マニュアルの見直し
継～国庫負担金による保健所処分（その２）承認申請（財産処分）
郵便交付申請書兼承認書
郵便物発送依頼書
ファイリング通知
常～長期保存文書ファイル基準表
常～ファイル基準表

法令 常～保健衛生関係情報等管理事務提要・事務処理基準追録

健康推進課 共通 庶務

部・課・係長会

組織

議会

庁内・庁外通知

グループウェア・端末・

システム

防災

文書 郵便

ファイリング

調査・回答

広報・ＨＰ

危機管理

計画

健康福祉計画課からの移

管
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
行政手続法審査基準等の設定（平成７年度設定）
行政手続に関する見直し
人事通知
～常～ 労働基準法３６条協定
飲食届
他律的業務
欠勤・遅参・早退届
給与減額免除申請簿（公害保健係）
部分休業承認申請書
給与減額免除申請簿（成人保健係）
割振命令簿
超過勤務報告書（要因報告書、縮減対策報告書）
在庁理由入力記録簿
常～育児休業承認申請書
常～子の看護休暇確認票
兼職承認申請・他団体の委員等就任
出退勤時刻データ修正記録簿
常～保健所関係自主運営業務研究会職免
給与減額免除申請簿（健康づくり係）
常～通勤手当認定簿（在課分）
通勤手当認定簿（異動分）
給与通知
旅行命令申請書類
職員給与チェックリスト
研修通知（区、派遣以外研修））
派遣研修
研修通知（区）

会計年度任用職員 会計年度任用職員
旅行命令簿（非常勤職員）
出勤簿（非常勤職員）
年次有給休暇簿・休暇簿・振替命令簿（非常勤職員）
臨時職員に関する通知
常～臨時職員履歴書
臨時職員賃金仕訳書・支出起案
臨時職員雇用決定書
臨時職員　その他の勤怠届
雇用承諾書兼勤務条件明示書
出勤簿（臨時職員）
法定調書
賃金・報酬支払台帳、支払調書作成台帳
福利厚生通知
被服貸与
健康管理通知

安全衛生 安全衛生通知
常～金銭出納員・物品供用者等引継報告
常～給与取扱者・収入通知者印鑑届・鍵保管責任者届
財務関連その他通知・調査
財政課全般通知・調査
会計課通知
当初予算編成通知
予算要望書
予算書等の校正
補正２号通知・要求事項説明書等
補正１号通知・要求事項説明書等
当初予算見積（要求事項説明書）
予算特別委員会資料
執行委任
予算流用
収支予定確認表
予算執行計画
差金使用
支出負担行為決定書（公害保健係）
支出負担行為決定書（成人保健係）
常～債権者登録
年間契約（契約依頼書・支出負担行為書）
契約課通知
常～　長期継続契約及び債務負担行為による契約
契約依頼書(契約課契約)(健康づくり係)
契約依頼書(契約課契約)(公害保健係)
契約依頼書(契約課契約)(成人保健係)
契約依頼書（所管課契約）（健康づくり係）
契約依頼書（所管課契約）（公害保健係）
契約依頼書（所管課契約）（成人保健係）
契約依頼予定書
契約変更依頼書
支出負担行為決定書（健康づくり係）
コピー機保守点検報告書
備品受入及び処分等
フロア共用コピー機用紙等引渡書
常～コピー・シュレッダー機器管理
常～取扱説明書・保証書
備品通知
調定（健康づくり係）
調定（公害保健係）
調定（成人保健係）
支出命令（健康づくり係）

予算管理

契約管理

用品管理・備品管理

歳入管理

歳出管理

給与

研修

非常勤職員

臨時職員

報酬・賃金

財務会計 財務会計全般

予算編成

健康推進課

福利厚生

文書

行政手続法

人事・給与 人事

服務
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
歳出戻入
支出命令（公害保健係）
清算命令書（成人保健係）
清算命令書（公害保健係）
清算命令書（健康づくり係）
支出命令（成人保健係）
監査資料
監査措置状況報告
決算通知
決算資料
決算特別委員会資料
監査通知・調査
財政援助団体調書
マンモグラフィ整備事業補助金
保健衛生関係負担（補助）金の実施通知
常～保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金
医療保健政策区市町村包括補助事業実績報告
医療保健政策区市町村包括補助事業申請
常～医療保健政策区市町村包括補助事業（要綱・様式等改正）
医療保健政策区市町村包括補助事業通知
感染症予防事業費等国庫負担（補助）金前年度超過交付額返還
感染症（肝炎部分）実施計画書
感染症予防事業費等国庫負担（補助）金申請
感染症予防事業費等国庫負担（補助）金前年度実績報告
感染症（たばこ対策・糖尿病予防）実施計画書
感染症予防事業費等の国庫負担（補助）金の調査・回答、通知
常～感染症予防事業費等の国庫負担（補助）金交付要綱
感染症（新型コロナウィルス感染症）実施計画書
常～感染症予防事業の実施要綱
健康増進事業前年度実績集計票
健康増進事業補助金
常～地域健康増進促進事業要綱
非常用自家発電装置等整備事業
非常用自家発電装置等整備事業通知

食育推進活動支援事業費

補助金
食育推進（補助金）

自殺対策強化事業補助金実績報告
自殺対策強化事業補助金申請
受動喫煙防止対策実績報告
受動喫煙防止対策申請
受動喫煙防止対策事業通知
受動喫煙防止対策実施計画書
小児初期救急医療事業補助（通知）
小児初期救急平日夜間診療事業補助金申請
小児初期救急平日夜間診療事業補助金実績報告

医療施設等災害復旧費補

助金
通知・調査

保健所実習（厚生労働省職員）

常～協定書等

常～健康危機管理連絡会（保存資料）

常～目黒区医師会　名簿

食品衛生関係不利益処分（１０月～３月）

食品衛生関係不利益処分（４月～９月）

保健所あんない作成

常～健康づくり基本方針策定資料

常～目黒区薬剤師会

医療安全連絡会

各種通知

保健衛生事務事業に係る定期報告

健康危機管理連絡会（庶務）

常～緊急医療救護所整備

災害拠点病院、災害拠点連携病院等

地域災害医療連携会議（二次医療圏）

常～災害時活動ガイドライン（東京都）

常～災害医療コーディネーター委嘱

常～目黒区災害情報システムマニュアル

災害時における医薬品等の備蓄

区の災害医療体制

常～緊急医療救護所備品資料

災害拠点病院等の防災訓練

広域災害救急医療情報システム（EMIS）訓練

病院防災訓練

(病院名)災害訓練

医師会災害時医療訓練
常～地域保健協議会運営要領
常～地域保健協議会委員名簿
常～委員の表彰受賞資料
常～付属機関の沿革
常～公募委員選考
常～委員改選
常～付属機関等の構成員の選出方法・報酬基準
常～任期中の解嘱・委嘱
委員改選に伴う事務

自殺対策強化事業補助金

受動喫煙防止対策

災害時医療訓練

補助金

地域保健協議会 地域保健協議会全般

委員の委嘱と解職

保健所全般 保健所庶務

災害時医療 災害時医療体制整備

歳出管理

国土強靭化緊急対策

保健衛生関係負担（補

助）金

医療保健政策区市町村包

括補助事業

感染症予防事業費等国庫

負担（補助）金

健康増進事業補助金

財務会計

健康推進課

決算・監査

小児初期救急平日夜間診

療事業補助金
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
委員報酬支出
会議公開連絡票等
会議録
開催通知・各種連絡
出欠表・傍聴申込表
地域保健協議会資料（第１回）

保健行政共通 常～保健衛生事業に関する賠償責任保険
出版承認（都・区とりまとめ事務）
東京都著作物の使用承認
共同印刷
共同印刷（都・区とりまとめ事務）
衛生統計歳入･実績報告
衛生統計通知
衛生統計調査回答
国民生活基礎調査　調査結果
国民生活基礎調査　実施起案
国民生活基礎調査　調査員報酬
国民生活基礎調査　調査票送付
国民生活基礎調査　通知
社会保障・人口問題基本調査
常～統計調査員手当に係る所得税の取扱い
国民生活基礎調査　実施資料
常～人口動態統計年報（確定数）東京都福祉保健局
常～人口動態統計
疑義照会
常～死亡診断書記入マニュアル
調査票保健所送付票
調査票区市町村送付票
人口動態通知・調査
人口動態総覧
人口動態月報
調査票情報の利用申出・実績報告
常～人口動態調査オンライン報告システム
死亡小票オフライン（１月～１２月）
出生小票オフライン（１月～１２月）
届出一時保管
死産届（目黒区内）
死産届（目黒区外）
死亡原因一覧表
死産原因一覧表
出生一覧
休日当番医療情報入力
八雲休日診療所及び休日調剤薬局
八雲休日調剤薬局におけるフレッツ光利用料の支出
常～救急医療通知
休日診療・救急医療関連通知等
常～心電計保守点検
常～連絡通報受理業務
常～休日・準夜調剤事業誤調剤事故
八雲休日調剤薬局におけるプロバイダー料金支出
休日準夜診療事業等実施に伴う委託
休日診療事業実績報告
常～休日診療小児実績　⑳～
区民キャンパス施設運営協議会
常～駐車場利用（めぐろ区民キャンパス休日診療）
平日夜間小児初期救急診療事業運営協議会
小児初期救急診療普及啓発
小児初期救急診療事業実績報告
初期救急医療体制調査（東京都）
歯科通知
歯科調査回答
継～歯科診療所カルテ様式
常～障害者歯科要綱
障害者歯科診療事業報告
常～レセプトコンピュータ借上・保守委託
常～歯科用ユニット借上
常～障害者歯科診療の見直し
常～目黒区障害者歯科診療所の運営に関する要綱
会議室利用（障害者歯科）
施設点検チェックシート(八雲）
継～あいアイ館歯科検討会
継～歯科事業経費算定
継～歯科診療所開設資料

保健事業推進 保健事業推進全般 地域・職域連携推進

地域保健医療福祉 地域保健医療福祉全般 常～地域・職域連携推進

地域保健医療対策 地域保健医療対策全般 地域保健医療調査・回答
自殺対策講演会
自殺対策支援センター
常～自殺対策基本法関係書類
常～自殺対策資料
常～東京都地域自殺対策緊急強化事業
自殺対策関連調査
自殺対策キャンペーン
目黒区自殺対策計画
健康推進部内自殺対策連絡会
自殺総合対策庁内検討会

歯科保健全般

衛生統計 衛生統計全般

衛生統計調査

統計資料（人口動態）

人口動態 人口動態全般

人口動態小票

人口動態死産届

人口動態一覧

障害者歯科

自殺対策 自殺対策全般

初期救急医療 休日診療事業

あいアイ館

小児初期救急医療

歯科保健

地域保健協議会

会議開催

保健衛生運営
共同印刷

健康推進課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
職員ゲートキーパー研修
目黒区自殺対策推進会議
在宅療養推進資料
東京都通知
KDBシステムデータの活用

難病事業担当者会 継～難病担当者会資料
継～難病患者居宅生活支援事業（国･都･区）
継～在宅難病患者訪問診療事業（都・医師会）
継～臓器移植対策法令等
腎臓移植組織適合性検査費助成事業
臓器移植対策通知
継～公的骨髄バンクを支援する会
継～骨髄移植対策(骨髄バンク）
継～骨髄提供希望者登録推進事業
継～臓器移植対策資料（国･啓発カード等）
骨髄バンク通知
献血事業通知等
常～臓器移植対策通知
骨髄バンク等ニュース

訪問看護全般 訪問看護　調査・回答
継～訪問看護事業者指定を受ける者(法令）
継～訪問看護ステーション法令
継～訪問看護ステーション開設手続資料
継～訪問看護ステーション会計経理法令
継～訪問看護ステーション療養費
目黒区介護事業者連絡会名簿登録用紙
全般
定例会
研修会
常～ウォーキングマップ作成資料
健康増進普及月間
常～ウォーキングマップ作成

健康日本２１ 常～東京都健康推進プラン２１

健康づくり基本方針 常～健康づくり基本方針策定資料
健康めぐろ２１関連事業実績・予算調査（平成２８～３７年度）
継～健康都市宣言シンボルマーク
継～健康めぐろ２１(実践ガイド版）
継～健康めぐろ２１(計画版）
健康寿命
常～健康づくり実践ガイド　５刷（冊子）
常～健康づくり実践ガイド　普及啓発
健康づくり調査　実施結果・報告書
健康づくり調査　検討資料
健康づくり調査報告書　校正原稿
健康づくり調査実施
健康づくり調査対象者抽出
健康づくり調査調査票送付
健康づくり調査票回収集計
健康づくり調査票作成
健康づくり調査票翻訳
健康づくり調査実施委託
予算計上時（平成２０年度）資料
運動指導士等打合せ
紙面デザイン検討資料
医学的根拠資料
坂・コース計測資料
他課出版資料
１入校原稿「坂道ウォーキングのすすめ」
２初校「坂道ウォーキングのすすめ」
３２校「坂道ウォーキングのすすめ」
４３校「坂道ウォーキングのすすめ」
５４校「坂道ウォーキングのすすめ」
発行起案「坂道ウォーキングのすすめ」
ポスター資料「坂道ウォーキングのすすめ」
業者作成デザイン案「坂道ウォーキングのすすめ」
第５版「坂道ウォーキングのすすめ」
第２版「坂道ウォーキングのすすめ」
第３版「坂道ウォーキングのすすめ」
第４版「坂道ウォーキングのすすめ」
ＰＲ資料
購入者からの情報提供
配付関連資料
頒布収納事務マニュアル
売却契約書・受領証・報告書
歳入調定起案
収入報告
収納金日報（１０月～３月）
収納金日報（４月～９月）
取材関連
納付書
領収書（控）
保育園児写真撮影
食育レシピ本実施起案
めぐろッチイラスト画像
栄養計算
料理撮影データ

健康づくり推進

健康めぐろ２１

健康づくり実践ガイド

頒布

全般

作成資料

自殺対策 自殺対策全般

在宅療養推進 在宅療養推進

難病対策
難病患者事業

臓器移植･献血

訪問看護
訪問看護ステーション

訪問看護連絡会

健康推進課

印刷資料

健康づくりガイドブック

健康づくりガイドブック

２（食育レシピ本）

健康づくり調査

健康づくり

作成資料
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
第３刷
初校原稿
第４刷
第４校校正・色校正１
第３校校正
第２刷
第２校校正
色校正２・確定版
初校校正２
初校校正１
ポスター・チラシの作成・配布
その他普及啓発
取材関連
売却契約書・受領証・報告書
配付関連資料
郵送請求
領収書（控）
常～健康づくりに関する情報
健康づくり情報（国保資料）

健康大学事業計画 健康大学実施起案・歳入調定
配布資料（第３回）
配布資料（第４回）
配布資料（第１回）
講師打ち合わせ（第６回）
講師打ち合わせ（第５回）
講師打ち合わせ（第４回）
講師打ち合わせ（第３回）
講師打ち合わせ（第２回）
講師打ち合わせ（第１回）
広報原稿・チラシ・ポスター
教養講座報告書・アンケート
教養講座受付簿
教養講座起案・実施計画
配布資料（第５回）
配布資料（第２回）
常～マイクロＣＯモニター保守
禁煙外来一覧
常～ＣＯＰＤ
常～受動喫煙防止対策
常～たばこ対策事業の実施要綱
受動喫煙防止・禁煙支援（他事業参加）
常～たばこに関する調査報告書
常～たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約
常～タバコ相談対応
常～禁煙サポート資料
常～禁煙週間
常～喫煙可能室設置施設届出書
たばこ・禁煙対策等に関する調査・資料
常～目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例
常～未成年者の喫煙問題
常～たばこグッドマナー店登録抹消
常～たばこグッドマナー店登録申込書
常～たばこグッドマナー店登録変更
常～事業所たばこ対策実施
常～飲食店の受動喫煙防止
常～区立施設等の受動喫煙対策（他区）
常～他区受動喫煙防止ガイドライン等
目黒区保健師業務連絡会報告書
特別区保健師業務連絡会
保健師係長会
常～目黒区保健師業務連絡会要領
常～厚生労働省保健指導室メーリングリスト運営要綱
東京都・特別区保健師会・全国保健師長会
常～保健師業務年報報告書
常～保健師活動領域調査
常～保健師業務年報要領
研修依頼・回答
保健師人材育成計画
常～健康教育実施資料
常～保健相談
常～国保機器使用法
常～保健師関連通知、報告書
学生実習
常～大規模災害時における目黒区保健師活動マニュアル作成検討会
保健師等派遣について
常～災害対策資料
公害保健　健康相談
常～行政栄養士関連通知・資料
その他からの通知
栄養士学生実習（今年度）
栄養士学生実習（次年度）
栄養指導　調査・回答
介護予防事業
管理栄養士国家試験
厚生労働省からの通知
東京都からの通知

保健指導 保健師会

定期報告

保健師研修

保健指導事業用

災害対策

タバコ対策 タバコ対策全般

事業所タバコ対策

区施設の受動喫煙防止対

策

栄養指導 栄養全般

健康づくり普及･啓発緑 情報、教材・情報紙誌

健康大学
教養講座

印刷資料

普及啓発

頒布

健康推進課

健康づくりガイドブック

２（食育レシピ本）
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～栄養（健康増進）事業報告作成要領
栄養（健康増進）事業報告
保健栄養事業計画
その他会議
常～都道府県等栄養施策担当者会議
食環境整備事業連絡会
目黒区保健所栄養士連絡会
特別区栄養指導業務連絡会
常～災害時における栄養・食生活支援活動マニュアル
災害時巡回栄養相談チーム育成講座
常～災害対策　資料

栄養指導事業 常～日本人の食事摂取基準
食育推進　調査・回答
食育推進　通知
常～食育推進連絡会
「食育月間」等の取組
食育推進事業
常～食育関連リーフレット（特別区）
常～食育情報
常～めぐろいきいき食育通信
常～健康づくり協力店　登録状況
常～事業情報（特別区）

店舗情報 常～店舗情報
表示に関する研修通知・研修資料
表示に関する通知・調査
常～食品表示相談記録
健康増進法第３１条第１項の規定に基づいて指導を行った事例の報告
常～表示不適切に関する指導
常～その他通知
常～機能性表示食品の届出等に関するガイドラインについて
常～食品表示基準
常～食品表示基準Ｑ＆Ａ
常～食品表示法の執行について（マニュアル等）
常～事業者向け普及啓発

健康増進法（誇大表示） 常～健康増進法第３１条第１項違反事件関係事務処理要綱
常～特定保健食品の表示に関するQ＆Aについて
常～特定保健用食品に関する通知
常～特定保健用食品の表示許可等について
常～特別用途食品の表示許可等について
常～特別用途食品　品質管理等の定期的な報告について
常～栄養表示についての冊子・パンフレット
食品表示関連冊子購入
国民健康・栄養調査　結果の概要・報告書
国民健康・栄養調査　研修資料
国民健康・栄養調査　委託費
国民健康・栄養調査　通知
東京都民の健康・栄養状況

イベント全般 常～国保連健康関連機器申請

スポーツまつり スポーツまつり
厚生中央病院　地域健康フェスティバル
厚生中央病院　夏休みこどもワークショップ

子育て交流ひろば 子育て交流ひろば
部長会
使用済みトナーカートリッジ回収依頼書一式
日々連携記録整理簿
継～備品等取扱説明書
公印印影印刷
公共料金基金自動振替処理
目的外利用
調査回答（成人保健）
調査回答
継～災害時保健医療救護活動マニュアル
継～健康危機管理マニュアル
ホームページ公開申請
広報めぐろ掲載依頼
町会回覧・ポスター掲示・チラシ配布
区民の声（成人保健）
情報資産持出管理簿
健（検）診システム作業完了報告書
継～個人情報審議会
継～住記端末設置とシステム導入
継～目的外使用
保健所システムサーバーコンソール端末利用簿
常～電子申請更新処理
常～論理構成図（保健所システム）
常～保健所システム構築
継～各団体予算要望
常～各団体予算要望
健（検）診システム委託 
継～保健事業委託契約覚書（医師会）
作業完了届

成人老人保健対策全般 常～第３ブロックがん検診情報交換会
継～肺がん検診（区内医療機関）実施要綱
継～肺がん検診（結核予防会）実施要綱
継～生活習慣改善指導推進事業実施要領

健康・栄養調査 国民健康・栄養調査

イベント参加

厚生中央病院

成人保健係庶務 成人保健係庶務全般

調査回答

安全管理

広報

電算処理

保健対策財務 予算

委託契約

成老保健共通
保健事業要綱・要領

食品表示法

特定保健用食品

特別用途食品

栄養表示資料

食育推進 食育推進全般

食育事業

食育推進資料

健康づくり協力店 事業推進

栄養表示 栄養表示全般

栄養表示指導

栄養指導

定期報告

会議等

災害対策

健康推進課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～生活習慣改善指導推進事業実施要綱
継～肝臓がん検診実施要綱
継～４０歳以上健康診査実施要綱
常～目黒区肺がん検診実施要綱
常～目黒区胃がん検診実施要綱
常～目黒区乳がん検診実施要綱
継～胃がん・大腸がん検診センター実施要綱
継～子宮がん検診センター実施要綱
常～補助金（健康増進事業）
補助金交付申請・交付決定通知書
常～補助金（包括補助事業）
常～補助金（感染症予防対策事業）
補助金実績報告
補助金申請・調査・回答
継～健康手帳の一斉発送の廃止について
健康手帳交付集計
継～健康手帳原稿
健（検）診実施概要

常～　申出による「発行停止」者
常～東日本大震災により被災した被保険者等に係る特定健康診査等受診
常～健（検）診等資料
医療機関名簿作成調査
健康管理通知表
常～特定健診等連絡会資料
常～医療機関概要届
健(検)診随時・再発行受付票
受診票契約・校正資料
受診票等送付
継～各種健（検）診単価
継～受診券送付停止者リスト

継～標準的な健診・保健指導プログラム、特定健診・保健指導の円滑な実施に向け

た手引き
常～健康診査の相互乗り入れ
一斉送付（遡及）について
特定健診・がん検診封入封緘委託
テストデータ作成資料
本番データ作成資料
実施説明会資料
説明会開催通知
特定健康診査バッチエラーリスト
特定保健指導の推進（生活保護受給者）
実施起案（特定健康診査）
特定健康診査支払リスト
特定健康診査受診票済分
常～特定健康診査資料（通知等含む）
肝炎ウイルス検診精密追跡調査
肝炎ウイルス検診電算打出集計リスト
肝炎ウイルス検診実施起案
常～ウイルス性肝炎重症化予防推進事業資料
肝炎ウイルス検診エラーチェックリスト
継～肝炎ウイルス検診資料
肝炎ウイルス検診受診票済分
常～ウイルス性肝炎重症化予防推進事業フォローアップ参加同意書
成人歯科健診エラーリスト
成人歯科健康診査起案
成人歯科精検追跡調査
成人歯科健診集計リスト
成人歯科受診票済分
眼科検診実施起案
眼科検診集計リスト
眼科検診受診票済分
眼科検診エラーリスト
がん検診通知
初診料調整
継～がん検診国通知
常～東京都通知（がん検診における精度管理と事業評価）
がん検診精度管理評価事業
がん検診精度管理事業記録
がん検診精度管理委託実施起案
大腸がん検診エラー・チェックリスト　前期
大腸がん検診エラー・チェックリスト　中期
大腸がん検診エラー・チェックリスト　後期
大腸がん検診支払い集計リスト
大腸がん検診受診票済分
大腸がん検診精密検査の追跡
大腸がん検診の実施について
継～肺がん検診実施結果（精密検査）
継～肺がん検診（区内医療機関）実施結果
継～肺がん検診（区内医療機関）資料
肺がん検診電算エラーリスト
肺がん検診の実施について
肺がん検診要精密者追跡調査
肺がん検診事業における備品貸与に伴う確認書の交換
肺がん検診（区内）受診票済分
肺がん検診委託料請求書控

がん検診共通 がん検診資料

精度管理

がん検診 大腸がん検診

肺がん検診（区内）

成老保健事業 健康手帳

健康診査 健康診査全般

受診券一斉送付

健診事務説明会

特定健康診査

肝炎ウイルス検診

成人歯科健康診査

眼科検診

成老保健共通
保健事業要綱・要領

都がん要綱

補助金（負担金）事務資

料

健康推進課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～肺がん検診の運用見直しについて

肺がん検診（予防会） 継～肺がん検診（予防会）実施結果
常～胃がん検診検討資料
常～胃がん検診資料
障害者胃がん検診実施起案
継～胃がん検診資料（他区）
継～胃がん検診検討会
継～６１歳以上胃がん検診実施結果
継～６１歳以上胃がん検診資料
５０歳以上胃がん検診実施起案
５０歳以上胃がん検診精密追跡調査
胃がん検診受診票済分
５０歳以上胃がん結果通知（Ⅳ期）
５０歳以上胃がん結果通知（Ⅲ期）
５０歳以上胃がん結果通知（Ⅱ期）
５０歳以上胃がん結果通知（Ⅰ期）
５０歳以上胃がん検診データ提供
胃がんリスク検診精密追跡調査(精検未受診勧奨含む）
胃がんリスク検査実施起案
胃がんリスク検査受診票済分
胃がんリスク検査　請求関係
胃がんリスク検査エラーチェックリスト（全期）
常～胃がんハイリスク検診資料
個別勧奨について
子宮がん検診受診票済分
子宮がん検診精密検査の追跡調査
子宮がん検診の実施について
子宮がん検診集計リスト
子宮がん検診エラー・チェックリスト　中期
子宮がん検診エラー・チェックリスト　前期
子宮がん検診エラー・チェックリスト　後期
継～乳がん検診地域割
継～乳がん検診結果集計
乳がん調査回答
継～東京都マンモグラフィ緊急整備事業実施要綱・補助金交付要綱
継～乳がん検診における確認事項
乳がん検診申請受付票
マンモグラフィ講習会
乳がん検診の実施について
乳がん精密検査結果報告書
乳がん検診精密追跡調査
乳がん検診受診票済分
継～乳がん検診お知らせ不要リスト
継～マンモグラフィ検査導入資料
継～マンモグラフィ検査資料(医療機関)
常～乳がん検診資料（高濃度乳房等）
常～乳がん検診参考資料

乳がん検診支払い 継～乳がん検診単価表
精度管理委員報酬支払台帳
乳がん検診精度管理委員会経費
乳がん検診精度管理委員会
継～事業評価による点検表（検診実施機関用）
がん検診推進事業実施（封入封緘委託）
がん検診推進事業乳がん検診無料クーポン券再勧奨委託
がん検診推進無料クーポン・検診手帳送付
公印印影印刷
部概要原稿
庁内通知・調査

手引・通達(目黒区） 常～目黒区新型インフルエンザ等対策行動計画
常～住民記録システムマニュアル
情報システム通知・調査
イントラＰＣ運用協議
ホームページ更新
常～ウイルス対策
常～個人情報の目的外利用
常～個人情報業務
常～申請に対する処分の審査基準等(目黒区）
常～異議申し立て等に関する教示（目黒区）
常～保健医療福祉計画改定（平成２７～３１年度）
常～行革等調査回答
継～保健師業務のあり方
継～保健師産休代替職員
非常勤職員更新手続き
常～健康推進部健康推進課専務的非常勤職員取扱要領
常～非常勤職員　職の設置申請
常～禁煙外来治療費助成実施要綱
広報・チラシ・ポスター　掲載
禁煙外来協力依頼
アンケート
登録台帳
個人情報業務開始届出
常～禁煙外来資料
申請書兼請求書
助成金交付申請及び支払い
助成金交付事業登録及び審査
電子申請開始届出

公害保健係共通 公害保健係全般

電子情報管理

文書管理

審査基準等・教示

調査回答

臨時職員

非常勤職員

がん検診

肺がん検診（区内）

胃がん検診

胃がんリスク検査

女性がん検診 子宮がん検診

乳がん検診

乳がん検診資料

乳がん精度管理

がん検診推進事業（クー

ポン・手帳）

禁煙外来 禁煙外来全般

健康推進課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～情報化推進委員会・情報公開・個人情報審議会
常～高齢の被認定者に対する公害医療実態に関するアンケート
郵便切手交付申請書
常～公害健康被害補償・予防関係法令集（ＣＤ）
常～情報開示の考え方
医学的検査結果の情報提供
常～大気汚染測定運動実行委員会調査報告
常～届出・請求に係る添付資料の手数料減免
常～公害補償調査結果(他自治体調査）
常～大気汚染健康影響調査
常～環境庁感謝状
常～環境庁表彰
常～区政功労表彰
表彰・感謝状（該当者なし）

陳情・議会・報道 常～東京公害患者と家族の会からの陳情等
常～公健法に係る処理基準・通達
常～　公害健康被害・予防関係法令集原稿
常～　行政手続法の実施に係る公健法の運用
継～記載事項証明申請書
常～目黒区診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱
常～公害補償要綱
継～公害保健療養用具支給
継～組織規則・保健所処務規程改正
常～質疑応答集・判断困難事例集（改編）
継～医学的検査未実施者の取扱いに関する調査
継～未支給の補償給付に係る請求権の可否
継～不服審査
継～判断困難事例研究班会議
継～認定審査会において疑義が生じた症例の照会
継～認定患者死亡に伴う手続き
継～診療報酬再審査請求事例
継～審査判断資料
継～審査請求裁決事例
継～公害健康被害の補償に関する法律応答集・事例集
公害保健事務事業担当者連絡会
常～公害補償地域(大気系）連絡協議会資料
常～公害保健福祉事業検討会
常～大気汚染公害認定研究会
継～公害補償地域（大気系）連絡協議会運営方法
常～公健法担当課長会
公害補償地域(大気系）連絡協議会
継～東京大気汚染公害訴訟
常～債権差押命令に係る陳述書の提出
常～東京大気汚染公害訴訟関連報道記事
継～仮差押決定に係る陳情書の提出
継～公害診療報酬不法請求返還
継～公害診療報酬不法請求連絡会
継～裁判所文書提出命令の返却文書
常～Ｒ３　システム予算要求
常～管理運用基準及びセキュリティ実施手順
常～大気自己負担制度導入システム改修
常～公害補償システム　保守体制図
常～公害補償システム　契約書・仕様書
業者打ち合わせ議事録
常～消費税改正・医学的検査変更に伴う改修
継～公害補償システム導入に係る各課との事務処理
継～支払金所属MT(FD)事務手続き
常～Ｈ１９公害補償システム委託業者選定資料
常～元号改正に伴う改修
常～Ｈ２９システム入れ替え検討資料
公害補償システム保守作業報告書
東京都
市区町村
国保連
環境保全再生機構
環境省
市区町村
環境省
東京都
国保連
環境保全再生機構
常～認定審査会用ブルーファイルの原稿
常～各審査会委員名簿
常～公害健康被害認定審査会委員委嘱
諮問機関の委員報酬協議
常～公害審査会新任委員説明資料
常～診療報酬審査会委員委嘱
常～大気汚染障害者認定審査会委員委嘱
常～環境省指導監査簿
（常）事務指導監査資料用作成資料
常　環境省指導監査
常～健康被害予防事業指導調査
常～納付業務指導調査
常～　環境再生保全機構納付業務指導調査
公害補償疾病年齢別統計
環境省業務統計

通知

手引・通達（国・都）

要綱・規程

審査判断事例

公害補償担当課会等

訴訟・裁判

公害補償電算処理

調査・回答

審査会委員共通

公害補償指導監査 環境省指導監査

機構指導調査

公害補償統計 公害補償統計

公害補償共通 公害補償全般

区政功労・環境省感謝状

禁煙外来 禁煙外来全般

健康推進課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～大阪市認定状況照会
常～公害補償事業実績統計
常～環境省業務報告資料
福祉保健局認定状況
事務費交付金変更交付申請
事務費交付金請求･歳入調定
事務費交付金実績報告（前年度分）
事務費交付金交付申請
事務費交付金確定通知及び返納（前年度分）
常～事務費交付金交付要綱改正通知
事務費交付金関係資料　隋
公害補償納付金
継～補償給付納付金納付要綱・要領
公害補償納付金納付申請
公害補償納付金変更納付申請
補償給付費納付金精算
公害補償納付金通知
公害補償納付金実績報告
医学的検査（依頼）
公害補償期限到来通知
認定　予算資料
認定　調査・統計資料
更新・見直し通知発送
公害認定患者個別データ住民記録照合
申請・認定数移動表（平成元年～平成２３年分）
死亡時　医師診断報告書（依頼）
主治医診断報告書（依頼）
レントゲン・切手　返却
常～認定事務処理　資料
常～認定事務処理マニュアル
継～死亡者処理状況
継～公害補償被認定者個人ファイル
継～公害補償失権事由別台帳
公害補償失権者月別・理由別リスト
失権者個人ファイル
公害補償医学的検査受診者名簿
公害補償更新申請
当月審査分申請書

公害補償障害程度の見直 公害補償主治医届

公害補償諮問・答申書 公害補償諮問・答申書

公害認定審査会会議録 公害補償認定審査会会議録
公害健康被害認定審査会に係る事務処理
認定審査会（委員報酬）
認定審査会（開催）
常～公害認定審査会委員報酬口座振替依頼書
常～公害健康被害認定審査会の運営について
被認定者転入
被認定者転出
文書料請求
主治医診断書報告書料請求
医学的検査実績表
医学的検査　委託契約資料
文書料扶助料請求書
文書料扶助料の支出
常～医学的検査委任状
主治医診断報告書請求書
主治医診断書報告書料の支出
公害診療報酬等口座振替依頼書（５年間レセプト請求無し）
医学的検査料の支出
医学的検査料の内訳
常～医学的検査料内訳一覧表
遺族補償費受給者現況調査
未支給の補償給付支出
常～未支給給付金未請求分
遺族補償費一時金・葬祭料
遺族補償費に関する調査
常～遺族補償費・遺族補償一時金　資料
継～遺族補償費支給者個人ファイル
継～遺族補償費受給者名簿
遺族・障害補償費支出
補償給付額改定通知
給付費支出統計
常～療養手当てに関するアンケート
療養手当支出
常～レセプト点検業務委託
常～肺炎球菌ワクチン関連通知
常～補償給付額の改定
継～公害診療報酬審査に係る薬剤・検査等一覧
レセプト点検業務完了報告書
継～医療費支払マニュアル
継～公害健康被害の算定に係る質疑応答
常～診療報酬等に関するアンケート
診療報酬審査会（開催）
診療報酬審査会（委員報酬）
常～公害診療報酬審査会の運営について

公害診療報酬審査会 医療費全般

公害診療報酬審査会委員

公害補償納付金

公害補償認定 公害補償認定全般

公害補償台帳・名簿・リ

スト

公害補償更新申請

公害認定審査会委員

公害補償転出・転入

公害補償委託料・文書料 公害補償支出

公害補償医学的検査料内

訳
公害補償給付金 公害補償給付金全般

公害遺族・障害補償費

公害補償療養手当

公害補償交付金・納付金 事務費交付金

公害補償統計 公害補償統計

健康推進課



 令和元年度 行政情報目録 （健康福祉部・福祉事務所・保健所 健康推進課）

12／13

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～公害認定審査会委員報酬口座振替依頼書
公害診療報酬審査会会議録
公害診療報酬審査会諮問・答申
公害健康被害補償診療報酬審査会の諮問・答申・決定に関する事務処理
増減通知書
公害診療報酬等決定通知書
通知書補足文書
常～レセプト返戻分
常～公害医療機関辞退届
常～公害医療機関辞退届の取下げ書

医療機関届出受理通知 常～在宅療養支援医療機関
常～調剤薬局
常～医療機関

療養費 常～療養費払（肺炎球菌含む）
医療費レセプト（キャビネット保管）
レセプト入力チェックリスト（公害）
振込明細一覧表
常～誤払い診療報酬の返還納入
公害診療報酬支出
公害診療報酬支出起案
常～　公害診療報酬(過年度分）の返還納入
公害診療報酬請求書
公害訪問看護報酬請求書

公害調剤報酬請求書 調剤診療報酬請求
レセプト交換会　他区分コピー
レセプト交換会総括票
審査会前レセプト返却分
非公害医療機関に係る療養費等の取扱いに関する委託契約
非公害支出起案
レセプト入力チェックリスト
国保連あて入力票
常～求償事務マニュアル
常～福障求償
常～前期高齢者　指定公費の取扱い

求償振込 常～保険給付費求償金口座振替依頼書

求償金額の送付 求償金額の送付
求償支出（口座振替振込明細書）
求償支出（納付書）
求償起案（口座振替）
継～予防事業機能訓練事業事例
福祉・予防事業需用費等実績内訳
公害保健事務事業担当者連絡会
継～理学療法士派遣依頼の考え方
常～福祉予防事業実施調査（東京都）
常～　助成事業ヒアリング調査
常～　環境再生保全機構共催「ぜん息予防講演会」平成２３年度
常～福祉予防事業調査
常～予防事業助成金交付要綱・概要
常　福祉予防合同事業
福祉予防合同事業（機構アンケート）
福祉予防合同事業（実施）
福祉予防合同事業（支出）
福祉予防合同事業（通知）
常～保健師業務年報　公害補償
常～　研修資料等
常～　家庭療養指導
目黒区保健師業務連絡会報告書
公害福祉事業納付金請求
公害福祉事業納付金返納金
常～公害福祉事業費納付金納付要綱
公害福祉事業納付金実績報告
常～納付業務システム資料
公害保健福祉事業納付金　申請（機構）
公害保健福祉事業　承認申請（国）
継～呼吸器リハビリ実施要領
呼吸器リハビリ実施
呼吸器リハビリ支出
常～インフルエンザ予防接種の費用助成に関する事業実施要綱
インフルエンザ予防接種費用請求書（写）
インフルエンザ予防接種費用助成支出
インフルエンザ予防接種費用助成実施
常　ＥＲＣＡ予防事業人材バンク登録者
ソフト３事業アンケート
研修
環境再生保全機構通知
予防事業助成金交付要望書（次年度分）
予防事業助成金完了報告
予防事業助成金変更交付申請
通知
継～公健協会発行物一覧
継～公健協会予防事業案内
継～予防事業助成金申請システム操作マニュアル
予防事業助成金交付申請
常～予防事業助成金交付要綱・概要
常～合同事業
予防事業執行状況

予防事業 予防事業全般

予防事業助成金

公害補償非公害 レセプト交換会入力票

非公害支出

国保連入力票

公害補償求償 公害補償求償全般

求償支出

福祉予防事業共通 福祉予防事業全般

福祉予防合同事業

保健師

福祉事業 福祉事業納付金

健康教室・呼吸器リハビ

リ

インフルエンザ予防接種

費用助成

公害診療報酬審査会

公害診療報酬審査会委員

公害診療報酬審査会諮

問・答申・会議録

公害診療報酬決定通知書

辞退・辞退取り下げ届

口座振替依頼書

公害診療報酬支出

公害診療報酬請求書

健康推進課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
予防事業助成金確定通知、交付請求（前年度分）
大人の健康教室実施・支出
子どもの健康教室実施・支出

アレルギー健診 継～アレルギー健診資料
継～健康相談実施マニュアル
健康相談受付表・相談票
健康相談　ソフト３事業質問表
健康相談紹介状
健康相談事業実施・支出
常～石綿による健康被害の救済に関する申請

常～石綿による指定疾病に係る医学的判定に関する考え方等の改正について
常～アスベスト申請事務
常～石綿健康被害救済給付業務委託契約
石綿健康被害救済制度説明会資料
東京都への報告
石綿健康被害救済給付制度通知等
石綿健康被害

常～特別弔慰金等に係る制度の周知事業

常～特別遺族弔慰金等に係る制度の周知事業
常～石綿健康被害救済給付制度
常～石綿健康被害救済給付マニュアル
常～大気汚染医療費助成制度事務マニュアル
大気汚染条例福祉保健局通知
大気全般
継～大気汚染条例・施行規則・実施細目
常～大気汚染条例事例・各種手引
大気汚染条例更新該当者リスト
常～大気汚染条例・施行規則・実施細目（改正）
常～大気汚染医療費助成制度に伴う臨時交付金
大気汚染条例他市区町村通知
大気汚染条例重要文書送付決定書
医療費助成被認定者索引簿
医療券有効期間満了通知
常～大気汚染に係る認定申請資料（住民票）の取扱いについて
常～制度改正全般
常～大気汚染医療費助成制度改正資料
常～大気受給者番号付番・登録リスト
大気汚染条例新規申請書
大気汚染医療費助成受付台帳
大気汚染条例更新申請書
大気汚染条例諮問・答申書
大気汚染条例審査会会議録
審査会審査申請書類
大気汚染障害者認定審査会に係る事務処理
常～大気審査会委員報酬口座振替依頼書
常～大気汚染障害者認定審査会新任委員説明資料
常～大気汚染障害者認定審査会の運営について
大気汚染認定審査会(委員報酬）
大気汚染認定審査会（開催）
失権者
常～　０～　（転入・目黒地区・碑文谷地区）（受給者番号）

予防事業

予防事業助成金

健康教室

健康相談

石綿被害補償 石綿健康被害

大気汚染条例認定 大気汚染条例認定全般

大気汚染条例申請

大気汚染条例諮問・答

申・会議録

大気認定審査会委員

大気汚染条例ビジブル

健康推進課


