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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
計画 保健医療福祉計画

区報等掲載原稿
ホームページ設置（新規・更新）
区民の声
情報化推進委員会、情報公開・個人情報保護審議会
常～個人情報業務の開始・変更・廃止届
継～個人情報保護条例の解釈・運用基準
継～個人情報業務の開始・変更・廃止届
継～情報公開事務の手引
常～課での取扱い
継～会議の取扱い
開示請求
常～電磁的記録媒体保管管理簿
常～外部記録媒体・セキュリティソフトアップデート取扱い
常～イントラネット用パソコンの運用に関する協議・届出
係長会資料（８月・９月）
係長会資料（６月・７月）
係長会資料（１２月・１月）
係長会資料（２月・３月）
係長会資料（１０月・１１月）
係長会資料（４月・５月）
情報課通知・調査
広報課・区民の声課通知・調査
企画経営部（情報課・財政課・広報課除く）通知・調査
組織・定数の検討
組織改正・定数
財政課（予算編成除く）通知・調査
常～目黒区区政功労者表彰者名簿
総務部（人事課除く）通知・調査
事故処理
区民生活部・健康福祉部・都市整備部・区議会・教育・選管他通知・調査
区議会通知・調査
共同印刷
監査事務局（監査除く）通知・調査
会計課（決算除く）通知・調査

常～めぐろエコ・プランⅢ
常～町会連合会・町会名簿（住区含む）
常～コロナウイルス対策（健康推進部）
その他団体通知・調査
国・東京都ほか通知・調査

文書全般 特例帳票
常～ファイル基準表（長期保存文書）
常～引継予定表
常～保存箱引継票
継～ファイリングシステムの手引
行政手続法の審査基準
継～行政手続資料
継～目黒区震災復興マニュアル
継～総合庁舎消防計画
継～危険動物の逸走
防災関係訓練
常～目黒区地域防災計画
非常配備態勢
継～災害時医療救護活動マニュアル等（都）
業務継続計画（ＢＣＰ）の見直し検討

緊急防疫活動 常～目黒川・蛇崩川等地図
赤痢集団感染（平成３０年１０月）
新型インフルエンザ等対策
庁用車関係支出命令書
ガソリン購入経費・駐車場利用料金の支出
常～ドライブレコーダー
常～庁用車スペアキィ（日産ＮＶ－１００）
庁用車関係支出起案
庁用車全般（バイク・自転車含む）
常～庁用車車検証
庁用車交通規制除外申請
貸出車使用申込書
庁用車運転日誌
常～庁用車交通規制除外標章
人事係通知・調査
継～保健所職員身分証明書資料
常～時間外労働・休日労働に関する協定届（３６協定）（生活衛生課分）
常～保健所職員身分証明書
常～事務引継書
常～会計年度任用職員制度
育児休業申請・承認
給与減額免除申請簿（暦年）
欠勤・遅参・早退届（暦年）
子の看護休暇申請書
出退勤時刻データ修正記録簿
職務専念義務免除申請書
常～子の看護休暇確認票
休暇申請書
飲食届
年次有給休暇簿（非常勤職員）

係長会資料

共通

行政手続

文書

人事・給与・研修等

庁用車

人事全般

服務

非常勤職員

広報・広聴

個人情報保護

情報公開

情報システム

企画経営部

総務部（人事課除く）

区その他の部署（企画経

営部・総務部以外）

国･都･その他の団体

ファイリング

防災 防災全般

保健所防災

健康危機管理

通知・調査等

生活衛生課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
休暇簿、欠勤、遅参、早退（非常勤）
非常勤職員任用・退職
出勤簿
常～年次有給休暇簿（臨時職員）
臨時職員雇用
出勤簿（臨時職員）
旅行命令簿
旅行命令申請詳細書
通勤手当認定簿（異動分）
人事課収受押印済個人番号提供カード専用封筒（法定調書用）
個人番号取得事務管理簿（法定調書用）
個人番号取得事務管理簿（非常勤職員・臨時職員の雇用用）
給与係通知・調査
非常勤職員支給内訳書
賃金報酬支払台帳・支払調書作成台帳
雑給支給内訳書
常～通勤手当認定簿（在職者分）
研修案内（都・国等）
研修案内・通知（区）
健康管理・本庁安全衛生委員会通知・調査
常～派遣研修
福利・互助会通知・調査

会計年度任用職員 会計年度任用職員任用・退職

財務会計全般 会計事務に係る届出及び引継ぎ
予算特別委員会
常～次年度当初予算
予算要望書
常～当該年度当初予算
常～当該年度補正予算
予算編成通知

予算管理 予算流用・執行委任
債権者登録（申請・変更）
予定額増減書
契約依頼・支出負担行為決定書等（環境保健対策）
契約依頼・支出負担行為決定書等（狂犬病予防）
契約依頼・支出負担行為決定書等（食品保健対策）
契約依頼・支出負担行為決定書等（医務薬事衛生事業）
契約依頼・支出負担行為決定書等（ねずみ衛生害虫駆除対策）
契約依頼・支出負担行為決定書等（生活衛生一般管理）
契約依頼・支出負担行為決定書等（動物愛護・カラス対策）
東京都健康安全研究センター検査手数料
白衣クリーニング
常～備品等修理・保守記録
物品処分
備品総括表
継～物品名鑑
継～留守番電話操作説明書
公共料金領収書
常～公用携帯電話
公共料金支出
公共料金課別科目別明細書
公共料金支出起案
継～会計管理室金庫の利用について
収納金収入報告書
継～つり銭留め置き起案
区・寄付金
科目更正
区・都支出金委託金調定
歳入還付
調定収入通知書
つり銭の留め置き運用基準
区・雑入（区政資料複写収入）請求
区・雑入歳入調定
区・使用料歳入調定
区・手数料歳入調定
歳入集計表
現金出納簿
各種証明書等発行起案
事後調定一覧表
収入日計レジレポート
収入日計表
区・保健所手数料食品衛生（１２月～３月）
区・諸収入、雑入（１０月～３月）
区・保健所手数料食品衛生（８月～１１月）
区・保健所手数料薬事衛生
区・保健所手数料診療所開設等
区・保健所手数料食品衛生（４月～７月）
区・保健所手数料証明・閲覧
区・保健所手数料犬登録・狂犬病予防注射
区・保健所手数料環境衛生
区・保健所使用料水質検査
区・諸収入、雑入（４月～９月）
領収書（区保健所手数料）
領収書（区保健所使用料）
領収書（区雑入）
納入済通知書（区保健所手数料）

人事・給与・研修等

歳入管理 歳入全般

収入日計表

会計カード（区）

領収書

納入済通知書

財務会計・予算全般
予算編成

契約管理 契約全般

契約依頼

予算執行全般 予算執行全般

備品管理

公共料金管理

非常勤職員

臨時職員

給与

研修・福利厚生

生活衛生課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
納入済通知書（区保健所使用料）
納入済通知書（区雑入）
納入済通知書（都委託金）
納入済通知書（都衛生手数料）
都・衛生手数料歳入調定
会計カード（都衛生手数料・食品衛生）
会計カード（都衛生手数料・環境衛生等）
会計カード（都衛生手数料・医務、看護師等免許）
都・衛生手数料払込
都・衛生手数料払込通知等
領収書（都衛生手数料）
支出起案
図書追録支出起案等
科目更生・振替命令
清算･戻入命令書
支出命令書
監査通知
決算通知・調査
決算資料
監査資料
常～決特・予特委員会資料（令和元年度）
常～決特・予特委員会資料（２９年度）
常～決特・予特委員会資料（３０年度）
補助金通知
市町村包括補助事業補助金申請及び交付決定
継～保健所符号一覧
目黒区の健康福祉原稿・作成資料
地域保健・健康増進事業報告
衛生行政報告例
継～地域保健･老人保健事業報告質疑応答集
継～保健衛生事務事業に係る都区協定の見直し
継～SARS(重症急性呼吸器症候群）
継～保健所検査業務の整理・見直し
常～衛生教育室・プロジェクター利用受付簿
継～保健所代表電話廃止について（H１９.１０～）
継～総合庁舎３階啓発空間
常～水質設備特定施設設置･変更等届出
継～水質設備特定施設設置･変更等届出
継～水質設備平成１４年度特定施設設置届
常～土地利用状況報告書
動物担当者会議
動物行政検討会
動物・鳥獣通知・調査
常～動物担当者会議資料
常～環境省基本方針・基準等
常～東京都動物愛護推進計画
継～東京都動物愛護条例事務取扱要領
動物愛護週間関係
後援名義使用申請・承認
後援事業実績報告
動物愛護推進員推薦及び活動報告
動物愛護推進員全般
継～動物愛護推進員導入資料･設置要綱
継～ペットの法律相談
継～マイクロチップ
継～動物愛護団体資料
常～他自治体作成啓発印刷物
継～返還犬の予防注射実施要綱
犬猫等の返還申請書
引取り収容動物の公示
犬猫等の捜索･保護受付簿
継～化製場等規定・マニュアル
継～目黒区畜舎資料
狂犬病予防･動物管理関係等四半期報
適正飼養資料・団体資料
動物取扱業者名簿
継～集合住宅における動物飼養
継～身体障害者補助犬法
継～特定外来生物の飼養許可
現場調査台帳（カラス・ハト）
現場調査台帳（犬）
現場調査台帳（猫）

犬の相談 常～犬の相談

猫の相談 常～猫の相談

鳥類の相談 常～鳥類の相談
常～その他動物等の相談
常～動物相談帳（犬・猫・鳥類その他）
ペット防災備蓄在庫表
常～ペット防災の手引き作成
行政財産使用承認について
災害時ペット対策
犬の飼い方セミナー実施
継～犬のしつけ方教室資料
継～飼い主啓発チラシ・ビラ
常～啓発チラシ作成
継～ドッグラン・公園問題

動物相談 動物相談全般

その他動物等の相談

動物災害対策

啓発（犬） 犬の飼い方セミナー

啓発プレート･チラシ等

啓発（犬）資料全般

健康福祉 市町村包括補助事業

統計

健康福祉資料

施設・設備

動物行政 動物行政全般

規定・計画等（国・都）

動物愛護 動物愛護全般

動物愛護推進員

動物愛護資料全般

動物管理 動物の返還・公示

四半期報・化製場

動物管理資料全般

歳入管理

納入済通知書

歳計外管理 都・衛生手数料

歳出管理 支出･清算･戻入命令書等

決算・監査

生活衛生課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～ポイ捨て条例
地区サービス事務所等への通知
物品受領書・物品返納書
常～犬の海外転出
犬の登録事項変更届（区内）
畜犬登録等月計
犬鑑札交付台帳
飼い犬の登録等申請書
犬の死亡・廃犬届（４月～９月）
犬の死亡・廃犬届（１０月～３月）
登録原簿の整理
所在不明返送ハガキ
犬の引き取り
転入犬の旧住所地原簿（東京都　城南ブロック）
継～原簿送付依頼連絡先一覧
転入犬の旧所在地原簿（東京都　その他）
犬の転入届（４月～６月）
犬の転入届（原簿送付依頼）
転入犬の旧所在地原簿（その他　東京都・神奈川県以外）
転入犬の旧所在地原簿（神奈川県）
犬の転入届（１月～３月）
犬の転入届（７月～９月）
犬の転入届（１０月～１２月）
転出原簿送付起案
転出犬の原簿送付（７月～９月）
転出犬の原簿送付（１０月～１２月）
転出犬の原簿送付（１月～３月）
転出犬の原簿送付（４月～６月）
常～注射猶予認定書（継続分）
注射猶予認定書（単年度分）
注射未実施者等督促
定期予防注射結果
定期予防注射実施
常～特別区長会資料全般
常～狂犬病予防週間に関する協定等
常～捜査関係事項照会
咬傷事故
継～飼い犬注意指導書
継～畜犬登録事務情報公開原義
継～咬傷事故マニュアル
継～咬傷事故他告発
畜犬登録等手数料納付書（４月～９月）
畜犬登録等手数料納付書（１０月～３月）
継～畜犬登録等手数料資料
継～犬の登録管理システム導入
常～システム管理運用基準及びセキュリティ実施手順
常～犬の登録管理システム更新
常～狂犬病予防事務取扱要綱
常～狂犬病予防法関連法令改正
継～狂犬病予防法･施行規則等関連資料
継～狂犬病予防事務取扱要綱
継～鑑札・注射済票の改正
常～厚生労働省狂犬病予防会議資料
継～狂犬病予防資料
継～人の狂犬病予防注射資料
継～平成１９年度厚生労働省狂犬病予防会議資料
継～平成１８年度発生狂犬病資料
常～＜団体名＞地域猫対策
継～目黒区猫の適正飼養ガイドライン
継～猫トイレ試験実施
継～飼い主のいない猫との共生プラン
保護用ケージ貸出
常～地域猫活動対策・支援
継～不妊去勢システム検討
飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成事業の実施

猫助成金申請
常～手術実績

常～飼い主のいない猫の不妊･去勢手術助費成事業実施要綱・要領、獣医師会協

定書

啓発(猫） 継～猫の適正飼養行政指導用プレート掲示
継～＜団体名＞
継～＜団体名＞
継～＜団体名＞
常～町会・住区の猫対策活動
常～＜団体名＞
常～＜団体名＞
継～猫団体資料
継～猫の何でも相談室
継～猫の新聞切り抜き・パンフレット

手術報告書 常～手術報告書
カラスの巣撤去事業実施
鳥獣保護委託
継～カラス・ハトパンフレット
継～カラス・ハト対策マニュアル
常～外来種資料

猫対策 猫対策全般

鳥獣対策 カラス対策事業

鳥獣資料全般

事故・飼い主個人情報等

畜犬登録等手数料

狂犬病予防法等

犬の登録管理システム

狂犬病資料全般

不妊去勢助成

猫団体等資料

猫資料全般

狂犬病予防 狂犬病予防全般

犬の登録申請等

犬の登録原簿

犬の転入

犬の転出

狂犬病予防注射

啓発（犬）

啓発（犬）資料全般

生活衛生課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～目黒区・都のカラス対策資料
常～鳥獣対応・業者資料
常～都カラス対策会議資料
常～鳥獣関連規定・事務移管資料
常～セキュリティ実施手順
常～歳入出予算見積原票
継～事務全般予算執行管理
継～六法共通資料（ＯＡ化資料）
継～事務全般鼠昆見直し資料
課長会・係長会資料
継～事務全般職員活用講習など
継～事務全般共同印刷注文票
予算要求資料
重要文書送付決定書・受領書(環境）
環境衛生庶務
環境衛生個人情報持出記録票
ホームページ申請書
保健所システム保守作業記録
常～事務全般職場研修・派遣研修
環境衛生年間事業計画
常～新型インフルエンザ資料
常～広報原稿・広報掲載記事
常～事務全般ホームページ資料
常～環境衛生業務分担
常～関係資料
予算・決算・監査資料
常～登記情報提供サービス
常～情報化推進委員会（住宅宿泊事業）
常～個人情報保護審議会（住宅宿泊事業）
常　住宅宿泊事業法に基づく協議
事務連絡通知
住宅宿泊事業　通知

事務議会・委員会 継～事務議会委員会資料（答弁意見書）

事務環職研 常～事務環職研
住まいの衛生業務日誌
環境衛生業務日誌

事務文書処理簿 常～事務文書処理簿
行政情報の提供請求
環境衛生情報公開原義
環境衛生情報開示目録
常～目黒区情報公開条例の解釈・運用
住宅宿泊事業閲覧
常～月別情報提供一覧

事務照会・回答 環境衛生照会･回答

会議主査会 会議　主査会通知

会議水道分科会 継～会議水道分科会

会議水道局事業連携 常～東京都水道局連携事業

会議シックハウス 常～会議シックハウス連絡会

会議空家対策 会議目黒区空家対策検討調整会

会議ビルピット連絡会 常～会議　ビルピット連絡会

会議貯水槽水道対策 常～会議東京都水道局・特別区貯水槽水道対策連絡協議会

会議感染症 継～会議感染症連絡会
常～環境衛生統計・報告
統計　定期報告 月報
統計　定期報告 四半期報告
統計　定期報告 四半期報告集計結果
統計　定期報告　行政報告例
継～統計　定期報告 記入要領

統計　議会･委員会 常～統計　議会･委員会資料

区要綱・要領・内規 常～要綱・要領・内規

依頼検査保健所使用条例 継～保健所使用条例

依頼検査水道週間 水道週間
届出専用水道変更届
常～専用水道業務委託開始届
継～届出貯水槽水道設置届
届出貯水槽水道廃止届
届出貯水槽水道変更届
常～届出ビル管　維持管理権限者等届
届出ビル管変更届
継～届出ビル管事前相談
常～届出ビル管特定建築物届出書
常～届出ビル管届出全般
届出ビル管廃止届
常～協議事前協議事前相談
常～協議事前協議指導中
建築物衛生協議書

図面審査 常～特定建築物図面審査

専用水道月報 専用水道月報
常～簡専水報告（記入方法等）
簡易専用水道検査報告
常～簡専水受検指導
常～簡専水検査機関資料

受水タンク等設置状況調 受水タンク等設置状況調査票

ビル管自主点検票 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書

立入検査全般 立入検査
常～立入検査指導票

鳥獣対策

鳥獣資料全般

事務全般

住宅宿泊事業事務

事務

事務連絡通知

事務日誌

事務情報開示

統計　定期報告

届出専用水道

届出貯水槽水道

届出ビル管

協議事前協議

簡専水報告

簡専水受験指導

立入検査指導票専用水道

会議

統計

依頼検査

届出・協議

報告調査管理票

立入検査

生活衛生課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～専用水道疑い施設
常～立入検査指導票（特定建築物）
常～立入検査指導票

苦情相談記録 常～苦情相談記録

調査水害 生活衛生課水害対応
継～調査貯水槽井戸
常～調査貯水槽
常～調査貯水槽井戸汚染調査
継～調査貯水槽井戸受水槽藻類防止調査･基準
継～調査貯水槽井戸高置水槽藻類調査
継～調査汚染事故
継～調査汚染事故集中豪雨

調査池・プール 継～調査池・プール

調査レジオネラ 継～調査レジオネラ
常～調査感染症予防法関係（動物由来感染症）
常～調査感染症予防関係レジオネラ
常～調査ＴＶＯＣ東京都調査
継～調査シックハウス

調査ダニアレルゲン 継～調査ダニアレルゲン調査

調査空調 継～調査空調

通知水道法 常～通知水道法全般
常～通知簡易専用水道
常～通知小規模貯水槽水道
常～通知専用水道

通知井戸 常～通知飲用井戸全般
常～通知建築物全般
継～通知建築物アスベスト
継～通知建築物レジオネラ
継～通知建築物ビルピット

通知レジオネラ 常～通知レジオネラ全般

台帳管理 継～給水施設台帳システム

専用水道台帳 常～専用水道台帳施設概要（施設名）
継～簡易専用水道台帳（未届施設）
継～簡易専用水道台帳

小規模貯水槽水道台帳 継～小規模貯水槽水道台帳

井戸台帳 継～井戸台帳

特定建築物台帳 継～特定建築物
継～廃止台帳（専用水道）
継～廃止台帳（小規模給水施設）
継～廃止台帳（簡易専用水道）
継～廃止台帳（井戸）
継～廃止台帳（特定建築物）

資料他区 継～他区パンフレット等

資料取扱説明書 継～取扱説明書

資料カタログ 継～カタログ
継～水全般（トリハロメタン）
継～水全般（井戸地下水汚染）
継～水全般（飲料水技術事例集）
継～水全般（化学物質）
継～水全般（細菌関連）
継～水全般（水質基準全般報道）
継～水全般（水質検査受付事務関係）
継～水全般（都水道非常用飲料水等）
継～水全般（Ｈ１５水道法改正関連）
継～水全般（おいしい水）
継～水全般（クリプトスポリジウム）
継～給水設備（追い炊き風呂）
継～給水設備（浄水器）
継～給水設備（ウォータークーラー）
継～給水設備（赤水防止）
継～給水設備（受水槽・増圧給水）
継～資料排水（浄化槽）
継～資源有効利用（雨水・雑用水）
継～資源有効利用（排水・生ごみ処理）
継～資源有効利用（地下植物栽培）
継～住居衛生資料（シックハウス報道）
継～住居衛生資料（ダニアレルゲン報道）
継～住居衛生資料（タバコ・粉塵）
継～住居衛生資料（カビ類）
継～住居衛生資料（世論調査住宅実態）
継～住居衛生資料（空気調和・換気）
継～住居衛生資料（ホルム）

資料アスベスト 継～アスベスト
継～資料レジオネラ（報道）
継～資料レジオネラ（レジ情報）
継～資料レジオネラ（環職研・主査会）
継～資料レジオネラ（２４時間風呂カタログ）
継～資料レジオネラ（２４時間風呂通産省関係）
継～資料レジオネラ（研修）
継～環境汚染（ダイオキシン・大気汚染）
継～環境汚染（放射線関係）

資料原発事故 継～資料原発事故

資料政策 継～政策資料
継～ねずみ族・昆虫対策事業他部署との調整
継～ねずみ族・害虫対策帳票原稿全般
継～ねずみ族・害虫対策事業概要

立入検査指導票専用水道

立入検査指導票ビル管

調査貯水槽・井戸等

調査汚染事故

調査感染症予防法

調査シックハウス

通知受水槽

通知建築物

簡易専用水道台帳

廃止台帳

資料水全般

資料給水設備

資料資源有効利用

資料住居衛生

資料レジオネラ

資料環境汚染

ねずみ族・昆虫対策全般

立入検査

調査・相談

通知

台帳

資料

ねずみ族・昆虫対策

生活衛生課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～ねずみ族・害虫対策事業評価表
ねずみ族・害虫対策通知
継～ねずみ族・害虫対策区報原稿
継～ねずみ族・害虫対策事業の見直し

ねずみ族・昆虫対策相談 ねずみ族昆虫相談処理簿
継～相談受付票（感謝の声）
相談受付票
継～相談処理
継～衛生害虫駆除講習会・資料
ねずみ駆除講習会
衛生害虫駆除講習会
雨水マス薬剤投入事業
総合庁舎駐車場使用届
継～ＰＣＯに関する苦情処理
継～ＰＣＯ作業に関する荷台乗車・通行禁止除外許可
継～雨水マス委託調査報告書
継～雨水マス薬剤投入
継～電撃殺虫機
継～目黒川浄化対策第三区連合要望行動
ユスリカ成虫調査票
継～ユスリカ対策調査
継～ユスリカ対策実施状況報告
継～ユスリカ対策作業仕様書
継～ユスリカ成虫調査票様式
継～ユスリカ発生に関わる目黒川情報

常～ 農薬飛散リスクを低減するための「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュア

ル」
継～ねずみ族・害虫対策アンケート調査資料
継～ねずみ族・昆虫対策外部講習会資料
継～セアカゴケグモ対策資料
継～地域別ねずみ駆除モデル事業資料
継～東京都ねずみ防除指針
継～目黒区蜂駆除処理要領
常～ねずみ族・昆虫対策他区資料
継～環境主査会・ねずみ対策連絡会資料
継～東京都ペストコントロール協会資料
継～特別区衛生害虫等防除対策連絡調整会議資料
継～反農薬団体資料
常～殺虫剤等廃棄記録
薬剤等管理簿・保管場所点検表
噴霧器貸出簿
継～ねずみ・昆虫対策器具資料
継～ねずみ薬剤資料
継～エンジンスプレー点検記録
継～ゴキブリ薬剤資料
継～ユスリカ薬剤資料
継～雨水マス薬剤資料
継～衛生害虫薬剤資料（ゴキブリ・ねずみを除く）
継～薬剤安全データシート
継～薬剤検査成績表
継～薬剤購入仕様書
継～殺虫剤情報・文献・資料
継～噴霧器使用方法
常～新興感染症熱対策資料
継～レプトスピラ症対策資料
継～ウエストナイル熱対策資料
常～高病原性鳥インフルエンザ
継～環境衛生台帳・事務処理要領
継～環境衛生文書処理簿
継～環境衛生文書事務資料
常～環境衛生苦情処理簿
継～苦情処理資料
常～（国）住宅宿泊事業法関係自治体連絡会議
常～（都）住宅宿泊事業連絡協議会

住宅宿泊事業　要望 常～住宅宿泊事業　要望
住宅宿泊事業　事務処理マニュアル
住宅宿泊事業　ガイドライン
住宅宿泊事業　ハンドブック
相談・苦情受付票（集計）
定期報告
住宅宿泊事業　事前相談
住宅宿泊事業　届出番号通知・標識交付
常～住宅宿泊事業届出書

住宅宿泊事業　変更・廃

業
住宅宿泊事業　変更・廃業届

住宅宿泊事業苦情処理 住宅宿泊事業苦情処理簿

住宅宿泊事業法 住宅宿泊事業法関係資料
環境衛生立入検査（要綱対象営業施設）
夏期学校プール立入り検査
営業プール立入検査
クリーニング立入検査
その他の公衆浴場立入検査
興行場立入検査
旅館業立入検査
理美容所立入検査

住宅宿泊事業

ねずみ族・昆虫対策全般

ねずみ族・昆虫対策相談

受付票

ねずみ族・昆虫対策講習

会

ＰＣＯ作業委託全般

ユスリカ対策全般

ねずみ族・昆虫対策資料

全般

ねずみ族・昆虫対策関係

団体資料

ねずみ族・昆虫対策薬

剤・機材資料

ねずみ族・昆虫対策感染

症資料

環境衛生文書事務

環境衛生苦情処理簿･記

録
国・都連絡会議

住宅宿泊事業　集計報告

住宅宿泊事業　運用

住宅宿泊事業届出書

環境衛生立入検査

ねずみ族・昆虫対策

ＰＣＯ作業委託

生活衛生課

ユスリカ対策

ねずみ族・昆虫対策資料

環境衛生事務

監視指導
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
普通公衆浴場立入検査
常～環境衛生始末書
常～環境衛生注意指導票
常～プール全般通知(目黒区)
常～温泉全般通知(目黒区)
常～旅館全般通知(目黒区)
継～公衆浴場全般通知(目黒区)
継～理･美･ク全般通知(目黒区)
常～環境衛生通知(理・美・ク、研修･講習通知)
クリーニング師免許申請者名簿
常～クリーニング研修・講習受講者名簿
レジオネラ症防止のための指導マニュアル説明会
常～環境衛生資料(プール関係講習会)
継～介護保険指導資料
常～<施設名>実地指導
常～環境衛生指導要綱･要領
継～環境衛生区条例・規則
継～許認可窓口事務の処理期間に関する要綱
継～法解釈・区内取り決め
継～目黒区環境衛生行政処分要領
継～旅館業法資料(三条三項)
常～環境衛生目黒区運用通知
常～公衆浴場立案請求
常～手数料改定立案請求
常～六法・プール以外
常～旅館立案請求
常～理・美容立案請求
常～住宅宿泊事業立案請求
常～興行場立案請求
常～温泉法関係立案請求
常～プール立案請求
常～プール提案説明
常～クリーニング立案請求
継～三法運営協議会
常～公衆浴場・旅館・興行場全般通知
常～住宅宿泊事業法
常～環境衛生営業(六法全般通知)
継～関係法令資料
継～クリーニング全般通知(目黒区以外)
常～クリーニング(ドライ溶剤、溶剤調査)
常～クリーニング(衛生管理要領･運用改正)
常～理容･美容(衛生管理要領、運用改正)
常～理･美･ク全般通知(目黒区以外)
継～旅館業衛生管理要領
常～公衆浴場全般通知(目黒区以外)
常～旅館業(条例･規則･運用改正)
常～旅館業全般通知(目黒区以外)
継～興行場通知
継～公衆浴場(都条例改正)
継～公衆浴場衛生管理要領
常～温泉法通知(区長委任関係)
常～墓地埋葬法通知
常～温泉法通知(法令・実務研修)
常～墓地埋葬法通知(法令講習通知)
継～温泉資料
常～プール全般通知(目黒区以外)
継～他区プール条例
継～東京都プール条例
継～遊泳用プールの衛生基準
継～コインシャワー通知
継～コインランドリー通知

法適用の疑義 常～法の適用に疑義のある施設

環境衛生事前相談 常～環境衛生許可事前相談
常～墓地経営許可申請
常～旅館業営業許可申請
常～三法･墓地･営業プール既決申請書
常～プール経営許可申請
常～興行場営業許可申請
常～公衆浴場許可申請
美容所開設届
コインオペレーションクリーニング営業施設開設届
クリーニング所開設届
常～理･美･ク開設届(未決)
承継届
継～無店舗取次店営業届（既決）
理容所開設届
プール経営許可申請書(学校開放)
環境衛生経営届（プール）
環境衛生開業届(プール)
環境衛生変更届
環境衛生廃止届
環境衛生廃業確認報告書
美容所従業員変更届
クリーニング所従業員変更届
理容所従業員変更届

六法施設台帳 継～施設台帳

環境衛生立入検査

環境衛生指導票･始末書

施設への通知指導

試験・講習

介護保険関連指導

区の運用方針

条例・規則立案請求

法令通知共通

理美ク

三法

墓地･温泉

プール条例

要綱施設

環境衛生･許可申請

環境衛生･開設.承継届

環境衛生･経営.開業届

環境衛生･廃止変更届

環境衛生･従業員届

環境衛生申請・届出

環境衛生台帳

生活衛生課

監視指導

法令
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
墓地･納骨堂台帳 継～施設台帳

営業プール台帳 継～施設台帳

学校プール台帳 常～施設台帳　学校プール（届出・開放）
継～施設台帳(コインシャワー)
継～施設台帳(コインランドリー)

クリーニング監視記録票 常～クリーニング（貸しおしぼり）監視記録票

三法監視記録票 継～環境衛生監視記録票

プール監視記録票 継～環境衛生監視記録票

クリーニング廃止台帳 継～廃止台帳(クリーニング所)

理容廃止台帳 常～理容所廃止台帳

美容廃止台帳 常～廃止台帳(美容所)

三法施設廃止台帳 常～廃止台帳

コイン・プール廃止台帳 継～廃止台帳(コインランドリー)
常～環境衛生自主管理
継～環境衛生区政功労表彰資料
継～環境衛生協会表彰式資料

環境衛生協会資料（年度

別事業）
継～環境衛生協会資料

他区の資料 継～他区パンフレット
継～六法共通資料(H１１.８月水害調査)
継～六法共通資料(環境衛生営業実態調査)
継～六法共通資料(環職研･許可の手引き)
継～六法共通資料(照会仮想事例集)
継～六法共通資料(新聞記事･雑誌等コピー)
常～告示施設資料
継～旅館業法資料(ＳＡＲＳ)
継～旅館業法資料(<施設名>更生手続)
継～旅館業法資料(新聞切り抜き･実態調査)
特区改正旅館業関係資料
継～温泉資料
継～公衆浴場資料
継～残留塩素測定器
継～浴槽・循環配管洗浄資料
継～温泉資料
常～公衆浴場資料
常～温泉施設の衛生管理
継～理･美容資料(業態者検診)
常～理･美容資料(消毒関係)
継～理･美容資料(社会福祉施設)
継～理･美容資料(従業員実態調査票)
継～理･美容資料(床面積基準の資料)
継～理･美容資料(新聞・雑誌コピー)
継～理･美容資料(創生水)
継～理･美容資料(保連協通知・報告)
継～理･美容資料(免許制度)
継～理･美容資料(営業約款･営業実態調査報告)
継～理･美容資料(医薬部外品・化粧品)
継～理･美容資料(移動理美容所)
継～まつげパーマ資料
常～理･美容資料(福祉サービス)
継～理･美容資料(試験委員制度)
継～クリーニング資料(貸しおしぼり･おむつ)
継～クリーニング資料(営業約款･学校案内)
継～クリーニング資料(コインランドリー)
継～クリーニング回収装置・回収業者カタログ
継～クリーニングドライ機・溶剤
継～クリーニング資料(溶剤転換・適正管理)
常～クリーニング資料(クリーニングBOX)
継～クリーニング資料(保連協連絡・報告)
継～クリーニング資料(分野調整法)
継～クリーニング資料(病院洗濯物･布団)
継～クリーニング資料(土壌汚染対策)
常～クリーニング資料(移動クリーニング所)
継～クリーニング資料(溶剤)
継～プール資料(指導等検討会議議事録)
継～プール資料(事故・改善計画)
継～プール資料(事故経過)
継～プール資料(着衣遊泳)
継～プール資料(調査･学会報告)
継～プール資料（新聞切り抜き）
継～プール排水口吸い込み事故
継～プール資料(機器関係カタログ)
継～プール資料(学校環境衛生の基準)
継～プール資料(H５条例改正関係)
継～プール安全対策に関する検討会
継～プール・浴槽・砂場消毒剤カタログ
継～ノロウイルス資料
常～〈施設名〉凝集剤調査
常～プール資料(<施設名>調査)
常～プールメインポンプ故障に伴う水質確認調査
継～滅菌装置・クリーナー・プール関連カタログ
常～プール資料　（施設名）白色沈殿物)
常～プール資料（学校プール開放安全管理）
常～プール資料(排水口調査関連)　

個人墓地資料 継～個人墓地資料

コイン施設台帳

環境衛生協会資料（自主

管理・組織・表彰）

六法共通資料

旅館業法資料

浴場法・温泉法資料

理・美容資料

クリーニング資料

プール資料

環境衛生台帳

環境衛生監視記録票

環境衛生廃止台帳

環境衛生資料

生活衛生課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
墓地資料 常～墓地資料

継～小規模プール調査起案
常～ＡＴＰ調査
継～地下水調査
継～特殊調査報告(施設名・２４時間風呂)
継～小規模プール調査報告
継～レジオネラ資料
レジオネラ属菌検出施設追跡調査
常～食品衛生要綱・要領＜国都・法令要綱・要領＞
継～違反食品の処理マニュアル(都)
継～行政手続法規則
継～食品細菌検査法及び記載方法(健安研)
食品保健外部提供のガイドライン
自主回収報告制度マニュアル（食品安全条例）
雑居ビル安全対策連絡協議会
継～目黒区食品衛生推進員設置要綱
継～飲料水危機管理に係る情報連絡実施要領
継～食品衛生関係業務運営要領
継～食品衛生監視員会議(二木会)運営要領
継～食鳥処理事務処理基準要領
継～食中毒対策要綱
継～食中毒健康危機管理実施要領
継～法違反者の公表に関する取扱要綱
継～目黒区食品衛生実務講習会実施要領

継～目黒区食品関係取扱要綱一部改正(H１６年度)
継～目黒区食品関係扱要綱一部改正(H１８年度)
継～目黒区かきの取扱方法等に関する要綱
常～食品衛生要綱・要領＜許可・届出＞
継～保健所管轄
継～食品取扱い疑義解釈
継～食品衛生責任者資格取扱
全国食品衛生主管課長連絡協議会
常～食品衛生監視員協議会（食監協）
食品衛生監視員講習会・研修会

保健所業務検討会
継～食中毒統計作成要領
食品衛生四半期報告
継～食品四半期報告・記入要領、様式
継～食品衛生推進員委嘱
継～食品衛生推進会議(第７期）
継～食品衛生推進会議（第６期）
継～食品衛生推進会議（第８期）
継～食品衛生推進会議委員
継～食品衛生推進会議第５期
厚生労働省食品安全部長通知
厚生労働省監視安全課長通知
厚生労働省通知全般
東京都食品監視課長通知
東京都健康安全部長通知
東京都福祉保健局長通知

農水省・内閣府通知 消費者庁通知

他道府県通知 他道府県・政令市等通知
要報告・回答通知(厚生労働省)
畜水産食品残留有害物質モニタリング検査
要報告・回答通知(東京都)
継～国・都の施策及び予算に関する要望について
要報告・回答通知(道府県･政令市など)
常～区政功労者表彰
常～食品衛生協会事業
食品衛生協会通知全般
継～食品衛生協会事業　挨拶文
継～区政功労推薦(保健衛生功労)
継～食品衛生協会名簿
常～めぐろ区報（衛生一口メモ）
目黒区ホームページ申請書
継～情報ライブラリ等パネルリスト一覧
食品消費者教育(他自治体等)
継～世論調査
食品衛生パネル展示・相談窓口
食の安全と安心を考えるシンポジウム
常～食品保健講座(講演会)
常～パーシモンホール・中目黒GT・中小企業センター利用承認書
常～収去証管理
継～大規模食中毒訓練（平成１８年度)
継～大規模食中毒訓練（平成１７年度)
食品衛生歳末一斉結果
食品衛生歳末一斉通知
食品衛生夏期対策通知
食品衛生夏期対策結果
目黒区食品衛生監視指導計画
食品監視部門執行計画
継～食品機動監視班検査成績判定マニュアル
食中毒関係業務資料(東京都)
東京都保菌者検索事業
継～感染症・食中毒対策課連携・協力について

食中毒 食中毒発生状況

食品衛生事業 食品衛生係事業全般

食品衛生事業統計

食品衛生推進事業

食品衛生通知 厚生労働省通知

東京都通知

要報告･回答通知

食品衛生協会

食品衛生実施事業 区報・リーフレット

普及・啓発事業

消費者事業

食品衛生監視事業 食品衛生監視全般

食品衛生一斉事業

食品機動班

食品衛生法令･要綱 国･都法令･要綱･要領

目黒区要綱･要領全般

食品衛生業務要綱･要領

許可・届出取扱要綱

食品取扱要領

特殊調査報告・資料

レジオネラ資料

環境衛生資料

生活衛生課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～感染症対策

食中毒調査 食中毒調査様式
東京都健安研会計カード(控)

行政処分 継～行政処分営業者台帳
常～食中毒調査支援システム（NESFD）
事務・権限の委譲
継～食品事業検討基本計画策定
開催通知等
継～手数料条例改定資料(主査会)
継～食品衛生自主管理認証制度
継～他自治体の成績書に基づく行政処分
二木会議事録
継～二木会検討事項
継～食品衛生関係疑義解釈
自治体調査・資料(組織図)
自治体調査・資料(津島市)
常～委員会・庁議　資料
常～委員会・庁議資料
常～陳情（食品衛生協会）
継～議会資料平成１２年度
継～組換えDNA技術応用食品・指針
継～組換えDNA技術応用食品・資料
継～組換えDNA技術応用食品・通知
継～放射線照射食品
常～食品添加物
継～有機ゲルマニウム販売実態調査
継～内分泌かく乱化学物質(通知)
継～ダイオキシン類実態調査(資料）
継～ダイオキシン類実態調査(通知)
継～ダイオキシン類実態調査(通知)
継～内分泌かく乱化学物質(実態調査)
継～魚介類の有機スズ・CNP実態調査
継～カメのサルモネラ汚染実態調査
継～魚介類中TBTO汚染実態調査
継～HACCP食品衛生監視員講習会資料
継～原発事故資料
継～農薬健康茶非開示処分資料
継～身体障害者補助犬法資料
継～製造物責任法資料
継～公正競争規約(表示)資料
継～リステリア資料
継～寄生虫資料
継～植物毒資料
継～食中毒の豆知識資料
継～A型肝炎ウイルス資料
継～O１５７食中毒資料
継～カビ毒・真菌資料
継～カンピロバクター資料
継～ボツリヌス資料
継～農薬のポジティブリスト制度資料
継～農薬全般資料
継～スクレイピー・牛海綿状脳症資料
継～油ソコムツ資料
継～口蹄疫資料
常～食品保健作成リーフレット・パネル
継～台所の衛生シリーズ
継～食品衛生Q＆Aシリーズ（都）
継～Ｏ１５７パンフレット
継～食品保健他区表示ﾘｰﾌﾚｯﾄ
継～食品衛生シリーズNo.１～No.１５
継～食品衛生シリーズ英訳
継～食品衛生ミニ情報シリーズ
継～食品衛生他区リーフレット
継～食品検査機関ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
継～食品保健シリーズNo.１～
継～食品保健許可･届出ﾘｰﾌﾚｯﾄ
継～食品添加物パンフレット
継～食品用プラスチック・ポリパンフレット
継～苦情処理メモ（平成１９年度）
継～苦情処理メモ（平成１８年度）
継～苦情処理メモ（平成１７年度）
継～苦情処理メモ（平成１６年度）
継～苦情処理メモ（平成１５年度）
継～苦情処理メモ（平成１４年度）
継～苦情処理メモ（平成１３年度）
継～苦情処理メモ（平成１２年度）
継～苦情処理メモ（平成１１年度）
継～苦情処理事例集（作成分）
継～苦情処理メモ（平成１０年度）

検査管理通知 GLPの検査成績書記載方法
常～標準作業書
継～標準作業書(試験品採取及び搬送)
継～標準作業書(SOP.No.７-６～７-２０)
継～標準作業書(SOP.No.７-２１～７-４０)
継～標準作業書(SOP.No.７-１～７-５)
継～標準作業書(SOP.No.４-７～４-１４)

検査管理
標準作業書

食品衛生資料 食品衛生資料全般

食中毒･感染症資料

農薬資料

乳肉衛生資料

食品リーフレット・パン

フレット

食品リーフレット・パン

フレット全般

食品化学パンフレット

苦情処理事例集

食中毒 食中毒発生状況

事業検討会 事業検討会全般

特別区主査会

区事業検討会

他自治体調査

食品保健議会資料

食品衛生実態調査 新開発食品

食品化学実態調査

乳肉衛生実態調査

生活衛生課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～標準作業書(SOP.No.６-９～６-１５)
継～標準作業書(SOP.No.６-１～６-８)
常～放射性セシウム検査関係標準作業書（碑文谷保健センター）

常～「目黒区食品衛生検査管理要綱」及び「目黒区保健所における食品衛生検査等

の業務管理要領」
常～理化学検査標準作業書（日本冷凍食品検査協会）
継～標準作業書(SOP.No.１～４-６)

継～標準作業書(SOP.No.４-１５～４-２０)
継～標準作業書(SOP.No.４-２１～５-４)
継～標準作業書(SOP.No.６-１６～６-２７)

外部委託検査機関 会議録
継～食品三課情報(No.５８～No.６３)
継～食品三課情報(No.５１～No.５７)
継～食品三課情報(No.４１～No.５０)
継～食品三課情報(No.３１～No.４０)
継～食品三課情報(No.１～No.１６)
継～食品三課情報(No.１７～No.２８)
継～食品三課情報(疑義解釈シリーズ)
継～主査会ダイジェスト(平成７年度)
継～主査会ダイジェスト(平成６年度)
継～主査会ダイジェスト(平成５年度)
継～主査会ダイジェスト(平成３年度)
継～主査会ダイジェスト(平成２年度)
継～特別区主査会・幹事会メモ(平成１４年度)
継～特別区主査会・幹事会メモ(平成９年度)
継～特別区主査会・幹事会メモ(平成８年度)
継～特別区主査会・幹事会メモ(平成１３年度)
継～特別区主査会・幹事会メモ(平成１２年度)
継～特別区主査会・幹事会メモ(平成１１年度)
継～特別区主査会・幹事会メモ(平成１０年度)
継～特別区主査会･幹事会メモ(１０～１２月)
継～特別区主査会･幹事会メモ(１～３月)
継～特別区主査会･幹事会メモ(４～９月)
継～特別区主査会･幹事会メモ(１０～１２月)
継～特別区主査会･幹事会メモ(４～６月)
継～特別区主査会・幹事会メモ(１～３月)
継～特別区主査会･幹事会メモ(７～９月)
継～特別区主査会･幹事会メモ(１０～１２月)
継～特別区主査会・幹事会メモ(１～３月)
継～特別区主査会･幹事会メモ(４～６月)
継～特別区主査会･幹事会メモ(７～９月)

主査会・幹事会 常～特別区・主査会幹事会報告
緊急提言等による一斉監視(食材納入業者)
緊急提言等による一斉監視(学校給食施設)
緊急提言等による一斉監視(汚染実態調査)
牛せき柱の流通等実態調査について
流通食品の安全確保緊急監視
社会福祉施設及び学校給食一斉監視(通知)
添加物製造施設に対する全国一斉点検について
特例交付金資料
常～検査機械器具類の保守管理記録
重要文書送付関係文書（決定書・送付簿・受領書）
情報提供一覧表（４月１日現在全業種及び月別一覧表）
常～食品衛生行政情報の提供
照会回答（警察･弁護士･税務署等）（碑文谷地区）
照会回答（警察･弁護士･税務署等）（目黒地区）
開示請求書
行政情報提供請求
常～食品衛生システム運用マニュアル
常～食品衛生システム改善実施記録
常～食品衛生システム設計書
食品衛生システム定例会記録
記録簿
常～食品衛生システムウイルス対策記録
常～区民まつり食品取扱説明会
許可更新対象者実務講習会
講師依頼・衛生教育実施報告書（一斉検査に伴うものを除く）
常～食品営業自動車出店予定地の情報提供
常～食品表示基準指導
営業許可に関する措置
夜間営業施設一斉監視指導（起案及び報告）
夜間営業施設一斉監視指導（起案及び報告）
春期事業予定表

食肉販売業自治指導員活動支援、食肉販売業・処理業・飲食店営業実務講習会
集団給食施設（許可・届出）一斉監視指導
区立小中学校給食施設一斉監視指導

常～保育園給食施設一斉監視指導
地域流通食品一斉収去検査
大規模飲食店一斉監視指導
すし種・刺身一斉収去検査
飲食店営業（すし店、すし仕出し、すし弁当）一斉監視指導

飲食店営業（調理パン・仕出し・弁当・そうざい）及びそうざい製造業一斉収去検査
液卵製造業一斉収去検査

豆腐製造業一斉収去検査・監視指導
菓子製造業一斉収去検査

緊急・一斉点検 緊急監視

食品衛生指導共通 庶務

情報公開

食品衛生ＯＡシステム

食品衛生指導事業 食品衛生講習会

通年事業

春期事業

夏期事業

検査管理
標準作業書

食品衛生情報

主査会 主査会ダイジェスト

主査会・幹事会（平成１

０年度～１４年度）

主査会・幹事会(平成１

５年度)

主査会・幹事会(平成１

６年度)

主査会・幹事会(平成１

７年度)

生活衛生課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
魚介類販売業一斉監視指導
食肉類一斉収去検査（食品の食中毒菌汚染実態調査）
食肉等の取扱い施設一斉監視指導
行商、自動車、弁当等人力販売業一斉監視指導
乳類一斉収去検査
夏期事業予定表
常～社会福祉施設ノロウイルス対策一斉監視指導
清涼飲料水製造業一斉収去検査
魚肉ねり製品製造業一斉収去検査
食肉製品製造業一斉収去検査
秋期事業予定表
飲食店営業（仕出し）一斉監視指導
常～飲食店営業（そば/中華）一斉監視指導
ふぐ取扱関係営業者一斉監視指導
飲食店（そうざい）・そうざい製造業一斉収去
菓子製造業一斉収去検査
歳末事業予定表
食肉の生食での提供に対する監視指導
生食用かき一斉収去検査
大規模飲食店一斉監視指導
地域流通食品一斉収去検査
めん類製造業一斉収去検査
冬期事業予定表
大規模製造業一斉監視指導
営業者等からの相談・報告
自主回収報告制度
通知に基づく調査・報告・回答
食中毒関連調査
食に関する相談・苦情
違反処理
常～集団給食調理施設調査
常～目黒川桜まつりへの行政対応
食中毒関連調査
常～集団給食調理施設調査
通知に基づく調査・報告・回答
違反処理
営業者等からの相談・報告
自主回収報告制度
食に関する相談・苦情
継～食品衛生法英訳版
常～自動販売機

目黒地区製造業 継～＜施設別＞

下目黒地区製造業 継～＜施設別＞

目黒地区製造業以外 継～＜施設別＞

碑文谷地区製造業菓子 継～＜施設別＞

碑文谷地区製造業 継～＜施設別＞

碑文谷地区製造業以外 継～＜施設別＞
継～＜施設別＞
常～＜施設別＞
継～＜施設別＞
常～＜施設別＞
常～＜施設別＞
継～＜施設別＞

違反食品等碑文谷地区 継～＜施設別＞
継～食品衛生責任者受講者名簿（昭和４８年１１月実施）
継～食品衛生責任者受講者名簿（昭和４８年１０月実施）
継～食品衛生責任者受講者名簿（昭和４９年実施）
継～食品衛生責任者受講者名簿（昭和５１年５２年実施）
許可済証申請書

営業許可申請書（Ｎｏ１

～４００）
営業許可申請書

営業許可申請書（Ｎｏ４

０１～８００）
営業許可申請書

営業許可申請書（Ｎｏ８

０１～１０００）
営業許可申請書

営業許可申請書（Ｎｏ１

００１～　）
営業許可申請書（Ｎｏ１００１～　）

営業許可変更届（営業設備の大要）
許可営業者の地位承継届
営業許可申請取下願

廃業届・変更届（Ｎｏ１

～６００）
廃業届・変更届

廃業届・変更届（Ｎｏ６

０１～）
廃業届・変更届

常～営業報告（目黒地区）
常～営業報告（碑文谷地区）
常～食品衛生管理者届
常～行商届
営業（自動車）の大要記載事項変更届
営業所所在地追加記載届
食品衛生責任者変更届
行事開催届
行事開催届（区民まつり）
常～ふぐ取扱所認証書　返納届（写）
常～ふぐ加工製品取扱届等（目黒地区）

保健所が実施した食品衛

生責任者養成講習会

営業許可申請書・届出書

取下、承継、大要変更届

食品衛生届出 食品衛生届出全般

行事開催届

ふぐ・かき届出

食品衛生調査 目黒地区

碑文谷地区

食品衛生業務資料 食品衛生業務資料全般

施設別資料

食品衛生不利益処分 食中毒事件目黒地区

食中毒事件碑文谷地区

違反食品等目黒地区

食品衛生指導事業

夏期事業

秋期事業

歳末事業

冬期事業

生活衛生課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～ふぐ加工製品取扱届等（碑文谷地区）
常～ふぐ取扱所認証書申請書及び認証書（写）
生食用かき取扱届
常～給食供給者届出事項変更届
常～集団給食開始届（学校・幼稚園）
常～集団給食開始届（工場・事業所・その他）
常～集団給食開始届（児童福祉施設）
常～集団給食開始届（社会福祉施設）
常～集団給食開始届（病院・診療所）
継～給食廃止届
継～給食廃止届
常～給食供給者届出事項変更届（碑文谷地区）
常～給食開始届（児童福祉施設）
常～給食開始届（学校・幼稚園）
常～給食開始届（その他の施設）
常～生食用食肉の規格基準に基づく届出（目黒地区）
常～生食用食肉の規格基準に基づく届出（碑文谷地区）
常～＜施設名＞
常～食鳥処理施設（施設名）
常～食鳥処理施設（廃止施設）
常～食鳥処理場（廃止施設）
常～＜施設名＞

食鳥確認状況報告書 食鳥確認状況報告書

目黒地区 食品衛生監視日報

碑文谷地区 食品衛生監視日報
継～管理医療機器販売業図面
継～毒物劇物販売業施設一覧表
継～薬事・毒劇違反処理台帳
継～毒物劇物販売業図面
継～薬局図面
継～薬局製剤台帳
継～医薬品販売業施設図面
継～薬局等施設一覧表
継～薬局監視票（駒場・東山）
継～薬局監視票（下目黒・中町）
継～薬局監視票（上目黒）
継～薬局監視票（大橋）
継～薬局監視票（中目黒・三田）
継～薬局監視票（五本木・祐天寺）
継～薬局監視票（目黒）
継～薬局監視票（八雲・東が丘）
継～薬局監視票（平町・大岡山・緑が丘）
継～薬局監視票（中根・柿の木坂）
継～薬局監視票（中央町・目黒本町）
継～薬局監視票（鷹番）
継～薬局監視票（自由が丘）
継～薬局監視票（原町・洗足・碑文谷）
継～薬事監視票（駒場、青葉台、大橋、東山、上目黒）

継～薬事監視票(原町.洗足.南.平町.大岡山.中根.緑が丘.柿の木坂.東が丘.八雲)
継～薬事監視票（自由が丘）
継～薬事監視票（祐天寺、五本木、中目黒、三田、目黒、中町、下目黒）

継～薬事監視票（中央町、鷹番、目黒本町、碑文谷）
常～高度管理医療機器等台帳（上目黒）
常～高度管理医療機器等台帳（三田）
常～高度管理医療機器等台帳（駒場・東山）
常～高度管理医療機器等台帳（五本木・祐天寺）
常～高度管理医療機器等台帳（下目黒・中町）
常～高度管理医療機器等台帳（大橋）
常～高度管理医療機器等台帳（中目黒・青葉台）
常～高度管理医療機器等台帳（目黒）
常～高度管理医療機器等台帳（自由が丘）
常～高度管理医療機器等台帳（原町・洗足・碑文谷・南）
常～高度管理医療機器等台帳（中根・柿の木坂）
常～高度管理医療機器等台帳（中央町・目黒本町）
常～高度管理医療機器等台帳（鷹番）
常～高度管理医療機器等台帳（八雲・東が丘）
常～高度管理医療機器等台帳（平町・大岡山・緑が丘）

継～医療機器台帳（目黒地区）（駒場・青葉台・東山・大橋・上目黒・中目黒）

継～医療機器台帳（目黒地区）（三田・目黒・下目黒・中町・五本木・祐天寺）

継～医療機器台帳(碑文谷)(平町.大岡山.緑が丘.自由が丘.中根.柿の木坂.八雲.東

が丘)
継～医療機器台帳(碑文谷地区)(中央町・目黒本町・原町・洗足・南・碑文谷・鷹番)
継～毒劇物監視票〈専業〉（目黒、下目黒、中町、祐天寺、中央町）

継～毒劇物監視票〈専業〉（碑文谷地区）
継～毒劇物監視票〈専業〉（駒場、青葉台、東山、上目黒、中目黒、三田、大橋）
継～毒劇物監視票〈卸〉
継～毒劇物業務上取扱者監視票＜事業所＞目黒地区

継～毒劇物業務上取扱者監視票＜事業所＞碑文谷地区（中央町、目黒本町、南）
継～毒劇物業務上取扱者監視票＜私立小学校・中学校・高校＞
継～毒劇物業務上取扱者監視票＜公立中学・高校＞目黒地区
継～毒劇物業務上取扱者監視票＜公立中学・高校＞碑文谷地区

継～毒劇物業務上取扱者監視票＜区立小学校＞目黒地区
継～毒劇物業務上取扱者監視票＜区立小学校＞碑文谷地区
継～毒劇物業務上取扱者監視票＜シアン＞

薬事台帳・監視票 薬事台帳

薬局監視票（目黒地区）

薬局監視票（碑文谷地

区）

医薬品販売業監視票

高度管理医療機器等台帳

（目黒地区）

高度管理医療機器等台帳

（碑文谷地区）

医療機器台帳

毒劇物監視票（販売業）

毒劇物監視票（業務上取

扱者）

食品衛生届出

ふぐ・かき届出

集団給食届出目黒地区

集団給食届出碑文谷地区

生食用食肉届出

食鳥認定施設 食鳥認定施設目黒地区

食鳥認定施設碑文谷地区

食品衛生監視日報

生活衛生課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～毒劇物業務上取扱者監視票<事業所>碑文谷地区(大岡山.自由が丘.中根.柿の

木坂)

継～毒劇物業務上取扱者監視票＜大学＞Ｋ
継～毒劇物業務上取扱者監視票＜大学＞Ｏ
継～毒劇物業務上取扱者管理状況　Ｈ

診療所台帳 継～診療所台帳（各診療所ごと）

歯科診療所台帳 継～歯科診療所台帳（各歯科診療所ごと）
継～助産所台帳（出張含む）
継～出張施術業台帳
継～施術所台帳（柔整・各施術所ごと）
継～歯科技工所台帳

施術所台帳（あはき） 継～施術所台帳（あはき・各施術所ごと）
行政情報開示請求
警察・弁護士等照会・回答
調査・依頼・回答・報告
常～医薬歳入歳出予算資料
常～委員会・議会報告
普及用資料
常～ホームページ申請書
継～事務量評価基準検討会
継～事業評価制度
常～特例交付金
行政情報開示請求（未交付）
常～外部提供ガイドライン
東京都毒劇通知
薬機法関連通知
薬機法改正通知
東京都薬事通知
厚労省薬事通知
厚労省毒劇通知
家庭用品監視速報
医薬品・医療機器等安全性情報
東京都医務通知
継～医療安全支援センターの設置について
常～財団法人日本医療機能評価機構通知
医業等の広告規制に関する通知
医療安全支援センター通知
医療法関連通知
医療法人設立通知
厚労省医務通知
薬事監視研修
継～三師会
常～事例検討会
都区保健衛生連絡協議会医薬部会薬務分科会
継～特別区薬事担当者会資料
都区家庭用品安全対策担当者会議
全国薬事監視等担当係長会議
常～特別区薬事担当者会
常～都区医療相談担当者研修･連絡会
常～医務担当者会
薬局変更届
薬局製剤製造販売承認整理届
取扱い処方せん数届
薬局廃止台帳
薬局開設許可申請
常～薬局変更届（無菌調剤室・共同利用）
常～薬局変更届（特定販売有り）
常～薬局変更届（健康サポート薬局）
常～薬局製剤承認申請
継～薬局製剤承認申請（平成１８年度）
薬局等書換え交付申請
薬局廃止届
麻薬免許申請
麻薬免許証返納届・年間届
麻薬、覚せい剤原料届
医薬品販売業変更届
医薬品販売業廃止届
医薬品販売業許可原義
医薬品販売業廃止台帳
高度管理医療機器等販売業・貸与業許可原義
高度管理医療機器等廃止台帳
医療機器廃止台帳
医療機器届
高度管理医療機器等販売業・貸与業変更届
高度管理医療機器等販売業・貸与業廃止届
毒物劇物廃止台帳
毒物劇物販売業登録原義
毒物劇物販売業廃止届
毒物劇物販売業書換え交付申請
毒物劇物販売業変更届

薬事相談 薬事相談処理調査書
医薬品医療機器等一斉監視
医薬品等収去検査
薬局等休日・夜間一斉監視
シアン・トルエン一斉監視

薬事許可・登録・届出 薬局

麻薬

医薬品販売業

高度管理医療機器等販売

業・貸与業

毒物劇物販売業

薬事事業
薬事一斉監視

毒物劇物一斉監視

薬事台帳・監視票

毒劇物監視票（業務上取

扱者）

施術所台帳（柔整・助産

所・技工所等）

医薬共通 庶務

薬事通知

医務通知

薬事会議・研修

医務会議・研修

生活衛生課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
シアン廃水検査
毒物劇物一斉監視

家庭用品の試買検査 家庭用品試験検査
継～健康被害事例「ホスピタルダイエット」（平成１７年度）
常～薬事監視指示書（改善報告書を含む）
継～毒劇物違反処理原義（平成１２年度～１８年度）
継～薬事違反処理原義（平成９年度～）
継～家庭用品違反処理（平成１８年度）
継～家庭用品違反処理（平成１３年度乳幼児用繊維製品）
継～家庭用品違反処理（平成１３年度家庭用エアゾル製品）
継～家庭用品違反処理（平成１２年度乳幼児用繊維製品）
継～家庭用品違反処理（平成１２年度つけまつげ用接着剤）
継～家庭用品違反処理（疑い）（平成１４年度家庭用洗浄剤）
継～化粧品苦情調査（平成１３年度プラセンタ原液）
常～薬事違反処理
常～毒劇物違反処理原義
常～家庭用品違反処理
薬局機能情報制度に伴う情報提供
家庭用品定期報告
薬事・毒劇監視報告（四半期報等）
継～毒劇物事故報告

薬事講習会 毒物劇物・薬事講習会
常～目黒区基本計画
講習会資料
継～医薬品等備蓄体制・災害対策
継～薬事事務移管資料
常～健康危機管理資料
常～薬事許可審査基準及び事務取扱要領
常～薬事監視指導要領・ガイドライン
継～薬事違反処理手順
継～規制緩和通知
継～法定受託事務通知
継～目黒区規則
継～薬事処分取扱内規及び算定基準
常～医薬システム導入
常～検査オーダリングシステム
常～保健所システム
継～個別システム開発・設置及び情報化推進委員会審議依頼
Ｘ線装置備付・変更・廃止届（診療所）
廃止台帳（診療所）
診療所二箇所管理許可申請、専属薬剤師免除
開設届(診療所）
休・廃止届（診療所）（廃止確認・開設者死亡届を含む）
開設許可事項一部変更許可申請書（診療所）
一部変更届（診療所）
診療所開設相談
常～Ｘ線装置監視指導手引き等
開設許可申請（診療所）（使用許可申請を含む）
一部変更届（歯科診療所）
Ｘ線装置備付・変更・廃止届（歯科診療所）
廃止台帳（歯科診療所）
休・廃止届（歯科診療所）（廃止確認・開設者死亡届を含む）
開設届（歯科診療所）
歯科診療所開設相談
開設許可申請（歯科診療所）（変更許可申請、二箇所管理を含む）
開設届〔柔道整復（施術所）〕
開設届〔あはき（施術所）〕
一部変更届（施術所）
休・廃止届（施術所）
施術所、歯科技工所、助産所事前相談
助産所廃止台帳（平成１２年度以降）
助産所（出張含む）開設・廃止・変更届
歯科技工所廃止台帳
歯科技工所開設・廃止・変更届
施術所廃止台帳
出張施術業開始届・廃止届
出張施術業務廃止台帳
一部変更許可・届出（病院）
地域医療支援病院名称承認申請
X線装置届（病院）
巡回診療実施計画書
継～巡回診療検討資料
継～目黒区衛生試験所管理資料
継～衛生検査所精度管理基準届書
継～（施設名）登録変更
常～衛生検査所監視指導業務
常～医療相談事業
医務苦情・通報等処理票
常～巡回診療（施設名）
常～免許申請保留
医師、技師等免許申請
受胎調節実地指導員申請
重要文書送付決定書・受領書
病院許可・届
保健師、助産師、看護師等免許申請
免許証再交付に関する調査意見書

巡回診療

衛生検査所

苦情処理

医務 東京都経由事務

薬事資料 薬事資料全般

薬事事務マニュアル

ＯＡ資料

医療施設許認可 診療所

歯科診療所

助産所・施術所・技工所

出張施術業

病院

薬事事業

毒物劇物一斉監視

薬事調査

薬事違反処理

薬事報告

生活衛生課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
薬剤師免許申請
常～免許事務処理事例
医師・歯科医師・薬剤師免許に関する通知
医療従事者資格・試験関係通知
技師・麻酔科標榜・死体解剖に関する通知
保健師・助産師・看護師免許に関する通知（受胎実地指導員含む）
常～医療安全連絡会設置要領
医務調査回答
常～目黒区手数料条例の一部を改正する条例
常～診療所における専属の薬剤師の配置基準に関する条例
常～保健所長委任規則等立案請求
常～巡回診療及び巡回健診の医療法上の取扱い要領
常～医療安全連絡会
常～人工透析実施診療所立入検査
常～眼科診療所立入検査、耳鼻咽喉科診療所立入検査
常～有床診療所立入検査
継～有床診療所立入検査（平成１９年度）
常～採血穿刺器具の緊急調査
常～診療所立入検査
常～救急医療機関申請
継～救急医療機関認定事務の手引き
常～受療行動調査
常～患者調査
有床診療所に関する医療法改正内容の周知及び実態調査
医務年報・医療監視年報
医療機能情報提供制度に伴う情報提供
病院報告（患者票）
継～医療施設（動態）調査・病院報告概況
継～衛生統計調査費用通知（歳入予算計上資料）
常～静態・患者・受療行動調査共通
常～医療従事者調査
常～医療施設動態調査
常～特定保険材料価格調査
常～医療施設動態調査用紙
常～病院報告（従事者票）
常～医療施設静態調査
継～母体保護統計報告作成要領
人工妊娠中絶実施報告書

医務全般

医務事業

救急医療

医務統計・調査

母体保護統計

医務 東京都経由事務

免許

生活衛生課


