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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
調査・報告（本務以外）
目黒区講座等開催に伴う一時保育
碑文谷保健センター見学受け入れ
庁内通知
職員派遣・委員就任

新型コロナウイルス対策 調査・回答
苦情調整委員と健康福祉部職員との懇談会
回答
事故報告

区議会・町会 区議会　質問・要望
個人情報開示請求
個人情報業務
個人情報保護審議会・情報化推進委員会
個人情報外部提供
めぐろ区報原稿
常～区民の声処理
広報課・区民の声課　通知
区報通知
生涯学習情報
エネルギー使用実績月次報告
エコチェック用物品請求シート
環境保全課　通知、調査・回答
成年後見制度区長申立て
法定後見審判請求
災害対策
常～避難行動要支援者名簿
防災通知

特定個人情報（マイナン

バー）
特定個人情報　通知

各施設の経費等調査
常～経営改善・事務事業見直し調査
行革・職員定数など調査・報告
政策決定会議関係
主要施策　事業実施
郵便切手の交付申請
料金後納郵便物差出票
文書通知
ファイリング作業
郵便申請
特例起案用紙の使用
常～ゆうびんビズカード
公印事前押印申請

例規・要綱 要綱
情報セキュリティ
パソコン全般（バージョンアップ等）
外部訪問者入室記録簿
情報セキュリティ　調査・回答
ＯＡ調査
ＯＡ通知

グループウエア 碑文谷保健センターホームページ（更新・変更申請）
人事調査
各種取扱員等の任免
人事採用・公募
人事通知
常～通勤届
時間外労働・休日労働に関する協定
非常勤職員 休暇簿・旅行命令簿
非常勤職員出勤簿
旅行命令申請詳細書
服務届・申請
出退勤時刻データ修正記録簿
母体保護・育児時間
職免通知
通勤手当認定経路一覧表（異動分）
給与減免申請書
旅費通知
給与通知
職員給与チェックリスト（非常勤職員等共済費　社会保険料）
雑給仕訳書・給与チェックリスト・時間外勤務実績表
常～口座振替依頼書（療法士・保健師・看護師・栄養士）

常～口座振替依頼書（歯科衛生士・検査技師・心理判定員・事務員・保育士）
常～口座振替依頼書（講師）
臨時職員雇い上げ実績表
雇用承諾書兼勤務条件明示書
産休・育休代替臨時職員　出勤簿・休暇簿
臨時職員　旅行命令簿
充員臨時職員雇用
欠員補充臨時職員雇用
臨時職員調査（雇用・賃金等）
臨時職員庶務（特例申請）
臨時職員事務通知

常～履歴事項異動届
常～臨時職員等の駐輪場等確認届
常～口座振替依頼書（医師・歯科医師）
勤務証明等

企画経営

政策企画

給与 給与全般

データ入力票・内訳書

臨時職員・非常勤職員 臨時職員全般

碑文谷保健センター 共通 庶務

苦情調整・事故報告

情報公開

広報・広聴

エコプラン

成年後見制度

防災

行革推進全般

文書 文書全般

OA ＯＡ全般

人事 人事全般

服務
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～臨時職員要綱
常～履歴書（歯科医師分）
常～履歴書（歯科医師分）
常～履歴書（歯科衛生士分）
常～履歴書（事務員分）
常～履歴書（心理・療法士分）
常～履歴書（医師分）
常～履歴書（栄養士分）
常～履歴書（検査技師分）
常～履歴書（看護士分）
臨時職員賃金等仕訳書
臨時職員実績報告内容確認
賃金・報酬支払台帳・支払調書作成台帳（平成２８年分）
賃金・報酬支払台帳・支払調書作成台帳（平成２７年分）
振込明細一覧表（賃金・報償費）
出勤表（充員特例　８・９月分）
出勤表（充員特例　６・７月分）
出勤表（充員特例　４・５月分）
出勤表（充員特例　２月・３月分）
出勤表（充員特例　１２・１月分）
（報償費）勤務表兼請求書（４～９月分）
執行委任報告書
出勤表（充員特例　１０・１１月分）
（報償費）勤務表兼請求書（１０～３月分）
臨時職員勤務実績報告
法定調書
報償費支出起案
非常勤職員給与
非常勤職員雇用
個人番号取得事務管理簿
個人番号提供カード専用封筒
職場等訓練
参加申込申請（他課、都など）
職場研修
派遣研修
研修案内（推薦なし）
研修案内（４～９月）
研修決定通知
研修事務通知
研修案内（１０～３月）
被服貸与通知
福利全般
健康診断通知
安全衛生委員会通知
科目更正
書籍販売（坂道・レシピ本）
科目新設
財務通知（契約課）
財務通知（会計課）
財務調査
財務通知（財政課）
ＦＤ年間振込予定表
常～前渡金預金口座登録・変更申請
常～現金出納簿（金銭出納員）
常～現金出納簿（資金前渡受者用）
常～つり銭留置き金
ＭＴ・ＦＤ受領書
収納金日報（坂道・レシピ本）
調定収入通知書
調定兼収入日報（１０月～３月）
調定兼収入日報（４月～９月）
調定兼収入日報（畜犬）
調停兼収入日報（証明）
歳入調定
歳入調定（事後調定一覧表）
収納金収入報告書
納入済通知書（徴収猶予）
納入済通知書（臨時職員）
領収証書（坂道・レシピ）
領収証書（使用料）
領収証書（手数料）
領収証書（畜犬）
納入済通知書（坂道・レシピ）
領収証書（臨時職員）
納入済通知書（使用料）
納入済通知書（前渡金清算）
納入済通知書（手数料）

徴収猶予 徴収猶予起案

書籍販売 書籍販売（坂道・レシピ本）

証明書等 会計カード（証明書等）
会計カード（歯科処置　１０・１１月）
会計カード（歯科処置　２・３月）
会計カード（歯科処置　４・５月）
会計カード（歯科処置　６・７月）
会計カード（歯科処置　８・９月）
会計カード（試験検査　２・３月）

会計カード
歯科処置

試験検査

臨時職員・非常勤職員 臨時職員全般

履歴書

賃金支払台帳

非常勤職員全般

特定個人情報

研修

福利厚生

財務会計 財務全般

会計全般

調定報告

払い込み

研修・福利厚生

碑文谷保健センター



 令和元年度 行政情報目録 （健康福祉部・福祉事務所・保健所 碑文谷保健センター）

3／19

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
会計カード（試験検査　８・９月）
会計カード（試験検査　６・７月）
会計カード（試験検査　４・５月）
会計カード（試験検査　１０・１１月）
会計カード（試験検査　１２・１月）
日計表（畜犬）
畜犬登録月報
予算編成通知
予算要求事項説明書
予算調査
予算工事費見積
補正予算編成
当初予算編成
予算要求資料
予算各会派要望
予算見積書（保健予防課）
財調交付金調査
予算配当通知
予算執行状況
振替収支
落差金使用申請
歳出戻入
予算流用
執行委任
支出予定確認表
非常勤職員賃金の戻入
予定額増減依頼書
決算説明資料（歳入増減・歳出不用額説明書）
決算資料
監査資料
定期監査等の措置状況
主要な施策の成果報告書
決算・監査通知
監査資料（定期監査元資料）
未執行未清算一覧
常～決算・監査事務の手引
支出負担行為（保健センター運営）（物品）
支出負担行為（保健センター運営）（修繕・工事）
支出負担行為（保健センター運営）（委託）
支出負担行為（保健センター運営）（長期継続契約）
支出負担行為（栄養事業・資金前渡）
成人・老人事業（資金前渡）
精神保健（資金前渡）
派遣研修・職場研修
支出負担行為（胃がん検診）
支出負担行為（栄養）
支出負担行為（科目併合）
支出負担行為（機能訓練）
支出負担行為（健康推進一般管理）
支出負担行為（歯科保健）
支出負担行為（出産・子育て応援事業）
支出負担行為（図書）
支出負担行為（成人・老人）
支出負担行為（精神保健一般）
支出負担行為（難病対策）
支出負担行為（母子保健）
支出負担行為（予防接種）
電話（ファックス）料金支払い
支出命令（通知等）
支出命令（栄養）
支出命令（科目併合）
支出命令（簡易印刷機借上げ）
支出命令（機械警備）
支出命令（機能訓練）
支出命令（健康推進一般管理）
支出命令（歯科保健）
支出命令（自動ドア保守委託）
支出命令（執行委任）
支出命令（出産・子育て応援事業）
支出命令（図書）
支出命令（成人・老人）
支出命令（精神保健）
支出命令（庁舎総合管理委託）
支出命令（電子複写機借上げ）
支出命令（難病）
支出命令（白衣等クリーニング委託）
支出命令（保健センター運営）
支出命令（母子保健）
支出命令（予防接種）
支出命令（汚水雑排水槽清掃委託）
支出命令（エレベーター保守）
支出命令（胃がん検診）
支出命令（医療（感染性）廃棄物）
支出命令（一般廃棄物処理委託）

清算命令 清算命令
納品書（委託等）契約 委託契約

会計カード

試験検査

畜犬

予算 予算編成

予算執行

決算・監査

支出負担行為

支出命令

碑文谷保健センター



 令和元年度 行政情報目録 （健康福祉部・福祉事務所・保健所 碑文谷保健センター）

4／19

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
再委託申請書
庁舎管理業務委託

借上げ 電子複写機借上げ
契約依頼書（がん検診）
契約依頼書（栄養指導）
契約依頼書（共同印刷）
契約依頼書（健康教育・相談）
契約依頼書（健康推進一般管理）
契約依頼書（歯科保健）
契約依頼書（成人老人保健）
契約依頼書（母子保健）
契約依頼書（予防接種）
契約通知
債権者・業者登録
年間契約（契約課 契約）
年間契約（見積書等）
年間契約（自所属 契約）
年間契約（図書）
債権者登録（変更）届
契約依頼（図書）
契約依頼（科目併合）
契約依頼予定書
契約依頼書（保健センター運営）
契約決定（入札調書）
契約依頼書（難病）
契約依頼書（精神保健）
契約依頼書（出産・子育て応援事業）
備品処分
所属換
常～備品・物品・購入管理
常～各種保証書
常～各種取扱説明書
庁舎管理　主任技術者選任・解任届
庁舎管理　業務着手・業務計画・管理責任者届
常～フロン類の漏えい簡易点検（冷凍庫・冷蔵庫）
庁舎管理全般
業務改善提案
常～自衛消防訓練
自転車ＴＳマーク
計画修繕
常～庁舎管理引継書
施設点検日誌
施設点検結果（６ヶ月点検シート）
常～簡易専用水道検査結果報告書
常～簡易専用水道検査
庁舎総合管理　再委託申請書
施設点検説明会
水質検査
常～施設点検委託
目的外利用
行政財産使用許可
常～計量器（はかり）点検資料
イントラネット用プリンター

電話設備 常～電話の新設及び休止に伴う回線管理
設備日誌（１０月～３月）
設備日誌（４月～９月）
汚水槽・雑排水槽・湧水槽・原水槽清掃作業報告書
庁舎総合管理作業予定表
清掃作業報告書（４月～９月）
清掃作業報告書（１０月～３月）
各種機器修理等作業報告書
庁舎総合管理作業報告（１０－３月）
自動ドア点検報告書
機械警備報告書
エレベータ点検作業報告書
常～消防用設備等点検結果報告書
庁舎総合管理作業報告（４－９月）
水道料金領収書
公共料金課別科目別明細書
ガス料金領収書
ＮＨＫ料金領収書
常～公共料金　通知
電気料金領収書・検針票・請求書（写）
電話料金領収書
産業廃棄物管理票交付状況報告書
廃棄物収集実績表
試験検査廃液処理マニュフェスト
医療廃棄物作業完了報告書
医療（感染性）廃棄物マニュフェスト
汚水槽清掃のマニュフェスト
常～特別管理産業廃棄物管理
常～有害物質使用特定施設の使用の方法等に関する管理要領 
常～有害物質使用特定施設　点検記録簿
医療安全連絡会
調査・回答（健康福祉）
事業概要（目黒区の健康福祉）

設備機器

排水・下水道

庁舎管理

健康福祉 健康福祉全般

契約 委託契約

契約依頼

備品 備品管理

保証書・説明書

庁舎管理全般

施設点検

行政財産

作業報告書

公共料金

廃棄物

碑文谷保健センター
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
保健医療計画 保健医療福祉計画

保健センター庶務 身分証明

健康増進事業都補助金

医療政策区市町村包括補助事業実施要綱
保健衛生関係情報管理事務提要データ
都区協定に基づく定期報告

感染症 新型インフルエンザ関係

性感染症 性感染症全般通知

結核 結核予防全般通知
調査・回答（精神保健）
自殺対策
日本放送協会受付料免除基準に該当する旨証明願
デイケア保険
デイケア事業実施費用の支出
デイケア運営会議
精神保健講演会
デイケアの利用申請書兼決定通知
精神保健事業実施起案

精神保健受理簿 重要文書送付決定書（自立支援）
障害者手帳不承認の通知送付
精神通院認定結果報告書兼医療受給者証送付表（１０月～３月）
障害者手帳発行一覧
精神通院認定結果報告書兼医療受給者証送付表（４月～９月）
精神申請書０４（１５１～２００）
精神申請書０５（２０１～２５０）
精神申請書４０（１９５１～２０００）
精神申請書４１（２００１～２０５０）
精神申請書４５（２２０１～２２５０）
精神申請書４６（２２５１～２３００）
精神申請書４７（２３０１～２３５０）
精神申請書４８（２３５１～２４００）
精神申請書４９（２４０１～２４５０）
精神申請書５０（２４５１～２５００）
精神申請書５１（２５０１～２５５０）
精神申請書５２（２５５１～２６００）
精神申請書５３（２６０１～２６５０）
精神申請書５４（２６５１～２７００）
精神申請書５５（２７０１～２７５０）
精神申請書５６（２７５１～２８００）
精神申請書５７（２８０１～２８５０）
精神申請書５８（２８５１～２９００）
精神申請書５９（２９０１～２９５０）
精神申請書６０（２９５１～３０００）
精神申請書０６（２５１～３００）
精神申請書０７（３０１～３５０）
精神申請書０８（３５１～４００）
精神申請書０９（４０１～４５０）
精神申請書１０（４５１～５００）
精神申請書１１（５０１～５５０）
精神申請書１２（５５１～６００）
精神申請書１３（６０１～６５０）
精神申請書１４（６５１～７００）
精神申請書１５（７０１～７５０）
精神申請書１６（７５１～８００）
精神申請書１７（８０１～８５０）
精神申請書１８（８５１～９００）
精神申請書１９（９０１～９５０）
精神申請書２０（９５１～１０００）
精神申請書２１（１００１～１０５０）
精神申請書２２（１０５１～１１００）
精神申請書２３（１１０１～１１５０）
精神申請書２４（１１５１～１２００）
精神申請書２５（１２０１～１２５０）
精神申請書２６（１２５１～１３００）
精神申請書２７（１３０１～１３５０）
精神申請書２８（１３５１～１４００）
精神申請書２９（１４０１～１４５０）
精神申請書３０（１４５１～１５００）
精神申請書３１（１５０１～１５５０）
精神申請書３２（１５５１～１６００）
精神申請書３３（１６０１～１６５０）
精神申請書３４（１６５１～１７００）
精神申請書３５（１７０１～１７５０）
精神申請書３６（１７５１～１８００）
精神申請書３７（１８０１～１８５０）
精神申請書３８（１８５１～１９００）
精神申請書３９（１９０１～１９５０）
精神申請書４２（２０５１～２１００）
精神申請書４３（２１０１～２１５０）
精神申請書４４（２１５１～２２００）
精神申請書０１（１～５０）
精神申請書０２（５１～１００）
精神申請書０３（１０１～１５０）
国保受給証申請書
国保受給証受付連絡票

保健事業費等補助金報告

健康福祉

統計・補助金

衛生統計全般

結核・感染症

精神保健 精神保健全般

精神保健事業

認定結果通知

精神申請書

国保受給者証

碑文谷保健センター
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
小児精神 小児精神助成申請書

２３条通報処理票
医療保護入院・退院届（１０－３月）
医療保護入院・退院届（４－９月）
難病対策全般通知
認定結果報告書（難病）
難病講演会
事業報告・統計調査（難病）

難病医療費助成の手引き 東京都医療費助成制度通知
難病申請台帳
難病・小慢申請保留分
重要文書受領書（難病）
認定結果報告書（難病）

在宅重症心身障害児

（者）訪問事業
在宅重症心身障害児（者）訪問事業対象者決定通知

難病更新 更新申請（難病・進達日　　月　　日～　　月　　日）
新規申請（難病・８月）
新規申請（難病・９月）
難病・再交付申請
変更届（難病・４月～６月）
変更届（難病・７月～９月）
変更届（難病・１０月～１２月）
変更届（難病・１月～３月）
新規申請（難病・３月）
難病・医療券等受理報告書
新規申請（難病・１月）
新規申請（難病・１０月）
新規申請（難病・１１月）
新規申請（難病・１２月）
新規申請（難病・２月）
新規申請（難病・４月）
新規申請（難病・５月）
新規申請（難病・６月）
新規申請（難病・７月）
小児慢性申請台帳
小児慢性申請書（８～１１月）
小児慢性申請書（４～７月）
小児慢性申請書（１２～３月）
医療費助成申請書受理兼整理簿
常～保健指導票交付
育成医療申請書・交付台帳
養育医療申請書・交付台帳
妊娠高血圧症候群等医療申請書・交付台帳
健康親子２１　アンケート
出産・子育て応援事業「ゆりかご・めぐろ」
母子保健対策起案
母子保健衛生費国庫補助金
居所不明児童に係る調査（依頼・回答）
通訳謝礼用図書カード受払簿
常～障害者手帳の再認定者通知書
母子保健事業報告集計表
手話通訳者派遣依頼
健やか親子２１
母子保健関係補助金
母子保健事業報告集計表（ことば・眼科）
母子関係講師派遣依頼
母子事業調査（回答）
母子事務担当者連絡会
検診従事職員当番
翻訳依頼
母子保健通知

母子事業要綱・規則 子育て世代包括支援センター事業実施要綱
妊産婦歯科健診受診票
育児学級
パパの育児教室
産後ケア事業（宿泊型）
産後ケア事業（訪問型）
子育て世代包括支援センター事業
乳児健康診査実施依頼書
６・９か月児健診票受領署名
産後ケア事業（訪問型）試行
ゆりかごめぐろ
各種交付・再交付申請書（２・３月）
各種交付・再交付申請書（１２・１月）
各種交付・再交付申請書（１０・１１月）
精密検診結果通知受理分
委託健診結果受診票（妊婦）
予防接種票・健診受診票　郵送済リスト
委託健診結果受診票（５歳）
委託健診結果受診票（１歳６か月）
各種交付・再交付申請書（４・５月）
各種交付・再交付申請書（６・７月）
各種交付・再交付申請書（８・９月）
委託健診結果受診票（６か月・９か月）
産婦・新生児訪問指導記録票（１０～１２月）

医療費助成制度
経由管理

難病新規・変更

小児慢性

母子医療費助成 養育・育成・妊中医療

母子保健 母子保健全般

母子保健実施事業

母子委託業務

新生児、妊産婦訪問委託

精神保健

精神保健法届出

難病対策 難病対策全般

難病保健

碑文谷保健センター
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
産婦・新生児訪問指導記録票（１～３月）
産婦・新生児訪問指導記録票（４～６月）
産婦・新生児訪問指導記録票（７～９月）
新生児訪問実施起案
訪問指導員　個人情報の保護に関する覚書
訪問指導員　傷害・賠償責任保険
継続支援の依頼（他自治体から）
産婦・新生児訪問指導票（１０月）
産婦・新生児訪問指導票（１１月）
産婦・新生児訪問指導票（１２月）
産婦・新生児訪問指導票（１月）
産婦・新生児訪問指導票（２月）
産婦・新生児訪問指導票（３月）
産婦・新生児訪問指導票（４月）
産婦・新生児訪問指導票（５月）
産婦・新生児訪問指導票（６月）
産婦・新生児訪問指導票（７月）
産婦・新生児訪問指導票（８月）
産婦・新生児訪問指導票（９月）
新生児訪問依頼書
新生児訪問報告書（他自治体から受理）
新生児訪問報告書（他自治体へ送付）
訪問指導員　貸与物品書
訪問指導員　連絡会
出生通知票（１２月）
出生通知票（８月）
出生通知票（７月）
出生通知票（１月）
出生通知票（２月）
出生通知票（１１月）
出生通知票（４月）
出生通知票（５月）
出生通知票（６月）
出生通知票（９月）
出生通知票（１０月）
出生通知票（３月）
妊娠届出書（１１月）
妊娠届出書（１０月）
受払台帳（母子健康手帳）
妊娠届出書（１２月）
妊婦健康診査受診票交付申請書
妊娠届出書（９月）
妊娠届出書（８月）
妊娠届出書（７月）
妊娠届出書（６月）
妊娠届出書（１月）
妊娠届出書（２月）
妊娠届出書（３月）
妊娠届出書（４月）
妊娠届出書（５月）
健康手帳
脳卒中再発予防教室
糖尿病予防教室
生活習慣病予防
健康学習講座

機能訓練 機能訓練事業実施起案
常～胃がん検診実施要綱
胃がん実施起案
常～胃がんリスク検診
胃がん検診集計表
胃がん検診FD引渡書
常～がん資料
胃がん検診申込者名簿（７～９月）
胃がん検診申込者名簿（１０～１２月）
胃がん検診申込者名簿（１～３月）
胃がん検診申込者名簿（５～６月）
胃がん検診精密検査結果
胃がん検診（一次）検査結果（５・６月）
胃がん検診（一次）検査結果（７～９月）
胃がん検診（一次）検査結果（１～３月）
胃がん検診（一次）検査結果（１０～１２月）

介護保険 介護保険全般 地域包括ケア推進会議介護予防部会
畜犬登録交付台帳
畜犬登録事務通知
常～畜犬登録事務マニュアル
予防接種集計表
予防接種システムデータ移行
予防接種に関する通知
予防接種集計表
予防接種システムデータ移行
予防接種に関する通知
常～子育てワンストップサービス活用方針
予防接種依頼書発行申請書
予防接種間違い事例接種票
コッホ現象事例報告
予防接種依頼書による接種票の発行

成人老人保健 健康教育・相談

がん検診 がん検診全般

胃がん検診名簿

胃がん検診結果

畜犬 畜犬全般

環境公害保健 環境公害保健全般

予防接種 予防接種全般

申請・報告・証明

母子保健

新生児、妊産婦訪問委託

出生届

妊娠届

碑文谷保健センター
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
予防接種記録証明書
長期療養特例による接種票の発行
予防接種実施報告書（送付・受理）
予防接種間違い報告書
予防接種委託料請求書（３月分）
予防接種委託料請求書（４月分）
予防接種委託料請求書（５月分）
予防接種委託料請求書（６月分）
予防接種委託料請求書（７月分）
予防接種委託料請求書（１０月分）
予防接種委託料請求書（８月分）
予防接種委託料請求書（２月分）
予防接種委託料請求書（１月分）
予防接種委託料請求書（１２月分）
予防接種委託料請求書（１１月分）
予防接種委託料請求書（９月分）
高齢者インフルエンザ予防接種依頼書発行申請書
高齢者用肺炎球菌予防接種依頼書発行申請書
高齢者用肺炎球菌定期接種準備
常～データ提供用ＵＳＢ取扱
高齢者インフルエンザ予防接種再交付受付票
高齢者予防接種業務委託資料
高齢者インフルエンザ予防接種対象者リスト
高齢者用肺炎球菌予防接種対象者リスト

高齢者インフルエンザ予防接種予診票発行（住民登録外対象者等申請依頼分）
高齢者用肺炎球菌予防接種再交付受付票
高齢者用肺炎球菌予防接種対象者リスト
高齢者インフルエンザ予防接種対象者リスト
高齢者インフルエンザ予防接種
高齢者用肺炎球菌予防接種
ヒブワクチン予診票（１１月分）
ヒブワクチン予診票（１０月分）
ヒブワクチン予診票（区外接種・前期分）
ヒブワクチン予診票（区外接種・後期分）
ヒブワクチン予診票（９月分）
ヒブワクチン予診票（８月分）
ヒブワクチン予診票（５月分）
ヒブワクチン予診票（６月分）
ヒブワクチン予診票（２月分）
ヒブワクチン予診票（３月分）
ヒブワクチン予診票（４月分）
ヒブワクチン予診票（１２月分）
ヒブワクチン予診票（１月分）
ヒブワクチン予診票（７月分）
小児用肺炎球菌予診票（２月分）
小児用肺炎球菌予診票（６月分）
小児用肺炎球菌予診票（区外接種・前期分）
小児用肺炎球菌予診票（区外接種・後期分）
小児用肺炎球菌予診票（９月分）
小児用肺炎球菌予診票（８月分）
小児用肺炎球菌予診票（５月分）
小児用肺炎球菌予診票（４月分）
小児用肺炎球菌予診票（３月分）
小児用肺炎球菌予診票（７月分）
小児用肺炎球菌予診票（１月分）
小児用肺炎球菌予診票（１２月分）
小児用肺炎球菌予診票（１１月分）
小児用肺炎球菌予診票（１０月分）
ＢＣＧ接種記録票（１月）
ＢＣＧ接種記録票（４月）
ＢＣＧ接種記録票（８月）
ＢＣＧ接種記録票（５月）
ＢＣＧ接種記録票（区外接種・前期分）
ＢＣＧ接種記録票（区外接種・後期分）
ＢＣＧ接種記録票（１２月）
ＢＣＧ接種記録票（７月）
ＢＣＧ接種記録票（３月）
ＢＣＧ接種記録票（２月）
ＢＣＧ接種記録票（９月）
ＢＣＧ接種記録票（１０月）
ＢＣＧ接種記録票（１１月）
ＢＣＧ接種記録票（６月）
ポリオ予診票（区外接種分）
ポリオ予診票（４月～３月）
麻しん・風しん予診票（１２月分）
麻しん・風しん予診票（１月分）
麻しん・風しん予診票（１０月分）
麻しん・風しん予診票（区外接種・前期分）
麻しん・風しん予診票（区外接種・後期分）
麻しん・風しん予診票（９月分）
麻しん・風しん予診票（８月分）
麻しん・風しん予診票（４月分）
麻しん・風しん予診票（２月分）
麻しん・風しん予診票（３月分）
麻しん・風しん予診票（５月分）

予防接種委託料請求書

ヒブ(Hib)予診票

小児用肺炎球菌予診票

ＢＣＧ予診票

ポリオ予診票

麻しん・風しん接種記録

票

予防接種予診票

予防接種

申請・報告・証明

高齢者予防接種

碑文谷保健センター
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
麻しん・風しん予診票（６月分）
麻しん・風しん予診票（７月分）
麻しん・風しん予診票（１１月分）
ＤＰＴーＩＰＶ予診票（区外接種・後期分）
ＤＰＴーＩＰＶ予診票（区外接種・前期分）
ＤＰＴーＩＰＶ予診票（１０月分）
ＤＰＴーＩＰＶ予診票（１１月分）
ＤＰＴーＩＰＶ予診票（２月分）
ＤＰＴーＩＰＶ予診票（３月分）
ＤＰＴーＩＰＶ予診票（４月分）
ＤＰＴーＩＰＶ予診票（１２月分）
ＤＰＴーＩＰＶ予診票（１月分）
ＤＰＴーＩＰＶ予診票（５月分）
ＤＰＴーＩＰＶ予診票（６月分）
ＤＰＴーＩＰＶ予診票（７月分）
ＤＰＴーＩＰＶ予診票（８月分）
ＤＰＴーＩＰＶ予診票（９月分）
ＤＴ予診票（１０月分）
ＤＴ予診票（区外接種分・後期分）
ＤＴ予診票（１２月分）
ＤＴ予診票（１月分）
ＤＴ予診票（２月分）
ＤＴ予診票（３月分）
ＤＴ予診票（５月分）
ＤＴ予診票（６月分）
ＤＴ予診票（７月分）
ＤＴ予診票（区外接種分・前期分）
ＤＴ予診票（１１月分）
ＤＴ予診票（９月分）
ＤＴ予診票（８月分）
ＤＴ予診票（４月分）
Ｂ型肝炎予診票（２月分）
Ｂ型肝炎予診票（１０月分）
Ｂ型肝炎予診票（４月分）
Ｂ型肝炎予診票（５月分）
Ｂ型肝炎予診票（区外接種・前期分）
Ｂ型肝炎予診票（６月分）
Ｂ型肝炎予診票（７月分）
Ｂ型肝炎予診票（８月分）
Ｂ型肝炎予診票（９月分）
Ｂ型肝炎予診票（区外接種・後期分）
Ｂ型肝炎予診票（３月分）
Ｂ型肝炎予診票（１１月分）
Ｂ型肝炎予診票（１２月分）
Ｂ型肝炎予診票（１月分）
おたふく予診票（２月分）
おたふく予診票（１０月分）
おたふく予診票（４月分）
おたふく予診票（５月分）
おたふく予診票（６月分）
おたふく予診票（７月分）
おたふく予診票（８月分）
おたふく予診票（９月分）
おたふく予診票（３月分）
おたふく予診票（１１月分）
おたふく予診票（１２月分）
おたふく予診票（１月分）
水痘予診票（２月分）
水痘予診票（１０月分）
水痘予診票（４月分）
水痘予診票（５月分）
水痘予診票（６月分）
水痘予診票（７月分）
水痘予診票（８月分）
水痘予診票（９月分）
水痘予診票（区外接種・後期分）
水痘予診票（区外接種・前期分）
水痘予診票（３月分）
水痘予診票（１１月分）
水痘予診票（１月分）
水痘予診票（１２月分）
子宮頸がん予診票（区外接種分）
子宮頸がん予診票（４月～３月分）
日本脳炎予診票（１０月分）
日本脳炎予診票（１１月分）
日本脳炎予診票（１２月分）
日本脳炎予診票（５月分）
日本脳炎予診票（６月分）
日本脳炎予診票（７月分）
日本脳炎予診票（区外接種・前期分）
日本脳炎予診票（４月分）
日本脳炎予診票（８月分）
日本脳炎予診票（９月分）
日本脳炎予診票（区外接種・後期分）
日本脳炎予診票（１月分）
日本脳炎予診票（２月分）

麻しん・風しん接種記録

票

四種混合予診票

ＤＴ予診票

予防接種予診票

Ｂ型肝炎予診票

おたふく予診票

水痘予診票

子宮頸がん予診票

日本脳炎予診票

碑文谷保健センター
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
日本脳炎予診票（３月分）
高齢者用肺炎球菌予診票（区外接種・前期分）
高齢者用肺炎球菌予診票（９月分）
高齢者用肺炎球菌予診票（区外接種・後期分）
高齢者用肺炎球菌予診票（８月分）
高齢者用肺炎球菌予診票（７月分）
高齢者用肺炎球菌予診票（６月分）
高齢者用肺炎球菌予診票（５月分）
高齢者用肺炎球菌予診票（４月分）
高齢者用肺炎球菌予診票（１０月分）
高齢者用肺炎球菌予診票（１１月分）
高齢者用肺炎球菌予診票（１２月分）
高齢者用肺炎球菌予診票（１月分）
高齢者用肺炎球菌予診票（２月分）
高齢者用肺炎球菌予診票（３月分）
高齢者インフルエンザ予防接種予診票（１月）
高齢者インフルエンザ予防接種予診票（１２月）
高齢者インフルエンザ予防接種予診票（１１月）
高齢者インフルエンザ予防接種予診票（１０月）
高齢者インフルエンザ予防接種予診票（非医師会）
高齢者インフルエンザ予防接種予診票（他区）
常～７月生まれ
常～８月生まれ
常～９月生まれ
常～１０月生まれ
常～１１月生まれ
常～６月生まれ
常～１月生まれ
常～２月生まれ
常～３月生まれ
常～４月生まれ
常～５月生まれ
常～１２月生まれ
東が丘１丁目
東が丘２丁目
八雲３丁目
八雲４丁目
八雲１丁目
八雲２丁目
八雲５丁目
柿の木坂２丁目
柿の木坂３丁目
柿の木坂１丁目
中根２丁目
中根１丁目
自由が丘２丁目
自由が丘３丁目
自由が丘１丁目
緑が丘２丁目
緑が丘３丁目
緑が丘１丁目
大岡山２丁目
大岡山１丁目
平町１丁目
平町２丁目
鷹番２丁目
鷹番３丁目
鷹番１丁目
碑文谷６丁目
碑文谷５丁目
碑文谷４丁目
碑文谷２丁目
碑文谷３丁目
碑文谷１丁目
南１丁目
南３丁目
南２丁目
洗足１丁目
洗足２丁目
原町１丁目
原町２丁目
目黒本町２丁目
目黒本町３丁目
目黒本町４丁目
目黒本町５丁目
目黒本町６丁目
目黒ＨＣ管内
中央町１丁目
乳児健診未来所
１．６歳歯科健診未来所
３歳児健診未来所
常～組織改正
常～地域における保健師活動
常～目黒区業務継続経計画
常～苦情・事故処理
常～職場のセクシャルハラスメント防止に関する指針

母子管理カード 平成３１年生まれ

保健師共通 目黒区の行政計画

庶務

未来所

南

洗足

原町

目黒本町

地区別母子管理カード 東が丘

八雲

柿の木坂

中根

中央町

自由が丘

緑が丘

大岡山

平町

鷹番

碑文谷

予防接種予診票

日本脳炎予診票

高齢者用肺炎球菌予診票

碑文谷保健センター

高齢者インフルエンザ予防

接種予診票
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
ゆりかご面接室の設置に伴うロッカー移設等
定期監査資料
保健師配置表
調査・回答
めぐろ区報衛生一口メモ
常～保健師記録のあり方
常～庁舎管理等手順書
常～行政対象暴力対策
保健師産休育休代替臨時職員
母子保健支援員（専務的非常勤）
事業パート仕事依頼確認書
常～職員住所録・緊急連絡網
常～事業パート緊急連絡先
常～パート雇用賃金表申し合わせ事項（含医師）
常～備品・物品・購入管理
図書
予算書
常～被災地保健師派遣
常～健康危機管理マニュアル
常～災害時における避難所等の衛生管理マニュアル
常～災害時要援護者支援対策
常～災害対応訓練･消防訓練
健康教育依頼文・実施録
常～保健師新人マニュアル
常～母子グループ話合い記録
所内保健師研究会記録
保健師係長会
常～成人・精神グループ話合い記録
職場研修
研修案内（申込みなし）
研修案内（申込みあり）
区派遣研修
常～新人職員研修（保健師）
常～研修計画
目黒区保健師業務連絡会
保健師会南部ブロック連絡会・研修
保健師会南部ブロック会員名簿
特別区保健師業務連絡会
常～保健師会講師一覧
常～目黒区保健師業務連絡会運営要領
常～特別区保健師会組織運営
母子保健事業担当者連絡会
目黒区要保護児童対策地域協議会実務者会議
要保護児童対策地域協議会行政機関連絡会
めぐろ子ども・子育てネット及び子育てアプリ実務担当者会議
常～要保護児対策地域協議会
常～児童虐待対応マニュアル
生活困窮者庁内連携会議実務者会議
区西南部地域リハビリテーション支援センター幹事会
常～目黒区犯罪被害者支援ネットワーク
常～区西南部地域リハビリテーション支援センター協議会
目黒区DV防止関係機関連絡会議
学童保育クラブ医療的ケア児対応会議
常～精神障害者地域移行、地域定着推進連絡会
目黒区高次脳機能障害者支援連絡会
発達障害に関する発達障害啓発等事業実行委員会
認知症相談と医療の連携会議・小検討会
若年性認知症支援連絡会
自立支援協議会
精神科医療地域連携会議
区西部特別区保健所精神保健福祉センター連絡会（１０区連）
常～デイケア運営協議会
地域生活移行支援会議
犯罪被害者支援ネットワーク講演会・連絡会議
目黒区精神保健福祉関連施設等連絡会（さんまの会）
常～目黒区精神福祉連絡協議会
目黒DV防止関係機関連絡会議
常～精神衛生関係報告手引き
常～定期報告一覧表
常～保健師業務報告手引き(業務年報）
常～配偶者暴力対策に関する事業調査
常～母子保健事業報告手引
常～薬物相談実績状況調査
常～障害者自立支援法
常～地区活動表記入手引き
子どもの貧困対策の会計検査に係る特別調書
薬物相談実績状況調査
目黒区子ども総合計画
「目黒区保健医療福祉計画」の事業評価
３歳健診アレルギースクリーニング実施状況統計表
月報総合計
健康めぐろ２１　実績調査
健康増進（訪問指導）
事業概要報告控
事業統計集計表
障がい者計画に係る実績及び評価の調査について

保健師業務

統計 統計手引

統計報告

保健師共通

庶務

人事・雇用

事業予算

防災

保健師会

母子会議

成人会議

高齢者・障害者会議

精神会議

業務

研修

碑文谷保健センター
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
神経難病医療ネットワーク統計
精神保健関係報告控
男女平等共同参画推進計画・事業実績調査票
地域保健事業報告控
認知症の早期診断・早期対応に係る実施状況調査
配偶者暴力対策に関する事業調査
福祉衛生行政統計（障害者総合支援法）
保健師活動領域調査
保健師業務年報
母子保健事業の実施状況調査
母子保健事業報告控
目黒区青少年に関する事業報告書
保健衛生事務事業に係る定期報告
前月別地区活動集計表
月別地区活動集計表（１０～１２月分）
月別地区活動集計表（１～３月分）
月別地区活動集計表（４～６月分）
月別地区活動集計表（７～９月分）
居住実態が把握できない児童
常～乳幼児栄養調査
常～母子保健関係アンケート　統計
学生実習(全般・名簿）
保健師学生卒業時の到達度アンケート
選抜制保健師学生実習に関する評価アンケート
常～保健師学生の臨地実習マニュアル
常～保健師助産師看護師学生の保健所実習について
実習計画及び家庭訪問担当表
誓約書
東京医療保健大学医療保健学部
東京医療保健大学大学院看護学研究科

医学・助産師学生実習 常～研修医実習

児童・高齢者虐待 常～要保護児童名簿
常～重症心身障害児（者）在宅訪問事業対象者名簿
常～定期報告一覧表
常～重症心身障害児在宅レスパイト事業
常～医療的ケア児

学童保育クラブ医療的ケア児対応会議
常～在宅訪問看護事業案内（在宅重症心身障害児・者）

常～重症心身障害児関連会議（保健所担当者連絡会・区西南部地域連携会議）

常～通訳ボランティア
常～一時保育

常～「健やか親子２１（第２次）」の指標及び目標の決定並びに今後の調査方法につ

いて
常～母子カード記入例
子育て包括支援センター会議録
子育て世代包括支援センター連絡票
子育て包括支援センター連絡会
ゆりかご・めぐろ面接券
ゆりかご・めぐろ予約簿
ゆりかご・めぐろ未面接者連絡
ゆりかご・めぐろ相談記録
ゆりかご・めぐろフォロー実施簿
ゆりかご応援グッズ
常～妊娠・出産包括支援事業
常～ゆりかご・めぐろ支援基準
常～ゆりかご・めぐろ
ゆりかご・めぐろ集計表
妊娠届出書
面接予約簿
未面接者
未面接者案内送付一覧
スクリーニング該当妊婦　未面接者
５月届　面接終了者
６月届　面接終了者
７月届　面接終了者
８月届　面接終了者
９月届　面接終了者
１０月届　面接終了者
１１月届　面接終了者
１２月届　面接終了者
１月届　面接終了者
２月届　面接終了者
３月届　面接終了者
ゆりかごめぐろ面接集計月報
電話フォロー
前年度フォロー者リスト
今年度フォロー者リスト
４月届　面接終了者
ハイリスク妊婦　出生通知票提出確認
前年度　ハイリスク妊婦　出生通知票提出確認
エジンバラ対応記録兼電話受付簿
常～エジンバラ質問票　マニュアル
エジンバラ質問票実施分の名簿
エジンバラ質問票実施分（７～９月）
エジンバラ質問票実施分（１～３月）

エジンバラ質問票

母子保健指導

子育て世代包括支援セン

ター

妊娠届出書

面接終了者

産婦

学生実習

相談窓口
障がい者（児）

全般

妊婦

統計

統計報告

集計表

調査・アンケート

学生実習計画

保健師実習

碑文谷保健センター
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
エジンバラ質問票実施分（１０～１２月）
エジンバラ質問票実施分（４～６月）
常～ＮＩＣＵ退院支援手帳（のびのび）
指導員連絡ケース（写）
新生児・妊産婦訪問業務連絡会
新生児訪問里帰り実施分（依頼文なし）
乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん訪問）事業研修
未熟児訪問連絡票（実施分）
常～新生児聴覚検査
常～未熟児訪問連絡票
常～乳児家庭全戸訪問事業
常～新生児訪問指導に関する検討
常～新生児訪問指導手引き
産後ケア事業（訪問型）
産後ケア事業（宿泊型）
常～産後ケア事業　全般
産後ケア事業（訪問型）申請受付簿
常～産後ケア事業（訪問型）様式類
常～産後ケア事業（訪問型）助産師名簿
産後ケア事業（訪問型）報告書
産後ケア事業（訪問型）利用申請起案
産後ケア事業（宿泊型）申請受付簿
産後ケア事業（宿泊型）報告書
常～産後ケア事業（宿泊型）様式類
産後ケア事業（宿泊型）利用申請起案
産後ケア事業（宿泊型）ホームページ
産後ケア事業（訪問型）報告書
ハローベビークラス
ハローベビーサロン
常～ハローベビークラス関連資料
常～ハローベビークラスの運営経過
常～パパの育児教室資料
パパの育児教室実施録
子どもの健康教室予定表
子どもの健康教室名簿
子どもの健康教室実施録
子どもの健康教室ＯＢ会
子どもの健康教室のおさそい
子どもの健康教室参加者カード
多胎児育児懇談会・実施録
常～多胎児育児情報
多胎児懇談会おさそい
フレッシュママの集いお知らせ
フレッシュママの集い実施録
常～母親の会（ティールーム）案内
母親の会（ティールーム）実施録
母親の会出席名簿
乳児健診医師緊急連絡先
乳児健診母アンケート
常～新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応について
常～はかり検定
常～乳児健診の流れ
常～乳児健診 資料
常～乳児精密健診票及び流れ
常～乳児健診未来所フォロー
常～乳児健診　関連備品
常～１歳６ヶ月児内科健診
常～１歳６ヶ月児歯科健診の流れ

２歳児歯科健診 常～２歳児歯科健診の流れ
３歳児健診医師等緊急連絡先
常～３歳健診の流れ
常～３歳児健診　新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応について
常～３歳児健診未来所フォロー
常～目黒眼科・ことばの相談室
紹介状結果返信
発達・経過観察クリニック医師等緊急連絡先
常～アレルギー相談
常～アレルギー相談アンケート原本
常～発達・経過観察クリニックの流れ
常～発達・経過観察クリニック資料
常～不妊相談
常～小児科成長クリニック
常～発達医療機関
常～目黒区児童発達支援センター
常～発達療育機関
常～きこえとことばの教室
常～児童館
常～幼稚園
常～保育園・一時保育
常～子ども家庭支援センター
常～ファミリーサポートセンター

民間相談機関 常～乳房マッサージ

自主グループ フレンズたより
常～日本脳炎予防接種
常～水痘予防接種
常～小児肺炎球菌ワクチン

エジンバラ質問票

新生児

産後ケア事業

母子保健指導

予防接種感染症

母子健康教育 ハローベビークラス

パパママの育児教室

子どもの健康教室

多胎児育児懇談会

フレッシュママの集い

母親の会（ティールー

ム）

乳幼児健診 乳児健診

３歳児健康診査

経過観察健診

母子相談

発達相談

公的子育て支援機関

１歳６カ月児歯科健診

専門医療機関

碑文谷保健センター
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～子宮頸がんワクチン
常～高齢者肺炎球菌予防接種
常～ヒブワクチン
常～インフルエンザ予防接種
常～おたふくかぜ予防接種

感染症 エボラ出血熱
結核接触者健診
結核コホート検討会

生活習慣病 生活習慣病予防教室案内

糖尿病教室 糖尿病教室実施録
子育て世代の生活習慣予防教室名簿
常～子育て世代の生活習慣病予防教室　資料
子育て世代の生活習慣病予防教室実施録
脂質異常症予防講演会
脳卒中再発予防教室ご案内
脳卒中再発予防教室参加者名簿
脳卒中再発予防教室実施録
常～脳卒中再発予防教室
脳卒中再発予防体操教室名簿
脳卒中再発予防体操教室実施録
常～脳卒中再発予防体操教室
脳卒中再発予防体操ご案内
常～難病講演会
常～神経難病医療ネットワーク事業

特殊疾病医療機関 常～日本リウマチ財団登録医
常～パーキンソン教室案内文書
常～パーキンソン病資料
パーキンソン教室実施録
パーキンソン教室名簿
常～ことばの相談室お知らせ
常～ことばの相談室参加者カード
常～ことばの相談室準備
常～ことばの相談室除外者名簿
椎の木会ニュース
ことばの相談室終了・除外者カード
ことばの相談室実施録
ことばの相談室名簿
常～言語訓練資料
脳卒中再発予防体操の集い参加者名簿
常～地域リハビリ参加状況
脳卒中再発予防体操の集いの案内
常～いきいき福祉ネットワークセンター
常～脳卒中友の会
常～高次脳機能障害のリハビリテーションマニュアル

障害者関係 障害者虐待 常～障害者虐待防止マニュアル
常～精神保健福祉法
精神緊急対応
常～障害者手帳のしおり（精神）
常～心神喪失者等医療観察法（マニュアル）
常～心神喪失者等医療観察法
常～３４条について
常～２３条警察官通報処理票
常～２２条通報処理票
常～障害者総合支援法認定調査・名簿
常～障害支援区分調査マニュアル
障害者総合支援法による訓練等給付費支給に係る調査
訪問看護ステーション
東京都立中部精神保健福祉センター　事例検討
常～東京都立総合精神保健福祉センター（中部・下谷・多摩）
常～東京都精神障害者家族会連合会（東京つくし会）（除：ひのき会）
常～短期入所施設
常～精神障害者のための権利擁護・法テラス
常～精神障害者に関する民間移送
常～精神医療機関
常～境界性パーソナリティ障害（BPD)患者家族会（NPOのびの会）
常～てんかん
常～自殺総合対策大網
普及啓発
常～目黒区自殺対策計画
常～自殺予防
常～自殺遺族への支援
常～区の自殺対策

ＤＶ 常～ＤＶ
常～地域活動支援センターセサミ
常～他区地域生活支援センター
常～ブレス学芸大学
常～みきの会合同運営委員会
常～ブレス中目黒
常～目黒区外共同作業所
常～ワークイン翔
常～発達障害
常～措置入院患者の退院後支援
常～精神障害者地域移行支援事業報告
常～精神障害者就労相談
常～精神障害者社会復帰施設
常～　社会適応訓練事業

精神保健福祉 精神保健全般

障害者総合支援法

精神関係機関

自殺対策

地域活動支援センター

精神作業所関係

社会復帰・就労

社会適応訓練事業

予防接種

成人保健指導

脂質異常改善教室

脳卒中再発予防教室

脳卒中再発予防体操教室

結核

感染症

特殊疾病 難病相談

パーキンソン教室

リハビリ事業 ことばの相談室

所外リハビリ

リハビリ関係医療機関

碑文谷保健センター
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～社適利用マニュアル保健所用
常～実施要綱・運営方法

社会適応訓練訓練者カー

ド
常～社会適応訓練訓練者名簿

常～グループホームサンハウス目黒
常～グループホーム柿の木坂グリーンハウス
常～他区グループホーム
常～グループホーム入居等協議会
常～グループホーム入居依頼書
紹介状発行
常～精神保健講演会
常～精神保健所内相談（日程・流れ）
常～精神保健訪問事業

認知症 常～認知症高齢者とその家族の会（たけのこ）
家族会実施録
家族会のおさそい
常～くるみの会個人カード（来所者分）
常～くるみの会おさそい
デイケア運営協議会
くるみの会計画表
デイケア受入れ会議資料
くるみの会名簿
くるみの会実施録
常～ひきこもり講演会及び資料
常～ひきこもりサポートネット
常～ひきこもり

アルコール・アディク

ション
常～アルコール相談

精神関係事業 精神障害者ホームヘルプ

事業
常～精神障害者ホームヘルプ事業流れ

常～パーキンソン教室登録者個人カード
常～パーキンソン教室参加者個人カード

パーキンソン教室除外者

名簿
常～パーキンソン教室除外者名簿

パーキンソン教室転出・死亡者
パーキンソン教室終了者

保健師Ａ 常～保健師Ａ個別フォロー

保健師Ｂ 常～保健師Ｂ個別フォロー

保健師Ｃ 常～保健師Ｃ個別フォロー

保健師Ｄ 常～保健師Ｄ個別フォロー

保健師Ｅ 常～保健師Ｅ個別フォロー

保健師Ｆ 常～保健師Ｆ個別フォロー

保健師Ｇ 常～保健師Ｇ個別フォロー

保健師Ｈ 常～保健師Ｈ個別フォロー

保健師I 常～保健師Ｉ個別フォロー

保健師Ｊ 常～保健師Ｊ個別フォロー
保健師管理除外分（ヤ行以降）
保健師管理除外分（ハ・マ行）
保健師管理除外分（タ・ナ行）
保健師管理除外分（サ行）
保健師管理除外分（カ行）
保健師管理除外分（ア行）
常～保健師管理除外者名簿
精神
その他
乳幼児

ケース連絡票 ケース連絡票

診療情報提供書 診療情報提供書

精神保健総合相談予約簿
精神保健総合相談予約簿

常～柿の木坂１丁目（１～１５）
常～柿の木坂３丁目（６～ 後）
常～柿の木坂１丁目（１６～２９）
常～柿の木坂１丁目（３０～ 後）
常～柿の木坂２丁目（１～４）
常～柿の木坂２丁目（５～ 後）
常～柿の木坂３丁目（１～５）
常～中根１丁目
常～中根２丁目
常～自由が丘３丁目
常～自由が丘２丁目
常～自由が丘１丁目（１６番～ 後）
常～自由が丘１丁目（１～１５番）
常～東が丘１丁目（２１番～ 後）
常～東が丘１丁目（１～２０番）
常～東が丘２丁目（６～ 後）
常～東が丘２丁目（１～５）
常～八雲１丁目（１－１－４－８０３）
常～八雲１丁目（１～５）
常～八雲１丁目（６～７）
常～八雲１丁目（８～ 後）
常～八雲５丁目
常～八雲４丁目
常～八雲２丁目
常～八雲３丁目（１～１５）

精神保健相談カード

柿の木坂

中根

自由が丘

東が丘

八雲

精神保健事業 精神クリニック

精神家族会

くるみの会

精神保健相談 ひきこもり

パーキンソン教室個人

カード

パーキンソン教室継続者

カード

パーキンソン教室終了者

カード
担当者訪問指導カード

保健師管理除外

訪問看護情報提供書

精神保健福祉

社会適応訓練事業

グループホーム

碑文谷保健センター
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～八雲３丁目（１６～ 後）
常～平町１丁目（１～１９番）
常～平町１丁目（２０番～ 後）
常～平町２丁目
常～鷹番２丁目（１０～ 後）
常～鷹番３丁目（１～１０番）
常～鷹番３丁目（１１番～ 後）
常～鷹番１丁目
常～鷹番２丁目（１～９）
常～大岡山１丁目（２１番～ 後）
常～大岡山１丁目（７～２０番）
常～大岡山２丁目
常～大岡山１丁目（１～６番）
常～南３丁目
常～南１丁目（１１番～ 後）
常～南２丁目（１～７番）
常～南２丁目（８番～ 後）
常～南１丁目（１～１０番）
常～緑が丘１丁目（１～１０番）
常～緑が丘３丁目
常～緑が丘２丁目（１４番～ 後）
常～緑が丘２丁目（１～１３番）
常～緑が丘１丁目（１１番～ 後）
常～洗足１丁目
常～洗足２丁目（２－２２－７）
常～洗足２丁目
常～原町２丁目（１～１３番）
常～原町１丁目
常～原町２丁目（１４番～ 後）
常～目黒本町６丁目（１５番～ 後）
常～目黒本町６丁目（１～１４番）
常～目黒本町５丁目（３～１０番）
常～目黒本町５丁目（２１番～ 後）
常～目黒本町５丁目（１１～２０番）
常～目黒本町５丁目（１・２番）
常～目黒本町４丁目（１１番～ 後）
常～目黒本町４丁目（１～１０番）
常～目黒本町２丁目（２０番～ 後）
常～目黒本町３丁目
常～目黒本町２丁目（１３～１９）
常～目黒本町２丁目（１～１２）
常～碑文谷４丁目
常～碑文谷１丁目（１８番～ 後）
常～碑文谷５丁目（２０～ 後）
常～碑文谷６丁目（１～１０番）
常～碑文谷６丁目（１１～ 後）
常～碑文谷５丁目（１～１９番）
常～碑文谷２丁目（１～１０番）
常～碑文谷２丁目（１１番～ 後）
常～碑文谷３丁目
常～碑文谷１丁目（１～１７番）

中央町 常～中央町１丁目
常～保健予防課管内カード（精神）
常～目黒区外カード（精神）（本人が区外）
精神相談終了除外カード（タ行）
精神相談終了除外カード（ナ行）
精神相談終了除外カード（ハ・マ行）
精神転出カード
精神死亡カード
常～精神保健相談終了除外者名簿
精神相談終了除外カード（サ行）
精神相談終了除外カード（カ行）
精神相談終了除外カード（ア行）
精神相談終了除外カード（ヤ～ワ行）不明含む

レントゲン撮影 読影簿 Ｘ線撮影読影簿
区政・庁内で実施　緊急

時マニュアル
常　危機管理マニュアル

常～ファイル基準表　引継予定表
特例起案簿
専務的非常勤職員　任用
常　会計年度任用職員制度
常～給与・福利通知
常～研修・講習会（試験検査）
常～職免・給与減免
出退勤時刻データ修正記録簿
時差出勤制度
旅行命令　領収書
常　特殊勤務手当調査（試験検査）
非常勤　休暇簿　旅行命令簿
倫理ミーティング
時差出勤制度

物品購入･予算･補助金 常～臨時職員名簿
契約依頼　委託(精度管理）
契約依頼　図書
契約依頼　追録

精神終了カード

文書

服務･給与･研修

契約依頼・起案・事務処

理

試験検査共通

精神保健相談カード

八雲

平町

鷹番

大岡山

南

緑が丘

洗足

原町

目黒本町

碑文谷

管外精神保健相談カード

碑文谷保健センター
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
契約依頼　年間契約
契約依頼　薬品
事務処理　参考検体（資金前渡）
契約依頼　器材
契約依頼　修理
契約依頼　委託(点検ほか)
契約依頼　学会費・講習会参加費等(負担金）
支出負担行為　器材
支出負担行為　修理
支出負担行為　図書
支出負担行為　薬品
支出負担行為　委託(点検ほか)
支出負担行為　委託(精度管理）
支出負担行為兼支出命令　参考検体（資金前渡）
支出負担行為兼支出命令　学会費・講習会参加費・都区精度管理委託費用
支出負担行為兼支出命令　追録（図書）

支出負担行為兼支出命令　追録（図書）
支出負担行為兼支出命令　参考検体（資金前渡）
支出負担行為兼支出命令　学会費・講習会参加費・都区精度管理委託費用
支出命令　薬品
支出命令　委託（精度管理）
支出命令　年間契約
支出命令　図書
支出命令　修理
支出命令　委託（点検ほか）
支出命令　器材
常～技師会・主査会
常～技師会　業務研究会
常～地域保健･保健福祉事業報告作成要領報告控
常～技師会　業務研究会
常～検査体制
都区精度管理調査
常～国民栄養調査資料
常～メール･会員　登録情報
常～ホームページ作成マニュアル
常～公開羅針盤操作マニュアル
常～検便・ぎょう虫卵検査ホームページ
常～イントラネットとセキュリティ対策
常～LoGoチャット
常～アピウェブ
休日・夜間緊急連絡先
試験検査管理マニュアル
排水　水質管理
常～廃棄物処理に関する資料
回収機器等のマニフェストの写し

毒物･劇物･試薬・菌株 常～試薬等管理簿
常～マイクロピペットと遠心器の使い方とメンテナンス
常～顕微鏡の使い方
常～天秤点検
常～ふ卵器・恒温水槽点検（定期）
常～機器の異常時点検記録簿・修理記録簿
常～機器･設備　修理･保守記録
常～高圧蒸気滅菌器点検
常～食品放射線検出器点検
常～食品放射線測定器　点検
常～フロン類の漏洩簡易点検（冷凍庫・冷蔵庫）
常～ＰＣＲ装置点検
日常点検簿
病原微生物検出情報（IASR）
常～病原体等の包装・運搬

食中毒菌 常～腸管出血性大腸菌

寄生虫・蚊・ダニ 蚊　デング・ジカウイルス
食品ＯＡ使用簿
食品OAシステム通知・会議録

食品中の放射性物質検査
貸与機器調査

放射性物質検査　依頼書　結果書（障害福祉課）
放射性物質検査　依頼書　結果書（学校運営課・教育指導課）
放射性物質検査　依頼書　結果書（保育課）
放射性物質検査　搬入予定表
放射性物質検査　検体未処理分
信頼性確保部門の指定職員
常～ＧＬＰ内部点検記録
研修・講習会等の参加記録

ＧＬＰ研修資料 常～ＧＬＰ研修資料

標準作業書の作成・改定 常～検査実施標準作業書の作成・改定起案
外部精度管理
内部精度管理
都区精度管理
食品細菌検査検査物品送付書成績書（保育園・学校ほか）
食品細菌検査記録簿実施記録簿
試験品受領記録簿兼管理簿
食品細菌検査収受番号簿
食品細菌検査収去物品送付書
食品細菌検査成績書

感染症・食中毒 感染症対策

食品衛生共通 食品業務電算

放射性物質検査

送付書・結果書・各種記

録簿

ＧＬＰ信頼性確保部門 内部点検・研修

ＧＬＰ検査区分
食品精度管理

食品細菌検査 食品細菌　送付書・結果

契約依頼・起案・事務処

理

支出負担行為

支出負担行為兼支出命

令・清算

インターネット

検査室管理 検査室管理全般

廃棄物・排水

設備・機器の説明書

設備・機器保守点検

試験検査共通

支出命令

関連団体・統計

担当がまたがる事業

碑文谷保健センター
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～尿検査　内部精度管理
ぎょう虫卵検査申込書
ぎょう虫卵検査台帳
３歳児検診検尿台帳　碑文谷
３歳児健診検尿　集計表　目黒
３歳児健診検尿　集計表　碑文谷
常～母子打ち合わせ・マニュアル
常～尿検査・ぎょう虫卵検査資料

腸内細菌 精度管理・研

修
常～腸内細菌精度管理

腸内細菌検査各論 常～腸内細菌検査基礎
分離菌株の分与および薬剤感受性試験
保菌者検索 年報
常～健康管理検便 実施要綱
常～健康管理検便　共同印刷注文履歴
健康管理検便　家庭福祉員
健康管理検便　学校運営課
健康管理検便　事業実施計画（パート出勤日）
健康管理検便　社会福祉協議会への連絡
学校運営課検便 回収報告書
健康管理検便 受付集計表
健康管理検便　徴収猶予 受付記録
健康管理検便　交換便等一覧表
健康管理検便 陽性者報告書
健康管理検便 検体不足
腸内細菌検査特例起案簿
健康管理検便 結果

感染症関連検便 感染症関連検便　成績書・記録簿
おしぼり検査
水質・環境　細菌検査台帳
水質依頼送付書・結果書(レジオネラ属菌)
水質化学検査台帳
水質行政送付書・結果書(プール水)
水質行政送付書・結果書(浴場水・レジオネラ)

環境検査全般 通知

水質・環境化学 精度管理（水質）

家庭用品検査　送付書・

結果
家庭用品送付書・成績書

家庭用品検査　資料 常～家庭用品安全対策担当者会議資料
常～２００５日本人の食事摂取基準
常～栄養士法
常～健康づくり通知
常～健康増進法
常～食育基本計画
２０１０日本人の食事摂取基準
食育推進関係
日本人の食事摂取基準（２０１５年版）
栄養研修
栄養事業調査（回答）
介護予防事業
管理栄養士試験要領
国・都・区からの通知・通達
栄養予算
目栄会
目黒区保健所栄養士会
常～東京都栄養士会
常～特別区保健所栄養士会任用制度
特別区栄養士業務連絡会
特別区保健所栄養士会
食と健康講座
動脈硬化予防教室
プレママクッキング
栄養くるみの会（デイケア）
栄養講習会出席者名簿
栄養指導講習会
栄養事業日程
栄養相談
栄養相談事業
健康学習講座
広報原稿
災害巡回栄養相談チーム養成講座
所外健康教育
所内健康教育
栄養指導講習会支出起案
食と健康講座支出起案
糖尿病教室（交換表勉強会含）
栄養目黒区の保健衛生
栄養事業報告
常～栄養指導事業報告書作成要領
常～栄養報告書作成用紙
成人保健作業部会資料
栄養母子
栄養成人
常～特定給食施設開始届
常～特定給食施設休止（廃止）届

水質・環境検査 水質・環境検査　送付

書・結果

家庭用品検査

栄養 栄養全般

栄養士会

栄養事業

統計

健診事業

集団給食

保菌者検索 保菌者検索全般

健康管理検便　事務

健康管理検便　受付

健康管理検便　結果

臨床検査 尿・ぎょう虫卵検査

腸内細菌検査

碑文谷保健センター



 令和元年度 行政情報目録 （健康福祉部・福祉事務所・保健所 碑文谷保健センター）

19／19

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～特定給食施設指導用資料
常～特定給食施設変更届
栄養報告（特定給食施設・病院・介護施設）
特定給食施設現状調査
特定給食施設名簿
給食施設数報告
特定給食管理講習会
常～特定給食施設栄養指導報告（栄養指導票）
常～管理栄養士必置施設の指定
常～施設台帳
常～集団給食施設栄養改善知事賞
常～健康増進法施行細則

国民栄養調査 国民健康・栄養調査結果
栄養学生臨地実習集中講義
栄養学生臨地実習

パンフレット 栄養パンフレット
常～外食料理の栄養成分表示ガイドライン
常～栄養成分表示制度
歯科保健支援員
常～歯科指導要領・要綱・条例
保健所使用料減免申請
保健センター関係
歯科室関係
歯科事業報告書
歯科衛生士会関係
ファイリング資料
国・東京都からの通知
災害・防災医療救護活動
歯科医師会関係
物品
予算
予算要望書
印刷
被服貸与
歯科事業起案
心身障害者（児）歯科
職員活用しま専科
所内健康教育
所外健康教育
事業見直し
広報・ホームページ
研修
健康めぐろ２１

在宅歯科 常～在宅訪問記録カード
健康推進課事業関係
介護予防部会
妊産婦歯科健診
成人・高齢者全般
健康フェスティバル
８０２０運動
介護予防事業視察
母子関係資料
母子会議録
歯科予防処置
３歳児健診
１歳６ヶ月児健診
歯科相談票（１階カルテボックスに保存）
乳児健診・育児学級
常～歯科相談表
５歳児歯科健診・フッ素塗布
歯科衛生相談
歯と口の健康週間
ハローベビークラス
システム関係
事務事業検証
歯科保健医計画・対策
児童虐待
目黒子供総合計画
目黒区の健康福祉
中長期の定数管理
システム日計表
区民の声
次世代育成支援行動計画
保守管理
医療安全連絡会
歯科薬剤
感染症対策
新型インフルエンザ対策

歯科予算

歯科健康教育

成人・老人歯科

歯科母子 母子事業全般

母子事業

歯科事業計画・対策

歯科医療安全

学生実習

栄養資料
栄養成分

歯科保健 歯科保健全般

栄養

集団給食

碑文谷保健センター


