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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
庁内調査・回答（３年保存）
常～　災害時対応マニュアル
常～会計管理室金庫の使用について
調査・回答（国・東京都・他自治体等を除く）
庁内調査
緊急用携帯
庁外調査・回答（高齢福祉課）
目黒区人口統計
領収書（契約なし）
庁内通知
携帯電話料請求
常～外部記録媒体持出・使用管理簿
常～電磁的記録媒体の保管管理簿
生活福祉委員会連絡票
社会福祉士相談援助実習
特別区高齢福祉・介護保険課長会
特別区福祉事務所長会
組織改正
調査・回答（国・東京都・他自治体等）
常～人口統計
常～地域ケア推進課事務引継書
常～健康福祉部　災害活動マニュアル
組織再編検討会
生活困窮及びふくしの相談庁内連携会議
常～高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
政策決定会議（９月～３月）
政策決定会議（４月～８月）
庶務担当課長会
常～長期計画
常～保健医療福祉計画・介護保険事業計画
常～パブリックコメント実施結果
所要人員・組織改正調査
政策課題調査
常～子ども総合計画
区民の声
常～個人情報保護
町会回覧
広報（めぐろ区報）
広報（ホームページ）
広報（通知・調査）
常～情報公開・個人情報保護審議会
常～情報化推進委員会
常～個人情報業務登録
情報公開・個人情報保護
常～大容量ファイル送受信サービスの利用について
個別システム管理
情報システム調査・回答
福祉情報システム
外部訪問者入室記録簿
基幹系システム　USBメモリ利用申請書
常～セキュリティ対策に関する規程類の見直しについて
常～介護保険システム管理運用基準及びセキュリティ実施手順
常～保存箱引継票
常～開示請求
料金後納郵便物差出票
常～要綱・要領
料金受取人払承認書
常～備付審査基準

環境 環境通知・調査
常～会計年度任用職員制度マニュアル
人事通知・調査等
非常勤職員
在庁理由入力記録簿
服務関係
旅行命令申請詳細書
職務専念義務免除申請書
出退勤時刻データ修正記録簿
子の看護休暇申請書
給与減額免除申請簿・欠勤届
休暇申請書
常～子の看護休暇確認票
旅行命令簿
常～再任用　服務の取扱について
通勤手当認定等（在課分）
給与通知・調査・回答
法定調書作成に係る個人番号取得事務管理簿
雑給・非常勤報酬等仕訳書
安全衛生
職員研修
団体契約保険
金銭出納員・物品出納員
会計課申請（印鑑届・給与取扱者指定）
備品登録
金庫使用申請書
物品処分
常～平成３１年度予算編成（補正１号）予算編成

人事・給与

財務会計

研修・福利厚生

財務会計全般

福祉総合課 庶務

庁内会議

計画・行革

広報・広聴

情報公開

共通

人事

服務

給与

情報システム

文書
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～平成３１年度予算編成（補正２号）
常～平成３１年度予算編成（当初）
常～平成３１年度予算編成（補正３号）
常～令和２年度予算編成（当初）
予算流用・予備費充用
支出負担行為決定書
債権者登録届・変更届
契約依頼書：（５０万円未満）
契約依頼書：（５０万円以上）
納入済通知書
法定調書
賃金支払台帳・支払調書作成台帳
受払簿
支出命令書・兼命令書（ふくしの相談係）
支出命令書・兼命令書
執行委任申請書兼決定書
歳入調定
整理簿
清算命令書
収支予定確認表
備品管理資料
常～取扱説明書・保証書
支出命令書・兼命令書（地域ケア推進係）
歳出管理
科目更正
会計検査院監査用資料
主要な施策の成果報告作成資料
常～決算説明資料
監査通知

平成３１年度定期監査資料
行政監査
常～条例
常～生活支援体制整備事業と地域ケア会議の役割
常～地域ケア会議・包括ケアシステム研修資料
常～地域ケア会議要綱・要領等
常～地域ケア会議運営マニュアル
常～コミュニティソーシャルワーク
常～基本計画
地域ケア会議（ケアマネジメントの質の向上）
地域ケア会議（ケアマネジメント向上型）専門家派遣結果報告書
機能強化型地域包括支援センター設置促進事業
常～地域ケア個別会議の実施
常～地域包括支援センター等の状況把握調査報告書
常～立案請求（資料）
地域ケア会議(個別　要介護)
地域ケア会議(個別　要支援)
苦情対応連絡会
常～地域ケア関係各種調査
保健医療福祉計画・介護保険事業計画
地区地域ケア会議
地域ケア推進会議
包括補助事業説明会資料
常～包括補助事業補助金実績報告
常～包括補助事業補助金申請
国・都補助金通知
常～地域支援事業交付金実績報告
常～地域支援事業交付金申請

保険者機能強化推進交付 常～調査・回答
常～第２回地域包括ケア推進委員会
常～第３回地域包括ケア推進委員会
常～第４回地域包括ケア推進委員会
地域包括ケア推進委員会設置要綱等（資料）
常～第１回地域包括ケア推進委員会
常～地域包括ケア推進会議
常～地域ケア会議（他自治体資料）
孤立死実態調査
常～地域ケア部会
常～地域ケアに関わる説明資料・介護保険最新情報
高齢者見守り資料

平成３０年度高齢者見守り相談窓口設置事業補助金交付要綱の制定及び補助の実

施について
常～緊急医療情報キット
高齢者見守り・安心ステッカー
見守りネットワーク要綱
ねっとわーく通信（バックナンバー）
見守り通報統計
見守り協力機関連携会議
見守り協力事業者登録・辞退
見守りネットワーク連絡会
見守りネットワーク普及啓発
熱中症対策
常～パンフレット資料
常～熱中症啓発区報
熱中症援助報告書
常～熱中症グッズ配布

地域ケア推進全般

包括補助事業

地域支援事業

地域包括ケア推進委員会

地域包括ケア推進会議

地域ケア推進共通

予算編成

契約管理

予算執行

決算・監査

財務会計

見守り全般

見守りネットワーク

熱中症対策

福祉総合課

見守り
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
災害時要援護者対策打合せ会(資料）
常～協定書
災害時要援護者対策(資料１）
災害時要援護者対策(資料２）
見守りサポーター養成講座
見守りボランティア連絡会
常～資料（孤立死）
常～ライフライン
常～パンフレット
常～ねっとわーく通信
常～めぐねっと愛称決定
常～民生委員展示

キャラクター 常～まもりん基本色
常～申請書
常～要綱
常～資料（民間事業所関連）
常～登録事業者関係資料

見守り関連資料 常～他自治体資料
常～事業マニュアル
見守り開始通知書
著作物利用許諾申請（東京都）
区市町村見守り担当者連絡会
常～見守りボランティア誓約書
常～高齢者見守り訪問事業ちらし
常～見守り訪問事業実施要綱
見守り終了通知書
ボランティア保険加入申込書(見守りサポーター)
ボランティア保険加入確認書
見守りボランティア登録廃止
見守りボランティアの手引き
見守りボランティア活動費
受領書
見守りボランティア登録決定

ボランティア研修・連絡会 ボランティア連絡会
利用登録決定通知書
利用登録廃止通知書
常～北部　活動中申請書（マッチング済）
常～北部　ボランティア申請書（研修済）
常～北部　高齢者申請書（未マッチング）
常～北部　不在連絡票
北部　見守り訪問報告書
常～東部　見守り訪問報告書
常～東部　高齢者申請書（末マッチング）
常～東部　活動中申請書（マッチング済）
常～東部　ボランティア申請書（研修済）
常～東部　不在連絡票
常～中央　見守り訪問報告書
常～中央　高齢者申請書（未マッチング）
常～中央　活動中申請書（マッチング済）
常～中央　ボランティア申請書（研修済）
常～中央　不在連絡票
常～南部　ボランティア申請書（研修済）
常～南部　活動中申請書（マッチング済）
常～南部　高齢者申請書（未マッチング）
南部　見守り訪問報告書
常～南部　不在連絡票
常～西部　ボランティア申請書（研修済）
常～西部　活動中申請書（マッチング済）
西部　見守り訪問報告書
常～西部　高齢者申請書（未マッチング）
常～西部　不在連絡票

常～地域包括支援センター事業実施要綱
常～事故報告

常～保険者と介護支援専門員が共に行うケアマネジメントの質の向上ガイドライン

（地域ケア会議）
常～年間事業計画
行政利用申請
包括支援センター出張相談
実習生の受入れ
地域包括支援センター広報資料
地域包括支援センターパンフレット
地域包括支援センター各種資料
地域包括支援センター事業評価資料
地域包括支援センター説明資料
常～包括評価
常～開示請求
常～地域包括支援センター事業者公募
災害時における避難行動要支援者等の支援に関する協定書
常～指定介護予防支援事業所関係
常～地域包括支援センター事業委託
常～包括支援センターパソコン登録票
包括支援センター使用許可
常～地域包括支援センタ情報セキュリティ
地域包括支援センター個人情報調査
包括支援センター連絡調整

包括支援センター運営

西部

見守り訪問事業

包括支援センター運営全

般

包括支援センター委託

見守り高齢者全般

北部

東部

中央

南部

普及・啓発

事業者

見守りサポーター

見守り訪問事業全般

見守りボランティア

福祉総合課

災害時要援護者対策

見守り

全般
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
地域包括支援センター委託予算資料
地域包括支援センター開設に伴う経費負担等（資料）
包括支援センター関係（資料）
地域包括支援センター業務引継ぎ
包括支援センター運営連絡会
地域連携コーディネーター連絡会
地域包括支援センター職員研修
地域包括支援センター職員研修(区主催)
包括支援センター職員配置・変更
月例実績報告の取扱い（資料）
月例事業実績報告書
個人情報の取扱いに関する検討資料
地域包括支援センターの手引き
常～リプレースプロジェクト定例会
常～指紋静脈認証システム操作マニュアル
常～地域包括支援センターシステム運用
常～東部包括支援センター新規回線設置
常～包括支援センターシステム　回線使用料
常～包括支援センターシステム改修（時間延長）
ＵＳＢメモリ受け渡し票
常～ワイズマンシステム資料
常～ウイルス定義ファイル等更新手順資料
常～指紋認証型USBメモリ　利用マニュアル
常～包括支援センターシステム仕様書
常～指紋静脈認証型USBメモリ利用マニュアル
常～リプレースプロジェクト計画書
常～インフラ分科会
常～包括支援センターシステム操作手引書
介護保険事業概要
介護事業者連絡会
常　目黒区の健康福祉
後援等名義使用依頼
厚生中央病院
議会
在宅療養調査・回答
地区医師会・区市町村在宅療養担当者連絡会
東京都地域医療構想調整会議
東京都地域医療構想調整会議在宅療養ワーキング
目黒区医師会（ＩＣＴ関係資料）
国・都通知等
当初予算資料
次年度当初予算資料
区市町村在宅療養推進事業補助金
補正予算資料
監査資料
地域ケア会議関係
地域包括支援センター事業委託事業者選定委員会
地域包括ケアに係る推進委員会
地域福祉審議会
健康福祉部等組織再編
係長会資料
保険者機能強化推進交付金
認知症施策関係
在宅療養推進協議会委員口座資料
常～在宅療養推進協議会設置要綱改正
在宅療養推進協議会委員の改選
在宅療養推進協議会（第３回）
在宅療養推進協議会（第２回）
在宅療養推進協議会（第１回）
在宅療養推進協議会委員謝礼
在宅療養コーディネーター連絡会
在宅療養相談用資料
研修　東京都在宅療養支援員養成事業
在宅療養支援窓口出前講座
在宅療養相談業務向上研修会
資源マップ作成
資源マップ正誤表
主治医と介護支援専門員の連携
主治医と介護支援専門員連絡一覧（ケアマネタイム）
医療・介護関係機関情報提供
資源マップ校正
資源マップ送付先一覧
印刷物作成協議書
他区資源マップ資料
資源マップ電子化資料
医療・介護資源情報提供システムの構築
受託意向調査
在宅療養後方支援病床他区資料
在宅療養支援病床確保事業周知
在宅療養支援病床利用終了報告書
在宅療養区民啓発イベント　開催準備
在宅療養区民啓発イベント　アンケート
在宅療養区民啓発イベント　周知
在宅療養区民啓発イベント　講師謝礼
在宅療養区民啓発イベント　協力依頼
在宅医療と介護の連携に関する研修（西部）

在宅療養推進

予算・決算・監査

部内会議

在宅療養推進会議

在宅療養支援窓口

包括支援センター職員

月例事業実績報告

包括支援センター業務マ

ニュアル
包括支援センターシステム

在宅療養シンポジウム

多職種研修

包括支援センター運営

在宅療養推進一般

包括支援センター委託

包括支援センター連絡会

在宅療養資源マップ

在宅療養支援病床確保事

業

福祉総合課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
在宅医療と介護の連携研修生募集
在宅医療と介護の連携研修実施計画
在宅医療と介護の連携研修講師依頼
在宅医療と介護の連携に関する研修（南部）
在宅医療と介護の連携に関する研修（東部）
在宅医療と介護の連携に関する研修（中央）
在宅医療と介護の連携に関する研修（北部）
認知症サポーター養成講座（区主催型）
キャラバン・メイト養成研修（目黒区）
認知症サポーター養成講座（企画型）
常～認知症サポーター養成講座　入力システム　作業マニュアル
認知症サポーター・ステップアップ講座
不使用：認知症サポーター養成講座（企画型）
キャラバンメイト養成研修資料
認知症サポーター養成講座（出前型）
認知症サポーター養成講座（小学校）
キャラバンメイト養成研修（東京都）
常～認知症サポーター養成講座資料
認知症サポーターズクラブ資料（定例会）
「カフェさくらプラザ」資料
「ぼちぼち会」資料・報告書
常～ボランティア自主活動支援実施結果
常～「カフェあおば」活動報告
常～ボランティア活動参加申込書（控）
ボランティア自主活動支援事業
常～Ｄカフェネット補助金交付要綱
Ｄカフェネット補助金
常～カフェあおば会場使用料
サポ－ターズクラブ連絡会
介護者家族会資料
介護者支援各種資料
認知症家族会専門家等派遣
常～介護マーク
ＮＰＯ法人アラジン資料
家族介護教室資料
家族介護教室
「介護者の会」支援事業
「介護者の会」全般（資料）
「介護者の会」開催状況
ボランティア保険
ボランティア保険加入確認証
常～介護者の会参加申込書
「認知症の方と家族の応援ボランティア養成講座」実施
認知症のかたと家族の応援ボランティア養成講座
常～「応援ボランティア・フォローアップ講座」実施
介護者応援ボランティア養成講座実施
「介護者応援ボランティア」活動支援

常～ボランティア活動参加申込書（控）

家族介護者のつどい 家族介護者のつどい
常～保健師活動指針
常～高次脳機能障害
常～訪問看護ステーション
難病
保健師活動実績報告
保健師業務に関する調査・回答
中部総合精神保健福祉センター
保健師係長会
目黒区保健師連絡会
講師リスト
諸届け
常～組織改正
定期監査
地域包括支援センター　運営連絡会
地域包括ケアに係る推進委員会
地域福祉審議会計画改定専門委員会
地域ケア部会
政策決定会議
在宅療養推進
区西南部地域リハビリテーション支援連絡会
運営推進会議
学生実習
認知症支援研修
めぐろ区報
常～都認知症施策１
常～都認知症施策２
常～認知症対応力向上研修
研修・セミナー
認知症支援職員研修
認知症対策　調査・回答
認知症地域支援連絡会
いきいき福祉ネットワーク(資料）
目黒認知症家族会「たけのこ」
東京都認知症介護実践者研修修了者等名簿
認知症啓発パンフレット
認知症治療薬　資料

統計

保健師業務全般

保健師業務

全般認知症支援関連

介護者支援全般

家族介護教室

介護者の会

介護者応援ボランティア

介護者支援

在宅療養推進

認知症サポーター養成

認知症支援ボランティア

認知症支援

多職種研修

福祉総合課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
認知症対策　各種資料
認知症対策　東京都資料
認知症地域支援推進員
常～インセンティブ関係
常～東京都高齢福祉関係事業説明会（包括補助事業）
常～認知症カフェ活動支援
若年性認知症家族会
常～認知症早期発見・早期診断推進事業交付金実績報告
常～認知症早期発見・早期診断推進事業交付金申請
常～認知症相談と医療の連携会議
常～認知症相談マニュアル
全国若年認知症フォーラムinめぐろ
認知症を語ろうミーティング
認知症介護指導者養成研修
常～認知症支援コーディネーター関連資料
認知症支援コーディネター連絡会
常～認知症アウトリーチに関する協定書
常～認知症アウトリーチ事業（コーディネーター用）
常～早期発見・早期診断推進事業
認知症アウトリーチ事業　調査・回答
常～役割分担
地域連携型認知症疾患センター選定
認知症初期集中支援事業全般　調査・回答など
常～流れ
常～報告書手引き
常～他区の概要
常～プレス発表
常～予算
常～帳票管理
常～サポート医（初期集中支援）意向調査
常～要綱
常～進め方
常～情報公開・個人情報審議会初期集中支援
常～仕様書
常～会議での報告
若年性認知症資料
常～若年性認知症家族会
若年性認知症啓発講座
若年性認知症フォーラム
若年性認知症支援連絡会
若年性認知症講演会
若年性認知症支援
印刷物作成協議書
常～目黒区ケアパス
常～認知症ケアパス関連
常～他区ケアパス
常～認知症相談と医療の連携会議
もの忘れ相談連絡票実施
常～東京都認知症対策推進会議（認知症医療部会）
認知症サポート医等修了者情報
認知症疾患医療センター資料
認知症医療連携資料
認知症医療機関資料
常～認知症ＢＰＳＤケアプログラム
常～認知症とともに暮らす地域あんしん事業に係る交付申請
常～アドミニストレーター管理簿
常～地域あんしん事業通知
常～研修（東京都主催）
常～要綱・要領・取扱
集中管理車
印刷依頼
常　電動自転車
常～ホームページ
常～マイナンバー制度
常～マイナンバー制度（システム関連）
法定調書・支払台帳
金庫室用磁気カード
月間スケジュール
携帯電話料請求
研修
各会議記録（ふくしの相談係）
通知
チラシ配布・ポスター掲示依頼
再任用短時間勤務服務関係
実習
帳票類
会計課磁気カード・鍵使用管理票
常～預かり品保管確認表
令和元年度ひきこもり相談会
庁内連携会議
孤立死・安否確認結果
常～その他緊急対応

「身元保証」がない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関す

るガイドライン
個人情報目的外利用

全般

認知症支援コーディネー

ター
認知症アウトリーチ

認知症支援関連

初期集中支援事業

若年性認知症支援

認知症ケアパス

認知症医療連携

地域あんしん事業

庶務

金銭管理

会議・研修

全般

緊急対応

個人情報

福祉総合課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
個人情報業務の開始・変更・廃止
後期高齢者医療被保険者証の発行
住民異動ﾘｽﾄ
身元不明照会依頼（解除）
行方不明者情報共有サイト操作管理簿
常～身元不明者等照会依頼（未解決）
行方不明者等情報共有サイト操作管理簿
常～行方不明者等情報共有サイトログイン手順

常～行方不明者情報共有サイト接続システム管理運用基準及びセキュリテイ実施

手順
行方不明者捜索依頼
常～行方不明等情報共有サイト操作マニュアル
行方不明捜索サイト利用に伴う経費の支出
常～相談統計（原本）
相談統計（アンケート）
相談統計（現年度記録）
成年後見制度要綱
成年後見制度ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
住民票の写しの発行依頼書
区長申立て必要資料請求（南部）
成年後見・意向調査
区長申立て必要資料請求（西部）
後見開始区長申立書・決定書（西部）
後見開始区長申立書・決定書（南部）
後見開始区長申立書・決定書（中央）
後見開始区長申立書・決定書（東部）
後見開始区長申立書・決定書（北部）
常～区長申立てマニュアル
不動産登記全部記載事項証明申請書
区長申立て必要資料請求（北部）
区長申立て必要資料請求（中央）
区長申立て必要資料請求（東部）
成年後見・登記されていないことの証明申請
常～高齢者虐待対応等スーパーバイズ
高齢者虐待相談受付シート進行管理
常～養介護施設従事者等による高齢者虐待対応
常～虐待対応お役立ち帳
高齢者緊急対応マニュアル
高齢者虐待　個別事案関連文書
常～高齢者虐待立入調査　身分証明書

高齢者虐待等に関連する相談支援に伴う介護保険被保険者の資料提供依頼につ

いて

金銭管理等に関する事務

管理
事務管理依頼

地域ケア推進共通 連絡会・会議 見守りネットワーク連絡会
地域包括支援センター職員スキルアップ研修
包括マニュアル

南部連絡会
包括支援センター運営連絡会
西部連絡会
中央連絡会
東部連絡会
北部連絡会

北部 相談カード　北部
東部 相談カード　東部
中央 相談カード　中央
南部 相談カード　南部
西部 相談カード　西部
北部 死亡廃止　北部
東部 死亡廃止　東部
中央 死亡廃止　中央
南部 死亡廃止　南部
西部 死亡廃止　西部
北部 転出廃止　北部
東部 転出廃止　東部
中央 転出廃止　中央
南部 転出廃止　南部
西部 転出廃止　西部
北部 施設入所廃止　北部
東部 施設入所廃止　東部
中央 施設入所廃止　中央
南部 施設入所廃止　南部
西部 施設入所廃止　西部

認知症支援 若年認知症
学生実習オリエンテーション
常～在宅療養者訪問指導事業実績
常～訪問看護情報提供書　取り扱い
目黒区保健師人財育成
保健師研修計画
派遣依頼
葬儀関係
常～調査・回答
保健師活動表集計表記入用紙
保健師業務年報・活動表集計
常～保健師業務年報・活動表記入基準

全般

統計

全般

個人情報

地域包括支援センター

行方不明者捜索

相談統計全般

地域包括支援センター連

絡会

廃止カード(転出)

相談統計

成年後見制度全般

区長申立て全般

高齢者虐待防止全般

権利擁護

全般

廃止カード(施設入所)

保健師業務

一般相談カード

廃止カード(死亡)

福祉総合課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
活動表　５名分
介護予防専門部会
地域密着型　運営会議
介護予防専門部会
めぐろ成年後見ネットワーク
区西南部地域リハビリテーション支援センター事業
特別区保健師会
認知症相談と医療の連携会議
特別区保健師会南部ブロック会
保健師係長会
目黒区保健師業務連絡会
介護予防係事業
介護予防係事業
常～高齢者医療相談班事業
常～都立中部総合精神保健福祉ｾﾝﾀｰ事業
碑文谷保健センター事業
保健予防課事業
常～東京都認知症アウトリーチ事業
常～目黒区認知症初期集中支援事業

訪問指導監査
訪問指導実施起案
訪問指導事業実施要綱（訪問型介護予防事業）
訪問指導予算
常～訪問指導事業実施要綱（訪問保健相談事業）
常～補助金交付決定・歳入調定
訪問指導補助金資料
常～健康増進事業都補助金
訪問指導登録月別状況 除外理由・疾病別
常～統計資料
実施報告書（訪問保健相談）
実施報告書（訪問型介護予防事業）
常～訪問指導員調査票
訪問指導員登録終了者
常～資格・免許証（写）
常～訪問指導員選考実施要項・手順書
常～訪問指導員選考

訪問指導員契約 訪問指導員次年度契約意向調査アンケート
常～訪問指導員更新時評定書
常～６５歳以上訪問指導員更新手続き
実施報告書（訪問型介護予防事業）
委託料支払証明書発行
常～債権者登録申請書・変更届
実施報告書（訪問保健相談）
訪問指導委託契約
常～訪問回数・出席回数・従事日数
常～訪問指導員名簿
健康診断
健康診断（個人票）
指導員諸証明
訪問指導員業務連絡会
訪問指導員業務連絡会資料
訪問指導員証発行
常～兼業について
常～個人情報保護についての管理
常～障害・損害保険取り扱い
常～表彰
常～訪問指導相談記録方法
常～訪問実施にあたっての確認事項

常～傷害・賠償責任保険（在宅サービス保険）資料
指導員傷害・賠償責任保険（在宅サービス保険）
訪問指導員研修アンケート
常～研修資料
訪問指導員研修会
常～区政功労者表彰基準
常～区政功労者表彰
感謝状贈呈基準
感謝状贈呈
区政功労表彰資料
訪問保健相談事業実績報告
訪問保健相談事業アンケート
訪問指導事業資料
訪問指導事業地区実施状況
目黒区訪問保健相談事業実施要項
常～訪問指導マニュアル
常～予算資料
訪問指導事業実施要綱
監査資料
訪問指導事業の経過
訪問型介護予防訪問指導台帳　申請台帳
訪問型介護予防訪問指導台帳　除外台帳
訪問指導事業対象者名簿
訪問保健相談訪問指導台帳　除外台帳
訪問保健相談訪問指導台帳　申請台帳

PT訪問予定表
訪問指導員別予定表

請求書関係 月別実績集計表

訪問事業全般

登録台帳

予定表

訪問指導事業

訪問指導員６５歳以上契

約更新

訪問指導員募集

訪問指導員委託料支払

訪問指導員管理

訪問指導員表彰

統計

会議

他課･他機関事業

訪問指導補助金

訪問指導統計

訪問指導共通

訪問指導員保険

訪問指導員研修

保健師業務

在宅保健サービス

訪問指導員

福祉総合課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
目黒区訪問型介護予防事業実施要綱
常～ライフレビュー訪問マニュアル
常～口腔機能向上プログラム・マニュアル
常～閉じこもり予防支援マニュアル
(北部）
(南部）
(東部）
(中央）
(西部）
記録済み相談カード

常～医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライ

ン
常～熱中症対策
常～ドメスティックバイオレンス
常～目黒こどもスマイルプラン１
常～医療費公費負担事業等一覧
常～区内医療機関連携
常～結核対策
常～自殺対策
常～精神保健福祉法の改正
常～相談業務における暴力被害防止ガイドライン
常～特定健診(国保)
常～かいせん
常～感染症
常～若年認知症ハンドブック
常～認知症連携パス
常～医業の解釈について
常～難病情報センター
常～東京都難病関連事業実施通知・資料
常～東京都神経難病医療ネットワーク事業
常～ALS患者の在宅療養の支援
神経難病医療ネットワーク事業報告
難病患者支援事業検討会
常～高次脳機能障害
常～在宅重症心身障害児（者)訪問事業
常～いきいき福祉ネットワーク
椎の木会ニュース
常～脊損慢性期マネジメントガイド
障害者グループホーム
介護老人保健施設
常～障害者福祉のしおり・あいアイ館
常～自立支援医療制度　精神通院医療
常～失語症・麻痺性構音障害
常～障害者グループホーム
常～障害者休養ホームごあんない

常～新型インフルエンザ対策
常～社会福祉施設における新型インフルエンザ対応マニュアル
常～災害時の｢こころのケア｣手引き
常～災害時における透析医療活動ﾏﾆｭｱﾙ
常～保健防災対策
常～災害時保健師派遣
常～東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針
常～生活困窮者自立支援制度に関する手引
常～実施要綱、実施要領
常～政省令告示
常～自治体事務マニュアル
常～生活困窮者自立支援法施行通知・公布通知・官報
各種研修資料
関係機関会議（厚労省）
自立相談支援事業従事者養成研修
常～質疑応答集
情報提供（関係機関）
情報提供（厚労省）
情報提供（東京都）
TOKYOチャレンジネット通信
路上生活者等調査
生活困窮者自立支援制度　ニュースレター
生活困窮者支援制度 最新情報

関係機関会議（東京都）
関係機関会議（目黒区）
常～広報計画
常～めぐろ区報
調査依頼（特人厚（渋谷寮））
調査依頼（東京都）
調査依頼（国）
調査依頼（外部）
調査依頼（目黒区）
支援状況調査
生活困窮者の自立支援に係る担当者会議設置要綱
生活困窮者の自立支援に係る担当者会議
常～目黒区生活困窮者等に対する自立支援に関する検討会設置要綱
関係機関（内部）
関係機関（外部）
非常勤職員諸手続等
常～非常勤職員（主任相談支援員）

介護予防事業

訪問指導事業

相談カード訪問指導相談カード

関係通知

保健衛生情報全般

難病(特定疾病)対策事業

障害者全般

新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ対策

災害・防災対策

保健衛生情報

関係機関会議

生活困窮者自立支援制度

共通

広報

調査・回答

生活困窮者担当者会議

関係機関協議

非常勤職員関連文書

福祉総合課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～非常勤職員（主任保健相談員）
常～非常勤職員（就労支援員）
常～非常勤職員（相談支援員）
常～非常勤職員（保健相談員）
支出命令
契約依頼
支出負担行為
会計検査院実地検査
歳入調定
予算流用

常～支援調整会議設置要領
支援調整会議記録等資料
常～支援調整会議結果報告
常～住居確保給付金事業
常～自立相談支援事業等
常～学習支援事業
常～家計改善支援事業
常～就労準備支援事業

実績統計 常～ 実績報告
自己情報開示請求 自己情報開示請求

常～相談受付・申込票

生活困窮に係る福祉基礎研修
支援ケース一覧・月次実績報告書
住宅情報提供システム　支援依頼通知書
常～ 生活困窮者自立支援検査証
常～ 生活困窮者自立支援統計システム関連文書
食料支援事業

相談者宛郵送文等
厚生関係施設（宿泊所）利用
住居確保給付金の不支給決定について
住居確保給付金の支出

実績報告
住居確保給付金の返納
常～住居確保給付金のしおり
調査・協力依頼

就労準備支援事業委託報告書
常～プロポーザル方式による事業者選定に係る文書等

家計改善支援事業 家計改善支援事業委託報告書
事業完了確認書
事業実施計画書
常～学習支援事業事業者選定（プロポーザル）
学習支援事業委託確認書
学習支援全般
子どもの学習支援選定様式
目黒区子どもの学習支援事業　利用登録票・避難カード・アンケート等
目黒区子どもの学習支援事業参加申込書
一時生活支援事業支援決定
地域生活継続支援事業月次報告書

認定生活困窮者就労訓練

事業
就労訓練事業利用申込等

常～ハローワーク宛て支援要請
生活保護受給者等就労自立促進事業通知

国庫負担金 常～ 国庫負担協議等
国庫補助金 常～ 国庫補助協議等

調査・回答
常～要綱・要領等
地域福祉推進区市町村包括補助事業
東京都実績
実績報告書
ポスター・チラシ
めぐろ区報掲載
相談員マニュアル
相談員研修
辞退届
借用書
償還免除申請
変更届
借入申込書

個人別フォルダー ア行～
決定通知書発行一覧表
償還免除承認一覧表
送金一覧表
貸付後手続きの状況

提出書類

通知

受験生チャレンジ支援貸付

事業

住居確保給付金事業

自立相談支援事業生活困窮者自立支援制度

支援事業

財務

支援調整会議

要綱・要領（生活困窮者自

立支援法）

生活保護受給者等就労自

立促進事業

生活困窮者自立支援制度

共通

非常勤職員関連文書

就労準備支援事業

学習支援事業

一時生活支援事業

生活困窮者自立支援制度

国庫負担・国庫補助
受験生チャレンジ支援貸付

事業全般

実績

広報

研修

福祉総合課


