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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
介護保険課事務引継書
公務災害
レイアウト調整
継～情報公開
継～後援名義申請
調査・回答
庁内通知
窓口サービス改善
生活福祉委員会
環境
文書通知
郵便（料金後納郵便物差出票）（決裁分）
郵便（料金後納郵便物）控
郵便
常～保存箱引継ぎ票
金券整理簿
継～ファイル基準表
ファイリングシステム
常～東京都広報
ホームページ
区民の声
めぐろ区報
介護保険関係めぐろ区報記事
区勢要覧
広報計画・通知
目黒リビングガイド（外国語便利帳）
常～個人番号取扱い記録
開示請求
個人情報提供
特定個人情報
常～個人情報業務登録
継～個人情報保護
常～目的外利用申請
常～情報化推進委員会
常～個人情報保護審議会
自己情報開示
ＬＧＷＡＮメール個人情報送受信記録票
常～私物利用許可書
常～イントラネットシステム管理
常～情報セキュリティ
電算処理
番号制度
特定個人情報保護評価書
イントラネットシステム管理
イントラネット用プリンタ
情報セキュリティ
情報課通知
継～イントラネット手引き
継～電算処理
端末操作員
組織改正・職員定数
基本構想・基本計画
行革計画
実施計画事業の執行状況調査
常～政策調整会議等資料
政策課題及び重点化対象事業
行革通知
主要事業進捗状況の公表（広報課）
継～議員あての提出資料
生活福祉委員会
継～区長答弁書
新型コロナウイルス感染症対策マスク配布
危機管理調査
常～危機管理
危機管理通知
継～防災計画
継～消防計画
継～災害救援福祉部防災マニュアル
防災通知
災害用配慮者対策関係
常～緊急地震速報利活用マニュアル
非常配備体制
非常勤職員の任用
会計年度任用職員の任用
継～非常勤職員取扱要領
継～給付事務非常勤採用手続き
人事配置・事務分担
人事通知
人事課収受押印済個人番号提供カード専用封筒
個人番号取得事務管理簿(雇用事務用）
再任用職員、新再雇用・再雇用非常勤職員の任用
臨時職員出勤簿
臨時職員雇用
産休・育休代替臨時職員雇用
在庁理由入力記録簿
時差出勤利用申請書

区議会

政策会議・区議会

介護保険課 庶務・文書 庶務

文書

広聴・広報

電算

政策会議、行革、長期計

画

危機管理・防災 危機管理

防災

服務
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～服務の手引き
服務通知
服務諸届
年次有給休暇簿・休暇簿（非常勤職員）
出退勤時刻データ修正記録簿
常～服務諸届〔複数年度の届出）
非常勤職員出勤簿
常～子の看護休暇の対象となる子の確認票
給与減額免除申請簿
通勤手当認定簿（異動分）
時間外勤務実績表
事務引継に伴う超過勤務命令
雑給支給仕訳書
給与チェックリスト
旅行命令簿（宿泊）
非常勤職員報酬等仕訳書
賃金・報酬支払台帳、源泉徴収票
常～通勤手当認定簿（在課分）
職員の給与等戻入、科目更正等
常～給与事務の手引き
常～旅費事務の手引き
旅行命令申請詳細書
給与通知
個人番号取得事務管理簿（法定調書用）
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）
通勤手当認定経路一覧
旅行命令簿（非常勤職員）
職員研修
健康管理
被服貸与
福利通知
財務通知
東京都財政安定化基金
追録・分担金等支出
財務調査・回答
常～来年度当初予算
復活要求
予算に関する調査・回答
予算通知
予算資料校正
継～介護保険特別会計
常～補正３号
常～補正２号
常～補正１号
常～当初予算見積資料（来年度）
継～予算編成マニュアル
継～予算編成事務の手引き
執行委任申請書兼決定書
歳入科目新設申請書
予算配当通知
予算変更申請書兼決定書
支出負担行為書・納品書
支出負担行為書決定書（財務伝票保存用）
債権者登録申請書・変更届
契約書
契約依頼書
歳出管理　※※財務伝票保存用※※
歳入管理　※※財務伝票保存用※※
備品管理
収支予定
予算執行計画
歳計外・基金管理　※※財務伝票保存用※※
監査資料
決算資料
決算・監査通知

終決算値
主要な施策の成果報告
継～決算値確定マニュアル
介護給付費国庫負担金
介護給付費交付金（支払基金）
常～地域支援事業資料・要綱
常～介護給付費負担金交付要綱
保険者機能強化推進交付金
総合事業調整交付金
常～低所得者保険料軽減都負担金交付要綱
財政安定化基金事業交付金交付申請
介護保険会計への繰り入れ
介護給付費都負担金
介護給付費財政調整交付金
介護給付費実績通知書（支払基金）
地域支援事業支援交付金（支払基金）
一般会計への繰り入れ
社会保障・税番号制度システム整備費補助金
継～地域支援事業資料
継～実績報告作成マニュアル
継～介護給付費交付金交付要領（支払基金）

予算執行

決算・監査

負担金・補助金・繰入金

財務会計 財務会計全般

予算編成

予算管理

契約管理

介護保険課

服務

給与

研修・福利厚生
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
低所得者保険料軽減負担金
地域支援事業交付金
継～特別会計収支決算（確定版）
常～介護従事者処遇改善臨時特例基金
継～介護保険円滑導入基金経過
継～東京都介護保険財政安定化基金
常～介護給付費等準備基金
常～東京都財政安定化基金
福祉施設等のアスベストフォローアップ調査（介護事業所）
常～保健医療と介護保険の一体的整備
継～高齢者関係組織改正
東京都国民健康保険団体連合会説明会資料
＜団体名＞からの通知
研修講師派遣
地域包括支援センター事業評価表
社会保障審議会介護給付費分科会資料
介護保険事業関係調査・回答
介護サービス事業者に対する通知

保険者機能強化推進交付金に関する評価指導の該当状況調べについて
包括支援センター運営連絡会
常～東京都国民健康保険団体連合会説明資料
常～包括支援センター委託業務

職員研修 介護保険研修

介護保険関連事業 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について
常～会計検査院実地検査
常～東京都技術的助言
常～適正化抽出システム
調査･回答
継～介護保険関連要綱・要領一覧
目黒区介護保険に関する様式を定める要綱
継～介護保険料減免要綱
継～給付事務関係要綱
継～苦情対応担当者連絡会設置要領
常～給付事務関係要綱
継～保険料滞納者に係る保険給付の制限等の実施に関する要綱
継～目黒区介護保険に関する様式を定める要綱
継～目黒区地域密着型サービス運営委員会設置要綱
介護保険に係る不服申立・苦情対応要綱
継～地域包括支援センター運営協議会設置要綱
継～目黒区組織規則の立案請求
継～目黒区介護保険に関する規則
継～目黒区介護認定審査会規則
継～地域密着型サービス等指定規則
継～基金減額立案請求
継～各種証明取り扱い基準
継～介護保険条例議案説明
継～介護保険条例
継～介護保険給付費準備積立基金条例
継～介護給付費貸付金条例・規則
継～介護保険円滑導入基金条例
常～介護保険条例
常～介護保険に関する規則
継～介護保険点字パンフレット
健康福祉部冊子における趣旨普及
介護保険パンフレット
常～介護保険パンフレットＰＤＦデータ
介護保険パンフレット作成
高齢者保健福祉等サービスのしおり
継～介護保険総合パンフレット
常～介護ロボット等導入支援特別事業
国・都補助事業要綱
介護保険災害臨時特例補助金
高齢社会対策区市町村包括補助事業
介護保険事業費補助金
地域福祉推進区市町村包括補助事業
国・都補助事業通知
継～介護サービス適正実施指導事業要綱
介護保険事業状況報告
常～事業状況報告年報記載要領
常～事業状況報告記載要領
常～事業状況報告システム説明書（ 新版）
継～事業状況報告マニュアル
継～事業状況報告Ｑ＆Ａ
事業状況報告年報作成資料（前年度年報）
事業状況報告統計システム
事業状況報告（年報）
介護保険事業状況報告調査
介護保険事業概要作成
他自治体事業概要
健康福祉部事業概要
常～介護保険事業概要作成資料
システム改修
システム調査・回答
ドキュメントサーバー・電子記憶媒体管理運用基準
健康福祉部機械室の運用管理
事業者指定クラウド型システム資料

介護給付費適正化

介護保険共通

趣旨普及 介護保険趣旨普及

目黒区作成パンフレット

等

介護保険補助事業 国都介護保険補助事業

介護保険統計 介護保険事業統計

事業概要

負担金・補助金・繰入金

介護保険財政全般

介護保険システム共通 介護保険システム共通全

般

介護保険全般

介護保険法令要領 介護保険要綱要領

介護保険条例・規則

財務会計

介護保険課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
障害報告
常～スマートオンＩＤ
常～介護保険システム管理運用基準及びセキュリティ基準
常～介護保険システム 適化
常～個人情報漏えい危機管理対応マニュアル
常～社会保障・税番号制度担当者説明会資料
常～番号制度マニュアル
情報セキュリティ外部監査
介護保険システム操作員指定
継～介護保険システム管理運用基準及びセキュリティ基準
講習会参加
緊急時対応訓練
常～健康福祉部機械室の運用管理
当初予算見積資料
補正予算見積資料
介護保険システム保守委託
継～介護給付費単位表マスタライセンス
介護給付費単位表マスタライセンス経費支出
常～介護保険システム借上げ

作業報告書 作業報告書
継～機械室管理
継～機械室入退室記録（１６年８月～）
継～帳票データ削除（１８年４月～　）
常～災害時要援護者に関する情報提供
常～処理予定表
ＣＳＶデータ利用申請
継～保健福祉情報システムへのインターフェース
継～住民記録端末設置申請
処理予定表
システム担当者会議資料（課内）
オンライン延長希望通知書、当番表
常～特別区介護保険システム連絡会（MCWELユーザ会）
電子記憶媒体管理簿・登録簿・記録簿
他業務へのデータ提供
常～包括支援センターシステム運営へのインターフェース
常～福祉情報システムとの統合等
取扱区域（執務室）入退室管理簿
常～機器保証書等（２９年１月～）
常～機器カタログ
機器設置・点検

システム研修情報提供 講習会参加
継～東京都相談苦情対応マニュアル
継～国保連苦情対応マニュアル
継～苦情調整委員
継～苦情対応他地区事例
継～苦情対応実務説明会
継～苦情対応参考資料
継～苦情相談対応に関するＱ＆Ａ
東京都国民健康保険団体連合会通知
国保連介護サービス相談窓口担当者連絡会
苦情対応に係る通知
常～苦情対応
相談対応票
苦情連絡票
苦情等の状況調査結果月間報告
継～苦情等状況調査記載要領
苦情等の状況調査報告（国保連）
苦情対応担当者連絡会
国保連介護保険サービス窓口担当者連絡会
苦情対応担当者連絡会設置要領
実地指導・高齢者虐待
目黒区介護保険サービスに係る事故報告取扱要領
事故報告
継～事故報告取扱要領の制定
継～事故報告取扱要領
事故報告調査回答
常　事業者情報誌（平成２４年度～）
介護保険事業者変更（新規）情報　（事業者からの提供情報）
事業者情報誌
事業者への情報提供
目黒区訪問介護員研修
事業者支援調査・回答
継～在介センター資料
介護保険関係委託研修（医師会）
介護支援専門員に関する調査
東京都研修
ケアマネ受験要項
東京都主任介護支援専門員研修受講生推薦
常～東京都主任研修受講実績
常～ケアマネ資格取得の取り扱い（区職員）
継～介護支援専門員資格取得の取り扱い（区職員）
東京都主任介護支援専門員更新研修受講生推薦
東京都主任介護支援専門員更新研修用証明書
目黒区介護支援専門員研修＜種別＞
常～目黒区介護支援専門員研修協力依頼
ケアプラン検討会

介護支援専門員

事業者支援

ケアプラン検討会

介護保険システム運用 介護保険システム運用全

般

事業者情報 事業者情報全般

事業者支援

介護支援専門員研修

介護支援専門員目黒区研

修

機器管理

苦情対応体制 苦情対応

苦情対応状況月間報告

苦情対応担当者連絡会

事故報告

介護保険システム保守 保守委託契約

介護保険システム共通 介護保険システム共通全

般

予算編成

介護保険課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～ケアプラン検討会他区資料
ケアプラン点検
常～ケアプラン点検　要綱・要領等
常～事業者数割りだしマニュアル
常～事業者連絡会懇談会
飲食届
事業者連絡会名簿変更届（変更）
常～目黒区連絡会会則変更の検討
常～連絡会名簿登録用紙
グループホーム連絡会
事業者指定、休止・廃止情報処理
主任介護支援専門員連絡会
参加申込表・当日受付表
全体会
共生サービス連絡会

役員会 連絡会役員会
＜介護サービス種別＞分科会　参加申込表・当日受付表
主任ケアマネ連絡会
ケアマネ分科会

サービス事業者分科会 ＜介護サービス種別＞分科会

給付費適正化検討 常～給付適正化システムの導入検討
多頻回ケアプラン届出事務処理マニュアル
多頻回ケアプラン届出書
常～指定取消に係る通知
常～介護老人保健施設開設許可
常～検討課題
常～基準改正
常～資料
常～東京都の条例
常～事業者への通知
常～立案請求
常～研修資料

指定事務全般に係る通知 常～東京都通知
第三者評価通知関係
都第三者評価連絡会
第三者評価受審費補助
第三者評価調査・回答
常～区内地域密着型サービス事業所の第三者評価結果等
常～区第三者評価受審費補助要綱
常～東京都通知
第三者評価受審費補助（定期巡回）

業務管理体制整備 介護事業者システム
システム関係通知
調査・回答
通所介護（区外・加算届）
業務管理体制
常～業務管理体制に係る届出書
常～地域密着型サービスに関する通知
常～自治体間協議（介護保険被保険者以外）
常～地域密着型サービス事業者対応票
常～運営推進会議資料
常～地域密着型サービスに関する調査・回答
常～地域密着型サービス事業者連絡協議会（都）
常～自治体間協議
常～指定基準
常～地域密着型サービス指定要綱
目黒区認知症高齢者グループホーム事業者連絡会
運営推進会議通知
（常）目黒区認知症高齢者グループホーム事業者連絡会
常～定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス勉強会
運営推進会議会議録

認知症介護実践者研修・管理者研修・小規模多機能型サービス等計画作成担当者

研修
認知症介護指導者養成研修
認知症介護実践リーダー研修
認知症介護基礎研修
認知症対応型サービス事業開設者研修
常～東京都からの通知（東京都認知症介護研修事業）
常～区内事業者あて通知
常～指定地域密着型サービス事業所の指定更新通知
指定取り下げ
常～ＳＯＭＰＯケア在宅老人ホーム目黒定期巡回
常～ナイスケア２４時間サポートセンター
常～ソフィア定期巡回･随時対応ケア･ナーシング東が丘
常～ジャパンケア祐天寺
常～やさしい手学芸大学定期巡回･随時対応型訪問介護看護事業所
常～ＳＯＭＰＯケア　祐天寺　定期巡回
常～ＳＯＭＰＯケア　在宅老人ホーム目黒
常～有限会社はぎ介護センター
常～グループホームひかり目黒
常～グループホームふじの
常～グループホームみんなの家　目黒
常～グループホームめぐろ別荘
常～グループホームオリーブ
常～グループホームローズマリー

多頻回ケアプラン届出

指定事業者管理クラウド

型システム

事業者指定共通

ケアプラン点検

事業者支援

ケアプラン検討会

事業者支援

認知症研修

指定事業者

指定事業者（定期巡回･

随時対応サービス）

一般事業者（除地域密着

型）に係る通知

資料

指定居宅介護事業者目黒

区連絡会

事業者連絡会共通

全体会

ケアマネ分科会

指定事業者（グループ

ホーム）

第三者評価受審費補助

地域密着型サービス
指定全般

規定関連

介護保険課

給付費適正化
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～グループホーム鷹番あやめ
常～グループホーム能羅坊
常～ニチイケアセンター横浜南山田
常～ニチイケアセンター都立大学
常～ニチイケアセンター目黒本町
常～㈱よこはま夢倶楽部　グループホーム夢観
常～上目黒つどいの家
常～グループホーム たのしい家 目黒東が丘
常～グループホームこまば
常～グループホームきらら目黒青葉台
常～グループホームかたくりの里　目黒
常～グループホームかがやき目黒

常～グループホーム　ソラスト碑文谷
常～ぽれぽれ四条大路
新座グループホームそよ風
常～グループホーム三愛　碑文谷
常～グループホーム神明町ガーデン
常～グループホームひかり目黒（共用型認知症対応型通所介護）
常～田道地域密着型デイサービス
常～東山デイホームいちょう
常～東が丘デイホームしいの木
常～田道地域密着型デイサービス
常～昭島市高齢者在宅サービスセンター愛全園（昭島市）
常～デイサービス悠花（西東京市）
常～グループホームみんなの家　目黒（共用型認知症対応型通所介護）
常～小規模多機能ホーム　杜の街
常～ニチイケアセンター目黒本町
常～小規模多機能型居宅介護
常～優っくり小規模多機能介護目黒中央
常～小規模多機能型居宅介護
常～小規模多機能型居宅介護
常～小規模多機能鷹番あやめ
東山多機能ホームけやき
常～東が丘多機能ホームあすなろ

指定事業者（看護小規模

多機能）
常～看多機かえりえ大橋　（看護小規模多機能型居宅介護）

常～ジャパンケア祐天寺
常～ＳＯＭＰＯケア 祐天寺 夜間訪問介護
常～ＳＯＭＰＯケア 在宅老人ホーム目黒
常～ＳＯＭＰＯケア 在宅老人ホーム目黒　夜間訪問介護
常～他区市町村からの同意協議
常～他区サービス利用確認通知
常～宿泊サービス要綱
常～近隣５区との同意協定
常～他区指定指定通知（写）
常～加算の届出書
常～法人からの処遇改善加算報告
常～他区被保険者利用連絡票
常～グリーンデイ　西小山
常～グリーンデイ　駒場
常～グリーン・レーベル　学芸大学
常～カインドケア　デイサービス　武蔵小山
常～いきいき・がくだい
常～あいがある　デイサービスセンター都立大学
常～大岡山運動教室
常～グリーンデイ　碑文谷
常～グリーンデイ　目黒本町
常～駒場ビレッジ
常～デイサービス　スマイル
デイサービスセンターはづき
フィットネスケア三愛　碑文谷
常～Ｂ＆Ｂスタジオ　目黒本町
常～ＴＲＹ（トライ）倶楽部　寿’s
常～ＴＲＹ（トライ）倶楽部　目黒
常～ぽじえじステーション西小山
常～めぐろリハビリセンター
常～ソフィアデイサービス学大
常～ソラノイロ
常～デイサービス　オタンタ
常～デイサービス　ヨウコー中目黒
常～デイサービス　ル・クール
常～デイサービス　ワンハート祐天寺
常～ファニーステーション目黒本町
常～ブリッジライフ不動前
常～ブリッジライフ武蔵小山
常～西小山診療所
常～通所介護所　学芸大学
常～都立大学ビレッジ
常～新駒場ビレッジ
常～生羅　通所介護所　都立大学
デイサービスあかつき
常～デイサービスクローバー学芸大学
常～リハビリデイサービス　すずらん
常～リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ目黒中央町店
常～リハビリフィットネス　ゆずりは学芸大学店

指定事業者（通所介護

ア～カ行））

指定事業者（通所介護

サ～マ行）

指定事業所（通所介護

ラ～ワ行）

指定事業者（小規模多機

能）

指定事業者（夜間訪問）

地域密着通所介護指定全

般

指定事業者（グループ

ホーム）

指定事業者（認知症デ

イ）

地域密着型サービス

介護保険課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～リハビリ型ひかりデイサービス洗足店
常～療養通所介護ひだまり
常～レコードブック目黒
常～レコードブック祐天寺
常～早稲田イーライフ柿の木坂
常～早稲田イーライフ目黒本町
常～レコードブック碑文谷
常～美スマイル代々木店(渋谷区)
常～練馬若年認知症サポートセンター
常～デイサービスなごみの森　世田谷中町(世田谷区)

常～デイサービスひまわり亭(杉並区)
常～デイサービスセンター森の時計（奥多摩町）
常～デイサービストレーニングスクールおおさき(世田谷区)
常～デイサービス雪谷
常～社会福祉法人博友会指定地域密着型通所介護事業所（山中湖村）

常～宅老所　ももちゃん(世田谷区)
常～ウルルお散歩くらぶ駒沢公園(世田谷区)
常～（みなし指定）ウルルウォーキングリハ駒沢公園(世田谷区)
常～（みなし指定）デイサービスいつも下北沢の家
常～デイサービス自遊人池上（大田区）
常～リハビリフィットネスゆずりは駒沢大学(世田谷区)
常～桜新町ビレッジ（世田谷区）
常～田園調布ビレッジ（世田谷区）

常～おとなの学校世田谷等々力校　デイサービスセンター(世田谷区)

常～おとなの学校世田谷経堂校　デイサービスセンター(世田谷区)
常～デイサービスセンターシエロ桜新町
常～デイサービスクローバー広尾（渋谷区）
常～ドレミハウス世田谷
常～和み苑デイサービスあきる野（あきる野市）
常～セカンズ（大田区）
常～めぐみデイサービスセンター
常～（みなし指定）ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ世田谷深沢(世田谷区)

常～（みなし指定）おとなの学校世田谷経堂校　デイサービスセンター(世田谷区)
常～デイサービス道草だんご(葛飾区)
常～デイハウス下馬(世田谷区)
常～デイハウス下北沢（世田谷区）
常～デイホームベルビルサロン田園(大和市)
常～トータルリハセンター旗の台（品川区)
常～ビースマイル三軒田屋(世田谷区)
常～ファミタウン　武蔵小山(品川区)
常～宅リハビリデイサービスnagomi自由が丘店(世田谷区)
常～リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ駒場店
常～リハビリデイサービスアクティ等々力
常～リハビリフィットネス　ゆずりは武蔵小山(品川区)
常～レコードブック代々木上原(渋谷区)
常～レッツ倶楽部ＳＴＥＰ西小山(品川区)
常～レベルアップケア大森北（大田区)
常～機能向上トレーニングセンター大森西のNIWA(大田区)
常～市後﨑リハビリ・デイルーム(世田谷区)

常～（みなし指定）おとなの学校世田谷等々力校　デイサービスセンター(世田谷区)
常～（みなし指定）にこにこ庵(墨田区)
常～（みなし指定）まごの手尾山台（世田谷区）
常～（みなし指定）ウルルお散歩くらぶ駒沢公園(世田谷区)
常～（みなし指定）グリーンデイ桜新町（世田谷区）
常～（みなし指定）グリーンデイ不動前（品川区）
常～（みなし指定）グリーンデイ用賀（世田谷区）
常～（みなし指定）ケアセンターメヌエットみどりの丘（横浜市）
常～（みなし指定）セカンズ石川台（大田区）
常～（みなし指定）デイサービスきらら川崎小倉（川崎市）

常～（みなし指定）デイサービスここいち大洗（大洗町）

常～（みなし指定）デイサービスまたね会（横浜市）
常～（みなし指定）デイサービスクローバー代々木上原（世田谷区）
常～（みなし指定）デイサービスセンター　カイゴのチカラ　旗の台(品川区)
常～（みなし指定）デイハウス鵜の木（大田区）
常～（みなし指定）ベネッセデイサービスセンター三軒茶屋(世田谷区)
常～（みなし指定）リハビリデイサービスＭｅｄｉＦｉｔ(いすみ市)
常～（みなし指定）桜新町アーバン・デイサービス(世田谷区)

常～（みなし指定）生活協同組合パルシステム東京　デイサービスセンター上町陽だ

まり(世田谷区)
常～さくらデイサービス千鳥町(大田区)
常～つばさデイサービス西小山（品川区)
常～りはびり空間プレミア・ケア芦花公園店
常～ウルルお散歩くらぶ駒沢公園南(世田谷区)
常～ケアセンターｗｉｔｈ
常～タカサデイルームふらり

地域密着型特定・特養 常～ファミリアガーデン品川

第三者評価 第三者評価報告書（区外事業所）
常～介護予防・日常生活支援新総合事業（通知）
調査、報告
みなし指定事業所の被保険者利用連絡票
事業所評価加算
処遇改善加算の決定
処遇改善加算の実績報告
処遇改善加算の添付資料
常～指定起案（みなし指定事業者）

指定事業所（通所介護

ラ～ワ行）

指定事業者（通所介護

区外）

介護予防・日常生活支援

総合事業

総合事業全般

事業費加算

事業所指定

地域密着型サービス

介護保険課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～事業者指定通知書の交付
常～事業者指定起案
常～コスモ・ケア・サポート（訪問）
常～医療法人社団爽樹会　樹のはな訪問介護事業所
常～ケア２１ 学芸大学
常～アドバンスライフ（訪問）
常～カイゴの太助
常～ケアサービス駒場（訪問）
常～ケアサービス憩 都立大店（訪問）
常～ケアサービス憩　洗足池店（訪問）
常～ケアステーションきらら学芸大学（訪問）
常～ケアメイト荏原訪問介護事業所（訪問）
常～ケアメイト桜新町訪問介護事業所（訪問）
常～ケアメイト目黒訪問介護事業所（訪問）
常～愛媛のそら（訪問）
常～学研ココファン綾瀬ヘルパーセンター（訪問）
常～学研ココファン世田谷ヘルパーセンター（訪問）
常～学研ココファン洗足池ヘルパーセンター（訪問）
常～学研ココファン南千束ヘルパーセンター（訪問）
常～株式会社はなケア　用賀サービスセンター（訪問）
常～株式会社ゆたか在宅福祉サービス指定訪問介護事業所（訪問）
常～株式会社りぼん（訪問）
常～株式会社サン・ケアネット（訪問）
常～株式会社山王介護センター（訪問）
常～株式会社太子ホームヘルパーケア・サービス（訪問）
常～株式会社野沢トータルケア（訪問）
常～おおきなき世田谷（訪問）
常～かたくり馬込（訪問）
常～くるみライフケア（訪問）
常～アースサポート目黒（訪問）
常～アガペホームヘルプサービス（訪問）
常～アニスケア訪問介護事業所（訪問）
常～ウェリナ下馬ステーション（訪問）
常～ウエスト目黒（訪問）
常～エクセルシオール湘南台ケアサービス（訪問）
常～クウの翼ケア（訪問）
常～クリエイティブ・ケア（訪問）
常～グランダ岡本里安邸ケアステーション（訪問）
常～グランダ桜新町ケアステーション（訪問）
常～グランダ三軒茶屋ケアステーション（訪問）
常～グランダ上野毛ケアステーション（訪問）
常～グランダ世田谷上町ケアステーション（訪問）
常～グリーンハウス（訪問）
常～ケア・アカデミ－葉っぱのフレディ（訪問）
常～えるはあとケアセンター（訪問）
常～清徳会ホームヘルプステーション（訪問）
常～さくらケア駒沢訪問介護事業所（訪問）
常～ＳＯＭＰＯケア　柿の木坂　訪問介護（訪問）
常～ＳＯＭＰＯケア　宮前　訪問介護（訪問）

常～ＳＯＭＰＯケア　西糀谷　訪問介護（訪問）
常～ＳＯＭＰＯケア　祐天寺　訪問介護（訪問）
常～さくだいら敬老園 第２ヘルパーステーション（訪問）
常～さくら・介護ステーション武蔵小山（訪問）
常～そらしーど三茶（訪問）
常～サン・ウエスト（訪問）
常～サンケイビルウェルケアヘルパーステーション世田谷
常～サンライフ東京指定訪問介護事業所
常～シティインデックスホスピタリティ訪問介護事業所

常～東京海上日動みずたま介護ＳＴ元住吉（訪問）

常～東京海上日動みずたま介護ＳＴ自由が丘（訪問）
常～ジャパンケア柿の木坂（訪問）
常～ジャパンケア宮前（訪問）

常～ジャパンケア三軒茶屋（訪問）
常～ジャパンケア祐天寺（訪問）
常～スパイラルケア（訪問）
常～スマイルサポート（訪問）
常～スマイルサポート尾山台（訪問）

常～ツクイ目黒（訪問）
常～トータル介護 エール目黒（訪問）
常～三姉妹　介護サービス
常～ジーザス介護サービス合同会社（訪問）
常～ジャパンスタッフ株式会社（訪問）
常～訪問介護みやび（訪問）
常～陽だまり訪問介護事業所
常～なごみ介護サービス白金
常～訪問介護和田（訪問）
常～訪問介護ビーボ学芸大学（訪問）
常～訪問介護さくらんぼ　株式会社スイミー（訪問）
常～訪問介護 ぽかぽかあったか めぐろ（訪問）
常～不動前ヘルパーステーション（訪問）
常～日介センター目黒（訪問）
常～ホームヘルプサービス ソラスト碑文谷（訪問）
常～ホームヘルプサービス ソラスト大岡山（訪問）
常～ベネッセ介護センター学芸大学（訪問）
常～ベアタケア（訪問）

指定事業所（訪問型、ナ

～ハ行）

介護予防・日常生活支援

総合事業

事業所指定

指定事業所（訪問型、ア

～カ行）

指定事業所（訪問型、サ

～タ行）

介護保険課



 令和元年度 行政情報目録 （健康福祉部・福祉事務所・保健所 介護保険課）
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～ヘルパーステーション目黒医療生協（訪問）
常～ヘルパーステーション上大崎（訪問）
常～訪問介護アバ（訪問）
常～訪問介護ステーションむつらぼし（訪問）
常～訪問介護ナイスケア（訪問）
常～訪問介護ナイスケア世田谷（訪問）
常～訪問介護ナイスケア大田（訪問）
常～ひまわり介護センター・世田谷（訪問）
常～ひまわり訪問介護ステーション・目黒（訪問）
常～ニチイケアセンターまぁじ（訪問）
常～ニチイケアセンター自由ヶ丘（訪問）
常～ニチイケアセンター洗足（訪問）
常～ニチイケアセンター中目黒（訪問）
常～ニチイケアセンター八雲（訪問）

常～ハートケア自由が丘（訪問）
常～ハッピートーク（訪問）
常～ハピネスヘルパーステーション（訪問）
常～ヘルパーステーション・あんしんサイト（訪問）
常～ヘルパーステーションこまば（訪問）
常～有限会社あんていけあ（訪問）
常～有限会社ケアサービス碑文谷（訪問）
常～ワイズブリッジ・ウェルフェア（訪問）
常～ライトアットホーム駒沢（訪問）
常～やさしい手渋谷東訪問介護事業所
常～やさしい手自由が丘訪問介護事業所
常～やさしい手三軒茶屋訪問介護事業所
常～やさしい手学芸大学訪問介護事業所（訪問）
常～有限会社生羅（訪問）
常～マルク・ケアサポート訪問介護事業所（訪問）
常～有限会社しんあいケアセンター中目黒（訪問）
常～有限会社はぎ介護センター
常～有限会社しんあいケアセンターせたがや
常～らいふホームヘルプサービス（訪問）
常～ワンダフルサポート訪問介護事業所（訪問）
常～ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ世田谷深沢(世田谷区)
常～ＳＯＭＰＯケア　下目黒　デイサービス（通所）

常～ＳＯＭＰＯケア　柿の木坂　デイサービス（通所）
常～ＴＲＹ（トライ）倶楽部 寿ｓ（通所）
常～ＴＲＹ（トライ）倶楽部 目黒（通所）
常～いきいき・がくだい
常～トータルリハセンター旗の台（通所）
常～トータルリハセンター自由が丘（通所）
常～介護予防センター 早稲田イーライフ田園調布（通所）
常～株式会社ケアサービスデイサービスセンター大岡山
常～株式会社ケアサービスデイサービスセンター目黒中町
常～玉堤リハビリデイサービス（通所）
常～健遊館銭湯文化浴泉
常～上目黒診療所（通所）

常～清徳会ケアセンター（通所）
常～大岡山運動教室（通所）
常～イリーゼ洗足池デイサービスセンター（通所）
常～エーゼット長原（通所）
常～オハナ戸越銀座（通所）
常～オハナ渋谷桜丘（通所）
常～オハナ池尻大橋（通所）
常～グリーン・レーベル 学芸大学（通所）
常～グリーンデイ　碑文谷
常～コミュニティガーデンとうかい
常～ジャパンケア下目黒（通所）
常～ジャパンケア柿の木坂（通所）
常～ソフィアデイサービス学大（通所）
常～ソフィアデイサービス自由が丘（通所）
常～デイサービス ヨウコー中目黒（通所）
常～デイサービス　オタンタ
常～デイサービスあかつき目黒本町（通所）
常～デイサービスいつも下北沢の家（通所）
常～デイサービスすずやか石川台（通所）
常～デイサービスひより千鳥町（通所）
常～デイサービスココファン南千束（通所）
常～デイサービスセンター　あおぞら目黒（通所）
常～デイサービスセンターいろどり（通所）

常～デイサービスセンターなごやか学芸大（通所）
常～デイサービスセンターなごやか三軒茶屋（通所）
常～デイサービスセンターなごやか小山（通所）
常～デイサービスセンターなごやか代官山（通所）
常～デイサービスセンターなごやか田園調布（通所）
常～デイサービスセンターなごやか墨田（通所）
常～デイサービスセンターなごやか目黒（通所）
常～デイサービスセンターなごやか用賀（通所）
常～デイサービスセンターはづき（通所）
常～デイサービスセンターみやび（通所）
常～デイサービスセンターむつらぼし（通所）
常～デイサービスセンター千束（通所）
常～デイサービス柿の木園（通所）
常～デイサービス清水の里（通所）

指定事業所（訪問型、ナ

～ハ行）

指定事業所（訪問型、マ

～ワ行）

指定事業所（通所型、ア

～タ行）

介護予防・日常生活支援

総合事業

介護保険課



 令和元年度 行政情報目録 （健康福祉部・福祉事務所・保健所 介護保険課）
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～デイサービス夢楽西小山
常～デイサロンこまば（通所）
常～グリーンデイ駒場（通所）
常～グリーンデイ西小山
常～グリーンデイ鷹番
常～グリーンデイ目黒本町（通所）
常～つばさデイサービス西小山
常～デイサービス　スマイル
常～デイホーム　むつみの園
常～デイ・ホーム玉川田園調布
常～通所介護所学芸大学（通所）
常～生羅通所介護所都立大学（通所）
常～正和クラブ深沢（通所）
常～正和クラブ駒沢公園（通所）
常～高齢者在宅サービスセンターデイ・ホーム深沢（通所）
常～デイサービスひより大岡山（通所）
常～デイホーム野沢
常～デイスポーツ　青空クラブ　武蔵小山
常～くるめリハビリデイサービス
常～正和クラブ千束（通所）
常～青葉台さくら苑 高齢者在宅サービスセンター（通所）
常～デイサービスりぼん（通所）
常～ニコットアルファ
常～リハビリフィットネスゆずりは駒沢大学（通所）
常～ぽじえじステーション西小山
常～めぐろリハビリセンター（通所）
常～ゆめふる荏原店（通所）
常～パナソニックエイジフリーケアセンター八雲・デイサービス
常～ファニーステーション目黒本町（通所）
常～ファミタウン洗足（通所）
常～ファミタウン武蔵小山（通所）
常～ブリッジライフ武蔵小山（通所）
常～ベネッセデイサービスセンター三軒茶屋
常～ライフタイム上馬デイサービスセンター（通所）
常～リハビリセンターいずみ（通所）
常～リハビリテーション AYUMU 下目黒店（通所）
常～リハビリデイサービスnagomi駒場店
常～リハビリデイサービスnagomi自由が丘店(世田谷区)
常～リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ目黒中央町店
常～リハビリデイサービスすずらん（通所）
常～リハビリデイサービスアクティ等々力（世田谷区）
常～リハビリフィットネスゆずりは学芸大学（通所）
常～リハビリフィットネスゆずりは武蔵小山（通所）

常～リハビリ型ひかりデイサービス洗足店（通所）
常～レコードブック代々木上原（通所）
常～レコードブック碑文谷（通所）
常～レコードブック目黒（通所）
常～レコードブック祐天寺
常～レッツ倶楽部ステップ西小山（通所）
常～レッツ倶楽部ステップ等々力（通所）
常～レッツ倶楽部三軒茶屋（通所）
常～レッツ倶楽部自由が丘（通所）
常～西小山診療所（通所）
常～早稲田イーライフ柿の木坂（通所）
常～早稲田イーライフ目黒本町（通所）
常～日扇会デイサービス・リハビリ工房八雲
常～Ｂ＆Ｂスタジオ 目黒本町（通所）
常～奉優デイサービス池尻
常～ゆめふる八雲店（通所）
常～ゆめふる駒場店（通所）

指定全般 常～介護予防支援業務の一部委託に係る届出

指定事業所 常～目黒区各包括支援センター
常～居宅介護支援事業所に関する調査・回答
常～指定居宅介護支援事業所の指定更新通知等
常～えるはあとケアセンター
常～アニスケアセンター
常～アンダンテ自由が丘
常～イエナ・ケアサプライ
常～ウエスト目黒
常～エム・シー・サービス居宅介護支援事業所
常～オリーブ訪問看護ステーション駒場
常～オリーブ薬局
常～医療法人社団はんぷ会居宅介護支援事業所まめしば
常～うぐいすケアプランセンター
常～医療法人社団順信会目黒整形外科内科居宅介護支援センター
常～あすか居宅介護支援事業所都立大学
常～医療法人社団光晶会武田医院ケアセンター
常～医療法人社団誠船會ふなとケアプランニング
常～医療法人社団菫会すみれ居宅介護支援事業所
常～一里 
常～青葉台さくら苑在宅介護支援センター
常～ＬＥＨｅａｒｔケアプラン自由が丘
常～あすか居宅介護支援事業所都立大学
常～いちケア
常～株式会社集い介護センター

指定事業所（通所型、ア

～タ行）

指定事業所（通所型、ナ

～ワ行）

地域包括支援センター

居宅介護支援事業 指定全般

指定事業者（ア行）

指定事業者（カ行）

介護予防・日常生活支援

総合事業

介護保険課



 令和元年度 行政情報目録 （健康福祉部・福祉事務所・保健所 介護保険課）
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～居宅介護支援ぽかぽかあったかめぐろ
常～居宅介護支援事業所はぎ
常～居宅介護支援事業所まめしば
常～居宅介護支援事業所ソラスト大岡山
常～居宅介護支援事業所ソラスト碑文谷
常～合同会社あずさケアプラン
常～ケアプランあけみち
常～居宅介護支援事業所 エソラ
常～居宅介護支援事業所　ソラスト大岡山
常～かみよん訪問看護ステーション
常～グレース居宅介護支援事業所城南
常～ケア・３６５
常～ケアさかみち
常～ケアサービス駒場
常～ケアステーションきらら学芸大学
常～ケアセンターおーろら
常～ケアプランいろはにほへと駒場
常～ケアプランかがやき
常～ケアプランセンターこまば
常～ケアプランセンターれんげそう
常～ケアプランセンター鷹番
常～ケアプランハイハロー
常～ケアメイト大岡山
常～ケアメイト目黒居宅介護支援事業所
常～株式会社ひかり介護センター
常～株式会社ゆたか在宅福祉サービス目黒指定居宅介護支援事業所
常～株式会社サンライフ目黒ケアプランセンター
常～さんホーム目黒ケアプランセンター
常～サンライフ東京ケアプランセンター
常～自由が丘訪問看護ステーション居宅介護支援事業所
常～ソフィアケアプラン学大
常～ＳＯＭＰＯケア　柿の木坂　居宅介護支援
常～ＳＯＭＰＯケア　祐天寺　居宅介護支援
常～サン・ウエスト
常～サンライフ東京ケアプランセンター
常～シティ
常～ジーザス介護サービス合同会社
常～ジャパンケア柿の木坂
常～ジャパンケア祐天寺
常～ジャパンスタッフ株式会社
常～スタークケアプランセンター中目黒
常～スナーグル
常～ソアーベ居宅介護支援事業所
常～ソフィアケアプラン東が丘
常～ソフィアケアプラン緑が丘
常～ツカハラ薬局
常～トータルサポートあんず
常～トータルライフケア池尻大橋
常～社会福祉法人目黒区社会福祉協議会在宅福祉サービスセンター
常～清徳会在宅介護支援センター
常～平和通り訪問看護ステーション
常～ひまわり訪問介護入浴センター
常～ナイスケア介護センター
常～ニチイケアセンター自由ヶ丘
常～ニチイケアセンター洗足
常～ニチイケアセンター中目黒
常～ニチイケアセンター八雲
常～ハートケアプランセンター学大
常～ハートケア自由が丘
常～ハートフル訪問看護ステーション中目黒
常～ハピネスケアプランセンター
常～ヒューマン・ケア
常～ヘルプケア目黒医療生協
常～ベネッセ介護センター学芸大学
常～日介センター目黒
常～不動前居宅介護支援事業所
常～メディケアマネージメント
常～やさしい手学芸大学居宅介護支援事業所
常～やさしい手自由が丘居宅介護支援事業所
常～マイ・ケアプランセンター東京目黒支店
常～目黒１丁目ケアプランセンター
常～目黒区医師会立在宅介護支援センター
常～目黒区下目黒在宅介護支援センター
常～目黒区社会福祉事業団東が丘ケアプランセンター
常～目黒区社会福祉事業団東山ケアプランセンター
常～目黒区洗足在宅介護支援センター
常～目黒区大橋在宅介護支援センター
常～目黒区日扇会在宅介護支援センター
常～有限会社あんていけあ
常～有限会社アームズ
常～有限会社小滝薬局
常～有限会社生羅
常～有限会社目黒ケアセンター
認知症高齢者グループホームに係る都への報告
基盤整備調査・回答
常～基盤整備参考資料

介護保険基盤整備 介護保険基盤整備共通

居宅介護支援事業

指定事業者（カ行）

指定事業者（サ～タ行）

指定事業者（ナ～ハ行）

指定事業者（マ～ワ行）

介護保険課



 令和元年度 行政情報目録 （健康福祉部・福祉事務所・保健所 介護保険課）
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
基盤整備補助要綱等 基盤整備補助参考資料

地域密着型以外基盤整備 常～介護医療院への転換
中根西賃貸料収入
常～賃貸借契約
施設維持関係資料
施設点検結果
常～（施設名）
特定施設入所者生活介護に関する通知

老健施設整備 老健施設関係通知（都）
常～委員の委嘱
委員報酬（支出、賃金・報酬支払台帳）
地域包括ケアに係る推進委員会設置要綱改正

地域包括ケアに係る推進 常～地域包括ケアに係る推進委員会
常～計画改定専門委員会
常～地域福祉審議会

地域包括ケア見える化シ

ステム

見える化システム
見える化システム管理

介護保険事業計画共通 調査・回答
常～計画策定基礎調査実施
常～介護保険事業計画基礎調査資料
常～計画策定基礎調査結果

給付費統計 常～給付費払込請求統計

サービス受給実績 常～サービス種類別利用者数
被保険者連絡
外部団体通知
公印印影申請
常～給付係申請書一式
継～グループウェアガイド
継～パスワード
継～介護タクシー
継～公費負担制度
継～時効管理事務の取扱い
地域包括支援センター申請書等送付書
庁内通知
常～情報連携事務
マイナンバー資料
システム処理依頼（他所属）
常～要介護認定の状況について
常～相談・確認票（給付係Ｑ＆Ａ）
常～グループウエア通知
介護保険給付関係通知
常～給付係非常勤勤務体制
三課合同研修資料
研修・説明会
個人情報照会対応メモ
住宅改修
利用者負担額照会（障害福祉課）
調査回答
常～平成２６年度介護報酬改定
常～平成２４年度介護保険報酬改定
常～第６期制度改正
常～要綱制定・改正
継～給付事務要綱・細目
継～介護給付制度Ｑ＆Ａ
常～事業者連絡会配布資料
常～主任ケアマネ連絡会
苦情対応担当者連絡会
めぐろ区報
給付制度周知パンフレット
広報等原稿
業者パンフ
目黒区ＨＰ
常～不正請求（平成３１年度）
常～返還金等の請求
継～誤請求【具体的な事業者名】
継～都監査通知【具体的な事業者名】
継～不正請求資料（１８年度）
継～返還請求【具体的な事業者名】
常～事業者指導結果通知
継～償還払い申請（２４時間ホームヘルパー派遣）
継～特別区法務部送付文書
継～審査請求・訴訟起案
常～福祉用具訪問調査
常～適正化研修資料
給付費通知相談記録
継～医療情報との突合
居宅療養管理指導
介護給付費通知
常～２４時間ホームヘルプ
継～介護給付費通知
常～医療情報との突合
継～保険者強化月間
継～認定情報適正化ソフト
負担割合証発送起案
負担割合判定処理

研修

給付制度要綱

介護保険給付共通

介護給付適正化

地域福祉審議会 地域福祉審議会

介護保険見直し

介護保険給付資料

広報･パンフレット

指導・検査

審査請求・訴訟

第８期介護保険事業計画 計画基礎調査計画基礎調

査

計画参考資料

負担割合

介護保険給付全般

中根西グループホーム整

備（その他）

特定施設入居者生活介護

協議会 目黒区地域包括ケアに係

る推進委員会共通

介護保険基盤整備

介護保険課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
負担割合証納品
負担割合証再交付申請書

負担割合遡及 常～負担割合遡及（令和元年度)
住宅改修費理由書作成助成金支出
継～ケアマネ支援事業関連要綱
新任ケアマネ研修資料
常～理由書作成業務要綱
常～理由書作成協力事業所名簿および申出書
継～ケアマネ住宅改修研修
継～理由書作成基準協定関連
継～理由書作成協力事業所名簿及び申出書
継～理由書作成業務要綱
継～アドバイザー協定書
常～住宅改修アドバイザー事業の見直し
常～アドバイザー要綱（平成２０年度改正）
継～アドバイザー制度Ｑ＆Ａ
継～アドバイザー制度に関する意見
継～アドバイザー名簿
継～アドバイザー要綱
継～住宅改修相談業務資格届出書

住宅改修アドバイザー研

修
継～アドバイザー更新研修業者資料

継～自己作成
自己作成実績
常～ケアプラン自己作成
総合事業高額介護予防サービス費勧奨
高額医療合算総合サービス費支給
サービス事業対象者の登録
みなし自己作成実績
総合事業高額介護サービス費支出
常～念書
常～成年後見人登記事項証明書
決定通知書再発行
常～総合事業高額介護予防サービス費口座振込資料
常～高額医療合算総合事業サービス費実施
継～貸付基金繰越マニュアル
高額介護貸付起案
高額介護貸付清算起案
調査回答
常～高額医療合算介護広域連合からの通知
常～高額医療合算介護国保分資料
常～高額医療合算介護自己負担額証明書申請
常～高額医療合算介護自己負担額証明書申請（発行済分）
常～高額医療合算介護書式類
常～高額医療合算介護情報化推進委員会用資料
常～高額医療合算介護情報公開個人情報保護審議会用資料
常～高額医療合算介護年間スケジュール
常～高額医療合算介護問合わせ
常～高額介護合算療養費申請書（事前受付分）
常～高額合算打ち合せ資料
常～国保連説明会資料
高額医療合算介護仮算定スケジュール
保険者保有給付実績情報
常～高額医療合算介護システム資料（介護システム）
常～高額医療合算介護サービス費関係通知
高額医療合算介護　年間高額対象者補正リスト
高額医療合算介護　仮算定資料
高額医療合算介護　口座振込関係書類
高額医療合算介護　自己負担額情報
高額医療合算介護サービス費歳出戻入起案
高額医療合算介護サービス費支給起案
常～高額医療合算介護　勧奨リスト
常～高額医療合算介護　口座変更届受付分
常～高額医療合算介護　振込エラー分
常～高額医療合算介護　追加（過誤）支給資料
常～高額医療合算介護支給申請書（後期分）
常～高額医療合算介護支給申請書（国保）
東京都国民健康保険団体連合会からの通知
年間高額
高額介護基礎情報作成エラーリスト
高額介護サービス費過年度支出
高額介護サービス費　口座変更届
高額自動償還警告一覧表
高額口座振替不能通知
常～高額介護（予防）サービス費戻入
常～高額介護（予防）サービス費申請済未支給対象者申請書
高額介護(予防）サービス費振込口座明細一覧表
高額介護(予防）サービス費支出起案
高額介護(予防）サービス費支給申請書（貸付なし）
高額介護(予防）サービス費支給（不支給）決定者一覧
高額介護(予防）サービス費決定者口座一覧表
高額介護（予防）サービス費お知らせ起案

高額介護（予防）サービス費勧奨対象者一覧表（件数一覧表・給付対象者一覧表）
高額介護（予防）サービス費勧奨用チラシ原稿
常～高額介護（予防）サービス費算定エラーリスト

介護保険給付共通

住宅改修支援事業 ケアマネ支援事業

住宅改修アドバイザー事

業

給付管理

高額介護貸付

高額医療合算介護サービ

ス費

高額医療合算介護サービ

ス費支給

高額介護サービス費支出

高額介護サービス費勧奨

介護保険給付管理

負担割合

介護保険課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
高額介護(予防）サービス費勧奨用死亡リスト
年間高額勧奨
高額介護（予防）サービス費勧奨資料（給付制限・減額）
高額介護（予防）サービス費勧奨引き抜きリスト
継～高額介護（予防）サービス費勧奨・支給通知マニュアル
継～高額介護（予防）サービス費自動償還システム
継～高額介護（予防）サービス費入力マニュアル

償還払 ケアプラン作成前・支払方法変更償還払支出起案
継～福祉用具パンフレット等原稿
継～福祉用具選定の判断基準
継～福祉用具購入受領委任要綱
継～福祉用具購入費受領委任払協定
福祉用具購入費振込口座関係書類
福祉用具購入費支出起案
福祉用具購入費支給申請書（処理済）
常～福祉用具購入費受領委任払協力事業者一覧
常～福祉用具通知・資料
福祉用具購入費の戻入
常～軽度者福祉用具貸与関係通知
継～軽度者福祉用具貸与関係通知
継～軽度者福祉用具貸与確認書保留分
軽度者福祉用具貸与確認書返却分（控）
軽度者福祉用具貸与確認書起案
常～協定締結事業者名簿
継～住宅改修受領委任協定書（失効・解除分）
継～住宅改修受領委任協定書
継～住宅改修受領委任協定の締結
継～住宅改修協定事務要綱
常～住宅改修参考資料
常～住宅改修受領委任協定の締結
常～住宅改修協定事務要綱（平成２０年度改正）
住宅改修給付申請（事前申請）起案
住宅改修費（口座振替不能通知）
住宅改修費の戻入
住宅改修費支給申請書（処理済）
住宅改修費支出起案
住宅改修費振込口座関係書類
住宅改修訪問調査
住宅改修実績照会
工事中止等
住宅改修許可前工事顛末書
介護保険住宅改修事業者説明会
継～福祉住環境コーディネーター
継～住宅改修理由書作成
継～住宅改修通知・資料
住宅改修関連通知
継～事前申請移行
継～受領委任事業者登録マニュアル
常～平成２３年度会計検査院実地検査資料作成準備
来年度当初予算見積り資料
予算執行計画
継～予算執行マニュアル
補正２号予算見積り資料
補正３号予算見積り資料
科目更正書
継～事業計画数値等基礎資料
継～歳入振分マニュアル
決算･監査資料
常～収入未済繰越・不納欠損
常～収入未済繰越

特定事業所集中減算 常～特定事業所集中減算事務
常～第三者行為求償事務資料
常～第三者行為求償事務
常～求償事務委託管理台帳
常～第三者行為求償事務手引き
常～非課税年金対象者突合一致者一覧表
常～負担限度額制度案内
非課税年金照会・回答
負担限度額認定起案
負担限度額認定起案（却下）
負担限度額認定申請書
負担限度額認定申請書（却下分）
被保険者に対する調査
負担限度額勧奨
負担限度額認定証再交付申請
負担限度額認定統計資料
継～負担限度額通知
継～負担限度額認定システム
金融機関等に対する調査
旧措置入所者減額免除等認定証再交付申請
継～旧措置者減額認定証交付起案
継～旧措置者減額通知
継～旧措置者減額勧奨起案
継～旧措置者の更新手続きマニュアル
常～旧措置厚労省通知
常～旧措置減額介護システム資料

決算・監査

減額･免除 負担限度額認定

減額･旧措置者

高額介護サービス費勧奨

高額サービス費システ

ム・マニュアル

福祉用具購入

軽度者福祉用具貸与

介護保険給付管理

住宅改修協定

住宅改修費

給付予算

第三者行為求償事務

介護保険課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
旧措置入所者減額免除等認定証交付
旧措置入所者減額免除等更新手続勧奨
継～訪問介護利用者負担減額要綱
常～訪問介護利用者負担額減額要綱
常～訪問介護利用者負担額軽減実施要綱
継～訪問介護利用者負担額減額要綱資料

訪問介護補助金 常～（都）障害者ホームヘルプ助成事業補助要綱
継～社福軽減事業関係通知（平成１８年度）
継～社福軽減事業実施申出書
継～社福軽減事業周知（説明会、ﾊﾟﾝﾌ等）
常～社福軽減事業実地等要綱
常～社福軽減関係通知
継～社福軽減事業関係通知（平成１７年度）
常～社福軽減事業実施要綱（平成２３年度改正）
社福軽減認定起案
社福軽減勧奨起案
常～社福軽減事業実施申出書
継～社福特例措置（ユニット型）要綱
継～社福特例措置（ユニット型）事業実施申出書
常～社福軽減補助金確定・支払い（平成２２年度～）
社福軽減状況調書・領収書
社福軽減等補助金交付申請（東京都）
常～（都）社福軽減等補助金要綱
常～社福軽減補助金確定・支払い
常～社福軽減等補助金実績報告書（東京都）
常～社福軽減等補助金交付申請・決定（施設関連）
社福軽減等補助金返還起案
社福軽減補助金に係る協議（東京都）

常～原発事故避難者に対する介護保険利用者負担額軽減支援事業実施要綱
常～介護保険居宅介護サービス費等の特例に関する事務処理要綱
常～東日本大震災被災者に係る厚生労働省通知
常～利用者負担額・減免（介護保険法第５０条関係）
常～利用者負担額・減免（原発事故避難者）
常～利用者負担額軽減事業（受領委任払協定書）
継～利用者負担額軽減事業事務要綱
常～利用者負担額軽減事業事務要綱
常～利用者負担額軽減事業の見直し
常～利用者負担額軽減事業（協定書・事業者届・同格届）
継～利用者負担額軽減事業（協定書・事業者届・同格届）
継～利用者負担額軽減事業（受領委任払協定書）
常～利用者負担額軽減事業（委任状・同意書）
継～利用者負担額軽減事業（委任状・同意書）
利用者負担額軽減認定証再交付
利用者負担額軽減認定制度申請書
常～軽減に係る助成金支給の取消・返還
常～決定通知書再発行
常～利用者負担額軽減助成金口座振替不能通知
常～利用者負担額軽減統計一覧表
軽減にかかる助成金の支給
利用者負担額軽減振込明細一覧表
利用者負担額軽減勧奨通知
利用者負担額軽減認定（４月～）
常～パソコン購入
常～国保連委託に伴う個人情報保護手続
常～国保連委託契約の委任
常～国保連一拠点集約化システム・国保データーベースシステム資料
常～介護予防ケアマネジメント費
常～国保連からの通知
常～国保連審査支払等実費精算
常～伝送用ＰＣ（Ｈ２６購入）保証書
常～国保連伝送通信用ＰＣ更新（令和元年）
常～伝送用ＰＣインストール通知
審査支払委託契約
ケアプラン原案作成委託
国保連委託契約意向調査
継～介護給付費請求書記載要領
継～国保連委託に伴う個人情報保護手続
継～国保連委託業務概要
継～審査支払業務概要書（平成１０年度分）
継～伝送パソコン保証書
継～共同処理インターフェース仕様書
継～適正化システム機能概要
継～連合会システム改修仕様
継～受給者異動連絡票の次回訂正
継～受給者異動情報作成マニュアル
継～伝送システム手順書
受給者情報連絡票
受給者情報連絡票（４月）
居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書
受給者情報エラーリスト
居宅サービス計画作成届件数表
受給者台帳関係通知(国保連)
介護予防サービス計画作成依頼（変更）届出書
境界層該当証明
世帯状況照会
継～境界層措置通知

軽減認定・差額支払

審査・支払 共同処理事務委託

共同処理基本構想

異動情報作成

受給者異動情報

受給者基礎情報

減額･免除

減額･旧措置者

減額･訪問介護

減額・社福軽減

減額・社福特例措置（ユ

ニット型）
社福軽減等補助金

利用者負担額減額・免除

利用者負担額軽減事業

介護保険課



 令和元年度 行政情報目録 （健康福祉部・福祉事務所・保健所 介護保険課）

16／26

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
所得状況照会
常～情報連携
継～連合会審査要件
継～返戻情報検索システムマニュアル
受給者異動連絡票送付票
給付管理票情報（自己作成分）送付書
東日本大震災の被災者の給付実績
常～給付実績取り込みマニュアル
給付実績審査
医療給付状況突合リスト
継～過誤申立用紙
継～過誤申立依頼(未処理）
継～過誤・連合会通知
請求時効該当確認リスト
常～過誤・連合会通知
縦覧過誤
過誤申立起案

介護給付費 介護給付費支出起案
介護保険者共同処理委託
介護給付費公費支出起案
常～システムデータ修正分
継～システム関連事務処理マニュアル
常～仮住リスト（後期・国保）
常～医療異動情報
継～システム再構築打合せ資料
継～国保連情報授受の伝送化
国保データベースシステム
常～国保データシステム（システム運用手順・活用マニュアル）
常～システム処理日程表（みずほ銀行処理分）
常～システム保守連絡会議資料
給付事務システム連絡票（回答）
給付事務システム連絡票（依頼）
国保連伝送システム使用記録簿
常～　審査請求
住記異動誤り　修正分
介護保険事業調査
常～区民対応
常～長期対応
都・区等他の自治体からの照会回答
都・区等他の自治体への公用請求
シルバーパス
資格保険料庁内回答
資格保険料統計
常～　苦情対応連絡会
継～区民対応NO１（被保番順）
臨時窓口
庁内通知
決算・監査資料
今年度予算
年間契約
保険料等の特徴に係る経由事務負担金
翌年度当初予算
郵券交付申請・使用記録
継～「めぐろ介護保険のお知らせ」
他課依頼・回答
区報めぐろ原稿
常～小冊子・リーフレット
資格・保険料外部回答
ファイリング
常～「めぐろ介護保険のお知らせ」
やさしい介護保険料
印刷依頼
公示送達
公印印影印刷申請
常～差置送達
常～債権届出書提出
常～東京都・国等からの通知
継～税制改正情報提供
継～東京都・国等から通知
常　ＤＶ被害者情報
継～レジスター取扱い説明書
継～介護保険料コンビニ収納資料
継～収納関係様式集
常～プリンター機取扱説明書
継～マルチペイメントネットワーク
常～年金保険者からの障害連絡
継～三事業特別徴収（介護・国保・後期高齢）
継～社会保険事務所管轄一覧
継～情報交換事務処理要領Ｈ.１８年１０月版（社保庁）
継～情報交換媒体仕様書
継～年金からの特別徴収
継～地共済情報交換媒体変更登録
継～地方公務員共済組合連合会事務処理要領
継～特徴データ交換媒体登録振替口座登録
継～ＯＣＲ収入ＭＴ送付スケジュール
継～ＯＣＲ読取処理

特別徴収資料

普通徴収資料

介護給付費公費分

介護保険給付システム 介護保険給付システム全

般

介護保険事務処理システ

ム

介護保険資格・保険料共

通

介護保険資格保険料全般

予算執行

介護保険事務

介護保険資格保険料

保険料共通資料

審査・支払

受給者基礎情報

受給者情報審査

給付実績

過誤・再審査

介護保険課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
システム障害 常～システム適正化会

継～収入管理
継～特別徴収
継～督促・催告
継～保険料計算から通知書出力まで
継～保険料口座振替
継～保険料賦課
常～個人番号取扱い記録
継～課題・検討事項
継～還付・充当
継～給付制限
継～資格管理
常～仮住取得者
継～転送申請書（Ａ４）
継～生年月日･氏名など訂正者
継～介護保険資格処理
常～資格適正処理
常～転送申請書
介護保険被保険者証発行起案
住民基本台帳実態調査
転送申請書　月次差替リスト
継～仮住取得者
６５歳新規到達者リスト
保険証回収簿
戸籍住民課日曜受付
保険証交付台帳
保険証再交付申請
常～他区生保（保護証明書・連絡表）
目黒区生活保護受給開始･廃止入力
介護保険料代理納付不能リスト
他市区町村での生活保護受給者に関する連絡照会
継～生活福祉課との取り決め
継～生活保護・生保２号懸案事項
常～他区生保（保護証明書・連絡表）
継～見直し時養護老人ホーム施設情報
継～住所地特例見直し通知
常～特定適用除外施設退所時の住所地特例
住所地特例施設職権修正
住所地特例施設退所者＜施設種別＞
住所地特例施設入所者＜施設種別＞
住所地特例施設変更者
住所地特例処理不要
住所地特例適用・変更・終了届受理一覧
他市町村住所地特例連絡票
継～施設入退所端末操作マニュアル
継～住所地特例　懸案事項
継～住所地特例　特別処理
継～住所地特例全般
継～住特ほか施設情報
継～養護老人ホームの入所者に対する介護保険料加算の取扱いについて
住所地特例整理中
常～住特ほか施設情報
常　住所地特例　特別処理
継～住所地特例以外の施設の修正処理
施設入所連絡票（区内特養他）
施設退所連絡票（区内特養他）
常～適用除外施設入所者
継～未転出の区外特養入所者（当該市町村施設入所者扱）
介護保険料の通知調定起案
所得照会対象者一覧
賦課通知書等変更
老齢福祉年金の受給確認について
特別徴収通知（国保連合）
統合端末による情報照会・回答
常～年金機構・年金事務所からの通知
所得状況照会回答書（月次・年次）
所得状況照会
月別賦課発送リスト
特別徴収依頼対象者名寄せリスト
特別徴収依頼処理結果（社保→区）
税務異動確認リスト
住記連続資格異動者一覧
月割賦課集計表・チェックリスト
常～調定簿
特別徴収停止依頼明細表（区→社保庁及び地共済）
継～外国人登録あるが介護保険資格喪失等名簿
継～外国人登録在留資格公用者
継～外国人登録者入力データ
継～外国人被保険者の本名への変更
継～外国人被保険者資格処理
継～生年月日がない外国人の取扱い
継～外国人氏名照会
常～外国人被保険者資格処理
常～外国人被保険者資格資料
常～平成２４年度住記法改正に伴う外国人被保険者資格処理
収納データ伝送資料（みずほ銀行）

介護保険賦課 介護保険賦課全般

賦課リスト

外国人被保険者

介護保険収納 介護保険収納全般

処理マニュアル

介護保険資格 資格全般

介護保険資格資料

生活保護受給者

住所地特例見直し全般

住所地特例

住特以外の施設

介護保険資格・保険料共

通

介護保険課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～マルチペイメント・クレジットカード収納の検討
金融機関からの通知（収納連絡）
公印申請
継～介護保険料不納欠損
介護保険料納付確認書発行依頼(税申告用）
常～元号改正
磁気カード・鍵保管責任者届
介護保険料納付確認書回答(老人ホーム入所用)
介護保険料特別徴収収納状況のお知らせ（特徴収納状況確認書）送付
常～現金出納簿(金銭出納員用　２４年度～)
常～コンビニ収納
収納金収入報告書
収入金票作成資料
介護保険料納付証明書
科目抽出日別トータルリスト
常～介護保険料金融機関データ交換媒体の変更
収納結果一覧表
保険料コンビニ収納媒体引渡票
仮消込一覧表
仮消込データ収納集計表
コンビニ収納内訳書
OCR冊計チェック
保険料収納ＯＣＲデータ媒体管理表
日計表窓口分
日計表

介護保険料原符 介護保険料原符

納入済通知書 介護保険料納入済通知書＜種別＞
口座引抜・停止リスト
ＭＴ送達票
口座振替取消依頼（一件取消）
口座振替収納済通知
口座振替不能
継～金融機関あて通知
継～口座振替依頼書（原票）
継～口座振替依頼書受付簿(窓口･郵送分)
MT外口座振替依頼
金融機関合併･変更
金融機関からの通知（連絡・調査・その他）
口座振替開始通知
継～口座振替納付届
継～口座振替処理
継～口座振替取扱要領
口座振替依頼明細表
口座異動リスト
口座振替結果リスト

保険料代理納付 保険料代理納付依頼

介護保険料振替･充当 介護保険料振替･充当 介護保険料の振替収支
介護保険料特別徴収分の返還請求
継～預金通帳（前渡金受者用）
特別徴収死亡者還付保留分の還付先の決定

常～現金出納簿（資金前渡受者用）
還付未済

介護保険課資金前渡（介護保険料還付金）に係るキャッシュカードの取扱基準改定
常～相続財産に関わる調査・受入(還付金)

継～還付事務処理
継～還付懸案
継～介護保険料還付金ＭＴ振込仕様確認書

還付辞退 常～還付辞退（平成２５年度～）
介護保険料還付金の歳入還付
介護保険料還付金の資金前渡
介護保険料還付金の戻入
介護保険料歳出還付金の資金前渡（過年度支出）
介護保険料還付金の過年度支出
介護保険料の過誤納に伴う還付及び充当の確定並びに通知
前年度介護保険料還付金の資金前渡
前年度介護保険料還付金の歳入還付
資金前渡口座預金利子収入の歳入調定
介護保険料歳入還付（代理納付分）
介護保険料還付金請求書兼領収書
介護保険料還付金の口座還付起案（歳出過年度）
窓口還付整理中
口座還付郵送請求未開封
口座還付郵送請求不備問合せ中
口座還付郵送請求不備問合せ処理完了
口座還付郵送請求入力待ち
口座還付郵送請求入力済
口座還付郵送請求端末点検済
口座還付郵送請求開封後点検済
口座還付口座振替不能問い合わせ中
継～介護保険料還付金死亡による未確定分
継～還付金の返還請求

介護保険料還付金の念書 常～介護保険料還付金の念書
継～還付充当整理簿（返納）
還付口座振込明細一覧表（平成２６年度分）
継～還付充当整理簿

保険料過誤納 介護保険料還付金全般

介護保険料還付金支出

還付・充当帳票

介護保険収納 介護保険収納全般

収納明細表

収入日計表

口座振替全般

口座振替帳票

介護保険課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
賦課更正過誤納一覧表
窓口還付支出済控え
収納消込過誤納一覧表
社保庁還付一覧（返納告知内訳）
口座還付支出済控え
還付充当予定者リスト
還付充当未処理者リスト
還付充当結果リスト
還付口座振込明細一覧表
還付口座振込依頼書（還付口座設定者確認リスト）
常～介護保険料調定簿
常～出納閉鎖（１８年度～）
督促・催告対象者リスト
督促状・催告書の発付
介護保険料徴収員証・差押証票の交付
常～保険料不納欠損
継～保険給付の制限等の実施に関する関連条文
継～給付制限Ｑ＆Ａ
継～給付制限システム
継～給付制限マニュアル
継～給付制限該当者
継～給付制限要綱
継～給付制限要綱作成資料
常～給付額減額起案
常～支払方法の変更、給付差止、給付額減額起案（トリプル制限者）
常～支払方法の変更起案
継～給付減額起案　～１８年度
常～給付制限取消起案
常～支払方法変更予告通知書起案
継～一時差止通知書発送起案
常～支払方法の変更及び給付額減額起案（ダブル制限者）

継～介護保険条例第１９条第１項の規定に基づく保険料の減免の取扱いに関する

要綱
継～介護保険条例第１９条１項の減免（１５年度分）

継～介護保険条例附則第８条の規定に基づく平成１８～２０年度までの保険料の減

額取扱要綱
継～介護保険料減額免除取扱要領
継～独自減額資料
条例第１９条第１項の規定に基づく保険料の減免の取扱いに関する要綱

常～東日本大震災対応資料

常～東日本大震災保険料減免

目黒区介護保険条例第１９条第１項の規定に基づく保険料の減免取扱に関する要

綱について

目黒区介護保険条例付則第８条に基づく保険料の減額の取扱いに関する要綱
介護保険条例第１９条１項の減免
常～平成２８年度熊本震災・台風１０号・鳥取地震対応資料

東日本大震災保険料減免

継～介護保険に関する規則第５５条の２に基づく１３．１４年度保険料減額取扱要綱

継～介護保険条例附則第８条の規定に基づく平成１５～１７年度までの保険料減額

の取扱要綱
継～生活保護資料
電話等受付独自減額(非該当者)
特徴/減免決定待ち
独自減額　来庁予定
独自減額申請(郵送分）
普徴/減免決定待ち
独自減額仮受付
常～介護保険料独自減額不承認
継～介護保険料減額却下･取り下げ
継～介護保険料減額不承認
継～介護保険料減免決定後の変更
継～独自減額非該当
独自減額決定
独自減額決定起案
常～税務課移管前調整
常～税務課移管分滞納債権

破産手続 破産手続

給付制限相談 継～給付制限対象者相談状況(０００００１～　）
常～介護保険料分納
納付誓約書

破産宣告者相談 常～破産宣告対象者

滞納整理票 滞納整理票

保険料納付原簿 保険料納付原簿全般 継～保険料納付原簿資料

外部委託セキュリティ調

査
外部委託セキュリティ調査

データ印刷実績
常～封入封緘委託資料
個別対応
他の係からの情報提供
雑給（旅行コード・診断書）
係内研修
継～窓口サービス（ウエルカムのこころで）
郵便切手交付申請書兼承認書
調査回答
庶務・その他

介護保険料減免 減免全般

独自減額申請

独自減額変更不承認

独自減額決定

滞納処分 移管滞納債権

滞納整理
分納相談

データ印刷外部委託

データ印刷実績

保険料過誤納

還付・充当帳票

介護保険料徴収 保険料徴収

給付制限全般

給付制限起案

介護保険課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
係内連絡事項
苦情担当者連絡会
フィールド・イノベーションサービス
課内係長会
ファイル基準表
区報・ホームページ・区民の声
公印取扱
継～認定関係等文書の保存
継～例外的文書保存
常～予算
決算資料
財務通知
定期監査資料（要介護認定全般）
予算流用
複写機保守点検
東京都介護認定審査会運営適正化委員会（作業部会）
厚生労働省平成２９年度要介護認定適正化事業
要介護認定の適正化に係る提言
東京都認定適正化委員会報告
東京都通知
継～介護保険法施行規則
継～保健福祉サービス事務所のあるべき姿
継～要介護認定新体制（１７年度体制）
介護保険制度改正
（要綱改正）目黒区介護認定に係る個人情報の提供に関する取扱要綱
継～目黒区介護保険苦情対応要綱・不服申立要綱
常～目黒区障害者控除対象者認定に関する取扱要領（改定）
継～個人情報保護条例・情報公開事務の手引き
継～目黒区介護保険に関する規則
継～目黒区介護保険に関する規則様式一覧
継～目黒区介護保険条例
継～要綱の制定・改廃に係る取扱について
継～目黒区認定審査会規則

改ざん防止用紙管理 改ざん防止用紙管理
障害者控除認定
調定収入通知書
障害者控除　領収書・納付書
おむつに係る費用の医療費控除
障害者控除対象者認定の情報提供について
障害者控除　交付済
常～現金出納簿
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
継～生活保護法介護扶助１０割認定者
継～審査請求事務処理
認定に関する調査・回答
常～認定有効期間について
継～居宅介護支援専門員業務手引き
認定ソフト
連絡票・Ｑ＆Ａ・データ修正
継～システム操作通知（操作マニュアル）
継～認定ソフト２００２（システム）
調査回答
継～要介護認定Ｑ＆Ａ

厚生労働省報告 要介護認定国への送信
介護認定情報の目的外利用
常～条例に基づく本人情報開示請求・外部提供の考え方
常～条例に基づく本人情報開示請求・外部提供
被保険者の特養ホーム入所のための資料提供について(高齢福祉課分)

訪問保健相談事業に関連する相談支援のための資料提供について（福祉総合課

分）
高齢者虐待に関連する相談支援のための資料提供について(福祉総合課分)
要綱に基づく介護認定情報の開示請求
情報提供引抜済リスト
出力前の引き抜きリストと引き抜いた申請書
事業者への情報提供

交付済 情報提供（交付済・不発行）
継～簿冊等の例外的取扱
継～認定審査会運営協議会（仮称）
継～認定審査会運営に関する通知
継～認定審査会運営とりきめ
継～認定審査会委員のしおり
認定審査会委員送付資料
継～認定審査会会議録の統一
常～感謝状贈呈
認定審査会委員交代（合議体間）
継～付属機関等の設置、構成員、運営、報酬の基準
常～認定審査会委員委嘱・解嘱
常～介護認定審査会委員調書
振込明細一覧表
賃金報酬支払台帳・支払調書作成台帳
認定審査会委員報酬・旅費起案
ＦＤ取扱依頼書関係
ＦＤ受取書
認定審査会委員報酬源泉徴収票
継～認定審査会委員報酬・旅費資料

情報提供 情報提供全般

事業者への情報提供

システム

質問と回答

認定審査会運営 認定審査会運営全般

認定審査会委員委解嘱

認定審査会委員報酬

文書・広報

要介護認定財務 予算・決算・監査

要介護認定全般 認定適正化事業

目黒区

認定事務 条例・規則・要綱等

証明発行

事務処理

介護保険課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～認定審査会委員報酬支払金口座
東京都新規研修
東京都認定審査会委員研修資料
東京都現任研修
主治医意見書要改善案件
議長会全般
目黒区認定審査会委員研修
認定審査会議長会
継～申し合わせ
継～地区認定審査会・会長会資料
継～認定関係団体連絡会（宛名ラベル）
要介護認定月例集計
要介護認定状況調査・回答
東京都認知症高齢者等の分布調査
諮問・認定起案用　対象者・結果一覧
被保険者証等再交付申請書
認定審査会週間割振表
認定審査会資料関係
認定審査会見学（研修医）
介護度連絡希望病院リスト
認定審査会判定結果報告
認定審査会諮問・開催通知
常～審査会あて名シール
常～会議室先行予約
被保険者証引抜リスト・返戻郵便リスト
認定申請取下・却下処理中
認定申請取下処理済
原発避難者特例法に基づく事務
常～取下・却下について
常～包括マイナンバー取扱い
介護扶助１０割被保護者の資格取得に伴う要介護認定申請
介護扶助１０割被保護者の要介護状態の審査・判定の取下げについて
介護保険適用除外施設入所者からの審査判定申請について
生活保護受給者の介護認定申請・審査
転入即認定
要介護認定・要支援認定取消申請
要介護認定申請却下
介護保険受給資格証明書交付
申請書等送付書（認定審査係行）
認定期限切れ通知（更新申請推奨）
包括支援センター配布印刷物送付依頼書
継～転入・転出の取扱について
介護扶助１０割介護保険認定申請管理
重複申請書
郵送希望連絡票（処理済）

要介護認定申請書（４月

～６月）
要介護認定申請書

意見書関係処理済
認定延期通知
処理保留フォルダー
意見書督促処理済
意見書督促リスト
意見書管理
意見書作成依頼書発送リスト
意見書記入漏れ
意見書発送あて名シール
意見書発送時確認
意見書取込確認一覧
主治医意見書質問票アンケート
主治医研修会（東京都主催）
主治医あて通知
目黒区医師会研修
事業者・医療機関登録
継～所属ＭＴ・ＦＤ
口座振替不能通知
意見書料支出
常～主治医意見書口座振替依頼書
常～支払い関係
意見書予算関係
継～謝金問い合わせ

支払明細 支払明細

取込済原本 意見書 取込済意見書

認定審査会会議録 認定審査会会議録（４

月）
会議録・原本

システム関連
課内係長会
苦情担当者連絡会
常～自転車取扱説明書
常～職員連絡簿
庁用自転車貸出簿
包括支援センターとの連携
都・他区からの調査
非常勤職員（旅行命令簿）
非常勤職員選考
非常勤職員（休暇簿）

認定調査庶務 庶務

認定調査係非常勤職員

謝金 意見書料支払

認定審査会 認定審査会

申請 要介護認定申請

認定審査会議長会等

調査・報告・統計

意見書 進捗管理

発送・取込

認定審査会運営

認定審査会委員報酬

認定審査会委員研修

介護保険課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
非常勤職員（出勤簿）
予算流用
定期監査資料
財務通知
決算資料
要介護認定適正化事業
認定調査全般
常～介護保険調査マニュアルＱ＆Ａ
常～介護保険認定調査マニュアル（テキスト）
常～認定調査にかかわる国・都からの通知
常～制度改正通知
東京都技術的助言関係資料
認定に関する統計
常～認定調査員新規研修参加者名簿
常～認定調査員現任研修参加者名簿
常～東京都認定調査員等研修実施要綱
認定調査員（区）現任研修
認定調査員（区）新規研修
新規委託調査員添削指導記録
調査員現任研修（国・都）
認定調査員（都）新規研修
常～認定調査員向けｅ－ラーニングシステム
要介護認定調査員指導者研修
区内委託事業所名簿
調査委託契約書
嘱託調査依頼
他の自治体からの認定調査依頼
区内調査委託割振
区内事業所認定調査委託件数意向調査
区内事業所委託件数
区外委託事業所資料
区外委託
要介護認定調査員証の回収
訪問調査依頼書発送リスト
常～要介護認定調査員証の発行
常～調査委託契約に関わる印紙税
常～認定調査委託先に関わる取扱い
調査委託料の支出
委託料管理
口座振替不能通知
事業所宛委託料支払通知
口座振替依頼書
常～年間契約事業所口座振替依頼書
常～台帳あり廃止簿
常～認定調査係台帳
常～相談支援連絡票
常～個人情報持出し簿
職員調査件数管理表
職員調査予定表
調査進捗管理
常　委託調査返戻一覧表
常～栄養改善会食交流会・勤務取扱い
研修受け入れ
情報セキュリティ
非常勤・臨時職員
休暇簿等
研修参加
高齢者関係課合同職場研修
個人番号取得事務手順
時差出勤資料
緊急連絡先
料金後納郵便差出票等
常～災害活動マニュアル
常～ファィリング資料
通知
引継予定表・引継票
ファイル基準表
非常勤職員（休暇簿）
非常勤職員（その他の服務申請書）
非常勤職員（出勤簿）
非常勤職員（振替命令簿）
非常勤職員（年次有給休暇簿）
非常勤職員（旅行命令簿）
一般高齢者事業　完了報告書
次年度予算編成
常～介護保険業務技術的助言
当初予算・補正予算
備品管理
法定調書
監査
決算
支出負担行為（介護予防係）
介護保険事業計画改定のための基礎資料のための調査
調査・回答
常～調査協力依頼
常～介護予防事業への要望

庶務・財務（介護予防

係）

人事・研修

文書

予算管理

調査・回答

認定調査庶務

認定調査係非常勤職員

予算・決算・監査

非常勤職員

要介護認定調査 認定調査全般

認定調査員研修

調査委託

謝金・委託料

訪問調査管理

介護保険課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～介護予防事業にかかるアンケート調査
その他（回覧板等）
広報（めぐろ区報）
広報（ホームページ）
取材依頼
常～会計監査院実地検査（資料）
保健福祉計画
介護予防・日常生活支援総合事業に係る勉強会
常～東京都介護予防推進支援センター
常～新総合事業
行政監査
常～高齢者福祉事業資料
常～地域支援事業実施要綱（改正）
介護予防による地域づくり推進員の配置事業
介護予防事業（地域支援事業）交付金に係る実績報告について
介護予防情報共有システム
常～地域支援事業交付金・実施資料（平成２４年度）
常～地域支援事業実施状況（都・国）
地域支援事業交付金申請
介護保険 新情報
常～国保データーベースシステム
研修案内
介護予防ケアマネジメントのご案内
介護予防ケアマネジメント
介護予防事業連絡会(保健師・看護師）
包括支援センター実施事業
常～地域包括支援センター各種様式類
包括実習生受け入れ
包括運営連絡会
包括支援センター実績報告関連
地域福祉審議会
介護予防推進会議
その他の会議等
常～老人いこいの家ありかた検討会
常～緊急財政対策
常～介護保険システム検討会議
民生児童委員協議会への情報提供
目黒区地域包括ケアに係る推進委員会
介護予防事業評価委員会会議録
介護予防事業評価委員会等への通知
委託事業者評価
地域ケア推進会議
常～物品貸借契約（筋トレマシン）
傷害保険加入
常～トレーニングマシンメンテナンス
常～筋トレマシンカタログ等（見積・資料）
常～筋トレ機器説明（各施設）
パンフレット等送付
常～介護予防啓発パンフレット（目黒区）
介護予防パンフレット配布
介護予防通信
介護予防のご案内（リーフレット）
介護予防事業紹介（国保作成）
常～様々な資料
啓発グッズ
撮影依頼
介護予防通信の参考資料（文献・刊行物等）
回覧板・掲示板等周知
区報等掲載記事
常～業務改善提案型契約方式平成３０～３２年度
介護予防事業者（委託外）資料
介護予防委託事業者打ち合わせ資料
常～目黒区介護予防事業者連絡会
常～実施事業者選定（プロポーザル）
常～個人情報保護

介護予防事業委託事業者 常～委託事業者＜法人名＞
うつ予防・支援
認知症予防マニュアル
尿失禁予防
口腔機能向上プログラム
低栄養予防
介護予防事業会場
介護予防事業計画
介護予防事業実績
常～介護予防事業一覧
介護予防事業対象者把握事業
常～個人情報の目的外利用申請
基本チェックリスト（原本）
要介護認定非該当者への通知文
チェックリスト郵送方式事業者資料
常～個人情報保護審議会資料
チェックリスト実施
介護予防チェックリスト調査票（把握事業回収分）

常～介護予防訪問型短期集中予防サービス事業実施要綱
常～都老研マニュアル

事業実施全般 傷害保険・備品管理

介護予防事業委託事業者

（共通）

事業計画(会場)・実績

庶務・財務（介護予防

係）

調査・回答

広報・広聴

会議・包括支援センター 包括支援センター関係

会議・検討会

介護予防部会

地域支援事業（総合事

業）

地域支援事業全般

地域支援事業

普及啓発

介護予防マニュアル

事業対象者把握（チェッ

クリスト）

対象者把握事業

短期集中予防サービス事

業全般

短期集中予防サービス事

業

介護保険課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～介護予防通所型短期集中予防サービス事業（個別型・教室型）自己負担金還付

細目
常～傷害保険について（訪問型・通所個別型）

常～介護予防通所型短期集中予防サービス事業（個別型・教室型）実施要綱

筋力向上トレーニング教室自己負担金
常～筋トレ帳票類
筋力向上トレーニング教室実施
筋力向上トレーニング教室自己負担金還付
筋力向上トレーニング教室報告＜法人名＞
筋力向上トレーニング教室委託事業者（従事者の資格証・免許証の写）
筋力向上トレーニング教室参加者名簿
通所型短期集中予防サービス事業(個別型)自己負担金
通所型短期集中予防サービス事業(個別型)自己負担金還付
常～通所型短期集中予防サービス事業(個別型)実施
常～通所型短期集中予防サービス事業(個別型)実績
常～訪問型介護予防資料
訪問型介護予防実績
ライフレビュー事例検討会
常～ライフレビュー訪問プログラム
個人情報返却・廃棄（訪問型）
個人情報返却・廃棄＜法人名＞＜期別＞
個人情報返却・廃棄（通所個別型）
運動プログラム参加要件
常～主観的健康観入り生活機能基本チェックリスト（包括支援センター用）
常～元気アップ事業実施要綱

元気アップ事業実施
元気アップ事業報告＜法人名＞
元気アップ事業参加者名簿
元気アップ事業委託事業者（従事者の資格証・免許証の写）

個人情報返却・廃棄（セ 個人情報返却・廃棄＜法人名＞＜期別＞
柔道接骨師会資料
トリム体操資料
歯科医師会資料
一般高齢者事業受付簿
介護予防まるごと教室次年度実施調査
脳とからだのいきいき教室
男性のための運動教室
常～トリム体操連盟との打ち合わせ資料
骨折捻挫予防教室
介護予防トリム体操教室
介護予防まるごと教室
ハツラツ脳トレ体操教室
ひざの痛み予防講習会
お口と食の健康教室

教室受講者決定 ＜教室名＞（参加申込み書）
一般高齢者事業評価（アンケート）
アンケート集計
介護予防講演会
介護予防指導者研修会
測定会・相談会
体育館見学会
認知症関連資料
関係団体事業など
その他関連事業
めぐろ手ぬぐい体操講習会
常～介護予防地域活動助成金要綱
自主グループ資料
地域づくりによる介護予防資料
介護予防地域活動助成団体資料
介護予防出前講座
常～めぐろシニアいきいきポイント資料
介護予防地域活動助成実施
めぐろ手ぬぐい体操
Tシャツ作成
常～シニア健康応援隊体力測定資料
常～「めぐろ手ぬぐい体操参加申込書」
シニア健康応援隊活動支援
シニア健康応援隊　体力測定会
シニア健康応援隊出席簿
手ぬぐい体操　ＤＶＤ・テキスト作成
シニア健康応援隊交流会
シニア健康応援隊卒後研修
シニア健康応援隊養成講座
シニア健康応援隊活動実績
常～シニア健康応援隊経過

シニア健康応援隊活動拠 シニア健康応援隊活動＜団体名＞
常～リハビリテーション専門職等派遣実施要綱
地域リハビリテーション専門人材育成研修
リハビリテーション専門職等派遣事業
常～保健師活動領域調査
常～区西南部地域リハビリテーション支援センター
常～保健師学生実習
常～保健師活動に関するガイドライン・マニュアル
常～保健師長会
組織改正に係る進行管理事項の訪問指導事業の課題整理

地域活動支援事業 自主グループ・地域団体

支援

シニア健康応援隊

地域リハビリテーション

活動支援事業

地域リハビリテーション

活動支援事業実施

保健師業務 保健師業務

一般高齢者事業 教室実施型事業

教室アンケート

講演会・測定会・その他

元気アップ事業 元気アップ事業実施

元気アップ事業報告

筋力トレーニング教室

個人情報返却・廃棄(筋

トレ）

通所型短期集中予防サー

ビス事業(個別型)

筋力向上トレーニング教

室報告

訪問型介護予防事業

短期集中予防サービス事

業全般

短期集中予防サービス事

業

介護保険課



 令和元年度 行政情報目録 （健康福祉部・福祉事務所・保健所 介護保険課）
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～災害時の保健師活動
常～保健師業務年報
特別区保健師会
目黒区保健師業務連絡会
常～訪問看護情報提供書の取り扱いについて
非常勤職員（出勤簿）
常～非常勤職員（通勤手当認定簿）
常～非常勤職員の服務マニュアル
非常勤職員（年次有給休暇簿）
事務分担
非常勤職員（その他服務申請書）
非常勤職員（旅行命令簿）
常～保存箱引継票
非常勤職員（休暇簿）
生活支援コーディネーター研修
研修全般
常～セミナー資料
介護予防ケアマネジメント実務者研修
調査・回答
常～新しい総合事業参入に関する意向調査
介護保険総合パンフレット
めぐろ区報
その他広報
くらしのガイド
常～他自治体の広報・パンフレット
常～ホームページ運用の手引き
ホームページ
区民の声
庶務通知
研修通知
常～要綱
常～国・都要綱

介護予防ケアマネジメン

ト
アセスメントシート

事業対象者終了（要介護認定者）
総合事業通知（発出）
総合事業改定
常～総合事業問い合わせ事項
常～同一世帯に複数の要介護認定者がいる場合
指定事業者
総合事業費等支払
介護予防ケアマネジメント費請求ＵＳＢメモリー授受簿
常～他自治体資料（訪問型サービスＢ）
常～訪問型支え合い事業
訪問型支え合い事業事業費の支出
訪問型支え合い事業担い手養成研修
常～訪問型支え合い事業利用決定
訪問型支え合い事業利用変更・終了届
常～訪問型支え合い事業事業者指定
常～通所型支え合い事業登録団体
事業所評価加算通知
事業所評価加算届出
事業所評価加算決定

係長会 係長会資料
常～包括支援センターとの打ち合わせ会
その他会議
生活支援体制整備事業に係る情報交換会
地域福祉審議会
地域包括支援センター運営連絡会
東京都介護予防推進会議
地域包括ケアに係る推進会議
社会福祉協議会（ミニデイ、ふれあいサロン）

名簿作成 常～名簿
チラシ・アンケート
社会福祉協議会（ミニデイ、ふれあいサロン）
常～社会資源関連（その２）
常～社会資源関連（その１）

委託等 ＜団体名＞委託
常～地域づくりフォーラム
会議録
＜地区名＞協議体
常～めぐろ支え合い通信
常～ほくいきネット通信
フォーラム等講演料支出
第一層協議体
会議室等承認書
補助金・交付金
支払調書作成台帳
常～補正予算要求入力マニュアル
年間契約

決算・監査 決算資料
補正１号
現年度予算書
来年度当初予算
補正２号

財務会計 財務会計全般

予算

生活支援体制事業
報告書

協議体

介護予防・日常生活支援

総合事業

要綱

総合事業全般

指定事業者支払

訪問型支え合い事業

事業費加算

会議
その他会議

保健師業務 保健師業務

地域支援事業推進共通 庶務

研修、説明会

調査・回答

広報・広聴

通知

介護保険課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～介護予防ケアマネジメント費入力・管理ソフトマニュアル
国保連エラーリスト
国保連合会通知
国保連 返戻(保留)一覧表
国保連合会説明会
国保連合会調査
総合事業サービスコード
保守連絡会
給付実績取込エラーリスト
システム連絡票

イントラネット 情報課への通知
介護事業者向け説明会
事業者連絡会との意見交換会
介護職員処遇改善加算通知書
介護職員特定処遇改善加算通知書

介護事業所 事業者連絡会

システム 国保連合会

介護保険システム

事業所通知

介護保険課


