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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
公用自転車管理
常～介護予防・日常生活支援総合事業関係資料
２年度組織改正
常～　よりよい職場づくりのための改善策実施（引継ぎ用）
高齢福祉課携帯電話
常～内線番号変更
常～庁舎周辺清掃メンバー
常～職員互助会
常～課内レイアウト変更
常～口座管理
選挙
過年度廃棄文書
プリンター保守完了報告書
ＦＡＸ通信管理レポート
料金後納郵便物差出票
庁内総務通知・調査
金券整理簿
ロッカー配置
よりよい職場づくりのための改善策実施
常～料金受取人払承認請求書
常～個人情報業務登録票
寄付物件
常～郵便切手交付申請書（控）
常～番号制度関連資料
生活困窮者庁内連携会議実務者会議
係長会資料（１２～３月）
地球温暖化対策推進会議専門部会
常～区有施設見直し有識者会議
常～番号（マイナンバー）制度対応検討会
政策決定会議
行財政改革推進本部
運用基準
常～事故処理の手引き
要綱改正
常～応急対策本部
新型コロナウイルス対応
常～危機管理会議
常～新型インフルエンザ
常～不審者等対応要領
台風対応
危機管理調査
福祉避難所
非常配備体制
防災課調査・回答
災対救護福祉部防災マニュアル検討部会
常～目黒区地域防災計画
常～災対健康福祉部 災害活動マニュアル
常～災害時要援護者支援プラン
常～区議会質問資料（元年度２定・補聴器）
常～予算特別委員会
区議会通知調査
常～区議会答弁
常～区議会答弁（Ｈ１６年～Ｈ２２年）
常～陳情
常～決算特別委員会
常～生活福祉委員会報告事項
常～議員への資料提供
常～改正省エネ法等への対応
エネルギー使用量等の報告
めぐろエコ・プラン通知
節電通知
常～個人情報等持出し記録簿様式
常～番号制度
情報課各種通知
常～住記端末機操作説明書
情報セキュリティ内部監査
ホームページ
情報資産台帳
情報課調査
常～情報処理システム調達ガイドライン
常～情報セキュリティ実施手順
常～施設予約システム
常～基幹系システム住記活用業務処理依頼
常～外部記録媒体例外接続用協議書
常～ライセンス証等保管状況一覧
常～システムセキュリティ実施基準
常～LGWAN
ホームページ更新・作成
情報課手続き・申請
情報課研修
常～福祉情報システム通知(操作方法）
福祉情報システム通知
福祉情報システム調査回答
福祉情報システム　システム変更依頼
使用済みトナー回収
介護保険システム通知・調査回答

高齢福祉課 共通 庶務

庁内会議

各種要綱・基準等

危機管理

防災

区議会

めぐろエコ・プラン

電算

個別システム
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～使用済みトナー回収（資料）
常～緊急連絡先変更処理
常～安否確認対応情報
常～福祉情報システムＳＥ作業等取扱区域入退室管理簿
常～福祉情報システム全般
常～福祉情報システム連絡票
常～本人電話番号処理メモ
めぐろ区報
くらしのガイド
窓口サービス向上運動
常～窓口等対応記録
区民の声対応結果報告書
区民の声（供覧）
区民と区長のまちづくり懇談会
常～個人情報目的外利用
自己情報開示請求
行政情報目録
行政情報開示請求
個人情報目的外利用
常～広聴システムマニュアル
お問合せメール対応
区政会館だより
広報通知・照会
広報課各種調査
めぐろ区報原稿
めぐろ区報発行計画
区勢要覧
基本計画
常～目黒区実施計画検討
常～基本構想
政策課題・実施計画調査
行革計画
住宅マスタープラン
常～目黒区介護保険事業計画
常～目黒区まち・ひと・しごと総合戦略
常～目黒区男女平等参画推進計画
目黒区障害者計画
事務事業見直し検証シート
「目黒区保健医療福祉計画」の実績調査
常～保健医療福祉計画改定
公印印影承認申請
常～ファイリング引継ぎマニュアル
ファイリングシステム通知
文書・ファイリングシステム研修

ファイル基準表 常～平成２７年度引継予定表
常～「中長期の定数管理の考え方」に基づく後期５か年の取組方針
組織・定数通知
組織・定数調査
事務引継書
常～名札
課内配置報告
人事通知
金銭出納員･現金取扱者及び物品出納員の任免･公印取扱主任

年次休暇簿 非常勤職員年次休暇簿
子の看護休暇申請書
短期介護
休暇簿(非常勤)
休暇申請書
育児休業関連
常～子の看護休暇確認票
服務通知
出退勤時刻データ修正記録簿
時差出勤利用申請書
在庁理由入力記録簿
服務
飲食届
給与減額免除申請簿
元気回復事業参加証明書
合同職場研修
他団体主催研修
特別区研修案内（第１・２四半期）
特別区研修案内（第３・４四半期）
派遣研修
事業団研修
研修通知
研修案内
講師派遣
健康診断
健康管理
よりよい職場づくり
ストレスチェック
安全衛生
被服貸与
福利通知
産休育休代替臨時職員雇用決定書
産休育休代替臨時職員出勤簿

人事 人事

休暇簿

服務

職免・給免

研修

福利厚生

非常勤･臨時職員

高齢福祉課 共通

個別システム

広報広聴

長期計画

補助計画

文書

組織・定数
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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）
臨時職員等 駐輪場等確認票
非常勤職員　第２種報酬（交通費）
非常勤職員の任用
臨時職員出勤簿
臨時職員賃金支出
非常勤職員出勤簿
非常勤・臨時職員調査回答
非常勤職員の職の設置
非常勤職員・臨時職員実績報告内容確認
管理職員特別勤務実績簿
時間外勤務実績表
雑給支給仕訳書（個人明細）
常～通勤手当認定簿（在課分）
職員給与チェックリスト
社会保険料事業主負担分内訳表（非常勤）
通勤手当認定簿（異動分）
給与事務通知
非常勤職員報酬・臨時職員賃金等仕訳書
法定調書
旅行命令申請詳細書
非常勤職員旅行命令簿
旅行命令簿（宿泊旅行）
通勤認定経路変更一覧
常～指定管理者制度の検討
生活保護受給者が当課の事業を利用している場合の情報提供について
庁内通知（１０～３月）
庁内通知（４～９月）
会計課通知
他自治体・他団体通知
地域密着型介護事業所運営推進会議
東京都通知
都調査・回答（１０月～３月）
都調査・回答（４月～９月）
民間団体等の調査
目黒区の健康福祉原稿
目黒区各部局調査・回答（１０月～１２月）
目黒区各部局調査・回答（１月～３月）
目黒区各部局調査・回答（４月～６月）
目黒区各部局調査・回答（７月～９月）
職場環境測定
国及び他区市町村からの調査
常～都・福祉保健局福祉行政統計報告取扱要領・記入要領及び審査要領
常～滞納対策調査
常～区有施設見直し調査
特別区からの調査
組織改正要望・職員定数見直し等調査
常～国・都の施策に関する要望（平成１８年度以降）
常～都区事務配布調査
常～地域主権改革
警察署からの照会
財政課調査（１０月～３月）
会計課申請（印鑑届・給与取扱者指定）
金銭出納員・物品出納員・給与取扱者
常～会計課通知
財政課調査（４月～９月）
財務通知
主要な施策の成果報告書
常～緊急財政対策事務事業見直し
当初予算に向けた調査
当初予算見積
当初予算政策枠原稿
当初予算復活要求
補正１号
補正予算施設課への工事見積依頼
補正予算第２号
区長ヒアリング
施設課への工事等見積り依頼（当初予算）
重点施策・予算編成概要・編成資料
当初予算ヒアリング
当初予算部局枠原稿
当初予算部局枠資料
目黒区予算案の概要
予算案プレス発表資料
予算書校正
予算要望
差金使用申請書兼決定書
執行委任申請書兼決定書
流用（節内）申請書兼決定書
予備費充用
流用（節間）申請書兼決定書
予算流用繰戻申請書兼決定書
予算執行計画
未執行・未清算一覧

財務 財務全般

予算編成

予算管理

執行管理

人事

非常勤･臨時職員

給与 給与

旅費

通知・調査 通知

調査・回答

高齢福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
収入支出予定確認表
決算説明資料
充当確認リスト
決算通知
決算資料１回目
決算資料（ 終）
常～新財務システム決算監査マニュアル
監査資料提出分（ 終）
行政監査
財政援助団体等監査
定期監査
包括外部監査
いきがい支援係歳入管理
介護基盤整備係歳入管理
在宅事業係歳入管理
高齢者福祉住宅・施設係歳入管理
高齢者支援係歳入管理
常～会計課届出（金庫・印鑑）
常～債権債務者登録
契約事務通知
予定額増減依頼書
契約書
業者登録
年間契約依頼書（介護基盤整備係）
年間契約依頼書（いきがい支援係）
年間契約（随意契約）
年間契約（競争入札）
在宅事業係契約依頼書
契約変更依頼書
契約依頼書（随意契約分）
契約依頼書（いきがい分）４月～９月
契約依頼書(いきがい分)１０月～３月
介護基盤整備係契約依頼書
高齢者福祉住宅・施設係契約依頼書
高齢者支援係契約依頼書
分類変更
備品総括表･重要物品総括表･供用備品現在高調書
常～ドライブレコーダー管理運用基準
ドライブレコーダー事前協議
常～車両管理
常～用品マニュアル
公共料金（新規・変更登録・科目別内訳表）
自動車任意保険
振替命令書
ガソリン代払出請求
端末故障対応
庁用車車検
備品所属換
物品処分
ガソリン通知・領収書
コピー機管理
ゴム印注文
プリンター納品書
貸出車使用申込書
発注確認書・出荷案内書等
高齢者福祉住宅・施設係支出負担行為書(１０-３月) 
いきがい支援係支出負担行為書(１-３月)
いきがい支援係支出負担行為書(１０-１２月)
いきがい支援係支出負担行為書(４-６月)
高齢者支援係支出負担行為書
介護基盤整備課支出負担行為書
在宅事業係支出負担行為書
高齢者福祉住宅・施設係支出負担行為書(４-９月)
常～長期継続契約 契約決定
いきがい支援係支出負担行為書(７-９月)
いきがい支援係支出命令・兼命令
介護基盤整備係支出命令・兼命令
公共料金支出命令・兼命令
高齢者支援係支出命令・兼命令
歳出戻入
在宅事業係支出命令・兼命令
高齢者福祉住宅・施設係支出命令・兼命令
歳出管理（振替収支・科目更正）
常～高齢者福祉事業における生活中心者の考え方
常～個人情報の目的外利用決定（高齢者のしおり）
常～廃止事業に関する問い合わせ
常～福祉用具等資料
地域ケア部会
地域包括ケア推進会議
熱中症対策
合同職場研修
常～しおりデータ
常～緊急時連絡カード
常～生活自立支援・見守り支援サービス資料
地域福祉を考える講演会
しおり作成

財務

執行管理

決算・監査

歳入管理

契約

契約依頼書

物品

支出負担行為書

歳出管理

高齢福祉共通 高齢福祉全般

高齢福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
介護事業者連絡会
高齢者のしおり（３校）
高齢者のしおり（校正）
高齢者のしおり（再校正）
高齢者のしおり原稿
高齢者のしおり資料
社会福祉援助技術現場実習
常～一般集合住宅・高齢者住宅支援員研修会受講者リスト
常～原発事故避難住民へのサービスの取扱い
しおり広告料・広告主募集
しおり配布
高齢者のしおり（目的外利用）
見守りネットワーク連絡会
常～火災時救助活動のための要援護者情報提供
常～災害時要援護者名簿
常～災害時要支援護者対策資料
常～災害時要支援護者対策打合せ会
常～要援護者向け防災行動マニュアル
介護保険サービス未利用者
常～要援護者のための防災行動マニュアル
包括支援センターへの通知
地域包括支援センター運営連絡会
常～包括支援センター受付マニュアル　要綱
常～包括支援センター受付業務確認事項
各包括支援センター地区連絡会
常～包括支援センター受付マニュアル
常～２５年度新規事業等事務説明会資料
常～高齢者福祉事業資料集
常～高齢者福祉事業資料集（H６～H１７年度実績）
常～高齢者福祉事業実績集（５年度以前作成）
常～高齢者福祉事業資料集（～２３年度実績）
福祉改革推進事業区市町村説明資料
常～福祉改革推進事業実施要綱・補助要綱
支援費制度
痴呆性老人精神科専門医療実施要綱
常～在宅福祉事業費補助金等交付要綱(国通知)
常～福祉局業務報告取扱要領･記入要領及び審査要領
常～高齢福祉課要綱要領集(高齢者センター係)
常～高齢福祉課要綱要領集(いきがい事業係)
常～痴呆に代わる用語変更
常～高齢福祉課要綱要領集(施設事業係)
常～高齢福祉課要綱要領集(生活支援担当係)
常～文書係提出控
常～高齢福祉課要綱要領集(在宅事業係)
高齢社会対策区市町村包括補助事業申請
高齢社会対策区市町村包括補助事業内示
高齢者社会対策区市町村包括補助事業協議書
高齢者社会対策区市町村包括補助事業実績報告
高齢者社会対策区市町村包括補助事業補助金超過交付金の返還
高齢社会対策区市町村包括補助事業説明会資料
高齢社会対策区市町村包括補助事業通知
高齢社会対策区市町村包括補助精算書

地域福祉推進区市町村包

括補助事業
地域福祉推進区市町村包括補助事業

地域支援事業交付金
会計検査院

人生１００年時代セカン

ドライフ応援事業
人生１００年時代セカンドライフ応援事業申請

機能強化型地域包括支援センター設置促進事業補助金
医療保健政策区市町村包括補助事業補助金
住み慣れた地域での居場所づくり事業実施要綱の制定について
セーフティーネット支援対策等事業費補助金
コミュニティ助成事業
認知症対策総合支援事業
高齢者生きがい活動促進事業
地域福祉推進事業補助
総合事業調整交付金算定のための事業費額調査
新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金
地域支え合い体制づくり事業補助金
人生１００年時代セカンドライフ応援事業実施要綱

介護者セミナー 継～介護者セミナー前年度以前資料
常～紙おむつ等支給事業実施要綱
常～おむつ配送業者資料
常～紙おむつ各種資料
常～紙おむつ契約資料
常～紙おむつ制度変更関連資料
常～おむつカタログ
常～紙おむつ各区資料
常～紙おむつ代対応資料等
常～紙おむつ自己負担金導入
紙おむつ配送名簿（委託業者→区）（１０月）
紙おむつ配送名簿（委託業者→区）（１１月）
紙おむつ配送名簿（委託業者→区）（１２月）
紙おむつ配送名簿（委託業者→区）（１月）
紙おむつ配送名簿（委託業者→区）（２月）

高齢社会対策区市町村包

括補助事業

地域支援事業交付金

補助金関係通知

ねたきり認知症高齢者対

策 おむつ事業

紙おむつ配送

高齢福祉共通 高齢福祉全般

要支援・援護高齢者対策

地域包括支援センター

高齢者福祉事業実績

福祉改革推進事業

都・国要綱

高齢者福祉要綱・要領

高齢福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
紙おむつ配送名簿（委託業者→区）（３月）
紙おむつ配送名簿（委託業者→区）（４月）
紙おむつ配送名簿（委託業者→区）（５月）
紙おむつ配送名簿（委託業者→区）（６月）
紙おむつ配送名簿（委託業者→区）（７月）
紙おむつ配送名簿（委託業者→区）（８月）
紙おむつ配送名簿（委託業者→区）（９月）
紙おむつ　予算試算資料
紙おむつ一時休止１年経過した名簿
紙おむつ業者依頼済名簿
紙おむつ支給の対象要件の確認について
紙おむつ生保受給者対象者一覧（廃止）
再委託関連書類
紙おむつ事業対応等資料
常～紙おむつ自己負担金未納対応
紙おむつ供給納品書
紙おむつ新規受給者の決定（１０月～１２月）
紙おむつ新規受給者の決定（１月～３月）
紙おむつ新規受給者の決定（４月～６月）
紙おむつ新規受給者の決定（７月～９月）
常～紙おむつ入院証明書該当者
紙おむつ受給者通知
紙おむつ廃止・休止申出書（控）
紙おむつ廃止名簿
おむつ代の支給（４月受付分）
常～おむつ代支払金口座振替依頼書（４月受付分）
常～おむつ代支払金口座振替依頼書（１月受付分）
常～おむつ代支払金口座振替依頼書（１０月受付分）
常～おむつ代支払金口座振替依頼書（過年度分）
おむつ代支給内訳
おむつ代ちらし
おむつ代　媒体受領書
申請に関わる問い合わせ事項
常～おむつ代申請添付書類（成年後見人登記事項証明書）
常～おむつ代申請添付書類（戸籍謄本）
常～おむつ代　マニュアル
おむつ代振込明細一覧表
おむつ代支払金口座振替依頼書（除票者）
おむつ代の不支給通知
おむつ代　口座振替支払不能通知書兼再送・変更・戻入依頼書
おむつ代の支給（１０月受付分）
おむつ代の支給（１月受付分）
常～おむつ代支払金口座振替依頼書（７月受付分）
おむつ代の支給（７月受付分）
常～理美容サービス事業実施要綱
理美容サービス再発行
委託事業者あて通知等
理美容サービス取下げ
理美容サービス資料
理美容　住民異動リスト
次年度継続準備
区長用資料
理美容補助券（理容生活衛生組合）
理美容補助券（目黒美容組合）
理美容補助券（返却）
理美容補助券（ジミー国際理美容）
理美容サービス廃止
理美容サービス新規決定
常～理美容サービス資料
常～寝具乾燥消毒サービス　利用者対応
常～寝具乾燥消毒サービス他区調査・利用者アンケート
常～寝具乾燥消毒サービス事業者資料
常～寝具乾燥消毒サービス事業実施要綱
寝具乾燥利用者通知
寝具乾燥消毒住民移動リスト
常～寝具乾燥消毒サービス資料
寝具乾燥消毒サービス取下げ
寝具乾燥消毒サービス対応等資料
寝具乾燥消毒サービス新規決定
寝具乾燥消毒サービス受給者名簿
ねたきり等高齢者寝具乾燥消毒サービス利用廃止
寝具乾燥消毒サービス完了報告書
ＦＡＸ送信書
宛名異動一覧
現場急行サービス報告書
若年性認知症連絡会
はいかい利用者登録内容変更
はいかい利用者の取り消し
はいかい事業報告書
はいかい新規利用者決定
認知症はいかい高齢者位置情報確認サービス自己負担金変更
認知症はいかい高齢者位置情報確認サービス契約
常～認知症はいかい高齢者位置情報確認サービス資料（業者変更等）
常～認知症はいかい高齢者位置情報確認サービス資料（パンフレット）
常～認知症関係通知・資料
常～認知症はいかい高齢者等位置情報確認サービス登録申込書

ねたきり認知症高齢者対

策

紙おむつ配送

おむつ代

理美容サービス

寝具乾燥消消毒サービス

徘徊サービス

高齢福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～認知症はいかい高齢者位置情報確認サービス対象者変更資料
利用者への通知
常～認知症はいかい高齢者位置情報確認サービス要綱（１９年度以前）
常～認知症はいかい高齢者位置情報確認サービス要綱
常～はいかい利用者一覧
常～ひとりぐらし等サンプル資料
常～ひとりぐらし高齢者登録数
常～ひとり暮らし・見守り他区資料
常～高齢者世帯統計
常～指定別年齢別男女別人口調
民生委員等からの確認・連絡事項
住民異動リスト
熱中症予防用品配付
常～ひとりぐらし等高齢者登録苦情
常～ひとりぐらし等高齢者登録要綱
常～ひとりぐらし等高齢者登録の内容の確認について
ひとりぐらし等高齢者登録申請の取り下げ
高齢福祉住宅退去・養護老人ホーム入所連絡票
民生委員用ひとりぐらし等高齢者名簿配付準備（引抜き用名簿）
民生委員用ひとりぐらし等高齢者名簿配付準備
民生委員用ひとりぐらし等高齢者異動連絡票
社会福祉協議会への名簿貸し出し
登録名簿（調査用）（返還用）
登録名簿・異動連絡票（返還用）
登録名簿・異動連絡票（貸出し用）
常～目的外利用申請
ひとりぐらし等高齢者登録者名簿受け渡し簿
常～社会福祉協議会への名簿貸し出し
常～消防署への名簿貸し出し
常～警察署への名簿貸し出し
ひとりぐらし等高齢者登録者調査資料送付票（控）
消防署への名簿貸し出し
常～高齢者実態調査調査票（平成２２年度調査）
常～高齢者実態調査調査票（平成２０年度調査）
常～高齢者実態調査同意書（平成２１年度調査）
常～高齢者実態調査同意書（平成２２年度調査）
常～高齢者実態調査報告書
常～高齢者実態調査同意書（平成２０年度調査）
常～高齢者実態調査調査票（平成２１年度調査）
ひとりぐらし等高齢者登録者調査（民生委員非同意分）
ひとりぐらし等高齢者登録者名簿
ひとりぐらし等高齢者登録調査
ひとりぐらし等高齢者登録民生委員調査票
ひとりぐらし等高齢者登録者（郵送）
民生委員への調査結果報告
しおりの運搬
ひとりぐらし等高齢者登録者調査　各課への通知
調査確認作業手順
民生委員に対する活動費の支出
常～民生委員名簿
緊急連絡先　貼紙原稿
合同民生児童委員協議会資料
民生委員と区長との懇談会
民生委員への通知
民生児童委員正副会長会資料
常～ひとりぐらし　駒場１丁目
常～ひとりぐらし　駒場２丁目
常～ひとりぐらし　駒場３丁目
常～ひとりぐらし　駒場４丁目
常～ひとりぐらし　青葉台４丁目
常～ひとりぐらし　青葉台１丁目
常～ひとりぐらし　青葉台２丁目
常～ひとりぐらし　青葉台３丁目
常～ひとりぐらし　東山１丁目
常～ひとりぐらし　東山３丁目
常～ひとりぐらし　東山２丁目
常～ひとりぐらし　大橋２丁目
常～ひとりぐらし　大橋１丁目
常～ひとりぐらし　上目黒１丁目
常～ひとりぐらし　上目黒５丁目
常～ひとりぐらし　上目黒４丁目
常～ひとりぐらし　上目黒３丁目
常～ひとりぐらし　上目黒２丁目
常～ひとりぐらし　中目黒５丁目
常～ひとりぐらし　中目黒４丁目
常～ひとりぐらし　中目黒３丁目
常～ひとりぐらし　中目黒２丁目
常～ひとりぐらし　中目黒１丁目
常～ひとりぐらし　三田２丁目
常～ひとりぐらし　三田１丁目
常～ひとりぐらし　目黒１丁目
常～ひとりぐらし　目黒２丁目
常～ひとりぐらし　目黒３丁目
常～ひとりぐらし　目黒４丁目
常～ひとりぐらし　下目黒６丁目
常～ひとりぐらし　下目黒５丁目

登録台帳　大橋

登録台帳　上目黒

登録台帳　中目黒

登録台帳　三田

登録台帳　目黒

登録台帳　下目黒

ひとりぐらし等高齢者登

録台帳

登録台帳　駒場

登録台帳　青葉台

登録台帳　東山

ねたきり認知症高齢者対

策

徘徊サービス

ひとりぐらし等高齢者 ひとりぐらし全般

ひとりぐらし登録

ひとりぐらし等名簿貸出

高齢者実態調査

ひとりぐらし等高齢者調

査

民生委員協議会

高齢福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～ひとりぐらし　下目黒１丁目
常～ひとりぐらし　下目黒２丁目
常～ひとりぐらし　下目黒３丁目
常～ひとりぐらし　下目黒４丁目
常～ひとりぐらし　中町２丁目
常～ひとりぐらし　中町１丁目
常～ひとりぐらし　五本木３丁目
常～ひとりぐらし　五本木２丁目
常～ひとりぐらし　五本木１丁目
常～ひとりぐらし　祐天寺１丁目
常～ひとりぐらし　祐天寺２丁目
常～ひとりぐらし　中央町１丁目
常～ひとりぐらし　中央町２丁目
常～ひとりぐらし　目黒本町１丁目
常～ひとりぐらし　目黒本町２丁目
常～ひとりぐらし　目黒本町６丁目
常～ひとりぐらし　目黒本町５丁目
常～ひとりぐらし　目黒本町４丁目
常～ひとりぐらし　目黒本町３丁目
常～ひとりぐらし　原町２丁目
常～ひとりぐらし　原町１丁目
常～ひとりぐらし　洗足１丁目
常～ひとりぐらし　洗足２丁目
常～ひとりぐらし　南２丁目
常～ひとりぐらし　南１丁目
常～ひとりぐらし　南３丁目
常～ひとりぐらし　碑文谷１丁目
常～ひとりぐらし　碑文谷５丁目
常～ひとりぐらし　碑文谷４丁目
常～ひとりぐらし　碑文谷３丁目
常～ひとりぐらし　碑文谷２丁目
常～ひとりぐらし　碑文谷６丁目
常～ひとりぐらし　鷹番１丁目
常～ひとりぐらし　鷹番２丁目
常～ひとりぐらし　鷹番３丁目
常～ひとりぐらし　平町１丁目
常～ひとりぐらし　平町２丁目
常～ひとりぐらし　大岡山１丁目
常～ひとりぐらし　大岡山２丁目
常～ひとりぐらし　緑が丘１丁目
常～ひとりぐらし　緑が丘３丁目
常～ひとりぐらし　緑が丘２丁目
常～ひとりぐらし　自由が丘１丁目
常～ひとりぐらし　自由が丘２丁目
常～ひとりぐらし　自由が丘３丁目
常～ひとりぐらし　中根１丁目
常～ひとりぐらし　中根２丁目
常～ひとりぐらし　柿の木坂２丁目
常～ひとりぐらし　柿の木坂１丁目
常～ひとりぐらし　柿の木坂３丁目
常～ひとりぐらし　八雲２丁目
常～ひとりぐらし　八雲５丁目
常～ひとりぐらし　八雲４丁目
常～ひとりぐらし　八雲３丁目
常～ひとりぐらし　八雲１丁目
常～ひとりぐらし　東が丘１丁目
常～ひとりぐらし　東が丘２丁目
ひとりぐらし資格消滅　１０月
ひとりぐらし資格消滅　１１月
ひとりぐらし資格消滅　１２月
ひとりぐらし資格消滅　１月
ひとりぐらし資格消滅　２月
ひとりぐらし資格消滅　３月
ひとりぐらし資格消滅　４月
ひとりぐらし資格消滅　７月
ひとりぐらし資格消滅　６月
ひとりぐらし資格消滅　９月
ひとりぐらし資格消滅　５月
調査によるひとりぐらし登録廃止資料
ひとりぐらし資格消滅　８月
ひとりぐらし資格消滅（前年度以前の廃止日）
常～家具転倒防止器具等取付要綱（１９年度以前）
常～家具転倒防止器具等他区状況
常～器具等資料
高齢者家具転倒防止器具取付け 申請書・調査見積報告
高齢者家具転倒防止器具取付け取付決定通知・完了届
福祉電話利用者対応
福祉電話誓約書（廃止分）
福祉電話住民異動リスト
福祉電話貸与却下
生活保護受給者確認
福祉電話の決定の取り消し
福祉電話休止決定
福祉電話貸与決定
福祉電話移設(区内転居)
福祉電話の電話番号変更

登録台帳　下目黒

登録台帳　緑が丘

登録台帳　自由が丘

登録台帳　中根

登録台帳　柿ノ木坂

登録台帳　八雲

登録台帳　東が丘

ひとりぐらし等登録資格

消滅

ひとりぐらし等助成事業 家具転倒防止器具等取付

福祉電話

ひとりぐらし等高齢者登

録台帳

登録台帳　中町

登録台帳　五本木

登録台帳　祐天寺

登録台帳　中央町

登録台帳　目黒本町

登録台帳　原町

登録台帳　洗足

登録台帳　南

登録台帳　碑文谷

登録台帳　鷹番

登録台帳　平町

登録台帳　大岡山

高齢福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
福祉電話料金の支出
常～福祉電話誓約書
常～福祉電話懸案
常～福祉電話休止票
常～福祉電話要綱

所有電話料金補助 常～所有電話料金補助要綱
電話訪問(さわやかコール)業者依頼票
常～電話訪問要綱
電話訪問（さわやかコール）事業者対応
電話訪問(さわやかコール)新規登録
さわやかコール廃止登録
常～さわやかコール緊急対応
電話訪問（さわやかコール）年末年始等連休対応
電話訪問（さわやかコール）住民異動リスト
電話訪問(さわやかコール)コール内容資料
さわやかコール内容変更登録
さわやかコール不出報告書
さわやかコール報告書
さわやかコール連絡票
常～東京都高齢者火災安全システム要綱
常～目黒区高齢者火災安全システム事業運営要綱
火災安全システム　見積り　契約
ホームページ・区報
火災安全システム支出
常～高齢社会対策区市町村包括補助事業（火災安全システム）
常～火災安全機器保証書
常～火災安全システム資料
常～火災安全システム警報器価格
火災自動通報登録内容変更通知書
火災自動通報システム機器交換・保守点検
火災安全システム更新（火災警報・自動消火・ガス安全）
火災安全システム給付決定
常～火災自動通報システム
常～火災安全システム調査
常～火災安全システム（火災自動通報）利用者カード
常～火災安全システム(火災自動通報)利用者カード廃止分
常～高齢者緊急通報システム都実施要綱
常～高齢者緊急通報システム要綱改正（Ｈ３～Ｈ９）
常～高齢者緊急通報システム要綱改正（Ｈ１０～）
常～高齢者緊急通報システム細目・協定
常～高齢社会対策区市町村包括補助事業（緊急通報システム）
常～緊急通報システム都補助金
常～緊急通報システム機器処分
常～緊急通報システム業務連絡会資料
常～緊急通報システム都通知
常～緊急通報システム会社資料
緊急通報システム等対応速報
常～緊急通報システム課題への対応
常～緊急通報システム利用者カード
常～緊急通報システム利用者カード廃止分
常～緊急通報システム誓約書
緊急通報システム機器の交換（更新）
緊急通報システム保守点検
緊急通報システム工事完了報告書納品書
緊急通報システム協力員の解職
緊急通報システム登録内容変更通知書
緊急通報システム撤去工事
緊急通報システム協力員委嘱状について
常～緊急通報協力員住民異動リスト
常～緊急通報システム謝礼受払簿
常～緊急通報システム協力員連絡会
常～協力員名簿
常～協力員手引き･利用者手帳
協力員への謝礼
緊急通報システムボランティア保険
非常通報システム通報承認内容の変更
常～非常通報システム登録カード
非常通報システム事業報告書
非常通報・緊急通報正報のご報告
常～非常通報システム住民異動リスト
常～非常通報システム資料
非常通報システム利用者の決定
非常通報システム納品書
非常通報システム自己負担額通知
非常通報システム契約関係書類
常～非常通報システム利用者カード廃止分
常～非常通報システム誓約書
消防署からの通報承認通知書
常～非常通報システム業者変更
常～非常通報システム手続保留

孤立防止・見守り全般 孤立死・安否確認情報
常～高齢者見守り・安心ステッカー
高齢者見守り・安心ステッカー在庫管理台帳
高齢者見守り・安心ステッカー利用者保護状況等報告書
ホームページ・区報
住宅改造都要綱

非常通報システム

孤立防止・見守り
高齢者見守り・安心ス

テッカー

住宅改修 住宅改修全般

高齢者火災安全システム 火災安全システム全般

火災安全システム給付

高齢者緊急通報システム 高齢者緊急通報システム

要綱

高齢者緊急通報システム

全般

利用者カード

緊急通報システム保守点

検
設置･廃止･変更

協力員

ひとりぐらし等助成事業

福祉電話

さわやかコール

さわやかコール報告書

高齢福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
住宅改修　相談のみ
常～　住宅改修給付台帳（平成１１年度～）
住宅改修通知
常～介護保険
常～住宅改修苦情対応
常～住宅改造費助成台帳（２～７年度）
常～住宅改造費助成台帳（８年度～）
常～目黒区高齢者自立支援住宅改修協定の締結
住宅改修
住宅改修給付支出
常～　昇降機の補助について
住宅改修給付決定
常～住宅改修取消・却下
常～特別永住者等給付金資料
常～特別永住者等福祉給付金支給要綱
常～特別永住者名簿
給付決定
特別永住者該当者抽出
特別永住者等福祉給付金支出
常～特別永住者等福祉給付金支給申請書
特別永住者等福祉給付金支給要件確認
特別永住者等福祉給付金調査
特別永住者等福祉給付金支給停止
北部地区民生委員・包括支援センター交流会
申請書等送付書（奇数月）
申請書等送付書（偶数月）

事業概要・要綱・要領 常～高齢者在宅支援ヘルパー要綱・要領

委託 委託事業者通知
高齢者在宅支援ヘルパー相談
常～高齢者在宅支援ヘルパー申請書
高齢者在宅支援ヘルパー申請書　取り下げ
常～養成講習修了証明書再交付
高齢者在宅支援ヘルパー利用承認・派遣依頼
高齢者在宅支援ヘルパー変更依頼

高齢者在宅支援ヘルパー

派遣事業対象外
高齢者在宅支援ヘルパー派遣対象外通知

利用廃止 高齢者在宅支援ヘルパー廃止者申請書・廃止通知書
高齢者在宅支援ヘルパー請求書（控）
高齢者在宅支援ヘルパー内訳書・派遣状況集計表
高齢者在宅支援ヘルパー派遣確認書
交付決定
宛名異動
常～決定者台帳
廃止台帳
実績記録票等
助成金の支出
常～食事サービス事業実施要綱
食事価格等一覧（食事サービス）
常～食事の価格変更（令和２年１月１日～　味さい）
常～消費税の増税に伴う取り扱い
常～週一食事サービス対象者　ワ行
常～週一食事サービス対象者　ヤ行
常～週一食事サービス対象者　マ行
常～週一食事サービス対象者　ハ行
常～週一食事サービス対象者　ナ行
常～週一食事サービス対象者　タ行
常～週一食事サービス対象者　サ行
常～週一食事サービス対象者　カ行
常～週一食事サービス対象者　ア行
常～週一食事サービス申請書（廃止分）
ＦＡＸ送信状　味さい
受給決定
週一食事廃止
業者休業に関する通知等
ＦＡＸ送信状　宅配クック１・２・３
ＦＡＸ送信状　ライフデリ
登録内容変更等異動連絡票
住民異動リスト
ＦＡＸ送信状　社会福祉法人パール
実績（ライフデリ）
実績（社会福祉法人パール）
実績（宅配クック１・２．３）
実績（味さい）
督促
常～高齢者在宅配食代金補助事業実施要綱
事業委託終了に関する報告書
介護認定状況確認リスト
食事価格等一覧（高齢者配食サービス）
食品衛生監視票
住民異動リスト
メニュー表
配食要件非該当者あて通知
配食代金補助事業通知
常～配食事業資料
常～新規参入事業者決定

食事サービス全般

配食代金補助事業 配食代金補助事業全般

特別永住者給付金

包括支援センター 申請書等

高齢者在宅支援ヘルパー

利用者承認・派遣依頼

委託事業実績

病院内介助助成 病院内介助助成全般

決定者台帳

実績

食事サービス

週一食事サービス申請書

週一食事サービス運営

週一食事支出・歳入

住宅改修

住宅改修給付

住宅改修給付決定通知書

高齢福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～食中毒関連
異動者リスト（パール）
配食代金補助事業実績（宅配クック１・２・３）
配食代金補助事業実績（味さい）
配食代金補助事業実績（社会福祉法人パール）
異動者リスト（ライフデリ）
異動者リスト（宅配クック）
異動者リスト（味さい）
配食代金補助事業実績（ライフデリ）
廃止決定
食事サービス依頼票（宅配クック）
食事サービス依頼票（ライフデリ）
給付決定起案
食事サービス依頼票（パール）
食事サービス依頼票（味さい）
利用申請書（保留・取り下げ）
申請書写し（高齢福祉課受理）

利用者対応 常～利用者対応
配食代金補助廃止
配食サービス名簿一覧
常～配食業者からの不在連絡が入った時の対応
常～利用者台帳
常～食事の価格変更（令和２年１月１日～　味さい）
栄養改善配食サービス事業（配食実績表）
食事価格等一覧（栄養改善配食）
栄養改善配食サービス事業　給付決定
常～栄養改善配食サービス事業　懸案事項
栄養改善配食サービス（評価実施）
常～栄養改善配食サービス事業　利用者台帳
業者依頼表
常～栄養改善配食サービス事業実施要綱
栄養改善配食サービスホームページ使用

計画改定 常～委員会資料等
アンケート調査原稿
全般
ＷＥＢ回答
基盤整備に関する調査・回答
日本地主家主協会ニュース
基盤整備に関する説明会資料
東京都施設開設準備経費補助金の歳入歳出
常～東京都施設開設準備経費補助金の協議、交付申請
常～目黒区施設開設準備経費助成特別対策事業等実施要綱等
常～東京都施設開設準備経費補助金の内示
常～東京都施設開設準備経費補助金の実績報告
東京都施設開設準備経費助成特別対策事業等実施要綱等（東京都）
常～東京都施設開設準備経費補助金の交付決定、確定
施設開設報告書
常～地域医療介護総合確保事業費の交付申請、取下げ等
常～地域医療介護総合確保事業費の実績報告、補助金確定
常～地域医療介護総合確保事業費の補助内示
地域医療介護総合確保事業費に係る調査・回答
常～区内グループホームに関する資料
認知症高齢者グループホーム重点的緊急整備地域
地域密着型サービスに関する調査・回答・通知
常～目黒区認知症高齢者グループホーム整備費補助に係る協定書
目黒区地域密着型サービス等重点整備事業補助事業者募集

認知症高齢者グループホーム整備事業区市町村説明会資料（東京都）

東京都認知症高齢者グループホーム整備事業審査委員会

地域密着型サービス等重点整備事業補助事業に関する要綱・要領等（東京都）

地域密着型サービス等重点整備事業に係る協議通知・調査等
地域密着型サービス等重点整備事業補助事業に係る補助金の歳入歳出
地域密着型サービス等重点整備事業補助事業に係る補助金の交付申請等

常～地域密着型サービス等整備助成事業費補助（都基金）
常～地域密着型サービス等重点整備事業補助事業要綱・要領

常～地域密着型サービス等重点整備事業補助事業に係る補助金の実績報告

常～地域密着型サービス等重点整備事業補助事業に係る補助金の交付決定、確定
常～地域密着型サービス等重点整備事業補助事業に係る補助協議、内示
常～都市型軽費老人ホーム整備費補助事業に係る補助協議、内示

常～都市型軽費老人ホーム整備費補助事業に係る補助金の交付決定、確定

都市型軽費老人ホーム整備費補助事業に係る要綱・要領（東京都）
常～都市型軽費老人ホーム整備費補助事業に係る補助金の交付申請等
都市型軽費老人ホーム整備事業説明会（東京都）
調査・回答

常～都市型軽費老人ホーム整備費補助事業に係る補助金の実績報告
目黒区地域密着型サービス整備費補助事業者選定委員会
目黒区地域密着型サービス整備費補助事業者選定委員会委員の委嘱
選定委員会に係る謝礼支出
常～地域密着型サービス整備費補助事業者の決定（５/１０開催分）
常～相談受付票２
相談受付票管理簿
常～相談受付票３
常～「認知症高齢者ＧＨ整備に係るマッチング事業」説明会資料
常～相談受付票４（法人名）

常～相談受付票
調査・回答

介護基盤整備 介護基盤整備全般

施設開設準備経費補助事

業

地域医療介護総合確保事

業（都基金）

地域密着型サービス全般

地域密着型サービス整備

事業

都市型軽費老人ホーム整

備事業

選定委員会

整備相談

区市町村所有地活用介護

基盤整備促進事業

配食代金補助事業 配食代金補助事業全般

委託料実績

給付決定・依頼書

利用申請

利用者台帳

栄養改善配食事業 栄養改善配食事業全般

高齢福祉計画
高齢者の生活に関する調

査

高齢福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～交付申請・交付決定、実績報告・確定
常～　他自治体からの視察等
調査・回答
特別養護老人ホーム等施設整備に係る説明会（東京都）
常～地域密着型サービス整備事業　交付申請、交付決定、実績報告
常～目黒区特別養護老人ホーム等整備費補助金　交付決定、実績報告
常～補助協議全般
常～施設開設準備経費補助　交付申請、交付決定、実績報告

常～目黒区定期借地権利用による整備促進特別対策事業補助金　交付申請、交付

決定、実績報告、確定

関係所管打合せ 常～東京第二建設事務所との打合せ

契約書関係 常～定期借地権設定契約
常～認可書
常～開所式

補助協議 常～目黒区特別養護老人ホーム整備費補助協議
建設工事 常～入札説明会
契約書関係 常～協定書、合意書

公用申請
常～契約書関係

施設維持管理 施設維持管理全般

近隣説明会 常～近隣説明会（平成３１年５月１６日）
常～定期貸借契約書
常～普通財産
常～地域密着型サービス
常～都市型軽費老人ホーム
常～特別養護老人ホーム
常～補助協議全般
改修全般
所管要望

付議要求、立案請求 常～付議要求、立案請求等
基本設計 常～説明会

常～要綱・要領・取扱
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
月間スケジュール
常～金庫室用磁気カード

金銭管理 常～預かり品保管確認表

調査・回答 その他調査
個人情報業務の開始・変更・廃止
個人情報目的外利用
住民異動ﾘｽﾄ
要措置者連絡票送付簿
文書進行管理簿
諸件依頼簿
やむを得ない職権措置
集中管理車の時間外使用（依頼）
共同墓地への埋葬について
常～目的外利用申請書
集中管理車の遠距離使用（依頼）

条例・規則・要綱・要領 常～目黒区老人福祉法施行規則改正
高速道路・駐車料金の支出
物品、物件、契約、支出説明会資料
福祉新聞
措置費支払事務委託契約
老人保護措置費支弁基準額設定（他市区町村）
老人短期入所加算申請書（白寿荘）
障害者等加算対象者名簿
老人保護措置費支弁基準額決定（白寿荘）
老人保護措置費の処理
老人保護措置関係開始、廃止、変更通知書
養護入所者収入申告
措置費支出（やむを得ない措置）
葬祭費の支出
介護保険料加算対象者名簿
移送費の支出
介護サービス利用者負担加算（白寿荘）
介護サービス利用者負担加算（４～９月）
介護サービス利用者負担加算（１０～３月）

費用徴収事務 常～費用徴収滞納整理台帳

福祉動向・統計 常～各種統計・資料

介護保険 苦情対応連絡会

自己負担金納入済通知書 納入済通知書（日計） 納入済通知書
常～伝送サービス資料
口座振替事務委託

口座振替結果 口座振替結果通知（４月～３月）
成年後見制度要綱
成年後見制度　パンフレット
常～区長申立一覧
常～区長申し立てマニュアル
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（中央）

特養中目黒改修

統計・苦情・事故

口座振替制度 口座振替納付管理システ

ム

権利擁護 成年後見制度全般

区長申立全般

老人福祉法措置事務 措置事務

財務・経理

養護措置費

介護サービス利用者負担

加算

国有地（目黒三丁目）

第四中学校跡地整備 第四中学校跡地整備全般

契約課協議

補助協議

基本設計

全般 庶務

個人情報

旧第六中学校跡地整備 補助協議

開設

特養整備 特養整備全般

介護基盤整備

区市町村所有地活用介護

基盤整備促進事業

高齢福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
後見開始区長申立書・決定書（施設入所者分）
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(西部)
後見開始区長申立書・決定書（北部）
審判請求決定会議会議録
申立必要資料請求(南部）
申立必要資料請求（施設入所者）
申立必要資料請求（西部）
申立必要資料請求（中央）
申立必要資料請求（東部）
申立必要資料請求（北部）
申立資料請求
相続財産管理人申立書・決定書
常～虐待統計
常～虐待確認票(全地区）
目黒区高齢者虐待対応マニュアル
会議開催等依頼文
常～立入調査　身分証明書
高齢者虐待対応等スーパーバイズ
高齢者虐待対応職員研修（基礎・専門）
都福祉保健財団以外の研修
都福祉保健財団　研修通知
都福祉保健財団高齢者虐待対応研修
虐待対応状況調査
高齢者虐待区市町村相談窓口
都調査・回答
常～虐待相談支援シート　北部
常～虐待相談支援シート　中央
常～虐待相談支援シート　西部
常～虐待相談支援シート　南部
常～虐待相談支援シート　東部
施設虐待
養護施設従事者等による高齢者虐待防止（資料）
前年度第１回入所調整名簿
前年度第２回入所調整名簿
特別養護老人ホームに関する調査・回答
介護保険認定情報依頼簿
特例入所者に関する意見書
指定介護老人福祉施設入所に関する検討委員会（第１回）
特別養護老人ホーム待機者数内訳
指定介護老人福祉施設入所検討委員会会議録

常～目黒区指定介護老人福祉施設入所に関する検討委員会の委員の委嘱及び解

嘱

指定介護老人福祉施設入所に関する検討委員会（第２回）

特別養護老人ホーム第１回入所調整名簿
特別養護老人ホーム第２回入所調整名簿

目黒区指定介護老人福祉施設入所に関する検討委員会の開催及び謝礼金の支出
第２回入所判定委員会の判定及び入所待機者の決定
第１回入所判定委員会の判定及び入所待機者の決定
第３回入所判定委員会の判定及び入所待機者の決定
常～目黒区老人ホーム入所判定委員会委員の委嘱及び解嘱
却下通知書
入所判定委員会開催通知、謝礼金の支出
第４回入所判定委員会の判定及び入所待機者の決定

特養入所申込書 特別養護老人ホーム等入所申込書

北部 老人ホーム入所待機者

東部 老人ホーム入所待機者

中央 老人ホーム入所待機者

南部 老人ホーム入所待機者

西部 老人ホーム入所待機者
特養待機者削除名簿（北部）
特養待機者削除名簿（南部）
特養待機者削除名簿（東部）
特養待機者削除名簿（中央）
特養待機者削除名簿（西部）

養護申請者 常～養護申請書

申請取り下げ 養護申請取り下げ

養護入所者 常～養護老人ホーム入所者台帳
事故報告書
常～氷川ホーム入所者台帳
取下げ・辞退・非該当
退所者台帳
入所判定会議

特養入所 特養施設訪問

特養入所者 常～特養入所者台帳
廃止台帳（養護）
廃止台帳（特養）
高齢者福祉住宅調査
庁用車運行記録
常～特別区自治体総合賠償責任保険「使用管理施設」
常～条例改正
常～ＬＳＡ
常～口座振替
常～高齢者向け住宅に関する資料
常～高齢者福祉住宅事業にかかる分担

福祉住宅共通管理 一般管理

入所調整 特養入所調整

入所検討委員会（特養）

入所判定委員会（養護）

特養入所待機者

待機者削除

養護入所者

都市型軽費老人ホーム 入所調整

特養入所者

廃止台帳 廃止台帳

権利擁護

区長申立全般

相続財産管理人

高齢者虐待防止 高齢者虐待防止全般

研修・スーパーバイズ

調査・回答

虐待相談支援シート

施設虐待

高齢福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～高齢者福祉住宅発災時対応マニュアル
常～高齢福祉住宅行政財産の目的外利用など引継ぎ資料
常～車の保険
常～葬祭
常～非常勤職員募集
常～立案請求
駐車料金
高齢者福祉住宅転居対応（借上げ期間終了）
高齢者福祉住宅に関する通知・回答
庶務
会議開催通知
常～非常勤職員取扱要領
年間契約
科目更正・調定更正
オーナー負担分
補正
賃金・報酬支払台帳
常～備品総括表
常～区有施設個票
収入未済
次年度予算見積り
支出負担行為書（９月～３月）
支出負担行為書（４月～８月）
源泉徴収票・支払調書
緊急通報システム見積り
ＮＨＫ受信料
入居者責任による修繕費の減額及び負担金の支出
消防点検報告書（１回目）
消防点検報告書（２回目）
常～消防計画・立入検査
常～消防関連報告書（防火管理者）
常～住宅設備状況
常～施設保全管理（手引き基準）
常～高齢者福祉住宅等修繕・取替え基準
常～緊急通報システム
常～だんらん室実態調査
自衛消防訓練
建築物施設点検２回目
建築物施設点検１回目
常～消防設備管理
日常施設点検日誌
常～しいの木荘パンフレット
常～はぎ荘パンフレット
常～コーポみずなかパンフレット
常～コーポ烏森パンフレット
常～コーポ柿の木坂パンフレット
常～コーポ三田パンフレット
常～サービス付高齢者向け住宅
常～コーポ中央町パンフレット
常～コーポ中町パンフレット
常～コーポ中目黒パンフレット
常～コーポ目黒パンフレット
常～コーポ目黒本町パンフレット
常～高齢者福祉住宅のしおり
常～コーポ蛇崩パンフレット
公共料金通知
都営八雲管理人室電気料金区負担分
コーポ烏森共用電気料金オーナー負担
コーポ八雲・中央町一丁目ＥＶ電気料金オーナー負担分
公共料金領収書（１０月分）
公共料金領収書（１１月分）
公共料金領収書（１２月分）
公共料金領収書（１月分）
公共料金領収書（２月分）
公共料金領収書（９月分）
公共料金領収書（４月分）
公共料金領収書（５月分）
公共料金領収書（６月分）
公共料金領収書（７月分）
公共料金領収書（８月分）
公共料金領収書（３月分）
常～コーポ清水町
常～守谷
常～コーポ烏森
常～みずなか
常～しいの木荘
常～JR
常～目黒本町二丁目用地高齢者福祉住宅建設計画
常～八雲
常～中央町一丁目
常～大橋
公営住宅等家賃対策補助金交付申請・実績報告
家賃対策補助金要綱・様式
シルバーピア補助金申請・実績報告
歳入調定
公営住宅管理戸数等事業主体別調査

福祉住宅の確保 福祉住宅の確保

高齢者福祉住宅補助金

福祉住宅共通管理 一般管理

財務全般

設備管理

高齢者福祉住宅パンフ

レット

光熱水費

公共料金領収書

高齢福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～官報
常～家賃対策補助金制度改正など１８年度以降
常～家賃対策補助（高福住宅算定資料）
常～地域優良賃貸住宅制度要綱
常～区立高齢者福祉住宅条例
常～区立高齢者福祉住宅条例施行規則
常～区立高齢者福祉住宅要綱
常～個人情報業務登録届出書
常～高齢者福祉住宅運営要綱
常～高齢者福祉住宅滞納整理事務処理要領
常～高齢者福祉住宅抽せん要綱
常～生活協力員募集及び業務要綱（１５年度まで）
常～生活協力員募集及び業務要綱（１７年度～）
常～暴力団排除規定適用事務処理
常～シルバーピア
常～旧福祉住宅要綱細目
常～立案請求

目黒区地域高齢者住宅計

画
常～目黒区住宅マスタープラン

区福祉住宅条例・答申 常～目黒区テレビ電波障害対策実施要綱
常～シルバーピア設置計画協議
常～シルバーピア要綱
常～公営住宅施行令・要綱

国・都住宅要綱 常～公営住宅等家賃対策補助金交付要綱・要領

東京都優良民間賃貸住宅

制度
常～区市町村住宅供給助成事業制度要綱・実施基準

都営住宅地元割当希望調査
常～借上げ住宅設備仕様
常～コーポ中央町一丁目賃料更新改定協議
常～コーポ蛇崩賃料更新改定協議
常～コーポみずなか賃料更新改定協議
常～はぎ荘賃料更新改定協議
常～しいの木荘賃料更新改定協議
常～コーポ八雲賃料更新改定協議
常～借上料請求書（烏森・蛇崩・平町・八雲・中央町一丁目）
常～借上請求書（しい・はぎ・みずなか・中央町）
常～借上高齢者福祉住宅の借上料改定協議
借上高齢者福祉住宅の借上料の支出（前月・当月払い）
常～コーポ平町賃料更新改定協議
常～しいの木荘・はぎ荘の改修に関する覚書
常～しいの木荘（賃貸契約書の写）
常～はぎ荘（賃貸契約書の写）
常～コーポみずなか（賃貸契約書の写）
常～コーポ平町（賃貸契約書の写）
常～コーポ中央町一丁目（賃貸契約書の写）
常～コーポ中央町（賃貸契約書の写）
常～コーポ蛇崩（賃貸契約書の写）
常～コーポ烏森（賃貸契約書の写）
常～コーポ八雲（賃貸契約書の写）
高齢者福祉住宅空き室待ち使用予定者の募集
高齢者福祉住宅空き室待ち登録者
高齢者福祉住宅使用者の決定及び使用許可証の交付
都営住宅シルバーピア(高齢者向)『目黒区地元割当』入居者募集
常～コーポ烏森（入居者誓約書）
常～コーポみずなか（入居者誓約書）
常～はぎ荘（入居者誓約書）
常～しいの木荘（入居者誓約書）
常～コーポ蛇崩（入居者誓約書）
常～コーポ三田（入居者誓約書）
常～コーポ柿の木坂（入居者誓約書）
常～コーポ目黒本町二丁目（入居者誓約書）
常～コーポ目黒本町（入居者誓約書）
常～コーポ目黒（入居者誓約書）
常～コーポ平町（入居者誓約書）
常～コーポ八雲（入居者誓約書）
常～コーポ清水町（入居者誓約書）
常～コーポ中央町（入居者誓約書）
常～コーポ中目黒（入居者誓約書）
常～コーポ中町（入居者誓約書）
常～コーポ中央町一丁目（入居者誓約書）
常～都営八雲一丁目シルバーピア入居者台帳
常～都営東が丘一丁目シルバーピア入居者台帳
常～コーポ目黒本町入居者台帳
常～コーポ目黒本町二丁目入居者台帳
常～コーポ目黒入居者台帳
常～コーポ平町入居者台帳
常～コーポ八雲入居者台帳
常～コーポ中目黒入居者台帳（３０１～５０２）
常～コーポ中目黒入居者台帳（１０１～２０８）
常～コーポ中町入居者台帳
常～コーポ中央町入居者台帳
常～コーポ中央町一丁目入居者台帳
高齢者福祉住宅入居者連絡事項
常～コーポ蛇崩入居者台帳
常～コーポ三田入居者台帳

福祉住宅入居者 入居者募集・決定

入居者誓約書（現入居者

分）

入居者台帳

福祉住宅の確保

高齢者福祉住宅補助金

高齢者福祉住宅条例・規

則

シルバーピア答申要綱

福祉住宅借上 借上げ計画

福祉住宅借上料

賃貸借契約書

高齢福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～コーポ柿の木坂入居者台帳
常～コーポ烏森入居者台帳
常～コーポみずなか入居者台帳
常～はぎ荘入居者台帳
常～しいの木荘入居者台帳
常～コーポ清水町入居者台帳
退去者の戸籍謄本（除籍謄本）及び改製原戸籍謄本等の発行依頼
退去者台帳・返還届
常～しい、はぎホームセキュリティ鍵預証入居者変更
常～しい、はぎホームセキュリティお客様番号カード
常～鍵預証（目黒・烏森・中目黒・都営八雲・聖・みずなか）
常～緊急対応装置取扱説明書アイホンホームネット
常～緊急対応装置取扱説明書（セコム安全センターケアコム）
常～安全センター鍵預証（コーポ中央町）
常～しい、はぎホームセキュリティ取扱説明書
常～緊急時対応申請書（コーポ清水町）
常～緊急時対応申請書（コーポ中央町）
常～緊急時対応申請書（コーポ中央町一丁目）
常～緊急時対応申請書（コーポ中町）
常～緊急時対応申請書（コーポ中目黒）
常～緊急時対応申請書（コーポ八雲）
常～緊急時対応申請書（コーポ平町）
常～緊急時対応申請書（コーポ目黒）
常～緊急時対応申請書（コーポ目黒本町）
常～緊急時対応申請書（コーポ蛇崩）
常～緊急時対応申請書（コーポ三田）
常～緊急時対応申請書（コーポ柿の木坂）
常～緊急時対応申請書（コーポ烏森）
常～緊急時対応申請書（コーポみずなか）
常～緊急時対応申請書（はぎ荘）
常～緊急時対応申請書（しいの木荘）
常～緊急時対応申請書（コーポ目黒本町二丁目）
常～緊急時対応申請書（都営八雲）
常～緊急時対応申請書（都営東が丘）
常～緊急時連絡先確認調査
収入に関する報告書（しいの木荘～コーポ目黒本町）
収入に関する報告書（コーポ蛇崩～コーポ目黒本町二丁目）
収入に関する報告書（コーポ中央町一丁目～コーポ清水町）
収入に関する報告書（コーポ目黒～コーポ中目黒）
常～高齢者福祉住宅使用料改定
使用料滞納処理
高齢者福祉住宅使用者の収入に関する報告書
家賃決定
預金口座納付届
常～未収納対策
常～福祉住宅使用料の算定
常～滞納整理事務様式
生活福祉口座振替
口座引落とし総括表

使用料・共益費納付台帳 使用料・共益費納付台帳
高齢者福祉住宅使用料納付書（７月～９月）
高齢者福祉住宅使用料納付書（４月～６月）
高齢者福祉住宅使用料納付書（１月～３月）
高齢者福祉住宅使用料納付書（１０月～１２月）
生活支援員（LSA)
生活支援員（LSA)
常～１８年度生活協力員居室負担金導入経過
常～生活協力員研修・懇談会資料
常～生活協力員他区要綱資料
常～生活協力員台帳
生活協力員懇談会
勤務証明書の発行
生活協力員完全外出整理簿
生活協力員覚書
常～生活協力員採用様式
生活協力員採用

生活協力員保険 生活協力員普通傷害保険等の加入
生活協力員日報（都営東が丘１丁目シルバーピア）
生活協力員日報（コーポ目黒本町）
生活協力員日報（コーポ目黒）
生活協力員日報（コーポ中目黒）
生活協力員日報（コーポ蛇崩）
生活協力員日報（コーポ三田）
生活協力員日報（コーポ柿の木坂）
生活協力員日報（コーポ烏森）
生活援助員日報（コーポ目黒本町二丁目）
生活援助員日報（コーポ平町）
生活援助員日報（コーポ八雲）
生活援助員日報（コーポ中央町一丁目）
生活援助員日報（コーポ清水町）
生活援助員日報（コーポみずなか）
常～高齢者福祉住宅生活協力員日報様式
生活協力員日報（都営八雲１丁目シルバーピア）
訪問員日報（しい、はぎ、目本、三田、目黒、平町）
訪問員日報（烏、蛇、柿の木、八雲、中央一、都八雲、都東が丘）

福祉住宅入居者

入居者台帳

退去者

緊急対応サービス

緊急時対応サービス申請

書（借上・区有）

緊急時対応サービス申請

書（都営）ほか

福祉住宅使用料

使用料・共益費納付書

福祉住宅管理人

生活協力員管理

生活協力員採用・覚書

生活協力員日報

高齢福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
訪問員日報（中央町、みず、中町、中目黒、目本二、清水町）
生活協力員日報（コーポ中町）
都営東が丘使用料補助及び電気料負担
都営八雲使用料補助及び電気料負担
生活協力員報酬の支出
生活協力員居住者負担歳入調定
常～生活協力員報酬請求書（中町・目黒本町・目黒）
常～生活協力員報酬請求書（蛇崩・柿の木・都営東が丘・都営八雲）
常～生活協力員報酬請求書（三田・烏森・中目黒）
常～はぎ荘自動消火装置（２年度～）
常～コーポみずなかエアコン・給湯器保証書（元年～）
常～しいの木荘自動消火装置（２年度～）
常～はぎ荘エアコン取付け（８年度～）
常～１９年度生活リズムセンサー設置（しいの木荘・はぎ荘・コーポ中央町）

常～しいの木荘エアコン取付け（７年度～）
常～アスベスト環境調査１７・１８年度
常～コーポ八雲鍵一覧表
常～コーポ八雲廃棄物排出開始届
常～コーポ烏森電気製品保証書
常～コーポ烏森鍵リスト
常～コーポ烏森新築工事図面
常～コーポ烏森補助金申請資料
常～中央町エアコン設置・クッキングヒーター保証書
常～コーポ中央町緊急時対応工事
常～コーポ中央町工事関連
常～コーポ中央町転送システム
常～コーポ蛇崩補助金申請
常～コーポ蛇崩施設管理
常～コーポ中町２０３号室改修工事に伴う機械設備工事
常～コーポ中町・目黒本町貯水槽行政財産使用承認
常～コーポ中町ナースコール
常～コーポ中町テレビ受信障害設備
常～コーポ中町行政財産目的外使用
常～コーポ中町住宅維持管理
常～中町緊急通報
消防署立入検査結果（コーポ目黒）
常～コーポ目黒エレベーター取扱説明書
常～コーポ目黒警備委託緊急連絡先通知・鍵受渡証
常～コーポ目黒鍵一覧
常～コーポ目黒電気設備取扱説明書
常～コーポ目黒風呂釜ウォシュレット等取扱説明書
常～コーポ目黒本町ライフケアシステム取扱説明書
常～コーポ目黒本町管理分担
常～コーポ目黒本町共用部分備品取扱説明書（管理室・相談室）
コーポ目黒本町行政財産目的外利用
常～コーポ目黒本町鍵一覧・マスターキー保証書
常～コーポ目黒本町行政財産目的外利用
常～コーポ目黒本町住戸部分電気・機械設備取扱説明書
常～コーポ目黒本町消防計画
常～防火管理者選任（解任）届出書
コーポ目黒本町駐輪場
コーポ目黒本町多目的室利用申請

常～コーポ目黒本町テレビ電波障害協定書
常～コーポ目黒本町電波障害供架契約・添架契約
常～コーポ目黒本町電波障害対策工事

常～コーポ目黒本町目黒本町ＴＶ電波受信障害解消専用線の道路占有許可申請
常～「平和の樹」モニュメント音響装置設置
常～コーポ目黒本町建設に伴う地元協議
常～コーポ目黒本町従前居住者用住宅の扱い
常～コーポ目黒本町多目的室備品取扱説明書
常～コーポ目黒本町平和の樹運転復旧工事
常～コーポ目黒本町平和の樹改造
常～福祉の店概要
常～コーポ三田団欒室の利用
常～コーポ三田緊急通報システム取扱説明書
常～コーポ三田共益費の考え方
常～コーポ三田鍵一覧表
常～コーポ三田室内取扱説明書（電気）
常～コーポ中目黒住戸部分機器取扱説明書
常～コーポ中目黒連絡事項
常～コーポ中目黒行政財産目的外使用
常～コーポ中目黒　畑の利用申請
常～コーポ中目黒住宅改修
常～コーポ柿の木坂機器取扱説明書
常～コーポ柿の木坂鍵リスト
常～コーポ柿の木坂施設管理

目黒本町二丁目住宅施設

管理
かし修理

常～八雲１丁目シルバーピア電話回線設置
常～八雲１丁目シルバーピア初度備品
常～八雲１丁目シルバーピア施設管理
常～八雲１丁目シルバーピア取扱説明書
常～東が丘１丁目シルバーピア施設管理
常～都営住宅通知
コーポ八雲委託借上住宅委託 借上住宅委託

借上住宅施設管理 借上住宅施設管理

コーポ烏森施設管理

コーポ中央町施設管理

コーポ蛇崩施設管理

区有住宅施設管理 コーポ中町施設管理

コーポ目黒施設管理

コーポ目黒本町施設管理

コーポ目黒本町電波障害

コーポ目黒本町還元設備

コーポ三田施設管理

コーポ中目黒施設管理

コーポ柿の木坂施設管理

都営住宅施設管理 都営住宅施設管理

福祉住宅管理人

生活協力員日報

生活協力員報酬

高齢福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
コーポ平町委託
コーポ烏森委託
コーポみずなか委託
コーポ中央町一丁目委託
しいの木荘委託
コーポ蛇崩委託
コーポ中央町委託
はぎ荘委託
コーポ柿の木坂委託
コーポ三田委託
コーポ清水町委託
コーポ中町委託
コーポ目黒委託
コーポ目黒本町委託
コーポ目黒本町二丁目委託
コーポ中目黒委託
都営東が丘一丁目丁目シルバーピア委託
都営八雲一丁目シルバーピア委託
常～福祉住宅配置図
常～コーポ中町新築工事図面
常～コーポ目黒本町新築工事図面
常～コーポひじり住宅図面
常～コーポみずなか住宅図面
常～コーポ目黒新築工事図面
常～コーポ中央町住宅図面
常～コーポやなぎ住宅面
常～係ユーザー新パスワード
常～行政手続処分基準
常～東北地方太平洋沖地震関連通知等
常～特養整備資料
常～事故報告
常～通所介護施設現況調査票
目黒区後援等名義使用申請の承認
滞納対策作業部会
地域ケア部会
ホームページ作成・更新
苦情対応連絡会
庶務担当課長会・政策決定会議
庶務通知・資料
常～部防災マニュアル
(常）宮城県塩釜警察署からの照会
常～碑文谷警察署からの照会
調査（財政課）
調査・照会・報告（国・都）
調査・照会・報告（４～９月）
調査・照会・報告（１０～３月）
調査・回答（表彰）
校正
研修・説明会申し込み

庶務・人事研修 常～非常勤雇用

庶務･文書 常～情報公開請求
予算資料
定期監査資料
常～法定調書に関する事務
決算資料
常～包括外部監査
資金管理予定表
常～議会質問・陳情
常～特別養護老人ホームの望ましい在り方
常～民間法人運営に対する要望
常～東京都・区実地指導
補助金実績報告書提出依頼
常～特養建設費・整備費補助要綱
常～特別養護老人ホーム建設費補助の考え方
常～特別養護老人ホーム等建設費補助一覧
常～清徳苑機械浴槽購入助成
常～清徳苑電動ベッド助成
常～清徳会に対する建設等補助の経緯
常～清徳会施設の設置届写等
清徳会建設費等補助金実績報告書
常～清徳会設立経過
清徳会目黒本町在宅ＳＣ建設費補助支出
常～目黒本町在宅ＳＣ補助実績報告書（建設年度）
常～清徳会目黒本町在宅ＳＣ建設費補助
常～清徳会定款
清徳苑建設費補助金支出
常～清徳苑大規模修繕実績報告書（建設年度）
常～清徳苑増築・修繕実績早分かり
常～清徳苑増築・拡張補助実績報告書（建設年度）
常～清徳苑増築・拡張補助金交付決定
常～清徳苑増築・拡張後の施設別面積
常～駒場苑特養ホーム等助成の経緯・概要
愛隣会建設費補助金支出
常～愛隣会定款
常～愛隣会大規模改修に伴う助成の考え方
常～愛隣会大規模改修（６年度工事）

施設調整 施設調整全般

特別養護老人ホーム等建

設費補助

建設費補助全般

区内民間特養ホーム建設

費補助

清徳会建設費補助

清徳会増築・修繕費補助

愛隣会建設費補助

借上住宅委託 借上住宅委託

区有住宅委託 区有住宅委託

都営住宅委託

福祉住宅図面 福祉住宅図面

老人福祉法施行事務 庶務・一般

調査・照会・報告

庶務･財政

高齢福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～愛隣会大規模改修（５年度工事）
常～愛隣会（白寿荘）耐震化補助
常～駒場苑建設費補助
愛隣会建設費補助金実績報告書
常～（社福）三交会事業完了報告書
常～（社福）三交会定款
常～（社福）三交会理事等推薦
常～三交会補助金交付（建設費）
常～三交会補助金交付（特養開設準備金）
常～三交会補助金交付（用地）
三交会建設費補助金実績報告書
三交会補助金支出
常～東京都大規模改修補助要綱
常～東京都施設整備等補助金
常～東京都施設整備費等補助金概要
常～大規模改修補助金補助基準（区）
常～愛隣会大規模改修補助金交付決定
常～愛隣会・清徳会大規模改修補助資料
常～愛隣会・清徳会大規模改修補助の経過

清徳会大規模改修 常～清徳苑大規模改修補助金交付決定

三交会大規模改修 常～三交会大規模改修補助金交付決定
渓流会建設費補助金実績報告書（草花苑）
秋桜の会建設費補助金実績報告書（諏訪の杜）
常～ゆりかご会建設費補助（もくせいの苑）
常～長淵福祉会建設費補助（第２カントリービラ青梅）
倭林会建設費補助支出（成蹊園）
常～倭林会建設費補助（成蹊園）
ゆりかご会建設費補助金実績報告書（もくせいの苑）
ゆりかご会建設費補助支出（もくせいの苑）
長淵福祉会建設費補助金実績報告書（第２カントリービラ青梅）
長淵福祉会建設費補助支出（第２カントリービラ青梅）
倭林会建設費補助金実績報告書（成蹊園）
緑秀会（グリーンロード）建設費補助支出
緑秀会建設費補助金実績報告書（グリーンロード）
常～西原樹林会建設費補助金の経過（平成１７年度～）
常～西原樹林会建設費補助金の経過
常～西原樹林会建設費補助
常～補助金適正化法違反（事故）
常～住民監査請求（西原樹林会）
常～西原樹林会建設費補助金支出
常～社会福祉法人会計基準
常～社会福祉施設に対する補助金・交付金

老人福祉施設補助要綱・

様式
常～ 老人福祉施設整備事業計画説明会

施設点検責任者等
養介護施設虐待
福祉避難所
アスベスト調査
常～福祉施設整備等補助事業通知（国・都）
常～在宅ケア多機能センター指定管理者選定委員会設置要項
常～基本協定書
常～年度協定書
常～条例・条例施行規則
東が丘在宅ケア多機能センター
施設課見積依頼
区報・ホームページ
常～指定管理者引継ぎ（田道在宅ケア多機能センター）
財産処分（東山）
事業計画書
デイからの転用
管理者経歴書
指定管理者制度
常～事業報告書・決算報告
常～施設・備品管理（在宅ケア）
東山在宅ケア多機能センター
危機管理マニュアル
財産処分（東が丘）
施設点検
常～在宅ケア多機能センター工事調整
常～苦情・要望対応票
運営推進会議（在宅ケア）
返還文書（認知デイ）
返還文書（小規模多機能）
財産処分
区報・ホームページ
常～雨水利用施設
常～衛生管理
常～消防設備
常～特定規模電気事業者（PPS)の導入
常～特別養護老人ホーム　口腔ケア
常～福祉避難所協定・覚書
行政財産引渡書
常～指定管理者事業報告書
常～施設管理全般
常～電話回線管理

田道在宅ケア引継文書

在宅ケア多機能センター

特養ホーム運営 特養運営全般

区内民間特養大規模改修

補助金

大規模改修補助金全般

愛隣会大規模改修

区外民間特養ホーム建設

費補助

区外法人（９－２８年

度）
区外法人（１０－２９年

度）

区外法人(１２-３１年

度)
西原樹林会

施設計画 条例・要綱・通知･基準

福祉施設 福祉施設

条例・規則・要綱・協定

運営管理

区内民間特養ホーム建設

費補助

愛隣会建設費補助

三交会建設費補助

高齢福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～特別養護老人ホームの望ましいあり方
感染症対応
施設点検
常～施設巡回点検結果
常～特別養護老人ホームの運営に関する調査
特別養護老人ホーム運営
常～維持保全業務積算標準単価表
常～介護保険制度移行に伴う事業団の課題
常～経営改善計画
常～指定管理者制度導入に向けた事業団の取り組み
常～処遇改善加算金交付事務
事業団委託料
事業団委託料執行状況
事業団工事費
常～事業団との連絡会議
補正予算（事業団）
事業団の自己資金の推移
常～事業団要望書（なかめぐろホーム工事）
常～運営管理委託料の変更について
常～介護支援システム
常～事業団が受け入れた寄付金等の取り扱い
常～事業団規定集
常～事業団要望（医療的ケア）
常～目黒区社会福祉事業団における人件費の取扱いについて
常～委託料で購入する備品の取扱について
常～運営委託料における人件費の取扱いについて

事業団予算資料 常～当初予算（事業団）
常～福祉サービス第三者評価の指針
福祉サービス第三者評価
第三者評価・東京都補助金申請～実績報告（地域福祉包括事業）
東京都補助金資料（平成１５年度～２０年度）
常～福祉サービス第三者評価（中目黒）
常～福祉サービス第三者評価（東が丘）
常～福祉サービス第三者評価（東山）
常～特養東が丘設置届
常～特養中目黒設置届
常～特養東山設置届
常～東山・中目黒ホーム特養入所定員の変更届出書
常～区内民間特養変更届
常～特別養護老人ホーム変更届（介護保険法）
常～特別養護老人ホーム変更届（老人福祉法）
常～契約書（在宅介護支援センター）
常～契約書（短期入所生活介護）
常～契約書（通所介護）
常～契約書（特別養護老人ホーム）
常～特養契約書
常～区立第３特養ホーム用地指定財産現況報告
ひがしやまホーム工事引継書
常～事故報告（東山ホーム）
常～施設・備品管理（ひがしやまホーム）
常～なかめぐろホーム用地取得関係
常～施設・備品管理（なかめぐろホーム）
なかめぐろホーム工事引継書
常～事故報告
常～特養中目黒土地境界
常～施設・備品管理（ひがしがおかホーム）
常～ひがしがおかホーム防火管理体制
ひがしがおかホーム工事引継書
東が丘ホームショートステイ一部休止
常～ひがしがおかホーム瑕疵担保検査
東が丘ホームショートステイ一部休止

目黒中央の家 土地賃貸借契約
常～行政財産使用許可（自動販売機）
常～行政財産の用途変更（中目黒の面積内訳）
自動販売機電気料金資料
常～行政財産使用許可（防火槽・選挙掲示板）
常～テレビ電波障害対応（東が丘）
常～完成図書（<施設名>電波障害補償設備撤去工事）
常～<施設名>北側住民対応
常～テレビ電波障害協定書(５年度)
常～道路占用許可申請（テレビ電波障害対応共架関係）
常～テレビ電波障害資料
常～テレビ電波障害対策共架契約（東電・ＮＴＴ）
常～電柱添架料・共架料支出
常～テレビ電波障害協定書(６年度)
常～社会福祉法人利用者負担軽減申出書
常～区立特養社福減免対象者リスト
口座振替結果通知（１２月分）
口座振替結果通知（４月分）
口座振替結果通知（１月分）
預金口座振替納付届廃止分
口座振替結果通知（３月分）
口座振替結果通知（５月分）
口座振替結果通知（６月分）
口座振替結果通知（７月分）
口座振替結果通知（８月分）

特養ホーム運営

特養中目黒運営

特養東が丘運営

区立特養行政財産使用許

可

<施設名>近隣対応

社福利用者負担軽減

第三者評価

区立施設第三者評価

設置届

変更届

契約書

特養東山運営

口座振替結果

特養運営全般

事業団

高齢福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
口座振替結果通知（９月分）
口座振替結果通知（１１月分）
口座振替結果通知（１０月分）
口座振替結果通知（２月分）
目的外使用許可
常～物品貸付契約書
常～財産台帳
土地賃借料支出
氷川ホーム契約書
現況報告
常～施設管理全般
施設点検
常～保安管理業務委託契約
区報・ホームページ

物品管理 常～物品引渡書・受領書
高齢者センター指定管理者の指定
常～事業報告書・決算報告書（事業団・高齢者センター）
指定管理施設月次報告
常～情報公開・個人情報保護審議会（指定管理者）
常～２１年度以降の実施方針
常～区内業者の活用
常～高齢者センター関係所管打ち合わせ会
常～指定管理者に係る調査・アンケート
常～指定管理者向け保険
常～指定管理者制度における暴力団排除措置について
常～利用承認書名義
公契約条例
常～機能訓練室の指定管理の考え方
常～指定の通知・指定の告示
常～指定管理者の指定
常～指定管理者制度資料
常～消防関係の届出の取扱い
常～情報セキュリティ対策
常～情報化推進委員会（指定管理者）
常～指定管理者基本協定（高齢者センター）
高齢者センター
備品総括表（貸付物品）
常～管理委託物品処分
常～基本協定書の変更について（暴対法）２４年度
常～協定書に係る印紙税の取扱
常～高齢者センター基本協定書（平成２１～２５年度）
常～指定管理者基本協定(在宅ケア多機能センター)
常～指定管理者基本協定（機能訓練室）
常～指定管理者基本協定（特養等）
常～指定管理者基本協定（平成１８年度締結）
常～指定管理者年度協定（機能訓練室）
常～指定管理者年度協定（高齢者センター）
常～指定管理者年度協定（特養等）
常～備品台帳（事業団）
常～標準基本協定
管理業務の再委託
常～指定管理者仮協定書
常～情報処理機器使用・電子計算組織結合協議
個人情報保護管理責任者等報告書
事業団口座状況確認表
収納一覧表
地球温暖化対策報告
消防設備点検報告書
職員配置協議・実績報告
事業報告書・決算報告書
事業計画及び収支予算
常～地球温暖化対策報告書ハンドブック(２３年度)
常～区立特養入所状況
常～指定管理者の運営評価
常～運営評価委員会
自己評価
高齢者施設指定管理者運営評価
常～自己評価
常～第三者評価要綱
常～第三者評価

利用料金制 常～都区への届出

常～令和元年度田道在宅ケア多機能センター指定管理者選定評価委員会（第２回）
高齢者センター指定管理者選考
常～選定評価委員会

常～令和元年度田道在宅ケア多機能センター指定管理者選定評価委員会（第１回）
常～在宅ケア多機能センター選定委員会
常～選定評価委員会設置要綱

常～令和元年度田道在宅ケア多機能センター指定管理者選定評価委員会（第４回）
常～令和元年度田道在宅ケア多機能センター指定管理者選定評価委員会

常～令和元年度田道在宅ケア多機能センター指定管理者選定評価委員会（第３回）
常～高齢者センター指定管理者募集
常～募集要項作成のための資料
常～令和元年度田道在宅ケア多機能センター指定管理者選定募集要項
常～在宅ケア多機能センター募集要項
常～継続評価集計

ケアプランセンター

特養ホーム運営

選定評価委員会 選定評価委員会

募集要項

選定基準

指定管理者制度 指定管理者制度全般

指定管理者基本協定

報告・申出（事業団）

運営評価

口座振替結果

都市型軽費老人ホーム 施設管理

高齢福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～選定基準（公募）
常～選定基準（継続）
常～公募評価集計
常～公募二次評価における質問
常～継続指定申請書（２１～３０年度）事業団
常～細目協議（継続）
常～指定管理者候補者の決定
常～指定管理者指定申請添付書類
常～高齢者センター指定管理者制度細目協議
常～指定申請書（奉優会）
常～指定申請書（事業団）
常～指定議案（２１年度以降分）
常～質問票及び回答
常～田道ふれあい館駐車場使用申請書・調査等
常～田道ふれあい館２階飲料自販機
常～ふれあい館Ｂ１階シルバー人材センター
田道ふれあい館事業所調整
田道ふれあい館各事業所連絡会
常～田道ふれあい館目的外使用許可
常～田道ふれあい館内相談対応
常～田道ふれあい館土地利用契約
田道ふれあい館夜間警備にかかる経費見積書
田道ふれあい館工事費の見積もり
常～事故・苦情・要望・その他報告書
常～事業用大規模建築物再利用計画
常～田道ふれあい館総合パンフレット
常～田道ふれあい館施設点検
常～田道ふれあい館工事調整
常～管理委託業務評価
常～田道ふれあい館の機械警備について
常～田道ふれあい館における節電
常～施設管理にかかる資料（その他）
常～土地登記簿謄本・求積図
常～　平成２９年度　物件損害に関する承諾書
田道ふれあい館防災対応マニュアル
常～管理権原者
常～消防計画
常～消防特例認定申請
常～防火管理者
常～防火管理者の業務の委託に関する契約書
常～防災対応マニュアル
常～自衛消防訓練
常～高齢者センター目的外使用事務要綱
常～事故報告・処理
常～利用登録・団体登録・行政利用
常～施設予約システム
常～入浴事業の改善について
常～年間契約（高齢者センターマッサージ機レンタル）
常～利用団体登録・更新（過年度分）
高齢者センター委託料
高齢者センター運営委員会
常～苦情処理
常～講習会・講演会・事業等にかかる資料
常～高齢者センター広報（ホームページ・区報等）
常～備品・物品等の管理・購入
常～目的外利用団体登録更新・申請等
目的外使用承認
財政援助団体等監査
事業実績報告
常～高齢者センター内における調査及び研究活動等の許可
講習会・講演会・事業
常～運営委員会設置
常～高齢者センター概要
常～高齢者センター施設点検
常～高齢者センター資料
常～高齢者センター事業計画書
常～高齢者センター変更届
常～高齢者センター条例・規則・要綱（事業開始～）

在宅サービス全般 常～事業評価調査
常～<施設名>家族対応
常～高齢者サービス調整チーム設置要綱廃止の件
常～田道高齢者在宅サービスセンター改修工事
常～目黒清掃工場還元施設の整備計画
常～田道デイサービス改修関連
継～福祉改革推進事業
常～権利擁護委員会補助金
継～権利擁護補助金

準備検討会 権利擁護センター設立準備にかかる検討報告書
常～老人保健事業補助金
常～東京都福祉改革推進事業
常～生活困難者に対する利用者負担額軽減措置事業
常～高齢者在宅サービスセンター等緊急整備支援事業（補助金）
常～介護予防、地域支えあい事業
常～在宅福祉事業補助金
常～老人保健事業補助金の手引
東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金（民間特養）

国・都補助金 国・都補助金

田道ふれあい館 ふれあい館運営

施設管理

消防

高齢者センター 高齢者センター運営

選定評価委員会

選定基準

指定申請書

在宅サービス共通
重要案件

権利擁護補助金

条例・規則・要綱

高齢福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
特養建設費整備指針

介護保険全般 常～被爆者介護報酬減免
常～介護保険指定申請（東が丘）
常～介護保険指定申請（田道）
常～介護保険指定申請（中目黒）
常～介護保険指定申請（介護予防・全施設）
常～指定更新申請
常～生活保護法指定介護機関の指定申請
常～介護保険事業者指定にかかる資料
常～特養定員変更に係る老人福祉法変更届
常～介護保険指定申請（東山）
常～介護保険指定申請全般・機能訓練室
常～区立特養ホーム変更届（平成１８年度、１９年度）
常～区立在宅介護支援センター変更届
常～区立高齢者在宅Ｓ．Ｃ変更届（平成１９年度）

常～区立高齢者在宅Ｓ．Ｃ変更届（認知）（平成１８年度）（平成１９年度）
常～区立高齢者在宅Ｓ．Ｃ変更届（～平成１８年度）
常～短期入所生活介護変更届（平成２０年度～）
常～認知症対応型通所介護　変更届（平成２０年度～）
常～東山・中目黒ショートステイ定員変更
常～通所介護変更届（平成２０年度～）

業務管理体制整備 常～業務管理体制の整備に係る届出
常～たんの吸引等のための特定行為事業者登録申請
常～指定更新通知書
常～指定更新申請（認知デイ）
常～廃止届
常～機能訓練室廃止届
常～契約書（短期入所生活介護）（介護予防通所短期入所生活介護）

常～契約書（通所リハビリテーション）（介護予防通所リハビリテーション）
常～契約書（通所介護）（介護予防通所介護）
常～契約書（居宅介護支援）
常～介護保険制度による区民との利用契約
常～契約書の改正
常～介護保険契約書

利用料減免 利用料減免 常～受領委任払協定

常～やむをえない事由による措置にかかる補助要綱（老福法第１０条の４）
常～事業団送迎車（車輌）
常～福祉局業務報告
高齢者在宅サービスセンター実地指導
常～区立デイ廃止関連資料
常～社会福祉法人会計基準
常～職員給与公私格差是正格付基準（事業給与・振興財団）
常～保険関係資料
常～東京都在宅福祉サービス推進等事業補助要綱
常～福祉入浴援助事業に関する通知（デイセントー事業）
常～老人デイサービス事業運営要綱（国）
常～老人居宅生活支援事業に関する届出の通知
常～痴呆性高齢者デイホーム要綱＜東京都＞
常～痴呆性高齢者グループホーム設置促進事業実施要綱（東京都）
常～痴呆性高齢者グループホーム開設の手引き
常～地域デイホーム事業実施要綱（東京都）
常～条例改正・規則改正（在宅サービスセンター、介護支援センター）
常～高齢者在宅サービスセンター事業実施要綱（目黒区・新）
常～高齢者在宅サービスセンター事業実施要綱（目黒区・旧）
常～ショートステイ事業実施要綱（東京都）
常～高齢者在宅サービスセンター事業実施要綱（東京都）

医師会連絡票 常～医師連絡票管理全般
常～送迎車仕様書
常～覚書（デイホーム等送迎バス）（各センター・機能訓練室）
常～事故処理の流れ・見舞金支給の方法
常～事故見舞金（台帳・資料）
常～事故報告書（各施設）

目黒本町高齢者在宅サー

ビスセンター
通所リハビリセンターへの転用（問合せ）

三交会 常～（社福）三交会開設準備経費支給要領

東が丘高齢者在宅サービ

スセンター
常～東が丘（設置届）

常～田道（施設・設備）
常～田道（還元施設運営方針）
常～田道（設置届）

中目黒高齢者在宅サービ

スセンター
常～中目黒（事業開始届）

中央町高齢者在宅サービ

スセンター
常～中央町高齢者在宅サービスセンター（設置届・備品）

東山高齢者在宅サービス

センター
常～東山（設置届）

常～在宅介護支援センター委託内容・実績報告様式
常～区立在宅介護支援センター営業日変更（告示・運営規定変更）
在宅介護支援センター実績報告書
在宅介護支援センター補助金支出
常～在宅介護支援センター会議・説明会資料等
常～在宅介護支援センター条例規則改正
常～在宅介護支援センター条例施行規則の改正（平成１９年８月１日公布）
常～在支・目黒区事業要綱
常～在支補助要綱

事故報告

高齢者在宅サービスセン

ター施設管理（民間法

人）
高齢者在宅サービスセン

ター施設管理（社福）
田道高齢者在宅サービス

センター

在宅介護支援センター 支援センター運営管理

在宅事業・補助要綱

介護保険（在宅系） 指定内容変更

指定更新申請

指定廃止

契約書

高齢者在宅サービスセン

ター事業管理

事業管理全般

在宅事業参考資料

事業実施要綱

在宅ＳＣ運営業者委託

国・都補助金 国・都補助金

介護保険
介護保険指定申請

高齢福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～在支・事業実施要綱（ 新版）
常～在宅介護支援センター運営事業実施要綱

常～在支要綱（旧）
常～在宅介護支援センター重要資料
常～東京共済病院付属老人保健施設・在宅介護支援センター
常～ケアマネ研修・オリエンテーション
常～目黒区在宅介護支援センター受託事業者（申込書・ヒアリング）
常～目黒区在宅介護支援センター（立ち上げ・募集要項・内定者）
常～在宅介護相談薬局
常～在宅介護支援センター運営協議書
常～在宅介護支援センター整備
常～在宅介護支援センターの選定
常～在宅介護支援センター（単独型）運営委託
常～下目黒在宅介護支援センター設置届
常～清徳会在宅介護支援センター設置届
常～目黒本町在宅介護支援センター設置届
常～祐天寺在宅介護支援センター設置届
常～目黒区社会福祉協議会在宅介護支援センター設置届
常～八雲在宅介護支援センター設置届
常～三交会在宅介護支援センター設置届
常～在支変更届
常～目黒区医師会立在宅介護支援センター設置届
常～東山在宅介護支援センター設置届
常～東京共済病院在宅介護支援センター設置届
常～洗足在宅介護支援センター設置届
常～大橋在宅介護支援センター設置届
常～中根在宅介護支援センター設置届
常～東が丘在宅介護支援センター設置届
行政財産
在支廃止
区立在宅介護支援センター事業見直し
常～在宅介護支援センター補助金交付要綱
常～在宅介護支援センター資料

地域包括支援センター 地域包括支援センター 常～地域包括支援センター

高齢者センター各種届 常～高齢者センター各種届
常～設備整備費補助金の実績報告（平成３年度）
常～設備整備費補助金の実績報告（平成４年度）（高齢者在宅ＳＣ分）

常～設備整備費補助金の実績報告（平成４年度）（老人福祉センター分）
常～補助金に係る財産処分
常～設備整備費補助金の実績報告（平成２年度）

条例・規則・要綱 常～生活福祉委員会資料・議事録
常～福祉機器展示物品一覧
常～福祉機器貸借契約書
常～機能訓練室様式
常～周知活動・広報等
常～機能訓練室／高齢福祉課連絡会
常～機能訓練室資料

業務改善 常～２０年度事業運営
常～地域リハビリテーション
常～各区の訓練事業（平成１８年度以前）

機能訓練事業要綱 常～機能訓練事業要綱及び改正（平成１８年度以前）
介護給付費科目更正
介護給付費歳入調定（在支）
介護職員処遇改善加算実績報告
介護職員処遇改善加算支出
常～居宅サービス介護報酬関連
常～給付管理総括票

介護職員処遇改善交付金 常～介護職員処遇改善交付金事業
常～区立高齢者在宅ＳＣ介護給付費算定体制届（～平成１９年度）

常～区立高齢者在宅ＳＣ介護給付費算定体制届（地域密着型）（～平成１９年度）

常～区立高齢者在宅ＳＣ介護給付費算定体制届（地域密着型）（平成２０年度～）
常～区立特養ホーム介護給付費算定体制届（介護保険発足時）

常～介護給付費の請求及び受領に関する届け

常～区立高齢者在宅ＳＣ介護給付費算定体制届（平成２０年度～）
常～区立特養ホーム介護給付費算定体制届（～平成１９年度）
常～区立特養ホーム介護給付費算定体制届（平成２０年度～）
利用料金制度
常～利用料金歳入システム新規（平成１９年度）
収入未済繰越
常～利用料金等資料
常～請求注意リスト
常～徴収事務委託資料
常～歳出戻入・歳入還付
不納欠損（介護保険自己負担金）
常～債権管理にかかる資料・文書
常～利用料未払い台帳
常～利用料金再請求（平成２０年度以前）
常～利用料金再催促分
情報課推進委員会
常～収納アウトソーシングの件
利用料金制度
常～ショートステイ定員変更資料
常～特養定員変更に係る老人福祉法変更届
常～ショートステイ定員の告示
常～ショートステイ定員変更承認申請追加資料

介護給付費 介護給付費歳入

介護給付費全般

介護給付費届出

利用料金
利用料金歳入

利用料金滞納対策

収納事務

ショートステイ全般 特養条例規則（ＳＳ関

係）

在宅介護支援センター

在宅事業・補助要綱

在介センター資料

在宅介護支援センター介

護保険基盤整備

在支設置届

在宅介護支援センター

機能訓練室
補助金

介護情報室

機能訓練室庶務

機能訓練事業庶務

高齢福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～区立ショートステイ定員変更
常～区立特養ホーム条例施行規則改正
常～ショートステイ定員変更に伴う条例改正
常～ショートステイ実績
常～ショートステイ調査結果資料
常～ショートステイ連絡会
ショートステイ実績
常～ショートステイ資料
ショートステイ食費
常～緊急ショートステイ（区・都）
常～ショートステイ居宅介護支援事業者連絡会資料
常～ショートステイ通知
常～ショートステイ運営

日扇会緊急一時保護 常～緊急一時保護事業（日扇会）運営基準
常～民間ショートステイ資料
常～清徳苑ショートステイ
常～駒場苑ショートステイ
常～さくら苑ショートステイ
ショートステイ申込書（６月～８月）
ショートステイ申込書（９月～１１月）
ショートステイ申込書（１２月～２月）
ショートステイ申込書（３月～５月）
常～東山ショートステイ
常～東が丘ショートステイ
常～中目黒ショートステイ
常～医師判断の従来型個室利用
常～ショートステイ（区立）
常～緊急ショートステイ運営
常～委託施設資料
常～緊急ショートステイ事業委託契約
常～緊急ショートステイ事業実施要綱
緊急ショートステイ実績
常～緊急ショートステイ補助金
常～生活福祉委員会報告
緊急ショートステイ利用承認書・依頼書
常～緊急ショートステイ他自治体資料
常～短期入院病床確保事業資料
周知文・通知・連絡
短期入院病床確保事業利用実績
委託料の契約・支出
常～短期入院病床確保事業補助金
短期入院病床確保事業実務担当者連絡会
実績報告書・確定通知
補助金
要綱
申請書類・決定通知
ポスター・チラシ等周知
区報・ホームページ
参加者名簿
通知・依頼
実績報告書
調査・通知
概要資料
要綱
申請書類・決定通知
区報・ホームページ
介護職員初任者研修受講費補助実施要綱
研修・講演会
交付申請・決定通知
要綱

区市町村介護人材緊急確

保対策事業
区市町村介護人材緊急確保対策事業

常～デイホーム他区の動向
常～デイホームの日常生活費
常～デイサービス送迎
常～「デイサービスへ行こう！」
常～デイホーム運営
常～認知症対応型通所介護（認知デイ・地域密着型サービス）
常～音楽療法
常～認知症高齢者関連
常～通所介護事業者所長会
常～通所介護に関するアンケート（平成１２年度）
常～区立学校施設活用（ミニデイホーム）
常～デイサービス運営
常～認知デイ実地指導
区立デイサービスの一部廃止
常～区立高齢者在宅ＳＣ通所介護連絡会
常～通所介護利用について
常～田道高齢者在宅ＳＣ運行業務委託
常～区立高齢者在宅ＳＣ面積
常～区立高齢者在宅ＳＣのあり方
常～田道入浴コース
常～通所介護人員配置
常～通所介護スポット利用

センター・運営調整 常～中央町高齢者在宅サービスセンター廃止

短期入院 短期入院

介護人材確保事業 介護職員宿舎借上げ事業

介護人材採用相談会

介護・福祉人材育成事業

介護職員初任者研修受講

費補助

同性介護強化のための確

保対策

デイサービス デイサービス全般

区立高齢者在宅Ｓ.Ｃ

デイホーム改善運用

ショートステイ全般 特養条例規則（ＳＳ関

係）

ショートステイ全般

ショートステイ（民間施

設）

ショートステイ（区立施

設）

緊急ショートステイ 緊急ショートステイ

高齢福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～通所リハビリテーション事業開始
常～通所リハビリテーション事業資料
常～通所リハビリテーション事業／管理者不在
常～福祉情報システム認証カード
係長会資料（４月～９月）
常～金券整理簿
常～区議会答弁
常～庁用車車検
庁内通知
広聴
危機管理会議資料
目黒区地域福祉審議会
議会
常～住民会議代表・町会長名簿＜取扱注意＞
庁外調査物
寄付申出
他団体からの通知・依頼
常～保健医療福祉計画
めぐろ区報
常～光化学スモッグ対応
他所管から老人いこいの家宛の掲示依頼
庁内調査・回答(１０～３月)
庁内調査・回答(４～９月)
よりよい職場づくりのための改善策実施（いきがい支援係）
係長会資料（１０月～３月）
ホームページ更新・作成
常～個人情報業務登録届出書
ファイル基準表
いこいの家用ファイリング
常～公印処理台帳
常～老人いこいの家条例
常～保存箱引継票
常～公印
研修
事故報告（いこいの家以外）
常～所要人員調査
常～非常勤職員取扱要綱
安全衛生
常～組織改正　２０
臨時職員任用
会計年度任用職員の任用
人事通知
常～事故報告
職務専念義務免除申請書（いきがい支援係）
振替命令簿（いこいの家職員）
振替命令簿（いきがい支援係）
いこいの家職員勤務マニュアル
職務専念義務免除申請書（いこいの家）
欠勤・遅参・早退届（いきがい支援係臨時職員）
出勤簿(老人いこいの家・非常勤職員分)
出勤確認簿（老人いこいの家・常勤職員分）
出勤確認簿（老人いこいの家・再任用職員分）
休暇簿（老人いこいの家）
休暇簿（いきがい支援係）
常～服務取扱
飲食届
非常勤職員年次有給休暇簿（いこいの家）
超過勤務等命令簿（いこいの家）
非常勤職員年次有給休暇簿（いきがい支援係）
法定調書・源泉徴収票
旅行命令簿（いこいの家）（非常勤）
給与減額免除申請簿
通勤費認定確認リスト(いこいの家)
非常勤・報酬　旅行命令簿（いきがい支援）
旅行命令簿（いこいの家）（常勤・再任用）
支払調書作成台帳
常～給与事務の手引き
常～旅費事務の手引き
臨時職員雇用決定書
賃金仕訳書
常～臨時職員募集（平成２２年）
常～口座振替依頼書
臨時職員出勤簿
雇用承諾書兼勤務条件明示書
土曜日勤務臨時職員予定表
履歴書
臨時職員意向調査書
常～自動体外式除細動器（ＡＥＤ）リース
通信カラオケ機器リース
常～契約の事務について
常～カラオケカタログ
次年度予算見積もり
補正１号
補正２号
予算通知
予算特別委員会

いきがい支援係共通 庶務

文書

人事

服務

給与

いこいの家臨時職員

財務

予算編成

通所リハビリテーション 通所リハビリテーション

高齢福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
監査資料
監査通知
決算資料
常～敬老事業送付先変更希望者
敬老事業対象者統計
常～老人の日・老人週間
常～敬老事業経年統計
常～敬老会・見直し
常～敬老金等見直し関係資料
常～敬老金廃止資料
常～敬老事業見直し・２３区アンケート
常～特別敬老記念品料（１００歳）
敬老記念品料支出
常～苦情・意見まとめ
臨時職員出勤簿
民生委員連絡協議会資料
民生委員引渡し・回収簿
封筒印刷
該当者名簿（住所順）
敬老記念品料お問い合わせ等
常～情報課打ち合わせ
常～事業マニュアル（敬老記念品料）
敬老記念品料贈呈実施起案
区長・あいさつ文
現金出納簿
臨時職員賃金
常～敬老記念品料の経過
民生委員報償費支出
敬老記念品　転入・転出者リスト
寄付届
「未配布」及び「辞退」内訳書
敬老記念品料通知戻り
配布報告書・北部地区（NO.１～３５）
配布報告書・南部地区（NO.１２２～１５９）
未配布リスト
配布報告書・中央地区（NO.７４～１２１）
配布報告書・西部地区（NO.１６０～２１０）
施設分（NO.９００～　）
常～民生委員名簿
再通知
配布報告書・東部地区（NO.３６～７３）
１００歳以上リスト（１０月～３月）
１００歳以上リスト（４月～９月）
次年度用百歳以上リスト・仮名簿
訪問個人票
常～事務処理マニュアル
特別記念品料支出
百歳高齢者等訪問・実施起案
都・百歳以上高齢者調査
常～事務処理マニュアル
戸籍抄本（目黒区以外）
戸籍抄本（目黒区）
都・新百歳祝い品
都・百歳以上長寿者変動報告書
敬老のつどい実施起案
総合庁舎内作業届、庁舎管理課提出文
敬老のつどい手引き
事務処理マニュアル
常～案内表示見本
敬老のつどいプログラム
敬老のつどい手話通訳等謝礼
敬老のつどい運営補助委託資料
派遣・応援依頼
警察への安全確認
事前説明会（高齢福祉課内向け）
敬老のつどい招待者（来賓）名簿
敬老のつどい招待者（８０歳）案内用名簿
８０歳用招待状・引抜・郵送
敬老のつどい招待状の送付
敬老のつどい招待状（８０歳）郵便返戻
記念土産見本・資料
記念土産選定会
芸能業者選定
常～芸能委託の価格評価
芸能業者との打ち合わせ
芸能選定企画書原本
パーシモンホールとの事前打ち合わせ
常～パーシモンホール利用申請(当年度分)
常～パーシモンホール利用申請(次年度以降分)
常～パーシモンホール資料
パーシモンホール無料駐車証写し
常～敬老のつどいアンケート集計
応援職員向けアンケート
敬老のつどいアンケート原本
敬老作文実施起案
区立小学校等への協力依頼

芸能

敬老のつどい会場

手引き・マニュアル

印刷・浄書

敬老のつどい経費

応援・派遣

招待者・来賓

記念土産

敬老のつどいアンケート

敬老作文

敬老のつどい 敬老のつどい全般

いきがい支援係共通

決算・監査

敬老事業 敬老事業全般

検討・見直し資料

敬老記念品料全般

敬老記念品料配布

特別記念品料

都・百歳以上高齢者調査

高齢福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
敬老作文選定委員会
敬老作文の選定結果
収録集の印刷
敬老作文の校正
収録集の配布
常～苦情相談
常～事業実績表
月報・報告書
東京労働局調査回答
常～求職登録台帳
求職登録申請書（有効分）
常～内職見本
常～求人登録台帳（事業所）
常～事業所訪問・求人状況調査
常～事業所名簿・求人登録申請書
季刊　家内労働
内職行政連絡協議会
ポスター掲示・チラシ配布依頼
講演会
常～要綱
アンケート
実施起案等
講師等謝礼金
常～地域活動体験講座資料
常～資料
地域活動体験講座
ステップアップ研修　出欠票兼アンケート
ポイント手帳
常～いきいきポイント事業　様式類
ポスター・チラシ
常～新規対象活動施設検討資料
常～いきいきポイント事業受入機関指定申請書
常～要綱
こども食堂用マニュアル
介護保険サービス受給照会
いきいきサポーター登録変更届出書
ポイント交換申請書
調査回答
いきいきサポーター登録取消届出書
常～いきいきサポーター登録簿
常～いきいきサポーター登録申請書
実施起案
講師謝礼
研修・登録会
ポイント交換受領書
ボランティア保険
ステップアップ研修
お知らせ
常～要綱・協定
完了報告届
常～会食サービス引継資料
再委託承諾書
補助金の支出
会食サービス利用申請書
会食サービス利用者決定
会食サービス利用者辞退届
広報（公営掲示板・町会等回覧）
実績報告
常～ポスター・チラシ
アンケート
常～　シルバーパスチラシ等原稿
シルバーパス広報
シルバーパス周知
シルバーパス問い合わせマニュアル
シルバーパス常設発行窓口
シルバーパス一斉更新
シルバーパス一斉更新会場確保

シルバーパス制度 常～ポスター・チラシの取扱い
施設管理担当ミーティング
田道ふれあい館まつり
田道ふれあい館事業所調整
常～田道ふれあい館目的外使用許可・行政利用承認
田道ふれあい館土地利用契約
田道ふれあい館駐車場使用申請書・調査等
田道ふれあい館工事費の見積り
常～施設管理にかかる資料（その他）
事業用大規模建築物再利用計画
常～事故・苦情・要望・その他報告書
管理委託業務評価
常～防火管理者
常～防災対応マニュアル
常～管理権原者
常～防火管理者の業務の委託に関する契約書
常～自衛消防訓練
常～消防計画
田道ふれあい館消防設備等点検結果報告

田道ふれあい館 ふれあい館運営

施設管理

めぐろシニアいきいきポ

イント事業

地域交流サロン・会食

サービス

シルバーパス シルバーパス庶務

シルバーパス更新

高齢者いきがい支援事業 地域デビュー支援事業

敬老作文

敬老作文収録集

内職相談 内職相談全般

求職

求人

東京都

敬老のつどい

消防

高齢福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
部局会議資料
運営評価シート
常～事故報告・処理
常～年間契約（マッサージ機リース）
常～備品・物品等の管理・購入
常～目的外利用団体登録・更新等
常～利用登録・団体登録・行政利用
公契約条例
高齢者センター広報（ホームページ・区報等）
事業実績報告
事故報告
常～施設予約システム
常～高齢者センター事業計画書
常～高齢者センター資料
常～講習会・講演会・事業等にかかる資料
決算書（高齢者センター）
常～苦情処理
常～運営委員会設置
財団援助団体等監査
高齢者センター委託料
高齢者センター運営委員会
常～老人クラブ会員証（老人いこいの家準利用証）
老人いこいの家職員あて通知
老人いこいの家新人研修
常～備品管理
常～老人いこいの家案内図
防火管理者
環境測定
常～単独いこいの家キーボックス暗証番号
常～利用者緊急連絡先記入票
常～老人いこいの家職員執務マニュアル
常～老人いこいの家日曜開館要綱
常～老人いこいの家臨時休館
常～台風１９号対応
大韓老人会大邱広域市連合会視察（東山老人いこいの家）
老人いこいの家振替休日の開館について
老人いこいの家管理　就業シルバー会員名簿
事故報告

事務連絡会 事務連絡会
私用電話
電力需給契約（老人いこいの家）
公共料金（８月～９月）
公共料金（６月～７月）
公共料金（４月～５月）
公共料金（２月～３月）
公共料金（１２月～１月）
公共料金（１０月～１１月）
常～電力契約（長期契約割引約款）
ケーブルテレビ使用料
行政利用
常～上目黒老人いこいの家（貯水槽）
常～原町老人いこいの家（目黒消防団）
常～平町老人いこいの家（電柱設置）
目的外使用
常～行政財産目的外使用申請・許可通知マニュアル
常～原町老人いこいの家（防災資機材倉庫）
常～駒場老人いこいの家（区老連倉庫）
常～自販機見直し
常～施設福祉環境基準
常～床暖房改収工事
常～庁外施設監査実施結果
常～老人いこいの家あり方検討会（平成２０年度）
常～老人いこいの家改築について
常～老人いこいの家管理運営について（併設の所管替問題含）
常～老人いこいの家見直検討結果報告書
常～老人いこいの家配置のあり方について
常～公共施設の緑化の手引き
常～基本計画改定
常～指定管理者制度プラン
物品帳票等請求書
物品（清掃用品・消耗品）
煎茶等注文書
物品（事務用品）
行政利用
常～単独いこいの家平面図
常～老人いこいの家概要一覧表
常～老人いこいの家設計基準（併設）
常～併設いこいの家施設概要
常～併設いこいの家平面図
常～単独いこいの家施設概要
施設点検日誌（４～６月分）
施設点検日誌（１～３月分）
老人いこい施設点検(６ヶ月）
常～施設点検の手引き
老人いこいの家点検責任者等選任書
施設点検日誌（７～９月分）

施設概要全般

老人いこいの家施設点検

老人いこいの家共通 老人いこいの家全般

公共料金

行政財産目的外使用

施設見直し

用品

指定管理者制度 運営評価

高齢者センター 高齢者センター運営

老人いこいの家施設

高齢福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
施設点検日誌（１０～１２月分）
施設点検委託
いこいの家利用状況報告（４～６月分）
いこいの家利用状況報告（１０～１２月分）
いこいの家利用状況報告（１～３月分）
いこいの家利用状況報告（７～９月分）
常～様式類
老人いこいの家目的外利用団体登録簿
常～老人いこいの家目的外利用団体登録申請・変更届・再交付
常～老人いこいの家目的外利用要綱・目的外利用団体登録基準
老人いこい家目的外備品使用申請書（クラブ用）
常～自主グループ検討
常～自主グループ登録申請書
シャッター点検委託
ガスヒートポンプ保守点検委託
屋上緑化保守委託
機械設備保守点検委託
警報設備保守点検委託
自動扉保守点検委託
消火器保守点検委託
消防設備保守点検委託
ヘルストロン点検委託
エレベータ保守点検委託
常～消防用設備等点検結果報告書
雨樋清掃委託
産業廃棄物マニュフェスト
廃棄物処理委託
廃棄物処理表
窓ガラス清掃委託
カーペットクリーニング委託
グリストラップ清掃委託
老人いこいの家管理運営委託
植木等手入委託

住区住民会議委託 老人いこいの家管理運営委託（住区住民会議）
常～機械警備(目黒地区老人いこいの家)
機械警備報告書(碑文谷地区老人いこいの家)
常～機械警備(平町老人いこいの家及び大岡山学童保育クラブ)
常～機械警備(碑文谷地区老人いこいの家)
常～機械警備(中町老人いこいの家)
機械警備報告書(平町老人いこいの家及び大岡山学童保育クラブ)
施設防除虫委託
カーテン・座布団カバークリーニング委託
当年度委託作業一覧
地域交流会（北部地区）
地域交流会
地域交流会（西部地区）
地域交流会（中央地区）
地域交流会（南部地区）
地域交流会（東部地区）
講習会アンケート
講師謝礼金請求書用紙
講習会実施報告書
ポスター・チラシ配布
常～講習会講師名簿
次年度講習会種目調査
講習会申込はがき
講師謝礼金（納入通知書）
募集結果
講習会謝礼金
講習会実施起案
常～受講者選考事務要領
常～　講習会資料
いこいの家出前講座
通信カラオケ脳トレ講習会
涼み処・のぼり旗
ご近所茶フェ
東根

大橋 常～大橋老人いこいの家計画案
常～東山老人いこいの家レイアウト変更
常～東山小学校改築検討会実務担当者会 ２０ ２１
常～東山小学校改築検討会実務担当者会 ２２

上目黒 上目黒老人いこいの家自主グループの利用
原町 常～原町老人いこいの家避難路用地について
原町 原町老人いこいの家（目黒消防団）
大岡山東 常～大岡山東いこいの家休館日に関する検討
自由が丘 常～自由が丘いこいの家土地境界確認

常～八雲老人いこいの家設備計画
常～八雲老人いこいの家図面
常～八雲老人いこいの家建設打合会議録
常～八雲老人いこいの家条例改正
常～八雲老人いこいの家要望・住民対応
常～八雲老人いこいの家複合施設開設日程
常～八雲老人いこいの家開設準備（備品関係）
常～八雲老人いこいの家基本構想
常～八雲老人いこいの家基本設計
常～八雲・中根西老人いこいの家財産用途変更について

地域交流会

いこいの家講習会

その他事業

八雲

老人いこいの家各施設

その他委託

老人いこいの家施設点検

利用状況

目的外利用

自主グループ

涼み処

老人いこいの家事業

東山

老人いこいの家委託 保守点検委託

ゴミ・清掃委託

シルバー人材委託

機械警備委託

老人いこいの家施設

高齢福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～平町老人いこいの家改築(平成１９年度)
常～平町改築説明会(平成１９～２１年度)
常～平町老人いこいの家シロアリ駆除保証書
常～平町老人いこいの家改築(平成２０年度・２１年度)
常～平町老人いこいの家改築に伴う電気設備

高齢者ふれあいの家 常～高齢者ふれあいの家資料
常～碑住区センター内装工事
使用承認（碑住区センター４０周年記念イベント）

月光原 ご近助茶フェ
常～老人クラブ便利帳（H２３～H２７)
老人クラブに係る調査・回答
老人クラブ保険
常～老人クラブ便利帳（印刷原稿）
老人クラブに係る通知・依頼
単位クラブ総会資料（目黒地区）
老人クラブ会計相談
単位クラブ総会資料（碑文谷地区）
常～単位クラブ会則（目黒地区）
常～単位クラブ会則（碑文谷地区）
常～クラブ別活動状況
老人クラブに係る報道・新聞記事等
常～老人クラブ会員年代別内訳
常～クラブ別会員数の推移
常～高齢者相互支援活動・地域支え合い活動推進モデル事業実施
常～健康マージャン順守事項
常～高齢者の生きがいと健康づくり推進（事例集）
常～友愛活動に係る資料
常～阪神・淡路大震災（老人クラブの活動記録）

全国老人クラブ連合会 全老連（広報紙）
東老連（本年度）事業計画
東老連通知（１０月～１２月）
東老連通知（１月～３月）
東老連通知（４月～６月）
東老連通知（７月～９月）
東老連　申込書（講習会・大会参加）
機関紙「東老連」
東老連　申込書（研修会）
東老連　女性部
東老連　健康づくり大学
東老連　各種調査・回答
区市町村連合会長および老人クラブ担当者会議
東京都調書
常～（東京都）区市町村老人クラブ連合会運営要綱
常～老人クラブ表彰一覧
単一老人クラブ会長（変更届）
常～単一老人クラブ役員名簿
常～区老連役員名簿
会員名簿（碑文谷地区）
会員名簿（目黒地区）
常～老人クラブ運営相談（八雲会）
常～老人クラブ解散相談資料（三寿会）
常～老人クラブ整備（鷹番）
常～老人クラブ廃止・休止届・変更届
常～老人クラブ運営相談（中根会）
常～老人クラブ移転資料（宿山亀寿会）
老人クラブ助成金支出
助成金申請に係る受付事務マニュアル
社会福祉協議会助成金
常～助成金口座振替依頼書
老人クラブ助成金実績報告
老人クラブ助成金交付決定
常～目黒区老人クラブ助成要綱
助成金に関する事務説明会
老人クラブ連合会に対する助成金
老人クラブ連合会補助金等交付決定通知書・確定通知書（区老連受領分）

老人クラブ連合会が行う健康づくり事業に対する助成金
都補助金清算
都補助金交付申請
都補助金歳入
都補助金実績報告
常～ボランティア活動に対する感謝状選考基準
常～東京都功労者表彰名簿
常～東京都老人クラブ連合会表彰名簿
常～区政功労者名簿
東京都功労者表彰
東京都高齢福祉功績者及び優良老人クラブ表彰
東京都老人クラブ連合会会長表彰
ボランティア表彰
区政功労表彰
常～ボランティア活動に対する感謝状受賞者一覧表
活動状況報告書（第９号の１･２様式）（４月～９月）
活動状況報告書（第９号の１･２様式）（１０月～３月）
友愛活動カード集計表
他区市町村老連広報紙（１０月～３月）
他区市町村老連広報誌（４月～９月）

老人クラブ

広報

役員名簿

会員名簿

碑

クラブ助成

連合会助成

都補助金

老人クラブ運営資料

東京都老人クラブ連合会

東京都

クラブ整備

表彰

老人クラブ活動状況

単位クラブ

老人クラブ全般

老人クラブ統計資料

平町

老人いこいの家各施設

高齢福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
西口ロビー展示
目黒区老人クラブ広報誌
常～「竹の子」バックナンバー
「竹の子」投稿原稿の依頼
常～老人クラブ物品借用書
区老連と区長との懇談会
区老連に係る調査・回答
区老連に係る通知・依頼
区老連会計報告（予算執行状況）
区老連地区別会長懇談会
常～目黒区地域活動団体損害賠償責任保険
常～救援拠金
常～区老連と区長との懇談会記録
常～社会福祉事業団・社会福祉協議会他、団体等の委員・評議員の推薦
常～目黒区老人クラブ連合会（規約・内規）
常～目黒区老人クラブ連合会運営基準
常～城南ブロック当番区（女性リーダー）
城南ブロックスポーツ大会（輪投大会）
城南ブロック（女性部懇談会）
城南ブロック健康教室事業
城南ブロック研修懇談会
執行部会・理事会
区老連総会
区老連会長会
常～区老連総会・会長会（議案集）（H１７～　　）
利用承認書・申請書(控)（本年度）
次年度施設予約
行事出席依頼（区長・社協会長）
常～各種行事写真
常～利用承認書・申請書(控)

警察署あて依頼（交通整理・挨拶）

常～パーシモンホール利用申請・承認（区老連　芸能大会・敬老福祉大会・映画会）
棒体操講習会
体力測定
手のひら健康バレー講習会・競技会
高齢者運動会
輪投げ大会（前期）
グラウンド・ゴルフ大会（後期）
常～体力測定に係る資料
常～学校グラウンド開放（ペタンク追加要望）
輪投げ大会（後期）
グラウンド・ゴルフ大会（前期）
老人クラブ芸能大会（春）
社会奉仕の日
健康講演会
区老連作品展
敬老福祉大会（秋）
区老連会長新年会
映画会
区老連主催日帰り研修
夏季会長宿泊研修
会長日帰り研修
区老連主催宿泊研修
指導者育成研修会
新任会長研修会
女性部日帰り研修
女性リーダー（役員会）
女性部全体会
女性部活動発表会（レクダンス講習会）
常～女性部全体会（議案集）
常～女性リーダー（名簿）
女性部手芸講習会
女性リーダー（地区別懇談会）

老人クラブ

老人クラブ連合会 区老連全般

城南ブロック

区老連会議

区老連行事（共通）

区老連行事（運動系）

区老連行事（文化系）

区老連研修会

女性部

広報

高齢福祉課


