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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
他課への申請・協議
庁内通知
総合庁舎諸届出書
行政財産使用承認
庁内調査・回答
基本計画・実施計画
行革調査
組織改正・定数管理
部局別政策課題
東京都・他区からの通知
常～会計検査院実地検査
東京都・他区からの調査･回答
他組織（民間企業、大学等）からの調査・回答
代表質問・一般質問
区議会議員選挙後の対応
生活福祉委員会
地域防災計画改定
防災通知
災対健康福祉部災対マニュアル検討部会
広報・広聴通知
ホームページ
めぐろ区報原稿
区民の声
障害福祉のしおり（令和元年度）
お問い合わせメール
常～目的外利用・外部提供
行政情報の開示請求
情報公開・個人情報保護　通知・調査
常～情報公開・個人情報保護審議会（諮問・答申）
常～行政情報の開示について
情報課への申請・協議
情報化推進委員会
複合機保守
情報関連調査回答
ホームページ申請
情報課からの通知
情報セキュリティ実施基準
取扱区域（執務室）入退室管理簿
福祉情報システム　端末操作員の登録
福祉情報システム通知
福祉情報システム処理依頼
常～番号制度関係
特定個人情報保護評価（PIA）
番号制度に関する調査
個人番号制度通知
ファックス通信管理リポート
郵便切手交付申請
料金後納郵便物差出表

公印 公印印影印刷承認
例規・要綱・立案請求 立案請求・告示
ファイリング 常～ファイル基準表（平成３０年度）

時間外労働・休日労働に関する協定届
法定調書に係る個人番号取得事務管理簿兼個人番号紐付番号管理台帳
個人番号取得事務管理簿（雇用事務用・法定調書作成用）
人事課収受押印済 個人番号提供カード専用封筒
服務関連通知
非常勤職員年次有給休暇簿等
出退勤時刻データ修正記録簿
子の看護休暇申請書
飲食届
服務諸届（平成３１年分）
給与減額免除申請簿（平成３１年分）
兼業許可申請
常～給与減額免除申請簿（令和２年分）
常～服務諸届（令和２年分）
職免申請
在庁理由入力記録簿
産休育休代替臨時職員年次有給休暇簿
常～育児休業
常～子の看護休暇の対象となる子の確認票
常～介護休暇指定期間管理表
時差出勤利用申請書
臨時職員雇用
臨時職員雇用決定書
雇用年間計画書
臨時職員の選考・採用
臨時職員雇用実績・賃金執行調査
非常勤職員出勤簿
非常勤職員社会保険料支出
非常勤職員関係通知
非常勤職員報酬支給明細内訳書
非常勤職員報酬の戻入
会計年度任用職員の任用
会計年度任用職員の選考・採用
非常勤職員旅行命令簿
非常勤職員報酬等仕訳書
給与係通知
法定調書
職員給与チェックリスト
職員給与戻入
雑給支給仕訳書（個人明細）

庁内通知・調査回答共通

給与 給与全般

給与支出

文書 文書全般

人事 人事全般

服務

臨時職員

非常勤職員

障害福祉課

計画・行革・組織・定数

外部通知･調査・回答

区議会

防災・危機管理

広報・広聴

情報公開・個人情報

情報システム

福祉情報システム全般

個人番号制度導入
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
超勤・特勤 時間外勤務実績表

通勤手当認定簿（異動分）
旅行命令簿（宿泊旅行)
旅行命令申請詳細書
常～通勤手当認定簿（在課分）
常～公務に使用する自家用車登録書
研修通知
研修案内（目黒区）
研修案内（特別区）
派遣研修・職場研修
被服貸与
福利通知
ストレスチェック
職場環境測定
健康管理通知
安全衛生協力員・衛生推薦者
安全衛生委員会

財務全般 財務全般通知
その他調査
都区財政調整調査
予備費充用申請書兼決定書
収支予定
予算変更申請書兼決定書
予算執行計画
執行委任（出）
歳入科目新設申請書・通知書
常～現金出納簿
事後調定一覧表
収入金収入報告
不納欠損
調定
還付命令
科目更正・振替命令
還付精算・戻入命令
指定寄付金受入
支出命令（３０年度出納整理期間）
清算・戻入命令
清算・戻入命令（３０年度出納整理期間）
事故繰越
支出命令
科目更正・振替命令
予算書・校正
補正２号通知
補正３号通知
補正１号通知
補正３号要求事項説明書
補正２号要求事項説明書
補正１号要求事項説明書
工事費見積（補正１号）
当初予算工事費見積
当初予算見積書
一般財源等把握調査
予算書・概要・校正
当初予算通知
当初予算案プレス発表資料
各党・団体の予算要望書
予算要求事項説明書
復活要求事項説明書
当初予算編成状況公表シート
決算通知
歳入増減額説明調書・歳出不用額説明調書
主要な施策の成果報告
常～決特・予特用統計データ集
決算資料
工事監査
監査通知
庁外施設監査
行政監査
定期監査資料
債権者登録申請書・変更届
契約通知
年間契約・支出負担行為更正書（自所属契約）
年間契約・契約決定（自所属契約）
年間契約・予定額増減書
年間契約・支出負担行為決定書（自所属契約）
年間契約・見積書・納品書（完了届）
年間契約・契約変更依頼
年間契約・契約書
年間契約・契約依頼予定書
年間契約・契約依頼書（自所属契約）
年間契約・契約依頼書（契約課契約）
常～　年間契約・支出負担行為決定書（長期継続契約）
常～　年間契約・契約書（長期継続契約）
支出負担行為決定書（自所属契約）
契約書
契約依頼書（契約課契約）
契約依頼書（自所属契約）
見積書・納品書（完了届）
物品処分処理
備品総括表
ガス料金口座振替済証

契約事務 契約事務全般

年間契約管理

契約管理

物品管理・公共料金 物品管理

公共料金

財務
財務調査

予算執行・管理

歳入管理

歳出管理

予算編成･決算･監査 補正予算

当初予算編成

決算

監査

給与

旅費

研修･福利･健康管理 研修

福利

健康管理

障害福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
公共料金支払内訳表
自家用電気工作物保安管理業務委託
電気料金口座振替済証
電話料金口座振替済証
公共料金通知
水道料金口座振替済証

障害福祉課庶務 ＭＴＢＩ軽度外傷性脳損傷リーフレット

障害福祉関係課長会等 障害福祉課係長会資料

障害福祉事業者指導・検査 実地指導・集団指導 東京都からの通知
常～区長との懇談会資料（団体からの要望・回答）
常～区長との懇談会　記録（区・作成）
常～区長との懇談会要望事項の回答
区長と障害者団体の懇談会
常～障害者団体連絡打合せ会
常～障害者団体懇話会

後援名義 後援名義等使用承認各団体毎
駐車場使用届 駐車場使用届

常～区政功労者表彰（推薦･決定）起案
常～（国、都、区）表彰者推薦起案等
障害者団体連絡打合せ会記録
障害者団体連絡打合せ会
自動販売機従前設置の障害者団体に対する補助金交付決定
自動販売機収入使途報告
常～めぐろパーシモンホール利用申請
常～障害者週間記念事業区長表彰
障害者週間記念事業アンケート
障害者週間記念事業
障害者週間記念事業芸能委託
障害者週間パネル展
特別障害者手当等通知
特別障害者手当等の受給証明
月例異動報告
特別障害者手当等調査員証
常～平成３１年度特別障害者手当等指導監査
特別障害者手当等振込一括受託書
常～特別障害者手当等給付費国庫負担金
特別障害者手当等随時支払支出
特別障害者手当等定期支出
住所変更による認定資料請求（転入分）
有期規定整理簿・診断書提出依頼
移管に伴う書類送付(転出分）
現況届
現況届起案
障害程度判定協議
異動（障害児福祉手当）
満２０歳到達にかかる処理
認定（障害児福祉手当）
障害児福祉手当診断書（消滅・非該当分）
常～障害児福祉手当診断書
認定（特別障害者手当）
異動（特別障害者手当）
特別障害者手当診断書（消滅・非該当分）
常～特別障害者手当診断書
異動（経過的福祉手当）
常～経過的福祉手当診断書
常～年金受給状況調査
該当・非該当通知
所得調査
現況調査
各種届の進達
消滅通知
都通知
福祉手当通知・照会・回答
常～心身障害者福祉手当過誤払いの返還（平成３１年度）

手当・認定 認定処理
手当・異動 異動処理

定期支出
振込一括受託書
口座振替変更届
特例支出
児童育成手当（障害手当）受給状況照会
難病医療費助成判定結果照会
施設入所者調査（入所決定通知）
難病調査
所得調査
郵便物戻り
原爆見舞金支給取消
原爆見舞金支給申請書
原爆被爆者見舞金実施起案
原爆見舞金名簿送付依頼
各種届出進達
都通知
東京都心身障害者扶養年金の給付決定等に係る通知書
常～扶養年金受給者名簿
常～扶養年金台帳
加入等に係る事務処理について
各種届出進達
扶養共済制度都からの通知
医療費助成　調査等
医療保健政策区市町村包括補助事業
都送付票のエラーリスト（処理済分）

心身障害者医療費助成（マ

ル障）

医療費助成制度

援護金・給付金 原爆見舞金

心身障害者扶養年金 扶養年金事務処理

扶養年金台帳

心身障害者扶養共済制度 扶養共済制度

重度心身障害者手当（都手

当）

重度手当（都）

心身障害者福祉手当（区手

当）

心身障害者福祉手当全般

手当・支払

手当・調査

障害者理解促進 障害者週間記念事業

特別障害者手当等（国手

当）

国手当全般

特別障害者手当等経理

統計・調査

障害児福祉手当

特別障害者手当

経過的福祉手当

障害福祉共通

障害者団体 区長懇談会・団体資料

表彰

障害者団体連絡会

自動販売機

物品管理・公共料金

公共料金

障害福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
都医療助成課通知
障交付状況連絡表の交付
障課税状況登録票の提出
国保・後期高齢者医療への照会
障受給者証更新
障受給者証交付申請報告書
心身障害者医療費助成制度異動状況報告（２３９表）
障受給者証の交付
障資格消滅
障受給証広報めぐろ
扶助費交付申請及び調定
心身障害者医療費助成支給決定起案
障振込一括受託書
支出
障高額医療費現金給付データ提出
障高額医療費受給者マスター提出
障高額医療費給付記録補正データ提出
障高額医療費支給申請（請求）書
点字新聞購読料（歳入・歳出）
常～要綱
点字新聞購読料補助（決定・消滅等）
ファックス設置使用料等助成　支出
ファックス設置使用料等助成（決定・消滅等）
電話使用料等助成（決定・消滅等）
電話使用料等補助事業　支出
常～防災名簿通知・資料
常～防災用障害者名簿管理
防災用障害者名簿の登録・削除
声のたより　通知
声のたより申請・決定
要綱
新年度に向けての処理
理美容補助券　支出
理美容補助券　交付・変更等
理美容補助券　回収済
寝具乾燥消毒　完了報告書
寝具乾燥消毒（決定・消滅等）
紙おむつ支給（お届け票・各種名簿等）
紙おむつ契約
紙おむつ・おむつ代　調査
おむつ代支出
紙おむつ支給　異動連絡票(業者宛FＡX)
常～紙おむつ支給事業実施要綱
紙おむつ・おむつ代（決定・消滅等）
常～非常通報システム利用決定
常～非常通報システム廃止決定
常～非常通報システム運営委託
常～重度身体障害者等非常通報システム事業運営要綱
非常通報システム利用者情報
介護タクシー事業者　協定申込書
介護タクシー事業者　口座登録申請書
介護タクシー事業者　協定書
介護タクシー　協定締結起案
介護タクシー利用補助事業実施要綱
介護タクシー利用補助事業　実績報告
申請　変更　消滅
高額利用補助申請
介護タクシー利用補助事業　申請書
介護タクシー利用補助事業
介護タクシー利用回数券に関する協定締結事業者への支出
介護タクシー調査票
自動車燃料費助成口座変更異動リスト
自動車燃料費登録等決定・取消・変更
自動車燃料費助成調査
自動車燃料費助成金支出
自動車燃料費助成振込一括受託書
自動車燃料費助成金請求書
請求書返信用封筒
常～事業参加関連書類　廃止
常～福祉タクシーシステム変更
難病更新確認
福祉タクシー利用料及び事務手数料振込一括受託書
目黒区福祉タクシー事業協定書
目黒区福祉タクシー事業協定申込書
目黒区福祉タクシー事業協定締結
目黒区福祉タクシー事業調査票
福祉タクシー異動リスト
福祉タクシー広報・通知
福祉タクシー調査回答
郵便物戻り
常　目黒区福祉タクシー事業実施要綱
常～事業参加関連書類　一般
常～事業参加関連書類　介護
福祉タクシー券に関する委託業者への支出
福祉タクシー券の返還
福祉タクシー所得調査結果
福祉タクシー利用券受領書
自動車運転教習補助決定
自動車運転教習支出
支出関係
委託前書類調査

障害者支援推進事業 障害者支援推進事業

紙おむつ・おむつ代

障害者等通報システム 非常通報システム

移動手段助成 介護タクシー利用補助事業

自動車燃料費助成登録

自動車燃料費助成金支出

福祉タクシー

自動車運転教習料助成

障害者法外給付事業 点字新聞購読料補助

ミニファックス設置使用料

等助成
電話使用料等助成

防災用障害者名簿

めぐろ区報デイジー版購読

理美容サービス

寝具乾燥消毒

心身障害者医療費助成（マ

ル障）

医療費助成制度

受給者証障

医療費助成支出

障高額医療費助成

障害福祉課



 令和元年度 行政情報目録 （健康福祉部・福祉事務所・保健所 障害福祉課）

5／24

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～要綱
事業実施報告等
実績報告書
常～要綱
補助金交付
常～要綱
交付決定
交付団体の募集
常～障害者相談支援委託事業
常～相談支援事業所指定・更新・廃止・変更
常～相談支援事業所審査
常～相談支援事業所通知
相談支援登録依頼書(新加算）
常～相談支援事業所名簿

地域福祉推進区市町村包

括補助

地域福祉推進区市町村包

括補助
地域福祉推進区市町村包括補助

地域生活支援事業実態調査
地域生活支援事業費補助金の交付申請

地域生活支援事業費補助金及び障害者総合支援事業費補助金の国庫補助金
地域生活支援事業費補助金交付要綱（国・都）
地域生活支援事業「地域生活支援促進事業」
地域生活支援事業補助金　実績報告
障害者施策推進包括補助事業　通知
常～障害者施策推進区市町村包括補助事業　要綱
障害者施策推進包括補助事業　申請
障害者施策推進包括補助事業　実績報告
差別解消法に関する国・都からの通知・調査等
常～目黒区障害者差別解消支援地域協議会設置要綱
目黒区障害者差別解消支援地域協議会
差別解消法 職員研修
東京都障害者権利擁護区市町村連絡会
障害者差別解消法　区民啓発（参考資料）
障害者差別解消法　区民啓発
常～障害者差別解消に関する対応要領
差別解消法関連　調査・回答
差別解消法に係る相談受付票

計画推進参考資料 常～国・都の計画に関する資料
都・他自治体調査への回答
調査回答根拠資料
他課調査への回答（計画関連）
常～障害者計画実績報告
障害者計画改定　他課への事業調査
民間団体調査への回答
常～実施計画
常～保健医療福祉計画改定
常～男女平等・共同参画推進計画
常～生涯学習実施推進計画
常～他課計画改定
常～住宅マスタープラン
常～子ども総合計画
常～環境基本計画
常～介護保険事業計画改定
子ども・青少年事業担当者連絡調整会
特別支援教育推進庁内連絡会
関係課調査
アンケート調査票作成準備
常～国・都説明資料
常～めぐろ区報、ホームページ
常～計画策定支援委託仕様書
障害者計画改定に係る基礎調査業務委託

障害者担当者会議 常～障害者施策担当者会議
常～アンケート　システム改修資料
常～アンケート対象者
常～アンケート調査実施
常～ヒアリング調査実施
常～他区事例
常～郵送手続き

生活福祉委員会 常～生活福祉委員会
政策決定会議　H２０
常～政策決定会議
改定素案に対するパブリックコメント
常～職員意見募集
常～区民説明会
区民説明会（H２０.１０.２３.　１０.３１.）
常～パブリックコメント
職員意見募集
地域福祉審議会小委員会庶務
常～地域福祉審議会障害者福祉小委員会
常～製本送付
常～計画製本原稿
常～計画書印刷・配布
常～印刷物作成協議
跡地活用意向
施設整備費補助要綱
継～実施計画検討（福祉工房、清水跡地関連）
継～実施計画検討（障害者住宅）

国家公務員宿舎 継～国家公務員宿舎移転・再配置に伴う活用意向
常～施設整備費補助金協議意見（都）
常～平成３０年度東京都障害者（児）施設整備特別促進補助金
施設整備東京都説明会資料
常～土地使用貸借契約

計画製本

施設整備

１８実施計画検討

国・都施設整備補助金

上目黒４丁目グループホー

ム

計画推進
計画関連調査回答

障害福祉関連計画

他課計画関係会議

障害者計画策定 計画策定に向けた準備

アンケート・ヒアリング調査

政策決定会議

区民意見

地域福祉審議会

地域生活支援事業補助金 地域生活支援事業補助金

障害者施策推進包括補助

事業

障害者施策推進包括補助

事業

差別解消法

障害者支援推進事業 障害者支援推進事業

自発的活動支援事業

障害者青年・成人期余暇

活動支援事業

特定相談支援 相談支援事業所指定

障害福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～グループ用地申請
継～上目黒四丁目土地利用
継～上目黒福祉住宅等施設（平成１０年度）
継～上目黒１丁目福祉住宅等建設（平成９年度）
継～上目黒一丁目計画（平成１４年度）
継～上目黒１丁目福祉住宅等施設（平成１１年度）
継～上一福祉住宅に係る調査
継～上目黒１丁目福祉住宅等建設（平成７年度）
継～上目黒１丁目福祉住宅等建設（平成８年度）
常～国公有地利用所管要望
第四中学校跡地（Ｃ用地）政策決定会議等
第四中学校跡地（Ｃ用地）事業者選定委員会
第四中学校跡地（Ｃ用地）事業運営に係る協議
第四中学校跡地（Ａ用地）政策決定会議等
第四中学校跡地（C用地）における障害者グループホーム整備費等補助
常～第六中学校跡地施設
常～第四中学校跡地施設活用検討資料
常～施設整備検討（四中）
第四中学校跡地活用による知的障害者グループホーム入居等協議会
第四中学校跡地（Ｃ用地）障害者グループホーム整備工事
第四中学校跡地（A用地）における障害者入所施設等関連
常～第四中学校跡地活用障害者入所施設等整備費補助
常～第四中学校跡地（Ｃ用地）協定・契約等
継～身体障害者福祉ホーム整備・運営補助身体障害者自立支援事業補助
継～住民対応
継～身体障害者ケア付住宅資料
継～上一福祉住宅検討会

社会福祉法人設立 継～下目黒３丁目建設計画
大岡山寄付物件
大岡山寄付物件
政策決定会議、生活福祉委員会
諸手続き
事業者説明会
事業者公募
近隣対応
常～障害者グループホーム等整備費補助金交付要綱
障害者グループホーム等整備費補助
常～福祉のまちづくり整備要綱
常～ユニバーサルデザイン整備促進事業実施要綱
常～鉄道駅エレベーター等整備事業補助要綱
継～鉄道駅エレベーター等整備事業補助要綱
継～東京都鉄道駅エレベーター等整備事業補助要綱
継～目黒区鉄道駅舎エレベーター等整備事業補助要綱
継～池尻大橋駅エレベーター資料
継～池尻大橋駅区補助金
継～池尻大橋駅都補助金
継～自由が丘駅エレベーター区補助金
継～自由が丘駅エレベーター補助金
継～自由が丘駅エレベーター都補助金
継～自由が丘駅エレベーター資料
駅エレベーター等整備事業東京都補助金申請
駅エレベーター等整備事業東京都補助金申請
常～東急大井町線緑が丘駅エレベーター補助
平成２２年度エレベーター等整備事業補助金申請
東京都事前協議
継～東急大井町線緑が丘駅エレベーター資料

要綱・要領 常～要綱・要領
常～地域生活支援拠点検討会
常～地域生活支援拠点開設準備費補助
地域生活支援拠点事業実施
地域生活支援拠点事業運営業務委託

基幹相談支援センター事業 基幹相談支援センター設

置要綱
常～基幹相談支援センター設置検討委員会

就労支援関係通知
継～障害者事業団設立準備資料
継～地域における障害者の就労支援システム構築にむけて（答申）
継～蝋燭の再生産時のガスの分析
継～保護就労（就労支援センター）
継～目黒区障害事業用設立準備委員会
継～予算・政策調整会議
継～用地資料
継～障害者雇用促進セミナー
継～福祉の店
継～ＮＰＯ法人資料
継～区市町村障害者就労支援事業
継～区市町村障害者就労支援事業要綱（東京都）
東京都調査・通知
障害者就労促進連絡会
区市町村障害者就労関連機関意見交換会
区市町村就労支援係長会
常～就労支援資料
常～障害者臨時職員雇用・体験実習
障害者就労支援調査・通知
障害者就労支援全般
障害者就労支援事業資料
常～区市町村障害者就労支援事業要綱（東京都）
在宅就業支援団体関係業務取扱要領
継～就労支援センター規約
継～就労援助モデル事業資料
継～身体障害者就労支援マニュアル
継～特別区障害者就労支援事業担当係長会

就労支援
就労支援センターＰ.Ｔ.資料

区市町村障害者就労支援

目黒区障害者就労支援事

業

福祉のまちづくり全般 要綱・要領

池尻大橋駅

自由が丘駅

緑ヶ丘駅

地域生活支援拠点等事業
地域生活支援拠点事業検

討会

施設整備

上目黒４丁目グループホー

ム

上目黒１丁目福祉住宅

第四中学校跡地活用

大岡山一丁目グループ

ホーム

区施設整備補助金

障害福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～目黒区障害者就労支援事業実施要綱
継～目黒障害者就労支援センター事業実績
継～障害者就労支援センター理事会
障害者就労支援センター補助金
常～事故報告
常～目黒区障害者就労支援要綱
障害者就労支援事業委託
障害者就労支援事業連絡会
自立支援協議会一般就労部会
目黒区雇用問題連絡会議
継～平成１７年度区市町村障害者就労支援事業補助金
目黒区障害者訓練事業委託
継～区市町村障害者就労支援事業
常～財産使用許可
グリーンカフェ八雲光熱水費歳入
継～西郷山公園施設管理きまり
継～就労支援センター設備改善
グリーンカフェ施設管理
グリストラップ完了届
日常施設点検・６ヶ月点検

障害者就労促進フェア 障害者就労促進フェア
事業者事前相談
事業者通知・報告
常～障害者自立支援給付費国庫負担（補助）金交付要綱
国庫負担金（補助）金の返還金
障害者自立支援給付費国庫負担金の歳入
障害者自立支援給付費国庫負担（補助）金実績報告
障害者自立支援給付費等国庫負担（補助）交付申請
障害者自立支援給付費負担金に係る過年度分実績報告及び調査
常～障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金交付要綱
障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金返還金
障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金の歳入調定
障害児給付費負担金に係る過年度分実績報告及び調査
障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金交付申請
障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金実績報告書

自立支援給付支払等シス

テム改修国庫補助金
障害者自立支援給付支払等システム改修国庫補助金

障害者医療費国庫負担金

（療養介護）
障害者医療費国庫負担金（療養介護医療）

在宅福祉事業等補助金 在宅障害者福祉事業費等補助金交付申請
国庫負担基準超過額に対する区市町村補助事業補助金の歳入調定
国庫負担基準超過額に対する区市町村補助事業補助金返還金
国庫負担基準超過額に対する区市町村補助金実績報告
国庫負担基準超過額に対する区市町村補助金交付申請
常～区市町村特別支援事業実施要綱、区市町村特別支援事業補助要綱
常～重度障害者に係る区市町村特別支援事業実施要綱、補助金交付要綱
常～重度訪問介護等の利用促進に係る区市町村特別支援事業実施要綱
障害者自立支援給付費都負担金に係る歳入調定
常～障害者自立支援給付費都負担金交付要綱
実績報告、資料、交付決定、精算書
交付申請、資料
返還通知、資料
交付申請、資料
常～障害児施設措置費（給付費等）都負担金交付要綱
返還通知、資料
障害児施設措置費（給付費等）都負担金に係る歳入調定
実績報告、資料、交付決定、精算書
常～医療費控除等
常～WAM NET支援費事業者台帳システム操作説明書
東京都福祉保健局　通知・情報提供
常～不服申し立て
障害福祉サービスの報酬改定
常～支給基準等
常～食費に係る要綱等
食費助成支出（施設長申請、下半期・成人）
区における自己負担金の軽減措置の扱い
食費助成通知
常～区立指定事業所等における食費の取扱い
食費助成支出（本人申請、上半期・成人）
食費助成支出（施設長申請、上半期・成人）
食費助成支出（児童）
食費助成支出（本人申請、下半期・成人）
常～伝送ソフト　パスワード等

常～肢体不自由児医療に係る診療報酬審査支払事務の社会保険診療報酬支払基

金等への委託
常～国保連合会支払等委託　情報推進委員会等での資料
国保連合会との契約及び覚書、協定書、各届出書
国保連合会研修
国保連合会バージョンアップ等
自立支援給付等システム関連調査･連絡文

常～保険者等専用ページ閲覧パスワード（東京都国民健康保険団体連合会）
常～　情報推進委員会資料（区立事業所システム更改　２５.０９.３０）
【支出資料】（国保連・社保）医療費支出
常～療養介護医療費等に係る通知（社保）
常～療養介護医療費等に係る通知（国保）
肢体不自由児医療に係る診療報酬審査・支払（国保連）
療養介護医療費に係る診療報酬審査・支払（社保）
療養介護医療費に係る診療報酬審査・支払（国保）
肢体不自由児医療に係る診療報酬審査・支払（社保）
【支出資料】障害福祉サービス費及び支払手数料の国保連合会への支出
区立事業所の障害福祉サービス費等の歳入調定

障害者総合支援法全般 障害者総合支援法全般

区における減免 区における減免

介護給付支払事務委託全

般

介護給付支払事務委託全

般

（国保連・社保）医療費支

出･収入

(国保連･社保)障害福祉

サービス費支出･収入

国庫補助金・負担金 自立支援給付費等国庫

（補助）金

障害児給付費国庫負担金

都補助金・負担金
国庫負担基準超過額に対

する補助事業

障害者自立支援給付費負

担金

障害児給付費都負担金

就労支援

目黒区障害者就労支援事

業

就労支援施設管理

事業者相談全般 事業者相談全般

障害福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
障害福祉サービス費及び支払手数料の国保連合会への支出
障害者自立支援給付事業状況報告
障害福祉サービス費等支給決定請求明細表等
紙または磁気媒体請求申出書
常～障害福祉サービス費等支払決定額通知書等の区への事前通知依頼
常～審査資料情報、過誤処理情報、チェック情報
常～国保連合会からの事務連絡（事務指針等）
国保連合会からの事務連絡

異動・訂正情報 国保連合会　異動・訂正情報　

過誤申立書 過誤申立書

返戻一覧表 返戻一覧表

上限管理チェックリスト 上限管理チェックリスト

事務点検結果 事務点検結果

国保連担当者審査資料 審査資料
市町村集計モジュール 常～市町村集計モジュールに関する資料

電子証明書発行手数料

常～電子証明書の更新申請及びパソコンへのダウンロード・インストールについて
操作マニュアル
請求用パソコン管理
常～伝送用ＵＳＢマニュアル
常～一拠点集約化システム全般
常～介護保険課の伝送システムの利用について
常～一拠点集約化システムに関する説明会等
常～一拠点集約化システム（資料）
国・都からの通知、事務連絡
福祉情報システム連絡調整担当者資料
通知・事務連絡
常～請求内容チェックシステム操作マニュアル
常～システム用パソコン管理

庶務全般 常～口座FD授受管理簿
福祉局業務報告４１５表

都、他区市町村、団体等からの調査・回答（ホームヘルプ、デイサービス･グループ

ホーム）

都、他区･市、団体からの調査回答（負担上限･重度脳麻・行動援護･移動支援・その

他）
滞納対策事務に関する調査
常～団体からの調査・要望・回答
指定事業者関連通知(指定取消し、集団指導等）

常～障害福祉サービス費事業者及び支援施設等の指導・監査についての一部改正
常～指定事業所　苦情等

障害福祉サービス事業所（介護給付事業所、移動支援事業所等）　事故報告
集団指導説明会資料
常～口座振替依頼書（原本等）
常～口座振替（自動払込）金融機関提出書類
常～金融機関からの口座振替関係通知
口座振替作成ツール入力票
常～会計課からの口座振替関係通知
自己負担金の不納欠損
収入金票作成資料、納入済通知書（口座振替分）
障害福祉サービス自己負担金の収入未済
常～口座振替実施検討資料
障害福祉サービス利用者負担金等の口座振替事務委託契約再委託
常～利用者負担金等の口座振替（自動払込）の実施（利用者あて通知）
常～口座振替収納事務取扱要領及び他課提出書類
常～利用者負担金等の口座振替（自動払込）の実施（事業所あて通知）
口座振替（自動払込）結果票
自己負担金の催告

自立支援係廃止要綱・要

領
常～廃止要綱・要領

重度訪問介護請求書（目黒区分）
指導検査等
計画相談支援給付費請求書
就労系通所施設　明細書・実績記録票
明細書・実績記録票（訪問介護系）
障害児給付　任意提出実績記録票等
生活介護通所施設　明細書・実績記録票
常～介護給付費の返還請求
高額障害福祉サービス費支給起案用資料
常～介護保険併給者名簿･目的外利用決定書
常～高額障害福祉サービス費事務
常～高額障害福祉サービス費受領委任の届出
介護保険該当者に対する利用者負担額の照会
高額障害福祉サービス費支給起案
里親委託児童の支出
常～里親委託児童の取扱い等
多子軽減措置償還払い（申請）
常～多子軽減措置に伴う償還払い実施要綱

児童発達支援等無償化 常～児童発達支援等無償化
常　東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領
常　目黒区障害者グループホーム運営支援事業実施要綱
グループホームに関する通知
グループホーム内容確認書類
常～グループホーム　都加算請求事務の手引き
常　グループホーム等　事業所情報
常～グループホーム等　加算資料
常～グループホーム等　支払金口座振替依頼書
グループホーム等都加算支出
グループホーム　利用者自己負担金歳入・納入済通知書
グループホーム（区立事業所）振替収支
グループホーム都加算支出
短期入所　支出内訳書

グループホーム グループホーム全般

グループホーム歳入･歳出

短期入所 短期入所歳出全般

介護給付費･訓練等給付費

支出

介護給付費･訓練等給付費

支出全般

高額障害福祉サービス費

児童発達支援 里親委託児童

障害児通所支援多子軽減

措置

個別システム等 システム（伝送全般・簡昜

入力システム等）

介護・自立支援一拠点集

約化システム

障害者自立支援給付支払

等システム
請求内容チェックシステム

障害福祉給付係共通
調査回答

指定障害福祉サービス事

業所情報.通知.説明会

利用者負担金の歳入

国保連伝送 通知・事務連絡

介護給付支払事務委託全

般

(国保連･社保)障害福祉

サービス費支出･収入

障害福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
振替収支（東が丘障害福祉施設）短期入所
振替収支（のぞみ寮）短期入所
振替収支（あいアイ館）短期入所
常　目黒区障害者（児）短期入所支援事業実施要綱
常　短期入所資料
常　短期入所　口座振替依頼書
短期入所支出
短期入所実績調査
短期入所内容確認書類
常～短期入所　都加算請求事務の手引き
常～東京都短期入所取扱要領

短期入所　歳入 短期入所の利用者自己負担金歳入・納入済通知書
生活介護・就労継続　利用者負担金の歳入調定
利用者負担金の納入済通知書（心身障害者センター）
利用者負担金の納入済通知書（大橋えのき園）
利用者負担金の納入済通知書（東が丘福祉工房）
利用者負担金の納入済通知書（目黒本町福祉工房）
生活介護・就労継続　利用者負担金の歳入調定

大橋えのき園（生活介護） 生活介護　請求書(大橋えのき園）

目黒本町福祉工房（生活

介護） 生活介護請求書（目黒本町福祉工房）

東が丘障害福祉施設（生

活介護）
生活介護　請求書（東が丘福祉工房）

心身障害者センター（生活

介護）
生活介護　請求書（心身障害者センター）

生活介護・就労継続　利用者負担金の歳入調定
利用者負担金の納入済通知書（かみよん工房）
利用者負担金の納入済通知書（下目黒福祉工房）
利用者負担金の納入済通知書（目黒本町福祉工房）

かみよん工房（就労継続支

援）
就労継続B型　請求書（かみよん工房）

目黒本町福祉工房（就労

継続支援）
就労継続B型　請求書（目黒本町福祉工房）

下目黒福祉工房（就労継

続支援）
就労継続B型　請求書（下目黒福祉工房）

心身障害者センターあいアイ館（地域活動支援センター）利用者自己負担金歳入

常～心身障害者センター中途障害者デイサービス事業等に係るサービス費用の改

定等

心身障害者センターあいアイ館（地域活動支援センター）利用者自己負担金納入済

通知書
研修等
常～　事故報告書(移動支援）
常～目黒区移動支援事業実施要綱
常～(２６まで)移動支援事業者説明会資料
常～(３１)移動支援事業説明会資料
常～移動支援事業　単位表・様式等　 新版
常～(２７)移動支援事業者説明会資料
常～　目黒区移動支援事業に係る事故報告書取扱要領
常～移動支援事業に対するＱ＆Ａ等
常～他区　移動支援事業要綱・　国の地域生活支援事業実施要綱
移動支援に係る　調査・回答
常～目黒区移動支援事業に係る様式の制定について
移動支援登録事業所への通知
移動支援事業者の登録及び変更
常～移動支援事業開始届
常～移動支援事業者口座登録一覧
移動支援事業登録取消
常～移動支援事業における従事者資格要件
常～移動支援事業所更新通知書（写し）
常～移動支援事業所一覧
常～地域生活支援事業に係る利用者負担上限の調整について
常～通学介助に係る移動支援従事者加算について
常～通学介助に要する移動支援従事者加算に対する処理手順
常～移動支援給付費請求事務の手引き等
常～移動支援算定単位表（～平成２７年度）
常～移動支援事業の支給決定基準
移動支援支出起案（一般事業者）
移動支援過誤調整
移動支援支給特例決定者
常～移動支援契約内容報告書
移動支援従事者加算支出起案

移動支援　個人実績記録

票
移動支援個人実績記録票

常～基準該当事業所の運営移行検討
常～目黒区基準該当事業所の登録等に関する規則・一部改正
常～居宅事業支援員の選考資料（平成２５年度選考）
常～目黒区基準該当居宅生活支援事業者の登録（目黒区）
常～目黒区基準該当居宅介護事業運営規程
常～居宅介護・移動支援介護人実務経験証明申請発行者　控
常～目黒区基準該当居宅介護事業実施要綱
常～基準該当居宅介護事業所の従業員資格証明書（写し）
常～目黒区居宅介護事業に係る事業開始届及び事業者登録申請

居宅介護人登録 常～（居宅）登録証　発行番号　控

基準該当移動支援事業所

共通
常～目黒区基準該当事業所の移動支援事業実施に係る要綱

ガイド・推薦ヘルパー等登

録
常～登録証　発行番号控

基準該当事業所全般

基準該当居宅介護事業所 基準該当居宅介護事業所

共通

就労継続支援

地域活動支援センター地域生活支援事業

移動支援事業全般

移動支援事業者

移動支援給付費

移動支援支出

短期入所 短期入所歳出全般

生活介護 生活介護　利用者負担金

就労継続支援　利用者負

担金

障害福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
目黒区移動支援事業所現

任研修
常～目黒区移動支援事業所現任研修（現年度以前）

目黒区民間障害福祉サービス従業者養成研修事業助成支出
目黒区民間障害福祉サービス従業者養成研修事業助成交付決定
常～目黒区民間障害福祉サービス従業者養成研修事業助成要綱
都の従業者養成研修事業　通知
常～東障学　従業者養成研修修了証明書交付
常～緊急介護人派遣事業運営要綱及び要領（制定時及び改正時）
緊急時等見守り事業　契約資料・四半期ごと報告書
緊急時等見守り事業利用対象確認書発行

重度脳性麻痺者介護事業 重度脳性麻痺者介護事業 常～重度脳性麻痺者介護事業実施要綱

調査・通知（施設あて）
販売(区役所・その他）
施設連絡会会議録
施設における省エネ対策・エコオフィス
予算管理
常～予算編成
決算・監査
調査・通知（東京都）
調査・通知（他区）
調査・通知（各課）
常～福祉避難所
常～福祉施設健診
常～福祉施設における感染症対策

常～福祉工房利用者の利用時間以外の工房受け入れ基準（平成１１年１０月１５日

付け目上福第３８号決定）
常～通所バス緊急時対応
常～施設使用料・利用等問題作業部会
部局別政策課題調査票
常～ヒヤリハットシート(様式）
常～下目黒転落事故
常～公用車のドライブレコーダーの設置及び運用に関するガイドライン
常～事故報告書
常～目黒区の福祉工房等における利用者工賃の税法上の考え方について
常～目黒区立障害福祉施設連絡調整会議
区立施設における長期欠席者等状況調査
常～区立通所施設における職員数（配置基準）調査結果（２３区対象）
常～苦情等対応
常～施設点検について
６ヶ月点検シート（下目黒福祉工房）
日常点検日誌（東が丘障害福祉施設）
日常点検日誌（心身障害者センター）
日常点検日誌（下目黒福祉工房）
日常点検日誌（のぞみ寮・田道ハイム）
日常点検日誌（かみよん工房・大橋えのき園）
６ヶ月点検シート（東が丘障害福祉施設）
６ヶ月点検シート（心身障害者センター）
６ヶ月点検シート（のぞみ寮・田道ハイム）
６ヶ月点検シート（かみよん工房・大橋えのき園）
６ヶ月点検シート(目黒本町福祉工房）
常～有資格者による施設点検（外壁全面点検等）
点検責任者等選任書及び点検計画書
日常点検日誌（目黒本町福祉工房）
事業報告書・決算書（いたるセンター）
常～利用時間外活動支援事業
指定管理者運営評価結果
事業計画書及び予算書(いたるセンター）
事業計画書及び予算書（社会福祉事業団）
事業計画書及び予算書（東京援護協会）
月次報告（社会福祉事業団）
常～医療的ケア実施報告書等
常～目黒本町福祉工房職員配置
指定管理　調査・通知
指定管理施設従事職員名簿
指定管理者制度　調査・通知
事業報告書・決算書（社会福祉事業団）
事業報告書・決算書（東京援護協会）
事業報告書・決算書（東京都知的障害者育成会）
常～指定管理者の指定(平成２１年度～）
常～指定管理者の選定(平成２１年度～）
常～指定管理者管理物品(平成２１年度～）
常～指定管理者更新（東が丘障害福祉施設）
常～指定管理者更新（目黒本町福祉工房）
常～指定管理者制度導入施設である旨の表示
常～指定管理者制度導入施設に係る消防関係の届出
常～指定管理者選定評価委員会
常～生活福祉委員会報告資料
常～平成２１年度障害福祉施設の指定管理者制度実施方針
月次報告(のぞみ寮）
月次報告(東が丘障害福祉施設）
月次報告(目黒本町福祉工房）
指定管理者運営評価（自己評価等）
常～かみよん工房　基本協定書
常～のぞみ寮　基本協定書
常～下目黒福祉工房　基本協定書
常～基本協定書の変更・覚書（福祉避難所）
常～心身障害者センター　基本協定書
常～大橋えのき園　基本協定書
常～東が丘障害福祉施設　基本協定書
常～目黒本町福祉工房　基本協定書
かみよん工房　年度協定書

区立施設運営 施設運営全般

施設点検

指定管理 指定管理全般

指定管理協定書等

基準該当居宅介護事業所

従業者養成研修 従業者養成研修共通

緊急介護事業 緊急介護事業全般・利用

登録

障害福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
のぞみ寮　年度協定書
下目黒福祉工房　年度協定書
再委託申請
心身障害者センター　年度協定書
大橋えのき園　年度協定書
東が丘障害福祉施設　年度協定書
目黒本町福祉工房　年度協定書
常～指定管理者制度基本方針一部改正
常～指定管理者制度運営評価基準
常～指定管理者に対する環境配慮の取り組みの働きかけ
常～心身障害者センターの指定管理者制度導入の考え方
常～指定管理者導入検討資料
常～指定管理者制度導入基本方針
常～指定管理者制度導入に伴う条例改正
常～指定管理施設（短期入所）事業者指定申請書及び開始届　東が丘

常～指定管理施設（短期入所）事業者指定申請書及び事業開始届　心身障害者セ

ンター

常～障害者自立支援法　食事提供加算に係る届出　中央、かみよん、えのき

常～指定管理施設（短期入所）事業者指定申請書及び開始届　のぞみ寮

常～指定管理施設（相談支援）事業者指定申請書及び事業開始届　心身障害者セ

ンター
常～指定管理施設（共同生活援助）　事業者指定申請書及び事業開始届
常～区立通所事業者指定申請書及び事業開始届（多機能型）
常～区立通所施設事業者指定申請書及び開始届
常～新体系定着支援事業　経営改善計画承認申請書
常～介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
常～業務管理体制整備の届出（障害者総合支援法、児童福祉法）
常～社会福祉事業団
常～利用料金制導入
常～電子計算組織システム運用管理に関する規定
（常）社会福祉事業団職員配置
常～知的障害者援護施設の臨時休業日に関する基準
社会福祉事業団委託料の支出
常～大規模災害対策計画（目黒区社会福祉事業団）
常～自家用電気使用（廃止）申込書
常～社会福祉事業団経営改善計画
社会福祉事業団委託料の確定と返還
臨時開館・休館告示
目黒区集会施設の利用
常～かみよん工房「かみよんだより」等
常～備品関係（かみよん）
常～かみよん工房（苦情・要望・その他）
常～行政財産の目的外使用許可
常～かみよん工房落成式資料
常～かみよん工房施設設備関係
常～かみよん工房施設改修案
常～かみよん工房運営管理
常～かみよん工房安全対策マニュアル
常～かみよん工房の衛生管理
常～かみよん工房
継～知的障害者更生施設補助金
常～国有財産貸付契約及び現況報告（大橋えのき園土地）
常～大橋えのき園
常～大橋えのき園安全対策マニュアル
常～大橋えのき園１階拡張整備
常～施設・設備改修
常～行政財産の目的外使用について（大橋えのき園）
臨時開業・休業告示
常～備品（大橋えのき園）
常～大橋えのき園落成式資料
常～下目黒福祉工房
あすなろ祭り
臨時開業・休業告示
入退所関係
常～心身障害者センター申請書様式
常～心身障害者センターあり方検討会
常～送迎バス添乗員の結核発病について
常～心身障害者センター利用者からの改善要望
常～心身障害者センターからの収受文書(相談、提案ほか）
心障センター臨時休開業告示
常～東京都登録特定行為事業者登録申請
常～あいアイ館安全対策マニュアル
常～簡易印刷機等の利用について
常～公文書公開・個人情報保護審議会
常～災害時対応自動販売機の鍵の貸与（心身障害者センター）
常～事業団
常～心障センターシンボルマーク
常～心障センター事業要綱
常～心障センター児童デイ移転後の施設利用
常～心障センター児童デイ検討
常～心障センター条例・規則
常～心障センター設置届
常～心障センター落成式
常～心障センター利用者事故対応
常～心身障害者センターあいアイ館における介護体制検討会報告書
常～心身障害者センター開設準備
常～東京都との協定書
常～備品（心障センター）
常～目黒区心身障害者センターあいアイ館パンフレット（平成２１年度作成）
常～行政財産の目的外使用許可について
常～行政財産の目的外使用許可の協議、回答(自販機）

社会福祉事業団社会福祉事業団

かみよん工房

大橋えのき園

下目黒福祉工房

心身障害者センターあいア

イ館

心障センター管理運営全

般

指定管理

指定管理協定書等

指定管理制度導入資料

区立事業者指定通知

障害福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～心身障害者センター「施設長だより」等
常～光アクセス装置の設置に関する覚書
常～機械警備用カード受領書
常～音声触知盤・磁気ループ
常～マスターキー等の引継ぎ
常～心障センター実施計画
常～ガス機器に関する覚書
継～医科相談
常～壁・床総合図
常～電話・ＦＡＸ
常～第１期施設施設鍵の貸出しについて
常～心障センターケーブルテレビ
常～心障センターインターネット利用
常～歯科診療所
常～光警報装置の設置
常～心障センター基本設計
常～キープラン
常～巡回入浴サービスに関わる医療費控除のための領収書発行について
心障センター入浴サービス等自己負担金変更
心身障害者センター自販機電気使用料歳入調定
常～心障センター徴収事務受託者検査要領
心障センター会議室等の使用料の徴収事務委託に伴う告示
２０歳到達に伴う入浴サービス利用実費額の変更について
心障センター実績表
常～心障センターにおける収納金の納入期限設定
心障センター会議室等使用料の徴収事務検査
常～施設予約システムＨＰ
常～施設予約システム公印設定
心身障害者センター会議室等の利用
常～集会施設予約システム利用ガイドブック
常～予約システムの利用登録に関する規則及びQ＆A
予約システム維持管理連絡会
目黒区集会施設予約システム操作者名簿
常～団体登録証様式
常～団体登録要綱
常～団体登録台帳
常～施設入浴サービス
常～「失語症会話パートナー養成講座」
心障センターあいアイ館サービス事業内容変更等届
常～介護保険と障害福祉のサービスの適用関係について
常～機能訓練・中途ディサービス事業全般
常～巡回入浴サービスに関する要望
常～巡回入浴サービス事業実施要綱
常～巡回入浴サービス利用時のひげそり
常～配食サービス事業
介助入浴サービス利用決定
機械入浴利用決定
巡回入浴サービス利用決定
常～試行事業
常～巡回入浴サービスに関わる医療費控除のための領収証発行について
常～生活保護事業と障害者事業との調整
常～特例の相談
常～福祉機器展示
心障センターあいアイ館サービス事業利用辞退届出受理
配食サービス利用決定
常～ディサービス全般
常～自主グループ
心身障害者センターあいアイ館における介護体制検討
常～心身障害者センターあいアイ館生活介護利用契約書
継～機能訓練契約書あ～か
継～機能訓練契約書さ～た
継～機能訓練契約書な～わ
継～中途デイ契約書あ～か行
継～中途デイ契約書さ～た行
継～中途デイ契約書な～わ行
通所バス対応
常～東が丘障害福祉施設情報公開・個人情報保護
常～東が丘地域連絡協議会
常～備品関係
臨時開業・臨時休業告示
東が丘障害福祉施設福祉ホームにおける使用料、共益費の歳入調定
常～東が丘障害福祉施設の清掃
常～東が丘障害福祉施設の災害対策マニュアル
常～鍵の借用書、引渡し、受領
常～東が丘障害福祉施設条例、施行規則、要綱
常～東が丘障害福祉施設関連要綱等
調査・通知
常～東が丘障害福祉施設
常～短期入所事業（あじさいホーム）
常～運営管理委託料の残額使用計画等
運営管理料の精算
運営管理委託料の支出
国有地（運動場）賃借料の支出
常～東京財務事務所との交渉経過
常～国有財産有償貸付契約（減額貸付）の締結について
土地貸借（特人厚）貸借料の支出
常～土地貸借（特人厚）貸付契約

運動場整備 常～運動場概略
私道維持管理 常～私道修繕等

常～施設・建物改修等
常～あじさいホーム浴室改修及びトイレ汚物槽設置工事

心障センター団体登録

心障センターサービス事業

運営

心障センターデイサービス

心障センターデイサービス

契約書

東が丘障害福祉施設 施設運営全般

指定管理委託料

国有地貸借（運動場）

土地貸借（特人厚）

施設設備維持管理

心身障害者センターあいア

イ館

心障センター管理運営全

般

心障センター施設維持管

理

心障センター歳入

集会施設予約システム

障害福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
消防立入検査結果通知書
施設設備点検報告
常～屋上緑化（東が丘障害福祉施設）
常～屋根の改修工事
常～あじさいホームスプリンクラー設置工事
常～あじさいホーム消防設備等
常～東が丘荘関係資料
常～共有部分の施設管理
常～諸経費負担に関する協議書
常～建物管理協議会設置要綱
常～建物管理に関する協定書
常～共有部分諸経費算定
常～その他の協議事項
常～建物管理協議会

東が丘荘（更生施設・宿泊

所）
常～事故・火災等

常～備品関係
常～目黒本町福祉工房
臨時開業・臨時休業告示
本町まつり
常～目黒本町福祉工房防犯カメラ
常～目黒本町福祉工房職員配置
自動販売機電気使用料歳入調定
施設設備維持管理
常～目黒本町福祉工房自動販売機設置
常～目黒本町福祉工房広報
常～災害時対応自動販売機の鍵の貸与
常～目黒本町福祉工房条例改正
常～目黒本町福祉工房住所付定
委託料の支出
運営管理料の精算
常～運営管理委託料の残額使用計画等
常～目黒本町福祉工房引き渡し（鍵明細書）
常～目黒本町福祉工房行政財産目的外利用
常～　目黒本町一丁目用地　地積図・登記　財産引渡し
常～事故報告
常～行政財産の目的外使用について（福祉の店）
常～福祉の店広報・ＰＲ
常～要綱
実績報告
常～苦情・要望
ホームページ
常～指定管理者選定（審査結果、通知等）
常～仮協定書
常～生活福祉委員会報告資料
常～選定委員会
常～選定委員会会議録
常～選定委員会通知・資料
常～募集要項等
常～目黒本町福祉工房　新築工事図面
常～情報公開・個人情報保護審議会／情報化推進委員会
常～社会福祉法人いたるセンター資料
常～公募説明会資料
常～工房保護者会資料
常～指定管理者の指定（立案請求、告示等）
常～指定管理者制度の導入
常～指定管理者制度実施方針
常～質問事項

常～目黒本町一丁目障害福祉施設基本構想　政策調整会議・政策決定会議
常～清水市場活用計画検討
常～　目黒本町一丁目障害福祉施設　基本構想　生活福祉委員会
常～目黒本町一丁目障害福祉施設　基本設計　生活福祉委員会
常～実施計画資料
常～　目黒本町一丁目障害福祉施設　実施設計　生活福祉委員会
常～　区立施設福祉環境整備協議書
常～　目黒本町一丁目障害福祉施設　電話・LAN機器図
常～指定管理移行に伴う引継ぎ報告
常～いたるセンターとの打ち合わせ資料
常～目黒本町福祉工房指定管理者引継ぎ
常～福祉の店　内装・照明検討
常～福祉の店　太陽光ディスプレイパネル
常～福祉の店　店舗名称
常～開設準備
常～他自治体福祉の店資料
常～福祉の店　運営委託・運営方法

目黒本町福祉工房分室 常～開設準備
常～生活寮備品管理設置料
常～備品関係（のぞみ寮）
利用辞退届
常～区立知的障害者グループホーム条例・要綱
常～都指定更新（６年ごと）
常～グループホーム事業者へのバックアップ体制
常～危機管理マニュアル（のぞみ寮）
のぞみ寮使用料等納入済通知書
指定管理料の支出（のぞみ寮）
指定管理料の精算（のぞみ寮）
消防用設備等保守点検報告書
常～社会福祉法人東京都知的障害者育成会資料
常～生活寮運営助成要綱
厚生労働省等調査回答
常～生活寮条例・施行規則・要綱

のぞみ寮 生活寮運営

目黒本町福祉工房開設準

備

指定管理者選定

基本構想

基本設計

目黒本町福祉工房開設準

備
指定管理者引継ぎ

福祉の店検討

特人厚との協議事項

目黒本町福祉工房 施設運営全般

指定管理委託料

財産管理

福祉の店

東が丘障害福祉施設

施設設備維持管理

障害福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～田道ハイム（修繕、苦情、その他）
田道ハイム保守点検委託（インターホン等）
田道ハイム使用料等納入済通知書
田道ハイム使用許可及び使用料決定
田道ハイム委託管理料
田道ハイム維持管理（エレベーター）
常～田道ハイム設備点検
常～身体障害者福祉住宅概要
常～身体障害者福祉住宅条例
常～目黒区立身体障害者福祉住宅条例施行規則
常～身体障害者福祉住宅検査員
常～田道ハイム・のぞみ寮防火管理消防計画
常～田道ハイム施設維持管理費
常～身体障害者福祉住宅運営要綱
常～身体障害者福祉住宅の目的外使用について
常～田道ハイム入居者名簿
常～田道ハイム住宅返還
常～田道ハイム鍵リスト
常～身体障害者住宅使用者抽選要領
常～身体障害者住宅模様替等許可
常～入居者のしおり・入居説明会
常～田道ハイム入居者募集
常～田道ハイム入居者誓約書
常～田道ハイム使用申込資格調査
常～田道ハイム公開抽選使用決定
常～田道ハイム（単身用）入居者募集・決定（平成３０年度）
常～区営住宅等からの暴力団排除に関する合意書
常～　スマイルプラザ中央町会議室等利用手続要綱
常～捜査協力（防犯カメラ）
常～東工大エネルギー調査　H３０.１１
常～非常用消防設備マニュアル
常～防火管理者
常～　ＡＥＤ設置
常～　近隣対応
常～　事件・事故報告
常～　自動販売機設置
物品借用・返却確認書
施設利用届
施設見学
常～　グラウンド開放
常～　イベントの実施
常～東日本大震災に伴う避難被災者の駐車場利用について
常～施設利用に関する確認事項
常～　防火管理・消防訓練
消防用設備点検
日常施設点検日誌
日報
６ヶ月点検
施設設備点検報告
自家用電気工作物保安管理業務委託
廃棄物処理委託
電力需給契約
常～　電話・ＦＡＸ
常～　電気設備維持管理・工事
常～　植栽管理
常～　施設設備維持管理・工事
常～　１年瑕疵担保検査
常～　２年瑕疵担保検査
完了報告書（ＡＥＤ）
常～　機械警備委託
常～　機械設備維持管理・工事
常～　受託業者情報
常～業務改善提案型契約（スマイルプラザ中央町）
完了報告書（総合管理業務）
常～総合管理業務契約書
光熱水費歳入調定
光熱水費納入済通知書
自動販売機歳入通知
投票所の使用
常～都道補助２６号線工事にかかる敷地内使用
常～電柱の設置
常～　防災関連設備
常～　教育事業用施設の用途変更
常～　管理区分
常～住居表示
常～区有地管理
常～　鍵の管理
常～補助２６号線道路工事関連
常～　補助２６号線用地の一時使用
常～　補助２６号線の整備に係る意見交換

周辺地区整備 常～　学芸大学駅周辺地区整備
常～入居団体資料
常～　利用者説明会（入居団体向け）
常～　就労移行支援事業者等　使用貸付契約
常～放課後等デイサービス事業

就労移行支援事業所選定 常～　障害者就労移行支援事業者との覚書の締結

就労移行支援事業者契約

更新
常～就労移行支援事業者契約更新

常～　第六中学校跡地施設　活用方針
常～　中央町障害福祉施設　基本構想　近隣説明会
常～　基本設計　各団体要望図面

基本構想

基本設計

スマイルプラザ中央町 管理運営全般

施設点検

施設設備維持管理

管理業務委託契約等

歳入全般

行政財産の目的外使用

施設基本管理

都道補助２６号線関連

入居団体

身体障害者住宅 身体障害者住宅運営管理

身体障害者住宅募集・入

居

障害福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～　基本設計　近隣説明会
常～　基本設計　生活福祉委員会
常～　基本設計　検討
常～　実施計画　近隣説明会
常～　実施計画　検討
常～　実施計画　生活福祉委員会

建設工事 常～　改修工事
常～開設等に伴う申請・登録
常～情報公開・個人情報保護審議会
常～情報化推進委員会
常～名称・サインの翻訳

障害福祉サービス従事者

処遇改善事業

障害福祉サービス従事職

員等処遇改善助成金
常～処遇改善助成金　通知・資料

常～処遇改善（特別）加算　積算資料
福祉・介護職員処遇改善（特別）加算届出書
福祉・介護職員処遇改善（特別）加算に関する通知等
処遇改善加算金の支出
常～受注仲介事業調査・通知
常～就労支援センター資料
常～世田谷区の仲介事業（資料）
常～ふるさと納税返礼品
常～障害者優先調達推進法
ホームページ原稿等
常～受注仲介事業情報紙「ともしび」
常～受注仲介事業実施要綱
常～受注仲介事業実施
常～区市町村ネットワーク資料
常～受注仲介事業ＰＲ
常～受注仲介事業資料(他自治体等）
常～第三者評価ｼｽﾃﾑ検討会記録
常～福祉サービス第三者評価（指針）及び実施要綱
常～第三者評価
常～第三者評価モデル会議資料
第三者評価調査・通知

すくすくのびのび園 すくすくのびのび園　第三者評価結果
中央町福祉工房 常～中央町福祉工房第三者評価（平成２０年度）
上目黒福祉工房 常～上目黒福祉工房（平成１８年度）
上目黒福祉工房 常～上目黒福祉工房第三者評価（平成２１年度）
下目黒福祉工房 常～下目黒福祉工房第三者評価（平成２１年度）

心身障害者センターあいア

イ館
常～心身障害者センターあいアイ館第三者評価

東が丘福祉工房 常～東が丘障害福祉施設第三者評価
かみよん工房 常～かみよん工房第三者評価結果
大橋えのき園 常～大橋えのき園　第三者評価結果
のぞみ寮第三者評価 常～のぞみ寮第三者評価結果
目黒本町福祉工房 常～目黒本町福祉工房第三者評価

継～すくすくのびのび園給食実施要綱
常～下目黒福祉工房点字印刷
常～区立福祉工房土地境界
常～下目黒福祉工房目的外使用許可取扱要綱
運行ルート表
福祉工房バス完了届
常～福祉工房バス検討会
常～送迎バス入札資料
常～送迎バス契約・仕様書
常～通所バス対応
継～福祉工房緊急通行車両等事前届出
常）緊急通行車両等事前届出
常～送迎業務委託プロポーザル選定
常～通所バス事業者における不適切な行為
常～福祉工房事故対応
継～福祉工房等保険資料
常～福祉工房等の職員配置基準事業体系･利用者対象基準
常～請負契約取扱要綱
常～個別支援計画作成に関する要領
継～福祉作業所等における宿泊訓練の費用の取扱いに関する要綱
継～福祉工房利用者就労祝金支給要綱
継～福祉工房目的外使用許可取扱要綱
継～福祉工房事業開始届
継～福祉工房交通費支給要領
継～心身障害者通所施設等の利用調整に関する要綱
常～福祉工房規程検討
常～受託事務取扱要綱
常～製品工賃支給要綱
常～福祉工房条例、施行規則
常～福祉作業所運営要綱
常～福祉作業所工賃支給要綱
常～実習評価基準
常～目黒区障害者通所施設等の利用調整等に関する要綱
常～連絡調整会議
常～利用決定審査会
常～通所施設等あり方検討会報告
常～通所施設運営指針・体系検討
通所施設の運営等に関する会議
利用情報会議
通知・調査
常～要綱（民間施設）
常～民間障害者福祉施設職員健康相談

常～社会福祉法人愛隣会「あゆみ園」に対する目黒区障害福祉サービス事業補助

金交付要綱
フードコミュニティ目黒補助金

民間施設運営 民間施設全般

知的障害者通所施設補助

障害福祉施設等受注仲介

事業

第三者評価 福祉サービス第三者評価

全般

通所事業 福祉工房運営管理

福祉工房バス

福祉工房保険

福祉工房例規・要綱

会議

基本設計

実施計画

開設準備

福祉・介護職員処遇改善

（特別）加算

福祉・介護職員処遇改善

（特別）加算

スマイルプラザ中央町

障害福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
カフェレストランわれもこう目黒店
常～目黒区障害児放課後日中一時支援事業びりぃぶ資料
中町作業所補助金
常～地域デイグループ
常～社会福祉法人に対する補助に関する条例
常～青松の会　中町作業所(旧ミチル）資料
常～障害者就労支援事業・就労継続支援事業運営費補助金交付要綱
常～目黒区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱
常～目黒区障害福祉サービス（新体系）事業補助金交付要綱
常～地域デイグループ事業要綱
あかねの会　清水実習所
あゆみ園補助金
しいの実社補助金
びりぃぶ補助金
ブレス補助金
ワークイン翔補助金
ＳＵＮ補助金

高次脳機能障害者通所施

設補助
目黒区高次脳機能障害者支援センター　いきいき*せかんど

常～目黒区地域活動支援センターⅢ型等事業補助金交付要綱
地域活動支援センターふれんず
常～地域活動支援センターⅠ型運営費等補助金交付要綱
地域活動支援センターセサミ
常～放課後等デイサービス事業所開設等経費補助要綱
めぐろアフタースクール補助金
知的障害者グループホーム運営補助金支出
知的障害者グループホーム運営補助金交付
知的障害者グループホーム運営助成実績報告
常～目黒区知的障害者グループホーム運営助成要綱
常～法人資料
精神障害者グループホーム等運営費補助金
常～グループホーム補助金交付要綱
継～萌の会資料
継～豊生会（仮称）ふくらく荘建設費補助
常～善光会
継～「わかばの家」建設費補助（睦月会）
継～「わかばの家」（睦月会）資料
継～（福）萌の会建設費補助（愛幸）
東京都補助金申請、区意見書
常～睦月会建設費補助
常～萌の会建設費補助
常～しいの実社建設費補助
常～（社福）もえぎの会　グループホーム建設費補助
常～善光会建設費補助
継～大円寺建物契約
常～大圓寺建物契約
常～大圓寺竹の子坊共益費
継～大円寺建物（中町一丁目）資料
常～区有地活用計画
常～区有地使用貸借契約（スマイルプラザ中央町用地）
常～平成２８年度国庫補助協議
常～民間施設移転に係る整備

常～目黒区民センターレストラン事業等実施する障害者就労支援事業者公募
常～目黒区民センターレストラン施設管理

監査 財政援助団体等監査資料
継～建設費助成あゆみ園元年度
継～建設費助成資料あゆみ園
常～あゆみ園建設費補助（平成１９年度以降）
常～送迎バス提供についての取り交わし
継～建設費助成あゆみ園１７年度～
継～建設費助成あゆみ園２、３年度分
継～建設費助成あゆみ園４年度分以降
常～「しいの実社」２９年度大規模改修（空調等改修工事）
継～（福）もえぎの会補助金起案（施設建設）
継～「しいのみ社」使用許可（目黒一丁目）
継～「しいの実社」用地費・・建設費補助
継～もえぎの会「社会福祉医療事業団借入金」償還分補助
継～南一丁目知的障害者問題
継～社会福祉法人設立
継～南一丁目グループホーム建設
常～法人解散とあかね会への事業譲渡
継～清水実習所都緊急整備費補助金

NPO法人フードコミュニチィ

目黒
継～NPO法人FC（フードコミュニティ）目黒開設準備補助金

常～NPO法人　青松の会　中町作業所
継～ミチル会作業所都緊急整備費補助金
常～社会福祉法人　あかねの会
常～みきの会資料
常～みきの会東京都補助金申請書・市区町村意見書

NPO法人ハートフル翔 常～法人資料

NPO法人Believeびりぃぶ 常～法人資料

社会福祉法人あかねの会 常～あかねの会　清水実習所
継～作業所グループホーム就業規則･給与規則等
継～精神障害者共同作業所･小規模通所授産施設要綱(H１６～)
継～地方自治体単独補助金制度調査結果
常～　鍵の管理
常～行政財産の目的外使用について（上目黒福祉工房）
常～消防対象物使用開始届（上目黒福祉工房跡地）
常～普通財産土地貸借契約による賃料の歳入調定について
常～上目黒福祉工房跡地利用
常～　公共料金

上目黒福祉工房跡地管理

目黒区民センターレストラ

ン事業者募集

法人資料 社会福祉法人愛隣会

社会福祉法人もえぎの会

NPO法人障害者支援･清水

会

NPO法人青松の会

社会福祉法人みきの会

区･作業所補助金要綱･予

算等

民間施設運営

地域活動支援センター運

営費補助

放課後等デイサービス

知的障害者共同生活援助

等

精神障害者共同生活援助

等
建設費補助

知的障害者通所施設補助

精神障害者通所施設補助

大円寺建物契約

民間施設移転関連

障害福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～　自家用電気工作物定期点検
常～　消防設備保守点検委託
常～　機械警備委託
常～電動自転車防犯登録カード
（個人番号）計画相談申請書
（個人番号）自立支援（更生）医療申請書
（個人番号）自立支援給付支給申請書
（個人番号）地域生活支援事業申請書
（個人番号）日常生活用具・補装具申請書
常～更生指導台帳(町丁別)
常～更生指導台帳（施設入所者）
常～事例対応
常～障害者制度改革及び他法関係
身体障害者福祉司会分担金
都・他道府県及び区から調査依頼書
区民の声課回答
常～罪被害者等支援庁内連絡会議
常～事業所指導検査
申請受理簿
めぐろふれあいフェスティバル
その他通知
講習会・研修
調査･回答
東京都からの通知
判定依頼取下げ
判定等依頼簿
保健業務連絡会
保健師業務年報について
予定表

不服申し立て及び裁判等 常～審査請求及び裁決書
常～通所サービス（送迎等）
常～平成２１年４月改正の概要

常～介護職員等によるたん吸引等の実施のための制度のあり方に関する検討会
常～基幹相談支援センター検討
常～食道発声シャント手術ＴＥ発声法
常～失語症
常～小児慢性疾患関係資料
常～障害者差別解消法検討
常～新型インフルエンザ資料
常～身体障害者・知的障害者福祉法実務手引ＣＤ
常～東京都重度身体障害者グループホーム事業補助金交付要綱
常～各種優遇措置（税制・電話・その他）
常～身体障害者更生相談所設置運営基準
身障指定医名簿
指定医都通知
常～指定医申請手続要領
常～生活のしづらさなどに関する調査
常～障害者実体調査にかかる目的外利用
常～身体障害者・児等実態調査平成１８年
身体障害者相談員研修会費交付申請
障害者相談員活動報告書
常～身体障害者相談員委嘱式
常～身体障害者相談員設置要綱
身体障害者相談員・知的障害者相談員研修会等
常～身障相談員運営要領
障害者相談員活動費支出
常～成年後見制度
常～法定後見等の申し立て資料申請手続き
地域自立支援協議会区報・ホームページ等
防災部会
調査・回答
意思疎通支援部会
障害者自立支援協議会視察
地域自立支援協議会議事録
地域自立支援協議会委員報償費支出
地域自立支援協議会開催
常～東京都自立支援協議会　　⑲～
自立支援協議会イベント
高齢化・グループホーム対策部会
常～目黒区地域自立支援協議会設置準備
地域自立支援協議会委員委嘱及び協議会
相談支援部会
障害者自立支援協議会学習会等
自立支援協議会部会通知等
子ども部会
常～目黒区障害者虐待防止対策事業実施要綱
常～臨床心理士相談
虐待防止研修
立入調査証票
依頼
常～東京都障害者虐待防止・権利擁護マニュアル
常～携帯電話
研修講師謝礼・臨床心理士報酬支出
虐待防止センター臨床心理士相談
目黒区虐待防止センター虐待事例
身体障害者手帳交付状況台帳
身体障害者手帳所持証明書
身障手帳所持者数
手帳診断書・意見書必要部数回答
行政統計および手帳交付状況報告書
常～身障手帳通知

地域自立支援協議会 地域自立支援協議会

障害者虐待防止 障害者虐待防止

身障手帳 身障手帳全般

上目黒福祉工房跡地管理

身障福祉共通 身障福祉全般

身障福祉検討事項

国都の手引き

身障法指定医

実態調査

身体障害者相談員

成年後見

障害福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
更生指導台帳の行政照会
常～年度別交付状況
身体障害者手帳訂正連絡票
身体障害者手帳更新申請等却下決定通知
身障手帳進達簿
身障手帳交付申請却下分
常～手帳進達中新規
常～手帳進達中再交付
手帳交付申請取下書
常～年度別進達状況
都身障センター手帳交付通知（Fax）
都居住地変更通知
身体障害者手帳交付通知

身障手帳交付・再交付起 手帳交付・再交付原議
身障手帳返還(更新)起案
身障手帳変更（転入）起案
身障手帳変更（転居・氏名変更等）起案
身障手帳返還(非該当・その他)起案
再認定のための診査通知書の交付
再認定審査結果通知書
再認定審査後の手帳再交付通知

身障手帳廃止台帳（死亡） 身障手帳廃止台帳（死亡）

身障手帳廃止台帳（転出） 身障手帳廃止台帳（転出）

身障手帳廃止台帳（職権

抹消）
身障手帳廃止台帳（職権抹消）

身障手帳申請書控 身障手帳申請書控（個人番号）
常～補装具給付変更について通知
常～補装具却下・異議申し立て
常～目黒区補装具費支給事務取扱要領の制定について
常～補装具判定･基準外交付についての都通知
常～電動車いすについての通知
常～児童の基準外補装具の給付の手順について
常～厚生年金保険整形療養事業終了(補装具）　⑲～

常～義肢、装具及び座位保持装置等に係る補装具費支給事務取扱要領（国の通

知）
補装具業者登録申請起案
補装具業者の変更届
義肢装具協同組合員名簿
常～補装具業者登録届
常～補装具業者契約書
補装具決定原義
補装具取消原議

常～目黒区日常生活用具給付等事業実施要綱の制定について(H１８.１０.１～　)
常～目黒区重度心身障害者（児）日常生活用具給付等事業実施要綱の改正
常～日常生活用具給付等事業補助要綱の一部改正（都からの通知）
常～ストマ用装具の医療費控除

日常生活用具通知 日常生活用具（調査・回答・検討事項）
日常生活用具取消原議
日常生活用具申請勧奨通知
日常生活用具（ストマ装具）給付決定原義
日常生活用具給付決定原議
住宅設備改善給付決定原議
住宅設備改善工事完了届
常～住宅設備改善給付実施要綱の一部改正について(H１８.４.１～）

難病患者日常生活用具 常～難病日常生活用具給付台帳
給付事業全般 常～視覚障害者支援

常～福祉電話資料
常～身障福祉電話貸与者名簿
常～休止中電話「承り票」
身障福祉電話貸与決定原議
常～福祉電話使用賃借契約書
常～点字図書給付決定簿
点字図書給付原議
常～点字図書給付事業実施要綱
常～点字図書給付事業通知
常～点字プリンター取扱い説明書
常～身障自動車改造費助成事業実施要綱
常～自動車改造費助成資料
常～自動車改造費助成簿
常～東京都身体障害者補助犬給付要綱
常～身体障害者補助犬法
常～盲導犬貸与・給付者名簿
常～補助犬パンフレット・ステッカー
常～資格養成事業運営要綱
常～三療師養成委託生募集
常～就職支度金原議見本
常～施設入所者就職支度金支給要綱
常～ＮＨＫ放送受信料免除
常～ＮＨＫ受信料免除基準通知
ＮＨＫ放送受信料免除事由確認調査
ＮＨＫ受信料免除申請書（７月～９月）
ＮＨＫ受信料免除申請書（４月～６月）
ＮＨＫ受信料免除申請書（１０月～１２月）
ＮＨＫ受信料免除申請書（１月～３月）
常～有料道路割引制度改正
常～民営バス割引取扱要領
常～航空割引
常～交通割引発行事務の手引
常～民営バス乗車割引証交付台帳
常～民営バス通勤通学定期券割引交付台帳
都営交通無料乗車券発行申請書

給付事業
身障福祉電話

点字図書給付

自動車改造

盲導犬貸付･給付

三療師養成

就職支度金

NHK受信料

交通費割引

都営交通割引

補装具 補装具全般

補装具事業所

補装具決定原義

日常生活用具要綱・要領・

通知

日常生活用具

日常生活用具給付決定原

議

設備改善給付

身障手帳 身障手帳全般

身障手帳交付通知

身障手帳返還・変更起案

身障手帳再認定

障害福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
都営交通無料乗車券発行台帳
都営交通無料乗車券通知
常～都営交通無料乗車券の発行事務の受委託に関する協定書
常～都営交通割引の手引
都営交通無料乗車券の発行事務手数料の請求及び歳入調定
常～中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金代理受領契約書
常～東京都中等度難聴児発達支援事業補助金交付要綱
中等度難聴児発達支援事業決定原義
中等度難聴児発達支援事業支給券
中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金支出
常～目黒区中等度難聴児発達支援事業実施要綱
常～戦傷病者補装具基準表
戦傷病者特別援護法事務費交付金
常～戦傷病者手帳所持者リスト
常～戦傷病者相談員
常～戦傷病者特別援護法事務取扱要領
当初予算（翌年度）
補正予算
地域福祉推進区市町村包括補助事業
地域生活支援事業（障害者虐待防止支援事業含）
常～身体障害者保護費の国庫負担（補助）金
障害者施策推進区市町村包括補助事業
監査・決算
一般財源等把握調査について
目黒区重症心身障害児（者）通所事業運営費補助金
常～目黒区重症心身障害児(者)通所事業運営費補助要綱

常～東京都重症心身障害児（者）通所事業実施要綱・運営費補助金交付要綱
補装具費の支出（代理受領）
常～補装具費支出財務操作マニュアル
補装具費支給券
補装具費の支出（償還払い）
常～障害者医療費国庫負担金交付要綱
身体障害者更生医療審査支払手数料の支出(国保）
身体障害者更生医療診療報酬の支出（国保）
身体障害者更生医療診療報酬支出（社保）
常～レセプト取扱変更
常～支払基金審査支払手数料見直し
常～再審査等請求資料
常～更生医療委託契約
障害者医療費（更生医療）都費負担金
障害者医療費（更生医療）国庫負担金
自立支援医療（更生医療）診療報酬額決定通知
自立支援(更生)医療レセプト（５月～４月）
再審査等請求送付依頼
更生医療における実績調査について
日常生活用具給付支出
日常生活用具給付券
住宅設備改善給付券
点字図書受領報告書
日常生活用具受領書(４月～９月）
日常生活用具受領書(１０月～３月）
常～手話言語条例・全国手話言語市区長会
常～目黒区聴覚言語障害者相談事業要綱
目黒聴障新聞
常～　聴力障害者情報文化センター
常～聴覚障害者福祉に関わる要望
在宅福祉サービス総合保険（保険料支出・保険金請求）
在宅福祉サービス総合保険（次年度申込み）
手話通訳者外部研修（支出含む）
常～区政功労者表彰（手話通訳者）
常～手話通訳等の制度関係書類
手話通訳者登録申請書
手話通訳通知・調査
常～手話通訳者等派遣事業実施要綱
手話通訳養成講座会場確保
手話通訳養成講座活動計画書
手話通訳養成講座応募者
手話通訳養成講座プログラム
ホームページ及び区報等
常～手話通訳養成講座委託事業要綱
手話通訳養成講座名簿
手話通訳養成講座全般
手話通訳養成講座実施報告書（前年度分）
手話通訳選考募集・実施
常～手話通訳選考取扱要領
手話通訳選考資料
常～手話通訳選考問題資料
手話通訳者研修会講師依頼
手話通訳者研修会講師謝礼支出
手話通訳支払額証明書
手話通訳手当の支出
常～手話通訳支払口座振替依頼書
都手話通訳及び要約筆記者派遣委託
常～　夜間・休日の手話通訳派遣
手話通訳派遣決定
手話通訳日誌
手話通訳報告書（行事）
手話通訳報告書（個人）
自立支援医療（更生医療）（生活保護・人工透析療法）
自立支援医療（更生医療）意見書（写し）等送付
自立支援医療（更生医療）支給決定

自立支援医療 自立支援医療

手話通訳派遣事業 手話通訳派遣全般

手話通訳養成講座

手話通訳者選考

手話通訳研修会

手話通訳者派遣

補装具等経理 補装具経理

自立支援医療経理

日常生活用具等経理

聴覚障害者支援 聴覚言語障害者相談

中等度難聴児発達支援事

業

戦傷病者 戦傷病者

国及び都補助金・予算 国及び都補助金･予算

都重症心身障害児(者）通

所事業

給付事業

都営交通割引

障害福祉課



 令和元年度 行政情報目録 （健康福祉部・福祉事務所・保健所 障害福祉課）

20／24

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～自立支援医療通知
常～自立支援医療受給者番号整理簿
常～生活保護世帯の人工透析に係る医療費について
個人別援助記録（死亡）
常～介護給付費等の支給決定基準及び取扱要綱
利用者負担上限額管理事務依頼届出書
契約内容報告書
常～個人別援助記録
個人別援助記録（転出等）
サービス等利用契約（代筆）
自立支援給付費の支給決定について
同行援護給付（特例）
重度訪問介護利用者支給決定
自立支援給付（特例）
重度訪問介護における同行支援
障害者の入院に係る支援
常～療養介護医療受給者証受給者番号整理簿
療養介護利用者負担上限月額及び療養介護医療費の決定
常～療養介護医療に関する通知

施設入所支援 施設入所者の利用者負担上減額の決定
常～重度障害者等包括支援
勘案会会議録
判定会議会議録
幼児教育・保育の無償化に伴う受給者証の送付
障害児通所支援・障害児相談支援給付費支給決定
常～障害児通所給付費等に関する通知
移動支援給付（特例）
移動支援給付の支給量決定
常～あいアイ館中途デイサービス事業要綱
常～あいアイ館機能訓練事業要綱
デイサービス決定原義
あいアイ館デイサービス廃止（辞退・死亡・転出）決定
常～目黒区身体障害者及び知的障害者短期施設入所事業実施要綱
あけぼのホーム利用承認決定
常～目黒区心身障児(者）日中一時支援事業実施要綱
常～あけぼのホーム利用案内
常～日中一時支援事業
常～重症心身障害児者在宅レスパイト事業訪問看護師免許
重症心身障害児者在宅レスパイト事業利用申請
重症心身障害児者在宅レスパイト事業医師指示書
重症心身障害児者在宅レスパイト事業実績報告書
重症心身障害児者在宅レスパイト事業承認決定
常～重症心身障害児者在宅レスパイト事業資料
常～重症心身障害児者在宅レスパイト事業調査書
重症心身障害児者在宅レスパイト事業契約・支出
常～重症心身障害児者在宅レスパイト事業実施要綱

重症心身障害児在宅療育

支援事業
常～重症心身障害児在宅療育支援事業

常～事故報告
東京都身体障害者療護施設利用調整
施設入所支援
常～光明特別支援学校ＰＴＡ要望書
常～光明特別支援学校・個別支援計画
常～特別支援教育
特別支援学校通知等
常～利用調整

福祉工房 常～通所バスの取り扱い
常～医療的ケア指導医意見書
常～医療的ケア検討委員会
医療的ケア実施申請及び決定
医療的ケア委員報酬・指示書作成料支出
常～医療的ケア主治医意見書
常～医療的ケア実施要綱
常～重症心身障害児（者）通所事業
常～重症心身障害児対象事業（訪問事業）
重症心身障害児者施設入所推薦
常～重症心身障害者判断基準
常～重症心身障害児短期入所
常～東が丘あじさいホーム契約
常～東が丘あじさいホーム
常～目黒区立東が丘あじさいホーム運営要綱
常～東が丘あじさいホーム利用決定
東が丘あじさいホーム利用料決定
高次脳機能障害者支援促進事業補助金の歳入調定について
高次脳機能障害者支援促進事業実績報告書
高次脳機能障害者サポーター養成研修
区市町村高次脳機能障害者支援促進事業補助金交付申請書
常～高次脳機能障害パンフレット等
高次脳機能障害者支援調査・回答
高次脳機能障害者支援セミナー
常～高次脳機能障害者支援促進事業要綱
常～目黒・品川・大田３区合同高次脳家族会講演会
高次脳機能障害研修・連絡会
高次脳機能障害広報

難病患者在宅支援 常～東京都在宅難病患者支援事業資料
常～目黒区在宅難病患者訪問看護事業実施要綱
常～在宅難病患者医療機器貸与に係る訪問看護事業通知
在宅難病患者緊急一時入院申請書
常～在宅難病患者緊急一時入院事業資料
常～在宅人工呼吸器使用者の東京電力への登録
常～災害時電源確保資料（人工呼吸器使用者）

高次脳機能障害者支援促

進

高次脳機能障害者支援促

進事業

難病患者在宅支援
在宅難病患者医療機器貸

与訪問看護
在宅難病患者一時入院事

業
人工呼吸器利用者支援 人工呼吸器利用者災害時

支援

重症心身障害児者支援事

業

重症心身障害児者在宅レ

スパイト事業

身体障害者施設 身体障害者施設全般

特別支援学校

医療的ケア実施

重度心身障害者施設

東が丘あじさいホーム

障害児支援 障害児通所給付費等決定

地域生活支援事業 移動支援給付

デイサービス支給決定

目黒区単独事業 緊急一時保護施設

自立支援医療 自立支援医療

自立支援給付 自立支援給付全般

自立支援給付費決定

療養介護

その他

障害福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～東京都在宅人口呼吸器使用者災害時支援
常～災害時個別支援プラン
災害時個別支援プラン作成料支出
在宅人工呼吸器個別支援計画作成依頼
常～在宅人工呼吸器　個別支援計画
常～リーフレット「医療的ケアってなあに？」
医療的ケア児支援関係機関協議会アンケート
医療的ケア児関係支援関係機関協議会見学会
医療的ケア児支援関係機関協議会
医療的ケア児関係機関協議会会議
医療的ケア児関係支援関係機関協議会学習会
医療的ケア委員報酬支出
常～医療的ケア児事業所資料
常～障害児通所支援事業事前調査票
常～医療的ケア児施設図面
常～医療的ケア児支援者（コーディネータ）育成研修
常～あいアイ館児童施設指定
常～すくすくののびのび園図面
医療的ケア児通所事業
常～医療的ケア児等選定委員会
重症心身障害児通所支援事業利用登録者検討委員会
常～委員会

医療的ケア児等通所支援事業の目黒区心身障害者センターあいアイ館での実施に

ついて
常～医療的ケア児通所事業設置（契約）
常～医療的ケア児通所事業設置

医療的ケア児コーディネー

ター
医療的ケア児コーディネーター養成研修

条例・規則・要綱等 常～審査会に関する条例・規則・要綱
常～医師意見書記載の手引き
常～市町村審査会委員マニュアル
厚労省定期報告
障害支援区分判定状況調査・回答
障害支援区分認定通知書・証明書
常～不服審査請求
常～委員履歴
審査会委員委嘱・解嘱

審査会委員研修等 市町村審査会研修
委員報酬振込明細一覧表
常～委員報酬支払口座
委員報酬・旅費起案
意見書作成料等支出
常～意見書作成料等口座振替依頼書
意見書作成料等振込明細一覧表
意見書作成料等支払いのお知らせ

認定調査票 給付申請書（写し）
主治医・指定医 医師意見書作成依頼

審査会資料原本
審査会会議録（４月～９月分)
審査会会議録（１０月～３月分)
審査会結果
常～免疫更生指導台帳（東部）
常～免疫更生指導台帳（北部）
常～免疫更生指導台帳（南部）
常～免疫更生指導台帳（西部）
自立支援医療決定（南部）
自立支援医療決定（東部）
自立支援医療決定（中央）
自立支援医療決定（西部中央）
自立支援医療決定（北部）
自立支援医療決定（西部）
常～身元不明者に関する警視庁との連携
知的障害者福祉調査回答
常～事故報告・対応（区内事業所）
常～苦情調整
常～マイナンバー制度情報連携テスト編
常～マイナンバー制度と業務システム（庁内会議資料）
常～知的障害者の補装具交付台帳
知的障害者福祉司会分担金
常～愛の手帳所持者捜査関係事項照会書
常～知的障害者福祉司　講義資料
常～介護保険適用除外
常～研修資料
ファイリング基準表
職員派遣研修
知的障害者福祉司会
常～児童相談所移管について
愛の手帳交付申請受理及び都進達
常～愛の手帳所持者各種統計データ
常～愛の手帳巡回相談
常～東京都愛の手帳交付要綱
常～愛の手帳住登外登録者
常～援護の実施機関
愛の手帳交付通知
愛の手帳交付証明書の発行について
知的福祉業務月例報告
愛の手帳変更（返還）届
愛の手帳転入転出通知
愛の手帳再交付
常～知的障害者指導台帳（施設入所者）
常～知的障害者指導台帳（施設通所者）

障害支援区分判定審査会

記録

審査記録

免疫 免疫更生指導台帳

手帳更生医療（現年度）

知的障害者共通 知的障害者全般

愛の手帳関係

指導台帳

審査会運営 審査会運営全般

審査会委員

審査会財務 審査会委員報酬

意見書作成料等支払

医療的ケア児関連事業 医療的ケア児協議会

医療的ケア児通所事業

障害支援区分判定審査会
手引・事例

調査・報告・統計

人工呼吸器利用者支援 人工呼吸器利用者災害時

支援

個別支援計画作成事業

障害福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～知的障害者指導台帳（グループホーム）
常～知的障害者指導台帳（通勤寮）
常～知的障害者指導台帳（病院）
知的障害者指導台帳（廃止）
常～相談受付票
常～知的障害者指導台帳（在宅者）
常～地域生活定着支援センター
常～障害者虐待防止法関係
常～遺留金品の処理方法
常～個人情報　業務登録
相談員活動報告書
常～知的障害者相談員の委嘱
常～知的障害者相談員推薦
相談員研修
常～相談員設置要綱・運営要領

発達障害全般 常～発達障害施策・通知
常～知的障害者福祉法の通知
常～国民健康保険法（住所地特例）
常～埼玉県知的更生施設の入所について
常～平成２６年度障害者等災害臨時特例補助金交付要綱
常～身体・知的障害者短期入所事業実施要綱
常～目黒区障害者相談支援委託事業実施要綱
常～区緊急一時保護運営要綱
常～規則改正（目黒区知的障害者福祉法）
常～わかばの家建設補助
常～愛幸の入所について
常～目黒区新事業移行促進事業補助要綱
常～目黒区事務処理安定化支援事業補助要綱
常～わかばの家協定書

徴収金要領 徴収金認定要領改正資料
かみよん工房設置要綱
援護施設実施要綱
知的援護施設条例
常～成年後見区長申立要綱・要領
常～成年後見区長申立ての手続き
常～成年後見資料
常～目黒区知的障害者ＧＨ事業
常～東京都障害者グループホーム等支援事業実施要綱
常～生活寮資料（区内グループホーム） ゛
常～東京都知的障害者グループホーム運営協議会
常～グループホーム萩寮
常～柿の木坂ホーム
常～ＦＣ目黒ハウス
常～沙羅の家
常～沙羅の家　清水
常～沙羅の家　大岡山
常～沙羅の家向原
常～窓月寮
常～大岡山ホーム
常～目黒加藤寮→ねむのき
常～区内グループホーム入居者リスト
常～グループホームなずみ
常～ぼくんち（竹本ホーム）
常～かみよんホーム
常～グループホームわかば
常～区外グループホーム運営情報
知的障害者グループホーム委託料の支出決定
家賃助成の処理
常～かみよん工房の利用契約締結
常～のぞみ寮利用契約の締結
常～大橋えのき園の利用契約締結
常～中央町・上目黒→目黒本町福祉工房利用契約締結
常～東が丘福祉工房の利用契約の締結
常～あいアイ館短期入所利用契約書
あいアイ館特定相談支援事業利用契約書
あじさいホーム短期入所利用契約書
のぞみ寮短期入所契約の締結
利用契約の終了
あじさいホーム短期入所申出書
あいアイ館短期入所申出書
常～指定障害福祉サービス事業者に関わる指定取消・停止情報
常～重度障害者等包括支援対象について
申請内容変更届
障害支援区分認定の通知
受給者証再交付申請
契約内容報告書（障害福祉サービス）
モニタリング不一致リスト
支給期間更新の手続き
移動支援事業支給決定、支給量変更
マイナンバー付き自立支援給付申請書
サービス等利用計画案提出依頼
常～特別支援学校生徒の者みなし決定
常～外国籍・住民未登録者の移動支援支給決定
常～判定会議録
常～里親に委託されている児童（措置）の移動支援（通学介助）の決定
常～移動支援認定・支給実績（地区別）
常～移動支援サービス事業所対応
障害者総合支援法にもとづく支給決定
常～特定相談支援事業所（区外・都外）
常～通所施設食費補助
常～通学介助に係る移動支援従事者加算の決定

障害者総合支援法 総合支援法決定・認定等

成年後見

生活寮（都型） 要綱・通知・助成・委託等

生活寮

家賃助成

知的障害者相談員

知的障害者福祉例規・要綱 知的障害福祉法通知

国･県事業要綱

区規則.要網・覚書等

援護施設条例･要綱・要領

知的障害者共通

指導台帳

知的障害者福祉施策等

施設利用 利用契約

あいアイ館申出書

障害福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～指定事業所番号
常～居宅介護　事例
常～移動支援特例支給
常～システム作業依頼
常～グループホーム特定障害者特別給付費（家賃助成）の認定
常～介護給付及び訓練等給付の特例支給の決定
常～特例介護給付費
常～通学介助等の特例支給決定
常～ 大基準支給量を上回る特例決定について
利用者負担額減額・免除等の認定
常～基幹相談支援センター
常～目黒区障害者相談支援委託事業
常～指定事業所番号（児童福祉法）
常～里親に委託されている児童の障害児通所支援の措置決定について
常～児童通所サービスの考え方・事業所情報
常～児童発達支援　支給実績（五十音順）
常～児童福祉法・放課後デイサービス特例支給
常～放課後等デイサービス
常～放課後等デイサービス　支給実績（五十音順）
常～里親に委託されている児童の取扱い(国通知）
申請内容変更届（児童通所）
児童福祉法支給期間の更新
児童発達支援の受給者証再発行
契約内容報告書（児童福祉法）
常～施設入所児にかかる児童通所支援給付の特例決定
放課後等デイサービスの支給決定
常～多子軽減制度　２６年度～
常～上限額管理事務依頼届
常～学齢児の児童発達支援の特例決定
障害児計画案提出依頼
児童発達支援の支給決定
マイナンバー付き児童通所給付申請書

障害児相談支援 常～障害児相談支援事業
常～遠距離施設への移送
常～入所措置者に対する臨時福祉給付金（簡素な給付措置）について
常～旧都立入所施設の利用調整事務
常～旧都立入所施設申込者名簿登載
常～障害児の援護の実施機関について
常～事故報告(入所施設)
都立施設ミドルステイ・地域生活準備型申込
施設入所募集通知
常～入所待機者名簿
常～通所施設実習実施要綱・要領
常～就労系サービスアセスメント(就労移行支援）
常～実習評価会議
福祉工房等実習依頼

通所施設等情報会議 常～福祉工房等利用決定
常～福祉工房のあり方検討会議事録
常～通所施設連絡調整会議議事録
常～通所施設連絡調整会議設置要領
利用状況報告(大橋えのき園）
利用状況報告（かみよん工房）
利用状況報告（下目黒福祉工房）
利用状況報告（下目黒福祉工房）
利用状況報告（東が丘福祉工房）
利用状況報告（目黒本町福祉工房）
東京都立永福学園
特別支援学校進路指導
品川特別支援学校
常～青鳥・就労支援センター移行支援連絡会
常～通所施設説明会（資料）
常～特別支援学校インターンシップの受入方法
その他の特別支援学校
港特別支援学校
青山特別支援学校
青鳥特別支援学校
田園調布特別支援学校
常～生活寮区型利用実施要綱
常～生活寮の利用者決定
常～のぞみ寮使用料の減額決定
のぞみ寮利用状況報告
常～生活寮条例･規則改正
常～生活寮（区型）利用者選定会議
常～のぞみ寮の法内化（資料）
睦月会わかばの家支出
委託契約書・仕様書
ミドルステイ入所決定
コロロ学舎瑞学園支出
保護決定たんぽぽの家
常～保護施設実績表
緊急保護施設食事補助
たんぽぽの会支出
常～指定短期入所利用基準
常～保護施設役所閉庁時対応マニュアル
常～愛の手帳判定書（児童）
常～愛の手帳交付者名簿
区民の声（一般収受編）
都・福祉局　障害施策推進部等通知
研修
回答書（区民の声）
グループホームＳＵＮ 入居会議精神障害福祉共通

緊急一時事業 ミドルステイ

緊急一時保護の決定・支

出

緊急一時保護施設資料

知的障害関係名簿 知的障害者関係各種名簿

施設利用会議・学校関係 実習評価会議

連絡調整会議

施設（通所）

特別支援学校

生活寮（区型） 生活寮(区型)

障害者総合支援法 総合支援法決定・認定等

相談支援委託事業

児童福祉法 児童福祉法決定等

知的障害者福祉施設利用 施設入所事務共通

障害福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
（都）地域生活移行支援会議
柿の木坂グリーンハウス 入居会議
サンハウスめぐろ 入居会議

文書 精神障害者グループホーム入居に関わる事項について
難病資料
在宅難病患者医療機器貸与事業に係る補助金
常～在宅難病患者一時入院
常～在宅難病医療機器貸与利用者ＩＤ
常～難病給付　見積待ち
常～在宅難病事業通知（都）

起案 在宅難病患者医療機器貸与申請（更新）
目黒区保健師係長会
各課通知・依頼文書等
調査・回答・報告
保健師業務年報報告

訓練等給付費の利用者負担上限額減免等の月額適用期間認定（年度改定・更新）

について（共同生活援助・特定障害者特別給付）
計画相談支援給付費　新規決定及び受給者証発行について
介護給付費　新規決定及び受給者証発行について 
訓練等給付費　新規決定及び受給者証発行について
訓練等給付費　継続（更新）決定及び受給者証発行について 
受給者証再発行（受給者証内容変更・紛失・転居等他）について
移動支援給付費　新規決定及び受給者証発行について
介護給付費　継続（更新）決定及び受給者証発行について
介護給付費　変更決定及び受給者証発行について
介護給付費　取消決定及び受給者証発行について

訓練等給付費の利用者負担上限額減免等の月額適用期間認定（年度改定・更新）

について（自訓・就移・A・B・定着・食事提供加算）
特例起案
計画相談支援給付費　継続（更新）決定及び受給者証発行について
計画相談支援給付費　変更決定及び受給者証発行について
計画相談支援給付費　取消決定及び受給者証発行について
移動支援給付費　継続（更新）決定及び受給者証発行について
移動支援給付費　変更決定及び受給者証発行について
移動支援給付費　取消決定及び受給者証発行について
訓練等給付費　取消決定及び受給者証発行について 
入院同意解除
入院同意決定（現年度）
常～入院同意によらない手続

精神障害者退院相談支援

事業

起案
精神障害者退院相談支援事業（公募）

精神障害者地域移行・地域定着促進連絡会　財務資料
第１回　精神障害者地域移行・地域定着促進連絡会
第２回　精神障害者地域移行・地域定着促進連絡会
第３回　精神障害者地域移行・地域定着促進連絡会

要綱 目黒区精神障害者地域移行・地域定着推進連絡会要綱
発達支援通知
発達障害啓発
発達支援調査・回答
発達障害児者相談員活動費支出
常～発達障害児者相談員要綱・要領
常～発達障害児者相談員委嘱
常～発達障害支援拠点備品
常～発達障害支援拠点電話開設
常～発達障害支援拠点消防関係届出
常～発達障害支援拠点施設管理
常～発達障害支援事業従事者報告
発達障害支援事業委託
常～発達障害者支援事業要綱
サポーター育星講座（基礎ｂ）
常～東山住区センター内拠点整備
常～発達障害支援事業プロポーザル
サポーター育星講座（基礎ａ）
障害児通所支援事業区市町村連絡会
事業所開設相談受付
交通安全

児童福祉法共通 常～障害児通所支援要綱
マイナンバー付き自立支援給付申請書
障害児通所　転出処理
障害児通所　廃止処理
常～児童発達支援　支給実績（五十音順）
常～放課後等デイサービス　支給実績（五十音順）
放課後等デイサービスの支給決定
すくすくのびのび園新年度手続
契約内容報告書
指定通知書　事業所番号
児童通所支給期間の更新勧奨
児童通所受給者証再交付（申請内容変更・紛失等）
上限額管理事務依頼（変更）届出書
常～里親に委託されている児童の障害児通所支援の措置決定について
他自治体への送付

幼児教育・保育の無償化の伴う児童発達支援等の通所受給者証の送付について

施設入所児にかかる児童発達支援の特例決定
児童発達支援の支給決定
障害児計画案提出依頼

児童福祉法
児童福祉法決定等

発達障害支援拠点運営 施設管理

発達障害支援事業

発達障害支援体制整備 発達障害支援体制整備

障害児通所施設 障害児通所施設

連携・連絡会
起案・回覧・収受

発達支援係共通 発達支援係共通

発達障害児者相談員 発達障害児者相談員

係共通

起案

区長入院同意 入院同意

精神障害福祉共通

難病共通 文書

障害福祉課


