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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
総務部（人権政策課）
企画経営部（秘書課）
都市整備部（全課）
文化・スポーツ部（全課）
保健所（健康推進課・生活衛生課・保健予防課・碑文谷保健センター）
総務部（総務課・生活安全課）
企画経営部（政策企画課・施設改革推進課・地域政策調査課）
企画経営部（情報課）
教育委員会（全課）
区民生活部（全課）
健康福祉部（介護保険課）
健康福祉部（健康福祉計画課）
健康福祉部（高齢福祉課）
健康福祉部（障害福祉課）
健康福祉部（福祉総合課）
子育て支援部（全課）
選挙管理委員会
総務部（施設課）
会計課
環境清掃部（全課）
企画経営部（経営改革推進課）
企画経営部（広報課）
都福祉保健局
他自治体
その他機関
常～目黒区保健医療福祉計画
目黒区要保護児童対策地域協議会
常～災対マニュアル検討部会
目黒区雇用問題連絡会議
常～滞納対策資料
常～特別区保護担当係長会
協働推進会議・地域福祉審議会
生活保護担当係長会幹事会
特別区福祉事務所長会
高齢者見守りネットワーク・協力機関連携会議事録
庶務担当課長会資料（１２～３月）
庶務担当課長会資料（４～７月）
庶務担当課長会資料（８～１１月）
番号制度関連システム等セキュリティ会議
常～滞納対策作業部会
事務研究会資料（１月）
事務研究会資料（１２月）
事務研究会資料（１１月）
事務研究会資料（１０月）
事務研究会資料（２月）
事務研究会資料（９月）
事務研究会資料（８月）
事務研究会資料（７月）
事務研究会資料（６月）
事務研究会資料（５月）
事務研究会資料（４月）
事務研究会資料（３月）
係長会資料（１０月）
係長会資料（１１月）
係長会資料（１２月）
係長会資料（１月）
係長会資料（８月）
係長会資料（９月）
係長会資料（６月）
係長会資料（５月）
係長会資料（４月）
係長会資料（３月）
係長会資料（２月）
係長会資料（７月）
特別区福祉事務所長会（１０月）
特別区福祉事務所長会（１１月）
特別区福祉事務所長会（１２月）
特別区福祉事務所長会（１月）
特別区福祉事務所長会（２月）
特別区福祉事務所長会（３月）
特別区福祉事務所長会（４月）
特別区福祉事務所長会（５月）
特別区福祉事務所長会（６月）
特別区福祉事務所長会（７月）
特別区福祉事務所長会（８月）
特別区福祉事務所長会（９月）
常～目黒区地域防災計画
常～非常配備態勢等
環境保全に関する調査・回答
災害対策本部運営特例要員名簿等
在宅要援護者支援検討専門部会
新エコ・アクションプログラムめぐろ実施調査
常～熱中症対策

目黒地域温暖化対策推進実行計画「めぐろエコ・プラン」等及びめぐろエコプラン実

行報告（実行マニュアル）

共通 庁内通知

会議

事務所研究会資料

係長会資料

福祉事務所長会資料

防災・環境

生活福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
目黒区地球温暖化対策推進第三次実行計画（めぐろエコ・プランⅢ）
常～要配慮者支援対策
常～業務継続計画（ＢＣＰ）
常～災害対策マニュアル
常～新型インフルエンザ等対策
防災課、生活安全課通知・依頼
常～ホームページ
区民の声・苦情処理連絡票
議会通知・日程表
区民の声　通知
事業概要原稿
生活福祉委員会
窓口サービス向上運動
常～行革計画
常～組織改正・職員定数等
常～部局別政策課題調査・重点化対象事業調査
基本計画に係る調査等依頼
実施計画
常～被害届・告訴状
常～行政手続法制定調査回答（審査基準・処分基準の制定）
常～行政情報開示請求
常～目黒区行政手続条例手引き
情報公開持ち出し管理簿　保護第４係
情報公開持ち出し管理簿　保護第１係
情報公開持ち出し管理簿　保護第２係
情報公開持ち出し管理簿　保護第３係
情報公開・調査
常～通知
常～特定個人情報保護評価
常～個人番号取得事務管理簿（雇用事務用）
常～個人番号取得事務管理簿（法定調書用）
個人情報開示請求歳入
常～個人情報の目的外利用
常～個人情報業務登録
常～情報セキュリティ内部監査
防犯カメラ設置・運用状況記録
収受押印済個人番号提供カード専用封筒
常～個人番号　独自利用
常～個人番号取得事務マニュアル
常～情報公開・個人情報保護審議会
常～番号制度通知
常～番号制度調査
常～番号制度関係会議
文書通知・報告
常～引継予定表及び保存箱引継票
継～ファイル基準表１６年度
継～ファイル基準表１７年度
継～ファイル基準表１８年度
郵便切手申請書
金券整理簿
常～公印に係る申請
郵便物差出票（４～９月）
料金受取人払封筒の作成手順
郵便物差出票（１０～３月）
常～条例・規則・施行細則・立案請求
継～生活保護法条例・規則・施行細則・立案請求
常～社会参加支援事業実施要領
常～金銭管理事務処理基準
常～学童服等支給事業実施要綱
常～　社会体験支援事業実施要綱
継～中学校を卒業する被保護児童に対する自立援助金支給事業実施要綱
継～生保システム運用基準およびセキュリティ基準
継～出産祝品支給要綱
継～修学旅行参加支度金支給事業実施要綱
目黒区生活福祉課事務研究会運営要領
常～中国残留邦人等に対する支援給付事務に関する様式を定める要領
常～目黒区健全育成費支給要綱（平成２５年度改正）
継～目黒区健全育成費支給要綱
継～被保護者の死亡等に伴う家財の廃棄費用の支給に関する要綱・要領
常～被保護者自立促進事業実施要綱（都及び目黒区）
常～社会福祉主事任用資格取得促進要綱
常～生活保護受給者遺留金品取扱要領
常～入浴券支給要綱
人事通知
人事配置・事務分担
再任用職員通知
立入調査票
公務災害
目標によるマネジメント制度
常～事務引継書
在庁理由入力記録簿
休暇申請書及び証明書
給与減免申請書
子の看護休暇申請書
出退勤時刻データ修正記録簿
職員団体

人事全般

服務

人事

共通

防災・環境

広報・議会

経営・改善

情報公開

個人情報

番号制度

文書

郵便・公印

条例・規則

要綱・要領（生保）

生活福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
短期の介護休暇申請書（確認票を含む）
通勤手当認定簿（常勤職員・異動分）
服務諸届
服務通知・報告
継～自動車・バイク事故処理
継～服務の手引き
継～服務関係通知
常～職員の職務に専念する義務の免除について
常～通勤手当認定簿（常勤職員・在課分）
常～介護休暇指定期間管理表・介護休暇承認申請書
常～子の看護休暇確認票
研修通知
福利・互助会通知報告
研修生推薦
健康管理
安全衛生
常～研修資料（課内）
職員給与チェックリスト（非常勤を除く）
給与通知報告
常～会計年度任用職員（特別弔慰金支援員）
常～通勤手当認定簿（非常勤職員・在課分）
常～非常勤職員（医員）
常～非常勤職員（健康管理支援員）
常～非常勤職員（健康相談員）
常～非常勤職員（高齢者支援員）
常～非常勤職員（支援相談員）
常～非常勤職員（次世代育成支援員）
常～非常勤職員（自立支援相談員）
常～非常勤職員（就労促進相談員）
常～非常勤職員（特別弔慰金支給事務員）
常～非常勤職員（保護費返還等相談支援員）
常～非常勤職員の募集
職員給与チェックリスト（非常勤職員）
非常勤職員出勤簿
年次休暇簿（非常勤職員）
非常勤取扱要領の制定
非常勤職員の任用
休暇簿（非常勤職員）
欠勤・遅参・早退簿、報酬減額免除申請簿（非常勤職員）
振替命令簿（非常勤職員）
通勤手当認定簿（非常勤職員・異動分）
非常勤職員通知
旅行命令簿（非常勤職員）
産休・育休代替臨時職員
臨時職員の賃金支出
臨時職員等通知
賃金・報酬支払台帳
臨時職員の雇用決定
臨時職員出勤簿・年次有給休暇簿
臨時職員等の法定調書
旅行命令簿（宿泊）
旅行命令　雑費及び領収書
会計事務規則に基づく印鑑届
常～支払調書作成台帳
財務全般通知
歳入管理（弁償金）
歳入管理
歳出管理（業者払い）
歳出管理
供用備品現在高調書
物品処分・所属換
複写機
契約依頼・通知
年間契約
債権者登録
支出負担行為決定書
契約依頼書（１０月～３月）
契約依頼書（４月～９月）
契約書
予算編成起案・資料（当初）
予算見積書・内訳書
全議員説明会・委員会等資料校正
予算書校正（３月補正）
予算書校正（９月補正）
予算書校正（当初）
予算編成概要校正
予算要望（国・都・各種団体等）
財政課調査回答
一般財源把握調査
予算編成起案・資料（３月補正）
予算編成起案・資料（９月補正）
都区財調調査資料
予算執行計画
予算執行方針
会計課通知
常～収支予定

物件・物品・備品

契約

予算編成

予算執行

財務会計 財務会計全般

服務

研修・福利厚生

給与 給与全般

非常勤職員

臨時職員

普通旅費

人事

生活福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
予算変更
予算配当
監査実施計画
監査実施結果
決算委員会通知
主要な施策の成果報告書作成資料
監査事務局調査回答
常～行政監査
財政課・会計課・監査事務局提出資料
決算資料
監査資料
常～包括外部監査資料
常～社会保障・税番号制度検査
収納金収入報告書・日報（１０月～３月）
収納金収入報告書・日報（４月～９月）
常～　事故報告
常～バイク保険
常～課内新任研修（２０年度以降）
常～民生委員受け渡し資料
常～民生委員受け渡し簿
常～民生委員受け渡し簿・完了
常～民生委員名簿
駐車場料金および高速道路料金
自動車運転日誌
集中管理車使用依頼
情報課許可済外部記録媒体持出・使用管理簿
電磁的記録媒体の保管管理簿等
電動機付き自転車（利用予定表）
継～緊急通行車両事前届出済証交付申請
常～後援等名義使用承認
常～手話通訳者配置依頼・謝礼支出
常～職場研修
常～生活保護実施方針
常～大容量ファイル送受信サービス（親展通信）
常～「社会福祉主事資格認定通信過程」受講申込
常～イントラネット用ＰＣログイン（係ユーザー）
常～業務改善資料
常～生活福祉課システム管理運用基準セキュリティ手順
常～電動機付き自転車（保証書・取扱説明書）
常～庁用車（車検証・保険）
常～防犯カメラ（取扱説明書・保証書）
常～料金受取人払承認請求書・承認書
軽自動車等ガソリン代
公共料金支払（KDDI）
公共料金支払（ＮＴＴ東日本）
常～　民生委員との事務打合せ会
国庫負担金・補助金（事業費）歳入調定起案
国庫負担金要綱　２４～２５
中国残留邦人等支援給付事務委託費歳入調定起案
都負担金歳入調定起案
国庫負担金・補助金の協議・交付申請（事業費）
国庫負担金交付申請（生活保護費・支援給付費）
国庫負担金所要見込額調
社会保障・税番号制度システム整備補助金
常～国庫負担金要綱
常～国庫補助金要綱
中国残留邦人等支援給付事務委託費
都負担金交付申請
都負担金所要見込額調
国庫負担金（生活保護費等）歳入調定起案
国庫負担金要綱　２１～
国庫負担金要綱　２８
国庫負担金要綱　２６～２７
国委託金実績報告
常～扶助費支出実績表
国庫負担金経理状況調書（支援給付費）
国庫負担金経理状況調書（生活保護費）
生活保護法２０８表（１０～３月）
生活保護法２０８表（４～９月）
都負担金経理状況調書
都負担金実績報告
国庫負担金・補助金実績報告（事業費）
国庫負担金実績報告（生活保護費・支援給付費）
前年度実績に基づく追加支給・返還起案（負担金・補助金・委託金）
経理状況報告資料（診療報酬）
常～生活保護業務データシステム
常～被保護者調査・入力要領及び審査要領（業務データシステム）
常～福祉保健局業務報告要領CD－ROM
東京都福祉局業務報告
常～生活保護業務データーシステム操作手順書
常～新被保護者調査・入力要領及び審査要領
常～業務報告取扱要領
常～業務データシステムエラー修正についての通知
支払状況台帳（７月～８月）
支払状況台帳（１月～２月）
支払状況台帳（４月～６月）

国・都・負担金・補助金 交付申請

実績報告

生保統計 業務報告

生活保護費現物支給 生活保護現物支給全般

予算執行

決算監査

生活福祉課共通 収納金

庶務

財務会計

生活福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
支払状況台帳（１１月～１２月）
支払状況台帳（９月～１０月）
支払状況台帳（３月～５月）
非指定医療費
長期入院患者特別料金分
食事療養費
文書料・検査料（起案中）
文書料・検査料（医療扶助８月～９月）
文書料・検査料（医療扶助１０月～１１月）
文書料・検査料（医療扶助２月～３月）
文書料・検査料（医療扶助１２月～１月）
文書料・検査料（医療扶助６月～７月）
文書料・検査料（起案待ち）
文書料・検査料（生活扶助）
文書料・検査料（介護扶助）
文書料・検査料（医療扶助４月～５月）
治療材料（６～７月）
治療材料（４～５月）
治療材料（２～３月）
治療材料（１２～１月）
治療材料（１０～１１月）
治療材料（８～９月）
治療材料（調書待ち）
治療材料（決裁中）
治療材料（起案作成待ち）
施術（１０月～１１月）
施術（１２月～１月）
施術（２月～３月）
施術（４月～５月）
施術（６月～７月）
施術（８月～９月）
施術（起案作成待ち）
施術（決裁中）
施術（調書待ち）

葬祭 葬祭費
常～タクシー借り上げ(マニュアル)
寝台自動車借上げ（支出）
医療移送費(往診等による燃料代）
タクシー借り上げ（支出）
その他の移送費支出
常～寝台自動車借上げ（マニュアル）
紙おむつ等
寝具等の供給修理
出産祝品
単身者の死亡等に伴うゴミ処理経費
被保護者の死亡に伴う家財の廃棄
保護費の過誤調整（返納金）
常～債権管理
常～生活保護費弁償金等債権管理マニュアル
調査・回答
常～生活保護基準額表
扶助費整理簿
現金出納簿（戻入）１９年～
現金出納簿（事務所払）１５年～
現金出納簿（緊急払）１５年～
常～窓口払マニュアル
窓口払（４～９月）
窓口払未受領金（１０～３月分）
窓口払未受領金（４～９月分）
窓口払（１０～３月）
入金中止（同時戻入）
常～銀行払マニュアル
銀行払支出明細（６，７月）
銀行払支出明細（８，９月）
銀行払支出明細（４，５月）
銀行払支出明細（２，３月）
銀行払支出明細（１２，１月）
銀行払支出明細（１０，１１月）
振込み不能照会
常～預金通帳
預金利子収入
常～銀行払委任状（か）
常～銀行払委任状（き）
常～銀行払委任状（く・け）
常～銀行払委任状（こ）
常～銀行払委任状（え）
常～銀行払委任状（お）
常～銀行払委任状（う）
常～銀行払委任状（い）
常～銀行払委任状（あ）
常～銀行払委任状（な）
常～銀行払委任状（し）
常～銀行払委任状（ち・つ・て・と）
常～銀行払委任状（た）
常～銀行払委任状（す・せ・そ）
常～銀行払委任状（に・ぬ・ね・の）

銀行払委任状（あ～こ）

銀行払委任状（さ～の）

施術

移送

その他

法外扶助

生活保護費現物支給 生活保護現物支給全般

非指定・長期入院特別料

金

文書料

治療材料

生活福祉課

生活保護費支給 保護費支給全般

簿記

窓口払

銀行払支出

口座管理
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～銀行払委任状（さ）
常～銀行払委任状（ゆ・よ）
常～銀行払委任状（ら～わ）
常～銀行払委任状（は）
常～銀行払委任状（ひ）
常～銀行払委任状（ふ・へ・ほ）
常～銀行払委任状（ま）
常～銀行払委任状（み）
常～銀行払委任状（む）
常～銀行払委任状（め・も）
常～銀行払委任状（や）
銀行払委任状（前廃止分・さ～の）
銀行払委任状（廃止分・あ～こ）
銀行払委任状（廃止分・は～わ）
入金依頼表・振込一括受託書（１月）
入金依頼表・振込一括受託書（２月）
入金依頼表・振込一括受託書（１２月）
入金依頼表・振込一括受託書（１１月）
入金依頼表・振込一括受託書（１０月）
入金依頼表・振込一括受託書（３月）
入金依頼表・振込一括受託書（９月）
入金依頼表・振込一括受託書（８月）
入金依頼表・振込一括受託書（４月）
入金依頼表・振込一括受託書（５月）
入金依頼表・振込一括受託書（６月）
入金依頼表・振込一括受託書（７月）
支援給付金窓口払
支援給付金銀行払
振込明細一覧表
緊急払支出及び清算NO１（４月から１０月支出・４月から９月清算）
緊急払の振替収支
緊急払支出及び清算NO２（１１月から３月支出・１０月から３月清算）
常～措置費支払代行事務の手引
宿所提供施設事務費（特人厚）
保護施設措置状況（２０３の２表）
生保保護措置変更通知書
施設払関係通知
措置費代行事務委託（国保連）
措置費清算消込リスト
措置費支出・清算（偶数月）NO１
措置費支出・清算（奇数月）NO２
常～財団払資料
生活保護法診療報酬（取扱事務費）
生活保護診療報酬返還について
常～診療報酬支払マニュアル
レセプトＯＣＲデータ提供手数料
生活保護法診療報酬
常～生活保護法等社会保険診療報酬支払基金契約書

継～公費負担医療等に関する費用に関する審査支払い業務における委託契約の締

結
基金の窓
中国残留邦人支援給付診療報酬等支出

宿泊施設 宿泊施設利用料（企業名）
常～自立支援給付該当可能性確認台帳
常～調査（国・都）
介護券交付実績明細書（月次１０～３月分）
介護券交付実績明細書（月次４～９月分）
介護扶助　住宅改修費
介護扶助　福祉用具購入費
介護券交付実績明細書（一括分）
常～介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱
要介護認定調査委託料の支出
介護通知
介護保険に係る生活保護受給者情報提供について
調査・回答
常～介護扶助通知（２２年度以降）
常～介護・障害用システム　Ｈ２９.４稼働
常～居宅サービス計画作成依頼届出書　福祉用具貸与確認依頼書
介護給付費過誤請求（６５歳未満）
介護給付費公費受給者別一覧（１０月）
介護給付費公費受給者別一覧（１１月）
介護給付費公費受給者別一覧（１２月）
介護給付費公費受給者別一覧（１月）
介護給付費公費受給者別一覧（２月）
介護給付費公費受給者別一覧（３月）
介護給付費公費受給者別一覧（４月）
介護給付費公費受給者別一覧（５月）
介護給付費公費受給者別一覧（６月）
介護給付費公費受給者別一覧（７月）
介護給付費公費受給者別一覧（８月）
介護給付費公費受給者別一覧（９月）
介護給付費等請求額通知書
常～介護扶助１０割国保連登録資料
常～給付管理票　自己作成について
常～国保連合会からの介護給付費審査分の通知

介護保険 介護扶助

銀行払委任状（さ～の）

銀行払委任状（は～わ）

銀行払委任状（廃止）

銀行払入金依頼

支援給付金支給

緊急払

施設払

基金払

国保連合会

生活福祉課

生活保護費支給
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～国保連合会通知
突合の結果
被保護者異動連絡簿
国保連合会担当者説明会資料
調査回答
中国残留邦人支援給付介護給付費
介護給付費審査支払手数料
介護給付費審査支払起案
介護給付費過誤請求
中国残留邦人等支援給付介護給付費審査手数料
介護保険料該当者算定一覧表
代理納付起案（納付書）
代理納付起案（９月）
介護保険料
代理納付起案（１０月）
代理納付起案（１１月）
代理納付起案（１２月）
介護保険料代理納付者一覧（特別徴収）
代理納付起案（２月）
代理納付起案（３月）
代理納付起案（１月）
代理納付起案（８月）
代理納付起案（４月～７月）
継～金銭管理事務処理基準
相続財産管理人選任の請求
常～金銭管理申込
生活保護費定例払（現金書留）一括送金対象者一覧
金銭管理　処理経過一覧
金銭管理調査
遺留金品処理報告書
常～金銭管理事務処理基準
金銭出納簿
生活保護費定例払（現金書留）一括送金対象者一覧

委任状・金品預 常～委任状・金品預台帳
処理済委任状 処理済委任状・金品預台帳

常～年度別納付状況
状況報告
弁償金催告
弁償金調定／収入／繰越
弁償金督促
弁償金不納欠損
弁償金不納欠損（起案）
弁償金調査・回答
振替収支・還付
納入済通知（１月～３月）
納入済通知（４月～６月）
納入済通知（７月～９月）
弁償金・原符（１０月～３月）
弁償金・原符（４月～９月）
納入済通知（１０月～１２月）
常～弁償金管理簿
常～弁償金マニュアル
弁償金現年度完納起案
過年度完納起案
常～弁償金起案
常～弁償金整理簿
戻入金振替収支
不納欠損処分
未返納金　催告《１１月・２月催告》
未返納金　督促状送付
戻入金　誤納付(払込)金の修正
状況報告書（調定・収入状況〈１５９条、１６０条〉）
過(誤)納付に対する歳入還付
科目更正
１６０条返納金未済分の繰越調定
歳入調定(１５９条未済分)・納入通知書送付
生活保護費過年度返還金納付　領収証書(原符)　《１～３月》
生活保護費過年度返還金納付　領収証書(原符)　《１０～１２月》
生活保護費過年度返還金納付　領収証書(原符)　《４～６月》
生活保護費過年度返還金納付　領収証書(原符)　《７～９月》
生活保護費過年度返還金納付　領収証書(原符)　《出納閉鎖》
生活保護費過年度返還金納付書(済通知〉　《１～３月》
生活保護費過年度返還金納付書(済通知〉　《１０～１２月》
生活保護費過年度返還金納付書(済通知〉　《４～６月》
生活保護費過年度返還金納付書(済通知〉　《７～９月》
調査・回答

常～生活保護受給者に係る向精神薬の重複処方に係る改善指導等及び指導結果

について
診療報酬の返還通知
常～医療・介護担当課内研修用テキスト
継～医療券・レセプト開示
医療機関からの通知
継～始源的開始意見書発行記録簿
常～レセプト電子データ提供に関する契約書（支払基金）
事務連絡（都～区）

戻入金調定

戻入金済通・原符

医療扶助 医療扶助全般

介護保険料

金銭管理 金銭管理

金銭出納簿

介護保険

弁償金起案

弁償金収入管理 弁償金収入管理

弁償金納付書

弁償金管理簿

弁償金起案

戻入金管理

国保連合会

介護保険給付費

生活福祉課

弁償金現年度完納起案
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～保険外併用療養費留意事項
常～被爆者関連文書
常～難病医療費助成
常～東京都に助言を求めた事例及び特別な事例
常～　後発医薬品使用促進事業
医療扶助（診療報酬明細書等）の情報提供について
非指定診療報酬審査
継～精神障害者保健福祉手帳通院公費負担要領
常～療養介護医療（食事療養費）
診療報酬額（２月分）
診療報酬額（１１月分）
診療報酬額（９月分）
診療報酬額（８月分）
診療報酬額（７月分）
診療報酬額（６月分）
診療報酬額（５月分）
診療報酬額（１０月分）
診療報酬額（３月分）
診療報酬額（４月分）
診療報酬額（１２月分）
診療報酬額（１月分）
レセプト再審査請求（６～７月分）
常～再審査請求の手引き
レセプト再審査請求（４～５月分）
レセプト再審査請求（２～３月分）
レセプト再審査請求（１２～１月分）
レセプト再審査請求（１０～１１月分）
レセプト再審査請求（８～９月分）
常～生活保護等レセプト管理システムリプレイス関連
常～生活保護システム導入時資料
常～生活保護システム運用
常～レセプト情報管理システムインストールプログラム一式
常～レセプト情報管理システム
レセプト点検委託
常～生活保護版レセプト管理システムサポートサービス
継～レセプトの点検（要綱）
常～頻回受診について
頻回受診者指導台帳
常～「対象病棟に１８０日を超えて入院している患者の取扱い」に関する報告
長期入院実態把握対象者名簿
指定医療機関（新規申請）
常～生活保護法指定医療機関の通知
指定医療機関の告示（１０～１２月）
指定医療機関の告示（１～３月）
指定医療機関の告示（４～６月）
指定医療機関の告示（７～９月）
東京都指定医療機関に対する指導の実施
継～指定申請未処理分

精神入院判定補助カード 廃止済精神入院判定補助カード
嘱託医日誌 嘱託医日誌
頻回転院 常～頻回転院患者の実態把握

頻回受診者台帳
医療券交付処理簿
介護券交付処理簿
長期入院患者台帳

医療要否意見書 医療要否意見書（世帯番号順）
常～保護の実施要領等改正意見
継～障害者自立支援法
常～相続財産管理人選任の申し立て
常～生活保護通知
常～外国人保護の取扱資料
家賃助成の支給
年末年始総合相談
継～中国人帰国者処遇取扱資料
継～精神障害者居宅生活支援事業
継～精神グループホーム運営費補助
継～福祉事務所符号の設定について
常～成年後見申立書式
常～年金ＰＴ会議
実習生受入
継～自立支援資料
継～宿泊所新基準
常～生活保護基準表
常～通院移送費の例外的給付基準
担当者会議・研修会
情報提供（東京都）
調査回答
中国残留邦人等支援給付課税調査
中国残留邦人新支援策、都調査回答
中国残留邦人新支援策、都説明会
中国残留邦人に係る協力依頼
地域における中国残留邦人等支援ネットワーク事業
常～中国残留邦人等地域生活支援事業通知
常～中国残留邦人等地域生活支援事業実施要領
常～中国残留邦人等支援事業通知
常～中国残留邦人等新支援対象名簿

指定医療機関

中国残留邦人支援給付

生活保護共通全般

中国残留邦人新支援

医療扶助 医療扶助全般

診療報酬

再審査結果

再審査請求・過誤調整

レセプト点検

頻回受診

１８０日超入院

生活福祉課

生活保護共通
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～中国残留邦人支援給付通知
常～支援給付例
支援給付施行事務監査
支援給付の調査回答
常～中国残留邦人支援給付準則等
要保護者向け長期生活資金、会議・研修
常～要保護者長期生活支援資金通知
常～要保護者向け長期生活支援資金調査

生活保護検討 常～住宅代理納付検討
常～第三者行為求償事務
常～生活保護目黒区設定基準
常～生活保護通信
常～生活保護運用事例集　２００６増補
常～生活保護運用事例集
常～生活保護運用事例集　２００６修正
常～ケース診断会議実施要項
常～住宅扶助特別基準１．３倍額単身者への適用基準
常～生活保護　訪問類型
生活困窮及びふくしの相談庁内連携実務者会議
行政進行管理会議
主任児童委員部会
要保護児童対策地域協議会
目黒区雇用問題連絡会議
目黒区自殺対策連絡会
犯罪被害者支援ネットワーク
常～東京都目黒・世田谷・渋谷区地域生活福祉・就労支援協議会
継～住宅課家賃助成について
高齢者見守りネットワーク
厚生関係施設等の会議・利用連絡会資料
目黒区ＤＶ防止関係機関連絡会議
金融機関等調査（１～３月調査）
金融機関等調査（４～６月調査）
金融機関等調査（７～９月調査）
常～固定資産税評価額調査
生活保護ケース記録等の送付について
生活保護受給世帯の居住実態に関する調査
長期入院患者訪問調査
年金
年金改定一括調査
臨時福祉給付金調査（回答）
生活保護児童扶養手当調査
調査回答（他内部組織宛）
被保護世帯の準教科書代支給調査
報告・回答（他外部組織宛）
継～生活保護課税調査（電算処理）
審査請求に係る調査
課税調査
金融機関等調査（１０～１２月調査）
「押収品目録交付書」の写しの所有者への送付について
宿泊所・ケア住宅等資料
地上デジタル放送受信の支援
生活保護者向各種案内
国税徴収法・地方税法による調査回答
身元不明照会
福祉給付金、生活保護受給状況調査
年金事務所からの照会
都税事務所あて生活保護回答（外部提供）
都営住宅調査・回答
税務課宛て生活保護受給者名簿の提供（目的外利用）
生活保護捜査照会
生活保護情報提供（国保・後期高齢者医療事務）
水道免除事由存否調査回答
学童保育、生活保護受給状況調査
外部からの情報提供
暴力団該当性に係る情報提供の依頼について
常～年金担保に係る被保護者情報の提供（通知）
常～年金担保に係る被保護者情報の提供
外国人保護の適用について
放送料免除事由存否調査回答
常～年金生活者支援給付金に係わる情報の提供
児童扶養手当受給資格を有する生活保護受給世帯調査
児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律に基づく調査
社会保障生計調査
就学援助費認定及び支給に伴う調査・回答
住宅課家賃助成データ閲覧
弁護士法第２３条の２に基づく照会
保護証明交付願４月～６月
保護証明交付願１月～３月
保護証明交付願１０月～１２月
入所依頼簿
調査依頼簿
証明簿７月～１１月
証明簿４月～６月
証明簿１２月～３月
依頼簿７月～１１月
依頼簿４月～６月

関係機関会議等資料

調査・回答

生活保護世帯向各種案内

生活保護情報提供

中国残留邦人新支援

要保護世帯向け長期生活

支援資金制度

生保事務処理基準

依頼・証明・受理簿

生活福祉課

生活保護共通
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
依頼簿１２月～３月
保護停止・廃止簿
保護申請受理簿　保護第二係
保護申請受理簿　保護第四係
保護申請受理簿　保護第三係
保護申請受理簿　保護第一係
保護申請受理簿　相談援護係
保護証明交付願７月～９月
保護を受けていないことの証明
常～システムＰＴ
常～生活保護システム
常～保健福祉情報システム
常～生活保護システム入替（２２年５月実施）
常～アイネス生活保護保護システム帳票
パスワード初期化申請書（ふれあい生活保護用）
常～中国残留邦人支援システム
常～生活保護システムデータ消去証明書
常～生活保護システム導入時資料
常～生活保護システム資料
常～宛名番号確認作業資料
常～福祉情報システム管理連絡調整担当者会
アイネスハードウェア情報
保健福祉情報システム
常～システム業者からの提案資料
常～システム見積
常～システム更新
常～保健福祉情報システム整備等検討会
生活保護都調査・回答
常～年度末報告書
常～都指導検査
常～長期入院外来患者実態把握回答書
東京都会議通知
常～全国一斉調査基礎調査
常～社会的包摂システム
常～厚生労働省体験研修
常～厚生労働省監査資料
東京都調査依頼・回答
厚生労働省への協議
社会福祉協議会への預託
常　訴訟提起事案（個人名）
常～自己情報開示請求
常～自己情報開示請求（生業資金・貸付番号）
常～自己情報開示請求（個人名）
常～少額訴訟
常　審査請求（個人氏名）
常～審査請求（個人名　平成２３年４月２７日受理）
申請却下・境界層該当証明
申請取下げ
処理不要送院通知
継　苦情調整委員申立て（個人名）
継　決裁書（個人名）
継　再審査請求（個人名）
継　再反論書・再々弁明書（個人名）
継　審査請求（個人名）
継　審査請求書・弁明書（個人名）
継　審査請求書資料（個人名）
継　反論書・再弁明書（個人名）
継　不服審査（個人名）
常～行政情報開示請求（池谷先生）
常～訴訟資料（個人名）
常～相続財産管理人選任申立
常～審査請求（基準改定）
常～審査請求書・弁明書（個人名）
常
常～世帯台帳様式
常～厚生労働省監査資料
常～会計検査院
継～厚生労働省監査資料結果講評
常～東京都指導検査
査察指導台帳保護１係
査察指導台帳保護２係
査察指導台帳保護３係
査察指導台帳保護４係
地区担当外リスト
訪問管理表
障害者加算等自主的内部点検
長期入院患者検討票
長期外来患者状況調査票
常～ブロック会議資料
東京都特別区生活保護担当係長会資料

事務研究会 常～事務研究会
ケース診断会議 常～ケース診断会議

就労支援事業調査回答
常～就労支援事業通知
常～会議・研修
業務連絡会（ＨＷより）

申請・申達

監査資料

査察指導 査察指導

依頼・証明・受理簿

生保ＯＡシステム

福祉局・厚生労働省

生活福祉課

生活保護共通

ブロック・事務研ケース診断 ブロック会議

就労支援 就労支援　通知・資料
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
就労支援検討会議
常～ハローワークあて支援要請
常～就労支援資料
常～就労支援プログラム
就労促進計画
東京都就労支援事業取組み状況報告
生活保護受給者等就労自立促進事業実施状況報告書等（ＨＷより）
生活保護受給者等就労自立促進事業
被保護者レセプトデータ等活用・分析・保守業務
常～被保護者健康管理支援事業者選定（プロポーザル）
外部評価
関係機関協議
健康管理支援プログラム
精神障害者保健福祉手帳の閲覧
あしたば
退院促進支援事業
関係機関通知
特定健康診査・特定保健指導
調査の回答
健康管理支援選定会議
高齢者支援プログラム
高齢者生活支援選定会議
学習支援全般
学習支援事業委託　報告書
事業完了確認書(学習支援）
次世代育成支援全般
モニタリング会議
主任児童委員部会
常～社会参加支援事業委託業者資料
常～社会参加支援事業委託業者選定（プロポーザル）
社会参加支援事業文書進行管理簿
常～社会参加支援事業実施要領
常～社会体験支援事業資料
常～社会体験事業
社会参加支援事業（資格証）
社会参加支援事業終了通知
社会参加支援事業申請書・通知　１０月～１２月
社会参加支援事業申請書・通知　１月～３月
社会参加支援事業申請書・通知　４月～６月
社会参加支援事業申請書・通知　７月～９月
生活保護受給者社会参加支援事業委託報告書
金銭管理支援事業現金等確認表
社会参加支援事業　外部訪問者記録簿
常～事業計画書
報告書（安全管理・緊急対応等）
金銭管理支援事業　利用者（現金・預貯金）出納帳
住宅確保支援進捗表
社会参加支援事業　終了通知書
社会参加支援事業　支援計画書（就労支援事業・社会体験支援事業）
常～社会参加支援事業年次事業報告
継～法外事業交付要綱
継～法外事業
常～入浴券協定書
入浴券残品処理
入浴券に係る通知・依頼
入浴券支給起案
入浴券受領書
入浴券に係る調査
目黒区臨時生活支援金給付事業の実施
東京都無料乗車券発行台帳
東京都無料乗車券申請書
目黒区緊急援護給付金支給について
常～都営交通無料受払報告書
常～都営交通無料パス一式
常～生活保護つなぎ資金
常～住居喪失不安定就労者サポート事業
常～緊急援護給付金支給基準
生活福祉資金
継～援護資金取扱要領
常～援護資金受付台帳（１４～１９年度貸付分）
継～路上生活者用衣類雑貨等支給取扱基準
継～路上生活者対策事業実施大綱
路上生活者対策事業実績
路上生活者巡回相談（日報）
路上生活者概数調査
常～路上生活者対策事業（調査・回答）
常～路上生活者対策事業
第３ブロック協議会
路上生活者　宿泊所における保護状況報告書
常～ホームレス相談
被服等支給契約依頼
誓約書の様式
常～交通費給付金支給取り扱い基準
常～路上生活者対策事業に係る第二種社会福祉事業の届出
常～路上生活者用衣類等支給記録台帳
交通費支出起案

高齢者支援 高齢者支援　通知・資料

次世代育成支援 学習支援

社会参加支援事業 社会参加支援事業

生保外援助 法外援助歳入

入浴券事業

法外援助事業

社会福祉協議会

ホームレス

生活福祉課

次世代育成支援プログラ

ム

就労支援 就労支援　通知・資料

健康管理支援 健康管理支援　通知・資料
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
交通費給付金領収書
交通費給付金（回数券）受払簿
路上生活者等宿泊施設契約依頼
条～長期路上生活者支援事業実施要綱の制定及び事業実施について
常～緊急一時保護事業実施細目及び自立支援事業実施細目
宿泊所緊急一時保護利用者名簿（被保護者以外）
地域連絡協議会会議録
地域連絡協議会　協議会ニュース
常～新型自立支援センター設置
地域連絡協議会
めぐろ区報（広報）
常～自立促進事業区要綱
常～自立促進事業都要綱
高校進学支援プログラム
債務整理支援プログラム
自立促進事業「その他の事業」申請
継～自立促進事業ＰＴ検討
地域福祉推進区市町村包括補助事業補助金
相談内訳一覧表（月次）面接受付簿（１０月～１２月）
相談内訳一覧表（月次）面接受付簿（４月～６月）
相談内訳一覧表（月次）面接受付簿（７月～９月）
常～生活保護のしおり
常～相談件数等統計資料
常～後追い相談予定ケース
常～生活保護相談　相談予定者等メモ
（１０月～１２月）
（１月～３月）
（４月～６月）
（７月～９月）
相談内訳一覧表（月次・年次）面接受付簿（１月～３月）

医単要否意見書待ち あ行ーわ行
過年度面接記録 常～過年度（あ行ーわ行）
面接記録　現年 常～現年度（あ行ーわ行）
応急面接相談 常～応急面接記録票（あ行ーわ行）
面接記録　前年 常～前年度（あ行ーわ行）

援護事業調査回答
窓口収納金原符
継～個人情報業務登録票等
東京都等からの通知
継～条例規則立案請求資料水害援護資金
継～福祉就業資金貸付条例の廃止
継～条例規則立案請求資料災害弔慰金
継～条例規則立案請求資料　生業資金
継～福祉修学就業資金立案請求
継～応急福祉資金立案請求
継～各規則の様式変更
預金利子収入（財務処理）
収入未済繰越
収納金収入報告書
収納金収入報告書（過年度分）
常～財政課への報告・回答
常～貸付金財産調書
補正１号
補正２号
宿泊所の使用料（財務処理）
常～現金出納簿　歳出
常～現金出納簿歳入
戦没者遺族等援護（財務処理）
貸付金関係（過年度分・財務処理）
常～財務会計通知
契約事務説明会資料
決算監査作成資料
次年度予算
年間契約説明会
その他（財務処理）
緊急援護給付金（過年度分・財務処理）
緊急援護給付金（財務処理）
交通費給付金・被服等支給（財務処理）
行旅病人救護・行旅死亡人等取扱（財務処理）
貸付金関係（財務処理）
常～墓地埋葬法第９条適用（住所・個人名）
常～墓地埋葬等に関する取扱要領
常～墓地埋葬等に関する取扱要領（様式）
遺留品廃棄処分（行旅法・墓地埋葬法・生活保護法適用）平成２６年度分
常～行旅病人及行旅死亡人取扱法第７条適用適用（住所・個人名）
生活保護法第１８条第２項第２号適用（住所・個人名）
葬祭扶助単給適用（住所・個人名）
常～葬祭扶助単給適用（住所・個人名）
墓地埋葬法による葬祭費減額証明書の発行について（住所・個人名）
墓地埋葬法第９条適用（住所・個人名）
継～行旅病人資料
継～墓地埋葬資料
生活保護 医療・葬祭扶助単給適用（住所・個人名）
生活保護　葬祭扶助単給適用（住所・個人名）
都負担金請求（行旅病人及び行旅死亡人７条、墓地埋葬法９条）
常～単身死亡者一覧(平成１８年度～)

自立促進事業

面接相談 受付簿

援護 援護全般

援護立案請求資料

援護会計

行旅死亡人等

生保外援助

ホームレス

緊急一時保護事業

新型自立支援センター

生活福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
警察等からの連絡案件(行旅法・墓埋法・医療単給適用外)
行旅死亡人等に関する東京都からの通知
行旅死亡人等取扱の照会
行旅死亡人等報告文書
拾得された焼骨の保管
常～墓地埋葬法第９条適用（住所・個人名）
継～遺骨保管について
継～行旅死亡人資料
継～行旅病人の取り扱いに関する要綱
生活保護　葬祭扶助単給適用（住所・個人名）
慰霊祭巡拝受付票
遺骨収集及び慰霊巡拝
遺族会総会・新年会
継～遺族会等への補助金等
戦没者遺家族慰霊祭
継～包括外部監査について
継～目黒区遺族会補助金交付要綱
目黒区遺族会に対する補助金
常～戦没者遺族相談員
継～戦没者遺家族資料
旧軍人広報掲載
常～恩給法・援護法等一部改正
常～平和祈念事業特別基金
常～旧軍人・戦没者遺族等援護事務マニュアル
旧軍人通知・照会

中国帰国者対策 中国帰国者対策
特別弔慰金広報原稿
常～援護年金（請求書および届出書控）
常～裁定通知書・国債交付簿
常～特別給付金・弔慰金名簿
常～特別給付金･特別弔慰金受付簿（請求書および届出書控）
常～各種特別給付金支給法の一部改正について
常～国債買上償還の認定基準について
国債代理受領
国債買上償還
裁定内訳連名簿
特別給付金・弔慰金裁定通知の訂正依頼
特別給付金・弔慰金請求書送付状控
特別弔慰金・特別給付金通知及び依頼
特別弔慰金関係戸籍等公用請求
特別給付金・弔慰金請求進達
特別給付金・特別弔慰金等事務説明会資料
継～特別弔慰金の請求指導各区の状況
福祉修学就業資金収入日計
継～福祉修学資金関係法令.条文
継～福祉修学就業資金貸付事務処理要綱制定
継～福祉修学就業資金貸付手引き
継～福祉修学就業資金統計資料
継～福祉修学就業資金様式

福祉修学就業資金申請書

類
継～福祉修学就業資金申請書平成４～１４年度

福祉修学就業資金歳入調定
福祉修学就業資金催告（督促）の通知
福祉修学就業資金借用証書の返却（過年度分）
福祉修学就業資金振替収支
福祉修学就業資金貸付金の月報
福祉修学就業資金貸付金の月報（過年度分）
福祉修学就業資金戸籍謄本等の照会
継～福祉修学就業資金借用証書
福祉修学就業資金借用証書の返却
福祉修学就業資金還付
福祉修学就業資金完済者台帳
常～福祉修学就業資金債権回収マニュアル
福祉修学就業資金不納欠損
福祉修学就業資金償還免除決定
福祉修学就業資金支払猶予の承認
福祉修学就業資金納入済通知書
福祉修学就業資金窓口受領収書・納入済通知書

福祉修学就業資金償還台

帳
継～福祉修学就業資金償還台帳

キャッシュカードの使用
応急福祉資金月報
常～応急福祉資金保証人・免除等基準
常～応急福祉資金様式
常～目黒区応急福祉資金貸付要領
常～応急福祉資金全般
応急福祉資金広報原稿
応急福祉資金相談予定
常～応急福祉資金貸付基準
応急福祉資金月報（過年度分）
常～応急・条例規則改正
常～応急福祉資金の手引
応急福祉資金の取材
応急福祉資金住民登録外国人情報登録
ささえシステム通知

福祉修学就業資金償還 福祉修学就業資金償還全

般

福祉修学就業資金償還免

除.猶予

福祉修学就業資金納入済

通知書

応急福祉資金 応急福祉資金全般

応急福祉資金ささえシステ

ム

旧軍人･戦没者遺族等援護 戦没者遺家族

旧軍人

特別弔慰金・給付金 援護

年金

福祉修学就業資金全般 福祉修学就業資金全般

援護

行旅死亡人等

生活福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～福祉情報システム連絡票（貸付）
常～ささえシステムマニュアル
常～応急福祉資金借用証書
応急福祉資金貸付支出・清算
応急福祉資金貸付決定
応急福祉資金貸付支出・清算（過年度分）

応急福祉資金申請書 常～応急福祉資金申請書類
応急福祉資金貸付金分割償還計画一覧
応急福祉資金返還金の一時償還命令
応急福祉資金貸付条件変更届出書
応急福祉資金返還金の履行期限の繰上げ通知
応急福祉資金還付未済
応急福祉資金還付（過年度分）
応急福祉資金還付
応急福祉資金戸籍請求
応急福祉資金償還金残高照会
応急福祉資金住民異動リスト
応急福祉資金償還方法変更申請
応急福祉資金納入済通知書７～９月
応急福祉資金納入済通知書４～６月
応急福祉資金納入済通知書４～５（過年度分）
応急福祉資金納入済通知書１０～１２月
応急福祉資金窓口受領収書・納入済通知書
応急福祉資金収入日計
応急福祉資金納入済通知書１～３月
応急福祉資金返還金の歳入調定
支払方法管理
応急福祉資金振替収支
応急福祉資金借用証書返却(過年度分）
応急福祉資金借用証書返却
完済者申請書類（過年度分）
完済者申請書類４～９月
完済者申請書類１０～３月
完済者（過年度分）
完済者１０～３月
完済者４～９月
応急福祉資金違約金の免除
電話催告対象者
免除検討者
常～応急福祉資金債権回収マニュアル
常～移管・債権回収委託
応急滞納者一覧
応急福祉資金債権の時効による消滅
応急福祉資金催告
応急福祉資金償還金の免除
応急福祉資金償還金の免除（過年度分）
応急福祉資金督促
応急福祉資金不納欠損
応急福祉資金不納欠損（過年度分）
債務整理通知
常～応急福祉資金生活保護受給者からの返還
訪問対象リスト
応急福祉資金償還金口座振替済通知書
応急福祉資金口座振替開始通知書
応急福祉資金口座振替依頼書の印刷
応急福祉資金銀行等よりの通知
応急福祉資金口座振替委託契約
常～応急福祉資金口座振替取扱要領
常～応急福祉資金口座振替システムマニュアル
常～応急福祉資金口座振替のしくみ
応急福祉資金収入金票作成資料
応急福祉資金口座振替用合計納付書
常～応急福祉資金口座振替システム（ＬＧＷＡＮ導入資料）
応急福祉資金納付金口座振替依頼明細書
応急福祉資金自動払込総括表（郵便局）
応急福祉資金口座振替一覧振替不能消込完了
応急福祉資金口座振替依頼取消
応急福祉資金口座振替ＦＤの授受
応急福祉資金口座テープ区別分割チェックリスト

消込台帳Ｈ１６～Ｈ２５ 常～応急福祉資金消込台帳Ｈ～１９年度
消込台帳Ｈ２６～ 常～応急福祉資金消込台帳

常～生業資金参考資料
常～生業資金貸付基準表
常～生業資金借用証書
常～貸付年度別表（昭和５３年～平成１６年度）
常～廃止検討
継～生業資金貸付事務処理要綱
常～生業資金２３区状況
常～生業資金滞納者調査
生業資金償還状況月報（過年度分）
生業資金償還方法変更
生業資金窓口収納分領収書・納入済通知書
生業資金納入済通知書（１～３月）
生業資金納入済通知書（１０～１２月）
生業資金納入済通知書（４～６月）
生業資金納入済通知書（７～９月）

応急福祉資金歳入調定

応急福祉資金完済

応急福祉資金消込台帳

生業資金 生業資金貸付

生業資金調査

生業資金償還

応急福祉資金滞納整理

応急福祉資金口座振替 応急福祉資金口座振替全

般

応急福祉資金口座振替依

頼・消込

応急福祉資金

応急福祉資金ささえシステ

ム

応急福祉資金貸付決定

応急福祉資金償還全般

応急福祉資金納入済通知

書

生活福祉課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
生業資金収入日計
継～生業資金償還台帳
生業資金完済者台帳
生業資金戸籍謄本等調査
生業資金償還状況月報
生業資金完済者台帳（過年度分）
生業資金完済者通知
常～自己破産関係書類
生業資金完済者通知（過年度分）
生業資金歳入還付
生業資金振替収支
生業資金振替収支（過年度分）
常～生業資金償還免除
常～生業資金債権の時効による消滅
継～生業資金償還免除（Ｈ１４・１６～１８年度分）
継～生業資金不納欠損（～１８年度分）
代位弁済受領証書発行
生業資金督促
生業資金償還免除者台帳（過年度会計分）
常～生業資金不納欠損
常～滞納処理マニュアル
常～生業資金償還免除（過年度会計分）
生業資金債権の時効による消滅台帳
生業資金債権の時効による消滅台帳（過年度会計分）
生業資金催告
生業資金償還免除者台帳

Ｓ５３年度～６３年度 継～１１２次～１２２次
Ｈ元年度～Ｈ４年度 継～１３５次～１４３次
Ｈ５年度 継～１４９次～１５２次
Ｈ６年度 継～１５４次～１５８次
Ｈ７年度 継～１６１次～１６４次
Ｈ８年度 継～１７０次・１７１次
Ｈ９年度 継～１７２次～１７８次
Ｈ１０年度 継～１８６次～１８９次
Ｈ１１年度 継～１９２次～２０２次
Ｈ１２年度 継～２０３次～２０７次
Ｈ１３年度 継～２１０次・２１１次
Ｈ１６年度 継～２２４次

常～生業資金口座振替収納事務取扱要領
生業資金口座振替依頼取消
継～口座振替納付届

１４２次～１８２次 継～生業資金申込書（１４２～１８２・平成４～９年度）
１８３次～ 継～生業資金申込書（１８３～２２４・平成１０～１６年度）

継～災害援護資金貸付（第１次～第５次分）
常～災害援護資金要綱
常～災害弔慰金の支給に関する条例等資料
継～災害援護資金免除・不納欠損
継～災害援護資金収入日計表
常～災害弔慰金等関係法令通知及び依頼
常～災害援護資金申込書
常～災害援護資金資料
常～東京都被災者生活再建支援事業
継～水害援護資金借用証書
常～災害弔慰金の支給に関する条例等資料
継～水害援護資金収入日計表
継～水害援護資金貸付原簿
常～水害援護資金貸付条例等資料
常～被災者生活再建支援制度の手引
常～令和元年台風災害による被災者生活再建支援事業実施要綱
常～被災者生活再建支援資料
常～令和元年台風災害による被災者生活再建支援事業に係る申請等
常～行政住所順（駒場－東が丘）
常～文書指示
中国残留邦人等への地域生活支援プログラム事業

町丁名順 常～行政住所順（駒場－東が丘）
医療券 傷病届 傷病届（４月～３月）
廃止保護台帳 あ～わ順 世帯単位

生業資金口座収納 口座納付届

生業資金滞納

生業資金貸付台帳

生業資金

生業資金償還

生業資金調定

生活福祉課

中国残留邦人支援給付台

帳

生業資金申込書

災害・水害援護 災害援護資金

被災者支援法

生活保護台帳 町丁名順


