
 令和元度 行政情報目録 （子育て支援部 子育て支援課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～庁内電話
補助執行
寄付物件
会計検査院実地検査
常～　現金出納簿
保育の利用申込書の紛失及び入所決定通知の偽造調査報告
常～　コピー機管理
後援名義使用承認
窓口サービス向上運動
町会・自治会長等変更
郵便
事務引継書
常～自転車
貸出車
情報連携ネットワークシステム運用・更改通知
特定個人情報保護評価書（定期的見直し分）
電磁的記録媒体の保管管理簿
私物使用許可書
個別システム
共同運営システム
基幹系システムアクセス状況確認
ホストシステム
常～　個人情報ファイルの登録事務
フォームメール作成依頼
常～個別システム管理運用・セキュリティ実施基準
常～特定個人情報保護委員会規則による届出
常～特定個人情報保護評価
常～番号制度情報連携中間サーバー登録申請
常～目的外利用・外部提供記録票
個人データ等の漏えい等の対応
情報セキュリティ
情報セキュリティ監査
情報化推進委員会
常～大容量ファイル送受信サービス
グループウェア・イントラネット関連
めぐろ区報掲載
常～区勢要覧
子育て支援課ホームページ
区民の声処理依頼票
情報公開・個人情報保護審議会
区勢要覧・くらしのガイド（区民便利帳）・施設案内図原稿
情報公開請求・回答
訓令
行政情報目録作成資料
付議要求
常～目黒区私立幼稚園安全安心対策事業費補助金交付要綱の一部改正につ
いて
常～目黒区子ども・子育て応援基金の取扱いに関する要綱の制定について
常～　ＷＡＯＮ覚書
告示
常～　要領制定
条例・規則等改正通知
常～　要綱制定
児童育成手当（立案請求）
ひとり親家庭等医療費助成制度（立案請求）
子ども医療費助成制度（立案請求）
常～　平成１９年度組織改正時立案請求
児童館及び学童保育運営条例等（立案請求）
子ども・子育て応援基金条例（立案請求）
不登校重大事態発生報告（第一報）（いじめ問題）
いじめ問題再調査判断会議
いじめ防止対策推進条例・要綱等
いじめ問題再調査委員会
環境保全課
企画経営部（政策企画課・広報課以外）
広報課
子育て支援部・健康福祉部・健康推進部
人事課
政策企画課
会計課
その他の部
常～目黒区区政功労表彰調査・回答
常～目黒区区政功労者表彰基礎調査
総務課
目黒区の健康福祉（事業概要）の原稿
総務部（総務課・人事課以外）
「区市町村における子供家庭支援事業の実施状況」原稿
その他
厚生労働省
国（厚生労働省以外）
東京都他部局
東京都福祉保健局
特別区児童主管課長会資料
特別区福祉主管部長会資料

いじめ問題再調査

通知・調査回答（内部）

通知・調査回答（外部）

外部会議等資料

子育て支援課 庶務 庶務

ＩＴ・情報セキュリティ

広報・広聴

文書 文書

条例・規則・要綱

立案請求

通知・調査等
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 令和元度 行政情報目録 （子育て支援部 子育て支援課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
行財政運営全般 児童館・学童保育クラブ委託化に関する計画

文教・子ども委員会資料
議会答弁書（子育て支援部）
政策決定会議資料
危機管理責任者
非常配備態勢・夜間・休日等参集指定職員名簿（避難所運営訓練）
総合防災訓練
震災対策調査特別委員会
業務継続計画（ＢＣＰ）
危機対応訓練
職員定数見直し・組織改正要望調査
内示・発令・異動
任期付公務員
常～時間外労働・休日労働に関する協定書
研修実施状況報告書（品川児童相談所）
定期評定
昇任選考・能力認定試験
再任用職員、新再雇用非常勤職員及び再雇用非常勤職員採用選考
常～非常勤職員取扱要綱・要領
規程改正
人事に関わる調査・回答・倫理ミーティング
職員表彰
時差出勤利用申請書
在庁理由入力記録簿
子の看護休暇申請書
時間外勤務の縮減対策報告書
時差出勤利用申請書
旅行命令簿（宿泊）
在庁理由入力記録簿
常～通勤手当認定簿（在課・常勤分）
常～通勤手当認定簿（在課・非常勤分）
育児休業
飲食届
派遣職員（出勤簿）
兼業許可申請
常～子の看護休暇（証明書類）
休暇申請書（その他）
給与減額免除申請簿
出退勤時刻データ修正記録簿
職務専念義務免除申請書
短期の介護休暇申請書
通勤手当認定簿（異動分）
派遣職員（年休簿・超勤命令簿等）
病気休暇
常～　職員団体協定等
機関運営構成員通知名簿
執務概況報告
分会執行委員会等開催日
常～　確認書（職員団体）
常～　分会規約（職員団体）
給与・雑給・報酬等の戻入・追給
児童館学童保育クラブ時間外配分
庶務事務システムにおける庶務担当者名簿
個人番号提供カード提出対象者名簿（一斉収集）
収受押印済個人番号提供カード専用封筒（法定調書用）
雑給支給事務説明会資料
職員給与チェックリスト
職員給与チェックリスト（非常勤共済費）
時間外勤務実績表
非常勤科目別支給明細内訳書
雑給支給仕訳書
総合庁舎電子錠カード・カギ借用依頼書
常～非常勤職員の職の設置申請（障害児対応支援員、学童補助員）
常～非常勤職員の職の変更・廃止申請等
常～非常勤職員の職の変更申請（子ども医療給付調査員）
常～非常勤職員の職の変更申請（児童館子育てひろば相談員）
非常勤職員通知
非常勤　報酬減額免除申請簿
非常勤　年次休暇簿
非常勤　勤務時間
非常勤　欠勤・遅参・早退簿
非常勤　出勤簿
任用調書の提出（年度当初）
任用調書の提出（年度途中）
任用申請（年度当初）
任用申請（年度途中）
更新手続（年度当初）
承諾書・提出書類
児童館等非常勤職員採用選考
採用選考（児童館係以外）
応募履歴書
退職・勤務様態変更
賃金台帳（庁内）
雇用決定書・承諾書

非常勤職員 非常勤職員全般

非常勤職員服務等

非常勤職員任用・更新

非常勤職員採用選考

臨時職員等 臨時職員

人事・給与 人事全般

服務

職員団体

法定調書

給与仕訳書

行財政運営
議会・政策決定

防災・危機管理

子育て支援課
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 令和元度 行政情報目録 （子育て支援部 子育て支援課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
臨時職員通知
臨時職員　年次休暇簿
賃金執行状況報告
雇用計画
臨時職員出勤簿
臨時職員雇用決定（庁内）
出勤簿
在職証明書発行
臨時職員雇用承諾書（１０月～３月分）（児童館・学童保育クラブ）
履歴書・募集チラシ
賃金執行状況報告（児童館・学童保育クラブ）
賃金台帳（児童館・学童保育クラブ）
産休・育休代替臨時職員雇用協議書
臨時職員雇用特例申請
承諾書（４月～９月分）
ＯＪＴ 育成計画
研修案内・結果通知（人事課以外）
研修案内・結果通知（人事課・特別区）
研修実施状況報告書・研修計画書（東京都福祉保健局派遣）
健康診断
職場環境測定
区安全衛生
よりよい職場づくり
児童施設安全衛生
公務災害
児童施設安全衛生委員会資料
印鑑届
現金出納簿（金銭出納員用）
収納取扱店異動一覧
公共料金内訳表
公共料金所属別マスタリスト
金銭出納員、現金取扱員及び物品出納員の任免
物品事故報告書
現金出納簿（資金前渡受者用）
公共料金自動振替口座（新規・変更）申請書
財産台帳照会用資料
収納金収入報告書（収納金日報含む）
債権者登録・変更届
常～維持保全業務積算標準単価表
契約通知
長期継続契約
再委託申請
契約依頼予定書
年間契約事務処理通知
契約依頼書
早期契約依頼書
契約変更依頼書
支出負担行為決定書
予定額増減書
支出負担行為更正書
収支予定表
執行計画
科目新設
予算執行方針
差金使用
予算流用繰戻申請書兼決定書
予算流用申請書兼決定書
予備費充用
調定
目黒区子ども・子育て応援基金
事後調定一覧
収入未済繰越
賄費預金利子収入
不納欠損
還付命令
還付清算・戻入命令
科目更正・振替命令
科目更正・振替命令
公共料金支払
支出命令
清算・戻入命令
執行委任
備品受入・処分
物品所管換
備品総括表
プレス発表資料
特別交付税調査資料
当初予算案（議会運営委員会資料）
国・都の施策及び予算に関する要望書
当初予算原案（全議員説明会資料）
企画総務委員会読み上げ原稿（当初・補正）
１０月補正見積書：確定版
当初予算見積書＜部局枠経費＞：確定版
３月補正見積書：確定版

予算執行 予算執行全般

歳入管理

歳出管理

備品管理

予算編成 予算編成全般

予算見積書

研修・福利厚生 研修

福利厚生

財務・契約管理 財務会計全般

契約全般

年間契約

契約依頼書

支出負担行為決定書

臨時職員等 臨時職員

児童館等臨時職員

子育て支援課
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 令和元度 行政情報目録 （子育て支援部 子育て支援課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
当初予算見積書＜特定経費・政策枠経費＞：確定版
予算編成通知
部局別政策課題
予算編成過程公表用シート
予算書等校正
当初要望（政党等）
一般財源等把握調査
東京都福祉保健局（予算資料）
当初予算査定会議資料（政策枠経費）
当初予算査定会議資料（部局枠経費）
当初予算査定結果（３月補正含む）
当初予算要求事項説明書（政策枠経費）
当初予算要求事項説明書（部局枠経費）
当初予算要求事項説明書（復活）
特定経費（当初予算）
区長ヒアリング資料
当初予算見積原票
１０月補正
３月補正
６月補正
決算資料
歳入歳出決算額確認リスト
主要な施策の成果等報告書原稿
未執行・未清算一覧
歳入増減、歳出不用額説明書
充当確認リスト（決算）
決算通知
監査実施通知
充当確認リスト（監査）
定期監査指摘事項
目黒区の財政の健全化に関する審査意見書
例月出納検査結果通知
行政監査
財政援助団体監査
庁外施設監査
定期監査資料
特別区人事委員会
子供家庭支援区市町村包括補助
特別区事務処理特例交付金調査資料
都区財政調整交付金調査資料
その他補助金（都補助金）
その他補助金（国庫補助金）
地方特例交付金
都私幼連だより
補助金過払支払い（済通）
目黒区内幼稚園等一覧
他課からの通知
私立幼稚園東京都からの通知(補助金通知除く)
私立幼稚園他自治体・国等からの通知（東京都を除く）
私立幼稚園への苦情等
幼児教育無償化関連
預かり保育補助
常～　私立幼稚園廃園感謝状
常～　都知事表彰（教育功労・私立幼稚園）⑲、⑳
幼児教育無償化実施施設確認・告示
補助金過払い納付済通知
常～　私立幼稚園補助金過払い対応
心身障害者補助金決定・支出
心身障害者補助金申請書
心身障害者補助金実績報告
私立幼稚園児歯科検診
幼児教育研究委託
常～私立幼稚園証明書交付
目黒区私立幼稚園協会補助
学校給食実施状況調査
学校健康教育行政の推進調査
継～私立幼稚園保育料等一覧
継～区内幼稚園在園児数一覧
新入園児調査
その他調査・回答
幼稚園調査(教育の日)
幼児教育実態調査
保護者住所地調査
特別支援教育体制整備調査
私立幼稚園施設の耐震改修状況調べ
私立幼稚園納付金調査
学校法人化志向幼稚園調査
学校法人等基礎調査
現況調査
常～　若草幼稚園設置者変更
常～園舎配置図平面図
柿の木坂幼稚園競売及び廃園に係る資料
常～目黒区私立幼稚園心身障害児教育事業費補助金交付要綱等
常～私立幼稚園等園児保護者補助金交付要綱

私立幼稚園全般

私立幼稚園補助金過払
い

私立幼稚園要綱・要領・
基準等

私立幼稚園

決算・監査 決算

監査

補助金 都補助金

国庫補助金

私立幼稚園運営補助

私立幼稚園調査

私立幼稚園指導用資料

予算編成

予算見積書

当初予算編成

補正予算編成

子育て支援課
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 令和元度 行政情報目録 （子育て支援部 子育て支援課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～　幼稚園施設整備指針&#１２８８１;
常～　目黒区私立幼稚園安全安心対策事業費補助金交付要綱等
常～　私立幼稚園協会補助金交付要綱

幼保一元化・子育て支援
事業

常～　認定こども園資料⑲

常～　志のぶ幼稚園（学校法人化等）
常～　育英幼稚園（学校法人化等）
常～　祐天寺付属幼稚園（収容定員変更認可等）
常～　幼稚園廃止認可（東光寺幼稚園）
常～　若水幼稚園（園舎増改築届等）
常～　枝光学園駒場幼稚園（設置者変更等等）
常～　アゼイリア幼稚園（設置者変更等等）
常～　目黒幼稚園（園則変更等）
常～　中目黒幼稚園（園則変更等）
常～　私立幼稚園設置認可等審査基準一覧
常～　日出（日本大学目黒）幼稚園（園舎改築等）
常～　べテル幼稚園（改修工事等）
常～　幼稚園廃止認可（平成５年度～１２年度）
常～　幼稚園休園届
継～ベテル幼稚園改修工事
常～　平塚幼稚園（園舎の増築届等）
常～　めぐみ幼稚園（園舎増改築届等）
継～園舎増改築届（アゼィリア幼稚園）
園長採用解職届
教職員解職採用届
園則変更届
目黒区内私立幼稚園園則
子ども・子育て支援新制度関連調査
子ども・子育て支援新制度園の支出処理
子どものための教育・保育の支給認定及び利用者負担額決定通知書の送付
一時預かり事業補助金関係
預かり保育料補助認定・支払い
補助金振込一覧(入園料補助含
補助金の変更決定及び歳出戻入
世帯状況の変更
申請交付通知依頼(就園奨励費を含む)
就園奨励費関連調査・通知
補助金認定保留者
私立幼稚園等保護者補助金受給証明
補助金確認用各種リスト
目黒区在住園児数及び保育料等調査書
保護者補助金過払い処理
子ども・子育て支援新制度園に関する通知等
常～補助金過年度戻入
補助金決定・支出
(都)負担軽減事業(補助金申請等）
口座振替不能通知兼通知書
私立幼稚園システム
入園料補助金申請書
申請受付通知依頼
補助金決定・支出(入園料補助金）
入園料補助金非該当者
私立幼稚園等補助金に係る退園・転園等連絡表
総括票
学納金・特定負担額調査票
在園証明書
保育料補助金申請書
保育料補助金申請書（住民税未申告者及び課税証明書未提出者等）
保育料補助金申請書（子ども・子育て支援新制度移行園）
保育料補助金申請書（過払い者分）
保育料補助金等未支給者（申請不備等）
保護者補助金の支払口座の変更

預かり保育料補助申請 預かり保育補助申請書
奨学事業基金
長期継続契約（奨学金システム機器等借上げ）
調査・回答
奨学生募集
奨学資金貸付金の交付
奨学生の決定
誓約書
貸付戻入
口座振替依頼書
高校入学届
奨学金申込書
入学資金申込書
奨学資金辞退届
返還猶予願
卒業届
成績証明書
進学届
就職届
在学証明書
各種届出
返還開始のお知らせ

奨学資金 奨学資金全般

貸付

諸届

返還

私立幼稚園要綱・要領・
基準等

各種届

教職員解職・採用届

子ども・子育て支援新制度

保護者補助金 保護者補助金全般

入園料補助金

在園証明書

保育料補助申請

園則変更届

私立幼稚園

子育て支援課
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 令和元度 行政情報目録 （子育て支援部 子育て支援課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
奨学生転居先住所調査
不納欠損者資料
督促発送・一斉催告
調定(収入未済)
滞納整理事務一元化
振替収支
常～不納欠損
納入済通知書
通知
借用書の提出依頼
完済
口座振替依頼書（完済者）
口座振替開始のお知らせ
口座振替データ戻り
口座振替データ
常～借用証書（平成２３年度生）
常～借用証書（平成２２年度生）
通知・報告書
各種調査
常～子育て支援住宅認定制度
子ども・青少年担当者会議会議録
子ども・青少年担当者会議資料
会議開催通知
子どもの貧困対策通知・調査
常～子どもの貧困対策
子供の未来応援国民運動（支援ポータルサイト）
子ども食堂
生活困窮者担当者会議作業部会

補助金全般 通知・調査
保育緊急確保事業費補
助金

会計検査院実地検査

子供家庭支援包括補助内示
子供家庭支援包括補助交付決定
交付申請
第１回協議
実績報告
子供家庭支援区市町村包括補助事業通知
第２回協議
子ども・子育て支援交付金通知・調査
東京都子ども・子育て支援交付金実績報告
東京都子ども・子育て支援交付金交付申請
東京都子ども・子育て支援交付金交付決定
子ども・子育て支援交付金補助要綱・実施要綱
子ども・子育て支援交付金実績報告（国庫分）
子ども・子育て支援交付金交付申請（国庫分）
子ども・子育て支援交付金交付決定（国庫分）
地域子供の未来応援交付金
安心こども基金
子供食堂推進事業
各種補助金
子育てのための施設等利用給付交付金
子育てのための施設等利用費都費負担金
幼児教育・保育無償化実施事業費補助金
キッズレポーター
子ども条例講演・学習会
中高生意見聴取
キッズレポーター（子ども条例）
子ども条例カレンダー
中高生アンケート
民間団体資料（子ども条例）
委員報酬等支出
子ども施策推進会議傍聴
各種申請書
一時保育実施
公表情報連絡票
会議公開連絡票
常～子ども施策推進会議改選
子ども施策推進会議小委員会（１回目）
子ども施策推進会議委員委嘱
子ども施策推進会議
事業実績及び事業評価
基礎調査
周知
子ども総合計画改定（令和２年度～令和６年度）

中高生アンケート 中高生アンケート
子ども・子育て支援新制
度全般

調査

子育て支援員通知・調査
常～子育て支援員研修修了者名簿
子育て支援員研修
情報提供・周知
子育て応援とうきょうパスポート
調査・回答
事業計画通知

子ども総合計画 子ども総合計画全般

子ども・子育て支援新制
度

子育て支援員

利用者支援事業

事業計画

補助金

子供家庭支援区市町村
包括補助事業

子ども・子育て支援交付
金

各種補助金

子ども条例 子ども条例全般

子ども施策推進会議

借用証書 借用証書(平２２～)

子育て支援推進共通 子育て支援推進全般

子ども・青少年担当者会
議

子どもの貧困対策

奨学資金

返還

口座振替

子育て支援課
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 令和元度 行政情報目録 （子育て支援部 子育て支援課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
健康管理
出退勤時刻データ修正記録簿
電話利用明細
後援名義使用申請（利用者支援係）
情報セキュリティ
給与減額免除申請簿
常～電子申請マニュアル
常～子ども家庭支援センター要綱等
常～連絡先一覧
常～物品管理
常～鍵管理
常～ほ・ねっと　ひろば図面
後援名義使用承認団体ポスター・チラシ
常～目黒区報（心の輪）
在庁理由入力記録簿
常～ほ・ねっと　ひろば時間変更
常～児童館・学童あり方検討委員会
常～子育て支援総合拠点・子ども家庭支援センター資料
生活困窮及びふくしの相談実務担当者会
研修
通知（内部）
通知（他自治体等）
通知（外部団体）
調査・回答
非常勤更新資料
非常勤出勤簿
報酬減額免除申請簿
非常勤職員旅行命令簿
非常勤職員年次有給休暇簿
非常勤職員　欠勤・遅参・早退簿
勤務を免除された休日等の振替命令簿
非常勤採用・退職（利用者支援係）
非常勤採用資料
非常勤選考（利用者支援係）
臨時職員雇用資料
常～非常勤履歴書・資格証明書
休暇簿
非常勤　勤務時間
臨時職員出勤簿
目黒区保健師業務連絡会
保健師統計
利用者支援事業見学実習
子育て支援員研修
子ども・子育て支援交付金
各種補助金
子供家庭支援包括補助
常～利用者支援事業要綱
常～利用者支援事業開始届
常～利用者支援員研修修了証
常～利用者支援事業通知
民営児童館
ひろば出張相談
イオン出張相談
地域出張相談
子育て世代包括支援センター管理台帳
子育て世代包括支援センター　連絡票
常～子育て世代包括マイナンバー
子育て世代包括　連絡会
区報
シフト表
常～ファイリング
活動日誌
運営会議
事業総括
ひろば掲示、パンフレット
ボランティア
契約・支出（ボランティア保険）
消耗品購入依頼
契約・支出（消耗品）
契約・支出（講師謝礼）
契約・支出（その他ひろば利用分）
進行管理会議次第等
常～継続相談ケース　ひろば（終了）
常～継続相談ケース　ひろば
相談記録
来所相談
進行管理会議次第等
相談記録（問い合わせ）
メール相談（マニュアル含）
とっとタイムスケジュール
利用者名簿
ひろばチラシ
一時保育依頼
一時保育連絡票

子育て世代包括支援セン
ター

ほねっと運営共通 ほ・ねっと運営

支出・契約

相談

ひろば利用

庶務 庶務

調査・通知

非常勤・臨時職員

保健師

利用者支援共通 子育て支援員研修

補助金

利用者支援事業

出張相談

子育て支援課
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 令和元度 行政情報目録 （子育て支援部 子育て支援課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
貸出等依頼
利用者集計表
利用者登録カード（削除分）
常～一時保育資料（名簿）
常～図書館利用カード
ひろば事業計画
利用者名簿（１０月～１２月）
子育て交流ひろば
ＣＡＲＥプログラム
子育て交流ひろば実行委員会
ハッピータイム（会議室イベント）
マザーズハローワーク
スーパービジョン（ひろば・その他）
子育て支援講演会（９月）
大会議室イベント
常～幼児教育無償化確認・公示
常～目黒区子育て援助活動支援事業利用給付要綱
幼児教育無償化対象者名簿
幼児教育無償化資料
常～ファミリー・サポート・センター事業実施経過資料
ファミリー・サポート・センター事業実績
常～目黒区ファミリー・サポート・センター事業設置及び運営要綱
常～目黒区ファミリー・サポート・センター設置要綱
社会福祉協議会資料
委託関連資料
センター会議資料
通知・調査回答
常～目黒区ファミリー・サポート・センター事業実績（累計）
常～実施要綱・取扱要領（国・都）

ボランティア めぐろシニアいきいきポイント
ふらっとひろばアンケート
常～ふらっとひろば要綱
ふらっとひろば実施要項等
常～地域子育てふれあいひろば事業補助要綱
運営費等補助金
公募
地域子育てふれあいひろば事業実施報告書
常～地域子育てふれあいひろば事業実施要綱
民間子育てひろば資料
常～地域子育て支援拠点団体資料
常～事業承認申請
選定委員会
応募説明会
常～子育てふれあいひろば事業要綱
常～地域子育て支援拠点事業開始届（第２種福祉事業開始届）
常～子ども・子育てネット操作マニュアル
事業実績
記事掲載
子育て団体・グループ情報
めぐろすくナビ編集会議
子育て情報誌資料
イラスト依頼
ホッ！っとブック校正
ホッ！っとブック事業者選定
ホッ！っとブック作成
英語版ホッ！とブック作成

子育てアプリ アプリ業者資料
検討会
アンケート
委託業者選定委員会
実務担当者会
子育てポータルサイト再構築

子どもの権利条約 常～調査・回答
要綱 常～子どもの権利擁護委員制度実施要綱

常～子ども相談室「めぐろはあとねっと」面談受付票
常～子ども権利擁護委員制度申立受付簿一覧
常～子ども相談室「めぐろはあとねっと」権利擁護会議
常～子どもの権利擁護委員制度事業報告
常～子どもの権利擁護委員制度申立（様式）
子どもの権利擁護委員面談日予約票
常～子どもの権利擁護委員委嘱
子どもの権利擁護委員出勤簿
常～相談記録用紙
常～相談記録
常～子どもの権利擁護委員制度申立結果報告
常～継続相談記録
常～子ども相談室「めぐろはあとねっと」　権利擁護ＳＶ記録
他機関資料
チラシ等契約資料
めぐろ　はあと　ねっと啓発、宣伝（リーフ、ポスター、月の予定、区報、ホーム
ページ）

検討委員会 常～子どもの権利擁護委員制度の検討（１７年度、１８年度）
常～相談電話着信記録
常～他自治体視察

子どもの権利擁護委員制
度

子どもの権利擁護委員

普及・啓発

子どもの権利擁護共通

地域子育て支援事業 ファミリー・サポート・セン
ター

ふらっと　ひろば

民間ひろば

地域子育て支援事業

情報提供 子ども・子育てネット

子ども・子育てネット（すく
ナビ）
ホッ！とブック

子育てポータルサイト再
構築

ほねっと運営共通

ひろば利用

支援・啓発事業

子育て支援課
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 令和元度 行政情報目録 （子育て支援部 子育て支援課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
子どもの権利擁護委員報酬
フリーダイヤル通話料支払い
継～平町１年
継～烏森第二３年
継～烏森第二２年
継～烏森第二１年
継～平町３年
継～平町２年
継～烏森３年
継～愛隣会１年
継～愛隣会２年
継～愛隣会３年
継～烏森１年
継～菅刈１年
継～菅刈２年
継～東山３年
継～東山２年
継～烏森２年
継～菅刈３年
継～東山１年
継～中目黒２年
継～不動３年
継～不動２年
継～不動１年
継～田道小学校内３年
継～田道小学校内２年
継～田道小学校内１年
継～中目黒３年
継～中目黒１年
継～区民センター３年
継～区民センター２年
継～区民センター１年
継～鷹番１年
継～油面３年
継～油面２年
継～鷹番３年
継～油面１年
継～鷹番２年
継～上目黒２年
継～上目黒１年
継～五本木３年
継～五本木２年
継～五本木１年
継～上目黒３年
継～ひもんや１年
継～ひもんや３年
継～原町１年
継～目黒本町３年
継～原町２年
継～原町３年
継～向原１年
継～目黒本町２年
継～目黒本町１年
継～ひもんや２年
継～向原２年
継～向原３年
継～中根小学校内１年
継～中根小学校内２年
継～中根小学校内３年
継～八雲１年
継～八雲２年
継～八雲３年
継～緑が丘１年
継～緑が丘２年
継～緑が丘３年
継～宮前小学校内１年
継～宮前小学校内２年
継～宮前小学校内３年
継～大岡山１年
継～大岡山２年
継～大岡山３年
継～東が丘１年
継～東が丘２年
継～南３年
継～東根１年
継～東根２年
継～東根３年
継～南１年
継～南２年
継～東が丘３年
学童保育クラブ保護者会
学童保育クラブ新規利用承認
常～入所相談
学童継続・延長利用申請

学童児童票・西部(１緑.中
根.八雲.宮前)

学童児童票・西部(２大岡
山.南.東根.東丘)

学童入退 学童入所

子どもの権利擁護委員制
度

子どもの権利擁護共通

学童児童票

学童児童票･北部(菅刈.
東山.烏森.愛隣会)

学童児童票･東部(不動.
区民センター.中目)

学童児童票･中央(油面.
上目.五本木.鷹番)

学童児童票･南部(向原.
本町.原町.碑文谷)

子育て支援課
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 令和元度 行政情報目録 （子育て支援部 子育て支援課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
学童入所辞退申請書
月別在籍状況
子育て相談記録
利用案内、翻訳・通訳依頼
継～学童計画
継～振り分け基準
継～西部地区学童保育クラブ入所
継～長期欠席児童対応
継～入所児童名簿
継～入所措置検討
学童入所申請（短期入所）
学童入所申請（通年）
学童利用不承認（新年度）
学童保育クラブ転所決定
退所届
退所届（短期入所）
休所届
保育参観
特別支援教室おたより
あそびのつどい報告書
学童保育クラブ利用申立て
常～基準
常～障害児関係要望書
常～父母懇談会
通知
巡回指導事前資料
巡回指導報告書
巡回指導
特別支援教育コーディネーター相談記録
サービス等利用計画担当者会議
継～薬の服用について
継～心身障害学級・養護学校
継～障害児保育検討委員会総括９～１３年
継～障害児保育検討委員会総括１４～１９年
障害児関連研修
医療的ケアの必要な子どもへの対応ＰＴ
すくすくのびのび園説明会
障害児拡充会議
障害児窓口担当者連絡会
障害児対応拡充会議
障害児対応部会
特別支援学校・学級教諭との懇談会
保護者懇談会
継～学年延長について
継～重度障害児の受入れについて
継～障害児保育検討委員会（資料）
障害児枠単年度見直し
気になる児童のチェック表
医療的ケア児対応会議
障害児新規・進級・延長児童
協議会開催通知・報告書
継～東山学童保育クラブ
継～中目黒学童保育クラブ
継～八雲学童保育クラブ
継～東根学童保育クラブ
継～八雲学童保育クラブ
継～原町学童保育クラブ
継～原町学童保育クラブ
継～東山学童保育クラブ
継～向原学童保育クラブ

個別障害児記録（２２年
入所）

２２０３２（大岡山）

個別障害児記録（２０年
入所）

２２０３３（中央町）

学童出席簿 学童出席簿
学童出席計 月計

民営学童保育クラブ運営管理
研修検討委員会（他区見学・一日実習等）
講師謝礼支出
常～研修ハンドブック
研修検討委員会（現任研修・新任研修）
研修検討委員会（全体研修・子育て研修）
研修検討委員会（会議・報告書）
学童保育事業銀行口座
スーパーバイザー
連合スポーツ大会
学童保育クラブ利用者アンケート
学童保育クラブ入所申請超過対応検討部会
学童保育クラブ事前説明会
学童保育クラブおやつ提供委託業者選定
烏森利用者アンケート
開所時間延長
保護者宛て通知文
継～定員・定数関係

個別障害児記録（１９年
入所）

個別障害児記録（１７年
入所）

学童実績

学童運営
学童研修

学童事業

学童入退 学童入所

学童退所

学童障害児 学童障害児全般

障害児巡回指導

障害児対応会議

障害児保育協議会

子育て支援課
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 令和元度 行政情報目録 （子育て支援部 子育て支援課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～重度障害児放課後介護台帳
継～重度障害児放課後介護事業要綱
継～学童クラブの歴史
継～ｉ－子育てネット
学童保育クラブ父母会
就学援助費認定による減額
減免理由非該当
学童保育料減額・免除申請書(不適用)
学童保育料滞納処理
軽減負担保育料調査及び適用原議・きょうだい調査票・保育所等在籍証明書
口座振替(引落分)
口座振替引落不能者(督促状)
収入集計表
納入通知送付
保育料口座振替納付届
振替不能一覧表
保育料減免申請書配布
保育料説明
継～学童システム
学童保育料調定
第３子
区市町村民税による減免
常～学童システム
学童保育事業に係わる事務委託
学童保育料（延長保育）
学童保育料減免にかかる個人情報の目的外利用
学童保育料還付及び充当
生活保護受給による免除
事故報告書
継～損害賠償請求事例
見舞金・賠償金請求
継～事故報告集計表
与薬
民営施設運営管理
ホームページ
目黒区民間学童保育クラブ運営補助金
行事
保育日誌
民営学童保育クラブ連絡会
キャンプ
後援名義使用承認（児童館・学童保育クラブ）
ホームページ(民営)
予算の適正配分検討部会
PR担当部会
あり方検討PT
ニーズ調査ＰＴ（学童保育クラブ利用者アンケート）
依頼・回答
回答を含む
一括備品購入
館長次席者連絡会
館長次席者連絡会(危機管理部会）
館長次席者連絡会（地区連絡会・西部）
館長次席者連絡会（地区連絡会・中央）
館長次席者連絡会（地区連絡会・東部）
館長次席者連絡会（地区連絡会・南部）
館長次席者連絡会（地区連絡会・北部）
教育実習生受け入れ
子ども・青少年事業担当者会議
中高生情報誌「めぐろう」
都児連
運営指針・館長ハンドブック
国の施策・法令等
施設見直し
放課後子ども総合プラン
放課後児童クラブ運営指針
平町児童館
放課後児童支援員認定研修
継～児童館（学童含む）に関する調査資料
継～地区児童館設置運営要綱、要領
課題対応部会
障害者差別解消法関連
中高生対応部会
常～携帯電話通信サービス契約申込書
常～危機管理（資料）
常～携帯電話契約申込書
常～児童館等安全管理含緊急連絡票
常～防犯カメラ設置
見守りメール登録
安全対策マニュアル
感染症対応
危機管理検討委員会
危機管理事例
緊急連絡票
常～子ども見守りメール

児童館 児童館全般

安全管理

学童運営

学童事業

学童関連団体

学童保育料

学童事故

私立学童

子育て支援課
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 令和元度 行政情報目録 （子育て支援部 子育て支援課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
細菌検査実施報告
新型インフル発生報告
非常通報装置（学校１１０番）
放射線測定結果
継～児童館、学童保育電話送網
安全衛生委員会
虐待防止マニュアル
継～学校１１０番設置補助
継～防犯カメラ設置補助
継～防犯カメラ届出（大岡山）
常～危機管理資料（アレルギー）
目黒区体罰根絶マニュアル
都自転車点検指針

児童館長会 児童館長会会議録
乳幼児クラブ・乳幼児のつどい検討委員
継～パソコン利用要綱及び利用方法
常～じどうかんボランティア
平和祈念事業
中央町児童館
ティーンズフェスタインめぐろ
日韓高校生交流事業
パソコン・広報担当
中央町児童館・学童
ランドセル来館
放課後児童健全育成事業実施要綱
民間児童館活動事業費補助金
その他補助金
継～余裕教室活用整備補助金制度
継～児童館整備費補助要綱
継～子育てひろば事業補助要綱
継～国、都事業実施要綱
継～学童クラブ運営費補助要綱
実績報告書
都児連分担金
常～子供家庭支援区市町村包括補助
常～安心子ども基金
常～子育て支援のための拠点施設の設置
各ＰＴ実施起案
児童館ガイドライン(放課後児童クラブ)
その他の機関
都児連
常～品川区児童館事業資料
福祉局（全児連）
児童館利用者数（下半期）
児童館利用者数（上半期）
児童館利用者、行事、子育て支援月計
子育て相談実績
子育て相談記録報告
継～年間計画書式
行事報告
児童施設安全衛生委員会
継～ビデオ上映と著作権
継～江戸川、都下
継～荒川、板橋、中野
継～世田谷、渋谷、大田
継～千代田、中央、新宿、葛飾
継～他区障害児対応
継～品川、港
継～文京、台東、墨田、江東
継～練馬、足立
継～豊島、杉並、北
継～児童館別利用のきまり
継～申請書、様式類
継～児童館の休館日及び夜間の団体利用に関する要綱
児童館団体利用について
申請書・様式類
継～児童館目的外使用許可事務取扱要綱
常～教育財産承認申請書
常～不動児童館使用許可：支線設置
公共料金の支出
施設点検日誌
常～行政財産引き渡し
常～東山児童館使用許可（選挙）
常～民営児童館・学童
総合管理業務委託（平町児童館）
緊急連絡先（大岡山学童保育クラブ）
常～駒場児童館ガス契約
常～行政財産使用承認（中根小内の建物部分）
常～中央町児童館
常～区民センター児童館管理の委任
常～指定管理者制度の導入に係る検討
常～施設点検、家具転倒防止マニュアル
常～児童館運営に係る自己点検
常～受水槽、冷却塔衛生管理

児童館条例（他区）

夜間休日団体利用

施設管理 施設管理全般

児童館

安全管理

児童館事業全般

各児童館事業

児童館補助金

勤務態様検討会

児童館通知

児童館実績

児童館資料

子育て支援課
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 令和元度 行政情報目録 （子育て支援部 子育て支援課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～不動児童館ガス契約
常～不動児童館使用許可：防火水槽設置
常～点検の手引き
常～土地境界確定
行政財産用途変更
業務改善提案型契約方式
常～教育財産使用許可申請書（学校内学童保育クラブ）
継～消防計画（ひもんや、中根）
継～施設外防火管理
継～防火管理（学童施設管理）
継～消防点検
継～消防計画（東山）
継～消防計画（中目黒、区民センター）
継～消防計画（基本様式）
継～消防計画（愛隣会、大橋母子寮）
一覧
継～児童館施設概要一覧
継～児童館建設標準仕様書等
継～菅刈学童保育クラブ施設概要
継～駒場児童館施設概要
継～烏森住区センター児童館施設概要
継～愛隣会学童保育クラブ
継～東山児童館施設概要
継～中目黒住区センター児童館施設概要
継～区民センター児童館施設概要
継～不動児童館施設概要
継～田道小学校内学童保育クラブ開設資料
継～鷹番学童保育クラブ（仮設）
継～上目黒住区センター児童館施設概要
継～五本木住区センター児童館施設概要
継～鷹番学童保育クラブ施設概要
継～油面住区センター児童館施設概要
継～向原住区センター児童館施設概要
継～原町住区センター児童館施設概要
継～ひもんや学童保育クラブ施設概要
継～大岡山学童保育クラブ施設概要
継～目黒本町学童保育クラブ施設概要
継～学童保育クラブ施設概要一覧
継～中根学童保育クラブ施設概要
継～東が丘学童保育クラブ施設概要
継～東根学童保育クラブ施設概要
継～八雲住区センター児童館施設概要
継～緑が丘児童館施設概要
継～宮前小学校内学童保育クラブ施設概要
常～認可書（上目黒児童館設置）
常～児童館設置届（中央地区）
常～社会福祉事業開始届・変更届（小学校内学童保育クラブ）
常～用途指定財産の現況報告（駒場、東山）
常　目黒区認定学童保育クラブ
常～社会福祉事業開始届・変更届
常～児童館設置届（東部地区）
常～児童館設置届（南部地区、西部地区）
常～児童館設置届（北部地区）
常～児童館内容変更届

認可・立案 継～児童館認可事務の手引
大岡山学童保育クラブ新設（平町老人いこいの家合築）
事業者変更に伴う保育の引継ぎ
常～六中跡地施設整備検討会
常～六中跡地利用PT
常～旧六中施設補助金
東山ブロック学童拡充（東山・東山第二・菅刈）
学童保育クラブ工事関係

児童館工事全般 継～児童館初度備品資料
児童館建設住民協議・議
会

継～鷹番学童保育クラブ新設委員会資料

常～事務室レイアウト
冷房・暖房使用申請
各会派からの予算要望
決算監査資料
臨時職員
窓口配布チラシ（区以外の団体）
常～現金・金券受払整理票（様式）
常～雑入不能欠損
予算見積資料（補正含）
現金・金券受払整理票
印刷依頼
公印印刷処理台帳
公印事前押印・印影印刷承認申請書
庁舎利用申請（夜間休日窓口開設）
調査・回答・依頼（１０月～３月）
調査・回答・依頼（４月～９月）
通訳・翻訳依頼書
忘れ物・誤提出物の返還
郵便切手申請書

児童館工事

手当・医療共通 手当・医療 庶務

児童館施設概要（西部）

児童館・学童整備 児童館届出書

大岡山学童整備

六中跡地利用

学童拡充整備（２６学童）

施設管理 施設管理全般

防火、消防管理

児童館施設概要

児童館施設概要（北部）

児童館施設概要（東部）

児童館施設概要(中央）

児童館施設概要（南部）

子育て支援課
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 令和元度 行政情報目録 （子育て支援部 子育て支援課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
料金後納郵便物差出票
常～臨時職員
「居住実態が把握できない児童」に関する調査（通知等）
手当制度の周知（広報原稿）
常～障害判定依頼
常～会計検査院実地検査
障害判定報酬支払調書
児童手当等外部委託　他区状況
児童遺棄証明（認定申請時実態調査による）
支援措置対象者基幹システム印刷処理票
ＲＰＡ等の試行導入の検討資料
常～地区サービス事務所マニュアル
常～自己情報開示請求
常～個人情報の取扱いについての申出書
常～訴訟関係資料
常～行政不服申立
倫理ミーティング
常～備付審査基準
係レイアウト変更
民生委員協議会への報告
地区サービス事務所研修
他課との連絡調整
相談記録表(過年度含む)
受付書(過年度分含む)
手当通知（各施設への通知）
居住実態が把握できない児童名簿
公用請求
児童手当受給資格調査員証の発行
児童扶養手当受給資格調査員証の発行
常～苦情対応・意見等
常～住民登録実態調査対象者カード
調査・回答（個人情報外部提供・目的外利用）
プレミアム付き商品券申請に係る事前申出の勧奨
常～障害判定医の委嘱
電子申請利用件数
電子申請システム
電子計算処理年間日程
電子計算処理決定通知書
電子計算処理完了通知書
電子計算処理依頼書
オンライン延長依頼・申請
電算処理実施計画
常～電算システム変更内容の周知
常～端末等保守
常～情報公開・個人情報保護審議会
常～情報課への協議
共通番号制度
常～基幹系システム再構築資料
常～パスワード管理関係
常～セキュリティ管理
常～オーバーレー帳票
セキュリティ実施手順に基づく点検
常～基幹系システム媒体管理
番号関連制度システム緊急対応訓練
常～システム関連調査・報告・回答
金融機関登録一覧表
常～包括外部監査資料
常～基幹システム電子公印
常～児童手当の審査請求
常～　事務指導監査
常～会計検査院資料
常～児童虐待・ＤＶ事例における子ども手当関係事務処理通知
常～児童手当　制度改正資料
常～児童育成手当　条例施行規則改正
システム改修
個人番号取得のための全国住民基本台帳ネットワークの利用に関する申請
常～情報連携事務手順
常～情報提供ネットワーク接続申請
中間サーバー副本登録
マイナンバー制度担当者説明会資料
自動応答不可フラグ対象に関する情報提供
住基ネットシステムセキュリティ研修
副本誤登録対応
総合運用テストに係る計画、記録、成果物
独自利用事務の規則連携に係る届出
番号制対応のためのシステム改修方針（情報課）
システム改修補助金
基幹系システムの再構築及び最適化専門部会資料
国・都からの通知・回答
通知カード受取に係る居所登録の周知
番号（マイナンバー）制度対応検討会
情報共有ツール（デジタルＰＭＯ）ユーザー管理
情報連携に係る追記依頼
情報連携試行運用期間におけるデータ齟齬対応記録

手当・医療共通 手当・医療 庶務

手当・医療 全般

電算担当関係

手当医療係共通資料

児童・育成手当法改正資
料
マイナンバー制度

子育て支援課
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 令和元度 行政情報目録 （子育て支援部 子育て支援課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
子育てワンストップサービスLGWAN-ASP
子育てワンストップサービス予算
子育てワンストップサービス諮問
子育てワンストップサービス端末機
子育てワンストップサービス検討資料
常～障害認定マニュアル
常～育成手当　資料
常～育成手当条例施行規則改正
常～育成手当　質疑応答
育成手当額改定
育成手当認定（４月～９月）
育成手当認定（１０月～３月）
児童育成手当受給資格証明書
育成手当住所・氏名変更届（４月～９月）
育成手当住所・氏名変更届（１０月～３月）
育成手当口座振替変更届
育成手当の督促
育成手当申請の却下（時効含む）
育成手当額改定申請の却下
育成手当消滅者申請書
育成手当消滅
育成手当戻入
育成手当特例払
育成手当返還請求
振込一括受託書（特例払月）
振込一括受託書（６月）
振込一括受託書（２月）
振込一括受託書（１０月）
育成手当媒体受領証
育成手当訂正・再送
未支払育成手当の請求
育成手当定例払（６月）
育成手当定例払（２月）
育成手当定例払（１０月）
育成手当支払差止通知書
児童育成（障害）手当有期更新確認リスト
口座情報作成依頼
育成手当受給者別統計表
支給停止リスト
育成手当各該当者リスト
育成手当３２２表（報告）
児童育成手当団体内統合宛名連絡票
育成手当　現況届の発送について
受給資格継続通知(現況届審査結果
育成手当現況届審査結果
育成手当現況届受付簿
現況届マニュアル
育成手当　現況届督促
育成手当現況届（過年度）
育成手当現況届
育成手当受付簿
常～育成手当認定申請書
育成手当調査・回答
申請日の遡及
常～児童手当開発仕様書
常～児童手当各社見積資料
常～児童手当拡大契約依頼
常～児童手当見積資料
常～児童手当財政課資料
常～児童手当他の自治体の資料
常～児童手当法改正開発資料
常～児童手当システム改修基本方針
常～児童手当オンライン改修納品資料
常～データの目的外利用
常～児童手当開発会議
常～特別児童扶養手当事務取扱交付金要綱
常～特別児童扶養手当市町村事務取扱準則
郵便内訳表
特別児童扶養手当都からの事務通知
特別児童扶養手当受給者証明書
関係所管調査回答
特別児童扶養手当現況届（提出依頼・調査）
常～特別児童扶養手当都からの支給事務通知
常～障害の認定基準
常～手当額
特別児童扶養手当事務取扱交付金
常～特別児童扶養手当認定事務手引
特別児童扶養手当有期更新（提出依頼）
常～疑義
常～行政手続法（特別児童扶養手当）
特別児童扶養手当証書・通知書の交付
特別児童扶養手当認定請求書等の提出（都）
特別児童扶養手当現況届等の提出
過誤払

特別児童扶養手当 特別児童扶養手当制度
全般

特別児童扶養手当進達・
交付

育成手当現況届 育成手当現況届全般

育成手当現況届

育成手当申請 育成手当共通

児童手当システム開発

育成手当 育成手当資料

育成手当認定・額改定

育成手当変更届

育成手当却下

育成手当消滅

育成手当支出

育成手当電算

手当・医療共通

子育てワンストップサービ
ス
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 令和元度 行政情報目録 （子育て支援部 子育て支援課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
特別児童扶養手当所得状況届提出予定者リスト
特別児童扶養手当支払明細書
常～特別児童扶養手当消滅台帳
常～特別児童扶養手当受給者台帳
事務処理一覧表
特別児童扶養手当受付簿
特別児童扶養手当受給者課税状況リスト
特別児童扶養手当統計表・受給者リスト
有期未延長及び非該当未処理者一覧表
在留期間チェックリスト
特別児童扶養手当異動確認リスト
常～外国人住民基本台帳の開始に伴う事務取扱い
常～児童扶養手当法改正
常～目的外利用・金融機関との締結書
常～都からの通知（保存もの）
常～都からの通知　児童扶養手当各種様式類
常～都からの通知
常～電算運営委員会資料
常～障害基礎年金の子の加算の見直しに伴う児童扶養手当支給事務の取扱
常～児童扶養手当法改正（平成２０年４月から減額適用）資料
常～児童扶養手当特例支給(認知されている児童)
常～児童扶養手当延長窓口
常～児童扶養手当印刷原稿
常～児童扶養手当マニュアル
常～児童扶養手当法規類　事務取扱要綱　過誤払金収納管理要綱
常～児童扶養手当法政令等の改正
児童扶養手当額改定
児童扶養手当受付簿

児童扶養手当債権管理 常～児童扶養手当債権管理
児童扶養手当予算見積及び契約関係資料
常～児童扶養手当事務取扱交付金要綱
常～児童扶養手当財務関係資料
常～児童扶養手当交付金要綱
児童扶養手当決算・監査資料（財調含む）
児童扶養手当給付費国庫負担金
児童扶養手当受給資格者の認定及び異動状況
受給者に対する調査・回答
調査・回答・依頼（東京都・他区・他課）
児童扶養手当公的年金受給資格確認依頼
都からの通知
常～ゴミ・水道申請書
常～児童扶養手当旧法分東京都進達
児童扶養手当受給者証明書
常～児童扶養手当父子拡大　電算処理資料（目的外利用）
常～事務通知
常～児童扶養手当認定請求書
児童扶養手当資格喪失
児童扶養手当認定請求書（却下・取り下げ）
児童扶養手当証書受領書
児童扶養手当認定請求・起案

児童扶養手当認定請求
書（消滅分）

児童扶養手当認定請求書（消滅分）　　　　　当年度消滅分

所得更正一覧表
児童扶養手当支給額改定による証書一斉発行（当年度自動物価スライド）
児童扶養手当諸届・起案
児童扶養手当諸届等
常～児童扶養手当協定書
児童扶養手当支払差止(定例払分)
金融機関異動リスト
未支払い児童扶養手当の請求
常～児童扶養手当支払差止
児童扶養手当支払い起案
児童扶養手当支払い
児童扶養手当口座振込一覧表
児童扶養手当口座振込不能通知
児童扶養手当時効
児童扶養手当住所変更
水道料金・下水道料金免除申請書（写し）
ＪＲ定期券資格証明書の交付
ＪＲ定期券購入証明書の交付
常～都営交通無料乗車券の手引き
東京都都営交通無料乗車券発行手数料請求
東京都都営交通無料乗車券発行（更新確認）台帳
常　一部支給停止適用除外資料
一部支給停止適用除外状況調査
児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書
児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書受付簿及び提出書類説明１
常～児童扶養手当法施行規則改正（平成２４年８月から減額適用資料）
常～児童扶養手当法改正（平成２０年４月から減額適用資料）
児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書提出対象者に対する通知及
び提出に伴う処理
児童扶養手当現況届
児童扶養手当現況届（一括処理後の現況　過年度あり）
児童扶養手当現況届受付簿

児童扶養手当現況届

児童扶養手当申請等 児童扶養手当新規申請

児童扶養手当変更

児童扶養手当支払

児童扶養手当異動

児童扶養手当優遇制度

児童扶養手当一部支給
停止適用除外

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当台帳・
リスト

児童扶養手当 児童扶養手当共通

児童扶養手当予算関係

児童扶養手当調査

児童扶養手当申請

児童扶養手当父子拡大
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 令和元度 行政情報目録 （子育て支援部 子育て支援課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
児童扶養手当現況届審査・起案(過年度含む)
児童扶養手当現況届送付起案
児童扶養手当現況届督促
常～現況届資料
東京都社会保険診療報酬支払基金からの通知・回答
東京都からの通知・東京都への回答
国保連合会からの通知・回答
常～東京都社会保険診療報酬支払基金への審査支払業務委託検討資料
常～東京都　医療費助成事業事務説明会資料
常～東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震被災者の対応
常～東京都社会保険診療報酬支払基金からの通知（保存分）
常～東京都からの通知保存分
常～第三者行為による損害賠償請求権の行使及び歳入調定について
常～柔道整復師支払
常～国保連合会からの通知（保存分）
常～高額療養費に関する通知・資料
常～医療費助成制度の手引き
常～医療費公費負担事業等一覧
はり、きゅう及びあん摩マッサージ師名簿
常～医療費助成制度協定書
柔道整復師名簿
常～ひとり親家庭等医療費助成制度個人情報保護条例
常～ひとり親家庭等医療費助成制度電算化資料
常～ひとり親家庭等医療費助成制度本番用テストデータ
ひとり親家庭等医療費助成制度異動状況報告書・実績報告書
ひとり親家庭等医療費助成制度受付簿
ひとり親家庭等医療費助成制度都からの通知
常～ひとり親家庭等医療費助成制度「急性期入院医療の定額払い方式の試
ひとり親家庭等医療費助成制度調査・回答・依頼
常～ひとり親家庭等医療費助成制度規則
常～ひとり親家庭等医療費助成制度東京都実施要綱
常～ひとり親家庭等医療費助成制度条例
常～ひとり親家庭等医療費助成制度国保連合会
常～ひとり親家庭等医療費助成制度医療機関
ひとり親家庭等医療費助成制度医療証交付申請書
ひとり親家庭等医療費助成制度医療証認定通知書交付
常～ひとり親家庭等医療費助成制度障害判定資料
ひとり親家庭等医療費助成制度医療証受給者追加登録
ひとり親家庭等医療費助成制度受給証明書
ひとり親家庭等医療費助成制度申請の督促
ひとり親家庭等医療費助成制度同住申立書
ひとり親家庭等医療費助成制度再交付申請書
ひとり親家庭等医療費助成制度変更届・再交付申請書
ひとり親家庭等医療費助成制度申請の取下げ・却下
ひとり親医療証返却分
ひとり親家庭等医療費助成制度資格消滅届
ひとり親家庭等医療費助成制度返還金調査・請求
ひとり親家庭等医療費助成制度高額療養費調査・請求
常～ひとり親家庭等医療費助成制度返還金
ひとり親家庭等医療費助成制度現金給付
ひとり親家庭等医療費助成制度柔道整復
ひとり親家庭等医療費助成制度柔道整復請求書返還
ひとり親家庭等医療費助成制度振込明細一覧表
ひとり親家庭等医療費助成制度領収書返送
ひとり親家庭等医療費助成制度現金給付当月支払可能分
ひとり親家庭等医療費助成制度柔道整復当月可能支払い分
常～ひとり親家庭等医療費助成制度（柔道整復師会）
ひとり親家庭等医療助成費の返還請求
ひとり親家庭等医療費助成制度「医療費領収書の写し」の発行
ひとり親家庭等医療費助成制度国保連合会
ひとり親家庭等医療費助成制度国保連合会・返還請求
ひとり親家庭等医療費助成制度支払基金
ひとり親家庭等医療費助成制度過誤調整（支払基金）
ひとり親家庭等医療費助成制度現況届受付簿
ひとり親家庭等医療費助成制度現況届未提出者リスト
ひとり親家庭等医療費助成制度現況届起案
ひとり親家庭等医療費助成制度現況届医療証発行者リスト
ひとり親家庭等医療費助成制度継続認定通知書
ひとり親家庭等医療費助成制度現況届（過年度分）

ひとり親家庭等医療費助 ひとり親家庭等医療費助成制度現況届
常～子ども医療費助成制度　氏名印字できない対象者の情報
常～子ども医療費助成制度マニュアル
子ども医療費助成制度受給者数統計
常～子ども医療費助成制度研修（地区用）マニュアル
子ども医療費助成制度事業実績報告書
子ども医療費助成制度対象者数異動状況
子ども医療費助成制度統計国保報告リスト
子ども医療費助成制度東京都からの通知
子ども医療費助成制度調査・報告・回答
医療機関等問い合わせ表

子ども医療費助成制度条 常～子ども医療費助成制度　条例・規則
常～子ども医療費助成制度　東京都規則準則・要綱
常～父母の住所地が異なる場合の医療証発行

ひとり親家庭等医療費助
成制度受付簿
ひとり親家庭等医療費助
成制度現況届

ひとり親家庭等医療費助
成制度現況届全般

子ども医療費助成制度共
通

子ども医療費助成制度共
通

ひとり親家庭等医療費助
成制度資格

ひとり親家庭等医療費助
成制度医療証交付

ひとり親家庭等医療費助
成制度変更届・取下

ひとり親家庭等医療費助
成制度消滅者
ひとり親等医療費助成高
額療養費・付加給付

ひとり親家庭等医療費助成制度支払ひとり親等医療費助成制
度現金給付・柔道

ひとり親家庭等医療費助
成制度国保連合会
ひとり親家庭等医療費助
成制度支払基金

児童扶養手当現況届

医療費助成制度共通

ひとり親家庭等医療費助
成事業

ひとり親家庭等医療費助
成制度共通

ひとり親家庭等医療費助
成制度契約書
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 令和元度 行政情報目録 （子育て支援部 子育て支援課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
子ども医療費助成制度の
周知

他課への通知

常～期間限定医療証交付者
常～更新（封入封緘資料）
更新医療証(郵便戻り管理簿）
子ども医療費助成制度資格証明書
子ども医療費助成制度医療証発行（新規）
子ども医療費助成制度医療証一斉交付（３月更新）
子ども医療費助成制度医療証一斉交付（１０月更新）
子ども医療　証切替交付簿
更新医療証（保留中）
更新医療証（引抜分）
乳幼児医療費助成制度資格等に関して(特別事情あり分)
医療証再交付（マル子）
処理不要書類
医療証再交付（マル乳）
変更届（マル乳）
変更届（マル子）
子ども医療費助成制度変更届・起案
子ども医療費助成制度受給資格消滅起案
子ども医療費助成制度受給資格消滅届
医療証返却分
乳幼児・子ども医療証交付申請書（取下げ分）
子ども医療証交付申請の却下
子ども医療証交付申請不備書類の督促
乳幼児医療費助成制度ＭＴ支払授受帳・受託書
窓口受付「医療費領収書の写し」の発行
窓口受付（医療費申請書）現金支出起案・マル乳
窓口受付（医療費申請書）現金支出起案・マル子
常～乳幼児医療費助成制度医療費返還不備分
常～医療助成費支給申請書（取り下げ）

子ども医療費助成制度窓 窓口受付（医療費申請書）
子ども医療費助成制度柔道整復請求書返戻
柔道整復師支給申請書
柔道整復師への支払
診療報酬等の返納金請求
国保連合会支出起案
国保連合会公費負担医療関係帳票

子ども医療費助成制度銀
行からの書類

子ども医療費助成制度口座振替不能通知書

子ども医療助成費の返還請求
子ども医療費助成制度過誤調整
子ども医療費助成制度過誤調整起案
返還金（請求）医療機関歳入調定
返還金スポーツ振興センター給付との重複
保険医療機関に対する医療助成費の返還措置について（東京都）

子ども医療費助成制度高
額療養費

高額療養費の調整（国組分）

支払基金支出起案（マル子）
社保支払基金への支払
支払基金支出起案（マル乳）

子ども医療費助成制度申
請書不備

子ども医療費助成制度交付申請書(認定前に転出分)

乳幼児医療証交付申請書
子ども医療証交付申請書
常～乳幼児医療拡大改修基本計画
常～乳幼児医療拡大仕様書
常～乳幼児医療拡大契約依頼

義務教育就学児医療費
助成制度

義務教育就学児医療シ
ステム開発

常～義務教育就学児医療契約依頼

常～児童手当　備付審査基準資料
児童手当　予算・決算・監査資料
常～児童手当　要綱・要領
常～児童手当　法律等資料
常～児童手当　処理マニュアル
常～児童手当　事務処理関係通知
児童手当　寄附管理
児童手当　広報資料
児童手当　事務通知
児童手当　他課との調整
常～マイナンバー制度
お問合せメール対応
児童手当　調査・回答
児童手当　統計表
児童手当　郵便戻り分
常～児童手当　事業年報
児童手当　電算関連資料
常～児童手当　システムマニュアル
常～封入封緘業務委託
常～児童手当　臨時事務室
常～児童手当　電算処理資料（目的外利用）
常～児童手当　システム開発資料
封入封緘委託
常～児童手当　勘定業務関連マニュアル

社保支払基金への支払

子ども医療費助成制度交
付申請書

子ども医療証交付申請書

乳幼児医療費助成制度
拡大資料

乳幼児医療費助成制度
拡大共通

児童手当共通 児童手当 制度全般

児童手当 電算関連

児童手当 交付金負担金

子ども医療費助成制度資
格

子ども医療費助成制度医
療証交付

子ども医療費助成制度変
更届

子ども医療費助成制度資
格消滅届

子ども医療費助成制度却
下

子ども医療費助成制度支
払

子ども医療費助成制度窓
口受付共通

子ども医療費助成制度柔
道整復師への支払

子ども医療費国保連への
支払

子ども医療費助成制度返
還請求

子ども医療費助成制度共
通

子育て支援課
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 令和元度 行政情報目録 （子育て支援部 子育て支援課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
児童手当　交付金・負担金全般
被用者及び非被用者に係る支給状況報告
児童手当支給事務効率化促進事業補助金
児童手当　負担金（都）
児童手当　交付金（国）
支払状況報告（国・都）
児童手当　受給者資格証明書
児童手当　認定・消滅・却下等
児童手当　施設入所
児童手当　同居父母に係る認定
児童手当　時効
児童手当　ＤＶ事例（都への消滅依頼および処理結果）
児童手当　ＤＶ事例（都からの消滅依頼及び処理結果報告）
常～児童手当　認定請求書
児童手当　受付不用分
常～児童手当　ＤＶ事例に関する通知

児童手当 資格消滅 児童手当　消滅者認定請求書
児童手当 各種変更 児童手当　諸変更届

児童手当　認定取消・請求却下
児童手当　却下者認定請求書
児童手当　認定請求 必要書類等の督促
児童手当　口座振替不能通知書（控）
児童手当　支出（定例払・特例払）
児童手当　支払差止
児童手当　同時戻入・振込不能による戻入
児童手当　未支払手当の支給
児童手当　支払明細リスト（定例払・特例払）
児童手当　振込明細一覧表
児童手当　ＦＤ受領証
児童手当　過誤払金の内払調整
児童手当　過誤払金の返還請求（歳出戻入・歳入調定）
児童手当　現況届　審査結果（消滅）
児童手当　現況届　審査結果通知
児童手当　現況届　発送
児童手当　現況届　審査結果（継続）リスト
児童手当　現況届　重複受付分・その他不要分
児童手当　現況届　全般
児童手当　現況届　再勧奨
児童手当　現況届（過年度分）
児童手当　現況届

児童手当現況届（届出書 児童手当　現況届　特記分
要綱
調査・回答
RKKシステム開発
国・都からの通知文

予算・補助金 補助金交付申請
広報 目的外利用申請

支出起案
振込依頼人コード
給付金不支給決定通知書
給付金支給決定通知書
申請書送付
給付金申請書
個別相談・対応
情報公開・個人情報保護審議会
要綱・要領
広報・公聴
目黒区各課
他市区町村
国・東京都

補助金 都補助金
事業者連絡会
ランひろ活動日誌（東根小）
事故報告書
ランひろ事業者出勤簿
ランひろ（拡充）だより
ランひろ活動日誌（中根小）
検討委員会
事業案内
作業部会
運営協議会
東根小資料
中根小資料
施設利用に当たっての確認事項

視察 ２３区
児童館・学童保育クラブ
のあり方方針

あり方方針全般 検討委員会

常～　施設整備資料全般
常～　仕様書・募集要項（参考資料）
常～　選定委員会用名札
常～事業者資料
常～住区住民会議・町会・区議会議員名簿
常～新設整備する落成式、内覧会等について
常～　指定管理者制度の検討について（児童館・学童）

放課後子ども総合プラン 放課後子ども総合プラン
全般

庶務 庶務

未婚の児童扶養手当受
給者への臨時給付金

基本情報

支払い

申請者名簿

庶務 庶務

調査・依頼・回答

児童手当資格・支払 児童手当 資格・認定

児童手当 認定請求却下

児童手当 支払

児童手当現況届 児童手当現況届全般

児童手当現況届（届出書
類）

児童手当共通

児童手当 交付金負担金

子育て支援課
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 令和元度 行政情報目録 （子育て支援部 子育て支援課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
めぐろ区議会だより
開示請求
児童館係への引継ぎ（平町・烏森第二・烏森・不動）
常～　学校施設の計画的な更新に向けた取組（区有施設プロジェクト課）
国・東京都
他市区町村
目黒区各課
学童保育クラブ父母会からの要望（区民の声による処理以外）
監査
予算
決算
都補助金
国補助金
常～　近隣対応（平町）
常～図面・工事・修繕
常～調査・依頼・回答（東根児童館）
常～懇談会
常～東根児童館整備
常～東根住区住民会議との打合せ

旧守屋教育会館跡地施
設整備

調査・依頼・回答

補助金
目黒区認定学童保育クラブ認定申請書（目黒本町一丁目）
選定委員会
開設準備
常～図面・工事・修繕
児童福祉施設設置認可申請書（目黒本町一丁目認可児童館）
児童館整備費補助（目黒本町一丁目）
放課後児童健全育成事業の開始届（目黒本町一丁目）
調査・依頼・回答
学童整備費補助（目黒本町一丁目）
児童館・学童運営費補助（目黒本町一丁目）
【東根第二学童】資料
常～【東根第二学童】東根第二学童保育クラブの整備について
【東根第二学童】その他
【東根第二学童】アパート自治会とのやりとり
【東根第二学童】運営委託

整備計画 常～　学童保育クラブ需要数の推計
常～調査・依頼・回答
常～その他資料
常～懇談会
補助金
文教・経営委員会・政策決定会議
常～不動児童館及び不動学童保育クラブ
常～中根小学校内学童保育クラブ
常～宮前小学校内学童保育クラブ
運営移行準備業務委託（不動児童館及び不動学童保育クラブ）
会計検査院実地検査（２８年度子ども・子育て支援交付金　放課後児童健全育
成事業）
常～烏森学童保育クラブ
常～運営委託事業者との打合せ（管理部門）
常～学童保育クラブ運営事業者選定委員会要領
調査・依頼・回答
賃金・報酬支払台帳（選定委員等）
予算・決算・監査
その他資料
ファイリング（児童館整備係）
事前周知（区議・住区・町会等）
事業者説明会
電話回線
開設準備業務
物品購入等
施設利用及び連携等に関する確認事項
基本協定
選定委員会

放課後子ども総合プラン
実施施設の視察

２３区

公募申請書類
開設準備
当初予算要求に係る見積回答（施設課）
説明会（下目黒）
開設準備
当初予算要求に係る見積回答（施設課）
開設準備
公募申請書類
当初予算要求に係る見積回答（施設課）
説明会（駒場）
説明会（八雲）
公募申請書類
開設準備

新設整備 平町児童館整備

東根児童館

こどもの森児童館（旧法
務局）

その他施設

碑児童館

庶務 庶務

調査・依頼・回答

予算・決算・監査

補助金

子育て支援課

放課後子ども総合プラン
に係る整備

委託化計画（平成２５年
度策定分）

小学校内学童保育クラブ
整備全般

下目黒小内学童整備（新
設）

田道小内学童整備（拡
充）
駒場小内学童整備（新
設）

八雲小内学童整備（新
設）
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