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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～目黒区のあゆみ
常～目黒区基本計画
常～目黒区長期計画
常～内部情報システム
区民の声・公聴だより
ＩＴ関連・情報
めぐろ区報
イントラネット
エネルギー使用量等の報告
区議会
常～窓口サービス
常～行革大綱
常～実施計画・財政計画（めぐろ実行プラン）
調査回答
庁内通知
朝緊急対応
常～個人情報
常～公印
継～文書事務の手引き
継～情報公開事務の手引き
継～ファイリング・システムの手引き
文書通知
ファイリング通知
常～新グループウェア
常～文書管理システム
常～ファイル基準表
常～後援等取扱要項
常～個人番号取得事務関係マニュアル
常～個人番号提供カード提出対象者名簿
常～人材育成資料（目標によるマネジメント制度）
目標によるマネジメント制度
職員名簿
人事通知
常～非常勤職員事務取扱要綱
臨時職員雇用申請書
臨時職員賃金支出
常～臨時職員充員・雇用申請書・手引き
meg-net用ICカード申請書類
在庁理由入力記録簿
出退勤時刻データ修正記録簿
服務通知・報告
非常勤職員　年次有給休暇等服務関係申請書
出勤確認簿
週休日の割り振り
飲食届
公務災害
常～庶務事務システム
休暇申請書・欠勤届
子の看護休暇申請書類
給与通知
雑給支給仕訳書
常～認定経路一覧
旅費例月締め処理
旅行命令簿（非常勤職員）
常～研修管理システム
常～メンター制度
健康管理
研修（全庁的研修）
福利厚生
被服貸与
財務通知
備品総括表
常～郵便切手
常～物品名鑑
常～貸出物品一覧表
常～財務情報システム
常～現金出納簿
常～寄付物件取り扱い基準・申出書
年間契約（雑誌定期購読）
予定額増減表
常～財務情報システム（年間契約マニュアル）
常～財務情報システム（契約関係テキスト）
契約変更･予定額増減
契約依頼書
契約関係通知
債権者登録申請書・変更届
常～財務情報システム（予算関係テキスト）
常～予算編成手法
予算流用
次年度予算見積り
当初予算
予算執行計画
法定調書
賃金・報酬支払台帳
電話料金領収書
公共料金事業内訳別管理表

研修・福利厚生

財務会計 財務会計全般

契約管理

予算編成・管理

予算執行

烏森住区センター児童

館

庶務・文書 庶務

文書

人事・給与 人事

非常勤職員・臨時職員

服務

給与
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
清算命令書・戻入命令書
支出負担行為書(一般需用費以外）
支出負担兼支出命令書
乳幼児活動支出起案
支出命令
支出負担行為書(一般需用費）

物品・用品管理 物品管理･処分
監査資料
監査通知
常～監査基礎資料
常～住区センター会議室利用について
施設点検日誌
継～清掃委託
継～消防計画
継～児童館施設改修
継～施設申し合わせ事項
継～施設建設図面
常～施設点検基準
住区センター会議室利用承認書
生活安全情報
継～アスベスト除去工事
継～学童保育クラブ施設改修
継～施設建設までの経過
団体利用申請書
常～単独館用書類
常～児童館団体利用要綱
常～目的外使用要綱
団体利用登録
自主活動予定表
常～目黒区児童館運営指針、学童保育クラブ保育指針
継～目黒区子ども条例
継～時間延長
継～学童保育クラブ有料化（資料）
継～めぐろ子どもスマイルプラン
常～目黒区子ども会議
ボランティア登録・受入
実習生受け入れ
常～目黒区児童館長会設置要綱
常～放課後フリークラブ
常～認定子ども園
常～児童館運営指針
常～学童保育クラブ運営に関する資料
常～ボランティア制度要綱、手引、申請書
アレルギー関係
災害時初期対応マニュアル
常～めぐろ子ども見守りメール　資料
常～非常配備体制
常～生活安全パトロール
常～災害時マニュアル（避難経路含む）
常～緊急連絡表
常～学校緊急情報連絡システム
常～遊具関係
常～防犯関係
常～食品関係（食中毒・飲料水・大腸菌感染　他）
常～児童虐待関連資料
常～光化学スモック・熱中症　他
常～感染症関係（インフルエンザ・麻疹・風疹　他）
常～危機管理会議等設置要綱
防災備蓄品在庫状況調査表
継～防犯カメラ
継～非常通報体制（学校１１０番）概要
継～機械警備
継～学校緊急情報連絡システム（アカウント・パスワード票）
非常通報装置保守報告書
常～避難訓練・防災訓練・防犯訓練マニュアル
常～烏森児童館おしらせ（マニュアル）
常～ホームページ　マニュアル
常～めぐろ子育てネット　マニュアル
常～児童館利用案内パンフレット
常～住区・町会・自治会　掲示板依頼（烏森住区掲示板設置場所）
ホームページ
烏森児童館おしらせ（原稿）
子育てポータルサイト
常～児童館統計資料の作成・提出について
常～事故報告書手続きマニュアル
事故報告書
その他報告
常～目的外使用状況報告書
常～目的外使用状況報告
子育て相談記録報告書
公務災害
北部地区他職場研修
情報セキュリティー研修
児童指導職関係研修案内
常～東京都放課後児童支援員認定資格研修
その他研修

決算･監査

財務会計

歳出管理

烏森住区センター 烏森住区センター全般

児童館目的内・外利用

児童館共通

烏森住区センター児童

館

児童館全般

危機管理

ＰＲ

統計・報告

職場研修
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
スーパービジョン研修
現任研修・全体研修・一日実習
継～児童指導職員研修ハンドブック
中高生対応部会（めぐろう）
常～あり方ＰＴ
常～サテライト児童館検討ＰＴ
常～職員体制など見直しＰＴ
ＰＲ担当
館長次席者北部地区連絡会
館長次席者連絡会
子ども青少年事業担当者連絡調整会
（区全体の安全衛生も含む）
中高生対応部会
中高生対応部会（ティ－ンズフェスタ）
中高生対応部会（日韓交流）
連合スポーツ大会実行委員会
継～新たな児童の放課後対策を考える懇話会・答申
継～新展開検討委員会
常～めぐろう
常～指定管理者制度ＰＴ
常～併設学童保育クラブ２名体制検証ＰＴ
館長会
常～館長会資料
常～館長会確認事項
館長協議会
障害児対応連絡会
常～障害児育成支援施設等資料
障害児対応事業報告書
継～児童館障害児対応検討委員会総括集
常～障害児対応資料
継～新展開関係
各部屋引継ぎメモ
常～子ども家庭支援センター（資料）
常～災害伝言ダイヤル１７１
常～館運営確認事項
常～子育てふれあいひろば
試験(細菌）検査成績通知書
避難訓練・防災訓練・防犯訓練
借用書（確認済分）
館日誌
年間事業計画書・保育方針及び事業総括・保育総括
常～児童館利用児童票（未処理分）
常～原簿用紙・依頼文
常～保護者への連絡（じどうかんのようす）
常～来館児童個別記録
常～児童館利用児童票（中学生）
常～児童館利用児童票（３年生以下）
常～児童館利用児童票（４年生以上）
常～児童館利用児童票（高校生）
常～学童保育児童名簿(緊急連絡先一覧)
常～としょかしだしかーど
常～貸出登録者（頭文字　ま～　）
常～貸出登録者（頭文字　た～は）
常～貸出登録者（頭文字　あ～さ）
常～取扱説明書（その他の機器類）
常～取扱説明書（ＡＶ機器）
常～取扱説明書（事務用品）
常～保証書
常～取扱説明書（図工室）
常～取扱説明書（プレイルーム）
常～取扱説明書（学童使用分）
常～取扱説明書(防犯防災機器）
常～取扱説明書（楽器）
中高生対象行事
行事（支出あり）
平和祈念行事
住区まつり
子ども企画
子ども会議
烏森住区主催　ハロウィン行事
烏森住区主催　はねつき大会
カラちゃんデー
ようこそ１年生
ふらっとネットワーク（地域懇談会）
その他行事
あそびのつどい
おはなしの森
ランドセル来館説明会
常～ランドセル来館資料
ランドセル来館出席簿
ランドセル来館登録カード
常～ランドセル来館学校提出書類
常～ランドセル来館登録カード未処理
常～劇団等資料
常～視聴覚資料
常～保険資料

会議、検討委員会

館長会

烏森児童館 烏森児童館全般

児童票

図書貸出

児童館共通

烏森住区センター児童

館

職場研修

児童館障害児対応

機器類取扱説明書

児童館運営 行事

ランドセル来館

行事等運営資料



 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 烏森住区センター児童館）

4／4

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～館外施設（屋外）
常～館外施設（屋内）
ベビークラス
常～乳幼児クラブ申し合わせ事項
常～ちびっこ村パンフレット原稿
常～ちびっこ村各種原稿・ひな型
常～ちびっこ村資料
常～外部講師一覧
常～外部講師講座等（指導方法等記録）
乳幼児のつどい
ちびっこ村運営
ちびっ子村（０才クラス資料）
常～ちびっ子村（２才・３才手型）
ちびっ子村申込書（２才・３才）
ちびっ子村申込書（１才）
ちびっ子村申込書（０才）
ちびっ子村（２才・３才クラス資料）
ちびっ子村（１才クラス資料）
常～ちびっ子村（０才手型）
常～ちびっ子村（１才手型）
烏森住区住民会議
烏森住区住民会議名簿
施設管理運営部会
住区まつり実行委員会
常任理事会
青少年子ども育成部会
常～社会福祉法人　桑の実会
特別支援学級（小・中学校）

北部地区教育懇談会運営委員会・子ども青少年事業担当者北部地区連絡調整会
学校サポートセンター

烏森第二学童
烏森第一学童
烏森小学校学校評議員会（評価委員会）
烏森小学校
東山中学校
桑の実中目黒保育園
目黒区児童委員・児童相談所・学校等の関係機関による地区連絡協議会
常～目黒区社会福祉協議会
常～都児童相談所
常～民生委員・主任児童委員（資料）
常～青少年委員（資料）
常～子ども家庭支援センター
常～烏森学童委託化懇談会
常～烏森学童委託化準備

烏森住区住民会議

学校・幼稚園・保育園

烏森住区センター児童

館

連携機関

公的機関

学童保育クラブ全般

児童館運営

行事等運営資料

乳幼児活動

ちびっこ村登録児

学童保育クラブ


