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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～組織図
常～区勢要覧
常～非常配備態勢
常～目黒区次世代育成支援行動計画
常～目黒区実施計画
常～目黒区地域温暖化対策推進事業計画
常～目黒区保健医療福祉計画
イントラネットパソコン
区報めぐろ
区民の声処理依頼・報告
大型不要品調査票
庁内調査・回答
調査・回答（外部）
区議会だより
庁内通知（１０～３月）
庁内通知（４～９月）
常～内部情報システム
常～セクシャルハラスメント
常～エコアクションプログラム
常～目黒区施設配置図
常～目黒区基本計画
常～災害時初期対応マニュアル
常～基本計画及び実施計画
郵券受払簿
個人番号提供カード（当年分）
個人番号提供カード（翌年分）
文書通知
常～HP運用マニュアル
常～公文書公開
常～個人情報保護
常～ファイル基準表
常～ファイリングシステム
常～全庁共通文書分類基準表
ステップアップシート
非常勤職員任用
常～職員名簿
常～外国語協力員
人事通知
臨時職員任用
常～臨時職員履歴書
常～臨時職員雇用カード
子の看護休暇申請書
常～子の看護休暇確認票
出勤・退勤時刻データ修正記録簿
在庁理由入力記録簿
欠勤・遅参・早退届・報酬減額免除申請書
出勤記録確認簿
常～服務請求書提出
常～通勤災害認定請求書提出
常～出勤簿整理の手引
休暇簿
常～服務の手引
週休日の割り振り指定表
年次休暇簿
職務専念義務免除申請処理簿・給与減額免除申請書
週休日の振替等命令簿
週休日の割り振り指定簿
会計年度任用職員承諾書
在宅勤務（原町児童館）
在宅勤務（原町学童）
在宅勤務（ひもんや学童）
雑給支給仕訳書
給与通知
常～旅費事務の手引き
常～給与事務の手引き
旅行命令簿／ひもんや学童
旅行命令簿／原町児童館
旅行命令簿／原町学童
通勤経路一覧表
通勤手当確定簿（異動分）
通勤手当確定簿（在課分）
労働災害補償
福利通知
健康管理
研修案内
安全衛生委員会
公務災害
研修生推薦
被服貸与
常～引渡書兼異動通知書
常～供用備品現在高調書
常～財務端末操作説明書
常～物品名鑑
備品処分処理・所属換
財務事務通知
備品総括表

庶務・文書

研修・福利厚生

原町住区センター児童

館

財務会計

庶務

文書

人事・給与 人事

臨時職員

服務

給与

財務会計全般
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～キャッシュカード取扱基準
常～財務事務の手引き
常～財務事務の手引き・端末操作編
常～児童館貸出備品一覧表
常～目黒区寄付物件取扱基準
契約依頼書／ひもんや学童保育事業
契約依頼書／原町学童保育事業
契約依頼書／児童館事業１０月～３月分
契約依頼書／児童館事業４月～９月分
契約依頼書／消耗品費以外
契約依頼予定書
常～業者リスト一覧表
常～契約事務の実務
年間契約

予算編成 予算見積書
清算命令書
おやつ代の支出/ひもんや学童保育クラブ
おやつ代の支出/学童保育クラブ
支出負担行為兼支出命令書
支出命令書／ひもんや学童保育クラブ
支出命令書／原町学童保育クラブ
支出命令書／原町住区センター児童館
支出負担行為書／ひもんや学童保育クラブ
支出負担行為書／学童保育クラブ
支出負担行為書／児童館
執行委任決定書
常～会計事務処理
電話料金領収書／ひもんや学童
電話料金領収書／原町学童
電話料金領収書／原町児童館
納付書・領収証書
常～現金出納簿
常～財務（回議中）
納品書・完了報告書（委託料）
納品書（雑誌）
予算流用
公共料金事業内訳別管理表
納品書
法定調書
コピー機積算カウンター連絡票
振替命令書
振替収支
監査通知
常～決算・監査事務の手引き
常～決算・監査資料
常～原町住区センター建設工事概要
常～原町住区センター機器取扱説明書
施設点検日誌
施設機器点検報告書
常～かぎ引渡書
南部地区サービス事務所通知
常～原町住区センター施設補修工事
常～原町住区センター消防計画
常～原町住区センター利用のきまり
常～施設保全管理
児童館目的外利用申請受付連絡票
常～団体利用登録申請書
常～児童館団体利用要綱
常～団体利用登録申請関係書類
常～子ども見守りメール
常～めぐろ児童虐待防止対応マニュアル
目黒区子ども読書活動推進のための方針
目黒区地域福祉計画に関する基礎調査/児童
常～目黒区子ども条例
常～生活安全対策・マニュアル要綱
常～目黒区立児童館館長会設置要領・担当職員会議の運営について
常～目黒区青少年健全育成基本方針
常～目黒区の社会福祉
常～社会福祉施設における地震防災の手引
常～児童館運営指針
常～健康管理対策・マニュアル・要綱
常～学校１１０番運用マニュアル
借用書
子育て支援課通知
ランドセル来館説明会資料
ホームページ修正・更新
常～児童館利用案内・パンフレット
飲食届
事故報告書・苦情
子育て相談記録報告書
児童館利用統計
常～事故処理方法・関連法規
常～児童館・学童保育クラブ提出書類一覧表
常～児童館子育て相談事業実施要綱
常～利用統計作成方法
常～児童館・学童保育クラブ児童指導職員研修ハンドブック

原町住区センター児童

館

財務会計

児童館共通 児童館全般

Ｐ・Ｒ

統計・報告

原町住区センター 原町住区センター全般

児童館目的外使用

職場研修

財務会計全般

契約

予算執行

決算・監査
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
研修履歴カード
児童指導研修（外部研修）
新任・非常勤研修
目黒区研修
常～外部講師一覧
館長会
あり方ＰＴ（子ども総合プラン作業部会）
あり方ＰＴ準備会
アンケートＰＴ
館長次席者会議
子ども・青少年事業担当者南部地区連絡会
中高生対応部会
連合スポーツ大会実行委員会
あり方ＰＴ（３０年４月緊急対応作業部会）
児童館障害児対応連絡会
保護者懇談会
常～児童館障害児対応検討委員会事業総括

類縁機関 類縁機関
常～原町児童館運営指針
ボランティア登録
年間事業計画実施報告書
実習生受入
危機管理・避難訓練（防犯・防災）
原町ブロック職員会議
ＰＲ・お知らせ
ふらっとネットワーク
ふれあいボックス
施設使用承認書
新児童票
児童票・ランドセル来館原稿
乳幼児児童票
常～児童票小学１年生
常～児童票高校生
ランドセル来館登録カード（提出用）
ランドセル来館登録カード（未処理）
常～児童票小学４年生
常～児童票小学２年生
常～児童票小学３年生
常～児童票小学５年生
常～児童票小学６年生
常～児童票障害児
常～児童票中学１年生
常～児童票中学２年生
非常持ち出し
常～児童票中学３年生
ランドセル来館登録カード
児童票未処理
入館票（当月分）
入館表
児童館日誌

機器類取扱証明書 常～機器類取扱説明書
原町ふらっとネットワーク
平和祈念行事
常～施設資料・パンフレット
子ども会議
バスハイク
地域懇談会
住区まつり
こどもの日お楽しみスペシャル
一年生歓迎会
わくわく週間(工作）
わくわく週間(その他）
常～守屋教育会館視聴覚ライブラリー
パンダクラス（１歳児）申請書
パンダクラス（１歳児）
入会説明会
乳幼児のつどい(参加名簿・感想）
ハローベビー
りすクラス（０歳児）申請書
りすクラス（０歳児）
きりんクラス（２・３歳児）申請書
きりんクラス（２・３歳児）
乳幼児クラブ開催起案・支出起案
乳幼児のつどい開催起案・支出起案
常～乳幼児クラブ活動マニュアル
常～乳幼児クラブ・しおり・関係原稿
乳幼児クラブ　退会者

障害児活動 障害児対応事業（あそびのつどい）報告書
出張児童館(碑住区）
常～出張児童館資料
出張児童館PR
出張児童館(大岡山東住区）
出張児童館起案
碑住区住民会議・青少年部会
大岡山東住区住民会議
原町住区防災ネット

例月行事

全館行事

児童館日誌

児童票

連携機関

出張児童館

原町児童館運営

乳幼児活動

原町児童館

住区住民会議

出張児童館全般

原町住区センター児童

館

児童館共通

職場研修

会議・検討委員会・ＰＴ

児童館障害児対応検討委

員会

原町児童館全般
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
原町住区住民会議・青少年部会
原町住区住民会議・常任委員会
常～原町住区センター内・各町会役員名簿
その他の住区住民会議

その他の私立小中学校

保育園・幼稚園

目黒区教育委員会

碑小学校

特別支援学校・特別支援学級

地域教育懇談会

第八中学校

第七中学校

原町小学校

向原小学校

大岡山小学校

第九中学校

ボランティアセンター・目黒区社会福祉協議会

ファミリーサポートセンター

常～民生委員・児童委員

子ども家庭支援センター

図書館

常～子育てグループ一覧表

学校・保育園・幼稚園

連携機関 住区住民会議

原町住区センター児童

館

その他協力施設


