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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～目黒区実施計画
常～目黒区基本計画
常～目黒区子ども家庭支援計画
常～目黒区行財政改革大綱
常～目黒区危機管理指針
常～着用品損害見舞い金支給要綱
常～情報セキュリティー基本方針
常～子ども条例
常～区民の声取り扱い要綱
常～会議・接待マニュアル
常～地域安全マップ
常～エコアクションプログラム
区民の声処理報告書
災害時初期対応マニュアル・危機管理マニュアル
常～目標によるマネジメント制度
常～庁内通知
防災・防犯・避難訓練
常～目黒区地域福祉計画
常～目黒区青少年健全育成基本方針
常～目黒区次世代育成支援行動計画
ファイリングシステム
区議会だより
めぐろ区報
交換便
通知文書
イントラネット
常～文書管理通知
常～文書事務の手引き
常～文書管理システム
常～ファイリングシステムの手引
常～個人情報
非常勤職員
常～非常勤職員指導要綱資料
人事課収受押印済個人番号提供カード専用封筒
個人番号取得事務管理簿（雇用事務用）
人事通知
職員名簿
常～雇用職員履歴書
臨時職員充員申請
賃金・報酬支払い台帳・法定調書
常～臨時職員賃金の支給事務
常～臨時職員に関する取扱要綱
常～源泉徴収所得税
出勤確認簿
非常勤職員年次休暇簿・休暇簿・振替命令簿
常～服務の手引
週休の割り振り指定簿
給与減免申請簿、欠勤届（常勤職員）
常～服務通知
出退勤時刻データ修正記録簿
（常）産休・育休
時間外労働・休日労働に関する協定届(３６協定）
常～庶務事務システム
常～通勤届
常～旅費事務の手引き
常～旅費事務通知
雑給支給仕訳書
非常勤職員旅行命令簿
常～給与事務の手引き
常～給与事務通知
被服貸与
研修通知・案内
健康管理
安全衛生委員会
常～備品総括表
常～財務会計通知
備品購入希望調査票
年間契約（契約依頼・支出負担他：図書購読、複写機）
納品書（定期購読図書）
納品書（物品など）
支出負担行為書８月～１１月
支出負担行為書４月～７月
支出負担行為書１２月～３月
契約依頼８月 ～ １１月
契約依頼４月 ～ ７月
契約依頼１２月 ～ ３月
契約事務説明会
年間契約（図書購読、複写機）
支出命令書１２月～３月
支出命令書４月～７月
支出命令書８月～１１月

予算編成 常～財務情報システム（予算編成）
郵便切手購入・受払い簿
常～予算執行通知
支出起案(郵便切手）
支出起案（ガソリン）

予算執行

給与

研修・福利厚生

財務会計 財務会計全般

契約管理

臨時職員

服務

緑が丘児童館 庶務・文書 庶務

文書

人事・給与 人事
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
支出起案（ボランティア保険加入）
支出起案（学童保育クラブおやつ代）
支出起案（児童館行事）
支出起案（乳幼児のつどい）
車両借り上げ
常～現金出納簿
学童保育クラブおやつ代
特別区人事委員会監査
常～庁外施設定期監査資料
コミュニティーセンター施設連絡会
常～月曜日の施設管理について
常～児童館施設概要
常～電話機取扱説明関連
常～学校１１０番、非常通報装置設置・保守管理
常～防犯カメラ設置・保守管理
常～緑が丘児童館設置許可
施設点検
常～コミュニティーセンター緊急連絡先一覧
常～防災・警備設備等維持管理
緑が丘児童館消防計画
常～工事要望
常～団体利用（休日・夜間）引渡しカギ
常～児童館の休館日及び夜間における団体利用要綱
団体利用申請書
常～団体利用登録申請書
常～児童館･学童保育クラブ新展開
常～新たな児童の放課後対策を考える懇話会
常～貸し出し備品一覧表
常～地域安全・安全管理・見守りメール
常～目黒区児童館条例
常～バスハイク申し合わせ
常～ランドセル来館
常～ボランティア登録・保険加入名簿
常～ボランティア受け入れ実務・保険
常～児童館運営指針
常～子育て支援課通知
常～災害時備蓄一覧
実習生受け入れ
常～児童館パンフレット
常～お知らせ手順
めぐろ区報ＰＲ
ホームページ
常～児童館統計資料作成マニュアル
事故報告書
警備報告書
児童館利用統計　１２月～　３月
細菌検査実施報告書
児童館利用統計　８月～１１月
常～事故処理法・関連法規
児童館利用統計　４月～　７月
研修履歴
研修計画検討委員会
常～児童指導職員研修ハンドブック
子ども・青少年事業担当者西部地区連絡調整会
館長会８月・９月
館長会６月・７月
館長会４月・５月
館長会２月・３月
館長会１２月・１月
館長次席者連絡会
館長会１０月・１１月
中高生対応部会

児童館障害児対応検討委

員会
常～児童館障害児対応検討委員会資料

類縁機関 常～東京都公立児童厚生施設連絡協議会
館日誌（８月～１１月）
館日誌（４月～７月）
館日誌（１２月～３月）
年間事業計画・年間事業計画報告書
常～児童館改修
緑が丘職員会議
ランドセル来館登録カード（中根小学校）
（常）児童館改修
（常）別館保育所整備
平町児童館整備
ランドセル来館登録カード（その他小学校）
ランドセル来館登録カード（緑が丘小学校）
（常）近隣対応
常～児童館利用児童票（中学生）
常～児童館利用児童票（５年生）
常～児童館利用児童票（３年生）
常～児童館利用児童票（１年生）
常～児童館利用児童票（２年生）
常～児童館利用児童票（４年生）
常～児童記録・子育て相談記録

会議・検討会・PT

予算執行

決算・監査

緑が丘コミュニティーセン

ター

緑が丘コミュニティーセン

ター全般

児童館目的外使用

児童館共通 児童館全般

PR

統計・報告

職場研修

緑が丘児童館

財務会計

緑が丘児童館全般

児童票

緑が丘児童館
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～児童館利用児童票（高校生）
常～児童館利用児童票（６年生）

機器類取扱説明書 常～機器類取扱説明書
東根ディキャンプ・東根フェスタ・羽子板作り・はねつき大会
地域懇談会
出張児童館／中根（乳幼児）
出張児童館／中根
出張児童館／大岡山（乳幼児）
ようこそ１年生
出張児童館／大岡山
なかねファミリーフェスティバル
ふらっとネットワーク
「おまつり広場」みやまえ／みどり
緑が丘児童館・学童保育クラブまつり
平和祈念行事
館外活動など
児童音楽室
プレイルーム
図工室
図書室
常～ＳＬ資料
てつどうクラブ

行事等運営資料 常～子ども用施設資料
乳幼児クラブ大きくなったね会
常～乳幼児クラブ運営申し合わせ事項
乳幼児クラブお知らせ
乳幼児クラブ　なかよくなったね会・お楽しみ会
常～乳幼児クラブ原稿
乳幼児クラブ期別グループ引継ぎ
乳幼児クラブ申請書・足形(うさぎ)
乳幼児クラブ申請書・足形(くま)
乳幼児クラブ申請書・足形(ぞう)
乳幼児クラブ申請書・足形(コアラ)
乳幼児クラブ申請書・足形(パンダ)
幼児向けあそぼうタイム
パパタイム
ベビークラス
乳幼児サロン
常～乳幼児外部講師一覧
乳幼児のつどい
常～障害児受け止め資料
障害児対応事業報告書(あそびのつどい)
中高生コーナー運営委員会
中高生自主活動
移動児童館乳幼児のつどい
常～移動児童館専用車維持管理
常～移動児童館専用車車検・保険・納税
移動児童館ゲームであそぼう（宮前）
移動児童館ゲームであそぼう（東根）
移動児童館移動図書室
移動児童館宮前工作ランド
移動児童館乳幼児サロン
自由が丘住区住民会議青少年住区委員会
大岡山西住区住民会議
地域教育懇談会
中根住区住民会議青少年部
東根住区住民会議青少年部
宮前小学校
西部地区保育園・幼稚園
大岡山小学校
第十・第十一中学校
中根小学校
東根小学校
緑ヶ丘小学校
八雲小学校
常～学校サポートセンター
常～民生委員・児童委員・青少年委員
常～中根小学校内学童保育クラブ施設利用確認事項
常～中根小学校内学童保育クラブ初度調弁リスト
中根小学校内学童保育クラブ

地域 住区住民会議

連携機関 学校・保育園・幼稚園

その他

学童保育クラブ 中根小学校内学童保育ク

ラブ

乳幼児クラブ

乳幼児活動

障害児活動

中高生活動

移動児童館 移動児童館全般

緑が丘児童館運営 全館行事

部屋別行事

例月行事

緑が丘児童館

児童票

緑が丘児童館


