
 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 子ども家庭課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
庶務担課長会資料
緊急連絡網
名簿
通知
調査・回答（庁内）
調査・回答（庁外）
情報課調査回答（ＩＴリーダー）
社会福祉士実習
よりよい職場づくり
常～新型インフルエンザ
立案請求
常～情報課各種登録等
窓口サービス向上運動
常～業務引継書
危機管理対策本部（新型コロナウイルス）
組織改正
常～障害児支援施策のありかた検討ＰＴ
常～住民記録情報システム
常～災対子育て支援部マニュアル
後援名義等

社会保障・税番号制度 社会保障・税番号制度
常～引継予定表
常～行政手続法に基づく審査基準等
文書通知
継～ファイル基準表
郵便
常～行政不服審査法
常～子ども家庭係関係要綱（区）
常～児童相談所設置調整関連要綱
常～子ども家庭支援センター事業関係要綱（都）
常～子ども家庭支援センター係関係要綱（区）
継～目黒区産後支援ヘルパー派遣事業実施要綱
常～個人情報保護
常～情報公開　
常～情報公開手引き等
常～特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）
情報セキュリティ
ホームページ
広報全般・通知
広報掲載依頼・調査回答
区民の声処理依頼票
個人情報業務の届出
休暇申請書
個人番号取得事務管理簿（雇用事務用）
服務届出（休暇等除く）
臨時職員
常～子の看護休暇確認票
常～個人番号取得事務（雇用事務）
給与減額免除申請簿
常～給与減額免除申請簿　
常～服務届出（休暇等除く）
常～休暇申請書　
人事通知
出退勤日時確認
出退勤時刻データ修正記録簿
常～臨時職員事務マニュアル
手当等支給仕訳書
常～通勤手当認定簿（在課分）
給与通知・回答
通勤手当認定簿（異動分）
旅行命令運賃内訳書
給与等戻入・追給
常～会計年度任用職員　任用
非常勤職員　報酬減額免除申請簿
非常勤職員　欠勤・遅参・早退簿
非常勤職員旅行命令簿
非常勤職員出勤簿
常～非常勤職員取扱
常～　非常勤職員採用
常～非常勤職員任用　
常～子ども家庭課非常勤職員取扱要領
非常勤職員年次有給休暇簿
非常勤職員休暇簿
職場研修
研修申込み・結果
安全衛生・健康管理
研修通知
常～個人番号取得事務マニュアル（法定調書）
常～個人番号提供カード・封筒・チラシ(法定調書用）
賃金報酬支払い台帳（法定調書）
個人番号取得事務管理簿(法定調書用）
人事課収受押印済個人番号提供カード専用封筒(法定調書用）
常～維持保全業務積算標準単価表等
常～現金出納簿

子ども家庭課 庶務・文書 庶務

文書

要綱

情報公開

広報

人事・給与 服務

給与

非常勤職員

研修、福利厚生

法定調書

財務会計 財務会計全般
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 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 子ども家庭課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
財務全般通知・回答
当初予算編成通知・資料（来年度）
補正予算通知・資料（１号）
予算通知
当初予算編成通知・資料（今年度）
歳入・歳出予算見積書（補正）
歳入・歳出予算見積書（当初）
予算要望書
補正予算通知・資料（２号）
予算変更申請書兼決定書
執行委任申請書兼決定書
予算執行計画
契約依頼書・契約確認票
支出負担行為決定書
債権者登録申請書・変更届
年間契約
公共料金管理
歳計外・基金管理
歳出管理
歳入管理
用品管理・備品管理
収支予定
監査
主要な施策の成果報告作成資料
決算
子育て支援交付金
子供家庭支援区市町村包括補助
地域子供の未来応援交付金
補助金資料
区市町村関係事業予算概要（東京都）
常～ひとり親家庭施策　国・都要綱
常～ひとり親家庭福祉施策通知
常～母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令改正通知
常～ひとり親家庭のしおり
平成２８年度全国母子世帯等調査
通知
常～東京都ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要
綱・要領
常～目黒区ひとり親家庭学習支援事業実施要綱
ひとり親家庭に対する学習支援
常～子供の未来応援国民運動(支援情報ポータルサイト）
常～子どもの貧困対策
常～滞納対策通知
常～債権管理研修資料
母子家庭等対策総合支援事業国庫補助金
常～母子家庭等対策総合支援事業通知
高等職業訓練促進給付金支出
常～統合宛名システムによる情報照会
常～高等職業訓練促進給付金申請・決定（修業中）
常～東京都母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要
綱・要領
高等職業訓練促進給付金通知
高等職業訓練促進給付金等に係る調査
常～目黒区母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金事業実施要綱・
常～高等職業訓練促進給付金受給者一覧表
高等職業訓練促進給付金申請・決定（修了者）
教育訓練給付金通知
常～東京都母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱・
常～教育訓練給付金対象講座指定申請・決定（受講中）
教育訓練給付金支給申請・決定（修了者）
常～教育訓練給付金受給者一覧表
常～目黒区母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱・
教育訓練給付金支出
就労支援協議会(ハローワーク)
常～東京都母子自立支援プログラム実施要綱
就労に関する通知
ホームヘルプサービス自己負担金
ホームヘルプサービス収入未済繰越
常～ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業調査
常～目黒区ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱
ホームヘルパー派遣決定
常～ホームヘルプサービス事業取扱要領
常～東京都ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱

常～ホームヘルプ要綱

ホームヘルプ歳出（介護券・派遣状況報告書）
介護券交付決定

法外援護 法外援護 養護施設入所児童に対する入学及び卒業記念品
目黒区児童福祉法施行規則の一部改正
継～児童福祉法施行規則の改正（１１年度～）
児童福祉法等改正通知
常～入院助産　規則・要綱
常～目黒区助産施設における助産の実施に関する事務取扱要綱
継～目黒区母子生活支援施設条例

子ども家庭課

予算執行

決算・監査

交付金・補助金

学習支援

子どもの貧困対策

債権対策検討会

母子家庭等対策総合支
援事業
高等職業訓練給付金

財務会計 財務会計全般

予算編成

予算管理

契約管理

ホームヘルプサービス

ホームヘルプ　介護券

児童福祉法条例規則 児童福祉法条例規則

母子女性関係要綱、要領 児童福祉法関係要綱、要
領

ひとり親家庭福祉政策

教育訓練給付金

就労支援

ひとり親家庭福祉政策
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 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 子ども家庭課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～目黒区母子生活支援施設入所者に対する予防措置実施要綱
継～目黒区母子生活支援施設入所措置事務取扱要綱
常～目黒区母子生活支援施設運営費扶助要綱

緊急保護・要綱、要領 母子(女性)緊急一時保護実施要綱
常～児童養護施設等の職員人材確保事業実施要綱・補助金交付要綱
社会福祉施設等国・都通知（補助金等）
東京都産休等代替職員制度及び補助金
母子家庭等対策総合支援国庫補助金
児童養護施設等における学習環境改善事業実施要綱・補助金交付要綱
児童入所施設措置費等国庫負担金　通知
母子生活支援施設・入院助産　国・都負担金　交付申請
母子生活支援施設・入院助産　国・都負担金実績報告
母子生活支援施設・入院助産　国・都負担金　歳入調定
母子生活支援施設入院助産通知
常～児童入所施設措置費等国庫負担金　通知
母子生活支援施設保護単価
母子生活支援施設措置費加算
母子生活支援施設支弁台帳
常～母子生活支援施設の定員改定に係る特例措置協議
常～母子生活支援施設措置費等通知
母子生活支援施設（定員認定表・職種別定数及び現員表・勤続年数算定表）
母子相談連絡研究会
研究会会費の支出
業務報告（女性相談・母子相談関係）
業務報告（母子生活支援施設関係）
常～家庭裁判所パンフレット
継～優生保護法による中絶時期の基準
常～法テラスパンフレット
常～日本学生支援機構パンフレット・リーフレット
婦人相談員名簿
常～民間支援団体事業内容　
母子自立支援員・婦人相談員業務連絡会
東京都母子・父子相談連絡研究会
母子及び父子相談員研修
常～関係機関との連携
父子及び母子女性通知
母子・父子自立支援員名簿
寡婦証明

遺棄証明 遺棄証明
常～外国籍ＤＶ被害者相談のためのシート（８ヶ国語）
常～配偶者からの暴力の被害者支援
常～婦人相談所ガイドライン
婦人保護事業実施状況報告
継～都来日外国人女性緊急保護事業実施要綱
常～ＤＶ関係国都からの通知
常～住宅確保要配慮者の居住支援庁内連絡会議
生活困窮及びふくしの相談庁内連携会議
婦人相談通知　
常～養育費・面会交流
常～保護命令の手続きのしおり
常～犯罪被害者ネットワーク連絡会議
常～若年被害女性等支援モデル事業
児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金
常～児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業通知
バックアップセンター（緊急一時保護事業）利用決定
都女性センター（緊急一時保護事業）利用決定
緊急一時保護事業通知
区緊急一時保護事業利用決定
常～区緊急一時保護事業
区緊急一時保護事業歳出
常～母子女性相談資料
常～母子女性相談・面接・継続中
常～相談者カード
常～福祉保健局業務取扱要領
女性相談業務報告（５０１・５０２．５０３表）
母子相談報告（３３０表）
母子生活支援施設通知・調査
常～防犯カメラ設置届・運用マニュアル
常～公有財産の引渡し
常～母子生活支援施設各種工事完了後引継書類
常～大規模災害対策計画
常～母子寮整備計画全般
常～施設概要(氷川荘)
常～内容変更（みどりハイム）
常～母子生活支援施設内容変更手続
母子支援施設全般
常～国有財産現況報告（東根荘）
常～国有財産賃貸契約（東根荘）
常～国有財産使用許可（東根荘）
常～指定管理者基本協定書（年度協定）
常～指定管理者申請書類（みどりハイム）
常～指定管理者運営評価委員会
常～指定管理者の指定
常～みどりハイム利用者アンケート

国、都保護事業

母子女性相談面接 母子女性相談面接

母子女性相談業務報告

母子生活支援施設整備

子ども家庭課

母子女性関係要綱、要領 児童福祉法関係要綱、要
領

児童福祉負担金

母子生活支援措置費

母子・女性相談関係全般 母子婦人相談研究会

母子女性相談業務報告
取扱要綱
母子女性関係資料

業務連絡会

国・都 負担金・補助金 国・都　補助金

母子相談 母子相談全般

女性（婦人）相談 国、都婦人保護関係規程

婦人保護運営対策事業
補助金

母子女性保護事業

区一時保護事業

母子生活支援施設

母子生活支援施設運営 母子生活支援施設管理

国有財産貸付

指定管理者
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 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 子ども家庭課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～事業計画書及び予算書（みどりハイム）
常～事業団事業報告・決算報告書
指定管理継続更新
公契約条例
指定管理者通知・調査
常～指定管理者運営評価委員会資料
常～指定管理評価
常～第三者評価（母子生活支援施設）報告書
常～福祉サービス第三者評価受審の手引き
常～福祉サービス第三者評価報告書（みどりハイム）
母子生活支援施設都への報告（３３５表）
母子生活支援施設指導検査
みどりハイム　寄付物件
母子生活支援施設広域利用
母子生活支援施設入退所報告（３３４表）
母子生活支援施設月例報告（みどりハイム）
施設点検
母子生活支援施設入所者の自己負担金決定に関わる所得等の調査･決定に
ついて
母子生活支援施設自己負担金歳入調定
常～母子生活支援施設自己負担金台帳
常～母子生活支援施設自己負担金の督促
不能欠損・収入未済繰越（母子生活支援施設自己負担金）
みどりハイム使用許可
行政財産の目的外使用の歳入調定（みどりハイム）
常～みどりハイム使用許可　電柱及び支線設置
母子生活支援施設電気使用料の歳入調定
常～みどりハイム使用承認
公共料金振替済通知（みどりハイム）
区外施設利用経費
みどりハイム委託料支出
みどりハイム（２０１）備品
新規入所者の検診
常～母子生活支援施設入所予定者の検診

母子生活支援施設事故
等報告書

みどりハイム事故等報告書

母子生活支援施設入所辞退
常～入所決定調書（個人名）
常～みどりハイム処遇方針
常～自立支援計画(みどりハイム）
常～みどりハイム入所者の事例報告
常～入所決定調書（個人名）
常～区外施設

みどりハイム 入所決定調書・退所者（個人名）
区外施設 入所決定調書・退所者（個人名）

常～入院助産事務処理の手引
常～入院助産受診券発行簿
助産の実施決定
常～入院助産受診券
母子相談業務報告（３０１表）
入院助産指定病院一覧表、認可、廃止
入院助産通知・調査
常～入院助産過誤請求
常～入院助産施設自己負担金の督促
入院助産自己負担金歳入調定
入院助産診療報酬支出
入院助産措置費支出
システム連絡票
福祉情報システム通知・調査
福祉情報システムユーザー登録
福祉情報システムパスワード申請

福祉情報システム移行資
料

常～システム連絡調整会議

システムデータ移入・移出管理簿
常～福祉情報システムセキュリティ基準
システム保守管理等入退室管理簿
常～条例による事務処理特例制度
母子父子福祉資金貸付申請整理簿
常～母子・父子福祉資金貸付決定
常～母子及び父子福祉資金　国通知
常～母子及び父子福祉資金　都通知
継続貸付手続き（継続+新規一覧）
母子・父子福祉資金　異動届（住民異動リスト）
母子・父子福祉資金継続貸付決定
母子・父子福祉資金増額貸付決定
母子及び父子福祉資金申請取下
母子・父子福祉資金貸付停止決定
母子及び父子福祉資金辞退・減額申請
母子及び父子福祉資金破産債権届出
母子・父子福祉資金　区立中学あてお知らせ
常～東京都母子及び父子福祉資金事務取扱要領
常～母子福祉資金歳入歳出決算報告書資料
東京都父子福祉資金３３２表貸付及び資金状況報告
母子福祉資金３３１表貸付及び資金状況報告

母子生活支援施設歳出

母子生活支援施設入所
中

みどりハイム

区外施設

子ども家庭課

母子及び父子福祉資金 母子及び父子福祉資金
全般

母子及び父子福祉資金
報告

セキュリティ基準

母子生活支援施設運営

指定管理者

母子生活支援施設第三
者評価

母子生活支援施設通知・
報告

母子生活支援施設自己
負担金

母子生活支援施設歳入

母子生活支援施設退所者

入院助産 入院助産措置

入院助産経理

福祉情報システム 福祉情報システム
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 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 子ども家庭課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
母子及び父子福祉資金不納欠損報告
母子及び父子福祉資金３３１-２表、３３２-２表償還状況の報告
東京都母子福祉資金貸付事業費
母子及び父子福祉資金　預金利子
母子及び父子福祉資金収入一覧表
母子及び父子福祉資金収納金都への納付
母子及び父子福祉資金貸付金に係る返還金の歳入調定
母子及び父子福祉資金貸付金事業費の歳入調定（交付決定）
常～母子及び父子福祉資金前渡の繰越清算時の事務手続きについて
母子及び父子福祉資金貸付金の支出（資金前渡）
母子及び父子福祉資金貸付金の支出

納入済通知書 母子及び父子福祉資金　納入済通知書
住基異動者一覧
母子・父子・女性福祉資金貸付住基異動者一覧
常～　母子及び父子福祉資金督促状、催告状送付記録　
常～母子・父子福祉資金償還（催告）
常～母子・父子福祉資金償還方法変更決定
常～母子・父子福祉資金保証人変更承認決定
母子・父子福祉資金支払猶予
母子・父子福祉資金償還方法決定
母子・父子福祉資金督促（毎月）
母子及び父子福祉資金違約金徴収規程適用除外簿
償還完了者へ借用書の返還（母子・父子）
償還計画　卒業・修了届（償還開始者一覧）
常～母子・父子福祉資金償還手続中
母子及び父子福祉資金債権放棄
母子及び父子福祉資金納入通知書発行
母子・父子・女性福祉資金戸籍等請求

償還完了 償還完了者台帳 完納月
常～　徴収移管債権
常～滞納対策債権回収調査・通知
常～　納付催告書兼徴収業務移管予告書
口座振替
常～母子福祉資金等口座振替契約
常～母子・父子・女性福祉資金口座振替（自動振込）の新規納付届
金融機関通知（異動一覧）
母子及び父子福祉資金振替収支（利子分）
母子・父子・女性福祉資金口座振替開始通知
母子・父子・女性福祉資金口座振替依頼
女性福祉資金督促（毎月）
常～女性福祉資金償還・催告
女性福祉資金償還方法変更決定
常～女性福祉資金条例・規則
女性福祉資金納入通知書発行
女性福祉資金不能欠損
女性福祉資金通知
女性福祉資金　納入済通知書
女性福祉資金収入一覧表
女性福祉資金歳入調定

女性福祉資金世帯台帳
償還中

常～女性福祉資金個人名

女性福祉資金償還完了者への借用書返還
女性福祉資金償還完了台帳
常～ 児童虐待死亡事例等検証
常～第二種社会福祉事業届出
常～ガイドライン・東京ルール
常～事故処理
常～児福法・要保護等通知
一時保育依頼
子育て支援事業説明会資料
支援センター調査・回答
朝会ノート・スケジュール表
継～先駆型子ども家庭支援センター
常～電子申請サービスマニュアル
契約・支出（セカンドファミリー）
契約・支出（子育てスーパーバイザー）
契約・支出（外部研修・講座負担金）
契約・支出（ＳＶ研修・虐待防止研修講師謝礼）
契約・支出（産前・産後支援ヘルパー）
契約・支出（ショートステイ）
契約・支出（一時保育）
契約・支出（代表者会議・実務者連絡会）
契約・支出（多胎児産前・産後支援ヘルパー）
契約・支出（相談システム）
契約・支出（子育てパートナー）
契約・支出（その他）
継～都統計報告マニュアル
東京都統計報告
常～子育て　ホッ！と　ブック
常～虐待防止マニュアル
継～子育て支援応援ブック
ショートステイ事業実績報告書
ショートステイ実施起案
ショートステイ受付簿

子ども家庭課

母子及び父子福祉資金

母子及び父子福祉資金
報告

母子及び父子福祉資金
歳入

母子及び父子福祉資金
歳出

母子及び父子福祉資金
償還

償還

女性福祉資金全般

歳入歳出

事業 ショートステイ

徴収移管

口座振替 母子福祉資金口座振替

女性福祉資金

償還完了

子ども家庭支援センター
共通

設置・運営

契約・支出

東京都統計報告

広報・ＰＲ
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 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 子ども家庭課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～子育て支援短期利用事業実施要綱
ショートステイパンフレット
子育てパートナー派遣申請・候補者選定依頼
子育てパートナー実績報告書
子育てパートナー支援計画書
常～子育てパートナー派遣要綱
子育てスーパーバイザー活動日誌・相談連絡票
子育てスーパーバイザー派遣事業
継～目黒区子育てスーパーバイザー派遣事業実施要綱
セカンドファミリー事業実施
常～　セカンドファミリー事業損害保険
セカンドファミリー事業検討
常～ 目黒区セカンドファミリー事業実施要綱
産前・産後支援起案
多胎児産前・産後支援ヘルパー派遣実績報告書
産前・産後支援ヘルパー派遣実績報告書
産前・産後支援ヘルパー
多胎児産前産後支援起案
常～相談システムマニュアル
代表者会議・実務者連絡会　通知・会議録
相談システム保守管理
常～　児童虐待防止対応マニュアル
常～要保護児童対策地域協議会設置要綱
常～　警察との連携に関する協定
常～相談システム導入
啓発事業（虐待防止月間、講演会等）
職員向け虐待防止研修
養育家庭（体験発表会等）
児童相談所と関係機関連絡会議
継～ふれあいボックス
主任児童委員部会
地区連絡協議会（四者協）
継～主任児童委員創設
その他区内機関との連絡調整（会議出席等）
子育て支援部内連絡調整（会議出席等）
児童館地域懇談会

ケース対応 相談記録報告書
乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問）
常～　出入国記録照会（東京入国管理局あて）
居所実態が把握できない児童調査
戸籍・住民票調査（戸籍住民課・他自治体）
医療証・手当調査（子育て支援課）
警察・裁判所等への書類送付（ケース情報）
児童相談所からの協力依頼（見守りサポート含む）
児童相談所への援助要請・情報提供
児童相談所への送致・通知
常～同居児童の届出（児童福祉法第３０条）
保育所・学童保育入所に関わる意見書提出
要保護児童出欠状況に関する情報提供
モニタリング会議
各種会議出席・同行訪問依頼
行政機関進行管理会議
他自治体との移管・情報提供
ケース記録継続中
常～見守りサポートケース

ケース資料終結 常～ケース記録終結
常～視察
常～危機管理（心理）
常～子育てスーパーバイザ―記録
常～児童相談所開設に向けた勉強会・意見交換会
常～検討委員会会議録
検討委員会通知
調査・回答
研修受講
常～児童相談所設置関連研修資料
常～報道

契約・支出 歳出管理

児童相談所設置調整担
当共通

設置・運営

子ども家庭課

ケース対応
ケース調査

ケースに関する連絡調
整・会議

ケース資料　継続中

事業 ショートステイ

子育てパートナー

子育てスーパーバイザー

他機関連携（ケース対応
除く）

要保護児童対策地域協
議会

児童相談所等との連携

主任児童委員

他機関連携

セカンドファミリー

産前・産後支援ヘルパー
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