
 令和元年度 行政情報目録 （会計管理室 会計課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
研修案内・推薦（人事課研修を除く）
庶務全般
窓口サービス改善
庁外回答文書
庁内回答文書
区議会一般質問通告書
政策決定会議
庁内通知
複合機保守完了報告書
庶務担当課長会
めぐろエコ・プラン
継～共通基盤
継～ホームページ
イントラネット
ホームページ
常～大容量ファイル送受信サービス
継～イントラネットシステム
イントラネット以外の情報関連調査・報告
情報セキュリティ
内部情報システム更改
継～１７年度に向けた改革推進プラン
継～第二次行革大綱年次別推進プラン改定（平１８.６月）
継～第２次行財政改革大綱新年次別推進プラン１５年１０月
継～政策会議における付議事案等の取扱
継～事業評価制度
継～国・都要望
継～１８年度に向けた推進プラン
継～付属機関等に関する見直し
継～１６年度に向けた改革推進プラン（平成１５年度改革実施策）
職員定数及び所要人員調査
継～活動の手引き
継～防災マニュアル作成
継～防災関係の要綱
災害対策本部初動対応訓練
非常配備態勢
業務継続計画（新型インフルエンザ等編）
危機管理
各種防災参集訓練
地域防災計画
業務継続計画（地震編）
防災通知
継～文書事務の手引き
継～文書係通知
継～情報公開条例手引き
継～行政情報の開示
継～公文書公開
継～ＬＧＷＡＮ資料
郵便物差出票
文書関連通知
ファイリングシステムの維持管理
常～引継予定表
金券整理簿（郵便物等）
常～行政情報の開示（捜査関係事項照会書）
公印印刷物依頼

ファイル基準表 継～ファイル基準表
常～目黒区公金取扱機関の公金の収納及び支払に関する事務取扱要領
常～規則・訓令
人事通知
人事考課・目標によるマネジメント制度
常～会計年度任用職員制度
継～再雇用非常勤職員任用
継～専務的非常勤職員
飲食届
兼職承認申請書
旅行命令簿
時差出勤利用申請書
継～服務取扱マニュアル
服務届・給与減免申請簿
常～介護休暇
部分休業申請書
出退勤時刻データ修正記録簿
職務専念義務免除申請
常～通勤手当認定簿
給与通知
雑給等仕訳書
研修案内
福利通知
継～ＶＤＴガイドライン
被服貸与
研修生推薦
研修講師依頼
健康管理通知
安全衛生委員会
職場研修（倫理ミーティング等）

例規・要綱

人事

服務

給与

研修･福利厚生

庶務

イントラネット

情報機器・計画・セキュリ
ティ

企画

防災・危機管理

文書

会計課 共通

人事･給与
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 令和元年度 行政情報目録 （会計管理室 会計課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
財務全般通知
継～財務全般通知過年度分
常～令和元年度補正２号予算編成
常～令和元年度補正１号（９月補正）予算編成
常～令和２年度当初予算編成
常～令和２年度予算　要望書
執行委任
予算流用
予算執行計画
歳出管理
物品管理
支出負担行為兼支出命令
歳入管理
常～監査資料
継～包括外部監査
継～決算書提出時期に関する調査
継～決算見直し
継～行政監査
決算通知
常～決算資料（元年度決算：３０年度予算分）
監査通知
決算説明資料
主要な施策の成果報告書
契約書
支出負担行為書
契約事務通知
継～契約依頼事務マニュアル
契約依頼(契約課契約)
契約依頼(自所属契約)
定期監査
常～特別区会計管理者の会
常～会計事務委託
常～２３区会計事務の概況
継～通知･通達
継～初当選議員勉強会資料
継～決算審査アンケート集計結果
継～２３区収入役･副収入役会
継～収入未済対策(事業別取組状況)
継～収納強化対策委員会
継～目黒区収入未済対策委員会
継～収入未済対策(所管滞納整理要綱･要領)
継～電卓･電話取扱説明書
継～扇風機マニュアル
継～除湿機取扱説明書
継～ファクシミリ･マニュアル
継～収入役事務引書
継～副収入役事務引書
常～会計管理者事務引継
継～収入役から会計管理者への事務引継書　平成１９年度

監査(例月) 例月出納検査
ロケ誘致事業
収納事務委託検査報告書
継～押印無し請求書の取扱い
継～会計指導マニュアルＱ＆Ａ
継～給与振込制度
継～現金事故報告書
継～国保療養費等申請書の押印見直し資料
継～差押債権の支払
継～歳入徴収事務委託実施等通知文
継～支援費収入の会計年度所属
継～支出の事務委託協議回答
継～支出命令書の保存年限調査結果
継～上一再開発に伴う補償費資料
継～前渡金の精算処理
継～徴収又は収納事務委託各課仕様書
継～都予算の執行委任廃止に伴う歳入歳出外現金の処理
継～土地開発公社
継～東京都旅費制度改正資料
会計指導通知（長期保存分）
会計指導通知
継～会計指導通知
継～前渡金口座キャッシュカード取扱基準
継～キャッシュカード作成･使用状況調査
継～キャッシュカードの作成使用通知
常～前渡金口座キャッシュカード取扱基準（各課分）

処務規程 常～会計管理室処務規程立案請求
継～収入役室処務規程改正
継～使用料その他収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例施行規則
継～規則立案請求(７年度以前分)
継～会計事務規則付属様式
継～会計事務規則立案請求(８年度以降分)
継～会計事務依命通達
常～会計事務規則等立案請求（平成２４年度～）
継～印鑑届

キャッシュカード

会計事務規則・物品管理
規則

印鑑届

収入未済対策

マニュアル･説明書

収入役・副収入役事務引
継
会計管理者・会計課長事
務引継

会計指導全般

会計指導通知

予算編成

予算管理

予算執行

決算・監査

契約管理

会計管理室全般

財務全般

会計課

財務会計

会計管理室共通

会計指導

規則管理

2／6



 令和元年度 行政情報目録 （会計管理室 会計課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
金銭出納員･現金取扱員･物品出納員
継～システム改善要望収入役室分
継～システム変更通知
継～データ保護管理
継～国勢調査報酬支払データＦＤ化
常～金融機関参考資料
継～派出所事務取扱に関する通達
常～元号改正
常～収納代理金融機関の指定・解除
指定金融機関からの通知
常～会計管理者名義の預金口座の開設
常～会計管理者名義の預金口座の変更届出
常～金融機関不祥事の対応
指定金融機関の検査
常～会計管理者の異動に伴うみずほ銀行の預金口座名義の変更について
取扱店名簿異動報告（各所属送付）
継～金融機関週休二日制の実施
継～公金口座通知書
継～公金口座名義人調査
継～公金事務専用のシステム変更
継～指定金融機関定期預金規定集
継～収納代理金融機関の法人指定
常～会計管理者名義の預金口座の解約
常～公金取扱契約（平成１８年以前）
常～公金取扱契約（平成１８年４月１日～）
常～みずほの現金お届けサービス
継～指定金融機関の指定依頼
継～指定金融機関の指定
継～指定金融機関の合併契約書
継～公金取扱契約（みずほ銀行）担保差入
常～指定金融機関との協定書等
継～ＭＴ交換振込協定
継～みずほの手数料
継～金庫事務・預金取扱契約（昭和２５年）
継～現金自動設備（ＡＴＭ）設置契約
継～収納金口座振替事務取扱要領
継～公金収納支払事務取扱要領
継～会計書類に押印する債権者印鑑（参考資料）
継～集合支出口座振替事務取扱要綱（「口座振込一括依頼書」の手引き）
継～東京都公金取扱金融機関事務取扱要領
継～郵便振替納付書等の様式変更承認
常～口座に関する届出
常～公金収納事務取扱契約（ゆうちょ銀行との覚書）
常～振替口座開設
常～納付書等の様式変更申請・承認（平成２５年度～）
継～簡保資金借入
継～公金郵便振替収入事務取扱契約東京都郵政局との協定（変更分）
継～自動払込み収納事務取扱要領
継～自動払込取扱確認書調印
継～収入役制度廃止に伴う郵便振替口座変更
継～収納代理郵便官署の告示
継～収納代理郵便官署の指定
継～東京郵政局との当初協定（昭和４２年６月１日付）
継～納通の様式・刷色（郵政通知）
継～郵便振替口座（私口座）の名義変更
常～マルチペイメント実施資料（税務課）
継～マルチペイメントネットワークにかかる接続について公金収納センター（ｐｕ
ｆｕｒｅ）
継～特別区システム研究会（マルチペイメントの導入）・導入のための契約、費
用、準備項目
継～電子収納の取組状況等の調査・回答マルチペイメントネットワーク推進協
議会
日本マルチペイメントネットワーク推進協議会特別会員会費の支出
継～マルチペイメントネットワーク会員登録・日本マルチペイメントネットワーク
推進協議会
継～マルチペイメントネットワークサービス（ゆうちょ銀行）
継～マルチペイメントネットワークサービス(みずほ銀行)
継～窓口業務電子化検討部会情報化
常～ビザとの共同プロジェクト
普通預金・定期預金相済通帳
継～金銭出納員設置協議書（依頼）
常～プリンタ電卓の使用方法
継～コンビニ収納
継～クレジット決済
年度末・年度初め支出処理
ルーズリーフ式帳簿使用申請書
郵便物搬送記録簿
継～印刷（外注）資料
常～出納業務委託覚書・協定
出納業務委託
出納業務委託シフト表

運送保険 コーポレートマネーガード保険について
継～やさしい手形・小切手のはなし
継～チェックライター使用説明書

銀行（要領）

郵便官署

マルチペイメント

出納全般

出納業務委託

小切手

印鑑届

財務情報システム保守

金融機関全般

銀行（契約・協定）

会計課

規則管理

財務情報

金融機関・郵政

出納
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 令和元年度 行政情報目録 （会計管理室 会計課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～小切手の紛失
継～小切手振出事務の変更

事後調定 事後調定一覧表
所管調定 調定収入通知書等一覧表

納入済通知書送付書
収支計算書（区総合会計）
会計別収支及び預金照合表
常～一時借入金融機関への届出事項の変更
常～繰替運用
継～区市町村振興協会借入マニュアル
継～一時借入金・約定書
継～一時借入マニュアル
継～一時借入（他金融機関）１７年度～
継～一時借入（他金融機関）１６年度
継～一時借入（指定金融機関）
残高証明書・当座勘定照合表
継～目黒区ペイオフ対応研究会設置要綱
継～公金管理運用方針及び公金運用基準
継～金融商品資料
継～ペイオフ対策研究会資料
継～ペイオフ対策ホームページ情報通知
継～ペイオフ対策の調査結果
継～ペイオフ資料
継～目黒区公金内規
収支予定表
収支予定確認表（会計課分）

収支結果 収支結果
継～債券運用に係る届出事項の変更
常～繰替運用
常～債券運用起案
継～目黒区債券運用基準
継～証券会社約款
継～証券会社保護預口座
継～債券取引残高証明書
継～債券管理台帳兼管理簿
継～債券運用起案（１８年度運用分）
継～債券運用起案（１７年度運用分）
債券時価情報
継～債券運用起案（１５年度運用分）
積立基金証券取引残高等証明書
積立基金預金通帳・証書照合
常～大口定期預金
常～積立基金に係る証券会社の登録・変更
常～積立基金における預金の取り扱い事務処理について
常～積立基金に属する大口定期預金の口座名義人変更届の提出について
常～預金量調査票
積立基金の事務処理（通知）
常～積立基金満期案内・利息計算書
継～積立基金管理状況報告
継～積立基金システム化
年度末の基金用の公金振替通知書（控）

基金起案 常～積立基金　起案
総合会計資金運用
常～公金管理委員会
継～資金管理資料
平成３０年度から平成３１年度への年度繰越
継～不納欠損（資料）
継～出納閉鎖後の特例処理
継～出納閉鎖マニュアル
継～繰越明許・事故繰越
継～基金雑部金繰越処理
常～歳計外・運用基金及び積立基金の年度繰越
決算資料作成・配付
継～決算監査事務説明会資料
継～決算監査データーベース設計書
歳入・歳出決算額確認リスト
常～他区各会計歳入歳出決算書
常～決算書作成
常～各課用決算資料問題点
継～決算書Ａ４判化資料
継～各所属収納金日計表印刷原稿
継～各所属納入通知書・納付書印刷原稿
継～業務コード運用基準
寄附金
継～業務コード付番
継～公共料金関係資料
継～磁気テープによる口座振替処理（歳入）
継～清掃手数料資料
継～組織改正対応財務資料
継～保健福祉システム納付書
科目更正書（職権振替）
常～払込金の納入期限の設定の協議
収入未済繰越通知
常～収入実務研修

資金運用

出納閉鎖

決算事務

歳入全般

金確処理

一借・繰替

ペイオフ

収支予定

債券運用

積立基金全般

小切手

月次処理

収支処理

積立基金

出納閉鎖・決算事務

歳入

会計課

出納
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 令和元年度 行政情報目録 （会計管理室 会計課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
業務コード（３桁コード）の設定について
継～つり銭の留置
継～つり銭留置基準
常～総合会計預金利子収入
総合会計預金利子（調定収入通知書）
継～納付受託証券整理票（税務課・現年度分）
証券取引高及び取立高報告書
継～納付受託証券整理票（税務課・前年度分）
常～公金取扱手数料に関する通知
常～海外送金手数料
公金取扱手数料
マルチペイメントネットワーク分手数料内訳書

地区サービス事務所用
口座

常～地区サービス事務所払い込み事務処理関係（口座・通知・届出書類）

継～収納金輸送用ケース（交換便）
領収証書引渡確認書
ＯＣＲ納入済通知書送付票
常～ＯＣＲトランク受渡事務マニュアル
ＭＰＮ電子納付一覧（税務課の税証明書交付手数料のデータ）
ＭＰＮ関連通知・調査

ＭＰＮ／ＣＶＳ歳入計上予
定表

区税ＭＰＮ/ＣＶＳ収納分　歳入計上予定表

ＭＰＮ収納済通知書 ＭＰＮ取扱収納済通知書
ＭＰＮゆうちょ領収書 ＭＰＮゆうちょ銀行領収書
ＭＰＮ月次入金状況 ＭＰＮ月次入金状況

振替小切手帳（使用済）
継～郵便振替振出依頼書（簡易振替納付用）
郵便振替受払通知票(サクラ基金）
振替小切手帳申請
口座１９番郵便振替受払通知票
口座１９番郵便振替公金払込高通知書
口座２７３郵便振替受払通知票
口座２７３郵便振替公金払込高通知書
口座６２１郵便振替受払通知票
口座６２１郵便振替公金払込高通知書

口座番号８０３ 口座８０３番郵便振替受払通知票
継～新財務システム債権者登録
継～債権者登録申請書
継～電子調達システム
継～債権者登録マニュアル
３年間支払実績の無い債権者の登録削除
債権者登録申請書・変更届の収受

監査 歳入歳出現計表
給与支給額総括表・非常勤職員給料支給額総括表
給与財務ＦＤ処理予定表
交付金入金通知（通常計上分）
住民税　官庁支出官払分歳入計上予定表
住民税　公的年金特徴分計上資料
ふるさと納税一覧表
継～区営住宅保証金の取扱い
継～公売保証金
継～国庫支出金受入口座のシステム登録
継～雑部金節の新設
継～東京都支出金受入口座のシステム登録
地方税共通納税システム関連
継～源泉徴収所得税納入管理マニュアル
源泉徴収所得税の支出
継～源泉徴収所得税納付書（給与）(謝礼)（用紙）
継～保管有価証券整理簿
継～保管有価証券現在表
継～保管有価証券納付書
継～保管有価証券保護預け
常～財産調書資料
常～有価証券（公有財産）受入通知書
継～公有財産整理簿
継～財産調書資料
継～歳入歳出証書のファイリング基準
歳入歳出証書閲覧・貸出依頼票

現金支払通知書(控)他(４
～６月)

現金支払通知(控)他

現金支払通知書(控)他(７
～９月)

現金支払通知(控)他

現金支払通知書(控)他(１
０～１２月)

現金支払通知(控)他

現金支払通知書(控)他(１
～３月)

現金支払通知(控)他

収支報告書兼預金明細書
現金出納簿
窓口支払表
執行チェックリスト・振込明細
ＯＣＲ収入金表作成資料・ＭＰＮ収入金表作成資料
収入通知（支出命令書）取消決定書兼通知書
収入通知（支出命令書）取消決定書兼取消通知書（出納閉鎖期間分）
収入金日計表

保管有価証券

公有財産

出納帳票管理

出納帳票全般

口座番号２７３

口座番号６２１

債権者登録

雑部金全般

給与執行

源泉徴収所得税

公金取扱手数料

交換便

ＯＣＲ

ＭＰＮ全般

郵便振替全般

口座番号０１９

歳入全般

預金利子収入

受託証券

ＭＰＮ

郵便振替

歳出予算執行

雑部金・公有財産

出納帳票管理

歳入

銀収・局収・派収

会計課

5／6



 令和元年度 行政情報目録 （会計管理室 会計課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
支払金内訳表
口座振替払（中止・再送・戻入）通知書
常～出納帳票類（１０年保存分）歳入還付未済額通知書
出納帳票類（１０年保存分）歳出調書・戻入命令書

振込明細一覧表 振込明細一覧表
口座振替不能通知書 口座振替不能通知書
支払通知書（控）歳入 支払通知書(控)(歳入)

常～磁気カード交換作業
常～会計管理室金庫への保管依頼
継～磁気カード鍵保管責任者届
継～収入役室金庫室取扱要領
手提金庫収納確認簿
継～機械警備資料
継～金庫室時間外開閉簿（用紙）
継～庁舎機械警備実施要領
継～巡視室へのお願い
継～金庫室開閉取扱要領
物品供用者の指定・変更
継～学校事務研資料
継～事務引継書（物品係長）
継～所属コード
継～物品改善に対する意見
継～物品供用者の指定・変更
継～平成７年度職員提案（公費約２００万円節約！）
継～美術館資料
継～美術館備品目録

第３次開発 継～物品管理規則付属様式
継～物品の区分・取扱いの変更
継～物品名鑑（Ｓ４０～）
継～物品名鑑改訂
継～物品名鑑改訂資料
継～備品電算化資料（管理カード化）
継～学校電算化資料
継～電算処理依頼
継～備品電算化資料（学校システム開発～第一次開発）
継～物品管理問答集
継～物品管理規則改正
継～物品システム稼働前の様式
継～備品判断基準
継～物品借入・貸付・管理委託（調査表含む）
継～規則・要綱・基準資料（物品）
継～２３区物品管理規則
継～２３区会計事務の概況
継～２・５・６中統廃合
物品事務通知
継～他区市参考資料（物品）
継～備品に関する通知書控
継～区有自動車
継～組織改正に伴う物品の移動
継～物品マニュアル（備品の端末処理）
継～物品管理システムマニュアル
継～放置自転車
常～寄託
継～寄託
継～収得品受入（寄付等）
常～物品事故報告書
継～事故物品整理簿
常～不用品処分一般
継～除籍図書の処分
継～産業廃棄物適正委託処理ガイドブック
継～家電リサイクル処理法
継～備品売却資料
継～不用品廃棄委託
継～不用品売却状況（内訳６３年度～）
常～不用品売払起案
継～用品誤入力の処理経過
継～貯蔵品の廃止
継～基金全般資料
継～グリーン購入法基本方針（国）
継～用品指定品アンケート調査
継～用品通知書（Ｈ６～）
継～運用委員会検討資料
継～用品運用委員会（平成１２年度～）
継～契約区分の見直し
継～燃料債権者変更
継～用品のあり方
継～用品マニュアル（端末Ｑ＆Ａ）
継～用品調達基金事務要綱
継～用品カタログ
継～用品一覧表（１８年度）

用品契約

用品基準・マニュアル

指定品目全般資料

備品全般

物品受入

事故報告

不用品処分

用品全般

運用委員会

物品共通全般

庁外施設

物品名鑑

物品事務電算化

物品管理規則･基準

物品調査･通知

出納帳票全般

金庫室管理全般

要綱要領マニュアル

物品共通

物品業務

備品

用品

出納帳票管理

金庫室管理

会計課
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