
 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～レイアウト変更資料
継～会議改善マニュアル
継～名札用シール
継～民生委員児童委員名簿
継～付属機関等構成及び選出方法の基準について
継～町会長名簿
継～管理職員・係長職員名簿・座席図・組織図
継～個別システム管理運用基準
継～政策決定会議等における付議事案の取扱い
継～接遇マニュアル　ウエルカムの心で
継～町会自治会掲示板掲載要領
継～公益通報者保護法取扱要綱
継～公益通報者保護制度
常～要望記録制度
継～職員倫理の確保に関する制度
継～窓口事務の標準処理期間（都）
イントラネット用パソコンの運用に関する協議書
継～庁内イントラネット拡大後の庁内通知文取扱いガイドライン
常～庶務事務システム操作マニュアル
内部情報システム
継～会議室予約
継～ウィルス対策
継～グループウエアパスワード
継～グループウエア操作手順書
継～プリンターインストールガイド
継～ＬＧＷＡＮ送受信操作方法
常～郵便物の事務処理方法
料金後納郵便差出票
継～交換便
継～機密文書廃棄依頼書
継～行政事件訴訟法に基づく教示の取扱いについて
継～政策法務
継～文書事務の手引き
常～ファイリングシステムの手引き（改訂版）
ファイリングシステム維持管理
常～平成１９年度引継予定表　保存箱引継表
継～１７年度ファイル基準表
継～１８年度ファイル基準表
継～８～１２年度ファイル基準表
継～永年・長期保存公文書目録
継～長期保存年度ファイル基準表
継～環境マネジメントシステム記録様式
継～グリーン購入資料
継～エコアクション・プログラムめぐろ実行計画
内部環境監査
常～めぐろ　エコ･プラン
継～環境測面調査票・環境影響評価票
継～新エコアクションプログラムめぐろⅡ
継～目黒区環境基本計画
継～目黒区地球温暖化対策地域推進計画
継～環境マネジメントシステム文書
地球温暖化対策報告書
省エネ法関連調査・回答
常～地球温暖化対策報告書ハンドブック
常～エネルギー講習会資料
常～エネルギー管理講習資料
継～事業評価結果（平成１４年度）
継～事業評価結果（平成１５年度）
継～事業評価結果一覧（所属別）
継～事業評価表
継～事業評価結果（概要版）
個人情報保護審査会諮問等
情報課通知・回答（情報洗出し）
区民の声課通知・回答
経営改革推進課通知・回答
広報課通知・回答
秘書課通知・回答
施設改革推進課通知・回答
情報課通知・回答
政策企画課通知・回答
地域政策調査課通知・回答
財政課通知・回答
生活安全課通知・回答
総務課総務係通知・回答
総務課庁舎管理係通知・回答
総務課文書係通知・回答
総務課法務係通知・回答
契約課通知・回答
施設課通知・回答
人権政策課通知・回答
人事課勤労係通知・回答
人事課人材育成係通知・回答
人事課人事係通知・回答
人事課通知・回答

通知・回答 企画経営部通知・回答

総務部通知・回答

ファイル基準表（企画調
整課）

環境マネジメントシステム

改正省エネ法対応

事業評価

教育政策課 庶務 庶務係

透明性向上

グループウエア

文書 郵便

文書事務

ファイリングシステム
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
答弁書（教育長・区長）
区議会質問通告書
区議会事務局通知・回答
区議会議員質問
継～答弁書の作成方法
文教・子ども委員会学校視察
健康福祉部通知・回答
産業経済部調査・回答
子育て支援部通知・回答
選挙管理委員会通知・回答
区民生活部通知・回答
教育委員会事務局通知・回答
監査事務局通知・回答
都市整備部通知・回答
会計管理室通知・回答
健康福祉部通知・回答（５年）
環境清掃部通知・回答
政策決定会議（８月～１１月）
政策決定会議（４月～７月）
政策決定会議（１２月～３月）
庶務担当課長会資料（１０月～３月）
庶務担当課長会資料（４月～９月）
パンフレット等配布依頼（学校あて）
常～アスベスト調査
特別区教育長会
東京都通知・回答
東京都教育委員会通知・回答
他団体・民間からの依頼等（４～９月）
他団体・民間からの依頼等（１０～３月）
他区・他市通知・回答
学校への通知
学校からの通知
非常配備態勢調査
継～防災行政無線（地域系）の操作方法
継～水害ハザードマップ
継～災害時優先電話
継～防災行政無線協定書
継～活動班
継～学校防災マニュアル
防災課通知・回答
継～幹部職員連絡網
出産支援休暇申請書
育児参加休暇申請書
職員倫理規則に基づく飲食届
兼業申請書
職免申請
管理職員特別勤務実績簿
給与減額免除申請簿
子の看護休暇申請書
出退勤時刻データ修正記録簿
短期の介護休暇申請書
復命書　　　　
常～時間外勤務の縮減実施案
時差出勤利用申請
在庁理由入力記録簿
常～服務の取扱通知
給与等追給・戻入
雑給科目別内訳書（１月～３月）
継～給与等通知（保存分）
継～給与取扱指定届・印鑑届
昇給・昇格発令通知
収受押印済個人番号提供カード専用封筒
個人番号提供カード提出対象者名簿（写）
給与通知・調査・回答
職員給与チェックリスト
雑給科目別内訳書（７月～９月）
雑給科目別内訳書（４～６月）
雑給科目別内訳書（１０月～１２月）
常～給与等通知（保存分）
常～給与事務の手引き
個人番号取得事務管理簿（法定調書用）
旅行命令簿・宿泊・外国出張
通勤手当認定簿（異動分）
常～通勤手当認定簿（在課分）
旅行支出命令（宿泊旅行）
旅行命令簿・即日帰庁
旅行命令簿・即日帰庁（教育長）
旅行命令（宿泊旅行）
常～旅費事務の手引き
旅行命令簿・即日帰庁（当月分）
継～パスネット・パスカードの使用管理簿
旅行命令申請詳細書
非常勤職員・臨時職員実績報告内容確認
非常勤職員出勤簿

服務・給与 服務

給与

旅費

非常勤・臨時職員

通知・回答

区議会通知・回答

庁内他課通知・回答

政策決定会議

庶務担当課長会

庁外通知・回答

防災課通知・回答

教育政策課
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
安全衛生委員会
継～ＶＤＴ作業ガイドライン
福利健康係通知・調査・回答
研修通知
研修生推薦起案
常～財産台帳照会用資料の送付及び地価公示比準倍率
公有財産現在額総計算書
常～会計検査院調書提出
常～会計検査院の会計実地検査
検査調書
振替収支
資金前渡・清算命令
常～現金出納簿
収支予定表
常～教育財産（用途変更・用途廃止）
継～両替手数料無料取扱口座
継～二中跡地施設使用貸借契約
継～端末・パソコン管理
継～会計検査院の会計実地検査
継～会計事務処理方法・財務通知
継～企画調整課見積方針
継～供託
継～教育財産（使用許可・目的外使用許可）
継～財務パスワード
継～振込一括依頼書様式
支出負担行為決定（１０月～３月）
支出命令
支出負担行為決定（４月～９月）
契約依頼
契約書・請書兼請求書兼検査証（年間契約分）

契約（５０万円以上） 契約課契約
継～公有財産管理システム
継～随意契約ガイドライン
継～財務事務の手引き
継～学校事務の手引き
公共料金通知・調査・回答
公共料金支出
継～公共料金支払事務取扱要綱
継～物品名鑑
継～物品出納員引継報告書
継～家電リサイクル法による処理方法（通知等）
継～環境物品等の調達方針
物品処理
継～教育委員会予算事務取扱要領
予算執行計画
予算全般
学校配付（年度当初）
継～学校配付予算の事務処理
予算流用・落差金使用・予備費充用
予定額増減
決算資料
「主要な施策の成果等報告書」原稿作成
決算全般
定期監査提出資料（教育委員会事務局取りまとめ）
行政監査
庁外施設・区外施設定期監査など
定期監査資料（教育全課）
定期監査質疑応答・指摘事項対応（教育委員会事務局取りまとめ）
監査全般
小・中学校定期監査資料提出資料
継～小中学校監査結果資料
継～行政監査結果資料
継～興津健康学園監査
小・中学校定期監査資料（日程調整・実施通知）
小・中学校定期監査資料（資料提出依頼）
小・中学校定期監査結果に基づく指摘事項の措置状況
常～包括外部監査（平成２０年度）
継～包括外部監査事前調査（平成１４年度）
継～包括外部監査措置状況（平成１４年度）
継～包括外部監査（平成１４年度）
継～包括外部監査（平成１６年度）
継～包括外部監査（平成１５年度）
継～包括外部監査（平成１８年度）
継～包括外部監査（平成１９年度）
継～包括外部監査（平成１７年度）
常～教育委員会交際費支出基準
継～民生委員推薦会委員推薦（平成１０年）
継～教育委員会発足５０周年記念講演会
継～教育委員会会議のあり方
継～委任・補助執行等協議
証明書発行
教育委員会ホームページ更新
常～教育委員会制度改正
教育委員会欠席届

教育委員会運営 教育委員会庶務

予算執行 予算執行全般

予算の学校配付

執行委任・流充用・所管
替

決算・監査 決算

監査

小・中学校監査

包括外部監査

財務会計 財務全般

契約（５０万円未満）

財務マニュアル

公共料金

物品

服務・給与

福利厚生

研修

教育政策課
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
教育委員に対する学校経営方針説明
手話通訳関係
教育委員報酬（支出命令）
教育委員報酬
教育委員会交際費（支出命令）
教育委員会交際費
常～教育委員会制度
常～教育委員報酬振込先
完了報告書
教育委員会に対する陳情
教育委員会に対する請願
継～歴代教育委員・委員長一覧
継～組合教育委員会
継～青少年問題協議会委員推薦（平成１０年）
継～教育委員履歴（選任時）
継～東京都区市町村教育委員会委員名簿
常～教育委員任命同意あいさつ文
常～教育委員等就任通知
特別区人事・厚生事務組合教育委員会
継～委員長・教育長選出手続（議事進行・昭和５５年～平成５年）
継～委員長・教育長選出手続（議事進行・平成６年～）
継～異動発令式次第
継～教育委員功績調書マニュアル
継～青少年委員との懇談会記録
常～教育委員視察
継～文教委員・社会教育委員との懇談会記録
常～教育委員会招集・告示
継～定例会・臨時会招集・告示（平成１８年）
継～定例会・臨時会招集・告示（平成１９年）
常～議案原議
議決通知

教育委員会提出資料 常～定例会・臨時会資料
常～教育委員会会議録
継～会議録の情報公開
継～会議録等の公開に関する基本的な考え方
継～教育委員会傍聴（平成１５年～）
継～教育委員会傍聴（平成１９～
継～文書記号の設定について
継～有料印刷物取扱要綱
継～文書事務の手引き
継～規則原簿（平成７年～）
継～規則原簿（昭和４２年～）
常～主要印刷物番号簿
常～告示番号簿（平成１９年）
継～議案番号簿（昭和４２年～平成６年）
継～文書合議簿
継～諮問番号簿（昭和５２年～）
継～訓令原簿（昭和４２年～）
継～議案番号簿（平成７年～）
継～公印取扱主任任免報告書
公印事前押印・印刷の承認
継～公印新調（改刻・廃棄）申請書
継～公印台帳
例規等に関する通知
継～「東京都」の冠削除について
継～個人情報に係る様式の見直し
継～公布文
継～公布文・議案文作成形式
継～行政手続条例
継～行政手続法
継～学校医条例改正資料
継～育児休業法改正
継～法令改正（資料）
継～地方教育行政の組織及び運営に関する法律関係
継～新再任用制度
継～使用料改定（テープレコーダー）
学校教育法等改正資料
継～財団法人許可申請書　財団処理規程
継～教育基本法・学校教育法等改正
継～学校事案決定規程資料
継～学校管理運営規則（都）
継～学校管理運営規則　改正資料（平成１０年）
継～使用料の見直しに係る検討事項の取扱い
継～規則原議（平成１９年）
継～規則原議（平成１７年）
継～規則原議（平成１８年）
継～規則原議（Ｓ５８～Ｈ１８）
規則原議（平成２０年）
継～規則原本（平成１７年～）
継～規則原本（Ｓ６２～Ｈ１６）
通達制定・改廃（平成２１年度）
常～訓令原議
継～通達の一部改正　平成４年度～
継～通達の一部改正　平成１９年度～

例規共通 例規全般

条例規則等改正資料

規則原議

規則原本

訓令・通達

教育委員会議案

教育委員会会議録・傍聴 教育委員会会議録

教育委員会傍聴

教育文書 文書

番号簿

公印

教育委員会運営 教育委員会庶務

教育委員人事

教育委員視察・研修・渉
外

教育委員会会議 教育委員会開催議事日
程

教育政策課
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～通達の一部改正　平成元年～平成３年まで
継～訓令原議（平成１７・１８年）
通達制定・改廃（平成２２年度）
継～訓令原議（昭和５２年～平成６年３月）
継～付属機関構成員等のあり方
継～防犯カメラ設置運用基準
継～目黒区行事実施要綱
継～要綱・基準（学校教育部）
継～要綱・基準（生涯学習部）
継～要綱等の制定状況調査（平成１０年３月）
常～教育委員会事故見舞金支給要綱
常～教育委員会補助金等交付要綱
常～児童等の作品等に係る「教育長賞」設定の考え方について
常～要綱
要綱の廃止・改正
常～いじめ防止対策検討委員会設置要領
継～改正要綱・基準（総務課提出用）
継～教委補助金等交付要綱
継～教育委員会施設管理要綱
継～興津健康学園目的外使用の取扱について（昭和６２年）
はたらく消防の写生会における教育長表彰基準
常～教育長・教育次長・課長事務引継
常～キャッシュカードの取扱基準
職場研修
常～大岡山小・油面小 区長訪問 ミニコンサート（２１年度以前）
常～はがきの無償配布（小学校・幼稚園）
常～教育長・教育次長事務引継
常～ミニコンサート(ロビーコンサート）
継～団体名簿
継～収入通知者・支出命令者の臨時指定
継～職員互助会指定店申請書類
継～葬儀・追悼式
継～東急バス停留所の名称変更（区立五中）
継～道路通行許可申請（大岡山小学校）
継～様式類原稿
継～教育長・教育次長・課長事務引継
継～寄付物件取扱基準
継～学童集団疎開資料
継～開設予定の都立高等学校校名案
継～ペイオフ実施に伴う講座の取り扱い
道路通行許可申請（大岡山小学校）
組合要望
常～放射線対策
寄付物件
外部記録媒体管理簿
気仙沼市立気仙沼中学校交流
全国町村教育長会
特別区庶務課長会
特別区教育長会
特別区教育主管部長会
全国・関東地区教育長協議会
全国・関東地区教育長協議会（支出命令）
参加者負担金
常～関東地区教育長総会
継～ロッカールームの管理
継～会議室の利用
継～防火管理委員会
継～総合庁舎消防計画・消防訓練
継～総合庁舎周辺の地域清掃活動
継～総合庁舎管理全般
継～交換便室の利用
継～光化学スモッグ注意報等連絡体制
常～芸術文化・スポーツ行政連絡会
継～会計管理室金庫室の利用（取扱要領を含める）
継～芸術文化・スポーツ行政連絡会
継～交換便・現金交換便
継～総合庁舎の巡回点検
継～ＣＤ－ＲＷ機器説明書
常～複合機スキャナー機能
継～ＦＡＸ取扱基準
継～企画調整課プリンタ機器説明書（ソフトウェア含む）
継～教育委員会コピー機・リソグラフ機器保守
継～情報課ＰＣ・プリンタ保守
継～備品保証書・説明書
継～電話機取扱説明書
継～通信管理レポート
ガソリン代支出
常～貸出車（車検・保険）
常～庁用自動車（貸出車）の利用
自転車貸出簿
貸出車使用申込書
庁用自動車（貸出車）運転日誌
継～貸出車運転日誌・車検証
継～貸出車購入（品川４１か３３６６）

事務局庶務 事務局庶務全般

協議会・連絡会

事務局管理

備品保守・管理

公用車

例規共通

訓令・通達

要綱・基準

教育政策課
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～庁用自転車の利用
継～庁用車およびタクシーの利用要綱
継～特別区有自動車損害共済業務規程
教育関係表彰
はたらく消防の写生会
地域づくり総務大臣表彰
児童生徒表彰表彰式
成人善行・青少年善行・小さな親切外
区政功労
地方教育行政功労
教育委員会児童生徒表彰
学校間国際交流支援
生存者叙勲
常～目黒区教育委員会児童生徒表彰要綱
高齢者叙勲
後援・共催名義使用承認（４～９月）
後援・共催名義使用承認（１０～３月）
継～他区名義使用要綱
継～後援等資料
後援等名義使用報告
継～名義使用状況一覧表
常～共催・後援名義等使用承認事務取扱基準
区報掲載依頼関係
常～学校行事等案内状発送基準
継～卒業式における参列者の席順（平成１３年度
案内状発送対象者変更通知
常～周年行事
運動会等参列者通知
学校行事予定表
継～周年行事
継～区行事実施要綱
継～学校行事等案内状発送基準
継～学校行事資料
継～蔚山市学校見学
卒業式参列者通知
全国交通安全運動中央大会
角田市稲作指導
継～角田市農協青年部
継～角田市農業資料
継～角田市農業体験学習資料

学校財務システムマニュ
アル

学校財務システムマニュアル

学校財務通知 学校財務通知
いじめ防止条例検討委員会（第１回）
第５回いじめ防止条例検討委員会
いじめ防止条例検討委員会（第４回）
調査実施
いじめ防止条例検討委員会（第２回）

いじめ防止条例検討委員
会

いじめ防止条例検討委員会（第３回）

いじめ防止条例 いじめ防止条例関連
常～災害共済給付金事務の手引き
常～事故見舞金等支給要綱
常～消費者安全法に基づく事故等報告
常～事故報告書（学校以外）
常～事故見舞金支出（保険金請求未了）
常～事故見舞金支出（保険金請求完了）
事故報告書（区立小学校・中学校・幼稚園）
常～特別区自治体総合賠償責任保険の手引き
常～事故処理手続資料
常～事故処理の手引き
常～下目黒小事故（平１８年１１月１３日）
継～中目黒小事故（平１６年１０月２０日）予備資料
継～中目黒小事故（平１６年１０月２０日）経過
継～中目黒小事故（平１６年１０月２０日）起案
継～不動小事故（平１３年５月１１日）
常～東山小事故（平１９年１１月２日）
常～五本木小事故（平成１４年９月２６日）支出
常～五本木小事故（平１４年９月２６日）資料
常～五本木小事故（平１４年９月２６日）起案
常～東山中事故（平２１年５月１３日）
区教育会補助金
継～区教育会補助金交付要綱
継～退職校長会会員名簿
継～退職校長会関連団体
継～退職校長会補助金見直し
継～退職校長会目黒支部補助金交付要綱
校長会資料
合同校（園）長会資料
園長・副園長会資料
常～新補・転補研修会
副校長研修会資料
合同副校長会資料
継～事務職員会課題研究

団体補助 区教育会

退職校長会

校長会・副校長会・事務
職員会

校（園）長会

副校長会

事務職員会

財務システム検討

いじめ防止条例 いじめ防止条例検討委員
会

事故処理・見舞金 事故報告

賠償事故

事務局庶務

公用車

叙勲・表彰

後援名義

学校行事予定・通知

角田市稲作指導

教育政策課
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～財務事務研修会資料
事務職員会通知
常～用品会計制度改正提案
合同事務職員会資料
幹事会就任
継～地方教育費調査の手引き
常～教育行政調査票
地方教育費調査資料（歳出）
地方教育費調査資料（歳入）
継～算定基礎資料（債務償還）
常～地方教育費調査・回答
目黒区の教育
継～目黒区の教育作成資料
継～目黒区の教育発行要領
継～子ども議会（５・７年度）
継～子ども議会（８年度）
常～区民の声等処理
区民の声処理依頼票
常～区民の声事務処理要領
区民からの意見
広聴システムパスワード
ホームページ関係
教育委員会事務局事務分担表
継～校長・副校長　顔写真データ
ホームページ担当者選任
継～教育委員・教育長顔写真
広報課通知・依頼
校長・副校長顔写真一覧作成
継～広報発送先
常～広報用写真データ
きょういく広報（１６７・１６８・１６９号）
きょういく広報家庭数調査

広報編集資料 継～退任した教育委員・教育長顔写真
小Ｐ連だより・中Ｐ連だより
文部科学広報
文科省「初中教育ニュース」
継～個人情報の保護及び管理に関する特記事項（廃棄文書委託用）
機密文書廃棄
継～学校ファイリング資料（学校評価基準）
継～学校ファイリング導入経緯
継～機密文書取扱業者資料
継～学校文書保存年限基準
継～学校文書保存年限設定（５９）
継～学校文書保存年限設定基準改定資料（事務）
常～学校文書保存年限基準
継～学校事務職員会研修資料
継～学校文書管理　区基準
継～学校文書管理　都法規
ファイリングシステム定期指導・定期相談
学校ファイリング用品購入
継～各学校ファイリング整備資料
継～ファイリング講師経歴・会社概要
新採・転入ファイリング説明会
継～海外交流受入
継～交流事業アンケート結果
継～中学生海外交流事業覚え書
継～中学生交流事業課題検討事項
継～派遣・受入れ様式原稿
区立学校国際交流事業
継～教師交流事業派遣
継～教師交流事業受入れ
継～教師交流事業共通
継～教師交流事業計画
継～中学生海外派遣　実施要綱
継～中学生海外派遣　団員名簿
継～中学生海外派遣　応募状況
継～モレノバレー中学生受入家庭名簿
継～英会話研修テキスト原稿
継～モレノバレー生徒の研修資料
継～海外派遣・受入れ改善事項検討
継～海外派遣経験者作文・アンケート募集資料
継～海外派遣資料（他区状況）
継～受入に関する英語版資料（日本でのホームステイ用）
継～受入れ家庭アンケート集計資料
継～モレノバレー資料
継～受入家庭の訪米計画検討
継～中学生海外派遣私立中参加検討
継～米国生徒の日本海外派遣レポート
継～受入れ行事ボランティア募集資料
学校への通知
学校への調査
継～学校財務情報システム改善
継～学校財務事務検討会・学校財務情報システム検討会の検討結果
学校財務情報システム操作研修

学校庶務 学校庶務関連

学校財務システム

中学生海外交流 中学生海外交流共通

教師交流事業

中学生海外派遣

米国生徒受入れ

海外派遣・受入れ資料

広報共通 広報全般

きょういく広報

広報資料 広報誌（教育関係）

学校文書管理 学校文書管理全般

学校文書保存年限

学校ファイリング指導

地方教育費調査

目黒区の教育

広聴 子ども議会

区民の声

校長会・副校長会・事務
職員会

事務職員会

教育政策課
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～学校財務検討資料
未執行・未清算一覧（学校分）
継～他区学校事務体制調査資料
継～財務ワーキンググループ資料
継～財務システムデモ資料
学校徴収金決算書（給食費）
常～学校徴収金管理システムＲＦＩ結果
自然宿泊体験教室会計報告（興津）
自然宿泊体験教室会計報告（八ヶ岳）
常～学校徴収金ガイドライン
常～学校徴収金検討
常～学校徴収金質疑応答
常～学校徴収金（小／インターネット伝送登録書（写））
常～学校徴収金（校務ＬＡＮ機器入替え）
学校徴収金事務説明会
常～学校会計事故防止対応策検討委員会・作業部会
学校徴収金各種通知
学校徴収金決算書（教材費）
常～学校徴収金管理システム検討
常～手引き修正案等意見募集
常～学校徴収金管理システム
常～学校徴収金（中／インターネット伝送登録書（写））
学校徴収金　調査・回答
常～振替処理電算結合
他団体からの交流調査
常～国際交流支援事業関連資料
国際交流事業経費　申請・交付決定
複写機通知
学校契約事務処理通知
常～長期継続契約 契約書
継～電子調達
教育政策課取扱契約資料
区立図書館納入業者の指定
契約事務処理通知
公共ＩＴアウトソーシングガイドライン
平成２１年度業務評価の試行の実施
債権者登録申請
継～官公需適格組合受注実績
継～業務評価の試行の実施
継～契約解除
継～契約事務改善に関する緊急提案
継～契約事務資料
継～契約事務取扱基準
継～契約台帳閲覧申請書（用紙）
継～再委託の取り扱い
継～小規模改修工事事務手続き
継～消防設備等の点検基準
継～図書館資料購入契約の取扱い
継～請負契約に関する資料
常～教育委員会競争入札参加心得等
常～維持保全業務標準仕様書
常～契約関係法規
常～随意契約ガイドライン
維持保全業務積算標準単価表
継～ディーゼル車規制通知
継～プロポーザル方式による業者選定要綱
継～維持保全業務標準仕様書
継～印紙税の手引き
継～環境に配慮した物品調達推進方針
継～契約の支払遅延防止防止等に関する法律改正
継～建設リサイクル法工事要領
継～公金取扱マニュアル
継～消費税取り扱い
継～通知　産廃処理
継～労働者派遣事業制度
継～入札説明会の廃止
継～入札準備
継～業者倒産
常～業者指名停止資料
常～電子入札
継～入札中止
常～長期継続契約
常～長期継続契約（使用賃借　図書館ＢＤＳ機器）Ｈ２４.０７.０１～Ｈ２９.０６.３０
常～長期継続契約
常～長期継続契約（使用賃借　図書館マルチシステム）Ｈ２５.０２.０１～Ｈ３０.０
１.３１
継～中央中校内ＬＡＮシステム機器等借上（２０．３.１～２０．２.２８）
常～長期継続契約（機械警備委託　中央町さくらプラザ・文化財保管倉庫）Ｈ２
４～Ｈ２６
常～長期継続契約（機械警備委託　中央町さくらプラザ・文化財保管倉庫）Ｈ２
１～Ｈ２３
常～長期継続契約（学校機械警備　菅刈・田道・上目黒分）Ｈ２１～Ｈ２３
常～長期継続契約

学校データ共通 学校データ共通全般

契約事務共通 契約事務全般

契約関係法規

入札

長期継続契約

学校庶務

学校財務システム

学校徴収金

小・中学校国際交流支援
事業

小・中学校国際交流支援
事業

教育政策課
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～長期継続契約（自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の借上げ（学校行事用））H３
０.４.１～H３５.３.３１
常～長期継続契約（パソコンリース）　Ｈ２４.８.１.～Ｈ２９.７.３１.（教育指導課）
常～長期継続契約
常～長期継続契約
継～長期継続契約契約書（機械警備）　Ｈ１８～Ｈ２１（地域学習）
継～長期継続契約契約書（機械警備）　Ｈ１８～Ｈ２１（体育館）
継～長期継続契約契約書（機械警備）　Ｈ１８～Ｈ２１（図書館）
継～長期継続契約契約書（機械警備）　Ｈ１８～Ｈ２１（指導課）
継～長期継続契約契約書（機械警備）　Ｈ１８～Ｈ２１（学校分）
継～長期継続契約契約書（機械警備）　Ｈ１８～Ｈ２０
継～長期継続契約（複写機）　Ｈ１９～Ｈ２４
継～長期継続契約（機械警備）　Ｈ１９～Ｈ２２（子ども教室運営）　Ｈ１９～
継～長期継続契約（機械警備）　Ｈ１９～Ｈ２２（学校分）
継～長期継続契約（パソコンリース）　Ｈ１９～Ｈ２４（指導課）
継～長期継続契約（ガス冷暖房）　Ｈ１９～Ｈ２９（中央中）
常～長期継続契約（めぐろ学校サポートセンターカラー複写機）H３１.４.１～H３
６.３.３１
常～長期継続契約（中央町社教館）H２４.４.１～H２９.３.３１
常～長期継続契約（青プラ複写機・簡易印刷機）H２５.４.１～H３０.３.３１
常～長期継続契約（サポートセンター複写機・簡易印刷機）H３１.４.１～H３６.３.
契約書（５０万円以上）中学校
契約書（５０万円以上）小学校
常～学校複写機レンタル導入検討
学校複写機保守契約　契約書
契約書　（年間・早期契約／教育指導課）
契約書　（年間契約／教育政策課）
契約書（年間・早期契約／学校運営課）
契約書（学校運営課）（一般需用費／備品購入費）
契約書（めぐろ学校サポートセンター分）（一般需用費／備品購入費）
契約書（教育指導課） （一般需用費／備品購入費）
契約書（教育政策課分）（一般需用費／備品購入費）
契約書（教育政策課）（委託料／その他）
契約書（学校運営課）（委託料／その他）
契約書（めぐろ学校サポートセンター分）（委託料／その他）
契約書（学校施設計画）（委託料／その他）
契約書（教育指導課）（委託料／その他）
契約書（年間・早期契約／八雲中央図書館）
契約書（年間・早期契約／生涯学習課）
契約書（八雲中央図書館）（一般需用費／備品購入費）
契約書（生涯学習課）（一般需用費／備品購入費）
契約書（生涯学習課）（委託料／その他）
契約書（八雲中央図書館）（委託料／その他）
継～見積経過調書（１４年度）
常～入札経過調書
継～見積経過調書（１６年度）
継～入札経過調書

契約台帳（１８年度） 継～契約台帳（物件）
継～契約台帳（工事）
継～契約台帳（物件）平成１７年度

契約台帳（１５年度） 継～見積経過調書
常～契約台帳・入札経過表　平成２５年度
継～契約台帳（工事）平成２０年度
常～契約台帳・入札経過表　平成２７年度
常～契約台帳・入札経過表　平成２６年度
常～令和２年度当初予算要求事項説明書【部局枠】
常～令和２年度当初予算要求事項説明書【政策枠】
常～令和２年度当初予算編成通知
常～令和２年度当初予算復活要求
常～令和２年度当初予算部局枠編成資料
常～令和２年度当初予算部内査定
常～令和２年度当初予算政策枠編成資料
常～令和２年度当初予算人件費資料
常～令和２年度当初予算財源充当表
常～令和２年度当初予算区長ヒアリング
常～令和２年度当初予算教育長査定・部内編成部会
常～令和２年度当初予算教育長ヒアリング
常～令和２年度当初予算教育委員会資料
当初予算関連文書校正
常～当初予算配当通知
常～当初予算公表・プレス発表
常～当初予算一般財源把握調査
常～組織移行に係る予算資料
常～緊急財政対策検証
常～当初予算連絡・資料
当初予算一般通知
常～令和２年度当初予算要望（学校関係団体）
常～令和２年度当初予算要望対応状況
常～令和２年度当初予算要望（区議会各会派等）
常～平成３１年度（令和元年度）補正１号予算要求事項説明
常～平成３１年度（令和元年度）補正１号予算通知
常～平成３１年度（令和元年度）補正１号予算資料
常～令和元年度補正２号（３号）予算要求事項説明
常～令和元年度補正２号（３号）予算通知・資料

補正予算編成 補正１号予算編成

補正２号予算編成

契約台帳
契約台帳（１７年度）

契約台帳（２０年度）

令和２年度当初予算（事
務局）

当初予算編成

当初予算連絡・調査

当初予算要望

契約完了済（生八） 契約書（生八）年間契約・
早期契約
契約書（生八）一需・備品

契約書（生八）委託料外

入札経過調書 入札経過全般

契約完了済（学校） 契約完了済 学校全般

契約完了済（政学指） 契約書（政学指）年間契
約・早期契約

契約書（政学指）一需・備
品

契約書（政学指・委託料
外）

契約事務共通

長期継続契約

教育政策課
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～学校財務情報システム（暫定）研修会資料（０４/０４/１３）
継～学校財務情報システム（暫定）操作マニュアル
継～平成５年度学校財務事務手引きの変更等（０５/０４/２０）
継～学校財務事務検討報告書
継～学校財務事務説明会資料（０５/０４/１６）
継～事務職員会に対する説明
継～学校財務情報システム検討会報告書
継～決算・監査システム
継～新事務処理
継～部会決定事項
継～物品管理システム
継～予算編成システムの改善
継～検討ワーキンググループ資料（最終報告まで）
継～パッケージ調査資料
継～検討ワーキンググループ資料（要求仕様作成）
継～開発会議（共通）
継～開発会議（契約）
継～開発会議（物品・決算）
継～開発会議（予算・執行）
継～内部情報システム選定委員会（事務局ヒアリング）
継～財務情報システム再構築検討（学校）
継～財務情報システム再構築検討（教育委員会）
継～内部情報システム選定委員会
継～内部情報システム選定委員会（プレゼンテーション）
継～財務情報システム再構築検討（開発チーム）
土地活用等意向調査
各種調査
計画等に関する調査

各種基準 継～行手条例 教委各課審査基準・処分基準
地教行法５９条改正・制
度改革

継～都区制度改革Ｑ＆Ａ

学校のあり方検討 継～区立学校のあり方について答申書
学校のあり方検討 継～区立学校のあり方答申の具体化

継～小・中学校設置整備方針
継～緑ヶ丘小学校改築等検討委員会の設置および小学校の統廃合に関する
当面の認識
常～教育目標等見直し検討委員会
継～教育目標・基本方針
基本計画改定
基本構想の検証及び基本計画総括調査
継～目黒区基本構想
実施計画改定
実施計画事業執行状況調査

補助計画 目黒区行革計画
教育委員会自己点検評 令和元年度事務の管理及び執行状況の点検及び評価（３０年度分）
教育行政運営方針 教育行政運営方針

目黒区立中学校案内原稿
めぐろ学校教育プラン概要版配布
めぐろ学校教育プラン調査
学校教育プラン改定全般
継～プラン改定(１８年度)
継～プラン改定(１７年度)
継～プラン改定(１５年度)
継～プラン改定(１４年度)
継～プラン改訂(１９年度)
常～めぐろ学校教育プラン（歴代）
常～プラン改定資料
常～プラン推進委員会開催
継～プラン推進委員会設置要綱
常～プラン推進委員会設置要綱
常～プラン推進委員会

プラン推進事業関係資料 常～中学校の魅力づくりに向けて
教育施策説明会 教育施策説明会

東京都からの通知
働き方改革実行プログラム
継～組織等に係る協議の基準･庁議付議基準
継～集会予約システム補助執行
継～教育委員会組織経緯
継～１２年度に向けた組織改正調整委員会
常～平成２８年度補助執行・委任
継～平成１２年度補助執行・委任
常～平成２３年度補助執行・委任
継～平成１４年度補助執行・委任
継～幼稚園事務移管
常～２１年度教育委員会事務局組織見直し
定数見直し、組織改正
継～情報公開条例・施行規則
継～情報公開解釈基準
継～公文書写し作成に要する費用に関する告示
継～公文書公開請求記入例・様式
継～個人情報保護条例改正
諮問調査
情報公開・個人情報保護調査・回答
常～電磁的総合目録

学校における働き方改革 学校における働き方改革

教育委員会組織 教育委員会組織全般

教育委員会組織改正

情報公開 情報公開全般

情報公開制度

基本方針・教育目標

長期計画 基本構想・基本計画

実施計画

めぐろ学校教育プラン めぐろ学校教育プラン全
般

学校教育プラン改定・改
訂

学校教育プラン推進委員
会

財務情報システム再構築 財務情報システム検討
ワーキンググループ

再構築検討

教育政策全般 調査・回答

インテリジェントスクール

財務情報システム 学校財務情報システム
（暫定）

学校財務情報システム検
討会
開発部会資料

教育政策課
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～個人情報ファイル
常～公開請求
情報公開請求に係る歳入調定
継～１４年度 個人情報業務登録届出者
継～個人情報 業務単位 業務登録 １０年度
行政情報開示請求（１４年度）
公文書公開請求（事務局保有文書）　８年度上半期分
公文書公開請求（事務局保有文書）　８年度下半期分
公文書公開請求（学校保有文書）８年度分
公文書公開請求(事務局保有文書)⑩
公文書公開請求(学校保有文書)９年度
公文書公開請求(学校保有文書)１０年度
公文書公開請求(１１年度分）
継～情報公開請求（１５年度）
継～情報公開請求　１６年度
継～公文書公開請求（１７年度）
継～個人情報 業務単位 業務登録 １１～１３年度
継～個人情報 業務単位 業務登録 ７～９年度
公文書総合目録の提出
常～学校個人情報通知・回答
継～学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱を確保するために事
業者が講じるべき措置に関する指針

個人情報保護制度 継～情報公開等学校等通知
刑事訴訟法第１９７条第２項に基づく個人情報の外部提供
個人情報の外部提供（その他）
少年法第１６条に基づく個人情報の外部提供
継～学校個人情報調査・登録マニュアル
刑事訴訟法第１９条２項の照会
継～保護制度調査委員会答申
継～保護制度調査委員会設置

学校個人情報
学校個人情報協議会(原
義)

継～学校個人情報保護制度協議会設置

各種通知
調査・回答

都補助金 東京都コミュニティ・スクール導入等促進事業
継～中央中学校計画骨子
継～地域における区立学校のあり方について
継～適正規模･適正配置・通学区域制度
継～適正配置他自治体資料
継～統合新校整備方針
継～望ましい規模の区立中学校の実現を目指して（案）
継～望ましい規模の区立中学校の実現を目指して（策定）
継～隣接学校希望入学制度
継～中央中統合経過等説明資料
継～地域における区立学校あり方検討委員会
継～説明会
継～情報公開請求
継～意見･要望
開設準備委員会
常～説明会関係
調査回答
料金後納郵便差出票（控）
望ましい規模の区立中学校の実現を目指して（改定）
常～新しい学校づくり重点支援事業補助金
常～新しい学校づくり重点支援事業実施要綱
南部・西部地区の区立中学校の適正配置に向けた検討会設置要綱
学校統合推進課だより
常～第三中学校・第四中学校の統合新校推進協議会幹事打合せ会
常～第三中学校･第四中学校の統合新校推進協議会

開設準備委員会 常～開設準備委員会（三中・四中）
南部・西部地区統合 南部・西部地区の区立中学校の適正配置に向けた検討会

常～目黒中央中学校統合評価委員会
常～目黒中央中学校統合評価委員会（第１回資料）

目黒中央中学校評価資
料

常～目黒中央中PDE調査

常～大鳥中学校の統合による成果・課題の検証
常～大鳥中学校の統合による成果・課題の検証結果報告書
継～閉校式
継～統合新校整備方針（案）
継～整備方針(案）説明会
継～中学校設置・廃止届
継～統合新校整備方針
継～広報等周知
継～協議会だより
継～学校説明会
継～統合新校設置推進協議会（第８回）
継～統合新校設置推進協議会（第１回）
継～統合新校設置推進協議会（第５回）
継～統合新校設置推進協議会（第３回）
継～統合新校設置推進協議会（第２回）
継～統合新校設置推進協議会（第４回）
継～統合新校の基本的事項に関する協議結果
継～推進協議会　要綱・名簿
継～統合新校設置推進協議会（第７回）

目黒中央中統合評価 目黒中央中統合評価委
員会

大鳥中統合評価 大鳥中学校統合成果・課
題の検証

統合新校設置 統合新校設置全般

推進協議会

学校運営協議会・コミュニ
ティスクール

学校運営協議会・CS全
般

適正規模等検討 適正規模等検討全般

学校統合
学校統合共通

協議組織

個人情報保護 個人情報業務等登録

学校個人情報 学校個人情報全般

登録・利用・外部提供･開
示

保護制度調査委員会

情報公開

情報公開制度

情報公開請求

教育政策課
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～統合新校設置推進協議会（第６回）
継～統合新校設置推進協議会幹事会（第１回～　　）
継～推進協議会幹事会名簿
継～目黒中央中学校開設準備委員会（第１２回）
継～目黒中央中学校開設準備委員会（第１３回）
継～目黒中央中学校開設準備委員会（第１４回）
継～目黒中央中学校開設準備委員会（第１５回）
継～目黒中央中学校開設準備委員会（第１６回）
継～目黒中央中学校開設準備委員会（第１７回）
継～目黒中央中学校開設準備委員会（第６回）
継～目黒中央中学校開設準備委員会（第７回）
継～目黒中央中学校開設準備委員会（第８回）
継～開設準備委員会　要綱・名簿
継～男女平等・共同参画オンブーズ調査
継～統合新校開設準備委員会（第１回）
継～統合新校開設準備委員会（第２回）
継～統合新校開設準備委員会（第３回）
継～統合新校開設準備委員会（第５回）
継～目黒中央中学校開設準備委員会（第９回）
継～保護者アンケート
継～目黒中央中学校開設準備委員会（第１０回）
継～目黒中央中学校開設準備委員会（第１１回）
継～検討部会　要綱・名簿
継～校歌楽譜
継～校歌検討部会
継～校章・校旗検討部会
継～校章（原図）
継～校章図案募集
継～標準服検討部会
継～第１回　校章・校旗・校歌・標準服検討部会
継～標準服　業者資料
継～標準服アンケート
継～標準服アンケート調査票（小学校）
継～標準服アンケート調査票（中学校）
継～標準服プレゼンテーション
継～体操着資料
継～移転計画
継～目黒中央中学校教育計画施設計画骨子
継～目黒中央中学校リーフレット
継～中高一貫教育校資料
継～第二中跡地活用・剰余備品
継～開校記念式典
継～開校式
継～学校説明会
継～校名選定
継～校名募集
継～各区審議会答申資料（学校）（Ｈ６～９）
継～各区審議会答申資料（学校）（Ｈ２～５）
継～各区審議会答申資料（学校）（Ｈ１０～　）
継～各区審議会答申資料（学校）（Ｓ６０～Ｈ元）
継～各区審議会答申資料（幼稚園）
常～要望書
常～検討委員会委員の委嘱
常～検討委員会諮問
常～検討委員会設置要綱
常～公募委員の選考・決定
常～検討委員会会議録（第１０回～第１２回）
常～検討委員会会議録（第７回～第９回）
常～検討委員会会議録（第４回～第６回）
常～検討委員会会議録（第１３回～第１７回）
常～検討委員会会議録（第１回～第３回）
常～検討委員会中間報告
常～検討委員会答申
常～適正配置等検討会報告書
退職
学校基本調査・公立学校統計調査
死亡届
兼業許可申請
勧奨退職
人事関係調査
常～職員名簿(学校)
常～被服貸与調査
人事通知
継～労基法適用除外許可書
継～職員名簿(学校）
継～事故報告
継～個人情報業務登録
継～各種要望
被服貸与
継～勤務時間の定め
継～統括課長・統括係長要綱
新規採用等名簿
事務従事
金銭出納員等任免手続

人事 人事全般

人事要綱・規程

任免 任免全般

目黒中央中学校開設準
備

各区審議資料

中学校適正規模等検討
委員会

検討委員会全般

検討委員会会議録

答申・報告

統合新校設置

推進協議会

推進協議会幹事会

開設準備委員会

開設準備委員会検討部
会

教育政策課
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
技能長職昇任選考
技能主任職昇任選考
条件付採用者勤務評価
主任主事昇任選考
係長職昇任能力実証
人事評価（一般職員）
課長補佐職昇任能力実証
管理職選考
異動通知
都区間交流
継～年度途中兼務発令
継～目標によるマネジメント制度の実施
継～服務通知
継～超過勤務命令の取り扱い
継～学校警備職員の服務の取り扱い
継～勤務時間
継～区職員の服務
服務に関する調査・回答
診断書
産休・育休
在職証明書等の交付
勤務時間調査
区民の声
常～服務通知
常～学校警備職員の服務の取り扱い
常～職免適用基準
継～職場のセクシュアル・ハラスメント防止に関する指針

財務会計 財務会計全般 給与等の誤支給に伴う追給・戻入
常～小学校通学区域内危険箇所マップ
常～学童擁護誘導場所状況一覧
継～学童擁護業務基準・マニュアル
継～警備・学童あり方検討委員会報告
継～警備業務基準
継～警備服務マニュアル
継～制度改正説明会・陳情書

学校警備機械化校 常～機械警備実施予定校
継～その他の業務に間する調査
継～学童擁護業務に関する調査
継～警備業務に関する調査
継～用務業務に関する調査
事務分担表
常～職員配置基準（Ｈ２０年度から
継～学校職員配置
継～職員配置基準
継～職員配分定数等
継～適正化計画
継～定数算定基準
常～学校用務等の委託化
継～学童擁護制度見直し
新任研修(用務)
用務員研修の支出（一般需用費の学校配付、講師謝礼）
常～研修実施報告（学童擁護）
常～研修実施報告（用務）
常～用務職員技術指導研修実施要領
全体研修（用務）
実務研修（警備）
研修打合わせ会（用務）
接遇研修
常～技術指導研修（用務）
実務研修(学童擁護)
実務研修（用務）
継～日教組・都教組７
継～機関紙
継～都区一般
継～学校開放謝礼金
当初予算要求
継～警備機械化の推移
継～学童部会会議録
継～学童部会
継～警備部会
継～警備部会会議録
継～承認範囲と手続
継～職員団体規約
常～安全衛生管理計画の作成方法及び調査結果報告書
常～安全衛生パンフレット
外部からの調査依頼
安全衛生に関する通知
事務所安全衛生委員会連絡会
本庁舎安全衛生委員会
事務所安全衛生委員会委員等の選出
衛生推進者の選出
継～ガイドライン資料
安全衛生協力員の選出
安全衛生研修会

安全衛生 安全衛生

安全衛生委員会

研修 研修全般

職員団体 職員団体要望・交渉経過

部会報告

職員団体活動

服務 服務全般

服務　要綱・規程

制度　定数 学校警備・学童擁護業務
の見直し

他区の動向

定数管理

行財政改革

任免

選考

異動

教育政策課
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
学校安全衛生推進者・衛生管理者の選出
学校安全衛生委員会委員の選出
職場環境測定
学校安全衛生委員会(会議録を含む)
よりよい職場づくりのための職場環境等向上策実施
労働衛生週間行事（スローガン等）
常～学校産業医
常～学校における喫煙の検討
学校配付薬品
常～特別区人事委員会への衛生管理者等の選任報告
常～学校安全衛生委員会設置規程
継～見直し案（学校安全衛生委員会
継～昭和６２年度における見直し
大規模学校安全衛生委員会（会議録を含む）
大規模学校安全衛生委員会委員の選出
継～公務災害記録
公務災害通知
公務災害事務説明会
常～公災申請(個人別)
継～個人別フォルダー
常～労災申請（個人別）
継～立案請求
継～個人別フォルダー
非常勤職員採用（児童交通安全擁護員）年度途中
非常勤職員採用（学校事務員）４月１日付け採用
非常勤職員募集
履歴事項異動届
継～学校警備に従事する職員の勤務時間等の取扱いについて
継～求人広告・職安申請手続き
非常勤職員採用（学校事務員）年度途中採用
非常勤職員採用（学校用務員）４月１日付け採用
非常勤職員採用（学校用務員）年度途中採用
非常勤職員採用（学童擁護員）４月１日付け採用
非常勤職員採用（学童擁護員）年度途中採用
非常勤職員採用（児童交通安全擁護員）４月１日付け採用
継～選挙管理委員会　会場提供通知
勤務条件等
非常勤職員採用（学校警備員）４月１日付け採用
非常勤職員採用（学校警備員）年度途中
区非常勤人事・服務通知
継～非常勤職員取扱要綱　１９年度改正
継～非常勤職員取扱要綱　１８年度改正
継～非常勤職員取扱要綱　１７年度改正
継～非常勤職員取扱要綱　１６年度改正
継～非常勤職員取扱要綱　１５年度改正
継～企画調整課非常勤職員取扱要領
継～各課非常勤職員取扱要領
常～会計年度任用職員設置要綱
常～目黒区教育委員会臨時職員等の通勤の実情確認に関する要綱
常～非常勤職員取扱要綱
常～教育委員会各課非常勤職員取扱要領
常～育児短時間勤務代替非常勤職員取扱要綱
非常勤職員任用(４月２日以降）
公募によらない任用
会計年度任用職員任用手続き
令和２年４月１日付け会計年度任用職員等の任用（鷹番小学校～東山小学
会計年度任用職員の申込書・評価書・推薦書
非常勤職員の退職・変更
令和２年４月１日付け会計年度任用職員等の任用（八雲小学校～五本木小学
令和２年４月１日付け会計年度任用職員等の任用（事務局分）
令和２年４月１日付け会計年度任用職員等の任用（第一中学校～みどりがお
かこども園）
再任用職員の任用

区非常勤の設置 常～職の設置・変更・廃止
報酬改定協議 常～報酬改定

継～平成１９年度報酬改定
継～平成１８年度報酬改定
継～平成１７年度報酬改定

区非常勤報酬 区非常勤報酬支払 非常勤報酬・歳出戻入：収入通知
継～臨時職員制度改善
継～外国人雇用の注意事項
継～臨時職員割当資料
継～臨時職員雇用にかかる取扱要綱
継～臨時職員雇用適正化
臨時職員通知
常～臨時職員雇用適正化
常～臨時職員取扱要綱
欠員補充の雇用申請・雇用決定（執行委任分）
短期欠員対応雇用決定
臨時職員雇用決定（児童介助等）
臨時職員雇用決定（学童擁護）
臨時職員雇用決定（学校事務）
臨時職員雇用決定（学校警備）
年末年始警備員配置

臨時職員 臨時職員全般

臨時職員雇用承認

公務災害 公務災害全般

公災申請（個人別）

労働災害（申請は個人
別）

区非常勤人事・服務 区非常勤人事・服務全般

区非常勤要綱・規程

区非常勤任免

報酬改定協議

安全衛生

学校安全衛生委員会

安全衛生管理体制見直
し
大規模学校安全衛生委
員会

教育政策課
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
臨時職員雇用カード履歴書　ヤ・ラ・ワ行
臨時職員雇用カード履歴書　ア行
臨時職員雇用カード履歴書　カ行
臨時職員雇用カード履歴書　サ行
臨時職員雇用カード履歴書　タ行
臨時職員雇用カード履歴書　ナ行
臨時職員雇用カード履歴書　マ行
臨時職員雇用カード履歴書　ハ行
臨職・非常勤出勤状況４月
臨職・非常勤出勤状況３月
臨職・非常勤出勤状況２月
臨職・非常勤出勤状況１月
臨職・非常勤出勤状況１２月
臨職・非常勤出勤状況５月
臨職・非常勤出勤状況１０月
臨職・非常勤出勤状況６月
臨職・非常勤出勤状況７月
臨職・非常勤出勤状況８月
臨職・非常勤出勤状況９月
臨職・非常勤出勤状況１１月
臨時職員賃金仕分書・入力集計表　３月
臨時職員賃金仕分書・入力集計表　２月
臨時職員賃金仕分書・入力集計表　１月
臨時職員賃金仕分書・入力集計表　１２月
臨時職員賃金仕分書・入力集計表　１１月
臨時職員賃金仕分書・入力集計表　１０月
臨時職員賃金戻入
臨時職員賃金仕分書・入力集計表　９月
臨時職員賃金仕分書・入力集計表　８月
臨時職員賃金仕分書・入力集計表　４月
臨時職員賃金仕分書・入力集計表　６月
臨時職員賃金仕分書・入力集計表　５月
臨時職員賃金仕分書・入力集計表　７月
避難所運営訓練実施
避難所運営訓練実施全般
避難所としての学校施設利用区分表

教育委員会防災対策 常～災対教育部マニュアル
継～水害ハザードマップ
常～放射線影響対策連絡会
教育委員会危機管理全般
常～防災用ヘルメット貸与品管理簿
継～学校火災処理
学校防災通知・調査・回答
学校防災対策全般
常～学校防災マニュアル（改定版）
常～学校独自防災マニュアル
常～防災用ヘルメット貸与要綱
子どもの安全ハンドブック
教育危機管理推進員
普通救命講習会
学校安全管理全般
小学校通学路
印刷物作成協議書(子どもの安全ハンドブック）

学校危機管理 常～学校危機管理マニュアル（都教委）
来訪者確認システム 来訪者確認システムの運用

継～学校安全対策（大阪・池田小学校事件後）
継～学校安全対策（寝屋川市中央小学校事件後）
ＰＨＳ電話使用料明細（４月分～３月分）
学校緊急情報連絡システム携帯電話使用料明細（１０月分～３月分）
学校緊急情報連絡システム携帯電話使用料明細（４月分～９月分）
学校緊急情報連絡システム操作研修
学校緊急情報連絡システム登録（協力機関）
学校緊急情報連絡システム運用全般
学校緊急情報連絡システム携帯電話使用料
学校緊急情報連絡システム運用委託
ＰＨＳ電話使用料支出（４月分～３月分）
学校緊急情報連絡システム配信
小・中学校ＬＧＷＡＮ配線工事
システムセキュリティ強靱化
調査・回答
企画経営部通知・調査回答
学校宛て通知
基幹系から取り出す住民記録データ
外部記録媒体管理簿
情報課通知・調査回答
校務ＬＡＮシステム保守報告
組織改正（学校ＩＣＴ担当課）
常～学校ICT環境検討委員会
常～セキュリティインシデント事例報告
学校システムＣＳＩＲＴ
ICT環境整備全般
教育委員会情報セキュリティ規定
常～ソフトウェア整備
常～ライセンス証書

学校緊急情報連絡システ
ム

運用

学校情報化推進共通

他の自治体の取り組み

学校ICT環境整備

ソフトウェア

学校防災 避難所運営

教育委員会危機管理

学校防災対策

学校安全 学校安全全般

臨時職員

臨時職員雇用カード

臨時職員賃金支払 臨職・非常勤出勤状況

臨時職員賃金仕分書

教育政策課
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～ウイルス対策ソフト
支出負担行為
執行委任
契約変更
契約依頼
完了届
支出命令
支出負担行為兼支出命令
歳入
差金使用
施設課依頼（工事見積・執行）
債権者登録申請書・変更届
来年度予算要求
予算流用（予備費充用）
物品処分
常～長期継続契約等契約書(写)
旅費

非常勤・臨時職員等 非常勤職員任用関係書類
教育用コンピューター整
備全般

常～教育用コンピューター機器保守

常～ぷらら関連資料
常～ＮＴＴ回線関連資料（小学校）
常～itscom関連資料
提案者宛て貸出簿
構築対象小学校電気工事
構築打合せ議事録
３１年度更新
教育システム構築業者選定委員会
リース物件確認票（２８更新・２３リース物件）
電気工事工程表（３０年度更新校）
東根小ＰＣ教室対応（３０年度更新）
プロポーザル参加申込書
３０年度更新
電気工事用平面図（３１年度更新校）
リース機器期間満了届
指紋認証ＵＳＢメモリ運用手順（基幹系システムデータ処理用）
常～C４th設定資料
常～教育用サーバー校務LAN連携
常～校務LANシステムの運用に関する届出
常～校務LANシステム障害
常～校務LANシステム設定資料
校務LANヘルプデスク報告書
校務LANシステムユーザ登録申請
Fogos（フォゴス）対応記録簿
学校宛て当初通知（校務ＬＡＮシステム管理用）
研修
校務LAN全般
目黒中央中学校校内ＬＡＮシステム運用
保守報告（アルプ）
ICカード発行･更新･削除
学校におけるイントラネット共通

教育用コンピューター整
備

インターネット

教育用PC更新

目黒中央中学校

イントラネット

学校情報化推進共通

ソフトウェア

財務

教育政策課
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